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第54回

日本手外科学会学術集会

プログラム・抄録集

《
云
《
云
《
云

藤哲（弘前大学医学部整形外科教授）

平成23年4月15日（金）・16日(土）

ホテル青森

〒030-0812青森県青森市堤町1丁目1-23

長
期
場

TELO17-775-4141FAXO17-773-5201

青森市文化会館

〒030-0812青森市堤町1丁目4番1号

TELO17-773-7300FAXO17-776-2066

日本手外科学会第17回春期教育研修会

期日平成23年4月17日（日）

会場ホテル青森3階孔雀



第54回日本手外科学会学術集会プログラム委員

青木光広

池田和夫

磯貝典孝

内田満

岡島誠一郎
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柿木良介
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砂川融
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辻野昭人
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三浪明男
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橋詰博行
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池田全良

石突正文
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長田伝重

面川庄平
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瀧川宗一郎

谷口泰徳

長岡正宏

西 田 淳

平田仁

堀内行雄

水関隆也

村 瀬 剛

(75名）

(敬称略、五十音順）
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第54回日本手外科学会学術集会の開催にあたって

会長藤哲
(弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座教授）

この度，第54回日本手外科学会学術集会を平成23年4月15日（金),16日（土）の2

日間，青森市のホテル青森，青森市文化会館において開催することになりました今

回の学会では,｢HandSurgeryAtoZ」をメインテーマとして，招待講演，シンポ

ジウム，パネルディスカッション，ランチョンセミナーなどを企画し，準備を進めて

参りました．

この『AtoZ｣,世界的に有名な弘前出身の画家・彫塑家奈良美智氏の美術展でも使

用された言葉でもありますが，いわゆる『AからZまで』を意味します，

ご存知のように，手外科医が対処しなければならない外傷や障害は多岐にわたり，

見逃しや不適切な初期治療は大きな障害を残すことになります．手外科の治療に関わ

っていると良く感じることですが，手外科領域では，股関節における人工股関節置換

術や膝におけるACL再建手術など週に何例も頻繁に行われるいわゆる定型的な手術が

少なく，様々な疾患に対処しなければなりません．

したがって，手外科医は手のあらゆる疾患，あらゆるテクニックに精通していなけ

ればいけませんそのようなことを踏まえ，今学会は「HandSurgeryAtoZ」を標

語としました．プログラムは非常に多岐にわたる盛り沢山の内容となりました．

特別講演としては,RA手関節障害の経験が豊富な高木理彰先生には，「関節炎一思

い出したいあの疾患，この病態一」と題してご講演いただきます．

招待講演は『HandSurgeryAtoZセミナー』として，国内外から13名の先生方

をお招きしました．手の外科・四肢先天異常が専門の堀井恵美子先生，手の外科領域

で早くからRobot-assistedapproachに取り込んでこられた橋詰博行先生には，そのご経

験とさらにフランスのPhilippeLiverneaux先生と一緒にtelemicrosurgeryの現状につい

てもお話をしていただきます．イタリアのMarcolnnocenti先生,RobertAdani先生，

ルーマニアのAlexandruGeorgescu先生はいずれもマイクロサージャリーを駆使した再

建における世界の第一人者であり，その講演は大いに期待されるところです

今回のGuestSocietyである韓国手の外科学会(KSSH)からは，昨年ソウルのIFSSH

でご活躍されたGooHyunBaek先生，日本ではスポーツ整形外科・マイクロサージャ

リーでなじみが深く，本国では登山家として著明なDukeWhanChung先生が，台湾
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からは大阪医科大学に留学のご経験のあるI-MingJou先生，香港からは香港手外科学

会会長AlexanderK.Y.Choi先生さらに手関節鏡とハーモニカ奏者として国際的に有名

なPak-CheongHo先生がそれぞれの得意分野をお話しになります．本年は本学会の2週

間前にMauiで日米手外科合同会議が予定されておりましたので，北米の先生には声を

かけなかったのですが，カナダからVaughanBowen先生，アメリカからScottF.M.

Dunc肌先生が自ら北米代表を買って出てくれました．

また，シンポジウムは9テーマを取り上げました．「音楽家の手の障害」では，ス

ティービー・ワンダーやトミー・フラナガンなどの多くのNYのmusicianをみている

VmcentG.Fietti,Jr先生や，患者さんにも参加していただく予定です．その他「遠位僥

尺関節不安定症の治療」「PIP関節脱臼骨折の治療と長期成績」「CRPSの病態と治療」

など，治療方法の決定に難渋する病態に対する治療法を考えてみたいと思っています．

パネルディスカッションは6テーマを取り上げました．舟状骨骨折に対して，積極的

に非侵襲的な手術が行われるようになってきました．「舟状骨骨折：骨接合の術式選

択とその限界」では，その現状や問題点について検討していただきます．また，「僥

骨遠位端関節内骨折：鏡視下整復と透視下整復」では，榛骨遠位端骨折に対する鏡視

下整復と透視下整復のそれぞれの利点や欠点について考えてみたいと思っています．

お食事をとりながら最先端の話題をお聞きいただけるよう，モーニングセミナー，

ランチョンセミナー，イブニングセミナーを企画しました．僥骨遠位端骨折，上腕骨

遠位端骨折などの手術適応は，ロッキングプレートの登場により大きな変化が生じつ

つあります．モーニングセミナーの長田伝重先生，ランチョンセミナーのDiegoL.

Fernandez先生（スイス),金谷文則先生，イブニングセミナーの坪川直人先生には，

各種ロッキングプレートの有用性や限界について述べていただきます．磯貝典孝先生

には，3次元形状を有する硬組織の再生誘導を目的とした生体吸収性ポリマーの研究成

果をご発表いただきます．いずれも新鮮な情報を与えてくださることでしょう．

今回が第2回目となるGuestSocietyは，前述したごとく韓国手の外科学会(KSSH)で

すが,BakeとDuke両教授以外にもll名の先生が計14演題をご発表いただく予定です．

トラベリングフェロー演題として，米国手の外科学会B1'nnellトラベリングフェロー

のJenniferMoriatisWo圧先生と香港手の外科学会のWmgLimTse先生にご発表いただ

きます．また，一般演題として中国から5演題台湾から5演題を応募いただきました．

今回学会第1日目の午後に第3回日本・イタリア合同手外科学会が併催されます．日本

側は別府諸兄教授が会長を，イタリア側からはミラノのG.Pajardi教授が会長を務め

られます．その他前述のAdani･Innocenti両先生，関節鏡で有名なR.Luchetti先生な

ど計8名の先生方が参加されます．『母指CM関節障害に対する鏡視下手術』をパネル

として取り上げ，日・伊両国のエキスパートに討論して貰います．

手に関しては『手は心と結びついている』と良く言われますし，『手は哲学者で

ある』とまで述べている哲学者もいます．日手会会員の皆様方には，この機会にぜ

ひこの大切な『手を介して』海外の先生方とのつながりを深めていただきたいと思

います．
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今学会では，例年のように末梢神経を語る会，手の先天異常懇話会，第23回日本ハ

ンドセラピー学会が併催されますし，新たに神経因性瘤痛研究会も行われます．

昨年度から日本手外科専門医制度が始まりました．手の外科をやってみたいという

若い医師たちのモチベーションを支え，その技術的な裏打ちを強力に応援しようとい

う取り組みです．16日の夕刻には，特例措置で専門医になった先生方への専門医試験

が行われ，翌日には日手会専門医試験が行われます．

一般演題は486題とかなりの数が出揃いました．興味に応じて会場を選択していただ

き，活発な討論をお願いします．なお，第54回日本形成外科学会が4月13日から15日ま

で徳島市で開催されます．今学会と重ならないよう，形成外科の演題は16日に回すよ

う努めましたが，一部ご迷惑をお掛け致した点がありお詫び申し上げます．

なお，今学会のポスターの絵は，当科の患者さんであった美大出身の画家にお願い

しました．期間中に，この方の作品の個展を企画しています．『手の外科はArtだ』と

いう方もおります．手外科医にはArtに敏感になって欲しいものと思って企画しまし

た．

昨年12月にようやく東北新幹線が青森まで開通しました．関東方面では今までにな

い青森ブームと聞いておりますが，本年3月からは，東京から3時間10分という最速の

『はやぶさ』も運行することになりました．これにより，青森へのアクセスは大幅に

改善されます．この機会に，りんご，大間のマグロ，ヒラメ，ニンニク・長芋など日

本一と自負しております青森の食を満喫していただきたいものと思っております．食

べ物だけではありません，岩木山・八甲田山・奥入瀬・十和田湖と自然も美しく途中

の雪の回廊も楽しめます．三内丸山遺跡・白神世界遺産などもお楽しみいただけると

思います．さらには棟方志功・大宰治・寺山修司各記念館，そして県立美術館の奈良

美智ワールドも彼の“あおもり犬”も皆様をお待ちしております．

学会終了後は日曜日ですので，ご家族ともども多数お越しいただき，おくつろぎく

ださいますようお願い申し上げます．
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日本手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 1960年9月30日～10月1日 神 戸

6 児玉俊夫 岡山大学整形外科 1962年10月10日～10月12日 岡山

7 佐藤孝三 日本大学整形外科 1963年10月30日～10月31日 東京

8 諸富武文 京都府立医科大学整形外科 1964年9月25日～9月26日 京 都
9 片山良亮 東京慈恵会医科大学整形外科 1966年3月28日～3月29日 東 京

10 伊藤鉄夫 京都大学整形外科 1967年3月27日～3月28日 京 都
11 津下健哉 広島大学整形外科 1968年4月1日～4月2日 広島
12 津山直一

東京大学整形外科 1969年3月31日～4月1日 東 京

13 上田文男 名古屋市立大学整形外科 1970年2月6日～2月7日 名古屋
14 小谷勉 大阪市立大学整形外科 1971年2月5日～2月6日 大阪

15 田 島達也 新潟大学整形外科 1972年5月27日～5月28日 新潟

16 西尾篤人 九州大学整形外科 1972年5月7日～5月8日 福岡

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

18 猪狩忠 岩手医科大学整形外科 1975年5月8日～5月9日 盛 岡

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

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

21 中川正 名古屋大学整形外科 1978年6月15日～6月16日 名古屋

22 伊藤忠厚 日本医科大学整形外科 1979年5月29日～5月30日 東 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 1982年5月19日～5月20日 福 岡

27 野村進 金沢大学整形外科 1984年5月10日～5月11日 金沢

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

29 鳥山貞宜 日本大学整形外科 1986年5月8日～5月9日 東 京

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

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

32 鈴木勝己 産業医科大学整形外科 1989年5月l1日～5月12日 北九州

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

34 渡辺好博 山形大学整形外科 1991年5月16日～5月17日 山形

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

36 石井清一

札幌医科大学整形外科 1993年5月27日～5月28日 札幌

37 生田 義和 広島大学整形外科 1994年5月19日～5月20日 広島

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

39 茨木邦夫 琉球大学整形外科 1996年5月9日～5月10日 宜野湾

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

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

42 藤巻悦夫 昭和大学整形外科 1999年5月13日～5月14日 東 京

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

44 山野慶樹 大阪市立大学整形外科 2001年5月10日～5月l1日 大阪

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

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

47 阿部宗昭 大阪医科大学整形外科 2004年4月22日～4月23日 大 阪

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

49 長野昭 浜松医科大学整形外科 2006年4月20日～4月21日 浜 松

50 荻野利彦 山形大学整形外科 2007年4月19日～4月20日 山形

51 落合直之 筑波大学整形外科 2008年4月17日～4月18日 つくば

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

53 柴田実 新潟大学形成外科 2010年4月15日～4月17日 新潟
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学術集会会場

青森市文化会館（参加登録、第1,4,5,8,9,10会場PCｾﾝﾀー ,書籍展示）

ホテル青森（参加登録，第2,3,6,7,会場,PCｾﾝﾀー ,機器展示)※単位申請はﾎﾃﾙ青森で行います

ホテル

①ホテル青森②青森グランドホテル③ホテルJALシティ胄森④青森国際ホテル⑤青森ワシントンホテル

⑥ホテルサンルート青森⑦ホテルネオパル青森③ルートイン青森⑨青森プラザホテル⑩リッチモンドホラ

⑪ホテルアベスト青森⑫スマイルホテル胄森⑬胄森プラザホテル

⑩リッチモンドホテル青森

交通案内

【JRをご利用の場合】

・青森駅下車駅よりタクシーで約

【飛行機をご利用の場合】

・青森空港より・タクシーで約3

【お車をご利用の場合】

・東北自動車道青森中央|､Cより約

●会場周辺には無料駐車場があり

徒歩で約25分．新青森駅下車、駅よりタクシーで約20分5分／

･バスにて青森駅まで約35分0分

15分

ません

柳町地下駐車場（191台収容、徒歩10分・有料）

青森市文化会館地下駐車場（114台収容有料）

ホテル青森駐車場（会場利用者4時間無料以後有料）

【シャトルバスのご案内】

･学術集会会期中に青森空港←→新青森駅←→学術集会会場間を無料送迎致します

注）詳細はホームページをご覧下さい
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1．

1．参加者へのお知らせ

受付

ホテル青森：3階ホワイエ

4月15日（金)7:30～18:00

4月16日(ia)7:00～16:00

青森市文化会館：1階

4月15日（金）8：45～18：00

4月16日（土)8:45～16:00

2．参加登録

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．

第23回ハンドセラピイ学会学術集会の当日受付も行いますので，該当の参加費を添

えてお申し込みください．尚，第23回ハンドセラピイ学会学術集会参加の方は第54

回日本手外科学会学術集会に2,000円で参加することができます．

但し、第54回日本手学会学術集会で演題発表される方は，日本手外科学会の参加受

付にて日本手外科学会会員として参加費をお支払いください．

3．年会費・新入会申込み

総合受付の日本手外科学会事務局へ納入してください．新入会の申し込みも受け付

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

ださい．

4．クローク

ホテルのクロークまたは青森市文化会館特設クロークをご利用ください

5． 呼び出し

緊急の場合のみ、各口演会場内でスライドによる呼び出しを行います

総合案内へお申し出ください．

6．掲示板・伝言板

総合受付付近に用意いたします．ご自由にご利用ください．

7． 昼食

ランチョンセミナーのお弁当をご利用ください．

数に限りがございますので予めご了承ください．

－13－



8．抄録集

会員は必ずご持参ください．当日は実費（3,000円）で販売いたしますが，部数が限

られております．

9．会場内での撮影

学会場内での撮影，録画ならびに録音、e-poster閲覧画面の撮影も併せてご遠慮く

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．

10．併設機器・書籍展示

日時：4月15日（金)9:00～18:00

4月16日(土）9:00～15:00

会場：ホテル青森3階「あすなる

青森市文化会館2階

はまなすの問」（機器展示）

（書籍展示）

2．発表者へのお知らせとお願い

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

シー保護に関する指針」（18ページ参照）を遵守してください．

1． PCセンター（発表会場のPCセンターをご利用ください）

下記の時間にPC受付を行います．

口演発表はすべてPCによるプレゼンテーシヨンをお願いします．35mmスライド，

ビデオテープはご利用いただけませんでのご了承願います．

<PCセンター開設時間＞

ホテル青森：3階ホワイエ（第2．3．6．7会場用）

4月15日（金)7:30～17:00

4月16日(iz)7:00～16:00

青森市文化会館:1階（第l･4．5･8･9．10会場用）

4月15日（金）8：45～17：00

4月16日（土)8:45～16:00

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

してください．2日目の演者は1日目にも受付できます．

－14－



2

3．

口演時間

シンポジウム，パネルディスカッションロ演10分，一括討論

一般演題 口演6分，討論3分

e-poster発表 口演3分，討論3分

発表時間の終了l分前に黄ランプ，終了は赤ランプでお知らせいたします．討論時

間については座長の指示に従ってください．口演時間を厳守してください.

演者は担当セッション開始時刻の10分前までに次演者席にご着席ください．

口演発表データ作成要領

･PCプレゼンテーション(1面）のみとします．

．ご口演は，データの持込み．PCの持込みどちらでも可能です．

・発表データはMicrosoftPowerPoint2000以上，またはMacPowerPomt2004,2007

での作成・保存をお願いいたします．

・出力解像度はXGA(1024×768)です．

このサイズより大きい場合，スライド周辺が切れてしまいますので，画面の設定

をXGAに合わせてからレイアウトの確認をしてください．

・フォントはWindows版MicrosoftPowerPointに標準装備されているもの(MS･

MSPゴシック,MS･MSP明朝,Arial,TimesNewRoman,Century等）をご使

用ください．特殊なフォントを使用されますと代替フォントが使用され，レイア

ウトが崩れることがあります．特殊なフォントをお使いになるときは画像化し，

オブジェクトとして貼り付けてください．

・動画ファイルを内蔵しているデータの場合は，所定の動画フォルダに動画データ

が格納されていることをご確認ください．他のPCでの動画確認を必ず事前に行っ

てください．

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

さい．

・音声出力や動画出力がある場合は，必ず係員にお申し出ください．

・メディアを介したウイルス感染の事例がありますので，最新のウイルスソフトを

使用してウィルスチェックを行ってください．

・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)1-Sl-1青森太郎.ppt

【データをご持参される場合】

・発表データは,CD-RまたはUSBフラッシュメモリーでご持参ください．

MO,FD,ZIPなどのメディアは受付られませんのでご注意ください．

*USB,CD-Rは必ず最新のウイルスチェックを済ませたものをご持参ください．

・データは，学会が用意するサーバーに一旦コピーいたしますが，学会終了後は責

任を持って消去いたします．
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4．

【PCを持ち込まれる場合】

．持ち込みが可能な機種は,Windows2000以降が動作する機種またはMacintosh

で，モニター出力端子にD-subl5ピンが装備されているものに限ります（薄型PC

では出力端子の規格が異なることがあります）．

・電源アダプターは必ずご持参ください．また，スクリーンセーバーや省電力機能

など発表の妨げとなるモードは予めオフに設定してください．

・万一に備え，別途バックアップデータをご持参ください．

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

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

たしません．

・データは最新のウイルスソフトを使用してウイルスチェックを行ってください．

e-poster演題

【e-posterについて】

この度のポスターは電子ポスターとなり，実際のポスター掲示はありません．

事前にデータをお送りいただき，そちらを会期中閲覧して頂き，同じデータを使用

して指定日時にご発表いただきます．

【電子ポスターデータ作成について】

・データの作成については，口演データ作成要領に基づきますが,WmdowsPower

Pomt2003での作成をお願いいたします.Macintoshは受付けません．

・動画と音声が入っているデータも可能ですが，下記の容量内に収めてください．

事前に他のPCにて動画確認を行ってください．

・データサイズは最大50MBまでに収めてください．

容量を超える場合はお戻しする場合もございます．

・スライドはタイトルも含めて10枚以内に収めてください．

・データは事前に下記事務局宛にお送りください．

送付納期 2011年3月31日まで1)

2）2)CD-Rで，演題番号と演者名・所属をケースと本体へご記入ください．

また、動画や音声がある場合は，そちらも必ずご記入ください．

3）データファイルは演題番号と演者名をお入れください．

4）最新のウイルス駆除ソフトを使用し，ウイルスチェックを必ず行ってくだ

さい．

5）送付先：〒143-0006東京都大田区平和島6-l-l

東京流通センターB棟6F(BW6-4)マツクレイ㈱内

第54回日本手外科学会学術集会e-poster演題受付係

TEL:03-5767-5910
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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分前までに発表会場の次演者席にご着席く

ださい，

B.座長および発言者へのお知らせとお願い

座長へのお願い

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

2

あらかじめマイクの前に立って，座長の指示に従い所属

潔に発言してください．

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

－17－
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｢症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における
患者プライバシー保護に関する指針」

医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務

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

国民の健康福祉の向上に重要な役割を果たしている．医学論文あるいは学会・研究

会において発表される症例報告では，特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記

載されることが多い．その際，プライバシー保護に配慮し，患者が特定されないよう

留意しなければならない．

以下は外科関連学会協議会において採択された，症例報告を含む医学論文・学会研

究会における学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である．

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

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もと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）

－18－



4．教育研修講演受講者へのお知らせ

教育研修単位

教育研修講演の受付は，ホテル青森のみです

招待講演，モーニングセミナー，ランチョンセミナー，イブニングセミナーは日本

整形外科学会教育研修1単位(1,000円）と日本手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,2日間

合計6単位までです．日本手外科学会認定教育研修単位はl学会5単位までです．

【取得できる単位】

白轄会 日手会会場 演題名日程 セッション名

第2今塲 特別講演 関節炎一思い出したいあの疾患、この病態一高木理彰 1 1

》０
扣

当
Ｉ
Ｉ
ｏ
ｐ

Ｄ
－
４
■
０

０
１

１ EvaluationofthePainfulWristVaughanBowen
￥'者

第3会場 招待講演3 1
MetacarpophalangealJointArthroscopy
－indicationsre－visitedAlexanderKaiYiuChoi

TheBestSolutionforDistalRadiusFracture(DVR
AnatomicVolarLockingPlateSystem）System‐

DiegoL、Fernandez

第2会場 ランチョンセミナー1 1 I

12:00～

13:00
手外科領域における神経因性癌痛の病態とその治療

第3会場 1ランチョンセミナー2 1
平田仁

第4会場 肘関節不安定症と拘縮 稲垣克記ランチョンセミナー3 1 I

4月15日

（金）
第5会場 骨粗髭症から椀骨遠位端骨折の治療を考える酒井昭典ランチョンセミナー4 1 I

UltrasonographicallyAssistedPercutaneousRelease

oftheA1PulleyandT｢ansverseCarpalLigament

l－MingJou 篭〆

（
０

０
１

Ｊ
６

５
１

１
第2会場 招待講演1 1

Recu｢rentCarpalTunnelSynd｢･ome：Cur『･ent

DiagnosIsandTreatmentScottF･Dunca

MyStrugglefortheChildrenwithApertSyndrome
GooHyunBaekザ

へ
０

酌
２

・
・
７

６
１

１
第2会場 招待講演2 1

ArthroscopicBoneGraftinginScaphoidNonUnion

＆DelayedUnionPak－CheongHo

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの現況
坪川直人

－
０

０
３

Ｂ
ａ

７
１

１
第3会場 イブニングセミナー 1 I

模骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の現状と
患者・医師に優しい新プレートの開発長田伝重

－
０

０
２

理
９ 第2会場 モーニングセミナー 1 1

母指機能再建一標側列形成障害以外の先天性障害について－

堀井恵美子

9:00～

10:00
第4会場 招待講演6 1 1

舟状骨骨折整復内固定支援ロボット 橋詰博行
）Ｐ

（
ｍ
Ｕ

ｎ
〕
４
Ⅱ
ｌ

母
日
日
。
。

“
“
４
１
１

０
１

１
第4会場 招待講演7 1 I

TheFutureofRoboticsinHandSu｢gery

PhilippeLiverneaux

手外科における保険診療（XlV） 立花新太郎第2会場 ランチョンセミナー5 1 1

權骨遠位骨折における掌側LockingPlate
-角度可変プレートの有用性について

12:00～

13:00

第4会場 ランチョンセミナー6 I I

金谷文則
4月16日

（土） 3次元硬組織の再生誘導における現状と臨床応用への展望
磯貝典孝

第5会場 ランチョンセミナー7 I I

FreeVascuia｢izedEpiphysealTransferinUpper
LimbReconstructioninChildrenMarcolnnocenti

15:00～

16:00
第2会場 招待講演4 1

JointreconstructionwithVascularized

Osteochond｢alGraftinUpperExtremity

DukeWhanChung
淫一

驚
ThePlaceofLocalPerfo｢atorFlapsinUpperLimb

ReconstructionAlexandruGeorgescuＦ

へ
０

０
１

Ｊ
託

６
１

１
第2会場 招待講演5 1

薑UpdateonReplantationofDeglovedSkinofthe
HandRobertoAdani
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【日本整形外科学会教育研修単位】

申込み方法

1．申込み方法

・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．

2． 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．

3．日整会研修医の方の受講について

研修値 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，事前に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．

【日本手外科学会認定教育研修単位】

申込み方法

1．当日申込みのみとなﾘﾉます

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

て教育研修講演受付でお申し込みください．単位認定シールをお渡しします．

・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．
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2受講証明書

受講受付の際に受講証明書およびシールをお渡しします．シールは専門医手帳また

は研修手帳の所定の位置に張付ください．主催者控えは講演終了後に該当会場出口

で日手会教育研修単位回収箱にお入れください．なお，当該講演終了時の会場出口

以外での提出は認められません

意願います．

5．理事会・代議員総会のお知らせ

識
日
会

理◆

時：4月14日（木）9：00～15:00

場：ホテル青森3F「善知鳥の間」

◆代議員総会

日時：4月14日（木)16:00～18:00

会場：ホテル青森3F「孔雀の間」

S.併設学会のお知らせ

第3回日伊手外科合同会議

日時：4月15B(金)13:30～17:30

会場：青森市文化会館5階第8会場

第50回手の先天異常懇話会

日時：4月16日(=t)12:00～13:00

会場：青森市文化会館5階第8会場

第34回末梢神経を語る会

日時：4月16日(士）18:45～20:45

会場：ホテル青森3階第6会場

第23回ハンドセラピイ学会学術集会

日時：4月16日(土）

会場：ホテル青森3階第3会場
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第54回日本手外科学会学術集会日程表
第1日目4月15日（金）

第7会場第8会場第9会場第10会場

8:001ﾎ‘ﾃﾙ青森善知鳥(3F)|文化会館大会議室(5F)|文化会館小会議室1(4F)|文化会館小会議室4(3F)
第1会場第2会場第3会場第4会場第5会場第6会場

文化会館大ﾎーﾙ(1F)lﾎﾃﾙ青森孔雀東南(3F)lﾎﾃﾙ青森孔雀西(3F)|文化会館大会議室(5F)|文化会館中会議室(4F)|ﾎﾃﾙ青森錦鶏(4F)
ホテル青森(3F)

あすなろはまなすの間

8:00

20

唾30

30130トー-定子三一テ
30 手根管症候群②

母指外転臘能･力拉再建術

座長：勝見泰和
S127～S129

30岸一房30
末梢神経障害①
座長：長岡正宏

S104～S105

シンポジウム4
シンポジウム2

PIP関節脱臼骨折の

治療と長期成績

座長：鈴木康

鈴木克侍

S22～S26

09:00 0
09:0010 U

榛骨遠位端骨折①
関節内骨折の治療成績
座長：釜野雅行

S57～S59

遠位橲尺関節

不安定症の治療

座長：松下和彦

村瀬剛

S38～S42

先天異常①

座長：村上恒二

S152～S155

リ

1E
IJ

末梢神経障害②
座長：楠瀬浩一

S106～S107

屈筋腱損傷
座長：吉津孝衛

S81～S83

手根管症候群③

画像所見

座長：浜田佳孝

S129～S132

パネルディスカッション1 30‐ 30 30
30‐

gに
丁ヨ

45ト
舟状骨骨折：

骨接合の術式

選択とその限界

座長：大井宏之

藤岡宏幸

S1～S7

先天異常②

座長：小林勉

SS155～S158

54榛骨遠位端骨折②

合併症

座長：田中英城

S59～S62

10:00
伸筋腱損傷

座長：今村宏太郎
S108～S109

屈筋腱の
超音波所見

座長：近藤真
S84～S85

０
０１

０
０１

0:00-1
9

,91二二二
特別講演

関節炎一思い出したい
あの疾患この病態一

高木理彰
座長：三浪明男

S27

招待講演3
1）Evaluationofthe

PainfulWrist

Vau帥anA･Bowen
2)Metacarm倣曙I鄙TgealJoi｢11
ArthroscOpy-indicaIions
indicalia毎'sre-visited

AIexande「KaiYiuChoi

座 長 ： 根 本 孝 一
S43～S44

手根管症候群④
神経機能評価

座長：木森研治

S132～S134

3030‐
ヘハ

3030‐
バイオメカニクス

座長：草野望
S110～S111

39 先天異常③

座長：石田治

S159～S161

僥骨遠位端骨折③
その他

座長：日高典昭
S62～S64

腕神経叢損傷
座長：河井秀夫

S86～S88
'':00141。'･竺~｡'、11:00＋0

10 機能評価

座長：稲垣弘進

S135～S137

10
15

24 L可

30
30‐

49
e-poster閲覧

ホテル青森4F

青森市文化会館4F

e-poster閲覧

ホテル青森4F

胄森市文化会館4F

'2:00‐000Z:00 011
ランチョン1

TheBestSolutionforDlstai

RadiusFracture

（DVR鷺AnatomicVolarL“king

P1ateSystem）
座長：坂野裕昭

演者二DLFemannRア

共催:J&J㈱デビュー，トラウーマ
S28

ランチョン4

骨粗懇症から榛骨遠位端

骨折の治療を考える

座長:加藤博之

演者：酒井昭典

共催：大正富山医薬品（株）

／中外製薬（株）
S89

ラ ン チ ョ ン 2

手 外 科 領 域 に お け る

神経因性瘻痛の病態と
その治療

座長：柴田実

演者:平田仁

共催:ﾌｧｲザｰ（株）
S45

ランチョン3

肘関節不安定症と拘縮
座長：落合直之

演者：稲垣克記

共催：日本臓器製薬(株）
S65

'10.
30‐

13:00-01，0 03:00- 凹

機器展示

ドリンクｺｰﾅｰ
3030も0303030 3030130 30

DRUJ.尺側手間節障害

座長：中土幸男
S112～S113

RAO

手関節・肘

座長：政田和洋

S137～S140

パネルディスカッション2 僥骨遠位端骨折④
尺旧ll手間節障害の合併

座長：鈴木正孝
S66～S68

指靱帯損傷
座長：菫冨充則

S90～S92

パネルティスカッション3

再接着：
より良い機能

獲得をめざして。
座長：牧裕

中島英親
S46～S49

シンポジウム3

14;00‐
4:00-’ キーンベック病：

病態に応じて

選択すべき術式と成績

手技上のコツ

座長：水閨隆也

中村蓼吾

S8～S13

音楽家の手の障害

座長：生田義和

副島修

S29～S33

U

1く
U ザ

S-K法

座長：吉川泰弘
S114～S116

3012424

RA@

手・指

座長：南川義隆

S140～S143

檮骨遠位端骨折⑤

手術手技（1）
座長：松崎浩徳

S69～S71

PIP関節脱臼骨折
座長：鶴田敏幸

S92～S95

30‐

e-poster発表 e-poster発表
、15:00０

０１
０
０

5:001
V

舟状骨
座長：坪健司

S175～S177

0

10
解剖，パイオメカニクス

座長:寺田｛調

S162～S164

第3回

日伊手外科

合同会議

《
ｕ
ジ
ハ招 待講演1

1）UItrasonographicaIly
asslstedpercutaneous

releaseoftheA1口｣||eyand
transvefsecarpaIligament

I－MingJou
2）RecurrentCarpalTunrPl

SyI芯CIT階:Di麺沁sisamTreabT精nt
ScottF，Duncan

座長： 柿 木 良 介
S34～S35

18TFCC損傷

座長：村田景一

S50～S52

肘部管症候群①
座長：成田俊介

S117～S119

301;； 指,その他骨折
座長：西源三郎

S95～S98

⑥
郎

蔀
②
古
志

僥骨遠位端骨才
手術手技（2

座長：瀧川宗一
S71～S73

30 30
腱皮下断裂

座長：吉田竹志

S143～S146

司〆

jO

手根骨

座長：渡邉健太郎

S177～S180

炎症性疾患

座長：普天間朝上

S165～S167
シンポジウム1

手の外科領域に
おけるMIOS

座長：奥津一郎

山中一良

S14～S21

55岸55 16:00
6:001

肘部管症候群②
座長：宮坂芳典

S119～S121

ジ

13

U

30

厘月

RA

座長：秋田鐘弼
S167～S169

~丁

腫瘍①

座長：浦部忠久

S52～55

12２
２
１
２

０
０
１
２ 皮膚・皮弁移植

座長：北山吉明
S181～S1B2

僥骨遠位端骨折⑦
画像評価

座長：柳原泰
S74～S75

招待講演2
1）Mysm｣ggIefo｢the

childfenwilhA“nsyrⅧr画Fe
GooHyunBaek

2）Arth｢oscopicbone
graftinginsca的oidronuni叩＆

deIayedunion

藤?朧n難
S36～S37

マレット指①
座長：河野正明

S98～S101

30
母指CM関節症①

座長：田崎憲一

S146～S148

30- 手・指変形性関節症
座長：三浦一志

S169～S171

司〆

。0

０
０
４
５

マイクロサージャリー

座長：酒井和裕
S183～S184

イ （0

炎症性屈筋腱障害

座長：亀山真
S122～S123

腫瘍

座長：浅見昭彦

S171～S174

17:00- Ｕ
旧

587:00‐ そのほか①
座長：古月顕宗

S185～S186

可

母指CM関節症②

座長：吉田健治

S149～S151

マレット指②
座長：石黒隆

S101～S103

叩
26手根管症候群①

治療

座長：信田進吾
S77～S80

30 30303030冊0
イブニング

僥骨遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレートの現状

座長：田中寿一

演者：坪川直人
共催：メイラ（株）

S56

麻酔,その他
座長：富田一誠

S124～S126

２５１
１
１００８１

くう
－凸

0
8:001

12 11

30 3030

－23－－22－



第54回日本手外科学会学術集会日程表
第2日目4月16日（土）

第7会場第8会場第9会場第10会場

ﾎﾃﾙ青森善知鳥(3F)|文化会館大会議室(5F)|文化会館小会議室1(4F)|文化会館小会讃室4(3F)
ホテル青森(3F)

あすなろはまなすの間

7:30

’8:00
8:00‐

－

30130
30- 30

ばね指

座長：水谷－裕

S282～S284
9:00 nL

9:00- U

筋・腱

座長：青木光広
S304～S305

15

舟状月状骨解離・
月状骨周囲脱臼

座長：貝田英二
S284～S286

シンポジウム5
30 30 3030‐ 30 36

手関節・

手指関節鏡の現状

座長：西川真史

加藤貞利

S189～S195

神経再生

座長：岡島誠一郎

S306～S308

51

110100
10:00‐

キーンベック病

座長：角田賢二

S286～S288
3030

30

神経

座長：新井催

S309～S312

46

前腕骨折・脱臼

座長：多田博

S289～S291

e-poster閲覧

ホテル青森4F

胄森市文化会館4F

e-poster閲覧

ホテル青森4F

青森市文化会館4F

11:00
11:00‐

15

30131
30‐ 30

機器展示

ドリンクコーナー
12:00 012:00‐ 0

’

第50回

手の先天異常

懇話会

3030‐

０
０２

13:0013:00‐

,61 e-poster発表 e-poster発表
20 二20 2020

拘縮・
リハビリテーション
座長：市川亨

S325～S327

手根管症候群
座長：木原仁

S346～S348

拘縮

（予防・治療）

座長：松村一

S291～S294

30
腫瘍②

座長：西田淳

S312～S315

30
パネルディスカッション4

50F〆

。0

前腕，肘関節
座長：平地一彦

S348～S350

14:00 腱
座長：牧野正晴

S328～S330

手根不安定症の治療

座長：香月憲一

清水弘之

S196～S200

14:00‐

1』1A

マイクロ

サージャリー
座長：沢辺一馬

S294～S296

20岸1

腫瘍③

座長：湯川昌広

S315～S318

へ〆

40 僥骨遠位端骨折①
合併症

座長：田中利和
S351～S353

3030－ 腕神経叢・
末梢神経障害

座長：服部泰典
S330～S3335:に旧0015： 56

15:00 ロ模骨遠位端骨折②
治療成績

座長：中原慶亮
S354～S356

0

８
８ 神経・骨・

皮膚・組織再生
座長：村松慶一

S334～S336

DIP7
PlP関節損傷

座長：岡本雅雄
S337～S339

切断

座長：石lll浩三

S296～S299

パネルディスカッション5
30 指，その他

座長：高瀬勝己

S318～S321

30－ 32
換骨計章ｲ寸端骨折③

LP峰4タト
座長：平原博庸

SS57～SS5g

尺側手関節障害：

各病態の鑑別診断と

治療法、成績

座長：岡義範

正富隆

S201～S208

A 月

54

手術手技①
関 節 鏡

座長：建部将広
S299～S301

16:0016:00－ ０
０

坐

僥骨遠位端骨折④
その他

座長：井上貞宏
S359～S362

12

ZO

基礎，その他

座長：伊藤聰一郎

S321～S324

指骨骨折

座長：千馬誠悦

S340～S343

30-13030-

手術手技②
MIOS,その他

座長：野口政隆
S301～S303

画像
座長：百瀬敏充

S363～S365

17:0017:00イ0

そのほか②
座長：大谷和裕

U

20
1415

S343～S345
bLu

f 3030-
40ﾄー

18:0018:00

3030‐
40

20:4520:45

－24－ －25－

第2会場

テル青森孔雀東南(3F）

第3会場

ホテル青森孔雀西(3F）

第4会場

文化会館大会議室(5F）

第5会場

文化会館中会議室(4F）

第6会場

ホテル青森錦鶏(4F）

モーニング

椀骨窪付蜷骨折に対する
拳側ロッキング

プレート固定の現状と患者・

医師に優しい新プレートの開発
座長：澤泉卓蛙

演者:長田伝重
共催旨瑞穂医科工業(株）

鮎公

パネルディスカッション6

曉骨遠位端関節内骨折：

鏡視下整復と透視下整復

座長：田嶋光

高原政利

S210～S216

ランチョン5

手の外科領域における
保険診療（X1V）
座長：土井－輝
演者：立花新太郎

共催：三笠製薬（株）

S217

travellinRfellow

1.佐薗和穀･鈴木修身(JSSH･ASSH）

2.森澤妥（HongKong）
3.J.M・Woll(BunrEllASSH）

4.W-LTse(H研EKmgSSH）
座長：別府諸兄

S218～S219

社会保険等委員会調査報告S369

M訂駒hY“1ti

2)jdn1I“褐､比1mWimw
鯰函汀曲劃伊ahim岬

岫eⅧ、q迎岨
座長:平田仁
S卸~S配1

招待綱演5
1)11℃P|錨OIL"a1

門耐ⅣF砿､l”L肺睡帥1Lm
Ale“』G師騨』

2)U鯛e伽『印噛1値tmoI蝿0噸
南､Cl陀胞刈
腔10掴Ⅲ

閉会式

専門医試験

30

第23回日本

ハンドセラピィ学会

学術集会

０
０
旧
町
０
０
加
印
０
知

招待講演6

母指機能再建
一槙側列形成障害以外の

先天性障害について－
堀井恵美子

座長：児島忠雄
S224

招待講演7

1)舟状骨骨折髄内固定支援ロボット
橘詰博5

2)TheFutureofroboticsin
handsurgery

煙9鶯鮮､鶏×
S225～S226

ランチョン6
換骨遠位骨折{こおける

厳側L“kingPIate
角度可変式ﾚー ﾄの有用性について

座長：佐々木孝

演者：金谷文則
共催：シンセス（株）

S227

シンポジウム6

上肢再建における
血管柄付き骨移植
座長：和田卓郎

伊原公一郎
S228～S232

シンポジウム7

手における

pe汁oratorlapの利用
座長：金谷文則

武石明精
S233～S236

０
０
０
５
０
０
０
０
０
弘
豹
帽

３
４
２
１
１
卜
と
２
５

シンポジウム8

手外科領域の骨延長

座長：高山真一郎
福本恵三

S237～S241

舟状骨骨折
座長：日高康博

S242～S244

／
Ｌ
ジ

ー
プ

3次元硬組織の再生誘導に

おける現状と臨床応用への展望
座長：光嶋勲
演者：磯貝典孝

共催：科研製蕊（株）

S245

鯛I！
シンポジウム9

CRPSの病態と治療

座長：堀内行雄

西浦康正

S246～S250

模骨遠位端骨折⑧

機能評価
座長：今枝敏彦

S251～S253

僥骨遠位端骨折⑨
保存療法，後療法
座長：池田全良

S254～S256

僥骨遠位端骨折⑩
尺骨骨折の治療

座長：菊地淑人
S256～S25B

０
４
０
０
５
９
加
艸
８
旧

３

２
１
５
４

２
５
５
５４４

１

１

肘外傷（小児）.
OCD

座長：内尾祐司
S259～S261

肘周辺骨折・脱臼
座長：有野浩司

S262～S263

皮弁（指）
座長：平瀬雄一

S264～S266

皮弁（上肢）
座長：矢島弘嗣

S266～S269

舟状骨偽関節
座長：麻田義之

S269～S272

手根管症候群⑤

合併症(1)
座長：中村智

S272～S275

手根管症候群⑥
基礎，機能評価

座長：小林明正
S275～S278

手根管症候群⑦
合併症(2)

座長：中道健一
S278～S281

末梢神経を語る会



第54回日本手外科学会学術集会日程表

第3日目4月17日（日）

第1 会 場第2会場第3会場第4会場第5会場第6会場

8:001文化会館大ﾎーﾙ(1F)|ﾎﾃﾙ青森孔雀東南(3F)|ﾎ‘ﾃﾙ青森孔雀西(3F)||文化会館大会議室(5F)|文j上会館中会議室(4F)|ﾎﾃﾙ青森錦鶏(4F)
春期教育研修会
8：00～受付30‐

40

Supermicrosurgeryの
手外科への応用

光嶋勲
S373

9:00‐

30‐

40

RA手の再建

水 関 隆 也

S376

10:00

30‐

40

1:00 手指骨折の治療法

佐々木孝
S378

’

30

０
０
４
５

11：50～12：40

ランチョンセミナー

手の変形性関節症の

疫学と治療

酒井昭典

2:00‐I

30

０
０

４
５

絞拒性神経障害の
バイオメカニクス：

肘部管症候群および
手根管症候群

青 木 光 広
S380

3:00‐1

30

50

14:00

手根骨壊死に対する

血行再建術
矢島弘嗣

S382

30

50

I5:00

野球肘

高原政利
S38430

50

6:00‐1

30-

7:00-1

30-

18:00-

30

－26－



Dayl:Friday,Aprill5

R o o m 7 1 R o o m 8 1 R o o m 9 1 R o o m l O

8:00｣型型Aomon/Utou(3F)I8unkaKaikalﾉMeeiin:Rm(5Fl!@叩順順i脇､ﾉMeelingRm(4F11BUnkaKaikanIMeelingRm(3F)
RoomllRoom2IRoom31Room41Room51Room6

BunkaKaikan/MainHall(1F)IHotelAomori/Kuiaku(3F)IHotelAomori/Kujaku(3F)|BunkaKaikan/MeetingRm(5F)||BunkaKaikan/MeetingRm(4F)|HoteIAomori/Kinkei(4F)

CorporateExhibition
HotelAomori／

Asunaro･Hamanasu(3F)
8;00

::l0peningRem.rksi3o30.！
30130３0

30 Ca｢PalTunnelSyndorome2
Opponoplasty
Mode｢alor：

YasukazuKATSUMI
S127～S129

PeripheralNervel
Moderator：

MasahiroNAGAOKA

S104～S105

Symposium2:
Fracturesand

dislocationsofPIPJ:

Treatmentsandlong
termoutcomes

Mode旧tors：

YasushiSUZUK|

KatsujiSUZUKI
S22～S26

Symposium4:
Treatmentsof

DRUJinstability
Moderators:

KazuhikoMATSUSHITA

TsuvoshiMURASE

S38～S42

9:00-
ハ

9:00 0
八

U

DistalRadiusFracturel
Outcomeoi

lnlraa｢ticularIractU『e
Moderato『：

MaSayukiKAMANO
S57～S59

Congenitall
Moderator:

TsunejiMURAKAMI
S152～S155

FlexorTendonlnsult

Moderator:

TakaeYOSHlZU

S81～S83

U

PeripheralNerve2
Moderator：

KoichiKUSUNOSE

S106～S107

PanelDiscussIon1 15

CarpalTunnelSyndorome3
1maging

Moderator:

YoshitakaHAMADA

S129～S132

300 303 30
Scaphoidfractures:
Variousapproaches|
andtheirlimitatlons

forOsteosynthesis
Mode旧tors：

HiroyukiOHI
HiroyukiFUJIOKA

S1～S7

《
４
７

４
‘
兵

45ー45

Congenital2
Moderator:

TsutomuKOBAYASH|

S155～S158

54
DistalRadiusF旧cture2

Complication
Moderator:

HidekiTANAKA
S59～S62

ExtensorTendon

Moderator：

KotarolMAMURA

S108～S109

Ultraapnogr6dWofthe
iexoI1endon

Mode｢ato｢:MakotoKONDO
S84~S85

10:00（
、
〕
、

０
０１

10:00

lnvitedLectu｢e3

11Va卿H1BOWEN(Ca趣）
EvaI鴎timoi齢PainMWris(

2)Alexa旗『KaiYiuCHO{Ch”
Mel鈍劃”旧|釘1geaI

Jmn1AmwOSC叩V-iImi⑱ImS

Mmfat"KoichiNEMOTO
S43～S44

SPeCiaILecture
MichiakiTAKAGl

A(h(tiS：

DiseasesandcondiMons

tobe『emembered

Moderator:AkioMlNAMl
S27

19

ﾌR CarpalTunnelSVndo｢oIne4:
NerveFunctionalAssessment

Moderator:KenliKIMOR|
S132～S134

30300 303
Biomechanics

Moderator：

NozomuKUSANO

S110～S111

B旧chialPlexusIniury

Mode『ator：

HideoKAWA|

S86～S88

.q
ジン

Congenital3
Moderator:

OsamulSHIDA

S159～S161

DisialRadiusF旧cmre3:

Miscellaiwous
Moderator:NoriakiHIDAKA

S62～S64
'':001411:0010 月

100
FunctionalAssessment

Moderator:

HironobulNAGAK|

S135～S137

15

24 24
3030

』、

e-posterexhibition

HotelAomori4F

BunkaKaikan4F

e-posterexhibition

HotelAomori4F

BunkaKaikan4F

12:00012:00 0 0 0
Luncheonl

DiegoL､FERNANDEZ
TheBestSolutionforDistal

RadiusFracture

（「DVR⑨AnatomicVolar

LockingPIateSystem）
Moderalor:

HiroakiSAKANO
S28

Lunchea14

Akino『iSAKAl

TreatmentofDis旧IRadius

FracturesinConsideratm

forO､eoPorosiS

Moder8tor:Hi｢OYukiKATO
S89

Luncheon2

HitoshiHlRATA

Pa伽8e舵sisaImTIeatI旧110f
New咄ilicPainin伽Fieldoi

HandSurgely

Mode｢810r:MinoruSHIBATA
S45

Luncheon3

Katsuno｢ilNAGAKl

ElbowInstabilityand

SeCondaryJointStiHness

Modefator:N80VII(IOCHIA|
S65

30-30

13:00013:00 ロ 00

CorporateExhibition

DrinkService30弓30 30 30 30個0 3030130 30
Ligamentlniuriesof

FingerJoint
Moderator:

MitsunoJISHIGETOM|

S90～S92

DRUJ／

Ulnarwristdisorder
Moderato『：

YukioNAKATSUCH|
S112～S113

DistalRadius

Fracture4:

ComplicaledinluWo旧RUJ
Mode｢ator:MasatakaSUZUKI

S66～S68

RA1：

Wrist,Elbow
Moderator:

KazuhiroMASADA

S137～S140

Symposium3PanelDIscussIon2:

Kienbockdisease:

Operativeprocedures

dependingonthestage,
outcomes,andlips

Moderaiors:

TakayaMIZUSEKI

RyogoNAKAMURA
S8～S13

PanelDiscussion3:

Repl8niation:Approaches
fOrbette｢川nctiOnaloutcome

Moderators:

YutakaMAK|

HidechikaNAKASHlMA

S46～S49

４２

ｊ
１
１
ｊ
ｌ
１

０
０
０
３

４１14:00
Musician'shand

Moderators：

YoshikazuIKUTA

OsamuSOEJIMA

S29～S33

U
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Moderato7：

YasuhiroYOSHIKAWA

S114～S116

Fracturesand

disIocationsofPIPJ

Mode｢ator：

ToshiyukiTSURUTA
S92～S95
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DisialRadiusFracture5

OperativeMethodl
M的erato｢：

HironoriMATSUZAKl

S69～S71
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RA2：

Hand,Finger
Moderator:

YoshitakaMINAMIKAWA

S140～S143
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Scaphoid
Moderator:KenliTSUBO
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Anatomy.Biomechanics
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CubitalTunnel
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TFCCInjury
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KeiichiMURATA

S50～S52
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01:： Finger,OthersFracture
Moderator：

GenzaburoNISHI

S95～S98

DistalRadiusFracture6

OperativeMethod2
M側e旧tor：

SouichiroTAKIGAWA
S71～S73

TendonRupture

Moderator:

TakeshiYOSHIDA

S143～S146
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CarpalBone
Moderator:

KentaroWATANABE

S177～S180
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lnflammation

Moderator：
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S165～S167
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DistalRadiusFraclure7
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MOde｢ato｢：

YasushiYANAGIHARA

S74～S76
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Moderator:ShosukeAKlTA

S167～S169
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Skin，FiaPTis副肥T『釘BIe『
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MalletFingerl

Moderator：
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S98～S101
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Microsurgery
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FIOxo｢Tendonlniammation

Mode｢ato｢：

MakotoKAMEYAMA
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Moderator：
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MalletFinger2

Moderator:
TakashilSHIGURO
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CarpalTunnel
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Treatment

Moderator:

ShingoNOBUTA
S77～S80

ThumbCM2

Moderator:

KenjiYOSHIDA
S149～S151
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0個0 303 Anesthesia,Others
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Day2:Saturday,Aprill6
Room6RoomlRoom2Room3Room4Room5
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30

胸､囎S日､咽.
D釦伽OSADA

T『呪1W週11old魁al“usfr到鰹

wimv噛鰄i略matei
i旧鈍hBlcaMit畑1s銅曲ve叩哨W

o1a1袴wⅦ圃l蝋i昭蜘e
Mm日at研:T欲WaSAWAl別Ml

S釦9

800
8:00

30130トー一一一一30
司八

－ 」U 30

TriggerFinger
Moderator：

KazuhiroMlZUTANl

S282～S284

ElbowInjury

(children)・OCD
Moderator：

YujiUCHIO
S259～S261

900- 09:00-10 0
MuscIe・Tendon

Moderator：

MitsuhiroAOKl
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曹
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Symposium5 Symposium8:

BoneLengthening
intheHand
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ShinichiTol~AKAYAMA
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S237～S241

lE

Scapho-lunaiedissociation
PerilunatedisIocalion

Mode旧10｢:EiliKAIDA
S284～S286

24
30－E|bow：

Fracturesanddislocations

MOde｢ator:HiroshiARlNO
S262～S263

30 301師 jU 司〆

P｢esenlstatuso{wristor

fingerarthroscopy

Moderators：

ShinjiNISHIKAWA

SadatoshiKATO

S189～S195

PanelDIscussion6：
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dimalradius;Arthroscopic
assistedIeductmys

『educIIMMWimaMintensiie｢
M嘘ratms：

HikaruTASHlMA

MasatoshiTAKAHARA

S210～S216

NerveEngineering
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SeiichiroOKAJlMA
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0015110０
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10 Kienb6ck1sDesease

Moderator：

KenjiTSUNODA
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Nerve

Moderator：

TakeruARAl

S309～S312

ScaphoidFracture
Moderator：
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S242～S244
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ForeamFracture
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Moderator：

HiroshiTADA
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DrinkService
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Luncheon6

FuminoriKANAYA
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LockingP1a↑efo｢Unstable
DisねIRadiusF｢actu｢e

M的e｢at町:TakashlSASAKl
S227

Luncheon7

NoritakalSOGAI
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wilh3D臼neniionalMor畝℃l0gy
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lsaoKOSHIMA
S245
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ShintaroTACHlBANA

JapaneseHealth
lnsuranceSystemandHand

SurgeryXlV
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The50thDiscusslon
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Moderator:Mo｢OeBEPPU
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Scaphoidnonunion

Moderator：

YoshiyukiASADA
S269～S272

ムリ

CarpalTunnelSyndorome
Mode｢ator:HitoshiKlHARA

S346～S348

Cont旧cIure‘Rehabili旧tion
ModeratoI:TorulCHlKAWA

S325～S327

Symposium9:
CRPS：

Pathologyand
treatment

Moderators：

YukioHORlUCHl

YasumasaNlSHiURA

S246～S250

Contracture

(Prevention･Treatment)
Mode｢ator：

HalimeMATSUMURA
S291～S294

Symposium6:
Vascularizedbone

graftingin

theupperextremity
Mode『ators：

TakuroWADA

KoichirolHARA

S228～S232

Tumor2

Moderator：

JunNlSHlDA

S312～S315

30PanelDiscusslon4：

Treatmentsfo「

carpalinstability

Moderators：

KenichiKAZUKI

HiroyukiSHIMIZU
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Foream・EIbowJoint

Moderator:

KazuhikoHlRACHI

0014 TendonModeYator：

MasaharuMAKlNO
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201_Sg48～S350Microsurgery
Moderator:
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Complication
ModeratorlToshikazuTANAKA

S351～S353
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Moderato『：

ToshihikoIMAEDA
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Amputation

Moderator：

KozolSHlKAWA

S296～S299

Symposium7:

Applicationsof

perforator
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Moderato『s：

Fumino｢iKANAYA

MeiseiTAKElSHl

S233～S236
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Moderator:
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treatmentandresults
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TakeshiMASATOMl
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ExceptLockingPIate

Moderator2i-lIr0tsu肥HlRAHARA
S357～S359

44
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Arthroscopy
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S2ggへ"SSO1
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Others
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Research,Others
Moderator：
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PhalanxFractwe

Moderator：

SeietsuSENMA

S340～S343
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MlOS，Others
Moderator：

MasatakaNOGUCHl

S301～S303
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Day3:Sunday,Aprill7
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｜’

RoomllRoom21Room3

8:0018叩kaKaikan/MainHallIIF)|"ielAomori/Kulaku(3F)IH9ielAomori/Kujaku(3F)
17thSpring

EducationalWorkshop

8：00～RegistratiOn30-

40

Applicationof

supermlcrosurgery

inthehand

IsaoKOSHIMA

S373

9:00

30

40

Reconstructionofthe

rheumatoidhand

TakayaMIZUSEKI
S376

0:00’

30‐

40

Treatmentof

fingerfractures
TakashiSASAKI
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LuncheonSeminar

AkinoriSAKAI
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carpaltunnelsyndrome
Mitsuhir0AOKI
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3:00-1
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50
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HirotsuguYAJIMA

S382
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MasatoshiTAKAHARA

S38430-
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第54回日本手外科学会学術集会プログラム

儘
弟

ｒ
Ｌ

、
４1日目4月15日（金）

第1会場

9:00～11:00パネルディスカッション1舟状骨骨折：骨接合の術式選択とその限界

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）

藤岡宏幸（兵庫医療大学リハビリテーション学部）

l-l-Pl-l舟状骨骨折の分類と治療方針

金沢医療センター整形外科池田和夫他”…….…..Sl

l-l-PI-2骨折部透瞭像を呈する舟状骨骨折の治療法

小郡第一総合病院整形外科坂本相哲他…………..S2

l-l-Pl-3陳旧性舟状骨骨折に対する経皮的スクリュー固定術

豊橋市民病院整形外科井上五郎他……..…..S3

1-l-Pl-4舟状骨偽関節と遷延治癒一手関節鏡による治療戦略一

太田総合病院手外科センター金潤壽他“....….….S4

l-l-Pl-5舟状骨近位端偽関節に対する非血管柄付き骨移植術とHerbertscrew固定術の成績

信 州 大 学整形外科松木寛之他…………"S5

I-l-Pl-6舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成績一Zaidemberg法とMakino法の比較

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他……..…...S6

1-l-Pl-7難治性舟状骨偽関節に対する有茎僥骨移植術一困ったときの一手

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…………..S7

13:30～15:20パネルディスカッション2

キーンベック病：病態に応じて選択すべき術式と成績，手技上のコツ

座長：水関隆也(広島県障害者リハビリテーションセンター整形外科）

中村蓼吾（中日病院名古屋手外科センター）

1-1-P2-lキーンベック病に対する僥骨遠位でのcoredecompressionの治療成績

大阪市立大学医学研究科整形外科岡田充弘他”…………S8

l-l-P2-2キーンベック病に対する骨髄血移植．低出力超音波．創外固定併用療法の中期成績

キッコーマン総合病院整形外科小川健他….…....."S9

l-l-P2-3Stage3,4のキーンベック病に対する骨釘移植術一手術後5年以上経過例の中期成績一

慶應義塾大学医学部整形外科池上博泰他”..………．S10

1-1-P2-4キーンベック病の病態評価と治療法の選択一僥骨骨切り術と月状骨血管柄付き骨移植術の合併手術一

中日病院名古屋手の外科センター中尾悦宏他…...…..Sll

1-1-P2-5僥骨遠位端からの有茎血管柄付き骨移植術と仮STT固定術によるキーンベック病の治療

市立奈良病院四肢外傷センター矢島弘嗣他…………..S12

－35－



1-1-P2-6高齢者キーンベツク病の治療法の選択

和 歌 山 県 立 医 科 大 学医学部整形外科谷口泰徳他

15:30～17:30':30シンポジウム1手の外科領域におけるMIOS

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

山中一良（済生会横浜市東部病院整形外科）

鏡視下掻爬術：手指の内軟骨腫に対する最小侵襲手術

名古屋市立大学整形外科関谷勇人他…….…

内視鏡を利用したばね指手術の有用性

元赤坂診療所仲尾保志

中手骨骨折に対する経皮的K-wire横止め法による最小侵襲手術

平塚共済病院整形外科手の外科センター瀧上秀威他….……

手の外科領域の骨折に対するMIOSについて一MISFを中心に一

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他………．

有鉤骨鉤骨折に対する背側進入螺子固定一ガイドピンの至適刺入方向の決定一

美杉会佐藤病院整形外科白井久也他………‘

肘部管症候群に対するMIOSの検討

滋賀医科大学整形外科児玉成人他………‘

腕神経叢損傷に対する胸腔鏡下手術一胸腔鏡補助下肋間神経移行術一

横浜労災病院整形外科三上容司他……..“

肩甲骨類骨骨腫に対する新規3D-fiuoroscopicnavigationsystem下ラジオ波焼灼術

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………，

1-1-S1-1

l-l-Sl-2

1-1-S1-3

1-1-Sl-4

1-1-S1-5

1-1-Sl-6

1-1-S1-7

l-1-S1-8
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8:20～8:30 開会式

開会の辞

第2会場

会 長 藤 哲（弘前大学整形外科）

8:30～10:00シンポジウム2PIP関節脱臼骨折の治療と長期成績

座長：鈴木康（地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院整形外科）

鈴木克侍（藤田保健衛生大学医学部整形外科）

1-2-S2-lPIP関節脱臼骨折の治療戦略

土浦協同病院整形外科石突正文他…………..S22

1-2-S2-2PmandrubberstractionsystemによるPIP関節背側脱臼骨折の治療成績

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科南野光彦他….….……S23

1-2-S2-3PIP関節脱臼骨折に対する最小侵襲手術の臨床的検討

麻生整形外科クリニック麻生邦一……….….S24

1-2-S2-4陳旧性PIP関節脱臼骨折に対する治療成績の検討

慶應義塾大学医学部整形外科佐藤和毅他．…….……S25

1-2-S2-5PIP関節の陳旧性関節症に対する自家骨軟骨釘移植による機能再建

大阪厚生年金病院整形外科島田幸造他．….………S26

10:10～11:10特別講演

座長：三浪明男

1-2-SL関節炎一思い出したいあの疾患、

山形大学医学部

(北海道大学医学部整形外科）
この病態一

附属病 院整形外科高木理彰 S27

12:00～13:00ランチョンセミナー1

座長：坂野裕昭（平塚共済病院整形外科・手の外科センター／

横浜市立大学大学院医学研究科運動器病態学）

l-2-LSITheBestSolutionfbrDistalRadiusFracture(DVIFAnatomicVolarLockingPlateSystem)

HonoraryProfessorofOrthopaedicSurgeryUniversityofBern,Switzerland

DepartmentofOrthopaedicSurgeryLindenhofHospital,Bern,Switzerland

DiegoL.Fernandez..…………S28

13:30～15:00シンポジウム3音楽家の手の障害

座長：生田義和（広島手の外科・微小外科研究所）

副島修（福岡山王病院整形外科）

1-2-S3-1TheMusicianandtheHandSurgeon:TreatmentStrategies

St.Luke's-RooseveltHospital,NewYork,U.S.A.

VmcentGFietti,Jr.他

1-2-S3-1音楽演奏家の手の手術治療

元赤坂診療所仲尾保志

－37－
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1-2-S3-3

1-2-S3-4

1-2-S3-5

職業ピアニストのヘバーデン結節に対するスプリント療法

横浜市立大学整形外科酒井直隆．………….S31

器楽奏者の有痛性上肢障害に対するアプローチ～もし、腕の痛い器楽奏者が外来にやってきたら

鈴木整形外科医院鈴木俊．…………．S32

指は霊感の源なり

アコーデイオニスト、作曲家coba..…………S33

15:10～16:10招待講演1

座長：柿木良介（京都大学医学部劉杉外科／リハビリテーション部）

1-2-IL1-1UltrasonographicallyAssistedPercutaneousReleaseoftheAlPulleyandTransverse

CarpalLigament

DepartmentofOrthopedics,CollegeofMedicine,

NationalChengKmgUmversity,Tainan,Taiwan I-MmgJou他…………..S34

1-2-IL1-2RecurrentCarpalTunnelSyndrome:CurrentDiagnosisandTreatment

MayoHealthSystem,U.S.A.ScottF.Duncan…..………S35

16:20～17:20':20招待講演2

座長：川端秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター整形外科）

MyStrugglefbrtheChildrenwithApertSyndrome

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUmversity

CoHegeofMedicine,Seoul,Korea GooHyunBaek他……..……S36

ArthroscopicBoneGraftmginScaphoidNonUmon&DelayedUmon

HandandMicrosurgeryDivision,DepartmentofOrthopaedic&Traumatology,

PrmceofWalesHospital,ChineseUniversityofHongKong,HongKongSAR

Pak-CheongHo……..……S37

l-2-IL2-l

l-2-IL2-2

－38－



第3会場

8:30～10:00シンポジウム4遠位檮尺関節不安定症の治療

座長：松下和彦（川崎市立多摩病院整形外科）

村瀬剛（大阪大学整形外科）

l-3-S41TFCC損傷による遠位僥尺関節不安定に対する鏡視下縫合術の成績

関西電力病院整形外科藤尾圭司他”…………S38

1-3-S4-2遠位僥尺関節不安定性を伴うTFCC三角靭帯損傷に対する新規鏡視下縫合術の有用性

北海道大学大学院医学研究科整形外科岩崎倫政他”…………S39

1-3-S4-3僥骨遠位端骨折における遠位僥尺関節の不安定性評価（手関節鏡所見との比較）

福岡整形外科病院櫛田学…………..S40

1-3-S4-4手関節の肢位がDRUJ支持性に与える影響

慶應義塾大学医学部整形外科中村俊康他“…………S41

l-3-S45RA手関節に対するDarrach法後のFCU腱を用いた尺骨断端安定化手術

新潟県立リウマチセンターリウマチ科阿部麻美他…………..S42

10:10～11:10招待講演3座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

1-3-IL3-1EvaluationofthePainfulWrist

ClinicalProfessor,UniversityofCalgary,Calgary,Alberta,Canada

VaughanBowen….……….S43

1-3-n3-2MetacarpophalangealJointArthroscopy-indicationsre-visited

DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology,TuenMunHospital,HongKong,Chma

AlexanderKaiYiuChoi他……..……S44

12:00～13:00ランチョンセミナー2

座長：柴田実（新潟大学医学部整形外科）

1-3-LS2手外科領域における神経因性痙痛の病態とその治療

名古屋大学大学院運動形態外科学手の外科平田仁

13:30～15:00パネルディスカッション3再接着：より良い機能獲得をめざして。

座長：牧裕（財団法人新潟手の外科研究所）

中島英親（熊本機能病院整形外科）

1-3-P3-1当院での指尖部切断の治療

高月整形外科病院室孝明他…………

l-3-P3-2当科における切断指再接着術一術後3週間固定の成績

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…………

1-3-P3-3手指基節部周辺再接着指の診療計画一より良い機能回復を目指して－

清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター五谷寛之他…….……

1-3-P3-4上肢majoramputation再接着の成績向上のポイント

新小文字病院整形外科酒井和裕他“………”

－39－
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15:10～15:55一般演題（口演)TFCC損傷

座長：村田景一（奈良県立医科大学整形外科）

l-3-1尺骨短縮術における短縮前後の術中手関節鏡所見の検討

慶應義塾大学医学部整形外科田邊剛他”…………S50

l-3-2尺骨短縮術における矯正損失の検討

慶應義塾大学医学部整形外科福岡昌利他….……….S50

1-3-3尺骨短縮術における骨膜温存の効果；従来法との比較

慶應義塾大学医学部整形外科三戸一晃他”…………S51

1-3-4尺骨短縮術の合併症:plate抜釘後の骨折

慶應義塾大学医学部整形外科中村俊康他．….………S51

1-3-5手関節鏡におけるTFCCIb損傷の診断'floatingsign!の検者内及び検者間での信頼性について

関西電力病院整形外科竹内久貴他“…………S52

15:55～16:49一般演題（口演)腫瘍①

座長：浦部忠久（足利赤十字病院整形外科）

1-3-6上肢神経鞘腫に対する被膜内腫瘍核出術の有用性

山口大学医学部整形外科村松慶一他“…………S52

1-3-7上肢に発症した神経鞘腫の治療成績

奈良県立医科大学整形外科村田景一他…….…….S53

1-3-8神経鞘腫と鑑別を要した上肢悪性軟部腫瘍例の臨床像と画像所見の検討一神経鞘腫との比較

亀田第一病院整形外科織田崇他．……….…S53

1-3-9上肢に発生した類上皮肉腫の治療経験

慶應義塾大学整形外科堀内孝一他…………..S54

1-3-10上肢軟部腫瘍に対するMRI診断の正診率

東京慈恵会医科大学整形外科湯川充人他…………..S54

1-3-11上肢に発生した動脈瘤の検討

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター整形外科納村直希他…………..S55

17:30～18:30イブニングセミナー

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

1-3-ES僥骨遠位端骨折に対する掌側ロツキングプレートの現況

財団法人新潟手の外科研究所坪川直人

－40－
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第4会場

9:00～9:45一般演題（口演）檮骨遠位端骨折①関節内骨折の治療成績

座長：釜野雅行（馬場リハビリテーション病院）

1-4-1僥骨遠位端骨折に対するVariAxDistalRadiusLockmgPlateSystemの使用経験

石切生喜病院整形外科金村政義他…………..S57

1-4-2榛骨遠位端骨折に対するPolyaxialLockingplate:VariAxplateの短期治療成績

太田西ノ内病院整形外科上野幸夫他．….………S57

1-4-3AO分類C型背側転位型榛骨末端骨折の治療成績

一掌側ロッキングプレートvs背側ロッキングプレートー

大阪府済生会中津病院整形外科細見僚他．………….S58

1-4-4掌側ロッキングプレートとbridging型創外固定の併用によるDiePunchfi･agmentを含む

1－45

TypeC3僥骨遠位端骨折の治療成績

みつわ台総合病院整形外科有薗行朋他

僥骨遠位端骨折(AO分類:TypeC)に対する鏡視下手術の有用性

相澤病院植村一貴他

9:45～10:39一般演題（口演）榛骨遠位端骨折②合併症

座長：田中英城（新潟県立吉田病院整形外科）

1-4-6Acu-Locプレートを用いた僥骨遠位端骨折における屈筋腱障害

総合大雄会病院整形外科水島秀幸他………

1-4-7僥骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後の屈筋腱損傷例の検討

聖 マ リ ア ン ナ 医 科大学整形外科泉山公他………

1-48僥骨遠位端骨折掌側プレートによる長母指屈筋腱損傷の危険度の超音波評価

泉整形外科病院中村優他………

1-4-9僥骨遠位端掌側プレートの設置位置が長母指屈筋腱に生じる接触圧に与える影響

自衛隊札幌病院整形外科田中祥貴他………

1-4-10僥骨遠位端掌側ロッキングプレートによる長母指屈筋腱FPL障害についての検討

松江市立病院整形外科林原雅子他………

1-411僥骨遠位端骨折手術におけるFCRapproachと正中神経掌側皮枝の関係について

金沢大学整形外科菅沼省吾他………

10:39～11:15一般演題（口演）棲骨遠位端骨折③その他

座長：日高典昭（淀川キリスト教病院整形外科）

1412僥骨遠位端骨折における掌側プレート抜釘時所見の検討

公立玉名中央病院整形外科安岡寛理他……．

1-4-13僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後抜釘時所見の検討

一合併症回避のために一

川崎市立川崎病院整形外科森田晃造他……．

1-4-14僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの抜釘の必要性についての検討

南和歌山医療センター岩田勝栄他……，
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1415 僥骨遠位掌側プレート抜釘前後の手関節機能の変化

吉本整形外科・外科病院整形外科吉田淳他

12:00～13:00ランチョンセミナー3

座長：落合直之（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

1-4-LS3肘関節不安定症と拘縮

昭和大学医学部整形外科稲垣克記

S64

S65

13:30～14:24一般演題（口演）檮骨遠位端骨折④尺側手関節障害の合併

座長：鈴木正孝（あいせい紀年病院整形外科）

1-4-16僥骨遠位端骨折受傷時におけるTFCC尺骨小窩剥離損傷と骨折型の検討

埼玉社会保険病院小原由紀彦他．.…………S66

1417僥骨遠位骨折に合併した三角軟骨繊維複合体損傷の治療

－新しいデバイスを用いた鏡視下縫合術一

若草第一病院仲宗根素子他……..……S66

1.4-18RiskFactorsfbrAvulsionlnjuriesofTriangularFibrocartilageComplexFromtheFovea

ofUlnarHeadinDistalRadiusFractures

DepartmentofOrthopedicSurgery,HallymUniversitySacred

HeartHospital,Kyeonggi-do,SouthKorea

BongCheolKwon他…………..S67

1-4-19僥骨遠位端骨折後の僥尺靭帯と遠位骨間膜靭帯の距離変化

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）大森信介他……..……S67

1-4-20掌側ロッキングプレート固定後の手関節鏡視所見に関する検討

東海病院整形外科牧野仁美他……..……S68

1-4-21掌側ロッキングプレート固定後に外固定を用いなかった僥骨遠位端骨折における手関節尺側部痛

財団法人新潟手の外科研究所森谷浩治他…………..S68

14:24～15:09一般演題（口演）檮骨遠位端骨折⑤手術手技（1）

座長：松崎浩徳（燕労災病院整形外科）

1-4-22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プレート骨接合術(MIPO)

太田総合病院手外科センター根本高幸他…….……．S69

1-4-23僥骨遠位端骨折に対するDouble-tieredSubchondralSupport法の治療成績

-APTUS2.5とVariAxplateとの比較

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他…………..S69

1~4-24一施設一執刀医による僥骨遠位端骨折に対するMIPOと従来法との治療成績の比較

緑風会病院藤原達司他………..…S70

1-4-25榛骨遠位端骨折に対するDesmanet変法と掌側ロッキングプレートの併用手術

厚生中央病院整形外科佐々木伸…………..S70

1-4-26Subchondralpositionerの使用の有無による僥骨遠位端骨折の治療成績の比較

産業医科大学整形外科山中芳亮他……..……S71

－42－



15:19～16:04一般演題（口演)：榛骨遠位端骨折⑤手術手技（2）

座長：瀧川宗一郎（昭和大学附属豊洲病院整形外科）

1427高齢女性の背側転位型関節外僥骨遠位端骨折に対する髄内釘を用いた治療

荻窪病院 整形外科西脇正夫他

1428高齢女性の背側転位型僥骨遠位端骨折に対する低侵襲骨接合術

富永草野病院整形外科萩原浩好他

1-4-29僥骨遠位端骨折に対する、徒手的垂直牽引による整復方法

～簡便で良好な整復位を得る工夫として～

総合守谷第一病院整形外科市村/晴充他

1430榛尺骨遠位端骨折に対する両骨プレート固定の成績

東住吉森本病院川端確他

1-4-31掌側転位型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート法の治療成績

浜 松労 災病院整形外科河本正昭

16:04～16:58一般演題（口演）檮骨遠位端骨折⑦画像評価

座長：柳原泰（山王病院整形外科）

l-4-323DCTを用いた僥骨遠位端骨折の関節面骨折型の評価

中日病院名古屋手の外科センター西塚隆伸他…………

1433関節内骨折を伴う僥骨遠位端骨折の骨折部位についてのCT計測

町 立 大 淀 病 院整形外科仲西康顕他…………

1-4-34僥骨遠位端関節内骨折におけるTeardropangle計測の有用性

医真会八尾総合病院整形外科藤谷良太郎他…………

1-4-35臨床症例における僥骨遠位端骨折用掌側ロッキングプレートの遠位部スクリューの

刺入位置の検討

岡山済生会総合病院整形外科近藤秀則他…………

1-4-36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矯正損失に関与する因子

泉整形外科病院遠藤誠一他…………

1-4-37指,手関節肢位変化による長母指屈筋腱-Watershedline間距離の変化：

MRIを用いた解剖学的研究

濁協医科大学整形外科亀田正裕他…………

他

他

S71

S72

S72

S73

S73

S74

S74

S75

S75

S76

S76

S77

S77

S78

17:09～18:12一般演題（口演）手根管症候群①治療

座長：信田進吾（東北労災病院整形外科）

1-4~38特発性手根管症候群に対する手根管内ステロイド注射の成績

井上整形外科井上貞宏

1-4-39手根管症候群に対する経口プロスタグランジンEl誘導体製剤

（リマプロストアルファデクス）の治療効果について

金沢大学医学部整形外科多田薫

1-4-40手根管開放術時の正中神経掌側皮枝の確認の可否と治療成績の相関

旭川厚生病院整形外科金谷耕平

1-4-41特発性手根管症候群に対する手指屈筋腱腱滑膜切除術の治療成績一成特発性手根管症候群に対する手指屈筋腱腱滑膜切除術の治療成績一成績不良例の検討一

医療法人友和会鶴田整形外科鶴田敏幸他．………….S78
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1~442

1-4-43

1444

手根管症候群に対するextra-hgamentous法による鏡視下手根管開放術

慶仁会川崎病院整形外科鈴木康一他“…………S79

ComparisonofTransverseWrsitOpenlncisionandLimitedOpenhcisionTechmques

fOrCarpalTunnelRelease

DepartmentofOrthopedicSurgery,KyungHeeUmversityHospitalatGangdong,

SchoolofMedicine,KyungHeeUmversity,Seoul,Korea

JaeHoonLee他…….…….S79

UltrasonographicalCharacterizationoftheMedianNerveanditsDiagnosticCriteriam

CarpalTunnelSyndromePatientswithandwithoutDiabetesMellitus

OrthopedicsDepartment,NationalChengKungUmversityHospital,

Tainan,Taiwan ChengLiLin他

－44－
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第5会場

9:00～9:54一般演題（口演）屈筋腱損傷

座長：吉津孝衛（財団法人新潟手の外科研究所）

1-5-1屈筋腱損傷に対する練習量の少ない外来中心での早期自動運動療法

埼玉医科大学病院整形外科河野慎次郎

1-5-2吉津1法による腱縫合後に早期自動運動療法を施行した手指屈筋腱断裂症例の検討

財団法人新潟手の外科研究所森谷浩治他“………

1-5-3Zonell屈筋腱断裂に対する一次縫合術,早期自動運動療法の治療成績

中通総合病院整形外科成田裕一郎他………‘

1-5-4Zonell屈筋腱断裂修復後の腱滑走と後療法

名古屋披済会病院整形外科矢崎尚哉他………‘

1-5-5指屈筋腱損傷の部分的補助縫合(partialinterlockingcross-stitch法）に関する

gapfOrmationの検討

九州大学大学院医学研究院整形外科竹内直英他………

1-5-6Dexmedetomidineを用いた覚醒下屈筋腱剥離術の経験

旭川医科大 学 整 形 外 科 入 江 徹 他 … … …

S81

S81

S82

S82

S83

S83

9:54～10:30一般演題（口演）屈筋腱の超音波所見

座長：近藤真（北海道整形外科記念病院）

1-5-7超音波によるZone2屈筋腱断裂術後の掌側板の運動の解析～A3pulleyが掌側板をもち上げる

田附興風会医学研究所北野病院形成外科齊藤晋他．………….S84

1-5-8狭窄性屈筋腱腱鞘炎における屈筋腱の超音波検査所見

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他．.…………S84

1-5-9超音波診断によるばね指の定量的評価

東大阪市立総合病院整形外科重松浩司他“…………S85

1-5-10超音波検査による手指屈筋腱の描出ならびに損傷の診断

広島大学病院整形外科中島祐子他…………..S85

10:30～11:24一般演題（口演）腕神経叢損傷

座長：河井秀夫（四條畷学園大学リハビリテーション学部）

1-5-11MRI拡散強調画像による腕神経叢損傷の診断

東京逓信病院整形外科沖永修二他………

1-5-12腕神経叢損傷の術中電気診断と最終臨床診断の比較

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………

1-5-13上位型腕神経叢損傷に対するOberh法

名古屋大学医学部手の外科山本美知郎他………

1-5-14僥骨神経移行術を用いた腋窩神経の再建

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

藤原浩芳他………

－45－
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1-5-15

1-5-16

筋皮神経への内側胸神経移行術による肘屈曲再建術

四條畷学園大学リハビ リテーシヨン学部河井秀夫他

鎖骨下動脈損傷を合併した腕神経叢損傷に対する筋肉移植による機能再建術

小郡第一総 合 病 院 整 形 外 科 服 部 泰 典 他

12:00～13:00ランチョンセミナー4

座長：加藤博之（信州大学医学部整形外科）

1-5-LS4骨粗霧症から僥骨遠位端骨折の治療を考える

産業医科大学整形外科酒井昭典

S88

S88

S89

13:30～14:15一般演題（口演）指靱帯損傷

座長：重冨充則（山口大学大学院医学系研究科整形外科）

1-5-17小指陳旧性PIP関節僥側側副靭帯損傷に対する治療経験

宮崎大学医学部整形外科崎濱智美他・……….…S90

1-5-18浅指屈筋腱を用いたPIP関節側副靭帯再建の術後成績

旭川厚生病院整形外科平岩哲郎他…..………S90

1-5-19Stenerlesionの術前診断におけるX線ストレス撮影の有用性

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

市丸宏三他．….………S91

1-5-20母指MP関節僥側側副靭帯損傷の治療経験

佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科富田善雅他．…….……S91

1-5-21手指MP関節側副靭帯不全損傷に対するトリアムシノロンアセトニド関節内注射の検討

駒沢病院整形外科別所祐貴他….……….S92

14:15～15:09一般演題（口演)PIP関節脱臼骨折

座長：鶴田敏幸（医療法人友和会鶴田整形外科）

1-5-22PIP関節掌側脱臼骨折に対するMinihookplateの応用

岐阜県総合医療センター整形外科横井達夫他….……….S92

1-5-23フツクプレートを用いたPIP関節脱臼骨折に対する新たな治療法

興生総合病院整形外科河野正明他…..………S93

l-5-24PIP関節背側脱臼骨折に対する掌側プレート固定術

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….……….S93

1-5-25手指PIP関節脱臼骨折に対して観血的治療とDynamicDistractionApparamsを併用した治療

板橋中央総合病院整形外科岩城啓修他…………..S94

1-5-26不安定型PIP関節内骨折の治療経験

市立堺病院整形外科中村吉晴．…….……S94

l-5-27手指基節骨単穎部骨折の治療経験

愛知県厚生連海南病院整形外科勝田康裕他…………..S95
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15:09～16:03一般演題（口演）指，その他骨折

座長：西源三郎（尾張温泉リハビリかにえ病院）

1-5-28小児における指節骨遠位端骨折に対する手術症例の検討

屋島総合病院整形外科香川好男他…………..S95

1-5-29手指基節骨骨折に対する保存療法一ナックルキャスト法の適応と限界一

相模台病院整形外科小林明正他…….….…S96

1-5-30基節骨骨幹部横骨折に対するJ字型髄内ピンの形状と刺入点に関する検討

鹿島労災病院整形外科小林倫子他．…….……S96

1-5-31手指基節骨骨折に対するplate固定で良好な%TAMを獲得するには

尾道市立市民病院整形外科廣岡孝彦他．…….……S97

1-5-32F-u-HA/PLLAピンを用いた手指骨骨折髄内固定法の治療

小牧市民病院整形外科蓮尾隆明他………..…S97

1-5-33AntegradePercutaneouslntramedullaryOneK-wireFixationofMetacarpalNeck

Fracture(ManualMethod)

Orthopaedics,YesonHospital,RepublicofKoreaJunmoJung他….….……S98

16:13～17:07一般演題（口演）マレツト指①

座長：河野正明（興生総合病院整形外科）

1-5-34フック付きプレートを用いた骨性malletfingerに対するopenreductionandinternalfixation

三豊総合病院整形外科阿達啓介．……….…S98

1-5-35Mallet骨折に対するmicroscrew固定法の有用性

国立印刷局東京病院整形外科志村治彦他”…………S99

l-5-36骨性槌指に対する微小スクリユー固定法（追っかけ法）と石黒法の比較検討

城東社会保険病院整形外科芝山昌貴他…..………S99

1-5-37骨性マレツト指に対する石黒法におけるextensionblockpin刺入位置の検討

聖ヨゼフ病院整形外科岡崎敦他…………..S100

1-5-38骨性槌指に対する当院の治療成績一術後臨床評価とX線評価の関連性

キッコーマン総合病院整形外科小川健他………..…S100

1-5-39腱性mallet指の治療成績の検討

津山中央病院整形外科福田祥二他……….….S101

17:07～17:52一般演題（口演）マレツト指②

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

1-5-40石黒法による陳旧性mallet骨折の治療成績

豊橋市民病院整形外科申正樹他“…………S101

1-5-41鋼線締結法を用いた陳旧性骨性槌指の治療経験

谷津保健病院整形外科岩崎幸治他．………….S102

1-5-42受傷後3か月以上経過した陳旧性骨性マレットに対し創外固定を用いたDIP関節牽引療法

を併用した手術治療

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…….…….S102
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1-5-43

1-5-44

陳旧性腱性槌指に対する新しい再建法-CentralSliPshding法一の検討

千葉大学

母指腱性槌指の治療

大学院医学研究院整形外科学

千葉市立青葉病院整形外科

－48－

樋渡龍他

六 角智 之他

S103

S103



第6会場

8:30～9:06一般演題（口演）末梢神経障害①

座長：長岡正宏（日本大学駿河台病院整形外科）

1-6-1特発性前・後骨間神経麻痒における神経の超音波所見

東京都立広尾病院 整 形 外 科 田 尻 康 人 他

1-62特発性前骨間神経麻揮の手術療法

広島大学大学院整形外科中林昭裕他

1-6-3いわゆるaxonaTnonosisと思われる後骨間神経麻痒

防衛医科大学校整形外科津田悦史他

1-6-4高位尺骨神経運動麻痒の提起

熊本整形外科病院田嶋光

9:06～9:42一般演題（口演）末梢神経障害②

座長：楠瀬浩一（東京労災病院整形外科）

1-6-5神経断端緩徐伸長による神経欠損部修復法一臨床応用第一例の報告

筑波大学大学院整形外科西浦康正他……

l-6-6ReconstructionofCommonPeronealNervelnjuryAfterVaricoseVeinSurgery

DepartmentofPlastic&ReconstructiveSurgery,MedicalSchool,

ChonbukNationalUmversity,Jeonju,Korea Nae-HoLee他……

1-6-7神経剥離を行ったアロデイニアの3例

防衛医科大学校整形外科有野浩司他……

1-6-8心因性腕神経叢麻痒症例の検討

小郡第一総合病院整形外科松尾卓見他……

9:52～10:28一般演題（口演）伸筋腱損傷

座長：今村宏太郎（いまむら整形外科医院）

1-6-9手指MP関節伸筋腱脱臼の手術治療

駿河台日本大学病院整形外科長尾聡哉他

1-6-10MP関節部での伸筋腱脱臼例に対する術後早期の運動療法

愛野記念病院リハビリテーション部野中信宏他

1-6-11伸筋腱損傷を伴う前腕開放骨折に対する一期的再建術の検討

関西医科大学附属滝井病院整形外科谷川暢之他

1-6-12健常人における尺側手根伸筋腱の前腕回外位MRI所見について

関西労災病院整形外科堀木充他

10:28～11:04 一般演題（口演）バイオメカニクス

座長：草野望（富永草野病院）

S104

S104

S105

S105

S106

S106

S107

S107

S108

S108

S109

S109

1-6-13 化学的処理をしたヒアルロン酸による凍結乾燥処理屈筋腱の腱滑走抵抗改善の試み

昭和大学整形外科池田純他…………"S110
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1-6-14

1-6-15

1-6-16

示指指節骨の運動解析：解剖屍体による研究

慶應義塾大学医学部整形外科鎌田雄策他．

新しい創外固定器!!PinFix"

名古屋大学医学部手の外科学新井哲也他・

伸筋腱末節骨付着部の伸展性に関する外在筋，内在筋の影響：生体力学的観察

いちは ら 病 院 整 形 外 科 村 井 伸 司 他 ．

13:30～14:06一般演題（口演)DRUj・尺側手関節障害

座長：中土幸男（医療法人抱生会丸の内病院整形外科）

l-6-17超音波を用いた術前前腕遠位骨間膜形態評価の試み

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

1-6-18僥骨遠位端骨折術後における遠位僥尺関節開大の評価

星ヶ 丘厚 生年金病院整形外科上杉彩子他

1-6-19遠位僥尺関節(DRUJ)の不安定性に対する徒手検査の信頼性

阪奈中央病院整形外科飯田昭夫他

1-6-20上肢機能評価票Hand20による手関節尺側部痛手術治療の予後不良因子検討

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学西塚隆伸他

S110

S111

S111

S112

S112

S113

S113

14:06～15:00一般演題（口演)5-K法

座長：吉川泰弘（駒沢病院整形外科）

1-6-21Sauve-Kapandji法によるリウマチ手関節の安定性について

聖マリアンナ医科大学整形外科清水弘之他．…….……S114

1-6-22関節リウマチにおけるSauve-Kapandji法の治療成績一関節リウマチと他の疾患との比較一

佐賀社会保険病院整形外科角田憲治他…..………S114

1-6-23RA以外の遠位僥尺関節症に対するSauve-Kapandji手術施行例の検討

八尾徳洲会総合病院整形外科山中清孝他…..………S115

1-6-24遠位僥尺関節障害に対するSauve-Kapandji手術後の臨床成績とそれに影響を与える

因子の検討

北海道大学整形外科西田欽也他….…….…S115

1-6-25Sauve-Kapandji法の術前後の尺骨近位断端と榛骨間距離のCTによる検討

諏訪赤十字病院整形外科百瀬敏充他….……….S116

1-6-26遠位僥尺関節障害に対するSauve-Kapandji法術後のulnarstumpの不安定性について

豊田厚生病院整形外科稲垣弘進….….……S116

15:10～15:55一般演題（口演）肘部管症候群①

座長：成田俊介（弘前駅前整形外科クリニック）

1-6-2775歳以上の肘部管症候群に対する手術成績

中通総合病院整形外科千馬誠悦他

l-6-28重度肘部管症候群にたいする腱移行術によるつまみ動作再建の治療成績

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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1-6-29

1-6-30

l-6-31

肘部管症候群重症例に対する一期的示指外転機能再建術の有用性

東北労災病院整形外科信田進吾．…….……S118

特発性肘部管症候群における尺骨神経内視鏡所見の異常範囲とMcGowan分類の関係

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．….………S118

肘部管症候群における知覚過敏例の検討

岐阜県総合医療センター整形外科野々村秀彦他…………"S119

による最小電流域値評価

15:55～16:40一般演題（口演）肘部管症候群②

座長：宮坂芳典（仙塩総合病院整形外科）

l-6-32肘部管症候群に対する知覚・痛覚定量分析装置(PainVision@)による最小

信州大学整形外科村上博則他

1-6-33肘部管症候群患者のCT,超音波を用いた解剖学的検討

東邦大学医学部整 形 外 科 大 日 方 嘉 行 他

1-6-34肘部管症候群に対する拡散強調MRI診断の試み

千葉大学大学院整形外科國吉一樹他

1-6-35 ピンチメーターを用いた深指屈筋の筋力測定

泉整形外科病院齋藤依里子他

1-6-36肘部管症候群に対する上肢機能評価票の反応性の比較検討

名古屋大学医学部手の外科岩月克之他

16:50～17:26一般演題（口演）炎症性屈筋腱障害

座長：亀山真（東京都済生会中央病院整形外科）

1-6-37中高年特発性手指屈筋腱滑膜炎の検討

熊本整形外科病院田嶋光

l-6-38動物咬傷による手指化膿性屈筋腱滑膜炎の手術治療

新潟県立小出病院整形外科白旗正幸他

1-6-39Mycobacteriummarinumによる手の化膿性腱鞘炎

順 天 堂 大 学 浦 安病院整形外科原章他

1-6-40Diabetichandとは？

名古屋大学大学院手 の 外 科 学 奥 井 伸 幸 他

17:26～18:11一般演題（口演）麻酔，その他

座長：富田一誠（昭和大学医学部整形外科）

1-6-41上肢手術に対する超音波ガイド下腕神経叢ブロック（鎖骨上法）の経験

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他

1-6-42上肢手術におけるエコーガイドによる鎖骨上窩腕神経叢ブロックの有効性

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

佐久間悠他

l-6-43手の外科手術におけるエコーガイド下での鎖骨上神経ブロック

ー麻酔効果に影響を与える因子について－

東大阪市立総合病院整形外科大田大良他
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1-6-44

1-6-45

血管内カテーテル治療後の上腕部コンパートメント症候群

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）大森信介他

CosmeticNailSurgery

DepartmentofPlastic&ReconstructiveSurgery,MedicalSchool,

ChonbukNationalUniversity,Jeonju,Korea

KyungMooYang他
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第ﾌ会場

8:30～9:15一般演題（口演）手根管症候群②母指外転機能・対立再建術

座長：勝見泰和（宇治武田病院）

1-7-1手根管症候群重症例に対する同時母指対立再建術(Camitz法）の治療経験

香川大学医学部整形外科今泉泰彦他…….…….S127

1-7-2重度手根管症候群に対する長掌筋一短母指伸筋腱移行を用いた母指対立再建術（木森法）

の治療成績

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科臨床解剖学分野

二村昭元他…………..S127

1-7-3重度手根管症候群に対する木森法の有用性-Camitz法との比較

独立行政法人国立病院機構呉医療センター中国がんセンター整形外科

蜂須賀裕己他“…………S128

1-7-4内視鏡下手根管開放術と同時に施行する術後固定を要しない母指対立機能再建

おくつ整形外科クリニック奥津一郎他…………..S128

1-7-5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短母指外転筋筋力回復

おくつ整形外科クリニック浜中一輝他…………"S129

9:15～10:09一般演題（口演）手根管症候群③画像所見

座長：浜田佳孝（健康保険鳴門病院整形外科）

1-7-6鏡視下手根管開放術における術前超音波診断の意義

小郡第一総合病院整形外科荒川雄一郎他…………..S129

1-7-7手根管症候群患者における術前術後の超音波像と臨床症状との関連について

群馬大学大学院整形外科田鹿毅他…………..S130

1-7-8正中神経に対するエラストグラフイ

キッコーマン総合病院整形外科田中利和他“…………S130

1-7-9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を行い6カ月以上効果がある

群のMRI所見の特徴

産業医科大学病院整形外科大塚弘剛他…..………S131

1-7-10手根管症候群の重症度判定にMRIは有効か

厚生連広島総合病院整形外科高田治彦他……….….S131

l-7-11手根管症候群に対する3次元CT軟部組織撮影の試み

四谷メディカルキューブ手の外科センター桑原眞人他”…………S132

10:19～11:04一般演題（口演）手根管症候群④神経機能評価

座長：木森研治（医療法人あかね会土谷総合病院整形外科）

1-7-12手根管症候群に対するPainVision③による感覚障害定量評価

-SemmesWeinsteintest,2-pointsdiscriminationtestとの比較－

信州大学整形外科中村恒一他…..………S132

1-7-13手根管症候群術後におけるS-Wtest改善度と神経伝導速度の回復等についての検討

溝口外科整形外科病院高崎実他…………"S133
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1-7-14

1-7-15

1-7-16

手根管症候群の横手根靭帯に付着する筋の電気生理学的特性

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科青木孝文他

手根管症候群術後における電気生理学的評価の経時変化と手術成績

亀岡シミ ズ病院整形外科大野克記他

手根管症候群における巧綴運動機能検査

千葉市立青葉病院整形外科山田俊之他

S133

S134

S134

11:04～11:49一般演題（口演）機能評価

座長：稲垣弘進（豊田厚生病院整形外科）

1-7-17一般人のDASHスコア

吉岡病院整形外科本間龍介他…….….…S135

1-7-18高齢者における握力，ピンチカの利き手・非利き手差の検討

国立障害者リハビリテーションセンター上原浩介他…….…….S135

1-7-19頸髄損傷の上肢リハビリテーションにおける日本語版DASH,Hand20の有用性の検討

1-7-20

1-7-21

国立障害者リハビリテーションセンター上原浩介他

上肢筋骨格系疾患に対する各種機能評価法の比較検討

産業医科大学整形外科目貫邦隆他

RA手における尺側偏位のパラメータと上肢機能障害の関連について

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

徳永大作他

13:30～14:24一般演題（口演)RA①手関節・肘

座長：政田和洋（医療法人健亘会政田整形外科リウマチ科）

1-7と22手関節鏡視下滑膜切除の検討

名古屋大学手の外科建部将広他………

1-7-23MimmumDarrach法を行ったリウマチ患者の検討

一宮市立市 民 病 院 整 形 外 科 大 西 哲 朗 他 … … …

1-7-24RA手関節に対する部分固定術の術後成績

岡山大学医 学 部 整 形 外 科 斎 藤 太 一 他 … … …

1-7-25RA手関節症に対する僥骨月状骨間固定術の治療成績

北海道大学医学部整形外科本宮真他………

1-7-26関節リウマチに対する手関節固定術の検討

東海大学医学部外 科 系 整 形 外 科 石 井 崇 之 他 … … …

1-7-27関節リウマチにおける同一上肢に僥骨頭切除と尺骨遠位端切除を施行した際の

上肢機能の評価

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

鈴 木 拓 他 … … …
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14:24～15:18一般演題（口演)RA②手・指

座長：南川義隆

（東京手の外科スポーツ医学研究所高月整形外科・新橋クリニック）

1-7-28関節リウマチにおけるスワンネック変形とボタン穴変形の臨床経過と機能評価

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

小田良他….……….S140

l-7-29RAにおける母指変形と機能障害の経時変化

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．…….……S141

1-7-30Acutrac2Microscrewを用いた側方刺入による母指IP関節および手指DIP関節固定術の検討

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．.…………S141

1-7-31FINETotalFingerSystemを用いたMCP関節置換術の中期成績

東邦大学医学部整形外科関口昌之他…………"S142

1-7-32FmeMP人工関節置換術の治療経験

函館中央病院整形外科石倉久光他”…………S142

1-7-33リウマチ手におけるセメントレス人工指関節の短期臨床成績

鹿児島赤十字病院有島善也他….………．S143

15:18～16:12一般演題（口演）腱皮下断裂

座長：吉田竹志（よしだ整形外科）

1-7-34関節リウマチにおける手指伸筋腱皮下断裂に対する腱移行術

一縫合法の工夫と早期リハビリテーション

行岡病院整形外科手の外科センター久保伸之他………“

1-7-35関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂の治療一手術後10年以上経過した例での検討一

慶應義塾大学医学部整形外科池上博泰他．….……

l-7-36関節リウマチ以外の疾患に起因する腱皮下断裂の治療経験

東京医科大学医学部整形外科高瀬勝己他．….……

1-7-37リウマチを除く高齢者における手指屈筋腱皮下断裂

荻窪病院整形外科田崎憲一他………”

1-7-38手指屈筋腱皮下断裂例(Zone3,4)に対する減張位早期運動療法

香川大学医学部整形外科加地良雄他………“

1-7-39母指伸展機能再建における固有示指伸筋腱移行術の有用性

新潟中央病院リハビリテーション部松澤翔太他“………

16:22～17:07－般演題（口演）母指CM関節症①

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

1-7-40母指CM関節症における中手骨関節傾斜と背側亜脱臼の関係

日高病院整形外科黒沢一也他

1-7-41健常者母指CM関節のlaxityに関する研究

都立多摩総合医療セン タ ー 整 形 外 科 辰 巳 徹 志 他
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1-7-42

1-7-43

1-7-44

母指CM関節症に対する装具療法一短対立装具の有用性について

慶應義塾大学整形外科岡崎真人他

母指CM関節症に対する熱可塑性プラスチックスプリントの治療成績

抱生会丸の内病院整形外科松木寛之他

母指CM関節症に対する第一中手骨外転対立位骨切り術の治療成績

愛野記念病院青山隆他

17:07～17:52一般演題（口演）母指CM関節症②

1-7-45

1-7-46

1-7-47

1-7-48

l-7-49

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

母指CM関節形成術が術後MP関節に及ぼす影響

東京大学医学部整形外科・脊椎外科三浦俊樹他

母指CM関節症に対するWeilby関節形成術の治療成績

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

小橋裕明他

Kaarela法による母指CM関節形成術の成績

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

母指CM関節症に対する関節鏡視下大菱形骨側部分切除術の短期成績

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

AcutrakMiniを用いた母指CM関節症に対する関節固定術

西宮協立脳神経外科病院整形外科阿部宗樹他
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第8会場

9:00～9:45一般演題（口演）先天異常①

座長：村上恒二（広島市総合リハビリテーションセンター）

1-8-1母指形成不全症に対する母指化術の長期成績について

東京慈恵会医科大学形成外科岸陽子他……

1-8-2先天性母指形成不全の治療成績

北海道立こども総合医療・療育センター金谷久美子他……

1-8-3先天異常手における第1指間の画像評価一母指MP関節の不安定性に着目して一

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整形外科

高木岳彦他……

1-8-4Modifiedon-topPlastyMethodfOrExtrathumbwithNarrowFirstWeb

DepartmentofHandSurgery,BeijingJishuitanHospital,Beijing,China

Shan-LmChen

1-8-5Thumbmtheplaneofthehandの術後成績

札幌医科大学整形外科射場浩介他……

9:45～10:30一般演題（口演）先天異常②

座長：小林勉（群馬大学医学部整形外科）

1-8-6基節分岐・僥屈型母指多指症の治療経験

名古屋第一赤十字病院整形外科洪淑貴他……

1-8-7血液疾患を合併した母指多指症

名古屋第一赤十字病院整形外科大塚純子他…-

1-8-8母指形成不全と母指多指症の合併症例について

（独）国立成育医療研究センター整形外科高山真一郎他”…

1-8-9当科における先天性握り母指症例の検討

国立病院機構仙台医療センター形成外科鳥谷部荘八他“…

1-8-101GF-II,bFGFandtheirReceptorsinMacrodactylyoftheHands

DepartmentofHandSurgery,the4thChicalCollegeofPekingUniversity

(BeningJiShuiTanHospital),China

BoLiu他．…．

10:30～11:24一般演題（口演）先天異常③

座長：石田治（広島市立広島市民病院整形外科）

l-8-11Kirner変形の単純X線像

山形大学医学部整形外科佐竹寛史他

1-8-12異常筋による手指障害の病態と治療

名古屋第一赤十字病院整形・手の外科堀井恵美子他

1-8-13合指症に対する背側長方形皮弁と直線皮層切開による指分離術

山形大学医学 部整形外科花香直美他
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l-8-14

l-8-15

l-8-16

横軸形成障害に対する骨間への遊離趾骨移植術

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他

先天性榛尺骨癒合症に対する後骨間動脈筋膜脂肪弁を用いた授動術

－術後経過に伴う可動域の変化について－

弘前大学大学院医学研究科整形外科

当院での絞拒輪症候群の治療経験

国立成育医療研究センター整形外科

－58－

湯川昌広他

福岡昌利他
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第9会場

整形外科）

15:00～15:36一般演題（電子ポスター）解剖・バイオメカニクス

座長：寺田信樹（藤田保健衛生大学第2教育病院篭

1-9-EP-l母指に対する他指リーチングポイントの計測

関西医科大学香里病 院整形外科児島新他

1-9-EP-2母指MP関節角度と第一中手骨頭の形態：第2報

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部佐藤亜由美他

1-9-EP-3指MP関節機能的関節可動域の検討

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

1-9-EP-4母指MP関節の伸展機構から見た短母指伸筋腱の解剖学的検討

聖マリアンナ医科大学整形外科重松辰祐他

1-9-EP-5榛骨遠位端掌側部の屈筋腱滑動床

岡山済生会総合病院 整 形 外 科 清 水 弘 毅 他

1-9-EP-6Neviaser法の有用性一長母指外転筋の活動特性による検討一

新潟医療福祉大学医療 技術 学部 大山 峰生 他

15:36～16:06一般演題（電子ポスター）炎症性疾患

座長：普天間朝上（琉球大学医学部整形外科）

l-9-EP-7末節骨骨端線損傷後に続発した化膿性骨髄炎の治療経験

土谷総合病院整形外科梶原了治他

1-9-EP-8複数指罹患の狭窄性腱鞘炎は手術への移行率が有意に高い

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

太田英之他

l-9-EP-9Extensormdicispropriussyndromeの治療経験

駿河台日本大学病院整形外科豊泉泰洋他

1-9-EP-10関節リウマチと鑑別を要した手関節部非結核性抗酸菌症

ベリタス病院整形外科柳川哲司他

1-9-EP-11難治性上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術の成績

大阪医科大 学整形外科渡辺干聡他

16:06～16:30一般演題（電子ポスター)RA

S162

S162

S163

S163

S164

S164

S165

S165

S166

S166

S167

座長：秋田鐘弼（大阪南医療センター整形外科・リウマチ科）

1-9-EP-12関節リウマチ手指伸筋腱再建術の検討

財団法人甲南病院加古川病院整形外科立石耕司他“…………S167

1-9-EP-13リウマチによる多指伸筋腱断裂例に対する断裂腱中枢部を利用した手術法

東京歯科大学市川総合病院リハビリテーシヨン科新井健他…………..S168

1-9-EP-14リウマチ手関節に対するAcutrakscrewを用いたSauve-Kapandji法の治療経験

能美市立病院整形外科重本顕史他．………….S168

1-9-EP-15関節リウマチ手指MP関節に対する人工指関節置換術の成績

岡山大学病院整形外科橋詰謙三他”…………S169
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16:30～16:54一般演題（電子ボスター）手・指変形性関節症

座長：三浦一志（亀田病院）

1-9-EP-16母指CM関節症に対する関節形成術の手術成績

勤医協中央病院整形外科堺慎他

1-9-EP-17母指CM関節症に対するThompson法の治療成績

大阪厚生年金病院整形外科野口亮介他

1-9-EP-18新しい表面置換型母指人工CM関節のデザイン

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

1-9-EP-19PIP変形性関節症に対する人工関節置換術

埼玉成恵会病院・手外科研究所村中秀行他

16:54～17:30一般演題（電子ポスター）腫瘍

座長：浅見昭彦（佐賀社会保険病院整形外科）

l-9-EP-20足趾移植による即時再建を行った母指悪性黒色腫の3例

長崎大学病院形成外科高橋国宏他・

1-9-EP-21グロームス腫瘍の治療

関 西 医 科 大 学 香里病院整形外科漆崎亜弥他”

l-9-EP-22手指発生の腱鞘巨細胞腫のパワードプラエコーの特徴的所見

大阪医科大学整形外科植田直樹他．

1-9-EP-23多発性骨軟骨腫および多発性内軟骨腫による前腕変形に対する尺骨仮骨延長術

弘前大学医 学部整形外科鈴木雅博他．

l-9-EP-24腕神経叢から発生した神経原性腫瘍の治療成績

岩見沢市立総 合 病 院 整 形 外 科 林 晴 久 他 ・

1-9-EP-25上肢における神経原性腫瘍の臨床的検討

田附興風会北野 病 院 整 形 外 科 麻 田 義 之 他 ．
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第10会場

15:00～15:30一般演題（電子ポスター）舟状骨

座長：坪健司（青森市民病院整形外科）

l-10-EP-1手舟状骨に生じた有痛性骨襄腫様病変の治療経験

兵庫医科大学整形外科常深健二郎他….……….S175

l-10-EP-2舟状骨骨折遷延癒合に対する鏡視下骨移植術

市立豊中病院整形外科山本浩司他…………"S175

l-10-EP-3舟状骨偽関節の自然経過について検討

岐阜県総合医療センター整形外科河村真吾他…………..S176

l-10-EP-4舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術における内固定材料間の成績比較

大阪労災病院整形外科坂口公一他…………..S176

1-10-EP-5舟状骨遷延癒合,偽関節に対し掌側手根動脈を茎とした有茎骨移植術(Mathoulm法）に

よる治療経験

健康保険鳴門病院整形外科日比野直仁他”…………S177

15:30～16:12一般演題（電子ポスター）手根骨

座長：渡邉健太郎（名古屋披済会病院）

1-10-EP-67歳女性に発症したキーンベック病

なかざわ整形外科和田誠之他…………..S177

l-10-EP-7若年成人のキーンベック病stage3に対する僥骨月状骨間関節固定術の有用性について

さいたま赤十字病院整形外科代田雅彦他…………"S178

l-10-EP-8キーンベック病に対するスワンソン型シリコンインプラント置換術の長期経過例

兵庫医科大学整形外科藤岡宏幸他…………..S178

l-10-EP-9舟状有頭骨間固定術(SCfusion)の治療成績

済生会京都府病院整形外科赤井敬紀他．…….……S179

l-10-EP-10明らかな外傷の既往のない有頭骨壊死の3例

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

徳川誠治他…..………S179

1-10-EP-11月状骨脱臼および月状骨周囲脱臼の治療経験

聖マリア病院整形外科吉田史郎他………..…S180

1-10-EP-12僥骨手根関節脱臼の治療経験

慶応義塾大学整形外科西田光宏他“…………S180

16:12～16:36一般演題（電子ポスター）皮膚・皮弁移植

座長：北山吉明（北山クリニック）

1-10-EP-13爪床損傷に対し付け爪を用いた治療経験

国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院形成美容外科

山田直人他

1-10-EP-14遊離植皮術にV.A.C.(VacuumAssistedClosure)を併用した治療経験

北大阪けいさつ病院整形外科河上剛他
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1-10-EP-15指腹欠損に対する片側切開のみの掌側前進皮弁

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

1-10-EP-16手の重度剥脱損傷に対する有茎腹壁皮弁移行術の検討

足利赤十字病院形成外科

芝山浩樹他

福田憲翁他

S182

S182

16:36～17:00一般演題（電子ボスター）マイクロサージヤリー

座長：酒井和裕（新小文字病院整形外科）

1-10-EP-17Hemipulpfiapによる指末節部掌側皮層欠損の再建

南川整形外科病院手の外科・外傷センター宮本洋他…………"S183

1-10-EP-18FreeArterializedVenousFlapを用いた手指の再建の検討

札幌徳洲会病院整形外傷部高橋信行他．….………S183

1-10-EP-19当高度救命救急センターにおける上肢切断症例の現状と問題点-m"oramputationを中心に－

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救命救急センター

菅野百合他…..………S184

1-10-EP-20マイクロ教育における視機能と遠近感についての検討

東京医科大学形成外科竹澤章一他．….………S184

17:00～17:18一般演題（電子ポスター）そのほか①

座長：古月顕宗（つるが松窪病院）

1-10-EP-21TheValueofHigh-ResolutionUltrasonographiclmagingandMeasurementmTriggerDigits:

ACorrelativeStudywithClmicalFmdmgsmPatientswithDiferentSeverityGradmgs

OrthopedicsDepartment,TainanMunicipalHospital,Tainan,Taiwan

ChungJungShao他…………"S185

1-10-EP-22SonographicallyGuidedCIosedReductionandLocalizationoftheUlnarNervein

PercutaneousPinningofDisplacedHumeralSupracondylarFracturesmChndren

OrthopedicsDepartment,TainanMunicipalHospital,Tainan,Taiwan

TmgTaiWu他….….……S185

1-10-EP-23EarlyFingerMobilizationafterDistalRadiusFractUre:NecessityorRedundancy？

DepartmentofOccupationalTherapy,Taiwan

Li-ChiehKuo他“…………S186

－62－



41【第2日目4月'6日(土)】
第1会場

9:00～11:00シンポジウム5手関節・手指関節鏡の現状

座長：西川真史（にしかわ整形外科・手の外科クリニック）

加藤貞利（北海道整形外科記念病院）

2-1-S5-l手関節および手指関節鏡視下手術の適応と限界

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛他“．

2-l-S5-2一地方病院における手関節鏡手術の現況

済生会下関総合病院整形外科富永康弘他．“

2-l-S5-3関節リウマチの指関節鏡視および鏡視下滑膜切除術

名 古 屋 市 立 大学整形外科関谷勇人他””

2-1-S5-4母指CM関節症に対する関節鏡視下関節固定術

新潟県立中央病 院 整 形 外 科 小 泉 雅 裕 他 “ “

2-l-S5-5母指CM関節症に対する鏡視下Thompson法

奈良県立医科大学整形外科面川庄平他．.､

2-l-S5-6手関節周囲ガングリオンの鏡視下手術

三重大学医学部整 形 外 科 辻 井 雅 也 他 “ ”

2-l-S5-7鏡視下手根管開放術ECTRの術中手技困難を予測する

信 州大学整形外科内山茂晴他…

13:20～14:50パネルディスカッション4手根不安定症の治療

座長：香月憲一（大阪市立総合医療センター）

清水弘之（聖マリアンナ医科大学整形外科）

2-l-P4-l舟状月状骨解離症(SLd)に対するSL靭帯再建術

国保中央病院整形外科小野浩史他

2-1-P4-2舟状月状骨解離に対する治療一僥骨手根骨間制動術を中心に－

昭和大学医学 部整形外科富田一誠他

S189

S190

S191

S192

S193

S194

S195

S196

S197

2-l-P4-3骨付き背側有頭骨有鉤骨間靭帯(Bone-CHlig-bone)を用いた舟状骨月状骨間靭帯再建術

慶應義塾大学医学部整形外科中村俊康他………S198

2-1-P4-4月状三角骨不安定症に対する背側手根靭帯を用いた靱帯再建術

奈良県立医科大学整形外科面川庄平他“..….……S199

2-l-P4-5SLAC/SNACwriSt進行例に対するfbur-cornerfusion

慶應義塾大学医学部整形外科佐藤和毅他”.………..S200

15:00～17:00パネルディスカッション5尺側手関節障害：各病態の鑑別診断と治療法，成績

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

正富隆（行岡病院整形外科手の外科センター）

2-l-P5-1尺側手関節障害の診断と治療

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他……….…．S201
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2-1-P5-2

2-1-P5-3

2-1-P5-4

2-1-P5-5

2-1-P5-6

2-1-P5-7

2-1-P5-8

手関節尺側における変形性関節症：関節症の進行形態と要因について（第1報）

国保中央病院整形外科片山健他．.….….….S202

尺側手関節痛の診断と治療一尺側手根伸筋腱脱臼・亜脱臼に対する第6区画解離術－

北新病院上肢人工関節・内視鏡センター末永直樹他…………..S203

lbTFCC損傷に対する鏡視下TFCC関節包縫合術の治療成績

京都大学医学部整形外科／リハビリテーション部柿木良介他．……….…S204

TFCC小窩部断裂の受傷機転と直視下掌側修復術

大阪大学整形外科森友寿夫他．…………．S205

UInarneutralvarinaceの尺骨突き上げ症候群の診断に対する遠位僥尺関節(DRUJ)鏡の

有用性

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他…..………S206

尺骨突き上げ症候群に対する鏡視下Wafer法とTFCCthermalshrinkage併用法の治療

国立病院機構東広島医療セ ンター整形外科今田英明

尺骨突き上げ症候群に対する鏡視下Wafer法とTFCCthermalshrin

成績

大阪労 災病院整形外科恵木丈

尺骨突き上げ症候群,TFCC損傷,DRUJ不安定症に対する尺骨短縮術

他 S207

－長期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 S208
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第2会場

7:30～8:30モーニングセミナー

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

2-1-MS榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の現状と患者．医師に優しい

新プレートの開発

濁協医科大学整形外科長田伝重…..………S209

9:30～11:30パネルディスカッション6檮骨遠位端関節内骨折：鏡視下整復と透視下整復

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

高原政利（泉整形外科病院）

2-2-P6-1僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復術

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他“…………S210

2-2-P6-2僥骨遠位端関節内骨折に対するfragmentspecificfixation

淀川キリスト教病院整形外科金城養典他……..……S211

2-2-P6-3AO分類C型僥骨遠位端関節内骨折に対するロッキングプレートと関節鏡を併用した治療

清恵会病院整形外科大阪外傷マイクロサージャリーセンター

寺浦英俊他…………..S212

2-2-P6-4AOC3型僥骨遠位端骨折に対して鏡視下手術は必要か？

高月整形外科新橋クリニック戸部正博他．………….S213

2-2-P6-5僥骨遠位端骨折での僥骨遠位関節面の透視下整復の限界一透視化整復後の鏡視下評価一

国保中央病院整形外科小野浩史他…………..S214

2-2-P6-6僥骨遠位端関節内骨折に対するVLPによる透視下整復固定術の鏡視下評価と術後成績

一前向き研究一

平塚共済病院整形外科・手の外科センター坂野裕昭他．…….……S215

2-2-P6-7AOC3型僥骨遠位端骨折に対する透視下整復及び掌側ロッキングプレート固定術の治療成績

濁協医科大学整形外科長田伝重他…………..S216

12:00～13:00ランチョンセミナー5

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

2-2-LS5手外科における保険診療(XIV)

三 宿病 院整形外科立花新太郎 S217

13:10～14:10Travellingfellow報告

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

JSSH-ASSHTravellmgFellow報告

HongKongTraveUmgFellow報告

2-2-1HormonallnfluencesontheDevelopmentofTrapeziometacarpalArthritis

Dept.ofOrthopaedicSurgery,UmversityofConnecticutHealthCenter,

Farmington,Connecticut,U.S.A.

JenniferMoriatisWolf他…………..S218
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ArthroscopicStabilityTestfOrAssessmentofFractureHealinginSubacuteScaphoid

FractureandDelayedScaphoidUmon:AmoreReliableWaythanCATScan？

DepartmentofOrthopaedicsandTraumatology

PrinceofWalesHospital,TheChmeseUmversityofHongKong,HongKong

Wing-LimTse他…..………S219

2-2-2

14:10～14:20日手会社会保険等委員会報告

2-2-C「トリアムシノロンアセトニド（ケナコルト-A)注射液の一時的供給停止

が及ぼした医療経済的影響」調査

日本手外科学会日本手外科学会社会保険等委員会 S369

15:00～16:00招待講演4

座長：平田仁（名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学）

2-2-n4-1FreeVascularizedEpiphysealTransfermUpperLimbReconstructionmChildren

DirectorReconstructiveMcrosurgeryUmt,CareggiUmversityHospital,Florence,Italy

S220Marcolnnocenti

JointReconstructionwithVascularizedOsteochondralGraftinUpperExtremity

Dept.ofOrthopaedicSurgery,KyungHeeUniversity,Seoul,Korea

DukeWhanChmg

2-2-IL4-2

S221

16:10～17:20招待講演5

座長：藤哲（弘前大学整形外科）

2-2-IL5-1ThePlaceofLocalPerforatorFlapsinUpperLimbReconstruction

UniversityofMedicineClUj-Napoca,RomaniaSpitalulClmicdeRecuperare,

ClimcofPlasticSurgeryandReconstructiveMicrosurgery,Italy

AlexandruGeorgescu他….“

2-2-n5-2UpdateonReplantationofDeglovedSkmoftheHand

HandandMicrosurgeryDepartment,PoliclinicoGBRossi,

UniversityofVerona,Italy RobertoAdani

S222

S223

辞の

式
会

会
閉

閉17:20～

会長藤哲（弘前大学整形外科）
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第4会場

9:00～10:00招待講演6

座長：児島忠雄（埼玉手外科研究所）

2-4-IL6母指機能再建一僥側列形成障害以外の先天性障害について－

名古屋第一赤十字病院整形・手の外科堀井恵美子

10:10～11:10招待講演7

座長：黒島永嗣（帝京大学医学部整形外科）

2-4Ⅱ7-1舟状骨骨折整復内固定支援ロボット

笠岡第一病院整形外科橋詰博行

2-4-IL7-2TheFutureofRoboticsinHandSurgery

HandSurgeryDepartment,StrasbourgUniversityHospitals,France

PrPhilippeLiverneaux

12:00～13:00ランチョンセミナー6

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

2-4-LS6僥骨遠位骨折における掌側LockingPlate-角度可変式プレートの有用性について

琉球大学大学院整形外科金谷文則

13:20～14:50シンポジウム6上肢再建における血管柄付き骨移植

座長：和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

伊原公一郎（国立病院機構関門医療センター）

2-4S6-1舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術

日本医科大学大学院整形外科萩原祐介他

24S6-2血管柄付き腓骨移植による前腕・手関節部再建

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他

2-4-S6-3先天性尺骨偽関節に対する血管柄付き腓骨移植術

広島大学 整形外科鈴木修身他

2-4-S6-4上肢長管骨に対する血管柄付き骨移植：適応と移植骨の選択

小郡第一総合病院藤原祐樹他

2-4-S6-5上腕骨骨幹部偽関節に対する大腿骨内側上穎からの血管柄付き骨移植術

市立奈良病院四肢外傷セ ンタ ー河 村健 二他

15:00～16:30シンポジウム7手におけるpe巾ratorflapの利用

座長：金谷文則（琉球大学大学院整形外科）

武石明精（市立四日市病院形成外科）

2-4-S7-1手外科医に必要な上肢の島状皮弁一Heshcadaverを用いたトレーニングの試み－

市立奈良病院四肢外傷センター矢島弘嗣他．……．

2-4-S7-2整形外科医の立場からの手外科領域におけるPerforatorilapの使用経験

大阪市立大学医学研究科整形外科岡田充弘他……”
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24S7-3

24S7-4

末梢神経障害に対する穿通枝脂肪弁の応用

大阪市立大学医学部整形外科

僥骨動脈穿通枝皮弁の有用性と問題点

長崎大学医学部形成外科

－68－

高松 聖仁 他 S235
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第S会場

9:00～10:30シンポジウム8手の外科領域の骨延長

座長：高山真一郎（国立成育医療研究センター）

福本恵三（埼玉手外科研究所）

2-5-S8-1中手骨短縮症に対する仮骨延長術

信州大学医学部整形外科加藤博之他

2-5-S8-2先天異常手に対する骨延長術

札幌医科大 学整形外科射場浩介他

2-5-S8-3先天性疾患に対する前腕骨延長術

独立行政法人国立成育医療研究センター病院整形外科

佐々木康介他

2-5-S8-4多発性骨軟骨性外骨腫症に対する仮骨延長術の治療成績

奈良県立医科大学 整 形 外 科 中 野 健 一 他

2-5-S8-5小児上肢先天異常に対する骨延長術の適応と問題点

広島大学医学部整形外科四宮陸雄他

10:40～11:25一般演題（口演）舟状骨骨折

座長：日高康博（仁和会神野病院）

2-5-1強度実験によるアキュトラックミニスクリユーの力学的分析

～骨折位置による影響を中心に～

医療法人明倫会 宮地 病院 大迎 知宏 他

2-5-2強度実験によるアキュトラックミニスクリユーの力学的分析

～テクニカルエラーによる影響を中心に～

医療法人明倫会宮地病院大迎知宏他

2-5-3TheLongAxisandCentralZoneoftheScaphoidGeneratedbyAnalysisof

Three-dimensionalReconstructionsofComputedTolnographylmages

DepartmentofHandSurgery,BeijmgJishuitanHospital,Beijing,China

YangGuo他

2-5-4舟状骨骨折の受傷機転と転位方向についての検討

中日 病 院 名 古 屋 手 の外科センター高橋明子他

2-5-5舟状骨骨折に対するスクリュー固定術の成績～骨折型間の比較～

京都地域医療学際研究所附属病院整形外科辻原隆是他

12:00～13:00ランチョンセミナー7

座長：光嶋勲（東京大学医学部形成外科）

2-5-LS73次元硬組織の再生誘導における現状と臨床応用への展望

近畿大学医学部形成外科磯貝典孝
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13:20～14:50シンポジウム9CRPSの病態と治療

座長：堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

西浦康正（筑波大学大学院整形外科）

2-5-S9-1静脈穿刺後神経障害は,穿刺が原因か否か？

一第一報日赤献血事業での末梢総和仮説の検証－

稲田病院整形外科稲田有史他…………..S246

2-5-S9-2当院における外来採血に合併した末梢神経障害の調査

北海道大学整形外科永野裕介他…..………S247

2-5-S9-3CRPSの病態におけるストレスの影響

防衛医科大学校整形外科尼子雅敏他．………….S248

2-5-S9-4行動療法と作業療法を主体とした上肢CRPSの治療

岩手医科大学医学部整形外科古町克郎他．…….……S249

2-5-S9-5外傷または手術後に手部の浮腫，拘縮が遷延しCRPS切迫状態として治療した症例の検討

財団法人新潟手の外科研究所成澤弘子他…….….…S250

15:00～15:54一般演題（口演）檮骨遠位端骨折③機能評価

座長：今枝敏彦（金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科）

2-5-6FactorsAHectingLateDisplacementfbllowingVolarLockingPlateOsteosynthesisfOr

DistalRadiusFractures

SeoulNationalUmversityCoUegeofMedicme,Departmentof

OrthopedicSurgery,Korea SeungHwanRhee他…..………S251

2-5-7高齢女性における榛骨遠位端骨折術後の社会復帰に関する因子の検討

北九州総合病院整形外科戸羽直樹．….………S251

2-5-8僥骨遠位端骨折ロッキングプレート内固定術後の上肢機能改善に影響する因子について

岡山大学病院三朝医療センター整形外科渡邉益宜他．………….S252

2-5-9ComparisonofDepressiveSymptomsdurmgtheEarlyRecoveryPeriodinPatientswith

aDistalRadiusFractureTreatedbyVolarPlatmgandCastlmmobilization

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNationalUniversity

CoHegeofMedicine,Seoul,Korea HymSikGong他…‘….……S252

2-5-100steoporosisTreatmentThresholdsfOrPatientswithaDistalRadiusFractureas

DetermmedusmgtheFRAXandBMD

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNationalUniversity

CollegeofMedicme,Seoul,Korea HyunSikGong他．………….S253

2-5-11榛骨遠位端骨折術後の前腕回内外トルクが手関節機能評価に及ぼす影響

星ケ丘厚生年金病院整形外科蒲生和重他….……….S253

15:54～16:39一般演題（口演）檮骨遠位端骨折⑨保存療法，後療法

座長：池田全良（東海大学大磯病院整形外科）

2-5-12高齢者Colles骨折に対する手関節背屈位ギプス固定の治療成績

～保存療法の有用性について～

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科井上悟史他

－70－
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2-5-13

2-5-14

2-5-15

2-5-16

僥骨遠位端骨折に対する手関節背屈位固定の整復位保持効果

江戸川病院整形外科高畑智嗣…………..S254

術後早期からのノイロトロピン投与が僥骨遠位端骨折の臨床成績に与える影響

名古屋大学医学部手の外科学夏目唯弘他…………..S255

僥骨遠位端骨折例に対する掌側ロッキングプレート固定術後の手関節早期他動運動療法

愛野記念病院リハビリテーション部田崎和幸他…………"S255

僥骨遠位端骨折術後の手関節動態撮影による掌背屈運動の検討

星ケ丘厚生年金病院整形外科栗山幸治他”…………S256

16:39～17:15':15一般演題（口演）檮骨遠位端骨折⑩尺骨骨折の治療

座長：菊地淑人（きくち整形外科）

尺骨茎状突起骨折に対する吸収ピンによる治療

駒沢病院整形外科吉川泰弘他”…………S256

僥骨遠位端骨折変形治癒に対するclosmgwedgeosteotomyにおける尺骨茎状突起骨折

2-5-17

2-5-18

2-5-19

2-5-20

偽関節例の検討

滝川市立病院整形外科小笹泰宏他

尺骨茎状突起骨折専用プレートUSI-Plateを用いた手術成績の検討

城東社会保険病院整形外科斉藤忍他

生体内吸収性プレートを用いた尺骨遠位端骨折の治療成績

産業医科大学整形外科 村井哲平他

－71－

S257

S257

S258



第6会場

8:30～9:24一般演題（口演）肘外傷（小児）・OCD

座長：内尾祐司（島根大学医学部整形外科）

2-6-1初診時に骨傷を指摘できなかった小児肘関節周辺骨折

明野中央病院整形外科中村英次郎．….………S259

2-6-2小児上腕骨外穎骨折の治療成績（レントケン側面像の検討）

公立置賜総合病院整形外科江藤淳他．…….……S259

2-6-3PercutaneousTransphysealKirschnerwireFixationfOrUlnarFracturesinCMdren

DepartmentofOrthopaedicSurgery,CHABundangMedicalCenter,

CHAUmversity,Korea SooHongHan他…..………S260

2-6-4肘離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の治療経験

小郡第一総合病院整形外科松尾卓見他……..……S260

2-6-5小学生の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する吉津骨切り術

新潟中央病院植木将人他…..………S261

2-6-6上腕骨離断性骨軟骨炎(ICRSOCDIIおよびIII)に対する,外穎模状骨切り術と

分離骨軟骨片固定術（吉津変法）の治療成績

京都大学大学院医学研究科形成外科石河利広他．……….…S261

9:24～10:00一般演題（口演）肘周辺骨折・脱臼

座長：有野浩司（防衛医科大学校整形外科）

2-6-7TensionBandPmSystemfOrtheTreatmentofOlecranonFractures

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUmversity

CollegeofMedicine,Seoul,Korea YoungHoLee他．….………S262

2-6-8上腕骨遠位部骨折に対するロツキングプレート設置法の考案

順天堂大学医学部付属浦安病院工藤俊哉他….….……S262

2-6-90MplateとMayoclnccongruentelbowplatesystemによる上腕骨遠位部骨折の治療成績

金沢医科大学整形外科前岡勇人他“…………S263

2-6-101nvestigationsoftheLigamentTearandBoneContusionoftheCapitellumandRadial

HeadmAcuteElbowLigamentlnjuryonMRIandSpeculationontheMechanismofthe

ElbowDislocation

DepartmentofOrthopaedicSurgery,UpperExtremityandMicrosurgeryCenter,

SemyengChristianityHospital,Pohang,Korea

InHyeokRhyou….….……S263

10:10～10:55一般演題（口演）皮弁（指）

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）

2-6-11指背側枝皮弁による母指指尖部損傷の治療

長野赤十字病院形成外科加藤浩康他…….….…S264

2-6-12指尖部切断に対するgraft-onflap法を用いた治療について

神戸市立医療センター中央市民病院整形外科池口良輔他……..……S264
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2~6-13

2-6-14

2-6-15

皮弁による母指再建（遊離皮弁を除く）

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

母指再建に対する僥骨付き榛側前腕皮弁の検討

城内病院整形外科

背側中手皮弁による指組織欠損の治療

手稲渓仁会病院整形外科

芝山浩樹他 S265

中西昭登他 S265

佐々木勲他 S266

10:55～11:49一般演題（口演）皮弁（上肢）

座長：矢島弘嗣（市立奈良病院四肢外傷センター）

2-6-16母指内転拘縮解除に用いた皮弁の検討

北里大学医学部形成外科・美容外科根本充他……….….S266

2-6-17ReconstructionofComplexDefectintheHand

DepartmentofPlastic&ReconstructiveSurgery,MedicalSchool,

ChonbukNationalUmversity,Jeonju,Korea

KyungMooYang他……….….S267

2-6-18上肢骨髄炎に対する血管柄付き腓骨移植術を用いた再建術

市立奈良病院四肢外傷センター河村健二他…………..S267

2-6-19ALTflap(前外側大腿皮弁）を用いた上肢再建

東京大学医学部形成外科山本匠他…………..S268

2-6-20TAPflap(胸背動脈穿通枝皮弁)の上肢への応用

東京大学医学部形成外科菊池和希他….…….…S268

2-6-21重度上肢開放骨折(Gustilo分類typeHIB,C)に対する軟部組織再建と機能予後の検討

札幌東徳洲会病院外傷部辻英樹他…….…….S269

13:20～14:14一般演題（口演）舟状骨偽関節

座長：麻田義之（田附興風会北野病院整形外科）

2-6-22舟状骨偽関節の臨床成績に影響を与える因子

北海道大学医学部整形外科河村太介他…………..S269

2-6-23舟状骨骨折難治例の検討

財団法人仁和会総合病院整形外科諸橋彰他…………..S270

2-6-24手術加療を行った舟状骨偽関節の予後不良因子の検討

大阪市立総合医療センター整形外科矢野公一他”…………S270

2-6-25舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植による治療成績

弘前大学大学院医学研究科整形外科岩崎弘英他…………..S271

2-6-26舟状骨偽関節症例に対する掌側切開腸骨骨移植と背側切開血管柄付き骨移植の比較

京都大学附属病院整形外科藤田俊史他…………..S271

2-6-27舟状骨偽関節に対する鏡視下腸骨移植でDISI変形の矯正は可能か

財団法人新潟手の外科研究所坪川直人他．………….S272
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14:14～15:08一般演題（口演）手根管症候群⑤合併症(1)

座長：中村智（回生会大西病院整形外科）

2-6-28鏡視下手根管開放術（奥津法）後のpillarpamに関する検討

虎の門病院整形外科喜多島出他

2-6-29手根管症候群術後のpillarpainの検討一ステロイドの種類と反応性

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三

2-6-30手根管症候群を発症したKienbock病

和歌山県立医科大学医学部整形外科山中学他

2-6-31関節リウマチ患者の手根管症候群の手術成績

新 潟 県 立 リ ウ マ チ センターリウマチ科石川肇他

2-6-32長期透析患者の手根管症候群とばね指について

神 戸 赤 十字病院整形外科長谷川康裕他

2-6-33手根管開放術に合併した弾発指の検討

慶應義塾大学整形外科堀内孝一他

15:18～16:12一般演題（口演）手根管症候群⑥基礎，機能評価

座長：小林明正（相模台病院整形外科）

2-6-34手根管症候群屈筋腱滑膜における女性ホルモンレセプターの発現

倉敷成人病セン タ ー 整 形 外 科 吉 原 由 樹

2-6-35自然炎症としての手根管症候群

済生会山形済生病院整形外科清重佳郎他

2-6-36手根管開放術後の臨床症状・所見改善経過一前向き調査一

旭中央病院整形外科原由紀則他

2-6-37母指対立再建術を併施した手根管開放術前後の患者立脚型アウトカム

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科

若林良明他

2-6-38手根管開放術後の患者満足度に影響する症状の検討

済生会山形済生病院整形外科石垣大介他

2-6-39手根管症候群に対する上肢機能評価票HandlOの反応性

岡崎市民病院整形外科倉橋俊和他

S272

S273

S273

S274

S274

S275

S275

S276

S276

S277

S277

S278

SurgicalReleaseofAssociatedCarpal

16:12～17:15一般演題（口演）手根管症候群⑦合併症(2)

座長：中道健一（虎の門病院リハビリテーション科）

2-6-40RiskFactors,Sequence,andtheEffectoftheSurgicalReleaseofAsso(

TunnelSyndromeandTriggerDigit

DivisionofPlasticandReconstructiveSurgery,DepartmentofSurgery,

ChinaMedicalUniversityHospital,Tainan,Taiwan

Chun-HuiChu他

2-6-41手根管症候群における再手術症例の検討

和歌山県立医科大学 医学部整形外科下江隆司他

S278

S279
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2-6-42

2-6-43

2-6-44

2-6-45

2-6-46

長期透析患者の再発手根管症候群における術中所見の検討

名古屋大学医学部手の外科篠原孝明他“…………S279

特発性手根管症候群術後悪化例における超音波検査による原因検索

虎の門病院リハビリテーシヨン科中道健一他“…………S280

アミロイド沈着を認める特発性手根管症候群の特徴

産業医科大学整形外科大茂壽久他”…………S280

両側特発性手根管症候群における非手術側の臨床経過

新潟県立吉田病院整形外科田中英城．………….S281

Pre-andPostoperativeComorbiditiesinldiopathicCarpalTunnelSyndrome;

CervicalArthritis,BasalJointArthritisoftheThumbandStenosingTenosynovitis

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNationalUniversity

CollegeofMedicine,Seoul,Korea JihyemgKim S281
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第ﾌ会場

8:30～9:15一般演題（口演）ばね指

座長：水谷－裕（東邦大学医学部整形外科第二講座）

2.7-1ばね指に対するステロイド注射後1年以上経過した症例の治療成績

一ベタメタゾンvs・トリアムシノロンー

医療法人松下会白庭病院整形外科安藤佳幸他

2-7-2腱鞘の弾性変化が狭窄性腱鞘炎の弾発現象に及ぼす影響

東京大学医学部附属病院整形外科脊椎外科宮本英明他

2-7-3ばね指手術症例におけるアミロイド沈着率の検討

菊川市立総 合病院整形外科大石崇人他

2-7-4手指屈筋腱腱鞘炎に対する内視鏡使用手術

一術後2年以上経過例の術後機能及び整容面の調査一

亀田病院整形外科三浦一志他

2-7-5狭窄性腱鞘炎に対する鏡視下腱鞘切開術の合併症についての検討

西宮協立脳神経外科病院整形外科瀧川直秀他

9:15～9:51一般演題（口演）舟状月状骨解離・月状骨周囲脱臼

座長：貝田英二（医盧法人伴帥会愛野記念病院）

2-7-6舟状月状骨解離における関節鏡診断の意義

平成記念病院整形外科土肥義浩他

2-7-7舟状月状骨解離に対する治療成績

名古屋 大 学 手 の 外 科 建 部 将 広 他

2-7-8新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼の治療成績

神戸大学大学院整形外科名倉一成他

2-7-9月状骨周囲脱臼・脱臼骨折の治療

豊橋市民病院整形外科井上五郎他

10:01～10:46 一般演題（口演）キーンベック病

座長：角田賢二（整形外科つのだクリニック）

S282

S282

S283

S283

S284

S284

S285

S285

S286

2-7-10

2-7-11

2-7-12

2-7-13

2-7-14

Kienb6ck病に対する舟状骨・大菱形骨・小菱形骨固定術の長期成績(10年以上経過例の検討）

北里大学医学部整形外科岡田貴充他．……….…S286

手根骨配列異常をきたしたKienbock病に対する月状骨摘出後の手根骨間部分固定術の長期成績

東京医科大学医学部整形外科高瀬勝己他…..………S287

進行期Kienbock病に対する僥骨月状骨固定術の有用性

広島県障害者リハビリテーションセンター水関隆也他……….….S287

Kienbock病に対する有頭骨部分短縮骨切術の除圧効果に関する生体力学的研究

大阪大学整形外科片岡利行他….….……S288

Kienbock病に対するセラミック人工月状骨置換術と腱球置換術の長期成績

藤田保健衛生大学医学部整形外科鈴木克侍他………..…S288
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10:46～11:31一般演題（口演）前腕骨折・脱臼

座長：多田博（函館協会病院整形外科）

2-7-15陳旧性モンテジア脱臼骨折における骨間膜機能長変化

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）三宅潤一他“…………S289

2-7-16BadoType3モンテジア骨折9例の治療経験

手稲渓仁会病院整形外科察栄浩他…………..S289

2-7-17小児Galeazi類似骨折の治療経験

聖マリアンナ医科大学整形外科吉田典之他”…………S290

2－n8小児榛骨遠位単独骨折の転位例の検討

京都大学医学部整形外科太田壮一他．.…………S290

2-7-19前腕骨近位端粉砕骨折に対するヒンジ付き創外固定併用観血的整復固定術の治療成績

千葉大学医学部整形外科松浦佑介他…………..S291

13:20～14:14一般演題（口演）拘縮（予防・治療）

座長：松村一（東京医科大学形成外科）

2-7-20デユピユイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射の臨床使用経験と短期治療成績

マイアミ大学ジャクソン記念病院整形外科手の外科マイクロサージェリー部門

河原三四郎他“…………S291

2-7-21Dupuytren拘縮に対する手術症例の検討

名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科岡本秀貴他….……….S292

2-7-22D叩uytren拘縮の手術成績一創部閉鎖療法と開放療法の比較一

大阪厚生年金病院整形外科田中啓之他“…………S292

2-7-23ハンドインキユベータによる瘻痛管理

名古屋大学医学部手の外科山本美知郎他…………..S293

2-7-24リンパ浮腫治療用弾性装具を用いた手の外傷・手術後肥厚性嬢痕の予防と治療

足利赤十字病院形成外科福田憲翁他”…………S293

2-7-25上肢痙性麻溥に対する整形外科的選択的痙性コントロール手術の経験

熊本セントラル病院整形外科仲摩憲次郎他…………"S294

14:14～14:50一般演題（口演）マイクロサージヤリー

座長：沢辺一馬（大津赤十字病院形成外科）

2-7-26米国手の外科・マイクロサージェリーフェローシツプ臨床留学の経験：

その実態,意義と必要な準備について

マイアミ大学ジャクソン記念病院整形外科手の外科マイクロサージェリー部門

河原三四郎他…………..S294

2-7-27鶏手羽元によるマイクロサージェリーの発展的なトレーニングモデル

順天堂大学浦安病院工藤俊哉他…………..S295

2-7-28上肢リンパ浮腫に対する予防的リンパ管静脈吻合術

東京大学医学部形成外科成島三長他………..…S295

2-7-29リンパ管細静脈吻合術による四肢リンパ浮腫治療の有効性に関する検討

だいいちリハビリテーション病院整形外科野口政隆他…………..S296
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15:00～15:54一般演題（口演）切断

座長：石川浩三（大津赤十字病院形成外科）

2-7-30指尖損傷例の末節骨欠損と爪の長さについての検討

名古屋市総合リハビリテーションセンター附属病院整形外科

菊池可絵他

2-7-31動脈吻合のみの再接着術をおこなった完全切断指症例の検討

松寿会共和病院形成外科北山稔大他

2-7-32当科における切断指再接着の現況：成績および今後の課題

燕労災病院整形外科松崎浩徳他

2-7-33切断指再接着術後血行障害に対する再手術例の検討

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

神田俊浩他

2-7-34手指外傷後切断に対する仮骨延長法

奈良県立医 科 大 学 救 急 科 前 川 尚 宜 他

2-7-35労働災害における上肢外傷例の検討～手袋着用による影響について～

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所善家雄吉他

15:54～16:30一般演題（口演）手術手技①関節鏡

座長：建部将広（名古屋大学大学院手の外科学）

2-7-36STT関節症に対する関節鏡視下関節形成術の治療経験

済生会松阪総合病院整形外科飯田竜他

2-7-37ロンシー水平牽引台を使用した僥骨遠位端骨折の手術手技

市立四日市病院三矢聡他

2-7-38遠位僥尺関節鏡の有用性

慶應義塾大学医学部整形外科中村俊康他

2-7-39関節鏡を用いた小児上腕骨外穎骨折の手術アルゴリズム

市立豊中病院整形外科韓法輪光他

S296

S297

S297

S298

S298

S299

S299

S300

S300

S301

16:30～17:15一般演題（口演）手術手技②MIOS,その他

座長：野口政隆（だいいちリハビリテーション病院座長：野口政隆（だいいちリハビリテーション病院整形外科）

2-7-40Headlesscompressivescrewを用いた指関節固定術の手技一小侵襲手技の可能性について一

土浦協同病院整形外科石井宣一他．….………S301

2-7-41高齢者における手の外科領域の骨折に対するMIOSについて－MIPOを中心に－"…

岡山済生会総合病院整形外科近藤秀則他…………..S302

2-7-42骨ボーラーを用いた腸骨移植を用いた手関節周囲の関節固定術

岩手医科大学医学部整形外科古町克郎他…………..S302

2-7-43上腕骨骨折後内反肘に合併する尺骨神経走行異常とイリザロフ創外固定器による三次元矯正術

徳島大学整形外科高橋光彦他“…………S303

2-7-44コンピューターシミュレーションに基づいて術前bendingしたプレートを用いた上肢骨折

変形治癒に対する3次元矯正骨切り術

大阪大学整形外科竹安酉佳倫他….…….…S303
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第8会場

9:00～9:36一般演題（口演）筋・腱

座長：青木光広（札幌第一病院整形外科）

2-8-1屈筋腱損傷に対する多血小板血漿の影響：力学試験での検討

山形大学医学部整形外科佐藤大祐他…………..S304

2-8-2ラットアキレス腱由来腱細胞に対するキセノンストロボ光照射による細胞増殖促進効果の検討

三重大学大学院医学系研究科運動器外科学里中東彦他….…….…S304

2-8-3新しい乳酸一カプロラクトン共重合体多孔質膜の家兎腱癒着モデルにおける

癒着予防効果

聖マリアンナ医科大学整形外科佐藤琢哉他…………..S305

2-8-4骨格筋再潅流障害におけるフリーラジカルの除去効果

三重大学大学院医学系研究科運動器外科学堀和一郎他．………….S305

9:36～10:30一般演題（口演）神経再生

座長：岡島誠一郎（おかじまクリニック）

2-8-5iPS細胞の3次元培養により作成したハイブリッド型人工神経

一末梢神経再生に関する実験的研究－

大阪市立大学整形外科上村卓也他“…………S306

2-8-6生体内におけるp38MAPKを介した神経再生制御機構（第3報）

埼玉医科大学総合医療センター整形外科加藤直樹他“…………S306

2-8-7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”…………S307

2-8-8プロテオミクスによる末梢神経損傷および再生時に起こるタンパク質の経時的変化の検討

札幌医科大学医学部整形外科大木豪介他…….……．S307

2-8-9末梢への神経細胞移植による脱神経筋の再建

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科栗本秀他……..……S308

2-8-10ラットにおいて端側吻合を2箇所用いたグラフトを利用した神経再生はグラフトの数によらない

千葉大学大学院医学研究院整形外科岩倉菜穂子他”…………S308

10:30～11:15一般演題（口演）神経

座長：新井健(東京歯科大学市川総合病院リハビリテーション科）

2-8-111mpairedAxonalOutgrowthafterNerveRepairwithTensionisAssociatedwith

DecreasedActivationofActivatingTranscriptionFactor3andCaspase3

DepartmentofHandSurgery,BeijmgJishuitanHospital,Beijing,Chma

Chuan-JunYi.……….…S309

2-8-12軸索内輸送を介した骨内への遺伝子発現

防衛医科大学校整形外科岡林俊貴他…………..S310

2-8-13欠演
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2-8-14 ElectrophysiologicalStudytoAccesstheMotorDommancelnnervationofLongHeadof

theTricepiiandExtensorDigitorumCommunisinPosteriorDivisionoftheBrachialPlexus

2-8-15

DepartmentofHandSurgery,BeijmgJishuitanHospital,Beijing,Chma

Wen-JunLi

末梢神経両断端緩徐伸長法による陳旧性末梢神経欠損の修復

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

中島佳子他

13:20～14:14一般演題（口演）腫瘍②

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）

2-8-16小児に発生したガングリオン症例の検討

国立病院機構京都医療センター形成外科荒田順他

2-8-17小児の手部ガングリオン

大阪市立総合医療センター整形外科中川敬介他

2-8-18ガングリオン術後再発症例の検討

北里 大学 医学 部形 成外科・美容外科学熊澤憲一他

2-8-19手指・手部におけるグロムス腫瘍の手術経験

秋田赤十字病院整形外科土谷正彦他

2-8-20手指爪下部腫瘍の治療経験

大阪市立総合医療センター整形外科米田昌弘他

2-8-21手部に発生した悪性腫瘍症例の検討

愛 媛大 学大 学院 医学系研究科運動器学藤渕剛次他

宮崎馨他

大 幸英 至他

堀武生他

村瀬剛他

佐 野和 史他
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14:14～15:08一般演題（口演）腫瘍③

座長：湯川昌広（弘前大学整形外科）

2-8-22小児の手指に発生した外骨腫の検討

国立成育医療研究センター整形外科

2-8-23末節骨に発生した内軟骨腫の検討

川口市立医療センター整形外科

2-8-24手指内軟骨腫の掻爬骨移植の治療成績

横浜市立大学整形外科

2-8-25オリエール病の手指病変に対する骨皮質形成術

大阪大学整形外科

2-8-26指静脈血栓症3例の治療経験

濁協医科大学越谷病院整形外科

2-8-27RadialHeadSubluxationcausedbvOsteoidOsteomamth'RadialHeadSubluxationcausedbyOsteoidOsteomamtheProxmalUlna:ACaseReport

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNationalUniversity

CollegeofMedicme,Seoul,Korea JihyeungKim他……..……S318
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15:18～16:12一般演題（口演）指，その他

座長：高瀬勝己（東京医科大学整形外科）

2-8-28PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対する治療成績

医療法人友和会鶴田整形外科峯博子他

2-8-29PIP関節症に対する浅指屈筋腱尺側部分切除の試み

四谷メディカルキューブ平瀬雄一他

2-8-30Bouchard結節に対する機能的スプリントの考案

水谷病 院整形外科水谷陽子他

2-8-31フアイバーグラスシーネを用いた指の単関節固定（指ギプスシーネ）

泉整形外科病院高原政利他

2-8-32Lockmgfingerに対する徒手整復の治療経験

大館市立総合病院整形外科神裕道他

2-8-33手指回旋変形症例のX線評価と手術合併症の検討

千 葉 大 学 大 学 院 医 学 研 究院整形外科村上賢一他

16:12～17:06':06一般演題（口演）基礎，その他

座長：伊藤聰一郎（長津田厚生総合病院整形外科）

キトサン／海洋性コラーゲン複合ゲルによる皮下組織再建

国際医療福祉大学臨床医学研究センター伊藤聰一郎他

光硬化性キトサンハイドロゲルを用いた骨形成抑制効果

防衛医科大学 校整形外科津田悦史他

Dupuytren拘縮でのオステオポンチン発現とトロンビンの関与

三重大学医学部 整 形 外 科 辻 井 雅 也 他

皮弁壊死に対する合成二重鎖DNAによるNFkBの抑制効果

三重大学大学院運動器外科学整形外科植村剛他

2-8-34

2-8-35

2-8-36

2-8-37

S318

S319

S319

S320

S320

S321

S321

S322

S322

S323

2-8-38

2-8-39

四肢移植片に対する骨髄破壊性前処置と宿主G-CSF投与は有意な生着延長効果がある

山口大学医学部整形外科村松慶一他…………..S323

上肢血管奇形に対するICG/PDEをもちいた治療法とその応用

東京大学医学部形成外科成島三長他….……….S324
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第9会場

13:20～13:56一般演題（電子ポスター）拘縮・リハビリテーション

座長：市川亨（医療法人社団広愛会金子整形外科）

2-9-EP-1手指外傷後の屈筋腱剥離術の術後成績

燕労災病院幸田久男他

2-9-EP-2側正中切開を用いたDupuytren拘縮の手術

東芝病 院 整 形 外 科 極 井 隆 他

2-9-EP-3変形性肘関節症に対する内外側の両側進入による肘関節形成術の治療成績

特定医療法人新生病院整形外科古作英実他

2-9-EP-4僥骨遠位端関節内骨折術後ハンドセラピイにおける僥骨手根関節に対する

早期アプローチの試み

名 古 屋 披 済 会 病 院 リハビリテーション部桂理他

2-9-EP-5長母指伸筋腱と固有示指伸筋腱の運動皮質機能局在

広島大学大学院保健学研究科HikmatHadoush他

2-9-EP-6TFCC鏡視下縫合術後のDASHに影響を及ぼす要因について

関西電力病院リハビリテーション科平沢良和他

13:56～14:26一般演題（電子ポスター）腱

座長：牧野正晴（新潟逓信病院整形外科）

2-9-EP-7ループ針を用いた屈筋腱の縫合張力に対する腱把持部距離の影響

琉球大学整形外科金城政樹他…..“

2-9-EP-8屈筋腱縫合におけるループ針を用いたlongitudmaldoublelockingsystemの効果

琉球大学整形外科大久保宏貴他……‘

2-9-EP-9Speckletracking法を用いたFDS-FDP腱運動解析の試み

メ イヨークリニック吉井雄一他．……

2-9-EP-10Zonel,2での屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法の成績

相澤病院整形外科山崎宏他……‘

2-9-EP-11骨付き移植腱とインターフェレンススクリューを用いた指伸展機構の再建

兵庫医科大学整形外科奥野宏昭他……‘

14:26～15:08一般演題（電子ボスター）腕神経叢・末梢神経障害

座長：服部泰典（小郡第一総合病院整形外科）

2-9-EP-12重症分娩麻輝に対する乳幼児期での肋間神経移行術-4例報告－

福島県立医科大学医学部整形外科江尻荘一他….…．

2-9-EP-13指神経断裂が疑われる症例に対する術前Semmes-Wemsteinmonofilamenttestの

有用性について

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

向田雅司他….…．

2-9-EP-14末梢神経針刺し損傷例の検討

和歌山県立医科大学医学部整形外科浅井宣樹他….…．
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2-9-EP-15尺骨管症候群に対する電気診断の検討

東北大学大学院整形外科八田卓久他…………..S332

2-9-EP-16特発性前骨間神経麻痒の外科的治療経験一小皮切と通常皮切との比較一

川崎市立川崎病院整形外科越智健介他….……….S332

2-9-EP-17肘部管症候群のDASHと上肢機能の尺骨神経皮下前方移動術後1年までの経時的変化

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部

2-9-EP-18King法とKing変法、どっちが本当のKing法？

和歌山県立医科大学医学部整形外科

井戸芳和他

谷口泰徳

15:08～15:44－般演題（電子ポスター）神経・骨・皮層・組織再生

座長：村松慶一（山口大学医学部整形外科）

2-9-EP-19末梢神経再生における拡散テンソル法の有用性に関する検討：

InvivOラット圧挫損傷モデルを用いた解析

京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科森崎真介他、

2-9-EP-20末梢神経再生におけるBDNFの細胞起源

滋賀医科大学整形外科竹村宜記他、

2-9-EP-21冷凍保存後の骨髄間葉系幹細胞由来細胞シートの骨形成能評価

奈良県立医科大学整形外科清水隆昌他、

2-9-EP-22壊死骨における骨芽細胞シート・人工骨複合体移植の有用性

奈良県立医科大学医学部 健康政策医学赤羽学他，

2-9-EP-23ポリ乳酸(PLLA)ナノシートの創傷被覆材への応用

日本医科大学整形外科青木伸峰他、

2-9-EP-24ラット魚径部組織再生チャンバーによる組織新生の試みと間葉系幹細胞の役割

自治医科大 学 整 形 外 科 安 食 孝 士 他 ．

15:44～16:20一般演題（電子ポスター)DIP,PIP関節損傷

座長：岡本雅雄（大阪府三島救命救急センター）

2-9-EP-253D-CTを用いたマレットフインガー損傷部位の評価

つ く ば セ ン ト ラ ル 病院整形外科野澤大輔他

2-9-EP-26骨性malletfingerに対する石黒法の検討

藤沢市民病 院整形外科石井耕士他

2-9-EP-27陳旧性骨性槌指の治療経験

独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科森澤妥他

2-9-EP-2811izarovminifixatorを用いた母指末節骨粉砕骨折の治療

東京慈恵会医科大学形成外科松浦愼太郎他

2-9-EP-29ヒンジ付き創外固定による陳旧性PIP関節脱臼／脱臼骨折の治療

済生会横浜市東部病院整形外科山中一良他

2-9-EP-30当科におけるPIP関節脱臼骨折に対する治療成績の比較

近畿大学医学部整形外科冨山貴司他
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16:20～17:02一般演題（電子ポスター）指骨骨折

座長：千馬誠悦（中通総合病院整形外科）

2-9-EP-31Buddysphtによる手指PIP関節掌側板付着部裂離骨折に対する早期自動運動療法の治療成績

札幌徳洲会病院整形外科畑中渉他….….……S340

2-9-EP-32手指基節骨骨折に対する保存療法一テープ固定によるBurkhalter変法

手稲渓仁会病院整形外科遠藤健他．.…………S340

2-9-EP-33Trans-webApproachによる基節骨基部剥離骨折の治療

鹿島労災病院整形外科板寺英一他”…………S341

2-9-EP-34石黒法を応用した母指基節骨基部剥離骨折の治療経験

関西労災病院整形外科中川玲子他….….……S341

2-9-EP-35注射針外套を利用した簡易型創外固定による基節骨骨折の治療

東芝林間病院整形外科井上秀也….………．S342

2-9-EP-36手指骨骨折に対するlowprofileplateandscrewsystemを使用した治療成績

田中整形外科病院整形外科佐藤智弘…..………S342

2-9-EP-37指節骨骨折の偽関節・遷延治癒に対するlowpro61eplatesystemを用いた治療経験

国立印刷局 東京病院整形外科志村治彦他

17:02～17:26一般演題（電子ポスター）そのほか②

座長：大谷和裕（近畿大学医学部整形外科）

2-9-EP-38手外科領域手術における伝達麻酔の有用性と問題点について

越宗整形外科病院越宗勝他

2-9-EP-39重度上肢外傷後生じたcoldmtoleranceに対する経口PGE1製剤

（リマプロストアルファデクス）の治療効果

札幌医科大学救急集中治療医学入船秀仁他

2-9-EP-40尿中ペントシジン高値症例における僥骨遠位端骨折症例の調査検討

市立秋田総合病院整形外科野坂光司他

2-9-EP-41上肢のアルカリ損傷

市立室蘭総合病院形成外科石崎力久他
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第10会場

13:20～13:50一般演題（電子ポスター）手根管症候群

座長：木原仁（木原整形外科医院）

2-10-EP-1特発性手根管症候群(CTS)にトリアムシノロンの術中投与は有効か？

鈴鹿回生病院森田哲正他

2-10-EP-2手根管症候群術後能力回復は年齢による違いがあるか

名古 屋 大 学 大 学 院 医 学 系 研 究 科手の外科学加藤宗一他

2-10-EP-3僥骨遠位端骨折後の手根管症候群

一僥骨遠位端骨折症例における正中神経の電気生理学的経過について一

済生会西条病院整形外科藤井裕子他

2-10-EP-4透析手根管症候群再々発に関与する因子について

福岡赤十字病院 整 形 外 科 菊 池 克 彦 他

2-10-EP-5長期透析患者における手根管症候群の電気生理学的検討

仙台社会保険病院 整 形 外 科 野 口 京 子 他

13:50～14:20一般演題（電子ポスター）前腕・肘関節

座長：平地一彦（市立札幌病院整形外科）

2-10-EP-6小児前腕骨骨折に対する髄内固定症例の検討

濁協医科大 学整形外科高井盛光他

2-10-EP-7小児Galeazzi類似骨折に対する治療経験

済生会川口総合病院鏑木秀俊他

2-10-EP-8成人モンテジア骨折症例の検討

石川県立中央病 院 整 形 外 科 橋 本 典 之 他

2-10-EP-90NItranscondylarplateを用いた上腕骨遠位端骨折の治療成績

愛野記念病院整形外科宮崎洋一他

2-10-EP-10広範囲の骨欠損を認めた上腕骨遠位Coronalshearfractureの2例

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他

14:20～14:56一般演題（電子ポスター）檮骨遠位端骨折①合併症

座長：田中利和（キッコーマン総合病院整形外科）

2-10-EP-11僥骨遠位端骨折ロツキングプレート術後の長母指屈筋腱断裂ついての検討

神戸労災病院整形外科金谷貴子他、

2-10-EP-12僥骨遠位端骨折後に発症した腱皮下断裂

京都第二赤十字病院整形外科松木正史他．

2-10-EP-13僥骨遠位端骨折に対する掌側ロツキングプレート固定術後の腱皮下断裂

昭和大学整形外科前田利雄他、

2-10-EP-14僥骨遠位端骨折掌側プレート固定におけるintermediatefibrouszone切離法の

長母指屈筋腱断裂予防効果

新潟労災病院整形外科善財慶治

2-10-EP-15僥骨遠位端骨折変形治癒例の再骨折に対する治療経験

大阪府三島救命救急センター岡本雅雄他，
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2-10-EP-16尺骨遠位端骨折を合併した僥骨遠位端骨折の治療成績

島根県立中央病院整形外科 山上信生他 S353

14:56～15:32一般演題（電子ポスター）檮骨遠位端骨折②治療成績

座長：中原慶亮（高岡整志会病院整形外科）

2-10-EP-17不安定型僥骨遠位端骨折に対するWaltershedlineを越えないplate(VariAxplate)の

短期治療成績

出水郡医師会立阿久根市民病院整形外科恒吉康弘他．.…………S354

2-10-EP-18僥骨遠位端関節内粉砕骨折(AO-C3)に対する髄内弾性固定を利用した掌側ロツキングプ

レート固定法の治療成績

香川労災病院整形外科森谷史朗他．…….……S354

2-10-EP-19AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対するK鋼線を併用した掌側ロツキングプレート固定法の検討

長野中央病院下田信

2-10-EP-20高齢者の僥骨遠位端骨折に対するLockingplateの治療成績

厚生連吉田総合 病 院 整 形 外 科 杉 田 直 樹 他

2-10-EP-21APTUS2.5を用いたA○分類C型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

2-10-EP-22Acu-Locdistalradiusplateを使用した榛骨遠位端骨折の治療経験

尾道市立市民病院整形外科川上直明他

15:32～16:02一般演題（電子ポスター）榛骨遠位端骨折③LockingPlate以外
座長：平原博庸（目蒲病院整形外科）

2-10-EP-23僥骨遠位端骨折に対する髄内釘を用いた骨接合術の治療経験

佐久総合病院整形外科若杉琢磨他….…’

2-10-EP-24背側転位型の中高齢者榛骨遠位端骨折に対するマイクロネイルの治療経験

～ロッキングプレートとの比較

米沢市立病院整形外科長谷川和重他……“

2-10-EP-25髄内釘(MICRONAIL)を用いた榛骨遠位端骨折手術の整復手技の工夫

一髄内弾性固定法(Desmanet法）による整復一

大田原赤十字病院整形外科田島康介他….…．

2-10-EP-26榛骨遠位端関節内骨折に対するスネイク創外固定

整形外科北新病院上肢工関節・内視鏡センター大泉尚美他……“

2-10-EP-27榛骨遠位端骨折に対する手術治療の検討

五所川原市立西北中央病院整形外科上里涼子他….…．

16:02～16:44一般演題（電子ポスター）檮骨遠位端骨折④その他

座長：井上貞宏（井上整形外科）

2-10-EP-28小児僥骨遠位骨幹端骨折の合併症

名古屋第一赤十字 病 院 整 形 外 科 広 石 将 行 他

2-10-EP-29僥骨遠位成長軟骨板障害に対する治療経験

東海大学医学部外科学系整形外科小林由香他
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2-10-EP-30僥骨遠位端骨折のfracturevoidに充填したβ-TCP気孔率の吸収置換への影響

一気孔率60％と75％の前向き比較検討一

平塚共済病院整形外科・手の外科センター勝村哲他“……．

2-10-EP-31僥骨遠位端骨折後変形治癒に対する掌側からのOpenwedge矯正骨切り術

一非自家骨非人工骨移植一

目 蒲病院整形外科平原博庸他………

2-10-EP-32僥骨遠位端骨折背側骨片に対する小考察～内固定は必要か？～

昭和大学整形外科池田純他………

2-10-EP-33前腕遠位部骨折に対して初回手術としてSauve-Kapandji手術を行った症例の検討

市立函館病院整形外科中島菊雄他

2-10-EP-34当院を受診した僥骨遠位端骨折患者の現況

岐阜大学医学部 整 形 外 科 大 野 義 幸 他

16:44～17:14一般演題（電子ポスター）画像

座長：百瀬敏充（諏訪赤十字病院整形外科）

2-10-EP-35手根管症候群に対する3DCT軟部組織撮影第2報：術後症例の検討

四谷メディカルキューブ手の外科センター

2-10-EP-36舟状骨骨折における3次元CT像の有用性

川崎市立多摩病院整形外科

2-10-EP-373D-CTを用いた変形性肘関節症の骨鰊定量化の試み

釧路赤十字病院整形外科

2-10-EP-38若年者の前腕骨遠位部骨折における軟部組織損傷評価

社会医療法人若弘会若草第一病院整形外科

2-10-EP-39尺骨短縮術前後のTFCCの形状変化:MRIでの検討

産業医科大学整形外科
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内藤利仁他

恩田和範他

香川亮介他
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The54thAnnualMeetin淫㎡

theJapaneseSocietyhrSurfry㎡theHand

rl〔a，〕】･I1D2()11

Rooml

9:00～11:00PanelDiscussionl:Scaphoidisactures:

吻Iiousapproaches,andtileirhnitadonshrOsnosynthesis

ModeramrS:HirWukiOHI

HirWukiFUJIOKA

1-1-P1-1StrategyfOrthe'IreatmentofScaphoidRacture
KazuolKEDAe＃αﾉ．……S1

1-1-P1-2CysticChangeontheFractureLineoftheScaphoidFracture
SotetsuSAKAMOTO〃αI．……S2

1-1-P1-3PercutaneousScrewFixationfOrChronicScaphoidFractures
GorolNOUEeオαI．……S3

1-1-P1-4ScaphoidNonUnionandDelayedUnion-ArthroscopicDiagnosis-
YOon-SooKI〃αJ.……S4

1-1-P1-5Non豈vascularizedBoneGraftwithHerbertScrewFixationmrProximalPoleScaphoidNonunion

HiroyukiMATSUKIetaJ．……S5

1-1-P1-6'neatmentofScaphoidNonunionwithVascularizedBoneGraft

-ComparisonbetweenZaidemberg'sMethodandMakino'sMethod
KeikichiK州SAKIeオαI．……S6

1-1-P1-7VascularizedBoneGraftfbrtheScaphoidNonuionJI､heAlternativetobe'Ii･oubled
'IbruSUNAGMAeオαJ、……S7

13:30～15:20PanelDiscussion2:Kienbockdisease:

Operativeproceduresdependingontilestage,oumomes,anddps
Moderamrs:TakWamZUSEm

Ryo"NAKAMURA
1-1-P2-1ClinicalResultsofCoreDecompressionoftheDistalRadiusfbrthe'IreatmentofKien-

b6ck'sDisease

MitsuhiroOKADA〃αJ.……S8

1-1-P2-2AMid-termResultofthe'IreatmentofKienbock'sDiseasewithBoneMarrow'Iransfusion,

Low-intensityPulsedUltrasoundTherapyjandExternalFixationCombinedMethod
'IhkeshiOGMA〃αI.……S9

1-1-P2-3TheMidtermResultsofBonePeg'IifansplanttoKienb6ckDiseaseatStage3and4
HiroyasulKEGAMI〃αI．……S10

1-1-P2-4EvaluationofKienbock'sDiseaseandSelectionof'Ii･eatmentMethod

-CombinedProcedureofRadialOsteotomyandVascularizedBoneGrafttotheLunate-
EtsuhiroNAKAO〃αJ、……S11

1-1-P2-5'Ii･eatmentofKienb6ckDiseaseusingthel,2-intercompartmentalSupraretinacularArtery
PedicledVascularizedBoneGraft

HiroshiYAJIMA〃αﾉ.……S12

1-1-P2-6'D･eatmentofKienbock'sDiseaseinElderlyPatients
YasunoriTANIGUCHI〃αI．……S13

15:30～17:30 Wmposiuml:MIOSinUneHand
Moderamrs:IchiroOKUTSU

mzuyoshiYAMANAKA

1-1-S1-1EndoscopicCurettage:MinimallylnvasiveOrthopaedicSurgerymrthe'Iifeatmentof
EnchondromaintheHand

IsatoSEKIYAeオαI．……S14

－88－



Endoscopic'IbndonSheathReleasefOr'IriggerFingerandThumb
YasushiNAKAO……S15

MinimallylnvasiveSurgeryofMetacarpalR･acturesusingPercutaneous'Ii･ansverse
FixationwithKirschnerWires

HidetakeTAKIGAMI〃α1．……S16

MinimallylnvasiveScrewFixationfOrFracturesoftheUpperExtremity

JunyalMATANI〃αJ.……S17
ScrewFixationoftheHamateHookFracturefromDorsalApproach

-DecisionoftheAppropriateDirectionoftheGuideWire-
HisayaSHIRAIetaﾉ．……S18

MinimallylnvasiveOrthopaedicSulgeryfOrCubital'IilnnelSyndrome
NarihitoKODAMA〃αI．……S19

ThoracoscopicSurgeryfbrBrachialPlexusInjury;Thoracoscope弓Assistedlntercostal
Nerve'Iransfr

YOjiMIKAMIeｵαﾉ．……S20
Radiofi･equencyAblationfOrthe'Ii･eatmentofOsteoidOsteomaoftheScapulaGuidedby
aNew3D-nuoroscopicNavigationSystem

KiyoshiOKADA〃αI．……S21

２
３
１
１
Ｓ
Ｓ

１
１
１
１

４
５

－

口

１
１
Ｓ
Ｓ

一

一

１
１

『

ロ

－
１

６
７
１
１
Ｓ
Ｓ

１
１
１
１

1-1-S1-8

RooIn2

8:50～9:00 OpeningRemarks

CongressPresident:SamshiTUH

8:30～10:00 Symposium2:HacturesanddislocationsofPIH:neatmentsandlonghrm
oumorneS

Moderamrs:YasushiSImUm

mtsujiszum

1-2-S2-1StrategyfOr'1i･eatmentoftheDislocationFractureofthePIPJoint
MasafUmilSHIZUKIeオαﾉ．……S22

1-2-S2-2PinsandRubbers'1h･actionSystemfOr'1i･eatmentofDorsalFracture-dislocationof
theProximallnterphalangealJointsoftheHand

MitsuhikoNANNO"".……S23

1-2-S2-3ClinicalStudyofMinimumlnvasiveSurgeryfOrR･acture-DislocationofPIPJoint
KuniichiASO……S24

1-2-S2-4SuIgical'1i･eatmentfOrMalunitedRfacture-dislocationofPIPJoint
KazukiSATOeオαﾉ．……S25

1-2-S2-5ReconstructionofChronicOsteoarthritisofthePIPJointbyOsteochondralAutograft
KozoSHIMADAeオαﾉ．……S26

10:10～11:10Speciallacture
Moderamr:AkioMINAMI

1-2-SLArthritis:DiseasesandConditionstobeRemembered

MichiakiTAKAGI S27●●●●●●

12:00～13:00IImcheonSeminarl

Moderamr:HiroakiSAKANO

1-2-LS1TheBestSolutionmrDistalRadiusFracture(DVR@AnatomicVOlarLockingPlateSystem)

DiegoL.FERNANDEZ……S28

13:30～15:00Symposium3:Musician'Shand
Modenamrs:YbShikazulmⅢ汎

OsamuSOEnMA

1-2-S3-1TheMusicianandtheHandSulgeon:'IreatmentStrategies
VincentO.FIETTI,JR.〃αJ，……S29
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Surgical'Ii･eatmentfOrMusician'sHand
YasushiNAKAO

SplintingfOrHeberden'sNoduleofProfessionalPianist
NaotakaSAKAI

ApproachmrPainfulUpperLimbDisorderoflnstrumentalPlayers
'InkashiSUZUKI

Fingers'IiFansmitlnspiration
coba
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15:10～16:101nvindlaturel

Moderamr:RyosukeKAmNOm

1-2-IL1-1UltrasonographicallyAssistedPercutaneousReleaseoftheA1Pulleyand'Ii･ansverse
CarpalLigament

I-MingJOUe＃αJ､……S34

1-2-IL1-2RecurrentCarpal'IilnnelSyndrome:CurrentDiagnosisand'Ii･eatment
ScottEDUNCAN……S35

16:20～17:201nvirdlacture2

Moderamr:HidehilmKMBAIA

1-2-IL2-1MyStrugglemrtheChildrenwithApertSyndrome
GooHyunBAEK〃αﾉ．……S36

1-2-IL2-2ArthroscopicBoneGraftinginScaphoidNonUnion&DelayedUnion
PalfCheongHO……S37

Room3

8:30～10:00 Wmposium4:Treahnents㎡DRminstabiliW
Modexamrs:LBzmhikoMATSUSHITA

TbuyoshiMURASE

1-3-S4-1ResultofArthroscopicAttachmentfOrDRmlnstabilityduetoTFCCInjury

KeniFUJIO〃αJ.……S38

1-3-S4-2SurgicalEfficacyofaNovelTbchniquemrArthroscopicReattachmentofAvulsed
'IriangularFibrocartilageComplextotheFbveaoftheUlnarHead

NorimasalWASAKI〃αJ､……S39

1-3-S4-3EvaluationofDistalRadioulnarJointlnstabilitywithDistalEndR･acturesofRadius
ManabuKUSHIDA……S40

1-3-S4-4EftctofWristPositiononDRUJStability:ABiomechanicalStudy
'IbshiyasuNAKAMURA〃αI．……S41

1-3-S4-5StabilizationoftheUlnarStumpusingFCU'IbndonCombinedwithaDarrchProcedure
mrtheRheumatoidWrist

AsamiABE〃αﾉ.……S42

10:10～11:101nvimdlecture3

Modexamr:KoichiNEMOIO

1-3-IL3-1EvaluationofthePainfulWrist

VaughanBOWEN……S43

1-3-IL3-2MetacarpophalangealJointArthroscopy-indicationsre-visited
AlexanderKaiYiuCHOIe#aJ.……S44

12:00～13:00LuncheonSeminar2

Moderamr:MinoruSHIRATA

1-3-LS2PathogenesisandTreatmentofNeuropathicPainintheFieldofHandSugery
HitoshiHIRAI週……S45
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13:30～15:00PanelDiscussion3:Replantation:Approacheshrbetmrhnnctionaloumome
Moderamrs:YmakaMAKI

mdechikaNAKASHIMA

1-3-P3-1ReplantationoftheFingerTipAmputation
′InkaakiMUROeオαﾉ．……S46

1-3-P3-2DigitalReplantationSulgeryinOurClinic-OutcomeofPostoperative3WeeksSplintage
'IbruSUNAGAWA〃αI．……S47

1-3-P3-3CurativeProgramofReplantedFingersintheProximalPhalanx

HiroyukiGOTANI〃αJ…….S48

1-3-P3-4KeyPointstolmproveResultsofMajorUpperLimbReplantation
KazuhiroSAKAI〃αJ、……S49

15:10～15:55TF℃CIniury
Moderamr:KPiichiMURATA

1-3-1ArthroscopicFindingsoftheTFCCbefbreandaftertheUlnarShortening
GoTANABE〃αﾉ．……S50

1-3-2CorrectingLossafterUInarShorteningOsteotomy
MasatoshiFUKUOKA〃αJ、……S50

1-3-3PreservationofthePeriosteumoftheUInainUlnarShorteningProcedure;
ComparisonwithConventional'Ibchnique

KazuakiMITOe＃αI．……S51

1-3-4ComplicationofUInarShorteningProcedure:FractureafterPlateRemoval
'IbshiyasuNAKAMURA""J.……S51

1-3-51ntra-andlnterobserverReliabilityof<FloatingSign'inDiagnoseofTFCCIb'Ibarwith
Wi･istArthroscopy

HisatakaTAKEUCHI〃αﾉ．……S52

15:55～16:49Tumorl

Modexamr:TadahisaURARF

1-3-6Advantagesoflntra-capsularMicro-enucleationofSchwannomaArisingfromtheUpper
Extremity

KeiichiMURAMATSU〃αJ、……S52

1-3-7TherapeuticResultsofSchwannomaoftheUpperExtremity
KeiichiMURAfl,A〃αﾉ．……S53

1-3-8ClinicalandlmageFindingsthatDistinguishMalignant'IilmorfromSchawannomaofthe
UpperExtremity

′InkashiODA〃αJ､……S53

1-3-9EpithelioidSarcomaoftheUpperExtremity;CaseSeries
KoichiHORIUCHI〃αJ､……S54

1-3-10TheDiagnosisConsideredbyMRimagingfOrSoftTissue'IilmorinUpperExtremities
MitsuhitoYUKMeオαJ.……S54

1-3-11AneurysminUpperExtremity
NaokiOSAMURA〃αﾉ…….S55

17:30～18:30EveningSeminar
Modenamr:JuichiTnNAKA

1-3-ESTheCurrentStateoftheVOlarLokingPlateSystemmrthe'IiPeatmentoftheDistalRadius
Fractures

N a o t o T S U B O K M A … … S 5 6

Rooxn4

9:00～9:45DismlRadiusFracturel:Oumome㎡Innaardcularhature

Modemmr:MasayukiKAMANO

1-4-1'Ii･eatmentofDistalRadiusR･actureswithVariAxDistalRadiusLockingPlateSystem
MasayoshiKANEMURAeオαJ、……S57
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ClinicalShort'IbrmResultsofVOlarPlatinghrDistalRadiusFractureswithPolyaxial

LockingPlate:VariAxplate
YukioUENOetaﾉ…….S57

ClinicalResultsofPlateFixationfbrAOTypeCDorsallyDisplacedDistalRadiusFractures
=VblarLockingPlatevsDorsalLockingPlate-

RyoHOSOMI〃αI.……S58

TheTherapyofTypeC3DistalRadiusRacturesbyVOlarLockingPlateandExternalFixation
YukitomoARIZONO"al.……S58

ArthroscopicSurgerymrlntra-articularFracturesoftheDistalRadius(AO,'IypeC)
KazutakaUEMURAetαﾉ．……S59

1-4-2

1-4-3
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9:45～10:39DistalRadiusRacture2:Compmcation
Modexamr:HidekiTANAKA

1-4-6FlexorTbndonDisorderofDistalRadiusR･acture'Ii･eatedbyAcu-LocPlate

HideyukiMIZUSHIMAeオαﾉ．……S59
1-4-7Flexor'IbndonlnjuriesafterVOlarLockingPlatingofDistalRadiusFractures

KolZUMIYAMA〃αﾉ.……S60

1-4-8UltrasonographyoftheFlexorPolicisLongus'IbndontoAssesstheRiskof'Ibndon
RuptureduetoVOlarLockingPlateoftheDistalRadiusFracture

YUNAKAMURA〃αﾉ．……S60

1-4-9EffectofPositionoftheVOlarPlateonContactPressureontheFlexorPollicisLongus
YOshitakaTANAKA〃αJ、……S61

1-4-10FlexorPollicisLongus'IEndonProblemsafterVOlarPlateFixationofDistalRadiusFractures
MasakoHAYASHIBARA師αﾉ.……S61

1-4-11TheRelationbetweenPalmarCutaneousBranchoftheMedianNerveandFCRApproch

hrtheOperationofDistalRadiusFractures

SeigoSUGANUMA〃αJ.……S62

10:39～11:15DismlRadiusmacture3:Miscenaneous

Modexamr:NoriahHIDAKA

1-4-12ExaminationofLocalFindingsatVOlarPlateRemovalafterOperationfbrDistalRadius
Fracture

HiromichiYASUOKA"aJ.……S62

1-4-13TheFindingsinRemovalofVOlarLockingPlatebrDistalRadiusFractures
~FbravoidingComplications~

KozoMORITAetaJ.......S63

1-4-14EvaluationoftheNecessityoftheRemovalofVOlarLockingPlatefOrDistalRadiusRacture
ShoeilWHIIAetaJ.……S63

1-4-15FunctionalChangefOllowingtheRemovalofVOlarLockingPlateintheDistalRadius
AtsushiYOSHIDA"αJ､……S64

12:00～13:00mmcheonSeminan･3

Modexamr:NaoyukiOCHIAI

1-4-LS3ElbowlnstabilityandSecondaryJointStiffness
KatsunorilNAGAKI ……S65

13:30～14:24DistalRadiusmacture4:Complica[dinjuryofDRIJJ
Moderamr:MasatakaSUZUKI

1-4-16TheTFCCDetachmentfr･omUlnarFbveainDistalRadiusFractures:ExaminationofTFCC

DetachmentandFracture'Ijrpe
YUkihikoOBARA〃αJ.……S66

1-4-17'Ii･eatmentsofTFCCInjuriesAssociatedwithDistalRadiusFractures
ArthroscopicSuIgeryusingtheNewDevice-

MotokoNAKASONE〃αI．……S66

1-4-18RiskFactorsfOrAvulsionlIjuriesof'Ii･iangularFibrocartilageComplexfromtheFbvea
ofUlnarHeadinDistalRadiusRactures

BongCheolKWON〃αI….…S67
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1-4-19

1-4-20

1-4-21

InvivoChangesinLengthsoftheDistalRadioulnarLigamentsandDistalObliqueBundle
afterDistalRadiusFracture

ShinsukeOMORIeオαﾉ.……S67

EvaluationofWristJointsunderArthroscopyafterVOlarLockingPlateFixationofDistal
RadiusFractures

HitomiMAKINO〃αJ､……S68

UlnarWI･istPainafterPalmarLockingPlateFixationwithoutlmmobilizationfOrDistal
RadiusFractures

KQjiMORIYA〃αJ.……S68

14:24～15:09DismlRadiusRacture5:OperativeMthodl
Moderamr:mronoriMAISUZAKI

1-4-22MIPOusingLockingCompressionPlatefOrtheDistalRadiusFractures

′IhkayukiNEMOTO〃αI．……S69

1-4-23A'IreatmentofDouble-tieredSubchondralSupportMethodfOrFracturesofDistalRadius
-ComparisonwithAPTUS2,5andVariAxPlate

KeikichiKAWASAKI〃αJ.……S69

1-4-24ComparisonbetweenMinimallylnvasivePlateOsteosynthesisandConventionalMethod
fbrDistalRadiusFractures;OutcomesbyaSurgeoninanlnstitution

′IhtsUjiFUJIWARA"αﾉ.……S70

1-4-25CombinationofModifiedDesmanet'slntramedullaryPinningandVOlarLockingPlate
FixationmrtheFracturesoftheDistalRadius

ShinSASAKI……S70

1-4-26ClinicalOutcomeofDistalRadiusFractureswithorwithoutSubchondralPositioner

YOshiakiYAMANAKA〃αJ、……S71

15:19～16:04DistalRadiusHacmre6:OperativeMethod2
Moderamr:SoichiroTAKIGMA

1-4-271ntramedullaryFixationfOrDorsallyDisplacedExtra-articularFracturesoftheDistal
RadiusinElderlyFbmales

MasaoNISHIWAKI"aJ．……S71

1-4-28MinimallyInvasiveOsteosynthesisfbrDorsallyDisplacedDistalRadiusFracturesin
ElderlyWomen

HiroyoshiHAGIWARA〃αﾉ.……S72

1-4-29NovelClosedReduction'IbchniquefOrDistalRadiusFractureswith'Ibwel
HarumitsulCHIMURA〃αI.……S72

1-4-30PlateFixationFbrFracturesofDistalRadiusandUlna

AkiraKAWABATAeオαJ.……S73

1-4-31ResultsofVOlarLockingPlateOsteosynthesisfOrVblarlyDisplacedDistalRadialFractures
MasaakiKOUMOTO……S73

16:04～16:58DismlRadiusFhacture7:ImagingAssessment
Modexamr:YasushiMNAGIHARA

1-4-32TheEvaluationoftheArticularSurfaceoftheDistalRadiusFracturebytheThree
DimensionsComputed'Ibmography

'IhkanobuNISHIZUKAetaﾉ．……S74

1-4-33CTMeasurementaboutlntra-articularFractureofDistalRadius

YasuakiNAKANISHI〃αI．……S74

1-4-34'IbarDropAngleMeasurementinthelntra-articularDistalRadiusFractures

RyotaroFUJITANIeｵαﾉ．……S75

1-4-35ExaminationofthePositionofDistalScrewsofVOlarLockingPlatefOrFractureofthe
DistalRadiusinClinicalCases

HidenoriKONDOetaﾉ……．S75

1-4-36FhctorsRelatedtoCorrectionLossoftheDistalRadiusFracturesFixedwithVOlarLockingPlate
SeiichiENDO〃αJ.……S76

1-4-37AnatomicalAssessmentonChangeofDistancebetweenFPLandWatershedline
inVariousFingerandWristPositionswithMRI

MasahiroKAMEDA〃αﾉ．……S76
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17:09～18:12CarpalTunnelSyndoromel:neatment

Moderamr:ShinmNOBUTA
1-4-38ClinicalResultsofSteroidlnjectionintotheCarpal'IilnnelfOrldiopathicCarpalTilnnelSyndrome

SadahirolNOUE……S77

1-4-39TherapeuticEffctofLimaprostAlfadexfOrCarpal'IimnelSyndrome
KaoruTADA〃αJ….…S77

1-4-400utcomesafterCarpal'IilnnelReleaseDissectedPalmarCutaneousBranChoftheMedian
Nerve

KoheiKANAYA〃αJ.……S78

1-4-41ClinicalOutcomesfOrthe'IbnosynovectomyofFleXor'IbndonsinPatientswithCarpal
'IilnnelSyndrome-ExaminationshrPoorResponders-

'IbshiyukiTSURUTA〃αJ､……S78

1-4-42EndoscopicCarpal'IilnnelReleaseusingExtra-ligamentousMethodfOrCarpal'Iilnnel
Syndrome

KouichiSUZUKI〃α/….…S79

1-4-43Comparisonof'Ii･ansverseWrsitOpenlncisionandLimitedOpenlncision'IbchniquesfOr

Carpal'IimnelRelease
JaeHoonLEE〃αJ､……S79

1-4-44UltrasonographicalCharacterizationoftheMedianNerveanditsDiagnosticCriteriain

Carpal'IimnelSyndromePatientswithandwithoutDiabetesMellitus
ChengLiLIN〃αI.……S80

Room5

9:00～9:54FlexorT℃ndonlnsult

Moderamr:TakaeYOSRIZU

1-5-1EarlyActiveMotionafterFlexor'IEndonRepair
ShinjiroKONO……S81

1-5-2EvaluationofEarlyActiveMobilizationFbllowingFlexor'IbndonRepairwithYOshizul
'Ibchnique

KOjiMORIYA〃αI.……S81

1-5-3ClinicalOutcomeofEarlyActiveMobilizationFbllowingPrimaryFlexor'IbndonSuture
inZonell

YilichiroNARITAeオαJ､……S82

1-5-4ExcursionandRehabilitationafterRepairofFlexor'I℃ndoninZonelI

NaoyaYAZAKI"al.……S82

1-5-5TheBiomechanicalEvaluationofGapFbrmationinPartiallnterlockingCross-stitch

PeripheralSuturesinFlexorTbndonRepair
NaohideTAKEUCHIgオαﾉ.……S83

1-5-6ClinicalExperienceofFlexorT℃nolysisunderAwakeAnesthesiawithDexmedetomidine
'IbrulRIEetaJ.……S83

9:54～10:30UItxasonography㎡dneflexorFndon
Modexamr:MakomKONDO

1-5-7UltrasonographicAnalysishrMotionoftheVOlarPlateoftheProximallnterphalangeal
JointafterFlexor'IbndonRepairinZone2

SusumuSAITO"αﾉ.……S84

1-5-8UltrasonographicAppearanceofFlexorT℃ndoninStenosingFlexorT℃nosynovitis
MakotoKAMEYAMA〃αJ.……S84

1-5-9High-resolutionUltrasonographicEvaluationofthe'IiFiggerDigits
KojiSHIGEMATSU〃αI…….S85

1-5-10UltrasoundlmagingofFlexor'IendonsintheHandandWrist
YUkoNAKASHIMA〃αﾉ.……S85
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10:30～11:24BrachialPlxuSinjury
Modexamr:mdeoKAWAI

1-5-11DiagnosticValueofDiffusionWeightedMRImrBrachialPlexuslIljuries
ShUjiOKINAGA〃αJ.……S86

1-5-12TheReliabilityoflntraoperativeElectrodiagnosisofBrachialPlexuslnjury;
ComparisontoLong-termClinicalResults

YukiHARA〃αI.……S86

1-5-130berlinProcedurefOrUpperBrachialPlexuslnjury
MichiroYAMAMOTO〃αﾉ.……S87

1-5-14ResultsoftheRadialNerve'Ii･anstrtotheAxillaryNerve
HiroyoshiFUJIWARA〃αﾉ.……S87

1-5-15MedialPectoralNerve'Ii･anstrtotheMusculocutaneousNervemrElbowFlexion

HideoKAWAIetaJ…….S88

1-5-16FunctioningFreeMuscle'Ii･ansferfbrReconstructionofBrachialPlexuslniuryAssociated
withSubclavianArterylniury

YasunoriHATTORIeオαﾉ．……S88

12:00～13:00LuncheonSeminar4

Moderamr:HiroyukiKAⅡU
1-5-LS4'neatmentofDistalRadiusFracturesinConsiderationfOrOsteoporosis

AkinoriSAKAI S89●●●●●●

13:30～14:151jgame就吋u面es㎡finfrjoint
Moderamr:Mifuno面SHIGEI0MI

1-5-17TreatmentfOrOldRadialCollateralLigamentlniuryoftheProximallnterphalangealJoint
ofSmallFinger

'IbmomiSAKIHAMA〃αI．……S90

1-5-180perativeResultsofChronicCollateralLigamentlniuriesoftheProximallnterphalangeal
JointusingFlexorDigitorumSuperficialis

'IbtsuroHIRAIWA""．……S90

1-5-19TheEfficacyofStressRadiographyinthePreoperativeDiagnosisofStenerLesion
KozolCHIMARUe＃αI.……S91

1-5-20Ti･eatmentfOrtheRadialCollateralLigamentlljuryofMetacarpophalangealJointoftheThumb
YOshimasaTOMITAetαﾉ．……S91

1-5-211ntraarticularlniectionof'IbriamcinoloneAcetonidemrlncompleteCollateralLigament
InjuryofMetacarpopharangealJoint

YUkiBESSHO"gJ．……S92

14:15～15:09nacturesanddislocations㎡PIM

Moderamr:TbshiyukiTSURIJTA

1-5-22MiniHookPlateFixationfbrPalmarFracture-DislocationoftheProximallnterphalangealJoint
ThtsuoYOKOI〃αJ.……S92

1-5-23'Ii･eatmentfbrR･acture-dislocationofPIPJointsusedbyFbolfplate
MasaakiKAWANO〃αI.……S93

1-5-24VOlarPlatingfOrDorsalR･acture-dislocationofPIPJoint
'IbshihiroKANDAeォαJ､……S93

1-5-25'Ii･eatmentofR･actureDislocationoftheProximallnterphalangealJointbyOpen
ReductionCombinedwiththeDynamicDistractionApparatus

HironobulWASHIRO〃αJ､……S94

1-5-26'Ii･eatmentofUnstablelntraarticularlnjuriesoftheProximallnterphalangealJoint
YOshiharuNAKAMURA……S94

1-5-27'Ih･eatmentofUnicondylarFracturesoftheProximalPhalanxoftheFinger
YasuhiroKATSUDAeオαI.……S95
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15:09～16:03Fmger,OthersRacture
Moderamr:GenzaburoNISHI

1-5-28ClinicalResultofSurgical'Ii･eatmentinFi･acturesoftheDistalPartofMiddleand
ProximalPhalanxinChildren

YOshioKAGAMeオαJ、……S95

1-5-29Conservative'Ii･eatmentfbrProximalPhalanxFractureoftheHand

AkimasaKOBAYASHI〃αJ、……S96

1-5-301ntramedullaryFixationfOrProximalPhalanxFractures:InsertionPointandFbrmof
J-ShapedNail

'IbmokoKOBAYASHIeオαJ､……S96

1-5-31HowtoGettheGood%I,AMfbrProximalPhalanxFracturesusingMiniPlate
'IhkahikoHIROOKAetaﾉ.……S97

1-5-321ntramedullaryFixationfOrFingermactureswithFbrgedCompositesofUnsintered
Hydroxyapatite/poly-L-lactide(Fu-HA/PLLA)Pins

'InkaakiHASUOeオαI.……S97

1-5-33AntegradePercutaneouslntramedullaryOneKFwireFixationofMetacarpalNeckRacture
(ManualMethod)

JunmoJUNGeｵαJ､……S98

16:13～17:07MalletmnJrl
Moderamr:MasaakiKMANO

1-5-340penReductionandlnternalFixationfOrMalletFingerbyHookedPlate
KeisukeADACHI……S98

1-5-35UtilityofMicroScrewFixationmrMalletRactures
HaruhikoSHIMURA〃α』.……S99

1-5-36ComparisonofClinicalResultsfOrMalletFracturesbetweenaNew'I℃chniqUeofMini
ScrewFixationandlshiguro'sMethod

MasatakaSHIBAYAMAetαﾉ.……S99

1-5-37EvaluationoflnsertionSiteofExtensionBlockPinmr'Ih･eatmentofMalletFracturesby

usinglshiguro'sProcedure
AtsushiOKAZAKIg＃αI．……S100

1-5-38TheResultofOperationfOrBonyMalletFingersinourHospital
JI,heCorrelationPostoperativeClinicalResultandRoentgenograms-

′IhkeshiOGAWA〃αﾉ.……S100

1-5-39TheExaminationofClinicalResultsfOrMalletFingerofthe'IbndonOrigin
ShoUjiFUKUDAe#αﾉ.……S101

17:07～17:52Malletmn"r2
Modenamr:TalmshiISHIGURO

1-5-40'Ii･eatmentofChronicMalletFracturebyUsinglshiguro'sProcedure
MasakiSHINeオαﾉ.……S101

1-5-41ClinicalResultsofWireFixationmrChronicMalletFractures

KOjilWASAKIgｵαﾉ.……S102

1-5-42NewSurgicalStrategywithDistallnterphalangealJoint'IractionfOrChronicBonyMallet
FingersNeglectedmorethanThreeMonths

YOshitakaHAMADAefaJ.……S102

1-5-43NewMethodhrChronicMalletFingerof'I℃ndonOrigin;CentralSlipSlidingMethod
RyoHIWHrARIeオαﾉ．……S103

1-5-44ClinicalResultsoftheMalletThumb

'IbmoyukiROKKAKU〃αI.……S103
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Room6

8:30～9:06Pe㎡phealNervel
Modenamr:MaSahin･oNAGAOKA

1-6-1UltrasonographicFindingsoftheNerveinlndopathicAnterioryPosteriorlnterosseouS
NervePalsies

YasuhitoTAJIRI〃αj､……S104

1-6-2TheSurgical'Ii･eatmentofSpontaneousAnteriorlnterosseousNervePalsy
AkihiroNAKABAYASHIgオαJ.……S104

1-6-3So-calledAxonamonosisofthePosteriorlnterosseousNervePalsy
YbshifumiTSUDA〃αﾉ．……S105

1-6-4SuggestionofMoterNervePalsyofHighUlnarNerve
HikaruTASHIMA……S105

9:06～9:42PexiphealNerve2
Modenamr:KoichiKUSUNOSE

1-6-5TheFirstClinicalCaseReportofRepairofaPeripheralNerveDefectwithDirectGradual
LengtheningoftheNerveStump

YasumasaNISHIURAeオα』．……S106

1-6-6ReconstructionofCommonPeronealNervelniuryAfterVaricoseVeinSurgery
Nae-HoLEE〃αI．……S106

1-6-7NeurolysismrAllodynia:ReportofThreeCases
HiroshiARINO〃αﾉ.……S107

1-6-8ThePsychogenicParalysisofBrachialPlexus
'IhkumiMATSUOeオαﾉ.……S107

9:52～10:28ExｵEnsorT℃ndon

Modexamr:KOtaroIMAMURA

1-6-90perativeManagementofExtensor'IbndonDislocationoftheMetacarpophalangealJoint
SoyaNAGAO〃αﾉ.……S108

1-6-10PostoperativeEarlyMobilizationmrtheExtensor'IbndonDislocationatMPJoint
NobuhiroNONAKA〃αI.……S108

1-6-11SurgicalOutcomeoftheFbrearmFi･ucturewithExtensorlniries
NobuyukiTANIGAWAeオαJ、……S109

1-6-12MRIofNormalDisplacementofExtensorCarpiUlnaris'1℃ndoninFbrearmSupination
MitsuruHORIKI〃αJ､……S109

10:28～11:04RiomechanicS

Modexamr:NozomuKIJSANO

1-6-13Carbodiimide-DerivatizedHyaluronicAcidSurfaceModificationoflyophilizedFlexor
′IbndonRABiomechanicalStudyinaCanineinVitroModel-

JunlKEDA〃αJ.……S110

1-6-14MotionAnalysisofFingerBone:ACadavericStudy
YusakuKAMATA〃αJ、……S110

1-6-15ANovelFractureFixationDevce"PinFix"

′IEtsuyaARAIetaﾉ.……S111
1-6-16ContributionoftheExtrinsicandlntrinsicMusclesfOrExtensionStrengthoftheDIPJoints

ShinjiMURAI〃αﾉ.……S111

13:30～14:06DRUJ/Imnarwristdisorder

Moderamr:YUkioNAKAISUCHI

1-6-17'IifialfOrtheEvaluationofDorsalObliqueMembraneoftheFbrearmbyUltrasound
KiyoshiOKADAeオα/.……S112

1-6-18AssessmentofDistalRadioulunarJointGapafterOperative'IifeatmentofDistalRadial
Fractures

AyakoUESUGIeオαJ.……S112
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1-6-19

1-6-20

ReliabilityofManualStress'IEstfOrEvaluatingDistalRadioulnarJointlnstability
AkiollDAe＃αﾉ.……S113

AnalysisofFactorsthatmakePoorOutcomein'Ii･eatingUlnarWristPainbytheHand20
′IhkanobuNISHIZUKA〃αJ､……S113

14:06～15:00S-KMednod

Modemmr:YaSuhiroYOSHIKMA

1-6-21EvaluationmrtheUnstableFbrmofRheumatoidWristontheResultsoftheSauv6-Kapandji
Procedure

HiroyukiSHIMIZU〃αﾉ.……S114

1-6-22ResultsoftheSauve-KapandjiProcedurefOr'IreatmentofRheumatoidArthritis
KenjiTSUNODAgｵαI.……S114

1-6-23Sauve-KapandjiProcedurefOrDRmArthritiswithoutRheumatoidArthritis

KiyotakaYAMANAKA〃αﾉ.……S115

1-6-24PredictableFactorsAffectingClinicalOutcomesafterPerfOrmingSauve-KapandjiPt･oce-
durefbrDRUJDysfunction

KinyaNISHIDAeオαﾉ.……S115

1-6-25DistancebetweentheUInarStumpandRadiusonComputer'IbmographyfOrthe
Sauv6-KapandjiProcedure

'IbshimitsuMOMOSE"αJ、……S116

1-6-261nstabilityoftheUlnarStumpafterSauve-KapandjiProcedurefOrChronicDerangement
oftheDistalRadioulnarJoint

HironobulNAGAKI……S116

15:10～15:55CubitalTmmnelSyndromel
Modexamr:ShunsukeNARITA

1-6-270perativeResultsfOrCubital'IimnelSyndromeinPatientsover75YearsOld
SeietsuSENMA〃αﾉ．……S117

1-6-28ReconstructionofPinchFunctionby'Ibndon'IifansferfOrSevereCubital'IilnnelSyndrome
YasushiMORISAWA〃αﾉ．……S117

1-6-29Eftctsof'Ibndon'Ii･ansfertoRestorelndexFingerAbductionfOrSevereCubital'IilnnelSyndrome

ShingoNOBUTA……S118

1-6-30RelationshipbetweenAbnormalEndoscopicUInarNerveLengthFindingsandMcGowan
GradinginldiopathicCubital'IimnelSyndromePatients

AyaYOSHIDA〃αJ，”.…S118

1-6-31HpyeresthesiainCubital'IilnnelSyndromePatients
HidehikoNONOMURA〃αﾉ．……S119

15:55～16:40CubimlTunnelSyndrome2
Moderamr:YOshinoriMWASAKA

1-6-32 QuantitativeEvalutionofCurrentPerceptionThresholdbyPerceptionQuantitative

MeasuringDevice(PainVision)fOrCubital'IimnelSyndrome
HironoriMURAKAMI〃αﾉ.……S119

1-6-33AnatomicalExaminationbyusingC'I;USfOrCubital'IilnnelSyndrome
YOshiyukiOHIKATA〃αﾉ.……S120

1-6-34DiffusionWeightedlmagefOrCubitalTunnelSyndrome
KazukiKUNIYOSHI〃αJ.……S120

1-6-35QuantitativeMeasurementofFlexorDigitorumProfundusMuscleStrengthusingPinchMeter
ErikoSAITOet"J.……S121

1-6-36ComparativeResponsivenessoftheHand20andtheDASHJSSHafterthe'IreatmentfOr

Cubital'IimnelSyndrome

KatsuyukiIWATSUKIeオα/.……S121

16:50～17．26Ⅲ唾orndoninnammation

Modenamr:MakotoKAMEMMA

1-6-37ClinicalReviewof'I℃nosynovitisoftheFlexorsinElders
HikaruTASHIMA
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Operative'1i･eatmentmrPyogenicFlexor'IbnosynovitisoftheHandbyAnimalBite
MasayukiSHIRAHArA〃αﾉ．……S122

MycobacteriumMarinuminduced'IbnosynovitisoftheHandandWrist
AkiraHARAetal….…S123

WhatistheDiabeticHand？

NobuyukiOKUI〃αJ､……S123
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17:26～18:11Anesthesia,Otilers
Modemmr:Kaznnna面TUMnA

1-6-41Ultrasound-guidedSupraclavicularBlockmrSurgeryinUPperExtremity
MakotoKAMEYAMA〃αﾉ.……S124

1-6-42TheEftctivenessofUltrasound-GuidedSupraclavicularBrachialPlexusBlockinUPper
ExtremitySurgery

YUSAKUMA〃αI.……S124

1-6-431nnuencingFEctoroftheAnalgesicEffectofUltrasound-guidedSupraclavicularNerve
BlockmrHandSulgery

HiroyoshiOTAetaJ.……S125

1-6-44AcuteCompartmentSyndromeintheUpperArmafterlntravenousCatheterization
ShinsukeOMORI〃αJ､……S125

1-6-45CosmeticNailSurgery

Iqung-MooYANGetαﾉ.……S126

Room7

8:30～9:15CarpalTunnelSyndorome2:OpponoplasW
Moderamr:YasunkazuKMSUMI

1-7-1ClinicalResultofCamitz'sOpponensplastymrSevereCarpal'IImnelSyndrome
YasuhikolMAIZUMI〃αI．……S127

1-7L2ClinicalResultsofOpponensPlastyusingPalmarisLongus'Ii･anstrtoExtensorPollicis
BrevisfbrSevereCarpalTunnelSyndrome

AkimotoNIMURAe＃αI．……S127

1-7L3EfficacyofNewOpponensplastyfOrSevereCarpalTunnelSyndrome;Kimori'sProcedure
VersusModifiedCamitz'sProcedure

HirokiHACHISUKA〃αI．……S128

1-7-40pponoplastywithoutPostoperativeFixationinEndoscopicCarpal'IimnelSyndromeSurgery
IchiroOKUTSU〃αI．……S128

1-7b5RelationshipbetweenPreoperativeDurationofSymptomsandEndoscopicPostoperative
AbductorPollicisBrevisMusclePowerRecoveryinldiopathicCarpal'IimnelSyndrome
Patients

IkkiHAMANAKA〃αJ.……S129

9:15～10:09CaxPalTunnelSyndorome3:Imaging
Moderamr:YoshimlKaHAMADA

1-7-6SignificanceofUlyrasonographybefOreEndoscopicCarpal'IimnelReleasefOrCarpal
TunnelSyndrome

YuichiroARAKAWAeオαﾉ.……S129

1-7-7CorrelationbetweenUltrasonographiclmagingandClinicalFindingsinPatientswith
Carpal'IilnnelSyndromebefOreandafterOperation

′IbuyoshiTAJIKA〃αJ.……S130

1-7-8ElastgraphyfOrMedialNerve
'IbshikazuTANAKA〃αﾉ．……S130

1-7-9EfficacyofLocallnjectionof'1riamcinolonefOrldiopathicCarpal'IimnelSyndrome
HirotakeOTSUKA"αﾉ．……S131

1-7-10MRIEvaluationofCarpalTunnelSyndrome
HaruhikoTAKATAgオαﾉ．……S131
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1-7L11SoftTissuelmageof3DCTfOrCarpal'IimnelSyndrome
MahitoKUWAHARA〃αj、……S132

10:19～11:04CarpalTunnelSyndorome4:NerveFuncdonalAssessment

Modem加r:KenjiKIMOm

1-7L12QuantitativeEvaluationofSensoryusingPainVisionWOrCarpal'IimnelSyndrome
-ComparisontoSemmesWeinstein'IEstand2-pointsDiscrimination'Ibst

KoichiNAKAMURA〃αﾉ.……S132

1-7-13RelationshipbetweenlmprovementofSemmesWeinstein(S-W)TbstandMotorNerve
ConductionVelocityafterOpenCarpal'IimnelRelease

MinoruTAKASAKI碗αﾉ．……S133

1-7L14ElectrophysiologicalPropertyofMusclesattached'Ii･ansverseCamalLigamentinCarpal
'IimnelSyndrome

′IhkafumiAOKI〃αﾉ．……S133

1-7L15TheOutcomeofCarpal'IilnnelReleasebasedonElectrophysiologicalEvaluation
KatsunoriOHNOgオαI.……S134

1-7L16TheFunctionalDexterity'IbstofCarpal'IilnnelSyndrome

'IbshiyukiYAMADAgtaﾉ．……S134

11:04～11:49Functional.Assessment

Moderamr:HirOnobuINAGAm

1-7-17TheDisabilitiesoftheArm,ShoulderandHandScoreintheGeneralPopulation

RyusukeHONMA〃αﾉ．……S135

1-7L18EvaluationofGripandPinchStrengthDiffrencebetweenintheDominantand
Non-dominantHandinElderlyPeople

KosukeUEHARA〃αﾉ．……S135

1-7-19

1-7-20

1-7-21

EvaluationoftheUPperExtremityRehabilitationinCervicalSpinalCordlniuryusing
DASH-JSSHOutcomeMeasureandHand20

KosukeUEHARA〃αﾉ.……S136

ComparisonofVariousFunctionalAssessment'IbolsfOrUPperLimbsMusculoskeletalDisorders
KunitakaMENUKI〃αﾉ.……S136

RelationshipoftheFunctionalDeficiencyandUlnarDeviationinthePatientswith
RheumatoidArthritis

DaisakuTOKUNAGAeオαﾉ．……S137

13:30～14:24RA1:WriSt,Elbow
Modera加r:K副mHhiroMASADA

1-7L22ArthroscopicSynobectomymrinWristwithArthritis
MasahiroTATEBEeオαJ､……S137

1-7-23MinimumDarrachProceduremrPatientsofRheumatoidArthritis

′IbtsuroONISHI〃α』.……S138

1-7L24ClinicalandRadiographicEvaluationsofPartialArthrodesismrRheumatoidWrist
′IhichiSAITOetaJ.……S138

1-7E25TheClinicalOutcomesofRadiolunateFusionmrRheumatoidArthritis

MakotoMOTOMIYA〃αﾉ．……S139

1-7L26Reviewof'IbtalWristArthrodesisinRheumatoidArthritis

′IakayukilSHII""J.……S139
1-7L27EvaluationofRadialHeadandDistalUInaResectionfOrtheUpperExtremityin

RheumatoidArthritis

′IhkuSUZUm〃αﾉ.……S140

14:24～15:18RA2:Hand,Finfr
Moderamr:YOshitakaMINAMIKM

1-7L28Swan-neckDefOrmitiesandButtonholeDemrmitiesinPatientswithRheumatoidArthritis

RyoODA〃αJ､……S140
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ThumbDebrmityandFunctionalDisturbanceinPatientswithRheumatoidArthritis
-ClinicalCourseandFunctionalAlteration-

ShogoTOYAMA〃αJ.……S141
ArthrodesisoftheThumblPJointandFingerDIPJointwithObliquePlacementofAcutrac
2MicroScrew

'IhkUjilWAMOTO〃αI．……S141
ClinicalMidtermResultsof'IbtalFingerArthroplastywithFINE'IbtalFingerSystem

MasayukiSEKIGUCHIet"J.……S142
FineMPJointProsthesisfOrRheumatoidArthritis

HisamitsulSHIKURA〃αJ､……S142

SortrlbrmResultsofCementlessFingerJointArthroplastyinPatientwithRheumatoid
Arthritis

YOshiyaARISHIMA〃αJ.……S143

1-7と29

1-7と30

１
２
３

３
３
３

Ｆ
私
秘

１
１
１

15:18～16:12Ⅱ℃ndonrupture
Modenamr:TakeshiYOSHIDA

1-7-34'IEndon'IiFansferfOrSubcutaneousRuptureofFingerExtensorsinRheumatoidArthritis
-InnovationofSutureandEarlyMobilazation

NobuyukiKUBO〃αﾉ.……S143

1-7b35'Ibnsion-reducedEarlyMobilizationfOrReconstructionofExtensor'IbndonRuptureinthe
RheumatoidHands-ClinicalStudyofMinimumlO-yearFbllow-up-

HiroyasulKEGAMIgオαﾉ.……S144
1-7L36SubcutaneousT℃ndonRuptureafterDistalRadialFracturesorwithOsteoarthritis

KatsumiTAKASE〃αﾉ….…S144

1-7L37SpontaneousFlexor'IbndonRupturesoftheHandintheElderlywithoutRheumatoidArthritis
KenichiTAZAKI"αJ､……S145

1-7-38'Ibnsion-reducedEarlyMobilizationfOrReconstructionofRupturedFlexor'Ibndons
YOshioKAJI〃a！.……S145

1-7-39UtilityoftheEIP'I℃ndon'Ii･ansferintheReconstructionofThumbExtension
ShotaMATSUZMA〃αﾉ．……S146

16:22～17:07mpmmbCM1

Modexamr:KenichiTAZAm

1-7-40ArticularTiltoftheFBcetof'1i･apeziometacarpal(TMC)Joint:

ARadiographicCorrelationwithDorsalSubluxationofTMCOsteoarthritis
KazuyaKUROSAWAe＃αJ.……S146

1-7L41AStudyofthe'IifapeziometacarpalJointLaxityUsingStressViewRadiograph
′IbtsushiTATSUMIeオαﾉ．……S147

1-7e42Splintinghrthe'1i･eatmentofThumbBasalJointOsteoarthritis
MasatoOKAZAKIgオαJ､……S147

1-7E43ClinicalOutcomeofSplintwithThermoplasticPlasticfOrThumbCarpometacarpalArthritis
HiroyukiMATSUⅢ〃αJ.……S148

1-7L44Abduction-oppositionWedgeOsteotomyoftheFirstMetacarpalfOr'Irapeziometacarpal
Osteoarthritis

'InkashiAOYAMA〃αI.……S148

17:07～17:52TYpmmbCM2

Moderamr:KenjiYOSHIDA

1-7L45EffectsofArthroplastyoftheThumbBasalJointontheThumbMetacarpophalengealJoint
'IbshikiMIURA〃αJ、……S149

1-7E46Weilby's'IbndonlnterpositionArthroplastyfOrThumbBasalJointArthritis
HiroakiKOBASHIetaﾉ．……S149

1-7L47AbductorPollicislLongus'IbndonlnterpositionArthroplasty(Kaarela)fOrtheFirst
CarpometacarpalJoint

HiroyukiOHI〃αI．……S150

1-7-48ArthroscopicJointDebridementoftheFirstCarpometacarpalJoint:AShortTbrmResult
HiroyukiOHI〃αj.……S150
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1-7L49 ArthrodesisusingAcutrakMiniinOsteoarthritisofthe'1i･apeziometacarpalJointoftheThumb
MunekiABEeオαI．……S151

Room8

9:00～9:45Confnitall

Modemmr:TbunejiMURAKAMI
1-8-1Long'IbrmResultsofPolicizationmrThumbHypoplasia

YOkoKISHI〃αJ….…S152

1-8-2'IreatmentoftheCongenitalHypoplasticThumb
KumikoKANAYA〃αj，……S152

1-8-3FunctionalEvaluationfOrCongenitalAnomalyoftheHand
'IbkehikoTAKAGI〃αI.……S153

1-8-4Modifiedon-topPlastyMethodfOrExtrathumbwithNarrowFirstWeb
Shan-LinCHEN……S154

1-8-5PostoperativeFunctionfOrThumbinthePlaneoftheHand
KousukelBA"αJ、……S155

9:45～10:30Con"nital2
Moderamr:IもummuKOBAYASHI

1-8-6Radiallyedeviated,ProximalPhalangealTypeThumbDuplication
-ClinicalFbaturesandSurgicalOutcomes

ShukukiKOH〃αﾉ.……S155

1-8-7ThumbDuplicationwithHematologicalProblems
JunkoOTSUKA〃αﾉ.……S156

1-8-8CoexistingHypoplascticThumbandThumbPolydactyly
ShinichiroTAKAYAMAeral.……S156

1-8-90urStudyofCongenitalClaspedThumb
SohachiTORIYABE"a/.……S157

1-8-101GNI,bFGFandtheirReceptorsinMacrodactylyoftheHands
BoLIUe＃αﾉ.……S158

10:30～11:24ConJnital3
Modexamr:OsamuISm｢DA

1-8-11RadiographicFbaturesofKirner'sDefbrmity
HiroshiSATAKEgオαI.……S159

1-8-12HandDysfunctionDuetoAberrantMuscles
FmikoHORII〃αJ､……S159

1-8-13SurgicalTreatmentofSyndactylyusingDorsalSkinFlapandStraightSkinlncision
NaomiHANAKAetaJ.……S160

1-8-141ntercalaryFree'IbePhalangealGraftmr'IifansverseDefficiencyoftheHand
KeizoFUKUMOTO〃αﾉ.……S160

1-8-15MobilizationofaCongenitalRadioulnarSynostosiswithUseofAPosteriorlnterosseous
ArteryAdipofascialFlap-ChangesofRangeofMotionwithTime-

MasahiroYUKAWA〃αﾉ.……S161

1-8-16TheStudyof'Ii･eatmentinCongenitalConstrictionBandSyndrome
MasatoshiFUKUOKA〃αﾉ．……S161

Room9

15:00～15:36AnammyBiomechanics
Modexamr:NobukiTFRADA

1-9-EP-1MeasurementofReachingPointofFingerTipstotheThumb
ArataKOJIMA〃αJ.……S162
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Thumb

AyumiSATO〃αj…….S162

FunctionalRangeofMotionintheMetacarpophalangealJoint
′InkashiMURAIeオαJ.……S163

AnatomyoftheExtensorPollicisBrevisAssociatedwithanExtensionMechanismofthe
ThumbMetacarpophalangealJoint

ShinsukeSHIGEMATSU〃αI．……S163

'Ibndon-glidingSurfaceoftheDistalendoftheRadius
HirotakaSHIMIZUetaJ.……S164

UsefulnessoftheNeviaser'sProcedure-EMGStudyinContractilePropertyofthe
AbductorPollicisLongus-

MineoOYAMAetaﾉ.……S164
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15:36～16:06Inflammation

Moderamr:ChOjoFUTEENMA

1-9-EP-7PyogenicOsteomyelitisfOllowingEpiphysialRPactureinDistalPhalanx
RyOjiKAJIWARAgｵαJ､……S165

1-9-EP-8AStatisticalapproachtoldentifyPatientswhoareRefr･actorytoLocalCorticosteroid
IniectionfOr'1i･iggerDigits

HideyukiOTA"αﾉ．……S165
1-9-EP-9TheCasesofExtensorlndicisPropriusSyndrome

YasuhiroTOYOIZUMIg＃αJ､……S166

1-9-EP-10TheCaseofNontuberculousMycobacteriumintheWristasDistinguishedfrom
RheumatoidArthritis

TbtsUjiYANAGAWAe＃αJ､……S166

1-9-EP-11Arthroscopic'1i･eatmentofLateralEpicondylitis
ChisatoWATANABE〃αﾉ．……S167

16:06～16:30RA

Moderamr:ShosukeAKTTA

1-9-EP-12ReconstructionofRupturedExtensorTbndoninRheumatoidArthritisHand
KojiTAI,EISHI〃αJ,……S167

1-9-EP-13'IreatmentfOrMultiple-fingerExtensorRupturesinRheumatoidArthritisUsingProximal
StumpofRupturedExtensor

'InkeruARAI〃αﾉ.……S168

1-9-EP-14Sauve-KapandjiProcedureUsingAcutrakScrewfOrRheumatoidWrist
KenjiSHIGEMOTO〃αﾉ.……S168

1-9-EP-15ClinicalOutcomeofSiliconelmplantArthroplastyofMetacarpophalangealJointsfbr
RheumatoidArthritis

KenzoHASHIZUMEeオαﾉ．……S169

16:30～16:540A㎡thehandandfinfr
Modenamr:Hi加shiMIURA

1-9-EP-16ResultsofLigamentReconstructionArthroplastyfOrtheThumbCarpometacarpalJoint
Osteoarthrtis

MakotoSAKAI〃αﾉ．……S169

1-9-EP-17Thompson'sArthroplastyfOrOsteoarthritisoftheCarpometacarpalJointoftheThumb
RyosukeNOGUCHI〃αﾉ.……S170

1-9-EP-18ANewDesignofSR'Ii･apeziometacarpalJointProsthesisfOrThumb
'IbshihitoYAMAGUCHI……S170

1-9-EP-19'IbtalFingerArthroplastyfOrtheProximallnterphalangealJointswithOsteoarthritis
HideyukiMURANAKA〃α』．……S171

16:54～17:30Tunnor

Moderamr:AIKihikoMAMI

1-9-EP-20ThreeCasesofThumbMalignantMelanomawithlmmediatelyReconstructionusing'1be'IiFansfer
KunihiroTAKAHASHI〃αJ、……S171
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1-9-EP-21'Ii･eatmentofGlomusTumor

AyaURUSHISAKI〃αJ.……S172
1-9-EP-22PowerDopplerUltrasonographyofGiantCellTumorof'IbndonSheathinHand"

NaokiUEDA"αﾉ．……S172

1-9-EP-23LengtheningofUInabyCallotasismrFbrearmDefromitiesinCasesofMultiple
OsteochondromasandEnchondromas

MasahiroSUZUKIetaﾉ.……S173

1-9-EP-240utcomesofthe'Ii.eatmentofNeurogenic'IilmorsintheBrachialPlexus
HaruhisaHAYASHIeオαﾉ.……S173

1-9-EPL25ClinicalStudyofPeripheralNerveTumorinUPperExtremity
YOshiyukiASADAetaﾉ.……S174

RoomlO

15:00～15:30Scaphoid

Moderamr:mnjiTSUBO

1-10-EP-1TheSuIgical'IiFeatmentofPainfulBoneCystinScaphoid
KenjiroTSUNEMI〃αJ､……S175

1-10-EP-2ArthroscopicBoneGraftmrDelayedUnionoftheScaphoid
KojiYAMAMOTOeｵαﾉ.……S175

1-10-EP-3TheNaturalHistoryofScaphoidNonunion
ShingoKOMURAetaI．……S176

1-10-EP-4ComparativeStudybetweenlmplantsintheVasculisedBone'IiPansplantationfbrScaphoid
Nonunion

KimikazuSAKAGUCHI〃αﾉ.“.…S176

1-10-EP-5VascularizedBoneGraftfromPalmerSideofRadius

NaohitoHIBINOe＃αj、……S177

15:30～16:12CarpalBone
Moderamr:KEntaroMMNARF

1-10-EP6Kienbock'sDiseaseina7Year-oldGirl

MasayukiWADA〃αj､……S177

1-10-EPb7RadiolunateFusionfOrKienbock'sDiseaseattheStage3inYbungAdults
MasahikoSHIROTAeオαJ､……S178

1-10-EP-8LongTErmfOllowupofSwansonSiliconelmplantReplacementofKienbeckDisease
HiroyukiFUJIOKAetaﾉ.……S178

1-10-EPL9AssessmentoftheOutcomesofScaphocapitateIntercarpalArthrodesis
'IhkanoriAKAI"αﾉ.……S179

1-10-EP-10AvascularNecrosisoftheCapitatewithout'IraumaJI､hreeCasesReport
SeiiTOKUGAWA〃α/.……S179

1-10-EP-11'Ii･eatmentofLunate/PerilunateDislocations

ShiroYOSHIDA"αﾉ.……S180

1-10-EPL12ClinicalStudyofRadiocarpalDislocation
MitsuhiroNISHIDA〃αﾉ．……S180

16:12～16:36SkinmapTYssuemanstr
Moderamr:YOShiakimTMMA

1-10-EP-13TheUseofa"NailChip''inNailBedlniury
NaotoYAMADA〃αJ、……S181

1-10-EP-14ExperimentofVacuumAssisstedClosurewithSkinGraft
'IhkeshiKAWAKAMI〃αﾉ.……S181

1-10-EP-15PalmarAdvancementFlaponlywithUnilaterallncisionfOrFingerPulpDe企Ct
HirokiSHIBAYAMA〃αJ､……S182

1-10-EP-16ReconstructionofSkinandSoftTissueintheHandUsingthePedicledAbdominalFlap
NorioFUKUDA""J.……S182
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16:36～17:00MicroSur"ry
Moderamr:Ka麺HhiroSAKAI

1-10-EP-17TheReconstructionoftheSkinDefectofFingerPulpusingHemipulpFlap
HiroshiMIYAMOTO〃αﾉ.……S183

1-10-EP-18FingerReconstructionusingR･eeArterializedVenousFlap
NobuyukiTAKAHASHIeオαﾉ.……S183

1-10-EP-19MattersofPatientswithUpperLimbMajorAmputationinourCCEMC
YUriKANNO〃αﾉ.……S184

1-10-EP-20NecessityofDistanceandVisualSensitivity'Ii･ainginMicrosulgeryEducation
ShoichiTAKFZAWA〃αI.……S184

17:00～17:180ulersl

Modexamr:KensoKOZUm

1-10-EP-21TheValueofHigh-ResolutionUltrasonographiclmagingandMeasurementin'Ii･igger

Digits:ACorrelativeStudywithClinicalFindingsinPatientswithDifferentSeverity
Gradings

ChungJungSHAOetal.……S185

1-10-EP-22SonographicallyGuidedCIosedReductionandLocalizationoftheUInarNervein

PercutaneousPinningofDisplacedHumeralSupracondylarR･acturesinChildren
'IImgJIhiWU〃αl.……S185

1-10-EP-23EaI1yFingerMobilizationafterDistalRadiusFracture:NecessityorRedundancy？
Li-ChiehKUOeオαﾉ.……S186
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9:00～11:00 Symposium5:Presentstatus㎡wristorfinJrarthroscopy
Moderamrs:ShinjiNISHIKMA

SadamshiKMU

2-1-S5-11ndicationofWristandHandArthroscopicSurgery
′IhkeshiARAIgtaﾉ.……S189

2-1-S5-2CurrentStatusofArthroscopicSurgeryoftheWI･istattheLocalHospital
YasuhiroTOMINAGA〃αﾉ．……S190

2-1-S5-3ArthroscopyandArthroscopicSynovectomyofFingerJointsinRheumatoidArthritis
IsatoSEKIYA〃αﾉ．……S191

2-1-S5-4ArthroscopicArthrodesisfOr'IrapeziometacarpalJointArthritisoftheThumb
MasahiroKOIZUMI〃αﾉ．……S192

2-1-S5-5Arthroscopic'IifeatmentfOr'1i･apeziometacarpalOsteoarthritis
ShoheiOMOKAWA"αﾉ.……S193

2-1-S5-6ResctionUndertheArthroscopyfbrtheGanglionaroundWristJoint
MasayaTSUJIIeｵαﾉ.……S194

2-1-S5-7Predictionof'IbchnicalDifficultiesduringlnsertionoftheCannulaintotheCarpal'Iimnel
in2-portalECTR

ShigeharuUCHIYAMA〃αﾉ．……S195

13:20～14:50PanelDiscussion4:Treahnen楯伽rcarpalinstability
Moderamrs:KemchiKAZUm

HirWukiSHIMIZU

2-1-P4-1SoftTissueReconstructionofScapholunateLigamentfOrScapholunateDissociation
HiroshiONO〃αJ….…S196

2-1-P4-2The'IreatmentfOrtheScapholunateDisociation-FbcusonlmmobilizationbetweenRadius
andCarpus

KazunariTOMITA〃αI.……S197

2-1-P4-3ReconstructionofScapholunatelnterosseousLigamentusingBone-capitohamate

Ligamentbone

'IbshiyasuNAKAMURA〃αI.……S198

2-1-P4-4DorsalRadiocarpalLigamentCapsulodesisfOrChronicLunotriquetrallnstability
ShoheiOMOKAWAeオαJ､……S199

2-1-P4-5ClinicalOutcomesofFbur-cornerFusionfOrAdvancedSLAC/SNACWrist

KazukiSATOe＃αI.”….S200

15:00～17:00PanelDiscussion5:UInarwristdisorders:Diffrentialdiagnosis,
deannentandresultS

Moderamrs:Ybshino面OKA

TakashiMASAFIDMI

2-1-P5-1Diagnosisand'IreatmentfOrUlnarSideWristPain
YukioABE〃αI．……S201

2-1-P5-2ProgressionandFactorofOsteoarthritisintheUlnarSideoftheWrist
′IhkeshiKATAYAMA〃αJ､……S202

2-1-P5-3ReleaseOperationfOrECU'IbndoninPatientswithECUSbluxationorDislocation
NaokiSUENAGA〃αﾉ．……S203

2-1-P5-4'IreatmentoflbJI､FCCInjuriesbyusingUlnarCapsularSutures

RyosukeKAKINOKI〃αﾉ.……S204

2-1-P5-5PathomechanicsandOpenPalmarRepairofTFCCFbvealAvulsion
HisaoMORITOMOeオα1……．S205

2-1-P5-6DistalRadioulnarJointArthroscopyfOrEvaluatingtheUlnocarpalAbutmentSyndrome
withUlnarNeutralVariance

HideakilMADA〃αJ、……S206
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2-1-P5-7

2-1-P5-8

UlnocarpalAbutmentSyndrome'1i･eatedwithArthroscopicWaferProcedureCombined
withTFCCThermalShrinkage:APreliminaryReport

'IhkeshiEGIeオαﾉ.……S207

UlnarShorteningOsteotomyfbrUlnocarpalAbutmentSyndrome,TFCC'Ibarand
InstabilityofDR町-LongtermResultsandXrayFindings-

EtsuhiroNAKAO〃αJ､……S208

Room2

8:20～9:20MorningSeminar

Moderamr:TakuyaSMAIZUMI

2-1-MS'1i･eatmentofDistalRadiusFractureswithVOlarLockingPlate;
TheActualConditionsandDevelopmentofaNewVOlarLockingPlate

DenjuOSADA ……S209

9:30～11:30PanelDiScussion6:Intra-articularigactures㎡distalradius:.Arthroscopic
assisndreductionvsreductionunderimageinmnsifier

Modexamrs:HiMruTASHIMA

MasamshiTWKARARA

2-2-P6-1ArthroscopiclnterventionfOrlntraarticularDistalRadiusR･acture
YUkioABE〃αﾉ.……S210

2-2-P6-2Fixationoflntra-articularR･acturesofDistalRadiusbyFragmentSpecificFixation
Approach

YasunoriKANESHIRO"aﾉ.……S211

2-2-P6-3AO'IypeCIntra-articularDistalRadiusFractures'Ii･eatedwithVariousLockingPlates
andArthroscopy

HidetoshiTERAURAeオαI．……S212

2-2-P6-41sArthroscopicReductionNecessaryfbrtheDistalRadiusFracturesoftheTypeC3？
MasahiroTOBE〃αJ.……S213

2-2-P6-5DistalRadiusRactureArthroscopiclntraarticularDisplacementMeasurementafterORIF
withVOlarLockedPlate

HiroshiONO〃αI.……S214

2-2-P6-6ArticularAssessmentbyArthroscopyandClinicalResultsoflntra-articularFractureof
DistalRadialunderFluoroscopicallyReductionwithVLPAProspectiveStudy-

HiroakiSAKANO〃αJ、……S215

2-2-P6-7FluoroscopicallyAssistedReductionandVOlarLockingPlateFixationfOrAOTypeC3
FracturesoftheDistalRadius

DenjuOSADAetaj.…...S216

12:00～13:00LuncheonSeminar5

Modexamr:KazumruDOI

2-2-LS5JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSurgeryXIV
ShintaroTACHIBANA .…S217

13:10～14:10ThaVelling晩now
Moderamr:MoroeBEPPU

JSSH-ASSH'Ii･avellingFbllow
HongKong'Ii･avellingFbllow

2-2-1HormonallnfluencesontheDevelopmentof'Ii．apeziometacarpalArthritis
JennitrMoriatisWOLF〃αﾉ.……S218

2-2-2ArthroscopicStability'IbstmrAssessmentofFractureHealinginSubacuteScaphoid
FractureandDelayedScaphoidUnion:AmoreReliableWaythanCATScan？

Wing-LimTSE〃αI．……S219
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14:10～14:20JSSHShakaiholmnmu-iinkaiReport

2-2-CMedico-economicalEffectoftheSuspentionofthe'1i･iamcinoloneAcetonideSupply
JSSHShakaihokentou-iinkai……S369

15:00～16:001nvimdlecture4

Moderamr:mmshiHIRATA

2-2-IL4-1FreeVascularizedEpiphyseal'IransferinUpperLimbReconstructioninChildren
MarcolNNOCENTI……S220

2-2-IL4-2JointReconstructionwithVascularizedOsteochondralGraftinUpperExtremity
DukeWhanCHUNG……S221

16:10～17:201nvindlature5

Moderamr:SamshiTUH

2-2-IL5-1ThePlaceofLocalPerfOratorFlapsinUpperLimbReconstruction
AlexandruGEORGESCUe＃αﾉ.……S222

2-2-IL5-2UpdateonReplantationofDeglovedSkinoftheHand
RobertoADANI……S223

17:20～CrosingRemarks
CongressPresident:SamshiTUH

RooIn4

9:00～10:00InvimdIature6

Moderamr:TadaoKmmmA

2-4-IL6ReconstructionofThumbFunction:CongenitalDeficiencyotherthanRadial
RayDeficiency

FmikoHORII ……S224

10:10～11:101nvimdlecture7

Modexamr:Na"tsuguKUROSHIMA
2-4-IIJ7-1Robbot-assistedReductionandOsteosynthesismrScaphoidFractures

HiroyukiHASHIZUME

2-4-IIﾉ7-2TheFutureofRoboticsinHandSuIgery

PrPhilippeLIVERNEAUX
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12:00～13:001JuncheonSeminar6

Moderamr：Ⅱ泡kashiSASAm

2-4-LS6VariableAngleVOlarLockingPlatefOrUnstableDistalRadiusFracture
F1'minoriKANAYA ……S227

13:20～14:50 Symposium6:VascularizedbonegraningintineupperextremiW
Modenamrs:Ⅱ泡k:uroWADA

KoichiroIHARA

2-4-S6-1VascularizedBoneGraftfbrtheScaphoidNonunion
YUsukeHAGIWARA〃αJ.……S228

2-4-S6-2FreeVascularizedFibulaGraftfOrReconstructionoftheWI･istandFbrearm

YasunoriKOBATAetaJ.……S229

2-4-S6-3FreeVaScularizedFibulaGraftmrCongenitalPseudoarthrosisoftheUlna
OsamiSUZUKI〃αﾉ.……S230

2-4-S6-4VascularizedBoneGrafttotheUpperExtremity:IndicationandDonorSiteSelection
YukiFUJIHARAeｵαI.……S231

2-4-S6-5'1i･eatmentofNonunionoftheHumeruswithVascularizedBoneGraftfromthe

SupuracondylarRegionoftheFbmur
KenjiKAWAMURA〃αJ､……S232
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15:00～16:30Symposium7:Applications㎡perhramrnapsmtineHand
Modemmrs:F皿minoriKANMA

MeiseiTAKFISFII

2-4-S7L1FleshCadaverFlapDissectionmrHandSurgeon
HiroshiYAJIMA〃αﾉ.……S233

2-4-S7L2PerfOratorFlapsfOrOrthopedicHandSurgeons
MitsuhiroOKADAeオαﾉ．……S234

2-4-S7L3TheClinicalExperienceofAdiposalRadial/UlnarArteryPerfOratorFlaptolnjuredMedian
Nerve

KiyohitoTAKAMATSUe＃αI．……S235

2-4-S7-4TheRadialArteryPerfOratorFlap:VersatilityandApplication
KatsumiTANAKA〃αJ.……S236

Room5

9:00～10:30 Wmposium8:BonelengUleningintheHand
Modenamrs:Shinichin･oTAKAYAMA

KeimFUKUMOIU

CallusDistructionfOrBrachymetacarpia
HiroyukiKATOeオαﾉ.……S237

BoneLengtheningfOrCongenitalAnomalyHand
KousukelBA〃αJ､……S238

BoneLengtheningofFbrearmfbrCongenitalDisorder
KosukeSASAKI〃αﾉ…….S239

CorrectionandLengtheninghrDefOrmitiesoftheFbrearminMultipleCartilaginous
Exostoses

KenichiNAKANOeオαﾉ．……S240

BoneLengtheninginCongenitalUpperExtremityAnomalies
RikuoSHINOMIYA〃αJ､……S241
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10:40～11:25ScaphoidHacture
Moderamr:YaSmhiroWIDAKA

2-5-1MechanicalAnalysisofAcutrakMiniScrew
'IbmohiroOMUKAIeオαJ､……S242

2-5-2MechanicalAnalysisofAcutrakMiniScrew
'IbmohiroOMUKAI〃αJ、……S242

2-5-3TheLongAxisandCentralZoneoftheScaphoidGeneratedbyAnalysisofThree-dimen-
sionalReconstructionsofComputed'Ibmographylmages

YangGUO"αj､……S243

2-5-4AnalysisbetweentheCausesoflnjuriesandtheDisplacementPatternsofScaphoidRFac-
tures

SayakoTAKAHASHIe#cI．……S244

2-5-50utcomeofScrewFixationofScaphoidR･actures-Comparisonbetweenmacture
'Iypes-

'IakashiTSmIHARA〃αJ.……S244

12:00～13:00LuncheonSeminar7

Modenamr:IsaoKDSH1MA

2-5-LS7UpdateoftheBoneandCartilageTissueEngineeringwith3DementionalMorphology

NoritakalSOGAI ……S245
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13:20～14:50Wmposium9:CRPS:PatholoWandreatment
Moderamrs:YinkioHORIUCHI

YasumasaNISHIURA

2-5-S9-1AVenipunctureisMainReasonfOrPeripheralNerveProblemsafterBloodDonation

ornot?-FirstStage:InvestigationSFPDHypothesisatJapaneseRedCrossSociety
YujilNADA〃αJ,……S246

2-5-S9-21njuryofPeripheralNerveCausedbyNeedlefOrBIoodSamplinginOurHospital
YilsukeNAGANO〃αJ､……S247

2-5-S9-31nnuenceofStressonPathologyofCRPS
MasatoshiAMAKO"αﾉ.……S248

2-5-S9-4BehavioralApproachandOTfOrCRPSoftheUpperExtremity
KatsuroFURUMACHI〃αJ.……S249

2-5-S9-5ClinicalResultsofImpendingCRPSCases
HirokoNARISAWAetaJ.……S250

15:00～15:54DismlRadiusmacture8:FuncdonalAssessment

Moderamr:'IbshihikolMAEDA

2-5-6FactorsAftctingLateDisplacementfOllowingVOlarLockingPlateOsteosynthesisfOr
DistalRadiusFractures

SeungHwanRHEE〃αﾉ.……S251

2-5-7TheAnalysisfOrtheFactorswhichlnfluencedtheRestorationaftertheOperationfOrthe
DistalRadiusFractureintheElderlyWomen

NaokiTOBA……S251

2-5-81nnuenceFactorsfOrDistalRadialFracturetolmprovementofDailyLifafterthelnternel
FixationusingLockingPlates

MasutakaMflANABE〃αJ.……S252

2-5-9ComparisonofDepressiveSymptomsduringtheEarlyRecoveryPeriodinPatientswith
aDistalRadiusFracture'IreatedbyVolarPlatingandCastlmmobilization

HyunSikGONG〃αﾉ．……S252

2-5-100steoporosis'DPeatmentThresholdsfOrPatientswithaDistalRadiusFractureas
DeterminedusingtheFRAXandBMD

HyunSikGONGefαﾉ.……S253
2-5-11ThelnnuenceofthePronationandSupination'IbrquetotheFunctionalEvaluationafter

'IreatmentofDistalRadiusFracture

KazushigeGAMO〃αﾉ.……S253

15:54～16:39DistalRadiusRacmre9:Coservativetreatmemandposmpenative

management

Moderamr:MasayoshilKEDA
2-5-12ClinicalResultsofCastFixationinDorsinesionfOrDistalRadiusFracture;Eftctiveness

ofConservative'neatment

SatoshilNOUEetaﾉ．……S254

2-5-13LossofReductioninDistalRadiusFractureslmmobilizedbyWristDorsinexionCast
SatoshiTAKAHATA……S254

2-5-14Does'1nkingNeurotropinaffectClinicalOutcomeofDistalRadiusFracture？
′IhdahiroNATSUME〃αJ､……S255

2-5-15EarlyPassiveMobilizationoftheWristafterDistalRadiusFracture'IreatmentwithVblar
LockingPlateSystem

KazuyukiTASAKIgオαJ.……S255

2-5-16RadiologicalSagittalWristMotionafterOperative'IreatmentofDistalRadiusFractures
KohjiKURIYAMA〃αJ､……S256

16:39～17:15DistalRadiusFraturelO:Treahnent㎡combinedulnah9acture

Modexamr:YoshimmKUCHI

2-5-17BioabsorbablePinFixationfOrUlnarStyloidFractures
YasuhiroYOSHIKAWA〃αﾉ.…
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2-5-18 UlnarStyloidNonunionofRadiusDistalFractureMalunionwithClosingWedge
Osteotomy

YasuhiroOZASAeオαﾉ.……S257

SurgicalResultsofUlnarStyloidlmpactionPlateFixationfOrUlnarStyloidFractures
ShinobuSAITOetaJ．……S257

ClinicalResultsofDistalUlnaFractureswithBioabsorbableOsteosyntheticImplants
'IbppeiMURAI"αﾉ.……S258
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8:30～9:24Elbowinjury(children),OCD
Moderamr:YmjiUCHIO

2-6-1UnclearFractureoftheElbowinChildren

EMirouNAKAMURA……S259

2-6-2ClinicalOutcomeofLateralHumeralCondylarFractureinChildren
JunETOe＃αﾉ.……S259

2-6-3Percutaneous'Ii･ansphysealKirschnerWireFixationfOrUInarFracturesinChildren

SooHongHAN〃αJ.……S260

2-6-4ClinicalResultsofOsteochondralAutologounus'IransplantationfOrOsteochondritis
DissecansoftheElbow

'IakumiMATSUO〃αﾉ．……S260

2-6-5YOshizu'sOsteotomymrOsteochondritisDissecansoftheHumeralCapitellumin
ElementarySchoolStudents

MasatoUEKI〃αﾉ.……S261

2-6-6ClosingwedgeOsteotomyoftheLateralCondylewithFragmentFixationfOr
OsterochondritisDissecansoftheHumeralCapitellum

'IbshihirolSHIKO〃αJ､……S261

9:24～10:00Elbow:Racmresanddislocations

Modenamr:HiroshiARINO

2-6-7'IbnsionBandPinSystemfOrthe'1i･eatmentofOlecranonFractures

YOungHoLEE〃αﾉ．……S262

2-6-8TheSymmetricParallelPlatingfbrDistalHumerusFractures
'IbshiyaKUDO〃αJ.……S262

2-6-9SuIgical'IreatmentofFractureofAdultDistalHumeruswithONI'1i･anscondylarPlate
andMayoClinicCongruentElbowPlateSystem

HayatoMAEOKA〃αﾉ．……S263

2-6-101nvestigationsoftheLigamentTbarandBoneContusionoftheCapitellumandRadial
HeadinAcuteElbowLigamentlnjuryonMRIandSpeculationontheMechanismofthe
ElbowDislocation

InHyeokRHYOU……S263

10:10～10:55map(FYngex)
Moderamr:YmchiHTRASF

2-6-11'IreatmentofThumbTiplnjuryusingDigitalArteryDorsalBranchFlap
HiroyasuKATOU〃αﾉ.……S264

2-6-12'Ii･eatmentofFingertipAmputationsusingGraftonMethod
RyosukelKEGUCHIetaJ.……S264

2-6-13ThumbReconstructionwithFlaps(ExcludedFreeFlaps)
HirokiSHIBAYAMA""……．S265

2-6-140steocutaneousRadialFbrearmFlapfOrHandReconstruction
AkitoNAKANISHI"αﾉ.……S265

2-6-15DorsalMetacarpalFlapfOrSoftTissueDefectofFinger
IsaoSASAKI""J.……S266
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10:55～11:49F1ap(Arm)
Modenamr:mroshiMIMA

2-6-16ReconstructionmrAdductorContractureofThumbUsingFlap
MitsuruNEMOTO〃αJ.……S266

2-6-17ReconstructionofComplexDefectintheHand
IWungMooYANG〃αJ,……S267

2-6-18VascularizedFibularGraftingfbr'IreatmentofOsteomyelitisoftheUPperExtremity
KenjiKAWAMURA〃αJ.……S267

2-6-19FreeAnterolateralThighFlapfOrUPperExtremityReconstruction
'IhkumiYAMAMOTO〃αj､……S268

2-6-20ApplicationoftheTAPFlapsfOrUpperLimbReconstructions
KazukiKIKUCHIgオαﾉｺ……S268

2-6-21SoftTissueReconstructionmrSevereOpenFracture(Gustilo'IypelllBandlllC)of
UpperExtremity

HidekiTS町I"αﾉ.……S269

13:20～14:14Scaphoidnommion
Modexamr:YOsImyulmASADDA

2-6-22PrognosticFactorsinthe'IigeatmentofCarpalScaphoidNonunions
DaisukeKMMURA〃αﾉ.……S269

2-6-23Surgical'1i･eatmentfOrtheNon-unionorProximalFractureoftheScaphoid
AkiraMOROHASHI〃αﾉ….…S270

2-6-24PrognosticFactorsfOrScaphoidNonunion'IifeatedbySurgery
KoichiYANO〃αJ、……S270

2-6-25VascularizedBoneGraftfOrScaphoidNonunion
KoeilWASAKI〃αﾉ.……S271

2-6-26ComparisonbetweenVascularizedBoneGraftandConventionallliacBoneGraftfOr
'1i･eatmentofScaphoidNonunion

SatoshiFUJITA〃αI.……S271

2-6-27ArthroscopiclliacBoneGraftfOrScaphoidNonunionisabletoCorrecttheDISIDefOrmity？
NaotoTSUBOKAWAeオαJ､……S272

14:14～15:08CarpalTunnelSyndorome5:Complicationl
Moderamr:SamruNAKAMURA

2-6-28PillarPainafterEndoscopicCarpal'1imnelRelease
IzuruKITAJIMAetaj．……S272

2-6-29ClinicalAnalysisofthePillarPainaftertheCarpal'IilnnelRelease
'IhizoKONISHIIKE……S273

2-6-30Kienbock'sDiseaseAssociatedwithCarpal'IilnnelSyndrome
ManabuYAMANAKA〃αﾉ．……S273

2-6-310perative'1i･eatmentofCarpal'1ilnnelSyndromeinthePatientswithRheumatoidArthritis
HajimelSHIKAWA"αﾉ．……S274

2-6-32Carpal'IimnelSyndromeand'1iFiggerDigitinLong-termHaemodialysisPatients
YasuhiroHASEGMeオαI．……S274

2-6-33Analysisof'1i･iggerDigitsafterCarpal'IimnelRelease
KoichiHORIUCHI〃αﾉ.……S275

15:18～16:12CarpalTunnelSyndorome6:ReseachFunctionalAssesSmem
Moderamr:AkimasaKOBMSHI

2-6-34SynovialSexSteroidHormoneReceptorsinCarpal'IimnelSyndrome
YOshikiYOSHIHARA……S275

2-6-35Carpal'IimnelSyndromeasaHomeostaticlnflammation
YOshiroKIYOSHIGE〃αI.……S276

2-6-36ThelmprovementCourseoftheClinicalFbaturesafterCarpal'IimnelRelease
-AProspectiveStudye

YukinoriHARA〃αJ.……S276

－112－



2-6-37

2-6-38

2-6-39

PatientbasedOutcomesofCarpalTunnelSyndrome'IifeatedbyCarpal'IilnnelRelease

withOpponensPlasty
YOshiakiWAKABAYASHI〃αJ.……S277

RelationshipbetweenPatient'sSatisfactionandResidualSymptomafterCarpal'Iilnnel
Release

DaisukelSHIGAKI〃αl.……S277

ResponsivenessoftheHandlOafter'1i･eatmentfOrCarpal'IimnelSyndrome
'IbShikazuKURAHASHIet"J.……S278

16:12～17:15CanpalT1mmelSyndomme7:Complication2
Moderamr:KenichiNAKAMICHI

2-6-40RiskFactors,Sequence,andtheEffectoftheSurgicalReleaseofAssociatedCarpal

'IimnelSyndromeand'Ii･iggerDigit
Chun-HuiCHU〃αI．……S278

2-6-41EvaluationofReoperativeCasesofCarpal'IilnnelSyndrome
′InkashiSHIMOEe＃αﾉ．……S279

2-6-421ntraoperativeFindingsfOrRecurrenceCarpal'IilnnelSyndromeinLong-term
HemodialysisPatients

'IhkaakiSHINOHARA〃αﾉ．……S279

2-6-43UltrasonographyfOrSurgicallyTreatedldiopathicCarpal'IilnnelSyndromewith
PostoperativeWorsening

KenichiNAKAMICHI〃αJ､……S280

2-6-44TheFbatureofliopathicCarpal'IilnnelSyndromewithAmiloidDeposion
'IbshihisaOSHIGE〃αI.……S280

2-6-45ClinicalCourseoftheNon-OperatedHandinPatientswithBilateralldiopathicCarpal
'IilnnelSyndrome

HidekiTANAKA……S281

2-6-46Pre-andPostoperativeComorbiditiesinldiopathicCarpal'IimnelSyndrome;

CervicalArthritis,BasalJointArthritisoftheThumbandStenosingT℃nosynovitis
JihyeungKIM〃αJ､……S281

Roonl7

8:30～9:15TriggerHn"r
Modexamr:K"nmhiroMIZIJTANI

2-7-10verOneYearfOllowupOutcomesofCorticosteroidlnjectionfOr'Ii･iggerFinger
-BethamethasoneVersus'Iriamcinolone-

YOshiyukiANDO〃αI.……S282

2-7A2TheEffectofElasticityoftheA1PulleyonSnappingof'IriggerFinger
HideakiMIYAMOTO〃αI.……S282

2-7-3LocalizedAmyloidDepositionin'IriggerFinger
′IhkatoOHISHIeオαﾉ.……S283

2-7-4EndoscopicReleaseof'Ii･iggerFingers:AMinimum2YearsFbllow-upStudy
HitoshiMIURAeオαﾉ．……S283

2-7-5ComplicationsafterEndoscopicReleaseofA1PulleyinStenosing'Ibnosynovitis
NaohideTAKIGAWAetaJ.……S284

9:15～9:51Scapho-lunandissociation/pe面lunatediSlocation

Modenamr:EijiKAIDA

2-7-6DiagnosticSignificanceofArthroscopyinScapholunateDissociation
YOshihiroDOHIeオαﾉ．……S284

2-7-7'Ii･eatmentofScapholunateDissociation
MasahiroTATEBE〃αﾉ．……S285

2-7-8ClinicalResultsofAcutePerilunateDislocationandLunateDislocation

IsseiNAGURAetaﾉ．……S285
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2-7-9 'neatmentofPerilunateDislocationsandRacture-Dislocations

GorolNOUE〃αﾉ.……S286

10:01～10:46menb6cklsDesease

Moderamr:KenjiTSUNODA
2-7L10Long-termOutcomeofSTTFusionfbr'Ii･eatmentofKienbOck'sDisease

′InkamitsuOKADAg＃αJ、……S286

2-7-11Long-termfOllow-upofPartiallntercarpalArthrodeSisafterExcisionoftheLunatefbr
AdvancedKienbockDisease

KatsumiTAKASE〃αI.……S287

2-7-12RadiolunateFusionfOrAdvancedKienbock'sDisease

'InkayaMIZUSEKIgオαI．……S287

2-7-13BiomechanicalAnalysisofPartialCapitateShorteninginthe'IifeatmentofKienbock's
Disease

'IbshiyukiKATAOKA〃αI.……S288

2-7-14Long-termOutcomeofCeramicLunatelmplantsComparedwithTbndonlmplantsfOr
Kienbock'sDisease

KatsUjiSUZUKI〃αI.……S288

10:46～11:31ForeamRactureDislocadon

Moderamr:HiroshiTADA

2-7-15LengthChangeoflnterosseousMembraneinChronicMonteggiaFractures
JunichiMIYAKEgｵαJ.……S289

2-7-16Bado'Iype3MonteggiaFracturesinChildren.Reviewof9Cases
YOngHoCHE""J.……S289

2-7-17The'IreatmentofGaleazzi-equivarentLegion
NoriyukiYOSHIDA〃αJ.……S290

2-7L18RiskFactorsinDisplacementofthelsolatedDistalRadiusFracturesinChildren
SouichiOHTA〃αﾉ．……S290

2-7-190penReductionandlnternalFixationCombinedwithHingedElbowFixatorin
ComminutiedFracturesoftheProximalFbrearmBone

YusukeMATSUURAeオαﾉ．……S291

13:20～14:14Contracture(PreventionTreatment)

Modelamr:HajimeMATSUMURA

2-7-20ClinicalUseandShor枕ermResultsofCollagenaseCIostridiumHistolyticumlnjectionfOr
Dupuytren'sContracture

SanshiroKAMHARAetal.……S291

2-7L21SurgicalResultsofDupuytren'sContracture
HidekiOKAMOTO〃αﾉ.……S292

2-7E220perativeResultsfOrDupuytren'sContracture-OpenPalmMethodandNon-openPalm
Method-

HiroyukiTANAKAetaJ．……S292

2-7b23PainControlbyHandlncubator
MichiroYAMAMOTO〃αﾉ.……S293

2-7L24TheUseofPressureTherapyto'IifeatHypertrophicScarringofUpperExtremity
NorioFUKUDA〃αﾉ.……S293

2-7L250SSCS(OrthopaedicSelectiveSpasticitycontrolSurgery)fOrSpasticPalsyinUpperExtremity

KenjiroNAKAMAeｵαJ､……S294

14:14～14:50Microsurgery
Moderamr:KazmmaSAWABE

2-7L26ClinicalFbllowshipinHandandMicrosurgeryintheUnitedStates:OverviewjSignificance
andRequirements

SanshiroKAWAHARAetaﾉ．……S294

2-7L27ProgressiveMicrosurgery'IrainingMethodwithaCockWingModel

'IbshiyaKUDO"αﾉ.……S295
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Prophylacticlymphatico-venousAnastmosisfOrljrmphedemaofUpperLimbs
MitsunagaNARUSHIMA〃αJ……．S295

EffectivenessofLymphaticovenularAnastomosisfOrlymphedemaoftheLimbs
MasatakaNOGUCHI〃αJ,……S296

８
９
２
２
私
私

２
２

15:00～15:54Amputation
Moderamr:KozolSHIKMA

2-7-30AnalysisofDistalPhalanxLossofFingertiplnjuryandLengthofNail
KaeKIKUCHIgtaJ.……S296

2-7-31AnlnvestigationofCompleteFingerAmputationSalvageonArterialAnastomosisAlone
'IbShihiroKITAYAMA〃αJ.……S297

2-7-32CurrentStatusofFingerReplantations:ClinicalResultsandFutureProblems
HironoriMATSUZAKI〃αJ.……S297

2-7L33RevisionalOperationsfOrCirculationDisordersofReplantedDigits
'IbshihiroKANDA〃αﾉ.……S298

2-7-34DistractionOsteogenesisfOrPhalangialBoneafter'IraumaticAamptation
NaOkiMAEGAWA〃αI．……S298

2-7L35AnalysisofUpperExtremity'naumaDuetoWorlerelatedAccidents
YukichiZENKE〃αl.……S299

15:54～16:300perativeMethodl:Artllroscopy
Moderamr:MasahiroTHTFRF

2-7L36ArthroscopicResectionofDistalScaphoidand'IEndonlnterpositionfOrIsolated

OsteoarthritisofScaphotrapeziotrapezoidJoint
RyullDAeオαﾉ．……S299

2-7L37TheOperationMethodoftheDistalRadiusFracturewiththeRonciHorizontal'nactionThble
SoMITSUYAeオαI.……S300

2-7L38DRUJArthroscopy

TbshiyasuNAKAMURA〃αﾉ．……S300

2-7-39Argorithminthe'Ii･eatmentofLateralHumeralCondyleFractureinChildrenusing
ArthroscoW

KoTEMPORINetαﾉ.……S301

16:30～17:150perativeMethod2:MIOS,Others
Moderamr:MasatakaNOGUCHI

2-7-40ArthrodesisoflnterphalangealJointwithHeadlessCompressiveScrew

-Minimumlnvasive'Ibchnique-
SenichilSHII〃αJ、……S301

2-7-41MinimallylnvasivePlateOsteosynthesisfOrFracturesoftheUpperExtremityinElderly
HidenoriKONDO〃αﾉ．……S302

2-7-42Arthrodesiswitha'Ii･ephinelliacBoneGrafting
KatsuroFURUMACHIeオαﾉ．……S302

2-7-43MalpositionoftheUlnarNerveAssociatedwithCubitusVarusandThree-dimensional
DefOrmityCorrectionbyusingllizarovExternalFixator

MitsuihikoTAKAHASHIerαﾉ….…S303

2-7-44Three-dimensionalCorrectiveOsteotomyofMalunitedFracturesofUpperExtremity

usingPrebendingPlatebesedonaComputerSimulationSystem
YukariTAKEYASU"αﾉ.……S303

Room8

9:00～9:36MuscleT℃ndon

Moderamr:MitSuhiroAOKI

2-8-1TheEffectofPlateletRichPlasmaontheHealingofFlexor'Ibndon:ABiomechanicalStudy
DaisukeSATO〃αﾉ．……S304
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2-8-2

2-8-3

2-8-4

CellProliferationEffectbylrradiationUsingXenonFlashLightin'IbnocytesDerivedRat
AchillesTbndonlnVitro

HaruhikoSATONAKA"αﾉ．……S304

TheEfficancyofNewPorousL-caprolactoneCopolymertoPreventAdhesion'Ibndonin
aRabbitModel

'IhkuyaSATOeオαﾉ.……S305

RemovalEffectivenessofFreeRadicalfOrlschemia-ReperfusionlnjuryonSkeletalMuscle
KazuichiroHORIgオαﾉ.……S305

9:36～10:30NerveEngineexing
Moderamr:SeiichiroOKAJIMA

2-8-5ExperimentalStudyonPeripheralNerveRegenerationwithTissue-engineeredNerve

ConduitusinglnducedPluripotentStemCell

'IakuyaUEMURA〃αI.……S306

2-8-61nvoIvementofp38MAPKinRegulatoryMechanismofNerveRegeneration
NaokiKATO〃αﾉ.……S306

2-8-7TherapeuticPotentialofexvivoExpandedCD133CellsfOrPeripheralNervelnjuries
ShinOOTSUBOetaﾉ.……S307

2-8-8ProteomeAnalysesofProteinLevelafterPeripheralNervelnjuryandRegeneration
GousukeOOKIetaI．……S307

2-8-9'Ii･ansplantationofEmbryonicNeuronsintoPeripheralNerveFbrmsFunctionalMotorUnits

ShigeruKURIMOTOeta！.……S308

2-8-10NoSignificantDifferencesinNerveRegenerationbetweenSingleandDoubleNerveGrafts

UsingTwoEnd-to-SideNerveRepairsinRats
NahokolWAKURAe＃αﾉ．……S308

10:30～11:15Nerve

Moderamr:TakeruARAI

2-8-111mpairedAxonalOutgrowthafterNerveRepairwith'IbnsionisAssociatedwithDecreased

ActivationofActivating'Ii･anscriptionFactor3andCaspase3
ChuanJunYI……S309

2-8-12Axonal-transportmediatedGene'nansductioninthelnteriorofRatBone
'IbshitakaOKABAYASHI〃αﾉ．……S310

2-8-13Cancellation

2-8-14

2-8-15

ElectrophysiologicalStudytoAccesstheMotorDominancelnnervationofLongHead

ofthe'RicepiiandExtensorDigitorumCommunisinPosteriorDivisionoftheBrachial
Plexus

WenJunLI……S311

SimultaneousGradualLengtheningofProximalandDistalNerveStumpsfOrRepairof

ChronicPeripheralNerveDefectinRats

YOshikoNAKAJIMA〃αI.……S312

13:20～14:14Tumor2

Moderamr:JunNISHIDA

2-8-16CaseStudyofGanglioninChildren
JunARATAeｵαﾉ.……S312

2-8-17HandandWristGangliainChildren
KeiSukeNAKAGAWAeraﾉ.……S313

2-8-18ClinicalFbatureofRecurredGanglion
KenichiKUMAZAWAetal.……S313

2-8-19TherapeuticOutcomeofSulgeryfOrGlomusTumorsintheHand
MasahikoTSUCHIYA〃αﾉ.……S314

2-8-20'Ii･eatmentofSubungualTumorsintheHand
MasahiroYONEDA〃αJ.……S314

2-8-21Malignant'IilmorsoftheHand

′InketsuguFmlBUCHI〃αJ.……S315
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14:14～15:08Tumor3

Moderamr:MasahiroYUKMA

2-8-22AnExperienceofExostosisintheDigitsofChildren
KaoriMIYAZAKI〃αﾉ．……S315

2-8-23'IY･eatmentfOrEnchondromaoftheDistalPhalanx

EUiOSAKAet@l.……S316

2-8-24'IreatmentOutcomeofCurettage,Bone'Ii･ansplantationofFingerEnchondroma
′IﾖkeoHORIgオαﾉ．……S316

2-8-25CorticoplastyfOrHandLesionsinOllier'sDisease
'IbuyoshiMURASE"αﾉ．……S317

2-8-26ThreeCasesofDigitalVeinThrombosis
KazufumiSANO〃αﾉ.……S317

2-8-27RadialHeadSubluxationCausedbyOsteoidOsteomaintheProximalUIna:ACaseReport
JihyeungKIMeｵαJ.……S318

15:18～16:12Fin"r,Others
Moderamr:KatsmmiTAKASF

2-8-28EvaluationoftheClinicalOutcomesfOrPatientswithValarPlateAvulsionFractureofPIP

Joints
HirokoMINE〃αﾉ．……S318

2-8-29'IrialofResectionofUInarSlipofFDS'IbndonfOrPIPOsteoarthritis
YuichiHIRASE〃αJ、……S319

2-8-30ANovelDesignofFunctionalSplintfOrBouchardNode
YOkoMIZUTANI〃αJ.……S319

2-8-31TheApplicationofGrassfiberCastSplintfOrlmmobilizationofaSingleFingerJoint
MasatoshiTAKAHARA〃αﾉ.……S320

2-8-32ManipulationfOrLockedMetacarpophalangealJoints
HiromichiJINeｵαJ､……S320

2-8-33EvaluationofXRaysfOrPhalangealRotationalDefOrmityandComplicationsofCorrective
Osteotomies

KenichiMURAKAMIetqj….…S321

16:12～17:06ReSearch,Others
Moderamr:SoichironUH

2-8-34ReconstructionofSubcutaneousTissuebyChitosan/MarineCollagenCompositeGel
SoichirolTOH〃αJ.……S321

2-8-35SuppressionofBoneFbrmationusingPhotocrosslinkableChitosanHydrogel
YOshifumiTSUDA〃αJ、……S322
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l-1-Pl-l

舟状骨骨折の分類と治療方針

StrategyfOrtheTreatmentofScaphoidFracture

○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】舟状骨骨折の分類はハーバート分類が用いられるが，治療方針に直接つながらない事に不満

があった．骨折からの期間に関係なく，骨折のレントゲン所見のみで分類し，治療方針を決めてい

るので報告する．

【方法】過去23年間に手術を行った,腰部のみの舟状骨骨折132例である．レントゲン所見で,線状型，

嚢胞型,硬化または転位型の3つに分類した．内固定材料は,97年までは36例にハーバートスクリユー

を，02年までは37例にAO3.0mmcannulatedスクリューを，それ以後は59例にアキュトラックスク

リューを用いた．

【成績】線状型は69例中68例（98.5％）でスクリュー固定のみで骨癒合が得られた．襄胞型はハーバー

トとAO3.0mmの時には，骨移植をしたり，しなかったりで，骨癒合は12例中9例(75%)であった．

しかし，アキュトラックを用いるようになり，骨移植なしにスクリュー固定のみで，20例中全例で

骨癒合が得られた．硬化・転位型では腸骨移植とスクリュー固定で，31例中28例（90.3％）に骨癒合

が得られた．骨癒合が得られなかった症例で，術後無症候性偽関節となったのが7例で，再手術にい

たったのはl例であった．襄胞型の中で，超音波骨折治療器を直後から用いた7例と，用いなかった6

例の癒合期間を比較すると，平均2.8か月と3.9か月でp値は0.07と有意差はなかったが，治療群が短

期間の傾向にあった．

【結論】襄胞型に固定力の強いアキュトラックスクリューを使用するようになり，腰部の骨折では癒

合率は向上した．超音波骨折治療器などの補助療法も有意義と考える．しかし，中枢型を加えると，

嚢胞型は26例中2例に癒合不全例があり，癒合率は92％となる．また新しいアキュトラック2スク

リューを用いると，かえって癒合期間が平均3.8か月と伸びる傾向にあり注意を要する．
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骨折部透瞭像を呈する舟状骨骨折の治療法

CysticChangeontheFracmreLineoftheScaphoidFracmre

○坂本相哲，土井一輝，服部泰典，荒川雄一郎，松尾卓見
小郡第一総合病院整形外科

【目的】受傷後一定期間経過した舟状骨骨折の治療法選択に難渋することが多い．今回，骨折部透瞭

像の形態を分析することで，適切な治療法の選択が可能か，自験例を検討した．

【方法】1996～2009年に加療した120例を対象とした．透瞭像を分析する目的で池田分類を元に細分

化し初診時X線を分類した．線状型52例,透瞭型(骨折部に透瞭像を呈し転位がなく硬化なし)25例，

転位型（線状か透瞭で転位あり)16例，硬化型（骨折線が硬化)27例であった．うち，透瞭型25例

に対する治療法は，スクリュー固定のみ16例，骨移植併用6例，保存例3例であった．

【結果】透瞭型25例は，スクリュー固定例，骨移植併用例，保存例全例に骨癒合が獲得できたスク

リュー固定例のうち5例は術前で骨移植予定だったが，術中に骨折部に異常可動性がなくスクリユー

固定のみに変更となった．各骨折型と受傷後期間との関連性は,透瞭型は主に3週～4ケ月にみられ，

8ヶ月以上は転位型と硬化型,1年以上経過例は全て硬化型であった．一方，新鮮例の線状型11例に

経過中に一時的に透瞭像が出現した．

【結論】舟状骨骨折のCT像で骨折部透瞭像を明確に診断することで，適切な治療法の選択が可能で

ある．透瞭像の病態は，受傷時の衝撃で生じた微小な骨壊死が吸収され骨新生が生じる過程で，レ

ントゲン上では透瞭像となり，骨新生に伴い蜂巣状陰影がみられると推察しており，骨癒合能が失

われている状態ではないと考えている．転位がなく透瞭像が髄内に限局する場合にはスクリユー固

定のみでよい.透瞭像内に蜂巣状陰影があれば骨癒合過程であり,保存的治療で骨癒合が獲得できる．

一方，転位を伴う例や透瞭像が髄内に限局せず皮質に及んでいる例では，滑膜の嵌入や骨折部の不

安定性により生じた吸収像であるので骨移植を必要とする．
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陳旧性舟状骨骨折に対する経皮的スクリュー固定術

PeI℃utaneousScIewRxationfOrChronicScaphoidFracmres

○井上五郎，申正樹，浅野研一

豊橋市民病院整形外科

【目的】1984年より舟状骨骨折に対してHerbertscrewsystemを導入したが,1987年より

転位の少ない急性舟状骨骨折に対して経皮的Screw固定術を考案し，早期の社会復帰を得ることが

できた．1997年からは陳旧性舟状骨骨折に対しても経皮的Screw固定術を試みるようになった．

これらの症例の結果とその適応について述べる．

【症例】12年間に行った症例は男性11例，女性3例の14例ある．手術時年齢は16歳から68

歳（平均29歳）であった．受傷から手術までの期間は60日から185日，平均85日間であっ

た受傷時5例はギプス固定を受けたが，9例は放置例であった骨折部位は中1/3が10例，遠位

1/3が4例で,X線所見は骨折部の硬化像が2例，骨折線の拡大3例，骨嚢包が9例であった手

術は入院・伝達麻酔下が5例，局麻下外来手術が9例であった．使用したScrewは5例がHerbert

screw,9例はDTJscrewであった術後は初期の4例に平均3週間のギプス固定を行ったが，

10例は外固定は行わなかった．術後経過観察期間は4ヶ月から18ヶ月，平均7.6ヶ月であった

【結果】13例で骨癒合が得られた．偽関節の1例は骨移植．K鋼線固定で最終的には骨癒合が得ら

れた．MayoWristScoreでは優ll例，良1例，可1例，不可l例であった

【結論】受傷後2ヶ月以上経過した舟状骨骨折でも骨吸収の少ない骨襄包変化骨吸収のない比較的

軽い骨硬化像を呈するものは経皮的Screw固定術の適応と考える．
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舟状骨偽関節と遷延治癒一手関節鏡による治療戦略一

ScaphoidNonUmonandDelayedUmon-ArthroscopicDiagnosis-

○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】放置された舟状骨骨折が遷延治癒や偽関節となり,X線所見上鑑別が困難な症例の治療に際

し，骨移植を加えるか否かについて判断に迷う事が少なくない．今回我々は，この様な症例に対し

手関節鏡を行い骨折の状態を鏡視下に評価し，骨移植の有無を決定した症例について検討を加えた

ので報告する．

【対象と方法】X線所見で偽関節か遷延治癒の鑑別が困難だった舟状骨骨折に対し，手関節鏡を施行

後に手術を行った13例を対象とした．手術時年齢は平均25.5歳，受傷から手術までの期間は平均8か

月で，鏡視後にスクリューによる固定術を行った．これらの症例の鏡視所見を検討し，さらに,X

線所見や手術までの期間との関連，骨癒合の時期などを調査した．

【結果】骨折部を確認する際には，充分なシェービングとプロービングを行う事に留意し鏡視を行っ

た．全例，骨折部に軟部組織の何らかの陥入が見られ，異常可動性を8例に認めたこの8例には骨

移植を追加したが,3例は鏡視下に行った．それ以外は小皮切によるスクリュー固定のみ行っている．

またX線所見で，不顕性癒合の特徴的な所見である蜂巣状陰影が5例に見られたが,1例は異常可動

性を認める症例であった．最終的に全例で骨癒合を確認した

【考察】最近，襄胞状変化をきたした舟状骨骨折に対し骨移植は必要ないとの報告も散見されるが，

X線所見のみで骨折を評価し術式を決定する事は危険であり，自家骨移植は正しく判断されるべき

である．鑑別が困難な本疾患に対する我々の治療方針としては，まず関節鏡視を行い，異常可動性

がない場合，小皮切でのスクリュー固定で対応できるが，異常可動性を認めた場合は骨移植を追加

すべきであると考えている．骨移植の必要性を決める上で関節鏡はきわめて有用である．
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舟状骨近位端偽関節に対する非血管柄付き骨移植術と
Herbertscrew固定術の成績

Non-vascularizedBoneGraftwithHerbertScrewRxationfOrProximalPoleScaphoidNonumon

○松木寛之1，石川淳一2，三浪明男3，加藤博之1，内山茂晴』
Ⅱ信州大学整形外科，2ていね整形外科リハビリクリニック，3北海道大学整形外科

【目的】舟状骨近位端偽関節に対する非血管柄付き骨移植,Herbertscrew固定術の骨癒合率は61-

92％と報告されている．一方，近年では舟状骨近位端偽関節に対し血管柄付き骨移植術も行なわれ

ておりその骨癒合率は60-100％と報告されている．演者らは舟状骨近位端骨折偽関節に対し，通常

の非血管柄付き腸骨移植とHerbert型のScrewを用いた固定術を行い良好な結果を得てきた．演者

らの成績を示し本症に対する治療方法を検討する．

【対象と方法】1996年から2009年の間に演者らが治療したll例を対象とした．手術時年齢は12～26

(平均20.3）歳であった．受傷から手術までの期間は5～48カ月（平均12.4カ月）であった．骨折高

位別の内訳は,Schernberg分類で最も近位のTypelが4例，その遠位のTypellが7例であった．

術前MRI評価は7例に対して行った近位端骨片がTlにてlowintensity,T2にてnormalintensity

を呈する症例は6例,T1,T2ともにlowintensityを呈する症例は1例であった．遠位骨片がT1,

T2ともにlowintensityを呈する症例はなかった移植骨は少なくとも一側に皮質骨のあるブロッ

ク状の自家腸骨を用いたmodifiedMayowristscoreは術前65～85(平均76.4)点であった．術後

観察期間は12～76カ月（平均21.5ヵ月）であった．

【結果】骨癒合は全例で認めた．骨癒合期間は12～24（平均17.7)であった.modifiedMayowrist

scoreは術後80～100(平均91.8)点であった．術後単純X線像にて，近位端骨片の硬化像を1例に

認めた．

【考察】非血管柄付き腸骨移植とHerbert型のScrewを用いた固定術の骨癒合率は100%であった．

演者らは舟状骨近位端偽関節に対してはHerbert型のScrewによる強固な内固定が最も重要で，遠

位骨片の血流が不良でなければ非血管柄付き腸骨移植で骨癒合が十分可能と考えている．
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成績

-Zaidemberg法とMakino法の比較
TTeatmentofScaphoidNonunionwithVascularizedBoneGraft

-ComparisonbetweenZaidembergIsMethodandMakinoIsMethod

○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
1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

【目的】血管柄付き骨移植術は,難治性の舟状骨偽関節に対する治療に関して有用な手術手技である．

その手術方法として，僥骨遠位背側から採取するZaidemberg法(Z法）と，第2中手骨基部背側か

ら採取するMakmo法(M法）が主に行われてきたが，我々は両法を行ってきた．これまでに両法

を比較した報告はなく，今回我々 はretrospectiveに両法を比較検討した．

【対象と方法】2001年以降当科で舟状骨偽関節に対して血管柄付き骨移植術を行った，49例50手を対

象とした.Z法:M法が29:21手で，男性4:20例，女性5:1例で，右18:9例，左9:12例，両側1:0例で，平

均年齢は31.6:37.3歳，術後経過観察期間は16.7:11．1ヶ月であった外傷から手術までの期間は3ケ月

から約50年で,1年以内が13:11手,1～5年が4:5,5年以上が12:5手であった．偽関節の部位では，近

位10:5手，中央部17:12手，遠位2:4手であった．舟状骨の手術の既往があったものは4:6手であった．

いわゆる難治性の偽関節例（受傷後5年以上，近位部例，再手術例,MRIでT1/T2ともにlow)は

26:15手であった．移植骨片の設置で，掌側に回したのが6:4手であった．Screwを挿入（残存）した

ものは13:21手で,k-wireのみの固定は16:0手であった．

【結果】Z群:M群で，骨癒合は27:18手に得られた．骨癒合が得られなかった症例は全て，難治性の

偽関節例であった.Cooneyの評価は平均83.0:85:0pomtであった．背屈はM法の方が勝っていた

【考察】両法ともに，舟状骨偽関節に対して有用であった．長い血管茎の挙上はM法の方が容易で

あるが，移植骨の採取（細工や量）はZ法の方が容易であった．骨欠損が少ない症例はM法で十分

であったが，難治性に多く見られるhumpback変形が強く，骨欠損の大きい症例では，大きな移植

骨片を掌側まで回す方が望ましく，どちらの方法にも難点が残った．
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難治性舟状骨偽関節に対する有茎榛骨移植術一困ったときの一手

VascularizedBoneGaftfbrtheScaphoidNonuion-TheAltemativetobeTmubled

○砂川融1，鈴木修身2，中島祐子2，四宮陸雄2，越智光夫2
】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

【はじめに】舟状骨偽関節例の内，中枢骨片に壊死や分節化があると通常の骨移植・内固定では骨癒

合を得るのが困難な場合があり，当科ではこのような症例に対し有茎僥骨移植術を行い良好な結果

を得ているので報告する．

【対象と方法】本法を行ったのは7例で，年齢は23～47歳，5例が7年以上放置例で，2例は新鮮骨折

に対する内固定術後偽関節であった放置例中2例は中枢1/3偽関節,3例は腰部偽関節で，術前し線，

MⅢ，術中所見で中枢骨片の壊死が疑われ，1例は中枢骨片内の襄包状変化が著明であった．術前し

線上榛骨舟状関節に関節症性変化を2例に認めた．術後偽関節の内l例は再手術時初回刺入Screw周

囲に広範囲の骨吸収があり，掻爬後卵殻状となったために，もうl例は術中に中枢骨片に初回手術時

に挿入されたScrewに沿った縦割れと象牙様変化を認めたために本法を行った．手術は背側侵入で

偽関節部を展開,掻爬し,Zaidenbergの方法に準じ血管柄付き骨を挙上し偽関節部にinlay移植した．

腰部例5例にScrew固定を，中枢1/3偽関節例にはK-wire固定を行い，襄包状変化が著明であった1

例では舟状骨の長さを回復するために腸骨移植を併用した．術後は約6週間のギプス固定を行った

【結果】し線上術後2～3カ月の時点で1例を除き骨癒合を確認した．骨癒合の得られた6例では術前

の瘻痛は軽快し,Cooneyの評価基準ではgood4例,fair3例で可動域制限が残存する傾向にあり，

中枢1/3偽関節で骨癒合が得られず術前からOAを認めた例ではOAの進行と瘤痛が残存した．

【結語】有茎僥骨移植術は，中枢骨片の壊死や分節化があり難治性と考えられる偽関節症例や，思わ

ぬ術中所見に対する困った時の一手として有用な方法で，いつでも可能なように準備する必要があ

るが，長期放置中枢1/3偽関節では骨癒合が得られない場合がある．
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キーンベツク病に対する檮骨遠位でのcoredecompressionの治療成績
CmmcalResultsofCoreDecompressionoftheDistalRadius

fOrtheTreatmentofKienb6ckIsDisease

○岡田充弘'，大井宏之2，高松聖仁'，上村卓也'，中村博亮］

'大阪市立大学医学研究科整形外科学教室，2聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージヤリーセンター

【目的】2001年にキーンベック病に対する治療法として,IllarramendiらによりRadiusandUlna

MetaphysealCoredecompressionが報告された．骨切り術や血管柄付き骨移植などと比較しその方

法は，僥骨および尺骨を開窓し海綿骨をcurettageするだけという単純なものである．我々はこの

方法を経時的に画像および臨床症状を追試したのでその結果を報告する．

【方法】症例は13例（男性9例，女性4例）で，手術時平均年齢40.5歳(17-74歳）であった術前の

Lichtman分類はstage2が4例,3aが5例,3bが4例であった.UInarvarianceはnullが7例,plusが

1例,mmusが5例であった．手術はcoredecompressionのみを行ったもの11例，背側4,5区画内動

静脈を血管柄とする骨移植を採取した後にcoredecompressionを行ったものが2例であった．全例

に仮STTまたはSC固定術を併用した．また,ulnarvarianceにおけるlevehng手術は行っていない．

【結果】痙痛は消失7例，軽減2例，不変1例であった．術後経過が短く評価できていないものが3例で

あった.X線でcarpalheightratioは術前0.51から経過観察時0.49,Stahl'sindexは術前35.0から経過

観察時35.2となった.MRI画像においてcoredecompressionのみを行った症例では，術前と比較し

明らかな変化を認めなかった．

【考察】今回我々 の結果は短期成績であるが,coredecompressionで瘻痛の軽減が得られ，月状骨の

圧潰が進行していないことが示唆された．しかし一方でMRI画像上変化は認められなかった今後，

MRI画像における改善がキーンベック病の治療において必要不可欠なものであるかどうか引き続き

経過観察が必要であると思われる．
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キーンベック病に対する骨髄血移植・低出力超音波・

創外固定併用療法の中期成績
AMid-termResultoftheTreatmentofKienbock'sDiseasewithBoneMarrowTransfusion,

Low-intensityPulsedUltrasoundTherapy,andExternalFixationCombinedMethod

○小川健1'2,西浦康正2,原友紀2,田中利和1,落合直之2
Ⅲキッコーマン総合病院整形外科，2筑波大学大学院整形外科

【はじめに】我々 はLichtman分類Stage2．3のキーンベック病に対し，骨髄血移植・低出力超音波

(LIPUS)･創外固定を併用する治療を行い，比較的良好な短期成績を報告してきた本発表では最

長10年の中期成績を報告する．

【対象と方法】症例は18例（男10例，女8例),手術時年齢は16-68歳（平均44.9歳),経過観察期間は

52-125ケ月（平均77ケ月）であった．術前単純X線はStage2が4例,3aが11例,3bが3例であった．

移植骨髄血は創外固定の際に僥骨より2ml程採取し，濃縮等の操作を加えず，月状骨に背側より開

けた直径2mmの骨孔(3箇所）に注入移植した.LIPUSは術後4週から最低4ケ月間行い，創外固定

は術後8週間で抜去した．治療成績は中村の治療成績判定基準とMRIで評価した．

【結果】手関節痛・握力は全例で改善し，可動域は15例で改善を認めた．治療成績は,excellent2例，

goodl3例,fair3例,poorO例であった．単純X線では10例に月状骨の軽度圧潰を認めたが，大き

く圧潰が進んだ症例はなかった.MRIにおいて12例で脂肪髄の回復を認めた．

【考察】我々は，家兎壊死骨を用いた骨髄血移植実験において，周囲が軟骨あるいは皮質骨に囲まれ

た壊死骨にも骨新生が起こることを報告した(T.Ogawa.JOS,15-3,2010).実験では，壊死骨は骨再生

に伴い8～12週間で軟化を認めるも，20週でもその形態を維持していた．骨再生は臨床例でも起こっ

ているものと考えられる．創外固定期間やLIPUSの使用時期については，なお検討を要する．

【結語】本治療法は簡便で低侵襲であり，既存の手術法に劣らない良好な術後中期成績であった．
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Stage3,4のキーンベツク病に対する骨釘移植術
一手術後5年以上経過例の中期成績一

TheMidtermResultsofBonePegTransplanttoKienb6ckDiseaseatStage3and4

○池上博泰'，堀内行雄2，中村俊康'，佐藤和毅1，戸山芳昭】
Ⅱ慶應義塾大学医学部整形外科学教室，2川崎市立川崎病院整形外科

【目的】1997年以降,stage3,4の進行したキーンベック病に対して,骨釘移植による治療を行っている．

今回，この手術後5年以上経過した中期成績について報告する．

【対象および方法】Stage3以上のキーンベク病に骨釘移植を行った31例のうち，術後5年以上経過観

察可能であった25例を対象とした手術時年齢は17-59歳（平均29),術後観察期間は,60-141か月（平

均86）である．手術は，僥骨短縮術後，分節化した月状骨に骨釘を用いて骨接合術を行った例が5例，

さらに術後に創外固定器を6-12週間装着した例が20例である．骨釘は僥骨あるいは尺骨から採骨して

いる．治療成績を,Lichtmanの関節機能の評価,Dornanの作業能力の評価およびX線,Mmを

用いて評価した

【結果】術後に職を変えたものはなかった原職復帰までの期間は11-24週で，手関節可動域，握力は

21例で改善が認められた.Lichtmanの評価では,satisfactory23例,unsatisfactory2例で,Dornan

の評価ではexcellentl8例,good7例であった．術後にcarpalheightratioが著明に改善した例が15

例あった.MRIの月状骨輝度変化の改善には，長期間が必要であった．術後5年以上経過して周囲の

手根骨と同じ輝度に戻ったのは14例であった．

【考察】進行したキーンベック病で月状骨が分節化しているような例では，血管柄付き骨移植術で用

いる海綿骨はその強度が必ずしも十分ではなく，再度の圧壊を生じる可能性がある．一方，今回用

いた骨釘の強度および術後の創外固定装着では，再度の圧壊が生じにくい．また骨釘は，分節化し

ている月状骨の骨接合材料としても有用である．MRI上での改善にはX線上よりも長期間を要した

が，半数以上の例で月状骨の輝度変化は改善していた．術後5年以上経過観察した結果から，骨釘移

植術の中期成績は十分満足のいくものであった
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キーンベック病の病態評価と治療法の選択

一檮骨骨切り術と月状骨血管柄付き骨移植術の合併手術一
EvaluationofKienb6ckIsDiseaseandSelectionofTIBatmentMethod

-CombinedProcedureofRadialOsteotomyandVascularizedBoneGrafttotheLunate-

○中尾悦宏，中村蓼吾，西塚 隆 伸 ， 高 橋 明 子

中日病院名古屋手の外科センター

【はじめに】キーンベック病は，病態病勢に応じて各種ある治療法より適切な治療法を選択しなく

てはならない．われわれが重視するのは，理学所見，性別，年齢，職業に加え，発病からの期間，

単純X線像,MRI,CT所見である.MRIでは月状骨の骨質評価に加え，手関節滑膜炎の程度を評

価し病勢の把握に努める.CT矢状面冠状面MPR像では，月状骨の分節化や骨脆弱部位が詳細に

描出される．これらを総合的に評価し治療方針を選択する．今回は僥骨骨切り術と月状骨への血管

柄付き骨移植術の同時施行例について，術式の紹介，臨床成績画像所見を報告する．

【対象と方法】病態が進行しつつあり月状骨の圧潰，分節化が存在あるいは予測されるが，月状骨の

救済が可能と判断した症例を本手術の適応とした．2000年以降19手に施行し,男14女5,17～59歳(平

均37歳)，右14左5,術前のLichtman分類はstagell:1,IIIa:9,IIIb:9であった.CT-MPR像は，骨

移植の部位，移植骨量の決定に有用であった．経過観察期間は平均32ケ月であった．

【結果】手関節痛は全手で軽減し68％の症例で消失した．健側比可動域は，背屈術前64％から術後

78％,掌屈50％から74％,握力は55％から84％へ改善したcarpalheightratioは,術前0.52,調査時0.51

であったMRIにて1年から2年でT2WIのみならずTlWIにて周囲手根骨と同輝度まで回復する症

例を多く認め，骨切り術単独例より早期に改善する傾向を認めた

【考察】病態を詳細に評価し，月状骨の救済が可能で手根配列の維持が可能な症例には積極的に本法

を施行した．月状骨への力学的負荷の軽減を目的とする僥骨骨切り術に加え，骨質の改善や脆弱部

の直接的修復が可能な血管柄付き骨移植を施行し，良好な成績を得た速やかに月状骨は修復され，

良好な手関節機能を再獲得できる手術法と考えている．
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檮骨遠位端からの有茎血管柄付き骨移植術と

仮STT固定術によるキーンベック病の治療

TIeatmentofKienb6ckDiseaseusmgthel,2-intercompartmental

SupraretinacularArtteryPedicledVascularizedBoneGraft

○矢島弘嗣1，河村健二l,面川庄平2,小畠康宣2,村田景_2

】市立奈良病院四肢外傷センター，2奈良県立医科大学整形外科

【目的】われわれは虚血に陥った月状骨に血管束を移植することによって，積極的に月状骨の再血行

を促進させるという目的でキーンベック病に対する治療を行ってきた．1990年代になって種々の有

茎血管柄付き骨移植術が手根骨の偽関節や壊死に適応されるようになり，われわれも血管束移植術

から血管柄付き骨移植術へと手術方法の変更を行った．われわれはZaidembergらが舟状骨への血

管柄付き骨移植術として報告した方法(1,2-mtercompartmentalsupraretmaculararteryを血管柄

とする方法）を一部改良して，本疾患に対して応用しているので，動画を用いた手術手技の詳細な

らびにその治療成績について報告する．

【症例】1999年以降24例のキーンベック病に対して本法を行い，術後1年以上経過観察し得た21例を

対象とした．男性は14例，女性は7例で，手術時年齢は19歳から70歳，平均35歳であった.Lichtman

分類ではstagellが3例,IIIaが8例,IIIbが10例であった．レントゲンでは13例に分節化を認め，

ulnammusvariantが6例,nunvariantが14例,plusvariantがl例であった

【結果】経過観察期間は平均35ヵ月であった．仮固定用のK鋼線は平均9.2週で抜釘した．瘻痛は16

例で消失，5例で軽減した手関節掌背屈域は術前平均93度から105度に改善し，握力は術前健側比

55％から術後88％に回復した．最終観察時のMayowristscoreはexcellent6例,good4例,fairll

例であったレントゲン計測では，術前のCHRO.493から術後0.502に改善を認めた

【結論】僥骨遠位端からの血管柄付き骨移植術は，血管束移植術に比べて骨の改変が早く，移植骨そ

のものにも強度があり，そして骨折している月状骨の骨癒合が期待できるなどの利点を有し,stage

IIおよびIIIのキーンベック病に対してよい適応があると考えられた．
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高齢者キーンベック病の治療法の選択
TreatmentofKienbockIsDiseaseinElderlyPatients

○谷口泰徳，下江隆司，辻本修平，山中学，北野岳史
和歌山県立医科大学医学部整形外科

【目的】キーンベック病では，若年者，青壮年者そして高齢者で病態，予後は異なるため,X線病期

分類に応じて治療法は選択できない．今回我々は，高齢者におけるキーンベック病の治療法の選択

について報告する．

【対象】初診時年齢が60歳以上で，1年以上追跡した24症例25手関節を対象とした男8例8手関節

女16例17手関節,初診時年齢は61歳～77歳,平均67.5歳であった．追跡調査期間は1年から9年10ケ月，

平均5年6ヶ月であった．症例の治療法は，腱球置換術7手関節，月状骨摘出術3手関節保存的治療

15手関節であった．

【方法】X線所見として,初診時のLichtman病期,ulnarvriance,初診時と追跡調査時のCHR(carpal

heightratio)を調査した．臨床成績をDornanの判定基準で優，良，可，不可の4段階に評価した．

【結果】(1)初診時病期は,stagellが3手関節そしてstagellla,stagelllbがそれぞれ6手関節，

stageⅣが10手関節であった(2)Zerovarianceが14手関節,plusvarianceが9手関節であった．

Minusvarianceは2手関節のみで,mi皿svarianceは少ない傾向を示した.(3)CHRは，初診時が平

均0.48,今回の調査時は平均0.45であり，初診時に比較し追跡調査時有意に低下していた.(4)治療成

績は，優18手関節，良7手関節であり，可及び不可の症例は無く，全例良好であった．腱球置換術例

の成績は，保存的治療例よりも良好である傾向が見られた．

【考察】高齢者キーンベック病では，腱球置換術，保存的治療後も手根骨の圧潰，関節症変化は進行

していたが，臨床成績は良好であった．高齢者では若年者と異なり血管柄付き骨移植，僥骨短縮骨

切り術,STT関節固定術を行っても月状骨壊死の回復圧潰の改善は期待できない．高齢者では，

確実で早期の除痛を希望する症例に腱球置換術が選択される．
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鏡視下掻爬術：手指の内軟骨腫に対する最小侵襄手術
EndoscopicCurettage:

MinmallylnvasiveOrthopaedicSurgeryfbrtheTreatmentofEnchondromaintheHand

○関谷勇人，小林正明，岡本秀貴，大塚隆信
名古屋市立大学整形外科

【目的】我々 は手指の内軟骨腫の手術に関節鏡を応用した最小侵襲手術を試みてきた．今回は，手術

方法を紹介し，治療成績問題点などについて報告する．

【方法】当院で鏡視下掻爬術を実施した手指の単発性内軟骨腫100例のうち，術後経過を1年以上観察

しえた69例（男性21例，女性48例）について，術後の骨修復や手術合併症などについて検討した

手術時年齢は11歳から79歳（平均36.5歳）で，術後経過期間は平均41.0カ月であった．2か所に作製

した骨孔から関節鏡の外套管と小鋭匙で骨髄腔内を盲目的に掻爬し，得られた組織を病理検査に提

出した．骨髄腔内に生食水を流入させると腫瘍の砕片が骨孔から排出されるので，十分洗浄した後

に直径l.5Inmの関節鏡で鏡視しながら残存する腫瘍を小鋭匙と電動シェーバーで掻爬した腫瘍が

広範囲に存在する場合はポータルを追加した．骨移植は施行しなかった．術後はl～3日間圧迫包帯

し，7日目に抜糸した

【成績】腫瘍掻爬部の骨形成は良好で，術後平均2.2か月の早期から新生骨の形成を認め，罹患部のリ

モデリングも術後平均3.5か月で観察きれた．手の機能は術後速やかに回復し，特別なリハビリテー

シヨンは必要なかった7例で術後骨折を認めたが臨床症状は軽微な例が多く，3例は放置，3例は隣

接指との絆創膏固定で治療した腫瘍の再発は2例に認め，再手術を行なった．

【結論】本法には，病巣の拡大像が得られる，死角のない視野が得られる，骨皮質の開窓を最小にで

きる，手術艤痕が目立たない，術後早期から社会復帰できるなど多くの利点がある．良好な骨修復

と早期の機能回復が得られたことから，本法は手指の内軟骨腫に対する最小侵襲手術として推奨で

きる方法である．
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内視鏡を利用したばね指手術の有用性

EndoscopicTendonShethReleasefOrTriggerFingerandThumb

仲 尾 保 志

元赤坂診療所

【目的】手指の狭窄性腱鞘炎に行われる腱鞘切開手術は，外来レベルで行われる侵襲の少ない手術と

されるが，創の癒合に時間を要し圧痛が長引くなど，思いのほか長期の不便を訴える患者が少なく

なかった．今回，内視鏡による腱鞘切開手術の成績を調査し，その有用性を検討した．

【対象と方法】対象は1194例（女788例男406例)1683指，手術時年齢は平均55.6歳で，罹患指は母指

337示指187中指654環指412小指93指であった．弾発現象は1348指,Alpulleyの圧痛は1193指，ロッ

キング現象は687指に認め，基礎疾患は糖尿病が516例にあった．手術は,Alpulleyの前後2カ所に

約2～2.5mm幅の極小皮切を加え,side-windowを有する専用cannulaを腱の直上に挿入して行った．

30.斜視内視鏡で狭窄状況を観察しながら，フック型メスで腱鞘を切開し，絞拒が開放され屈筋腱が

スムーズに滑走する様子を確認した．術後の創には抗生剤パウダーで処置して圧迫ドレッシングを

行い（2007年～)，皮層縫合は行わなかった．

【結果】術後，弾発・ロッキング現象は全例で消失し，自発痛はほとんどなく翌日より単純作業は可

能であり，創が乾燥閉鎖した2～5日（平均3.7日：2007年～の統計）以降は水仕事も許可した．神経

や血管腱損傷などの合併症は認めなかった．指屈伸時のひっかかり感が残り直視下再手術に至っ

た5指は，いずれも糖尿病で腱周囲滑膜の増生が著しかった．3例5指では，術後3カ月～3年でばね

指現象が再発し注射で制御できなかったため，再手術を行った

【考察】本法は，皮層・皮下組織への侵襲が著しく小さいため，術後の瘻痛，腫脹がほとんどなく，

直視下法よりはるかに短い待機期間でADLへの復帰が可能であった．特に多数指発症例や創の癒合

不全を生じやすい糖尿病患者では,MIOSとしてのメリットは大きかった
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中手骨骨折に対する経皮的K-wire横止め法による最小侵襄手術
MimmallyhvasiveSurgeryofMetacaIpalFracmres

usmgPercutaneousTransverseRxationwithKirschnerWires

○瀧上秀威1,坂野裕昭1,勝村哲1,石井耕士2,齋藤知行3
1平塚共済病院整形外科手の外科センター，2藤沢市民病院整形外科，3横浜市立大学整形外科

【目的】中手骨頚部・基部骨折の手術療法として，髄内固定法，経皮的ピンニング,lowprofileplate
固定法，創外固定法などの報告がある．当施設では創外固定法の経験より，隣接中手骨を創外固定

器本体とみたて骨折部の中枢・末梢側から隣接中手骨へKirscmerwire(以下K-wire)を刺入して

固定する経皮的K-wire横止め法を施行してきた．今回，その整復法と固定法の詳細後療法，術後

成績について報告する．

【対象と方法】本法を施行した14例16骨折（中指l骨折，環指2骨折，小指13骨折）のうち，第5中手

骨頚部骨折12例12指について検討を行った年齢は平均30.3歳(15～61),手術までの待機日数は

平均7日（1～14)，調査期間は平均9.7週（7～16）であった検討項目はMP関節可動域,Total

activefiexion(以下TAF),手術時間，合併症を評価した．手術方法は麻酔下に患指を牽引し近位

骨片を背側から掌側方向へ押し込み整復し，近位骨片にl.2mmK-wireを第5から第4中手骨へ骨軸

に直交するように刺入した．次に遠位骨片へ1.2mmK-wireを側副靭帯への干渉を回避するように注

意し同様に刺入し，回旋防止目的にもう1本の1.0mmK-wireを追加した．後療法は外固定なしに術

翌日から自動可動域訓練開始，術後4週でK-wireを抜去，握力増強訓練を開始した．

【結果】全例で骨癒合が得られた可動域はMP関節屈曲平均87.5｡,伸展平均0｡,TAF平均258.と

良好な結果であった．手術時間は平均25.4分，合併症はK-wire刺入部の感染を2例に認めたが抗生剤

の投与で軽快した．

【結論】K-wire横止め法は簡単な手技で手術侵襲も少なく有用な方法と考えられた．
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手の外科領域の骨折に対するMIOSについて一MISFを中心に一

MimmallylnvasiveSc1℃wFixationfbrFracmresoftheUPperExtrenty

○今谷潤也，近藤秀則，中道亮，竹下歩，川上幸雄
岡山済生会総合病院整形外科

【はじめに】手の外科領域の骨接合術においては，手術侵襲をいかに少なくできるかが術後の良好

な機能回復のために特に重要となる．当科では2006年より軟部組織をはじめとする周辺組織への手

術侵襲を最小限とする目的で,lowpromeな小骨用スクリューを用いた最小侵襲スクリュー固定法

(MmimallylnvasiveScrewFixation,MISF,JMIOS2009など）を考案し，臨床応用してきた．今回，

この最小侵襲手術(MIOS)の術後成績を検討したので，若干の考察を加えて報告する．

【対象】対象は当科で手指骨折に対しMISFを行った症例27例である．内訳は骨性マレット骨折が20

例21指で，そのほか基節骨骨折5例5指，中節骨骨折2例2指であった．年齢は平均28才(11才か

ら68才）であった．（手術方法）イメージ下に骨折部を展開することなく経皮的な手技で骨片の整復

を行う．十分な整復位が得られたら，これを維持する目的でKwireやextensionblockpinなどで

仮固定する．次に約2mmの極小皮切を加え，同皮切から1.0mmKwireを刺入する．最後にこれを

Stryker社製Leibmgerscrew1.2mmなどにconversionさせて，ラグスクリューとして内固定する．

【結果】骨性槌指20例21指の最終成績がCrawfbrdの評価法で優11指，良8指，可2指で,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．その他の骨折においてはPIP関節の可動域

は屈曲が平均92.,伸展が平均-8.であった．

【考察】手の外科領域の各種骨折に対するMISFの治療成績は短期少数ではあるが良好であった．本

法は骨折の部位や骨折型など適応の限界もあるが，今後，専用手術機材等を開発することでより低

侵襲で有効な手術方法となりうる．また現時点での手の外科領域の骨折におけるMIOSの問題点や

適応の限界について述べたい．
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有鉤骨鉤骨折に対する背側進入螺子固定
一ガイドピンの至適刺入方向の決定一

ScIewRxationoftheHamateHookFracturefromDorsalApproach

-DecisionoftheAppropriateDirectionoftheGuideWire-

○白井久也1，杉本裕宣1，渡辺千聡2，植田直樹2，廣藤真司3
1美杉会佐藤病院整形外科，2大阪医科大学整形外科，3畷生会脳神経外科病院整形外科

【目的】有鉤骨鉤骨折に対する手術療法として，骨接合術は展開，接合方法が難しいため通常は治療

成績が安定し,社会復帰も早い骨片摘出術が行われる．近年,手関節背側の小切開から中空スクリュー

を刺入して骨接合する方法が試みられている．本法はX線イメージで有鉤骨体部と円状に写る鉤部

の陰影を合致させることが必須であるが，手部のポジションや陰影の合致状態をどのようにするの

が最適かは明らかでない．今回，屍体標本を使った基礎実験と本法の臨床成績を検討したので報告

する．

【対象と方法】手関節部の屍体標本3肢に対して，イメージ下と直視下に，有鉤骨体部背側からと鉤

部掌側からK-wireを刺入し，手関節の位置とX線像との関係を調べた．臨床では有鉤骨鉤基部骨折

3例（年齢18-53歳）に対して背側からスクリュー固定(Acutrakmini2例,HBSl例）を行った．

術後CTでスクリュー位置を評価し，術中イメージ像と比較検討した．また，骨癒合期間握力な

どの臨床成績を調査した（調査期間：14-15カ月)．

【結果】基礎実験からは有鉤骨体部の尺側遠位部に鉤部の円陰影を合致させてこの円陰影の中央に

K-wireを垂直に刺入するのが，至適位置であった．この時，手関節は正面像から約20度掌屈，回内

位にすると理想的イメージ像が得られていた．臨床では3例ともスクリュー先端はギオン管寄りに刺

入されていた．3例とも4-8カ月で骨癒合したが，1例は遷延化してセーフス治療を要した．調査時，

3例とも瘻痛なく，握力は健側比93％となり，スポーツに復帰していた．

【考察】背側から最小侵襲で有鉤骨鉤骨折を圧迫固定できる本法は有用であり，骨接合術の適応を拡

大してよいと考える．この際，イメージ下で鉤部の円陰影を体部の尺側，遠位寄りに調整してガイ

ドピンを刺入すると至適位置にスクリューを挿入できる．
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肘部管症候群に対するMIOSの検討

MinimallyhvasiveOrthopaedicSmgeryfbrCubitalTumelSyndrome

○児玉成人'，上羽宏明'，今井晋二1，松末吉隆'，佐々木英幸2
Ⅱ滋賀医科大学整形外科，2近江草津徳洲会病院整形外科

【目的】2008年より我々は肘部管症候群に対し，最小侵襲という観点から局所麻酔下に小切開を用い

て皮下前方移行またはKmg変法を行っている．今回その治療成績について検討したので報告する．

【対象・方法】対象は2008年以降，肘部管症候群に対し当科で手術を行い，1年以上経過観察が可能

であった22例24肘である．男性17例，女性5例，年齢は平均58.7歳であった．病期は赤堀分類で,2期

4肘,3期ll肘,4期4肘,5期5肘であった術式は従来の皮下前方移行またはKing変法で，ターニケッ

トは使用せず,1%エピネフリン入りキシロカイン麻酔下に4～7cmの皮切を行い，上腕深筋膜に達

したらできるだけ近位で尺骨神経と上腕深筋膜の間に25G針にて1%キシロカイン約5ccを注入した

(尺骨神経ブロックした)．術後評価は赤堀の評価を用い，それ以前に施行した従来の皮下移行術12

例を対照群として，術後成績，手術時間について比較検討を行った．

【結果】赤堀の評価では優6肘，良10肘，可7肘，不可1肘であり，1例を除いて術後症状の改善が認め

られた．手術時間は対照群で平均81分，本法では皮下前方移行で平均52分,Kmg変法で平均40分で

あり有意に手術時間が短縮した．麻酔については最初の7例は皮切の局所麻酔のみで，うち3例にお

いて術中痛みを訴えたため,それ以降は尺骨神経ブロックを加え,全例痛みなく手術が可能であった．

【考察】肘部管症候群の手術は近年，小皮切による局所麻酔下でのsimpledecompressionや鏡視下

手術の報告が散見される．しかしsimpledecompressionはすべてに適応できるわけではなく，鏡視

下手術もまだ一般的ではない．本法は従来の肘部管症候群の手術を小皮切と局所麻酔で行える点か

ら患者に対しての侵襲が少なく，また適応範囲も広く非常に有用であった．
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腕神経叢損傷に対する胸腔鏡下手術一胸腔鏡補助下肋間神経移行術－

ThoracoscopicSurgeryfbrBrachialPlexuslnjury;

Thoracoscope-Assistedlntel℃ostalNerveTransfer

○三上容司1，山本真一1，田尻康人2，川野健一3，原由紀則4
』横浜労災病院整形外科，2都立広尾病院，3せんぽ東京高輪病院，4旭中央病院

【はじめに】我々は2005年以降，新たな術式として胸腔鏡下に肋間神経剥離を行う胸腔鏡補助下肋間

神経移行術を行ってきた．この術式の有用性を明らかにするために，術式の詳細と術後成績につい

て検討したので報告する．

【対象と方法】対象症例は，2005～2010年に胸腔鏡で胸腔内を鏡視した腕神経叢損傷8例のうち，肋

間神経が鏡視困難で胸腔鏡下手術を断念したl例を除く7例である．年齢は17～33歳（平均25歳)，

男性6例，女性1例，受傷から手術までの期間は43～151日（平均89日),損傷型は,C5,6,7型2例，

C5-8型4例,全型l例で,移行した肋間神経を筋皮神経と縫合した．術後観察期間は8カ月～4年であっ

た．これらの症例について，手術時間術中出血量，胸腔鏡下手術から直視下手術への移行(open

conversion)の有無胸腔ドレーン抜去までの期間，合併症，術後biceps筋力をretrospectiveに調

査した．

【結果】手術時間は5～9時間で，症例を重ねるにつれ徐々に短くなる傾向があった．出血量は60～

310cc(平均182)で,5例は胸腔鏡下で肋間神経を剥離できたが,2例は鏡視下に1本剥離後open

conversionとなった．胸腔ドレーンは術後3～6日に抜去された合併症はなかった．術後，全例に

bicepsの筋収縮を認めた．術後1年以上経過した5例のbiceps筋力は,M4が3例,M3がl例,M2が1

例であった.Openconversionの2例を除いた3例では,M4が2例,M2が1例であった．M2の1例は，

頭部外傷，脊髄不全損傷を合併した症例であった．

【結論】胸腔鏡補助下肋間神経移行術では直視下法と同等の成績が得られ，有用な方法であったし

かし，胸腔鏡下での肋間神経剥離を完遂できず,openconversionになった例があった．胸腔鏡下手

術を行うためには，直視下法に習熟していることが前提となる．
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肩甲骨類骨骨腫に対する新規3D-fluoroscopic
navigationsyStem下ラジオ波焼灼術

RadiofiequencyAblationfOrtheTreatmentofOsteoidOsteomaoftheScapulaGuided

byaNew3D-HuoroscopicNavigationSystem

○岡田潔'2，名井陽''2，森友寿夫'，村瀬剛1,吉川秀樹Ⅱ

'大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形外科），2大阪大学附属病院未来医療センター

【はじめに】肩甲骨類骨骨腫はその解剖学的複雑性のため，従来の外科的切除では腫瘍の大きさに対

して侵襲が大きくなりすぎる点に問題があった．今回我々は，この肩甲骨類骨骨腫に対する低侵襲

手術として，新しい3D-fiuoroscopicnavigationsystemを併用したラジオ波焼灼術を行い良好な成績

を得たので報告する．

【症例，方法】症例は40歳男性．2年程前より誘因なく出現した左肩痛を主訴とし，受診時の痙痛は，

VisualAnalogueScaleScore(以下,VAS)にて10点中7点であり，特に夜間に瘻痛を強く認めた．

単純X線,CT,MRIなどの画像所見から関節窩から肩甲骨頚部下方に存在する類骨骨腫と診断し，

3D-fluoroscopicnavigationsystemを用いたラジオ波焼灼術の適応と判断した．治療は全身麻酔下に

右側臥位で施行した左肩甲疎にK-wireを刺入し,reference用トラッカーを設置ZiehmVision

FDVario3D(Ziehmlmazing)にて病変部位撮影後，再構築3D画像を基に,StrykerNavigation

System2Cart(Stryker)にてnavigationを開始した.Navigationガイド下にガイドワイヤーを関

節窩部の腫瘍まで刺入し，生検後，ラジオ波焼灼用プローブを挿入した．照射は病変部位の規模を

考慮し,1cm間隔に分けて2回行った．

【結果】治療翌日より鎮痛剤の内服なしでVASは0点となり，治療後4ケ月にて臨床症状の再発は認

めず,MRI上も周囲の浮腫性変化の消失が認められた．

【考察】3D-fluoroscopicnavigationを用いたラジオ波焼灼術は，特に肩甲骨のような解剖学的に複雑

な部分に発生した類骨骨腫に対して，低侵襲で有効な治療法と考えられた
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PIP関節脱臼骨折の治療戦略

StrategyfbrTIeatmentoftheDislocationFracmreofthePIPJomt

○石突正文'，白坂律郎'，石井宣一'，武田修一'，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】我々はPIP関節背側脱臼骨折59例60関節を経験し，その経験から得られた治療戦略について

報告する．

【方法および結果】1:過伸展損傷で掌側板付着部の骨片を伴い背側脱臼し，整復後は関節面が安定

する：過伸展型損傷と，2：軸圧外力によって中節骨基部掌側に骨折を生じ更に陥没骨片を有し，背

側亜脱臼の残存する不安定型の軸圧型損傷に分類される．過伸展型脱臼骨折は30例31関節を経験し

た背側に完全脱臼を整復すると,掌側の比較的大きな骨片は掌側に回転転位が残存することが多い．

初期には観血的に骨片の回転を戻す治療法を選択していたしかしながら，最近ではスポーツなど

に早期復帰を望む声が多く，骨片の転位は放置して隣接指と包帯またはbuddytapingで早期可動域

訓練を14例15関節に行った．治療後の可動域は伸展-4｡,屈曲92。と手術例より満足できる結果が得

られた．軸圧型損傷で手術を要したものは29例である.Eaton法で加療した9例で観察期間平均2年

後の可動域は伸展-29.,屈曲82°であったが2例に再脱臼を認めた．観血的整復固定術は側方アプロー

チまたは矢部法に準じて行なったものが8例で観察期間平均4年6ケ月後の可動域は伸展-16.,屈曲82。

であった．最近は中節骨の陥没骨片をより良い視野で操作できるように,PIP関節を過進展させる

シヨットガン・アプローチを用いている．このアプローチで陥没骨片の整復が正確にでき，より良

い関節面の適合性が得られるようになった．このアプローチを用いたのは5例で可動域は-8.,屈曲

85.であった．陳旧例で亜脱臼が残存し,骨頭に軟骨損傷が認められる7症例に人工関節置換術を行っ

た.術後の経過観察期間は平均7年6ヶ月であった.術前の平均可動域は15.から術後40.と改善したが，

期待されたほど可動域は得られていない．
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PinandrubberstractionsystemによるPIP関節背側脱臼骨折の治療成績
PmsandRubbersThfactionSystemfOrTIeatmentof

DorsalFracmre-dislocationofthePmximalhterphalangealJOintsoftheHand

○南野光彦1，澤泉卓哉2

'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

【目的】PIP関節背側脱臼骨折は，安定型や大骨片の場合,extensionblockや観血的治療が有効であ

るが，粉砕例や陳旧例では，骨折部の整復固定と保持が困難なため，外固定期間が長期化し，関節

拘縮や関節症性変化が生じやすい．今回，不安定型PIP関節背側脱臼骨折に対して，牽引型創外固

定pinsandrubberstractionsystemを用いて治療を行い，その成績について検討した．

【対象及び方法】症例は10例10指で，内訳は男性8例，女性2例，平均年齢44.3歳(18～77歳),平均

経過観察期間12.1ケ月である．罹患指は示指1例，中指l例環指6指，小指2指で，受傷から手術まで

の期間は0～23日，陳旧例3指，新鮮例7指であった．全例，観血的整復固定術後に本創外固定を装

着し，術直後より自動運動を行った．

【結果】本創外固定による固定期間は平均7.2週（48週）で，全例骨癒合し，痙痛,PIP関節再脱臼

を認めなかった.PIP関節平均可動域は，伸展-9.3度(-25～0度),屈曲86.5度(70～110度）であっ

た．石田の評価法では，優5例，良2例，可3例で，仕事やADLに支障はなかった．

【考察および結論】現在，様々な牽引型創外固定の報告があるが，どれも専用の部品が必要で，特徴

として一長一短なところがある．本創外固定の利点として，簡便かつ小型で，鋼線と輪ゴム以外の

特殊器具を必要とせず，緊急時にも対応可能であること．隣接指に挟まれた中指，環指でも装着が

可能なこと,PIP関節の掌背側いずれの方向の脱臼に対しても対応可能なことが上げられる．本創

外固定は,PIP関節背側脱臼骨折の粉砕例や陳旧例においても，良好な整復位と固定性を得ること

ができ，早期運動療法が可能なため，有用な創外固定法の1つと思われた．
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PIP関節脱臼骨折に対する最小侵襄手術の臨床的検討

ChnicalSmdyofMinimumlnvasiveSurgeryfOrFracnn℃-DislocationofPPJomt

麻生邦一

麻生整形外科クリニック

PIP関節脱臼骨折の治療は可及的早期に，正確な関節面の修復と運動訓練の開始が治療成功の鍵で

あることは論を待たない．これまでは観血整復・内固定手術が主流であったが，成績は安定せず，

今なお難しい手術のひとつである．最小侵襲手術としては創外固定による報告もあるが，今回演者

は創外固定を用いない最小侵襲手術を行ってきたのでその成績を述べ，考察したので報告する．

【対象】過去6年間に経験した本症は,9症例であり,男性5例,女性4例,年齢は14歳～79歳(平均29.0歳)，

右5例,左4例,指別では,小指4例，中指3例,環指2例であった．受傷から手術までは2～8日（平均4.8

日）の新鮮例である．

【手術法】掌側骨片骨接合単独3例,掌側骨片骨接合十伸展ブロック4例,逆石黒法(変法含む)2例であっ

た．

【成績】全例骨癒合は得られ，関節適合性に問題はなかった.ROMは伸展-12｡,屈曲96°と伸展制

限が若干残っているが，満足すべき可動性が得られていた．

【考察】PIP関節脱臼骨折に対する治療は保存的治療も含めて各種報告されている．最小侵襲手術と

しては伸展ブロック法があるが，骨折の整復が不完全なことがある．私の手術法は骨折の整復をよ

り正確に行い，骨接合を行って早期に動かす際に役立てることにある．新鮮例では良好な成績が得

られることが示された．しかし側副靭帯損傷の合併例,少し時間が経っている症例には適応しがたく，

また観血的に手術しても成績は安定せず，なお困難な問題であると考えている．
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陳旧性PIP関節脱臼骨折に対する治療成績の検討

SurgicalTreatmentfOrMalumtedFracmre-dislocationofPPJomt

○佐藤和毅，中村俊康，岡崎真人，戸山芳昭，池上博泰

慶應義塾大学医学部整形外科

【目的】PIP関節脱臼骨折は，適切な初期治療が行われずに陳旧例となり治療に難渋することは少な

くない．治療成績に影響をあたえる因子，治療上の問題点などを明らかにする目的で，当院で治療

を行った陳旧性PIP関節脱臼骨折症例について検討した．

【対象と方法】1998-2010年に手術加療を行った36例36関節を対象とした．症例は男性27例，女性9例，

年齢は1472歳（平均35歳),右側26例，左側10例，指別には示指6,中指3,環指16,小指1l例であっ

た.受傷型は背側脱臼26例,掌側脱臼l例,その他9例,受傷から手術までの期間は7週間から15年であっ

た．手術は原則として矯正骨切り術を施行したが，関節軟骨損傷が高度であった10例は，肋骨肋軟

骨移植術による関節形成術(7例),人工関節置換術(3例）を行った．術前後の臨床症状（関節可動域，

瘻痛，関節安定性，変形）の変化とレントゲン所見について検討した

【結果】術後経過観察期間は，6－72カ月（平均13カ月）であった．全例骨癒合を獲得した．最終診察

時のPIP関節可動域（平均）は，矯正骨切り術:69度，肋骨肋軟骨移植:65度，人工関節置換術:52

度であった．矯正骨切り術例は，関節面の陥没を伴う例や術前より関節拘縮を有した例は成績が劣

る傾向であった．中等度以上の運動時痛残存した症例は4例で，うち2例は術後PIP関節可動域が40｡

以下であった．4例はいずれも術前に関節軟骨損傷を認めたが,矯正骨切り術を施行した症例であり，

最終診察時XPでOA変化の進行を認めた．

【結論】矯正骨切り術は，臨床症状の改善が期待でき，陳旧性PIP関節脱臼骨折の治療法として有用

であった．しかし，関節軟骨損傷を伴う症例に対しては，肋骨肋軟骨移植術による関節形成術や人

工関節置換術が治療の選択肢になる，と考える．
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PIP関節の陳旧性関節症に対する自家骨軟骨釘移植による機能再建

ReconstructionofChromcOsteoarthritisofthePIPJomtbyOsteochondralAutogait

○島田幸造1，田中啓之1，野口亮介1，十河英司2，久保伸之3

】大阪厚生年金病院整形外科，2西宮市立中央病院整形外科，3行岡病院整形外科

我々は上肢の関節面再建に当たり，自家骨軟骨釘による軟骨面の再建を積極的に行ってきた．今回，

手指PIP関節の機能再建に本法を施行した症例につき，短期成績を報告する．

【症例】手術を施行したのは5例で，脱臼骨折後外傷性関節症男性3例，一次性変形性関節症（いわ

ゆるブシャール結節）女性2例，手術時年齢35～60歳，平均49歳，経過観察期間は6～12ケ月，平

均9ヶ月であった

【手術法】手指PIP関節面の軟骨損傷部を切除･掻爬し,同部を骨髄腔に向かって円筒状に掘り下げる．

第3CM関節または肋骨より骨軟骨移行部を採取し，欠損の大きさに応じて骨軟骨釘として形成し関

節面側より打ち込み，骨軟骨釘に対する内固定は行わない．軟骨表面は相対する関節面に合わせて

適宜メスで形成した．2例は中節骨近位側関節面のみ，3例はPIP関節面の両側を再建し,2例は側

副靭帯を切離しての側方アプローチ,3例は掌側から屈筋腱をよけてのいわゆる"shotPgun"アプロー

チにて手術を行った．術後は全例作業療法士の指導のもとに可動域訓練を行い，4例では牽引式創

外固定器(DDA)を4～6週間併用した

【結果と考察】全例移植骨は骨癒合し,PIP関節の可動域については，屈曲／伸展/arc(度）が術前

平均25/-10/15から術後平均54/-3/51へと,arcにして約36度改善した．瘻痛は，外傷性で術前運動

時痛が著明であったものも含め術後は痙痛無しまたは軽度の瘻痛のみとなり，日常生活動作の改善

により患者の満足度は高かった本法は人工関節などにおける術後のlooseningなどの問題がなく，

脱臼骨折後の関節症など機能障害の強い手指関節症の再建方法として一つのオプションになりうる．

ただし,X線像上の関節症性変化は依然強く経時的に可動域の再悪化する症例もあり，今後も経過

観察が必要である．
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関節炎一思い出したいあの疾患，この病態一

Arthritis:DiseasesandConditionstobeRemembered

４
月
幅
日
第
２
会
場

高 木 理 彰

山形大学医学部附属病院整形外科

生物学的製剤を用いた薬物療法の導入，治療経験の蓄積によって，関節リウマチ(RA)の治療

体系は大きな転換期を迎えている．寛解をめざした治療戦略にも大きな関心が寄せられ，より有効

で安全な早期からの積極的薬物治療が模索されている.ACR/EULARによる新しいRA分類基準

(ArthritisRheum2010,AnnRheumDis2010)は，早期の診断未確定関節炎患者に対する診断精度

の高さを特徴とし,X線所見を呈することが稀な早期RAの診断にも有用とされる．

一方，変形性関節症乾癬全身性ループスエリテマトーデスをはじめ,RAの鑑別診断の際に留

意すべき疾患は多い．手や足の末梢性関節炎を呈し,RAに類似する関節炎も少なくない関節炎は

種々の原因で発症し，その病態も様々である.RAの早期診断を的確に行い，より適切な治療に至る

には，関節炎を惹起するRA以外の疾患や病態を常に念頭において日常診療にあたることが望まし

い．最近話題となっている炎症論の動向，さらに自然免疫自己炎症の概念や新しい知見について

も触れながら，あらためて関節炎を呈する疾患について振り返ってみたい
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TheBestSolutionforDistalRadiusFracture

(DVR@AnatomicVolarLockingPlateSystem)
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DiegoL.Fernandez

HonoralyProfessorofOrthopaedicSurgeIyUmversityofBem,Switzerland

DepartmentofOrthopaedicSurgeryLindemofHospital,Bem,Switzerland

IhavebeenusingtheDVRplatesincel999,whentheearlyprototypesweresenttomebyDr.Jorge

Orbay.OurinitialresultsfOrfracturesofthedistalradiuswerepublishedin20021anditsusefbr

osteoporoticfracturesin20042.Thiswasthefirstplateinwhichthefixedanglepegsweredefinedto

fbllowtheanatomyofthesubchondralplate,therefbreoptimsingbuttressingofosteoporoticbone

andintra-articularfragments.TheplateisveryeaSytohandleandtheF.A.S.T.guideinsertsallow

fOreasydrillingofthefixedanglepegchannelswithouttheneedofattachingadrillguidemanually

foreachhOle.Iwillpresentmyexperienceforthetreatmentofextra-articularunstablefractures,

malunionsandintra-articularcomplexfracturesaswellastheresultsobtainedin50consecutive

casesofintra-articularfracturesofthedistalradius.

l.OrbayJL,FernandezDL(2002)VolarfixationfOrdorsallydisplacedfracturesofthedistalradius.

Aprelimnaryreport.JHandSurg27A:205-215

OrbayJL,FernandezDL(2004)Volar6xed-angleplatefixationfbrunstabledistalradius

fracturesintheelderlypatient.JHandSurg29A:96-102

２
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TheMusicianandtheHandSurgeon:

TreatmentStrategies

４
月
幅
日
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２
会
場

○VincentG.Fietti,Jr.,CarylJohnson

St.LukeIs-RooseveltHospital,NewYork,U.S.A

Perhapsnogroupofpatientscanchallengeahandsurgeon'sskillasmuchasthemusician.

TheextraordinaryphysicalandpsychologicaldemandswhichfacehighcaliberperfOrmerscan

accelerateminorissuesintomaiorcareer-threateningorcareer-endingcrises.Competitivestress

andoftenlackofconditioningmaybeissues.Rapidrepetitivemovementscanbeworsenedbythe

actualweightoftheheldinstrumentorunusualposturingofthelimbleadingtoinHammationor

traumaticilIjury.Nervecompressionsyndromes,oftenmundaneinthenon-musicianandeasily

treated,canresultinchronicdebilitatingdisorders.Focaldystonias,particularlyinapianist,are

perhapsthemostdifficultentitiesfacingahandsurgeon.Misdiagnosisandmistreatment,especially

surgicalmsadventures,unacceptableinanypatient,canbecatastrophicinamusician.Thestrategy

fbrtreatmentmustfbcusonprecisediagnosisandstrictavoidanceofprotractedrestandtimeaway

frompractice.Observingthemusicianplayingtheirinstrumentcangivekeydiagnosticclues・A

teamapproachisimportant,withpatient,physicianandhandtherapistallcriticallyimportant.Care

ofthemusicianrequiresacompleteunderstandingofthenumerousissuesandathoughtfUlapproach

tOtheirmanagementbothsurgicalandnon-surgical.
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音楽演奏家の手の手術治療

SurgicalTreatmentfbrMusicianIsHand

仲 尾保志

元赤坂診療所

【目的】音楽演奏家の手の手術では，さまざまな制約の中で，確実な機能回復と早期の演奏復帰が要

求される．今回，過去6年間における手術症例の調査結果を報告し，代表症例を紹介する．

【対象と方法】対象は125例（男35例女90例)132手，手術時年齢は9～81歳（平均43.4歳）である．

楽器は，ピアノなどの鍵盤楽器が75手，ギター19手，ヴァイオリンなどの弦楽器16手，管楽器13手，

ドラム3手，三味線など和楽器5手，ハープ1手であった．疾患は，指の狭窄性腱鞘炎が34手39指と最

も多く，36指に鏡視下腱鞘切開を行った指の分離障害23手では屈筋腱分離や滑膜切除，肘部管症

候群14手ではKing変法とStruthersarcadeの開放を行った．ヘバーデン結節14手18指では,K-wire

を用いて関節固定を行い，ジストニア13手（不随意の指巻き込み12手，伸展l手）では腱延長を行っ

た．手根管症候群8手では,すべて鏡視下に手根管開放を行った．加えて腫瘍性病変12手,骨折･靭帯・

腱損傷などの外傷12手，変形性関節症2手の治療を行った．

【結果】腱鞘炎や手根管症候群では，内視鏡を活用することで早期の演奏が可能であったが，滑膜増

生などによる指の分離障害に対しては，直視下での滑膜切除や腱の分離が必要であった．肘を屈曲

する演奏家の肘部管症候群では，肘中枢にTmel様サインが多く見られ，小切開でStruthersarcade

の開放も行い良好な結果を得た不随意な指の屈伸を呈するジストニアには,腱の延長が有効であっ

た．ヘバーデン結節は，全例ピアニストであり，小指は完全伸展位，他指は軽度屈曲位に固定する

ことで演奏への復帰が可能であった．

【考察】音楽演奏家の手の手術では，楽器の特性や演奏方法，特異な病態を十分に理解した上で，低

侵襲な方法を用いることが，症状の確実な改善と早期復帰に重要であることがわかった．
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職業ピアニストのヘバーデン結節に対するスプリント療法

SplmtingfbrHeberdenIsNoduleofProfessionalPiamst

酒井直隆'2

'横浜市立大学整形外科2宇都宮大学大学院工学研究科

【目的】職業ピアニストのヘバーデン結節例で打鍵時の瘻痛を訴えるものには,DIP関節のアライメ

ントが僥側もしくは尺側変位を呈していることが多い．この場合，打鍵の瞬間に荷重がかかること

を考慮して荷重関節と同様の発想で，アライメント矯正目的のダイナミック・スプリントを装着し

たところ，良好な治療成績を得たので報告する．

【方法】ヘバーデン結節と診断された職業ピアニスト40例のうち，スプリント治療が適応となったの

は10例14指であり，全例女性で平均年齢は51.1歳であった．指別では示指4指，中指2指，環指2指，

小指6指であり,DIP関節の榛側変位6指，尺側変位8指であった．治療方法はダイナミック・スプリ

ントを僥側もしくは尺側に装着して,DIP関節のアライメントを矯正した．スプリントは演奏や日

常生活動作以外の時間帯に装着させ,演奏はスプリントを外して自由に行わせた．調査期間は平均3.1

年であり，治療評価は音楽家の活動性の評価基準としてTubianaandCamagneScore(TCS)を用

いて行った．

【成績】全例で装着後の瘻痛軽減を認め,TCSは治療前平均3.2±0.4(±標準偏差）であったものが

調査時平均4.3±0.4と，有意に(p<0.01)改善していた．単純X線正面像で計測したDIP関節アラ

イメントには治療前後の有意差は見られなかった

【考察】僥側・尺側変位があるDIP関節では打鍵時の荷重が偏在するため，関節アライメントを矯正

して荷重を分散させることが痙痛を軽減させたと考えられる．

【結論】上肢の関節は非荷重関節と言われるが，ピアノの打鍵のように荷重関節の発想で対処すべき

場合もある．
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器楽奏者の有痛性上肢障害に対するアプローチ

～もし，腕の痛い器楽奏者が外来にやってきたら

AppmachfOrPainhllUpperLimbDisorderoflnsmmentalPlayers

鈴木俊

鈴木整形外科医院

器楽奏者は,主に上肢を用いて「楽器」という「道具」を操作し,音楽を演奏する．楽器の操作には，

意外に大きな筋力・関節運動を必要とする．楽器演奏者の中で上肢の有痛性の症状を訴え整形外科

の外来を受診される方も多くいるが，その原因が楽器操作と考えていない場合が多い．又，医療者

側も同様である．そこでエレキベース，ユーフォニアム，クラリネット，ピアノ等の事例を提示し，

種々の楽器が上肢に与える力学的影響を概説する．ヴァイオリン奏者に，左上肢の瘻痛，しびれが

生じることがしばしば認められる．これは，ヴァイオリンの特殊な演奏姿勢が尺骨神経，腕神経叢

のentraomentを引き起こす為と考えられる．今回，職業ヴァイオリニストの協力を得て，一般に流

通している物より胴長が12％程度長いヴィオラを用いて演奏姿勢の解析を行った．これにより，小

児に成人用の楽器を使用させる危険性を考察した．また,ヴァイオリンを専門とする職業演奏家,ヴィ

オラを専門とする音楽大学生に実際に行った対策も紹介する．

さらに現在，神奈川県内の市民オーケストラ3団体団員に対して行ったアンケート調査を元に，

ヴァイオリン，ヴィオラ，チェロ，コントラバス，フルート，オーボエ，クラリネット，ファゴット，

ホルン，トランペット，トロンボーンにおける有症率，症状傾向を解析中である．その途中経過を

紹介する．
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指は霊感の源なり

FingersTransmtlnspiration
1
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coba

アコーディオニスト，作曲家

狸

cobaプロフィール

数々の国際コンクールで優勝。以来、ヨーロッパ各国でのCDリリース、チャート1位獲得など、"coba''

の名前と音楽は国境を越え世界の音楽シーンに影響を与え続けている。15年以上にわたり恒例化してい

るヨーロッパツアー、更にはアイスランド出身の歌姫ビョークのオファーによるワールドツアー参加な

ど、今や日本を代表するアーティストとしてその名を世界に轟かせている。常にハイクオリテイなサウ

ンドを追求したその作品は国内外に高い評価を得る。アコーディオンのイメージをポップミュージック

の世界で大きく変えたその音楽は今や"coba"というひとつの音楽ジャンルになったとも言われる。ま

た映画、舞台、テレビ、CM音楽をプロデュース、演奏家やオーケストラへの委嘱作品を手がけるなど、

作曲家としても多くの作品を生み出している。現在はヨーロッパ、東京を拠点に国際的な音楽活動を繰

り広げている。

3歳から音感教育で音楽に接し、18歳でイタリアに留学

ヴェネツィアのルチアーノ・ファンチェルリ音楽院アコーディオン科を首席卒業

1979年アラツシオ国際アコーディオンコンクール第1位受賞

1980年第30回C・MA世界アコーディオンコンクール第1位受賞（東洋人初）

1989年ヨーロッパツアー開始

1992年ファーストアルバム「シチリアの月の下で」日本レコード大賞特別賞受賞

1995-1997年ビヨークのワールドツアーに参加

1996年フランスのFMステーション【RADIONOVA】でアルバム「ROOTS?」が年間ベストアルバ

ムに選出

1997年イタリア、ヴェネト州ミラーノ市名誉市民賞受賞

2001年第24回日本アカデミー賞音楽賞優秀賞を受賞（映画「顔」阪本順治監督）

2002年アコーディオン生誕200周年プロジェクト「BellowsLovers」開始

2006年前代未聞のコラボレーションイベント「I&BLOBE=vs」をプロデュース

イタリアにて、世界で最も活躍するリード・アーティストに贈られる

「voced'oro～金のリード賞～」を受賞

2007年「アコーディオン、カホン、オーケストラのための森の連鎖によるUrbs」作曲、

東京交響楽団と共演（世界初演）

2008年第7回日本クラリネットコンクール本選課題曲「水滴は啓示したクラリネットソロのために､」

ピアニスト・舘野泉委嘱作品左手のためのピアノ曲「記憶樹」作曲」

11月12日自身のレーベル「CALMOLABOSCONE｣(カルモラ・ポスコーネ）を立ち上げ、

アルバム「僕のエレキュート」をリリース

2009年新世紀娯楽館「virgincabaret」プロデユース

世界3大アコーデイオニスト～夢の競演～東京にて世界初演

サイトウ・キネン・フェスティバル松本「武満メモリアル」

サイトウ･キネン・フェスティバル「武満メモリアル｣NYカーネギーホール､オレンジカウンテイ

2010年視聴覚肉体プロジェクト「音波少年」プロデュース
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UItrasonographicallyAssi:edPe『℃utaneousReleaseof

theA1PulleyandWansverseCarpalLigament

○I-MingJou',Tai-ChangChem2,Kuo-ChenWu3,Chung-JungShao4

'DepartmlentofOrthopedics,CollegeofMedicme,NationalChengKungUniversity,Taman,Taiwan,

2ChemTai-ChangisOrthopaedicsClinic,Ping-Tong,Taiwan,

3DepartmentofOrthopaedics,KuoIsGeneralHospital,Taiwan,

4DepartmentofOrthopaedics,TainanMumcipalHospital,Taiwan

Triggerdigit(TD)andcarpaltunnelsyndrome(CTS)areconnnonclimcalproblems.Surgical

releaseisrecommended,whenconservativetreatmentsfail.OpenreleaseoftheAlpulleyor

transversecarpalligamentispopularandconsideredsimple,safe,andeffectivefbrTDandCTS,

respectively.Complicationsexist,however.

Weproposeusingreal-timeultrasonographicallyassistedpercutaneousreleaseofTDandCTS:

itprovidesdirectvisualizationofthereleaseandavoidstheinherentrisksofincompletereleaseand

injurytoadjacentneurovascularsmcturesassociatedwithcurrentpercutaneousreleasetechmques.

Iwillpresentourcadavericandclinicalstudiesonwhetherultrasonography'sreal-time

anddynan皿cmultiple-planeobservationcapabilitiesallowustoseeandpreciselymonitorthe

percutaneousdivisionoftheAlpulley/transversecarpalligamentand,therefbre,avoidtheinherent

riskscombinedwithnnimallyinvasiverelease(e.g.,blmdpercutaneousorendoscopicrelease).

Ourmethodrequiresashorterperiodofpatientdisabilityandlesspostoperativediscon曲rt,and

issimplerfOrthesurgeonbecauseitrequiresonlylocalinfiltrativeanesthesia;noassistantor

toumiquetisneeded.

Becausethismethodiseffective,wehaveundertakenover6,000TD/CTScasesinthepastmne

years・Inadditiontothebeneficialclinicalresults,thesecaseshaveyieldedseveralbasicstudieson

TD/CTS.
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RecurrentCarpai~IUnneISyndrome:

CurrentDiagnosisandTreatment

４
月
朽
日
第
２
会
場

ScottF.Duncan

MayoHealthSystem,USA

Revisioncarpaltunnelsurgeryessentiallyfallsintothreecategories・Thefirstcategoryisthose

patientswhofailprimarycarpaltunnelreleaseandrequireasecondsurgery.Thesecondcategory

ofpatientsarepeoplewhorepresenttruerecurrence,i.e.,thosewhosesymptomsimprovedinitially,

butthenthesymptomsrecurredatsomelaterpointintime.Thirdlyarethosepatientswhohave

sustainednerveinjuryattheindexprocedure.Careneedstobetakenthatanypostoperative

complaintsarenotrelatedtoconcomitantneurologic,vascular,tendon,orcarpaljoimissues.

Besidesathoroughneurologicexamofthehand,upperextremityandneck,oneshouldtakethe

timetoevaluatethemusculOtendinousunits,jointunits,andvascularsystem.Techniquesthatcan

beusedtotryandaddressthethreetypesofrevisionincludemicroneurolysis,Hapcoverageof

neuromainsitu,nervegrafting,andotherfiaptypes
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MyStrugglefortheChildren

withApertSyndrome

４
月
幅
日
第
２
会
場

○GooHyunBaek,JihyeungKim

DepartmentofOrthopedicSurgery,

SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

Apertsyndromeisarareconditioncharacterizedbydistinctcraniofacialmalfbrmationsand

severecomplexsyndactylyofbothhandsandfeet.Since2007,Ihavetreated4childrenwithApert

syndrome.AllofthemhadcraniofacialrecOnstructiOnbeforeextremitiessurgery.Therewere2

boysand2girlswhoseaverageageatfirstoperationonextremitieswasl5.8months.Oneboyhad

symmetricalUptontypelAperthands(obstetrician'shandorspadehand),andtheotherboyand

twogirlssyHⅢnetricalUptontypelllAperthands(rosebudorhoofhand).Onegirlhadcomplete

humeroradialsynchondrosisinbothelbows.Allofthemhadbilateralcompletesyndactylyoftoes.

Insixtypelllhandswithcompletesynostosisbetweendistalphalangesofindex,longand

ringfinger,longitudinalgrowtharrestmadediamond-shapeddefbrmitybetween2ndand3rdrays

-metacarpalsweredivergentandphalangesconvergent.Itcanbecalledas'diamondsign'.Inone

girlwhohadbilateralsynchondrosisoftheelbow,arthrolysisandinterpositionarthroplastywas

perfonnedandreasonableamountofROMwasmaintained6monthsaftertheoperation.

Syndactylyofthefeetwerealsoseparated.ParentsandchildrenwereverysatisfiedwithlO

fingersandlOtoes,althoughtheirfUnctiOnswerelimited.
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ArthroscopicBoneGrafting

inScaphoidNonUnion&DelayedUnion

二

i~〃｡。可 ‘密
、ゞ麺露P

瀞
４
月
幅
日
第
２
会
場

Pak-CheongHo

HandandMicrOsurgeryDivision,DepartmentofOrthopaedic&

Traumatology,PrinceofWalesHospital,

ChineseUniversityofHongKong,HongKongSAR

Wedevelopednewtechniquetotacklescaphoidnon-unionarthroscopicallythroughmid-carpal

portals.FromMarchl997toNovember2009,wehaveperformedarthroscopicbonegraftingin68

casesofscaphoidnon-unionanddelayunion.Themediandurationofpathologywas8months(l-276

months).TherewerelOdistalthird,30md-thirdand28proximalthirdfmctures.Twentycaseshad

DISIdefOrmity.

Standardprocedureincludedtake-downofmobilenon-unionsitewithmotorizedshavertillhealthy

cancellousbOne・Indelayunion,solidfeelonprobingfmcturesite,absenceofstep,gaporDISI

defOrmtyweregoodprognosticsigntopredictunion.Toumiquetwasnotrequired.DISIdefbrmity

wascorrectedbyclosedmanipulation.Cancellousgraftfromiliaccrestwasdeliveredinto廿acture

sitearthroscopically.FixationwascompletedbyKwiresorcannulatedscrew・AveragefOllowup

was39.5month､'125mOnths).Overallunionrateandtimewere91.2%ataveragel2weeks.The

averagescapho-lunateanglewas62.3andAPintra-scaphoidanglewas34.5.Poorintra-operative

vascularitydidnotprecludeunion.Complicationswerefew.

Inconclusion,arthroscopicbonegraftingcombinedwithnuoroscopicguidedpercutaneousfixation

offersaneffectivetreatmentapprOachfOrmanagingdifiicultunionproblemofscaphoid,eveninthe

presenceofstructuraldefOrmityandvascularinsufiiciency.
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TFC仁損傷による遠位檮尺関節不安定に対する鏡視下縫合術の成績
ResultofArthroscopicAttachmentfbrDRUJInstabintyduetoTFCCInjury

○藤尾圭司'，西村隆一'，松本泰－2，片山幹'，竹内久貴’
］関西電力病院整形外科，2倉敷中央病院整形外科

近年手関節尺側部痛としてTFCC損傷の病態と治療について関心が高まっている.TFCC損傷の中

でも特にFoveaでの損傷が原因で起こる遠位僥尺関節不安定症が病態の主な原因と考えられている

が，まだその病態の定義について統一した見解は得ていない．手術法については鏡視下または直視

下で行う方法が報告されているが，我々が行っている鏡視下縫合についてその成績を報告する．

【対象および方法】症例は135例（男性84例，女性51例),平均年齢32.5歳．受傷から手術までの期間

は平均152.5日術後平均観察期間は865日であった．手術方法は65例で鏡視下にTFCCの中央を円状

に開窓し,Foveaの部分をデブリードマン，尺骨骨幹部に骨孔をあけてinside-out法で縫合した．30

例は開窓せずにDRUJ鏡下に縫合部をデブリードマンして縫合した.40例ではHybrid法と称して

縫合部位は鏡視下で,FoveaはDRUJ側から開窓して縫合する方法を行った．上腕ギプスで3週間

固定した．これらの症例について，瘻痛，可動域，握力，仕事，スポーツへの復帰を調べた．

【結果】癌痛は20例で負荷時の一時的な痛みがあり，85例で完全に消失した．可動域は回内制限が

2例で10°以上認めた．握力は対側に比べやや減少していた2例で術前にあった不安定性が残存し

たが症状とは関連しなかった．2例をのぞいて元のスポーツ，職場に復帰した手術方法に成績の

有意差は認めなかった．

【考察及び結語】TFCCFoveaでの損傷に対する手術は多くは直視下縫合が報告されている．我々は

鏡視下縫合方法を考案し正確にTFCCの縫合が可能で良好な成績を得ており，積極的に選択すべき

治療法の一つと考える．
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遠位檮尺関節不安定性を伴うTFCC三角靭帯損傷に対する

新規鏡視下縫合術の有用性

SurgicalEfficacyofaNovelTechniquefbrArthroscopicReattachmentof

AvulsedTTiangularRbrocartilageComplextotheFoveaoftheUnarHead

○岩崎倫政，本宮真，西田欽也，船越忠直，三浪明男

北海道大学大学院医学研究科整形外科

【目的】TFCC三角靭帯損傷は，遠位僥尺関節(DRUJ)不安定性の原因となり，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困難さを伴い，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経過観察期間2年以上の症例

の術後成績を調査し，その有用性を証明することである．

【方法】対象は24か月以上の経過観察が可能であったll例（男6,女5),11手．手術時平均年齢

は32（20-50）歳．全例，手関節尺側部痛を訴え,fbveasign陽性,DRUJ不安定性を認めた．術前

MRIにて尺骨小窩部のsignal変化，関節造影で同部への造影剤のpoolingを認めた手術は，手関

節鏡視でTFCCtrampoline効果の消失等を確認後，イメージ下に尺骨頚部から小窩に向かい径2.9

mm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．臨床評価に

はMayoWristScoreとDASH(Disability/symptom)を用いた術後CTにより骨孔の状態,MRI

で再逢着部の状態を評価した．

【成績】術後平均30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98%,99％であり,握力は103%に改善していた平均scoreは92点で，

全例がexcellent又はgoodであったDASHは術前59.1から8.4に有意に改善していた.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．術後12週のMRIでは尺骨小窩部のsignal変化は

消失していた．

【結論】本術式により,DRUJ鏡視を行わずにTFCCの尺骨小窩部への確実な縫着が可能であった．

術後最短2年以上の術後成績は良好であり,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
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檮骨遠位端骨折における遠位檮尺関節の不安定性評価

（手関節鏡所見との比較）

EvaluationofDistalRadioulnarJomtlnstabmtywithDistalEndFractmesofRadius

櫛田学

福岡整形外科病院

【目的】僥骨遠位端骨折に三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷が合併し，遠位僥尺関節(DRUJ)不安

定性が生じることがある．今回，我々の行っている術中不安定性評価と手関節鏡所見を比較し，結

果を検討した

【症例と方法】2006年9月から2010年7月までにAculoc(小林メディカル）プレートにて観血的治療

を行った僥骨遠位端骨折117例のうち23例23関節を対象とした男性7例，女性16例，年齢19～81歳

(平均56歳)，僥骨の骨折型はA3が11関節,B3がl関節,Clが2関節,C2が3関節,C3が6関節であった．

検討項目はDRUJ不安定性，手関節鏡所見，斉藤のポイントシステムによる臨床評価とした不安

定性の評価は全身麻酔下に僥骨の整復固定後，前腕中間位側面像で僥骨を保持した状態で背側，掌

側方向へのストレスX線撮影を行い，僥骨の背掌側縁と尺骨頭との関係から決定した．鏡視所見は

Palmer分類に準じて評価した不安定性を有する症例に対しては尺骨茎状突起骨折の骨接合，また

はDRUJ仮固定を行った経過観察期間は平均6.4か月であった．

【結果】臨床成績は全例優であった.僥骨の著明な矯正損失を来した症例は認めなかった.鏡視所見で，

1A:5例,1B:3例,1D:5例,1B+1D:5例,2A:4例を認めた.3例で舟状月状骨間靭帯損傷を合併していた．

不安定性有りとした7例中5例で1B+1D損傷を認め,2例でlB損傷(fOvea損傷含む)を認めた．

【考察および結語】遠位僥尺関節の不安定性のx線評価法は側面像で評価する方法や正面像での開大

で評価する方法などがある．これまでの報告を参照し，上記の方法で行っている．不安定性を有す

る症例の鏡視所見の結果から，本法は損傷の重傷度をおおむね反映していると考えた．
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手関節の肢位がDRU｣支持性に与える影響

EffectofWristPositiononDRUJStabnity:ABiomechanicalSmdy

○中村俊康'，山部英行1,ClaytonA.Peirner2,
MoyOwen3,西脇正夫」

'慶應義塾大学医学部整形外科，2マーケット総合病院，3ニューヨーク州立大学バツフアロー校

【目的】手関節TFCCは手関節尺側の要であり,3次元的な構造によって僥尺間と尺骨手根骨間の支

持性を達成する．手関節の肢位が遠位僥尺関節(DRUJ)の支持性に与える影響はほとんど知られて

いないため，今回生体工学的な実験を行い，検証した

【方法】新鮮凍結6上肢（平均年齢84歳）を用いた．尺骨と上腕骨を肘関節90度位で自家考案の固定

器に固定し，僥骨をloadcellを介して荷重試験器に固定した．手関節肢位を中間位，掌屈70度，背

屈70度，僥屈25度，尺屈40度に変化させ，それぞれの肢位にて僥骨を1.25mm/sの速度で掌背方向

に移動した際に得られる荷重変位曲線からDRUJのstilTnessを計算した．さらにTFCC正常，小窩

部で三角（僥尺）靭帯の部分切離，同部での三角靭帯完全切離を行い，同様に手関節5肢位でそれぞ

れの損傷状態でのDRUJstifnessを算出し，掌屈位，背屈位，僥屈位，尺屈位を中間位と比較した．

【結果】DRUJstiHnessは三角靭帯損傷の程度が大きくなると僥屈位を除くすべての手関節肢位で低

下した一方，僥屈位では三角靭帯損傷の影響を受けず,stiHilessの変化は生じなかった.TFCC

が正常の場合にはDRUJstifnessはどの手関節肢位でもほぼ同程度であったのに対し，三角靭帯の

部分損傷と完全損傷の場合にはDRUJstifnessは僥屈位で有意に上昇し，尺屈位で有意に低下した．

【結語】三角靭帯の部分損傷と完全損傷の場合にはDRUJstifilessは僥屈位で有意に上昇し，尺屈位

で有意に低下したことから，手関節僥屈位ではDRUJstifnessは三角靭帯以外の組織が補強的に働

いている可能性があり，手関節尺屈位ではDRUJstihessは三角靭帯のみに依存している．つまり

三角靭帯を修復または再建した場合には直接修復／再建靭帯に負荷のかかる可能性がある手関節尺

屈位は術後しばらくの間避けた方が良い．
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RA手関節に対するDarrach法後のFCU腱を用いた尺骨断端安定化手術

StabilizationoftheUInarSmmpusmgr℃UTendon

CombinedwithaDan℃hProcedurehrtheRheumatoidWrist

○阿部麻美，石川肇，大谷博，村澤

新潟県立リウマチセンターリウマチ科

章

【目的】関節リウマチ<RA>手関節に対するDarrach手術後に，尺骨骨切り断端部の不安定性によ

る伸筋腱断裂やクリック音を生じることがある．今回，われわれは尺側手根屈筋<FCU>腱を用い

た安定化手術を行った例について調査し，その有用性について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は，2006年ll月から2010年10月までの問に，安定化手術が行われた25例27関節，

右23関節，左4関節，男性3例，女性22例，手術時平均年齢58.8歳，平均罹病期間11年8カ月である．

術後の尺骨断端不安定性に対する再手術例が6関節（術後腱断裂5関節，クリック1関節）が含まれる．

本法の適応は，術中に尺骨骨切り断端が前腕最大回内位で背側に突出し，方形回内筋で包み込んで

掌側へ押さえきれない場合とした18手関節に指伸筋腱断裂を伴っており，断裂腱は,EDM腱14本，

EDCV腱11本,EDCIV腱9本,EDCⅢ腱4本,EDCII腱1本,EIP腱1本,EPL腱1本で，腱

移行，腱移植，端側縫合による腱再建術も施行された．術直前と術後4週で前腕最大回内位で手関

節3D-CTを撮影し，石川らの方法を用いてCSA(回外変形角度),DSR(尺骨遠位端背側亜脱臼率）

を測定し，瘻痛，握力，前腕回旋可動域を調査した．

【結果】術後，全例に遠位僥尺関節部の瘻痛は消失し，前腕回旋時のクリックや指伸筋腱の再断裂

はみられていない．再手術が行われた6関節は，初回手術後平均7カ月で行われており，初回手術は

Darrach手術十方形回内筋を用いた安定化が4関節に,ECU腱を用いた安定化が2関節に行われて

いた.CSAは術前9.20度から6.30度(p=0.01),DSRは47%から28%(p<0.001)となった．握力と

前腕回旋可動域は，術前後で有意の変化はみられなかった．

【結論】RA手関節に対するDarrach手術後の尺骨断端安定化手術は，確実な効果を期待できる方法

である．

－S42-



l-3-IL3-l

EvaluationofthePainfulWrist

VaughanBowen

ClinicalProfessor,UniversityofCalgary,Calgary,Alberta,Canada

AnalysingthecauseofapatientIswristpaincanbedifficult.Ahaphazardapproachmaylead

tothewrongdiagnosisandisoftenfrustratingtoboththepatientandthephysician.Incorrect

interpretationofdiagnostictestscanalsobemisleading.

４
月
幅
日
第
３
会
場

Traditionalapproaches,astaughttomedicalstudents,tendnottowork.Thisisbecausethewrist

isamulticompartmental,multilayeredjointandcontainsmanycloselyapproximatedanatomical

structures・Itisessentialtoestablishadiagnosisinordertosatisfactorilytreatthepatient.Thekey

tomakingthediagnosisisanorganisedapproach

Theauthorwillpresentathreestepmethodtousewhenevaluatingapatientwithwristpain

Stepl:Thinkaboutthepossiblediagnosisfromthreeseparatepointsofview:

thediseaseentity

theinvolvedwristcompartment

theinvolvedanatomicallayer.

Step2:Usestandarddiagnostictoolstoevaluatethepatient:

medicalhistorv

clinicalexamination

diagnosticimagingandlaboratorytests.

Step3:Checkthatthediagnosisfitswithknownconditionsandpathologicalpathways.
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MetacarpophalangealJointArthroscopy
-indicationsre-visited

○AlexanderKaiYiuChoi',EstherC.S.Chow2,

PakCheongHo2、YukYinChow

'DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology,

TuenMunHospital,HongKong,China

2PrinceofWalesHospital,HongKong,China
４
月
幅
日
第
３
会
場

Withadvancementinarthroscopictechnique,arthroscopyhasbecomefeasibleinmosthuman

joints,evenassmallasthefingerjoints.Themetacarpophalangealjoint(MCPJ)isanidealjOintfbr

arthroscopicprocedure.Thisjointcanbecomespaciouswithsimpletractionandtheintra-articular

anatomyisrelativelyeasytobevisualized.Fromtheliterature,hOwever,itsindicationhasnotbeen

fUllyexploitedinpartduetoinadequateunderstandingtothepathophysiologyofpainfulcondition

ofthisjoint.EstablishedroleofMCPJarthroscopyinclude:managementofarthritis,treatmentof

GamekeeperthumbandtheassociatedStenerlesion,reductionofanentrappedsesamoidbonein

anacutedislocation,assistedreductionofintra-articularfracture.Inpatientswithchronicpost-

traumaticpainofthumbMCPJ,theremaybesynovitis,intra-articularfibrosis,chondrallesionand

Ioosebodieswhichareamenabletoarthroscopictreatment.Furthermore,wehaveidentifiedvolar

plateadhesionandsecondaryincongruityasacommoncauseofchronicpain.Arthroscopicrelease

ofthevolarrecessprovidesgoodpainreliefandrestoresarticularcongruency.Otherpossible

therapeuticproceduresincludethermalshrinkageofjointcapsule,treatmentofcomplexdislocation

andreleaseofstifffingerMCPJareunderinvestigatiOn・Limitationsandpotentialcomplications
willbediscussed.
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手外科領域における神経因性瘻痛の病態とその治療

PathogenesisandTreatmentofNeuropahcPainintheFieldofHandsSurgery

平田仁

名古屋大大学院運動形態外科学手の外科

痛みの分子メカニズムに関する研究は過去20年間に長足の進歩を遂げた．痛みは末梢の侵害受容器

により感知された情報がC或いはA6線維を介して脊髄後角にもたらされ，脊髄後角から脳に至る

様々なレベルで修飾を受けて意識に上る.fMRIなどの脳機能検査により痛み情報は運動野や感覚野

のような脳の特定の領域で処理されるのではなく,painmatrixと呼ばれるように脳幹から大脳皮質

に及ぶ広い範囲で多くの領域が関与して処理されていることが徐々に明らかとなってきた．痛みの

研究には臨床研究に加え，様々な動物モデルが利用される．これによりTRPファミリーなどのポリ

モーダル受容器による物理刺激や化学刺激の電気情報への変換機序や興奮の制御機構，侵害受容線

維の情報伝達を司るNavなどのイオンチャンネルの同定やそれぞれの役割，多様な末梢性・中枢性

感作の機構，痛みの感受性に関与する遺伝子異常・多型の存在，など痛みの生成メカニズムが具体

的に説明できるようになってきている．一方で，代表的な難治性痙痛状態であるCRPSでもみられ

るように，痛の局在は悪く発生源を超えて広い範囲に及び，また，皮肩温の変化や発汗異常などの

自律神経制御の異常，皮層や骨の異栄養性変化，関節拘縮，痙性，固縮，ジストニアといった異常

運動，など非常に多彩な身体反応を各所に引き起こしている．最近ではこのような反応が神経障害

性瘻痛のような極めて痛みレベルの高い状況だけではなく，関節炎や腱付着部炎といった筋骨格系

の慢性癌痛状態でも高頻度に発生していることが知られるようになってきた．しかし，このような

痛みに伴う様々な反応の具体的な生成機序は殆ど分かっていない．本講演では主に動物実験から得

られた知見を中心に痛みの発生機序を概説し，その上で，最近の研究をもとに痛みに伴う全身反応

の生成メカニズムが現在どのように説明されようとしているのかを，我々の取り組みも紹介しつつ，

解説する．
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当院での指尖部切断の治療

ReplantationoftheHngerTipAmputation

○室孝明1，山口利仁1，戸部正博2，南川義隆2，稲見浩平3

】高月整形外科病院，2高月整形外科新橋クリニック，3東京臨海病院形成外科

【はじめに】指尖部切断の治療法は局所皮弁や複合組織移植による一期再建のほか被覆材による保

存療法が行われることもあるが，当院では可能な限りすべてのsubzoneで再接着術を行っている．

subzone3以遠での再接着術は困難であるとの報告もあるが，過去1年間の当院での治療成績を報告

する．

【症例および方法】2009年4月から2010年3月までの1年間に再接着術を行い，術後6ケ月以上経過観

察可能であった指尖部切断77例84指を対象とした．年齢は1～87歳（平均42歳）で男性62例，女性

15例であり，受傷レベルはsubzonelが14指,subzone2が36指subzone3が14指,subzone4が20

指であった．手術は原則として受傷当日の緊急手術とした．手術は骨折部をキルシュナー鋼線にて

固定し，血管および神経は9～12-0ナイロンにて吻合した.subzone別生着率,Semmes-Wemstem

test(以下SWT)およびアンケートによる術後患者評価を行い検討した

【結果】当院での生着率はsubzonelで71.4%,subzone2で83.3%,subzone3で85.7%,subzone4で

85％であり，知覚回復はSWTで7割以上の症例がblue以上であった．アンケート結果からは機能面

だけでなく整容面においてもかなり満足度が高い結果が得られた．

【考察】相応のトレーニングは必要であるが，著しい挫滅例を除きsubzone3以遠での再接着術は決

して困難ではない．より近位での再接着術と比して知覚異常や可動域制限も生じにくく，職種によっ

ては機能的に大きな意義がある．また，指尖部切断の適応を「見た目」への要望が強まっている近

年の傾向に鑑みれば，積極的に試みてよい術式と考える．
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当科における切断指再接着術一術後3週間固定の成績

DigitalReplantationSurgelyinOurClimc-OutcomeofPostoperative3WeeksSphntage

○砂川融1，鈴木修身2，中崎蔵人2，四宮陸雄2，越智光夫2

］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

【はじめに】当科で切断指再接着術を開始して約30年が経過したが，その問手術方法や後療法に大き

な変化はない．今回は過去5年のzonelまたは2での完全切断再接着症例の術後成績を調査し，その

問題点について報告する．

【当科での治療法】手術ではまず指節骨をK-wire2本で交差固定し，損傷腱を全て修復後，動脈2

本，静脈2本を吻合し，最後に神経縫合を行うのを基本としている．腱縫合法は津下法を2カ所行う4

strandsである．術後は切断指の生着を得ることを第一義に，血行の安定性，骨の固定性等を考慮し

ながら3～4週間の安静，外固定を行い，早期運動療法は行っていない．外固定除去後から自動運動

を開始し，術後6週から他動運動を開始している．また，入院は1週間で，以後は外来経過観察とし

ている．

【症例】過去5年間に再接着術を行ったのは17例20指で,14例17指が生着しこれらを調査対象とした．

部位別では母指5指，その他12指で，損傷形態は鋭利4指，鈍的5指，引き抜き2指，挫滅6指であった．

追加手術として腱剥離を2指に，骨移植を1指に行った．

【結果】調査時平均自動可動域は母指MP関節33.8｡,IP関節16.3｡,その他のMP関節88.1｡,PIP関

節38.1｡,DIP関節21.6.で,zone2の損傷に限ればPIP関節の可動域は10.程度しかなく，著明な制

限を遺残した．腱剥離術を行った症例でも，単純な腱損傷患者ほどの効果は得られなかった．

【考察】生着率は85％で，生着に関しては術後3週間固定は目的を達していたと考えるが，機能的予

後を考えると満足できる成績は得られなかった血行に十分注意しながら早期運動療法が行えるよ

うに術式ならびに後療法を工夫するか，積極的に腱剥離術などの追加手術を行うか何らかの改善が

必要であると考えられた．
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手指基節部周辺再接着指の診療計画一より良い機能回復を目指して一

CurativeProgfamofReplantedFingersmtheProximalPhalanx

○五谷寛之，山野慶樹，寺浦英俊，山本研

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

【目的】手指基節部周辺切断指症例を対象に，初療から2期的再建，関節可動式創外固定器を使用し

た後療法までを報告する．

【対象】手指基節部周辺切断指の切断例で,14例,28指，内訳は母指2,示指10,中指7,環指4,小

指5指である．

【手術方法】l)指骨の固定関節近傍に骨欠損を認める症例では，骨軟骨移植のため関節裂隙温存の

目的で，他例では二期的再建までの関節拘縮予防を目的に，接着後CompassPIPJomtHmge創外

固定器（以下CPJH)や指用Ilizarovmim創外固定器（以下IM)を装着した.2)血行再建骨短縮

をさけ，静脈皮弁を用いて軟部組織と血行再建を同時施行したのが3指で指動脈再建に静脈移植を

行ったのは6指であった．3）術後の固定肢位血管縫合時の緊張度に依存するが，手関節中間位か

ら軽度背屈位を基本とする．4）創外固定装着後のROM訓練循環動態に問題がなければ,2-4週で

CPJHやIM創外固定の装着，組み替えを行う．装着から4－6週のactiveassistROMexerciseの

後にactiveROMexerciseに変更する.5)追加手術初回再接着手術後，腱剥離4例9指，肋骨肋軟

骨移植2例3指創外固定装着15指を施行した．

【結果】平均%TAMは56.5%,日本手の外科学会の切断指機能評価新基準では平均66.3点であっ

た．各指ごとに(%TAM/日手会基準）を示すと，母指では68.5/71,示指では56.5/71,中指では

54.1/61.3,環指では54.6/62,小指56.8/63.3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．

【考察及びまとめ】再接着指の機能回復は初期治療の直接的な手術手技に負うところが多いが，長期

的展望にたって適切な後療法を行うことが求められる．そのためには患者の協力も不可欠であり，

各段階での目標や意味をよく説明することが求められる．
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上肢majoramputation再接着の成績向上のポイント
KeyPomtstoImproveResultsofMajorUPperLimbReplantation

○ 酒 井 和 裕 ， 竹 内 一 哉，新村辰臣

新小文字病院整形外科

【目的】上肢majoramputation再接着の自験例を分析し成績向上のポイントを考察する．

【対象】1996-2009年に経験した手関節より中枢での上肢切断13例15肢のうち,9例10肢に再接着術

を行った.男性5．女性4例で,年齢は34-72(54.6)歳であった原因は全てアルバイトの労災事故であっ

た．切断部位は，肩甲帯1，上腕4，肘l,前腕3,手関節l例であった．上腕と手関節の各1例は両側

例で，上腕例は挫滅があったが一側のみ再接着を行った．前腕切断の一例は同側指との二重切断で

あった鋭利切断1例，局所挫滅切断5例6肢，引き抜き切断2例，挫滅切断1例であり，完全切断4例

4肢，不全切断5例6肢で，経過観察期間は2-17(8.3)年であった．

【方法】成績はChenの基準,DASH,日手会末梢神経評価で評価した．

【結果】再接着肢は全例生着し，6例7肢に偽関節手術・筋肉移植・筋腱移行・神経移行・腱剥離など

の追加手術を行った.Chen評価Iは上腕鋭利不全切断1例,IIは肘と前腕各1例の局所挫滅不全切断，

IIIは上腕2例と両手関節1例,IVは肩甲帯・上腕挫滅切断・前腕多重切断の各1例であった．運動

機能はChen評価I例のみ手指可動域がfullとなり,IIとIII例は簡単な把持と手指hook動作が可能

であった．知覚回復は肩甲帯・上腕の2例がSlで，他はS2以上であった．Paresthesiaはl例を除き

軽度であった.DASHはChen評価と著しく相反しなかった．挫滅切断再接着例はかなり成績が劣っ

た．

【考察】上肢majoramputation再接着は生着率が高く，追加手術で成績向上が見込める．必要条件

は皮層・筋肉・関節の拘縮が少ないことで，虚血・断端新鮮化・術後浮腫などの対策が必要である．

腱・骨・神経などの二期手術も考慮した術式，後療法，再建手術の方法と時期などが重要である．
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尺骨短縮術における短縮前後の

術中手関節鏡所見の検討

ArthroscopicFindingsoftheTFCCbefbreandafterthe

UlnarShortening

慶應義塾大学医学部整形外科

○田邊剛，中村俊康，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【目的】尺骨短縮術の術中の関節鏡所見に関する

報告は少ない．今回我々は，僥骨手根関節の所

見を検討した．

【方法】2003年1月より2009年12月までに単一の

術者が尺骨短縮術を施行した症例（小窩での断

裂例を除く）で手関節鏡所見を得た409例426手

(男性215例，女性194例，右235,左153,両側

19,手術時平均年齢38歳）を対象とした．尺骨

plusvarianceで遠位榛尺関節(DRUJ)不安定

性一例をA群,plusvarianceでDRUJ不安定性

十例をB群,neutralvarianceでDRUJ不安定

性一例をC群,neutralvarianceでDRUJ不安

定性十例をD群に分け，それぞれの関節鏡所見

を検討した．

【結果】内訳はA:222,B:167,C:19,D:18手で

あった．月状骨関節軟骨の軟化，繊維化は215手

に認め，それぞれA:116;B:87;C:4;D8であった．

TFCCの穿孔は74手に認め，それぞれA:43;B:29;

C:1;D1であった.LT損傷は全体で68手に認め，

それぞれA:28;B:35;C:4;D1で,LT関節の仮固

定を要したのはA:3;B:10;C:0;Dl手であった．尺

骨の平均短縮量は2.4mmで,それぞれA:2.4;B:2.3;

C:2.0;D2.0mmと群間で差はなかった．短縮直

後は2手を除く全例でTFCCのdisc部分の陥凹

を認め,DRUJ不安定性例全例でDRUJの安定
化が得られた．

【考察】月状骨の軟化･繊維化とTFCCの穿孔は，

A,B群に多く認められ,plusvarianceがその

発生に関与する.LT損傷の発生は郡間で有意な

差を認めなかったが,LT関節のピンニングを要

した例はB群に多く認めたことから,LT損傷

の増悪因子としてDRUJの不安定性が考えられ

る．短縮後のDiscの陥凹所見は尺骨短縮術にお

けるDRUJ安定化の指標として有用であった．
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尺骨短縮術における矯正損失の検討

CorrecmgLossaftmerUlnarShortemngOsteotomy

慶應義塾大学整形外科

○福岡昌利，中村俊康，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【はじめに】尺骨短縮術はTFCC損傷などの疾

患に対して非常に有用な方法であり，多用され

ている．しかし，短縮し矯正を行っても手術直

後に比べ,ulnarvarianceが増加する矯正損失を

認めることがある．今回われわれは尺骨短縮術

を施行した症例において生じた矯正損失につい

て検討を行った．

【方法】2005年3月より2009年12月までに同一術

者が尺骨短縮術を施行した症例，325例328手を

対象とした.手術時平均年齢は34.4歳(14-72歳)，

男性168,女性160,右198,左130であった．尺

骨varianceが2mm以上の症例は0mmになる

ように短縮,1mm以下の症例は2mmの短縮を

行なった．プレートはLC-DCPプレート(4穴～

6穴)を用いた．術後は4-5週間の外固定を行った．

手術直後と手術後1年時の単純X線像を比較し，

lmm以上尺骨varianceが変化したものを矯正

損失と評価し，検討を行った．

【結果】矯正損失は46手で認めた．男性21,女性

23で平均年齢は475歳（15-69）で，矯正損失の

平均はl.2mmであったPlus方向に44例が変位

し，2例がminus方向に変位した異常を認めな

かった症例の短縮量の平均は2.2mm,矯正損失

例での短縮量の平均は2.7mmであった．瘻痛が

残存した症例は3例で認めた．矯正損失例のうち

再手術を行った症例は合計8例で，偽関節手術2

例，内固定具の脱転に伴う再固定2例，抜釘後の

再骨折3例，瘻痛に伴い再度短縮を行った1例で

あったプレートは矯正損失例の全体では12例

が4穴，26例が5穴，8例が6穴であった．再手術

例では5例が4穴，3例が5穴であった．

【考察】矯正損失は比較的年齢の高い層，短縮量

が多い症例,再手術例で生じやすいことが分かっ

た．このような例では外固定期間を延長する，

穴数の多いプレートを使用するなど考慮する必

要がある．
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尺骨短縮術における骨膜温存の効果；従

来法との比較
PreservationofthePeriosteumoftheUInainUlnar

ShorteningProcedure;ComparisonwithConventional

T℃chnique

慶應義塾大学医学部整形外科

○三戸一晃，中村俊康，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【目的】尺骨短縮術はTFCC損傷などに行われ

るが，骨癒合不良が問題である．今回，我々は，

骨切り部の骨膜を温存・被覆する方法を行い，

骨膜をplate部全域で剥離する従来法と比較検討

した．

【対象および方法】2003～2009年に当院で

TFCC損傷に対し尺骨短縮術を行う際に骨膜を

plate長全域にわたり剥離した群（男18例18手，

女26例27手:A群）と骨膜を温存･被覆した群（男

16例16手，女26例28手:B群）の計85例90手（男

34例34手，女51例56手）を前向きに検討とした．

手術時平均年齢はA群41.3歳,B群39.7歳，術後

経過観察期間は平均3年2ヵ月であった．全例，

骨膜の剥離後骨を横切し,LC-DCPplateで固定

した．術後1ヵ月毎の単純X線像で骨修復様式と

骨癒合期間を比較検討した．

【結果】偽関節例はA群に4例発生した．平均骨

癒合期間は,B群が短かった(各々 ,179.0,149.5日）

(p=0.12)が有意差はなかった．骨修復様式は仮

骨形成や骨吸収なく癒合する型(1-1型),僅か

に骨吸収をみた型（1-2型)，仮骨形成後骨癒合

した型（2型)，骨切り部に明瞭な骨吸収後骨癒

合する型（3-1型)，骨吸収後偽関節（3-2型）の5

型に分類したA群は1-1型:7,1-2型:7，2型:9,

3-1型:18,3-2型:4手,B群で各々 ,16,9,8,

12，0手であり,B群で有意に1型の割合が高かっ

た(p=0.04)．型毎の平均骨癒合期間は，各々 ，

100,144,157,226日で，臨床的優位性の検討

の為，これを基に各型を点数化し（各々，10，7，

6，4，0点）比較した結果,B群の方が有意に優

れていた(p=0.003).

【結論】骨膜で骨切り部を被覆すると豊富な血流

と安定した内部環境が維持され,B群では偽関

節例がなかった．一次性骨癒合に類似したl型の

割合が有意に高く，骨癒合期間も短縮された

骨切り術時の骨膜温存は，尺骨短縮術の合併症

である骨癒合不良に対し効果的と考えた．

－S51-
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尺骨短縮術の合併症:plate抜釘後の骨折
ComplicationofUInarShorteningProcedure:Fracmre

anmerPlateRemoval

'慶應義塾大学医学部整形外科，2きくち整形外

科，3藤田保健衛生大学第2教育病院整形外科

○中村俊康l,菊地淑人2,斉藤毅1,

戸山芳昭'，寺田信樹3

【目的】尺骨短縮術の合併症にはDRUJのOA変

化,抜釘後骨折,骨切り部の偽関節がある．今回，

plate抜釘後に発生した発生した骨切り部および

Screw孔部での骨折例を検討した

【方法]1991年以降に単一の術者が尺骨短縮術を

施行し1年以上経過を観察した533例562手（男

287,女246,右281,左223,両側29,平均38歳）

の内，尺骨のplate抜釘後に骨折を認めた症例を

対象とし，特徴的な因子，骨折の発生頻度，初

回手術から抜釘までの期間，抜釘から骨折まで

の期間骨折の原因，初回使用plate,骨折の治

療法，最終成績を検討した．

【結果】Plate抜釘後の再骨折は12例13手で，男

2，女10と女性に多かった右5，左6，両側lと

左右差はなかった.骨折の発生頻度は2.3％であっ

た．1例を除く全例で初回手術から1年経過以降

に抜釘を行なった．抜釘から骨折までの期間は

当日から3年後まで多岐に渡ったが(平均103日)，

特に期間の長かった3例（76日,186日,1020日）

を除くと平均15日であった術当日および翌日

に骨折を生じた症例がそれぞれl例あった骨

折の原因は抜釘部の強打などの患者の不注意に

よるものが9手，軽微な力で骨折した症例が2手，

術中にScrewを無理にこじって骨折した例が2

手あった．抜釘から骨折までの経過の長い例は

いずれも強打を受けていた初回使用plateは

AO製DCPまたはLC-DCPplate4穴が9手,LC-

DCP5穴が4手であった.3例では転位が小さかっ

たためギプスで加療したが，10手ではdouble

plateでの再固定を行なった全例で骨癒合が得

られ，最終成績は優11,良2と良好であった．

【結語】尺骨短縮術症例のplate抜釘後の骨折は

女性に多く，術後2週程度で発生することが多い．

患者の不注意による例が多いが，軽微な力で骨

折する例や術中に骨折する例もあり，注意を要

する．適切な治療を行えば問題なく治癒する．
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手関節鏡におけるTFCClb損傷の診断

'Hoatingsign'の検者内及び検者間での信
頼性について

Intra-andlnterobserverReliabilityof!FloatingSign'in

DiagloseofTf℃CIbTearwithWristArthroscopy

'関西電力病院整形外科，2聖隷三方原病院整形

外科

○竹内久貴l,藤井貴之2,西村隆--1,

藤尾圭司！

【目的】本研究の目的はTFCCIb損傷に対する

診断においてifloatmgsign!の有用性を明らかに

する事である．今回は検者内及び検者間での信

頼性について検討した．

【方法】対象は2009年から2010年に当院で行っ

た手関節鏡症例全18例(TFCC損傷10例，僥骨

遠位端骨折4例，滑膜切除3例，舟状骨月状骨靱

帯損傷1例）である．我々はTFCCIb損傷を

'floatmgsign!を用いて評価している．即ち，僥

骨手根関節からの鏡視においてTFCC周囲で

シェーバーにて吸引を行う．我々は,TFCCが

fbveaで損傷されている症例では吸引の掛けられ

たdiscがrecess周囲で浮き上がる事('floating

sign'陽性）を経験している．今回，全18例より

無作為に5例を抽出し当院6名の整形外科（手外

科医2名，脊椎外科医2名，関節外科医1名，後期

研修医1名）がこれらのビデオよりifloatingsign'

の評価を行い，手術記録に記載されている評価

との一致率について計算した．また3カ月後にこ

れらのビデオについて再度評価を行い検者内一

致率を計算した．統計学的評価はkappa値を用
いた．

【結果】検者内一致率,検者間一致率ともに平均
kappa値は0.731であった．尚，抽出されたビデ

オはTFCCIb損傷3例，僥骨遠位端骨折l例，滑

膜炎l例であった．

【結論】ifioatingsign!は検者内及び検者間で高い

一致率を示しTFCCIb損傷の有用な診断法とし

て考えられたしかしifioatingsign'はまだ使用

されている施設が少なく今後は多施設間での信

頼性等も評価していく必要があると考えられた．

一S52－
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上肢神経鞘腫に対する被膜内腫瘍核出術

の有用性

Advantagesoflntra-capsularMicro-enucleationof

SchwannomaArismgfromtheUpperExtlBnty

'山口大学医学部整形外科，2関門医療センター

○村松慶一'，伊原公一郎2，守屋淳詞'，

田口敏彦』

【目的】神経鞘腫は末梢神経由来の良性腫瘍で，

約20％が上肢に発生する．これまで，いわゆる

腫瘍核出術EnucleationがGoldStandardとされ

てきたが,その具体的な術式の認識は多少異なっ

ており術後の神経脱落症状が70％を超える報告

もある．今回当科で加療した上肢神経鞘腫の術

後成績を調査し，被膜外と被膜内腫瘍核出術の

手術成績，適応等を比較検討した

【方法】症例は16例で男10例，女6,手術時年

齢は31-81歳であった発症神経は尺骨5，正中

4，僥骨，腋窩，腕神経叢部2，筋皮1であった

術式は主幹神経12例には顕微鏡下被膜外または

内核出術，分枝後の4例には被膜外核出術を行っ

た被膜内切除では残存神経束を温存する様に

腫瘍はPiecebypieceに切除した．

【術後成績】神経脱落症状はG1:6ヶ月以内に消失，

G2:6ケ月以上継続,G3:恒久的麻痒の3段階に評

価した主幹神経に生じた神経鞘腫術後の脱落

症状は，被膜外核出後に全例6ヶ月以上症状が残

存した(G2以上).被膜内核出術は2例(25%)の

みに症状が残存し，被膜外と比較し有意に低率

であり，1例は術後包帯による圧迫であった．術

後成績は，罹病期間，腫瘍サイズ，神経種類別

に有意差は認めなかった．分枝後に発生した症

例では全て脱落症状は無かった腕神経叢部発

生の1例に再発を認めた．

【結論】神経鞘腫核出術は一般的に被膜外切除に

相当すると考えられる．しかし，愛護的な手技

を持ってしても神経外膜状の神経束のみならず，

腫瘍内の特に中枢，末梢両極に近接する残存神

経束を損傷する可能性がある．神経鞘腫は良性

腫瘍であり，手術の目的はあくまで症状の改善

と除圧にとどめるべきで，四肢では再発例は殆

ど報告ないため腫瘍全摘にこだわる必要は無い．

被膜内核出術で腫瘍内神経束は温存するべきで

ある．術後の管理にも留意すべきと考える．
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上肢に発症した神経鞘腫の治療成績

TherapeuticResultsofSchwannomaoftheUpper

Extl巳nty

'奈良県立医科大学整形外科，2市立奈良病院四

肢外傷センター

○村田景一1，面川庄平1,小畠康宣1,

矢島弘嗣2

【目的】上肢の神経鞘腫に関して術前･術後所見，

手術方法などの関係について詳細に述べた報告

は少ない．今回，上肢発症の神経鞘腫の手術例

に関して術前・術中所見，手術法と術後成績に

関して調査したので報告する．

【対象】対象は当科で摘出術あるいは核出術を施

行し組織学的検査にて神経鞘腫の確定診断がな

された12例で，内訳は男性4例，女性8例，手術

時年齢は34歳から80歳発症部位は鎖骨上部2

例，腋窩部l例，上腕部1例，肘部2例，前腕部1例，

手関節4例，手掌部1例であった．罹患神経は腕

神経叢2例，筋皮神経l例，外側前腕皮神経1例

正中神経6例，尺側神経2例であった．術前症状

として肉眼的隆起および腫瘍直上でのTinelis

signは全例で，圧痛は11例で，自発痛は5例で，

罹患神経末梢での知覚障害は4例で認められた．

術前に運動麻痒を合併していた症例はなかった．

術中に計測した腫瘍サイズは18x7x7mmから

40x40x35mmであった．手術方法は腫瘍に入る

神経束の一本またはその一部を犠牲にして腫瘍

摘出を行った症例が4例，腫瘍内部の核出のみ施

行した症例が8例であった．手術は全例で顕微鏡

を用いて愛護的に神経剥離を行い，1例で腫瘍の

核出に超音波外科吸引装置を併用した．

【結果】術直後に運動神経脱落症状を認めた症例

は2例あったが経時的に完全に回復した知覚障

害の増悪した症例は7例あり，最終調査時に症状

の改善が認められなかった症例は3例で罹患神経

は全例正中神経であった．摘出術を行った4例中

2例で知覚障害が出現し，それらは最終調査時に

おいても残存していた．

【考察および結語】術後の神経脱落症状を極力予

防するため，手術は核出術を行うべきと考えら

れた．また腕神経叢部などでは神経交差のため

核出術が困難な場合があるが，そのような症例

では超音波外科吸引装置の使用が役立つと考え

られた．

~ﾌ語壺富一

－S53-
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神経鞘腫と鑑別を要した上肢悪性軟部腫

瘍例の臨床像と画像所見の検討一神経鞘

腫との比較

ClinicalandlmageFindingsthatDistinguishMalignant

TumorfiomSchawannomaoftheUPperExtrenty

'亀田第一病院整形外科，2札幌医科大学整形外

科

○織田崇1,和田卓郎2,射場浩介2,

川口哲2，山下敏彦2

【はじめに】神経鞘腫は上肢発生軟部腫瘍の5％

を占め，手の外科の日常診療で遭遇する機会の

多い腫瘍である．生検術を行わずに画像診断さ

れ核出術を施行されることが多いが，術中や術

後に悪性腫瘍と診断される例も存在する．今回，

術前診断は神経鞘腫であったが，術後に悪性と

診断された上肢発生軟部悪性腫瘍の特徴を神経

鞘腫と比較し検討した

【方法】術前に神経鞘腫を疑われ手術を施行され

た上肢発生軟部腫瘍の17例（男9例，女8例，平

均55.4歳）を対象とした病理組織診断は神経鞘

腫が13例で，悪性腫瘍が4例(MFH2例，滑膜肉

腫1例plexifbrmhystiocytomal例）であった．

全例のMRITl強調像で低信号,T2強調像で高

信号を示し，球形，楕円球形または紡錘形を呈

する辺縁が明瞭な孤立性腫瘍性病変を認めた．

発症から受診までの期間，初発症状，安静時痛

とTinel様徴候の有無を調査し,MRIで腫瘍の

発生部位と大きさ,targetsign,split-fatsignを

評価した．

【結果】初発症状は，悪性腫瘍の3例が痙痛また

はしびれであったのに対して，神経鞘腫で瘻痛

またはしびれを訴えた例は1例のみであった．

Tmel様徴候は悪性腫瘍の1例のみで陽性であっ

たが，神経鞘腫では8例で陽性であった．腫瘍が

深層に発生した例は，悪性腫瘍では3例，神経鞘

腫では10例であった．腫瘍最大径は，悪性腫瘍

が平均31mm,神経鞘腫は平均39mmであった．

悪性腫瘍でtargetsignおよびsplit-fatsignを認

めた例はなく，神経鞘腫では12例でtargetsign

が,11例でsplit-fatsignが陽性であった．

【考察】神経鞘腫と比較して，悪性腫瘍は瘻痛や

しびれを初発症状をすることが多く,Tmel様

徴候が陽性となることは少ない．悪性腫瘍では

MRIでtargetsignやsplit-fatsignが陽性となる

割合が低く，これらの所見を認めないことが神

経鞘腫との鑑別に有用となる．

！
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上肢に発生した類上皮肉腫の治療経験

EpithenoidSarcomaoftheUPperExtrenty;

CaseSeries

慶應義塾大学整形外科

○堀内孝一，佐藤和毅，中村俊康，

戸山芳昭，池 上 博 泰

類上皮肉腫は四肢末梢，皮下軟部組織に好発し，

しばしば皮層潰瘍を伴う．安易な摘出術を受け

たり，難治性潰瘍や外傷後の創感染と誤認され

ることもあり，診断･治療に難渋することが多い．

当科で治療を行った上肢発生の類上皮肉腫につ

いてretrospectiveに検討した

【対象と方法】1992年から2010年2月に治療を行っ

た類上皮肉腫8例（男性5例，女性3例）を対象と

した．年齢は6-88歳（平均35歳)，部位別には手

指2例，手掌部2例，前腕部3例，上腕部1例であっ

た．8例は全例，他院で初期治療を受け，後に当

科を紹介受診した．3例は‘良性軟部腫瘤，とし

て単純摘出術を受け,他の5例は腫瘍ではなく‘骨

髄炎，‘血腫，‘感染創，‘潰瘍，として外科的治

療を受けていた

【結果】発症から当科での手術までの期間は5カ

月から14年（平均53カ月)，術後経過観察期間は

10カ月から13年9カ月（平均66カ月）であった

8例中，4例は追加広範囲切除術，3例は切断術，

残りのl例は腫瘍辺縁切除術施行後，再発を認め

ため切断術を行った．術後3例に化学療法，2例

に放射線療法を施行した．最終経過観察時に局

所再発を3例に，遠隔転移を5例に認めた．再発・

遠隔転移を認めなかった症例は3例で，発症から

手術までが比較的早期（3カ月，5カ月，3年3カ

月）であった．死亡例は遠隔転移5例のうちの3

例であり，2例は発症から当科手術までに長期を

要し（8年,14年),1例は急激に多発性遠隔転移

を来した例であった．

【考察】本腫瘍は,外傷に関連して発生する例や，

多結節性に発生する例も多く，典型的な肉腫の

形態をとらないことが，診断の遅れと予後の不

良に繋がると考えられた上肢発生の腫瘤，潰

瘍の治療に際して念頭に置くべき疾患である．

1-3-10

上肢軟部腫瘍に対するMRI診断の正診率

nleDiaglosisConsideredbyMRImagingfbrSoftTissue

TumorinUpperExtrenties

東京慈恵会医科大学整形外科

○湯川充人，千野博之，中神祐介，

酒井伸英，丸毛啓史

【目的】軟部腫瘍の精査にMRIは必須であるが，

MRIのみで診断を確定することは困難である．

特に脂肪腫，神経鞘腫以外の軟部腫瘍の正診率

は低いことが知られている．本研究では，術前

のMRI診断と術後の病理診断をretrospective

に比較し，各軟部腫瘍別の正診率を調査した．

【対象および方法】2005年1月から2010年10月ま

でに上肢の軟部腫瘍にMRIを施行し，その後に

手術を行い,診断が確定した137例を対象とした．

性別は男性;85例,女性;52例,年齢は8歳～79歳(平

均46歳）であった．発生部位は手;108例,前腕;26

例，上腕;5例であった．撮像にはSIEMENS社

製MAGNETOMAvantol.5テスラ装置を使用し

たまた造影MRIを併施したものが7例，他施

設のMRIが9例含まれていた.Tl･T2強調画像

およびSTIRによる術前診断と術後の病理診断

を比較した．

【結果】病理診断では，ガングリオン;29例，巨

細胞腫;15例，グロームス腫瘍;14例,神経鞘腫;12

例，脂肪腫;6例，神経線維腫;5例，血管腫類

上皮襄腫が各3例血管平滑筋腫結節性筋膜炎

が各2例，その他46例であった．このうち，悪性

腫瘍はMFH,類上皮肉腫,MPNST,滑膜肉腫

が各1例であった．術前MRI診断で正診率が高

い腫瘍は,脂肪腫（100％),ガングリオン（83％)，

巨細胞腫（80％)，神経鞘腫（67%)，類上皮嚢腫

(67％）％などであった一方，正診率が低い腫

瘍は血管平滑筋腫，デスモイド，血管腫，線維

腫などであった．

【結論】近年,MRIの精度は著しく向上している

が，上肢軟部腫瘍に対するMRIの正診率はバ

ラツキが大きいため，他の補助診断法を併せて，

多角的に評価する必要性がある．
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上肢に発生した動脈瘤の検討

AneulysminUpperExtrenty

'独立行政法人国立病院機構金沢医療センター整

形外科，2金沢大学附属病院整形外科

○納村直希'，池田和夫'，多田薫2

【目的】上肢に発生した動脈瘤9例に対して，発

生原因，臨床症状，治療ついて検討したので報

告する．

【方法】対象は1996年から2010年に手術的加療を

行った上肢動脈瘤9例で，男性7例，女性2例，平

均年齢は40歳であった．動脈瘤の発生部位は，

手掌部における尺骨動脈が2例，手関節における

僥骨動脈が4例，手関節における尺骨動脈がl例，

前腕における尺骨動脈が1例，肘関節における上

腕動脈が1例であった

【成績】動脈瘤のタイプとしては，3例が真性動

脈瘤であり，6例が仮性動脈瘤であった．真性動

脈瘤のうち2例は，小指球部での発生であり，職

業上の慢性的な圧迫刺激によるものがl例，ゴル

フによる鈍的外傷によるものが1例であった仮

性動脈瘤6例の発生原因は，切創が3例，心臓カ

テーテル穿刺が1例，骨接合時の内固定によるも

のがl例であった手術は，動脈瘤の切除後，結

紮が4例，端々吻合がl例，静脈移植が2例，外膜

のみ縫合がl例，器質化して切除だけ行ったもの

が1例であった神経症状を呈していたものは2

例あり，1例は小指球部における動脈瘤で尺骨神

経を圧迫しており，あたかも動脈瘤が神経鞘腫

のような臨床所見を呈していたもうl例は，心

臓カテーテル穿刺後に正中神経麻痒を呈してい

た．また，前腕部の尺骨動脈瘤が破裂しコンパー

トメント症候群となり，緊急で筋膜切開と瘤切

除を行った症例もあった．

【結論】上肢の動脈瘤は発生部位による多様な症

状を呈し，特に神経近傍に発生する際には注意

を要する．明らかな拍動性の腫瘤が触知できれ

ば診断は容易であるが，腫瘤が小さく触知不能

で神経圧迫症状を呈すれば神経鞘腫と誤診する

こともある．また，心臓カテーテル穿刺後の仮

性動脈瘤発生については神経麻痒の有無につい

て細心の観察が必要と思われる．
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檮骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの現況

TheCurrentStateoftheVolarLokingPlateSystemfOrtheTreatmnentoftheDistalRadiusFracmres

坪 川直人

財団法人新潟手の外科研究所

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートは手術方法が確立されつつあり，数多くの掌側ロッ

キングプレートが開発されている．掌側ロッキングプレートは近位設置型と遠位設置型，スクリュー

刺入角度が固定されるmono-axialtypeと自由度があるpoly-axialtypeに分けられる．骨粗霧症例，

粉砕の強い骨折では僥骨短縮防止にロッキングピンを軟骨下骨直下に刺入するsubchondralsupport

が強調され，近位設置型プレートの遠位設置,poly-axialスクリューで打ち上げる，遠位設置プレー

トでスクリューを打ち下げるなどの方法が取られてきたしかし近年掌側ロッキングプレートによ

る長母指屈筋腱，指屈筋腱断裂の報告が増加し，その原因は近位設置型プレートの遠位設置，遠位

設置型プレートによる背側転位，ロッキングスクリュー脱転などが挙げられる．安全なプレート設

置位置としてOrbayは掌側関節包，僥骨手根骨靭帯の付着部である扇形の横走骨性隆起Watershed

lineより近位を推奨している.MEIRAPtypeプレートはWatershedlme近位，方形回内筋窩に収

まりmono-axialで手技，手術機械もシンプルでかつ確実なロッキングシステムである.90～95%の

僥骨遠位端骨折に対応可能で,subchondralsupportがなくても掌側骨皮質骨を整復することで僥骨

短縮も少なく成績も良好である．しかしWatershedlme部骨折，またはより遠位骨折には近位設置

型プレートでは対応できず，月状骨窩部の小さな掌側骨片を有し前額断で掌側骨片背屈，背側骨片

掌屈転位骨折には，従来のプレートでは確実な固定は不可能である．月状骨窩を強固に支えるため

関節面にプレート遠位をあわせ設置し，打ち下げた1段目のスクリューで掌側関節面を，打ち上げた

2段目のスクリューで背側関節面を支えるMEIRADtypeを開発し使用している．正確な整復，手

根管症候群の防止に手根管開放を行い，屈筋腱障害を考盧し早期の抜釘術を勧めている.MEILA僥

骨遠位端プレートシステムのPtypeとDtypeの適応と手術方法を症例，手術ビデオを用いて紹介

する．
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僥骨遠位端骨折に対するVariAxDistal

RadiusLockingPlateSystemの使用経験
TYeamentofDistalRadiusFracmleswithVariAxDistal

RadiusLockingPlateSystem

'石切生喜病院整形外科，2大東中央病院整形外

科

○金村政義'，吉中康高'，水沢慶一'，

福田誠 2

【目的】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おり，

多種多様なロッキングプレートシステムが開発・

使用されている．我々 は軟骨下骨直下にlocking

screwを複数本挿入可能である,APTUS2.5

を使用し，その良好な成績を報告してきた．

APTUS2.5使用時は屈筋腱障害を予防するために

watershedlineより近位にプレート設置を行って

きた．今回,watershedlineを考盧した新しい

デザインのVariAxDistalRadiusLockingPlate

System(以下,VariAx)を用いて手術を行い，

良好な結果が得られたため，その成績を報告す

る．

【対象および方法】2010年1月から10月の問，当

院で僥骨遠位端骨折に対してVariAxを使用し

手術加療を行った49例中，3ヶ月以上fOnow可

能であった31例．年齢は33～84歳(平均62.2歳)．

男性10例，女性21例骨折型はAO分類にて

A2:7例,A3:9例,Cl:2例,C2:8例,C3:5

例．平均経過観察期間は4.8ヶ月.X線評価は，

術直後と最終調査時のradialinclmation(以下，

RI),volartnt(以下,VT),ulnarvariance(以下，

UV)を測定し，その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R10.46｡,VT0.92｡,UV0.17mmであった．

最終調査時の臨床成績は,excellentl4例,good

10例,fair7例,poorO例であったl例で長母指

伸筋腱断裂を認めた．

【考察】VariAxはAPTUS2.5よりも遠位へのプ

レート設置が行えるため，最も負荷のかかる掌

側月状骨窩骨片へのバットレス効果と複数本の

Screw挿入が可能であったX線評価，臨床成

績ともに良好な結果が得られた．Screwの脱転

などは認めなかったものの，ドライバーの使い

勝手が悪くロックがかけづらいことがあり，改

良が必要であると考える．
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僥骨遠位端骨折に対するPolyaxial

Lockingplate:VariAxplateの短期治療成
績

ClimcalShortTermResultsofVolarPlatingfbrDistal

RadiusFracmreswithPolyaxialLockingPlate:VariAx

plate

'太田西ノ内病院整形外科，2昭和大学横浜市北

部病院整形外科，3昭和大学医学部整形外科

○上野幸夫1，川崎恵吉2，稲垣克記3，

瀧川宗一郎3，門馬秀介3

【目的】Watershedlineを考慮したプレートデ

ザインで，かつPolyaxialLockingPlateである

VariAxの治療成績を調査することである．

【対象と方法】当院および関連施設で，不安定型

僥骨遠位端骨折に対して,VariAxを使用した71

例の内，術後観察期間が3カ月以上可能であっ

た50例を対象とした．内訳は，平均年齢58.2歳，

男性15例，女性35例,AO分類でa3:6例，

B3:5例,Cl:5例,C2:5例,C3:29例であっ

た．手術は，掌側からVariAx単独で固定した．

術後平均観察期間5.4カ月であった．これらにつ

いて，臨床成績評価にはCooneyscoreを，単純

X線評価には,Ulnarvariance(UV),Volartilt

(VT),Radialinclination(RI)を，術直後およ

び最終時の値を測定し，術直後と最終時の差を

矯正位損失として，評価を行った．

【結果】Cooneyscoreは，平均83ポイントで概

ね良好であった合併症については,FPLを含

めた腱断裂はなく，軽度のCRPSをl例，表層

感染を1例に認めたが，いずれも一過性で保存

療法にて軽快した．単純X線評価において，矯

正損失は,UVは0.9mm,VTはl.4｡,RIはl.7．

であり，術直後の整復位が良好に保持されてい

た．

【考察】VariAxは，遠位1列目および2列目

から多数本スクリュー挿入出来,Double-tiered

SubchondralSupport法を行うことも可能である

ところが利点であり，初期固定力の向上が期待

できる．また,Watershedlmeを考慮したデザ

インであり，このlineを越えずに,lunatefacet

をより遠位まで支持可能であり，関節内粉砕骨

折の治療に特に有用と考えられた．
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AO分類C型背側転位型僥骨末端骨折の

治療成績一堂側ロッキングプレートVS背

側ロッキングプレートー

ClimcalResultsofPlateRxationfbrAOTypeCDrsally

DisplacedDistalRadiusFmcml℃s-VolarLockingPlatevs

DorsalLockingPlate-

'大阪府済生会中津病院整形外科，2白庭病院整

形外科

○細見僚'，安田匡孝'，安藤佳幸2，

大橋弘嗣！

【目的】近年，僥骨末端骨折に対して掌側ロッキ

ングプレート(VLP)固定が主流になっている．

しかし,VLPの使用では十分な整復固定を得る

ことが困難な骨折形態も存在する．我々はその

ような骨折について,VLPと背側ロッキングプ

レート(DLP)の固定による成績を比較したの

で報告する．

【対象と方法】AO分類C型の背側転位型僥骨末

端骨折で術後6カ月以上経過観察し得た44例（男

16例，女28例，受傷時平均年齢55.8歳）を対象と

した.VLP固定群（以下VLP群）は,24例(Cl:

6例,C2:9例,C3:9例）で,DLP固定群（以

下DLP群）は,20例(C1:5例,C2:6例,C3:

9例）であった．手術では,VLP群で全例ナカ

シマメデイカル社製掌側ロッキングプレートを，

DLP群で全例Stryker社製MatrixSmartLock

を使用した臨床成績として，最終観察時の握

力と可動域（健側比）と合併症を調査，またX

線学的評価としてvolartilt,radialinclmation,

radiallengthを計測し，両群間で比較した．

【結果】受傷時年齢，受傷から手術までの期間，

経過観察期間に両群間で有意な差はなかった

最終観察時の握力，伸展，回内，回外可動域に

両群間で有意な差を認めなかったが，屈曲では

VLP群が有意に大きかったX線学的に全項目

で矯正位損失に両群間で有意な差を認めなかっ

たが,VLP群のl例で高度な矯正位損失を認めた．

腱断裂などの内固定医材料が原因と考える合併

症は両群ともに認めなかった．

【考察】AO分類C型の背側転位型僥骨末端骨

折のVLP群とDLP群の比較において，両群間

で有意となる差は屈曲以外になかった．しかし，

VLP群に有意な矯正位損失症例が存在し，僥骨

末端骨折で背側の粉砕が高度な場合，掌側から

の数本の螺子による支えには限界があり,DLP

による面での支えが必要になると考えた
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掌側ロッキングプレートとbridging型創
外固定の併用によるDiePunchfragment

を含むTypeC3榛骨遠位端骨折の治療成
績

TheTherapyofTypeC3DistalRadiusFractul℃sbyVolar

I_ockingPlateandExtemalFixation

－S58-

みつわ台総合病院整形外科

○有薗行朋，堂本徹，渡海守人，

木下博和，浜田良機

【はじめに】DiePunchfragmentを含んだ

TypeC3僥骨遠位端骨折は治療に難渋することが

多く，掌側ロッキングプレートを用いた場合で

も術後に矯正損失を生じる症例をこれまで経験

してきた．今回我々はこのような症例に対して

は掌側ロッキングプレートとbridging型創外固

定を併用しているので，その治療成績を報告す

る．

【材料・方法】使用したプレートはDRV,

ACU-LOCとAPTUSの掌側ロッキングプレー

トいずれかで創外固定は全例クイックフィク

サーを使用した．対象症例は2007年1月から現在

までに手術を施行し，術後6ヶ月以上経過観察

できた僥骨遠位端関節内骨折の男6例，女4例，

計10例．受傷時平均年齢は58歳，平均経過観察

期間は，12．2ヵ月であった．骨折型はAO分類

TypeC3でいずれも初診時に5mm以上のgapが

みられた．創外固定器は3から4週で抜去，手関

節可動域訓練を開始した．整復位損失の評価は，

最終観察時のX線所見でのR1,UV,PT値で行っ

た臨床成績はCooneyの評価法を用いた．

【結果・考察】最終観察時のX線計測では，田

は平均23.1｡,UVは0.7mm,PTが6.3.と良好で

明らかな矯正損失をみる症例はなかった．関節

可動域は掌屈は平均64.5.,背屈72.5.,前腕回内

83.5.,回外89.で，握力は健側比70％まで回復，

Cooney評価でもExcellent9例,Goodl例と良

好であった．合併症として1例にFPLの腱損傷

を認めたがプレート抜去にて改善，別の1例に中

指PIPの屈曲拘縮が残存した．瘻痛は2例に軽度

の手関節痛を認めるのみであり，全例が受傷前

の仕事に復帰している．掌側ロッキングプレー

トのみでは固定不十分なDiePunchfragmentを

伴う背側粉砕が高度な症例では，創外固定の併

用は，強固な固定性獲得のために有用な手段の

一つである．
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僥骨遠位端骨折(AO分類:TypeC)に
対する鏡視下手術の有用性

ArthroscopicSurgeryfbrlntra-articularFracmresofthe

DistalRadius(AO,typeC)

'相澤病院，2信州大学医学部運動機能学講座

○植村一貴'，山崎宏'，加藤博之2

【目的】僥骨遠位端骨折(AO分類:TypeC)に

おける鏡視下手術の有用性を検証する．

【方法】2009年2月より僥骨遠位端骨折(AO分類：

TypeC)に対して掌側プレート手術の適応とし

た症例のうち，鏡視下手術（関節鏡群）と透視

下手術（透視群）をおこなった症例を対象とし

た．このうち24週まで経過観察可能であった27

例を対象とした．AO分類はCl:1例,C2:7例，

C3:19例であった平均年齢65(24～85)歳．

男性7例,女性20例．全例で伝達麻酔下にAcu-loc

distalradiusplateを用いて手術し術翌日に帰

宅した術翌日から作業療法士によるリハビリ

テーションを開始し,12週までおこなった．関

節鏡群が12例，透視群が15例であった.年齢，性

別,利き手に有意差はなかった.術後6，12，24

週に臨床成績を評価した．画像評価としてX線

写真におけるulnarvariance,radialmclination,

palmartiltおよび術後12週のCTでのgap,step

を用いた.客観評価として握力，関節可動域（健

側比）を用いた.主観評価として日手会DASH

を用いた．

【結果】画像評価，客観評価はどの時期でも両群

問で有意差はみられなかった．主観評価として

DASHscoreは術後6,12週では差はなかったが，

24週において関節鏡群:8.9,非関節鏡群:2.4で有

意差を認めた．

【結論】僥骨遠位端骨折(AO分類:TypeC)に

対する手術手技として，鏡視下手術は明らかに

有用とはいえなかった.整復位を保持できれば鏡

視下手術でなくとも良好な成績が得られる．
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Acu-Locプレートを用いた僥骨遠位端骨

折における屈筋腱障害
HexorTendonDisorderofDistalRadiusFractureTreated

byAcu-LocPlate

'総合大雄会病院整形外科，2名古屋大学手の外

科

○水島秀幸'，平田仁2

【はじめに】Acu-Locプレートを用いた僥骨遠位

端骨折治療後の屈筋腱障害について検討を行っ

たので報告する．

【症例および方法】症例は2009年1月より2010年6

月までの1年6カ月の間に演者がAcu-Locプレー

トを用いて加療を行った僥骨遠位端骨折35例の

うち，抜釘を行った14例である．男性3例，女性

ll例，平均年齢59歳(22-82),骨接合術より抜

釘までの期間は平均6.9か月（3-12.5)，抜釘後

最終観察期間は1.9か月(1-4.5)であった以

上の症例につき，抜釘前の臨床症状，抜釘時の

所見抜釘後の臨床症状につき検討を行った．

【結果】抜釘前の臨床症状としては，運動時に手

指の違和感を認めた症例が1例，手指のれき音

を認めた症例が1例，手指の痛みを認めた症例

が5例，手指の動かしづらさを認めた症例が7例

であり,14例中11例に何らかの屈筋腱由来と考

えられる症状を認めた．抜釘時の所見としては，

FPLの部分損傷を認めた症例がl例FPLの癒

着を認めた症例が7例,FDP2の癒着を認めた症

例が6例であり，14例中10例に屈筋腱に関する何

らかの所見を認めた術中に腱の癒着を認めた

症例については全て術中に腱剥離を行ったうえ

で抜釘を行った．全例とも抜釘術中特に問題は

生じず,抜釘後にも問題となる症状を認めなかっ

た．

【考察】術前に屈筋腱に由来すると思われる症状

を認めていたll例中，腱実質の損傷を伴った症

例はl例のみであり，他は全て腱の癒着に由来す

る症状であった掌側ロッキングプレート固定

後のFPL断裂の報告が昨今散見されるが，屈筋

腱の癒着も掌側ロッキングプレート後の合併症

として注意する必要があると考えられた

！
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僥骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート

固定後の屈筋腱損傷例の検討

HexorTendonlnjuriesafterVolarLockingPlatingof

DistalRadiusFracmres

聖マリアンナ医科大学整形外科

○泉山公，清水弘之，吉田典之，

奥田実佐子，別府諸兄

【目的】我々の経験した僥骨遠位端掌側ロッキン

グプレート固定後に認めた屈筋腱損傷例を報告

し，過去のレビューから発症原因と対策につい

て報告する．

【方法】我々の症例は58才の女性で転倒し受傷し

たX線にてAO分類C3型骨折を認め,掌側ロッ

キングプレート固定を施行した．術後3ヵ月で右

母指IP関節の屈曲障害を認めたため，術後5ヵ

月でプレートを抜去した．術中所見ではプレー

ト遠位縁と長母指屈筋(FPL)腱の接触と摩耗

を認めたこの原因には遠位設置が考えられた

抜去後，母指IP関節の屈曲は回復し，術後10カ

月の現在，横つまみは健側比69％，3指つまみは

健側比64％まで回復した．過去のレビューでは

1988年から2009年までの期間でkeywordsを僥

骨遠位端骨折,distalradiusfractureとして検索

した論文3679編(Medlinel706編,医中誌1674編，

Cochrane299編）のうち，合併症報告，および

30例以上を有する比較論文，総論,Systematic

Reviewを抽出したこの僥骨遠位端骨折ガイ

ドライン構造化抄録データーベース1448編中よ

り，僥骨遠位端骨折掌側プレート固定後の屈筋

腱断裂症例のみを抽出し検討した

【結果】掌側プレート固定後の屈筋腱断裂が19

編，39症例の報告を認めたすべてFPL腱断裂

であった掌側ロッキングプレートの腱断裂は2

~12%であった．ノンロッキングプレートの腱

断裂は症例報告で発生率は不明であった．39例

中，スクリューのバックアウトが原因以外のロッ

キングプレート固定後のFPL断裂28症例の発症

時期は2カ月から6年で平均1年2ヵ月であった．

発症時期は2峰性の分布を示し，66％の症例が約

1年以内（平均6カ月）で発症していた

【考察】発症原因は遠位設置のみならずプレート

の浮きや遠位骨片の背屈転位も認めるため，プ

レートと僥骨掌側面の弩曲が一致していること

が重要である．
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僥骨遠位端骨折掌側プレートによる長母

指屈筋腱損傷の危険度の超音波評価

UtrasonographyoftheHexorPolicisLongusTendonto

AssesstheRiskofT℃ndonRupmreduetoVolarLocking

PlateoftheDistalRadiusFracmre

泉整形外科病院

○中村優，高原政利，照井千尋，

根本忠信，遠藤誠一

【目的】僥骨遠位端骨折掌側プレート固定後に長

母指屈筋腱損傷が発生する危険がある．この危

険を回避するために抜釘を選択したが，実際に

は全くその必要がなかったと考えられる症例を

しばしば経験する．演者らは必要性のない抜釘

を避けるために超音波検査を行なって，腱損傷

の危険度を評価したので報告する．

【対象】僥骨遠位端骨折に対し掌側プレート固定

を施行した後に超音波検査を行なった24例25手

を対象とした．年齢は平均54歳であった．罹患

側は右：12手，左：13手であった超音波検査

を手術から平均201日後に行なった．12例(48％）

にプレート抜去を手術から平均225日後に行なっ

た．僥骨長軸に掌側からプローブをあて，母指

を自動屈伸させ，長母指屈筋腱を描出し，母指

最大屈曲位で静止画像を撮影した．手関節中間

位と手関節最大背屈位のそれぞれで，長母指屈

筋腱の変化（圧迫太さ，浮腫）と長母指屈筋

腱とプレートとの距離を測定した．抜釘12例で

は手術時に腱とプレートとの間の組織を評価し，

超音波所見と術中所見を比較した．

【結果】超音波にて腱の変化は認めた例はなかっ

た腱とプレートとの最短距離は中間位では0～

6.4mm,最大背屈位では0～6.4mmであった．

抜釘例での腱／プレート間組織は，透見可能な

薄い膜：6手，厚い艤痕：3手，方形回内筋：3手

であった．超音波にて腱とプレートとの最短距

離が0.7mm未満の症例では，透見可能な薄い膜

しか存在していなかった.0.7mm以上では厚い

腰痕か方形回内筋が存在しており，介在組織の

充実度は超音波の距離と相関した．

【結論】腱プレート間に0.7mm以上の厚さの組

織が超音波にて観察された場合には，腱損傷の

危険はないと判断される．超音波検査にて，長

母指屈筋腱損傷の危険性を判定することが可能

であると考えられる．
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榛骨遠位端掌側プレートの設置位置が長

母指屈筋腱に生じる接触圧に与える影響
EMctofPositionoftheVolarPlateonContactPressure

ontheFlexorPollicisLongus

'自衛隊札幌病院整形外科，2札幌第一病院整形

外科，3札幌医科大学理学療法科，4札幌医科大

学解剖学第2，5札幌医科大学整形外科

○田中祥貴1，青木光広2，泉水朝貴3，

藤宮峯子4，山下敏彦5

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキン

グプレート固定の合併症の一つに長母指屈筋腱

(FPL)断裂がある．その原因としてプレート遠位

端のwater-shedline以遠の設置が言われている．

今回，新鮮遺体を用いて,FPLとプレートの問

に生じる接触圧を測定し，プレートの設置位置

が接触圧に与える影響を定量的に評価した

【方法】新鮮遺体の前腕6体を用いた．平均年齢

は87.4歳(81-92歳).FPL以外の前腕屈筋群は切

除した．僥骨骨折が解剖学的に骨癒合した場合

を仮定し骨切りを行わなかった．当初，プレー

トを設置せずにwater-shedlmeとFPLの間に

薄いセンサーを設置し接触圧を測定した次に，

ACU-LOCDistalRadiusPlateSystemstandard

を至適位置（僥骨の形状に最も適合する位置)，

至適位置より2mm遠位もしくは近位へ設置しプ

レート遠位端とFPLで生じる接触圧を測定した．

測定中の手関節肢位は背屈0,30または60｡,尺

屈0または20.に設定したまたFPLには3kgの

牽引負荷を加えた

【結果】プレートなし時には接触圧の上昇を認め

なかったプレートを至適位置設置時，手関節

背屈60.で最も接触圧の上昇を認めたが（平均1.1

r0.88N/cm2),プレートなし時と有意な差を

認めなかった．プレートを2mm遠位設置時は手

関節背屈60.で接触圧は最も上昇し（平均4.14±

1.75N/cm2),プレートなしおよびプレート至適

位置設置時と比較して有意に上昇していた(p<

0.05)．尺屈で接触圧の有意な変化は認めなかっ

た．

【考察】今回の結果から，諸家が述べているよう

に掌側ロッキングプレートの遠位設置が，接触

圧の上昇をもたらし,FPL腱断裂の原因となり

うることが示唆された．
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僥骨遠位端掌側ロッキングプレートによ

る長母指屈筋腱FPL障害についての検討

HexorPomcisLongusTendonProblemsafterVolarPlate

FixationofDistalRadiusFracmres

松江市立病院整形外科

○林原雅子，谷田玲，濱本佑樹，

山本真人，近藤康光
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【目的】僥骨遠位端掌側ロッキングプレート固定

後の長母指屈筋腱(FPL)損傷が近年問題となっ

てきている．掌側ロッキングプレート固定術後

のFPL障害について,X線計側および抜釘時の

所見から危険因子を検討することを目的とした

【方法】2007年1月から2010年9月までに当院で

行った僥骨遠位端骨折73例(71名73手）を対象

とした．平均年齢62歳（17～85）である．術後

経過でFPLの走行に一致した礫音，違和感，ま

たは瘻痛が出現したものを障害ありとして，あ

り群となし群の2群に分けて検討した.X線計

側，使用プレートの種類抜釘時の所見を検討

した.X線計側はradialmclination(RI),uhar

valiance(UV),volartilt(VT),正面像での

関節面とプレートとの距離jointplatedistance

(JPD),側面像で月状骨掌側端とプレート掌側

端との距離lunateplatedistance(LPD)を行っ
た．

【結果】障害あり群13例，なし群60例であり，両

群を比較すると，あり群では有意にLPDが大き

かったまたLPDとVTには有意に負の相関が

みられた．抜釘は，あり群13例中12例で行われ

ていた．あり群で抜釘時にプレートの遠位端が

露出していたものは，12例中2例であった

【考察】VTの矯正不足はLPDの増大につなが

り，プレートが掌側凸設置となる可能性がある．

FPLはプレートの直上を走行することになるた

め，掌側にはりだしたプレートにより走行異常

が生じる．したがってプレートが軟部組織で被

覆されていても腱鞘炎などの障害が生じる可能

性はある．腱障害を回避するためにはプレート

の軟部組織による被覆だけでなく，確実な整復

を行うことも重要であると考えた．
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僥骨遠位端骨折手術におけるFCRappmach
と正中神経掌側皮枝の関係について
TheRelationbetweenPalmarCutaneousBranchofthe

MedianNerveandFCRApprochfbrtheOperationof

DistalRadiusFracml巳s

'金沢大学整形外科，2能美市立病院整形外科，
3福井県済生会病院整形外科

○菅沼省吾l,多田薫1,重本顕史2,
士屋弘行l,山内大輔3

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対して掌側プレー

ト固定を行う際には,FCRapproachが広く用

いられている．しかし，術後に母指球部に限局

した知覚障害を自覚する患者を経験することが

ある．そこで今回我々は，この知覚障害が正中

神経掌側皮枝(palmercutaneousbranchofthe

mediannerve:以下,PCBm)由来の症状であ

ると考え,FCRapproachとPCBmの関係につ

いて考察した．

【症例】症例は79歳女性右僥骨遠位端骨折(AO

23-A3)に対してFCRapproachを用いて掌側プ

レート固定を施行したが，術直後より母指球部

の知覚障害を訴えた症状は約6か月間持続した

が，その後自然に軽快した．

【考察】近年，手根管開放術後の手掌部痛(pillar

pain)とPCBmの関係が議論されており,piUar
p血を軽減するためにPCBmを温存することの

重要性が指摘されるようになったしかしなが

ら,FCRapproachとPCBmの関係に焦点を当

てた報告は我々が渉猟し得た限りでは存在しな

V3.PCBmは遠位手くぴ皮線の3～6cm近位で

正中神経本幹から僥側に分枝し，前腕筋膜下を

FCRの尺側に沿って走行した後，母指球部に分

布するとされている．自験例の知覚障害の原因

は筋鈎等による牽引が原因となったneuraplaxia
であると考えているが,PCBmの走行に関して

は破格の報告も散見されており，その存在に注

意を払わなければ鋭的損傷を引き起こす可能性

もある．実際に同門の整形外科非専門医を対象

にアンケート調査を行ったところ，僥骨遠位端

骨折の治療に際してPCBmを意識している者は

わずかであったFCRapproachにおける母指球

部の知覚障害についてはこれまであまり注目さ

れていなかったが,FCRapproachを行う際には，

FCRの腱鞘切開を可及的に僥側で行う,PCBm

の存在を意識した愛護的な操作を心がける，と

いった配慮が必要だと考えられる．
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僥骨遠位端骨折における掌側プレート抜

釘時所見の検討

ExannationofLocalFindingsatVolarPlateRemoval

afterOperationfbrDistalRadiusFIactuI℃

公立玉名中央病院整形外科

○安岡寛理，中野哲雄，越智龍弥，

村上直也，稲葉大輔

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定術は，現在一般的に行われている

が，屈筋腱皮下断裂の報告も増えている．当科

では症状の有無に関わらず，患者の同意が得ら

れれば積極的に抜釘を行っており，その所見に

ついて検討する．

【対象と方法】2008年～2010年9月に抜釘を行っ

た54例中，詳細な術中所見が記載されていた45

例（男10,女35)，平均年齢59歳(17～82歳）

を対象とした．使用機種骨接合術時方形回内

筋修復の可否，抜釘時期，抜釘前自覚症状，単

純し線所見抜釘時所見（方形回内筋・長母指

屈筋腱・深指屈筋腱の状態プレート遠位部の

被覆状況，抜釘困難）につき調査した

【結果】長母指屈筋腱に明らかな損傷を認めたの

は4例で，全てAcuLoc使用症例であった.1例

はプレート遠位最尺側のロッキングスクリュー

が弛み矯正損失を生じ，修復した方形回内筋は

抜釘時尺側に完全に退縮し，プレート遠位は完

全に露出していた.1例は術後14カ月で抜釘，方

形回内筋の退縮は無かったがプレート遠位を覆

うものは薄い膜程度であり，遠位僥側2穴目のス

クリューが完全に露出していたが無症状であっ

たこの2例は腱のプレートとの接触面がバサつ

き，部分断裂を生じていた．残りの2例中,1例

は術後15カ月で抜釘し，抜釘時方形回内筋は退

縮してはいなかったがプレート遠位を覆うもの

はごく薄い膜であり，もう1例は術後5カ月で抜

釘，方形回内筋は尺側に完全に退縮し，プレー

ト遠位を覆うものは薄い膜程度であった．共に

長母指屈筋腱のプレートとの接触面にざらざら

とした不整な部分を認め，腱周囲に滑膜が著明

に増生していた.2例とも抜釘前無症状であった．

【結論】遠位設置型のプレート，方形回内筋修復

困難例，矯正損失例，術後1年以上経過例，活動

性が高い症例は抜釘を考慮した方がよい．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定術後抜釘時所見の検討一合

併症回避のために一

TheFindingsinRemovalofVolarLockingPlatefOr

DistalRadiusFmcmres～ForavoidingCompncations~

'川崎市立川崎病院整形外科，2慶友整形外科病

院整形外科

○森田晃造1,越智健介1,中道憲明1,

岩部昌平2，堀内行雄』

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレート固定術は現在手術的治療の中心で

あるが，近年プレートの掌側への突出に起因す

ると考えられる屈筋腱損傷等の合併症が報告さ

れている．その対策として骨癒合後の早期の抜

釘があげられるが再手術を望まない症例も多い．

今回われわれは抜釘を施行した症例の術中所見

を分析し術後合併症を回避するための手術手技

について検討した．

【対象と方法】2007年以降不安定型僥骨遠位端骨

折に対して掌側ロッキングプレート固定術を施

行した125例のうち抜釘術を施行した58例を対象

とした．検討項目として初回骨折手術時におけ

る骨折部の状態と骨折型の関係，手術手技，プ

レート固定後の軟部組織の被覆度を分類し，抜

釘時における軟部組織の状態との比較検討をお

こなった．

【結果】受傷時単純X線で遠位骨片がdorsal

tilt30度以上やdorsalshi仕の強い13例，整復不良

14例，プレート遠位設置18例（重複あり）では

プレート固定後，軟部組織での完全被覆が困難

である例が多かった．それらは抜釘時には薄い

嬢痕様組織で被覆されていたもののプレート遠

位端の突出を腱滑走面に認める例があり，長母

指屈筋腱の部分損傷を2例に認めた．初回手術

時に方形回内筋（以下PQ)を切離せず温存した

35例，プレート近位設置30例，厚さの薄いプレー

トを使用した30例（重複あり）では固定後のプ

レートの被覆は良好でPQ温存群の90%の症例

で完全被覆が可能であった．これらの症例の抜

釘時の観察では屈筋腱の損傷は認めなかった

【考察】本結果より術野展開時におけるPQなど

の軟部組織温存，確実な整復位の獲得，薄いプ

レートの選択，プレートの設置位置に留意する

ことによりプレート固定後の軟部組織による被

覆をより確実にし，屈筋腱損傷を中心とした手

術合併症を回避できると考えられた．

1-4-14

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング
プレートの抜釘の必要性についての検討
EvaluationoftheNecessityoftheRemovalofVolar

LockingPlatefbrDistalRadiusFracture

南和歌山医療センター

○岩田 勝 栄 ， 北 野 陽 二 ， 勝 田 紘 史
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【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートの有用性は数多く報告されている．そ

れに伴いFPL断裂等の合併症について論じられ

るようになり，抜釘を勧める報告も多いが，一

定の見解は得られていない.今回我々は掌側ロッ

キングプレートの抜釘の必要性について検討し

た．

【対象及び方法】我々 は2006年4月～2010年10月

まで掌側ロッキングプレートを用い176例の手術

を行ってきたが，2008年1月にFPL断裂症例を

経験した．以降，その反省点を踏まえ以下の3点

に注意している．1）プレート遠位部を僥骨に密

着させる（間隙は1mm未満を目標),2)VTが5

度未満にならないよう注意する，3)関節包周囲

組織と方形回内筋とを縫合し，プレート遠位部

を被覆する（基本的に方形回内筋は温存)．2008

年3月以降，上記に留意し手術を施行した128例

のうち，抜釘を行った34例を対象とした．初回

手術時に上記3項目についてどれだけ満たしたか

を調査し,抜釘時にFPL等の状態,並びにプレー

ト上の軟部組織の状態を評価した．さらに初回

手術時と抜釘時で，比較矯正損失の生じた症例

を調査した．

【結果】初回手術時プレート遠位部と僥骨との

間隙が1mm以上の症例が3例,VT5度未満の症

例が3例，プレート遠位部は全例で被覆可能で

あった．しかし，注意点3項目のうち2項目以上

重複して満たさない症例はなかった．矯正損失

は2例で確認できたが，抜釘時には全例でFPL

等の異常は認められず，プレート遠位部は癩痕

組織で被覆されていた

【考察】プレート設置が適切にも関わらず,FPL

が断裂するという報告が散見される．我々は初

回手術時に上記l),2)に留意するとともに，プ

レート遠位部を軟部組織で被覆している．今回

の調査から，上記項目を満たした症例に関して

は,FPL断裂低リスク群として抜釘は不要では

ないかと考えている．
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僥骨遠位掌側プレート抜釘前後の手関節
機能の変化

FunctionalChangefOllowingtheRemovalofVolar

LockingPlatemtheDistalRadius

'吉本整形外科・外科病院整形外科，2市立奈良

病院四肢外傷センター，3奈良県立医科大学付属

病院整形外科

○吉田淳1，木佐貫修'，矢島弘嗣2，
清水隆昌3，面川庄平3

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレートは，屈筋腱断裂予防の観点から抜

釘を推奨する論文が散見されるが，抜釘に伴う

手関節機能の変化に関する報告は少ない．今回

われわれは抜釘前後の手関節機能変化を検討し

たので報告する．

【対象および方法】僥骨遠位端骨折に対して掌側

ロッキングプレート(Acumed社Acu-locdistal

radiusplate)を用いて骨接合術を行い，レント

ゲンで骨癒合確認後に抜釘を施行した19例（男

性4例，女性15例）を対象とした．右側7例，左

側12例で，利き手7例，非利き手12例であった．

手術時年齢は平均64歳（42～78歳）で，初回骨

折手術から抜釘までの期間は平均6.6カ月（6～

10カ月）であった抜釘は全例局所静脈麻酔下

に同一術者が施行した．検討項目はHand20,掌

背屈可動域,握力,瘤痛VASとし,抜釘の術前(術

前群）と術後2カ月の時点（術後群）における各

値を比較した．統計学的解析にはExcel2010を

用いてt検定を行い,p<0.05を有意とした．

【結果】Hand20は術前群平均8.8,術後群平均3.5

で，有意差を認めた(p=0.02).掌背屈可動域

も術前群平均125。（対健側比平均0.84)，術後群

135｡(対健側比平均0.92)で，有意差を認めた

(p=0.007).握力も術前群平均18kg(対健側比平

均0.74),術後群平均20kg(対健側比平均0.87)で，

有意差を認めた(p=0.003).また痙痛VASも術

前群平均0.9,術後群平均0.3で，有意差を認めた

(p=0.03).合併症として，抜釘後3例に正中神経

領域に一時的なしびれが出現したが，全例約1カ

月以内に自然回復した．

【考察および結論】今回の結果から，調査した手

関節機能の全検討項目で改善がみられた．自然

経過に伴う手関節機能回復をひとつの因子とし

て考慮する必要はあるが，抜釘によりある程度

手関節機能の改善が得られる可能性が示唆され
た．

一S64－



1-4-LS3

肘関節不安定症と拘縮

ElbowInstabintyandSecondaryJointStiffiless

稲 垣 克 記

昭和大学医学部整形外科学教室

近年，スポーツ人口の増加に伴い肘関節外傷が増加し，肘不安定症と不安定症の治療後に発生する

肘関節拘縮を散見するようになった．これらの病態を理解し，リハビリテーションを中心とした保存

的治療を主として治療をすすめるか,最小の侵襲ですむ肘関節再建手術をいかに応用するかは臨床上

の課題のひとつである．これらの課題には科学的根拠をもとに診断と治療をすすめなければならな

い．

一般に肘内側側副靱帯(MCL)を代表とする側副靱帯と，関節軟骨を代表とする関節構成体は，

内外反の肘安定化に各々約50％ずつ寄与している．これらの構成体が損傷または障害を受けた場合

に肘不安定症が生じる．肘の内側側副靭帯(MCL)は肘外反に対しprimarystabilizerとしての役

割を果たし，肘関節を構成する上で最も重要な靭帯である．上腕骨内上頴の内側1/3から起始し，尺

骨中枢端内側結節に停止する強靭な前斜走繊維(AOL)が外反に対し主たる機能を発揮する．本靭

帯は肘関節脱臼・骨折に伴う急性外傷パターンと，野球肘に代表される慢性外反ストレスにより靭帯

機能不全に至る肘関節不安定症がある．

一方，外側靭帯複合体(LCL)はMayoClinicのO'Driscollらが提唱し確立した比較的新しい概

念である．本邦においてはこの靱帯損傷に伴う肘不安定症は欧米の如く多くはない.LCL損傷に

伴う回旋不安定症を含めた肘関節後方脱臼方向へのprimarystabilizerは尺骨鉤状突起であるが，

SecondarystabilizerはLCLおよび僥骨頭である．

本講演では正常肘靱帯MCLとLCLの機能解剖とBiomechanicsを紹介し，併せて靭帯再建の術

式と手技の工夫につき紹介する．また，不安定症に続発する外傷性肘関節拘縮への対応も紹介する

予定である．
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僥骨遠位端骨折受傷時におけるTFCC尺

骨小窩剥離損傷と骨折型の検討
TheTFCCDetachmentfromUlnarFoveainDistal

RadiusFmctures:ExaminationofTT℃CDetachmentand

FracmreType

'埼玉社会保険病院，2慶應義塾大学整形外科

○小原由紀彦1，中村俊康2，児玉隆夫2，

山部英行2，阿部耕治2

我々は僥骨遠位端骨折の手術時に,DRUJ鏡で

TFCCの尺骨小窩からの剥離の有無を確認し，

観血的整復固定術を行っている．今回，僥骨遠

位端骨折，尺骨茎状突起骨折のType,転位度，

転位量，年齢などとTFCC尺骨小窩剥離損傷の

関係を比較検討した．

【対象および方法】僥骨遠位端骨折に対して

DRUJ関節鏡視と観血的整復固定術を行った133

例135手を対象とした．平均61.0歳AO分類は

A2:36手A3:21手B1:1手B2:1手B2:5手Cl:27手

C2:37手C3:7手であった尺骨茎状突起骨折型は

Tip:19例中央:26例基部(水平):24例基部(斜):3

例尺骨小窩剥離損傷：7例であった．僥骨遠位

端骨折はColles,SmithTypeに分け，僥骨遠位

端骨折の転位度は平均値をvolartiltll度として，

差を転位度とし，尺骨茎状突起骨折では最も転

位している部位の距離を転位量とした.TFCC

尺側小窩剥離損傷の有無と，骨折型，転位度，

転位量との関係を比較，検討した．

【結果】DRUJ鏡視でTFCC尺骨小窩剥離を38

手で認めた．Foveaの剥離骨片を認めた7例全

例にTFCC剥離損傷は合併していた．それ以

外は，僥骨，尺骨茎状突起骨折型，転位の程度

とTFCC剥離損傷の関係はなかった.TFCC剥

離損傷を合併していた例はいずれも50歳以上で

あった．80歳代の合併率は60％であった．

【まとめ】TFCC剥離損傷の合併と僥骨遠位端

骨折型，転位度とは関係ないとの結果となった．

少ない転位であってもTFCC剥離損傷の合併は

生じており，すべてに注意すべきである．特に

尺骨小窩剥離骨折合併では全例TFCC剥離損傷

が合併しており，単純レントゲン撮影にて尺骨

小窩剥離骨折に注目すべきと考える．
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僥骨遠位骨折に合併した三角軟骨繊維複

合体損傷の治療－新しいデバイスを用い

た鏡視下縫合術一

TreatmentsofTFCCInjuriesAssociatedwithDistal

RadiusFractures-ArthroscopicSurgeryusingtheNew

Device-

若草第一病院

○仲宗根素子，

野崎健治，

桐田由希子，香川亮介，

領家幸治

【はじめに】僥骨遠位骨折に合併する三角線維軟

骨複合体(TFCC)損傷は遠位榛尺関節(DRUJ)

の不安定性を生じ，骨接合後の手関節尺側部痛

の原因となりうる．今回，私たちは骨接合術に

加え，新しいデバイスを用いたoutside-in法によ

る鏡視下TFCC縫合術を行ったので報告する．

【対象と方法】僥骨遠位骨折を認め，術前MRI

および鏡視下にてTFCCの尺骨小窩部での断裂

を認めた6例（男l例・女5例・平均54才）を対象

とした．僥骨に対して掌側ロッキングプレート

固定を行った後，関節鏡視下にてoutside-mの

手法で，尺骨小窩およびTFCCの適切な部位に

K-wireを刺入できるデバイスを用い，尺骨に骨

孔を作成した2-0Fiberwireを用いて骨孔から

TFCCをpull-outし，尺骨小窩に縫着した．術

後3週間の回内外制限シーネ固定ののち，可動域

訓練を行った．術後経過観察期間は平均6.2カ月

(5～8）であった

【結果】DRUJの不安定性は全例で認めず，手関

節尺側部痛は1例で軽度認めるほか5例は消失し

た最終診察時の平均可動域は背屈65。（50～

80)，掌屈67°（50～80)，回外78。（70～80)，

回内78。（70～90)，握力は平均健側比73％（55

～88）であった

【考察】僥骨遠位骨折に合併するTFCC損傷に

対しては，尺骨小窩に縫着する解剖学的な修復

が望ましい．今回私たちが用いた新しいデバイ

スは，関節鏡下で意図した部位にK-wireを刺入

することが可能で,outside-in法での縫合の手助

けになると考える．現時点では症例数が少なく

経過観察期間が短いため，今後も継続して治療

を行う必要がある．
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RiskFactorsforAvulsionlnjuriesof

TTiangularFibrOcartilageComplexFrom
theFoveaofUInarHeadinDistalRadius

Fractures

DepartmentofOrthopedicSurgery,HallymUniversity

SacredHeartHospital,Kyeonggi-do,SouthKorea

○BongCheolKwon,Soo-JoongChoi,

BoKyeongSeo

Background:Anavulsionoftriangularfibrocartilage

complex(TFCC)fromthefbveaofulnarheadisa

rarebutimportantsofttissueinjuryaccompanying

distalradiusfractures・Itsdiagnosishasbeen

frequentlymssed,leavmgtheinvolvedwristunstable

andsymptomatic.Thepurposeofthisstudywasto

identifyriskfactorsfbrsustainingavulsioninjuriesof

TFCCfromthefOveaofulnarheadinpatientswith

distalradiusfiacmles.

Methods:234wristsin240patientswhosustained

unstabledistalradiushacmresweI℃included・During

theoperation,distalradioulnarjointinstabilitywas

testedmanuallyafterstablefixationofdistalradius

fractures,andthosewithpositiveresultsreceived

fUrthersurgicalexplorationofdistalradioulnarjoint

toconfirmTFCCavulsionfromthefOveaofulnar

head・Clinicalandradiographicdatawerecompared

betweenthosewiththeTFCCavulsioninjuryand

thosewithouttheinjury.

Results:OfthethirteenwristswithDRUJinstability,

eighthadavulsionsofTF℃CfromthefOveaofmnar

head.Thenumberofpatientswithopenwoundand

theulnarvarianceinthepre-reductionradiograph

weresignificantlyhigherintheinjurygroup(P<0.05).

Usingmultivariatelogisticregressionanalysis,the

presenceoftheopenwoundatthevolarulnarside

ofthewristandulnarpositivevariance6mmwere

significantriskfactorsfOrsustainingavulsioniniuries

ofTFCC.

Conclusion:Patientswithopenwoundand/orulnar

positivevariance6mmmpre-reductionradiographs

inthesettingofdistalradiusfracturesshouldbe

suspectedfbrconcontantavulsioninjuriesofTFCC

homthefbveaofulnarhead.
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僥骨遠位端骨折後の僥尺靭帯と遠位骨間

膜靭帯の距離変化

InvivoChangesinLengthsoftheDistalRadioulnar

LigamentsandDistalObliqueBmdleafterDistalRadius

Fracmre

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）

○大森信介，森友寿夫，片岡利行，

三宅潤一，村瀬剛
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【背景】僥骨遠位端骨折後の遠位僥尺関節(DRUJ)

の不安定性の病態の一因として，骨折後の変形

による僥尺靭帯(RUL)と遠位骨間膜靭帯の断

裂あるいは弛緩が推測されるが，両者の距離変

化を3次元解析にて調べた研究はない．

【目的】RULおよび遠位骨間膜内のdistal

obliquebmdle(DOB)との長さが僥骨遠位端骨

折後にどのように変化しているかを3次元的に調

査し，その病態を明らかにすること．

【対象と方法】対象はColles型僥骨遠位端骨折変

形治癒患者12例で，男性1例女性11例，平均年齢

は57歳である．3次元CT画像にてDOBと背側・

掌側RULの深・浅枝の付着部を設定し，骨の

表面を通る最短距離を計測し靭帯長とした．患

側と健側との差を変形に伴う変化量とした．変

化量との相関を検討する目的で，単純X線にて

volartilt,radialinclmation,ulnarvarianceを

測定し，患側と健側との差を背屈，僥屈，短縮

変形角度とした．

【結果】平均で患側のDOBは3.7mm(SD2.1)短縮，

背側RULの深枝は平均4.1mm(SD4.1),浅枝は

4.3mm(SD3.0)延長しており，変化量に有意差

を認めた(p<0.05).掌側RULは有意差を認め

なかった．単純X線での変形角度では,DOBの

変化量と僥骨短縮の問に相関を認めた(R=0.84,

p<0.05)が，その他は相関を認めなかった

【まとめ】Colles型骨折では骨片が背屈転位する

ために背側RULは延長，すなわち断裂するが，

掌側RULは温存されると推測される．また僥骨

短縮によりDOBは短縮，すなわち弛緩するため

DRUJの不安定性に影響するものと思われる．
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掌側ロッキングプレート固定後の手関節
鏡視所見に関する検討

EvaluationofWristJointsunderArthroscopyafterVolar

LockingPlateFixationofDistalRadiusFractures

'東海病院整形外科，2豊橋市民病院整形外科，

3あいせい紀年病院整形外科，4前田整形外科ク
リニック

○牧野仁美'，近藤高弘1，申正樹2，

鈴木正孝3，前田登4

【目的】僥骨遠位端骨折に対する観血的治療後に，

整復位が良好であるにも関わらず手関節痛を訴

える患者は稀ではない．当院における掌側ロッ

キングプレート抜釘時の瘻痛および手指機能障

害と手関節鏡視所見との関連について検討した．

【対象と方法】2005年12月より2010年3月までの

4年4ケ月間に僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキ

ングプレートによる観血的治療を施行した症例

のうち，抜釘時に手関節鏡を行った40例を対象

とした．初回手術後平均7.1ヶ月，男性19例，女

性21例でAO分類はA24例,A32例,B23例，

C18例,C217例,C36例であった．抜釘時にお

ける痙痛および手指，手関節機能障害の有無と，

鏡視下にstepo丘関節軟骨損傷，靱帯損傷，関

節症変化，滑膜炎の有無を確認し，それらの関

連性について調べた．

【結果】抜釘時に手関節痛または手指，手関節機

能障害が見られたものは28例であり，全例に手

関節内の滑膜増殖を認めた僥側部痛を訴えた6

例中全例に僥側の滑膜炎を，尺側部痛を訴えた7

例中6例に尺側の滑膜増殖または隔壁形成が観察

されたまた中等度以上の滑膜炎を有する患者

で手指のしびれ，手関節の違和感や可動域制限

がみられるものが多かった.Stepof,TFCC損

傷を含む関節軟骨損傷，靱帯損傷，関節症変化

は瘻痛との明らかな因果関係は認めなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折に対して掌側ロッキング

プレートによる治療を行った患者に僥側部の慢

性痛を訴える症例が多いことが報告されている

が，今回の調査では僥側または尺側に瘻痛を訴

える患者のうち9割以上に同側の滑膜増殖を認め

た．滑膜炎を生じている患者で手指，手関節機

能障害が多いという結果からも，こうした症例

に対して抜釘を行い，手関節鏡視所見に応じて

滑膜切除術などの鏡視下手術を行うことが症状

の改善に有効であると考えられる．
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掌側ロッキングプレート固定後に外固定

を用いなかった僥骨遠位端骨折における

手関節尺側部痛

UInarWristPainafterPalmarLockingPlateFixation

withoutlmmobilizationfbrDistalRadiusFractmes

(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】掌側ロッキングプレート(PLP)固定後

に外固定を施行しなかった僥骨遠位端骨折にお

ける手関節尺側部痛について検討した．

【対象と方法】PLP固定後に徒手検査で遠位僥尺

関節(DRUJ)不安定性を認めない，または手関

節鏡でDRUJ不安定性を招来しうる三角線維軟

骨複合体(TFCC)損傷がない40(男性13,女

性27）例を対象とした．手術時年齢は17～81

(平均58）歳，骨折型は修正斎藤分類で関節外

Colles骨折14例関節内Colles骨折20例，関節

外Sm肋骨折1例，関節内Smith骨折4例，掌側

Barton-chaufeur合併骨折1例であった．尺骨遠

位骨折は23（尺骨茎状突起21,遠位端2）例に合

併していた．尺骨茎状突起先端から中央部の骨

折は放置し，基部骨折は引き寄せ鋼線締結法で

固定，遠位端骨折はプレート固定した．手術時

の最後に施行したDRUJの安定性評価において，

全例不安定性は認めなかった経過観察期間は

20～65（平均40）週であった．

【結果】最終診察時のX線パラメータは尺側傾斜

22.4.,掌側傾斜10.7｡,尺骨バリアンス(UV)09mm

であり，ほぼ解剖学的に骨癒合していた．手関

節尺側部痛は術後4週時に73％の症例に認めら

れ，経時的に減少するものの術後24週時でも14％

に存在していた術後12週と術後24週時に手関

節尺側部痛を認めた症例では受傷時UVが有意

に大きかった．術直後のUVがプラスであると

術後24週時および最終診察時で有意に手関節尺

側部痛が遺残していた．手関節尺側部痛と尺骨

遠位骨折，最終診察時可動域に相関はなかった．

【考察】受傷時のUVは軟部組織損傷の程度を反

映していると推測され，それが手関節尺側部に

及ぼす影響は術後24週までではないかと考えら

れた．術直後のUVは骨折部を整復することで

修復したDRUJの適合性を反映すると考えられ，

この如何が手関節尺側部痛を惹起する一要因で

ある可能性が示唆された．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートを用いた最小侵震プレート骨接
合術(MIPO)

MIPOusingLockingCompressionPlatefOrtheDistal

RadiusFracmlEs

'太田総合病院手外科センター，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l,

岩崎幸治2，平出周3

【目的】MIPOとは骨折周囲の軟部組織に極力侵

襲を加えずに小皮切よりbiologicalplatmgを行
う手技であり，早期の機能回復と整容面での向

上を目的としている．我々はMIPOの手技を僥

骨遠位端骨折に応用し，透視下に整復後，方形

回内筋を切離せずに温存しロッキングプレート

固定を行っている．今回本法の治療成績およ

び問題点について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は僥骨遠位端骨折に対して

MIPOを行った100例で，症例は男17例，女83例

で，手術時平均年齢は64.5歳である．手術方法は

方形回内筋の遠位に約2cmの横皮切と近位に約

l.5cmの縦皮切にて進入し，方形回内筋の下にプ

レートを挿入し固定を行った.MIPOでの整復

はmtrafocalpinningや独自に作製した器具を用

いてcondylarstabnizmg法を行い，関節内骨折

には関節鏡を併用した．これらの症例のX線計

測および手関節可動域測定を行い，方形回内筋

を切離する従来法と比較検討した．

【結果】術前後のX線計測では,radialinclination

が平均19.7.から25.8｡,volartiltが平均-10.8.か

ら12.6｡,ulnarvarianceが平均2.7mmからOmm

に改善し，最終調査時でも良好な整復位が保た

れていた．また，末梢骨片に軽度の回旋転位が

残存した症例が2例，掌尺側の小骨片に転位を生

じた症例が2例あった術後早期の回旋可動域は

MIPO法が従来法に比べ優れていたが，術後1

年以降では可動域およびADLに差はみられな

かった．

【考察】榛骨遠位端骨折に対するMIPOは術後の

腫脹や瘤痛が少なく，方形回内筋の温存により

術後早期の可動域の獲得に優れており，整容的

にも患者の満足度は高かった．早期社会復帰お

よび術後QOLの向上を目的とした本法は従来の

プレート固定術に習熟した術者であれば有用な

手術手技であると考える．
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僥骨遠位端骨折に対するDouble-tiered

SubchondralSupport法の治療成績

-APTUS2.5とVariAxplateとの比較
ATreatmentofDouble-tieredSubchondralSupport

MethodfbrFracmI巳sofDistalRadius-Compalisonwith

APIUS2.5andVariAxPlate

'昭和大学横浜市北部病院整形外科，2昭和大学

医学部整形外科

○川崎恵吉1，稲垣克記2，瀧川宗一郎2，

上野幸夫2，門馬秀介2

【はじめに】Orbayらは僥骨遠位端骨折に対し

て；遠位1列目のロッキングスクリューで関節

面の中央，2列目で関節面背側を支えるDouble-

tieredSubchondralSupport法（以下DSS法）

を使用した掌側プレートを開発した．我々はこ

れまで，初期にはPolyaxialLockingPlate(以

下PLP)であるAPTUS2.5(以下A群）を，そ

の後watershedlineを考慮した形状のVariAx

plate(以下V群）を用いてこのDSS法を行っ

てきた今回我々は,DSS法を行った2種類のプ

レートの治療成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】これまで僥骨遠位端骨折に対して，

PLPを使用した症例は229例，そのうちA群:V

群は155例:70例であり,DSS法を施行した症例

は74例：39例であった．平均年齢は63.1歳：59．3

歳，平均経過観察期間は7.7カ月：3．8カ月，骨

折型はCollestypeが62例:32例,Smithtypeが

12例:7例,AO分類C型が62例:29例であった．

全例掌側からプレートのみを設置し，2列目から

2本以上のスクリューを交差させて軟骨下骨に挿

入した．

【結果】臨床成績をA群:V群で比較すると，

Cooneyscoreは平均89.7point:83.0pointであっ

た.X線評価で術後と最終診察時との差は,UV

が0.72mm:1.19mm,VTが0.3｡:-0.4｡で，両群

ともに整復位が保たれていた．

【考察】2種類のプレートは外観上だけでなく，

MultipleCTによるスクリューと関節面までの

距離の計測でも多少の違いはあったが，整復位

の保持は両者ともに良好であった．骨折型では，

A群は僥側の,V群は尺側の骨片が粉砕し，か

つ関節面近くまで及んでいる症例に，それぞれ

優位と思われた．手術手技の面では,A群の方

が遠位列の骨孔が横1列に並んでいて，軟骨下骨

へのガイドの連続挿入は容易であったが，プレー

トと僥骨遠位掌側面とのフィット感ではV群の

方がより合っていると感じた．
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-施設一執刀医による榛骨遠位端骨折に対

するMIPOと従来法との治療成績の比較

ComparisonbetweenMinimallylnvasivePlate

OsteosynthesisandConventionalMethodfOrDistal

RadiusFractures;OutcomesbyaSurgeonmanhstimtion

緑風会病院

○藤原達司，杉本瑞生

【目的】僥骨遠位端骨折に対するMIPOの治療成

績を評価する目的で，一施設一執刀医における

MIPOと従来法との治療成績の比較を行った

【対象・方法】対象は，従来法では14手，男性4

名女性10名，平均年齢64歳，平均診療期間13．5

か月，骨折型A2;1,A3;2,B2;1,C2;2,C3;8であっ

た.MIPOでは,13手男性3名女性10名，平均

年齢65.6歳，平均診療期間8.7か月，骨折型A2;2,

A3;6,C2;2,C3;3であった評価項目は，臨

床評価としてROM,握力対側比,10pointanalog

scaleを用いた患者機能満足度を術後1,2,3,6

カ月と最終診療時に評価した．また最終診療時

にGartlandandwerleyscore,Mayoscore,Dash

score,創部に対する満足度,合併症，手術時間に

ついて評価した.X線学的評価として，最終診

療時の各パラメーター,矯正後損失，骨癒合期間

について評価を行い，有意水準を0.05として統計

処理を行った．

【結果】術後1カ月の掌屈可動域においてMIPO

で有意な早期回復を認めた．その他の臨床評価

項目では有意差を認めなかった合併症として

は,EPL断裂を両群で1例ずつ，また屈筋腱炎

をMIPOで1例認めた．手術時間は，従来法で平

均86.1分,MIPOで平均104分で有意差を認めた．

X線学的評価では,Ulnarvarienceでの矯正後

損失をそれぞれl例ずつ認めた．各パラメータ，

骨癒合に関して有意差を認めなかった．

【考察】本研究では，僥骨遠位端骨折に対する

MIPOの有用性は一部の可動域での早期回復の

みで，逆に侵襲を小さくするため手技の難度が

増し，手術時間が長くなる傾向であった．今回

の治療経験を通じて,MIPOではPlate挿入時

のPronatorquadraus損傷の判断や,Obayらに

よって推奨されるIntermediate5broustissue

の再建が困難であったことと結果を考慮すると，

MIPOの適応を慎重に考える必要があると思わ

れた．
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僥骨遠位端骨折に対するDesmanet変法

と掌側ロッキングプレートの併用手術

CombinationofModifiedDesmanet'sIntramedullary

P加血gandVolarLockingPl[RxationfbrtheFracmres

oftheDistalRadms

厚生中央病院整形外科

○佐々木伸

【はじめに】小切開で僥骨遠位端骨片の僥背側へ

の転位を安定化するDesmanet変法に，掌側ロッ

キングプレートを併用した手術手技の臨床成績

を報告する．

【対象，方法】2007年10月より2010年8月までの

間に併用手術を実施した僥骨遠位端骨折17例

18手（平均年齢65.5歳）を対象とした関節外

Colles骨折4手,関節内Colles骨折13手(ulnodorsal

split7手,dorsalsplitdepression5手,central

depressionl手),関節内Sm肋骨折l手であった

臨床評価は日本手外科学会4版の評価表（斉藤）

に準じた.X線計測をおこなった手術手技は，

最初にDesmanet変法を実施して大まかな整復

を得た後，掌側より進入して掌側骨皮質を整復

するとかなりの安定性が得られることが多い．

その後必要に応じて僥骨遠位関節面を透視下に

整復し，掌側ロッキングプレートを設置した6

～8週間後にKirscmer鋼線を抜去した．

【結果】臨床評価は，平均減点数は1.8±2.2点で，

excellentl4手,good4手であった.X線計測で

は掌側傾斜角4.9±3.8度，尺側傾斜角23±3.0度，

尺骨変異0.4±0.5mmと良好で，明らかな矯正損

失はみられなかった．

【結論】Desmanet変法に掌側ロッキングプレー

トを併用する手術手技は榛骨遠位端骨片を掌側，

僥側，背尺側の3方向から押さえ込んで安定

化する方法である．いわゆるfragment-specific

fixationの2枚のプレートがKirscmer鋼線に代

わったことで僥背側の侵襲を軽減した手技とい

える．鋼線を後日抜去することが欠点であるが，

良好な安定性が得られるためリハビリテーショ

ンは容易である．最初のDesmanet変法で整復

位をほぼ獲得できるため掌側での手技が容易で

ある．また榛背側への再転位の可能性は少ない

ので遠位螺子の刺入位置にこだわることはなく，

プレート由来の合併症の回避に有利である．
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Subchondralpositionerの使用の有無に
よる榛骨遠位端骨折の治療成績の比較
ClinicalOutcomeofDistalRadiusFractureswithor

withoutSubchondralPositioner

'産業医科大学整形外科，2北九州総合病院

○山中芳亮'，酒井昭典1，大茂壽久1，

善家雄吉1,戸羽直樹2

我々は第52回日本手の外科学会で，僥骨遠位

端骨折に対する掌側ロッキングプレートの適

正な設置位置の検討及び適正な位置に設置する

ためのデバイス（以下subchondralpositioner)

の開発について発表した．本発表の目的は，

subchondralpositionerの使用の有無での術後成

績を比較検討したので報告することである．

【方法】背側転位型僥骨遠位端骨折に対して，

subchondralpositionerを使用して掌側ロッ

キングプレート設置した22例とsubchondral

positionerを使用せずに掌側ロッキングプレート

設置した12例を対象とした．使用機種は,Volar

DistalRadiusPlatingSystem(StellarPlate)(日

本ユニテック社，東京）である．術後2週，術後

4週，術後12週，最終調査時それぞれにおける上

肢障害評価表(以下DASHscore),握力(健側比),

尺側部痛の有無を評価した．

【結果】DASHscoreは術後12週まで使用群と非

使用群では有意差は認めなかったが，最終調査

時では使用群が平均0，非使用群が平均2.8と使用

群が非使用群と比べ有意に低かった(p<0.05).

握力はすべての時期において，使用群と非使用

群で有意差は認めなかった．尺側部痛の有無は

術後4週では使用群が非使用群と比べ，有意に尺

側部痛を認める症例が少なかったが(p<0.05),

術後12週以降は両群間に有意差は認められな

かった．

【考察】subchondralpositionerを使用すること

により，使用しない症例と比べ設置位置が安定

し，術後長期経過後におけるDASHscoreの改

善及び術後4週までの尺側部痛の軽快が期待でき

ることが示唆された．
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高齢女性の背側転位型関節外僥骨遠位端

骨折に対する髄内釘を用いた治療

IntramedullaryFixationfOrDorsallyDisplacedExtra-

articularFracmresoftheDistalRadiusmEldedyrtmales

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'，田崎憲--1,池田崇2,

山中一良3，佐々木孝4

【目的】骨脆弱性のある高齢女性の背側転位型

関節外榛骨遠位端骨折に対する髄内釘(Wright

Medical社製MICRONAIL)の手術治療成績を

調査し，その有用性について検討する．

【対象と方法】2007年3月以降に当院で65歳以上

女性の不安定な背側転位型関節外僥骨遠位端骨

折に対してMICRONAILを用いて手術を行い，

術後1年以上経過観察を行った20例（65～85歳）

を対象とした.AO分類による骨折型は,A2:1例，

A3:19例であった．遠位僥尺関節の不安定性がな

ければ術後1週以内に可動域訓練を開始した．術

後6週，3カ月，6カ月，1年での臨床評価と術前，

術直後,術後1年での単純X線評価を全例行った．

【結果】術後3カ月で手関節自動可動域の健側比

の平均値は伸展82％，屈曲76％，握力の健側比

の平均値は70％となった．術後1年ではさらに

改善し，伸展93％，屈曲92％，握力94％となっ

た．術後1年でのMayomodifiedwristscoreは

優11例良9例,DASHスコアは平均6点であっ

た．腱断裂，神経障害，内固定材破損等の合併

症はなく，抜釘を要した例もなかった．術直後

の単純X線計測値の平均値は,radialinclination

26｡,volartiltlO｡,radialheightl2mm,ulnar

varianceOmmであり,18例は術直後の良好な整

復位のまま骨癒合したが，2例で掌側に短縮転位

した

【考察】高齢女性の僥骨遠位端骨折では，骨脆弱

性があり，背側皮質が粉砕することも多く，背

側転位型関節外骨折であっても保存的治療や経

皮的鋼線固定では整復位の保持が困難なこと

が多い．すべての内固定材が骨内に埋没する

MICRONAILは軟部組織への侵襲が最小限であ

り，背側転位型関節外骨折に適応を限定すれば，

高齢女性に対しても早期運動に十分な内固定力

を有する有用な治療手段であるが，掌側への転

位には注意を要する．
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高齢女性の背側転位型僥骨遠位端骨折に

対する低侵襄骨接合術

MinimallyhvasiveOsteosynthesisfOrDorsallyDisplaced

DistalRadiusFracmresmEldedyWomen

富永草野病院整形外科

○萩原浩好，草野

外川誠一郎，水谷

望，

善弘

中禮康雄，

【目的】高齢女性の背側転位型の僥骨遠位端骨折

(DRF)に掌側lockingplate固定を行う際，横

小皮切で方形回内筋(PQ)を温存する低侵襲手技

が一部で行われている．著者らはこれを縦の単

一小皮切で行い，また新たに考案した術中整復

法であるsubchondralraising(SCR)法を追加

し良好な整復位を得ている．今回その手術手技

と術後短期成績を報告する．

【方法】対象：2008年12月より2010年4月までに

加療した65才以上の女性の背側転位型DRFの19

症例を対象とした．平均年令は74.2（66-88）才，

AO分類はA3が13例，関節面の転位の無いC2が

各6例であった.SCR法:FCRアプローチを使用．

長さ約25mmの縦切開を加える.Plate(Stryker

社製smartlockplate)をPQの深層に挿入す

る．掌側から遠位骨片に刺入した直径1.5mmの

Kirschner鋼線(KW)を背側に進めた後，末梢

側に傾けることにより，軟骨下骨を骨髄側から

押し上げ，遠位骨片を整復する．次にPQ内の

plateを引き出し骨接合する．術後評価：手関節

掌背屈角，前腕回旋角，握力と皮切部の肥厚性

嬢痕の有無を術後6ヶ月で評価したまたX線

評価はVolartilt(VT),Ulnarinclination(UI),

ulnarvariance(UV)を術翌日と術後6ヶ月で行っ

た．

【成績】手関節掌背屈角，前腕回旋角，握力は健

側比で，は98％，102％，84％で，肥厚性懐痕は

認められなかった受傷時,健側,術直後,術後6ヶ

月でのVTは各-17.2｡,17.0｡,15.7｡,15.5｡,UI

は20.1｡,27.7｡,23.6｡,23.1｡,UVは+3.5mm,

+2.3mm,+2.0mm,+2.9mmであった．

【結論】1.縦小皮切は横小皮切より広い視野が得

られ，また抜釘時に正中神経やその掌側枝を損

傷する危険が少なく，更に手術嬢痕も目立たな

い利点がある.2.SCR法は限られた展開でも良

好な整復位が得られ，特別な器具が不要で，手

技も簡便な有用な整復法である．

14-29

僥骨遠位端骨折に対する，徒手的垂直牽
引による整復方法～簡便で良好な整復

位を得る工夫として～

NovelCIosedReductionTechniquefOrDistalRadius

RactureswithTowel

'総合守谷第一病院整形外科，2公立昭和病院，

3小松整形外科医院

○市村晴充1,村松俊樹2,菅谷郁夫1,

中島宏3，小松満3，

【はじめに】勤務医師の少ない病院では，僥骨遠

位端骨折の徒手整復を1人で行うことが多い．

透視台に患者さんを仰臥位として水平方向で行

う整復では，十分な手関節部の牽引力と牽引方

向の自由度が少ないため，整復に難渋し，整復

不足となることがある．また，フィンガートラッ

プでの垂直牽引による整復には，フィンガート

ラップをつるす場所やおもりなど特別な器具を

必要とし，準備に時間がかかる．我々は，特別

な器具を使用せずに，医師1人が垂直牽引によ

り整復を行っているので報告する．

【対象】症例は23人24関節，年齢は43-97歳（平

均66歳)．内訳は男性5人，女性18人で，骨折型

ではAO分類23-A28例,A39例,Cll例，

C23例,C33例であった．

【方法】患者さんを仰臥位肩関節外転90.とし，

バスタオルを折り畳み，患肢の上腕にまたぐよ

うに載せる．そのバスタオルを上腕の両脇で踏

みつけ上腕を固定し，肘関節屈曲90｡で前腕を垂

直位として，患肢手部を両手で包み込むように

保持し，踏みつけたタオルをカウンターとして，

軸方向の牽引をかける．母指を僥骨骨折部背側

にあて触診し整復状態を確認する．軸方向の整

復が十分得られたら，手関節を掌背屈または僥

尺屈して水平方向の整復をする．透視にて整復

位を確認し，ギプス固定する．評価は，整復施

行前と施行後の手関節レントゲン写真側面像に

てVolarTilt(以下VT)を，正面像にてRadial

hclmation(以下RI),UlnarVariance(以下

UV)を計測，比較検討した．

【結果】VTは整復前-11.4°から整復後3.7｡,RI

は整復前17.6.から整復後22.8｡,UVは整復前

22mmから整復後l.0mmとなり転位は良好に改

善された

【まとめ】手関節骨折に対する徒手的垂直牽引に

よる整復方法は，簡便に良好な整復位を得られ

ることから有用であると考えられた．
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榛尺骨遠位端骨折に対する両骨プレート

固定の成績
PlateFixationmrFracmlesofDistalRadiusandUha

東住吉森本病院

○川端確，佐々木康介，明石健一

【目的】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨

折に対する治療法に対する一定の見解は得られ

ていない．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がスタンダードな治療

になり，それに準ずるように尺骨遠位端骨折に

対してもプレートを用いた内固定の報告が散見

される．当院では榛尺骨遠位端骨折に対する観

血的手術として両骨プレート固定を第一選択と

して治療してきたのでその治療成績を報告する．

【対象と方法】僥尺骨遠位端骨折に対して僥骨

をAcu-LocDistalRadiusPlateSystem,尺骨を

AOnmcondylarplatel.5を用いて手術を施行

し，術後3ヶ月以上経過観察可能であった23例を

対象とした．男性l例，女性22例，手術時平均年

齢71.3歳，平均経過観察期間7.2ケ月，受傷より

手術までの平均期間は6.4日であった．僥骨遠位

端骨折はA○分類でA2が1例,A3が13例,Clが

3例,C2が2例,C3が4例で，尺骨遠位端骨折は

Biyani分類でtypelが6例,type2が4例,type

3が4例,type4が9例であった．これらの症例に

対して臨床的,X線学的に評価した臨床評価

としてMayowristscoreを使用し,X線学的評

価としてulnarvariance(UV),骨癒合の有無を

検討した．

【結果】Mayowristscoreは平均84.1点(excellent

7例,goodl2例,fair4例）であったX線学

的に全例で骨癒合を認め,UVは患側で術直後

-0.3mm,最終観察時-0.5mm,健側で+0.6mmで

あった．患側の術直後と最終観察時では統計学

的に有意差は認めなかったが，患側の術直後と

健側，および，患側の最終観察時と健側では有

意差を認めた．

【結論】術直後のX線評価で尺骨が短縮しており，

健側と同程度の整復位を得るのは困難であった

が，術直後のUVを維持したまま骨癒合を得た

臨床評価は良好であり，尺骨の短縮については

許容範囲内の整復であったと考えられた．
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掌側転位型僥骨遠位端骨折に対する掌側

ロッキングプレート法の治療成績

ResultsofVolarLockingPlafOsCosynthesisfbrVolally

DisplacedDistalRadialFracmres

浜松労災病院整形外科

○河本正昭

【目的】掌側ロッキングプレート法(以下VLP法）

は僥骨遠位端骨折に広く使用されている．当科

も2002より第一選択としているが，掌側転位型

骨折において整復位保持に難渋した症例，術後

掌側にtranslationを生じた症例を経験した．掌

側転位型におけるVLP法の治療成績を調査し，

整復位保持不良例について問題点を検討した

【方法】2005.1.1より2009.12.31の間に87例の僥骨

遠位端骨折に対してVLP法を実施した．そのう

ち掌側転位型は16例(AO分類A2:1例A3:2例，

B3:4例,Cl:2例,C2:3例,C3:4例）であった平

均年齢は66歳(31～90歳),男5例／女ll例であっ

た.全て片側受傷例であった.術直後,術後3ヶ月，

術後6ヶ月においてX線評価としてpalmartilt

(以下PT),radialinclination(以下RI),mnar

variance(以下UV)を計測した．臨床評価は

modifiedMayoscoreを用いた．

【成績】最終評価時のPTは術直後に比し平均

2.75°の減少(25.→45｡),mは05.の減少(239｡

→234P),UVは0.1mmの増加(1.0mm→l.1mm)

であった（有意差認めず)．最終評価時整復位が

不良であった症例は4例であった．1例はCl骨折

における背側骨幹端粉砕のため経時的に背屈位

転位となった．他の3例のうちB3が1例,C3が2

例であり，月状骨窩の掌側粉砕骨片のプレート

による保持が困難な症例であった著しい瘻痛

が残存した症例は認めなかった．しかし掌側亜

脱臼位となった3例は機能的に不満足な結果と

なった．

【結論】掌側転位型の僥骨遠位端骨折に対する

VLP法の治療成績はおおむね良好であった．し

かし月状骨窩掌側骨片の粉砕を認める症例にお

いてはVLP法に加えて同骨片を制動する処置を

要すると考えられた．

！
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SDCTを用いた僥骨遠位端骨折の関節面

骨折型の評価
TheEvaluationoftheArticularSurfaceoftheDistal

RadiusFracturebytheThreeDimensionsComputed

Tomogmphy

中日病院名古屋手の外科センター

○西塚隆伸，中村蓼吾，中尾悦宏，

高橋明子，加藤宗一

【目的】近年当院では僥骨遠位端骨折の関節面の

性状評価を目的として，手根骨を削除した3次元

CT(3D-CT)を作成している．今回遠位側か

ら見た僥骨関節面の骨折型を詳細に評価した結

果，ほぼ9つの型に分類され，これよりAlから

C2に至る3D-CT分類を作成したまた，単純X

線写真の限界,CTの有用性を調査する目的で，

各患者の受傷時単純X線写真を6人の日手会会員

に読影してもらい，関節面の骨折型が本分類の

どの型に該当するかを解答してもらいその正解

率を検討した．

【方法】2009年からの2年間で3D-CTを撮影した

僥骨遠位端関節内骨折患者23例を対象とした．

男性7例,女性16例で平均年齢は55歳(25-78歳）

であった．全例，腋窩伝達麻酔下に徒手整復を

行った後,CT撮影を行った．関節面の3D-CT

像を基に，23例を今回作成した9つの型に分類し

た本分類は,2partか･3partか･4part以

上かによりA･B．C型に，さらに骨折線の入り

方によりAl～C2の亜型に分けてある．受傷時

単純X線写真（正・側・両斜）を6人の日手会会

員に読影してもらい，関節面の骨折型が本分類

のどの型に該当すると考えるか筆記テスト形式

で解答してもらった．

【結果】2partで背側に横骨折線のあるAl型が10

例と最多であった.A2～C2タイプはそれぞれ1

～2例で比較的均等に存在した．また，6名の単

純X線写真の読影は23例中，正解は6～16例と

バラツキが生じ，平均は9.8例で，単純X線写真

では診断に限界があった．各型による正解率を

みると，意外にもAl型が最も低く，より複雑な

骨折のB型やC型で正解率が必ずしも低いわけ

ではなかった．

【結語】僥骨遠位端骨折において関節面の骨折型

で分類する3D-CT分類を作成した治療法選択

のために関節面の折れ方，程度を詳細に把握す

る際,3D-CTによる評価は有用である．
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関節内骨折を伴う僥骨遠位端骨折の骨折

部位についてのCT計測
CTMeasurementaboutlntra-articularFractureofDistal

Radil's

一S74－

'町立大淀病院整形外科，2国保中央病院

○仲西康顕'，桝田義英'，衣川和良'，

小野浩史2，古田和彦2

【目的】僥骨遠位端骨折に対し，現在ロッキング

プレートによる内固定が一般的な方法として用

いられている．榛骨遠位端骨折はしばしば関節

内骨折を伴う為，ロッキングプレートを用いる

際にロッキングピン／スクリューの設置位置が

問題となることがある.CT画像の3次元的な評

価により骨折部位の分布を明らかにし，ロッキ

ングピン／スクリューの安全な設置部位につい

て検討した

【方法】当院にて平成20年7月より平成22年11月

まで当院にて手術を行うにあたり術前に0.5mm

スライスCT撮影した僥骨遠位端骨折48例中，

関節面の骨折線を伴うAO分類C2およびC3の

僥骨遠位端骨折35例につきDICOMデータを3

次元再構築する事により骨折部位の詳細な測定

を行った

【結果】35例中，15例が背側die-punchlesionで

あった．背側皮質骨に至る骨折線はDRUJより8

~10mmの距離を最頻値として4～16mmの範

囲に分布していた．一方，掌側骨皮質に至る骨

折線の多くはDRUJより10mm～20mmの範囲

に分布していたが，5例では8mm未満の範囲に

骨折線を認めた．

【考察】関節内骨折を伴う僥骨遠位端骨折で，月

状骨一舟状骨関節直下付近の骨折はしばしば

ロッキングピン／スクリューが骨折線に入らな

いよう注意する必要がある．尺側の骨片にロッ

キングピン／スクリューを挿入する際にDRUJ

との間隔の短さの為に1本のみの固定を余儀なく

されることがあり，その設置には十分注意する

べきであると考える．
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榛骨遠位端関節内骨折におけるTeardrop
angle計測の有用性
T℃arDropAngleMeasulementmthemma-articularDistal

RadiusFIacmles

'医真会八尾総合病院整形外科，2奈良県立医科

大学整形外科3阪奈中央病院整形外科

○藤谷良太郎1，面川庄平2，飯田昭夫3，

山藤滋】

【目的】2005年Medo丘は僥骨遠位端関節内骨折

の転位の指標として,Teardropangle(以下

TDA)の重要性を示したTDAは単純X線側

面像でTeardrop状に描出される僥骨volarrim

の中心軸と僥骨長軸のなす角度である．本研究

の目的は,単純X線側面像でのTDAの変化量と，

矢状断CT像での関節内転位との関連性を調べ

ることである．

【方法】対象は月状骨窩関節面冠状断に骨折線が

存在する成人僥骨遠位端骨折例24例(Rozental

分類Type3a4例,Type3b20例）である．各

症例の受傷時の手関節X線側面像よりTDA,

Volartilt(以下VT)を計測した．さらに，矢

状断CT像より，月状骨窩関節面の関節内

gap+stepof(以下G+S)を計測した骨幹端で

の転位を補正するため，単純レントゲンでTDA

とVTの差（以下TDA-VT)と,CTにおける

G+Sの関連性を解析した．関連性の解析には単

回帰直線分析を用いた．また矢状断CTでのG,

Sの計測はArcmethodを用いた

【結果】健側TDAは61.4±9.6｡,VTは15.6±6.2｡,

TDA-VTは45.8±7.2.であった．また患側TDA-

VTは,43.0±8.5.であり，健側より減少してい

たCTでの月状骨窩関節面の患側G+Sは4.0=t

l.7mmであり，患側TDA-VTはG+Sと有意な

相関を認めた(R=0.444,p=0.03).

【考察】近年の研究から，関節内転位は僥骨遠位

端骨折の予後不良因子であり，関節内転位を術

前に評価することは重要である．今回の研究で，

患側のTDA-VTはG+Sと相関を認めたことか

ら，単純レントゲン側面像におけるTDA-VTの

計測により,CTでの関節内転位の程度を予想で

きると考えられた．
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臨床症例における僥骨遠位端骨折用掌側

ロッキングプレートの遠位部スクリュー

の刺入位置の検討
ExaminationofthePositionofDistalScrewsofVolar

LockingPlatefbrFracmreoftheDistalRadiusinCl加cal

Cases

岡山済生会総合病院整形外科

○近 藤秀則，今谷潤也，竹下歩，

中道亮，川上幸雄

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレートのさらなる治療成績の向上のため

には遠位部スクリュー（以下DS)を軟骨下骨

に刺入し，術後の矯正損失を回避することが重

要である．われわれは第51回の本学会において，

人工骨に設置したDSの遠位骨片に対する刺入

位置をMulti-sliceCTを用いて客観的に評価す

る方法を報告した．今回同手法を用い，実際の

臨床症例において評価を行ったのでその結果を

報告する．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折27例を対象と

し，使用されたインプラントはAcu-Locll例，

VariAx9例,Extra-ArticularLCP-DRP(以下

EA)7例であった術後Multi-sliceCTで撮影し，

DSに対して平行な軸で作成した再構成画像を用

いてDSと関節面までの距離(L値）などを計測

した．

【結果】DSが支える関節面の位置はAcu-Locで

は中央,EAでは中央よりやや背側でほぼ直線

状であったのに対し,VariAxでは尺側は中央

で僥側に向かうにしたがい中央よりやや背側

に位置し扇状に関節面を支えていた．最短とな

るL値の平均は，臨床症例でAcu-Loc2.7mm,

VariAx2.6mm,EA3.1mm(参考：人工骨例

Acu-Locl.7mm,VariAxl.8mm,EA3．7mm)

であった．

【考察】臨床症例においてもDSによる関節面支

持部は各インプラントにより異なっていたが，3

種のインプラントとも人工骨例と同様にほぼ規

格通りの部位で軟骨下骨が支持されていた．ま

た，臨床症例におけるDSと関節面までの距離

は人工骨例よりAcu-Loc,VariAxで大きくなり，

逆にEAでは小さくなっていた．さらに背側の

各骨片に刺入されていたDSの本数などについ

て検討した結果も報告する．

！
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僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定の矯正損失に関与する因子
FactorsRelatedtoCorrectionLossoftheDistalRadms

FracmresRxedwithVolarLockingPlate

泉整形外科病院

○ 遠藤誠一，高原政利，根本忠信

照井千尋，中村優

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定後の矯正損失に関与する因子の検

討を行うこと．

【対象】掌側ロッキングプレートを使用し，骨癒

合まで追跡可能であった44例45手を対象とした

受傷時の年齢は平均56歳，男性12例，女性32例

であり，右側18手，左側27手であった．受傷機

転は,lowenergy損傷29例,highenergy損傷

15例であった.X線によるAO分類では,A3:

ll手,B3:2手,Cl:6手,C2:18手,C3:8手

であり，受傷手の合併損傷を37手（尺骨頭骨折3

手，尺骨頭脱臼2手，尺骨茎状突起骨折33手）に

認め，全身合併損傷を7例（脊椎骨折3例，骨盤

骨折1例，下肢骨折3例）に認めた．原則として

指牽引具を用いて掌側ロッキングプレート（シ

ンセスextraarticular)を用いた．同時に手根管

開放術を4手，尺骨頭固定を2手，尺骨頭切除を1

手,TFCC縫合を2手に行なった．術後外固定期

間は平均14.1日であった.X線評価を行ない，矯

正損失と年齢，受傷機転AO分類，合併損傷，

プレート設置位置，外固定期間との関連性を調

査した．

【結果】平均骨癒合期間は7.4週であった術前，

術直後，骨癒合後のradialinclinationの平均は，

それぞれ13.8｡,21.7｡,21.6｡,同様にvolartiltは，

-10.8｡,11.3｡,10.3｡,ulnarvarianceは,3.4mm,

-0.4mm,1.2mmであった．術後5.以上のvolar

tiltの変化が10手(22%)に,2mm以上の短縮が9

手(20%)に生じた.AO分類C2の33%,術後7日

以下の外固定例の45％でvolartiltに5.以上の変

化を認めた．また多発外傷例の42％，プレート

遠位設置例（正面X線像で軟骨下骨とプレート

間距離が2mm以下）の57%で2mm以上の短縮

を認めた．

【結論】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定後の矯正損失に関与する因子は，

AO分類C2,多発外傷，プレートの遠位設置1

週以内の外固定であった
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指，手関節肢位変化による長母指屈筋腱
-Watershedline間距離の変化:MRIを

用いた解剖学的研究

AnatoncalAssessmentonChangeofDistancebetween

FPLandWatershedlineinVariousFingerandWrist

PositionswithMRI

濁協医科大学整形外科

○亀田正裕，長田伝重，高井盛光，

山口雄史，野原裕
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【目的】近年僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキン

グプレートを用いた手術治療が行われ，良好な

成績が多数報告されている．それに伴い，長母

指屈筋腱(FPL)断裂の合併症の報告も増えつ

つある．その原因として僥骨遠位部の骨性隆起

であるWatershedline(WS)という概念が提

唱されている．しかし,FPLとWSとの間の正

確な距離，肢位変化による本距離の変化の有無

と程度，については明らかにされていない．本

研究の目的はMRIを用いて手の肢位変化による

FPL-WS間距離の変化を明らかにすることで

ある．

【対象】手関節部外傷などの既往の無いボラン

ティアの男性15例女性15例，年齢は22～51歳，

平均29歳を対象とした．機能的肢位である軽度

指屈曲，手関節やや背屈位での手関節角度を背

屈15度と規定した．この背屈15度の手関節肢位

を中間位として掌屈30度（掌屈位）及び背屈60

度（背屈位）のシーネを作製し，3肢位につき指

伸展と指屈曲で,計6肢位につきMRI撮像を行っ

た．本研究では前腕は回外位で，榛尺屈は中間

位で行った

【結果】6肢位でのFPL-WS間距離は，掌屈位

一指伸展で2.7mm,掌屈位一指屈曲で3.0mm,

中間位一指伸展で2.1mm,中間位一指屈曲で

l.6mm,背屈位一指伸展でl.6mm,背屈位一指

屈曲で1.1mmであった．手指屈曲および手関節

掌屈位ではFPLのbowstringによりWSまで

の距離は長くなるが，中間位，背屈位ではFPL

の背側移動により短くなる傾向が見られた

【結論】FPL-WS問距離は指屈曲一手関節掌屈

位で最大(3.0mm)となり，指屈曲一手関節背

屈位で最小(1.lmm)となった．僥骨遠位端骨

折での掌側プレート固定後において,WSよりも

掌側にプレートが突出する状況が起こると，手

関節背屈，指屈曲位でより強くFPLがプレート

と干渉する．
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特発性手根管症候群に対する手根管内ス

テロイド注射の成績

ClinicalResultsofSteroidlnjectionintotheCarpal

TumelfbrldiopathicCarpalTumelSyndrome

井上整形外科

○ 井上貞宏

【目的】手根管症候群(CTS)に対する手根管内

ステロイド注射（注射）の成績を検討し，その

適応について考察した．

【対象】浜田の病期分類GradelのCTS87例102

手(男性13例,女性74例,平均年齢58歳)を用いた

注射にはトリアムシノロン5mgを用い，初期治

療として行った他にも再発時には再度の注射を

追加した．成績判定は浜田の評価法を改変して

用いた．臨床経過から初期治療後の経過が良好

で再発のないA群，再発はしても再注射により

経過良好であったB群，再発時に再注射を行っ

ても経過不良であったC群，初めから注射の効

果が得られなかったN群に分類し，各群を比較

した．経過観察期間は平均28ヶ月であった．

【結果】総合成績はGood(G)が37手(36,3%),

Fair(F)が23手(22.5%),Poor(P)が42手(41.2%)

であった経過別ではA群は31手(30.4%)で，

Gが24手,Fが8手であったB群は29手(28.4%)

でGが14手,Fが15手であった.C群は28手

(27.5%),N群は14手(13.7%)で,C群とN群

はPであった．発症からの経過が1年以上，遠

位潜時が7ms以上,3回以上再発したものや手の

overuseを避けられないものにはPが多かった

Pのうち手根管開放術を行った症例の経過は良

好であった．注射による弊害は認めなかった．

【考察と結論】注射はGradelのCTSの初期治療

として有効であり，約90％の症例で自覚症状の

早期改善が得られた．再発は57手（55.9％）に認

められたが,B群では再注射により安定した効

果が得られ，保存療法の成績が28.4％向上した

しかし，罹病期間の長い例，遠位潜時の遅延が

大きい例，手のoveruseを避けられない例では

注射の効果が安定せず，装具を併用しても成績

不良例が多かった．従って，上記の因子のある

症例では早期に手術を考盧して良い．多数回の

注射後でも手術例の回復は良好で，注射の弊害

は認めなかった
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手根管症候群に対する経口プロスタグラ

ンジンE1誘導体製剤（リマプロストアル

ファデクス）の治療効果について

TherapeuticEffectofLimaprostAlfadexfOrCarpal

TunnelSyndrome

'金沢大学医学部整形外科，2金沢医療センター

○多田薫'，重本顕史'，菅沼省吾'，

土屋弘行'，池田和夫2

【はじめに】手根管症候群は手根管内において正

中神経が圧迫を受け，圧迫に伴う神経組織の阻

血と機械的圧迫が相互に関与して発症すると考

えられている．またリマプロストアルファデク

スはPGElの誘導体であり，馬尾神経の血流増加

作用を持つことから腰部脊柱管狭窄症に対し広

く処方されている．

【目的】リマプロストアルファデクスの持つ神経

組織の血流増加作用が手根管症候群例の正中神

経に対しても奏功すると考え，手根管症候群に

対する治療効果について検討した．

【方法】研究1)臨床症状および電気生理学的検査

により手根管症候群と診断した10例に対し,、リ

マプロストアルファデクス5似9錠1錠を1日3回，

4週間投与した．その効果は手根管症候群に疾患

特異性の高い評価基準であるCTSI-JSSHを用い

て評価した研究2)投与期間を8週間とし，手根

管症候群の8例に対しCTSI-JSSHおよび電気生

理学的検査の推移について評価した．

【結果】研究1)知覚に関する評価である

Symptomseverityscale(CTSI-SS)では投与前，

投与4週間後の平均変化量が-0.3,運動に関する

評価であるFunctionalstatusscale(CTSI-FS)

では-0.2となっており，両者共に改善傾向を認め

た．研究2)CTSI-SSは投与前，投与8週間後の平

均変化量が-0.7,CTSI-FSは-0.4となっており，

両者共に改善傾向を認めた．電気生理学的検査

に関してはその変化に有意差を認めなかった

【考察】本研究の結果から,リマプロストアルファ

デクスは手根管症候群の症状を緩和させる可能

性があると考えられる．その作用機序としては

阻血状態になっている正中神経の血流を改善さ

せている可能性や，損傷した正中神経に含まれ

る血管自律神経系の作用を代償している可能性

が推察される．

！
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手根管開放術時の正中神経掌側皮枝の確

認の可否と治療成績の相関

OutcomesafterCarpalTunnelReleaseDissectedPalmar

CutaneousBranchoftheMedianNerve

旭川厚生病院整形外科

○金谷耕平，八島英基，堀籠圭子，

渡邊吾一・村田憲治

【目的】正中神経掌側皮枝（以下，掌側皮枝）の

損傷は,pillarpainの発生に関与することが知ら

れている．手根管開放術時の掌側皮枝の確認の

可否が,pillarpainおよび自覚評価に相関するか

検討する．

【対象】手根管症候群の23例28手を対象とした．

男性が1例で女性が22例,年齢は平均で65.8歳(51

～86)であった．5手は両側例であった．術式は，

遠位手首皮線からlcm遠位の手掌中央に3cmの

縦切開を加え，拡大鏡下に掌側皮枝の有無を確

認した．確認された場合はそれを温存した後，

手根管の開放を行った

【方法】掌側皮枝の確認が可能であったものをP

群，確認できなかったものをNP群とし，術後

のpillarpamの有無と自覚評価(DASH,CTSI)

を比較した．統計学的解析には,Student-ttest

およびMann-WhimeyUtestを用いた．

【結果】28手中16手（57％）がP群,12手（43％）

がNP群であった．掌側皮枝の走行は，僥側近

位1/3から尺側近位1/3が5手，近位1/3から中央

1/3が6手，近位1/3から遠位1/3が1手，中央1/3

から遠位1/3が3手，尺側近位1/3から僥側中央

1/3が1手であった．両群間の年齢,性,罹病期間

病期に有意差は認められなかったPillarpamは，

P群で3手(19%),NP群で7手(58%)に認め

られた(p<O.05).DASHは,P群が術前56.2か

ら術後37.6,NP群が術前73.7から術後48.3となっ

た(p<0.05).CTSI-SS/FSは,P群が術前2.1/1.7

から術後l.5/1.2,NP群が術前2.3/2.2から術後

l.4/1.3となった．

【考察】掌側皮枝の確認の有無が,pillarp血の
みでなく自覚評価にも影響を与える可能性があ

ることが示唆された．
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特発性手根管症候群に対する手指屈筋腱

腱滑膜切除術の治療成績一成績不良例の

検討一

ClinicalOutcomesfOrtheTenosynovectomyofFlexor

TendonsinPatientswithCarpalTunnelSyndrome

-Exarr血ationsfbrPoorResponders-

医療法人友和会鶴田整形外科

○ 鶴 田 敏 幸 ， 峯 博 子

【はじめに】我々は1997年12月以来，特発性手

根管症候群(CTS)患者に対して手指屈筋腱腱

滑膜切除を行ない，短期ならびに長期成績につ

いて報告してきたしかし，術後のしびれ感や

ADL機能の回復が悪い症例があり，今回,CTS

患者に対する腱滑膜切除の成績不良例について，

検討を行なった．

【対象と方法】2009年2月より手術施行した47名

47手（男性13名13手，女性34名34手，手術時年

齢平均62.0±13.4歳，罹病期間平均16.1±23.4ケ

月）を対象とした．手術は屈筋支帯を温存し，

屈筋腱腱滑膜を可能な限り切除する方法である．

術後6ケ月目のDASHスコアにおいて,1標準偏

差以上の者と再手術例を成績不良群と定義した．

手術時年齢，性別，罹病期間，術前の神経伝導

速度，筋力，握力，知覚検査,DASHスコアお

よび術前・術後の手根管内圧の計10項目につい

て，成績不良群と良好群との比較検討を行なっ

た．

【結果】成績不良群は7名7手（男性3手,女性4手)，

良好群は40名40手（男性10手,女性30手）であっ

た成績不良群は良好群に比べて手術時年齢，

罹病期間,術後の安静時内圧,術前の知覚(SW-T)

が有意に高値を示した(p<0.0001).成績不良

群では，3名が長期（4年以上）の罹病期間症例

で，4名が除圧不十分（術後安静時内圧20mmHg

以上）であった．また，男性の割合が，良好群

40手中10手(25.0%)に比べ，不良群では7手中3

手（42.9％）と，不良群に比較的多い傾向を認め

た．これらは，罹病期間が4年以上は予後不良で

ある，正中神経の除圧状況が予後に影響を与え

る，男性では術前の症状が軽症でも術後成績が

よくないものが多い，などの先行研究（従来法）

と類似する結果であった

【まとめ】今回の結果から，腱滑膜切除の予測さ

れる成績不良因子として従来法と同様，長期の

罹病期間,不十分な除圧,高齢男性が考えられた．
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手根管症候群に対するextra-ligamentous
法による鏡視下手根管開放術

EndoscopicCarpalTunnelReleaseusingExtra-

mgamentousMethodfbrCarpalTumelSyndrome

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】手根管開放術は現在直視下法，鏡視下

法に大きく分けられる．それぞれに利点，欠

点があるが，今回我々は両者を併用したextra-

ligamentous法による鏡視下手根管開放術を行

い，その治療成績について検討した．

【方法】対象は2009年から当科で治療した特発性

手根管症候群41例48手とした術後経過観察期

間は2～11ヵ月（平均5.4カ月）であった．年

齢は50～86歳（平均68.4歳）であった．浜田分

類ではgradelが18手,grade2が17手,grade3

が13手であった手術方法はChow法と同様に

手掌部と近位手掌皮線に小切開を加え，手掌部

の皮切から池田らの報告する溝付きエレバを手

根管内に挿入する．次に手掌腱膜と横手根靭帯

の間に皮下トンネルを作成し，自作のダイレー

ターを挿入する．ダイレーター内に手関節鏡(径

2.7mm)を挿入し横手根靭帯を観察しつつ長剪

刀で切離した．術後成績はKellyの評価法を用

いて評価した．また術後の手掌部痛を評価する

ために圧痛計を用い術後の手根管直上の圧痛閾

値を測定した．

【結果】全例に症状の軽快を認め,exceUent30手，

goodll手,fair5手,poor2手であった．手掌部

痛については早期から消失を認め，術後1ヶ月の

時点で48手中37手(77.1%)が瘻痛閾値4kgf以上
であった．

【考察】手根管症候群に対する鏡視下法は早期

の社会復帰が可能である．しかし，一方で少な

いながら副損傷のリスク等の問題から十分に普

及しているとは言い難い．直視下法は近年多く

の施設が小切開で行うことで低侵襲化してきて

いる．しかし，あまり小切開に拘りすぎると不

十分な視野での操作が生じ，副損傷を引き起こ

す可能性も否定できない．我々の方法は鏡視下

法とほぼ同様の皮切で直視下法のように横手根

靭帯の切離ができるため安全な方法と考えられ，

今回の症例でも副損傷等の合併症は認めなかっ

た．
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ComparisonoflTansverseWrsitOpen

IncisionandLimitedOpenlncision

TechniquesforCarpaITilnnelRelease

'DepartmentofOrthopedicSurgery,KyungHee

UmversityHospitalatGangdong,Schoolofmedicine,

KyungHeeUmversity,Seoul,Korea,

○JaeHoonLee,DukeWhanChung

Purpose:Toevaluatethesafetyandeffectivenessofa

transversewristincisiontechniquefOrcarpaltunnel

release(groupA)whencomparedwithanntedopen

technique(groupB).

Methods:Aretrospectivereviewidentifiedpatients

whounderwenteithertransverseorlimitedopen

incisionfbrisolatedcarpalmnnelsyndromebetween

June2006andMay2010bysinglesurgeon.The

transversemethodwasperformedin20handsinl6

patientsandthelintedopenmethodwasperfonned

in45handsin35patients，Themeandurationof

fbllow-upwas9monthsingroupAand24months

ingroupB.WeperfOrmedaminimaltransverse

incisionatthedistalcreaseofthewristanduseda

Metzenbaumscissortodividethefiexorretinaculum

ingroupA.

Results:BothgroupshadsimilarCarpalTunnel

SyndromeSymptomSeverityScores,Carpaltunnel

SyndromeFUnctionalStatusScores,andSubjective

satisfactionscoresatthelastfOllow-up.Thepillar

painwasdisappearedearnermgoupA(3.3months)

thangroupB(4.7months)(P<0.05).Therewasa

sigmficantdifferenceinthelengthofsurgerybetween

the2groups.

Conclusions:Goodclinicaloutcomesandpatient

satisfactionareachievedmorequicklywhenthe

transversewristincisiontechniqueofcarpaltunnel

releaseisused.Transversewristincisionsurgeryis

asafeandeffectivemethodoftreatingcarpalmnnel

syndrome.

！
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UItrasonographicalCha旧cterizationofthe

MedianNelveanditsDiagnosticCriteria

inCarpalTilnneISyndromePatientswith
andwithoutDiabetesMellitus

IOrthopedicsDepartment,NationalChengKung

UniversityHospital,Tainan,Taiwan,2ChernTai-

ChangOrthopedicsClinic,3Pingtung,Orthopedics

Department,TamanMumcipalHospital

○qlengljLinl，SyueJheLyul，ThiO1angChenf，

ChungJUngShao@,I-MingJOu!

【ObjectiveslDiabetesisalecognizedriskfactorfbrcarpal

tunnelsyndrome(CTS),andthediagnosisandresultsof

surgicalreleaseofCTSisdiabeticpatientaresometimes

contradictory・mtrasonographyhasbeenusedtodiagnose

CTS,buttheexactdiagnosticvalueofthistestisnotclear;

moreover,suchdoublecrusheffect(DM-superimposed

CTS)ofmorphologicalchangesisalsounknown.Our

interestistocomparetheresultsofultrasonographical

changeofmediannerveofCTSinpatientswithandwithout
diabetesmellitus.

【MaterialsandMethodsllntheprospectivestudy,60
consecutivediabeticpatientswithCTSwereageandgender

matchedwith60non-diabeticpatientswithidiopathicCrS.

Theverticaldiameter(VD),transversediameter(TD)and

cross-sectionalarea(CSA)ofmediannerveweremeasured

attheinlet,middlearea,andoutletofthecarpalmnnel.

【ResultslnlevaluesofVDwere3.0,2.8and2.8mmatthe

inlet,middlearea,andoutletofthecarpalmnnelindiabetic

patientsand2､4,2.4and2.4mmattheinlet,middleal℃a，

andoutletofthecarpalmnnelinnon-diabeticpatients・The

valuesofTDwere7､3,6.8and6．6mmattheinlet,mddle

a1℃a,andoudetofthecarpalmnnelindiabeticpatientsand

6､5,5.9and5．8mmattheinlet,nddlearea,andoutletof

thecarpaltunnelinnon-diabeticpatients.Thevaluesof

CSAwerel6.6,13.8andl2.8mm2attheimet,nddlearea,

andoutletofthecarpalmnnelindiabeticpatientsandll.8,

10.7and9.8mm2attheinlet,middleal℃a,andoutletofthe

carpalmnnelinnon-diabeticpatients.TheVD,TDandCSA

attheinlet,middlearea,andoutletofthecarpalmnnelweIe

allsignificantlyincreasedfOrdiabeticcomparedwithnon-

diabeticpatients(P<0.05).

【DiscussionlToourknowledge,thisisthefirstreport
comparingtheultrasonographicfindingsofmediannerve

inCTSpatientswithandwithoutdiabetesmellitus.The

VD,TDandCSAofmediannerveattheinlet,nddlearea,

andoutletofthecarpaltunnelareallincreasedindiabetic

patientswithCTScomparedwithnon-diabeticpatientswith

CTS・Inourpreviousmeta-analysisofultrasonographical

diagnosisinCTS,theCTSishighlysuspectedifthe

CSA>12mm2attheinletofthecarpaltunnelingeneral

population.However,thepresentstudysuggeststhatthecut-

offvalueshouldbeincreasedindiabeticpatients.

一S80－
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屈筋腱損傷に対する練習量の少ない外来

中心での早期自動運動療法

EarlyActiveMotionafterFlexorTendonRepair

埼玉医科大学病院整形外科

○河野慎次郎

【目的】屈筋腱損傷に対する当科の早期自動運動

療法は，外来中心であり初期の練習量は諸家の

報告より少ない．今回当科でおこなっている早

期自動運動療法とその成績について報告する．

【対象と方法】2006年4月から2010年9月までに指

(Finger)の屈筋腱損傷に対し主演者が腱縫合と

早期期自動運動療法をおこない3ヶ月以上の経

過観察期間の得られた症例のうち，血管損傷修

復例と骨折合併例を除外した9例l1指を対象とし

た．平均46.4歳11指中,示指の罹患5指,中指1指，

環指2指小指3指であった．縫合は全例Triple

loopedsuture,同時に神経縫合をおこなったも

のが7指あった受傷から手術まで平均で8.9日，

術後入院期間は平均32日，手術から練習開始ま

での期間は平均3.9日，平均観察期間は5.9ヶ月で

あった．後療法は主に外来では担当医とハンド

セラピストが後療法を指導し，練習は自宅でお

こなった．早期自動運動はStricklandのfrayed

tendonprogramを流用しスプリント装着下で他

動屈曲一屈曲位保持一自動伸展を1回とし，1日2

回2セットから開始し1週で3回5セット，2週3回

10セットとした．屈曲位保持の確認練習回数

の厳守，12週までの抵抗運動禁止を特に強調し

指導した．これらの症例の最終観察時の日手会

評価,術後合併症追加の処置について検討した

【結果】日手会評価は優8例8指，良1例3指，全例

に腱断裂などの術後合併症はなく腱剥離も行わ

なかった．

【考察】当科の早期自動運動療法は初期において

は練習回数が少ない．外来中心での監視者の不

在で練習しなければならない状況で断裂の可能

性を軽減するには，当科の方法は有効と考える．
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吉津1法による腱縫合後に早期自動運動療

法を施行した手指屈筋腱断裂症例の検討

EvaluationofEarlyActiveMobilizationFonowmgFlexor

TendonRepairwithYoshizulT℃chnique

(財）新潟手の外科研究所

○森谷浩治，吉津孝衛，牧裕，

坪川直人，成澤弘子

【目的】新鮮手指屈筋腱断裂に対して，私達は

1993年から吉津l法(Y1法）施行後に早期運動療

法を行ってきた．今回，現行の治療方針下で加

療した症例の臨床成績に影響を及ぼした因子に

ついて検討した．

【対象と方法】2005年～2009年の5年間に治療し

た35例37指を対象とした男性26例28指，女性

9例9指，手術時年齢は9-68（平均33）歳であっ

た．損傷指は示指13指，中指11指，環指7指，小

指6指で，損傷部位はZonell3指,II23指，Ⅲ

l指であった指神経損傷は13指に合併し，深

指屈筋腱(FDP)と浅指屈筋腱(FDS)の両腱

断裂を21指に認めたFDS断裂中,16指は修復

し，残りの5指は断裂したFDSの半腱を切除し

た．損傷したFDPはY1法,FDSは津下法また

は8字縫合で修復した後，腱滑走の障害となる腱

鞘は切除した．但し,AlかA2のいずれか一方，

A4かCl-A3-C2のいずれかは残すようにした．全

例，背側ギプスシーネ下に術翌日からKleinert

変法と自動屈伸運動を組み合わせた早期自動運

動療法を施行した治療成績に影響を及ぼす因

子として年齢，性別，損傷指，損傷部位，指神

経損傷,FDSの損傷および修復を挙げ，最終診

察時TAMとの相関を調査した．

【結果】経過観察期間は13-51(24)週であり，

最終診察時のTAMは192-286(240)｡であった．

TAMは年齢と負の相関(r=0.66)を認め，その

原因は屈曲可動域の獲得不足であった．後療法

中に手指が著明に腫脹するRSD様症状を3例に

認め,40歳以上で有意に出現していた．その他

の因子は治療成績に影響していなかった

【考察および結論】私達の治療方針下では年齢以

外に成績を左右する因子はなくなっていた加

齢に起因する関節可動域の減少だけでなく，40

歳以上の症例では後療法中に出現しやすいRSD

様症状も治療成績を悪化させる要因となるため

注意しなくてはならない．
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ZoneⅡ屈筋腱断裂に対する一次縫合術，
早期自動運動療法の治療成績

ClinicalOutcomeofEarlyActiveMobilizationFbUowing

PrimaryHexorTendonSunn℃inZonen

中通総合病院整形外科

○成田裕一郎，千馬誠悦

【目的】Zonellにおける屈筋腱断裂に対して一

次縫合術と早期自動運動療法を行ったのでその

治療成績を報告する．

【対象と方法】2003年から2010年までに当科で治

療した16例16指を対象とした．男13例女3例，年

齢は8～65歳（平均35歳)，罹患指は示指5環指

10小指1であった．受傷から手術までの期間は0

～7日（平均2.3日）で，術後経過観察期間は3か

月から2年2か月（平均10か月）であった．受傷

機転は全例，刃物などによる鋭的な損傷であり，

8例で片側の指神経損傷を伴っていた．皮膚の高

度な挫滅や骨折を伴う例，両側の指動脈断裂例

は除外した．FDPの主縫合は4.0両端針と4.0ルー

プ針による6-strandYl法で,6.0ナイロンによる

補助縫合を加えた.FDSの断裂は15例にみられ，

裂孔部より遠位では4.0ないし5.0ループ針の津下

法と6.0ナイロンの補助縫合を，近位ではFDPと

同様にY1法に6.0ナイロンの補助縫合を加えて修

復した．切除放置した例はなかった．プーリー

の処置は,A2の全切除を行ったl例以外はA2,

A4を温存した手術翌日より，医師とハンドセ

ラピストのコントロール下に背側スプリントに

よるKIeinert法とDuran法，早期自他動屈伸運

動を開始した．最終指自動可動域を日手会機能

評価法で評価した．腱剥離術を行った2例は剥離

前の可動域で評価した．

【結果】優9良5可l不可1で%TAMは45～100%

(平均86.8％）であった．再断裂はなく，可およ

び不可の例に腱剥離術を行った．

【考察】16例中14例が良以上でおおむね良好な成

績であった．成績不良例ではDIPの屈曲不足と

PIPの伸展不足がみられ,FDS/P両腱間の癒着

やPIPの屈曲拘縮を防ぐ作業療法が重要と思わ

れた．
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Zonell屈筋腱断裂修復後の腱滑走と後療

法

ExcursionandRehabilitationafterRepairofFlexor

T℃ndoninZonen

'名古屋披済会病院整形外科，2名古屋大学大学

院医学系研究科運動・形態外科学講座手の外科

学

○矢崎尚哉1,太田英之2,桂理1,

矢島弘毅1,渡邊健太郎！

【目的】Zonell屈筋腱断裂に対して，他動屈曲

を行っても腱の滑走は得られず，治療成績を向

上させるためには出来るだけ早期に自動屈曲運

動を行う必要があるという考え方が，近年学会

の主流を占めている．術中の腱滑走と術後成績

を評価し，上記の仮説を検証した

【方法】2008年1月から2010年6月にZonell屈筋

腱断裂に対して演者が一次修復した症例のうち

精神発達遅滞を合併したl例と術後4週で治療を

中断した1例を除いて，9例10指を評価した．男

性7例，女性2例，年齢は21～63歳であった複

数指損傷が1例あった．深指屈筋腱（以下FDP

腱）の縫合は全例に40ナイロン糸によるIim

andTsai法を行った．浅指屈筋腱(以下FDS腱）

の損傷は9指に認められ，キアズマおよびその近

位の断裂7指は縫合し，遠位端の損傷2指は放置

した．片側の指動脈・神経断裂が4指，両側の断

裂がl指あった．術中，腱縫合後に指の他動屈

曲と端鈍鉤による牽引により腱の滑走を確認し

た術後翌日から4指牽引のKleinert変法を開始

した．術後3～5日で訓練の最後に約2回active

holdを行った．自動屈曲は約1週の時点で訓練の

最後に約2回行ったが，積極的に訓練として導入

したのは術後3週から3週半であった．最終診察

時に日手会評価およびoriginalStrickland評価に

より評価した．

【結果】術中評価では全例他動屈曲で10～

15mmのFDP腱の滑走を認めた．再断裂例はな

く，腱剥離を行った症例もなかった.%TAMは

89～100％（平均97%),DIParc+PIParcは

146｡～180｡(平均165｡)で，日手会評価および

Strickland評価ともにExcellent9指,Goodl指

であった．

【結語】術中に他動屈曲で腱の滑走を認め，

Kleinert変法の有用性を確認した．術後早期に

はKleinert変法をメインとしてactiveholdと自

動屈曲は1日約2回行い，良好な成績を得た．
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指屈筋腱損傷の部分的補助縫合(partial
interlockingcross-stitch法）に関する

gapformationの検討
TheBiomechanicalEvaluationofGapFormationin

PartiallnterlockingCross-stitchPeripheralSuturesin

RexorT℃ndonRep血

'九州大学大学院医学研究院整形外科，2佐賀県

立病院好生館整形外科

○竹内直英1,光安廣倫1,佛坂俊輔2,

岩本幸英』

【目的】Zone2指屈筋腱修復では，断端部が

pulleyの近傍で背側の補助縫合が困難なときが

ある．我々 はcyclicloadingtestを用いて，掌側

のみの部分的補助縫合と全周補助縫合における

強度とgap長について検討を行った．

【方法】50対のdentalroll(綿製の指屈筋腱の

実験モデル）を5群に分け，主縫合を6-strand

Penningtonsutureで行った後に，補助縫合を

runningsuture(R),interlockingcross-stitch

suture(以下ICS)を掌側1/2のみ縫合した群(1/2

1CS),ICSを掌側3/4周縫合した群(3/41CS),

ICSを掌側3/4周とrunningsutureを背側1/4周

で全周縫合した群(3/41CS+R),ICSで全周縫

合した群(ICS)の5種類のいずれかで縫合した

主縫合は4-0Proleneで，補助縫合は6-0Prolene

で縫合した．全周での縫合回数は16strandsで

統一した.Cyclicloadingtestはpreloadを2N

とし,10Nで500cycleから開始し，破断するま

で5Nずつ増やしてさらに500cycleずつ負荷を

加えた．そして疲労強度(負荷×回転数の合計)，

各負荷での縫合側と非縫合側のgap長(mm)を

分散分析(ANOVA)を用いて検討した.p<0.05

を有意水準とした．

【結果】疲労強度は,R:36078±11128,1/2

1CS:36900±10128,3/41CS:49298±7910,3/4

ICS+R:54369±9526,ICS:56678±9314Nx

cyclesで,ICS,3/41CS+R,3/41CSが他の2

群に比べ有意に大きかった(p<0.0001).gap

長は各負荷で1/21CSと3/41CSが他の3群に比

べ有意に大きかった(20Nでの平均値:縫合側

／非縫合側;R:1.2/1.2mm,1/21CS:3.1/4.0mm,

3/41CS:2.4/3.5mm,3/41CS+R:2.0/2.3mm,

ICS:1.7/1.7mm).

【考察】部分的補助縫合は全周縫合に比べて非縫

合側のみならず，縫合側もgap長が大きくなり

早期破断の原因の一つであることが示唆された

Gap長を防止するためには，補助縫合はICSも

しくは3/41CS+Rで全周縫合するべきである．
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Dexmedetomidineを用いた覚醒下屈筋腱

剥離術の経験

ClinicalExperienceofHexorTenolysisunderAwake

AnesthesiawithDexmedetomidine

'旭川医科大学整形外科，2函館協会病院整形外

科

○入江徹1，研谷智'，三好直樹1，

松野丈夫'，多田博2

【はじめに】Dexmedetomidineは，刺激により

容易に覚醒し刺激がなくなると速やかに鎮静さ

れる特徴をもつ鎮静薬である．我々は屈筋腱剥

離術におけるWake-uptestの際にこれを用いた

覚醒下麻酔を応用したので報告する．

【術式】外傷後の可動域制限で複数回・複数指の

手術など最小侵襲手術が望ましいものを適応と

したFentanylと指ブロックを併用し術中適時

患者に自動運動を行わせるWake-uptestを行い

ながら腱剥離をすすめ目標とする可動域の獲得

を確認した．

【対象】2006年8月より2009年12月まで本術式を

行った4例7指を対象とした．症例1：28才女性

左示，中指屈筋腱断裂術後の示指可動域制限

腱縫合，腱移植，腱剥離2期的腱移植と5回の

手術を行うも可動域制限が残存．術前のTAM

は180.．屈筋腱剥離を行い術後1年,TAMは240

.へ改善した．症例2：42才女性左中指指神

経断裂術後の可動域制限術前TAMは230｡、腱

剥離，関節授動を行い術後1年,TAMは250.へ

改善した症例3:34才男性木工業左母,示，

中指開放骨折術後の示，中指の可動域制限術前

TAMは示指116.中指176｡.屈筋腱剥離を行うも

術中に中指指神経を損傷し神経縫合を追加し術

後1年,TAMは示指114.中指212｡となった．症

例4:47才男性左示，中，環指の開放骨折後の示，

中，環指の可動域制限術前TAMは示指118.中

指120.環指130｡.屈筋腱剥離を行い術後8ケ月，

TAMは示指210.中指170.環指200｡へ改善した．

【考察】Wake-uptestを行う際にはNLA麻酔や

局所静脈内麻酔が用いられるが種々の問題点も

ある．今回の麻酔では，術中に何度でも容易に

本testが行える利点がある.ICUでの鎮静にし

か保険適用がなく麻酔科医による管理が必要だ

が，今後適用が広がり安全で簡便な投与法が確

立されればWake-uptestを補佐する有用な方法

と考える．
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超音波によるZone2屈筋腱断裂術後の掌

側板の運動の解析～A3pulleyが掌側板
をもち上げる

UtrasonographicAnalysisfbrMotionoftheVolarPlate

ofthePmximallntelphalangealJointafterFlexorT℃ndon

RepairinZone2

田附興風会医学研究所北野病院形成外科

○齊藤晋，鈴木義久

【目的】第52回の本学術集会でわれわれは超音

波診断機器を用いてPIP関節の掌側板の運動

を動的に観察し，掌側板の運動は1sliding,2

elevating,3rollinginrecessの3過程で構成

されるという理論を報告した．今回われわれは，

A3pulleyが原動力となってelevatingの過程が

おきるという仮説を提唱し，それを証明すべく，

A3pulleyを開放したZone2屈筋腱断裂術後の

症例について超音波機器による観察を行い，分

析を行った．

【方法】症例は2008年-2010年4月までに当科で治

療を受けた一連の患者4手5指であり，内訳は男

性3手，女性1手，示指1，中指2，環指2であり，

手術は4-strand様式で腱縫合を行い,A2および

A4pulleyは温存し,A3pulleyは開放のままと

した．後療法は翌日より他動屈曲自動伸展を

開始し，術後10-16週で超音波による観察を施

行した使用機器はApHoXGと7.5-12MHzのリ

ニアー型トランスデューサーを使用した．関節

を完全伸展から自動屈曲させて掌側板の運動を

ビデオで記録した

【結果】PIP関節の平均自動可動域は1-87.2度

であった．まず屈曲初期においては掌側板の近

位方向への移動(shding)が制限されていた．

次に正常の関節において屈曲45度前後から認め

られる掌側板遠位の掌側方向への浮き上がり

(elevating)を認めず，掌側板が波状またはS字

状に屈曲変形する所見が観察された．また一部

の症例では明らかな掌側板と屈筋腱間のgapが

観察された

【考察】A3pulleyを開放とした場合，正常の指

で認められる掌側板のelevatingの過程が消失し

た．この結果は,A3pulleyがelevatingの過程

のtriggerであるというわれわれの仮説を支持し

た．掌側板の運動制限は術後成績として深屈曲

を妨げる原因の一つとなる可能性が示唆された．
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狭窄性屈筋腱腱鞘炎における屈筋腱の超

音波検査所見

UltrasonographicAppearanceofFlexorTendonin

StenosingFlexorT℃nosynovitis

東京都済生会中央病院整形外科

○亀山真，小見山貴継，手塚正樹，

柳本繁

【目的】狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下,腱鞘炎）は，

ばね指症状がない場合に診断に苦慮することが

ある．我々は，超音波検査装置を外来に常備し

腱鞘炎の診断の一助としている．今回，腱鞘炎

の重症度と屈筋腱の超音波検査所見の関連性を

検討したので報告する．

【対象および方法】糖尿病，透析，ホルモン療法，

関節リウマチ，甲状腺疾患，ステロイド投与の

既往例を除き，臨床症状で腱鞘炎と診断した成

人例45例，65指を対象とした．腱鞘炎の重症度

はPatelのstage分類を改変し,7段階に分類し

たもので評価した．超音波検査は,MP関節伸

展位で探触子を指基節部から中手骨部の指列に

沿わせて長軸像を描出し,PIP,DIP関節を他動

的に屈伸し，屈筋腱の滑走，たわみ，腱症の出

現率をstageごとに動画で検討した健常指を

コントロールとして同様の検討を行った．

【結果】腱の内部エコー輝度の低下は，腱線維の

垂直方向へのたわみや腱症の存在を意味し，靭

帯性腱鞘によるひっかかり位置の同定にも有用

であった母指の腱鞘炎では肥厚した掌側板に

より，掌側板と対向する位置で腱が垂直方向へ

たわみ，腱の滑走とは無関係にエコー輝度が低

下している所見を認めた腱鞘炎の重症度は腱

症の出現率と強い正の相関を示していた．最重

症であるstage7のロッキングの要因が腱鞘で

のひっかかりか,腱の癒着かの判断は困難であっ

た．

【考察】Huestonは，腱鞘炎で腱が腱鞘に引

っかかる状態を，針穴（腱鞘腔）に対しより

糸（腱）が，角度をつけて牽引された際に糸が

ほつれる現象に例えている(Needleandthread

analogy).我々 は，超音波検査で腱線維が垂直

方向へたわみエコー輝度が低下する所見が，よ

り糸のほつれた状態に相当すると考えている．

【結論】超音波検査における腱のたわみや肥厚の

所見は，腱鞘炎の診断や重症度の評価に有用で

あった．
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超音波診断によるばね指の定量的評価

High-resolutionUltrasonographicEvaluationofthe

TriggerDigits

'東大阪市立総合病院整形外科，2奈良県立医科

大学整形外科

○重松浩司'，大田大良'，北條潤也1，

面川庄平'2，田中康仁2

【目的】ばね指は日常診療で最も多く遭遇する疾

患の一つであるが，その病態はいまだ不明な点

も多い．今回我々は屈筋腱および靭帯性腱鞘の

解剖学的構造に着目し,A1プーリー直上（以下

A1)での超音波屈筋腱横断像を検討した．

【対象と方法】臨床症状からばね指と診断し，超

音波検査が可能であった90例111指を対象とし

た．男性31例，女性59例で，平均年齢は64歳，

罹病期間は平均7ヵ月であった全例に13MHz

リニアプローベを用いて測定を行った．測定

はAl直上での屈筋腱群のa､縦径とb.横径,Al

の靭帯性腱鞘のc,天蓋部と両側の壁d.e.の厚

さを測定した．同様に健側も測定を行い，比較

検討を行った．また，従来臨床症状を基準とし

て分類されてきたGreen,Serafini,Quinnell,

Newport,Patel&Mordiaらのgradingと各種

超音波測定で用いた測定値との関連性を検討し

た．

【結果】測定の結果(患側／健側,単位はmm)a.4.6

±0.8/3.8±0.9b.5.9±1.2/5.5±1.3c.0.8±0.3/0.5

0.2d.1.5±0.6/0.9±0.4e.1.6±0.6/1.0±0.3であり．

b.を除くすべてで統計学的に優位に患側が高値

を示した(P<0.05).また，健側と患側の測定

値の比較では13例(14%)が5測定中2項目に,6

例(7％)は3項目で健側が患側より高値を示した．

また，各種の臨床評価と超音波評価との間には

いずれの分類も統計学的に相関性は認められな

かった．

【結論】今回の検討で，ばね指は健側に比較し靭

帯性腱鞘および屈筋腱が肥厚していることが定

量的に評価できた．しかしながら従来用いられ

てきた臨床症状にもとづく分類は超音波測定値

との間に関連性は認めず，また靭帯性腱鞘や屈

筋腱の肥厚を伴わずばね指現象を生じる症例が

あることから，単純な組織の肥厚だけが弾発現

象を生じる原因ではないことが推測された．
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超音波検査による手指屈筋腱の描出なら

びに損傷の診断

UltrasoundlmagingofHexorTendonsmtheHandand

Wrist

'広島大学病院整形外科，2広島大学大学院保健

学研究科

○中島祐子'，砂川融2，鈴木修身1,

四宮陸雄'，越智光夫Ⅲ

【目的】超音波検査により，どの程度手指屈筋腱

の描出ならびに損傷の診断が可能であるかを検

討した．

【対象と方法】健常人（男性5例・女性5例）の10

手における手指屈筋腱描出を超音波を用いて行

い，9本の手指屈筋腱が各々描出可能かどうかを

Zoneごとに検討した．また腱損傷症例に対し超

音波検査を行い，その有用性を検討した

【結果】FPLは,すべてのZoneで描出可能であっ

た示中環小指のZonelでは,FDPの描出が可

能であった.Zone2では，長軸で屈筋腱の描出

は可能だが,FDSとFDPの判別は困難であっ

た短軸でプローブの方向を工夫すること，動

的観察を加えることで，判別がやや容易となる

が，小指では困難であったZone3では,FDS

とFDPの描出と判別が長軸短軸ともにほぼ可

能であったが，小指では困難であったZone4

では，厚みのある手で屈筋腱の描出が困難な傾

向にあった．描出できる例も不鮮明な像となる

ものが多かったZone5では，長軸短軸ともに

屈筋腱の描出は可能であったが，各々の腱の判

別を確定するためには動的観察が必要であった．

手指屈筋腱損傷における超音波検査では断裂の

確認，断端の位置の確認ができた．また術後に

は腱の連続性の確認，動的観察による滑走性ま

たは癒着の確認が可能であった．

【考察】従来私達が行ってきた三次元CTと比較

すると，超音波検査では動的観察が可能という

最大の利点があり，腱の滑走性を評価するのに

は非常に有用であった．また局所の診断には優

れていた三次元CTは全体像の把握ができ，

わかりやすい画像が得られることが利点であっ

たまたZone4の描出は超音波よりも優れてい

た．

【結論】超音波検査により，多くの症例で手指屈

筋腱の描出,FDSとFDPの判別が可能で，ま

た動的観察が可能という最大の利点があり，手

指屈筋腱の病態把握には非常に有用と考える．

H
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MRI拡散強調画像による腕神経叢損傷の

診断

DiagnosticValueofDiffUsion-WeighedWIfbrBmchial

Plexuslnjmes

l東京逓信病院整形外科，2都立広尾病院整形外科’

3せんぼ東京高輪病院整形外科，4東京大学医学部

整形外科,5NTT東日本関東病院整形外科

○沖永修二,，田尻康人2，川野健一3，

原えり4，仲田紀彦5

【目的】我々 は第49,50回の本学会で,MRI拡散

強調画像の一種であるDWIBS法が腕神経叢疾

患の新しい画像診断法として有用となる可能性

を報告した．しかし本法を外傷性麻痒の評価に

用いるには，画像変化の病理学的背景や異常検

出の時間的感度が不明なこと，腕神経叢遠位部

での描出能力が不良であることなどの問題点が

あった．今回の発表の目的は，症例の集積と撮

像法の改良によってこれらを解決し，本法の有

用性を高めることにある．

【方法】装置および撮像法は，前2回の報告と同

じく1.5T全身型装置に両側と片側撮像用の受信

コイルを用いたsingleshotEPI法で，撮像法の

主な改良点は拡散検出傾斜磁場を腕神経叢に直

交する向きの単軸としたことであった．対象は，

腕神経叢損傷17例で，鎖骨上損傷12例（全例交

通外傷)，鎖骨下損傷5例（交通外傷3例，手術時

損傷2例)，受傷からMRI撮像までの期間は9日

から25年であった．17例中15例で展開手術を行

い，鎖骨上損傷では手術および臨床所見，電気

生理学的所見から診断された神経根の損傷様式

とMRI所見との関連を調べ，鎖骨下損傷では同

様に診断された損傷部位とMRIの信号異常部位

との比較を行った．

【結果】1MRI上正常神経根の近位部に見られ

る，強い信号を示す点状陰影の消失または不明

瞭化が，節前損傷の存在と強く関連した．2節

前損傷で1の所見が陽性であった症例での受傷

から撮像までの期間の最短は23日であった．3

鎖骨下損傷のうち損傷範囲が限局性であった1

例では，損傷部位とMRI上の信号上昇部位とが

一致していた．

【結論】本法は外傷性腕神経叢麻痒での神経の形

態変化をそのまま描出するものではないが，節

前損傷の有無と節後損傷の部位診断に従来にな

い有用性をもつ．
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腕神経叢損傷の術中電気診断と最終臨床

診断の比較

TheReliabilityoflntraoperativeElectrodiagnosisof

BrachialPlexusInjury;ComparisontoLong-tennClinical

Results

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，落合直之，西浦康正，

岩 指 仁 ， 中 島 佳 子

【目的】当科では，引き抜き損傷を含む神経根付

近の損傷が疑われる場合,MRmyelography所

見，腕神経叢展開術による直視所見，神経根刺

激で得られる体性感覚誘発電位(SEP)および

脊髄誘発電位(ESCP)測定により損傷部位を診

断し，治療方針を決定してきた．しかし，術後

経過観察中に術中診断で節前損傷と判断した神

経の再生所見を認めることがある．今回これら

の症例を検討した．

【方法・結果】対象は1998年3月以降，当院で腕

神経叢展開・術中電気診断を行い，術後2年以上

経過を観察し得た55例とした．このうち術中診

断と最終診断が一致しなかった症例はC5-T1型

2例,C5-C8型2例,C5-C7型2例,C5C6型1例の

計7例で，いずれも術中電気診断で該当根刺激の

SEP,ESCPが導出されず，支配筋の筋収縮も

認めなかったため節前損傷と診断した最終診

断ではC5-Tl型のうちl例でTl根，残る6症例は

C5根の回復が認められたが，いずれも支配筋の

一部の筋でMMT2以下の筋力であり臨床的に有

用な回復ではなかった．

【考察】術中診断と最終診断の相違は，一部損傷

を免れた神経線維が存在したものと予想され，

このような損傷は術中電気診断で鑑別し得ない

ものと考えられる.C5根が節後損傷の場合，遊

離神経移植により機能再建できる可能性がある

が，自然経過で有用な筋力を発揮できなかった

神経を遊離神経移植で架橋しても十分な結果は

得られなかったと予想される．したがって今回

の7症例ではいずれも治療方針や最終的な治療成

績に術中診断と術後診断の相違が影響を与えな

かったと考えた．

【結論】SEP,ESCPを用いた術中電気診断で腕

神経叢引き抜き損傷の的確な治療方針を決定で

きる．
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上位型腕神経叢損傷に対するOberlin法

OberhProcedurmefbrUpperBrachialPlexuslnjury

名古屋大学医学部手の外科

○山本美知郎，奥井伸幸，建部将広，

篠 原孝明，平田仁

術前画像診断の進歩により，損傷形態および高

位が確認できるようになってきたため，最近の

症例においては腕神経叢を展開せずに後方から

副神経の一部を肩甲上神経に，僥骨神経の一部

を腋窩神経に移行し肩機能再建を行っている．

可能な限りmotorpointの近くで神経移行術を行

い，低侵襲に早期回復を目指している．

【対象と方法】上位型腕神経叢損傷に対して

Oberlm法を行ったll例．男性10例，女性1例で

手術時年齢は15歳から41歳（平均27歳）であっ

た.C56型6例,C567型4例,C5678型が1例あった．

初期の7例は腕神経叢を展開したのち副神経また

は横隔神経を肩甲上神経に移行し，僥骨神経か

ら腋窩神経に移行した．近年の4例に対しては腕

神経叢の展開は行わず,OberUn法の後に後方か

ら副神経一肩甲上神経移行と僥骨神経一腋窩神

経移行を行った．

【結果】術後上腕2頭筋の収縮は術後2から5カ月

の間に確認できるようになり,C5678型のl例を

除き術後3から20カ月の間にMMT3以上に回復

したC56型では術後3から10カ月（平均7カ月）

でMMT3に回復したのに対し,C567型では術後

MMT3を獲得するのに6から20カ月(平均10カ月）

要した．初期の腕神経叢を展開し肩甲上神経を

再建したものはいずれも肩の安定化は得られた．

最近の後方展開による僥骨神経一腋窩神経移行

術を行った4例では術後2から5カ月で三角筋の収

縮を認めた．後方展開による副神経一肩甲上神

経移行を行った2例ではそれぞれ術後4と7カ月で

鰊上鰊下筋の収縮を認めている．またその4例は

C56型2例,C567型2例であったが，上腕2頭筋の

収縮は平均3カ月で認め，平均7カ月でMMT3

を獲得した．

【考察】肩機能再建において肩甲上神経への副神

経移行だけでなく腋窩神経への僥骨神経移行を

加えることで肩の安定化が増す.Oberlin法の治

療成績にも相乗効果を与えると考えられる．
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僥骨神経移行術を用いた腋窩神経の再建

ResultsoftheRadialNerveTiansfrtotheAxillaIyNerve

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整

形外科

○藤原浩芳，小田良，岡島誠一郎，

玉井和夫，久保俊一

【目的】当科では2006年以降，腋窩神経再建を目

的として,僥骨神経移行術を施行している．今回，

その治療成績を調査したので報告する．

【対象と方法】過去4年間で僥骨神経移行術を施

行した10例を対象とした．上位型の腕神経叢引

き抜き損傷が5例，腋窩神経・肩甲上神経合併損

傷が3例，腋窩神経単独損傷が2例であった．受

傷側は右側7例，左側3例，受傷から手術までの

期間は平均8.5ヵ月（2-13.5ヵ月）であった．術

式はquadrilateralspaceを展開し，僥骨神経の

上腕三頭筋外側頭あるいは長頭への枝をなるべ

く末梢で切離し,腋窩神経前枝に移行した．また，

同時に，腕神経叢損傷では副神経移行を，腋窩

神経・肩甲上神経合併損傷では神経移植をそれ

ぞれ肩甲上神経に対して行った．三角筋の筋収

縮出現までの期間，最終獲得筋力，肩関節可動

域および上腕三頭筋筋力を調査した．

【結果】術後追跡期間は平均2年8ヵ月であった．

三角筋の筋収縮までの期間は平均4.5カ月で，筋

力はMMT3の1例を除きすべてMMT4以上に

回復した．術後，肩外転角度は平均120｡,屈曲

角度は平均105.まで改善した.MMT3の1例は，

C5,6,7の引き抜き損傷の症例であった術後，

上腕三頭筋筋力が明らかに低下した症例は認め

なかった．

【考察】調査の結果,術後早期に筋収縮が見られ，

受傷後1年以上経過した症例でも良好な治療成績

が得られた．本術式は運動神経のみの移行であ

り，縫合部から神経筋接合部まで近いため，神

経再生に有利に働いたものと考えた一方,C7

損傷を含む症例では，満足のいく結果が得られ

なかったことから，僥骨神経の術前評価が重要

であると思われた．腋窩神経の再建法として，

本術式は簡便で安定した成績が得られる優れた

方法である．
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筋皮神経への内側胸神経移行術による肘

屈曲再建術
MedialPectoralNerveTIanstrtotheMusculocutaneous

NervefbrElbowFlexion

'四條畷学園大学リハビリテーション学部，

2星ヶ丘厚生年金病院整形外科

○河井秀夫1，蒲生和重2，樋口晴久2，

栗山幸治2

外傷性腕神経叢麻痒に対して，内側胸神経を

donornerveとして筋皮神経への神経移行術を行

い，肘屈曲再建術を図ったので報告する．

【症例および手術方法】症例は3例，全例男性，

単車事故2例,自転車事故1例であり，右側2例，

左側l例であった．年齢は15歳，29歳およ

び31歳であり，術後経過観察期間は2年7カ

月から3年3カ月であった．全例上位型麻揮(C

5,C6型麻痒1例,C5,C6,C7型麻源

2例）であり，1例は神経根引き抜き損傷を伴っ

ていた肘屈曲再建術を目的に，大胸筋支配の

内側胸神経から2枝を採取して筋皮神経へ神経

移行術を行った．また腋窩神経への僥骨神経上

腕三頭筋筋枝移行術を2例に，肩甲上神経への

副神経移行術を1例に行った．

【結果】術後最終経過観察時の上腕二頭筋筋力は

全例4に回復した．肩機能再建術を行った2例

では170度および70度の上肢挙上を獲得し

た．

【考察およびまとめ】内側胸神経は多数の分枝が

あり機能再建術の移行神経として，大胸筋が機

能している場合には有用性が高い.Oberlin法な

ど末梢神経の主幹神経から部分的に神経採取し

て神経移行術として利用する場合には，採取後

に部分的な運動知覚障害を生じる．その障害

は軽度であり問題は少ないと考えられているが，

時に重篤な合併症が報告されている．今回，筋

皮神経の再建を目的として行ったが，上腕二頭

筋の筋力回復経過は良好であり，神経採取後の

機能障害も認められなかった．内側胸神経を採

取しても明らかな運動および知覚神経障害はな

かった．腕神経叢手術において機能再建術を行

う場合，内側胸神経はdonornerveの一つとし

て選択できる．
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鎖骨下動脈損傷を合併した腕神経叢損傷

に対する筋肉移植による機能再建術

FunctioningFreeMuscleTransferfbrReconstructionof

BrachialPlexuslnjulyAssocia"dwithSubclavianArtely

Injury

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，坂本相哲，

荒川雄一郎，松尾卓見

【目的】鎖骨下動脈損傷を合併した腕神経叢損傷

(以下BPI)の問題点は，十分な血流を有するレ

シピエント動脈が不足し，筋肉移植による機能

再建術の適応が制限されることである．われわ

れは，血管損傷を合併したBPIに対しても症例

を選んで筋肉移植による再建を行っているので，

その術後成績と血行再建の適応について検討し

たので報告する．

【方法】1995年から2010年6月までに当院を初診

した血管損傷を合併したBPIは36例で，筋肉移

植による再建を行ったのは18例であった．全例

男性，平均年齢は24歳（16～46)，すべて全型

損傷であった．受傷から初診までの期間は平均

12．5ケ月(1～60),6例では前医で鎖骨下動脈

の血行再建のみ受けていた当院で血行再建を

行ったのは7例で，残りの5例では血行再建を行

わずに筋肉移植のみ行った．血行再建を行った

うちの7例ではdoublemuscle法による手指機能

再建を，残りのll例では主に肘屈曲機能再建目

的にて筋肉移植を行い，計25筋肉移植を行った

作動神経は副神経が14,肋間神経が11,レシピ

エント動脈は胸肩峰動脈が11,胸背動脈が11,

頸横動脈が2，肩甲上動脈が1であった

【成績】術後血行障害を起こすことなく，すべて

の移植筋が生着した2年以上経過した10例の長

期成績は,doublemuscle法の4例のTAMは平

均46度（30～60)，肘屈曲再建の6例の自動肘屈

曲は平均110度(100～125)であった

【結論】鎖骨下動脈損傷を合併したBPIに対して

も，筋肉移植による再建は可能であり，その成

績は良好であったまた，血行再建を行わなく

ても，主要な側副血行路となっていない鎖骨下

動脈の枝などを使用することにより，筋肉移植

による再建は可能である．
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骨粗霜症から檮骨遠位端骨折の治療を考える

TTeatmentofDistalRadiusFracmresinConsiderationfOrOsteoporosis

酒井昭典

産業医科大学整形外科

我が国における骨粗霧症患者数は約1200万人といわれている．僥骨遠位端骨折は骨粗犠症による

代表的な脆弱性骨折のひとつである．高齢者の僥骨遠位骨折の予防・治療戦略を立てる上で骨粗霧

症を理解することは大切である．

同じ転倒による僥骨遠位端骨折であっても骨粗霧症女性ではそうでない女性と比べて転位の程度

が大きい．骨密度が低いことは骨折整復前のulnarvarianceが大きいこと,radialinclinationが小さ

いこと,dorsaltiltが大きいことと有意な相関を示す．骨粗霧症患者の僥骨遠位端骨折にintrafocal

pmningを行うと，術直後は整復位が得られてもその後に再転位をきたし術後6カ月の時点では

ulnarvarianceは3mm以上となる．一方，掌側ロッキングプレートによる内固定は骨密度に依存す

ることなく術直後の整復位を維持した

閉経期以後の女性に僥骨遠位端骨折が生じると，次の僥骨遠位端骨折を生じるオッズ比は骨折の

ない同年齢女性と比べて3.3倍，大腿骨近位部骨折は1.9倍，椎体骨折は1.7倍となる．僥骨遠位端骨

折は骨粗霧症によるfracturecascadeの始まりであり，骨粗籟症治療を開始する良い機会であると

捉えるべきである．転倒により榛骨遠位端骨折を生じた閉経後女性は，骨折のない同年齢女性と比

べて骨密度が低く，易転倒性の簡便な指標である開眼片脚起立時間が短い．50～65歳では骨密度が

YAMの70%未満であること,65歳以上では開眼片脚起立時間が15秒未満であることが骨折と密接に

関連している．高齢者の僥骨遠位端骨折を予防するためには，骨粗霧症を治療するとともに下肢の

バランス運動能力を強化する必要がある．

今年1月に承認された新しい活性型ビタミンD誘導体であるエルデカルシトール（エデイロール）

は，アルファカルシドール投与群と比べて3年間の新規椎体骨折と僥骨遠位端骨折の発生率を有意に

低下させた．メタアナリシスの結果から，ビタミンDには転倒防止効果がある．エルデカルシトー

ルは骨粗霧症による脆弱性骨折を予防する上で有用と思われる．
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小指陳旧性PIP関節僥側側副靭帯損傷に
対する治療経験

TreatmentfbrOldRadialConateralLigamentlnjuryof

theProximallnterphalangealJointofSmallFinger

宮崎大学医学部整形外科

○崎濱智美，矢野浩明，帖佐悦男

【はじめに】小指PIP関節僥側側副靭帯損傷を放

置し長期経過した症例では徐々に尺側偏位を来

たし，整容面での改善を求め来院する事がある．

今回小指PIP関節僥側側副靭帯損傷後長期経過

し，異なる治療法を選択した2症例を経験したの

で報告する．

【症例】症例1．58歳女性,20数年前にバレーボー

ルで受傷，テーピングを行なっていたが徐々に

小指の尺側偏位を来たし，整容面の改善を主訴

に当科受診，初診時小指の38度の尺側偏位を認

めたが，瘤痛および可動域制限はなかった．徒

手的に良好に整復できたことから，浅指屈筋を

用いた僥側側副靭帯の再建術を施行した術後

2ケ月頃より徐々に尺側への再偏位を認め，術後

1年頃より瘻痛も出現したことから，最終的に術

後1年9ヶ月で関節固定を施行した．症例2．53

歳女性．30年前にバレーボールで受傷，徐々に

小指の尺側偏位を来たし，整容面の改善を主訴

に当科受診，初診時小指の40度の尺側偏位を認

めた．瘻痛および可動域制限はなかったがPIP

関節面で中節骨と基節骨骨頭尺側穎で新たな関

節面を形成しており，基節骨頚部の矯正骨切に

て尺屈を矯正後，長掌筋腱にて僥側側副靭帯を

再建した．術後llヶ月で瘤痛・可動域制限なく

アライメントも矯正され,患者の満足度は高かっ

た．

【考察】陳旧性小指PIP僥側側副靱帯損傷はPIP

関節の尺側偏位のみならず,PIP関節面で中節

骨と基節骨骨頭尺側穎で新たな関節面を形成し

ている．症例lでは靭帯再建によるアライメン

ト矯正で関節面の不適合が生じ，再偏位を制動

するのが困難であった．症例2では現在の新た

な関節面を利用し骨切を行なった結果，関節面

の負荷が少なく良好な結果が得られ，有効な治

療法であった．陳旧性の小指PIP僥側側副靭帯

損傷に対する手術法は関節面の状態を的確に評

価し，選択することが重要であると思われた．
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浅指屈筋腱を用いたPIP関節側副靭帯再

建の術後成績

OperativeResultsofChromcCollateralLigamentInjuries

oftheProximallnterphalangealJointusingFlexor

DigitommSupelficialis

'旭川厚生病院整形外科，2札幌医科大学整形外

科

○平岩哲郎1，和田卓郎2，射場浩介2，

森谷珠美2

【目的】指PIP関節の陳旧性側副靭帯損傷におい

て運動時痛や関節不安定性を呈する症例では靭

帯再建術の適応となる．今回は陳旧性PIP関節

側副靭帯断裂に対して浅指屈筋(FDS)腱を用

いて再建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】2008年から2009年の間に当科で手

術を行った，陳旧性PIP関節側副靭帯断裂4例4

指（男3，女1）を対象とした．受傷部位は全例

小指であり，全例僥側靱帯の損傷であった．受

傷時平均年齢は42歳（16-67歳）であり，受傷か

ら手術までの期間は平均7.5カ月であった手術

適応は，保存的治療後にPIP関節の運動時痛と

不安定性による障害を呈した症例とした術式

は嬢痕化した側副靭帯を切除し，僥側または尺

側のFDS腱をPIP関節近位で切離し，基節骨頭

の側副靭帯付着部にスーチャーアンカーを用い

て縫着した．術後平均観察期間は2年9カ月（16‐

27)であった検討項目は運動時痛,関節不安定性，

PIP関節可動域,DASHスコアーについて術前

後比較としたまた，職場復帰状況と合併症の

有無についても検討した．

【結果】最終調査時では全例において瘤痛と関節

不安定性は消失した.PIP関節可動域は術前後

で伸展平均2.5°から0．，屈曲平均48.から88.へ改

善し，健側とほぼ同等であった.DASHスコア

は，術前平均21.7点から術後平均l.7点に改善し

た全例で受傷前の職業への完全復帰が可能で

あった．合併症を認めた症例はなかった．

【考察】陳旧性手指PIP関節側副靭帯損傷に対

する再建術は，様々な方法が報告されているが

FDSを用いた報告は少ない．今回,FDSを用い

て再建を行った4症例において良好な術後成績を

認めた.FDSを用いた再建術は簡便であり，有

用な手術方法と考えられた．
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Stenerlesionの術前診断におけるX線ス

トレス撮影の有用性

TheEfficacyofStressRadiographyinthePreoperative

DiagnosisofStenerLesion

'京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整

形外科），2字治武田病院整形外科

○市丸宏三'，藤原浩芳'，小田良'，

勝見泰和2，久保俊一］

【目的】母指MP関節尺側側副靭帯損傷（以下

UCL損傷）における不安定性の定量的評価は

X線ストレス撮影を用いるが，手術適応の基準

は一定していない．一方UCL損傷の一型であ

るStenerlesionは手術適応であるが術前診断は

困難とされている．今回,UCL損傷の程度と

Stenerlesionの関係に対するX線ストレス撮影

の有用性を検討した．

【対象と方法】対象は，裂離骨片を伴わないUCL

損傷に対し術前両側X線ストレス撮影および手

術療法を施行した32例32関節（右15関節左17

関節）であった．男性15例女性17例年齢は15

－72（平均35.0）歳であった．方法は術前X線

ストレス撮影で健側と患側の側方ストレス角の

差（健側差）を計測し，健側差が15.以上の群

(A群）と15.未満の群(B群),また術中所見で

Stenerlesion群(S群）と非Stenerlesion群(N

群）に分類し比較検討した

【結果】S群は19関節(59.4%)健側差13-35(平

均23.3)｡,N群は13関節(40.6%)健側差3-50

(平均ll.6)。であった.A群(19関節）のうちS

群は18関節(94.7%)でありB群(13関節）の

うちN群は12関節（92.3％）であった．以上か

ら健側差15.以上のUCL損傷はStenerlesionが

有意に高率であった．

【考察】今回の検討から健側差15°以上はStener

lesionの術前診断および手術適応の基準のひとつ

になる可能性があり，術前X線ストレス撮影を

用いた定量的評価は治療方針を決定する上で有

用性が高いと考えた．ただし健側差15.未満でも

Stenerlesionが存在したことから治療方針の選

択は理学所見および患者背景を考慮する必要が

あると考えた
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母指MP関節僥側側副靭帯損傷の治療経験
TreatmentfOrtheRadialCollateralLigamentlnjuryof

MetacarpophalangealJointoftheThumb
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'佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科2束京労

災病院整形外科，3順天堂浦安病院整形外科，

4順天堂大学整形外科

○富田善雅1，楠瀬浩一2，長濱靖2，

原章3，有冨健太郎4

【はじめに】榛側の母指MP関節側副靱帯損傷は

尺側に比し報告が少ない．今回，手術機会を得

た僥側の靱帯損傷例について報告する．

【症例】症例は10例(27～71歳,男性6例,女性4例),

受傷より手術までの期間は1週間～24カ月であっ

た．診断は母指の尺側偏位を認め，ストレス撮

影により僥側の動揺性が確認されたものとした

【結果】靱帯断裂側は中手骨側7例，基節骨側3

例で基節骨側の2例に裂離骨片が認められた．陳

|日例に対しては残存靱帯が確認できず，長掌筋

やbone-retmaculum-boneによる靱帯再建術を

行った．受傷より3カ月以上を経過した4例はい

ずれも癌痛を主訴とし，術後はVAS評価にて2

以下に改善した．

【考察・結語】本外傷報告の多くは陳旧例である

ことから，適切な初期治療が施されていないの

では，と推察される．単純X線側面像では基節

骨掌側偏位がみられることから，陳旧例では母

指屈筋力により，僥側靭帯を支点とした「前内

側回旋動揺性」を生じ，つまみ時の不安定性と

瘻痛が持続するものと考える．

！
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手指MP関節側副靱帯不全損傷に対する

トリアムシノロンアセトニド関節内注射

の検討

IntraarticularIIUectionofToriamcinoloneAcetonide

forlncompleteCollateralLigamentlnjuryof

MetacarpopharangealJoint

l駒沢病院整形外科，2金子整形外科，3伊勢原協

同病院整形外科，4川崎市立井田病院整形外科

○別所祐貴'，吉川泰弘'，市川亨2，

山本さゆり3，斎藤毅4

【はじめに】手指MP関節の側副靭帯損傷は日常

診療で良く遭遇する外傷である．不全損傷例で

は一般的に保存的に治療されるが，瘻痛が残存

する症例が時にみられる．今回，そのような症

例にトリアムシノロンアセトニド関節内注射を

行い，治療効果および病態を検討したので報告

する．

【対象および方法】症例は8例8指（男性4例，女

性4例)，右3例,左5例であり，母指3例，示指3例，

中指と小指各1例で，母指の1例を除く7例が僥

側であった．受傷起点は交通事故3例，スポーツ

2例，日常動作での打撲・転倒3例であった受

傷から初回関節内注射までの期間は平均9.4週（4

～16週）であった．全例にトリアムシノロンア

セトニド5mgと1%リドカインlmLを混合して

適量の関節内注射を行った．不安定性の有無を

含めた当院初診時の所見，注射回数，痙痛につ

いて検討した．

【結果】初診時所見として，局所の圧痛，ストレ

ス強制時の瘻痛を全例に認めたが，側方不安定

性を認めたのはl例のみであった．注射回数は1

回が6例，2回が2例であった．瘻痛は全例で消失

し，原職に支障なく復帰し，現在のところ再発

例はない．

【考察】今回検討した8例中7例は不安定性を認め

ておらず，濾痛の原因は側副靱帯損傷自体では

なく，続発した関節滑膜炎であると考えられる．

そのために全例にトリアムシノロンアセトニド

関節内注射が著効したと推察される．さらに滑

膜炎の要因として，背側関節包損傷の存在が関

与していると考えられ，側副靱帯損傷を伴わな

い関節包単独損傷の報告もあり，その存在に留

意すべきである．

【まとめ】手指MP関節の側副靱帯不全損傷例で

瘻痛が持続する症例に対して，トリアムシノロ

ンアセトニド関節内注射は，除痛効果が非常に

高く有用な治療法と考える．
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PIP関節掌側脱臼骨折に対するMinihook

plateの応用
MimHookPlateFixationfbrPalmarFracmre-Dislocation

oftheProximallnterphalangealJoint

岐阜県総合医療センター整形外科

○横井達夫，野々村秀彦，河村真吾

【目的】PIP関節掌側脱臼骨折は，外固定では整

復位の保持は困難であり，観血的治療を必要と

する．しかし本損傷は希なこともあり，治療法

について報告は少ない．我々 はMinihookplate

を用い治療した症例を経験したので報告する．

【方法と結果】l.5mmAOHandmodularsystem

straightplate(SYNTHES)を術中に加工し3

穴のMinihookplateを作成,中央索上からプレー

トの鉤をかけ,Screw3本で固定した．術後は隣

接指とのBuddytapingのみで,2週目より積極

的に自動運動を行った．症例1：17歳男性，右

環指ラグビー試合中受傷，近医にて徒手整復，

背側シーネ固定を受け，6週後再脱臼指摘され，

当院紹介．受傷後8週で観血的整復術を行った．

術後4カ月でPIP関節伸展0.屈曲100｡,DIP関

節伸展0.屈曲80.得られていた．症例2：47歳男

性，左示指作業中金属ブロックが左示指背側

にあたり受傷背側皮膚の挫滅創をともなって

いた．近医で当日観血的整復術（鋼線）を受け

るも4週で脱転し紹介となった．受傷後6週で観

血的整復術を行った．術後1ヶ月で自動伸展-10．

屈曲70.可能であった．

【考察】PIP関節掌側脱臼骨折の治療法の報告は

少なく，また術式も関節の仮固定を必要とする

ものがほとんどである．近年腱，靭帯付着部剥

離骨折に対してHookplateを用いた報告が散見

しており，本損傷に応用した.Plate遠位が三角

靭帯にかかるものの，指伸展機構にあたえる影

響は少なく,PIP関節を固定することなく術後

早期運動が可能であった．固定Screwの本数，

Hookの大きさなど生力学的検討は必要である

が，関節固定を必要としない本法は有用である

と考える．
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フックプレートを用いたPIP関節脱臼骨

折に対する新たな治療法

TreatmentfbrFracmre-dislocationofPIPJomtsusedby

Fook-plate

興生総合病院整形外科

○河野正明，丸石晃，廣瀬純成，

平岡千寛，千葉恭平

【目的】PIP関節脱臼骨折は指の外傷においてし

ばしば治療に難渋する疾患である．我々は本外

傷に対し，ミニプレートを形成して作成したフッ

クプレートを用いることにより良好な成績を得

ているので，その術式を紹介し成績につき検討

する．

【対象および方法】対象は2009年1月～2010年6月

に本手術で治療したPIP関節背側脱臼骨折8例．

内訳は男性5例女性3例．示指が1例，中指が2例，

環指が4例,小指がl例．手術時平均年齢は325(15

～57）歳．術後平均経過観察期間はll.4(4~

21）ケ月．

【術式】l)背側脱臼を整復しExtensionblockpin

を挿入.2)PIP掌側でA3プーリーを切開し屈

筋腱を側方にretractしてVolarplatefragment

を中枢に反転する．中節骨の陥没した関節面を

整復し，できた空隙に僥骨遠位から採取した海

面骨を充填した後，反転していたVolarplate

fragmentを整復3)Y型ミニプレートを用いて

作成したフックプレートのフックの部をVolar

plateの付着部に掛け中節骨骨幹部に2本のスク

リュウで固定．4)両側のFDS中節骨付着部を縫

合してプレートを被覆する．

【成績】全例で痛みなく受傷前の生活に戻ってい

た.PIP関節のROMは伸展平均0.5(-5～10)｡,

屈曲平均90.5（85～100)｡.現時点で関節症性

変化を生じている例はない．

【結論】本術式は比較的手技も容易で良好な成績

が得られる方法と考えられた
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PIP関節背側脱臼骨折に対する掌側プ

レート固定術

VolarPlatingfbrDorsalFracmlE-dislocationofPIPJoint

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリー

セン ター

○神田俊浩，大井宏之，向田雅司，

頭川峰志，斎藤英彦

【目的】PIP関節背側脱臼骨折の治療は今でもな

お難しく，期待通りの成績が得られないことも

しばしばである．当センターでは主に創外固定

器を使用して加療していたが最近では掌側から

の支えプレートを用いて内固定を行っているの

でその成績を報告する．

【対象と方法】6例6指に対しプレート固定術を

行った．男性4例，女性2例で，平均年齢は33.8

歳であった手術は掌側ジグザグ切開で進入し

A3,C2プーリーとA4プーリーの近位部を切開

し深指屈筋腱をよけ，浅指屈筋腱の両停止部の

間から骨折部を展開した陥没骨片がある場合

はこれを整復し，できた空隙にはβ-TCP系骨

補填剤を充填した．整復後掌側からミニプレー

トを設置した．1例は掌側骨片にもスクリューを

挿入し，他の5例はプレート近位端を曲げて切り

hook状とし掌側板付着部に引っかけるようにプ

レートを設置した1例はK-wireを併用,1例は

可動式創外固定を4週間併用した全例術直後よ

り可動域訓練を開始したこれらの症例につき

再転位の有無,骨癒合,可動域について調査した．

可動域は3か月以上観察できている3例のPIP関

節可動域,%TAMについて調査した

【結果】全例で骨癒合し再転位を認めなかった

3例のPIP関節平均可動域は伸展-2｡(-10｡,0｡,

4｡)，屈曲99｡(92｡,100｡,105｡)平均%TAM

は90.8％(90.7％，90.7％，90.9％)であった．

【考察】陥没骨片整復において側方からのアプ

ローチでは側副靭帯の切離を必要とし，かつ思

いのほか陥没骨片がみえない．本術式は骨折部

から陥没骨片を確認し整復しやすく，骨補填剤

も入れやすい．また早期可動域訓練にも耐えう

る固定が可能であり，本外傷において選択され

るべき術式と考えられる．
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手指PIP関節脱臼骨折に対して観血的治

療とDynamicDistractionApparatusを
併用した治療
TreatmentofFractureDislocationoftheProximal

InterphalangealJointbyOpenReductionCombmedwith

theDynamicDistractionApparams

板橋中央総合病院整形外科

○岩城啓修，中小路拓，比佐健二，

川崎智，村 上 暁

【はじめに】手指PIP関節掌側背側脱臼骨折に対

し大野らにより発表されたDynamicDistraction

Apparatus(以下DDA)を用い，良好な結果が

報告されている．しかし陥没骨片を整復できな

い，亜脱臼が残存する等の問題点が指摘されて

いる．我々は，観血的整復固定術（以下ORIF)

とDDAを併用し，これらの問題点を改善する

事ができたので報告する．

【方法】対象は手指PIP関節掌側背側脱臼骨折5

例5指で，男3例女2例，受傷時年齢は16歳から64

歳平均39.6歳であった．罹患指は環小指各2例，

示指l例であった．受傷原因は4例がスポーツに

よるもの,1例が転倒であった2例が掌側脱臼，

3例が背側脱臼であった．骨片の関節面に占める

割合は，35％～50％で平均43％であった．受傷

時から手術までの期間は7～16日間で平均12.2日

間であった．フォロー期間は5ヵ月～24か月で

平均llヵ月であった．手術はまず基節骨頭中心

と中節骨にS-pinを平行に刺入，次に背側縦切開

で展開し中央索と側索の間から関節内に到達し

た.DDAで牽引，イメージを併用し関節内を観

察，陥没が大きいと判断した場合は関節に到達

するために剥離した部位に鋼線を2本刺入し，そ

れらを用いて陥没面を押し出し整復した後骨片

を固定，陥没がわずかと判断した場合，同部位

から鋼線を2本刺入し骨片を固定した．中央索と

側索を再度縫合して閉創した．術後成績は木野

らの基準で優'例，良3例，可1例であった．

【考察】DDA併用により，通常のORIF単独で

は得られない術中の牽引力が得られ低侵襲で陥

没骨片の整復，亜脱臼防止の不安定な中節骨基

部の固定を得る事が可能である．本法は早期運

動も可能であり手指PIP関節掌側背側脱臼骨折

に対し有効な治療法と考える．

一S94－
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不安定型PIP関節内骨折の治療経験

TreatmentofUnstablelntraarticularInjuriesofthe

ProximallnterphalangealJomt

市立堺病院整形外科

○中村吉晴

陥没骨片を伴うPIP関節内骨折やPilon骨折の

不安定型PIP関節内骨折の治療成績を報告する．

【対象および方法】9例9関節で全例男性，年齢

は26～65才（平均40才)．受傷機転はスポーツ

外傷4例転倒5例．利き手6例，示指2例，中指2例，

環指5例手術待期期間は1日から63日（平均13

日)，骨折型は陥没骨片を伴うPIP関節内骨折7

例（新鮮5例，陳旧2例）でShenck分類4Al

例,B1例,C3例,D2例,Pilon骨折2例．手

術は新鮮例のPIP関節内骨折はHmtrmger法(経

髄内整復+pinnmg),陳旧性pilon骨折は観血

的整復固定十創外固定を施行した．関節面の整

復は術前のCT画像を参考に術中の透視で亜脱

臼の消失を指標にした.術後早期自動運動を開

始した術後観察期間は5カ月から12カ月（平均

7.5カ月)，術後成績は最終調査時でのPIP関節，

DIP関節可動域，石田生田の方法で評価した．

【結果】全例骨癒合し，最終でのPIP関節可動

域は平均87｡,DIP関節可動域平均42.であった

石田，生田の評価で優6例，良1例，可2例．最終

XPで亜脱臼の遣残はなく,Pilon骨折の2例は

関節面がremodelingされていた．

【考察】不安定型PIP関節内骨折の治療は亜脱臼

を遺残しない関節面の整復を指標に低侵襲の手

術を施行し術後早期運動することで術後成績は

良好であったまた術式の選択にはCT画像が

有効で陥没骨片の位置，大きさなどから経皮的

操作の指標となった
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手指基節骨単穎部骨折の治療経験

TreatmentofUnicondylarFracturesoftheProximal

PhalanxoftheHnger

愛知県厚生連海南病院整形外科

○勝田康裕，西源三郎，土屋大志

【目的】今回我々は手指基節骨単穎部骨折の11例

を経験したので，その治療について文献的考察

を含め報告する．

【方法】対象は1985年から2009年までに治療した

手指基節骨単頚部骨折11例11指で，男性8例，女

性3例であった．受傷時年齢は平均19歳で，骨折

型はWeiss分類でClasslが10例,Class4がl

例であり全例閉鎖性骨折であった．治療は2例に

徒手整復及び外固定，2例に経皮pinning,7例

にK-wireによる観血的整復固定術を施行した

手術を施行した9例中，3例はK-wirel本,5例は

2本,1例は4本で固定した．経過観察期間は2カ

月から7カ月，平均4.1カ月であったこれらに

対し，骨癒合，基節骨頭壊死，追加手術の有無，

最終観察時の自動関節可動域,%TAMで評価し

た．

【成績】全例に骨癒合を認め,骨壊死は認めなかっ

たが，1例に骨片転位による再手術を要した

最終観察時の%TAMは平均86.3%であったが，

再手術例，変形治癒例はPIP関節に強い屈曲拘

縮が残存した．

【結論】手指基節骨単頚部骨折は骨片が小さく正

確な整復，強固な固定に難渋する．治療法とし

てmmiplate,miniscrew等は強い固定力が得

られるが，侵襲は大きい．一方,K-wirel本での

pinnmgや保存的治療では固定力が不十分で転位

を来す可能性があり，今回の症例でもそれぞれ

の1例づつが転位を来し，成績不良であった．し

かし今回multiplepinningを施行した症例はすべ

て成績良好であり,screw固定よりも術後成績

が良好であったとの報告もある．以上より転位

のない症例には，経皮的multiplepinning,また

は慎重な観察下での保存的治療を，転位にない

症例には観血的手術を選択しmultiplepimingや

Screwで固定するか，またはclosedreductionを

試み，正確な整復が可能なら経皮的にmultiple

pmning,不能ならopenreductionとすることを

推奨する．
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小児における指節骨遠位端骨折に対する

手術症例の検討

ClimcalResultofSurgicalTreatmentinRacturesofthe

DistalPartofMiddleandProximalPhalanxmChild'℃、

'屋島総合病院整形外科，2香川大学整形外科

○香川好男1，今泉泰彦2，加地良雄2，

中村修2，山本哲司2

【目的】小児の指節骨骨折は日常診療においてよ

く遭遇するが，自家矯正能を有することもあり

保存的に治療可能であることが多い．しかし，

指節骨遠位端骨折は比較的頻度も少なく，治療

に難渋することも稀ではない．今回，小児にお

ける指節骨遠位端骨折の13例に対して手術的治

療を施行したので，その治療成績を検討した．

【対象と方法】対象は15歳未満の小児の基節骨お

よび中節骨骨頭，頚部骨折に対して手術を施行

した13例13指（男9例，女4例）で，年齢は2～

13歳（平均9.5歳）であった．受傷部位は示指基

節骨l例，示指中節骨3例，中指基節骨2例，中指

中節骨1例,環指基節骨1例,小指基節骨5例であっ

た．9例は新鮮例であり，4例は手術まで3週以上

経過し，すでに仮骨形成を認めた症例であった．

新鮮例に対しては2歳児の症例と開放骨折例を除

き基本的には徒手整復および経皮ピンニングを

施行した．仮骨形成例に対しては癒合部をいっ

たん切離し，整復固定した．骨折型は牧らの分

類を用い，術後成績は関節可動域，単純X線評

価等について検討した

【結果および考察】骨折型では，単穎骨折のI型

がl例両穎にまたがる骨頭骨折であるⅡ型が2

例，骨頭部の粉砕を伴うIII型がl例，頚部骨折

であるIV型が9例であった.III型の1例は再手

術を要し最終的にも成績不良であったが，他に

ついてはおおむね良好な臨床成績を得た．しか

し観血的整復固定を施行した7例中3例におい

て骨頭の軽度萎縮や穎問部の骨吸収を認めた．

また術後に残存した僥尺屈変形は最終追跡時に

おいても自家矯正されていなかった．指節骨遠

位端骨折では掌背屈変形以外の自家矯正はあま

り期待できず，解剖学的整復が必要であるが，

成人同様に侵襲が大きくなれば骨萎縮や骨吸収

を来たす可能性があり，できるだけ小侵襲を心

がける必要があると思われた．
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手指基節骨骨折に対する保存療法

一ナックルキャスト法の適応と限界一
ConservativeTIeatmentfbrProximalPhalanxFractureof

theHand

相模台病院整形外科

○小林明正，森口尚生

【はじめに】手指基節骨骨折は,PIP関節の可動

域制限など機能障害を残すことが多い．観血的

治療法が選択されることが多いが，今回われわ

れは,MP関節屈曲位で手指屈伸運動が可能な

ナックルキャスト法(MP関節屈曲70~80.で，固

定範囲は手関節部～PIP関節近位）で治療した

ので，その成績と適応に関し報告する．

【対象・方法】対象は，骨折部位が中1/3より近

位に存在する単独指発生の基節骨骨折例で，徒

手整復術後にMP関節を90.に保持し指を最大屈

曲させた時に回旋変形による交差指を生じない

例とした．症例は，14例14指(14骨折）で，男

女各7例，受傷時年齢は10～78歳であった．右

9例，左5例，小指10例，中指2例，示指，環指

各1例で開放骨折l例(Gustiloll)であった．原

因は，転倒5例，物などがあたった3例などで

あった．骨折部位別では，近位1/3が10例，近

位l/3～遠位1/3が2例，近位1/3～中1/3,中

1/3～遠位1/3が各1例であった受傷後翌日～

2週でナックルキャストを装着した．外固定期

間は2～4.5週で，その期間中積極的に手指を動

かすよう指導した．隣接指とのbuddytapmgを

12例に併用した．平均経過観察期間は7.5か月（2

～24）であった．

【結果】全例骨癒合を得，交差指現象，腱癒着は

認めなかった可動域は健側比%TAMは平均

94％（77～100)で，高齢者などで成績は不良

であった．握力は平均％健側比98％（72～130）

であった．

【まとめ】ナックルキャスト法は，骨折部位が基

節骨の中1/3より近位に存在し,MP関節90.で

指屈曲時に交差指を生じない単独指骨折例に適

応がある．本法はPIP関節の早期運動が可能な

ため機能障害の発生の少ない有用な治療法であ

る．
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基節骨骨幹部横骨折に対するJ字型髄内

ピンの形状と刺入点に関する検討

IntramedunaryFixationfbrProximalPhalanxFracmres:

InsertionPointandFbrmofJ-ShapedNail

'鹿島労災病院整形外科，2千葉大学医学部整形

外科

○小林倫子1，板寺英一'，國吉一樹2

【はじめに】当院ではKirscmer鋼線(K鋼線）

をJ字型に曲げ，髄内釘として使用するJ字型

髄内ピン(J釘）を中手骨頚部および骨幹部横(短

斜）骨折に対して用いてきた．最近は基節骨骨

幹部横骨折に対しても適応を拡大している．そ

の方法はMP関節レベル掌側に小皮切をおき，

基節骨基部Alpully外側（示・中・環指は尺側，

小指は僥側）に刺入点を作成,K鋼線を髄腔へ

挿入し固定を行う．この際K鋼線近位部を基

節骨掌側基部外側から骨幹部髄腔中心に沿うよ

うに形状をあらかじめ整えなければならない．

また，手指屈曲時にK鋼線刺入部が障害になら

ないかという問題点がある．

【目的】1．J釘を作成する際,K鋼線近位をどの

程度曲げるか，2.手指最大屈曲時,K鋼線刺入

部が障害とならないか，に関して検討した．

【方法】10人（男9人，女1人）に右手指伸展位お

よび最大屈曲位のCT撮影を行い,J釘の形状お

よび刺入点を検討した

【結果】l.J釘近位形状:J釘近位端から髄腔中

心ラインまでの平均距離は高さ(mm)/横(mm)

で示指8.0／5.4,中指8.5/4.6,環指7.6/4.2,小指

6.4/52であった.2.J釘刺入点はMP関節面より

遠位で基節骨基部Alpuny外側の突出部にする

ことで，手指屈曲時中手骨骨頭と干渉しないこ

とがわかった．またこの位置は矢状索を含む軟

部組織とも干渉しないと考えられる．

【まとめ】基節骨骨折骨幹部横骨折に対してJ釘

の近位端を高さ約7mm,横約5mm程度に捻じり，

基節骨掌側基部Alpully外側から刺入すること

が最良の方法と考えられた．
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手指基節骨骨折に対するplate固定で良
好な%TAMを獲得するには
HowtoGettheGood%TAMfOrProximalPhalanx

FracturesusingMimPlate

'尾道市立市民病院整形外科，2笠岡第一病院整

形外科，3名越整形外科医院

○廣岡孝彦1，橋詰博行2，名越充3，
川上直明'，河合亮』

【はじめに】指基節骨骨折に対してplate固定を
施行しても，術後良好な関節可動域の獲得が困

難なことがある．可動域制限に関与する因子を

検討し，良好な可動域を獲得するための工夫に

ついて検討した．

【対象】18例18指で，受傷時年齢は14～87歳，

受傷から手術の期間は，受傷当日～20日，罹患

指は示指2例，中指3例,環指2例,小指ll例であっ

た．骨折部位は，遠位側1例，骨幹部5例，骨幹

部から近位側にかけて1例，近位側ll例で，関節

内骨折は1例であった手術は伝達麻酔で行い，

SYNTHESModularHandSystemを用いた.11

例は背側にplateを使用したが,6例は背側と外

側に2枚のplateを使用した．術後9例に1週間の

外固定を行ったが，9例は外固定を行わず術翌日

より関節可動域訓練を行った．これらの症例に

対して，術後関節可動域(%TAM)を調査し，

年齢，性別，手術待機期間,plate固定法(single

もしくはdoubleplate)および外固定の有無で

%TAMに関係があるかについて検討した．

【結果】40歳以上は69.8±16.8%,未満は93.0L

11.4％で，有意に40歳未満で優れていた．性別，

手術待機期間は有意差がなかった.singleplate

は74.5±19.2%,doubleplateは89.5±10.3%で，

doubleplateが良い傾向であった(p=0.096).外

固定有が66.6±14.9％，無が92.4±3.4％で，無で

優れていた．

【考察】術後良好な%TAMの獲得に関与する

因子は，年齢，外固定であった粗霧骨などで

は,singleplateで強固な固定が困難な場合にも，

doubleplateを行うことで比較的強固な固定が得

られ，術後外固定なく翌日より積極的な可動域

訓練が行えたことが，良好な%TAMが獲得に

つながったと考えられた

【結語】指基節骨に対するdoubleplateは，術後

外固定が不要で，早期からの可動域訓練も行え，

良好な%TAMの獲得が可能と考えられる．
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F-u-HA/PLLAピンを用いた手指骨骨折髄

内固定法の治療

IntramedunaryFixationfbrFmgerFracmreswithForged

CompositesofUnsinteredHydroxyapatite/poly-L-lactide

(Fu-HA/mJLA)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1,鈴木浩之1,波頭経俊1,

山田邦雄'，高田直也2

【目的】手指骨骨折に対する髄内固定法は諸家に

より各種の良好な成績が報告されている．しか

し鋼線断端による伸筋腱の断裂神経損傷，ゆ

るみや逸脱，骨頭穿孔などの問題点も指摘され

ている．今回，手指骨骨折に対し吸収性骨接合

材であるF-u-HA/PLLA骨接合材を用いた髄内

固定法の治療成績を報告する．

【対象】2008年4月から2010年10月に手指骨骨折

に対しF-u-HA/PLLAピンを用いた髄内固定法

を行った8例8指を対象とした．男性7例,女性2例，

手術時年齢は21～80歳（平均44.5歳）であった.

罹患指は示指2指，中指1指環指1指，小指4指

罹患骨は基節骨3指，中手骨5指であった．開放

骨折は3指であった．経過観察期間は2～19か月

(平均6.3か月）であった．

【方法】l.5または2.0mmのF-u-HA/PLLAスレッ

ドピンを用いた．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

【結果】全例で骨癒合を得ることができ，平均骨

癒合期間は8.7週であった．術後%TAMは平均

85.1％，握力の健側比は86.5％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ピンを用いた髄内固定法

はピン断端を骨に埋没できるため伸筋腱損傷な

どの合併症がなく，隣接関節の運動を障害する

ことがないため早期から関節可動域訓練を行う

ことができる．またスレッドピンは先端が鈍に

なっているため骨頭穿孔の危険性が少なく，横

溝が付いているため逸脱の可能性も低いと考え

る．さらに本骨接合材は単純X線像でも確認が

可能となったため術中操作が容易になった本

法は抜釘の必要がなく手指骨骨折に対する有用

な治療法であると考える．
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AntegradePe『℃utaneousintramedullary
OneK-wireFixationofMetacarpalNeck

Fractum(ManuaIMethod)

'Orthopaedics,YesonHospital,RepubncofKolea,

20rthopaedics,SeoulNationalUniversityHospital,

RepUbncofKolea,30rdlopaedics,KangwonNational

Umversity,RepubncofKol℃a

○川ⅡmJmg',ChungHoonLee',

JmhoK加',GooHyunBaekg,MnBomKim3

Background:Manymethodswereintroducedtotreat

themetacarpalneckfracuture.Weproposethenew

techniquewithonethickantegradeintramedullary

Kirschnerwireinsertedmanually.

Methods:Thirty-nine(male38,femalel)consecutive

metacarpalneckfracturesirrespectiveofage(range,

13-66years)weretreatedbetween2006and2008

accordingtothefOllowingprotocol:closereduction

underbrachialplexusblockwithfluoroscopic

guidanceandinternalfixationwithantegrade

intramedullaryinsertedonethickK-wire.Minimum

oneyear'sfbllow-upwasdoneinall39patients(range,

12-22months).Clinicalassessmentwasobtained

athnalfbllow-upusingpatientinterview,anddorsal

angulationoffiacturesitewasassessedradiologically.

Statisticalanalysiswasperformedbymeansofthe

pairedt-test(P<0.005).

Results:Allcasesshowedbonyunionandnormal

rangeofhandmotion・Meanoperationtimewasl2.5

nnutes(range,5-15nnuntes).Meanscarlengthafter

pinremovalwasonecentimeter(range,0.8-2cm).Pin

removaltookaverageof8weeks(range,6-10weeks)

afterbonyunion・Acomparisonofperioperative

andfinalradiographsshowsnolossofreductionof

fracture・Allpatientsweresatisfiedwiththesurgery.

Therewasalsonoclinicallyevidentinfection,

defbrmity,orlossofmotion.Onefemalepatientwith

osteoporosisshowedmetacarpalheadperforationby

pmmgration,butl℃solvedafterpinremovalwithout

othercomplication.Apatientcomplainedtingling

senseanddysesthesiaatthetemtoryofdorsalcarpal

cutaneousbranchofuharnerveafterpinremoval,but

tmsalsodisappearedatfinalfOllow-up.

Conclusion:Ourseriesdemonstratesthatantegrade

intramedullaryonethickK-wirefixationiseffective

andsafetechniquewithafewerdisadvantagesthan

othermethods.
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フック付きプレートを用いた骨性mallet

ingerに対するopenreductionandintemal
fixation

OpenReductionandhtemalFixationfbrMalletFinger

byHookedPlate

一S98－

三豊総合病院整形外科

○阿達啓介

【はじめに】骨性malletfingerに対する石黒法は

優れた方法として広く利用されている．しかし

皮層上へのピン露出に伴う問題も少なからず認

められる．少数ではあるが，フック付きプレー

トによる骨接合術を行ったので報告する．

【方法】フック付きプレートはベアメデイック社

に依頼し2種類(short:5.25mm,long6.45mm)

作成した（販売元：日本メデイカルマテリアル)．

展開はDIP背側にU字状の皮切を加え末梢に向

け末節骨を骨膜下に展開を進め爪母を損傷しな

いように注意した．プレート固定にはシンセス

社製modularhandsysteml.3mm裸子を用いた

【対象】石黒法および本法を説明した上で本法を

選択した5例（男性3例，女性2例）で年齢は

12歳から48歳であった．受傷から手術までの期

間は4日から6週までであり術後経過観察期間

は2～5ヶ月であった．術後成績は蟹江の評価

基準に従った．

【結果】骨癒合は全例に得られた.DIP可動域

は全例で50.以上が得られた．受傷から手術まで

6週間を要した1例では15°の伸展不足角を残し

蟹江の評価基準では可となった他の4症例で

は伸展不足角は10．未満であり優’例，良3例と

なった一過性に溝状の爪変形を3例に認めた．

【考察】本法の欠点として過半数に一時的とは

いえ爪変形を残す結果となった．プレート設置

のための剥離操作が原因となったと考えられる．

爪母への影響を最小限にとどめるべく愛護的な

操作が肝要であると考えられる．しかし固定材

を完全に皮下に埋没させることが可能なため早

期より手洗い，水仕事などの日常動作が可能で

あることが本法の最大のメリットとなる．また

関節固定も不要であり早期より可動域訓練も可

能となる．特に術後早期のスポーツ復帰や社会

復帰が必要な症例では有用な術式であると考え

られる．
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Mallet骨折に対するmicroscrew固定法
の有用性

UtintyofMicroSclEwFixationfbrMalletFractures

'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，3同愛記念病院整形外科

○志村治彦1，若林良明2，二村昭元2，
佐藤哲也3

【はじめに】マレット骨折に対して適応を選んで

行ったmicroscrew固定法の治療成績を検討し，

microscrew固定法と石黒法での手術後早期の

ADLを調査した．

【対象と方法】microscrew固定法を行った10例

を対象としてCrawfordの評価基準を用いて治

療成績を検討した．症例は男性7例，女性3例で，

平均年齢は38.4歳（17-68歳）であった．受傷指

は示指l例，中指4例，環指1例，小指4例，受傷

から手術までの期間は，偽関節のl例（受傷後6

か月）を除いた9例では平均4.7日（2～11日）で

あった．術後経過観察期間は平均21.1週(8～48

週）であった．手術後1週間ごとに外来でfOnow

upを行い，「手指の使用において日常生活動作

でほとんど支障がなくなった」時を調査した

microscrew固定法7例と，石黒法5例で調査可

能であった.microscrew固定法の手術適応は

単純X線側面像で関節面の約l/3以上の比較的

大きな骨片で，さらに側面像での骨片背側の長

さが約3mm以上を目安としている．これ以下の

骨片の場合は石黒法を行った．

【結果】1剛とも骨癒合を得ることができた．2例に

Q5mmの関節面Stp㎡を認めた最終経過観察時

のDP関節の自動可動域は伸展平均4.5｡(5～-15･)

屈曲平均67.5。（別～別｡）であり,Crawhrdの評

価基準ではexcellent8例good2例であった.1例に

術後再転位をlmm認めたがそのまま骨癒合し，再

手術を必要とするものはなかった皿cmsclew固

定法では平均2.9週（2～4週）で,石黒法では平均53

週（2～8週）で日常生活動作においてほとんど支

障がなくなったと回答した．

【結語】microscrew固定法は術後早期のADL

低下を軽減できるため，適応を選べば本法は非

常に有用である．

－S99ー
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骨性槌指に対する微小スクリュー固定法

(追っかけ法）と石黒法の比較検討
ComparisonofClinicalResultsfOrMalletFractures

betweenaNewT℃cmiqueofMiniScrewFixationand

IshiguroIsMethod

'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

○芝山昌貴'，斉藤忍'，樋渡龍2

【はじめに】我々は骨性槌指に対して，これまで

extensionblockとDIP関節固定による石黒法を

行ってきたが，2008年以降はScrewのガイドと

してK-wireを用い，これを掌側から引き抜きつ

つ背側から骨片にScrewを挿入する「追っかけ

法」を施行している．今回，追っかけ法と石黒

法の術後成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】当院で治療した骨性槌指85例91指

を対象とした49指（男性33指女性16指，平

均年齢33.3歳）に対して石黒法を，42指（男性26

指，女性16指，平均年齢31.0歳）に対して追っか

け法を行った．石黒法は原法に則り,K-wireを

抜去し次第ROM訓練を開始した．追っかけ法

は原則的に外固定を行わないが，術後1週のX線

で骨片離開が生じたもの，および陳旧例の一部

にプライトン固定を追加した

【結果】石黒法群で2指，追っかけ法群でl指に骨

癒合不全を認めた.DIP関節固定除去日,DIP

関節可動域，蟹江の評価はそれぞれ，石黒法群

で術後平均35.2日,47.3.,優15指,良11指,可14指，

不可9指に対し，追っかけ法群で術後平均16.2日，

63.4.，優23指,良10指,可9指不可O指であった．

石黒法群に表層感染をl例認めた．

【考察】石黒法は簡便で特殊な機材も必要とせず，

骨性槌指に対して広く行われている術式である．

しかし,DIP関節を長期間固定することやピン

刺入部の消毒を必要とすることなどの問題点も

残されている．追っかけ法は，Screwにより骨

片を直接強固に固定できるため早期より自動運

動が可能で，ピンの露出もなく術後数日で水仕

事が可能という特徴がある．今回の結果でも関

節固定期間は石黒法に比べはるかに短く，関節

可動域や蟹江の評価などでも石黒法より優れた

成績であった．以上から追っかけ法は石黒法に

変わる骨性槌指の新たな治療法になり得ると考

えられた．
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骨性マレット指に対する石黒法における

extensionblockpin刺入位置の検討
EvaluationoflnsertionSiteofExtensionBlockPin

fOrTreatmentofMalletFracturesbyusingIshiguro's

Procedure

'聖ヨゼフ病院整形外科，2平塚共済病院整形外

科，3横浜市立大学附属病院整形外科

○岡崎敦'，坂野裕昭2，黒坂望1,

瀧上秀威2，齋藤知行3

【目的】骨性マレット指に対する石黒法において，

extensionblockpm(以下blockpin)を適切な

位置に刺入することが困難な症例が存在する．

われわれは,blockpinの刺入位置と，背側骨片

の大きさ，術後成績について調査を行ったので

これを報告する．

【方法】対象は，骨性マレット指に対し石黒法を

施行した18例18指，男性14例，女性4例，年齢は

平均33.4才，平均経過観察期間は22.7週であった．

単純X線像にてblockpinの中節骨への刺入部位，

中節骨軸に対するblockpinの角度，背側骨片の

大きさを計測した．また最終調査時のDIP関節

可動域を調査し，蟹江の評価基準により評価を

行った．

【結果】全例で骨癒合を認め,骨癒合時期は平均6.4

週であった.blockpinの中節骨刺入部位は，関

節面の背側端より平均36.7％の部位であり，中節

骨軸に対するblockpinの角度は平均6.8度であっ

た.骨片の大きさは関節面の平均47.2％であった

骨片が小さいものはblockpinの刺入角度が大き

かった(P<0.05)．またblckpinの刺入角度が

大きいものは,blockpin刺入部位が背側に近かっ

た(P<0.05).DIP関節平均可動域は伸展-5.8

度，屈曲80.6度であり，蟹江の評価基準では優:12

指良:3指，可:2指，不可:1指であった.block

pm刺入部位と可動域治療成績に有意な相関は

認めなかった．

【結論】extensionblockを有効に行うためには，

骨片を最大限遠位に寄せた状態でblockpinを刺

入する必要があるが，今回の結果では，骨片が

小さい症例ではblockpin刺入角度が大きくなっ

ており，骨片を十分遠位に寄せられなかった

しかし術後成績に差は認めなかったことより，

骨片を遠位に寄せられない場合は，その位置で

石黒法を行えばよいと考えた．
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骨性槌指に対する当院の治療成績一術後
臨床評価とX線評価の関連性

TheResultofOperationfbrBonyMalletFingersmour

Hospital-TheCorrelationPost-operativeClimcalResult

andRoentgenogams-

'キッコーマン総合病院整形外科，2筑波大学整

形外科

○小川健1,2，田中利和l,菅谷久2,

井汲彰2

【目的】当院における骨性槌指の手術治療成績を

調査し，術後臨床評価と単純X線評価の関連性

について検討し，成績不良例の原因を検討する

ことである．

【対象および方法】2006年4月～2010年9月まで

当院で手術治療した骨性槌指24例を対象とした．

手術適応は,DIP亜脱臼例または骨片が関節面

の1/3を超える症例とし，基本的に石黒法を行っ

た．手術時年齢は13～70歳（平均36.3歳)．経

過観察期間は2～48ケ月（平均12.3ケ月)．臨

床成績は蟹江の評価基準を用い，最終評価時に

QuickDASHを行った．単純X線成績は独自に

作成した評価基準を用いた．末節骨基部関節面

のgapとstepoHを計測し，どちらも0.5mm以

下を優,1mm以下を良,1～2mmを可，それ

以上を不可とした．統計は,Spearmanの順位相

関係数を用いて行った

【結果】蟹江の評価では，優:10例，良:5例，可:7

例，不可:2例，痛みは全例消失し，最終調査時

Q-DASHscore(15例のみ）は平均10.3点(0~

43.1点）であり，患者満足度は高かった単純X

線評価は，優:5例，良:9例，可:6例，不可:4例で，

可・不可だった10例は，術直後からの整復不良

例が3例（いずれも4週以上経過した陳旧例)，術

後の骨片転位が7例（感染2例,ピン逸脱5例）だっ

たSpearmanの順位相関係数=0.16,p値=0.47

であり，相関はなかった．

【考察】臨床的には伸展不足角が，単純X線では

骨片の整復不良（陳旧例）または術後転位（ピン

逸脱）が成績を悪化させていた今回は臨床成

績との相関はみられなかったが，最終調査時に6

例でOA変化を認め，長期的にみれば手術時の

解剖学的整復固定が臨床成績向上に繋がると考

えられる．

【まとめ】蟹江の評価では24例中15例が優，良で

あった．単純X線評価可・不可例10例は，整復不

良3例術後の骨片転位が5例，感染2例であった．

－SlOO-
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腱性mallet指の治療成績の検討

TheExannationofCUnicalResultsfbrMalletFingerof

theT℃ndonOrigin

'津山中央病院整形外科，2津山中央クリニック

整形外科

○福田祥二'，原田良三'，宮本久士2

【目的】2002年より当院で加療した非開放性の腱

性マレット指のうち，10週以上経過観察できた

37例（小骨片を伴う3例を含む）について検討す

る．

【対象と方法】症例は男29例・女8例で，年齢は

13～79歳で平均42.8歳，罹患指は左17例・右20

例で，母指3例･中指9例･環指16例･小指9例であっ

た．受傷原因は突き指が26例，器物などで屈曲

強制をうけたものが5例，機械に巻き込まれたの

が1例，自然断裂が5例であった．初診時のDIP

関節の伸展不足角は13｡～65.で平均35.6.であっ

た経過観察期間は10週～27週で平均12週であっ

た．僥側側副靱帯付着部の剥離骨折をl例に合併

していた治療方法は管理下に外固定を行い，

効果を認めれば保存的加療を継続するかpmning

を行うかを選択させるが，外固定の効果が乏し

い例や合併損傷例にはアンカーを用いた縫合を

勧めている．保存例が10例(C群),pmning例

が23例(P群),縫合例が4例(S群）であった．

固定期間は原則として6週間で，以後4週間の夜

間固定を追加している．臨床成績は蟹江の評価

を用い，可・不可を成績不良とした．

【結果】C群は優4例,良2例,可4例で,P群は優7例，

良6例，可4例，不可6例で,S群は優2例，良l例，

不可l例であった．合併症としてP群でl例にpin

の逸脱を認め，3例にpmの湾曲を認めた.C群・

P群の約4割が成績不良であった.S群の成績不

良はステロイド使用例であった．

【考察】他の成績不良因子として固定位が保持で

きなかった例，陳旧例，初診時のswanneck変

形の存在や伸展不足角が大きい例があげられた．

特に非縫合例の伸展不足角は初診時と最終調査

時で相関を認め，初診時の伸展不足角が35.を超

える症例の成績不良が予測された縫合例の成

績は比較的安定しており，伸展不足角が大きい

症例には積極的に縫合することも選択肢の一つ

と考えられた．

1-5-40

石黒法による陳旧性mallet骨折の治療成

績

T1℃amentofChromcMalletFracmrebyUsmglshigurois

ProceduIe

豊橋市民病院整形外科

○申正樹，井上五郎，小早川知範，

浅 野研一，佐伯将臣

【目的】陳旧性mallet骨折に対する石黒法の適応

は,closedに整復可能な受傷6週までで，その際

には経皮的操作(骨折面の新鮮化)が必要であり，

6週以上経過した例では観血的治療を要するとさ

れている．今回われわれは受傷28日以上経過し

たmallet骨折に対し，観血的整復や経皮的操作

を加えず石黒法で治療したのでその成績を報告

する．

【対象と方法】受傷28日以上経過した陳旧性

mallet骨折10例を対象とした全例石黒法で治

療し，観血的整復や経皮的操作は行わなかった．

手術時年齢，損傷指，受傷から手術までの期間，

骨片の大きさ，亜脱臼の有無，抜釘時期，観察

期間，最終観察時の可動域，治療成績について

検討した

【結果】手術時年齢は平均16.7(11-26)歳，損傷

指は示指5例，中指l例，環指2例，小指2例，受

傷から手術までの期間は平均56(28-lll)日で

あった．骨片の大きさは4例が関節面の1/3,6

例が1/2で，亜脱臼は5例にみられた術後平均

35.7（31-41）日で抜釘した．観察期間は平均6.5

(2-14）ケ月，伸展不足角度は平均3.8(0-15)｡,

DIP関節可動域は平均59.6(35-90)。であり，治

療成績は蟹江の評価基準で,優7例,良2例可l例，

Crawfbrdの評価基準で，優6例良1例，可2例

不可1例であった．全例で骨癒合を認めた．

【考察】石黒法は陳旧例にも有用と報告されてい

るが，いずれも経皮的操作や観血的整復が必要

とされる．経皮的操作の欠点として，骨折面の

新鮮化不十分，骨片の破損および軟部組織の損

傷，骨折部の間隙形成などがあり慎重な操作が

必要である．一方，観血的整復は，操作が煩雑

であり，骨片の破損や骨片への血流障害をきた

す可能性がある．対象年齢が若い場合は，陳旧

例に対しても経皮的操作や観血的整復を加えず

とも石黒法で良好な結果が得られると考えられ

た．
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鋼線締結法を用いた陳旧性骨性槌指の治

療経験
ClinicalResultsofWireFixationfOrChronicMallet

Fractures

'谷津保健病院整形外科，2太田総合病院手外科

セン タ ー

○岩崎幸治1，富田泰次2，金潤壽2，

根本高幸2

【はじめに】陳旧性骨性槌指は経皮的操作のみで

は十分な整復位が得られないことがあり，整復

不良例では可動域制限，偽関節変形性関節症

などの問題が生じる．今回我々は陳旧性骨性槌

指に対して直視下に骨折部を整復し，鋼線締結

法(figureofeight)により強固な内固定を行い

良好な治療成績を得たので報告する．

【対象および方法】対象は2001年以降に手術を施

行した陳旧性骨性槌指10例10指で，内訳は男性7

例，女性3例，手術時の年齢は平均39.8歳で，骨

折型はWehbeの分類でtype2Al例,type2B9

例であった．初回に石黒法をおこない再転位し

たものは3例であった．受傷から手術までの期

間は平均11.3週，術後平均観察期間は11.8カ月で

あった．手術方法は全例にfigureofeightによ

る鋼線締結法を施行した徒手整復不能なDIP

関節亜脱臼例7例には側副靭帯部分切離等の拘縮

除去手術を追加した．治療成績は蟹江の評価基

準を用いた．

【結果】全例で骨癒合を認め，明らかな瘤痛を訴

えるものはなかった.DIP関節の平均可動域は

伸展-10.6.,屈曲55.9｡であり，蟹江の評価基準

では優3例良5例可1例不可l例であった

【考察】陳旧性骨性槌指の手術には石黒法の応用

や種々の鋼線締結法が報告されているがその目

標は骨折部の正確な整復と確実な固定の維持で

ある．今回我々のおこなった鋼線締結法は骨折

部を展開することで正確な整復位を獲得するこ

とができ，また終止腱にかけたwireを末節骨の

骨孔に通し締結することにより骨折部に動的圧

迫固定が得られ,pullout法に比しwireの緩み

も少なく確実な固定の維持が可能である．本法

は陳旧例のうち石黒法では対応困難な症例に有

用な方法であると考えられる．

1-5-42

受傷後3か月以上経過した陳旧性骨性マ

レットに対し創外固定を用いたDIP関節

牽引療法を併用した手術治療

NewSuIgicalShafgywithDistallnfrphalangealJomtTIacdonhrClucmc

BonyMalletFingasNeglecmmolethannⅡ配Months

'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，3健康保険鳴門病

院リハビリテーション部

○浜田佳孝'，日比野直仁'，山野雅弘2，

殿谷一朗'，小西竹則3

【目的】陳旧性となった骨性マレットは,DIP関

節拘縮や亜脱臼の遣残などを伴い,治療に難渋す

ることがある．創外固定を用い輪ゴムでDIP関

節牽引療法を併用した陳旧性骨性マレットの手

術療法を紹介する．

【方法】本手術を7例（男性4例,女性3例）に行っ

た．適応としては多少の変形性関節症変化を認め

ても患者の希望があれば適応とした.受傷から手

術までの期間は3か月から7.5か月の平均5か月で

あった．（手術療法）;4例は術前1週からキルシュ

ナーと輪ゴムで作成したDIP関節直達牽引を施

行した.手術では偽関節部分を掻破し,主骨片を

キルシュナーで整復・仮固定してワイヤーの先

は掌側から抜去できるよう外に出しておいた.続

いて,終止腱を噛むようにしてTeoh(JHSEur.

2007）らが報告したhookplate固定を併用し

た.肘頭から海綿骨を移植した.術後も牽引療法

は継続しながら後療法を行った．3例は術前牽引

を行わずDDA-2創外固定を術後のみ使用し，同

様に骨接合したが骨移植は行わなかった．この3

例中のうち1例は整復すべき骨片は細片化してお

り,hookplate固定は行えずpulloutwireで終止

腱を縫着した.骨接合の術後DIP関節の牽引期

間は平均4週で，牽引除去後もスプリント療法を

指導した．

【成績】DIP関節の平均可動域は,術前（伸展／

屈曲-15/25）・術後（伸展／屈曲－5/70）で，自

動可動域の改善は平均55度であった.hookplate

固定は全例骨癒合し,骨移植は必ずしも必要では

なかった．患者の満足度も特に若い患者では高

かった．

【考察および結論】術前より牽引を行った症例が，

関節も柔らかく手術が行いやすく，術後のDIP

関節自動可動域訓練も術前よりDIPのブロッキ

ングエクササイズを指導しているため良好な傾

向が認められた.術後数週間の牽引は，この間も

牽引下に可動域訓練が可能で,軟骨の形成促進や

関節拘縮予防が期待でき有用と思われた．
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陳旧性腱性槌指に対する新しい再建法

-centraIslipsliding法一の検討
NewMethodfbrChromcMalletRngerofT℃ndonOrigin;

CentralSlipSlidingMethod

'千葉大学大学院医学研究院整形外科学，

2札幌第一病院整形外科，3札幌医科大学大解剖

学第2講座

○樋渡龍1，國吉一樹'，鈴木崇根1，

青木光広2，藤宮峯子3

【はじめに】われわれは陳旧性腱性槌指に対する

再建術としてFowler法(centralsliptenotomy)

を行ってきたが，その成績は必ずしも満足でき

るものではなかった．そこでFowler法のコン

セプトであるextensormechanismのslidmgを

より効果的に発揮させるためにcentralslipの

tenotomyを行わずに中節骨背側基部付着部のみ

を剥離する方法(centralshpsliding法)を考案し，

新鮮凍結屍体指標本を用いた実験を行ったので

報告する．

【対象と方法】新鮮凍結屍体14指を用いた中手

骨・指標本の基節骨と中手骨をK鋼線でジグに

固定し,MP関節も伸展位で固定して全ての外

在筋腱と骨間筋腱のバランスを維持しながら重

錘で牽引した．陳旧性腱性槌指モデルは,DIP

関節直上で終末腱を切離し，末節骨にsuture

anchorを挿入.extensionlagが45.になるよう

にgapをおいて切離した腱の近位断端を縫合し

て作製した．モデル作製後にcentralsUpslidmg

法を行った．横支靭帯を切離,centralslipまで

剥離し，中節骨背側基部付着部よりcentralsUp

を剥離した．中節骨からのcentralshpの剥離量

を測定し，本法の前後でのDIP関節PIP関節

のextensionlagを測定した．

【結果】DIP関節上で腱終止部を切離する前の

extensionlagは全例0.，切離した後のextens10n

lagは平均45.7｡(40-60｡)で,centralslipshdng

後のextensionlagは平均6.9｡(O-15｡)であり，

extensionlagの改善角度は平均40.2｡<3053｡)で

あった．また剥離量は1/3で21.3｡,1/2で32.5｡,2/3

で38.8.それぞれ改善した.Pr関節にextension

lagが発生した例は認められなかった

【考察】今回の陳旧性腱性槌指モデル実験におい

て，本法はDIP関節extensionlagに対して良好

な改善効果が認められ，ポタンホール変形発生

のおそれも少ないことが示された．

1-5-44

母指腱性槌指の治療
ChnicalResultsoftheMalletThumb

千葉市立青葉病院整形外科

○六角智之，山田俊之，岡本聖司

【目的】槌指は日常頻繁に遭遇する外傷であるが，

母指の閉鎖性腱性槌指はまれである．当科にて

経験した母指腱性槌指の治療成績について後ろ

向きに検討した．

【症例と方法】2003年以降，当科で経験した母指

閉鎖性腱性槌指10例を対象にした．受傷時年齢

は26歳から63歳（平均45歳)，男性9例，女性1例

であった．受傷側は右4例，左6例．受傷機序は

突き指による屈曲強制が6例，機械の巻き込まれ

が3例,IP関節部を挟まれたものが1例であった

初診時IP関節の自動伸展角は-5～-50｡(平均

25｡）であった．自動伸展角が-10°以上のもの

に保存療法，それ以下のものに手術療法を選択

した．保存療法はギプス，またはシーネによる

IP関節の過伸展位固定を4～6週施行した．手術

は直視下に腱の縫合を行い，術後ギプスまたは

経皮鋼線固定を4～6週施行したこれらの症例

について,IP関節可動域を中心に検討した

【結果】最終自動可動域は，保存療法群では伸展

5～15｡(平均9｡)屈曲55～75｡(平均66｡)であっ

た．手術群では伸展-10～10°（平均3｡）屈曲

40～70°（平均66｡）であった健側との比較

では，保存療法群で伸展0～20°（平均13｡）屈

曲0～20°（平均8｡),手術群で伸展5～40°（平

均19｡）屈曲-10～30｡(平均9｡）の差を認めた．

いずれも,痙痛やADL障害を残したものはなく，

患者の満足度は高かった

【考察】閉鎖性腱性槌指の治療は保存療法を勧め

るものが多いが，母指の腱性槌指に関しては報

告が少なく，治療法の選択について不明な点が

多い．今回経験した手術所見では両断端のgap

は他動最大伸展でも接触するものはなく，保存

療法では完全な伸展は望めないと思われた．ま

た，過去の報告にあるような手術例での屈曲制

限遣残は少なかった10°以上の伸展制限のある

例では積極的に手術を勧めてよいと思われる．
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特発性前・後骨間神経麻痘における神経

の超音波所見

UltrasonographicFindingsoftheNerveinlndopathic

AnteriolposteriorhterosseousNervePalsies

東京都立広尾病院整形外科，

○田尻康人，星川慎弥，原由紀則，

戸張佳子，飯島準一

【目的】特発性の前骨間神経麻痒(AINP)や後骨

間神経麻痒(PINP)では線維束剥離を行うと

高頻度に神経のくびれが存在することが報告さ

れているが，その成因に関してはよくわかって

いない．これまで中道らはPINPに対し超音波

検査でくびれを観察し，術中所見と一致したこ

とを報告している．非侵襲的に神経束の変化を

観察することが可能であれば診断や治療におい

て有用で，病態の解明にも役立つ可能性がある

が，これまでまとまった報告はない．自験例の

AINP/PINPに対して実施した超音波検査の神経

所見について報告する．

【方法】2008年9月以降，当院を受診した有痛性

発症の骨間神経麻痒患者l1名(AINP9名,PINP

1名，僥骨神経麻痒1名）に対し，発症後1～

50ケ月（平均10.4ケ月）時点で検査を行った

Toshiba社製Aplio(7.5-8.0MHz)を用い肘周囲

の圧痛部位を中心に横断像ならびに縦断像を用

いて形状を観察した5例は複数回の検査を実施

した．

【結果】AINPでは明瞭な神経腫大が2例にみられ，

1例は手術により腫大が確認され'例は保存治療

で腫大が改善傾向を示した．5例では横断像で神

経束のわずかな径増大が見られたが，手術例のl

例を含めくびれに伴う異常かどうか判断困難で

あった．2例は明らかな異常を認めなかった．全

例で神経束のくびれは確認できなかったPINP

では神経のくびれを認め，肘屈曲により神経が

部分的に湾曲変形する所見が観察された．術中

同一の所見が確認され，肘屈曲により強い折れ

曲がりが見られた.僥骨神経例ではgrooveに2ヶ
所のくびれが確認できた．

【まとめ】AINPでは神経の異常は神経束の腫大

として捉えられるが，くびれなどの微細な変化

は観察困難である.PINPや僥骨神経麻痒ではく

びれの観察が可能で,AINPと比べ観察しやす

い可能性がある．また，神経の状態は経時的に

変化すると思われた．

1-6-2

特発性前骨間神経麻揮の手術療法

TheSurgicalTreatmentofSpontaneousAnterior

InterosseousNervePalsy

'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

○中林昭裕'，砂川融2，鈴木修身'，

中島祐子1,越智光夫】

【目的】特発性前骨間神経麻痒(AINP)の手術

を施行し検討したので報告すること．

【対象と方法】2002年以降,特発性前骨間神経麻

痒と診断し手術を施行した5例5手（右:3手,左:2

手）すべて男性,平均年齢37.2歳（29～49歳）

であった．全例,誘因のない上肢の激痛が先行し

たAINPで発症からの手術待機期間は平均8カ

月であった．手術は全例神経線維束間剥離術を

施行した．術中所見は,AINの神経束が1～4カ

所でくびれ，または蛇行し,他の神経束と比べ白

色変性していた．顕微鏡下にて神経周膜を剥離

することにより，くびれ,蛇行は改善した.評価は，

発症,および術後からの回復開始（麻痒指のいず

れかに回復徴候）までの期間,MMT4以上の有用

な回復までの期間,最終回復筋力を検討した

【結果】回復開始までの期間は,発症後平均9.8カ

月，術後平均10.3週,有用な回復までの期間はそ

れぞれ平均ll.6カ月，平均5.5カ月，最終回復筋力

は全例MMT4～5であった．

【考察】神経線維束にくびれを有するAmPの治

療は,手術療法,保存療法,両者において回復を

認めることから一定の見解は得られてない．当

科杉田らが過去に報告した保存療法例（20手）

では,発症から回復開始までの期間は平均5.7カ

月，有用な回復までの期間は平均9.8カ月，最終

回復筋力は20手中4手がMMT3までに留まって

いた．経過観察期間中，回復徴候を認めなかっ

た症例に手術を施行し,術後10.3週と早期に回復

徴候を認めた．また,保存療法では,最終筋力が

MMT4に満たない症例が散見されるが,手術療

法では全例においてMMT4以上の筋力回復が認

められた．両者は単純には比較できないが手術

療法は回復徴候を認めない症例や,早期回復の点

において有効であると思われた

一SlO4-
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いわゆるaxonamonosisと思われる後骨

間神経麻揮
So-calledAxonamonosisofthePosteriorlnterosseous

NervePalsy

'防衛医科大学校整形外科，2自衛隊中央病院整

形外科

○津田悦史'2‘有野浩司1，尼子雅敏1，

山元浩治1,根本孝一！

【はじめに】術前に指伸展が全く不能であったが，

術後直ちに指伸展の回復を認めた非外傷性後骨

間神経麻痒の5例について検討したので報告す

る．

【対象】症例は男性3例，女性2例，年齢は17~

87歳（平均46.8歳）であった．主訴は指の伸展障

害で知覚障害は認めなかった．全例にMRIを行

い，3例にガングリオン,1例に脂肪腫を認めた．

そのうち画像が鮮明であった3例で麻痒筋のT2

高輝度変化を認めた．筋電図検査を行った2例に

麻痒筋活動電位の低下または消失を認めた．治

療は全例に手術を行い，発症から手術までの期

間は1～10カ月（平均4.2カ月）であった．術式

は腫瘍摘出及び神経剥離術を行った．術中所見

ではFrohseのarcadeより近位の血管束などで

絞掘を認めるものが4例,Frohseのarcadeでの

絞抓が1例であった．全例で術後1日以内に指伸

展の回復を認めた．完全に指伸展が回復するま

での期間は15日～6ヵ月(平均2.7ヵ月)であった．

【考察および結語】1990年Birchらは，長期間

にわたって僥骨神経や正中神経の麻痒があっ

たにもかかわらず，術後極めて早期に機能回

復を示した3例を報告し，これらをSeddon分

類におけるneurapraxiaの新しい細分類として

axonamonosisと名付けた．これは何らかの圧迫

によりミエリン鞘のみが障害され伝導障害が起

こるが，軸索は保たれており，手術で圧迫を除

去することにより，ミエリン鞘が回復し神経伝

導が正常化するというものである．今回報告し

た症例も術中所見で後骨間神経の圧迫があり，

圧迫の除去により早期の機能回復を認めたため，

いわゆるaxonamonosisに該当する後骨間神経麻

揮であると思われた．

1-64

高位尺骨神経運動麻痘の提起

SuggestionofMoterNervePalsyofHghUharNerve

熊本整形外科病院

○田嶋光

【目的】Neuralgicamyotrophyによる肩甲部か
ら上肢痛の前兆があり，瘻痛消失後後間神経麻

痒と高位尺骨神経運動麻痒と判断される症状が

出現し,頚椎部由来は否定的である一群より，前・

後骨間神経麻痒と同様高位尺骨神経運動麻痒の

存在を提起する．

【対象】Neuralgicamyotrophy5例は40歳から

64歳男性，右3例左2例，5日から1ケ月持続す

る肩甲部から上肢痛発症後，尺側手根伸筋以下

の後骨間神経麻痒と環指小指の深指屈筋以下尺

骨神経運動麻痒が出現し，全例画像上頚椎部病

変があったが病因としては否定的であった．1例

に頚椎部C5/6前方除圧固定と手根管と肘部管で

の神経展開術施行，他4例は経過観察とした経

過は完全回復から改善のない麻揮遺残となった

他2例に高位尺骨神経運動麻痒単独例を経験し

た．

【結果】Neuralgicamyotrophy5例では,1.ECR
とECUは共に第6(7)頚神経支配であるが両

筋の麻痒に解離2.同様,FDP2.3とFDP4,5は

共に第8頚神経支配であるが両筋の筋力に解離が

あった．頚椎部病変でも一過性の肩甲部・上肢

痛は存在するが，誘発テスト・椎間孔での圧痛

が陽性であり，自験例での肩甲部・上肢痛と運

動麻痒は，頚椎部での髄節性，神経根性病変で

はなく末梢神経麻揮と判断した．尺骨神経麻痒

は尺側手根屈筋少なくとも前腕部環指，小指深

枝屈筋以下と手内筋の麻痒で,Guyon管症候群

による運動麻痒は否定され，自・他覚的知覚障

害が無く，神経伝導検査でも左右差が無いか軽

度であった．

【結論】肩甲部・上肢痛後に発症した後骨間神経

麻痒・高位尺骨神経運動麻痒合併例5例と，単

独の高位尺骨神経運動麻痒2例を経験した特

発性前・後骨間神経麻痒と同様，尺骨神経にも

個体発生学的に生じた神経束の捻じれに何らか

の局所障害が加わった括れにより，高位尺骨神

経運動麻痒が発生することを提起する．
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神経断端緩徐伸長による神経欠損部修復

法一臨床応用第一例の報告

TYleFirstCUmcalCaseReportofRepairofaPeripheral

NerveDefectwithDirectGradualLengtheningofthe

NerveSmmp

筑波大学大学院整形外科

○西浦康正，原友紀，中島佳子，

落合直之

【目的】神経欠損の治療法として，一般に遊離神

経移植術が行われているが，いくつかの問題点が

ある．われわれは，神経移植術に代わる治療法と

して，神経断端緩徐伸長による修復法の実験的研

究を行い良好な結果が得られることを報告して

きた．今回臨床例に応用したので報告する．

【対象および方法】症例は20歳の女性で，転倒時

に皿の破片で左前腕を受傷した後骨間神経損傷

の患者である．前医で神経損傷を見逃され，受

傷後19日目に紹介され受診した．前腕中央に創

嬢痕があり，下垂指を呈していた．創部を展開

したところ，後骨間神経の断裂を認めた．近位

断端の近位に分岐した筋枝があり，遠位断端は

分岐した細い2本の神経であったことから，長母

指伸筋，長母指外転筋，固有示指伸筋などへの

筋枝の分岐部での断裂と考えられた．端々縫合

は不可能であった．尺骨に創外固定器をとりつ

け，遠位断端は細い枝に分岐していたため，近

位断端のみを伸長するように伸長装置を設置し

た．神経欠損長は13mmであった翌日から1日

lmmの速度で伸長を行い,32日間伸長した．伸

長中，瘻痛の訴えはなかった．再度展開したと

ころ，近位断端は伸長されており，断端を新鮮

化した後,直接縫合を行った術後10ヶ月の現在，

手指の伸展は非常に良好に回復している．

【考察】本報告は，神経断端緩徐伸長による神経

欠損部修復法を臨床に応用した第一例の報告で

ある．その結果は非常に良好であった．本法は，

donornerveを必要とせず，また，血流が保たれ，

神経縫合部が1箇所であるなど神経再生に有利な

点が特徴である．本法は，神経移植術に代わる

治療法となりうるものと考えられる．

【結論】神経断端緩徐伸長による神経欠損部修復

法の臨床応用の第一例を報告した．その結果は

非常に良好であった．

l-6-6

ReconstructionofCommonPeroneal

NervelnjuryAfterVaricoseVeinSurgery

DepartmentofPlastic&ReconstructiveSurgery,

MedicalSchool,ChonbukNationalUniversity,Jeonju,

Korea

○Nae-HoLee,Hyo-InKim,Si-GyunRoh,

Kyung-MooYang

Nerveismostfrequentlydamagedasaresultof

traumaandlessofteniatrogenicinjuryisthecause

ofdamage.Evenafrequentandrelativelysimple

interventionsuchasvaricoseveinsurgerymaybe

accompaniedbyseriouscomplicationsaffecting

patients.Connnonperonealnerve(CPN)injurymay

resultinsignificantfUnctionaldisabilitysuchasa

fOotdropandsensorylosstothelateralaspectof

lowerextrenty.A69-yearoldwomanunderwent

phlebectomyduetovaricoseveinonherlowerleg.

Post-operativelyshehadleftfOotdropwithsensory

lossonthelateralaspectofherleftlowerextrenty.

Thepatientunderwentelectromyography(EMG)&

magneticresonanceimaging(MRI),whichshowed

thecommonperonealnerveinjuryaroundthefibular

head.Thecommonperonealnerveinjurywas

reconstructedbysuralnervecablegaftandlOweeks

afterhersurgery,therearenosignsofrecoveryabout

symptomsduetocommonperonealnerveinjury.Even

afrequentandI℃lativelysimpleinterventionsuchas

varicoseveinsurgerymaybeaccompamedbyserious

complications.Inspiteofanpossibleplasticsurgery

suchasneurolThaphywithsuralnervecablegraftand

mtensiverehabilitation,theresultsareunpredictable.

CPNinjuryduringvaricoseveinsurgerycanbe

preventedbymemorizationthattheCPNrunsthrough

thepoplitealfbssabycrossingsuperficialtothelateral

headofgastrocnemiusmuscleandthengivesoffa

cutaneousbranch､1℃rthesereasonsandbasedonour

experience,wereportacaseofthereconstructionof

CPNinjuryaftervaricoseveinsurgely.
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神経剥離を行ったアロディニアの3例

NeurolysisfbrAnodyma:ReportofThreeCases

防衛医科大学校整形外科

○有野浩司，尼子雅敏，山元浩治，

土原豊一，根本孝一

アロデイニアは通常痛みを起こさない刺激か痛み

を起こすもので，その中には先行する神経損傷・

障害を伴うものがある．今回保存的治療が奏功

せず，神経剥離を行い瘻痛が軽快した3例を経験

したので報告する．

【症例1】75歳の女性．左肘の脂肪腫で近医を受診

した．腫瘍の内側をもまれたことがあった後，左

肘前面にアロデイニアが生じ，保存的治療で軽快

せず，紹介初診となった.MRIで脂肪腫とT2高

輝度変化を示す神経が得られ，神経剥離と腫瘍摘

出を行い，術後瘤痛は軽快した．

【症例2】弱歳の男性左肘前面のアロデイニアで

大学病院を含む複数の病院を受診した．7年間瘻痛

のため就労できなかった．腎機能不全もあり，当

院整形外科と内科に紹介された．肘前面にTinel

様徴候があり，その部位を中心に神経剥離を行い，

術後瘻痛は軽快した．

【症例3】63歳の女性，左示指背側の切創を近医で

皮層縫合，3週外固定後，示指PP関節以遠のアロ

デイニアがあり，拘縮を伴っていた1年半後に紹

介初診となった．保存的治療で拘縮は改善したが

瘻痛が残り,MRIで腫大した神経を疑う像がみら

れ,2年後に神経剥離を行い,術後痙痛は軽快した

手術は3例とも顕微鏡視下に剥離術を行った．全

例で神経は5から別､mの長さで綴痕の中に埋もれ

るように絞抓されていた．剥離後の神経は固くな

く，神経束間内剥離は必要なかった．止血を十分

に行い，外固定を2日行った後に可動域訓練を許可

した肘の症例は瘻痛によると思われる可動域制

限も術後改善した．

【考察】アロディニアは種々の保存的治療を行うも

難治性である．今回の3例はいずれも神経が嬢痕の

中にある程度以上の長さにわたり絞抓されていた

が，絞拒の程度は強くなかった．神経を弱く糸で

絞掘して作製するCRPSモデルとされるBennett

モデルの状態に似ているように思われた．

l-6-8

心因性腕神経叢麻揮症例の検討

nlePsychogemcParalysisofBrachialPlexus

小郡第一総合病院整形外科

○松尾卓見，土井－輝，服部泰典，

坂本相哲，荒川雄一郎

【目的】外傷性腕神経叢損傷の中には，器質的損

傷以外に，心理的要因によって腕神経叢麻痒症

状を呈する患者がいることを認識する必要があ

る．我々が経験した心因性腕神経叢麻揮症例に

ついて検討したので，本疾患の特徴と鑑別診断

の要点について報告する．

【方法】過去12年間に，外傷を契機に上肢の運動

麻痒症状を発症し，心因性腕神経叢麻痒（仮称）

と診断した症例は15例であった．男性9例，女性

6例で，年齢は13～46歳であった．これら症例

の臨床症状理学所見，補助検査所見を検討し，

アンケートによる予後調査を行った．

【結果】契機となった外傷は，交通事故9例，労

災3例，部活動1例，体育1例，医原性1例で，罹

患側は右9例，左6例であった．全例，前医で腕

神経叢損傷が疑われ，精査・加療目的で当科受

診となった.1例は，既に前医で複数回手術を受

けていた理学所見では，全例が，末梢神経分

布に合致しない運動，知覚麻痒を呈したが，筋

萎縮と発汗障害を認めなかった．補助検査とし

て，頚髄MRIでは異常所見を認めず，神経伝

導刺激試験では麻痒を訴える筋の収縮を認め，

ラボナールテストでは覚醒下で麻痒した上肢に

自動運動を認めた．アンケート調査では14例中

4例から回答があり，いずれも麻溥症状の改善な

く経過していた．

【考察】心因性に運動麻揮を呈する疾患を精神医

学的には転換性障害と定義し，心的葛藤が身体化

した機能症状である．無意識の機制下で発生てい

る点で，詐病とは異なるとされているが，その鑑

別は困難である．アンケート調査でも賠償のから

む疾患のため，正確な予後調査が困難で，予後は

依然として不明のままである．日常診療において

は，本疾患の存在を知り，神経学的に矛盾した理

学所見と各種補助検査を追加することで，器質的

腕神経叢損傷との鑑別は可能である．
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手指MP関節伸筋腱脱臼の手術治療

OperativeManagementofExtensorTendonDislocation

oftheMetacalpophalangealJoint

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形

外科

○長尾聡哉1,長岡正宏1,豊泉泰洋l,

山口太平2，木下豪紀2

【はじめに】手指MP関節部伸筋腱脱臼のまと

まった報告は決して多くない．今回われわれは，

比較的まれな手指MP関節伸筋腱脱臼の外科的

治療について自験例をまとめて報告する．

【対象・方法】当科で手術を施行した手指MP関

節伸筋腱脱臼例は29例30指である．性別は男性

25例，女性4例，年齢は13歳から62歳（平均25.1

歳）であり，罹患側は右21例22指，左8例8指と

圧倒的に右側に多かった．また，罹患側は示指3

指，中指22指環指3指，小指2指と中指がほと

んどを占めていた．1例1指のみが明らかな外傷

のないcongenitaltypeと思われ,28例29指が外

傷を契機に発症していた．外傷例のうち，軽微

な外傷に伴うspontaneoustypeは3例3指直達

外傷によるtraumatictypeが25例26指であった．

直達外傷ではボクシングによるものが16例17指

と大半を占めていた脱臼側は僥側8指，尺側22

指であり，僥側脱臼は全例殴打による直達外傷

であった対象症例について手術法，術後再脱

臼の有無などを調査した

【結果】手術法は矢状索修復術が20指，矢状索嬢

痕部切除後に伸筋支帯を欠損部に移植する伸筋

支帯移植術が6指,Watson法による矢状索再建

術が4指であった．なお,Watson法はcongemtal

typeおよび矢状索深層がintactなspontaneous

typeの陳旧例にのみ行われていた．術後伸筋腱

再脱臼例はなく，感染やROM制限などの合併

症もなかった．

【まとめ】手指MP関節部伸筋腱脱臼，ことに外

傷例では保存的治療が奏効することも多く，そ

の治療成績も良好である．外科的治療は日常生

活動作に支障があり，保存的治療が奏功しない

例に適応があると考えられるが,traumatictype

は早期の社会復帰やスポーツ復帰を目的として

新鮮例のうちに修復術を考慮してもよいと思わ

れた．

1-6-10

MP関節部での伸筋腱脱臼例に対する術

後早期の運動療法

PostoperativeEarlyMobmzationfOrtheExtensorT℃ndon

DislocationatMPJoint

'愛野記念病院リハビリテーション部，2愛野記

念病院整形外科

○野中信宏1,田崎和幸1,貝田英二2,

宮崎洋一2，青山隆2

【目的】MP関節部での伸筋腱脱臼例の病態や術

後成績の報告は散見されるが，術後早期の運動

方法に言及した報告はない．今回，我々が行っ

た術後早期からの運動方法を紹介し，成績を報

告する．

【対象】対象は過去8年間で伸筋腱のslipを利用

したMichon法またはWatson法後セラピストに

よる早期運動を行った9例9指である．男性6名，

女性3名で年齢平均36.8歳であった．受傷原因は

物をはじくが5例，外傷が2例，中指～小指で物

を持つが1例，不明が1例であった．受傷指は全

例中指で，僥側のexpansionhoodが断裂してお

り,MP関節屈曲で伸筋腱が尺側脱臼した．

【術後早期運動療法】術後中指MP関節伸展・榛

屈位のスプリントを装着させ,PIP,DIP関節は

自動運動させた．また，伸筋腱が再脱臼しない

ようにセラピストが徒手的に中指MP関節部で

伸筋腱を尺側から僥側へ支持し,MP関節自動屈

曲運動と指自動運動を行わせた．術後4週でスプ

リントを除去し，6週で受傷原因の動作を禁じて

患手使用を許可した．

【結果】日手会機能評価法において術後6週時平

均%TAMは99%であり，全例優であった全例

社会復帰し，再脱臼や拘縮は認めなかった．

【考察】受傷後MP関節屈曲運動にて脱臼するた

め，術後はMP関節拘縮が発生しやすい伸展位

固定をよぎなくされる．かつ，伸筋腱の一部を

利用して脱臼防止する術法は強固に制動できる

反面伸筋腱癒着も高度になりやすい．本運動

療法は拘縮を呈しにくい術後早期から開始でき，

伸筋腱が触診できる部位での非常に簡便な徒手

療法である．危倶される徒手による創部痛も術

創部（僥側）の反対側（尺側）から支持するので，

ほとんど訴えがなかった．強固な脱臼制動術後

に本運動療法を行うことで拘縮を起こさず，短

期に良好な成績が獲得可能であった．
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伸筋腱損傷を伴う前腕開放骨折に対する
－期的再建術の検討

SurgicalOutcomeoftheFbreannFmcnn℃withExCnsor

Injries

'関西医科大学附属滝井病院整形外科，2関西医

科大学附属枚方病院整形外科

○谷川暢之'，齋藤貴徳'，飯田寛和2

【目的】高エネルギー外傷に伴う前腕開放骨折の

場合，腱断裂の合併や，術後腱癒着・関節拘縮

を生じ治療に難渋する．我々は，伸筋腱損傷を

伴う前腕開放骨折に対して，一期的腱縫合・腱

移行・骨接合術・Suave-Kapanji(以下S-K)法

を施行し，その有用性を検討した．

【対象と方法】機械への巻き込み，交通外傷によ

り受傷した7例（43歳から66歳；平均56.4歳）を

対象とした．軟部組織損傷はGustilo分類type

IIが5例,typelll-Aが2例であった．骨折型

は,AO分類23.A-3が1例,B-3が2例,C-2が3例，

22.C-2が1例であった．全例goldenhour内に骨

折内固定術を行った．また一期的S-K法を3例に

施行した．伸筋腱損傷は，全例ZoneVII･V111

での開放性断裂であったEPL引き抜き損傷6

例にはPL又はEIPへの一期的腱移行術,EIP

引き抜き損傷5例にはEDCIIへの側々吻合術，

EDC(2指)損傷l例には側々吻合術を施行した．

EDC引き抜き損傷1例には端々吻合するも回復

が悪く,FCRによる二期的腱移行術を追加した．

術後ギプス・シャーレ・創外固定器にoutrigger

を装着して，早期運動療法を開始した．術後成

績は,%TAMにて損傷部位別に評価した．

【結果】S-K法3例中2例に僥骨側の転位が生じ再

骨接合術を要した．手指の%TAMは82.8%,母

指89.2％，前腕回内外93.6％であった．

【考察】伸筋腱引き抜き損傷に対する一期的腱移

行術は，機能再教育が容易な腱を選択し，早期

運動療法を併用することにより，良好な機能回

復に繋がる再建術と考えられた両前腕骨骨折

に対する一期的S-K法は，前腕回内外可動域獲

得に繋がる有用な再建術であるが，偽関節発生

の可能性を念頭に置くことも必要であった

1-6-12

健常人における尺側手根伸筋腱の前腕回

外位MRI所見について

MRIofNonnalDisplacementofExtensorCarpimnaris

TendoninForeannSupination

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科

○堀木充'，中川玲子1,吉田竹志2,

田野確郎』

【はじめに】尺側手関節障害の原因の一つに尺側

手根伸筋腱（以下ECU腱）の亜脱臼・脱臼が指

摘されている.ECU腱は前腕回外で尺側偏位す

るため，画像診断で正常範囲内なのか否か迷う

ことがある．今回，健常人ECU腱の前腕回外位

MRIを撮影しその所見を検討した．

【対象と方法】手関節尺側部痛や外傷歴のない健

常人11例（男6例，女5例)22肢，平均年

令31才.MRIは両側前腕最大回外位でECU

腱のfibro-osseoustunnel(同部位の骨性の溝を

grooveとする）のAxialを撮影し,1)groove

の幅(mm)2)grooveの深さ(mm)3)

ECU腱鞘尺側の尺骨付着部の形態4)ECU腱

の尺側偏位度(grooveの僥側縁からECU腱の

僥側縁までの距離/grooveの幅)(%)を検討した．

【結果】1)grooveの幅；平均8.6mm(7~

10mm)2)grooveの深さ；平均1.3mm(0~

2.4mm)3)ECU腱鞘の尺骨付着部；付着部が

明瞭なもの(A群14肢）と不明瞭なもの(B群8

肢）があった.4)ECU腱の尺側偏位度；平均

83％（49％～141％）で6肢に脱臼を認めた．4

肢2例は両側例，2肢2例は片側例であった．

ECU腱の尺側偏位度はgrooveが浅いほど大き

<(p<0.05),腱鞘が不明瞭な群で(A群vsB群；

61%vsl20%,p<0.05)大きかった．脱臼例で

はECU腱鞘の付着部が不明瞭でECU腱が尺骨

から浮いていた．

【考察】今回のMRIの検討からECU腱の

grooveと,ECU腱鞘の付着部がECU腱を安定

させる要素であることがわかった．これらがしっ

かりしているものではECU腱のMRI所見が診

断に役立ち，低形成のものではMⅢ所見の臨床

的な意味合いは薄いと考えられた．
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化学的処理をしたヒアルロン酸による凍結

乾燥処理屈筋腱の腱滑走抵抗改善の試み

Carbodiimide-DerivatizedHyaluronicAcidSurface

ModificationofLyophimzedHexorTendon

-ABiomechamcalSmdyinaCanineinVitroModel-

'昭和大学整形外科,2MayoClinic,Orthopedics

BiomechanicsLaboratory,U.S.A.

○池田純'，稲垣克記1，

ChunfengZhao''2,Kai-NanAn2,
PeterC.Amadio2

【目的】腱損傷術後成績不良例に対するサルベー

ジ手術として腱移植は重要な選択肢の一つであ

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，採取の容易さなどから実際には滑走抵

抗の高い自家腱鞘外腱がドナーとして汎用され

る．米国では，ドナーの一選択肢として他家腱

鞘内腱が使用され，本邦でも今後その使用が期

待される．しかしその際，免疫原性の完全除去

は不可欠で，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．我々は第53回日手会，第83回

日整会総会で凍結乾燥処理（以下FD)された

腱の滑走抵抗が悪化し，そのまま使用した場合，

成績不良につながる可能性を報告した本研究

の目的はFDを受けた腱鞘内腱表面を化学処理

されたヒアルロン酸で被覆（以下HA処理）し

滑走抵抗を軽減することである．

【方法】雑種成犬の深指屈筋腱36本を使用し，

ランダムにl)正常,2)FD,3)FD後HA

処理の3群に分け，あらかじめ規定された1000

回の往復運動を固有の腱鞘に対して施行，その

後Anらの方法で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FD群で有

意な上昇が確認された．また,FDで上昇した滑

走抵抗はHA処理で正常群レベルまで改善する

点が確認された．

【結論】他家移植腱を準備する際のFDは簡便で

汎用されるが，術後成績を左右する重要因子で

ある腱滑走抵抗を悪化させるため，同処理を受

けた他家移植腱をそのままドナーとして使用し

た場合，癒着形成により成績不良につながる可

能性が高い．しかし,HA処理により,FD後の

腱滑走抵抗を正常群レベルまで抑えることが可

能であることが明らかとなり,HA処理は非常

に有用な移植前処理であると考えられた．

1-6-14

示指指節骨の運動解析：解剖屍体による

研究

MotionAnalysisofRngerBone:ACadavericSmdy

'慶應義塾大学医学部整形外科学教室，2ブリ

ティッシュコロンビア大学コンピュータサイエ

ンス学部，3独立行政法人産業技術総合研究所デ

ジタルヒューマン研究センター

○鎌田雄策'，中村俊康'，末田信二郎2，

多田充徳3，戸山芳昭！

【目的】示指の解剖・機能について，現在までに

多数の報告がなされている．過去には表面マー

カーを用いた3次元的な動きの報告があるが，指

節骨の3次元的な動きに関する報告はされていな

い．今回我々は指節骨に直接光学マーカーを取

り付け，示指における指節骨の動きを計測した．

【実験】手関節以遠の新鮮凍結屍体標本4肢を用

いた．標本の皮層・神経・血管を除去し，腱鞘

は残した.深指屈筋腱(FDP),浅指屈筋腱(FDS),

固有示指伸筋腱(EIP),総指伸筋腱(EDC),

虫様筋腱，背側骨間筋腱，掌側骨間筋腱に糸を

結び，骨問筋・虫様筋は筋内に糸を通した．第2

中手骨背側に固定用ピン2本を伸筋腱と干渉しな

い位置に刺入し，母指が上となるよう固定台に

設置した各指節骨・固定台に3つずつ直径伽m

のマーカーを取り付けた腱を7本まで独立して

任意の速度で引くことができる装置を作成した．

基準姿勢とした後FDP,FDS,EIP,EDCをそ

れぞれ2mm/secの速度で引き，マーカーの動き

を光学式運動計測装置で計測した．マーカーと

骨の位置関係はCTで確認した．各骨の運動を

CT骨モデルで再現し，さらに各指節骨の位置を

計測した．

【結果】指伸展位での基準位置では示指は尺側に

偏位していたが,FDPを引き中手指節間関節が

屈曲されるとともに，基節骨は徐々に外転して

いき掌側から見て中節骨と中手骨が重なる方向

に動くことが確認できた指屈曲位の基準位置

からEIPもしくはEDCを引いて伸展する際に

は，基節骨が内転方向に動くことが確認できた．

【考察】今回の方法により各指節骨の3次元的な

動きに関する計測が可能であった．屍体標本に

おける計測ではあるが，指の動きの解明に有用

な方法と考えられた．
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新しい創外固定器"PinFix"
ANovelFractureRxationDevcePmFix

名古屋大学医学部手の外科学

○新井哲也，夏目唯弘，岩月克之，

太田英之，平田仁

【目的】創外固定器は片持ち梁構造で，固定力は

ピンと固定器の持つ強度と結合力に依存してい

るため大型化する傾向がある．我々が考案した

創外固定器PmFixは，刺入するピンを骨内で交

叉させ，さらにピン同士をballjomtで自由な角
度に固定可能な新しいタイプの創外固定器であ

り，強固なブレース構造をとっている．今回有

限要素法(FEM)と骨モデルを用いた強度比較

を行ったので報告する．

【方法】FEMでは材質をTi-6Al4v,径24mm円

筒状の骨モデルで幅5mmの骨折を想定し，径2

mmのピンと,2種類の外固定を想定した．固定

方法はTypel:ブレース型Type2:片持ち梁型
とした．軸圧300N,剪断100Nの静荷重をかけ応

力を調査した．次に模擬骨の僥骨骨折モデルと

Instron型試験機を用いて,PinFixとnon-bridge

創外固定器の軸圧と剪断の力学試験（荷重対偏

位）を以下のモデル,TypeA:PmFix固定（ピ

ン4本),TypeB:PmFix固定（ピン2本),Type

C:non-bridge創外固定器+crossp血血g(ピン

6本),TypeD:nonFbridge創外固定器のみ（ピン

4本）の4種類で行い，骨片間3mm偏位時におけ

る荷重を調査し結果の多重比較検定を行った．

【成績】FEMにおいて，静荷重は軸圧，剪断

共にTypelではピンの交叉部に186.5MPa,

500MPa,Type2では外固定器とのJoint部に

1300MPa,1100MPaの応力を記録した.Typel

においてはJomt部にほとんど負荷が加わらな

かった．骨モデルによる力学試験では,TypeA
とTypeCが軸圧，剪断試験で共に上位を占めた

が，軸圧試験でTypeA:310±48N,TypeC:247

gt35N(P=0.18),剪断試験でTypeA:101±20N,

TypeC:99±19N(P=0.88)と，従来型創外固定

器に遜色ない強度を示した．

【結論】PinFixは強度的に従来型創外固定器と比

較して遜色なく，また簡便な機構からより容易

な操作性と軽量化を実現した新しいデバイスと

言える．
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伸筋腱末節骨付着部の伸展性に関する外

在筋，内在筋の影響：生体力学的観察
ContributionoftheExtrinsicandIntrinsicMusclesfOr

ExtensionStlengthoftheDPJoints

'いちはら病院整形外科，2キッコーマン総合病

院，3札幌第一病院

○村井伸司1，田中利和2，青木光広3

【はじめに】手指末節骨の伸展は外在筋と内在筋

の筋力により行われ，終末腱での損傷により槌

指変形を生ずる．骨片を伴わない腱性槌指では

副子固定などの保存加療が行われることが多い

が,DIP関節の伸展が5-10度不足するために，必

ずしも患者の満足が得られない症例も散見され

る．また，陳旧例では様々な手法による再建術

が行われているが，完全伸展が得られない場合

もある．そこで，保存的治療や再建術が成功す

る要因を明らかにするため，まず伸筋腱の終末

部における外在筋腱と内在筋腱の関わりについ

て屍体標本を用いて生体力学的に観察した．

【対象と方法】指の可動域制限の無い新鮮屍体標

本4体，各示指中指環指，計12本を用いた

各指をMP関節で切除し，伸筋腱を残して皮層・

皮下組織を除去し，自家製のジグに中節骨，基

節骨を鋼線で固定し，指を水平にジグに保持し

た．DIP関節から10mm遠位の末節骨背側に径

2.7mmの螺子を挿入し，島津社製MTSを用い

て螺子頭にDIP関節屈曲モーメントを加えた．

総指伸筋腱背側骨間筋腱に錘で4通り(200,

400,600,800gf)の緊張をかけ，それぞれの緊

張状態で螺子に加えた負荷にともなう応力歪み

曲線を作成した．試験中は生理食塩水で保湿に

努め，錘は任意の順番で選択し緊張をかけた．

【結果】応力歪み曲線は弾性相，硬性相の2相に

分かれ，示指，中指，環指の各指間，個体間で

有意差はなかった．また，外在筋，内在筋とも

に腱緊張が増加すると，応力歪み曲線は急峻化

した．しかし，外在筋，内在筋間に応力歪み曲

線の有意差を認めなかった．弾性相の傾きにも

有意差がなかった．

【まとめ】DIP関節伸筋終末腱の他動的伸張性は

腱緊張の増加とともに増加し，外在筋と内在筋

の差はなく，示指，中指，環指間の動態も同様

であった．

H
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超音波を用いた術前前腕遠位骨間膜形態

評価の試み

TrialfbrtheEvaluationofDorsalObliqueMembraneof

themleannbymtrasound

'大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

(整形外科），2大阪大学医学部付属病院未来

医療センター,3Dept.ofOrthopedicSurgery,

KangbukSamsungHospital,Sungkyunkwan

UmversitySchoolofMedicme

○岡田潔'2，森友寿夫l,三宅潤･--1,

EugeneKim3,村瀬剛』

【目的】前腕遠位骨間膜は遠位僥尺関節の安定性

に寄与することが示唆されているがその靭帯様

構造にはかなりの個人差があることが近年報告

されている．今回我々はこの前腕遠位骨間膜の

形態術前評価として低侵襲で簡便な超音波を用

いた評価を行ない，実際の術中所見と比較する

試みを行ったのでこれを報告する．

【対象・方法】検査対象は手術の際に前腕遠位を

展開する症例とした．対象となった疾患は8例で，

疾患としては関節リウマチ,TFCC損傷等であっ

た超音波検査としてXarioTMXGSSA-680A

(ToshibaMedicalSystems)を用いて，遠位骨

間膜が存在すると考えられる僥骨遠位から尺骨

茎状突起近位4cmの前腕背側にプローベをあて，

榛尺骨間に存在する靭帯様構造の厚みを計測し

た靭帯は超音波で評価する際に特徴的な連続

した繊維様構造を持つものとし，また回内位か

ら回外位まで同様に評価可能であることに留意

した．手術の際に直視下に遠位骨間膜を確認し，

その厚みをノギスを用いて測定し術前の超音波

計測と比較した．

【結果】実際の遠位骨間膜の厚みに対して，超

音波での評価は±約0.2mmの誤差を認めた．靭

帯様構造を持つものは0.6mm以上の厚みを有し

ており，超音波検査においても術前評価で厚み

0.6mm未満の以下の症例では靭帯様構造が存在

しなかった．

【考察】遠位骨間膜の靭帯様構造は僥骨遠位端骨

折や尺骨骨切り術後の遠位僥尺関節の不安定性

に関連すると考えられており，その存在の有無

は術式の選択にも影響を与える可能性が指摘さ

れている．今回の結果からは超音波による遠位

骨間膜の術前計測と実際の骨間膜の差は軽度で

あり，超音波検査による前腕遠位骨間膜の術前

評価は可能ではないかと考えられた．

l-6-18

榛骨遠位端骨折術後における遠位僥尺関
節開大の評価

AssessmentofDistalRadioulunarJointGapafter

OperativeTTeamentofDistalRadialFracmres

星ヶ丘厚生年金病院整形外科

○上杉彩子，栗山幸治，蒲生和重，

樋口晴久，河井秀夫

【目的】僥骨遠位端骨折術後における遠位僥尺関

節(DRUJ)の開大と手関節機能の関連性につい

て検討することを目的とした今回我々は僥骨

遠位端骨折術後のDRUJの開大について評価し

たので報告する．

【対象と方法】2009年2月から2010年4月までに

僥骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレー

トを用いて観血的整復固定術を施行し，術後約

6カ月の抜釘時にレントゲン撮影を施行した29例

を対象とした．手術時平均年齢57.8歳（27～84

歳)，男性7例，女性22例，骨折型はAO分類で

A2:1例,B3:1例,Cl:6例,C2:6例,C3:5例であっ

た.CT評価にてDRUJに及ぶ骨折を認めた症

例は26例，認めなかった症例は3例であった．術

後6ヵ月の時点で両側手関節正面像と手を握っ

た状態の手関節正面像（握り手関節正面像）の

レントゲン撮影を行い,DRUJの開大を測定し

比較した手関節機能評価として健側比の掌屈

可動域，背屈可動域，握力を測定し，瘻痛評価

としてPadentFRatedWristEvaluation(PRWE)

を使用した．

【結果】29例のうち，健側と比較して手関節正面

像で10例にDRUJの開大を認め，さらに握り手

関節正面像で5例にDRUJの開大を認めた．こ

れらDRUJの開大を認めた15例は,DRUJの開

大を認めなかった14例と比較して，掌屈背屈

握力に関して有意差を認めなかった.PRWEに

ついてはむしろ低い傾向にあった．

【考察】僥骨遠位端骨折術後の症例で34.4％に

DRUJの開大を認め，さらに17.2%に握り手関節

正面像で新たにDRUJの開大を認めた．術後6カ

月の短期的にはDRUJの開大の有無と臨床成績

に差は認めなった．臨床成績については長期間

のフオローが必要であるが，潜在するDRUJの

不安定性の評価として有用と考えられた．
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遠位僥尺関節(DRUJ)の不安定性に対す
る徒手検査の信頼性

ReliabilityofManualStressTestfbrEvaluatingDistal

RadiouharJOmthstabmty

'阪奈中央病院整形外科，2奈良県立医科大学整

形外科，3医真会八尾総合病院整形外科

○飯田昭夫1,面川庄平2,藤谷良太郎3

【目的】DRUJ不安定性の評価は，単純レントゲ

ンや回内外CTなどを用いて行われるが，統一

された基準はない．一般的に徒手検査による不

安定性の評価が広く用いられているが，その信

頼性は不明である．今回DRUJ不安定性に対す

る徒手検査の信頼性を解析したので報告する．

【方法】対象は2006年以降に尺側痛を主訴に当院

を受診した39例である.DRUJ不安定性の徒手

検査を同一検者もしくは異なる検者間（日手会

専門医，非専門医各1名）でそれぞれ2回行い，

その一致率を調査した．不安定性の評価は中村

の基準を一部変更して行った．すなわち，不安

定性のないものを－，不安定であるがendpoint

のあるものを+,endpointのないものを＋＋と

定義した．掌背側の不安定性を各3段階で評価

し，＋の数を不安定性のGradeとした

【結果】患健側合わせて123手の不安定性を評価

した．同一検者による計測が78手，2検者による

計測が45手であった．徒手検査で掌背側への不安

定性のGradeが完全に一致したものは同一検者

内で32手（一致率41%,k値背側0.48,掌側0.48)

と中等度の一致，2検者間で14手（一致率31％，

x値背側0.36,掌側0.32）と少ない一致であった．

掌背側への不安定性のGradeを合わせた一致率

は,同一検者で43手(55％),2検者間で21手(47%)

であった．次にGradeO～1を安定群,2～4を

不安定群とした場合の一致率は，同一検者内で62

手(79%,k値0.59)と中等度の一致,2検者間

で36手(80%,k値0.83)とほぼ完全な一致あった．

【考察】今回の結果から，尺骨頭の掌背側への不

安定性の徒手検査による完全な一致は，検者内

で中等度，検者間で少ない一致であり，その信

頼性は低いと考えられた．しかし，評価法の基

準を非細分化すると，異なる検者間でもほぼ完

全な一致を認め，信頼性が向上した

1-6-20

上肢機能評価票Hand20による手関節尺

側部痛手術治療の予後不良因子検討

AnalysisofFactorsthatmakePoorOutcomemTYeating

UharWristPainbytheHand20

名古屋大学大学院医学系研究科機能構築医学専

攻運動・形態外科学手の外科学

○ 西 塚 隆 伸 ， 平 田 仁 ， 篠 原 孝 明 ，

建部将広，山本美知郎

【目的】手関節尺側部痛にて手術した患者におけ

る成績不良因子を調査するため，患者立脚型上肢

機能評価票Hand20を用い，統計学的に検討した．

【方法】対象は，3ヶ月以上続く手関節尺側部痛

に対して手術治療を行った20例で，性別は男性8

例・女性12例，年齢は17-69歳（平均38歳),病名

は尺骨突き上げ症候群9例･TFCC損傷11例，治

療は尺骨短縮術10例･TFCC縫合術10例であっ

た．手術前と手術後6ヶ月時にHand20とDASH

をそれぞれ用い機能評価をした．手関節尺側部

痛手術治療の成績不良因子を調査する為，年齢・

性別・外傷歴・労災保険・仕事内容・利き手と

の一致・関節鏡によるSL/LT靭帯損傷の有

無・術前のulnarpositivevariance量を独立変

数として,Hand20を用い，単変量解析した．ま

た，反応性の指標である標準化反応平均(SRM)

とエフェクトサイズ(ES)を算出し,Hand20と

DASH間で比較した．

【結果】成績不良因子に関しては,SL靭帯損傷｢あ

り群」が「なし群」に比し手術後6ケ月経過時

にHand20値が有意に高く成績が悪かった(P=

0.04)．その他「労災群」が「非労災群」に比し

Hand20値が高い傾向にあった(P=0.14).また，

欠損項目過多による評価不適例は,Hand20での

0例に対しDASHでは8例と多かった．治療前後

の反応性は,SRM値でHand20が0.89,DASH

が0.86と同等,ES値でもHand20が0.75,DASH

が0.74であり，ほぼ同等であった

【結論】尺骨短縮術やTFCC縫合術時の関節鏡

にてSL靭帯損傷があった場合は，術後6ケ月時

の機能成績が有意に悪かった．労災群では術後

6ヶ月時の機能成績が悪い傾向にあった．また，

手関節尺側部痛の機能評価においてHand20は

DASHと同等の反応性が証明され，さらに，評

価不適例が少ないという点ではDASHより有用

といえる．

一Sll3－
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Sauve-Kapandji法によるリウマチ手関節
の安定性について
EvaluationfbrtheUnstablemnnofRheumatoidWriston

theResultsoftheSauv6-KapandjiProcedure

'聖マリアンナ医科大学整形外科，2川崎市立多

摩病院

○清水弘之'，吉田典之'，安藤亮'，

松下和彦2，別府諸兄』

【目的】我々は関節リウマチ(RA)手関節に

carpalstretchtest(CST)を行い，僥骨手根関

節の弛みのある例にSauve-Kapandji(SK)法を

選択してきた．今回，術前のCST評価で僥骨手

根関節と手根中央関節の弛みに着目し,SK法を

選択した症例の術前後のX線学的計測からRA

手関節の安定性を検討した．

【方法】術前のCST評価により，僥骨手根関節

に3mm以上の弛みがあり,SK法を施行した37

例，43手関節（男性4例，女性33例）を対象とし

た手術時年齢は平均55歳，術後観察期間は平

均26カ月で,術前のLarsen分類はgrade2:3手，

grade3･4:36手,grade5:4手であったこ

れらの症例に対して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

ig(c/MC),尺側偏位(e/MC),掌側亜脱臼(h/

MC)を計測し，手根中央関節の弛みの有無との

関連について検討した．

【結果】術前後の平均Larsengradeは3.8から4.2
と有意な進行を認めなかった.c/MCは術後に

有意に低下していたが,e/MC,h/MCは術後に

有意な変化を認めなかったとくに手根中央関

節にも弛みのある17手と弛みのない26手で比較

すると，手根中央関節にも弛みのある例に有意

にc/MCが低下していたが,e/MC,h/MCには

差が見られなかった．

【考察】従来の画像では骨破壊状況の評価のわか

りにくい例や安定した手関節に移行するか判断の

つかないうち手術を必要とする例がある．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

れたとくに手根骨圧潰の進行は榛骨手根関節の

みならず手根中央関節の弛みが影響していた．

【結論】RA手関節のCSTは従来ではわかりにく

い僥骨手根関節と手根中央関節の安定性を評価

できる．

l-6-22

関節リウマチにおけるSauve-Kapandji法
の治療成績一関節リウマチと他の疾患と

の比較一

ResultsoftheSauve-KapandjiProcedmefbrTreatmemof

RheumatoidArthritis

'佐賀社会保険病院整形外科，2佐賀大学整形外

科

○角田憲治l,石井英樹l,園畑素樹2,

浅見昭彦』

【はじめに】関節リウマチ(RA)患者の手関節

障害に対し，我々 はSauve-Kapandji法(SK法）

を第一選択としている．SK法は変形性関節症

(OA),骨折などの外傷などに起因する遠位僥尺

関節障害に対しても用いられているが,RAでは

OAや外傷とは異なり，骨脆弱性，手根骨の配

列異常などの問題がSK法の術後成績に影響を

及ぼしている可能性がある．今回RAに対する

SK法の術後成績を評価し，その他の疾患と比較

し検討したので報告する．

【対象・方法】2005年よりSK法を行った43例47

手を対象とした．内訳はRA30手,OA8手，外

傷7手，その他2手，平均経過観察期間7.8か月で

あったRAによるものをRA群，その他の疾

患によるものを非RA群として各項目を比較し

た評価項目は関節可動域,日手会機能評価基準，

X線像でのcarpalheightratio(CHR),carpal
translationratio(CTR)とした．

【結果】関節可動域は術前，最終調査時の手関節

背屈および最終調査時の掌屈において,RA群が

非RA群に比べ有意に減少していた．術後成績

は両群間に有意差を認めなかったCHRは術前，

最終調査時ともRA群が非RA群に比べ小さかっ

たが，術前と最終評価時の差は両群間に有意差

を認めなかったCTRは術前，最終調査時，術

前と最終調査時の差のいずれも両群間に有意差

を認めなかった．

【考察】RA患者の手関節障害では，手根骨の尺

側偏位の進行を予防する目的で尺側支持機構を

再建するSK法が行われることが多い．成績は概

ね安定しているが，尺側偏位を完全に防止でき

ないとする報告が散見される．今回の結果では，

RA群と非RA群との術後成績の有意差はなく，

X線学的にも両群とも手根骨の圧潰や尺側偏位

の進行を認めず,両群問に差がないことが分かっ

た.RAに対するSK法は，短期的にはRA以外

に対するSK法と同等の結果を得ることができ

る．
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RA以外の遠位僥尺関節症に対する

Sauve-Kapandji手術施行例の検討
Sauve-KapandjiProcedurefOrDRUJArthritiswithout

RheumatoidArthritis

'八尾徳洲会総合病院整形外科，2兵庫医科大学

整形外科，3宮地病院整形外科

○山中清孝1,田中寿--2,常深健二郎2,
藤岡宏幸2，大迎知宏3

【はじめに】Sauve-Kapandji手術（以下S-K手術）

は関節リウマチや変形性関節症など遠位僥尺関節

の障害に対してしばしば行われる手術である．本

研究では，関節リウマチ以外の遠位僥尺関節（以

下DRUJ)の障害に対するS-K手術の治療成績の

検討を行った．

【対象と方法】2004年6月から2010年8月まで兵庫

医科大学病院およびその関連施設において行った

RAを除くDRm関節症に対してSK法を施行し

た29手を対象とした.その内訳は一次性関節症(以

下OA)によるもの20手，僥骨遠位端変形治癒に

伴うもの6手，マーデルング変形1例2手，尺骨突

き上げ症候群l手であった．このうち伸筋腱断裂

を伴うものは9手ですべてOAによるものであっ

た.S-K手術は尺骨遠位端より約15mmの位置で

偽関節を形成して，尺骨遠位端を僥骨へDTJ-L

screwで固定した．これらに対し術前の変形性関

節症重症度をKellgren/Lawrence分類（以下K-L

分類）で5段階に評価し，臨床成績をMayowrist

score(以下MWS)により比較検討した

【結果】術前のK-L分類はseverel6手，

moderatelO手,minhnal3手で，伸筋腱皮下断裂

を伴ったものに限定するとsevere8手,moderate

l手と関節症変化が強い傾向にあった.MWSに

よる術前後の評価では術前平均49.3点（25-65）が

術後64.6点（50-80）へと改善し，腱断裂を伴った

ものに限定すると術前平均522点が術後67.7点で

あった

【考察】DRUJ関節症に対するSK手術は，伸筋

腱皮下断裂の合併の有無にかかわらず,MWSの

評価において安定した成績が得られていた伸筋

腱皮下断裂はX線上DRUJ関節症性変化が高度

であったが，痙痛や可動域制限などの臨床症状が

強いとは限らなかった伸筋腱皮下断裂は機械刺

激よりもDRUJの不安定性による滑膜炎などの

影響が強いのかもしれないと考えられた．
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遠位僥尺関節障害に対するSauve-

Kapandji手術後の臨床成績とそれに影響
を与える因子の検討

PredictableFactorsAffectingClinicalOutcomesafter

PerformingSauve-KapandjiProcedureforDRUJ

DysfUnction

'北海道大学整形外科，

○西田欽也'，岩崎

三浪三千男2，三浪

2北海道整形外科記念病院

倫政'，船越忠直'，

明男］

【はじめに】Sauve-Kapandji(S-K)手術は遠位

僥尺関節(DRUJ)の変形性関節症(OA)に対
する手術法として広く行われている．しかしな

がらその臨床成績に関する報告は少なく，成績

に影響を与える因子についてはまだ明らかにさ

れていない．本研究の目的は,DRUJのOAに

対するS-K手術後の臨床成績を明らかにし，統

計学的手法を用いてその成績に影響を与える因

子を同定することである．

【対象と方法】1999年5月以降に当科及び関連施

設で実施したRAを除くDRUJのOAに対し

S-K手術を施行し,1年以上経過観察が可能であっ

た26手（男性13手，女性13手）を対象とした

平均年齢は57歳診断の内訳は尺骨突き上げ症

候群が13手，僥骨遠位端骨折後の変形治癒が10

手，特発性のOAが2手，先天性僥骨頭脱臼によ

るものが1手であった．手関節痛の発症から手術

までの期間は平均13か月，術後平均経過観察期

間は29か月であった．これらにつき前腕の可動

域(ROM),握力,MayoWristScore(MWS)
を調査した．統計学的手法として重回帰分析を

用いた．目的変数をMWSとし，説明変数とし

て年齢,性別,罹患側，発症から手術までの期間，

術前の手関節及び前腕のROM,術前の握力を選

択した．5％未満を有意差ありとした．

【結果】前腕のROMは術前平均122.から術後平

均147.へ有意に改善した．握力は術前平均13Kg

から術後平均22Kgへ有意に改善した．術後の

MWSは平均80点であり,Excellentが4手,good

が13手,fairが8手,poorが1手であった重回
帰分析にて統計学的に有意差の見られた項目は

年齢のみであった(p=0.036).

【考察】DRUJのOAに対するS-K手術の術後成
績は比較的良好といわれており，本研究でもお

おむね同様の結果であった．高齢が術後の成績

不良に影響を与える因子として挙げられ，高齢

者においてはその適応に注意を要すると考えら

れた．
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Sauve-Kapandji法の術前後の尺骨近位断
端と榛骨間距離のCTによる検討
DistancebetweentheUlnarStumpandRadiuson

ComputerTomographyfbrtheSauv6-KapandjiProcedure

'諏訪赤十字病院整形外科，2信州大学整形外科，

3丸の内病院整形外科

○百瀬敏充'，田中厚志'，内山茂晴2，

中土幸男3，加藤博之2

【目的】Sauve-Kapandji(SK)法施行後に尺骨近

位断端の不安定性から前腕回旋時のクリックや

尺骨近位断端の痙痛が生じる場合がある．今回

我々はSK法施行の前後にCTを撮影し尺骨近位

断端部と僥骨間の距離を測定したので報告する．

【方法】症例は20例23手であり，平均年齢は70歳

(60～81歳）で男性4人，女性16人であった変

形性関節症10例，関節リウマチ10例であり，右

14例，左9例であった．経過観察期間は平均3年

1カ月であった術前術後に単純レントゲン，

CTを撮影した.CTでは前腕中間位，回内位，

回外位にて術前は尺骨骨切り予定部分を，術後

は尺骨近位断端部の横断面を撮影した.CT像に

て尺骨近位断端部の位置で尺骨僥骨間の最短距

離と尺骨中心から僥骨外側までの距離を中間位，

回内位，回外位でコンピューター上で計測し，

統計学的に有意差があるか検討した．

【成績】術後遠位僥尺関節の痛みは全例改善し，

2例で回旋時クリックがふれ1例で尺骨近位断

端部痛が生じた術前CTでは僥骨尺骨最短距離，

尺骨中心から僥骨までの距離は中間位，回内位，

回外位で有意差がなかった術後CTでは僥骨

尺骨最短距離は中間位，回内位，回外位で有意

差はなかったが，尺骨中心から僥骨までの距離

は中間位と回外位で有意差があり，回外位で距

離は短縮した．尺骨中心から僥骨までの距離は

術前CTで中間位18mm,回内位15mm,回外

位16mmであり，術後CTではそれぞれ15mm,

13mm,12mmであった．一方クリックの生じ

た2例は術後CTで中間位15mmから回内位で

20mmと距離が拡大した

【結論】クリックや瘻痛を生じる患者は回旋時僥

骨尺骨間距離の変化が大きくなると思われた．
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遠位僥尺関節障害に対するSauve-

Kapandji法術後のulnarstumpの不安定
性について

InstabilityoftheUlnarStumpafterSauve-Kapandji

ProcedureforChronicDerangementoftheDistal

RadiouharJomt

豊田厚生病院整形外科

○稲垣弘進

遠位榛尺関節障害に対するSauve-Kapandji法術

後のulnarsmmpの不安定性について検討した
ので報告する．

【症例および方法】症例はSauve-Kapandji法を
施行した29例で，原疾患は僥骨遠位端骨折変形

治癒20例,Galeazzi骨折4例，遠位僥尺関節脱

臼4例，尺骨突き上げ症候群1例であった山ar

stulnpに対する腱制動術施行例はない．男性16
例女性13例，手術時年齢は平均46歳，術後経過

観察期間は平均68ヵ月であった．以上の症例に

ついてulnarstumpの症状と術後単純X線正側
像・正側機能撮影像における関連を調査し比較

検討した．また上記症例とは別に腱制動術を施

行した5例との比較も行った．

【結果】ulnarstumpの不安定感や痙痛を訴えた
例は6例でそのうち4例は遠位僥尺関節脱臼例で

あった.X線所見ではradioulnardistanceは術

前平均13mm,術後平均8mmであって全例で狭

小化していた.scallopingは10例に存在し，正面

僥尺屈機能撮影におけるuharsmmpの総変位

量はscalloping(+)例が平均lOmmであって，

(－）例の4mmと比して高値を示し有意差があっ

た．しかしradioulnardistanceやscallopmgそ

のものには症状との関連はなかった．側面掌背

屈機能撮影でのulnarstumpの総変位量は症状

（＋）例平均lOmm,症状（－）例が5mmであ

り有意差があった．一方，腱制動術を行った5例

のulnarstumpの変位量は榛尺屈機能撮影で平

均9mm,掌背屈機能撮影で平均5mmであって，

腱制動をしなかった29例と比べて掌背方向の制

動には有効だが僥尺方向の制動には有効ではな

かった．

【結論】scallopingは症状はないもののulnar

stuInpの僥尺方向の不安定性と関連があった

ulnarstumpの症状は掌背方向の不安定性と関連

があり，術前の不安定性が影響していた．腱制

動術は掌背方向の制動には有効だが僥尺方向の

制動には有効ではなかった
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75歳以上の肘部管症候群に対する手術成績

OperativeResultsfOrCubitalTunnelSyndromein

Patientsover75YearsOld

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎，野口英明

【目的】高齢者の肘部管症候群は手術しても成績

不良となりやすいと言われている．75歳以上の

肘部管症候群の手術症例の成績を報告する．

【対象】1997年3月から当科で手術治療し，術後1

年以上経過観察が可能であった21例21肘を対象

にした内訳は男16例，女5例で，手術時年齢は

75～87歳,平均79歳であった罹患側は右17例，

左4例であった．発症から手術までの罹患期間は

平均26か月であった術前の神経伝導速度は16

例で遅延し，5例で導出できなかった.Semmes-

Wemstein知覚検査で13例がred,6例がpurple,

3例がblueであった．赤堀の術前病期は4が15例，

5が6例であった手術はKing変法を18例に，肘

関節に強い変形がみられた3例にはLearmonth

筋層下神経移動術を行った．示指外転再建の目

的でNeviaser法を14例に併用した術後経過観

察期間は12～39か月，平均21か月であった

【結果】最終調査時に小指のしびれは17例で軽減

し，4例で消失していた．神経伝導速度検査で導

出不可が3例，遅延が9例で，8例が正常に回復し

ていた.SW知覚検査では12例で改善していたが，

3例が依然redであった．健側比の握力は術前の

平均72％から100％に，ピンチカは36％から77％

に増加していた赤堀の予後評価では優5，良7，

可9であった．

【考察】高齢者の肘部管症候群では病期の進行し

た症例が多かった赤堀の予後評価では，可が

12例と全体の57％を占めていたが，全例にしび

れが改善していた．握力とピンチカも術前より

増加していた年齢を判断基準に手術適応を決

めるのでなく，高齢者でも手術により症状が回

復する可能性が高く，活動性が低くない症例に

は積極的に手術するべきである．手術術式では

Kmg変法とLearmonth筋層下前方移動術は，適

応を選んで行うとどちらも有用な手術方法とい

える．
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重度肘部管症候群にたいする腱移行術に

よるつまみ動作再建の治療成績

ReconstructionofPmchRlnctionbyT℃ndonTransfbrfbr

SevereCubitalTunnelSyndrome

'独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科，

2松村外科整形外科，3独立行政法人国立病院機

構国立成育医療センター第二専門診療部

○森澤妥1,吉田篤1,小見山貴継1,

松村崇史2，高山真一郎3

【目的】肘部管症候群では肘での尺骨神経の除圧

によって，瘻痛や知覚の改善は期待できるが，

手内筋の萎縮が高度な場合は運動機能回復が困

難なことが多い．このような症例には，腱移行

によるつまみ動作再建が施行されているが，そ

の有効性と問題点を検討する目的で手術症例を

検討した．

【対象と方法】：症例は6例男性4例，女性2例，

年齢は平均67.7歳，経過観察期間は平均16カ月で

あった．適応は赤堀分類で4期以上,ADM,FDI

の筋萎縮が存在し，つまみ動作の困難を訴える

症例とした術前に母指の内転力と示指の外転

力を健側と比較して著しく低下しているものを

再建した．2例では尺骨神経除圧術はすでに施行

されており今回は腱移行術のみを施行した全

例でNeviaser法，そのうち3例にSmith法,2例

にLittler法を併施した．検討項目は1)ピンチカ

(全例で術前と最終診察時),2)ADL障害の改善

程度（書字，ボタンかけ,箸の使用，つまみ動作）

(利き手であった5例)，3)満足度としたピンチ

カは健側を100%としての健側比を,ADL障害

の改善は不変0点，軽度改善1点，中等度改善2点，

正常範囲内へ改善3点として計12点満点で計算し

た．満足度は大変満足，満足，普通不満の4段

階評価とした．

【結果】しびれ感は肘での尺骨神経の除圧を施行

した4例中3例で軽減,1例で不変であった．ピン

チカは術前36％（健側比）から最終診察時63％

と改善,ADL障害も平均8.8点と個体差はあるが

改善を認めた満足度は大変満足2，満足3，普

通1であった．

【考察】重度肘部管症候群に対する腱移行による

つまみ動作再建術の成績は良好で筋萎縮が強い

症例に対しては，積極的に施行されるべきと考

えられた．

一S117-

！



！

1-6-29

肘部管症候群重症例に対する一期的示指

外転機能再建術の有用性

EffectsofTendonTransfertoRestorelndexFinger

AbductionfbrSevereCubitalTunnelSyndrome

東北労災病院整形外科

○信田進吾

【目的】小指の鉤爪変形や知覚脱失を呈する肘部

管症候群の重症例の中で，神経伝導検査で小指

外転筋(ADM)の複合筋活動電位(CMAP)が

導出不能のより重症例に対して早期のピンチカ

獲得を目的として,示指外転機能再建術(Bruner

法）を一期的に行ってきたので，治療成績を分

析し本手術の有用性を検討した

【対象と方法】2002年以後に本手術を行った肘部

管症候群の重症例で術後1年以上経過観察でき

た19例20手を対象とした．男性16例17手，女性3

例3手で年齢は平均66歳である．臨床的病期の赤

堀分類は,Froment徴候に加え小指の鉤爪変形

を示す4期が14手，小指の痛覚脱失を伴う5期

が6手である．手術は尺骨神経剥離術とBruner

法を一期的に行い,Bruner法は短母指伸筋腱を

母指MP関節部で切離し皮下を通して第一背側

骨間筋腱へ移行，縫合し，3週間の外固定を行っ

た．術後経過観察期間は平均17カ月であった

【結果】術後成績は，赤堀の評価法で優が4

手，良が12手，可が4手，不可が0手であっ

た．可の4手中l手は知覚障害が残存し，3手

はFroment徴候が残存していた全例に筋力の

改善を認め，握力(kg)は術前17.6±8.1から術後

23.9±9.3となり，ピンチカ(kg)は術前2.9±l.9か

ら術後5.2±1.9と有意に改善していた(p<0.001).

Froment徴候が陰性化した17手の陰性となった

時期は術後平均5カ月であった．片側例18例に

おけるピンチカの対健側比は術前が平均35％，

術後3カ月が44％，術後6カ月が55％，術後1

年が67％であり，経時的に増大していた母指

MP関節伸展力の低下はみられなかった

【結論】肘部管症候群の重症例に対するBruner

法は，手技が簡便で術後早期にピンチカの回復

が得られる良い手術法である．
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特発性肘部管症候群における尺骨神経内

視鏡所見の異常範囲とMcGowan分類の

関係

RelationshipbetweenAbnonnalEndoscopicmnarNerve

LengthFindingsandMcGowanGradinginldiopathic

CubitalTunnelSyndromePatients

'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

○吉田綾1,奥津一郎2,浜中－輝2

【目的】肘部管症候群における尺骨神経内視鏡所

見とMcGowan分類の関係について検討する．

【方法】2003年9月～2009年5月に肘部管症候群

の診断でUniversalSubcutaneousEndoscope

(USE)systemによる内視鏡補助手術を行った

88肘81症例の術前McGowan分類と尺骨神経内

視鏡所見による異常所見の範囲（神経上膜の肥

厚,神経束の蛇行や肥厚,神経束間脂肪組織消失・

血流途絶）との関係について検討した

【結果】手術時平均年齢60歳，平均追跡期間14カ

月．術前McGowan分類Gradel:6手,II:44手，

III:38手であった.1例でarcadeofStruthersお

よびOsborne靭帯部での尺骨神経絞槐が認めら

れ，その他全例でOsborne靭帯部で絞拒が認め

られた尺骨神経内視鏡所見総異常長の平均(標

準偏差）はMcGowan分類I,II,IIIでそれぞれ

9（3.22),9.09（305),9.36(2.87):trend-P=0.22,

中枢側異常長の平均（標準偏差）は同様に4.67

(2.88)，5．08（2.38),4.21(1.23):trend-P=0.15

で，重症例ほど異常長は高値であった．末梢側

異常長の平均（標準偏差）は同様に4.33（1.21)，

4.01(1.31),4.21(1.23):trend-P=0.067で，重

症例ほど末梢側異常長は僅かに高値となる傾向

だった．

【考察】肘部管症候群の尺骨神経障害は肘部管の

Osborne靭帯部での絞掘が原因となることが多

いが，内視鏡所見としての神経の異常は中枢側

および末梢側にそれぞれ最大lOcm,6cmの範囲

で認められた．異常範囲は重症度に応じて広が

る傾向にあった．手術の際には肘部管部のみで

なく中枢側および末梢側それぞれ10cmの範囲で

の観察および異常所見相当範囲の除圧が必要で

ある．
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肘部管症候群における知覚過敏例の検討

HpyeresthesiainCubitalTunnelSyndromePatients

'岐阜県総合医療センター整形外科，2岐阜大学

整形外科，3岐阜県立下呂温泉病院整形外科

○野々村秀彦'，横井達夫'，河村真吾1，

大野義幸2・鈴木康3

【目的】末梢神経障害に対する定量的知覚評

価法として，我々は1996年2月よりCurrent

PerceptionThreshold(CPT)を原理とする知

覚測定器NeurometerCPT/Cを用いている．

2000Hz,250Hz,5Hzの3種類の電気刺激がそれ

ぞれAβ線維A6線維,C線維に対応しており，

神経線維毎の定量的知覚評価が可能である．我々

は第45回当学会において，手根管症候群（以下

CTS)の患者には知覚低下だけでなく知覚過敏の

状態が存在する事,C線維の知覚過敏例は浜田の

分類1型では16.7％なのに対して3型では0％と軽

症例ほど知覚過敏例が多く存在する事を発表し

た．今回は肘部管症候群(CubTS)の知覚障害

について，特に知覚過敏例に注目して調査検討し

た

【方法】CubTSの48名64手(23～89(平均60.0)歳，

男;21,女;27,赤堀の病期分類第1期;29,第

2期；8，第3期；14,第4期；6，第5期；7）を対象と

した.CPT検査の他に,s-2PD,S-Wを測定した

【成績】知覚障害の感受性はs-2PDが58.0%と最

も高く,ついでCPT検査250Hzの51.6%であった

S-Wは50.8%,CPT検査2000Hzは48.4%,5Hz

は37.5％の感受性であった．また,2000Hzでは

知覚過敏例は0％であったが,250Hzでは4.7%,

5Hzでは9.3%の患者に知覚過敏を認めた．病期

分類別では,5Hz刺激で第1期;6.9%,第2期;0%,

第3期；21.4%,第4期；16.7%,第5期；0％の割合で

知覚過敏を示した

【結論】CubTSに対する知覚障害の感受性は，

s-2PDが最も高く,250Hzおよび2000HzはS-W

とほぼ同等であり,5Hzの感受性は更に劣る傾向

があった．また,CubTS患者の約1割はC線維

が知覚過敏の状態である事が判明したCTSと

異なり,CubTSでは病期がある程度進行した第3.4

期で知覚過敏例の割合が高く,CTSとCubTSで

知覚障害の病態が異なる可能性が示唆された．

1-6-32

肘部管症候群に対する知覚・痛覚定量分

析装置(PainVision@)による最小電流域
値評価

QuantitativeEvalutionofCurrentPerceptionThreshold

byPerceptionQuantitativeMeasuringDevice(Pain

Vision)fbrCubitalTunnelSyndrome

'信州大学整形外科，2信州大学リハビリテー

ション部

○村上博則'，中村恒－1，井戸芳和2，

内山茂晴'，加藤博之Ⅲ

【目的】知覚・痛覚定量分析装置(PainVision｡:

二プロ，大阪）による最小電流域値(Current

PerceptionThreshold:CPT)測定が肘部管症候

群(CuTS)の感覚障害の定量化に有用か検討した．

【対象と方法】病歴，自覚症状，臨床所見および

神経伝導検査にてCuTSと診断し手術された患

者20例（男性13例,女性7例),平均年齢64.8歳（50

～82)．赤堀の病期分類では1度:1例2度:1例，

3度:3例,4度:11例,5度:4例．コントロール(Ctrl)

群として健常成人20例，平均年齢53歳とした．

知覚・痛覚定量分析装置としてPamVision③を

使用したCPTは示指，小指掌側に貼付した表

面電極を通して漸増性の電流を流し，電流を感

じたら被験者が直接ボタンを押して測定，3回

繰り返し平均を出した.CuTS群とCtrl群との

CPT比較,CPTの再現性,CPTとDASHスコア，

握力，サイドピンチカ,Semmes-Wemstemtest

(SW),2点識別覚(2PD)との相関を検討した．

【結果】CuTS群の患側小指CPTは平均20.7"A

(1回目平均20.8,2回目20.5,3回目20.5）であっ

た．患側示指CPTは平均14.6"A(1回目平均

14．6,2回目14.4,3回目13.3)であった．健側小

指CPTは平均13.3"A(1回目平均13.5,2回目

13.4,3回目13.6)．高い再現性が得られた一方

Ctrl群の小指CPTは平均7.47"Aであり患側小

指CPTに比較して有意に低かった(p<0.05).

CuTS群のDASHは平均35.4点，握力：平均

21.3kg(健側28kg),サイドピンチカ:平均52N(健

側76N),SW:4.52(健側3.28),2PD:13.3(健

側5.29）であったが，患側小指CPTとは優位な

相関は認められなかった

【結論】CuTSの感覚障害の定量化にPain

Vision②は有用と思われるが，今後症例数を増や

し術後の反応性の検討が必要である．

一S119－
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肘部管症候群患者のCT,超音波を用いた
解剖学的検討

AnatomicalExannationbyusingCT,USfOrCubital

nlnnelSyndrome

東邦大学医学部整形外科

○大日方嘉行，関口昌之，川上裕史，

勝呂徹，土谷－晃

【目的】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第53回本学会

において，肘部管症候群患者の上腕骨CT画像

を用いて独自の計測線を設定し上腕骨の回旋角

度を計測し報告した．今回症例数を増やし，さ

らに超音波を用いて尺骨神経の動態を観察した

ので検討し報告する．

【対象】症例は2007年4月から2010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14例（男性12例，女性2例）で，手

術時年齢は37から65歳であった．30から39歳の

10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を撮影し，上

腕骨頭部の後方傾斜角と，上腕骨穎部の横軸を，

独自の計測線を設定し計測，上腕骨頭後方傾斜

角を基準とした上腕骨穎部の回旋角度を測定し

た．超音波機種は東芝AprioXGを使用した．

【結果】上腕骨の骨頭と穎部の回旋角度は肘部管

症候群患者群（以下患者群患者群）が平均22.6｡，

健常者群が平均29.3.であったMann-whitney
検定にて統計学的有意差が得られた．

【結論】上腕骨頭は後方回旋しているため，回旋

角が小さい場合は穎部が内旋している事を示し

ている．今回の計測から肘部管症候群患者群は

コントロール群に比べ穎部がより内旋している

という結果が得られた．上腕三頭筋の長頭以外

の筋は上腕骨近位に付着しているため，上腕骨

の回旋に伴い上腕三頭筋も健常群に比較して回

旋方向へ走行していると考えられ，肘関節の屈

曲に伴い上腕骨穎部付近では上腕三頭筋の筋膜

が内側にシフトしやすくなると予想された．上

腕三頭筋が内側にシフトする事により，上腕三

頭筋による尺骨神経の内側上顎への圧排が強ま

ると考えられたこれらを裏付けるため超音波

による肘屈曲動作中の尺骨神経の動態撮影を行

い観察したので合わせて報告する．

1-6-34

肘部管症候群に対する拡散強調MRI診断

の試み

DiffilsionWeightedlmagefbrCubitalTumelSyndrome

'千葉大学大学院整形外科学，2千葉大学大学院

環境生命医学

○國吉一樹'，鈴木崇根2，岩倉菜緒子'，

樋渡龍1,村上賢一！

【はじめに】我々は肘部管症候群（以下CuTS),

特に電気生理学的検査陰性例に対してより客

観的な補助診断を得ることを期待して尺骨神

経の拡散強調MRI(以下DWI)を撮影し，

ApparentDiHilsionCoemcient(以下ADC:み

かけの拡散係数）値の計測を行っている．今回，

その有用性につき検討したので報告する．

【対象と方法】対象はCuTS群14例14肘および健

常群（以下H群）4例8肘である.CuTS群のう

ち電気生理検査陰性例(以下N群)が4例(男2例，

女2例，平均年齢42歳)，陽性例（以下P群）が

10例（男6例，女4例，平均年齢50歳）である.H

群は男2例，女2例，平均年齢48歳である．撮影

はPhilips社製Achieva1.5TNovaDualを用い，

SENSEfactor2でFOV160mm,slice厚4mm,

gap-lmm,bfactorOおよび1000,Matrixl60

xl28,TR4324/TE73/TI170にSTIRを加え，

coilはfiex-Mを使用したADC値は内上穎レ

ベルで尺骨神経断面にROIを設置してワーク

ステーション上にて計測した．各群間をMann-

WhitneyU検定を用いて検討し,p<0.05を有意

差ありとした

【結果】ADC値(×103mm2/S)はN群1.53±0.42,

P群1.60±0.44,H群1.14±0.13であった．H群に

対してP群は有意に高値を示した(p=0.019)が，

N群は有意差を認めなかった(p=0.113).N群
とP群間には有意差を認めなかった

【考察】最近，様々な領域において拡散強調MRI

によるADCを用いた疾患評価の有用性が報告さ

れてきている．今回の検討ではP群に対しては

DWIが尺骨神経の質的な変化を捉えられる可能

性が示唆された.N群についてはH群に対し有

意差を認めなかったが，サンプルサイズが小さ

かったせいもあり今後さらにデータを蓄積し検

討を行っていきたい．

一Sl20-
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ピンチメーターを用いた深指屈筋の筋力

測定

QuantitativeMeasurementofRexorDigitorumProfUndus

MuscleStx℃ngthusingPinchMeter

'泉整形外科病院，2山形大学医学部整形外科

○齋藤依里子1，佐竹寛史2，荻野利彦2，

照井千尋l,高原政利！

【目的】徒手筋力測定(MMT)は5段階の半定量

的検査法であり，検者の裁量により安定した判定

が行われない場合がある．演者らはピンチメー

ターを使用して深指屈筋(FDP)の筋力を測定

し，定量的な解析を進めてきた．本研究では肘部

管症候群(CuTS)と手根管症候群(CTS)患者

のFDP筋力を測定し，測定方法による差異を調

べた

【対象と方法】対象は平成20年から22年の間に

FDP筋力を測定したCuTSの患者30例,33手

(CuTs群）とCTSの患者35例,46手(CTS群）

である．年齢はCuTS群が24～77歳(平均54歳),

CTS群が27～78歳（平均53.6歳）であった．筋

力評価としてMMT,握力，母指と示指のピンチ

カ，およびFDP筋力を測定した知覚評価とし

て2点識別検査(2-PD)を行った．また，神経伝

導速度検査も行った.FDPの筋力測定の方法は

ピンチメーターを用いて，バーに水平に指を置き

縦方向に牽引する方法を縦測定，バーに垂直方

向に指を置き横方向に牽引する方法を横測定とし

たFDP測定方法による差異と罹患側における

低下の程度を調べた．

【結果】握力の平均は,CuTS群が患側:30kg,健側：

37kg,CTS群が患側:22kg,健側:23kg,IJ

ンチカの平均は,CuTS群が患側:5.6kg,健側

7.0kg,CTS群が患側4.5kg,健側5.lkgであった．

小指FDP筋力の平均は,CuTS群で縦測定が患側：

4.5kg,健側:5.3kg,横測定が患側:4.4kg,健側:5.2

kg,CTS群で縦測定が患側:3.6kg,健側3.9kg,

横測定が患側3.5kg,健側3.8kgであった．

【考察】CTSの患者よりCuTSの患者の方が患

側の握力，ピンチカが健側に比べて低く，小指

FDPの筋力の健側差は測定法によらずCTSが平

均0.3kg,CuTSが平均0.8kgであった．ピンチメー

ターを用いることによりFDPの定量的筋力測定

が可能であり，術前後の評価に応用できる．

1-6-36

肘部管症候群に対する上肢機能評価票の

反応性の比較検討

ComparativeResponsivenessoftheHand20andthe

DASH-JSSHaftertheTreatmentfOrCubitalTunnel

Syndrome

名古屋大学医学部手の外科

○ 岩月克之，栗本秀，新井哲也，

夏目唯弘，平田仁

【目的】上肢機能評価票としてすでにDisabilities

oftheArm,ShoulderandHand(DASH)が使

用されているが，我々は独自の上肢機能評価票

Hand20を作成し,Hand20の内的整合性，再テス

ト再現性を調査しDASHと同等以上の結果が得

られることを報告してきた．今回，肘部管症候

群に対する治療の前後において,DASHおよび

Hand20の反応性につき比較検討を行った．

【対象・方法】2008年1月より肘部管症候群に対

し手術的治療を行った患者のうち，治療の前後

にDASH,Hand20を用い評価した患者を対象と

した機能評価票の評価不適例は質問項目の1割

以上で欠損が存在する場合とした．術後3カ月で

の値を用いて，標準化反応平均(SRM),エフェ

クトサイズ(ES)を用い検討した

【結果】術前および術後3カ月時点でDASH,

Hand20を調査した患者は,25例で男性15例，女

性10例であった．年齢は平均55.3歳で，術式は単

純除圧術11例，皮下前方移行術8例,KING変法

l例,筋層内移行術5例（再手術4例を含む）であっ

た25例中DASHは10例が評価不適例となった

のに対し,Hand20の評価不適例は1例のみであっ

た手術前後のDASH,Hand20の値を検討する

と,DASHは術前の平均30.1点から22.3点(p<

0.05),Hand20は40.2点から29.5点(p<0.01)に

有意に改善した瘤痛スコアも術前3.22から2.22

(p<O.01)へと改善した．手術の前後における

反応性は,DASH/Hand20でSRMは0.65/0.71:

ESは0.33/0.44であった．

【考察】Hand20は評価不適例がl例のみであった

のに対し,DASHは10例が評価不適となった．

DASHは欠損項目を生じやすく評価不適例とな

りやすいといわれているが，今回の結果でも同

様の結果であった．一方Hand20は評価不適例が

少なく，治療前後においての反応性にてDASH

と同等以上の成績が得られ，肘部管症候群にお

いても有用な評価票である．
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中高年特発性手指屈筋腱滑膜炎の検討

ClinicalReviewofTenosynovitisoftheHexorsmElders

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12例女19例，

右13手左12手両側6例の31例37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1:30手

2：5手3：2手,MRI施行例33手中屈筋腱滑膜

炎32手手関節炎13手,CRP上昇31例中24例,RA

陽性31例中1例，滑膜炎の活動性を示すMMP-3

陽性22例中15例，抗CCP抗体陽性18例中l例．

【結果】症状が軽いか軽快傾向の5例を除き，26

例31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A1pulley切離を行った組

織所見は30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1例を除き軽

快し，全例で手指運動障害･運動痛も改善したが，

長期経過例では改善が悪く2例は前腕での滑膜

炎が遷延した．

【結論】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3例が基礎疾患を背景とし，他24例28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例であった加齢によ

る代謝障害を背景とした特発性屈筋腱滑膜炎の

clinicalentityを確立する必要がある．

1-6-38

動物咬傷による手指化膿性屈筋腱滑膜炎

の手術治療

Opemtiven℃atmnemfbrPyogemcFlexorT℃nosynovitisof

theHandbyAmmalBite

新潟県立小出病院整形外科

○白旗正幸，秦命賢，傅田博司，

佐藤朗

【目的】手指化膿性屈筋腱滑膜炎は，早期に適切

に治療しないと重篤な機能障害を後遺する恐れ

がある．特に咬傷の場合，外観に比し創が深部に

達することが多いため見過ごされ易い上に発症

し易く，また症状も早期に重症化し易い．今回当

院で経験した動物咬傷による手指化膿性屈筋腱

滑膜炎の手術治療について報告する．

【対象】過去2年間に手術を行った5例5指．全

例女性，右側利手．平均年齢44.4歳(10-76).易

感染因子となり得る基礎疾患としてl例に穎粒

球減少症を認めた．原因となった動物は犬3，猫

2．受傷指は示指2，中指3．受傷側は右側4，

左側1．受傷から初診までの期間は，当日から最

長5日．全例にK2navelの4主徴を認めた手

術は全例腋窩ブロック下で病変部全域をzigzag

切開して開放し，徹底的にデブリードマンと生

食洗浄を行った．うち4例に対し小児用アトム

チューブを留置して術翌日より持続洗浄療法を

行った．全例に対し術翌日より最長5日以内に，

作業療法士指導下で手指自動運動を開始した．

【結果】術中所見によるMichon分類は，全例

Stage2であった．2例で起因菌が検出された

全例で一期的に感染の鎮静化を得た．術後平均

経過観察期間は228.2日（93-339）であった．屈筋

腱%TAMは平均91.4%(80.8100),健側握力比

％は平均91.7%(84.6-109.0)であった．一方3例

でPIP関節の伸展制限(-15～-40度平均-28.3度）

が残存した

【考察】今回対象となった受傷原因の動物は，全

て身近で飼われている愛玩動物でありまた，比

較的小柄ゆえに警戒されにくいが，発症により重

症化し易いため注意や啓蒙が必要である．屈筋腱

%TAMの改善度に対し,PIP関節の伸展制限が

残存した症例が認められた点については，今後の

同疾患の治療に際しその合併の可能性について

十分に注意し後療法を進める必要がある．
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Mycobacteriummarinumによる手の化膿
性腱鞘炎

MycobacteriumMarinuminducedTenosynovitisofthe

HandandWrist

'順天堂大学浦安病院整形外科，2東京労災病院

整形外科，3杏雲堂病院整形外科

○原章19市原理司Ⅱ工藤俊哉1,

楠瀬浩一2，富田善雅3．

【はじめに】非定型抗酸菌であるmycobacterium

marinum(Mmarinum)は淡水や海水中に存在

し，魚に感染して病巣を作る．至適発育温度が

28～32℃であり，37℃ではほとんど発育しない

ため，体温よりも温度の低い手指に多くみられ，

手の化膿性腱鞘炎を生ずると難治性となる．自

験例5例を報告し，若干の考察を加えた

【対象と方法】当科および関連施設にて経験した

Mmarinum感染の4例と，受傷機転や職業など

からMmarinum感染が強く疑われた1例を対

象とした

【結果】5例の年齢は22歳～64歳,全例男性であっ

た．全例で魚を扱う仕事か，または受傷機転で

明らかに魚と関連していた．屈筋腱4例，伸筋腱

1例で，4例は1度の滑膜切除と6カ月～llカ月の

抗菌薬投与で治癒し,1例は2回の滑膜切除を施

行した全例，切除滑膜の病理検査で類上皮肉

芽腫と診断され，起因菌が同定される前に職業

や受傷機転からMmarinum感染を疑い抗菌薬

の投与を開始した．起因菌は4例でMmarinum

が確認されたが,1例は菌の同定に至らなかった．

抗菌薬の感受性結果が判明した2例では，ともに

INHには感受性がなく,RFP,EB,LVFXなどに

感受性が見られた．

【考察】本邦におけるMmarinum感染は調べえ

たかぎり自験例4例を含めて33例あり，報告施設

の所在する市町村は全て海に面していた．都道

府県別では香川が5例で最も多く，岡山・高知・

大阪と自験例の千葉が各3例,その他,大分･兵庫・

鳥取・愛媛など西日本，特に太平洋側での報告

が多い．また，東北地方，北海道や沖縄県では

報告がみられなかった．これは,Mmarinumの

発育温度にも関係していると思われ，月別平均

海水気温が15～25℃のところと一致した．

【結語】Mmarinumの発育には海水の温度が関

係していると推察された．

1-6-40

Diabetichandとは？

WhatistheDiabeticHand？

名古屋大学大学院手の外科学

○奥井伸幸，山本美知郎，建部将広，

篠原孝明，平田仁

【はじめに】糖尿病(DM)患者では一般人口に

比較して手の障害の発生頻度が高い．拘縮や浮

腫を伴った複数指腱鞘炎では治療に難渋するこ

ともある.Diabetichandと呼ばれる症例につい

て検討した．

【対象と方法】当院にて2008年2月から2010年7月

までの間に外来受診した患者を後ろ向きに調査

し，複数指腱鞘炎の患者59例(DM群30例，非

DM群29例）を対象とした男性26例，女性33

例．平均年齢62.2歳（32-85歳).ADL評価には

DASHとHAND20を用いた．

【結果】平均年齢はDM群65.3歳,非DM群58.9歳．

腱鞘切開施行はDM群15例50%,非DM群11例

38%.CTS合併はDM群7例23%,非DM群l1例

38%.Dupuytren拘縮合併はDM群6例20%,非
DM群0例0%.平均DASHscoreはDM群38.0点，

非DM群34.8点．平均HAND20scoreはDM群

42.3点，非DM群42.2点であったDupuytren拘

縮は全例軽度で手術適応例は無かったDM群の

21例70％に何らかの手指拘縮を認めた

【考察】Diabetichandとは蛋白の異常蓄積

や組織の虚血が原因となり,Limitedjoint

mobility(LJM)(Diabeticcheiroarthropathy),

Dupuytren拘縮tenosynovitis(ばね指）が典
型的な症状とされている．これらはDMの罹患

期間に応じて発生頻度が上がると報告されてい

る.DM患者では手術が選択されることが多く，

ステロイド腱鞘内注射の有効性が低いという報

告と合致する結果となったDASH,HAND20

scoreはDM群のほうで平均年齢が高いにもかか

わらずほぼ同等であった．これはDMの有無は

障害の重症度には影響を与えていないことを示

唆した.Diabetichandの典型と言われる3症状

がそろう症例は6例であったが，非DM群では存

在しなかったこれははっきりとDiabetichand

の存在を意味する．前向き研究による注意深い

診察によってもっと多くのDiabetichandが見ら

れることは十分考えられる．
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上肢手術に対する超音波ガイド下腕神経
叢ブロック（鎖骨上法）の経験

mtrasound-guidedSupraclavicularBlockfOrSurgeryin

UPperExtl℃nty

東京都済生会中央病院整形外科

○亀山真，小見山貴継，手塚正樹，

柳本 繁

【はじめに】近年の超音波検査機器は携帯型にお

いても性能が向上し，これをガイドとしての腕

神経叢ブロックが行われている．今回当院で施

行している超音波ガイド下腕神経叢ブロック（鎖

骨上法）の実際を紹介し，その有用性を述べる．

【対象および方法】当院では2009年9月以降，超

音波ガイド下に腕神経叢ブロックを128例行なっ

ており，このうち鎖骨上法を選択した88例を対

象とした．年齢は13～86歳（平均53.2歳),性

別は男性43例，女性45例であった．症例の内訳

は，術式別では骨関節手術56例，軟部組織手術

32例,部位別では肘部15例,前腕l例手関節49例，

手指23例であった．ブロックの方法は，周波数

12MHzリニア式探触子を鎖骨と平行に鎖骨上窩

へ置き,22Gカテラン針を探触子の外側約lcm

から刺入（平行法)，鎖骨下動脈外側に描出され

る腕神経叢の周囲へ麻酔薬(0.75%ロピバカイン

20mlと1%リドカイン10ml)を注入した．注入

より10～15分後に麻酔の効果を確認し，必要に

応じ腋窩法でのブロック，手術創への局所浸潤

麻酔を追加した．

【結果】本法単独で手術を遂行できた例は64例，

ブロックの追加あるいは局所浸潤麻酔を行った

例は19例，ブロックの追加と局所浸潤麻酔の両

方を行った例は3例，麻酔が効果を発揮せず全身

麻酔を要した例は2例であった．手術時間は20

～180分（平均75分）で，術中の駆血帯による痙

痛が問題となった例はなかった合併症として，

Horner症候群を4例に認めたが自然軽快し，気

胸，持続性の神経障害，症候性の横隔神経麻痒

を発症した例はなかった．

【結論】本法では，一時的な横隔神経麻痒や交感

神経麻揮を生じる可能性があるが，気胸や，腋

窩法で問題となる駆血部痛，血管穿刺の可能性

は低く，上肢手術において汎用性の極めて高い

麻酔法といえる．

1-6-42

上肢手術におけるエコーガイドによる鎖

骨上窩腕神経叢ブロックの有効性

TheEffectivenessofUtrasound-GuidedSupraclavicular

BrachialPlexusBlockinUpperExtrentySurgery

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

○佐久間悠，岩本卓士，鴇田朝海，

猪狩勝則，桃原茂樹

【目的】腕神経叢ブロックには種々の方法がある

が，近年ではより安全で確実な手技としてエコー

ガイド下神経ブロックが注目されている．当施設

におけるエコーガイド下の鎖骨上窩腕神経叢ブ

ロックの手技，成績について報告する．

【対象・方法】関節リウマチ(RA)患者21名22手

を対象とし，麻酔薬は1％リドカイン20mと1%

塩酸ロピバカイン10mlの混合液を使用した仰

臥位にてエコープローブを鎖骨上窩に当て鎖骨

下動脈の短軸像を描出し，その外上方に存在する

腕神経叢を目標としてプローブの長軸方向に外

側から注射針を刺入する．針先が不明瞭である場

合には少量注入することでその位置を確認しな

がら，動脈外側に針が到達したことを確認し麻酔

薬を注入する．神経刺激装置の使用および放散痛

の確認は行っていない．麻酔手技に要する時間，

麻酔効果，合併症に関して検討を行った

【結果】麻酔に要した時間は平均2.6分で，手技中

に強い放散痛を訴えた症例はなかった．執刀まで

の平均29.3分で9例（40.9%）に皮切部の麻酔薬注

入を行ったのみで，全例に十分な麻酔効果が得ら

れた手術時間は平均887分で麻酔薬の術中追加

を要した症例はなく，ターニケットペインも認め

なかった神経損傷・気胸・局麻薬中毒等の合併

症が生じた症例はなかった．

【結論】一般的に整形外科医には合併症の少ない

腋窩ブロックが好まれる傾向にあるが，ターニ

ケットペインの制御が困難であり,RA患者では

肩関節障害により麻酔体位の保持が難しい場合

もある．本法はポータブルエコーで鎖骨下動脈が

確認できれば簡便かつ短時間に行うことが可能

であり,1回の刺入により放散痛の確認なく施行

するため患者の苦痛も少ない．気胸や呼吸不全な

どの合併症には十分な注意が必要であるが，本法

は上肢手術において安全かつ効果的な麻酔方法

と考える．
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手の外科手術におけるエコーガイド下で

の鎖骨上神経ブロックー麻酔効果に影響
を与える因子について一

InfluencmglhctoroftheAnalgesicEffectofUtrasound-

guidedSupraclavicularNerveBIockfbrHandSurgery

'東大阪市立総合病院整形外科，2奈良県立医科

大学整形外科

○大田大良1,重松浩司l,北條潤也1,

面川庄平2，田中康仁2

【目的】エコーガイド下での鎖骨上神経ブロック

は，神経，血管などの解剖学的構造をリアルタ

イムに把握できるため安全にかつ確実に麻酔を

施行できるが，まれに十分な麻酔効果が得られ

ない症例が存在する．今回我々は，同ブロック

の効果に影響を与える因子を調査した．

【対象】2009年4月以降に当院で手の外科手術に

対し同ブロックを施行した82例を対象とした．

男性48例，女性34例，平均年齢は54歳であった

神経・血管損傷，血気胸などの重篤な合併症を

生じた症例はなかった．74例で十分な麻酔効果

を得られたが，8例では十分な麻酔効果を得ら

れず，1例で腋窩神経ブロック，4例で局所静脈

内麻酔，3例で局所麻酔を追加した．全身麻酔や

鎮静を必要とした症例はなかった今回我々は，

鎖骨上神経ブロック単独で十分な麻酔効果が得

られた症例をA群，他の麻酔を必要とした症例

をB群とし，2群間で性別，年齢，身長，体重

BMI,手術部位を統計学的に比較検討した．

【結果】平均体重はA群で59Kg,B群で78kgで

ありB群にて有意に高値であった(P<0.05).

また,BMIでもA群で22,B群で28であり有

意差を認めた(P<0.05).その他の因子では有

意差を認めなかった．

【考察】今回の結果ではB群で体重およびBMI

が有意に高値であることから，肥満患者では鎖

骨上神経ブロックの効果が不十分になる可能性

が高いことが示唆された．肥満患者では神経が

深部に位置し，また脂肪組織によりエコー像が

不鮮明になるために，神経周囲に正確に局所麻

酔薬を注入することが難しくなることが原因と

して考えられたエコーを用いることで，通常

は容易に鎖骨上神経ブロックを成功させること

ができるが，肥満患者の場合は他の麻酔方法も

含め慎重に適応を検討すべきである．
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血管内カテーテル治療後の上腕部コン

パートメント症候群

AcuteCompartmentSyndromeintheUpperAnnafter

IntravenousCatheterization

'大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科)，

2大阪府立成人病センター整形外科

○大森信介'，三宅潤一1，中紀文2，

村瀬剛'，荒木信人2

【はじめに】上腕部のコンパートメント症候群は

まれとされるが，今回血管内カテーテル治療後

に発症した4例を経験したので報告する．

【症例】平均70歳(55～80歳）の4例で，いずれ

も高度動脈硬化を有し複数剤使用の抗凝固療法

を受けていた．2例は陳旧性心筋梗塞に対するカ

テーテル検査で,肘部上腕動脈からの穿刺がl例，

前腕僥骨動脈がl例であった．2例は肘部上腕動

脈穿刺から，それぞれ鎖骨下動脈，心臓冠動脈

へのステント留置が行われた．カテーテル施行

時間の比較的短い3例は検査後1時間以内に，2時

間を超えるカテーテル施行時間を要したl例は検

査中に上腕前面の著明な瘻痛と腫脹が出現した．

Whitesides法による内圧測定でコンパートメン

ト症候群と診断し，緊急で減張切開術を行った．

手術所見では，2例が上腕動脈分枝からの出血

2例が上腕動脈シース刺入部からの出血が原因で

あった．上腕動脈分枝からの出血は凝固止血で

対処可能であったシース刺入部からの出血は

通常の圧迫止血では対処困難で，吸収性局所止

血材を用いた圧迫止血をl例に，血管縫合をl例

に行った術後コンパートメント症状は軽快傾

向を示したが，吸収性局所止血材を用いた圧迫

止血で対処したl例は術後12日目にトイレでいき

んだ際に再出血を認めた．また'例で上腕部の瘻

痛の残存と前腕，手部のCRPS様瘻痛が持続し

ている．

【考察】通常上肢からのカテーテル刺入は合併症

の問題から前腕僥骨動脈が推奨されるが，太い

カテーテル使用の場合では肘上腕動脈が選択さ

れることがある．カテーテル治療後に急激な上

腕の腫脹を認めた場合，コンパートメント症候

群を念頭に置くことはもちろんだが，抗凝固療

法下の状態で止血に難渋することが多く，血管

縫合も視野に入れた対応が必要と考えられた．
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CosmeticNailSurgery

DepartmentofPlastic&ReconstructiveSurgery,

MedicalSchool,ChonbukNationalUniversity,

Jeonju,Korea,

○Kyung-MooYang,Tak-HoKim,

Si-GyunRoh,Nae-HoLee,

FmgernailservesmanyfUnctionsthatuseofthehand

fOrscratchingaswellasindefense・However,the

nailalsoprotectsthefingertip,helpsinregulation

ofperipheralcirculation,andcontributestotactile

sensation.Pickingupsmallobjectsisdifficultifthe

nailisabsent・Andtwo-pointdiscriminationwill

frequentlydoublewhenthenailislost.

Duetotheiatrogenic,congenitalorbadhabitual

behavior,naildefOrmitiesmayresultinfunctional

andcosmeticproblems,oftennecessitatingsurgical

correction.

Reconstructionofthenailwasdifficultforthe

anatomcalcharacteristicsofthenail・Anditisstill

challengingproblemremainstothehandsurgeon.1℃r

correctionofnaildefbnnity,itneedtopreoperative

evalutaionincludingtheanatomicalstudy,history

taking,adegreeofbloodsupply,pulse,skintexture,

nailcharacteristics.

AtypeofnaildefOrmitiesarenailridge,splitnail,nail

spike,hooknail,pincerortrumpetnail,etc.

DependingonatypeofnaildefOrmity,asurgical

techniqueshouldbeconsidered・Therearevarious

surgicaltechniquesuchasnailremoval,partial

resection,nailmatrixgraft,regionalHaporfreetissue

transfer.Andhandsurgeonsshouldkeepontryingto

corrrectnaildefOnnitiesinfUnctionalandaesthetic

aspectsatthesametime.
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手根管症候群重症例に対する同時母指対
立再建術(Camitz法）の治療経験

ClinicalResultofCantzIsOpponensplastyfbrSevere

CarpalTumelSyndrome

'香川大学医学部整形外科，2屋島総合病院整形

外科

○今泉泰彦'，加地良雄'，中村修'，
香川好男2，山本哲司」

【目的】母指対立障害を伴う手根管症候群に対し，

手根管開放術のみで対立機能回復を待つか，同

時母指機能再建を行うかについては統一された

見解はない．今回我々は罹病期間が長く高度な

母指球萎縮と対立障害を認めた高齢の症例に対

し手根管開放術とCamitz法を用いた同時再建術

を行った症例の治療成績について報告する．

【対象および方法】2001年1月より当科にて手根

管症候群で母指対立機能障害に対し手根管開放

術および同時母指対立再建を行った9例9手を対

象とした．手術時年齢は66～85才，平均75.2才

であった男性4例，女性5例であった．手術法

は全例手根管開放術と一期的にCamitz法を行っ

た．術後3週間の外固定を行い経過観察とした．

術後は自覚症状の改善，対立障害の有無，短母

指外転筋複合筋活動電位(CMAP),知覚神経活

動電位(SNAP)を評価した．

【結果】しびれ，対立障害，つまみやすさなどの

ADLは全例改善した．ただし母指回内が不十分

と考えられる例が3例あった.CMAPは術前導

出不能だった例が9例中6例であったがそのうち

の4例が術後6ケ月以降に測定可能となった術

前全例で測定不能であったSNAPについては最

終調査時においてもl例のみ測定可能であった

【考察】高度母指球筋萎縮を合併した手根管症候

群に対しては，今回の検討でもCMAP回復には

半年以上かかることから特に高齢者には母指対

立再建を一期的に行うことで，早期ADL改善に

は有用と考えられる．長掌筋腱は手根管開放術

の皮切が利用でき，機能損失が少なく，対立運

動の共同筋でもあることから，母指回内不十分

や腱の浮き上がりなどの問題はあるものの使用

しやすく，早期の母指対立再建を希望する高齢

者には積極的に考慮してよいと考えられた

1-7-2

重度手根管症候群に対する長掌筋一短母

指伸筋腱移行を用いた母指対立再建術(木
森法）の治療成績

ClinicalResultsofOpponensPlastyusingPalmaris

LongusTransfertoExtensorPollicisBrevisfbrSevere

CalpalTumelSyndrome

'東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科臨床

解剖学分野，2東京医科歯科大学大学院医歯学総

合研究科整形外科学分野

○二村昭元'，若林良明2

【目的】母指対立障害を呈する重度手根管症候群

に対してCamitz法が広く用いられ良好な成績が

報告されているが，対立時の回内不良，移行腱

の浮き上がりや母指MP関節の屈曲傾向などの

問題点も指摘されている．これに対し木森らは

第51回の本学会において，長掌筋腱(PL)を短

母指伸筋腱(EPB)に移行する対立再建法（以

下木森法）を考案・報告しており，今回我々は

本法を追試したのでその治療成績を報告する．

【方法】対象は2008年6月以降本法を施行した手

根管症候群7例8手．男性1例女性7例，右5手，左

3手，手術時平均年齢は61歳(35～85歳),平均

術後経過観察期間は14ケ月(12-20ケ月）であっ

た.1例は患側中指腱鞘炎,3例は反対側手根管

症候群を合併していた手術は木森らの報告に

準じて手根管開放後に筋腱移行部で切離した

EPB末梢端を前腕掌側に誘導し，手首皮線より

2.5cm近位で切離したPL中枢端と縫合して腱移

行を行い，その際PL末梢端を尺側手根屈筋に縫

合することで作成した滑車に移行腱をくく､らせ

た．術前と術後1年時に上肢障害評価表(DASH)

スコアおよびCTSI-JSSH(CTSI)を評価した．

【結果】術後移行腱のうきあがりや母指MP関節

の屈曲傾向を呈する症例はなく対立時の母指回内

も全例良好であった.DASHスコアは術前平均

36.7から術後10.6'､,CTSI重症度スコアカ術前3.0

から術後1.4'､,そしてCTSI機能的状態のスケー

ルが術前2.7から術後1.6へと有意に改善したと

くに「カギやペンなどの小さなものを使用する」

という項目は術前2.9から術後1.6へと改善した．

【考察】木森法による母指対立再建はCamitz法

にともなう問題点を払拭する方法として，患者

立脚型アウトカムでもその有用性が示された．

本法は手掌部の手掌腱膜を挙上しないため，手

根管開放術術後に二期的に対立再建を行う際に

も有用な術式であると考えられる．
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重度手根管症候群に対する木森法の有用

性-Camitz法との比較

EfficacyofNewOpponensplastyfOrSevereCarpal

TilnnelSyndrome;Kimori'sProcedureVersusModified

CamitzIsProcedure

'独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中

国がんセンター整形外科，2土谷総合病院整形外

科，3広島手の外科・微小外科研究所

○蜂須賀裕己1,木森研治2,3,安本正徳1,

倉都滋之l,杉田孝！

【はじめに】重度手根管症候群に対する母指対立

再建の一法として,Camitz法は広く行われてい

る．しかし，移行腱の走行や癒着母指MP関

節の可動域制限や手関節部の痛みなど，問題点も

多い.2008年の本学会において木森らは新しい母

指対立再建法を発表し，その有用性を報告した．

この方法は小皮切を用いて手根管開放と同時に

長掌筋腱を短母指伸筋腱へ移行する方法である．

当科では従来横手根靭帯に滑車を作成し移行腱

を通し短母指外転筋へと移行するCamitz変法を

行っていたが，2009年11月より木森法を用い良好

な結果を得ている．今回我々はCamitz変法と木

森法によって施行された母指対立再建術の術後

成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】当院にて同一術者によって母指対

立再建術を施行され，術後3カ月以上経過した患

者9名，計11手を対象とした．このうち,Camitz

変法を施行された6手をC群，木森法を施行され

た5手をK群として比較検討した各群の平均年

齢はC群75歳,K群69歳．経過観察期間はC群

平均1年8か月,K群は8か月であった．経過観察

時全例で母指球筋の回復は認めておらず，比較項

目は1)MP関節可動域,2)掌側外転角度,3)ピン

チカ，4)手術時間とし，手掌瘻痛や満足度につい

ても調査を行った

【結果】MP関節可動域はC群40°に対しK群72.2.,

手術時間はC群103.8分に対しK群は66分であり，

この2項目では有意の差を認めた．手掌瘻痛はK

群では全例で消失していたが,C群ではl例で残

存していたまた，両手を各々の方法によって治

療した患者からは，木森法の方が瘤痛が少なく作

業療法が行いやすかったという感想を得た．

【考察】木森法はMP関節可動域保持，および手

術時間の短縮に貢献していた．自覚症状において

も良好な結果が得られており，木森法は優れた母

指対立再建術であると考えた

l-7-4

内視鏡下手根管開放術と同時に施行する
術後固定を要しない母指対立機能再建

OpponoplastywithoutPostoperativeFixationin

EndoscopicCarpalTunnelSyndromeSurgely

'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

○奥津一郎'，浜中－輝'，吉田綾2

【はじめに】手根管症候群に罹患，母指球筋が萎

縮し手指の機能障害を来す患者が存在する．腱

移行による機能再建術が行われてきたが，術後2

～3週間程度患部の固定を必要とした．

【目的】内視鏡下手根管開放術と同時に施行する

術後固定を要しない母指対立機能再建法を開発・

施行したので報告する．

【症例および方法】症例は女性4症例4手で原疾患

は手根管症候群である．平均年齢は68.0歳(SD:

1.8歳)，罹病期間は平均15.3年(1-30年）であっ

た．初診時における短母指外転筋筋力は徒手筋

力テストで0であり，正中神経領域の知覚神経障

害も存在した．手術は手根管内の浸潤麻酔と環

指の基節骨部分および母指中手指節関節部分の

局所麻酔下に空気止血帯を用いないで行った．

はじめに，われわれの報告している前腕1ヶ所

のportalよりUSEsystemを用いて手根管を開

放した浅指屈筋腱を腱交叉部分で切離,portal

より引き抜いた．短母指外転筋の停止部から母

指指節間関節尺側にかけて皮膚切開を行い，母

指基節骨の短母指外転筋停止部から尺側に向け

て直径6mm程度の骨孔を穿った．母指球部の皮

下を鉗子を用いて剥離した．長掌筋腱を動的滑

車とし浅指屈筋腱を母指球部の皮下を通して骨

孔部分に引き出した．浅指屈筋腱を長軸に二分

して一方の腱を骨孔に引き込んだ．手関節は中

間位，母指を最大掌側外転位とし，腱を基節骨

の背側を通して骨孔に入る前の浅指屈筋腱に逢

着した母指の対立，指節間関節等の動きを確

認し,Biopexを骨孔から充填した次にもう一

方の浅指屈筋腱を短母指外転の腱に縫合した

皮下埋没縫合で創を閉じた．

【後療法】後出血を防止するため1-3日圧迫包帯を

行った．その後は自由に患手使用させた．

【結果】術後早期より良好な母指対立機能が得ら

れ，対立機能不全を生じた症例はなかった．
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特発性手根管症候群患者における罹病期間
と内視鏡手術後の短母指外転筋筋力回復

RelationshipbetweenPreoperativeDurationofSymptoms

andEndoscopicPostoperativeAbductorPollicisBrevis

MusclePowerRecoveryinldiopathicCarpalTunnel

SyndromePatients

'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'，吉田綾2

【目的】絞掘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る．今回罹病期間と

術後短母指外転筋筋力回復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117手

(男性20手，女性97手）を検討対象とした．手術

時平均年齢は,59.1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，術前短母指外転筋筋力が(0)であった症例の

うち，筋力が(4,5）まで回復した率と，術前短母

指外転筋筋力が(1,2)であった症例のうち，筋力

が(4,5)まで回復した率について,Fisher'sexact

testを用いて2群間で比較検討した(p<0.05).

【結果】117手のうち,短期罹病期間群は32手（男

性4手，女性28手)，長期罹病期間群は85手（男

性16手,女性69手)であった術後52週において，

術前短母指外転筋筋力が(0)から(4,5）まで回復

した率は短期群20%(1/5手),長期群0%(0/13手）

，術前短母指外転筋筋力が(1,2)から(4,5)まで回

復した率は短期群50％(3/6手)，長期群33%(5/15

手）であった．

【結論】今回の検討結果から，罹病期間と短母指

外転筋筋力回復率の間には関係が無かった．

1-7-6

鏡視下手根管開放術における術前超音波

診断の意義

SignificanceofUlyrasonographybefOreEndoscopic

CarpalTunnelReleasefbrCarpalTunnelSyndrome

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，

坂本相哲，松尾卓見

【目的】当院では手根管症候群(CTS)に対し原

則として鏡視下手根管開放術(ECTR)を行っ

ているが，術中に鏡視用外套の挿入が困難で直

視下手根管開放術(OCTR)へ変更を余儀なく

される症例に少なからず遭遇する．1997年以降，

ECTRを予定してOCTRに変更した症例は514

症例中40例であった．OCTRに変更した例で手

根管を直視下に開放すると，正中神経は横手根

靭帯と著しい癒着を来たしており,ECTRが困

難となる原因は正中神経の癒着であると推察さ

れる．今回,ECTRを行うCTSに対して術前に

超音波検査を行い，手根管内での正中神経の可

動性を測定し，術前の補助診断としての有用性

を検討した．

【方法】対象は2010年2月から10月にCTSと診断

しECTRを予定した36例46手で，男性18手・女

性28手，平均年齢62歳平均罹患期間28か月で

あった．超音波診断装置は東芝社製SSA-660A,

探触子は14MHzを用いた正中神経は屈筋腱に

囲まれるように接しており，屈筋腱が滑走する

とそれに伴って神経は側方に移動する．この現

象を利用して，手指屈伸による正中神経の最大

側方移動距離を計測し，手術所見と比較し検討

した

【成績】ECTRを予定した46手のうち9手で

OCTRへの変更を余儀なくされた．手指屈伸に

よる正中神経の最大側方移動距離を比較すると，

OCTR変更群が平均0.90mm,ECTR群が平均

1.51mmと，有意にOCTR変更群で距離が減少

していた．

【結論】局所麻酔下，日帰り手術で行われる手根

管開放術はECTRに固着する必要はない．鏡視

下外套挿入が，瘻痛あるいは鏡視障害物のため

に難渋する症例は，嬬跨うことなくOCTRに移

行すべきである．正中神経の可動性がETCRの

難易度を予測するのに有用であった．
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手根管症候群患者における術前術後の超

音波像と臨床症状との関連について

CorrelationbetweenUltrasonographiclmagingand

ClinicalFindingsinPatientswithCarpalTunnel

SyndromebefbreandafterOpemtion

群馬大学大学院整形外科

○田鹿毅，小林 勉 ， 山 本 敦 史 ，

澁澤一行，高岸憲二

【目的】手根管症候群(CTS)患者における術前

術後の正中神経超音波像の形態的変化と臨床症

状変化を検討し，両者の相関を調査したので報

告する．

【対象と方法】CTS患者は男性4人4手（年齢31歳

から79歳）女性8人11手（年齢39歳から69歳）計

12人15手を調査した．全例に対し小皮切による

観血的手根管開放術を施行した．超音波検査は1：

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

各々3回測定し平均値を算出した超音波検査

は術前と術後6か月以降に施行し両時期における

両高位の正中神経面積値を統計学的に評価した．

術前，術後におけるSANP潜時,CMAP潜時，

QuickDASH機能,症状スコア,CTSI-JSSH機能，

症状スコアを統計学的に評価するとともに，各々

の術前術後における変化値と正中神経断面積変

化値との相関を調査した．

【結果】豆状骨，舟状骨高位における正中神経断

面積値は術前に比べ術後6か月以降では有意に減

少していた(P<0.001).一方遠位僥尺関節高位

における正中神経断面積値は両者において有意

差は認められなかった(P>0.05).CMAP潜時，

QuickDASH機能スコア，症状スコア,CTSI-

JSSH機能スコア，症状スコアは術前に比べ術後

にて有意に減少していた(P<0.001).豆状骨，

舟状骨高位における正中神経断面積値の術前術

後の変化値とSANP潜時,CMAP潜時,Quick

DASH機能スコア，症状スコア,CTSI-JSSH機

能スコア，症状スコアにおける術前術後の変化

値間に相関は認めらなかった

【考察と結論】CTS患者のwristcrease高位超音

波断面像で認められる正中神経腫大像は，術後

全症例において有意に減少を示した超音波検

査はCTS診断に有用である（前回本学会にて報

告）と同時に,CTS術後の病態評価を行う上で

有用な画像評価ツールであることが考えられた

1-7-8

正中神経に対する工ラストグラフィ

ElastgraphyfbrMedialNerve

'キッコーマン総合病院整形外科，2筑波メディ

カルセンター病院整形外科

○田中利和1,小川健1,吉井雄一2

【はじめに】特発性手根管症候群の手根管内滑膜

には線維組織の増生,Materialpropertyの変化

を生じることが知られており，これらの変化が

手根管症候群の初期において正中神経の形態お

よび動態に影響を与えている可能性がある．今

回，リアルタイムに組織の硬さをカラーで画像

化する超音波エラストグラフイ（以下EG)を使

用して，正中神経のmaterialpropertyの一つの

弾性について検討した．

【目的】EGを用いて正常者の正中神経の歪みの

相対的評価を行った

【対象と方法】手根管症候群の症状のない10人の

女性，平均年齢25歳（22-28）全例右利きで，

非利き手である左手を対象とした．超音波装置

は日立メデイコ社製HIvisionAvius,探触子は

EUP-L65,そしてReal-timeTissueElastgraphy

を使用した．計測は手台に載せた前腕を回外と

して，遠位手関節雛を指標として同部位で計測

した圧迫は用手的に行こない,0.7cm程度の

深度になる程度の繰り返す圧迫力で，エラスト

グラフイを計測する．評価は定性的な乳がんの

elasticityscoreまた，乳がんで隣接脂肪を対象

としたFLR(Fat-lesionratio)をまねた隣接屈

筋腱(FDS3)を対照としたTLR(tendon-lesion

ratio)を設定した検者は1人で3回計測を行な

い，中間値を代表値とした

【結果】全例，正中神経は黄緑色に黄色の斑点の

あるモザイク上のパターンで示された．TLRは

平均1.78(1.49-2.3)であった．全例FDS3腱よ

りも柔らかかった．

【まとめ】正常の正中神経はFDS腱よりも柔ら

かく，モザイクパターンを示し,TLRは平均1.78

であった．
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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を行い6カ月以上効果
がある群のMRI所見の特徴

EfficacyofLocallnjectionofTriamcinolonefor

IdiopahcCarpalTunnelSyndrome

'産業医科大学病院整形外科，2旭化成健康管理
センター

○大塚弘剛'2，酒井昭典1，大茂壽久1，
目貫邦隆1,中村利孝」

【目的】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を行い6カ月以上効果がある

群のMⅢ所見の特徴を明らかにすることである．

【対象】対象は,特発性手根管症候群と診断され，

トリアムシノロンの手根管内注射を行い1年以上

経過観察が可能であった138手関節（男性43手関

節,女性95手関節,平均年齢65.4±12.8歳）とした．

【方法】トリアムシノロン20mgを手根管内に注

射し評価した有効性を著明改善改善不変

の3段階で評価し，著明改善と改善を有効性あり

とした3テスラMRIを用いて有鈎骨鈎・豆状

骨レベルでの正中神経の形態とコントラスト比

の計測を行った．

【結果】トリアムシノロンの効果は，著明改善6

手(4.3％),改善96手(69.6％),不変36手(26.1%),

有効性は73.9％であったまた，有効性が6カ月

以上維持した群(以下,長期間有効群)(72手関節

男性18手関節女性54手関節平均年齢62.1歳）

と不変群（36手関節，男性18手関節女性18手

関節，平均年齢71.8歳）を比較すると，有鈎骨鈎

レベルでの短径，長径比は，長期間有効群46.0±

12.2％，不変群39.7±14.4％であり長期間有効群

が有意に大きく(p<0.01),正中神経断面積比

(豆状骨レベル／有鈎骨鈎レベル）は，長期間有

効群1.7±0.6,不変群2.2±0.9であり長期間有効群

が有意に小さかった(p<0.01).有鈎骨鈎レベ

ルでのコントラスト比は，長期間有効群l.5±2.2,

不変群0.5±l.3であり，長期間有効群が不変群と

比べてコントラスト比が大きかった(p<0.05).

【結論】特発性手根管症候群に対しトリアムシノ

ロン手根管内注射を行い6カ月以上効果がある群

のMRI所見の特徴は，有鈎骨鈎レベルでの短径・

長径比が大きく，正中神経断面積比が小さいこ

と，有鈎骨鈎レベルのコントラスト比が上昇し

ていることであった．
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手根管症候群の重症度判定にMRIは有効
か

MRIEvaluationofCarpalTumelSyndrome

厚生連広島総合病院整形外科

○高田治彦，藤本吉範，山田清貴，

平松武，宇治郷諭

【目的】手根管症候群（以下CTS)の診断に

MRIが有用であることは諸家の一致するところ

であるが，重症度の判定に関しては意見が一致

していない．そこで当科で手術を行ったCTS手

術例の重症度とMRI所見との相関を検討した

【対象と方法】対象は，2005年以降にCTSに対

して手術を行った42例，54手で，平均年齢69歳，

男性9手，女性45手であった．重症度は，短母指

外転筋の終末潜時が6.0ms未満をgradel,6.0ms

以上10ms未満をgrade2,10ms以上から測定不

能をgrade3とし，それぞれ16手,24手,14手で

あった．健常例の9手（平均年齢50歳，男性4手，

女性5手）をコントロール群とした検討項目は，

MRneurography横断像にて正中神経の扁平化，

腫大，高輝度変化と横手根靭帯の膨隆，屈筋腱

滑膜炎の有無で，演者と放射線科読影医の2名で

評価した正中神経の形態は横断面積前後径

についても検討した．統計学的解析は一元配置

分散分析とX2検定を用いて行った．

【結果】正中神経の扁平化，腫大，高輝度変化

横手根靭帯の膨隆所見は，コントロール群に比

z､sCTS群で有意に高かった(P<0.01).正中神

経の腫大と高輝度変化は重症度が上がるに従い

高率に認められたが，すべての検討項目で有意

差はなかった．正中神経横断面積は正常群との

間に有意差を認めたが(P<0.01),前後径では

認めなかった．また両測定値とも各grade間に

有意差を認めなかった．

【考察】正中神経の扁平化，腫大，高輝度変化，

横手根靭帯の膨隆所見は，手根管症候群の診断

に有用であった．一方，重症度の指標として，

病期が進行するに従い正中神経の腫大や，高輝

度変化を示す例が多かったが有意差はなく参考

所見にとどめるべきである．
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手根管症候群に対する3次元CT軟部組織
撮影の試み

SoftTissuelmageof3DCrfbrCarpalTumelSyndrome

四谷メディカルキューブ手の外科センター

○桑 原 眞 人 ， 平瀬雄一

【はじめに】Carpaltunnelsyndrome(CTS)に

対する画像検査として単純X線,MRI,超音波

検査が用いられるが，感度，特異度の問題から

標準的検査として認知されていない．近年四肢3

次元CT検査(3DCT)を腱や靭帯などの軟部組

織評価に用いる報告が散見される．今回我々は

CTS症例に対して,3DCT撮影を行い手根管内

の病態評価を試みたので報告する．

【方法】対象はCTS対しopencarpaltunnel

release(OCTR)を計画した症例8例8手であった．

内訳は，男性3例，女性5例，右5手，左3手，平均

年齢57歳（32～81）であったその内2手は他院

でのOCTR後であり,1手は他院でのendoscopic

carpaltunnelrelease(ECTR)後であった．撮影

には16列へリカルスキャンを使用し，撮影肢位は

前腕中間位で両側の手掌を相対させてスライス

厚l.25mmで撮像した．結果にvolume-rendemg

処理を施し3D画像とした．処理に際し，腱や靭

帯構造の把握と滑膜などの軟部組織を把握に適

した2種類のしきい値を用いた結果を演者ら2名

が独立して読影し，横手根靭帯の腫脹，屈筋腱滑

膜の腫脹の有無と特異所見の有無を評価した．手

術時所見も同様に評価した．

【結果】術前後の各項目について2名の評価は完全

に一致した．特異所見については,ECTR後の

CT像で横手根靭帯の連続性が観察されたまた

OCTR後の1手では，横手根靭帯遠位部の切離

が不十分であり，別のOCTR後のl手では正中神

経が切離後の横手根靭帯に嵌頓するような像を

呈していた．

【考察】本法により病態の立体的把握が可能であ

るが，靭帯の肥厚や屈筋腱滑膜の増生を客観的数

値で把握することは困難である．しかし主観的評

価と手術時所見は一致しており，客観性は確保さ

れている．特に再手術例はエコーやMRIによる

病態把握が困難な症例もあり，本法が病態把握の

一助になりうる．
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手根管症候群に対するPainVisiof
による感覚障害定量評価-Semmes

Weinsteintest,2-pointsdiscrimination
te:との比較一

QuantitativeEvaluationofSensoryusingPainVision@

fOrCarpalTunnelSyndrome-ComparisontoSemmes

WeinstemTbstand2-pointsDiscriminationTest-

'信州大学整形外科，2金城学院大学

○中村恒－1，内山茂晴'，今枝敏彦2，

伊坪敏郎'，加藤博之】

【目的】我々はこれまでに手根管症候群(CTS)

における知覚，痛覚定量分析装置(PainVision.:
ニプロ大阪）による感覚定量評価の有用性につ

いて報告している．今回,PamVision○での評価

を，一般的に日常診療で使用されているSemmes

Wemstemtest(SWtest),2-pomtdiscrimination

test(2PDtest)での評価と比較した．

【方法】手術を施行したCTS患者98例98手（平均

60歳）を対象とした．術前のPamVision○による
感覚電流閾値(CPT値),SWtestでの値2PD

testでの値と，以下の項目との相関関係を検討し

た.1)運動神経遠位終末潜時(MDL),2)感覚神
経伝導速度(SCV),3)MDLとSCVによるCTS

重症度分類，4)自記式QOL評価表(CTSI)での

点数また手根管開放術後1,3,6ヶ月でのCPT

値,SWtestでの値および2PDtestでの値の反

応性を調査した．反応性はStandardizedresponse

mean(SRM)とEHectside(ES)を用いた．

【結果】CPT値とMDL,SCV,CTS重症度と

の間で有意な相関が認められ，それぞれ，033,

-0.34,0.38であった.SWtestではMDLとCTS

重症度との間で有意な相関を認めそれぞれ，0.36,

0.26であった．また,2PDtestでもMDLとCTS

重症度で有意な相関を認めそれぞれ，0.31,0.30で

あった．反応性に関しては,CPT値の術後1カ月，

3カ月，6カ月での反応性はそれぞれ-057/-0.4,

-0.57/-048,-0.66/-0.61(SRM/ES)であり,SW

testでは-O.570.51,-0.75/-O.65,-0.55/-0.48,2PD

testでは-O.44/-0.39,0.62/-0.55,-0.69/-0.60であった．

【結論】CTSにおいて,PamVision③による感覚

定量評価は,SWtest,2PDtestと同等のMDL,

CTS重症度との相関関係を示した．またCPT値

のみがSCVと有意な相関関係を示したまた，

PainVision@,SWtest,2PDtestによる術後反

応性は同等であった．より定量的に，欠損値が

少なく感覚障害を評価しうるdeviceとしてPam

Vision②は有用である．
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手根管症候群術後におけるS-WFst改善

度と神経伝導速度の回復等についての検討

RelationshipbetweenlmprovememofSemmes-Wemstein

(S-W)TbstandMotorNerveConductionVelocityafter

OpenCalpalTmmelRelease

溝口外科整形外科病院

○高崎 実 ， 小 島 哲 夫，小川光，

溝口知行，上新淑文

【目的】手根管症候群に対する評価として，各種

知覚検査や電気生理学的検査が行われることが多

い．しかし伝導速度は計測不能でも知覚が比較的

よく保たれていることも多い．今回我々は日常

診療で使用することの多い,Semmes-Wemstem

(SW)testと神経伝導速度（運動神経潜時）の関

連について検討を行ったので報告する．

【対象】2N7年1月～2㈹9年12月までOCTRを行い，

3か月以上の経過追跡を行うことができた65手を

対象とした．平均年齢659歳,平均経過観察期間7.4

カ月，男性16手，女性49手であった

【方法】術前と最終経過追跡時における母指･示指・

中指の各SWtestの半定量的評価(g)と神経伝

導速度検査（運動神経潜時の速度，以下TDLV),

自覚症状を元に,各指の改善度(g)とTDしV(m/

s)の改善速度，これらの相関の有無を検討した

(Spearman順位相関).

【結果】術後ほぼすべての症例で自覚的なしびれ

や瘻痛の訴えは改善していた術前後において，

SWtest(g)はすべての症例で改善し，それぞれ

平均で母指は3.69g→0.20g,示指2.06g→0.17g,中

指3.89g→1.81gであった.TDLVは術前後で平均

420m/s→9.73m/sと改善していたが，術前に導

出不能であった21例中7例において最終追跡時ま

で導出を認めなかった．術前後のS-Wtestの所

見では全指にTDL-Vとの間に相関係数02～0.4

程度の比較的軽度の逆相関を認めた．術前後の改

善度に関しては，中指のS-Wtestでの改善度が

TDLV回復速度との間に，相関係伽.57となる比

較的高い相関を認め,次いで示指(0.30),母指(0.24)

の順であった．

【考察】神経伝導速度は中指のSWtestの改善度

と比較的高い相関があり，中指のSWtestが改善

していれば，神経伝導速度も改善するという傾向

がみられた中指のSWtestを評価すれば，機能

的改善も予想できると考えられた

1-7-14

手根管症候群の横手根靱帯に付着する筋

の電気生理学的特性

ElectrophysiologicalPropertyofMusclesattached

TransverseCarpalLigamentinCarpalTunnelSyndrome

'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

○青木孝文1，南野光彦'，堀口元2，

澤泉卓哉2

【目的】手根管症候群の成因については各方面か

ら検討が続いているが，我々は横手根靭帯に付

着する筋の硬直感に着目し，電気生理学的検討

を行ったので報告する．

【方法】対象は運動機能障害のない手根管症候群

患者16名である．母指球と小指球の筋（母指

球筋：短母指外転筋・短母指屈筋・母指対立筋，

小指球筋；短小指外転筋，短小指屈筋，小指対

立筋）に表面電極を装着し，母指と小指を最大

収縮力で対立運動をさせたときの筋電図を記録

した．筋電波形を高速フーリエ変換し，実効値

(RMS)と平均周波数(MPF)を計測し，片側

罹患患者の無症状側と健常者7名のデータを健

常データとして比較検討した.RMS値の検討で

は，母指球筋のうち母指対立筋が他2筋と異な

る傾向を示したため，母指対立筋のみ単独で，

他2筋をまとめて，小指球筋は一括して検討し

た.MPF値は母指球三筋内，小指球三筋内相互

間で有意差がなく，母指球筋群，小指球筋群と

してまとめて検討した．

【結果と考察】RMS値は母指対立筋において患

側で顕著に低下しており，小指球筋群にも統計

学的有意差(Mann-Whimey検定による）を認

めた．MPF値には差異がなかった．正中神経が

支配する母指球筋のなかでも，母指対立筋にの

み顕著な患健側差が認められ，正中神経支配に

関係しない小指球筋群でもRMS値が変化してい

ることは，横手根靭帯に付着する筋群の，特に

対立運動に関係する筋の活動特性が変化するこ

とが手根管症候群の発症に関与している可能性

を示唆すると考えられる．今回，運動障害をき

たしていない患者に限定したが，筋疲労や神経

原性変化の影響を受けやすいMPF値が変化して

いないことからも,RMS値の変化が神経障害的

要因とは考えにくく，筋の伸展性の低下などが

発症に関与しているのではないかと考えられた．
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1-7-15

手根管症候群術後における電気生理学的

評価の経時変化と手術成績

TheOutcomeofCarpalTunnelReleasebasedon

ElectrophysiologicalEvaluation

'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

【目的】鏡視下手根管開放術を行った症例の電気

生理学的評価(NCV)の経時変化と手術成績の関

連を検討した

【対象と方法】1998年6月～別10年3月に手術を行っ

た126例中,NCVを術前と術後1,3,6カ月に行っ

た29例35手（男性4手女性31手）を対象とした．

平均年齢59.4歳，平均罹病期間13.0カ月であった．

浜田分類はGradelが0手Grade2が19手Grade3

が16手であった．術後合併症，夜間痛しびれ感

握力,Pmch力,Sennnes-Wemstemtest(SWT),

手関節部の感覚神経伝導速度(SCV),短母指外

転筋終末潜時(DML)を調査した手術成績は

KeUy分類を用いた．

【結果】全例術後合併症は認めなかった夜問痛

は術後1カ月で消失し，しびれ感は術後6カ月で9

手に減少した．握力,Pmch力,SWTは術後6カ

月で有意に改善した(p<0.05).SCVの術前導出

数は13手であったが，術後6カ月で30手導出し得

た.DMLの術前導出数は29手で，術後6ヵ月で全

例導出し得た．手術成績は優20手良6手可9手不可

0手であった．また,SCVの術前導出可能群の手

術成績（13手:優8手良3手可2手）は，導出不能群

(22手:優12手良3手可7手）と有意差を認めなかっ

た.DMLでは導出可能群(29手:優20手良5手可4手）

は導出不能群（6手:優1手良l手可4手）と比べ有

意差を認めた(p<0.05).DML導出不能群で優

と良の2例は術後1カ月で導出し得た．さらに,優

群（20手）と，良・可群（15手）の2群に分け検

討した．導出し得たDML(平均±標準偏差）に

ついて,優群は術前(6別±1.53ms)に比し術後1カ

月(5.40±12伽s)で有意に改善した(p<0.05).良・

可群では術前（7.07±l.41ms)に比し，術後1カ月

では有意差なく3カ月(5.91±1.53ms)で有意に改

善した(p<0.05).

【考察】SCVは術前導出不能数が多く診断的価値

は低いと考える.DMLは術後1カ月で改善した場

合，術後6ヵ月で良好な成績を得た．従ってDML

の測定は予後診断に有用であると示唆された．

1-7-16

手根管症候群における巧綴運動機能検査

TheFunctionalDexfrityT℃stofCarpalTmmelSyndrome

千葉市立青葉病院整形外科

○山田俊之，六角智之，岡本聖司，

岡崎恵理乃，真茅美紀

【目的】手根管症候群の他覚的検査としてS-W

test,握力，ピンチカ，電気生理検査などが挙

げられるが，巧綴運動機能を評価した報告は少

ない．今回,FunctionalDexterityTest(以下

FDT)を用いてCTS術前患者の巧綴運動機能を

評価し，他の他覚的検査との相関を調査した．

【方法】CTS術前患者を対象に握力，ピンチカ，

掌側外転距離，徒手筋力検査,APBの遠位遷

時を測定した．SWtestは母指，示指，中指に

ついて行い,blue:1,purple:2,red(4.56):3,red

(6.65):4,red(<6.65):5点と点数化し，合計点

数を求めたFDTは16個の木製ペグを母指，示

指，中指の3指でボード上の穴に反転させ終わる

までの時間を計測し，正確性と早さを評価する

検査である．上記の他覚的検査とFDTの結果を

スピアマンの順位相関係数を用いて検定し，相

関の有無を調査した．

【成績】症例は26例，男性7例，女性19例で平均

年齢60歳（27～71歳）であった．両側例は17

例であり，全例患側は利き手であった．電気

生理検査においてAPBの導出不能例は10例で

あった.S-Wtestの点数は平均6点(3～13点),

FDT患側平均44.6(19～74),反対側平均36(17

～93）であった.S-WtestとFDTに相関を認

めたが，握力，ピンチカ，対立筋力，掌側外転

距離APBの遠位遷時とFDTはいずれも相関

は認めなかった．

【結論】巧綴運動機能には筋力よりも知覚が強く

影響していた．実際母指球筋の萎縮が著明で

もうまくペグを操作できる患者が多く見られた．

FDTは母指対立再建の適応を決める参考になる

と考えているが，今後症例を重ね，術式の違い

によるFDTの経時的変化を調査する予定であ

る．
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l-7-17

一般人のDASHスコア

nleDisabintiesoftheArm,ShoulderandHandScolem

theGeneralPopulation

'吉岡病院整形外科，2泉整形外科病院，
3山形大学医学部付属病院整形外科

○本間龍介1，高原政利2，渡辺忠良3，

佐竹寛史3，荻野利彦3

【目的】一般人のDASHスコアに関する報告

は，渉猟し得た範囲では国外の二編のみであり，

本邦では報告がない．演者らはコントロール

DASHスコアに言及する目的で一般人のDASH

スコアを調査したので，検討を加えて報告する．

【方法】二病院に勤務する職員に対してDASH

スコアを調査した.DASHを配布し,449人（女

性390人，男性59人）から回答を得た．職種の内

訳は看護師が343人，療法士が26人，事務が50人

であった．得られたDASHスコアの分布が正規

分布であるかを検定し，各年代のDASHスコア

を求めた．

【結果】DASHスコアは正規分布を示さなかっ

た.DASHスコアと年齢には中等度の正の相関

を認めた(r=0.402).各年代のDASHスコアの

平均値は,18～24歳ではl.29点,25～34歳では

1.04点，35～44歳では2.65点，45～54歳では5.47

点および55～67歳では4.05点であった.DASH

スコアの中央値はそれぞれ0，0，0，2．5，3．45，

であった45歳以上の中央値は44歳以下より有

意に高かった．

【考察】DASHスコアは正規分布ではなかったた

め，コントロールDASHスコアとしては平均値

よりも中央値を用いるべきであると考える．本

研究では，コントロールDASHスコアは44歳以

下では0点，45～67歳では2～4点とするのが

妥当と考える．今回の研究の対象者には重労働

者は存在しなかったので，上記のコントロール

DASHの値は一般人というよりも軽作業，中労

作に従事する人に当てはまるものと考える．

【結論】軽作業中労作に従事する人のコントロー

ルDASHスコアは44歳以下では0点,45～67歳

では2～4点としてもよいと考える．

l-7-18

高齢者における握力，ピンチカの利き手・
非利き手差の検討

EvaluationofGripandPinchStrengthDifferencebetween

intheDominantandNon-dominantHandinElderly

People

国立障害者リハビリテーションセンター

○上原浩介，飛松好子，大熊雄祐，

赤居正美，岩谷力

【目的】手外科診療において手指筋力を健側と比

較することは多く，その際に利き手かどうかを考

慮する．右利きの場合には90％の症例で利き手が

非利き手の握力を上回り，約110％の握力を呈す

るといわれ，ピンチカは利き手が非利き手の105-

109％を呈するといわれている．超高齢化社会に

おいて，高齢者の手外科診療に携わる機会は多

い．今回，高齢者の握力とピンチカの利き手，非

利き手差を検討した．

【方法】locomotivesyndromeを有し，整形外

科に通院中の患者を対象としたLocomotive

DisabintyPreventionStudyで集積したデータを

用いた上肢骨折の既往がある症例等を除いた

高齢者301例（右利き294例，左利き7例）のうち，

右利き例のみを対象とした（男性74例，女性220

例)．肘伸展位で測定した握力の利き手，非利き

手差を検討したピンチカは，上肢疾患のない高

齢者48例を対象とし，油圧式ピンチ計を用い，指

腹つまみ力を測定し，利き手，非利き手差を検討

した．

【結果】利き手と非利き手の握力比の平均は109%

(SD29.8)であった．非利き手の握力が非利き

手より強かった症例は83例（28%)，左右同じ握

力43例，利き手の握力の方が強かった症例168例

であった．男女別では，非利き手の方が握力が

強かった症例は男性22.9％，女性30.0％であった

また，利き手と非利き手のピンチカの比の平均は

108%(SD23.9)であった非利き手の方が強かっ

た症例は19例(40%),利き手の方が強かった症

例は19例，左右同じが10例であった．

【考察】本研究はlocomotivesyndromeの症例が

対象である．そのため，今回の結果はそのまま高

齢者の握力，ピンチカとして当てはめることはで

きない．しかし，明らかな上肢疾患を有していな

い高齢者において，必ずしも利き手の力の方が強

いわけではないという興味深い結果が得られた．
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1-7-19

頸髄損傷の上肢リハビリテーションにお

ける日本語版DASH,Hand20の有用性の
検討

EvaluationoftheUpperExtremityRehabilitationin

CervicalSpmalCordlnjmyusingDASH-JSSHOutcome

MeasuI巳andHand20

国立障害者リハビリテーションセンター

○上原浩介，飛松好子，井上美紀，

野月夕香理，赤居正美

【背景】治療介入前後において，患者の満足度を

反映した評価を行うことは重要である．今回，

頸髄損傷患者のリハビリテーションにおける日

本語版DASH(以下DASH),Hand20の有用性

を検討した

【対象と方法】受傷後急性期の治療を終え，リ

ハビリ目的に当院に入院（受傷から入院までの

期間平均72日）した不全頸髄損傷患者とC5-C7

の完全頸髄損傷患者21人を対象とした前向き研

究を行った．男性20例，女性1例，平均45.7歳

(18-75歳）であった．入院時と退院前にDASH,

Hand20,ASIAスコア,MFS,STEF,Barthel

Index(BI),FIM,関節可動域，徒手筋力を測

定し,DASH,Hand20の総点の改善の度合いと

各項目との相関の強さを求めた．また,DASH,

Hand20各々の総点の改善に強い関連がある質問

項目を算出した．

【結果】入院時のHand20の平均スコアは79,退

院前は73であった(p=0.047)．DASHの平均

スコアは入院時，退院時とも74であり，治療

介入前後のスコアの改善は有意ではなかった．

DASHとHand20は入院時のMFS,STEF,BI,

FIM,Hand20と強い相関を認めた．リハビリに

よるRand20の総点の改善は総指伸筋筋力の改善

の程度と有意な相関を認めた(p=0.05)．DASH,

Hand20のリハビリによる総点の改善と損傷高

位,ASIAスコア,Frankel分類との間には有意

な相関はなかった．

【考察】入院時のDASH,Hand20はともに上

肢機能検査や機能的自立度評価尺度とよく相関

していたリハビリによる手指の機能の改善は

DASHの総点の改善には反映されなかった．頸

髄損傷患者にとって難易度が高い質問項目が多

いため，頸髄損傷に特異的な患者立脚型上肢評

価法の開発がのぞまれる．

l-7-20

上肢筋骨格系疾患に対する各種機能評価
法の比較検討

ComparisonofVariousFUnctionalAssessmentToolsfbr

UpperLimbsMusculoskeletalDisorders

産業医科大学整形外科

○目貫邦隆，酒井昭典，大茂寿久，

中村利孝

【目的】上肢筋骨格系疾患患者に対する各種評価

法の特性を比較検討すること．

【対象および方法】2007～2010年に来院した初診

患者で，同意が得られた3321名に対して，タブ

レット型タッチパネル方式（当科開発）による

各種機能･QOL評価質問表による調査を行なっ

た．その中の上肢筋骨格系疾患患者977名（男556

名,女421名;平均年齢48歳）を対象とした．解析

は,QuickDASHJSSH(qDASH),EQ-5D,SF-

36,手根管症候群質問票-JSSH(CTSI),VASの

5評価法に対して行なった個体要因として1.性

別，2.年齢の2項目，疾患要因として3.障害部位

(肩・肘・手)，4.疾患分類（急性・慢性)，5.利

き手罹患の有無の3項目で，各々の要因群内で多

重比較検定（有意水準5％）を行った．障害部位

は症状の出現する部位とし，疾患分類は，病名に

骨折・脱臼・損傷・断裂を含むものを急性とし，

残りを慢性と定義した．また，各評価法問の相関

に関しても解析を行った

【結果】各要因から有意な影響を認めたものは，

性別要因では,qDASH-DS,EQ-5D,SF-36-PF,

CTSISS/FS,VASで，女性に障害が大きかった．

年齢要因では,qDASH-DS,EQ-5D,SF-36(全

項目),CTSI-SS,VASで,高齢ほど障害が大きかっ

た．障害部位要因では,qDASH-DS,EQ-5D,

SF-36(MH以外全項目),VASは，肩で障害が

大きかった．疾患分類要因では,qDASH-DS/W/

SM,SF-36-SFで急性に障害が大きかった．利

き手罹患要因では，すべて影響は認めなかった

各評価法問の相関に関しては,VASとqDASH-

DS/W,EQ-5D,CTSI-SS/FS,SF-36-BPに相関

を認めた．

【考察．まとめ】上肢に限定した本調査では，全

般的に高齢者・女性・肩罹患が障害に影響を及ぼ

す因子と考えられた．また，上肢の痛みは精神機

能よりも身体機能への影響が強く認められた．
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1-7-21

RA手における尺側偏位のパラメータと上

肢機能障害の関連について

RelationshipoftheFunctionalDeficiencyandUlnar

DeviationmthePatientswithRheumatoidArthritis

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整

形外科）

○ 徳永大作，藤原浩芳 ， 小 田 良 ，

遠山将吾，久保俊一

【目的】尺側偏位は関節リウマチ(RA)手の手

指変形の代表的なものである．本研究の目的は，

尺側偏位を客観的に評価するためのパラメータ

と手指，上肢機能障害の相関を検討することで

ある．

【対象と方法】尺側偏位を評価するための要素か

ら，「中指の偏位の程度（偏位)｣，示指から小指

全体の「MP関節亜脱臼の程度(MPJ亜脱臼)」，

｢MPJ整復の可否(MPJ整復)」および「画像

上の骨破壊（骨破壊)」，の4つのパラメータにつ

いて0,1,2のgradeを設定した．尺側偏位を

有する85手についてそれぞれの指標のgradeを

記録した．さらに,DASH日本語版,Modified

Kapandjilndexにおける手指屈曲テスト合計値

(MKI)および手指瘻痛VAS(瘻痛VAS),手

指機能VAS(機能VAS)を調査し，それぞれの

指標との関連を検討した．統計学的検討には多

重比較法，単相関解析および重回帰解析を用い

た．

【結果】85手の尺側偏位指標では，「偏位」の

gradeが他の「MPJ亜脱臼」,｢MP整復」およ

び「MP骨破壊」に比して有意に低かった．機能

障害の指標と尺側偏位指標との関連では,MPJ

亜脱臼>MPJ整復>MPJ骨破壊＞偏位の順に

有意な相関関係を認めた．尺側偏位指標の機能障

害指標に対する寄与度は，「機能VAS」に対す

る「MPJ整復」,｢MKI」に対する「MPJ整復」

と「MPJ骨破壊」および「DASH」に対する「偏

位」「MPJ整復」,｢MPJ骨破壊」が独立した有

意な説明因子であった．

【考察】尺側偏位を評価するためのパラメータを

提示した．本研究の結果から,MPJの亜脱臼を

生じると瘻痛が強く，さらにMPJの脱臼が整

復できなくなると自覚的な機能障害も進行する．

また，骨破壊を生じると瘻痛は逆に少なくなる

が，上肢全体の機能は低下してゆくと考えた．

l-7-22

手関節鏡視下滑膜切除の検討

ArthroscopicSynobectomyfbrinWristwithArthritis

名古屋大学手の外科

○建部将広，平田仁，篠原孝明，

奥井伸幸，山本美知郎

【目的】手関節鏡視下手術は，僥骨遠位端骨折時

の関節面の確認・舟状骨骨折の骨移植･TFCC

の診断と治療・関節授動術などに応用されてい

る．今回われわれはその診断と治療の効果につ

いて鏡視下滑膜切除を施行した症例について検

討したので報告する．

【方法】1997年以降に当院で施行した関節鏡下滑

膜切除施行例のうち術前に非特異的な手関節炎

と診断されたものを対象に後ろ向きに検討した．

対象は22例で男性16例，女性6例，平均年齢37歳，

右8例・左14例であった．術前後の臨床症状，理

学所見，単純X線所見について調査した．

【結果】術前後での平均掌背屈可動域は健側比8

割程度で変化なく，握力は健側比平均66％から

80％に改善が認められていた．術後に関節リウ

マチと確定診断されたものが4例，滑膜の病理組

織からは関節リウマチが疑われるものの確定診

断が得られなかつたもの3例，関節内のCa血症

沈着1例，滑膜内軟骨化生1例，非結核性抗酸菌

感染が疑われたが同定できなかった1例であり，

それ以外の12例は非特異的な関節炎と判断され

ていた．全例術前の主症状は瘻痛であり，リウ

マチのコントロール不良の1例を除き術後にその

瘻痛は軽減が見られていた．リウマチ患者につ

いては後日関節形成術が2例に追加で施行されて

いたが，それ以外に追加手術を受けた症例はな

かった

【結論】鏡視下滑膜切除の成績は比較的良好であ

り，侵襲の小ささから鏡視下手術は今後も普及

が見込まれる．
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MinimumDarrach法を行ったリウマチ患

者の検討

MinimumDarrachPIocedurefbrPatientsofRheumatoid

Arthritis

'一宮市立市民病院整形外科，2名古屋第一赤十

字病院手の外科，3名古屋大学医学部手の外科

○大西哲朗1，堀井恵美子2，篠原孝明3

三宅洋之'，平田仁3

【目的】我々はリウマチ患者の遠位榛尺関節障

害に対して尺骨頭を必要最小限僥骨尺骨切痕に

合わせて切除するmmimumDarrach法を行っ

ている．関節リウマチ患者に対するminimum

Darrach法の術後成績術後合併症につき検討

したので報告する．

【方法】僥骨手根関節の不安定性を有しないリウ

マチ患者の遠位僥尺関節障害に対し手術治療を

行った．対象は14例19肢（右13肢，左6肢),全

例女性で術後1年以上経過した症例とした手

術方法は手関節背側より展開し，尺骨頭を僥骨

の尺骨切痕の形状に合わせ回内外運動がスムー

ズに行える最小限の骨切除を行い，中間膜の

mterpositionは行っていない．手術時平均年齢

は62.4歳，平均経過観察期間は94ヶ月であった．

レントゲン写真,身体所見,アンケート調査から，

術後の手根骨尺側偏位，手関節部最大径，術後

経過（可動域,瘻痛VAS,握力,整容上の満足度),

術後合併症につき検討した．

【結果】19肢中18肢が手術時，伸筋腱皮下断裂を

合併していた．術後1肢で再建伸筋腱の再断裂を

認めた．手根骨の術後尺側偏位は術前後の評価

可能であった13肢のうち4肢に認め，その平均は

2.8mmであった．尺側偏位の進行により手関節

症状が出現した症例はなかった．回内外の可動

域は瘻痛なく良好に保たれていた．整容面では，

手関節部の術後の外観変化に対し1例を除き気に

していないという結果であった術前後の手関

節レントゲンAP像にて手関節部最大径の比較

を行ったが，術後の減少量は平均3.5mmであっ

た．

【考察】骨切除範囲も少なく，骨癒合を心配する

ことがない本法は，良好な機能と整容的にも満

足のいく結果が得られるため，適応を選び施行

すれば有用な方法であると考えられる．

1-7-24

RA手関節に対する部分固定術の術後成績

ClinicalandRadiographicEvaluationsofPartial

ArthrodesishrRheumatoidWrist

岡山大学医学部整形外科

○斎藤太一，西田圭一郎，橋詰謙三，

島村安則，尾崎敏文

【はじめに】RAの手関節破壊に対して，当院で

はSchulthess分類にしたがって手関節形成術の

適応や術式を決定している．今回，手関節部分

固定術の術後成績を検討し本術式の適応につい

て考察したので報告する．

【対象および方法】1999年から2008年の期間内に

手関節部分関節固定術を施行し，術後18カ月以

上の観察期間がある40例46関節（女性39例男性l

例）を対象とした．手術時平均年齢は56歳であっ

た.Schulthess分類のTypel,Typellで手根中

央関節が残存しているものには僥骨月状骨間部

分関節固定術を,Typelllに対しては僥骨月状

骨三角骨間あるいは僥骨月状骨舟状骨間の部分

固定術を施行した．

【結果】X線評価では全例手関節の破壊の進行は

見られなかったcarpalheightratioはそれぞれ

術前平均0.43から最終観察時平均0.46J､,palmar

carpalsubluxationratioは術前平均0.15から最

終観察時平均0.14'､,palmarcarpalsubluxation

ratioは術前平均0.23から最終観察時平均0.20と改

善し，尺側，掌側への手根骨の圧潰や偏位の進

行はみられなかった．可動域に関しては，掌屈

は術前平均36.5｡から術後平均88.に，背屈は術

前平均429.から術後平均20.0.に可動域は減少し

た．回内は術前平均81.3｡から術後平均89.7.に，

回外は術前平均76.2.から術後平均85.2°に改善し

た.全例癌痛は改善し握力は平均6.1Kgから9.5Kg

へ改善した

【考察】Schulthess分類に準じた部分関節固定を

施行し良好な手関節機能の獲得・維持が得られ

た.TypellのRA手関節はR-LfUsionの最も

良い適応であり,Typelllに対しても三角骨や

舟状骨を含めた固定をすることで良好な成績を

得ることができた．
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RA手関節症に対する僥骨月状骨間固定術

の治療成績
TheClinicalOutcomesofRadiolunateFusionfor

RheumatoidArthritis

'北海道大学医学部整形外科，2新日鉄室蘭総合

病院整形外科

○本宮真l,岩崎倫政1,益子竜弥2,

船越忠直l,三浪明男】

【目的】我々は，慢性関節リウマチ（以下,RA)

手関節症に対して,Larsen分類でgrade2から4

の症例のうち手根中央関節の動きの保たれてい

る症例に対して,Darrach法に僥骨月状骨間固

定術を併用した術式を行ってきたので，その治

療成績・問題点について検討した．

【対象・方法】1993～2009年までにRA手関節

症に僥骨月状骨間固定術を行った26手中,1年以

上経過観察可能であった19患者22手を対象とし

た．手術時年齢は24～75歳（平均49.5歳)，経

過観察期間は1～13年（平均6年1カ月）であっ

た.Larsen分類ではgrade2が2手,3が15手,4

が5手であった手術方法は，全例Darrach法お

よび滑膜切除を行い，尺側偏位を矯正した後に，

切除した尺骨遠位端を僥骨月状骨間に移植し，

僥骨月状骨間を固定した．術後の可動域および

臨床成績をStanley分類にて評価し,X線所見

および計測値(Carpalheightratio(CHR),ulnar

translation(UT))を検討した

【結果】Stanley分類でExceUentが11手,Goodが

11手であった．可動域は，掌屈／背屈可動域は術

前／術後で，42.3.／38.2.から34.5.／23.4°へと減少

したが，回内／回外可動域はそれぞれ73.6.／75.5。

から77.3｡/81.1｡と有意に改善を認めた．術前／術

後のCHR･UTは，それぞれ0.46/0.46,0.35/0.33

であり，統計学的に有意差を認めなかった．経過

観察中7手において,Larsengradeの進行を認め

た．術前grade4の症例や経過中にgradeの進行

した症例において，掌背屈可動域が減少する傾向

を認めた．

【考察】RA患者に対する僥骨月状骨間固定術は，

優れた除痛効果および手関節の安定化を獲得で

き,有用な治療法であると考える．しかしながら，

時間経過とともに手根中央関節に骨強直性の変

化が進行し，掌背屈の可動域が制限される症例

に対しては，人工手関節を含めたさらなる治療

法が期待される．

1-7-26

関節リウマチに対する手関節固定術の検討
ReviewofTbtalWristArthrodesisinRheumamidArthritis

'東海大学医学部外科系整形外科，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

○石井崇之'，池田全良2，小林由香'，

齋藤育雄3，岡義範3

【目的】慢性関節リウマチ（以下RA)の高度な

手関節破壊による痙痛と伸筋腱断裂の合併例は

しばしば経験する．今回我々は，このような症

例に対して関節固定術と腱移行術による減張位

運動療法を施行してきたので，その術後成績と

問題点について検討した．

【方法】手術適応は，手関節高度破壊に伴う瘻痛

と，これによる伸筋腱断裂を来しているもので

ある．2000年以降,術後1年以上経過した1l症例，

13関節を対象とした．男l例，女10例，手術時年

齢は59歳（38～79歳）であった．尺側指の伸筋

腱断裂は7例に合併していた手術は，背側進

入による第2中手骨と僥骨間の腸骨移植を用いた

プレート固定を施行．プレートはECRL腱を用

いて被覆し，伸筋腱断裂は端側縫合で再建した．

また，尺骨頭切除を併用し切除端は伸筋支帯で

安定化させた術後2～4週間の外固定を併用

した．術後経過観察期間は平均679日であった．

【結果】全例骨癒合が得られた．84％で手関節の

安定化とともに瘻痛の軽減による握力，前腕の

回内外可動域の改善を認めた．プレートによる

刺激症状の訴えはなかったが，40％に元々の指

関節破壊と腱癒着による指機能の障害を認めた

【考察】RAの高度骨破壊に対する骨移植を併用

した手関節固定術は骨癒合が確実で除痛が得ら

れる点ではADLの改善が得られる．しかしなが

ら多くの症例では手関節固定に至る契機が伸筋

腱断裂の併発であり，これらの同時再建では手

指機能においては必ずしも満足する回復が得ら

れるとは限らない．
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関節リウマチにおける同一上肢に僥骨頭

切除と尺骨遠位端切除を施行した際の上

肢機能の評価
EvaluationofRadialHeadandDistalUhaResectionmr

theUpperExtremityinRheumatoidArthritis

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

○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(RA)における肘関節・手

関節障害に対して僥骨頭切除術や尺骨遠位端切

除術がしばしば行われる．今回，同一上肢に僥

骨頭切除術と尺骨遠位端切除術を施行した症例

における上肢機能について検討した．

【対象および方法】当科にて僥骨頭切除術および

尺骨遠位端切除術を施行したRA患者12例12関

節（男性l例，女性11例）を対象とした．2回の

手術の間隔は平均37か月（0-87か月）で，最終手

術時における年齢は平均57歳(26-75歳)，術後経

過観察期間は平均54か月(12-101か月）であった

肘関節は6肘に滑膜切除術,6肘にTEAを施行し，

手関節は全例Sauve-Kapandji法を施行した評

価は最終手術前，直後と最終観察時に行い，尺

骨遠位，僥骨近位における骨切り部の間隙，前

腕回旋可動域，回内外時の癌痛，クリック，不

安定感の有無患者満足度について検討した．

【結果】前腕の回内／回外可動域は術前平均

64.4/57.5.から最終観察時平均77.8/80.0°と改善

が見られた．遠位尺骨／近位榛骨骨切り部の

間隙は術直後平均8.0/7.4mm,最終観察時平均

5.3/7.2mmと減少傾向にあった3例に回内外時

の瘻痛，クリックを認めたが，榛尺骨に著明な

回旋不安定性を生じた症例はなかった．12例中7

例が満足と答え，比較的満足度は高かった．

【考察】同一上肢における榛骨頭と尺骨遠位端の

切除は僥尺間の安定性を著しく損なうため推奨

される術式ではないが，今回の検討では回内外

時の瘻痛や不安定感を訴える症例や上肢機能に

不自由を感じている症例は比較的少なく高い満

足度が得られた．重労働を行わないRA患者に

おいては除痛・可動域改善が得られる有用な術

式と考えられる．しかしながら再癒合まではし

ないものの骨切り部が術後に近接する症例も存

在し，今後さらに長期的な経過観察が必要と考

えられた．

1-7-28

関節リウマチにおけるスワンネック変形

とボタン穴変形の臨床経過と機能評価
Swan-neckDefOrmitiesandButtonholeDefOnnitiesin

PatientswithRheumatoidArthritis

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整

形外科）

○小田良，徳永大作，藤原浩芳，

遠山将吾，久保俊一

【はじめに】関節リウマチによる手指のスワン

ネック変形とボタン穴変形は，手指の伸展およ

び掌握動作を障害し，手指機能を低下させる．

ところがこれらの変形の長期にわたる経過と機

能的な評価を行った報告はほとんどない．われ

われはスワンネック変形およびボタン穴変形を

詳細に評価し，経時的な変化について検討を行っ

た．

【方法】当院通院中の関節リウマチ患者のうち，

手指に変形があった67例134手を対象とした．平

均年齢は62歳，平均罹患期間は19年であった．

52例100手（男性2例，女性48例）が5年経時変化

の評価が可能であったスワンネック変形およ

びボタン穴変形に対し，それぞれNalebuHの分

類を行い，変形の進行を評価した．また機能評

価として日本手外科学会機能評価表日常生活動

作検査およびModifiedKapandjilndex(MKI)

を用いた

【結果】スワンネック変形は，35.8％で認められ，

うち44.8％で変形の進行を認めた．ボタン穴変形

については，11.5％で認められ，うち32.6％で変

形の進行を認めた．日常生活動作検査はbaseline

では37.2であったが，5年後には28.9と有意に悪

化したまた,MKIは変形が進行した症例でよ

り悪化が著しい傾向があった

【考察】今回の検討により，関節リウマチにおけ

るスワンネック変形およびボタンホール変形は，

長期罹患症例でも経過とともに進行することが

明らかになったまた変形の分類で進行を認め

た症例では，手指の機能評価においても障害の

進行が生じた．関節リウマチで手指の変形があ

る例では，適切な評価とリハビリテーションや

手術療法を含めた早期の治療的介入が必要であ

る．
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RAにおける母指変形と機能障害の経時変

化

ThumbDefbrmityandFunctionalDisturbancemPatients

withRheumatoidArthritis-ClinicalCourseandRmctional

AMration-

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，徳永大作，藤原浩芳，

小田良，久保俊一

【目的】関節リウマチ(RA)おける母指の変形

は高頻度に生じるが，その経時的変化や機能障

害との関連はあきらかではない．本研究の目的

は,RAの母指変形に対する適切な治療的介入の

時期や方法をあきらかにするために，各変形タ

イプの経時的変化と，手指，上肢機能との関連

を検討することである．

【対象と方法】当科通院中RA患者で手指に変

形を認める者を対象に直接検診，画像評価およ

び機能評価を行った．初回評価から5年後に再

評価が可能であった52例100手を対象とした

機能評価として日本手外科学会手の機能評価

表,ModifiedKapandjilndex,画像評価として

modifiedSharpスコア,RAの活動性の評価とし

てDAS28-CRPを用いた母指変形分類はStem

の分類に基づき，単純X線像と合わせて決定し

た．変形を認めないが，単純X線で関節破壊を

認めるTypeMP,CMを追加設定した．各タイ

プの機能障害と関節破壊の進行を検討した．

【結果】変形タイプはbaselme,5年後ともに

Typelが最も多く，疾患活動性によらず全体の

うち変形を有する症例の割合は増加していた．

機能障害はTypell,IIIではbaselineから強く，

経年的な進行は認めなかったのに対し,Typel,

MPではbaselineに比べて経年的に大きく進行

した．画像評価は低疾患活動性のRA症例群で

あってもSharpスコアは5年間で有意に悪化傾向

があった.Typel,MP,CMのSharpスコアは

他の変形より低い傾向にあった

【考察】Typel変形は母指対立を含めて手指機

能は比較的保たれるが，手指全体の関節破壊が

比較的少ない時期から変形が始まっていた．ま

た,TypeⅡは早期から強い機能障害を生じてい

た．発症後長期間経過症例や，コントロール良

好な症例でも機能障害が進行している例を認め，

適切な評価とリハビリテーションや手術療法を

含めた早期の治療的介入が必要と考えた．

l-7-30

Acutrac2Microscrewを用いた側方刺入

による母指IP関節および手指DIP関節固

定術の検討

ArthrodesisoftheThumbPJomtandRngerDPJomt

withObliquePlacementofAcutrac2MicroScrew

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】関節リウマチ(RA)により高度の関節破

壊・不安定性を生じた場合には関節固定術が適応

となる症例は多く，特に支持性が重要である母指

IP関節および手指DIP関節では関節固定術が第1

選択である〆今回Acutrac2Mcroscrewを用い

た側方刺入による関節固定術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8例10関節．男性1例，女性7例，手術時平

均年齢は58～74（平均65.7）歳，平均経過観察期

間は4～13（平均7.4）力月であった母指IP関

節が8関節，示指DIP関節が2関節であり，全例に

Acumed社製Acutrac2Microscrewを使用した．

手術は全例背側アプローチにて行い，関節軟骨を

切除後に関節面より近位指節骨の側方に向けてガ

イドピンを逆行性に刺入した関節固定角度を症

例に応じて調整した上で末節骨側方に向けて関節

面を斜めに横切るように刺入し,X線透視にて確

認の後スクリュー1本にて固定した．術後は2週間

の外固定の後に日常生活での使用を許可した．

【結果】術中の固定性は良好であり，回旋不安定

性を認めた1例のみK戸wireによる固定を追加した．

関節固定角度は0度～15度で術後に関節固定部の

転位やスクリューの逸脱を認めた症例はなく，全

例で痕痛なく骨癒合が得られた

【結論】手指関節固定術では種々の方法が報告さ

れているが，本法の利点としてガイドピンの使用

が可能であるため手技が安定すること，側方から

の固定のため伸展位から軽度屈曲位まで固定角度

の調整が可能であること，遠位指骨および近位指

骨の皮質骨を固定可能であることが挙げられる．

問題点としてスクリューの刺入方向が斜めである

ため，固定する関節面に対して垂直な圧迫力が加

わりにくいが，現在までのところ良好な固定力お

よび骨癒合が得られており有用な方法と考えられ

た．
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FINETotalFingerSystemを用いたMCP
関節置換術の中期成績

ClinicalMidtermResultsofTotalFingerArthroplasty

withlMETbtalRngerSystem

東邦大学医学部整形外科学教室

○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MP関節の関節

破壊に対して，関節置換術は重要な関節再建術

のひとつであるが，しばしば再建関節の掌側脱

臼が問題となる．我々は基節骨の掌側脱臼を制

御する機構を備えたFINEtotalfingersystem

を開発し，2004年4月から臨床応用を開始してい

る．今回はその中期成績を調査し検討を加えて

報告する．

【方法】FINEtotalfingersystemにて指MP関

節置換術を施行し，3年以上経過したRA患者

19例68関節（両側置換3例20関節）を対象とした．

全例女性で手術時年齢は48-76歳（平均62.1歳)，

LarsengradelVまたはVの症例であった置

換指は示指21,中指18,環指16,小指13関節で

あった術後経過観察期間は3年から7年であっ

た臨床成績はQuickDASH,VASを評価した．

【成績】術後1年時と調査時のMP関節自動伸展角

度は平均-172｡-302｡,自動屈曲角度は平均714｡,

708であり,可動域(arc)は平均542｡,40.6.であった．

調査時に屈曲角度は良好に保たれていたが，示指

から小指の4指に関節置換術を施行した症例に伸

展制限の進行が目立った．調査時のQmckDASH

RandScoreは平均534であった.｢Symptoms」の

問9．10．11でmoderate以上の症例もあったが，

置換関節のVASは0～10mmであり，瘻痛の

原因は肩や肘関節など他の関節であった．経過

中4例に基節骨implant周囲のclearzoneの出現

とl関節の中手骨implantの沈み込みを認めたが

implantの折損や変形はなかった感染を1例l関

節に認めた．

【結論】最長7年の経過で再置換はなく，瘻痛

を訴えた症例はほとんどなかったが，基節骨

implant周囲のclearzoneの出現する症例が散見

され，メタルバックの採用などsystemの改善を

予定している．

l-7-32

FineMP人工関節置換術の治療経験
RneMPJomtProsthesisfbrRheumatoidArthritis

'函館中央病院整形外科，2北新病院上肢人工関

節・内視鏡センター

○石倉久光l,末永直樹2,大泉尚美2

【はじめに】関節リウマチ（以下RA)患者の手

指変形,瘻痛,及び機能障害に対する手術治療は，

その適応や術式に苦慮することが多い．現在MP

関節に対する治療として様々な人工関節が考案，

使用されている．今回，我々の施設で行われた

FineMP人工関節置換術の短期術後成績を調査

し，以前共同演者の報告したMES,AVANTA,

SwansonMP人工関節置換術(40指）の結果と

比較し報告する．

【方法】2009年以降でFmeMP人工関節置換術(ナ

カシマメデイカル，岡山）を行ったRA患者3例

3手12関節を対象とした全例女性で，手術時年

齢は57～67（平均63）歳であった．示指，中指，

環指，および小指それぞれ3関節であった手術

後経過期間は3‐21か月（平均11カ月）であった．

これらの症例に対し，痛み，安定感満足度お

よび尺側変位の改善に関し調査した．また可動

域とX線学的検討として脱臼，弛みの有無につ

いて検討した

【結果】痛みの残存は全例でなく手術に満足

していた以前に報告した他機種の痛みの残

存率(Swanson:17%,AVANTA:44%および

MES:5%)と比較しても良好であった．安定性

は全例で改善していた尺側変位は自覚的にも

他覚的にも改善していた．術後平均可動域は,伸

展-22.5,屈曲85.3.でありSwanson:伸展-17.8｡,

屈曲54.9｡,AVANTA伸展-47.5｡,屈曲87.5｡お

よびMES伸展-29.1｡,屈曲66.7.の順であった

X線学的検討としての脱臼および弛みは認めら

れなかった．

【考察】症例は少なく短期成績であるものの

FineMP人工関節置換術はMES,AVANTA,

SwansonMP人工関節置換術の結果と比較し，

痙痛の除去，良好な屈曲と伸展可動域が獲得で

きていた．他機種と比較し材質および構造上の

利点があると考えられた．
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リウマチ手におけるセメントレス人工指

関節の短期臨床成績

Smt-恥nnResultsofCemendessFingerJomtArtimoplasty

inPatientwithRheumatoidArthI･itiR

'鹿児島赤十字病院，2東京手の外科・スポーツ

研究所，3鹿児島リウマチ研究班

○有島善也1，南川義隆2，恒吉康弘3，

小宮節郎3

【はじめに】関節リウマチの手指変形に対する，

シリコンインプラントによる関節形成術は最も

よく行われているが，関節可動域制限の残存，

インプラントの折損，インプラントの沈み込み，

シリコン滑膜炎などの諸問題点が報告されてい

る．セメントレス表面置換型人工指関節は，こ

れらの諸問題を解決することが期待されており，

当院では2006年よりSelflockinghgerjomtを

使用しており，今回この短期成績を報告する．

【対象と方法】術後6か月以上経過した症例は28

例87関節を対象とした．全例女性であり，手術

時年齢は33歳から77歳，平均60歳であった術

後経過観察期間は6か月から3.5年，平均2.1年（中

央値2年）であった．これらの症例に対して単純

レントゲン評価によるインプラントloosening,

radiolucentzone,沈み込み，破損の有無，脱臼

を調査した．また変形再発，感染症，再置換に

ついて調査した．

【結果】インプラントのlooseningは認められな

かった.radiolucentzoneは遠位側（基節骨側）

において7関節（8%)，近位側（中手骨側）にお

いて9関節（10.3％）に認められ，全てScrew周

辺で生じており，アンカー部では皆無であった

sinkingは遠位側において5関節(5.7%)認めら

れ，近位側では皆無であった．インプラントの

破損は認められなかった.脱臼は2例3関節(3.4％）

に認められた．尺側偏位再発は4例14関節に認め

られたが瘻痛はなく経過観察とした遅発性感

染を1関節(1.1%)に生じインプラント抜去を行っ

た．再置換は脱臼により屈曲拘縮を来たした1例

2関節について術後1年で再置換術を施行した．

1-7-34

関節リウマチにおける手指伸筋腱皮下断

裂に対する腱移行術一縫合法の工夫と早

期リハビリテーション

TendonTransferfbrSubcutaneousRuptureofFinger

ExtensorsinRheumatoidArthritis-hnovationofSuture

andEarlyMobilazation

行岡病院整形外科手の外科センター

○久保伸之，正富隆，行岡正雄

関節リウマチにおける手指伸筋腱皮下断裂に対す

る隣接腱への移行術は，減張位固定による早期リ

ハビリテーションと相まって近年盛んに行われる

ようになった．しかし減張位固定のため尺側指は

よりMP関節伸展位で固定することとなり，小指

のMP関節伸展拘縮が生じることや，複数腱の縫

合張力の調整が問題となる．これらを改善すべ<

腱の縫合法に工夫を加え，早期運動を行っている

のでその成績を報告する．

【対象と方法】症例は2008年以降手術し，術後6カ

月以上追跡した複数指断裂9例である．縫合法：

断裂腱遠位断端を個々に剥離せず一塊としたまま

腱鉗子で把持・牽引して断裂指をバランス良<伸

展できる部位を特定し，そこに2-0Fibe州ireにて

Krackowsutureをかける．縫合糸を牽引して断

裂指が同時にバランス良く(MP伸展が僥側指を

越えないよう）伸展する事を確認する．隣接僥側

指の腱に1回のみlockingsutureをかけた状態で移

行腱近位の腱を牽引し，バランスを確認して3回

のlockingを施し縫合する．手関節でのtenodesis

効果によるMP関節伸展を確認した上で，隣接す

る腱同士を4-0ナイロンで結節縫合する.早期運動：

術後は抜糸まで手関節を軽度背屈固定とするが，

指はbuddybandage(減張位は意識しない）にて

早期よりMP関節の自動屈伸を開始する．抜糸後

は固定を除去し，術後4週間までbuddybandage

にて保護するのみとし,tenodesisを意識した手指

の自動ROM訓練を行う．

【結果】MP関節の伸展は尺側ほど若干のlagを生

じる傾向にあるが，自動伸展はADL上，他動伸

展による代償動作を認めず，また屈曲が術前を下

回る伸展拘縮は1指も生じなかった．

【結論】強固なlockingsutureを1カ所にかけるだ

けで早期運動リハが可能であり,ADLを障害す

る合併症である伸展拘縮を予防できる本法は今後

も試みて良い方法の一つである．
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関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂の治療

一手術後10年以上経過した例での検討一

Tension-reducedEarlyMobinzationfOrReconstruction

ofExtensorTendonRuptur℃intheRheumatoidHands

-CmmcalSmdyofMimmumlO-yearFOnow-up-

'慶應義塾大学医学部整形外科学教室，2いしく、

ろ整形外科，3川崎市立川崎病院整形外科，4成

育医療センター整形外科

○池上博泰1，石黒隆2，堀内行雄3，

高山真一郎4，戸山芳昭】

【目的】関節リウマチ(RA)の手指伸筋腱皮下断

裂に対して，減張位早期運動を用いた治療方法を

過去の本学会で報告してきた今回，この治療を

行った症例のうち，手術後10年以上経過した例に

ついて検討した．

【症例および方法】減張位早期運動を用いて1997

年までに治療したRA手指伸筋腱皮下断裂65例の

うち，手術後10年以上経過観察可能であった20例

を対象とした．手術時の年齢は34～72歳（平均

59)，断裂した伸筋腱は，小指のみが4，環・小指

が11,中・環・小指が4,示・中・環・小指が1例

であった手術は，滑膜切除，背側に脱臼した尺

骨頭の処置，断裂した腱の末梢断端を尺側指よ

り順に隣接指と縫合し断裂していない伸筋腱と

端側縫合する伸筋腱の再建を行った後療法は，

テーピングによって縫合部の減張を保持し術直

後から手指自動運動を行う減張位早期運動を用

いた．患者の満足度,MP関節の可動域，手指

の変形，伸筋腱の再断裂などについて検討した．

【結果および考察】手術に対する満足度は，18

例（90%）で“良”以上であった.MP関節の伸

展不足角は，術後1年ではほとんどの例が10度以

内であったが，調査時には30度以上のものが8例

あった．手根骨の圧壊,MP関節の掌側脱臼，尺

側偏位などが原因であった．また環・小指伸筋腱

断裂ll例のうち2例に，中指伸筋腱がMP関節背

側で尺側へ脱臼する例が認められたが，伸筋腱の

再断裂を生じた例はなかった20例中12例で尺骨

中枢端の骨吸収と僥骨への偏位を，4症例で榛骨

への偏位を認めた．

RAは進行性の疾患であるためその長期経過例

は必ずしも良好ではなく,MP関節の伸展不足角

度が増大する傾向がみられたしかし，日常生活

動作での支障はほとんどなく，術後にMP関節

の屈曲制限を生じる危険のない減張位早期運動

を用いたわれわれの治療方法は非常に有用と考

える．
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関節リウマチ以外の疾患に起因する腱皮

下断裂の治療経験

SubcutaneousTendonRuptureafterDistalRadial

FracturesorwithOsteOarthritis

東京医科大学医学部整形外科

○高瀬勝己，河野亮平，番場泰司，

新村光太郎，山本謙吾

【目的】手関節部における腱皮下断裂は様々な原

因により発生する．特に関節リウマチでは，手

関節病変に伴い腱皮下断裂を生じ易いことがよ

く知られている．今回，関節リウマチ以外の原

因で発生した腱皮下断裂を検討したので報告す

る．

【対象・方法】対象は11例．男性2例・女性9例，

罹患側は右側8例・左側3例，手術時年齢は62-79

(平均69.3）歳であった．罹患腱は重複を認める

が，長母指伸筋腱3例，長母指屈筋腱3例，伸筋

支帯第4コンパートメントでの環指伸筋腱5例，

小指伸筋腱4例に断裂を認めた．原因疾患として

は，僥骨遠位端骨折プレート術後3例，僥骨遠位

端骨折後3例,Kienbock病2例，変形性手関節症

3例であった．手術方法は，伸筋支帯内断裂5例

に対しては長掌筋腱を用いた腱移植長母指伸

筋腱断裂3例に対しては固有示指伸筋腱による腱

移行，長母指屈筋腱断裂3例のうち2例は長掌筋

腱による腱移行および1例は同腱による腱移植を

施行した．

【結果】僥側腱断裂の6例は全て僥骨骨折後に発

生し，長母指伸筋腱断裂の2例が骨折後の骨隆起

や骨鰊，他の4例は内固定材料の機械的刺激が原

因となっていた一方，伸筋支帯第4コンパー

トメントで発生した伸筋腱断裂では，背側関節

包断裂および遠位僥尺関節における骨練形成を5

例全例に認めた．術後の機能評価では，伸筋腱

断裂8例中7例が手関節中間位で当該指MP関節

完全伸展位が可能となった．また，長母指屈筋

腱断裂3例の母指IP関節平均可動域は，伸展0.,

屈曲53.3.であった．

【結語】腱皮下断裂の原因は様々である．今回の

結果では僥側腱断裂は僥骨骨折後に発生し，尺

側伸筋腱断裂は変形性関節症性変化に続発して

いた治療法に関しては，個々の病態を把握し

選択すべきである．
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リウマチを除く高齢者における手指屈筋

腱皮下断裂

SpontaneousFlexorT℃ndonRupmresoftheHandmthe

ElderlywithoutRheumatoidArthritis

'荻窪病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科

○田崎憲一'，西脇正夫'，岡崎真人2

【目的】RA以外の高齢者の指屈筋腱皮下断裂の

まとまった報告は少ない．そこで当科で加療した

60歳以上の本疾患について検討した．

【対象と方法】過去10年間に加療し追跡調査可能

であった10症例10手について，発症形態原因，

治療法，術中所見，予後について分析した．腱損

傷の既往のあるものや関節リウマチ合併例は除い

た．年齢は64～79（平均70.0）歳，男3女7例で，

右4左6例，罹患指（腱）は母指(FPL)3例小

指6例，環指・小指同時1例(FDP)であった．発

症から手術までは1～49（平均12.6)力月で,1例

の端側縫合を除き全て遊離腱移植術を行い，術後

調査は4～21(平均10.6)力月であった．評価は,％

TAM,握力比，母指ではピンチカ比で行った

【結果】FPL腱皮下断裂の3例は手根骨のOAが

原因であり，2例はSTT関節の，他の1例は僥骨

舟状骨月状骨間関節の骨鰊であった．小指(環指）

皮下断裂では原因となる基礎疾患が見あたらない

もの2例，陳旧性有鉤骨鉤骨折が2例，豆状三角

骨関節OAがl例,DRUJのOA(僥骨遠位端骨

折後),DRUJでの尺骨頭掌側脱臼各1例であった．

転倒等の外傷は記憶になく，紐結びや物の把持な

ど日常生活動作で指の運動障害が発症していた

治療は関節症では骨鰊の切除，遊離体摘出，関

節包の閉鎖を，有鉤骨偽関節では鉤突起の摘出を

行い，屈筋腱の再建は主にPL腱の遊離腱移植を

行った．治療成績は，母指では%TAM:41.0,g

ンチカ比84.3%，尺側指では%TAM:80.8,握力比

82.0％であった.患者満足度は母指例の方が高かっ

た．

【考察】指屈筋力は80%強回復したが，可動域で

は制限を残した．受傷から手術までの期間が1カ

月から4年とばらつきがあり，罹患筋の萎縮や筋

短縮性拘縮の影響が残った為と考えられた．陳旧

例では腱移行術も考慮すべきであるが，母指例で

は可動域制限はあまり問題とならなかった．
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手指屈筋腱皮下断裂例(Zone3,4)に対
する減張位早期運動療法

Tension-reducedEarlyMobilizationfbrReconstructionof

RupmedRexorT℃ndons

'香川大学医学部整形外科，2屋島総合病院

○加地良雄'，中村修1,今泉泰彦l,

山本哲司'，香川好男2

【目的】1989年に石黒らが報告した手指伸筋腱

皮下断裂に対する減張位超早期運動療法は，非

常に簡便で良好な治療成績が得られることから

現在伸筋腱断裂の治療に広く用いられるように

なっている．この方法は屈筋腱皮下断裂の治療

にも応用が可能であるが，屈筋腱断裂の治療に

用いた報告は症例報告では散見されるものの，

まとまった報告はない．今回我々はZone3,4

での手指屈筋腱皮下断裂の再建術後に減張位早

期運動療法を行い，その治療成績を検討したの

で報告する．

【方法】Zone3,4での屈筋腱皮下断裂の再建術

後に減張位早期運動療法を行った10例（男7例，

女3例）を対象とした．腱断裂の原因は有鉤骨鉤

部での摩擦に伴うもの6例，指の伸展強制によ

るもの2例．特発性のもの1例，僥骨遠位端骨折

後の変形治癒に伴うものがl例であった．手術

時年齢は平均63歳（31～80歳)．罹患指は示指1

例，小指6例示中指1例，環小指2例であった．

手術は患指の断裂した深指屈筋腱を隣接指の深

指屈筋腱に腱移行した．術後は患指に隣接指を

overlapさせてテーピング固定を行うことで減張

位に保ち，手術翌日より自動可動域訓練を行っ

た．テーピングは術後6週まで継続した．

【結果】最終観察時の治療成績は，可動域の平均

がMP関節89｡(78～105｡),PIP関節90.5｡(70

~115｡),DIP関節53.3｡(20～70｡)であった.%

TAMの平均は91%(78～100%)で，機能評価

は優7例，良3例であった．

【考察】手指屈筋腱皮下断裂に対する減張位早期

運動療法は，特別な装具を用いることなく簡便

に行える利点がある．適応は隣接指に腱移行を

行った症例に限られるが，治療成績は概ね良好

であり，術後早期運動療法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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母指伸展機能再建における固有示指伸筋
腱移行術の有用性

UtilityoftheEPT℃ndonTranstrintheReconstruction

ofThumbExtension

'新潟中央病院リハビリテーション部，2新潟医

療福祉大学，3新潟手の外科研究所

○松澤翔太1,大山峰生2,小田桐正博1,

森谷浩治3，吉津孝衛3

【背景】長母指伸筋腱(EPL)断裂に対して行う

固有示指伸筋腱(EIP)移行術は，再教育を必要

としないため比較的容易に母指伸展機能を獲得

できる．我々は，この理由として母指伸展時に

EIPの近位滑走を術中で確認したことを報告し

ている．本研究では母指伸展時のEIP活動特性

を筋電図学的に調査し,EIP腱移行術の有用性

を裏付ける知見を得たので報告する．

【方法】対象は健常成人男性7名（26±1.8歳）で，

筋電図測定時の課題運動は右母指単独での等尺

性自動伸展とした．被験筋はEIPおよび示指の

総伸筋(EDC)とし，双極ワイヤー電極を用い

て筋電図を導出した．得られた筋電図は，母指

伸展張力が最大に至るまでの20％間隔毎に筋電

図積分値を求め，これらを最大筋活動時の筋電

図で正規化した．次いで,被験者平均値を算出し，

各筋の母指伸展時の収縮特性を比較検討した．

【結果】EIPの筋活動は，母指の軽度な伸展運

動から出現し，母指伸展力の増加に伴い段階的

に増大した最大母指伸展時では最大筋活動の

約55％までに達した.EDCの筋活動において

は，母指伸展力の80％まではほとんど活動せず，

80％以上で急峻に増大した．しかし，最大母指

伸展時においても最大筋活動の約28％程度しか

活動しなかった．筋間の比較では各母指伸展強

度間で筋活動量の有意な差を認めた(P<0.01).

【考察】EIPの筋活動が母指伸展力の増加に伴い

増大する現象は,EIPとEPLは同期して興奮す

る特性を持つ共同筋であることが十分考えられ

た.EDとの比較においても，この特性は顕著に

異なっており,EIPは特異的にEPLと同期して

出力する筋と捉えることができた.EIP腱移行

術が術後の再教育を必要としない理由には，筋

腱連結という解剖学的構造も考えられるが，本

研究の結果はこれらの筋の共同的制御特性が大

きな理由として存在することも示唆していた．
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母指CM関節症における中手骨関節傾斜
と背側亜脱臼の関係

ArticularTiltoftheFacetofTrapeziometacarpal

(TMC)Joint:ARadiographicCorrelationwithDorsal

SubluxationofTMCOsteoarthritis

'日高病院整形外科，2日高リハビリテーション

病院整形外科，3群馬大学大学院整形外科

○黒沢一也1,土屋一郎1,宇野治夫2,

高岸憲二3

【目的】中手骨基底部の背側亜脱臼は母指CM関

節症において典型的な所見といえる．本研究の

目的は，母指CM関節症における矢状面での中

手骨関節傾斜と背側亜脱臼の関係を明らかにす

ることである．

【対象・方法】31～70歳（平均46.2歳）の健常母

指50人1m手と,31～86歳（平均61.1歳）の母指

CM関節症80人lll手を対象とした．健常母指を

normalgro叩,Eatonstagel,2をmdarthritis

group(31手),stage3,4をseverearthritisgroup(80

手）とし，全例で母指CM関節矢状方向のX線を

撮影した．中手骨基底部背側縁と大菱形骨背側縁

を結ぶ接線と第2中手骨軸のなす角を計測しこれ

をdorsalsubluxalionangle.中手骨背側接線と中

手骨関節面の接線のなす余角を計測しこれをmcet

angieとした.nonnalgro叩およびmnd,severe

arthxitisgroupの3群間でdorsalsUbluxationangle

およびfacetangieを比較．さらに母指CM関節症

lll手におけるdorsalsubluxationとfacetangleの

相関を調べた．

【結果】dorsalsubluxationangle,facetangleは

ともにmildarthritisgroupがnrmalgroupjg

り有意に大きく,severearthritisgroupはmild

arthritisgroupより有意に大きかった母指CM

関節症例でのdorsalsubluxationとfacetangle

は有意な正の相関を示した．

【結論】中手骨基底部の背側亜脱臼と関節傾斜に

は密接な関係があることがわかった．母指CM

関節症では進行に伴い中手骨関節傾斜，背側亜

脱臼ともに増悪する傾向がある．
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健常者母指CM関節のlaxityに関する研究
AStudyoftheTrapeziometacarpalJointLaxityUsing

StIEssViewRadiograph

都立多摩総合医療センター整形外科

○ 辰巳徹志，伊賀徹 ，東原千恵美

【背景】母指CM関節のlaxityは変形性関節症の

発生に関わっていると考えられている．しかし健

常者の母指CM関節のlaxityについてはこれま

で詳細な調査が行われてこなかった．

【目的】本研究では健常者の母指CM関節がどの

程度のlaxityを有するか，ストレス撮影を行い調

査する．

【方法】病院職員による健常者ボランテイア，20

代から50代を対象に小型イメージを用いて，第1

中手骨を僥側に押し出す力をかけ母指CM関節

正面像撮影を行う．撮影は両側とも行い，亜脱

臼の程度を評価するため第1中手骨の関節面で大

菱形骨の関節面に覆われていない部分の割合（以

下亜脱臼率）を算出した．

【結果】男性20名40手（平均38.1±7.9歳,26-51

歳)，女性20名40手（平均39.7±7.8歳23-57歳),

計80手(平均38.9±7.9歳,26-57歳）の調査を行っ

た．亜脱臼率は全体で平均0.30±0.12(0.10-0.66）

男性で平均0.30±0.12,女性で平均0.30±0.12,男

女間で有意差はなかったまた男性では左に対し

右が有意に亜脱臼率が大きかった亜脱臼率が0.5

を超えるものも4手5％に見られた．

【考察】Eatonは両母指を押し付けあって撮影す

ることでCM関節のストレス撮影として用いる

ことを推奨している．しかしこの方法は母指CM

関節に内転ストレスをかけるもので，今回用いた

直接ストレスをかける方法と比較すると僥側へ

のlaxityの評価としては不十分になる可能性があ

る．今回の研究では健常者でもほとんどlaxityの

ない関節から高度のlaxityのあるものまで様々 な

程度の不安定性を有していることが判明した．男

性では右が左に対して有意にlaxityが大きい．男

性は女性より握力が強く普段から関節にかかる

負荷が大きいことが影響している可能性がある．

【結語】健常者の母指CM関節ではさまざまな程

度のlaxityがあることが分かった
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母指CM関節症に対する装具療法一短対

立装具の有用性について

SplintingfortheTreatmentofThumbBasalJoint

Osfoarthritis

慶應義塾大学整形外科

○岡崎真人，佐藤和毅，中村俊康，

戸山芳昭，池上博泰

【はじめに】母指CM関節症は上肢における代表

的な退行性疾患のひとつであり，各種手術療法

の報告がなされているが，保存治療の報告は少

ない．今回，短対立装具を用いた自験例の治療

結果を検討した

【対象および方法】2008年9月以降に母指CM関

節痛に対して31例39指に装具療法を行った．関

節リウマチ，関節内ステロイド注射併用例，全

身状態が悪化した症例を除いた28例36指のうち，

3カ月以上経過観察が可能だった19例27指を対

象とした．女性17例25指・男性2例2指，右13指・

左14指装具は母指を対立位に保持しつつ，手

関節・母指IP関節を固定しない短対立装具を用

いた．治療開始後1カ月はなるべく長時間装着

し，それ以降も3カ月までは夜間装着するように

指導した手術に至った症例，装具装着期間

瘤痛VAS,DASHscore,日常生活動作での支障，

満足度について調査した．

【結果】手術に至った症例は3例5指だった．装具

を現在も使用している症例が7例，3カ月以上が

6例，1-3カ月が4例1カ月未満が2例だった．装

具使用を中止した理由は，瘤痛が消失あるいは

軽減7例，力が入らず不便1例，手術を行った3

例，無回答l例だった．手術症例を除くと，瘤

痛VASとDASHscoreは装具装着前後で67.0±

25.1mm,41.6±16.7が38.0±25.1mm,26.2±17.6

と改善した．日常生活動作で支障が大きかった，

タオル絞り・シャツボタンかけ・爪切り・ペッ

トボトル開封・洗濯ばさみ・手掌の平地設置も，

最終経過観察時には軽減していた．満足度調査

では，満足4例．まあ満足9例，どちらとも言え

ないl例，不満2例だった（手術症例を除く)．

【結論】短対立装具を用いた保存療法は，効果に

限界はあるが，手術を考慮する前に試みて良い

方法である．治療前にしっかり説明すれば，装

具の受け入れも悪くなかった．
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母指CM関節症に対する熱可塑性プラス

チックスプリントの治療成績

CnmcalOutcomeofSplimwithnlermoplasticPlasticfbr

ThumbCarpometacarpalArthritis

抱生会丸の内病院整形外科

○松木寛之，中土幸男

【目的】我々は2002年より母指CM関節症に対し

病期の進んだ症例も含めてスプリントによる保存

的治療を第一選択として行ってきた．今回それら

の追跡調査を行いスプリント療法の有効性を検討

した．

【対象と方法】母指CM関節症と診断されスプリ

ントを装着し，直接検診で質問票等による臨床成

績評価を行った2008年以降の17例17手（男5，女

12例）を対象とした．平均年齢は68.5歳（50-84

歳）で,Eaton分類のstage2が1例,stage3が9例，

stage4が7例であった．スプリントは軽量，通気

性・耐水性のある熱可塑性プラスチック材によ

るstaticsphtで，当院の作業療法士が作製した．

固定肢位はつまみ，握り動作を妨げない範囲で掌

側外転位とし，固定範囲は母指CM関節の近位か

らMP関節の遠位または近位までとした評価項

目として，質問票によるVAS,スプリント装着

状況とDASHをスプリント装着前，装着1カ月，

3カ月，6カ月後に評価した

【結果】VASはスプリント装着前平均5.95が，装

着1カ月後4.63,3カ月後3.53,6カ月後3.16と減少

し，67％でスプリント装着による疾痛の改善を認

めた.DASHはスプリント装着前平均36.9が，装

着1カ月後284,3カ月後222,6カ月後22.1へと改

善し,87％でスプリント装着による改善を認めた．

【考察】スプリントによる保存的治療により，

67％の症例にて瘻痛の改善を認め，87％の症例で

DASHscoreの改善を認めた．またVAS,DASH

はほとんどの症例でスプリント装着3ヵ月後まで

に改善し，6ヵ月後の成績はほぼ3ヵ月後と同じ

傾向にあった熱可塑性プラスチックによる母指

CM関節症用スプリントは耐水性なため水仕事中

も使用することができ，患者の希望によって形状

を調整できる利点がある．また，除痛，日常生活

動作の改善にも効果があり，ステージの進んだ症

例に対しても十分適応があると考えられた

l-7-44

母指CM関節症に対する第一中手骨外転

対立位骨切ﾚﾉ術の治療成績

Abduction-oppositionWedgeOsteotomyoftheFirst

MetacalpalfbrTrapeziometacarpalOsteoarthritis

愛野記念病院

○青山隆，宮崎洋一，田崎和幸，

貝 田 英 二

【はじめに】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.Eaton分類

でstagel～stage2の症例に対してはステロイド

注射，装具療法等の保存的治療が一般的であり，

stage3以降の重症例についてはCM関節固定術，

人工関節置換術，関節形成術等様々な術式が考

案されているが，保存的治療に抵抗するstage

l～stage2の症例に対してどのように治療する

かは意見の分かれるところである．そこで今回

著者らは保存的治療に抵抗するstagel～stage

2の症例に対し，第一中手骨外転対立位骨切り術

を行い，良好な結果が得られたので報告する．

【対象および方法】2007年～2010年で当院で母指

CM関節症に対する第一中手骨外転対立位骨切

り術を行った20例22関節の内，術後六か月以上

の追跡調査可能であった11例13関節を対象とし

た手術時年齢は50～81歳（平均65歳）で，男

性2例（3関節)，女性9例（10関節）で，術前の

病期はEaton分類でstagel,3関節,stage2,

10関節であった．

【結果】全例で痙痛の改善が見られた．また全

例で骨癒合が得られ，術後平均4か月で抜釘し

た．母指一示指間の関節可動域は掌側外転平均

44度，僥側外転平均41度であった．術後握力

は平均22.7kg,ピンチカは平均3.5kgであった．

QuickDASHスコアは機能障害／症状スコア平均

12.0点，仕事（選択項目）平均3.1点，スポーツ／

芸術活動（選択項目）平均2.8点であったまた

レントゲン上狭小化していた関節裂隙の拡大傾

向が認められた．

【考察】本術式は除痛効果に優れており，関節可

動域も良好で術式も容易であり，後療法も短期

間で済むため日常生活への復帰も早く，早期母

指CM関節症に対する治療法として有効な選択

肢の一つである．
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母指CM関節症に対するWeilby関節形成
術の治療成績

Weilby'sTendonInterpositionArthroplastyfOrThumb

BasalJointAIthritis

1-7-45

母指CM関節形成術が術後MP関節に及

ぼす影響

EffectsofArthroplastyoftheThumbBasalJOintonthe

mlumbMetacarpophalengealJomt

'京都府立医大大学院運動器機能再生外科学

形外科），2京都第二赤十字病院整形外科，

都地域医療学際研究所附属病院整形外科

○小橋裕明'，藤原浩芳1，辻原隆是3，

奥田良樹2，久保俊一】

整
京

／
１
３

東京大学医学部整形外科・脊椎外科

○三浦俊樹 ， 宮 本 秀 明，徳山直人，

高群浩司，中村耕三

【はじめに】母指CM関節症にはMP関節過伸展

変形が伴いやすい．このため母指CM関節形成

術では同時にMP関節制動術が行われることが

あるが,MP関節の制動をしない場合の経過に関

する報告は乏しく，制動術の適応は明確ではない．

当科ではこれまで母指CM関節形成術の際，過

伸展変形はあっても痙痛のないMP関節には制

動術は行わずにきた．

【目的】母指CM関節形成術後,MP関節の変形

および癌痛の経時変化を明らかにすることであ

る．

【対象と方法】2005年以降，母指CM関節形成術

を行った19例20手を対象とした．術前MP関節に

瘤痛があり同時手術を行った症例は除外した．術

前術後麻酔下，術後2ヶ月，術後半年の各時点

においてMP関節の瘻痛の有無と安静位で撮影

したX線母指側面像における母指長,MP関節

伸展角度の変化を調べた.またMP関節の形態(平

坦型，円型）による違いも検討した

【結果】術後4手にMP関節痛が出現した．瘤痛

部位は関節背側が多く掌側にばね指様症状を訴え

る症例もあった．瘻痛は全例軽度で3手では半年

までに軽快し，追加手術を要した例はなかった．

術前平均13度のMP関節過伸展角度は術後麻酔

下では一旦消失するも術後2ヶ月，半年では各11

度,12度に戻っていた瘤痛と過伸展の明らかな

関連はなかった．母指長変化,MP関節形状と過

伸展角度との間にも明らかな関連はなかった．

【考察】母指CM関節形成術後にMP関節痛を生

じる原因として過伸展変形の増悪を疑ったが，今

回の結果からは関連は明らかではなかった.また，

術後MP関節に追加手術を要するような強い瘻

痛が持続する症例はなかったことからMP関節

に対しての予防的な制動術は不要と考えられる．

【結語】母指CM関節形成術後に一時的なMP関

節痛が出現することがある．制動術を行わなくて

もMP関節の過伸展変形の増悪はなかった．

【目的】保存療法に抵抗する母指CM関節症に対

し，関節形成術，関節固定術，人工関節置換術

などの手術療法が報告されている．われわれは

Weilby関節形成術を行っており，治療成績と治

療上の問題点について検討した．

【対象と方法】症例は22例24手，男4例，女18例，

手術時年齢は45歳から83歳,平均61.4歳であった．

手術側は右10手，左14手であり,Eaton分類で

は,stage2が1手,stage3が13手,stage4が10

手であった術後経過観察期間は0.5年から5年，

平均1.8年であった術式はWeilby法に準じて，

大菱形骨を切除後，僥側手根屈筋腱(FCR)の

半裁腱を長母指外転筋腱(APL)と残りのFCR

に8の字状に巻きつけてsuspensionslmgを作製

した．また，この操作で弛緩した短母指伸筋腱

(EPB)の縫縮を行った．術後は母指対立位で4

週間のギプス固定を行ったのち，可動域訓練を

開始した．評価項目として瘤痛，握力，母指外

転可動域を術前術後で比較し，さらに合併症に

ついて検討した．

【結果】瘻痛は術後全例で改善した．握力は術前

平均20.1kgが術後平均24.6kgに改善した．母指

掌側外転可動域は術前平均52.3.が術後平均60.4.

に，母指僥側外転可動域は術前平均48.1。が術後

平均59.1.にそれぞれ改善した．合併症としては，

第1コンパートメントにおける腱鞘炎，母指MP

関節過伸展，小菱形骨・第1中手骨間の関節症性

変化およびCRPSを認めた

【結論】母指CM関節症に対するWeilby関節形

成術は除痛と，母指可動域の温存に優れた方法

であるが,suspensionslmg作製時の腱張力や

EPBの縫縮の程度に注意を要する．
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Kaarela法による母指CM関節形成術の
成績

AbductorPollicislLongusTendonlnterposition

Arthroplasty(Kaarela)fbrtheFirstCarpometacalpalJomt

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，

頭川峰志

【目的】母指CM関節症に対する大菱形骨切除に

APL腱を用いた関節形成術(Kaarela法）の成

績を報告する．

【対象・方法】竝象：9例（全例女性)．年齢：平

均54才（50～59)．関節症:Eaton分類Stage3が

4例,Stage4が5例．同一術者が手術を施行．経過

観察期間:18カ月(14～24).治療法：大菱形骨

切除を行い，第一中手骨底部に停止するAPLを

長さ7cm採取した．これをFCRに3～4回巻き付

け，第一中手骨底部に作製した骨穴を通し固定し

た外固定：術後3週間thumbspicacast,その後

2ヶ月間は副子で夜間固定．訓練：術後3週から瘻

痛にあわせ使用．挨討項且:術前，最終観察時の

可動域，握力・ピンチカ（健側比)．癌痛(VAS),

Q-DASH,Hand20,術後X線の変化など．

【結果】圭術時間：平均52分．可動域：掌側外転

術前平均25.6.→最終32.5.,僥側外転23.8｡→32.5.．

撞塑：平均63.8％→93.6%・ピンチカ:Tip74.9

％→85.1%,Key81.8%→87.2%.痩通：術前平

均66.3mm→3カ月50.6mm→6カ月24.4mm-'

最終17.9mm.Q-DASH:術前平均52.8→3カ月

51.3→6カ月23.6→最終14.7.Hand20:術前平

均70．4→3カ月60.0→6カ月32.8→最終17.1．復

職：平均6カ月.X線：第一中手骨長と大菱形

骨摘出後のスペース比は術直後平均0.25から術

後12ヵ月では0.16と低下．なお5例でFCRに沿っ

た瘻痛を訴えたが3～6ヵ月で軽快．

【考察】母指CM関節症は多種のtendon

suspensionplastyがあり，どの方法も術後成

績は比較的良好の報告が多い.Kaarela法は比

較的簡単な手術法であり，他の方法と比較して

同様な結果が得られるのであるなら勧められる

方法である．今回全ての調査項目で術前より改

善したものの，最終観察時にも軽い違和感が残

存している例が多く，結果として最終観察時の

VAS,Q-DASH,Hand20の結果となった．

1-7-48

母指CM関節症に対する関節鏡視下大菱

形骨側部分切除術の短期成績

ArthroscopicJointDebridementoftheFirst

CarpometacarpalJomt:AShortTbrmResult

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，

頭川峰志

【目的】母指CM関節症に対して関節鏡視下大菱

形骨側部分切除例の短期成績の報告

【対象・方法】竝象：6例（男2，女4)．年齢：平

均63.7才．関節症：全てEaton分類Stage4.同

一術者が手術施行．経過観察期間：平均14カ月．

治療法：関節鏡視下で大菱形骨側を海綿骨が露出

するまで削り，腱球などの空隙を埋める方法は

行わなかった外固定：術後4週間thumbspica

cast,その後2ケ月間は副子で母指を夜間固定．

訓練:術後4週から瘻痛にあわせ使用．調査項目：

術前，最終観察時の可動域握力・ピンチカ（健

側比)．瘤痛(VAS),Q-DASH,Hand20の変化

【結果】手術時間：平均1:37.可動域：掌側外転

術前平均29.6｡→最終31｡,榛側外転"｡→31.．握迦

平均78.7％→92.5％・ピンチカ:TipM.1%→的.1%,

Key882%→88.5%・瘻痛：術前平均78.8mm→3カ

月39.8→6カ月25.3→最終11.7mm．QDASH:術前

平均4Q9→3カ月429→6カ月".8→最終133.Hand

別：術前平均447→3カ月58.8→6カ月31.3→最終

13.8.復瞳:平均6.8カ月．

【考察】関節鏡視下CM関節術は，大菱形骨を部

分切除した間隙に自家腱もしくは人工材料を挿

入し，良好な成績が得られた報告が散見される．

自家腱採取は侵襲的で，狭い間隙に自家腱を挿入

するのは難しい．一方，大菱形骨全摘だけでも一

定間外固定等をおこなえば術後成績の差がない

という報告もあることから，鏡視下手術でも必ず

しもその間隙を埋める必要が無いのではと考え

本法を施行した．介在物を挿入しない場合，鏡視

下手術では大菱形骨の切除量はかなり少ないた

め術後に中手骨関節面と大菱形骨切除面がイン

ピンジすることが懸念されるが，今回治療した症

例では術後に関節の礫音やそれに伴う瘻痛を訴

えた症例はなかったが，長期では問題の生じる可

能性は懸念される．
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AcutrakMiniを用いた母指CM関節症に

対する関節固定術

ArthrodesisusingAcutrakMiniinOsteoartmtisofthe

TrapeziometacarpalJomtoftheThumb

西宮協立脳神経外科病院整形外科

○阿部宗樹，瀧川直秀，森内宏充，

安井憲司

【目的】母指CM関節症に対する関節固定術は，

長期の安定した除痛効果が得られるなどの利点

があり，広く行われている方法である．我々は

2008年以降,Acumed社AcutrakMiniを用いて

関節固定術を行っている．本報告の目的は，本

法の術後成績を調査し，本法の利点と問題点に

ついて検討することである．

【対象と方法】2008年以降にAcutrakMiniを用

いて母指CM関節固定術を行い,6か月以上追跡

しえた7例8手（男性:1例2手，女性:7例7手）

を対象とした手術時年齢は平均62.3歳(51~

77歳）で,Eaton分類ではstage2:3例,stage3:

5例であった．手術方法は，僥骨遠位端からの海

綿骨移植の後,AcutrakMini2本をねじれの位

置に刺入し内固定した外固定期間は原則とし

て抜糸までとしたが，術中に固定性が十分でな

いと判断した3例は，さらに2週間追加した．外

固定期間は平均14.5日（10～24日）であった．

評価項目は，骨癒合の有無ピンチカ,DASH

スコアとした．経過観察期間は平均17か月（11

～28か月）であった．

【結果】1例を除き骨癒合が得られた．偽関節の1

例は，術後28か月の現在，スクリューのゆるみ

と逸脱傾向にあり，再手術を勧めているが，希

望せず経過観察中である．ピンチカは対側比で

keypmch平均70%,tippinch平均67%であった

DASHスコアは平均17.4点であった．

【考察】本法の長所は,AcutrakMmiにより強固

な固定力が得られるため，早期の運動が可能で

あることや,抜釘の必要がないことである．一方，

短所は2本のスクリューをねじれの位置に刺入す

ることが手技的に難しいことである．これによ

り，本法の長所が生かされない症例も存在した

【結論】AcutrakMmによる母指CM関節症に

対する関節固定術は有力な方法であるが，手技

的な改良が必要であると思われる．
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母指形成不全症に対する母指化術の長期

成績について

LongTermResultsofPolicizationfbrThumbHypoplasia

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

○岸陽子，牧昌利，松浦愼太郎，

増 澤 源 造 ， 内田満

【目的】当科で1968年から2010年までに母指化術

を行った母指形成不全の患者は12例13手で,3年

以上経過観察しえた8例9手のうち2010年に来院可

能であった5例6手に対し，術後成績を調査し，母

指の動きをビデオに収め検討を加えたため報告す

る．

【症例および方法】母指化術を受けた患者5例6

手を対照とした．術後評価は日本手の外科学会僥

側列形成不全の機能評価表，母指対立機能の評価

表を用いたまた母指の外転運動，ピンチ動作を

ビデオに収めた．

【結果】患者のBlauth分類は,4型4手,5型2手で

あった．手術時年齢は1歳から7歳8カ月平均3歳5

カ月，術式はBlauthの皮膚切開デザインでBuck-

Gramcko法を行った.1例に伸筋腱再建l例に

CM関節・耀痕拘縮形成術を追加した経過観察

期間は，3年から13年2カ月平均7年4カ月であっ

た．母指尖端到達可能部位はl例が環指末節まで

であったが,4例は小指末節以上で,pulppmchは，

1例のみ小指までで4例は中指までであった.Side

pmchはl例のみ中指であり4例は小指まで可能で

あった.Pinch力は健側の18%から85%,両側例

は，利き手側は119.6%であった．成績はFair4

例Excellentl例であった．両側例以外，患側が利

き手である症例はなかったが，掌側外転位で固定

された症例は，母指の到達範囲が狭く，母指も細

<,MP関節での背側凸変形が生じていた.2例で

pmch動作時MP関節の屈曲が見られた．

【考察】母指化術によって示指を母指に変換した

場合，示指のPIP関節の可動域と母指のMP関節

の可動域の違いにより再建母指の動作時のMP関

節の屈曲はやむを負えないが,stabmtyを獲得し

ていること，僥側，掌側外転が十分にできること

が再建母指を使用する際重要である．両側例を除

いて，全員利き手にはなれなかったのはpmch力

の低下が大きな要因と考えられた．

1-8-2

先天性母指形成不全の治療成績

TreatmentoftheCongemtalHypoplastic'IYlumb

'北海道立こども総合医療・療育センター，2札

幌医科大学付属病院整形外科

○金谷久美子1，和田卓郎2，射場浩介2，

森谷珠美2，山下敏彦2

【目的】先天性母指形成不全は僥側列形成障害の

1病態であり，握り・つまみ機能の障害をきたす．

Blauth分類では形成障害の程度により5型に分け

られる．今回は母指形成不全に対し当科で手術を

施行した本症の特徴と術後成績を検討した

【対象】2000年8月～2010年7月に手術を行った母

指形成不全5例5手を対象とした．男児3例，女児

2例，手術時平均年齢は5歳2ヵ月であった．片側

罹患2例，両側罹患が3例であった.Blauth分類2

型が4手,3B型が1手であった．手術側は右3手，

左2手,術後平均経過観察期間は55ヵ月であった．

検討項目は僥骨形成障害の有無，合併疾患手術

法，メジャー法による術前後の握り・つまみ機能

評価，保護者による術後のつまみ機能評価とし

た

【結果】1例に僥骨形成障害を認めた．合併疾患は

Goldenhar症候群,VACTERL連合が1例，広範

性発達障害と先天性脊椎側弩症が2例であった．

家族歴は認めなかった．術式は,Blauth2型に小

指外転筋を用いたHuber-Littlar法(H-L法）に

よる母指対立再建術を,Blauth3B型に対して

はBuck-Gramco法に準じた母指化術を施行した．

メジャー法によるつまみ機能評価では術前平均

l.5点から術後平均4.0に改善し，全例において握

り・つまみ機能を獲得した．1手でMP関節不安

定性と伸筋腱機能不全により,H-L法施行後に過

度の母指対立位を呈した．保護者による術後のつ

まみ機能評価は全例で著明に改善であった．

【考察】母指形成不全に対する当科での治療法は，

Blauthl型に対して装具療法,2型と3A型にH-L

法,3B型以上は母指化術を選択している．今回

の症例では術後全例において母指の対立運動を

獲得し，良好な結果を得ることが出来た．一方，

母指形成不全では種々の合併疾患や関節不安定

性，伸展機能障害をともなう症例があり，手術時

期や手術法は慎重に決定すべきである．
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先天異常手における第1指間の画像評価

一母指MP関節の不安定性に着目して一

FunctionalEvaluationfOrCongenitalAnomalyofthe

Hand

'独立行政法人国立成育医療研究センター病院外

科系診療部整形外科，2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，関敦仁'，日下部浩'，

森澤妥2，高山真一郎’

【はじめに】母指の異常を伴う先天異常手では，

第1第2中手骨間が狭小化し，これを代償するよ

うにしばしば母指MP関節が僥屈変形する．母

指対立形成においてもMP関節の安定性は重要

である．第1指間の評価には，指間距離の測定，

母指外転角の測定の報告があるが，いずれもMP

関節の不安定性・代償性僥屈変形を考慮に入れ

ていない．われわれは第1指間を最大に開大した

位置で円錐形発泡スチロールを把持させ，第1第

2中手骨間の開大角度で第1指間の評価を行って

きたが，今回これに加え，母指基節骨第1中手骨

角(1PMA)を測定することで母指MP関節の

僥屈不安定性の評価を試みた．

【対象および方法】2008年9月以後母指の異常を

伴う先天異常手について，上記撮影における

1PMA,第1第2中手骨角(1-2MCA),みかけの

第1指間角(1WA)を測定した．内訳は母指形成

不全31例(Blauthypellll例,IIIal2例,IIIb

8例)，先天性多発性関節拘縮症11例，先天性握

り母指9例であった．

【結果】平均角度は上記内訳の順にlPMAは10.2｡,

37.4.,54.7｡,46.4｡,30.2｡,1-2MCAは48.2｡,28.1｡,

24.6.,31.0.,40.9｡,1WAは54.0｡,49.2｡,54.3.,

52.3.，56.0.であった.1PWAは母指形成不全

I肥に高く,1-2MCAはIIIA,IIIBに低い値を示

したものの,1WAは各群間に有意差は見られな

かった第1第2中手骨間の開大に対する母指MP

関節過僥屈の割合(1PMA/1-2MCA)は1I田は

他群に比べ有意に高い値を示した(p<0.01).

【考察】調査した先天異常手ではいずれも同様の

lWAが得られていたが，母指形成不全I1肥では

MP関節過僥屈による代償が大きかった．本法は

これまで困難であった母指MP関節の榛屈不安

定性が評価可能で，対立機能形成術の適応の決

定や術前後の把持機能の評価にも期待できる．
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Modifiedon-topPlastyMethodfor
ExtrathumbwithNarrowFirstWeb

I吟・

ダ

○Shan-LinChen

DepartmentofHandSurgery,BeijingJishuitanHospital,Beijing,China

Extrathumbcombinedwithnarrowfirstwebisnotauncommonproblem.Mosthandsurgeons

familiarwiththeprincipleswhichguideushowtoremovetheextrathumbandpreventthe

occurrenceofthecomplications.However,thenarrowfirstwebisoverlookedunpurposedalways

brcauseitisnotsoconspicuouscomparedwiththethumbdefOrmity・Evenpayattentiontoit

accidently,｡eZ''plastyorskingraftarepreferedusuallyandtheoutcomeswerenotsogoodasour

expectation.Asyouknow,thenormalfirstwebiscrucialnotonlyfbrthethumbfUnctionbutalso

fOrthewholehandfUcntion.Anewmodifiedon-topplastymethodwasdesignedandusedinrecent

6veyearsandgOodresultswereachieved.

ThetraditionalGillieson-topplastytechniqueinvolvestransferringthedistalportionofadigittoan

adjacentdigitbasedontheneurovascularpedicle,usedmainlyinthelengtheningofthethumbafter

traurna・Fewpaperswerepublishedwiththistechniquefbrtheextrathumbbecauseitistechnically

di髄cultanddonothaveadvantagesinmostsituations,Themodinedmethod,ontheotherhand､is

easierandsaferprocedurecomparewiththetraditionalprocedure.

Ourpurposeistocombinetheless-hypoplasticcomponentstoreconstructafUnctionalthumband

openthenarl･owfirstwebsimultaneously.Modifiedon-topplastymethodwasdesignedandusedfOr

15patients.Thetechniqueisdescribedandthetreatmentoutcomeswerereponed.

4

月
旧
日
第
８
会
場
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Thumbintheplaneofthehandの術後成
績

Post-operativeFunctionfOrThumbinthePlaneofthe

H皿．

'札幌医科大学整形外科，2札幌第一病院整形外

科

○射場浩介'，和田卓郎'，青木光広2，

森谷珠美'，山下敏彦』

【目的】thumbintheplaneofthehand(TPH)

は母指列が手掌と同じ環状面にあり，第1指が母

指の特徴を有するが機能しないことを特徴とす

る先天異常手として報告された(Langer,2009).

今回は当科で手術を行ったTPHの特徴と術後成

績について検討した．

【方法】診断基準はLangerらに従い，第1指が，

手掌と同じ環状面であること，中手骨近位に成

長帯が存在すること，1から2個の指節骨を有す

ること，母指球筋が存在することとした．2005

年4月から2010年3月までに当科で手術を行った

先天異常手を後ろ向きに調査し，上記診断基準

を満たす5例5手を対象とした．初回手術時平均

年齢は11.8カ月（8－14カ月）であり，術後平

均観察期間は28.6ヵ月（12-56ヵ月）であった．

検討項目は疾患名，病態の特徴，手術方法,､術

前後のつまみ機能評価術後の手指機能に対す

る保護者評価とした保護者の評価は「変化な

し｣，「改善｣，「著明に改善」の3段階とした

【結果】疾患名は合短指症2手,絞掘輪症候群l手，

裂手2手であった．合短指症の2手は第1･2指間

指尖部までの合指を認めた．絞抓輪症候群のl手

は外見上すべての指が1塊となっていた．裂手の

1手は浅くて狭い第1．2指間を呈し，1手は深く

て広い第1．2指間を呈していた．手術は指間形

成術を4手8指間に,Snow-Littler法を1手に，中

手骨回旋骨切り術をl手に行った．平均手術回数

は1.6回（1－2回）であった．術前後のつまみ

機能評価はメジャー法（日手会誌，2009）で術

前平均1.0点から術後平均4.2点に改善した．親の

術後評価は「改善」が2手，「著明に改善」が3手

であった．

【考察】TPH全例において母指を分離すること

で良好な手指機能を獲得したTPHは新しい先

天異常疾患分類ではないが，治療計画を立てる

上で有用な概念と考えられた．

1-8-6

基節分岐・榛屈型母指多指症の治療経験

Radially-deviated,ProximalPhalangealTypeThumb

Duplication-ClinicalFeaturEsandSurgicalOutcomes

'名古屋第一赤十字病院整形外科，2服部整形外

科皮フ科

○洪淑貴'，堀井恵美子'，服部達哉2，

広石将行1，大塚純子】

【緒言】僥側指・尺側指ともに僥屈変形を呈する

僥屈型母指多指症は比較的稀で,分岐レベルで

は末節分岐型より基節分岐型の頻度が低いと報

告されている．基節分岐・僥屈型母指多指症の

臨床症状，治療法，治療成績について検討した

ので報告する．

【対象と方法】1973～2008年に初回手術を行っ

た基節分岐型母指多指症74例中，僥屈型20例の

うち詳細な記録がある10例を対象とし，術前形

態初回手術手技，修正手術の有無・方法を，

また最終機能評価として日本手外科学会母指多

指機能評価を用いレトロスペクテイブに調査し

た．

【結果】外観上僥側指は尺側指と同大8例，尺側

指より低形成l例で，1例では僥側指が尺側指よ

り大きかった．尺側指の術前僥屈変形はIP関節

で生じており，平均35｡(15～60｡)であった．

平均10.3ケ月（7～14ケ月）で僥側指切除術を

施行した．術中尺側指のIP関節は2例で不安定

性著明であったため,IP関節面の軟骨をシェー

ビングしIP関節固定(chondrodesis)した．伸筋

腱は全例で低形成～無形成であったが，伸筋腱，

屈筋腱共に付着部が僥側に偏位している場合は

切離し，中央へ縫着した．基節骨骨切りは8例に

施行した．修正手術を必要としたのは1例で，5

歳時に基節骨矯正骨切り＋仮骨延長術,11歳時

基節骨矯正骨切り術を施行した最終成績は優1

例良5例，可3例，不可1例であった．

【考察】母指はピンチ動作に際し他指に対向する

ポストとなるが，基節骨IP関節面の僥側傾斜の

残存は，潜在的な尺側側副靭帯機能不全を悪化

させる．初回手術時に，骨切りと軟部組織再建

でどこまでIP関節の安定性を再建できるかが治

療の鍵であった．最終成績が不可で再手術を施

行した1例は初回手術で基節骨の矯正が不十分で

あった．
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血液疾患を合併した母指多指症
nlumbDupncationwithHematologicalPmblems

'名古屋第一赤十字病院整形外科，2服部整形外

科皮フ科

○大塚純子l,堀井恵美子1,洪淑貴1,

広石将行'，服部達哉2

【目的】母指多指症では，種々の先天異常が時に

合併するが，血液疾患を合併することは稀であ

る．4例経験したので,その分岐形態および治療

について報告する．

【対象】当院および関連施設で治療した母指多指

症708例の診療録を調査した．55例に四肢異常，

61例で心疾患などの合併異常が明らかであった．

血液疾患を合併した4例は，男児2例（兄弟)，

女児2例で,症例1はDiamond-Blackfananemia(以

下DBA),症例24はFanconi貧血であった．

【症例】症例1:11ケ月女児．日手会分類4型母

指多指で，僥尺側とも三指節で，母指球筋の萎

縮を認めた．症例2:6ヶ月男児．3型母指多指

で，合趾症を合併していた．症例3：6ヶ月男

児．症例2の弟である．4型母指多指で，僥尺側

とも三指節であった．症例4：5ヶ月女児，姉も

Fancom貧血で,僥側列形成不全の治療中である．

両側4型母指多指で，右は尺側母指基節骨がデル

タ様である．手術予定である．症例1，2は，初

診時は異常に気づかず，経過中に貧血に気づき

治療を開始した．

【治療結果】症例1および3では，各々二次手術と

して，骨切術，関節固定術などを施行したが，

母指は小さく，可動域も不良で，最終成績は日

手会評価で不可であった

【考察】血液疾患に時に母指多指症が合併するこ

とが報告されている．特徴的なことは無いとの

報告もあるが，我々の経験した4症例は，いず

れも母指の低形成がみられ，再建が困難で，長

期経過観察可能であった2例の最終成績は不良で

あった.DBA,Fancom貧血など，初診時には

診断されていないことがあるので，低形成の高

度な多指症の治療の際には，このような合併異

常の存在も念頭に，全身状態を把握して治療計

画を立てることが必要である．

1-8-8

母指形成不全と母指多指症の合併症例に
ついて

CoexismgHypoplascticThumbandnlumbPolydactyly

(独）国立成育医療研究センター整形外科

○高山真一郎，関敦仁，高木岳彦，

宮崎馨，福岡昌利

【はじめに】手の先天異常は形態面から分類され，

母指形成不全症は形成障害，母指多指症は重複

と，両者は異なったカテゴリーに入れられてい

る．両疾患の関連は喜多らによって議論されて

きたが，今回片側の母指形成不全症に反対側の

母指多指症を合併した症例を経験したので，発

症原因と手の先天異常の分類について考察した．

【症例】演者らが1990年以後に手術を行った母指

形成不全症は102手であったが，うち4例で反対

側の母指多指症を合併した．また，1例では一卵

性双生児に母指多指症を認めた．症例1：女児，

右母指形成不全Blauth(以下B)IIIAで，左母

指はWassel(以下W)IVの多指症，さらに小

耳症を合併した．母指多指症は対立機能障害が

著明なため，短母指外転筋を用いた対立機能再

建を追加した．症例2：男児，左母指形成不全

BIIIAで右の痕跡型母指多指症を合併した．症

例3：男児，左母指形成不全BIIIAに右の母

指多指症WIVを合併した．症例4:女児，左

母指形成不全BII肥に右母指多指症WIVを合

併，切除した榛側母指の基節骨を母指形成不全

側の第1中手骨基部に移植して再建を行った．後

にFancom貧血を発症，骨髄移植が施行された．

症例5：男児，両側母指形成不全BIIIAで一卵

性双生児の右母指がWIIの多指症であった．症

例5の双生児例を除くと家系発生はなく，その

形態には特徴的な所見は見られなかった．

【考察】裂手症・骨性合指・中央列多指症は従来

別個の分類であったが，荻野らの貢献により指

列誘導障害というカテゴリーにまとめられた．

今回の経験などから母指形成不全と母指多指症

の成因にもある程度の関連が想定されるが，両

障害の原因遺伝子は多彩で，その多くは未だ解

明されていない．手の先天異常分類もその原因

分析が進むにつれ，骨系統疾患の様に修正され

る可能性が考えられた．
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当科における先天性握り母指症例の検討

OurSmdyofCongemtalClaspedThumb

国立病院機構仙台医療センター形成外科

○鳥谷部荘八，牛尾茂子

【はじめに】先天性握り母指は母指MP関節で屈

曲内転し,Thumbmpalmの変形を伴うまれな

先天異常である．長母指あるいは短母指伸筋腱

の低形成，無形成がその病態であると言われて

いる．一方，乳幼児期に握り母指変形を認めて

来院する症例は少なくない．これら握り母指変

形症例に対しては保存療法が行われ，ほとんど

の症例が治療に奏功する．今回我々は本疾患に

関して過去6年間に外来を受診した症例につい

て検討を加えた．

【方法】2004年から2009年にかけて東北大学形成

外科・手の外科外来に受診した症例を診療録及

び手術記録，東北大学形成外科入院患者データ

ベースにより検討を行った．

【結果】握り母指変形を主訴として受診した患者

は64症例であり，それらのうち明らかな変形を

きたしていないものは13症例であった.51症例

のうち，男児は30症例，女児は21症例右手6例，

左手5例，両側40例であった全例保存的治療を

開始され，治療開始後1年まで経過観察可能で

あったものは46症例であった．また保存的治療

にて改善しなかったものは3症例であり，いず

れも手術を施行した．

【考察】本症例は伸筋腱異常がその病態で文献上

比較的まれとされているが，習慣性で解剖学的

に異常を認めない変形も混在するのが実情であ

る．全例が1年～1年半ほど保存療法を施行し，

改善するが正確な病態解明には至っていない．

実際手術に至る症例は初診時より内転が高度で

あり保存的治療に難渋する．本疾患はその病態

を見極めた治療戦略が望まれる．
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IGF-ll,bFGFandtheirReceptors

inMacrodactylyoftheHands

○BoLiu,Guang-leTian,Yong-weiPan,Shan-linChen,

DepartmentofHandSurgery,the4thClinicalCollegeofPekingUniversity

(BeUingJiShuiTanHospital),China

世

Ohiective:TheobiectiveofthisstudyistoassesstheexpressionoflGF-II,bFGFandtheirreceptors

inaffectedtissueofmacrOdactylyandtoaddressthefbllOwingquestions:IstheexpressionoflGF-

II,bFGFandtheirreceptorsintheaffectedtissueofmacrodactylymoreprevalentthaninthetissue

廿omnonnalindividuals？WhichcellpopulationshavemoreexpresslonoflGF-II,bFGFandtheir

receptorslnmacrodactyly？

Methods:Wecollectedtissuesamplestakenfroml5patientswithmacrodactylyofthe

handsundergoingdebulkingprocedures.Tissuesamplestakenfroml5patientsundergoing

polydactylyresectionortraumaticamputationwerecollectedascontrolgroup.IGF-II,bFGF,

IGF-lRandFGFR2expressionwasasscssedimmunohistochemically.Semi-quantitative

Immunohistochemistricalscoreswerecomparedwithsamplesfi･omcontrolgroup.

Results:Comparisonbetweenthemacrodactylyandcontrolsamplesrevealedsignificantlyincreased

expressionoflGF-II,bFGF,IGF-lRandFGFR2inaffectedtissueofmacrodactyly.Inthe

macrodactylytissue,theexpressionleveloflGF-II,bFGFandlGF-1RinSchwanncellsandaxons

wassignificantlyhigherthaninfattyandnbroustissuewhereasthereisnostatisticaldifferenceof

FGFR2expressionbetweenthedifferentcellpopulations.

Conclusion:TheexpressionoflGF-II,bFGFandtheirreceptorsinaffectedtissueofmacrodactyly

isincreased.Inaddition,thereisdistinctlyhighexpressionofthesetwogrowthfactorsinSchwann

cellsandaxonsoftheperipheralnervesthaninothercelltypes.
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Kirner変形の単純X線像

RadiographicltamresofKirner'sDefbrmity

山形大学医学部整形外科

○佐竹寛史，荻野利彦，渡邊忠良

【目的】Kirner変形は爪と末節骨の掌屈僥屈変

形を呈する変形で小指に多い．単純X線像では

10-50.の掌屈変形をきたすと言われているが詳細

は不明である．本研究の目的はKirner変形の単

純X線像の特徴を調査することである．

【対象と方法】対象は1974-2008年までに経験した

Kirner変形42例，男12例，女26例のうち，単純

X線像の記録が保存されていた症例である．性

別，罹患手，年齢，および単純X線像において

末節骨の掌屈角と特徴を調査した．

【結果】単純X線像の記録があったのは22例，37

手であった．性別は男4例，8手，女14例24手

であった．罹患手は右6手，左1手，両側15手で

あり，年齢は1042歳，平均20.9歳であった．単

純X線像における末節骨の掌屈角は548.,平均

27.4.であった．単純X線像の特徴から変形を3型

に分類した．骨端線で弩曲しているものを骨端

線弩曲型，骨端線遠位で弩曲しているものを骨

幹弩曲型，遠位端が弩曲しているものを遠位端

弩曲型とした．それぞれ5手,12手,20手であり，

年齢はそれぞれ10-12歳,11-14歳15-42歳であり，

平均年齢はそれぞれll歳,12.4歳,26.5歳であっ

た．末節骨の掌屈角を比較すると,骨端線弩曲型，

骨幹弩曲型，遠位端湾曲型それぞれ掌屈角の平

均は25.,28.3.,27.4.であった.DIP関節の背

側亜脱臼を認めた症例が37手中7手,19%にみら

れ,その内訳は骨端線弩曲型0手,骨幹弩曲型5手，

遠位端弩曲型2手であった．

【考察】Kirner変形の単純X線像は3型に分類さ

れた年齢に注目して各グループをみてみると，

骨端線弩曲型は若い時期に多く,11歳と12歳は

骨端線弩曲型と骨幹弩曲型にわかれ，骨幹弩曲

型は骨端線閉鎖前の後期に多くみられた15歳

を越えて骨端線が閉鎖すると全例遠位端弩曲型

を呈していた．

1-8-12

異常筋による手指障害の病態と治療

HandDysfUnctionDuetoAbenamMuscles

'名古屋第一赤十字病院整形・手の外科，2服部

整形外科ひふ科

○堀井恵美子1,洪淑貴1,広石将行1,

大塚純子'，服部達哉2

【はじめに】異常筋による上肢の変形および機能

障害の報告が散見される．当院および関連病院

で治療を行った症例を分析し，その臨床像につ

いて検討し，治療経過を報告する

【症例】症例は7例（男児4,女児3）で，初診時年

齢は2ケ月-18歳であった全例片側罹患で，家

族歴はみられず，他に合併異常はなかった．手

指の異常は僥側指に強く,MP屈曲位のいわゆ

るintrinsicplus変形に類似していた母指は3例

で外転変形，3例で内転拘縮を呈していた．手の

肥大は明らかであったが，レントゲンでは，中

手骨間の開大が見られたが，骨自体の肥大はみ

られなった．3例で，前腕の肥大も認め,MRIに

て筋層の肥大であることを確認した．5例に対し

て異常筋の切除などの手術治療を行った.手術時

年齢は6ヶ月から18歳であった．1例は拘縮に対

するスプリント治療を行い，1例は治療を希望し

なかった．

【治療および結果】手術例では，術中手掌腱膜の

欠損を確認し，手内の異常筋の切除を行った2

例に対して，それぞれ母指の外転筋・内転筋再

建を追加した．手術は手内にとどめ,前腕の肥大

に対する手術は施行しなかった．異常筋切除は，

自動運動の改善にはなったが，手自体の肥大に

対する縮小効果は限局的なものであった．スプ

リント治療の効果は明らかでなく，中断した

【考察】従来'異常筋による障害’として報告さ

れた症例の中には，筋腱の切除により機能回復

が得られた症例もあるが，我々の症例のように，

異常筋の存在と，筋自体の肥大の混在する症例

では，筋切除範囲の決定が困難で，機能障害が

最終的には残存した．肥大は，巨指症の肥大が，

骨と脂肪が主体であるのに対し，筋が主体の肥

大で，病態は異なっていた．発生段階で筋の分

化の異常が生じたものと考えられたが，有効な

治療方法は明らかではない．
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合指症に対する背側長方形皮弁と直線皮
膚切開による指分離術

SurgicalTYeamentofSyndactylyusmgDorsalSkinFlap

andStraightSkinhcision

山形大学医学部整形外科

○花香直美，佐竹寛史，渡邉忠良，

荻野利彦

【目的】合指症の指分離手術の1つとして背側皮

弁と植皮を併用した手術方法がある．今回，背

側の皮層を直線切開し治療した症例の臨床成績

を報告する．

【対象と方法】対象は1992年から2010年の間に，

合指症に対して背側長方形皮弁に背側直線皮層

切開と植皮を併用した指分離手術が施行された

症例である．このなかで2年以上の経過観察が可

能であった7例,10手とした．検討項目は罹患側，

年齢，創嬢痕，関節拘縮，および再手術件数と

した

【結果】皮膚性合指が6手，骨性合指が4手であっ

た．罹患側は右5手，左5手であった．手術時年

齢は6カ月から2歳11カ月，平均1歳9ケ月であっ

た．最終観察時の年齢は3歳1カ月から10歳10カ

月，平均6歳7カ月であった観察期間は2年から

9年2カ月，平均6年7カ月であった皮弁遠位の

創嬢痕が背側からみえる症例はなく，目立つ創

嬢痕を生じた症例もなかった．伸展拘縮や屈曲

拘縮を生じた症例はなかった．再手術が施行さ

れたのは皮膚性合指の1例であり，指の屈曲拘縮

は認めなかったが，掌側皮膚の緊張感が強く綴

痕形成術が行われた．

【考察】背側長方形皮弁と遠位ジグザク皮層切開

は背側の創嬢痕を目立たせる場合がある．一方，

直線状の皮層切開は背側から創嬢痕が見えない

ため整容面で優れている．直線上に切った場合

には術後の拘縮が問題となるが，今回の症例で

は伸展拘縮や屈曲拘縮による再手術例は認めな

かった．

1-8-14

横軸形成障害に対する骨間への遊離趾骨

移植術

IntercalaryFreeToePhalangealGraftfOrTransverse

DefficiencyoftheHand

'埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所，2埼玉

成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○福本恵三'，児島忠雄1,村中秀行1,

篠根理孝1，芝山浩樹］

【目的】横軸形成障害に対し指骨一中手骨間ある

いは指骨間に遊離趾骨移植術を行った症例につ

いて検討した

【方法】1998～2009年に横軸形成障害に対し指

骨一中手骨間あるいは指骨間に遊離趾骨移植術

を行ったのは8例16趾骨で，移植に用いたのは基

節骨14趾骨，中節骨2趾骨であった．性別は男4

例女4例，初回手術時年齢はl～2歳（平均l.1歳）

であった．分類は合短指型5例，三指型2例，中

手型1例であった．術後観察期間は14～82ヵ月，

平均50カ月であった．

【術式】手術は基本的に1歳児に行う.Buck-

Gramckoの方法に準じ，通常第4趾基節骨また

は中節骨を骨膜およびMPまたはPIP関節部の

側副靭帯，底側板を付けて採取する．手は背側

から展開し指骨一中手骨間あるいは指骨間に趾

骨を移植するスペースを作成する．趾骨の固定

は0.7mmのCワイヤーで行う.MPまたはPIP

関節を，側副靭帯と中手骨頭両側の繊維性組織，

骨膜を縫合し作成する．6例で指間の分離術を追

加した．

【成績】趾骨は全例生着し，成長した．移植時の

X-P上の趾骨長は基節骨では7～10mm(平均

8.2mm)であったが，経過観察時は11～18mm

(平均14.6mm)と78%の成長を得た．合短指型で，

移植後に指問の分離を行った症例では大きな整

容的，機能的改善が得られた．母指や小指が細

く関節動揺性が高度な3指型，中手型では動揺

性が改善されつまみ機能力轆得された．

【結論】横軸形成障害に対する遊離趾骨移植は，

指末梢の形成が比較的良好な症例に指骨一中手

骨間に移植するのが最も良い適応で，術後の吸

収や骨端線の早期閉鎖を来しにくい．また，指

の長さの延長効果だけでなく，関節動揺性の改

善を含めた太くしっかりした指を再建するため

に有用な方法である．
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先天性榛尺骨癒合症に対する後骨間動脈

筋膜脂肪弁を用いた授動術一術後経過に

伴う可動域の変化について一

MObilizationofaCongenitalRadiouharSynostosiswith

UseofAPosteriorIIMIosseousArteryAdipofascialFlap

-ChangesofRangeofMotionwithTime-

'弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座，

2独立行政法人労働者健康福祉機構東北労災病院

形外科

○湯川昌広'，藤哲'，岩崎弘英'，

鈴木雅博1,信田進吾2

【目的】先天性榛尺骨癒合症に対する，筋膜脂肪

弁を用いた授動術は良好な成績が報告されてい

るが，その可動域が長期にわたって維持される

のかは報告がない．本研究では，当科で行って

いる，後骨間動脈筋膜脂肪弁を用いた授動術の

可動域の経時的変化を調査し，画像所見との関

係を検討した．

【症例，方法】症例は当科で手術を施行し，2年

以上の継続的なfOnow-upが行えた，先天性榛尺

骨癒合症例5例8肘（両側例3例)，男児4例女児

1例である．僥骨頭は，前方脱臼5肘，後方脱臼3

肘であった．全例で癒合部の切除と，肘筋およ

び後骨間動脈筋膜脂肪弁の挿入，榛骨短縮矯正

骨切り術を行った．全例で可動域の経時的な変

化を計測し，画像所見との比較を行った．経過

観察期間は平均3.4年（2.0～4.4年）であった

【結果】前腕回旋可動域は術後約1年をピークに

(平均84.4度（65～105度))，その後漸減する傾

向がみられた．最終経過観察時の回旋可動域は

平均61.3度（35～95度）であった．上腕骨小頭

に対する僥骨頭の偏位を計測すると，前後方向

に平均7.6mm(0～15.6mm),外側に平均2.5mm

(0～7.9mm)の求心位からの亜脱臼を認めた

が，偏位の大きさと回旋可動域には相関を認め

なかった．1肘で,榛骨頭が上腕骨小頭に対して，

滑車状に形態が変化していた

【考察】先天性榛尺骨癒合症に対する本法の成績

としては，短期には満足すべき可動域が得られ

る．しかしながら，榛骨頭が求心位でない場合

には，不安定性を補うために肘関節が安定する

ように僥骨頭は形態が変化していくと思われた

結果として回旋可動域は減少するものと思われ，

求心位となるような骨切り法を検討する必要が

あると思われた．
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当院での絞掘輪症候群の治療経験

TheSmdyofTh℃atmentinCongemtalConstrictionBand

Syndrome

国立成育医療研究センター整形外科

○福岡昌利，関敦仁，宮崎

高木岳彦，高山真一郎

馨，

【目的】先天性絞拒輪症候群の手術手技や至適時

期などは必ずしも確立されていない．今回治療

体系を検討する目的で，われわれの症例を調査

した．

【対象・方法】2002年以後の先天性絞抓輪症候群

38例64手を対象とした．男児21例，女児17例で，

右のみ7例，左のみ5例両側26例であった．罹

患部は母指10指,示指30指，中指45指,環指46指，

小指22指，前腕部9手で，絞掘輪は31例48指，前

腕部10箇所，切断は23例92指に認められた．先

端合指は24例84指で，うち12例では有窓性指間

を認めた．リンパ浮腫は20例33指,前腕2手であっ

た以上に対し，手術時期・手技・治療成績・

患者満足度を調査した．

【結果】当院での手術は28例で，うち22例では複

数回手術を行った初回手術年齢は平均1歳2ヶ月

(3ケ月－2歳7か月）で,手術内容は合指分離29手，

絞拒輪形成21指前腕8手,指間形成10手であった．

絞拒輪形成にはZ形成を用い，絞抓輪が全周にわ

たっても基本的に一期的形成を行ったが，循環障

害は生じなかった．先端合指では，先端の豆状部

分を温存して分離形成し，この際有窓部の指間形

成は行わなかったが，5例では見かけ上の指の長

さ改善目的で，二期的指間形成を行った．リンパ

浮腫の改善がみられず再度絞掘輪形成を追加した

1症例を除くと，患者満足度は高く，再建手指は

良く使用されていた．

【考察】可及的早期に手術を行ってきたが，低年

齢でもリンパ浮腫の改善には限界があった．絞

掘輪の形成で,Z形成では形成部分の隆起や綴

痕が目立つことがあるため，最近前腕や下腿で

は輪状切除が推奨されているが，手指ではZ形

成で良いと考えられた障害が複数箇所にわた

るため症例によっては複数回手術を要するが，

機能面での改善を含め治療計画を立案すべきで

ある．
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母指に対する他指リーチングポイントの

計測

MeasurementofReachingPointofFingerTipstothe

Thumb

'関西医科大学香里病院整形外科，2巽病院整形

外科，3関西医科大学枚方病院整形外科

○児島新1,漆崎亜弥1,中村誠也2,

飯田寛和3

【はじめに】母指対立動作が手の重要な機能であ

ることは周知事項である．母指･示指間では様々

なピンチ動作が可能であるが，中指から小指と

母指間でも対立動作は可能である．しかし母指

短縮が発生したり示指を含める複数指損傷下で

母指対立機能がどの程度失われるかについての

予測・評価は難しい．今回我々は示指～小指

指尖部が母指へ届く範囲（リーチングポイント）

を客観的に評価する実験を行ったので報告する．

【対象と方法】手指に障害を持たない健常人14

名（男性7女性7）の右手を計測対象とした．

示指～小指の各指尖部が母指全周と手掌部分に

届く範囲を計測した．具体的には，示指～小指

の各指指尖部に糊(PVAL)を添加したイソジ

ンを塗布した後，示指～小指の各々で母指全周

と手掌部を可能な範囲でトレースさせ，色素の

ついた範囲を写真記録した．また対立動作での母

指～小指の動作の特徴を観察した．

【結果と考察】示指指尖部は母指MP関節レベル

まで全周をトレースできた中指～小指に向か

うに従って各指尖部が母指をトレースできる範

囲が減少した.小指では母指IPより基部をトレー

スすることは難しく，環指でも母指基節骨部分

へのリーチングポイントは限られていた．また

中指でも母指尺側基部のトレースは困難であっ

た．示指から小指に向かうほど母指尺側よりも

母指僥側を広範囲にトレースできた今回の実

験では母指と他指間の対立動作の際の母指への

リーチングポイントの特徴を示指～小指の指別

に可視化し観察できた．実験結果は手指損傷が

発生した際に出現する母指対立機能障害を予測

したり，母指再建計画に役立つと思われた．

1-9-EP-2

母指MP関節角度と第一中手骨頭の形態：

第2報
Thumb

'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

○佐藤亜由美'，村井貴'，畑幸彦'，

内山茂晴2，加藤博之'2

【目的】演者らは第1報において健常人の母指MP

関節最大屈曲角度を計測し，同関節屈曲角度は

個人差が大きいが左右差は小さく，同角度と第

一中手骨頭形態との間には有意の相関があるこ

とを報告した．今回は，1）母指MP関節伸展角

度のばらつきと左右差，2）同角度と第一中手骨

頭形態との関係，3)母指MP関節可動域と母指

IP関節可動域との関係を調査した

【対象と方法】健常成人40名の両手母指のMP関

節とIP関節を対象とした.MP関節最大角度，

IP関節最大屈曲角度,IP関節最大伸展角度を側

面X線像から計測した．第一中手骨頭形態の計

測は側面X線像を用い，骨頭の背側頂点Aと掌

側頂点Bとを結んだ線分ABの距離をa，aの中

点から垂線を引き骨頭との交点をC,Cから線

分ABまでの距離をbとした.b/a値を骨頭形

態計測値とした．本研究は，本学部倫理審査委

員会の承認を得て行った．

【結果】l)母指MP関最大伸展角度は平均13.6

±16.6,-24.8～56.2.の間でばらついていた．

その分布は伸展0～10.の範囲が最も多く28名

(35％）であった．同角度の同一個人における左

右の値には強い相関がみられた(r=0.63).2)母

指MP関節最大伸展角度と骨頭形態計測値の間

に有意の相関はなかった(r=0.18).3)同一個

人における母指MP関節最大屈曲角度と母指IP

関節最大伸展角度との関係(r=0.21),母指MP

関節最大伸展角度と母指IP関節最大伸展角度と

の関係(r=0.23)には弱い負の相関があった

【考察】母指MP関節の最大伸展角度は個人差が

大きいが同一個人での左右差は少ないことが確

認された．この結果は第1報の母指MP関節最

大屈曲角度と同じであった．一方，母指MP関

節最大伸展角度は骨頭形態と関連していなかっ

た母指MP関節屈曲角度は骨性要素に拘束さ

れるが，同関節伸展角度は靱帯や関節包などに

拘束されることが示唆された．
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l-9-EP-3

指MP関節機能的関節可動域の検討

FUnctionalRangeofMotionintheMetacalpophalangeal

Jomt

'信州大学医学部附属病院リハビリテーション部，

2信州大学整形外科

○村井貴'，佐藤亜由美1，畑幸彦'，

内山茂晴2，加藤博之'2

【目的】手指MP関節の可動域(ROM)は屈曲"．

伸展30～40°とされている．しかし日常生活動作

(ADL)において必要なMP関節のROMすなわち

機能的関節可動域fUndmnalROM:ROM)は明

らかにされていないため，術後リハビリテーショ

ンにおける獲得角度のゴール設定は不明であった

そこで本研究では限OMを明らかにするために以

下の測定を行った．

【対象と方法】対象は健常者12人12手の右手の母

指から小指のMP関節とした．年齢は21～27歳

であった．角度測定には電気角度計のl軸ゴニオ

メータF35型（バイオメトリクス社，英国）を使

用した．尚昨年の本学会において生体に装着し

た際の同角度計の誤差は6度以内であることを報

告した．電気角度計をアンプ・コンピュータに接

続しデータを取得し，その解析にはBIMUTAS

(キッセイコムテック社長野）を用いた電気

角度計を装着した状態で20項目のADLを各5回実

施し，最小屈曲角度と最大屈曲角度を求めた．5

回の計測値のうち両端の値を排除した残りの3回

の計測値を平均して，そのADLのROMとした

このようにして求めたADL20項目のROMのうち

15項目で可能な角度をfROMと定義した．本研究

は本学部倫理審査委員会の承認を得て行った．

【結果】限OM(最小屈曲角度～最大屈曲角度）は

母指:0.l～34.5,示指:12.0～66.1度，中指：

ll.0～71.5度，環指:7.8～79.2度，小指:10.6~

86.7度であった.ROMの屈曲角度は指列ごとに

差があり，尺側指になるほど大きな角度であった．

ROMの伸展角度は母指のみが0度，示指～小指

列では10度前後であった．

【考察】眼OMは指列ごとの差が見られ，上記の

角度が獲得されていればADLが大きく障害され

ることはないと思われた．また患者の日常生活環

境や職業によって，術後獲得ゴール設定を考慮す

る必要がある．

l-9-EP-4

母指MP関節の伸展機構から見た短母指

伸筋腱の解剖学的検討

AnatomyoftheExtensorPollicisBrevisAssociated

withanExtensionMechanismoftheThumb

MetacarpophalangealJoint

'聖マリアンナ医科大学整形外科学教室，2聖マ

リアンナ医科大学解剖学教室

○重松辰祐'，清水弘之'，倉持大輔'，

別府諸兄l,平田和明2

【目的】我々は僥骨遠位端骨折後での長母指伸筋

腱（以下EPL)断裂に伴い母指IP関節のみなら

ずMP関節の伸展障害を生じた症例を経験し，こ

の全例に短母指伸筋腱（以下E閉）の欠損および

低形成を認めた．これは生下時よりEPLがMP

関節伸展を代償している可能性を示唆していた．

この臨床例の疑問点を解明するためEPB付着部

における屍体を用いた解剖学的検討を行い母指

MP関節の伸展機構を検討したので報告する.

【方法】解剖実習用屍体標本72体144手を用いた(男

性38体，女性34体，平均年齢81.8歳).Brunemの

分類とKulshreshthaの分類を参考にEPB付着部

を9卯eに分類した．

【結果】EPBが全て腱帽に付着するものが41手

28％と最も多く，次いでEPBが基節骨にすべて

付着するものが32手22％であった.EPB欠損例

は11手7.6％に認め，このうちEPLからの副腱が

MP関節に付着していたものは1手，長母指外転

筋腱からの副腱がMP関節に付着していたものを

6手に認めた．残りの4手は副腱を認めなかった．

また正常のEPBでは幅が平均2.63mm,厚さが

0.94mmで,EPB欠損例の副腱は幅が平均1.70mm,

厚さが0.66mmであり正常EPBに比べ有意に細く

薄かった．さらにEPLは全例で腱帽を介して母

指IP関節に付着していた．

【考察】母指伸展機構に関しては多くの解剖学的

破格がありEPB欠損例は7.6%に存在し,EPB欠

損例の副腱では細く薄くMP関節伸展動作の代償

は弱いことが示唆されたまたEPLはIP関節の

みならずMP関節の運動にも関与している可能

性が考えられた．つまりEPB欠損例ではEPLが

EPB機能の代償を行っている可能性が高く,EPL

を伸展させるとレトロポジションをとると考えら

れた

【結論】EPBの欠損および低形成例ではEPBのあ

る正常例よりもEPLに過度の負荷がかかること

が予想され，僥骨遠位端骨折におけるEPL早期

断裂の原因と考えられた
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l-9-EP-5

僥骨遠位端掌側部の屈筋腱滑動床

T℃ndon-gndingSuIfaceoftheDistalendoftheRadius

'岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大学大学

院医歯薬学総合研究科人体構成学，3東京医科歯

科大学大学院医歯学総合研究科臨床解剖学分野

○清水弘毅'，今谷潤也'，近藤秀則'，

西田圭一郎2，秋田恵一3

【目的】僥骨遠位端骨折における掌側ロッキング

プレートの重篤な合併症として，長母指屈筋腱

(以下FPL),深指屈筋腱（以下FDP)などの

屈筋腱障害の報告が散見されている．この発生

を防ぐために詳細な解剖学的研究が必要であり，

僥骨遠位端掌側部の骨と方形回内筋，深指屈筋

腱およびその深層にある脂肪組織について調査

した．

【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12手関節(男

性2例，女性10例，平均年齢85.3歳）を用いて

方形回内筋と骨性隆起との位置関係を計測した．

FPL,FDPと方形回内筋との間に存在する脂肪

組織についてその特徴を観察した

【結果】方形回内筋は，僥骨遠位尺側では，

pronatorfbssaの遠位縁でいわゆる"Watershed

line''より近位に存在していた．そして手根管

に続く滑動床を形成する部分では遠位僥側で

"Watershedline''に一致して付着していた．僥

骨月状骨窩掌側の骨性隆起の頂点から方形回内

筋の遠位縁までの距離は，平均9.3mm(標準偏

差SD1.7),FPLが走行する位置での骨性隆起と

方形回内筋遠位縁までの距離は平均5.3mm(SD

2.1)であったまた，全例においてこの骨性隆

起の近位には脂肪組織が存在していたがその遠

位には確認できなかった．骨性隆起から脂肪組織

の近位までの距離は平均25.7mm(SD7.4)であっ

た．この脂肪組織は方形回内筋の近位ではなだ

らかにうすくなっており,FPL,FDPの滑動床

を形成していた．

【考察及び結論】僥骨遠位端掌側部は，骨だけを

みると遠位端で掌側に突出しているが，実際に

は方形回内筋，脂肪組織などの軟部組織により，

なだらかな滑動床が形成されており，深指屈筋

腱への刺激を緩和する上で重要な構造になって

いると考える．

1-9-EP-6

Neviaser法の有用性一長母指外転筋の活

動特性による検討一

UsefillnessoftheNeviaserisProcedure-EMGStudym

ContractilePropertyoftheAbductorPomcisLongus-

'新潟医療福祉大学医療技術学部，2新潟中央病

院，3新潟手の外科研究所

○大山峰生'，松澤翔太2，小田桐正博2，

大西秀明'，吉津孝衛3

【背景】Neviaser法は，第一背側骨間筋(FDI)

の機能不全に対し，長母指外転筋(APL)を用

いて示指外転機能，ピンチカを向上させる腱移行

術として推奨されている．しかし，症例によって

は機能的なピンチが得られない場合も経験する．

本研究では，この原因はAPLの活動特性が影響

していると仮説を立て,APLの活動を筋電図学

的に解明し，本法の有用性について検討した．

【方法】対象は,健常男性8名（平均28歳）とした

測定時の課題運動は，右示指外転運動と母指と

示指間の指腹および側方ピンチとしたピンチ

時の手関節は僥屈10度，尺屈30度，背屈30度掌

屈30度，中間位の5肢位に維持させ，ピンチカは

最大の50％と80％を発揮するよう命じた．被験筋

はAPLとFDIとし，それぞれ双極ワイヤー電極

と表面電極で筋電図を導出した得た筋電図から

は,最大活動時の筋電図で正規化した値(MEMG)

を求め，示指外転力および手関節肢位と各筋の

NIEMGとの関係を調べた．

【結果】示指外転運動では,APLの活動はFDI

と共に示指外転力の増加に従って増大し，示指

の外転力が最大に発揮されるとAPLのⅢEMG

は平均73％までに達した．50％ピンチ動作では，

APLのⅢEMGは指腹，側方いずれも手関節僥

屈位で最大値（平均30%,43%)を示し，他の肢

位の値(平均2～6％)に比べ有意に大きかった(P

＜0.01)．80％ピンチ動作も同様な傾向を示した．

【考察】APLは，示指を外転するだけでFDIと

同調して収縮することが判明した．このことは，

APLはFDIに誘導されて収縮する共同筋である

ことを示しており,APLによる示指の外転再建

は有効と判断した．一方で,APLは母指の安定

性に関与する筋とされているが，手関節が僥屈位

以外のピンチになるとAPLの活動は極めて少な

くなり,Neviaser法は僥屈位以外では有効なピ

ンチ機能が得られない可能性がある．
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1-9-EP-7

末節骨骨端線損傷後に続発した化膿性骨

髄炎の治療経験

PyogemcOs[omyentisfbnowmgEpiphysialFracmrein

DistalPhalanx

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小

外科研究所

○梶原了治1，木森研治'，生田義和2，

河越宏之」

【目的】小児の末節骨骨端線損傷は日常診療にお

いてしばしば認められる外傷であるが，続発する

化膿性骨髄炎についてのまとまった報告は少な

い．今回演者らは10例を経験したので経過と治療

結果について報告する．

【対象及び方法】対象は男児7例，女児3例で受傷

時年齢は8～17歳(平均13.4歳),罹患指は中指4例，

小指3例，環指2例，示指1例であった受傷原因

はいずれも末節部への直達外力であった受傷時

に爪甲の脱臼が明らかであったものは4例で，そ

の他の症例も爪基部からの出血を認めていた．受

傷から医療機関での初期治療開始までの期間は0

~31日（平均11.4日),受傷から当科初診までは1

～48日（平均25.3日）であった．初期治療を当院

で行った1例を除いた9例では他院で抗生剤を経

口投与されていた．治療開始前の培養で起炎菌が

同定されたのは3例でいずれもMSSAであった．

初診時の局所所見は全例に爪根部を中心とする

発赤，腫脹を認め,X線上末梢骨片の背側転位と

骨端軟骨部背側を中心とする骨融解を生じてい

た全例に手術治療（病巣掻爬）と抗生剤の経静

脈投与を5～10日（平均7.6日）行い，その後は

経口投与を2週間程度追加した術後は外固定を

行継続した

【結果】全例で遷延することなく一期的に感染は

治癒した．外固定のみで全例で骨癒合が得られ，

骨端線が閉鎖した．

【考察】小児の末節骨骨端損傷は多くが屈曲損傷

であり，末梢骨片が背側に転位することにより

爪甲の脱臼を生じて容易に開放骨折となるため，

感染の危険性を充分に考慮した初期治療と経過

観察を行う必要がある．不幸にも骨髄炎を生じた

場合は感染が遷延あるいは拡大する症例も多く，

適切な時期に外科的治療を行うべきと考える．今

回提示した症例では病巣郭清を行うことで感染

が遷延した症例はなく，早期に感染は治癒した．

l-9-EP-8

複数指罹患の狭窄性腱鞘炎は手術への移

行率が有意に高い

AStatisticalapproachtoldentifyPatientswhoare

RefractorytoLocalCorticosteroidlnjectionfbrTrigger

Digits

'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榊原温泉

病院

○太田英之'，平田仁'，飯田浩次2，

篠原孝明'，栗本秀】

【緒言】狭窄性腱鞘炎は日常診療でしばしば遭遇

する疾患で，治療内容は腱鞘内注射，手術治療

に大別される．今回我々は当院で治療した症例

について，既往歴，手根管の合併の有無，複数

指罹患であることが治療内容に影響するかの統

計学的評価・検討を行ったので報告する．

【対象と方法】2008年～2010年に当院で治療した

狭窄性腱鞘炎119例，男性35例，女性81例で，治

療時平均年齢は60歳であった．全症例の基礎疾

患，既往歴，手根管症候群合併の有無複数指

罹患の有無について調べたまた，患者立脚型

評価法であるHand20の術前，術後成績について

も調査した．これらの因子についてロジステイッ

ク多重解析を行った．

【結果】基礎疾患，既往歴については対象患者の

1割以上が有しているものを抽出した．糖尿病38

例，高血圧24例，高脂血症15例，悪性腫瘍12例，

手根管症候群合併例33例，複数指罹患例が45例

あった複数指罹患症例は有意に手術に移行す

る症例が多かった(p<0.05).また，術前成績

においても複数指罹患例でHand20の成績は有意

に不良であった(p<0.05).他の因子について

は，糖尿病がやや多い傾向を示したが有意では

なかった．複数指罹患の症例に多い基礎疾患が

ないかも検証したが，有意なものはなかった．

【考察】経験上，複数指罹患の狭窄性腱鞘炎は手

術にいたるということは知られているが，これ

を検証した論文は我々の渉猟しうる限り存在し

なかった．今回我々は，119例の検討で，統計学

的有意差をもって複数指罹患例は手術治療への

移行率が高いこと，すなわち，保存治療が奏功

せず手術になる可能性が高いということを証明

した．

【結論】複数指罹患例は有意に手術に移行する症

例が多かった．

-S165-
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l-9-EP-9

Extensorindicispropriussyndromeの治
療経験

TheCasesofExtensorlndicisPropriusSyndrome

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，

永井多賀子

【目的】今回われわれはExtensorindicis

propriussyndrome(以下EIP症候群）を経験し

たので報告する．

【方法】男性3例女性1例の全4例で，罹患側は右l

手左3手であった．年齢は19歳から32歳で平均年

齢275歳であった．瘻痛自覚から初診まで13年，

7年,1年,10ヶ月と1例を除き比較的長かった．

職業は一名を除き比較的手を酷使するManual

Laborであった．主訴は全例手関節背屈時痛で

あった．手関節背側に軽度の腫脹と使用した後

に自発痛の訴えがあった．特にPushup動作を

して，背屈強制位をとると全例瘤痛が増強した．

術前MRIで第4コンパートメント内にTl強調画

像で筋破格を疑わせる，等信号領域が2例で認め

られた．また超音波画像でも同2例には異常な筋

腹が疑われる像がみられた．手関節背側部痛に

対し腱鞘炎を疑い，局麻剤十ステロイド剤の注

射を行ったが軽快せず，筋破格に伴う疾痛，他

2例にはガングリオンを疑い手術を行った．術中

所見では全例で肥厚した腱鞘滑膜に覆われた固

有示指伸筋腱（以下EIP腱）筋腹が第4コンパー

トメント内に入り込み，周囲で滑膜炎を呈して

いた．筋腹はコンバートより遠位まで認めた．

EIP腱の破格による第4コンパートメント内圧充

進により，滑膜炎を呈したEIP症候群と診断し，

滑膜切除術と筋腹の部分切除を施行したまた1

例ではガングリオンが合併していたため，ガン

グリオン切除術を追加した．全例，伸筋支帯を

再度縫合した．

【結果】術後瘤痛は全例で改善した．

【考察】EIP症候群は筋腱移行部が本来の位置よ

り遠位にあるため第4コンパートメント内に筋腹

が入り込み手関節痛を訴えるものだが，臨床報

告は少ない．手関節背側部痛を訴える症例の鑑

別診断として当疾患も念頭に入れ診断治療を行

う事が大切である．

1-9-EP-10

関節リウマチと鑑別を要した手関節部非

結核性抗酸菌症

TheCaseofNonmbercmousMycObacteriumintheWrist

asDistinguishedfromRheumatoidArthritis

ベリタス病院整形外科

○柳川哲司，辻村知行，幕谷薫，

根木陽一郎

【はじめに】非結核性抗酸菌症（以下NTM)が手

関節部に生じることは比較的まれではあるが，発

症すると慢性炎症の様態を呈し関節リウマチ（以

下RA)と鑑別が困難な場合がある．今回RAと

鑑別を要した手関節部NTMの1例を報告する．

【症例】43歳男性，鮮魚店勤務．誘因なく出現し

た左手関節部のびまん性の腫脹と鈍痛を主訴に

来院した朝のこわばりを自覚し血清抗CCP抗

体，即ともに陽性で,2m9ACR/EULARのRA

新診断基準は6/10点であり早期RAと診断した．

MTXを使用するも症状改善せず，徐々に手部か

ら前腕遠位部に腫脹が増大した.MHで伸筋腱に

沿ってT2WIで皿ghmtensityの腫瘤形成像みら

れたため手術を行った手術所見は伸筋腱にそっ

て黄白色の滑膜組織の異常な増生がみられたが，

腱損傷はなく関節内に病変はなかった．細菌検

査は一般細菌，抗酸菌ともに陰性でTB/PCR法，

MycobacteriumaviumFintracenularecomplex(以

下MAC)/PCR法も陰性であったが，組織検査

で周囲のリンパ球浸潤を伴うLanghans多核巨細

胞の結節形成がみられNTMと診断した．起炎菌

の同定には至らなかったが，鮮魚店勤務であり，

Mycobacteriummarinum感染と推察しミノサイ

クリンを中心とした多剤併用療法を行い現在再発

傾向はない．

【考察とまとめ】近年早期RAを診断し治療する

ために2009ACR/EULARのRA新診断基準が提

唱されこれにより当初はRAと診断しえたが，手

術所見で関節内に病変はなく，組織検査でNTM

と診断した．しかし組織検査は疾患非特異的で起

炎菌の同定まではできない.NTMは通常の細菌

培養では菌が増殖しにくく,PCR法もMACしか

同定できないため,DNA-DNAhybridyzation(以

下DDH)法を行う必要がある．今症例のように

治療に抵抗するRA様の炎症症状があればNTM

も疑い，起炎菌の同定のためにはPCR法のみな

らずDDH法も行う必要がある．
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1-9-EP-11

難治性上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下

手術の成績

ArthroscopicTh℃atmentofLralEpicondyms

'大阪医科大学整形外科，2佐藤病院整形外科

○渡辺千聡'，植田直樹'，白井久也2，

藤澤幸隆'，木下光雄’

【目的】当科における難治性上腕骨外側上穎炎の

関節鏡視下所見と術後成績を調査すること．

【方法】6カ月以上の保存療法に抵抗した難治性

上腕骨外側上穎炎症例に対し関節鏡視下手術を

施行し，術後1年以上経過観察が可能であった6

例6肘を対象とした．男性が3肘で女性が3肘であ

り，平均年齢は54歳で，経過観察期間は平均2

年3か月(1年lか月～3年6か月）であった．手術

はEC冊起始部のdebridementと腕僥関節の滑

膜ヒダの切除を行った．鏡視でのECRB起始部

の関節包所見(Baker分類）と滑膜ヒダの所見

(Mullet分類)を調査し,術後成績は瘻痛VAS(安

静時と労作時),JOAscore,DASHscoreを用

いて評価した

【結果】鏡視所見では関節包に断裂のないBaker

ypelが2肘で，縦断裂のあるtype2が2肘，完

全断裂のあるtype3が2肘であった．また，腕僥

関節に小さな滑膜ヒダを認めるMulletype2が

4肘,明らかにimpingeするtype3を2肘に認めた．

術後成績は安静時の瘻痛VASが術前平均2.8から

術後0.3に(p=0.1815),労作時の癌痛VASが術

前7.7から術後0.3に(p=0.0001),JOAscoreは

術前30点から術後93点に(p=0.0001)改善した．

またDASHscoreも術前36点から術後ll点に(p
＝0.014）改善した．

【考察】術後成績は諸家の報告と同様に良好で

あった．難治例には滑膜ヒダの関与が示唆され

ているが，自験例では全例に滑膜ヒダを認めた．

鏡視下手術は，直視下で行う従来法と比べ滑膜

ヒダの切除が容易に行えるため有用な手術方法

である．

【結論】難治性上腕骨外上穎炎に対する関節鏡視

下手術の術後成績は良好であった．
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1-9-EP-12

関節リウマチ手指伸筋腱再建術の検討

ReconstructionofRupturedExtensorTendonin

RheumatoidArthritisHand

財団法人甲南病院加古川病院整形外科

○立石耕司，中川夏子，寺島康浩，

香 山 幸 造

【目的】関節リウマチ（以下RA)では経過中に

手指伸筋腱断裂を合併する．これらの伸筋腱断

裂では一般的に腱移行術や腱移植術が施行され

る．当科にて伸筋腱再建術後にダイナミックス

プリントを用いて後療法を行い，術後成績を調

査し検討したので報告する．

【方法】症例は2001年1月～2005年12月に当科で

手指伸筋腱断裂に対して再建術を施行し，術後

にダイナミックスプリントを用いた29例29手56

指（男性7例，女性22例)．手術時年齢32～75

(平均58.1）歳であった．術後3日から6週間まで

スプリントを軽度手関節背屈位で装着して訓練

を行った．腱断裂が2本まではmterlacmgsuture

を用い側々吻合，3本は腱移植を行った．MP

関節伸展不足角度・屈曲角度，手関節可動域，

DAS-28を小指単独あるいは環小指伸筋腱断裂の

群と中環小指の3指断裂群についてそれぞれ検

討した

【成績】術後のMP関節伸展不足角度は小指のみ

では－0.1±13.8度(P=0.02),環小指では環指；

-16.8±20.7度(P=0.01),小指;-11.9±20.9度(P

＝0.003）であり，改善傾向を認めた．一方3指断

裂群では中指；-35±19.6度(P=0.08),環指；

-41.0±21.5度(P=0.09),小指;-27.0±19.4度(P

＝0.3）であり伸展制限は著明であった.MP関

節屈曲角度手関節可動域,DAS-28では両者

とも有意差を認めなかった．

【結論】MP関節伸展不足角度では2指断裂まで

なら十分に改善しうることが分かった．早期か

らの手関節可動域訓練を行ったが3指断裂の際に

は手関節掌屈が著明に制限を受けており，一因

として伸筋腱・関節包の癒着も懸念された今

後さらなる後療法を考慮すべきと考える．



l-9-EP-13

リウマチによる多指伸筋腱断裂例に対す

る断裂腱中枢部を利用した手術法

TreatmentfOrMultiple-fingerExtensorRupturesin

RheumatoidArthritisUsmgProximalSmmpofRupmred

Exnsor

'東京歯科大学市川総合病院リハビリテーション

科，2東京歯科大学市川総合病院整形外科，3独

立行政法人国立病院機構村山医療センター整形

外科

○新井健1,白石建2,斉藤治和3

【目的】関節リウマチの多指伸筋腱皮下断裂に対

する腱移行では，一本の腱で複数指の伸展を担

うことから伸展力の低下や再断裂が問題となる．

一方，腱移植では採取部の犠牲を伴う．我々は，

断裂腱中枢部を用いることにより，より強い力源

と太い伸筋腱の再建を目指した手術法を行い比

較的良好な結果を得たので報告する．

【対象と方法】症例はリウマチ性多指伸筋腱断裂

の手術を行った11例11手である．伸展不全を呈し

た指は，環小指3手，中環小指7手，示中環小指l

手であった手術は，まず，断裂腱を僥側の腱に

順次健常腱までインターレースで腱を移行し各

指伸展バランスを決め，次に，断裂腱中枢部の末

梢端をナイロン糸で結紮後，結紮部の中枢から約

4cm中枢まで半裁し結紮部を中心に反転し延長，

これを各断裂腱末梢部に津下法などで縫合し，最

後に腱移行部の中枢で側々吻合を行った．術後の

腱の緊張は，手関節中間位でMP関節伸展0.程

度とした．すべての症例にSauve-Kapandji法を

同時に行った．術後4～5日後より，各指の基節

部をテープで側々に固定し，自動運動を始めた．

【結果】すべての症例でMP関節自動伸展0.以上，

屈曲80.以上で，術後2ケ月以降重大なADL障

害を訴える症例は無かった．

【考察】本法は，手技が腱移行に比し煩雑である

こと，腱縫合部の膨隆が目立つなどの欠点もある

が，健常腱を犠牲にすることなく，腱移行に比し

より強い力源と太くて断裂しにくい伸筋腱によ

る指の伸展機能再建が可能であり有用な方法で

あると考える．さらに，断裂後短縮した伸筋腱が

経時的に伸張することを想定した過緊張気味で

の縫合と早期自動運動によって，良好な術後の可

動域を得ることができた．

【結語】リウマチ性多指伸筋腱断裂に対し，断裂

腱中枢部を利用した手術法を行い良好な結果が

得られた．

1-9-EP-14

リウマチ手関節に対するAcutrakscrew

を用いたSauve-Kapandji法の治療経験
Sauve-KapandjiProcedureUsingAcutrakScrewfOr

RheumatoidWrist

'能美市立病院整形外科，2金沢大学整形外科

○重本顕史1，多田薫2，菅沼省吾2

【目的】我々はリウマチ（以下RA)手関節に対し

Acutrakscrewl本を用いたSauveKapandji(以

下SK)法を施行しており，今回その治療成績に

ついて報告する．

【対象と方法】対象は2008年10月から2010年8月

までにRA手関節に対しAcutrakscrewを用

いてS-K法を施行した8例8関節である．男性2

例，女性6例，手術時平均年齢は67.4歳，術後

平均観察期間は35.9週であった．手術は尺骨茎

状突起より15mmで骨切りを行い尺骨近位断端

10mmを切除後，遠位僥尺関節の関節軟骨面を

掻破しAcutrakscrewl本で固定した．評価項

目として，術前後の可動域および単純X線で最

終経過観察時の骨癒合の有無を判定した．また

X線学的指標としてCarpalheightratio(CHR),

Carpaltranslationmdex(CTI),Palmarcarpal

subluxationratio(PCSR)を測定し術前後で比

較検討した．

【結果】術後の平均可動域は手関節掌背屈，前腕

回内外全てにおいて改善を認めた骨癒合は8例

中7例に認めた．術前から尺骨頭に骨吸収を認め

ていた1例にScrew周囲の骨吸収像が出現したが，

全例経過中のScrewの逸脱や骨片の転位は認めな

かった．またCHRは術前平均0.47から最終調査時

0.46,CTIは0.28から0.30,PCSRは0.18から0.18と

なり，いずれの値も術前後の統計学的有意差を認

めなかった．

【考察】SK原法は尺骨遠位を一部切除し，遠位

僥尺関節をscrewl本で固定する方法として報告

された．その後，固定性を上げるため様々な方法

および内固定材の使用が報告されてきたが，現在

も偽関節の報告が散見される．我々は骨片間に圧

迫のかかる強固な初期固定性を得ることが重要と

考え,Acutrakscrewを選択した．全例経過中の

Screwの逸脱や骨片の転位はなく良好な初期固定

性と骨癒合を認めたことから,Acutrakscrew単

独で十分な固定性があると考えられた．

一s168-



l-9-EP-15

関節リウマチ手指MP関節に対する人工

指関節置換術の成績

ClinicalOutcomeofSiliconelmplantArthroplastyof

MetacarpophalangealJomtsfbrRheumatoidArthritis

'岡山大学病院整形外科，2倉敷廣済病院整形外

科

○橋詰謙三'，西田圭一郎'，那須義久2，

中原龍一'，尾崎敏文Ⅱ

【目的】関節リウマチ(RA)に対する手指人工

指関節置換術の成績を調査し，術前のX線所見

が術後成績に及ぼす影響について調査した．

【対象・方法】1994年以降に当院および関連病

院で手指人工指関節置換術手術を受けた10例14

手のうち1年以上術後のフォローアップが可能で

あった7例8手（22関節）を対象とした．全例が

女性で，シリコンインプラントによって置換さ

れていた．平均年齢61.1歳，平均罹病期間は18.9

年，平均経過観察期間は44.0ヵ月であった．臨

床所見として術前後の握力，ピンチカ,DASH,

FIM,手指の満足度(VAS)を調査した.X線

では，まず術前X線にてMP関節の関節破壊・

脱臼の程度を3段階に分類し，さらに術前，術後，

最終経過観察時の尺側偏位（｡)，インプラント

の沈み込み・切損，皮質骨の穿破の有無につい

て調査した．

【結果】術前後のDASH,FIMはほぼ変化を認

めなかったが，握力，ピンチカ，手指の満足度

に改善を認めた．インプラントの沈み込みは13

関節に，切損を2関節に認めた．尺側偏位は術前

26.0.から術後8.0°まで改善したが，最終経過観

察時には13.1.まで悪化していた．術前の尺側偏

位によって2群間で検討を行ったところ，尺側偏

位が25.以下の群においてインプラントの沈み込

みが有意に少なかった．術前X線の関節破壊・

脱臼の程度は術後のX線所見に影響を与えな

かった．

【考察．まとめ】生物学的製剤の登場によりRA

の疾患活動性コントロールは飛躍的に改善し，

患者さんがより高い生活の質を求めるように

なった結果，上肢の機能再建手術が増加してい

る．手指MP関節の長期成績を向上させるため

には高度の尺側偏位へ進展する前に外科的治療

を考慮するべきであると思われた．

l-9-EP-16

母指CM関節症に対する関節形成術の手

術成績

ResultsofLigamentReconstructionArthroplastyfbrthe

ThumbCarpometacarpalJointOsteoarthrtis

'勤医協中央病院整形外科，2勤医協苫小牧病院

整形外科

○堺慎'，柴田定'，真壁光l,

高畑直司2，高橋祐司2

【はじめに】母指CM関節症に対する手術療法に

ついては当科では1991年以来，対象者が比較的

高齢者であることから原則的に可動性を温存で

きる靭帯再建を柱とする関節形成術を選択施行

してきた．すでに2006年の本学会にて報告した

が今回は追加症例も加えその成績について報告

する，

【対象】1991年以降現在に至るまでの手術例32

例33手で内訳は男7例7手，女25例26手，手術時

年齢は46歳から86歳平均64歳．左手が17手，右

手が17手である．術後経過観察期間は最短8ヶ

月から最長13年で平均4年7ヶ月である．術前の

EatonによるX線でのstage分類ではstage2が

10手,stage3が20手,stage4が3手である．

【方法】手術方法はstage2に対してはEatonand

litder法によるCM関節の内掌側の靭帯再建，

stage3,4に対してはEatonandlittler法による

靭帯再建の上，骨切除を加え腱球などのspacer

を挿入してきたが2000年以降中手骨への骨孔の

作成方法および腱の採取をBurton変法に準じて

行っている．手術成績については本人満足度と

握力，ピンチカおよびX線評価を行った．臨床

評価として優は非常に満足し支障なく使用して

いるもの，良は満足しており時として痛み，動

作にやや支障あるもの，可はやや不満で痛み，

特にADLに支障をきたしているもの，不可は明

らかに不満足で不変ないし悪化したものとした．

【結果】臨床評価では優21手,9手,可が3手であっ

た．握力では術前の健側比で69％であったもの

が調査時91％に回復していた．また外転可動域

について母指・示指の中手骨間角度の測定では

術前平均29度が術後平均40度へと改善していた．

【考察】この手術方法の成績を左右するのは靱帯

の再建が後療法も含めきちんとなされているか

どうかが最も重要な要素である．
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l-9-EP-17

母指CM関節症に対するThompson法の
治療成績

ThompsonIsArthroplastyfOrOsteoarthritisofthe

CarpometacalpalJomtofthenmmb

大阪厚生年金病院整形外科

○野口亮介，島田幸造，田中啓之

【目的】母指CM関節症におけるThompson法(大

菱形骨切除+APL半裁腱による靭帯形成術）の

成績を検討する．

【方法】対象は2008年3月から2010年6月までに手

術治療を行い追跡調査可能であった10例10手．

男性4例，女性6例，受傷時年齢は57～81歳平均

67.2歳，術後経過観察期間は4ケ月～2年7ケ月

平均1年4ケ月.Eaton分類は全例stage4であっ

た．検討項目は，最終観察時の瘻痛･可動域（掌

側外転・僥側外転）・握力・ピンチカ・DASH

score・母指列短縮の指標として大菱形骨切除後

スペース(A)の第1中手骨長(B)に対する比

率(A/B)をレントゲンから算出した．

【結果】最終観察時の瘻痛は4例に認めたが，う

ち3例は軽度の瘻痛，運動時痛のみであった．母

指可動域は掌側外転20-75.平均51.9。（健側比率

89.7％)，僥側外転25-85.平均52.8。（健側比率

88.0%)であった．握力は9.3-36.1kg平均18.7kg

(健側比率70.7％)，ピンチカは0.2-5.0kg平均l.6kg
(健側比率632％）であった.DASHscoreは0-75

点平均20.4点であった．レントゲン所見による母

指短縮指標は術直後が平均0.26であったが，最終

観察時は0.14となっていた．統計学的に母指列短

縮とDASHscoreに明らかな相関関係は認めな

かったが，経過観察期間と母指列短縮には相関

関係を認めた(p=0.005).

【考察およびまとめ】痙痛の改善・可動域の確保

という点ではこれまでの報告と同様であった．

術後経過とともに母指列短縮が進行し第1中手骨

-舟状骨間でインピンジした例をl例認めDASH

scoreは75点と不良であったが，それ以外は概ね

良好な結果であり，握力・ピンチカに関しても

過去の文献とほぼ同様の結果であった．経時的

に短縮する傾向のある母指列短縮への対処が肝

要と思われた．

1-9-EP-18

新しい表面置換型母指人工CM関節のデ
ザイン

ANewDesignofSRTrapeziometacarpalJomtProsthesis

fbrT1mmb

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

【目的】母指CM関節症に対し，当院では6ヶ月

以上の保存療法でも効果がみられない場合，可

動性を温存する手術として表面置換型人工関節

AVANTASRTMCTMImplantSystemを用いて

きた．しかし本人工関節には術式に難しい点が

多く，かつ形状的にも疑問があることがわかり

種々の工夫をした結果，新しいデザインを考案

したので報告する．

【方法】A:中手骨コンポーネント1)素材は超

高分子量ポリエチレン製関節面の形状が背側

および掌側に突出しすぎているため，背側と掌

側を2mm切除し，先端辺縁を滑らかにする．こ

の関節面縦径の短縮でコンポーネントの挿入操

作が容易となり術後の背側の瘻痛も軽減する．2）

ステムが角錘状で表面が平滑すぎ，ロック機構

がないため緩みやすかった．そこで，ステム中

央に直径3mmの穴を作成しこの中にもセメント

を入れ，アンカーとする.B:大菱形骨コンポー

ネント1）素材はコバルトクロム合金．2）従来

の一体型から骨内にねじ込むようにする土台部

分のパーツ（土台部）とこの中にペグを挿入す

る関節部分のパーツ（関節部）という2つのパー

ツに分離する．従来の術式では関節面中央に穴

を開けセメントを注入するが，この穴から入る

セメントの量はわずかに0.5ml程度で，小さなペ

グの固定性はきわめて弱かった一方変形性変

化を呈している関節面の軟骨下骨は多くの場合

硬化肥厚している．そこでセメントを用いずに

土台部を骨内にねじ込むようにする．3）関節部

の背面を曲面から平面に変更．これにより変形

した大菱形骨関節面を平面に形成すれば隙間を

最小限にでき，軸圧をコンポーネント関節部の

全裏面で受けられるようになる．

【結果および考察】現在本関節および手術機器は

試作段階であるが，手技は容易となりコンポー

ネントの固定性も改善すると考える．
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1-9-EP-19

PIP変形性関節症に対する人工関節置換術

TotalFingerArthroplastyfbrtheRoximalhteIphalangeal

JointswithOsteoarthritis

埼玉成恵会病院・手外科研究所

○村中秀行，児島忠雄，福本

善家雄吉，篠根理孝

南＝
j口､一一，

我々はPIP関節の人工関節置換術を変性疾患（以

下変性）及び外傷性（以下外傷）の変形性関節症

に施行し，検討したので報告する．

【対象および方法】症例は平成15年12月から21年

12月までに当科で手術施行し,1年以上経過観察

し得たll例15指を対象とした．変性5例7指，外傷

6例8指年齢は平均50歳（39～68歳)，術前可動

域は変性で伸展平均-15｡(0～-30｡),屈曲平均

40。（0～60｡)，外傷で伸展平均-21。（0～-36｡)，

屈曲平均38。（0～60｡）であった．機種は，表面

置換型のAVANTASRが6例7指（変性3例3指

外傷3例4指),Swansonシリコンインプラントが

5例8指（変性3例4指，外傷2例4指）であった手

術は，掌側アプローチが3例4指，背側アプローチ

が8例11指であった．

【結果】平均経過観察期間は2年9ヵ月であった．

疾痛は全例で消失した．関節可動域は変性で伸展

平均-18。（0～-40｡)，屈曲平均67。（60～72｡)，

外傷で伸展平均-21｡(0～-80｡),屈曲平均45。

(20～80｡),Mayoclinicscoreは変性でGood2

例,Fair3例，外傷でFair3例,Poor3例であっ

たアプローチは掌側が伸展平均-10｡(0～-15｡),

屈曲平均55。（50～65｡),背側が伸展平均-22。（0

～-80｡),屈曲平均55。（20～80｡）と掌側アプロー

チの方が良好な傾向にあった．

【考察】我々はPIP関節の変形性関節症に対し人

工関節置換術を施行し，比較的良好な成績を得

た．外傷が変性と比べ成績がやや劣る原因とし

て，人工関節置換術以前に動脈皮弁，腱移植術な

どを行っており，軟部組織損傷が原因と思われた

症例が3例5指，関節内骨折を治療した後変形治

癒，拘縮が原因と思われた症例が3例3指と，軟部

組織の状態が可動域に影響していると思われた．

アプローチは掌側が背側より可動域が良好な傾向

にあった．これは伸筋腱に手を加えないため早期

より関節可動域訓練が可能なためと考えられた

1-9-EP-20

足趾移植による即時再建を行った母指悪

性黒色腫の3例

ThreeCasesofThumbMalignantMelanomawith

ImmediaflyReconstructionusingToeransfer

長崎大学病院形成外科

○高橋国宏，田中克已，樫山和也，

平野明喜

【はじめに】母指の悪性黒色腫では切断レベルが

IP関節より近位となるため，再建を行わない場

合は罹患肢の著しい機能障害が生じる．我々は母

指切断後に即時再建を行なった3症例を経験した

が，術後の病理結果で判断に迷う症例があった．

【症例ll54歳男性.1993年に右母指爪部の黒色

線条に気付き，徐々に爪甲全体が黒色化をきた

した.2003年6月当院皮層科で生検され，悪性黒

色腫の診断にて切断および第2足趾移植で再建し

た．

【症例2】59歳男性．2000年に左母指爪甲外側に黒

色変化が生じ，黒色調の領域が拡大し爪甲の変

形が出現した2010年4月当院皮膚科で悪性黒色

腫と診断され，5月に切断と同時にwraparound

ilapおよび腸骨移植で再建した．

【症例3】47歳男性．2009年夏頃に左母指の違和感

が出現し，翌年2月から爪の変形と母指の熱感・

腫脹が出現．近医整形外科で骨髄炎と診断され切

開排膿されたが，その際の病理で悪性黒色腫を疑

われた2010年6月，切断と同時にwraparound

ilapおよび腸骨移植で再建した

【結果】全ての症例で移植足趾は完全生着した．

症例lの術後病理で切除断端表皮内に異型メラノ

サイトが確認されたが，術後化学療法を行い，現

在7年が経過するが再発や転移を認めていない．

症例2，3の術後病理は断端陰性であり，術後短期

の経過ではあるが現在転移は認められていない．

整容的には3例とも満足が得られている．機能的

には症例lは指節関節の軽度extensionlagを認め

るが，屈曲・対立ともに良好である．症例2，症

例3では良好な対立機能が得られている．

【まとめ】症例lは術後病理で断端に異型メラノサ

イトを認め，これを断端陽性と捉えるか否かの判

断で苦盧した．3例と症例数が少ないが，今回の

経験を踏まえて母指悪性黒色腫の再建の時期と

方法について，我々の考えを述べる．
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l-9-EP-21

グロームス腫瘍の治療
TreatmentofGlomusTumor

'関西医科大学香里病院整形外科，2巽病院整形

外科，3関西医科大学枚方病院整形外科

○漆崎亜弥'，児島新'，中村誠也2，

飯田寛和3

【はじめに】グロームス腫瘍は比較的希な手指に

好発する良性腫瘍であるが，その診断は難しく，

治療までに長期間を要することもある．また，

手術アプローチは難しく，完全に切除しなけれ

ば再発の可能性があり，治療に難渋する場合が

ある．今回我々は手指に発生したグロームス腫

瘍14例を経験したので報告する．

【対象および方法】2005年1月から2010年6月まで

に手術を行った14例である．男性4例，女性10例

で，手術時年齢は23才～72才で平均年齢は46才

であった．発生部位は母指5例,示指3例,中指2例，

環指4例，小指0例であった．発症から診断に要

した期間は1年～10年で平均46ヶ月であり，他

の医療機関で原因不明であったり，他病名とし

て治療されていたものもあった．自覚症状とし

て自発痛と圧痛は14例，100％にあり，寒冷刺激

による痙痛は3例21％にあった爪の変形や変色

は4例にみられ,X線画像では明らかな異常はみ

られなかった.MRI画像で腫瘍性病変をみと

めたものが3例，輝度変化をみとめたものが3例

であった．手術は全例局所麻酔下，顕微鏡下で

行った．爪甲と爪上皮に．の字状のfiapを作成

し，近位側へaapを起こした．爪床に縦切開あ

るいは,Z切開を加え，腫瘍を確認し，摘出し

た．爪床は6－0吸収糸で可及的に縫合し,flap

を戻して，皮膚と爪甲を4－0ナイロン糸で縫

合した．

【結果および考察】全例で術前にあった痩痛は消

失し，爪の変形のあった症例では変形は改善し

た．手術により新たに爪の変形を生じたものは

なかった．術後平均観察期間は15か月で，再発

はみとめていない．今回当院受診するまで，診

断に長期間要し，放置されていた．グロームス

腫瘍は比較的希な腫瘍であるが，常に念頭にお

き診療にあたる必要がある．

1-9-EP-22

手指発生の腱鞘巨細胞腫のパワードプラ

エコーの特徴的所見

PowerDopplerUltrasonographyofGiantcenmmorof

にndonsheathmHand

'大阪医科大学整形外科，2佐藤病院

○植田直樹'，渡辺千聡'，木下光雄'，

白井久也2

【目的】腱鞘巨細胞腫のパワードプラエコー(PD)

の特徴的所見を得たので報告する．

【対象および方法】2002年以降にPDを行った手

関節以遠に発生し手術を行った腱鞘巨細胞腫7

例（男性4例，女性3例，平均年齢51歳）を対象

とした．発生部位は，母指2，示指2，環指2と手

関節1例であったこれら腫瘍の超音波画像所見

を調査しその特徴を検討した

【結果】グレースケールでは，腫瘍内部は全例不

均一な像（低から等エコー3例，等から高エコー

4例）を呈していた．表面平滑なもの3例，凹凸

不整なものが4例あった腫瘍の後方エコーは6

例が増強していた.PDの所見では，腫瘍内部に

血流のないもの3例と腫瘍辺縁に1-2本血流を認め

るものが4例あった．また全例に腫瘍周囲にわず

かに血流を認めていた．

【考察】腱鞘巨細胞腫のエコー所見を述べた報告

は少ないが，一般には様々なエコー輝度が混在

する低エコー主体の腫瘍であり，腫瘍の後方エ

コーの増強があるとされている．自験例でも全

例内部エコーは不均一で，低から高エコーまで

さまざまな輝度を呈しており，この所見はMRI

のT2強調画像の所見と類似していた腫瘍の

後方エコーの増強は自験例でも6例にみられ，グ

レースケールでの特徴的な所見と考える．造影

MRI所見では造影効果を認めるが，この所見だ

けでは悪性腫瘍との鑑別診断は難しい．しかし

PDでは，腫瘍内部に血流が乏しかったことから

腫瘍内部の血流豊富な悪性腫瘍との鑑別が可能

である．また良性腫瘍にもかかわらず腫瘍切除

後の再発率が高い要因として，腫瘍が周囲組織

へ浸潤するびまん型が存在し腫瘍の取り残しが

挙げられており，自験例のPDの血流分布がそ

の治療の一助になるかもしれない．
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1-9-EP-23

多発性骨軟骨腫および多発性内軟骨腫に

よる前腕変形に対する尺骨仮骨延長術

LengtheningofUlnabyCallotasisforForearm

DefromitiesinCasesofMultipleOsteochondromasand

Enchondromas

'弘前大学医学部整形外科，2大館市立総合病院

整形外科

○鈴木雅博'，岩崎弘英'，湯川昌広'，

藤哲1,神裕道2

【はじめに】多発性骨軟骨腫および多発性内軟骨

腫により前腕に高度な変形が生じ，上肢の機能

や外観に大きく障害されることがある．当院で

は尺骨短縮に対し仮骨延長方による尺骨延長術

を施行している．尺骨延長術を施行した7例につ

いて検討した．

【対象と方法】1996年以降，当院で手術を施行し

た6例7肢を対象とした．男性l肢，女性6肢，多

発性骨軟骨腫が3肢，多発性内軟骨腫が4肢だっ

た.変形の程度はMasadaらの分類により分類し，

typelが4肢,typellbが3肢だった手術は腫

瘍切除と僥骨矯正骨切り術，尺骨仮骨延長を行

い，手術時年齢は3～18才（平均8.3才),術後経

過観察期間は7ケ月～5年11ケ月(平均426ケ月）

だった．治療成績は術前と最終観察時における

前腕可動域の変化と,X線評価においてUlnar

variance(UV),Radialarticularangle(RAA),

CarpalsUp(CS)を計測した．

【結果】尺骨は全例に骨癒合が得られ，尺骨延長

量は15～45mm(平均29.3mm),Healmgmdex

は56～85日/cm(平均68日/cm)だった.UA,

RAA,CSはそれぞれ改善が得られ，特にCSの

改善が大きかった.Typellbの2例に術後，僥骨

頭脱臼が再発し追加手術を行った．そのうち1例

は尺骨のbowmgが原因と考えられたが,1例は

原因不明だった前腕の回外可動域は変化なかっ

たが，回内可動域に改善が認められた．

【結論】尺骨短縮を伴う前腕変形に対し尺骨延長

術により機能の改善を得ることができた．仮骨

延長術でも目的とした骨延長量と骨癒合が得ら

れたので，特に小児には有効な方法である．し

かし変形の再発もあるので，長期間の経過観察

が重要と思われた．

1-9-EP-24

腕神経叢から発生した神経原性腫瘍の治

療成績

OutcomesoftheTheatmentofNeurogemcTumorsmthe

BrachialPlexus

'岩見沢市立総合病院整形外科，2北海道大学病

院整形外科

○林晴久1，三浪明男2，岩崎倫政2，

武田直樹2，西田欽也2

【はじめに】腕神経叢から発生する軟部腫瘍は

比較的稀だがその中では神経鞘腫が多い．当科

では，過去15年間に腕神経叢から発生した神経

原性腫瘍の14例に対して手術治療を行ったので，

成績，治療上の問題点と対策につき検討した．

【方法】対象は平成21年までの15年間に腕神経叢

から発生した神経原性腫瘍に対して手術治療を

行った14例．男性9例,女性5例．平均年齢48.5歳，

罹病期間は平均2年4ケ月．平均経過観察期間は2

年llヶ月であった．術前の自覚症状として，腫

瘤触知，上肢のしびれ，放散痛，筋萎縮・麻痒

を認めた．

【結果】腫瘤触知例13例全例で術後腫瘤消失，上

肢のしびれを認めた7例中3例で術後しびれ消失，

放散痛を認めた3例全例で術後放散痛消失，筋萎

縮・麻痒を認めた2例中1例で術後麻痒消失を認

めた術前・術後のMMTの変化では，術前・

術後とも5であった症例が8例，術前・術後共に

4であった症例が3例，4から5へ改善したものが2

例，4から2に悪化したものがl例であった

【考察】今回当科で手術治療を行った14例中13例

で術後神経所見の維持・改善を認めた腕神経

叢発生の神経原性腫瘍に対して治療を行う上で

の問題点は，罹患神経以外の神経・血管損傷の

リスクが高いことである．当科では鎖骨骨切等

による適切な術野の確保，術前に血管造影等の

画像検査を行い血管の走行を評価しておくこと

での術中血管損傷リスクの低減，神経刺激装置

を用いた術中の神経同定と愛護的操作，以上の

点に配慮して手術治療を行ったが，今回の当科

の結果からこれらの点に配慮することで，腕神

経叢発生の神経原性腫瘍に対しても良好な結果

が得られると考えられた．

【結語】腕神経叢から発生した神経原性腫瘍14例

に対して手術治療を行ったが，適切な診断，術

中操作の工夫と愛護的治療を行うことで，良好

な結果が得られた
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上肢における神経原性腫瘍の臨床的検討

ClinicalStudyofPeripheralNerveTuomrinUpper

Extremity

'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1，玉置康之2，田中康之2，

高山和政2

【目的】上肢に発生した神経原性腫瘍の臨床像，

組織型，術後成績に関して調査・検討を行い報

告する．

【対象と方法】2004年から2009年に手術的治療を

行った神経原性腫瘍14例16腫瘍（2例は2

箇所の発生）を対象とした．男性9例,女性5例，

手術時平均年齢は50歳（27～75）経過観

察期間は平均15.2カ月(6～36)であった．

発生部位は，鎖骨上窩部2，腋窩部1，上腕4，

前腕2，手部4，手指3，罹患神経は腕神経叢2，

腋窩1,正中6,尺骨2,僥骨l,指4であった．

これらの術前症状，術後神経脱落症状，病理組

織型について検討した

【結果】術前自覚症状は，接触による放散痛4

例，輝れ4例瘻痛2例，腫瘤触知のみ4例で，

ADL障害を訴えた例は無かった．軽度知覚低下

を3例に認めたが運動麻輝症状を呈した例は無

かった.MRIでは10腫瘍で神経原生の可能性大

と診断された術後の知覚障害は7例（術前よ

り継続3，新規発症4)，内3例では最終観察時

にも残存していた術後運動麻痒は4例に発症

し，軽快を認めるも全例最終観察時にも残存し

ていた．運動麻揮発症例は腕神経叢2例，上腕

部正中神経2例で，全て摘出時に神経束の切離

を行っていた病理組織診断は，神経鞘腫13，

神経線維腫2，指神経発生で腫瘍径0.3mmの1

例はmalignantperipheralnervesheathtumor

(MPNST)であった．

【考察】軽度の知覚低下も含めると神経脱落症状

は高確率で発症していた．術前の症状に重篤なも

のは無く，摘出が全て必要であった否かは疑問の

残る結果であった．術後運動麻痒は，近位部に発

生した腫瘍で神経束を犠牲にすると発症の危険

が高いと推測される．また，術前に組織型まで診

断することは困難で，腫瘍の大きさ等に関わらず

悪性腫瘍の可能性もあり注意を要する．

一S174-



1-10-EP-1

手舟状骨に生じた有痛性骨襄腫様病変の
治療経験

TheSurgicalTreamentofPainfUlBoneCystinScaphoid

'兵庫医科大学整形外科，2たつの市立御津病院

整形外科

○常深健二郎'，田中寿－1，藤岡宏幸1，

吉矢晋一'，奥野宏昭2

手根骨に生じる骨嚢腫様病変は無症候性である

事が多い．今回舟状骨に生じた有痛性骨雲腫

様病変に対し手術治療を行い，原因や治療方針

について検討した

【対象と方法】2001年2月から2010年8月までに舟

状骨骨襄腫様病変と診断した16例で，男性4例，

女性12例であった．手術時年齢は平均51.6歳，8

例で病的骨折を認めていた全例に病巣掻爬・

骨移植を行い，病的骨折症例ではDoublethread

screwでの固定を追加した．

【結果】手術所見・病理組織像から嚢腫様病変の

原因はガングリオンが11例，骨嚢腫が5例であっ

た．全例で骨癒合が得られ，舟状骨の瘤痛は消

失した.X線上,骨病変部の再発は認めていない．

しかし，骨嚢腫症例でl例のみ小さい嚢腫が残存

しているが，病変の拡大は認めていない．

【考察】手根骨の有痛性襄腫様変化をきたす疾患

は多岐にわたるが，ガングリオンや骨嚢腫が多

い．我々の症例でもこの2つが原因であった．ま

たガングリオンと骨嚢腫の鑑別は手術所見や

病理診断に委ねることが多い．私たちは，病的

骨折を起こしていない症例では骨移植を行い，

病的骨折を起こしている症例では骨移植に加え

てScrewによる内固定を行ってきた．これまで

手根骨内襄腫病変では経過観察でよいという報

告もみられるが，病的骨折にて発見された症例

も多いことより病的骨折を起こす前に処置する，

あるいはそのリスクを十分に説明することが重

要と考えられた．

【結語】手舟状骨の有痛性骨嚢腫に対して病巣掻

爬・骨移植を行い，また，病的骨折を起こして

いるものには固定を追加することで良好な治療

成績が得られた．

一S175-
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舟状骨骨折遷延癒合に対する鏡視下骨移

植術

ArthroscopicBoneGraftfOrDelayedUnionofthe

Scaphoid

市立豊中病院整形外科

○ 山 本 浩 司 ， 韓 法 輪 光 ， 難 波 二 郎

【目的】近年舟状骨骨折に対して骨折部の安定性

の評価や整復の補助に手関節鏡が使用され，そ

の有用性が報告されている．また癒合不全例に

対しては不顕性癒合の診断や骨移植の適応の決

定に有用であるとの報告がある．今回我々は遷

延癒合例に対して鏡視下骨移植術を行ったので

その成績を報告する．

【対象および方法】2007年3月から2010年8月まで

に当院で手関節鏡を施行した舟状骨骨折遷延癒

合，偽関節は21例であった．手術はまず手関節

鏡下に骨折部の状態を評価した．骨折部に可動

性をみとめなかった2例ではScrew固定のみを

行った骨折部の変形矯正を要する例や骨折部

の新鮮化後に大きな骨欠損を生じる例に対して

は骨折部を展開し，従来どおりの骨移植を行っ

てScrewで固定した．骨折部の転位がなく海面

骨移植の適応と判断したものに対しては僥骨遠

位部から採取した海面骨を鏡視下に移植し，小

切開でScrew固定を行った．この鏡視下骨移植

術を施行した6例を対象として骨癒合までの期

間,臨床成績を調査した．性別は男性4例，女性

2例．手術時年令は平均42才(19から63才).右

側5例，左側1例．受傷から手術までの期間は平

均11週（5から23週)．術後の経過観察期間は平

均12ケ月(3から18ケ月）であった．

【結果】全例に骨癒合が得られ，骨癒合までの期

間は術後平均10週であった術後の手関節掌背

屈可動域の平均は健側比94％，握力の平均は健

側比90％であった

【考察】舟状骨骨折の遷延癒合や偽関節に対して

骨移植を行わずにScrew固定のみで良好な成績

が得られたとの報告もあるが，術前の画像所見

だけで骨移植の適応を決定することは困難な場

合がある．手関節鏡は骨折部の状態を詳細に観

察できるため癒合不全例では骨折部の評価に有

益であるだけでなく，症例によっては小侵襲で

鏡視下骨移植まで可能な有用な方法である．



1-10-EP-3

舟状骨偽関節の自然経過について検討

TheNamralHstoryofScaphoidNonunion

'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，3岐阜大学整形外科

○河村真吾'，横井達夫'，野々村秀彦'，

鈴木康2，大野義幸3

【目的】舟状骨偽関節罹患期間とscapholunate

advancedcollapse(SNAC)wristおよびDISI変

形との関連を調査し，舟状骨偽関節の自然経過

について検討した．

【方法】2005-2010年に加療した手術歴のない舟状

骨偽関節29手（男性23手，女性6手）を対象とし

た．年齢平均35.6歳，骨折部位は遠位4手，中19

手，近位6手，偽関節罹患期間は平均4.4年（2カ

月-45年）であった．29手におけるSNACwrist

発症の有無およびstage(1:舟状骨一僥骨間,2:

舟状骨一有頭骨間，3：有頭骨一月状骨間)，舟状

骨一月状骨角(SL角),僥骨一月状骨角(RL角),

DISI変形の有無を調査し，偽関節罹患期間との

関連を調査したなおDISI変形は単純X線側

面像にてSL角70.以上またはRL角-10．以下と

定義した．

【結果】単純X線およびCT(22手,76%にて撮

影あり）において,SNACwristはstagel8手，

stage21手,stage31手の計10手に認め，偽関

節罹患期間はそれぞれ平均7.2年（1.3-20年)，12

年，45年であったDISI変形は11手に認めた．

偽関節罹患期間とSL角には正の相関を認めた

が,RL角には相関を認めなかった.DISI変形

はSNACwrist群で50%(5/10手),非SNAC

wrist群で32%(6/19手）に認め,SNACwrist

群で多く存在したが有意差は認めなかった．

【考察】舟状骨偽関節を放置した場合SNAC

wristへ進展することは広く知られているが，そ

れに要する期間についての報告は少ない．本調

査ではSNACwristは偽関節罹患期間1.5年以降

から発生し始め，45年以降で全手に発生してい

た．諸家の報告よりやや早いが,CT診断を多用

したためと考えられた．患者個々の活動性にも

よるが,stage2への進展には10年以上,stage3

への進展には20年以上を要すると考えられた．

またDISI変形の発生は偽関節罹患期が長くなる

につれて頻度が高くなるが,SNACwristに必発

の変形ではなかった．

1-10-EP-4

舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植

術における内固定材料間の成績比較

ComparativeSmdybetweenhnplantsintheVasculised

BoneransplantationfbrScaphoidNonumon

'大阪労災病院整形外科，2大阪市立大学大学院

医学研究科整形外科，3大阪市立総合医療セン

ター整形外科

○坂口公一1，岡田充弘2，矢野公一3，

上村卓也2，高松聖仁2

【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

対して血管柄付き骨移植を行い，それらの成績

を内固定材料間で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ヶ月以上の経過

観察が可能であった13例（男性ll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Acutrakscrew,8例

にはDTJscrewを用いた.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，両群ともに比較的に良好な術後成績が期

待できる．

一S176-



1-10-EP-5

舟状骨遷延癒合，偽関節に対し掌側手根

動脈を茎とした有茎骨移植術(Mathoulin

法）による治療経験
VascularizedBoneGahhomPahnerSideofRadius

'健康保険鳴門病院整形外科，2健康保険鳴門病

院形成外科，3健康保険鳴門病院リハビリテー

ション部

○日比野直仁1,浜田佳孝1,山野雅弘2,

坂東義勝3，殿谷一朗］

舟状骨偽関節に対する治療法として血管柄付

き骨移植は良好な治療成績が報告されている．

移植骨の採取部位により種々の方法が報告さ

れている．我々は掌側展開で掌側手根動脈を

茎とした僥骨遠位端尺側からの有茎骨移植術

(Mathoulin法）で治療した症例を経験したので

報告する．症例は5例（男性：4例，女性1例)，

平均年齢35.3歳（17歳から63歳)．受傷からの手

術までの期間は，平均8.5週．初期治療として外

科的治療を受けた症例はなかった．手術は掌側

より偽関節部から僥骨遠位端にかけて展開し，

偽関節部を十分掻爬後，僥骨遠位から採取した

海綿骨を充填し，偽関節部を掻爬後にできた皮

質間の間隙に血管柄付きの移植骨で蓋をするよ

うに移植しDoubleThreadedScrewにて内固定

したhumpbackdefbrmityの矯正を要した1例

には腸骨から遊離骨移植も併用した．術後は平

均4週間，前腕からthumbspicacastによる外固

定を行った．単純X線で骨癒合は平均42日で確

認できた.Mathoulin法は偽関節部の展開と同一

の皮切で血管柄付きの骨採取が可能で，血行の

あるHvmgboneを移植することで早期に骨癒合

が得られる印象を受けた．ただし採取できる骨

のサイズには限界があり,humpbackdefOrmity
の矯正を要するような症例に対しては腸骨block

の移植の併用など考慮する必要があると思われ

た．

一s177-

l-10-EP-6

7歳女性に発症したキーンベック病
瞳enbock'sDiseasema7Year-oldGm

'なかざわ整形外科，2弘前大学付属病院整形外

科

○和田誠之'，藤哲2

【目的】7歳女性に発症したキーンベック病につ

いて保存的に加療したので報告する．

【症例】症例は7歳女性，既往症なし．平成21年5

月頃から誘因無く右手関節痛出現，平成21年6月

8日当院初診した痛みのため手関節可動域軽度

制限されており，レントゲン上，月状骨は硬化

像を示すが，変形なく,ulnaminusvariantを認

めた.MRIにて月状骨の一部でT1低輝度T2高

輝度を認め,Lichtmanstage2のキーンベック病

と診断した．安静のために手関節装具を装着さ

せ，スポーツは水泳週一回，ピアノ週一回行っ

ていたが中止し体育の種目では手関節に負担が

かかるものは避けるように指導した初診後3ヶ

月で痙痛軽減，可動域も左右差を認めなくなる

も，レントゲン上月状骨の骨硬化は進行,MRI

では月状骨全体にT1低輝度,T2高輝度を認めた．

瘤痛軽減していたので保存加療を継続初診後

6ヶ月のMRIではTlにて月状骨内の低信号領域

の縮小を認めた．現在経過観察後18ヶ月である

が，瘤痛なし，レントゲン上も月状骨の形状は

左右差なし,MHは正常な信号強度に改善した．

【考察】10歳未満でのキーンベック病の報告は

まれであり，治療はほとんどが保存的加療を

選択され軽快していた本症例はレントゲン

上骨硬化を認めるが形状には変化を認めない，

Lichtmanstage2であり安静，外固定による保存

治療を選択し良好な経過を得たしかし，経過

中月状骨の圧潰を認めた場合は手術加療も選択

の一つに成り得ると考える．
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l-10-EP-7

若年成人のキーンベック病stage3に対す
る僥骨月状骨間関節固定術の有用性につ
いて

RadiolunateFilsionfbrKienbockIsDiseaseattheStage3

inYoungAdults

さいたま赤十字病院整形外科

○代田雅彦，白川健，菅田祐美

【はじめに】若年成人のキーエンベック病stage

3bで月状骨の分節化を伴う例に対し，月状骨の

手根骨間(IC)関節面の再建を兼ねた榛骨月状

骨間関節固定術（Ⅲ固定術）を行ったので，症

例を提示しその有用性について考察を加える．

【症例】21歳男子，配管工の非利き手．月状骨は

分節化し掌背に離開しているが，掌側部分のIC

関節面は有頭骨の支持および可動性に有用と判

断し，掌側転位骨片を整復した後，腸骨移植片

にてIC関節面背側欠損部を再建すべ<シェルフ

形成を兼ね僥骨月状骨間を架橋してRL固定術

を行った．術後2年，再建された月状骨IC関節

面は経時的にリモデリングを認め，瘻痛なく現

職復帰している．

【考察】キーエンベック病stage3の治療に際し

大切なのは，除痛とcarpalheightの減少に伴う

stage進行の防止であり，特に若年成人にとって

はその長期維持が望まれる.stage3では，圧壊

した月状骨の僥骨手根(RC)関節面の修復は困難

だが,IC関節面は未だ修復・再建可能な例が存

在する.RL固定術は確実な除痛をもたらすと共

に，僥骨骨髄腔との交通により月状骨への血流

を改善し，分節化した月状骨片を骨癒合に導く

ためにも有用である．再建された月状骨IC関節

面は，“月状骨摘出・腱球充填”より長期に渡り

carpalheightの保持に効果的と思われる．また，

RL固定では榛背屈からの掌尺屈動作が比較的

保たれるといわれ,"STT固定術”に劣らない

機能が確保されると思われる．過去にもキーエ

ンベック病に対するRL固定術の報告はあるが，

当時利用可能な内固定材の問題やstage4への適

応も含め，必ずしも好結果を得られず，広く普

及するに至らなかった．しかし昨今の優れた固

定材の開発や骨癒合促進法の発展もあり，若年

成人のstage3に対しては，好結果が期待できる

合理的な方法と考える．

l-10-EP-8

キーンベック病に対するスワンソン型シ

リコンインプラント置換術の長期経過例

LongTermfollowupofSwansonSiliconelmplant

ReplacememofKienbeckDisease

兵庫医科大学整形外科

○藤岡宏幸，常深健二郎，江川博昭，

山中清孝，田中寿一

【はじめに】キーンベック病に対する手術療法に

は，月状骨への再血行化手術，月状骨への応力

負荷を軽減目的とした手術，腱球やインプラン

ト置換術などがある．月状骨をシリコンインプ

ラントに置換する手術はシリコン性滑膜炎やイ

ンプラントの破損などのため，近年ではほとん

ど行われなくなってきた．本研究では，月状骨

摘出およびシリコンインプラント置換術後20年

経過した2症例を報告する．

【症例1】手術時年齢53歳女性.X線所見では尺

骨ゼロバリアントで,Lichtman分類stage3b

のキーンベック病であった．術前の手関節可動

域は背屈30度，掌屈35度であった．術後20年で，

手関節背屈40度，掌屈30度，インプラントの破

損もなく，手関節痛はない．

【症例2】手術時年齢36歳女性X線所見では尺

骨マイナスバリアントで,Lichtman分類stage

3bのキーンベック病であった．術前の手関節可

動域は背屈60度,掌屈75度であった．術後20年で，

手関節背屈40度，掌屈30度，インプラントの破

損もなく，手関節痛もない．

【考察】キーンベック病に対する月状骨摘出およ

びシリコンインプラント置換術は，成績が安定

しないため，行われなくなってきた．しかし，

活動性が低い患者では，インプラント置換術の

成績が比較的良好なものもある．また，インプ

ラント手術と部分手関節固定術を併用すること

によって治療効果を上げる試みも報告されてき

た本報告における2症例も，現在の当科での治

療方針では，僥骨短縮術や有頭骨短縮術などの

適応となるが，シリコンインプラント置換術に

おいても長期間安定した成績が得られる症例も

あることから,今後,インプラントの材料や形状，

手術術式などを工夫することによって，新しい

術式が開発できる可能性があると考えられる．

一Sl78-



1-10-EP-9

舟状有頭骨間固定術(SCfusion)の治療
成績

AssessmentoftheOutcomesofScaphocapitatehtercarpal
Arthrodesis

'済生会京都府病院整形外科，2京都府立医大大

学院運動器機能再生外科学（整形外科），3京都

地域医療学際研究所整形外科

○赤井敬紀1，藤原浩芳2，小田良2，

辻原隆是3，久保俊一2

【はじめに】舟状有頭骨間固定(SCfUsion)は

Kienbock病や手根不安定症などに対する手関

節部分固定術の一つとして施行されている．SC

fUsionを施行した7例の治療成績を報告する．

【対象と方法】Kienbock病の6症例，有頭骨壊

死症のl例（右5例，左2例）を対象とした．女

性6例，男性l例で，年齢は平均51.6歳であった．

Kienbock病ではstage3Bが3例,stage4が3例

であった．各症例で術前後の可動域，握力，術

後瘻痛の有無，復職について評価した．また単

純X線像で骨癒合期間，術前と最終観察時の

carpalheightratio(CHR),ulnarcarpalsiftratio

(UCSR),palmarcarpalsubluxationratio(PCSR)
を測定した．

【結果】術前可動域は掌屈平均40度，背屈平均

48.6度であった．全例で骨癒合が得られ，平均

骨癒合期間は14週であった．術後可動域は掌屈

平均41.4度（健側比54%)，背屈平均49.3度（健

側比64%）であった．術後握力は平均17.4kg(健
側比81%)であった．瘻痛の残存は1例に認め

たが，全例術前の職業に復職していた．Mayo

wristscoreは術前平均55.8点から術後平均71.7点

に改善していた．単純X線上でCHR,UCSR,

PCSRは有意な変化を認めなかった．

【考察】SCfUsionは骨癒合部の面積が広いこと，

スクリュー固定を十分に行えることが，早期に

骨癒合が得られた理由と考えた．術前より瘤痛

が原因で手関節の可動域が制限されている症例

が多いため，術前後の可動域に有意差は認めな

かったSCfusionはKienbock病，有頭骨壊死

症に対するsalvage手術法として，確実な骨癒

合および除痛が得られる点で有用な方法の一つ

であると考えた．

一S179-
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明らかな外傷の既往のない有頭骨壊死の3

例

AvascularNecrosisoftheCapitatewithoutTmuma-ThrEe

CasesReport

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整

形外科）

○徳川誠治，藤原浩芳，小田良，

森崎真介，久保俊一

【はじめに】有頭骨壊死はまれな疾患である．明

らかな外傷の既往のない有頭骨壊死の3例を報告

する．

【対象と方法】症例1は42歳，女性で，誘因なく

右手関節部痛を自覚したが，長期間放置してい

た．単純X線像・CTでは，有頭骨の僥側から

近位部に骨硬化を伴った骨透瞭像と圧潰を認め，

手根中央関節に関節症性変化を生じていた.MR

画像上，有頭骨近位はT1強調像で等輝度,T2強

調像で高輝度を呈していた症例2は60歳，女性

で，約14年前から右手関節部痛を自覚していた

単純X線像で有頭骨に骨透瞭像と近位部の圧潰

および，手根中央関節に関節症性変化を認めた．

症例3は25歳女性で，明らかな外傷の既往はな

かったが，単純X線･CTで圧潰を伴わない有

頭骨偽関節を認めた.MR画像上，近位骨片は

T1強調像で低輝度を呈していた症例1,2に対

して手関節部分固定術を行った．症例3に対して

は血管柄付き骨移植を併用した偽関節手術を施

行した

【結果】全例に骨癒合が得られ，手関節部痛は消

失した．症例3は術後4カ月の時点で関節リウマ

チと診断した．

【考察】有頭骨壊死は，外傷によって生じること

が多く，明らかな外傷を伴わない症例の報告は

少ない．症例1,2については，誘因となる既往

がないことなどから特発性有頭骨壊死と考えた

症例3については，関節リウマチによる骨脆弱性

を背景に有頭骨偽関節が発生し，有頭骨近位骨

片が骨壊死に至ったと考えた．手根中央関節の

関節症性変化を認めた症例は手関節部分固定術

が必要となり，有頭骨の圧潰前に血管柄付き骨

移植を施行した症例は，良好な結果が得られた．

圧潰や関節症性変化の有無が治療法の選択に重

要である．有頭骨壊死は，明らかな外傷の既往

がない手関節痛の鑑別疾患として念頭に置く必

要がある．



1-10-EP-11

月状骨脱臼および月状骨周囲脱臼の治療

経験
Th℃atmentofLunate/PerilunateDislocations

'聖マリア病院整形外科，2熊本セントラル病院

○吉田史郎'，吉田健治'，坂井健介1，

仲摩憲次郎2

【目的】月状骨（周囲）脱臼は比較的稀な外傷で

手根不安定症を残すものがあり，靭帯修復術の

有用性について示唆されているがまだ議論の余

地がある．今回我々は月状骨（周囲）脱臼の治

療成績について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は2000年から2010年までに当

院で治療した19例のうち,4か月以上経過観察で

きた14例を対象とした．手術時平均年齢は34.6

歳(18～67)で全例男性であった．受傷から手

術までの期間は平均11.0日（1～18),経過観察

期間は平均12.3か月(4～30)であった症例の

内訳はGreen&O'Brienの分類でI型2手,II型

8手,1V型4手であった．治療は徒手整復不能例

には観血的整復術を行い，不安定性があるもの

には鋼線固定を行った．舟状骨骨折に対しては

内固定を行った．靭帯修復は1V型のl例のみに

行った臨床評価はCooneyの判定基準に従った．

X線像では最終診察時での僥骨月状骨角および

手根骨間角度を測定しDISIの有無について調べ

た.Green&OIBrienの分類とCooneyの判定基

準による臨床評価の相関について調べた11型

のうち手根間固定の有無で臨床成績を比較した．

徒手整復例と観血的整復例での臨床成績も比較

した．

【結果】臨床成績は,excellent7手,goodl手，

fair3手,poor2手であった.Green&OIBrien

の分類とCooneyの判定基準による臨床成績に負

の相関(R=-0.5589)が見られた手根間固定の

有無で成績に有意差はなかった．徒手整復例と

観血的整復例での臨床成績にも有意差はなかっ

た．

【まとめ】Green&OIBrienの分類とCooneyの

判定基準による臨床評価は負の相関が見られ，

1,I1では受傷後早期に解剖学的整復位が得られ

軟部組織修復に必要な固定期間が得られたので

成績は良好であった.1V型は広範な骨靭帯複

合損傷であり靭帯修復を行ったが成績は不良で

あった．

1-10-EP-12

僥骨手根関節脱臼の治療経験

CUmcalSmdyofRadiocarpalDislocation

慶応義塾大学整形外科学教室

○西田光宏，中村俊康，岡崎真人，

戸山芳昭，池上博泰

【はじめに】僥骨手根関節脱臼は比較的稀な外傷

である．今回，我々が経験した僥骨手根関節脱

臼例について検討した．

【症例および方法】症例は当院で治療を行った6

例6手，全例男性で，右手4例，左手2例，年齢は

28～60歳（平均47歳）であった．受傷原因は高

所からの転落3例，交通外傷1例，スポーツ外傷1

例，バットでの殴打1例であった手関節を中心

とした瘤痛，腫脹著明な可動域制限を訴えて

いた合併損傷，治療法，臨床成績を調査した．

【結果】全例で僥骨手根関節背側脱臼に加え，

ChauHeur骨折，僥骨背側関節縁骨折を合併して

いた．また舟状骨骨折，中手骨骨折,TFCC断

裂によるDRUJ脱臼を2例で,尺骨茎状突起骨折，

反対側の僥骨茎状突起骨折を各々l手で合併し

ていた．他院でピンニング，創外固定を施行さ

れた1例以外は未治療で来院した．全例で手術を

行い，僥骨手根関節脱臼は整復可能であったが，

整復位保持には背側もしくは掌側僥骨手根靭帯

の修復を要した．さらに追加手術として，僥骨

手根関節の創外固定，合併骨折の骨接合術，僥

骨手根関節面の癒着剥離,DRUJ脱臼例に対す

る尺骨回旋骨切り術や創外固定,TFCCの縫合，

などを行った．術後僥骨手根関節の再脱臼例は

なく,安定した整復位が得られた.術後可動域は，

平均伸展／屈曲62/46度，回内／回外74/78度と

良好であった．

【考察】僥骨手根関節脱臼は比較的稀な高エネル

ギー外傷である．今回の検討では多くが他の骨

折を合併しており，また靭帯損傷に伴う関節不

安定性が生じていた．したがって治療に際して

は，骨折・脱臼の整復操作だけでなく，損傷し

た軟部組織の修復が非常に重要となる．今回の

症例では背側もしくは掌側僥骨手根靭帯を中心

とした軟部組織修復を行い，良好な治療成績を

収めることができた．

－S180－



1-10-EP-13

爪床損傷に対し付け爪を用いた治療経験

TheUseofaNailChipinNailBedlIljury

'国家公務員共済組合連合会横浜南共済病院形成

美容外科，2北里大学医学部形成外科・美容外科

○山田直人1，根本充2，内沼栄樹2

【はじめに】指尖部の外傷や腫瘍などの疾患に

より爪床に傷ができた時，爪床の修復が必要に

なることがある．爪床の修復後には爪甲を戻す

ことで瘻痛の緩和になるとされている．しかし，

爪甲に損傷がある時や変形が強い場合には，本

来の爪甲が使えないことがある．今回我々は，

爪甲が使えない時の代用品として既製の付け爪

を使用し，良好な結果が得られたので報告する．

【症例】症例は8例で，外傷4例，腫瘍4例であっ

た．外傷例では新鮮例3例，陳旧例1例であった．

腫瘍ではグロムス腫瘍4例であった．部位は母指

3例，示指2例，中指2例，小指l例であった

【方法】爪床の修復後に爪甲の代わりに付け爪を

使用した．4ケ所ほど縫合固定し，約1ケ月は温

存した

【結果】全ての症例で，感染，血腫などの合併症

は認められず，術後の瘻痛も軽微であった．付

け爪抜去時，爪床の修復部位に段差は無かった

術後5から6ケ月で良好な爪甲の発育を認めた．

【考察】爪甲が剥がれてしまった場合，その爪甲

が使用できるかどうかで治療方法が変わってく

る．爪甲を戻す場合と戻さない場合があり，戻

さない時には他の物，爪甲代用物，被覆材，非

固着ガーゼ，軟膏などで爪床をカバーする．そ

の目的の1つには乾燥を防ぎ瘻痛の緩和がある．

今回，爪甲代用物として市販されている付け爪

を使用した．付け爪には多くの種類があり，今

回使用したものはABS樹脂製で薄く，軟らか

く，弾力性があり，爪甲に近い形をしている．

爪甲に近い形をしていることで修復後の爪床の

変形を予防し，爪甲の変形を最小限に抑えるこ

とができた．

【まとめ】爪床損傷例に対し既製の付け爪を用い

て爪床の保護を行い,良好な結果が得られ､感染，

血腫等の合併症は認められず，発育した爪甲の

形も良好であった．付け爪は爪甲代用物として

有用であると考えられた．

－Sl81－

l-10-EP-14

遊離植皮術にV.A.C.(VacuumAssisted

CIosure)を併用した治療経験

ExperimentofVacuumAssisstedClosulcwithSkinGah

'北大阪けいさつ病院整形外科，2大阪府三島救

命救急センター

○河上剛'，岡本雅雄2，大塚尚2，

塚本泰徳」

【背景】V.A.C.は皮層欠損や難治性潰瘍の治療法

として確立されており，その陰圧を利用して植

皮術における植皮片の固定にも応用されている．

外固定が不要であり，簡便かつ良好な生着率が

報告されているが，皮膚欠損の大きさや母床の

病態によって生着不良例もあり，適応基準は未

だ不明瞭である．今回われわれは種々の皮層欠

損創に対してV.A.C.を併用した遊離植皮術を行

い，その生着率と問題点について検討した．

【対象と方法】対象は遊離植皮術にV.A.C.を併

用した5例6肢（男性:1例，女性:4例).症例の

内訳（部位，大きさ，合併症）は，1:デコルマ

ン損傷（大腿部,10cm×20cm,緑膿菌感染),2:

デグロービング損傷（足部,3cm×5cm,なし),3:

下腿コンパートメント症候群に対する減張切開

後（両下腿，5×15cm,なし),4:膝窩動脈損傷

再建術後の皮層壊死(膝窩部,3×3cm,腱露出),5:

静脈うつ滞性下腿潰瘍（足関節内果4×5cm,

下腿浮腫）である.V.A.C.は，ハイドロサイト

とS-Bチューブ，フイルム材で植皮片を密封し，

250mmHgの持続陰圧を加えた（外固定なし).

V､A.C.開始後1週間で創部を確認し，生着率につ

いて評価した

【結果】症例l-4は生着率70-100%(平均84%),非

生着部も数日の創処置で上皮化した．症例5では

下腿浮腫が増悪し植皮片はすべて融解壊死した．

【考察】V.A.C.は創部における浮腫のコントロー

ルに有用とされている．静脈うつ滞性浮腫を伴

う慢性下腿潰瘍例では，母床が嬢痕様組織であ

り，またV.A.C.中に下腿全体の浮腫が増悪して

植皮片の生着不良につながる可能性があり，こ

うした症例ではV.A.C.による植皮片の生着は期

待できないと思われた．



l-10-EP-15

指腹欠損に対する片側切開のみの掌側前

進皮弁

PalmarAdvancementFlaponlywithUnilaterallncision

fbrRngerPulpDefect

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

○ 芝山浩樹，児島 忠 雄 ， 福 本

村 中秀行，善 家 雄 吉

吉三二
J色､一，

【目的】指腹欠損に対する皮弁には種々の方法

があるが，その中でもVY掌側前進皮弁は知覚

や整容面から優れており，手技的にも余り煩雑

ではなく，皮弁の血流が安定していることから，

よく用いられる皮弁の一つである．今回我々

は片側切開のみによる掌側前進皮弁を新たに考

案し,VY掌側前進皮弁とほぼ同等の結果が得ら

れたので報告する．

【対象と方法】3症例にこの方法を行った．症例

はそれぞれ，母指末節部指腹欠損示指指尖部

横切断(Subzone2),中指指尖部掌側斜め切断

(Subzone2～4」である．皮層欠損部に対し，

通常のVY掌側前進皮弁の要領で行うが，皮弁

基部のV-shape部分より一側のみに切開を加え

る．両側の神経血管束を茎として皮弁を挙上し，

皮弁を前進かつ回転させるように欠損部へ移動

させる．

【結果】3症例とも皮弁は完全に生着した皮弁

の前進量は母指で25mm,示指で15mm,中指で

12mmであった．示指の症例では欠損部を覆う

ために広い範囲の剥離を要した．

【考察】母指では片側の切開のみでVY掌側前進

皮弁とほぼ同等の皮弁前進量が得られることが

分かった．通常のVY掌側前進皮弁と比較し，

両側の神経血管束の剥離が少なく済むため，手

技的に容易であり，神経血管束への侵襲が少な

く，また背側への血流を障害することがないな

どの利点が挙げられる．皮弁の血流は僥尺側の

神経血管束からの血流が維持されており，島状

皮弁とする煩雑な手技的操作は必要でない．し

かし，皮弁の前進には回転の要素も加わるため，

損傷指の拘縮などにより先細りがある症例では

注意が必要である．被覆可能な大きさや指によ

る適応の違いなどについて，今後症例を重ねて

検討していく方針である．

l-10-EP-16

手の重度剥脱損傷に対する有茎腹壁皮弁

移行術の検討

ReconstructionofSkinandSoftTissuemtheHandUsmg

thePedicledAbdomnalFlap

'足利赤十字病院形成外科，2濁協医科大学形成

外科学

○福田憲翁1，朝戸裕貴2，高田悟朗』

【目的】手における広範囲の組織欠損創に対して

は，加工のしやすさ・機能的整容的な結果を考

えると血管柄付遊離皮弁移植術が第一選択にな

ることは論を待たない．しかしながら，重度の

剥脱損傷においては,recipientとなる血管の損

傷や,受傷の緊急性,手術時間･人手の確保といっ

た観点から，遊離皮弁術が選択できない場合も

多い．このような場合，古典的ではあるが短時

間で確実な組織再建が可能である，有茎の腹壁

皮弁移行術が重要な選択枝となる．手の外傷を

扱う手外科医にとっては，必ず身につけておか

なくてはいけない手技の一つであるが，成書に

も詳細な術式はほとんど記載されていない．我々

は，以上のことから腹壁皮弁の持つ意義を重視

し，施行する上での注意点・ポイントを考察し

たので報告する．

【方法】手における広範ないし複雑な複合組織欠

損創で，何らかの理由で血管柄付遊離皮弁移植

術が選択できない症例に対し，有茎腹壁皮弁（有

茎鼠径皮弁を含む）移行術を選択した．皮弁の

デザインや部位は術前に実際に手を移動させて

調整した．移行術後は二次的に切離術および修

正術・減量術を行った．

【結果】2006年4月から2010年10月までの問で7例

7肢に有茎腹壁皮弁移行術を施行した内訳は男

性5例，女性2例，年齢は6～61歳（平均40.9歳）

であった．皮弁切離・修正術を含めた平均手術

回数は3.4回であった．

【考察】有茎腹壁皮弁移行術は古くから知られる

術式であるが，画一的なものではなく，個々の

症例に応じてプランニングをしなくてはならな

い．しかし，共通するポイントとしては，可能

な限り薄い皮弁とする，ゆとりを持ったデザイ

ンを心がける（特に指間部)，切離の順序・部位

をあらかじめ考慮して初回のデザインを行うこ

となどが特に重要と考える．

－Sl82-



l-10-EP-17

Hemipulpflapによる指末節部掌側皮層欠
損の再建

TheReconstructionoftheSkinDefectofFingerPulp

usingHempulpHap

'南川整形外科病院手の外科・外傷センター，

2福岡大学医学部形成外科

○宮本洋1，春山勝紀1,酒井邦夫2

【はじめに】指末節部掌側の比較的広範囲の皮層

欠損に対してHemipulpfiapを用いて再建術を

行った．その症例の検討および血管吻合におけ

る工夫につき報告する．

【対象と方法】対象：過去3年間において当院に

て治療を行った5例18歳～58歳の男l例女4例．

すべて外傷例．再建部位は示指l例，中指2例，

環指1例，小指1例．ドナーサイトは母趾3例，第

2趾2例．方法：足趾の側面から皮弁を採取し，

動脈・神経はshortpedicleにしてPIP関節付近

で吻合静脈は足背静脈を皮下に入れず皮膚上

に置きMP関節付近で手背静脈に吻合した露

出した静脈は乾燥予防のため人工真皮で被覆し

た1週間後に静脈のみを切り離した．術後数ケ

月以後に適宜修正術を行い皮弁の形態を整えた

【結果】全症例で皮弁は完全に生着した．静脈切

除後に皮弁がうっ血するようなことは無かった．

指腹部に十分なボリュームが得られ，色調・質

感も良好であった．知覚は全例でSWtest:blue

以上と良好であった.Coldintorelanceを訴える

症例も認めなかった‘

【考察】指末節部の掌側皮層欠損の再建には様々

な方法が報告されているが，欠損の大きさや患

者の年齢・基礎疾患などの状況に応じこれらを

使い分ける必要がある．Hemipulpilapによる再

建方法は，手術時間が長く，手技も比較的煩雑

で，皮弁壊死のリスクが少なからずあるものの，

色調・質感の適合性や知覚の回復血行状態も

良好であり，しかもドナーの犠牲も少ないため，

広範囲の欠損に対して有用な方法と考える．ま

た，静脈を皮層上に置いて吻合したことで，術

直後の静脈の圧迫を防ぎ，手術綴痕を小さくす

ることが可能であったことも報告に値すると考

える．

1-10-EP-18

FreeArterializedVenousFlapを用いた
手指の再建の検討

FingerReconstructionusingFreeArterianzedVenous

Hap

'札幌徳洲会病院整形外傷部，2札幌医科大学整

形外科

○高橋信行l'2,井畑朝紀l,平山傑1,

倉田佳明'，磯貝哲】

【はじめに】FreeArterializedvenousflap(以下，

静脈皮弁）は,donor側の犠牲が少なく，比較的

容易な手技で，薄い皮弁が得られるため，手指

の再建には利用しやすい．一方で，術後のうっ

血は必発で，その信頼性に問題があるとの意見

もある．我々は，切断指や挫滅指のうち，動脈

と皮層の同時再建しなければ救済し得ない例に

対し，静脈皮弁による再建を行ってきた．今回，

これまで当科で静脈皮弁による再建を行った症

例について検討を行ったので報告する．

【対象と方法】2008年～2010年の間に，切断指や

挫滅指に対し，静脈皮弁を行った6例6指．男性5

例，女性l例，平均年齢45歳(25-66歳)．右手2例，

左手4例．示指2例，中指1例，環指2例，小指l例．

阻血指は4例（完全切断l例，不全切断3例)．施行

した静脈皮弁は，動脈一動脈吻合型(A-A型）が

3例，動脈一動脈一静脈吻合型(A-A-V型）が3例

皮弁の大きさは平均4.3×2.5cm.平均経過観察期

間7.5ケ月．これらの症例について，術後合併症，

後療法，皮弁の生着について検討した．

【結果】全例,術後に皮弁のうっ血を認めた.うっ

血の出現時期は,術後平均2.8日(1-6日）であった．

うっ血に対し，2例はmedicalleechによる潟血

療法を併用した皮弁は全例生着が得られ，完

全生着5例，部分壊死l例であった．阻血指の4例

は，いずれも指を救済できた．生着した皮弁は

いずれも薄く，手指の皮膚に適合する外観が得

られた．

【考察】静脈皮弁生着の鍵の一つは，術後のうっ

血対策と考える．静脈環流量を増やす目的であ

らかじめ皮弁をA-A-V型で挙上したり,特にうっ

血が強い症例では術後に濾血療法を併用し，良

好な成績を得た．今後も症例を重ね，検討して

いく必要がある．

一S183-
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当高度救命救急センターにおける上肢切

断症例の現状と問題点

-majoramputationを中心に一
MattersofPatientswithUpperLimbM"orAmputation

mourCCEMC

横浜市立大学附属市民総合医療センター高度救

命救急センター

○菅野百合，春成伸之，錦織なぎ，

馬場紀行，森村尚登

【はじめに】24時間稼働の高度救命救急センター

として切断肢の受け入れを行なっている．上肢

majoramputationについて症例集積検討を行な

い，現状を振り返るとともに問題点を明らかに

していきたい．

【対象と方法】2003年4月から2010年10月までに

上肢切断肢と診断され，入院加療を行なった102

例の中で，固有指動脈の切断を除いた20例20肢

を対象とした内訳は男17例女3例，受傷時年齢

17～66歳，平均36.8歳，右側10例左側10例であっ

た．検討項目は受傷原因,受傷時間帯,損傷形態

受傷部位,手術までの所要時間術式,入院期間，

転帰などである．

【結果】受傷原因は労働災害10例，自傷4例，一

般事故4例，交通事故2例受傷時間帯は休日が8

例，平日夜間(17時～翌8時)8例，平日8時～17

時が4例．損傷形態は鋭利切断が7例（全例骨傷

なし)，局所圧挫滅切断が6例，ベルトコンベアー

による巻き込み圧挫滅切断3例（全例完全切断)，

破砕機による広範囲挫滅切断4例．受傷部位は上

腕部4例，肘部,1例前腕部8例，手関節部3例，

手掌部4例．受傷から手術開始までに要した時間

は60分～12時間25分，平均4時間術式は再接着

術14例，断端形成術5例，残存指異所移植1例で，

内再接着術l例，異所移植例が感染や壊死を起こ

し，最終的に断端形成されている．入院期間は

3日～63日，平均21.7日間転帰は他院への外来

転院13例当院内転科4例，当センター外来通院

3例．

【考察】20例中16例が夜間・休日搬送症例であっ

た．平日昼間には手の外科の対応できる病院が

対応できない時間の発生例が集まっている．救

命センターの機能上，転医が多く，最終機能評

価ができていないのが残念である．十分なリハ

ビリテーションの前の退院が多く，機能向上を

目指すには，近隣の病院の協力が不可欠である．

l-10-EP-20

マイクロ教育における視機能と遠近感に

ついての検討

NecessityofDistanceandVisualSensitivityTraingin

MicrosurgelyEducation

東京医科大学形成

○竹澤章一，今井龍太郎，権東容秀，

松村一．渡辺克益

【目的】顕微鏡操作を習得していく過程にて，苦

手意識を持つ者がいるため教育方法に悩むこと

がある．そこで我々は，原因の一因として顕微

鏡下の立体視自体に問題があると考え視機能と

遠近感を測定し検討を行った

【対象と方法】当科に在籍する医師8名に対して

視機能検査，顕微鏡下の遠近感の評価を行った．

屈折検査，屈折矯正検査，両眼視機能検査を施

行した．顕微鏡下の遠近感の評価として，顕微

鏡下にて27G注射針筒内に1.5cmの4-0ナイロン

を挿入するまでの時間を両眼視と単眼視でそれ

ぞれ計測した．

【結果】今回の顕微鏡下作業にて，熟練者は両眼

視での平均作業時間2秒，及び単眼視での平均作

業時間4秒といずれも優位に短時間にて行った．

非熟練者においては両眼視にて15秒及び単眼視

にて16秒と明らかに熟練者より長く，両眼視と

単眼視での操作時間の差が非常に短かったま

た立体視力が弱かった経験年数7年以上の2名に

関して，苦手意識があり両眼視にて10秒と他経

験者より長かった

【考察】顕微鏡操作向上には臨床経験が比例する

が遠近感の向上が重要と考えた．顕微鏡の遠近

感には立体視が重要であるが，単眼による遠近

感覚の向上も補助因子と考えられる．不得手と

する者の一部に立体視力が弱い事が確認された．

また立体視力が正常の非熟練者において，顕微

鏡下で片眼視する傾向があり苦手な者が多かっ

た．原因として顕微鏡下にて最高立体視できる

技術が未熟であると推定できる．顕微鏡下では

立体視力が十分である者も，それを活用する技

術が必要でありそれを意識し経験を積むことに

より円滑に顕微鏡操作技術が向上できると考え

た．

【結語】苦手意識を持つ者に立体視力の弱い者が

いた非熟練者では立体視と単眼視に差が少な

く立体視を意識させることが指導に必要と思わ

れた．
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The"lueofHigh-ResolutionUIt旧sonog旧phic

ImagingandMeasurementinTriggerDigits:

ACorrelativeStudywithClinicalFindingsin

PatientswithDifferentSeventyG旧dings

IOrthOpedicsDepaltmmenLThinanMumc"alHospital,Thinan,

Taiwan,201thopedicsDepaltment,NationalChengKung

UmversityHoSpital,3ChemTai-ChangqthopedicsCnmc,

4pmgtung,O㎡lordicsDepaltment,KuoIsGenelalHOspital

○Chmg-JUngShao',Chen-HaoChiang2,

Thi-ChangChem3,Kuo-ChenWU4,I-MmgJOu2
【Ohiectives]Thepuiposeofthissmdywastwo-fbld:first,to

measu1℃andcompal℃thediametersandthicknessesofflexor

digittendons(FTs)atdiffeI℃nta1℃asaroundtheAlpulleyand

thepresenceofinnannnatolyfeatu1℃softhetendonandtendon

sheathbetweentheinvolvedandnon-involvedcontralateral

digitsofpatientswithTriggerdigit(TD);second,toinvestigate

thecon℃lationbetweenhigh-IBsolutionultmsonography(HRUS)

fもamlBsandcnmcalnndings,andthesevelitygladingofTD.

【MaterialsandMethodsIWemeasuredandcompared

thicknesses,aI℃as,andpathologicalchangesoftheflexordigit

tendons(FTs)betweentriggerdigits(TDs)andnon-involved

contralaClaldigits,andbetweencontlacml℃andnoncontlacm肥

TDs.Participants(47patients:19noncontractureTDs,36

contractureTDs,and55non-involvedcontralateraldigits)

weIeexaminedusinghigh-I℃solutionultrasound(HRUS).T11e

thicknessesoftheFTswel℃measu1℃dinalongitudinalplane

atthelevelsoftheAlpmleylnlet,Intlapulley,andOudet.The

cross-sectionalareaoftheFTsandtheextra-tendinoustissue

areaoftheFTsattheleveloflntrapulleyweremeasul℃din

atransverseplane.Pathologicalchanges,irregularinternal

echotextures,nuidcollection,dominantAIpulleys,and

abnonnalmetacarpophalangealjomtswe!Banalyzed.

【Results]Thelongfingerwasthemostconnnon6ngeraffected

withTD・The3thicknessesand2alEasoftheFrsofmtalTDs

andcontractureTDswel℃significantlygreaterthanbaseline

valuesfbrnon-involvedcontIalatelaldigits(p<0.05),wheI℃as

the1℃wasnosignificantdiHも1℃nceinnoncontIactul℃TDs(p>

0.05).Thepathologicalchangeswereallsignificantlydifferent

frombaselinevaluesintotal,contracture,andnoncontractule

TDs(p<0.05).IncontracmI℃andnoncontractureTDs,thel℃

we1℃significantdiffも妃ncesomymthethicknessofthelnletand

inpthologicalchangesofthedommantAlpulley(p<0.05).

【DiscussionlThe[℃sultsofHRUSmeasulementsandfindmgs

notonlyconBlardwithclinicalfindingsandseverityglades,but

theyalsoprovidedevidenceofNottaisnodeandthatHRUSis

usefUlfbrpl℃dictingpI℃gnosisandindicatmgn巳atmentmodality.

l-10-EP-22

SonographicallyGuidedCIosedReduction
andLocalizationoftheUInarNervein

Pel℃utaneousPinningofDisplacedHume旧I

SupracondylarFracturesinChildren

'OrthpedicsDepartment,TainanMumcipalHospital,Tainan,

Taiwan,2ChemTai-ChangOrthopedicsClimc,3Pingtung,

OIthordicsdepartment,ThinanHOspitalMaltmalt㎡Health,

4OmlqEdicskpalnnent,NatiollalChengKungUive"HOsptal

○TilngJIhiWU',TbiFdlangChang,Chung･JUngShao',

H-q,uanShen3,I-ﾊ価ngJoIf

Background:Closedreductionandpercutaneous

pinningwithlongann-castimmobilizationhavebeen

usedtotreatmostdisplacedhumeralsupracondylar

fracturesinchildren.Ourearliercross-sectional

studyof6-12-year-oldsshowedthatultrasonography

isusefUlinmedialpercutaneouspinningbecauseit

localizesthemedialepicondyleandulnarnerveinreal

time.

Methods:Fifteenelbowswithacutedisplaced

humeralsupracondylarfracturesinfifteenchildren

(meanage,5.8years)underwentintraoperative

ultrasonographicallyguidedclosedreductionand

percutaneouscross-pinningwithcastimmobilization.

Weevaluatedtheefficacyofultrasonographically

guidedmonitoringduringfiacturereductionandof

identifyingtheulnarnerveinrealtime.Radiographs

andsonogramsofthefracmre-reductionresultswere

compared,andpostoperativeulnarnerveandelbow

fUnctionswelechnicallyexanned.

Results:Ultraonographyandradiographydelineated

thefracturesequallyaccurately.Intraoperative

ultrasonographyshowedthepreciselocationof

theulnarnerveinallcases.Bothsonogramsand

radiographsshowedthatanatomicalalignmentwas

significantlyrestoredafterreduction.Medialwire

insertioncausednoulnarnervepalsy,andnoskin

incisionswereneededtoexploletheulnarnerve.

Conclusions:Intraoperativeultrasonographically

guidedfracturereductionisanadequateadjunctto

radiographicallyguidedfracturereduction,andis

particularlyusefillfOridentifyingtheulnarnervein

realtime,thushelpingtopreventiatrogeniculnar

nervellllury.
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EarlyFingerMobilizationafter

DistalRadiusFracture:Necessityor

Redundancy？

IDepartmentofOccupationalTherapy,Taiwan,

2DepartmentofPhysicalMedicine&Rehabilitation,

Taiwan,3DepartmentofOrthopedics,National

ChengKungUniversity,Tainan,Taiwan,4National

ChengKungUniversityHospital,Tainan,Taiwan

○Li-ChiehKuo''4,Ying-YaHsu',

Hsiu-YunHsu2'4,I_MingJou3,4
【OhiectiveslClinicalevidenceshaveindicatedthatthe
un呵u1℃djomtstiffilessandcontlacm℃,especiallythepmblems

offingerjomts,isoneofthecomphcationsofpatientsafierdistal

radiusfracture(DRF).Althoughthefingerexercisehasbeen

advocatedinthedischargeplan,fewclinicalevidencespI℃sent

the1℃alisticpmcticeoftheexecutionofthefingerexel℃iseof

thepatients,thechangeofrangeofmotion(ROM)offingers

overaperiodoftimeaftertheexfmal6xationofthewristjomt,

andtheeffectofearlyfingerinterventiononthefingermobmty

andfimctional"Ifbnnance.Hence,thepuIposeofthissmdyis

toinvestigatetheeffectofeaIlymtelvention,whichconsistsof

fingerjointmobilizationandedemacontrol,onthefUnctional

outcomeperfonnancesofpatientsafterreceivingexternal

fixationofDRFbasedonObiectivebiomechanicalandclinical
丞gessments．

【MaterialsandmethodslTwentypatientssufferingfrom
DRFandreceivingwristexternalfixationsurgicallywere

Iecnlited.Patientsintheearlyinterventiongroup(10suWects)

receivedearlyfingerinterventionanddesignatedhome

pmgamimmediarlyafrrextemal6xationunml2weeksaftmer

surgely.ThecontroUedgroup(10suljects)onlyreceivedhand

Iehabintationafterremovingtheexrmal6xationuntnl2weeks

aftersurgery.Theoutcomemeasuresincludethepainrating,

maximalmotionlangesofdigits,handfUnctionalperfbnnance,

andladiogaphyatthefirstandthildweekafrrfixanon,atthe

firstweekairrIemovingthenxator,andatthetwelfthweekafrr

sulgely・TYlepalameteIsweleexaminedbytheMann-WhimeyU

test・TheinCrventionemctwasl℃pIesentedbytheeffbctsize．

【ResultsIThebonehealingstatusshowednosignificant

differencebetweentwogroupsthatindicatedtheearlyfinger

interventionmghtnotimpedebonehealingstatus.Notonly

painimprovement,theeffectsizeofthemaximalmotion

rangecapacityofdigitsaswellasfUnctionalstatusshows

moderatetostrongindications・Theoverallparametersofthe

earlyinterventiongroupwelebetterthanthecontlOlledgroup.

Accordingly,theearlyfingermobilizationcouldbesuggested

eliminatingfilrtherdigitaldefbrmityaherwristfixation.

【DiscussionlThisstudydemonstratesthattheearlyfinger

interventiondidnotaffectbonehealingstatusandalsoshows

thattheearlyfingerintelventioniseffもctivefbrthepatientswith

DRFsincetheindicatorsI℃gardingthefUnctionalstamsofthe

earlyinterventiongoupwe1℃betterthancontroUedgroup.The

outcomesofthissmdypmvidedetailedandobiectiveevidence-

basedknowledgefbrfilltherinterventionandthehandstatus

pm9℃ssofthepatientswithdistalradiusfiacmre.
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手関節および手指関節鏡視下手術の適応と限界

IndicationofWristandHandArthroscopicSurgery

○新井猛，清水弘之，吉田典之，安藤

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

白一
元， 別府諸兄

【目的】近年，最少侵襲手術手技のめざましい発展，普及に伴い，上肢領域においても積極的に関節

鏡視下手術が行われるようになっている．本研究の目的は，われわれが行ってきた手関節および手

指関節鏡視下手術症例について検討を加え，その適応と限界について明らかにすることである．

【対象および方法】当科で施行した手関節鏡視下手術症例の28例29手，手指関節鏡視下手術症例は母

指CM関節鏡視下手術症例の20例21手の総数48例50手を対象とした．鏡視下手術の内訳はTFCC損

傷に対するTFCC部分切除術および滑膜切除術が23例,TFC鏡視下縫合術が3例,LT靭帯損傷が

2例であった．母指CM関節鏡視下手術では一次性の変形性関節症（以下,OA)例が17例，二次性

OA例が3例であった．これらの症例について治療経過や治療成績を調査し，鏡視下手術の適応や限

界について検討した．

【結果】TFCC部分切除術23例中，尺骨短縮骨切り術の追加手術を要した症例は9例であった.TFC

鏡視下縫合術3例は3例とも術前の瘻痛は消失し経過良好であったLT靭帯損傷例2例中l例は月状骨

周囲脱臼例で，1例は原因不明の手関節尺側部痛の症例であった．母指CM関節鏡視下手術では術前

の痙痛は全例でほぼ消失したが，平均で術後6ヵ月を要した．術前の単純X線Eaton分類ではstage

3までが良い適応であった．

【考察および結論】TFCC損傷例では手関節単純X線正面像でulnarvarianceがゼロやマイナス例で

のTFCC部分切除術例では術前の瘤痛は軽減していたが，プラス例では術後に尺骨短縮骨切り術の

追加手術が必要であったため，同時手術を検討する必要がある．母指CM関節OAに対する鏡視下

手術ではEaton分類stage3までが良い適応で，術後経過は長いものの治療成績は良好であった．
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一地方病院における手関節鏡手術の現況

CurrentStatusofArthroscopicSurgeryoftheWristattheLocalHospital

○富 永康 弘，安部幸雄

済生会下関総合病院整形外科

【はじめに】1980年代後半から本格的に臨床導入が始まった手関節鏡手術(AS)は近年，海外では

各種ワークショップが開催され様々な疾患へ応用されている．一方,我が国の現状はどうであろうか．

今回当院における手関節鏡手術を分析してその現状を明らかにした．

【対象】2005年1月以降，当院で行われた手関節関連の手術は717件であり，このうちASは262件

(36.5％）であった．

【結果】ASを導入した疾患の内訳は僥骨遠位端骨折(DRF)135件，三角線維軟骨複合体(TFCC)

損傷36件,尺骨突き上げ症候群(UCAS)33件,関節リウマチ(RA)を含む手関節滑膜炎14件(RA:

9件)，舟状骨骨折8件（偽関節：2例)，ガングリオン7件，キーンベック病5件，遠位僥尺関節脱臼4

件，その他20件であった．これらは必要性によって以下に分類できた．1）必須:DRF,TFCC損傷

UCAS,診断を兼ねた手関節鏡(慢性僥側部痛など画像診断不可能であった疾患),2)準必須:滑膜炎，

新鮮舟状骨骨折，ガングリオン，遠位僥尺関節脱臼，3）現時点にて必要性が低い：舟状骨偽関節，

SLACwrist.

【考察】当科ではDRFは関節内骨片の正確な整復，関節内軟部組織の処置の観点からAS必須の疾

患と考えている．またTFCC損傷のような現実的にASでなければ不可能な疾患も多い.ASは手

技が比較的困難でラーニングカーブは緩やかに上昇していく．一地方の一般病院にて手関節鏡手技

の上達を試みるにはDRFのような頻繁に遭遇する疾患に対し積極的にASを導入することが近道で

あろう．さらに我が国でもワークショップ，講習会を積極的に開催する必要性がある．
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関節リウマチの指関節鏡視および鏡視下滑膜切除術

ArhoscopyandArhoscopicSynovectomyofFingerJointsinRheumatoidArthritis

○関谷勇人，小林正明，岡本秀貴，大塚隆信

名古屋市立大学整形外科

【目的】指関節の鏡視に関する報告は非常に少ない．我々は関節リウマチの指関節に対して関節鏡視

および鏡視下滑膜切除術を実施してきたので，本法の有用性について検討し報告する．

【方法】関節リウマチ33症例の71指関節(MCP関節23,PIP関節48)に対して関節鏡視を行った．

症例は男性5例，女性28例，手術時年齢は平均43.6歳で，指別の関節数は母指2，示指22,中指27,環

指14,小指6であった．鏡視下滑膜切除術を実施した48関節のうち,13症例の24関節(MCP関節10,

PIP関節14)について術後平均7.5年で治療成績を評価した．関節鏡は直径1.5mmを使用し，滑膜切

除には2.5mmの小関節用電動シェーバーカッターを用いた．ポータルはMCP関節では総指伸筋腱

の僥尺側に,PIP関節では側索の外側に作成した．生食水で関節包を膨らませた後に，背側関節腔

に関節鏡およびシェーバーを挿入して関節鏡視および滑膜切除を行った．

【成績】背側関節腔では絨毛状に増殖した滑膜がよく観察でき，安全な滑膜切除が可能であった．

MCP関節では関節裂隙が開くため，関節軟骨の大部分と掌側の滑膜を観察することができた.PIP

関節では関節裂隙が開かないため，関節軟骨の観察は背側のみ可能であり，掌側の滑膜は観察でき

なかった．掌側の滑膜切除は両関節ともに不可能であった．鏡視下滑膜切除術の治療成績は，著し

い滑膜炎の再燃や圧痛を認めた関節はなく，可動域や単純レントケンのLarsenGradeも術前と比べ

て変化の無い例が多かった．

【結論】関節鏡により滑膜や軟骨の状態を観察することができ，安全な滑膜切除が可能であった．関

節腫脹の軽減は術後長期間持続する例が多く，鏡視下滑膜切除術は有用な方法と考えられた．
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母指CM関節症に対する関節鏡視下関節固定術

ArthroscopicArthrodesisfbrTrapeziometacarpalJointAI廿mtisoftheThumb

○小泉雅裕金井朋毅

新潟県立中央病院整形外科

【目的】我々 は母指CM関節症に対して2005年よりDTJスクリューによるcriss-cross固定法を用い

た関節鏡視下関節固定術を行っており2007年にその有用性を報告した．今回その手術成績を報告す

る．

【対象及び方法】2005年より2010年までの5年間に手術を行ったll例12母指．男性l例女性10例手

術時年齢は48～65歳平均55歳．平均経過観察期間は2年2ヶ月．強いつまみ動作や早期職場復帰

を希望する症例を手術適応とした.Eatonstage3が10例Eatonstage2が1例．手術は，患肢を手術

台に水平におき，母指を助手がfingertrapで牽引し行う．関節鏡はl.9mm30｡斜視鏡を用いCM関

節直上長母指外転筋腱の僥側および尺側のポータルより関節鏡，シェーバーを挿入し，径2.5mmの

aggressivecutterで滑膜と軟骨を切除し径2.0mmのroundbarで軟骨下骨をできるだけ均一に削る．

その後関節を徒手的に整復し，関節固定角度を決定した後にDTJスクリューのガイドワイヤーを中

手骨側と大菱形骨側より刺入しcriss-crossにスクリュー固定する．術後約4週ギプス固定骨癒合，

握力・ピンチカ（健側比)，瘤痛の有無合併症について検討した

【結果】全例骨癒合．握力81～117%平均95%,ピンチカ84～144%平均108.3%,CM関節の瘤痛は

全例消失．合併症は僥骨神経浅枝の刺激症状がl例，スクリューのSTT関節への干渉で抜去が1例，

ギプス障害がl例であった

【結語】鏡視下関節固定術は，従来のopensurgeryと違い関節包を温存し，骨膜を剥がさず局所の

血流を温存するため関節固定完成に有利と報告されている．本報告の癒合率100％もそれを支持する．

除痛を目的とする母指CM関節固定術に本法は低侵襲な最良の手技であると思われる．
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母指CM関節症に対する鏡視下Thompson法
ArthroscopicTreatmentfOrTrapeziometacarpalOsteoarthritis

○面川庄平'，藤谷良太郎2，飯田昭夫2，清水隆昌1，林智志』

Ⅱ奈良県立医科大学整形外科，2医真会八尾総合病院

【目的】本研究の目的は，母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術の新しい術式を紹介しその短期

成績について言及することである．

【方法】2008年以降，母指CM関節症を有し3か月以上の保存的治療に抵抗した連続する患者18例に

対して鏡視下手術を行った．男性2例女性16例，平均年齢は62歳である．利き手発症は10例,Eaton

分類で全例Stage3であった．術式はThompson法に準じておこなったすなわち，鏡視下に大菱

形骨を部分切除し，小切開で長母指外転筋腱の半載腱を付着部から約2-3cm採取する．鏡視下に半

載腱を第2中手骨基部に誘導し同部にpullout固定する．術後約3週間外固定ののち可動域訓練を開

始した．同時手術として手根管解放術を3例，ばね指手術を2例に行った．評価項目は瘻痛(VAS),

握力，ピンチカ,DASH日手会版で，術前後の成績を統計学的に比較し,p<0.05を有意差ありと判

定した．他に術後合併症と，レントケン評価でのCM関節亜脱臼の有無を調査した．

【結果】経過観察期間は平均19か月であった．術前後の瘻痛VASは76/21であり有意に改善した(p

<0.01).DASH日手会版は術前43から術後23に改善した．母指使用時に不安定感を訴えた症例は

なかった．術前の握力，ピンチカはそれぞれ,13kg,2.8kgであり，有意差を認めないものの術後

16kg,3kgに改善した術後合併症として,2例で一過性の僥骨神経刺激症状を認めた術後経時的

なレントゲン像でCM関節の亜脱臼を呈した症例はなかった

【結論】今回の調査から,Thompson法に準じた鏡視下関節形成術は,CM関節の瘤痛と日常生活を

改善させることが明らかになった．観察期間は短いものの術後の関節安定性は保たれていた．小侵

襲による鏡視下靭帯再建術は可能であり，関節機能の向上に寄与すると考えられた
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手関節周囲ガングリオンの鏡視下手術

ResctionUndertheArhoscopyfOrtheGanglionaroundWristJoint

○辻井雅也1，里中東彦1，植村和司2，平田仁3，須藤啓広］
！三重大学医学部整形外科，2永井病院整形外科，3名古屋大学医学部手の外科

【目的】関節周囲ガングリオンの鏡視下手術は低侵襲のみならず，観血的切除と同等の成績が報告さ

れている．治療概念としてガングリオン基部の切除が重要で，関節内やその近傍の腫瘤が適応と考

えられている．今回，手関節周囲ガングリオンに対して術前MRIで関節に近接しないものも関節鏡

視下に良好な結果で，当科の鏡視下手術の結果を含めて報告する．

【方法】対象は2005年4月以降に鏡視下手術を行った手関節周囲ガングリオンの10例であった．内訳

は平均年齢52.9歳(14～80歳),男性3例,女性7例で手関節背側8例,掌側l例,TFCCが1例であった．

手関節痛が2例で，8例は整容的理由で手術となり，穿刺は8例で施行された．全例に術前MRIを施

行し，関節に近接しないものが2例，細い基部をradiocarpal(RC)に認めるが，腫瘤がmidcarpal

(MC)に接するものをl例に認めた．手術はNishikawaの報告した1-2ポータルを用いる方法で45,

6-U,MCR,MCUも用いた再発率,術前MRIのガングリオンと関節の位置関係,合併症を検討した．

【結果】平均経過観察期間は23.9ヵ月（7～71カ月）で再発は1例(RC/､)に術後5カ月で認め，観

血的に追加切除を要し，再発率は10％であった．ドレナージした関節はRC8例,MC2例であった

関節と近接しなかった例や基部とドレナージした関節が異なる症例でも再発はなかったまたポー

タルや術操作に伴う合併症はなかった．

【考察】手関節背側ガングリオンは舟状骨月状骨間の関節包を切除することが重要であると報告され

ており，鏡視下手術でも同様に考えられている．しかし今回の検討から関節から離れたガングリオ

ンや術前MRIでRCに基部を認めると考えられたガングリオンに対しても腫瘤に近いMCと交通さ

せることで治療できた．症例数は少ないが,ガングリオンに近い関節へドレナージし，関節の吸収能

を利用することで治癒せしめる可能性が考えられた
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鏡視下手根管開放術ECTRの術中手技困難を予測する

PIBdictionofTechmcalDifiicultiesduringlnsertionoftheCamula

intotheCarpalTunnelin2-portalECTR

○内山茂晴1,安富隆2,百瀬敏充3,今枝敏彦4,加藤博之】
Ⅱ信州大学整形外科，2塩川病院整形外科，3諏訪赤十字病院整形外科，4金城学院大学

われわれのChow変法ECTRは，カニューラ挿入時の正中神経への圧迫を可能な限り低くすると

いう考えから,1)カニューラ挿入前に横手根靭帯(TCL)の遠位と近位を直視下に一部切離2)

5mm径のカニューラを使用，の2点が特徴的である．しかし術中にカニューラ挿入からexitportal

に出すまでの間は，ブラインド操作であることには変わりはない．この操作は患者によって極めて

スムースに完了する場合と，困難を来す場合があり，後者の場合には，そのままカニユーラ挿入を

押し進めるのか,exitportalを延長するか，あるいはOCTRに変更するかの判断に迫られる．この

研究の目的は,ECTRにおけるカニューラ挿入時の手技困難に遭遇した患者の特徴を検討し，術前

の手術手技選択の一助にすることである．

【方法】特発性CTS患者241人292手.女203人,男38人,平均年齢63歳.カニューラ挿入時の困難として，

抵抗大,TCL遠位でカニューラ先端が肥厚した滑膜に覆われる，カニューラ先端が手掌背側へ進む，

の3つがあり，それらのうち少なくとも一つがあれば，挿入困難とした．それに影響を与える因子

として，患者の年齢，性別，左右,wristratio(手首前後径／横径),電気生理学的重症度，カニュー

ラ径(5mmと5.5mm),MRIにおける手根管横断面積(有鉤骨鉤レベル)を独立変数とし,ロジステイッ

ク検定を行った．

【結果】94手33％に何らかの挿入困難が認められ,32手はexitportal延長あるいはOCTRへ変更した．

男性は女性よりも挿入困難に遭遇しやすい(Oddsratio3.75,95%C11.41-10).女性においては，年

齢が低く，手根管横断面積が小さい方が挿入困難に遭遇しやすい．カニューラ径や電気生理学的重

症度は影響を与えていなかった

【結論】男性の特発性CTS患者に対するECTRはカニューラ挿入時困難に遭遇する確率が高い．
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舟状月状骨解離症(SLd)に対するSL靭帯再建術

SoftTissueReconstructionofScapholunateLigamentfbrScapholunateDissociation

○小野浩史，古田和彦，片山健，藤谷良太郎

国保中央病院整形外科

【目的】手根不安定症の中で最も頻度の高い舟状月状骨解離症(SLd)の内,Dynamic,Staticまた

は関節鏡でのGeisslerstage4に相当する症例に対する軟部組織による再建術の結果を報告する．

【対象】上記条件のSLdにて当科で観血手術した19例(SL間の鋼線仮固定のみの症例を除く）で，

平均年齢33歳，男17女2例，右12左7例,OccultSLdl例,DynamicSLd9例,StaticSLd9例であ

る．まず,手関節背側侵入でのSL間の観血整復とSL問鋼線仮固定を行った．その後のSL再建法は，

残存SL靭帯縫着のみ2例,SL靭帯縫着+dorsalcapsulodesisl例,SL靭帯縫着+DICcapsulodesis

15例,FCRによる再建l例である．手術前後の可動域と握力，術後のMayowristscore･DASH･

瘻痛VASを評価した．手術前後のX線で手根骨の配列(SL距離･RL角･SL角･CHR)を評価した．

追跡期間は平均18カ月である．

【結果】手関節掌／背屈は術前63/58度が術後51/57度に掌屈のみが有意に低下し，握力は64％が71%

と変化はなかった．術後平均のMayoscoreは72点,DASH10,VASl.5であったSL距離は4.7mm

から3.6mmに有意に減少したが,RL角SL角CHRに変化はなかった．術後のSL距離が41nm以上

群（8例）と4mm未満群(11例）に分けると，術前のSL距離/SL角が以上群は6mm/77｡,未満群

は3.8mm/59.と有意差を認めた．両群間で術後掌屈に差を認めたが，臨床成績に差はなかった．

【考察】SLdに対する手関節背側の軟部組織再建は若干掌屈制限を残すが，臨床成績は良好だった．

術後の手根骨配列は術前Dynamic以下例では多くは改善したが，術前Static例ではSL開大・舟状

骨掌屈が残存した例が多い．しかし両群で臨床成績に明らかな差はなかった.Static例ではDIC靭

帯による補強では手根骨配列維持の強度が不十分で，さらに強力な靭帯再建が必要な症例が多い．
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舟状月状骨解離に対する治療一榛骨手根骨間制動術を中心に一

TheneatmentfbrtheScapholunateDisociation

-IbcusonlmmobilizationbetweenRadiusandCarpus

○富田一誠'，稲垣克記'，川崎恵吉2，池田純'，新妻学］
’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

【目的】手根不安定症は本邦では比較的頻度の低い疾患であり，その診断と治療に難渋する事がある．

舟状月状骨解離に対する治療は，保存療法，関節鏡視下デブリードマン，経皮的ピンニング，靭帯

修復術，手根骨間制動術，僥骨手根骨間制動術などが行われている．我々は，その重症度に応じて

保存療法，関節鏡視下手術，僥骨手根骨制動術を行っている．当科における，舟状月状骨解離に対

する治療成績を調査したので報告する．

【対象と方法】当科で舟状月状骨解離と診断し治療を受け，6か月以上経過観察が可能であった12名

13手，平均年齢30.8歳，男9名，女3名，平均観察期間22.5カ月であった治療法は軽症例3例には装

具などの保存療法2例，関節鏡視下デブリードマン1例を，重症例10例には榛骨手根骨制動術(Blatt

法8例,Bnmelli法2例（再手術1例含む))を行った．術前後の関節可動域(ROM),握力,X線学的

評価，臨床総合評価を検討した．

【結果】軽症例は8.3カ月の経過で,ROM,握力,X線学的には大きな変化はなく,MayoWrist

Scoreが83.3→90.0へ瘻痛を中心に改善した．重症例は，術後25.4カ月でROMは約20｡,握力が約

27%,X線評価は,SLH:4.3mm→2.5mm,RL角:-13.6.→0.4｡,RS角:52.9.→57.3.へと改善した．

MayoWristScoreは46.7→82.1へ大きく改善した．

【考察】本研究の軽症とは，非解離性の動的不安定症またはGeissler分類IIまでであり，重症とは，

解離性の整復困難な静的不安定症またはGeissler分類Ⅲ･IVである．我々が重症例に行った榛骨

手根骨制動術(Blatt法,BruneⅢ法）は，臨床的には非常に効果的な治療法であった．しかしX線

学的には，舟状骨の掌屈は改善したが月状骨の整復が不足していた．このX線学的不足が今後どの

ように影響するか，さらに長期的な経過を追跡する必要性を感じた．

一S197-



2-l-P4-3

骨付き背側有頭骨有鉤骨間靭帯(Bone-CHIig-bone)を用いた
舟状骨月状骨間靭帯再建術

ReconstructionofScapholunatehterosseousLigamentusingBone-capitohamateLigament-bone

○中村俊康，佐藤和毅，岡崎真人，戸山芳昭，池上博泰

慶應義塾大学医学部整形外科

【はじめに】舟状骨月状骨間(SL)靭帯損傷の治療にはpinnmg,capsulodesis,骨膜や足関節靭帯を

用いた靭帯再建,腱固定術などがあるものの，完全断裂したSL靭帯の修復は依然困難である．今回，

骨付き有頭骨有鉤骨間靭帯(Bone-CHlig-bone)を用いて舟状骨月状骨間靭帯の再建を行った．

【術式】本術式の適応はSL靭帯の完全断裂例で舟状骨の回転を伴う（つまりDISI変形を生じる）例

および4mm以上SL間の開大を伴う舟状骨月状骨間開離例である.SL靭帯損傷の最終診断は手根

中央および僥骨手根関節鏡で行なった．背側のBerger-Bishop進入法で背側手関節包を背側僥骨手

根靭帯および背側手根骨間靭帯を半割して展開し,SL靭帯に到達する.SL靭帯背側portionの完全

断裂を確認後,SL靭帯膜様部のdetach側を新鮮化し,3-4個のboneanchorを打ち込み,SL間を徒

手またはK-wire2本をjoystickとして整復し,SL間と舟状骨有頭骨間を1.2mmK-wireで仮固定す

る.SL靭帯背側portion部の舟状骨および月状骨部を小ノミを用いて3mm×4mm×3mmの直方

体状にくりぬいておく．背側有頭骨有鉤骨間靭帯の近位1/2がほぼ同じ幅に相当するので，母床に合

う形状に有頭骨片-CHlig-有鉤骨片のbone-ligament-boneを採取し,SL靭帯に移植,Promecombo

1.2mm径Screwで固定し,sutureanchorで膜様部を縫合する．

【症例】2008年から本手術を行った症例は5例6手,全例男性で,右2,左2,両側1,年齢は25から45歳（平

均33歳）であった.SL間の開大を生じた例は4手,SL靭帯完全断裂で舟状骨の回転が主であったも

の2手であった．術後8週間でK-wireを抜釘し，自動運動を開始した．

【結果およびまとめ】SLgapは平均4mmから2.4mmに改善し，臨床成績は短期ではあるが優1,良4,

可1と良好であった本手術はSL靭帯再建の選択肢の1つとなりうる．
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月状三角骨不安定症に対する背側手根靱帯を用いた靱帯再建術

DorsalRadiocalpalLigamentCapsmodesisfOrChromcLunotriquetralInstabinty

○面川庄平'，小畠康宣'，村田景一'，中野健一'，稲田有史2
】奈良県立医科大学整形外科，2稲田病院整形外科

【目的】陳旧性月状三角骨(LT)靭帯損傷例に対して，背側手根靱帯を用いた靭帯再建術を施行し

たので，その臨床成績について言及する．

【方法】2000年以降,外傷後LT靭帯損傷に対して靭帯再建術を施行した患者15例（男性9例，女性6

例，平均年齢37歳）を対象とした．月状骨周囲脱臼後や尺骨突き上げ症候群に伴う症例は除外した．

受傷から手術までの期間は平均9カ月であった．単純X線で，5例を除いて手根骨の配列異常を認め

なかった理学的所見として，全例にLT間の圧痛と不安定感,ballottementtest陽性を確認した．

手関節鏡視ではGeissler分類grade3,4の不適合が存在した．手術は背側進入で展開し,滑膜切除後，

背側僥骨手根靱帯を月状骨と三角骨に縫着した．4例で伸筋支帯による補強を追加した．術後2-3カ

月間の鋼線あるいはスクリューによる仮固定を行った術前後の臨床成績を比較検定し，有意水準

を5％以下に設定した．

【成績】経過観察期間は平均34カ月であった．瘻痛スケールは術前平均の55から術後12に減少した(p

＜0.001).Mayowristscoreは術前平均65から術後85に改善し(p<0.05),DASH日手会版は，術

前平均24から術後12に変化し(p<0.05),日常生活動作が向上した．術後合併症として，一過性の

尺骨神経背側枝の刺激症状が2例に出現した．

【考察】本術式の利点として，背側進入で容易に術野に進入でき，除神経術を併用できること,LT

背側靭帯，背側榛骨手根靭帯を同時に補強できることである．一方，欠点として，骨間靭帯として

より重要である掌側靭帯の処置ができないこと，鋼線による尺骨神経背側枝の刺激症状が出現する

場合があることである．観察期間は短期であるが臨床症状は全例で改善しており，本術式はLTH

の動的不安定性を有する陳旧性靭帯損傷に有効な術式になりうる．
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SLAC/SNACwrist進行例に対するfOur-cornerfusion

ClinicalOutcomesofFbur-comerR1sionfbrAdvancedSLAC/SNACWrist

○佐藤和毅'，中村俊康'，岡崎真人'，池上博泰'，佐々木孝2
Ⅱ慶應義塾大学医学部整形外科，2済生会神奈川県病院整形外科

SLAC/SNACwrist進行例に対するfOur-cornerfusionについて，本邦では症例数のまとまった報告

は殆どない．本研究の目的は，当科におけるfbur-cornerfUsiOnの治療成績を検討することである．

【対象および方法】2000-2010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15例15手関節

を対象とした．症例は，男性8例，女性7例，手術時年齢は41-75歳（平均59歳),左7例，右8例であっ

た．病態はSLACwrist2例,SNACwristl3例で全例stagelllであった．手術はBergerらが提唱

した背側靭帯を温存する方法で関節を展開し，舟状骨摘出後，月状骨，三角骨，有頭骨，有鉤骨間

の軟骨を切除し，骨移植の上headlessscrewなどで固定した．僥骨の茎状突起切除は必要に応じて

行った．評価項目は，術前後のVASscore,関節可動域(手関節掌背屈，榛尺屈),握力,modified

Mayowristscoreである．また，最終調査時におけるX線における関節症性変化の有無を調査した．

【結果】術後経過観察期間は6カ月から9年4カ月，平均35カ月であった．全例骨癒合が得られ，

VASは術前平均79から術後11に改善した(p<0.001).手関節掌背屈は術前平均26｡/31°から術後

28.／33.に，榛尺屈は術前平均5｡／25｡が術後17｡/25°になった．握力は健側比で術前平均47.5%が術

後平均79.1％に,modifiedMayowristscoreは術前平均33が術後71に改善した．固定関節以外の手

関節に明らかな関節症性変化の進行は認めなかった．

【結語】Four-corner血sionは痕痛緩和および握力改善に優れていた．術前可動域制限が高度であっ

たためか，掌背屈可動域は術後もほぼ同等に維持され，僥屈は改善した．本固定術は障害関節のみ

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．
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尺側手関節障害の診断と治療

DiagnosisandTreatmentfbrmnarSideWristPain

○安部幸雄，富永康弘

済生会下関総合病院整形外科

【はじめに】手関節尺側部痛は依然として診断困難な疾患の一つである．手関節尺側は尺骨手根関節，

尺側手根中央関節，遠位僥尺関節の3つの異なる関節により構成されており，それぞれが癌痛の発現

箇所となりえる．診断は理学所見，画像所見そして鏡視下診断にて確定される．自験例における慢

性手関節尺側部痛を分析した．

【対象】慢性尺側部痛を訴え手術に至った148例150関節を対象とした．関節リウマチによるものは除

外した．男性69例，女性79例，年齢は14歳～89歳，平均49歳，右83関節，左67関節であった．これ

らの症例に対し診断のポイント，最終診断，治療経過における問題点を検討した．

【結果】最終診断は三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷:61,尺骨突き上げ症候群(UCAS):57,遠

位僥尺関節(DRUJ)症（不安定症を含む):17,キーンベック病，陳旧性Galeazzi脱臼骨折：各3,

尺骨茎状突起偽関節，尺骨近位断端不安定症，関節炎（滑膜炎）：各2，ガングリオン，手根中央不

安定症，尺側手根伸筋腱腱鞘炎：各1であった．問題点は1)TFCC損傷には様々な損傷形態があり，

重複も相当数存在する．尺骨小窩損傷を含めた尺骨頭側の断裂の診断も重要である.2)TFCC損傷，

UCASに合併した月状三角骨間靭帯損傷の痙痛への関与の評価が困難,3)UCASに対する術式選択，

4)尺骨茎状突起偽関節はどの程度瘻痛に関与するか，等であった．

【考察】慢性手関節尺側部痛の原因疾患は多岐にわたり，またそれぞれの併存も多く瘻痛の由来を決

定するのは容易ではない．画像所見，鏡視所見は無症候性異常所見を描出することも多く術前の理

学所見が最も信頼できる手術の道しるべとなるが，手術に際しては“疑わしきは処置する”という

姿勢も必要となる．
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手関節尺側における変形性関節症：

関節症の進行形態と要因について（第1報）
ProgressionandFactorofOsteoarthlitismthemnarSideoftheWrist

○片山健'，小野浩史'，古田和彦'，赤羽学2

】国保中央病院整形外科，2奈良県立医科大学健康政策医学

【目的】手関節尺側の変形性関節症の発症に影響する要因と関節症の進行形態を明らかにすることで

ある．そのため手関節尺側の関節症は僥骨，尺骨の形状と手根骨のアライメントが影響し，関節症

性変化が遠位榛尺関節（以下DRUJ)から尺骨月状骨関節,僥骨月状骨関節，僥骨舟状骨関節へ段階

的に進行するとの仮説を立てた．

【対象と方法】2008年から外来受診の際に手関節2方向X線撮影を行った患者全1064人を調査した．

僥骨・尺骨・手根骨に骨折や骨折後変形，関節リウマチ，無腐性骨壊死,血液透析，先天奇形等の2

次性の変形性関節症変化を有する症例は除外し，1次性の変形性関節症のみ130人（男性45人女性85

人，平均年齢67.2歳（29～100歳),左60手右70手）を対象とした．方法は手関節単純X線正面像で

DRUJおよび手根骨の各部位をマーキングし関節症性変化（骨硬化・骨疎・骨のう胞）を認める部

位について有・無のカテゴリーを作成する．関節症性変化を有する最も高頻度の部位を評価し，次

にどの部位との組み合わせが多いかを連続して評価し関節症性変化の進行過程が推測できるとした．

【結果】手関節尺側の関節症の発生頻度は12.2%(130/1064)であった．最も多い進行過程はまず

DR町97.6%(127/130)に生じ,続いて尺骨月状骨関節66.9%(87/130),尺骨三角骨関節60.7%(79/130),

僥骨月状骨関節27.6%(36/130)月状骨有頭骨関節16.9%(22/130),月状骨有鉤骨関節12.3%(16/130),

三角骨有鉤骨関節10%(13/130)であった．

【考察】手関節尺側の関節症は主にDRmから尺骨手根関節,さらに僥骨月状骨関節･月状有頭骨関節・

月状骨有鉤骨関節に進行するが，その過程に影響する要因の評価が不十分である．したがって今後，

種々の要因と進行過程の関係を検討する必要がある．

－S202-



2-1-P5-3

尺側手関節痛の診断と治療

一尺側手根伸筋腱脱臼・亜脱臼に対する第6区画解離術一

ReleaseOperationfbrECUTendoninPatientswithECUSbluxationorDislocation

○末永直樹1，大泉尚美1，三浪明男2，福田公孝3
1北新病院上肢人工関節．内視鏡センター，2北海道大学整形外科，3斗南病院整形外科

【はじめに】尺側手関節痛の原因にはTFCC損傷やDRUJ障害などの関節内病変と尺側手根伸筋腱

(ECU)を主体とした関節外病変がある.ECU由来の瘻痛は保存的治療が有効なことが多く，手術

例の報告は少ないが臨床的にその頻度は多い．本研究の目的はECU由来の病変に対し,1996年に演

者らが報告した新しい治療法である伸筋腱第6区画解離術の治療成績を評価することである．′

【対象と方法】1994年よりECU亜脱臼・脱臼の診断で保存的治療が無効であり，伸筋腱第6区画解離

術を行った15例15手関節を対象とした．年齢は11-50歳（平均26歳）であった．男10手，女5手で8例

がスポーツ活動を行っていたスポーツ活動の内訳は野球4例，アイスホッケー2例，バレーボール2

例であった.尺側手関節痛の原因としてのECU亜脱臼･脱臼の診断はECUの手関節レベルでの圧痛，

手関節回外位での背屈強制時の瘻痛,ECU腱鞘造影による局所麻酔ブロックテストが有効，さらに

回内および回外時のMmまたはECU腱鞘造影後のCTにてECU亜脱臼･脱臼を認めることとした．

調査項目は，痙痛の残存，手関節可動域制限の残存，握力,DRUJの不安定性およびスポーツ復帰

とその時期とした．

【結果】全例で術前の手関節痛は消失した．手関節可動域制限を生じた症例はなく，握力は健側と比

較し85%-110%(平均97%)であった.DRUJの不安定性は回外位での尺骨頭の掌背側方向の動揺性

を健側と比較したが明らかな左右差を認めた症例はなかった．スポーツを行っていた8例では全例元

のレベルにスポーツ復帰可能であり，復帰までの期間は1-4か月（平均2.4か月）であった．

【結語】尺側手関節痛の原因としてECU由来の瘻痛は比較的多く，保存的治療が無効な場合，伸筋

腱第6区画解離術はスポーツ復帰も短期で可能で有用な治療法である．

一S203-

！



ロ
2-1-P5-4

1bTFCC損傷に対する鏡視下TFCC関節包縫合術の治療成績

Treatmentoflb-TT℃CInjmesbyusingUharCapsularSumres

○柿木良介，太田壮一，藤田俊史，野口貴志，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

【目的】遠位榛尺関節に不安定性を示し，術前検査及び術中の手関節鏡所見にて,TFCClb損傷と診

断した症例に対し，鏡視下にTFCCと尺側関節包との縫合術をおこなったのでその結果を報告する．

【方法】対象は，対側手関節に明らかな障害がなく，術前診察及び術中の手関節鏡所見により，

TFCClb損傷と診断し，術後半年以上経過観察できた18例（男性13例，女性5例)18手（右11例，

左7例）である．手術時平均年齢は29.3歳（16-48歳)，手術は全身麻酔下に手関節鏡視を行ない，

prestyloidrecessのやや掌側，やや僥側付近をねらって,21G針を用いてmside-out,outside-m法

にて掌側に1－2本，背側に1本，2-0ナイロン糸でTFCCと掌側及び背側の関節包とをマットレス

縫合した．術前後の遠位僥尺関節の不安定性を0（全く不安定性なし）から3（反対側より不安定）

の4段階評価し，術前後の前腕手関節可動域，握力,DASHscoreと術前後の手関節尺側部痛およ

び術後の手術に対する満足度をVASscoreで評価した．

【成績】術後の平均観察期間は,11.2ヶ月（6-23ケ月）であった．4例でla損傷が合併していたため，

diskproperの切除も追加した．可動域に関しては，やや回内可動域の低下を認めたが，術前後で有

意差は無かった．背側不安定性の平均値は術前2.7が術後0.1に,掌側不安定性では術前2.8が術後0.1に，

ともに術後有意に改善されていた.DASHscoreは術前平均46.8,術後11.5,手関節尺側部痛のVAS

scoreも術後に有意に改善された．

【結論】TFCClb損傷に対し，関節包縫合術は簡便で有効な方法と考える．
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TFCC小窩部断裂の受傷機転と直視下掌側修復術

PthomechamcsandOpenPalmarRepairofTFCCRvealAvulsion

○森友寿夫'，正富隆2，村瀬剛'，吉川秀樹］
Ⅲ大阪大学整形外科，2行岡病院整形外科

【目的】TFCC小窩部断裂の受傷機転はまだはっきりしていない．本研究の目的はTFCC小窩部断

裂の受傷機転と僥尺靭帯断裂部位との関係を調査すること，および直視下掌側進入修復法の適応を

明らかにすることである．

【方法】対象は受傷機転の明らかなTFCC小窩部断裂15例，年齢は平均32歳(14～55歳),観察期

間は平均28ヶ月（5～65ケ月）である．受傷機転は手関節背屈強制10例（背屈型)，前腕回旋強制

5例（回旋型）であった．背屈型の全例および回旋型の3例でfOveasign陽性であった．そのうち10

例に直視下掌側進入修復を行った．その他はすべて直視下背側進入修復を行った．術中および臨床

所見を受傷機転で比較した．

【結果】全例でTFCC小窩付着線維の断裂嬢痕化を認めた.僥尺靭帯茎状突起背側付着線維(背側浅枝）

が断裂嬢痕化していたのは背屈型では0％，回旋型では60％と有意に回旋型に多かった(p<0.05).

掌側浅枝に有意差はなかった.MayoModifiedWristScoreの最終臨床成績は回旋型の方が悪い傾向

にあった(p=0.11).fbveasign陽性例で背側進入した3例では健常な背側浅枝を切らなければ小窩部

の展開，操作が困難であった．

【考察】背屈型では尺骨手根靭帯の緊張によりTFCC小窩部が掌側から剥脱していくため僥尺靭帯

背側浅枝が残存している可能性が高いと考えられる．このような掌側優位の症例には背側浅枝を温

存できる掌側進入法が有用であった僥尺靭帯背側浅枝は回転中心から離れた茎状突起背側に付着

するため回内強制で緊張し断裂すると推測される．このような背側優位の症例では背側進入法が有

用である．

【結論】TFCC小窩部断裂の最も多い受傷機転は手関節背屈強制である．この損傷型はfOveasign陽

性で僥尺靭帯背側浅枝が残存していることが多いため，掌側進入法による靭帯修復の方が低侵襲で

簡便である．
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UInarneutralvarinaceの尺骨突き上げ症候群の診断に対する

遠位榛尺関節(DRUJ)鏡の有用性

DistalRadiouharJomtArthroscopyfbrEvaluatingthemnocaxpalAbumentSyndromewith

mnarNeutralVariance

○今田英明，田中隆治，高田剛志，岸和彦

国立病院機構東広島医療センター整形外科

【はじめに】慢性の手関節尺側部痛を訴える症例のうちulnarvarianceがneutralであり，僥骨手根

関節(RCJ)の鏡視にてTFCCのwearや小穿孔を認める場合,TFCCに対する処理のみに留めるか，

動的な尺骨突き上げ症候群の合併を考慮し尺骨短縮骨切り術を併用すべきか判断に迷う．今回我々

はDRUJ鏡が動的尺骨突き上げ症候群の診断に有用であった2例を経験したので報告する．

【症例1】28歳男性.1年間続く左手関節尺側部痛を主訴に来院.Ulnocarpalstresstest陽性，単純X

線にてulnarvarianceはneutralであったRCJ鏡視にてTFCC中央部に小穿孔を認めた.1.9mm

30｡斜視鏡を用いてDRUJより鏡視を行ったところTFCC近位面の変性摩耗は遠位面より高度であ

り，尺骨頭突出部軟骨面のHbrillationとerosionを認めた．動的尺骨突き上げ症候群と診断しTFCC

掻爬に加えて3mmの尺骨短縮骨切り術を行った．術後手関節痛は消失した

【症例2】20歳女性．外傷を契機に4カ月続く左手関節痛を主訴に来院Ulnocarpalstresstest陽性，

単純X線にてulnarvarianceはneutralであった．手関節造影にて漏出所見を認めなかった.RCJ

鏡視にてTFCCには中央部のwearのみを認めた.DRUJ鏡視にて尺骨頭突出部軟骨面のabrillation

とerosionを認め動的尺骨突き上げ症候群と診断した.TFCC掻爬ならびに3mmの尺骨短縮骨切り

術を行い手関節痛は消失した．

【考察】DRUJ鏡はTFCCfOvea付着部を確認できるだけでなく尺骨頭突出部の関節軟骨の状態を

正確に評価することが可能であり，術前X線やMRIにて月状骨や尺骨の変性所見が乏しくulnar

varianceneutralである症例における動的尺骨突き上げ症候群の診断に有用であると考えた．
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尺骨突き上げ症候群に対する鏡視下Wafer法とTFCCthermaishrinkage
併用法の治療成績

UhocarpalAbutmentSyndromeneatedwithArthroscopicWaferProcedureCombinedwith

TI℃CThermalShrinkage:APreliminaryReport

○恵木丈1，坂口公一1，川端確2，岡田充弘3，香月憲一4

1大阪労災病院整形外科，2東住吉森本病院整形外科，3大阪市立大学大学院医学研究科整形外科，

4大阪市立総合医療センター整形外科

【目的】尺骨突き上げ症候群(UCAS)は，先天的あるいは後天的に尺骨が僥骨より相対的に長い

ために，手関節尺側部痛を呈する疾患群である．鏡視下Wafer法と，変性したTFCCに対して

thermalshrinkageを同時に行う併用法を施行しているので，治療成績について報告する．

【方法】対象は手関節尺側部痛を訴え,ulnocarpalstresstestが陽性で，単純X線でulnarplus

varianceを認め，月状骨あるいは三角骨に骨嚢腫像を認めたUCASで，術後1年以上観察可能であっ

た8例（男性5例，女性3例）9関節で，一次性が5関節,僥骨遠位端骨折後が3関節，その他1関節であっ

た．手術時年齢は平均65歳（54-78歳）で,術前1'1narvarianceは平均+4mm(+2-+8mm)であった．

手術は，鏡視下に尺骨頭をアブレーダーを用いてzerovarianceを目標に切除し,TFCCに対して専

用プローブを用いてthermalshrinkageを施行した．術後は弾力包帯固定とし，手の使用制限は設け

なかった．術後経過観察期間は平均1年11カ月(1年-2年6か月）であった．

【成績】+8mmと最もvarianceが強かったl例が術後7か月の時点でSK法を要したが，その他は追加

手術を要しなかった.腱断裂や熱傷など合併症は1例もなかった.術後ulnarvarianceは平均-0.2mm(-2

-0mm)であった.Mayowristscoreは，術前平均68点(55-85点）が術後86点(75-100点),Quick

DASHscoreは，術前平均40点(23-57点）が術後13点(0-23点）と共に有意に改善した．

【結論】UCASに対しては，尺骨短縮術が一般的に施行されているが，皮切が大きいという美容面

固定したプレートの抜釘が必要，骨切部偽関節のリスク，骨癒合まで相応の安静が必要なことなど

問題が多い．本法は,そのような点に留意する必要がない術式である.plusvarianceが強い症例でも，

l例を除いて十分な機能改善を認めた
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尺骨突き上げ症候群,TFCC損傷,DRU｣不安定症に対する尺骨短縮術

一長期経過観察例の臨床成績とX線的評価一

mnarShortemngOsteotomyfbrmnocaxpalAbumemSyndrome,TFCCTearandlnstabintyofDRUJ

-LongtennResultsandX-rayHndings-

○中尾悦宏，中村蓼吾，西塚隆伸，高橋明子

中日病院名古屋手の外科センター

【はじめに】尺側手関節障害には種々の病態が混在する．尺骨突き上げ症候群(UCA)における

TFCC損傷の合併や,TFCC損傷による遠位僥尺関節(DRUJ)不安定症など複数の事象が重なる

症例も多々ある．われわれの診断手法を紹介し，尺骨短縮術にて治療した症例の長期成績，満足度，

X線所見を報告する．

【対象と方法】まず愁訴に加え，外傷歴，職業，スポーツ活動等の詳細を聴き理学所見をとる．単純

X線像に加え手関節造影,MRI,CTを必要に応じて行う．UCAやTFCC損傷ではMmが有用で，

DR町不安定性の評価には回内・回外位で撮影したCTが役立つ．手関節鏡所見も重要で，これら

を総合的に評価し診断する.UCA,TFCCdiscの変性や損傷,positiveulnarvarianceのDRUJ不

安定症は尺骨短縮術の適応となる．今回,尺骨短縮術を施行し5年以上経過観察した症例をまとめた．

27例31手，男14女13,右11左12両側4,平均39歳で,UCA(TFCC損傷の合併を含む)20手,DRUJ

不安定症7手,UCAに因らないTFCC損傷4手であった血arvarianceは平均4.0mmで平均3.1mm

の短縮を行った．成績調査は平均8.0年で施行した．

【結果】瘻痛は全手で改善し22手で無痛であった．健側比可動域は,掌屈:術前81から術後96%,背屈:83

から98％，回外:92から98％，回内:90から97％へ改善した．健側比握力も68から96％へ増加したX

線像にて約半数にDRUJ近位に骨疎形成を認めたが，関節症へ進行した症例はなかった．治療の満

足度(10点満点）は平均9.1点であった．日手会手関節機能評価法では,excellent:24,good:6,fair:1

であった．

【結語】尺側手関節障害は，理学所見，各種画像や関節鏡所見をもとに総合的に診断する．尺骨短縮

術はUCA,DRUJ不安定症,TFCC損傷等の病態に有効であり，長期成績も良好で患者の満足度も

高く，信頼性の高い手術法である．
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檮骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の現状と
患者・医師に優しい新プレートの開発

TreatmentofDistalRadiusFracmreswithVolarLockingPlate;

TheAcmalConditionsandDevelopmentofaNewVolarLockingPlate

長 田 伝 重

濁協医科大学整形外科学教室

僥骨遠位端骨折に対してOrbay(2000)が掌側ロッキングプレート(VLP)固定を報告して以来，

従来プレートと比較して手術手技の容易さ，優れた初期固定性，伸筋腱合併症の低さ等によりまた

たく間に世界中に広まった．

10年以上経過した現在,VLPの種類も近位設置型プレートや遠位設置型プレート，単軸性や多軸

性ロッキング機構，僥骨茎状突起固定機構など，多種多様のプレートが市販され，その選択に迷う

ほどである．屈筋腱損傷の可能性について当初は，掌側はプレートと僥骨との間にはスペースがあ

り方形回内筋も介在することより，ほとんど考慮しなくて良いと考えられていた．しかし，現在は

種々の原因による長母指屈筋腱損傷が報告されている.正中神経麻痒の合併も散見されている．また，

関節内骨折に対するプレート単独使用での固定性の限界が課題となっており，人工骨補填,K-Wの

格子状固定,Double-tiredSubchondralS叩port法，創外固定併用，複数プレート固定など，種々 の

方法が試みられている.Watershedlineとプレート，長母指屈筋腱との関連についての解剖学的研

究も進められている．

この様な問題，課題を考慮して新たにHEARTYplate(瑞穂医科工業）を開発した．基本コンセ

プトは「患者，術者に優しいプレート」である．プレートをよりコンパクト・スリムにし，先端形

状は長母指屈筋腱との干渉を最小限とするハート型とした．関節内骨折の固定性向上を目的にロッ

キングハーフスクリューを採用し，僥骨茎状突起固定用ロッキングホールも設けて，患者に優しい

システムを目指した．単軸性ロッキング機構，遠位部用と骨幹部用ドリル径の統一，遠位部用ブロッ

クガイド，格子状固定用K-W刺入ガイド，尺側の軟骨下骨部にロッキングピンを正確に刺入するた

めのサブコンドラールサポートガイドなど，術者にも優しいシステムを目指した．本プレートを用

いた種々の骨折型の治療例を示し，本システムの利点，手技上の注意点等も言及する予定である．
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棲骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復術

ArhoscopiclnterventionfbrhtraarticularDistalRadiusFracture

○安部幸雄，富永康弘

済生会下関総合病院整形外科

【はじめに】関節内骨折に対する治療の原則はアライメントの再建，関節面の正確な整復，関節内軟

部組織損傷の修復と，強固な固定により可能となる早期リハビリは軟骨面の再生にも好結果をもた

らす．鏡視下手術の併用はこれらを可能とする唯一の手段であるが，僥骨遠位端骨折においては鏡

視下手術が一般的であるとは言い難い．これは手技が比較的困難でまた併用が煩雑であるからと思

われる．私達は掌側ロッキングプレートを仮設置し鏡視下手術を導入するPART(platepresettmg

arthroscopicreductiontechmque)法を行っており，煩雑さを最小限におさえ最大有効手術を実践し

ている．今回，これまでに得られた知見について報告する．

【対象】2005年7月以降，当科にてPART法を行った105例のうち関節内骨折は73例，骨折型はAO

分類にてB3:4,Cl:21,C2:12,C3:36であった．

【結果】73例中粉砕が強く整復が不十分であった6例を除いた67例は整復が可能であった．透視下で

整復できたと判断したもののうち鏡視下で整復不十分であったものが21例（31.3%）存在した．軟

部組織損傷は舟状月状骨靭帯損傷30例（41％)，月状三角骨靱帯損傷9例(12.3%),三角線維軟骨複

合体損傷45例(61.6%)であった.6カ月以上経過観察が可能であった症例の成績はMayomodihed

scoreにてE:44例,G:19例,F:2例であった．

【考察】掌側ロッキングプレート固定は僥骨遠位端骨折治療の成績を向上させた．現在までのところ

関節内骨片転位の遺残，関節内軟部組織損傷の放置が最終成績へ及ぼす影響は確定できていないが，

予後不良例を限りなく減少させるには予後不良因子を減少させる必要があり，この観点から鏡視下

手術が必須であると考える．
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榛骨遠位端関節内骨折に対するfragmentspecincnxation
FixationofIntra-articularFracml℃sofDistalRadiusbyRagmentSpecificRxationApproach

○金城養典'，日高典昭1，恵木丈2
'淀川キリスト教病院整形外科，2大阪労災病院整形外科

【目的】僥骨遠位端関節内骨折に対して掌側プレート単独では十分な固定ができないことがある．そ

のような症例にfragmentspecificfixation(以下FSF)を行ってきたので,その成績について報告する．

【対象と方法】僥骨遠位端関節内骨折で手術加療した90例（男性47例，女性43例）で，受傷時平均年

齢は53歳，経過観察期間は平均6か月であった骨折型はAO分類C1:43例,C2:2例,C3:45例であっ

た．手術はまず関節鏡を行って軟部組織損傷の有無を確認し（65歳以下のみ)，次いで骨接合を行っ

た．固定材料は掌側プレートを第一選択としたが，固定性が不十分な場合は僥側・背側プレート固

定を追加した．骨折型によっては僥側・背側プレートのみを用いた．検討項目は，プレートの種類，

軟部組織損傷，外固定期間，臨床成績(Mayo),合併症,X線評価とした．

【結果】使用したプレートは，掌側のみ：63例（70%)，掌側十僥側：9例，僥側十背側：7例，掌側

十背側：4例，背側：4例，掌側十僥側十背側：1例，創外固定：2例であった.TFCC損傷を23例，

SL靭帯損傷を31例,LT靱帯損傷を24例に認めた．外固定期間は，軟部組織損傷非合併群は平均1週

で，合併群は平均5週であった．解剖学的整復位が獲得され最終経過観察時まで維持されていたもの

は82例（91％）であった．臨床成績は平均83点で,軟部組織損傷の合併の有無で成績に差はなかった．

また，掌側プレート単独群と複数プレート群の問で,術後成績に差は認めなかった．

【考察】僥骨遠位端関節内骨折の約7割は掌側プレート固定のみで対処できるが,FSFを用いることで，

より様々な骨折パターンに対応できた．軟部組織損傷合併群では，外固定期間が長期になるが最終

成績に差はなかった．術前の画像所見から使用するプレートを決定する基準を確立することが今後

の課題と考えた．
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AO分類亡型榛骨遠位端関節内骨折に対するロツキングプレートと

関節鏡を併用した治療

AOTypeCIntra-articularDistalRadiusFracmresTreatedwith

VariousLockingPlatesandArthroscopy

○寺浦 英 俊 ， 五 谷 寛 之 ， 坂中秀樹，山本研，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】AO分類C型僥骨遠位端関節内骨折に対する関節鏡視下整復は一般的に普及しているとは言

い難いが，関節内骨折の正確な評価・整復および軟部組織損傷の把握には関節鏡視が不可欠である．

我々は2003年1月より関節鏡視下整復と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，治

療成績を報告する．

【対象と方法】2003年1月以降の術後経過観察が1年以上の66例を対象とした．男性24例，女性42例，

年齢16～81(平均53.9)歳,AO分類Cl:16例,C2:13例,C3:37例，経過観察期間平均13.3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，適宜榛側・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，関節内骨片数を観察，50歳以下の21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)を評価・加療した.X線

学的評価はradialinclmation(RI),volarmt(VT),umarvariance(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．また関節内骨折の粉砕が著しい(5part

以上）症例を11例認め評価した．

【結果】全例骨癒合を得た．関節鏡所見は骨片鞭～7（平均3.0）個,gap,stepofは鏡視下整復

前は0～6（平均2.4)mm,0～4(平均1.3)mm,整復後は0～2(平均0.6)mm,0～1.5(平均

0.3)mmで両者とも平均lmm以内に整復可能であった.TFCC損傷12例,Geisslergradelll以

上のSLIL損傷11例,LTIL損傷8例であった矯正位損失はRI:0.2度,VT:0.2度,UV:0.2mm,

Cooney評価は平均85.8点,DASHは平均7.8点であった.粉砕の著しい11例はCooney評価は平均77点，

DASHは平均12.7点であった．

【考察】本術式で良好な治療成績が得られたが，関節内骨折が5part以上の粉砕が著しい症例の臨床

評価は劣る傾向にあった
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AOC3型檮骨遠位端骨折に対して鏡視下手術は必要か？

IsArhoscopicRe伽ctionNecessaIyfbrtheDistalRadiusFracmresoftheTypeC3？

○戸部正博1，南川義隆1，山口利仁2，室孝明2，稲見浩平3
Ⅱ高月整形外科新橋クリニック，2高月整形外科病院，3葛西臨海病院形成外科

【はじめに】AO分類C3型骨折のような高度の僥骨遠位端関節内粉砕骨折の治療において，関節面の

再建は重要である．現在では透視下のみにて経骨髄内整復による手術を行っており，その治療成績

と術式を報告する

【対象と方法】2003年より治療を行ったAOC3型僥骨遠位端骨折28例を対象とした．年齢は32~

74歳（平均51.2歳）であった．術式は掌側ロッキングプレートを中心にnon-bridge創外固定器や

K-wireなどの追加固定を行い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．関節面の整復は透視下に経骨髄的に関節面の整復を行った後に創外固定器のハーフピンもしく

はK-wireで関節内骨片を固定した後にプレート固定を行った．術中鏡視は4例で行った．上記28例

について,Green&O'brienscoreによる臨床評価,X線計測，合併症，術後1年での関節症変化の

有無について調査を行った．

【結果】術後1年での臨床評価ではexcellent:19例,good:7例,fair:2例であった.X線計測の各

矯正損失値はvolarmt:平均1｡,ulnarvariance:平均0.5mm,stepoH:平均0.2mm,gap:平均0:2mm

と術直後に得られた整復位をほぼ保持できていた．術直後のstepo丘は平均0.5mm,gapは平均0.4mm

であった．合併症は一過性の僥骨神経障害が3例，手関節の拘縮のため抜釘に関節受動術を行ったも

のが4例であった．術後1年での関節症変化は28例中，23例に認めたが，手関節使用時に軽度の癌痛

を訴えたものがl例であった．

【結論】透視下整復のみでもX線･CTによる綿密な術前計画でstepo丘やgapは平均1mm以下に抑

える事が可能であった.C3型骨折に対して鏡視を行ったとしても関節面の正確な整復は困難である

が，術後のリモデリングも起こる．また，長期的な関節症変化は起こりうるが瘤痛を訴えたものは

少なかった．
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檮骨遠位端骨折での檮骨遠位関節面の透視下整復の限界

一透視化整復後の鏡視下評価一

DistalRadiusFracmreArhoscopichtraarticularDisplacementMeasulement

afterORFwithVolarI_pckedPlate

○小野浩史'，片山健'，藤谷良太郎'，古田和彦」赤羽学2
】国保中央病院整形外科，2奈良県立医科大学健康政策医学

【目的】僥骨遠位端関節内骨折(DRIF)では関節内骨片の転位はできるだけ解消する必要があり，

それには関節鏡視下整復術(ARIF)がよい．関節内骨片の術後転位2mm以下を目標とした場合に

ARIFが必要な症例を，術前X線とCTでの関節内骨片の転位量から決定する方法を報告する．

【研究1107年9月から1年間に手術したDRF31例で，術前に手関節X線2方向とCT3方向断面で僥

骨手根関節面(RC)内の骨片間の最大転位直線距離(X値）を計測した．手術時RC内骨片をX線

透視下に可能な限り正確に整復し掌側プレート固定後，関節鏡でRC内の骨片遺残転位直線距離（鏡

値）を計測した．透視下整復後の鏡値2mm以上の症例はDRIF例の1/3であったARIF適応条件

の有用性を上げるため,各X値の中から感度･特異度の高い術前XP側面とCT正面のX値の和(X2)

をもとめたX2による鏡値2mrnの診断の正確性についてROC曲線を用いて検討すると,AUC=0.976

で,X2が5.8mm以上であれば鏡値が2mm以上であると診断する時の感度は100%,特異度は83.3%で

あった．

【研究2】次2年間で手術したDRF41例につき，上記X2を検証した.X2が5.8mm以上であったのは

13例で，この内実際に透視化整復後の鏡値2mm以上を認めARIFを追加後にプレート固定を行った

例が8例あった.X2が5.8mm未満にも拘らず鏡値が2mm以上であった例が2例あった．実際のX2=

5.8mmで関節内転位が2mm以上遺残する感度は80%,特異度は83.9%であった．

【結論】DRIFは関節内転位が2mm以上残ると変形性関節症へ進行するので，骨折部は2mm未満の

転位に整復が必要である．X線透視下に整復操作を行っても2mm以上の関節内転位を残した症例は

DRIFの30%である．術前のX線側面とCT正面でのずれの和が5.8mm以上のDRIFでは，透視下

整復だけでは不十分で関節鏡視下に整復操作が勧められる．

－S214-



2-2-P6-6

榛骨遠位端関節内骨折に対するVLPによる透視下整復固定術の

鏡視下評価と術後成績一前向き研究一

ArticularAssessmembyArthroscopyandCUmcalResultsoflntra-articularRacn皿eofDistalRadial

underFluoroscopicallyReductionwithVLP-AProspectiveSmdy-

○坂野裕昭1，瀧上秀威1，勝村哲1，岡崎敦2，齋藤知行3
1平塚共済病院整形外科．手の外科センター，2聖ヨゼフ病院整形外科，3横浜市立大学整形外科

【目的】僥骨遠位端関節内骨折の整復法で透視下又は鏡視下を選択するかは議論の分かれるところで

ある．我々は透視下に関節面を整復し掌側ロッキングプレート(VLP)固定を行い，関節面整復の

正確さを鏡視下に確認すると共に患者立脚評価を交えた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1年以上経過したAOC3型僥骨遠位端関節内骨折65例で,年齢は平均60才，

平均経過観察期間は13カ月であった透視装置は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stepoHを1mm未満に整復し，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3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Radiallnclmation(RI),PalmarTilt(PT),UlnarVariance(UV)

を計測しX線的評価を行った．さらに臨床的評価として医療者評価をMayoScoreで，患者立脚評

価をDASHscoreで行った．また,VLP固定後に関節鏡にてgap,stepoHを計測し透視下整復の正

確さを評価した

【結果】RIは受傷時16.4度が術後23.4度(p<0.001),調査時25.0度,PTは-11.0度,9.6度(p<0.001),9.7度，

UVは4.4mm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88％で,MayoScoreは平均86.9点と良好な成績が得られた

DASHscoreは平均9.87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1.4mm(p<0.05),stepo狂平均0.6mm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】透視下整復は良好な臨床成績が得られた．鏡視下整復と比較して整復の正確性は劣るが，許

容範囲内の差と考えた．
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AOC3型榛骨遠位端骨折に対する透視下整復及び掌側ロッキングプレート

固定術の治療成績

FluomscopicallyAssistedReductionandVolarLockingPlateRxationfbrAOTypeC3Fracmresof

theDistalRadius

○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】当科では2003年より一貫して,AOC3型骨折に対して透視下整復及びDRVLockingPlateに

よる掌側ロッキングプレート固定を行い，術後は直ちに手関節可動域訓練を行う治療を行ってきた．

本研究の目的は自験例の治療成績，問題点を検討し，本法が有用な方法であるか明らかにすること

である．

【対象と方法】AOC3型骨折に対してDRVLockmgPlate固定を行った121例のうち，術後12カ月以

上経過観察した78例81手を対象とした．男性30例,女性48例で,年齢は17～93歳,平均58歳であった．

骨折型はAOC3,1型54手,C3.2型24手,C3.3型3手であった．全例透視下に骨折整復を行い，徒手整

復不能な関節内骨片は経骨髄的整復,K-W固定の後にプレート固定を行った．2006年より関節面の

陥凹が予想される症例にはK-Wの格子状固定も併用した．人工骨補填は行わなかった．術後経過観

察期間は平均26カ月であった

【結果】X線計測値（受傷時→手術時→経過観察時）はRT:16→21→22度,VT:-16→9.6→9.3度，

UV:4.7→0.8→l.5mm,Teardropangle:38→66→65度,Step-offl.8→0.2→0.2mm,Gap:2.8→0.6→0.2

mmと良好な値であった手術時Step-o狂は1手以外は1mm以内に整復されていたが,Gap2mm以

上遺残が12手に認められた．術後矯正損失を13手20%に認めた．経過観察時に軽度のOA変化を14

手17％に認め,mIdな瘻痛を13手16%に認めたが，瘻痛とOA変化に関連はなかった.Cooney評

価では優58手，良21手，可2手,DASHは4.52であった

【結論】AOC3型骨折に対する透視下整復及び掌側ロッキングプレート固定と，術後早期の手関節可

動域訓練を行う治療法ではOA変化を17%に認めたが，臨床成績は良好であった．関節面の整復は

透視下で可能な範囲で良く，整復位の保持に対する配慮も同程度に重要であると考える．
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手外科における保険診療(XIV)

JapaneseHealthhsuranceSystemandHandSurgeryXIV

立花新太郎

三宿病院整形外科

本セミナーは，日本手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．診療報酬改定

は2年ごとに行われており，昨年は改定年でしたので改定の速報を中心に講演を致しました．本年

は非改定年にあたり，毎年の受講者アンケートでご要望の多い具体例のQ&Aを充実させた，内容

で行います．以下に講演の概要をお示し致します．

☆保険医療概論

昭和36年に国民皆保険制度が完成し昭和49年の老人医療費無料化をピークとする我が国の手厚い医

療保険制度も昭和60年の医療法改正による病床規制，医師数抑制に始まる医療費抑制により医療崩

壊の危機を迎えました．包括医療制度，専門医制度など我が国が模倣しようとしている米国ではオ

バマ政権下でようやく国民皆保険制度を整えようとしています．模倣，キャッチアップを得意技と

する日本の文化は，世界の辺境にあって独特の文化を譲成してきました．

医療制度についてもかつて手本にした，ゆりかごから墓場までのヨーロッパ型の社会保障制度はす

でに破綻しており，この未曾有の少子高齢化が進行する状況下での社会保障制度は手本にすべき制

度がなく，将来の展望が開けない状況にあります.医療に携わる者として，将来の社会保障制度に

ついても見識を持っている必要があるのではないでしょうか．現行の制度の理解のため概論から始

めます．

☆平成22年診療報酬改定

"コンクリートから人へ”というスローガンを揚げた民主党政権の誕生で，医療を取り巻く状況にも

変化がありました．診療報酬改定を審議する中医協の診療側委員が旧日本医師会選出から大幅に入

れ代わりました．今回の改定は10年振りのプラス改定で特に病院勤務医の処遇改善がうたわれ，病

院にも手厚い改定となりました．

手術点数については，外保連試案のD,E難度に分類される手術がそれぞれ30%,50%の大幅増点と

なりました．今後，外保連試案の重要性は益々高まると予想され外保連での地道な日常活動がより

一層重要となります．

日手会関係では，要望していた，一指上での骨折観血手術，人工関節置換術の複数算定，神経移植

術の他手術への併算定という，実りの多い改定となりました．

○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に

設定されています．この手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「複数手術に関わる特例」があります.Q&Aではこの算定ルー

ルを中心に具体例を提示致します．
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HormonallnfluencesontheDevelopmentof

TiapeziometacarpalArthritis
k

４
月
恰
日
第
２
会
場

○JenniferMoriatisWolf',KarenB.King2,AllisonWimams
3

IDept.ofOrthopaedicSurgery,UniversityofConnecticutHealthCenter,

Farmngton,Connecticut,USA,2Dept.ofOrthopaedicSurgery,
UlliversityofColorado,Aurora,Colorado,USA,

3Vetera]1sAdministrationHospital,Denver,Colorado,USA

JointlaxityandhonnonaldifferencesinwomenhavebeenproposedasetiologiesofthumbCMC

arthritis.Relaxini:1creasesjointlaxitybyinductionofmatrixmetalloproteinases(MMPs).The

purposeofthisstudywastolearnifserumrelaxincorrelatedwithgeneralizedjointlaxityandwith

relaxinandMMPreceptOrsintheanteriorobliqueligament.

164volunteerswereprospectivelyenrolled,withmeasurementofjointlaxityandserumrelaxin

levels.Withparticipantsequallydistributedbygenderandage,themeanserumrelaxinlevelwas

l.2pg/ml(range,0-13.8).TheaverageBeighton-Horanlaxityscorewas2.1(rangeO-9).Seventy-

one(44.l%)subiectsreportedahistoryofsprain/strainand22(13.7%)reportedahistoryofjoint

dislocation.Therewasnocorrelationbetweengeneralizedjointlaxityandserumrelaxinlevels.

Relaxinlevelsweredetectablein40volunteers(25%),andwithinthissubgroup,atrendofelevated

relaxinlevelandhistoryofsprain/straininthepastwasseen,butthisdidnotreachsignificance

(p=0.056).

Surgicalspecimensfrom49patientswithanaverageageof62years(range,43-78years)were

evaluatedusingquantitativeRT-PCRfOrrelaxin(RXFP-1),MMP-landMMP-3receptors.Themean

RXFP-lwas5.23xlO6attograms(ag),whileMMP-landMMP-3wereexpressedatmuchhigher

levels(0.022agandO.318a9,respectively).Therewasasignificantcorrelationbetweenserum

relaxinandthelogofRXFP-1(p=0.02)andMMP-1(p=0.05)intheanteriorobliqueligament.

WhilewewereunabletofindadirectcOrrelatiOnbetweenjointlaxityandserumrelaxinlevel,

theremaybearelationshipbetweenlevelofrelaxinhormoneandinjuryrate.Theligamentreceptor

studiessuggestthalserumrelaxinactivatesrelaxinandMMP-lreceptorsinthethumbligaments.

Wepostulatethatelevatedlevelsofserumrelaxinmayincreasethumbjointlaxityandpotentially

illiury,leadingto,1bnormalloadingandarthritis,andthatdirectupregulationofMMP-1also

contributestothisprocess.
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ArthroscopicStabilityTC:forAssessmentofFractureHealingin
SubacuteScaphoidFractureandDelayedScaphoidUnion:

AmoreReIiabIeWaythanCATScan？

○Wing-LimTse,Pak-CheOngHo,Leung-KimHung

DepartmentofOrthopaedicsandTraumatology

PrinceofWalesHospital,TheChineseUmversityofHongKong

Ohiectives:ToinvestigatetheroleofanArthroscopicStabilityTestmpredictinghealingofsubacute

scaphoidfracmreanddelayedscaphoidunion.

Background:Delayedpresentationsofscaphoidfracturesarecommonandtheradiological

appearancepoorlycorrelatewithfifacturehealing.EvenfOrthoseshowingmnimalpartialunionin

CATscanitisstilldifficultfbrsurgeonstogiveadvicewhetherthepatientissafefOrmobilization.

WeusedadirectmechanicaltestfOrassessmentoffracturestabilityinagroupofundisplaced

scaphoidfractureandfbunditpredictfUrtherhealingandconsolidationofscaphoidfracmres.

Materials&Methods:13youngmales(agel5to30,average21)withdelayedpresentationof

scaphoid廿acmresfrom3to60weeks(average20weeks)afterinjurieswerestudiedprospectively.

ThereweretenHerbertB2andfburB3hacmres・Plainradiographsuponreferralrevealedsclerosis

in8cases,cysticchangesin5casesandsignofresorptioninllcases・TherewerenoDISIorVISI

defOrmities・ComputerizedTomogramwasperformedin6cases,allshowingdisplacementless

thanlmmwith2casesshowingpartialunion・MRIwasperformedin9caseswith8showinggood

pelfUsiontoproximalpole.

WristarthroscopyunderPortalsiteLocalAnesthesia(PSLA)wasperformedbetween3weeksto

42weeks(averagel8weeks)afterthesaidinjuries.Thefracmresiteswereexaminedatmid-carpal

jointwiththefracmrestabilitytestedbyballotthefragmentsandprobingthecleavagelinewitha

2mmprobe・Thepatientswerealertduringdemonstrationofthehealingstability.

Results:Allfracturelineswereidentifiedaschondralcleavagelinewithnostep・Intwocasesthere

wereosteochondraldefectoflessthan2nnnx2nnnoverdorsalmarginofscaphoidfifacture.All

fiactureswerestableonballottementandthe2nmnprobewasunabletoadmitintothecleavageline

todislodgethefragments・Furtherprocedureswereabandonedinllcasesandcastimmobilization

fbrfUrther2to8weeksprescribed・Intwocasespercutaneousscrewfixationwithoutbonegrafting

wereperformeduponpatients!request.Radiologicalunionwasobservedbetween3to24weeks

afterarthroscopy(average:53weeks)andallpatientsbecameasymptomaticuponlatestfOllowup.

Therewasnoavascularnecrosisandallgavegoodfimctionaloutcomes.

Conclusion:Inundisplacedscaphoidfiacturesthatpresentedlate,arthroscopicstabilitytestdirectly

testthemechanicalstabilityofthehealingfractureandaccuratelypredictfUrtherhealingand

consolidationofthefracture.ThisavoidsunnecessaryopenreductionandbonegraftingfOra

scaphoidfracmrethatwilleventuallyhealedbythemselves.
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FreeVascularizedEpiphyseal.n･ansferinUpperLimb
ReconstructioninChildren

４
月
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場

Marcolnnocenti

DirectorRecOnstructiveMicrosurgeryUnit

CareggiUniversityHospital,Florence,Italy

Background:Treatmentofthelossofthedistalradiusortheproximalhumerus,includingphysis

andepiphysis,inaskeletallyimmaturepatientrequiresbothreplacementoftheosseousdefect

andrestorationoflongitudinalgrowth.Optimalskeletalreconstructioncannotsuccessfullybe

achievedwithconventionaltechniques.Neitherprosthesis,nornonvascularisedgraftareactually

abletoreplacethedamagedepiphysisatthesametimerestoringthegrowthpotential.Autologous

vascularizedepiphysealtransferistheonlypossibleprocedurethatachievesbothrequirements.

Methods:Betweelll993-2010,26patientswithameanageof6.9years(range,sixtoeleven

years)affectedbyamalignantbonetumorlocatedeitherinthedistalradius(8)ortheproximal

humerus(18),underwentmcrosurgicalreconstructionwithavascularizedproximalfibulartransfer,

includingthephysisandavariablelengthofthediaphysis.Allthegraftsweresuppliedbythe

anteriortibialvascLl1arnetwork.Therateofsurvivalandboneunionofthegraft､thegrowthrateper

year,theratiobetweentheulnaandtheneoradiusincaseofwristreconstruction,andtherangeof

motionaretheparameterswhichhavebeenevaluatedpostoperatively.

Results:Themeanfbllowupfbrall26patientswas9.4years(range,8monthstol7years).Allthe

proximalfibulatransferssurvivedandunitedwiththehostbonewithintwomonthspostoperatively.

1n70%ofcaSeS,thegraftShavehadconsistentandpredictablelongitudinalgrOwth.Serial

radiographshaverevealedsignificantremodelingofthearticularsurfaceasaconsequenceofthe

newloadingstresses,particularlyindistalradiusreconstruction.ThefUnctionalresultsindistal

radiuswereratedasexcellentexceptinonecase,wherethedistalulnawasalsoresecteddueto

neoplasticinvoIvement・Inproximalhumerusreconstruction,thefUnctionalresultswereratedgood

orfairbecauseofanatomcalmsmatchingandmusclesresectionduetooncologicreasons.Astress

fractureisthemaiorcomplicationoccurredattherecipientsitein6cases.Atthedonorsite,a

peronealnervepalsyoccuITedin50percentofpatients・ThiSwastransientinallcasesbutone.No

kneejointinstabilitywasobserved.

Conclusions:AfterradicalresectionofdistalradiusorproximalhumerusfOrneoplasminchildren,

vascularizedproximalfibulatransfer,basedupontheanteriortibialartery,permtsaone-stage

skeletalandjOintreconstruction,providesgoodfUnction,andmnimzeslimblengthdiscrepancy.
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JointReconstructionwithVascularizedOsteochondral

GraftinUpperExtremity

４
月
帽
日

DukeWhanChung

Dept.ofOrthopaedicSurgery,KyungHeeUniversity,Seoul,Korea
第
２
会
場

Reconstructionofthemajorjointsinupperextremityinthesituationsoflargeosteochondraldefect

isoneofthechallengingconditions.

Tointroduceareconstructivemethodinmajorjointdefectofupperextremitywithfreevascularized

boneandjointtransplantation.Weunderwentl6casesofjointreconstructionwithfreevascularized

6bularheadormetatarsaljoints.Affectedjointswerel2wrist,3shouldersandoneelbowjoint.

Averageageofthepatientswasl2.3years(Range3-34).AveragefOllow-upperiodwas6.3years

(Rangel-16years).Theetiologiesofthejointdefectwere7traumatic,3infectionsequel,3

congenital,3tumorousconditions.Donorboneandcartilageofthistransplantationsurgerywere

15iibularheadwithmetaphysisandonecaseofdoublemetatarsaljointstransplantedtotheelbow

joint.Weevaluatethejointconditionsandfateofthetransplantedosteochondralpartsduring

fOllow-upperiodwithsenalradiographicstudyandfUnctionalevaluationofthejoints.

Transplantedbonyportionunitedtorecipientbonewithin5monthsinallcases(Average4.8

months,Range3.2-8.3months).Thearticularcartilageofthedonorbonesurvivedwithexpectable

outcomeinl3cases,maintainedcontinuousgrowthpotentwasobservedinchildrenpatientsinboth

volumeandlengthoftheboneandcartilage.Adoptivechangesofthetransplantedosteochondral

partwereobservedinl3cases.Inthecaseofelbowreconstructionwithdoublemetatarsaljoints

transplantationhadpersistentlateralinstabilityandweaknessofjointpowerwasrevealed.

Inconclusion,freevascularizedosteochondraltransplantationtothedefectivejointportioninmajor

jOintsinupperextreⅡ皿tycanutilizeasanoneofthemostchallengingmethodsinprOfOundjOint

lesionsthathasnoeffectivesolutionswithconventionalmodalities.Theproximalosteochondral

partofthefibulacanserveveryeffectivedonorinthisprocedure.
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ThePlaceofLocalPerforatorFlapsinUpperLimb

Reconstruction

４
月
旧
日
第
２
会
場

○AlexandruGeorgescu,IleanaMatei,

IrinaCapota,FilipArdelean

UniversityofMedicineClUj-Napoca,Romania

SpitalulClinicdeRecuperare,ClinicofPlasticSurgery

andReconStructiveMicrosurgery,Italy

Thedevelopmentoftheknowledgeaboutthebloodsupplyofvarioustissueshasencouraged

thediscoveryofnewnaps,thelastonedescribedbeingtheperfbratorHaps.Onlyinthelasttime

thelocalandregi()nalperforatornapswereusedinclinicalpractice;or,itiswellknownthat,in

obtainingalikingwithlikereconstruction,theuseoflocalresourcesisthefirstchoice.Themain

advantagesoftheseflapscouldbesummarizedas:nomicrosurgicalsutures,nomainvascular

pediclessacrifice,samesurgicalfield,shorterhospitalizationtime.Allmainaxialarteriesinthe

upperlimbrepresentsourcearteriesfOralargenumberofperforatorvesselsabletobloodsupply

localandregionalperforatorHaps,butalsovessels廿omothersregions,e.g.thethoracodorsalartery

cansupplythroughitsperforatorssuchHapsveryusefUlincoveringaxilaryandshoulderdefects.

Dependingontheircomposition,theflapscanbecutaneous,subcutaneous,fasciosubcutaneous,

fascialand,accordingtotheangiosomeconcept,canincludemoreotherstructures,asbone,tendon,

andnerve.Themaincomplicationofsuchanapisthevenouscongestion,butthisonecanbe

generallyeasymallaged,withgoodfinalresults.Inconclusion,thelocalperforatornapsrepresenta

goodandsafeindicationfOrsmallandmediumdefects,eveninemergencyconditions.
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UpdateonReplantationofDeglovedSkinoftheHand

RobertoAdani

HandandMicrosurgeryDepartment,PoliclinicoGBRossi、

UniversityofVerona,Italy

’
４
月
帽
日
第
２
会
場

堅曲

〆會

Thetreatmentofhanddeglovinginjuriesisachallengingprobleminreconstructivesurgery.A

puredeglovinginjuryisararecondition.Tendons,bonesandjointsmaintaintheirintegrityand

thedeglovedskinhasnochancefbrsurvivalwithoutrevascularization.Thestrippedcovermaybe

replantedbymicrovascularrepair.Howeverreplantationisoftendifficultparticularlywhenmultiple

fingerareinvolvedandskin,subcutaneoustissueandvesselsareseverelydamaged.

Wereportedourexperienceinthetreatmentofthe&.pure''deglovinginiuriesinvoIvinghandand

fingersbymicrosurgicalreplantation.

Somepointsshouldbeconsideredbefbreperformingmicrosurgicalreplantation.Thepatientmust

beinfbnnedabouttherelativelyhighriskoffailureespeciallywhenmultiplefingersareinvoIved.

Thelikelyneedfbrsecondarysurgeryandlongrehabilitationmustbecommunicated.Patient

understandingofthecOnditionandstrongpatientmotivationarerelevantprerequisites.

TheanatomicalconditiOnfOrreplantationistheavailabilityofsufficientvesselsandnervesinthe

deglovedskin,thevesselsmustbeidentified,carefUllydissected,andevaluatedundermagnification.

Thepresenceofatleastonenerveisnecessarytoensureminimalsensoryrecovery.

Longtermfbllow-uprevealedgoodaestheticandfUnctionalresults;onthebasisofourfavourable

OutCOme,webelievethatwhenthebasicrequirements(experiencedsurgicalteamandstrOngly

motivatedpatient)aremet,replantationoftheskininadeglovinginjuryofthehandcanbe

conSideredthefirstreconstructivechOice.
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母指機能再建

一模側列形成障害以外の先天性障害について－

ReconsmlctionofThumbFunction:CongenitalDeficiencyotherthanRadialRay

Deficiencv
‐

堀井惠美子

名古屋第一赤十字病院整形・手の外科

僥側列形成障害における母指機能再建に関しては,基本的な治療方略が示されている．しかしその

他の先天性疾患では，障害の程度は多彩で，オーダーメードの治療が必要である．我々の行ってきた

方法について，その適応と治療上の問題点について報告する．

治療を始めるにあたっては，治療目的を明らかにする事が必要である．片側罹患の症例では，健側

肢でADLは自立可能な事が多いので補助手としての機能が目標となる．一方，両側罹患例では，

ADL自立のために把持機能獲得が必須目標となる．手術侵襲と獲得機能を考慮してバランスのとれ

た治療方針の決定が大切である．

母指列に第’中手骨が存在する場合はこれを用いた再建の余地があるが，中手骨も欠損する場合

は再建は極めて困難である

a､遊離趾節骨移植基節骨以遠が欠損し，かつ皮膚に余裕のある場合は，よい適応であるが，条件

のそろっている場合は比較的少ない．皮弁に応じて移植骨を短縮したり，骨膜の処理を誤ると移植

骨は吸収されてしまう．条件のよい場合は若干の骨成長が期待できるが，趾骨であり，あまり多く

は期待できない．‐一番の欠点は，足趾の変形であり，長期経過では，必発である．

b.骨延長第1中手骨が存在し，かつ母指球筋の機能がある程度期待できる場合は，骨延長の適応

がある．低年齢での手術が必要であり，必然的に，細かい手術操作と，術後の創外固定器の管理が

問題となる．また，他の指の機能に応じて目標延長量をきめ細かく決定する事が必要である合併

症として，早期骨癒合，内転拘縮などを経験した．

c，第一指間形成第一指間形成を行うことにより，母指機能が改善する場合がある.Z形成による

改善は極めて限られている．手背からの回旋皮弁は大きな懐痕が問題となる・母指尺側および示指

僥側からの回旋皮弁とopenpalm法を併用して，整容面も考慮した指間形成を行ってきた整容的

には良好であったが，成長に伴い、再発する例もあった．

４
月
帽
日
第
４
会
場
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舟状骨骨折整復内固定支援ロボット

Robbot-assistedReductionandOsteosynthesisfOrScaphoidFractures

橋詰博行

笠岡第一病院整形外科

舟状骨骨折治療のための内固定には，各種スクリューが開発され良好な成績を得ているが，その

ためにはスクリューの正しい位置への挿入を要する‘そのスクリューを正確な位置に挿入するため

にはイメージを長時間使用したり，ガイドワイヤーを何度も刺入することになる．

そこでわれわれは,1方向のX線透視画像のみからガイドワイヤーを，目的とする位置に正確に挿

入できるシステムを開発した．まずコンピュータの仮想空間内に手術している患者の手根骨の3D画

像を標準形状モデルからから対象となる患者の形状を推定できるデフォーマブムモデルを用いて再

現する．そして，舟状骨内に術者がガイドワイヤーの位置を設定するとコンピュータ画面上にガイ

ドワイヤーの刺入点の位置と挿入する方向をナビゲーシヨンするシステムである．自動化によりド

リルガイドが舟状骨結節の刺入部にスムースに到達さらにはロボット自身によるガイドワイヤー

挿入およびドリリングも可能となる．

デフォーマブルモデルとは日本人標準骨統計形状モデルを目的とする骨折患者の骨に合わせて2D

のX線像からつくられたコンピュータ画像上の3Dモデルのことである．このデフォーマブルモデル

の作成のためには，座標決めフレームを装着し3D-CTを撮影する．これにより，仮想空間内の立体

画像と実際の手術する骨との位置関係を対応させる．あらかじめCTを用いて作成したデフオーマ

ブムモデルを内包したシステムにより，術中正面X線透視画像とのテンプレートマッチングによる

3D/2Dレジストレーシヨン手法を実装できた．

実際にcadaverの舟状骨に使用し，一方向のイメージのみで適切な位置にガイドワイヤーを刺入

することができた．手に座標をつけることにより，実物と仮想空間のデータとを関連づけが可能で

ある．このシステムにより術中に一方向のイメージの使用のみで術者の経験や技量レベルに関係な

く，理想の位置にガイドワイヤーの刺入が可能となった．

今回,3D/2Dレジストレーションシステム開発の全容と舟状骨骨折整復内固定支援ロボットを紹

介したい．

４
月
帽
日
第
４
会
場
一
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TheFutureofRoboticsinHandSurgery

PrPhilippeLivemeaux

HandSurgeryDepartment,StrasbourgUniversityHospitals,France

Roboticshasspreadovermanysurgicalfjeldsoverthelastdecade:orthopaedic､cardiovascular,

urologic,gynaecol()gicsurgeryandvanousothertypesofsurgery.Therearefivedifferenttypesof

robots:passive,semi-activeandactiverobots,telemanipulatorsandsimulators.

Handsurgeryisatacrossroadsbetweenorthopaedicsurgery,plasticsurgeryandmcrosurgery;

ithastodealwithfixingallsortsoftissuesfrombonetosofttissues.Toourknowledge,thereis

notanypaperfOcusingonpotentialclinicalapplicationsinthisrealm,eventhoughroboticscould

behelpfUlfbrhandsurgery.Onemustpointoutthenumerousworksonbonetissuewithregardto

passiverobots(suchasnuoroscopicnavigationasanancillaryfOrpercutaneousscrewinginthe

scaphOidbone).Teletelemanipulators,eSpeciallyinmicrOSurgery,canimprovesurgicalmotionby

suppressingphysiologicaltremorthankstomovementdemultiplication(experimentalvascularand

nervoussuturespreviOuslypublished).

Todate,therobotictechnologyhasnotyetbecOmeSimple-to-use,cheapandilawlessbutinthe

fUtureitwillprobablybeofgreattechnicalhelp,andevenallowremotecontrolledsurgeryoverseas.

４
月
帽
日
第
４
会
場

Keywords:DaVinci,handsurgery,microsurgery,robot,telemanipulator,telesurgery
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檮骨遠位骨折における掌側LockingPIate
-角度可変式プレートの有用性について

VariableAngleVolarLockingPlatefOrUnstableDistalRadiusFractule

金 谷 文 則

琉球大学大学院医学研究科整形外科学講座

僥骨遠位骨折は全骨折の1/6を占め，近年の高齢者の増大に伴い骨粗繼症を合併した僥骨遠位骨折

も増加している．独居老人の増加により，早期のADL復帰は本人のQOLばかりではなく社会的に

も大きな意義がある．骨粗霧症合併僥骨遠位骨折の問題点は保存療法では矯正損失を生じること，

掌側ノンロッキングプレートでは強固な内固定が得られないこと，背側プレートでは拘縮と腱合併

症が多いことが問題であった．

近年のlowprofile掌側ロッキングプレート（以下LP)の出現により不安定型僥骨遠位骨折も強固

な内固定が得られるようになり，治療成績は飛躍的に向上した.10数種類の角度固定式LPが使用可

能であり，関節外骨折に関しては安定した成績が得られている．小柄な日本人女性に対してはプレー

トの突出を防ぐためにもプレート幅24mm以下が望ましく，低侵襲手術を行う際にも小さなプレー

トが有利である．

高齢者の僥骨遠位骨折では骨幹端，関節面の粉砕が高度になりやすく，完全関節内骨折(23C)で

は各種の関節内骨片固定に対応し良好なsubchondralsupportを得るためには角度可変式LPが有

用である．現在，角度可変式掌側LPとして本年1月に認可されたTCP③とSmartLock@,VariAx@,

Aptus③などが使用できる．転位の大きな完全関節内骨折に対しては舟状骨小関節面(scaphoid

facet),月状骨小関節面(lunatefacet)を強固に固定し骨片の回旋を防ぐために遠位に4本のスクリュー

刺入が必要な場合がある．

以上より，僥骨遠位骨折は掌側LPにより良好な固定性が得られ，小柄な日本人女性に対応するた

めには，幅24mm以下のプレートがラインアップされている必要がある．僥骨遠位完全関節内骨折

(23C)に対応するためには遠位に4穴のスクリュー（ペグ)孔を持つプレートが有用と考える．
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術

VascularizedBoneGraftfbrtheScaphoidNonumon

○萩原祐介，澤泉卓哉，青 木伸峰，堀口元，伊藤博元

日医大大学院整形

【目的】我々は1999年から,舟状骨偽関節に対して血管柄付き中手骨基部骨移植術を行ってきた.今回，

本法の手術手技，中期の画像経過，およびその有用性についてビデオを交えて紹介する．

【方法】術後1年以上経過観察しえた症例は31例（男性25例，女性6例）で，平均年齢は28.4歳，手

術までの平均期間は26.1週であった.13例にDISI変形を認めた．手術は，手背側で解剖学的嗅ぎ

タバコ入れから第2中手骨基部までの弓状皮切で侵入した．骨膜上で僥骨動脈から分岐するdorsal

intercarpalarch,seconddorsalmetacarpalarteryを確認し,dorsalintercarpalarchの尺側を結紮

後に第2中手手根関節まで剥離し，これを血管茎として第2中手骨基部から骨膜・皮質骨・海綿骨を

一塊として挙上した.DISI変形の無い症例に対しては，同皮切内で偽関節部を展開し，十分な骨掻

破後に移植骨を挿入した.DISI変形を伴う症例では，舟状骨掌側に皮切を追加し，偽関節部を展開・

掻破した後，中村法を用いて偽関節部位をopenwedgeにし，皮下を通して誘導した移植骨を挿入し

た最後に,DoublethreadscrewかK-wireを用いて固定した.術後はthumbspicacast固定を行った．

【成績】15例にK-wire固定を,16例にDoublethreadscrew固定を行った術後平均8.8週で，全例

に骨癒合が得られた.DISI変形を有した群では,radio-lunateangleが平均-25.4度から-3.1度へと改

善が認められた．

【結論】seconddorsalmetacarpalarteryは血管系が太く，また手根部背側では多くの血管芽がネッ

トワークを形成している．そのため手技が比較的容易で，確実性および血管茎挙上の自由度が高い．

本法は舟状骨偽関節の初回手術例に対しても積極的に行える手術法であると考える．
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血管柄付き腓骨移植による前腕・手関節部再建

FreeVascularizedRbulaGranfbrReconstructionoftheWristandForeann

○小畠康宣1，村田景一1，面川庄平1，矢島弘嗣2河村健二2
’奈良県立医科大学整形外科，2奈良市立病院四肢外傷センター

【はじめに】前腕・手関節部における外傷や腫瘍による比較的大きな骨軟部組織欠損や感染性偽関節

に対する再建法として血管柄付き腓骨・腓骨頭移植術は非常によい適応と考えられる．今回それら

の症例につきその成績を検討し報告する．

【対象と方法】1989年以降当科にて血管柄付き腓骨・腓骨頭移植術にて前腕および手関節再建を施行

した23例を対象とした内訳は男性16例，女性7例で，手術時年齢は3～61歳（平均36歳）であった．

前腕骨再建（榛骨8例，尺骨2例，両骨1例）を外傷性骨欠損4例，外傷後偽関節4例，腫瘍切除後骨欠

損2例の計ll例に施行した.4例には感染を併発していた．手根骨から手関節内に病変が波及し切除

後骨欠損を生じた榛骨骨巨細胞腫5例，抗酸菌性手関節炎l例の計6例に対して手関節固定術を施行し

た．一方で榛骨遠位の病変ではあるが手根骨が温存された6例に対しては，機能的再建として血管柄

付き腓骨頭移植を施行した内訳は骨巨細胞腫3例，内反手2例，外傷性骨欠損1例であった．手術は

4～18cm(平均8.4cm)の骨欠損に対し,7～21cm(平均9.7cm)の遊離腓骨移植を施行した経

過観察期間は12～204カ月（平均58ヵ月）であった

【結果】l例に術後吻合部血栓を生じたが,再展開術にて救済し得た．また2～8カ月（平均3.9カ月）

にて骨欠損長にかかわらず全例に骨癒合が得られ，良好な手関節機能が獲得された．腓骨頭移植症

例での手関節可動域は75~135｡(平均104｡)で握力は健側比平均58%であった．内反手症例の2例に

おいては変形の再発が生じ，1例に仮骨延長を施行した．

【考察】比較的大きな骨欠損や軟部組織欠損を伴う，前腕・手関節部の外傷や病変に対して，血管柄

付き腓骨移植術は手関節の機能的再建法として非常に優れた選択肢であると考えられる．
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先天性尺骨偽関節に対する血管柄付き腓骨移植術

ReeVascularizedFibulaGraftfbrCongemtalPseudoarthrosisofthemna

○鈴木修身1，砂川融2，中島祐子1，越智光夫1，生田義和3
l広島大学整形外科，2広島大学大学院保健学研究科，3広島手の外科．微小外科研究所

【目的】先天性尺骨偽関節はまれな疾患で治療報告も少ない．本症の3例を経験し，血管柄付き腓骨

移植(FVFG)によって治療したので，その有用性と問題点を報告する．

【症例】症例l)2歳男児右尺骨偽関節部を廓清し8.5cmのFVFGを行った．遠位側が遷延癒合と

なり，術後5カ月で|司部を廓清して移植骨部で10mmの仮骨延長を行った．尺骨はその後も低成長で，

術後5年で再び13mmの仮骨延長を行った．術後8年の調査時には,ROMは肘130。前腕60.手関節70｡

で日常生活に支障はないが，手関節レベル尺骨の短縮が軽度ある．症例2）2歳女児．左尺骨偽関節

部を廓清し6cmのFVFGを行った．尺骨の前方凸変形と僥骨頭の前方脱臼があり，術後6年で，尺

骨の矯正骨切りにより僥骨頭を整復した．術後8年の調査時には,ROMは肘115.前腕110。手関節125。

で機能上問題はないが，尺骨は僥骨と比較して低成長で，僥骨頭は再び前方に脱臼している．症例3）

1歳男児．左尺骨偽関節部を廓清し4cmのFVFGを行った．術後5年でROMは肘115.前腕160.手関

節115｡と良好だが，症例2と同様の変形がみられる．

【考察および結語】先天性尺骨偽関節は，通常の骨移植では骨癒合が得られず,FVFGが導入される

以前に最も有効な治療方法は，僥骨と尺骨を1本化するone-bonefOrearmprocedureであった．こ

の方法は骨癒合率がそれまでの方法に比べきわめて高かったが，前腕の回内外が不可能となる欠点

があった.FVFGではその問題が解決でき，現時点では本症に対する最も優れた方法と考えられる．

しかし罹患骨の低成長とそれにより手関節や肘関節に障害を生じ得ることが問題で，骨延長や矯正

骨切りなどの追加手術が必要となる．
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上肢長管骨に対する血管柄付き骨移植：適応と移植骨の選択

VascmaIizedBoneGrafttotheUpperExtremty:IndicationandDonorSiteSelection

○藤原祐樹，土井一輝，服部泰典，坂本相哲，荒川雄一郎
小郡第一総合病院

【目的】上肢に発生する骨折後骨髄炎や偽関節に生じる骨欠損は，特殊例を除けば下肢と比較して小

さく，また，移植骨を挿入するスペースも小さいため血管柄付き骨皮弁の選択に一考を要する．上

肢長管骨に対して血管柄付き骨移植を行った自験例を調査し，その適応について検討したので報告

する．

【方法】1996～2010年に，当院で上肢長管骨骨欠損に対し遊離血管柄付き骨移植を行った22例を対

象とした．男性14例，女性8例，平均年齢は45（19～72）歳であった．原因疾患は偽関節20例（う

ち感染によるものは5例)，腫瘍切除後の骨欠損l例,RAによる関節破壊1例であった使用した血管

柄付き移植骨は大腿骨内穎9例，腓骨7例，肩甲骨3例，腸骨2例，上腕骨外側1例であった．移植先は

上腕骨10例，前腕骨10例，指骨2例であった．

【結果】術後2例で骨癒合不良が生じたため遊離腸骨移植の追加手術を行ったが，最終的には22例全

例で骨癒合が得られた．腫瘍切除後や感染の合併，関節形成を要するなどの特殊な症例を除いた偽

関節12例の骨欠損部の平均の長さはl.8cmであり,12例中9例に対し内固定を併用した大腿骨内穎骨

移植を選択した．感染を合併し内固定材料を使用できなかった5例に対しては肩甲骨，腓骨，腸骨を

用い，関節形成3例については，その形状に合わせて腓骨，腸骨，上腕骨を形態修整を行い移植した．

【考察】上肢長管骨偽関節に使用する血管柄付き移植骨としては，その薄さ，加工のしやすさ，骨膜

を大きく採取することが出来るなどの利点から大腿骨内穎骨移植が第1選択である．感染を伴い移植

骨自体の固定性を要求される場合や形状が特殊である場合，皮膚欠損がある場合などには腓骨，肩

甲骨，腸骨移植の適応となる．
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上腕骨骨幹部偽関節に対する大腿骨内側上穎からの血管柄付き骨移植術

TTeamentofNonumonoftheHumeruswithVascularizedBoneGraftfromtheSupuracondylar

RegionoftheFemur

○河村健二1，矢島弘嗣1，吉田淳2，小畠康宣2，田中康仁2
1市立奈良病院四肢外傷センター，2奈良県立医科大学整形外科

【目的】上腕骨骨幹部の偽関節に対しては通常，骨短縮術や腸骨移植術が適応されるが，より早期に

確実な骨癒合を期待する場合には血管柄付き骨移植術が望ましい．上腕骨骨幹部偽関節に対する大

腿骨内側上穎からの血管柄付き骨移植術の治療成績を報告する．

【対象と方法】上腕骨骨幹部骨折の術後偽関節に対して大腿骨内側上穎からの血管柄付き骨移植術を

施行した7例を対象とした．年齢は24～69歳(平均50歳),男性5例,女性2例であった．5例は閉鎖骨折，

2例は開放骨折で，初回手術法は，5例は髄内固定，2例はプレート固定であった．初回手術から血管

柄付き骨移植術までの期間は6～228カ月（平均50カ月）であり，7例中4例は偽関節に対する加療

を施行されていたが効果を認めていなかった．移植骨の大きさは4×2.5cm～5×3cmであり，上腕

骨偽関節部周辺をdecorticationした後に偽関節部を覆うように移植した．移植骨の栄養血管である

下行膝動静脈は上腕深動静脈に端々 吻合を行った．術後経過観察期間は12～211カ月（平均60カ月）

であった．

【結果】骨癒合は術後2～5カ月（平均3.5カ月）で得られ，骨癒合獲得期間と偽関節期間（初回手術

から血管柄付き骨移植術までの期間）との相関は認めなかった．合併症としては1例に採取側の伏在

神経領域の一過性知覚障害を認めた

【考察】血管柄付き骨移植術は，顕微鏡下での血管吻合が必要であることから手術が煩雑と思われが

ちであるが，我々が行っている方法では骨短縮やインプラントの入れ替えを必要としないために，

逆に最小限の侵襲で行える手術法である．大きな骨欠損を伴わない上腕骨骨幹部の偽関節に対して

は大腿骨内側上顎からの血管柄付き骨移植術は，確実に早期の骨癒合を期待出来る有用な手術法で

あると思われた
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手外科医に必要な上肢の島状皮弁

-fleshcadaverを用いたトレーニングの試み一

HeshCadavermapDissectionfbrHandSurgeon

○矢島弘嗣1，青木光広2，田中祥貴3
1市立奈良病院四肢外傷センター，2札幌第一病院整形外科，3自衛隊札幌病院整形外科

【目的】皮弁は手外科医における重要なテクニックの1つであるが，実際に行うとなるとかなりの専

門的な知識と技術が必要になる．もしもfreshcadaverdissectionが行えれば，知識だけでなく，飛

躍的にその技術の向上が望める．ただしそのような講習は現在本邦では行われておらず，海外での

講習を受けなくてはならない．そこで日本での講習会開催を準備すべ<,fieshcadaverを用いた皮

弁の挙上を試みた．そして実際の皮弁挙上手技を動画で示して，その有用性を証明する．

【方法】皮弁の挙上はfreshcadaverの2上肢（肘関節近位部で離断）を用いて行った．この標本は

-20℃で冷凍保存されていたものを，22℃の室温で12時間かけて解凍したものを使用した．標本の

年齢は76歳と85歳であった．挙上した皮弁は，僥側前腕皮弁，後骨間皮弁，背側中手皮弁，指動脈

島状皮弁（神経血管付き島状皮弁と逆行性指動脈島状皮弁）の5皮弁である．85歳のfreshcadaver

dissectionはそのままの状態で行い,76歳のfreshcadaverdissectionは血管補填剤であるMicromの

注入を行った後に施行した．

【結果】5つの皮弁は通常の手術手技を行うごとくに挙上することができた．ただ血管補填剤を注入

していないcadaverでは，血管が透明であり，僥骨動脈や固有指動脈などは問題がないものの，皮

下穿通枝などの細い動脈の同定がやや困難であった．一方,Micromの注入を行ったcadaverでは皮

下穿通枝の同定も実際の手術例よりも明確であり，教育的な見地からだけでなく，初めて皮弁を挙

上する際の修練には勧められると考えられた．

【結論】以上の試みから,Microfilの注入を行ったfreshcadaverdissectionは皮弁の手術を行おうと

する手外科医の医療技術のスキルアップとして非常に有用であることが結論づけられた．
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整形外科医の立場からの手外科領域におけるPerfOratorflapの使用経験
PerforatormapsfbrOrthopedicHandSurgeons

○ 岡田充弘，高松聖仁 ，上村卓也，中村博亮

大阪市立大学医学研究科整形外科学教室

【目的】Perfbratorflapは1989年に光嶋らにより報告されて以降，様々 なperfbratorflapが開発され

報告されている．しかし,perforatorflapは技術的に熟練を要し,必ずしも安全な皮弁とは言えない．

今回，整形外科医である我々 のperfOratorfiap症例を供覧し，手外科領域におけるperfbratorHap

の適応を検討する．

【方法】遊離皮弁は7皮弁(全例とも前外側大腿皮弁)で,有茎皮弁(propellerfiap)は10皮弁であった．

内訳は，僥骨動脈穿通枝皮弁が3例，尺骨動脈穿通枝皮弁がl例，後骨間動脈穿通枝皮弁が1例，背側

中手動脈穿通枝皮弁が5例であった．

【結果】全例とも全生着した.propellerflapは,1.donor部が縫縮できる程度の小範囲の皮膚欠損

2.donor部が縫縮できなくても，植皮部が機能障害を起こさない,3.末梢神経絞槐性障害の術

後再発例に対する脂肪弁移植を適応として用いたこれら以外の条件では，遊離皮弁を用いた．

【考察】手外科の治療領域には，僥骨動脈，尺骨動脈および骨間動脈といった血管系が存在する．こ

れらの穿通枝を用いpropellerfiapを作成すれば，ほとんどの小範囲の皮膚欠損は遊離皮弁を用いず

とも対応できるのではないかと考える．また,propellerfiapは手技的にも容易であり整形外科医も

習熟すべきと考える．遊離皮弁は，今回全例とも前外側大腿皮弁を用いた．前外側大腿皮弁は，手

外科で汎用される体位である仰臥位で採取可能であり，複数の穿通枝を含めれば前腕を被覆可能な

サイズの皮弁も採取可能であり手外科領域に有用なperforatorflapの一つであると考える．
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末梢神経障害に対する穿通枝脂肪弁の応用

TheChnicalExperienceofAdiposalRadial/UlnarArteryPerforatormaptolniuredMedianNerve

○高松聖仁，岡田充弘，上村卓也，中村博亮

大阪市立大学医学部整形外科

末梢神経の癒着防止に血行の良い筋弁・皮弁・脂肪弁は有用と考えられており，手根管症候群の再

手術時に筋弁や皮弁を用いた種々の方法が報告されている．今回，癒着をきたした正中神経剥離後

の再癒着防止に，僥骨または尺骨動脈穿通枝脂肪弁を用いて神経の被覆を行ったので報告する．

【症例ll43歳男性平成20年6月正中神経を自傷し，近医で神経縫合を受けるも著明な瘻痛を訴え

当科に紹介受診となった．平成21年4月に神経再縫合術を施行後に手術創の浅部感染をきたした感

染鎮静後に正中神経と皮層の癒着による手関節の運動時痛を訴えたため，平成22年3月に神経剥離術

と僥骨動脈穿通枝脂肪弁を用いた正中神経の被覆を行った．術後に正中神経と皮層の再癒着は認め

ず，愁訴は著明に改善した．

【症例2】68歳女性．平成20年12月僥骨遠位骨折を受傷．受傷直後から中指に軽度のしびれを認めた．

その後ORIF(掌側プレート）を施行したが，プレート固定後も中指のしびれが残存していため翌年

6月に抜釘術を施行した．しかし，抜釘後より徐々に正中神経領域のしびれと瘻痛が増強し，抜釘手

術創部に著明なTinel様徴候を認めた．同年8月に正中神経剥離術と僥骨動脈穿通枝脂肪弁を用いた

正中神経の被覆を行った．術後にTmel様徴候と正中神経領域の瘻痛は消失し，しびれも著明に改

善した．

【症例3】77歳女性平成21年4月にCTSに対してOCTRを近医で施行したが，術後も夜間痛とし

びれが著明なため当科に紹介受診となった．平成21年11月正中神経剥離術と尺骨動脈穿通枝脂肪弁

を用いた正中神経の被覆を行った．術後に夜問痛は消失したが，しびれは残存した．

【結語】正中神経癒着に対する神経剥離後の再癒着防止・保護に，僥骨または尺骨動脈穿通枝脂肪弁

を用いた神経の被覆は有用な方法であると考えられた．
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榛骨動脈穿通枝皮弁の有用性と問題点

TheRadialArteryPelfbratormap:VersatilityandApplication

○田中克己'，高橋国宏'，西村剛三2，平野明喜」
Ⅲ長崎大学医学部形成外科，2福岡徳洲会病院形成外科

【目的】僥骨動脈穿通枝皮弁は僥骨動脈を犠牲にせずに，皮弁あるいは筋膜弁としての移植が可能で

ある．Gomn,Weinzweig,Koshimaらの報告以後，臨床報告も増えている．今回われわれは手部

の再建に本皮弁を使用し，その有用性と使用に際しての問題点について検討を行ったので報告する．

【方法】症例は4例であった．症例1：30歳男性の外傷性潰瘍・正中神経麻痒・屈筋腱癒着に対して筋

膜弁移植による神経・腱の被覆を行った．症例2：49歳女性の交通事故による手部の骨露出を伴う挫

滅創に対して筋膜弁と遊離植皮による再建を行った.症例3:15歳男性の裂手二次修正術に対して,母・

示指間の開大，遊離骨移植および穿通枝皮弁による被覆を行った．症例4：21歳男性の電撃傷による

手背部皮層欠損と長母指伸筋腱断裂に対して，固有示指伸筋腱移行と穿通枝皮弁による被覆を行っ

た．

【成績】筋膜弁の2例では，神経回復および腱の可動性も改善し，また遊離植皮の生着も良好で創治

癒も順調に経過した．穿通枝皮弁として使用した2例では皮弁の部分壊死を1例に認め，創治癒の遅

延を認めた．

【結論】僥骨動脈穿通枝皮弁は僥骨動脈の遠位にある穿通動脈とその伴走静脈により栄養される組織

で，穿通枝皮弁あるいは穿通枝筋膜弁として使用される．今回の症例では穿通枝筋膜弁として使用

した症例では，良好な治療成績が得られた．一方，穿通枝皮弁として使用したものでは，部分壊死

が生じ，その血行面や生着可能な領域に問題を残した．現時点では，穿通枝筋膜弁として使用する

場合には，高い有用性を持つが，穿通枝皮弁として使用する場合には，その適応を十分に検討する

必要があると考えられた．
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中手骨短縮症に対する仮骨延長術

CallusDistructionfOrBrachymetacarpia

○加藤博之1,益子竜弥2,中村恒-1,岩崎倫政2,三浪明男2
】信州大学医学部整形外科，2北海道大学整形外科

【背景と目的】演者らは中手骨短縮症に対する仮骨延術6指の成績を過去に報告した（第45回日手会

学術集会,JPediatrOrthop2002).その後の4指の経験を加え本手術の利点と問題点について報告す

る．

【対象と方法】対象症例は6例10中手骨である．手術時年齢は10～20(平均14)歳で，全例が女性で

ある．延長骨の内訳は第3中手骨が4指，第4中手骨が2指，第5中手骨が4指であった．第3，4中手骨

罹患例では手背側，第5中手骨罹患例では手尺側の縦皮切で進入し，骨膜を縦切開し中手骨を横切後

に骨膜を縫合した．その後に創外固定器を中手骨に装着した．5～7日後に0,125～0.5mm/日で骨

延長を開始した．目標の長さまで延長後に仮骨の成熟を待って延長器を抜去した．調査項目は，合

併症，骨癒合の有無目標延長の達成度と延長距離は10～18mm(平均，延長器装着期間,Healing

Index:HI(日/cm),MP関節自動可動域(ROM),患者満足度である．

【結果】感染，神経・循環障害を認めた例はなかった．9指で骨癒合が得られたが，1指では仮骨延長

のみでは骨癒合が得られず腸骨移植を行った．延長距離はll～18(平均15)mmで，目標の延長距離

は全指で得られた．延長器装着期間は10～34(平均16)週であった.MP関節自動ROMは5｡～15．

の伸展低下が3指にみられた.HIは33.1～155.3(平均90)日/cmで,延長器装着期間は12～34(平

均17）週であった．満足度は，非常に満足が3例，まあまあ満足が3例であったまあまあ満足と評

価した患者の3例中2例では手背の創が満足度を低下させていた．

【考察】17～20歳の4指ではHIは100以上あるいは1指で骨移植を要した．一方,12歳未満の6指では

HIは平均57.4で創外固定装着期間は4か月未満で合併症はなく，満足度も高かった．本手術の成績は

延長時の年齢に左右されると考えられる．

-S237-



！

2-5-S8-2

先天異常手に対する骨延長術

BoneLengthemngfbrCongenitalAnomalyHand

○射場浩介1，和田卓郎1，荻野利彦2，青木光広3，山下敏彦］

】札幌医科大学整形外科，2山形大学医学部整形外科，3札幌第一病院整形外科

【はじめに】手指骨延長は握り，つまみ機能を改善する有用な手術方法として知られている．今回は

先天異常手に対して行った指骨延長の術後成績について検討した．

【方法】指骨延長手術を行った先天異常手6例8指を対象とした．男5例,女l例,平均手術時年齢5.5歳(3

～17歳）であった．疾患は合短指症手関節型が1例,無指型がl例,二指型が1例,絞拒輪症候群が2例，

Ulnar-Mammary症候群にともなう尺側列形成障害が1例であった．延長指は母指が1指,示指がl指

中指が2指，環指が2指小指が2指であり，延長骨は中手骨が3指，基節骨が5指であった一期的骨

延長法を3指に行い，移植骨は足趾趾節骨を1指に，中足骨をl指に，骨端軟骨部を含めた中手骨を1

指に行った．創外固定器を用いた仮骨延長法を6指に行った．術後平均観察期間は107.8カ月(10~

156カ月）であった．検討項目は骨延長量，術前後の握り，つまみ機能の変化，保護者により術後の

つまみ機能を「変化なし｣，「改善｣，「著明に改善」で評価したまた，術後合併症の有無とした

【結果】骨延長量は平均8.1mm(7～llmm)であった.1例で延長不足による仮骨延長術を追加した．

術前機能評価で握り運動が6例中4例で不可能であり，患指を使用したつまみ運動は全例で不可能で

あった．術後は手関節型1例を除いた5例で握り，つまみ機能は改善した保護者による術後機能評

価は「著明に改善一が4例，「改善」2例であった．合併症はl例でピン周囲感染を認めた．骨端軟骨

部を含めた移植骨は骨癒合後も成長を認めた．

【考察】先天異常手対して骨延長を行い，良好な握り・つまみ機能を獲得した‘種々の移植骨を用い

た1期的骨延長術と仮骨延長術を症例に合わせて使い分けることが有用と考えられた．
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2-5-S8-3

先天性疾患に対する前腕骨延長術

BoneLengthenmgofl℃rearmfbrCongenitalDisorder

○佐々木康介1,2,関敦仁1，高木岳彦1，森澤妥3，高山真一郎】
』独立行政法人国立成育医療研究センター病院整形外科，2束住吉森本病院整形外科，

3独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科

【目的】先天性疾患における榛尺骨の長さや形状の不適合は，整容面のみならず機能障害も問題とな

る．榛尺骨長不適合の補正目的で2004年以降に前腕延長を行った症例を調査し，有効性と問題点を

検討した．

【症例】症例は29例34肢.Ollier病2例2肢,Turner症候群1例2肢,Morquio症候群1例2肢では尺骨を

延長，内反手4例5肢では尺骨中手骨間の矯正位を創外固定で保持しながら榛骨を延長した．多発性

外骨腫症21例23肢はl肢で僥骨,22肢では尺骨を延長した．延長時の年齢は平均7.3歳で，術後観察期

間は平均27.6ケ月であった．

【結果】感染を生じたl例を除き，すべての症例で目的とする延長量(6-30mm,平均18.8mm)が獲

得された．多発性外骨腫症では，榛骨の督曲変形(%Radialbowing:8.7%→7.2%)と遠位関節面の

傾斜(Radialarticularangle:32.5.→29.9｡)が尺骨延長のみで有意に改善し，術後再び尺骨短縮が

生じても，僥骨の矯正は維持されていた.Turner症候群,Morquio症候群では，尺骨延長にて僥

骨遠位関節面の傾斜が全例改善したが,Olher病では改善しなかった内反手では，僥骨の獲得延長

量は少なかったが，僥側の支えとして榛屈変形の再発防止に効果が認められた．それぞれ術前の状

態が異なるため定量評価は困難であるが，整容面だけでなく，症例によってはグリップ時の手関節

安定性や回内外可動域改善が得られた．

【結語および考察】従来,複数回の延長を避けるため,一定年齢以降の延長が推奨されている．しかし，

榛尺骨不適合を呈する先天性疾患では，形態的改善のみならず，遠位僥尺関節の安定化による把持

機能の向上，前腕回旋可動域の改善にも効果がある．手関節の不安定性・榛尺屈変形・健側との前

腕長差などが著しい場合，年齢に関わらず延長術の適応があると考えられた
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2-5-S8-4

多発性骨軟骨性外骨腫症に対する仮骨延長術の治療成績

CorrectionandLengthemngfbrDehmitiesoftheFOreannmMultipleCartilaginousExostoses

○中野健一'，小畠康宣1，面川庄平'，前川尚宜2，玉井進3
'奈良県立医科大学整形外科，2奈良県立医科大学救急科，3奈良西部病院奈良手の外科研究所

【目的】多発性骨軟骨性外骨腫症（以下外骨腫症）により生じた榛尺骨長不均衡による変形に対し仮

骨延長術を施行した症例の治療成績と問題点について検討した．

【対象と方法】1989年以降，当科にて本症に対し仮骨延長術を施行した症例は14例14肢で，男性7例，

女性7例であり，3例に僥骨の矯正骨切り術を併用した．初回手術時年齢は3～19歳（平均10歳）で，

使用した延長器はOrthofixM-100延長器が13肢，イリザロフミニ創外固定器が1肢であった．術後経

過観察期間は8～71カ月（平均35カ月）であった

【結果】獲得した骨延長量は1.1～3.7cm(平均2.3cm),固定期間は42～178日（平均119日）で，固

定期間を骨延長量で割ったExternalFixationmdex(EFI)は18.7～114.5day/cm(平均52.8)であっ

た．術後回内制限を5例，回外制限を3例に認めた．1肢は成長に伴い前腕変形が再発したため，初回

手術後5年で再び仮骨延長術を施行した．合併症としてピン刺入部感染l例，延長器除去後の骨折を1

例に認め，仮骨成熟不良による追加骨移植を2例（ともに15歳）に要した．術前後の可動域は手関節

掌屈／背屈が77.／78°から80.／76.へ，前腕回内／回外が46.／74°から49.／70.へ変化した．

【考察】外骨腫症では，しばしば前腕において腫瘍の突出と僥尺骨の骨長差を要因とする変形が強度

となり整容的問題と可動域制限をきたす．今回の結果から，腫瘍切除後に仮骨延長を併用して前腕

の変形矯正と延長を行うことにより，整容的にも機能的にも比較的良好な結果を得ることができた．

術後手関節の背屈および回外制限と年長時に生じた仮骨成熟不良が今後の課題である．
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小児上肢先天異常に対する骨延長術の適応と問題点

BoneLengthenmginCongemtalUPperExtre皿tyAnomalies

○四宮陸雄1,砂川融2,松野尚弘3,石田
］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，

4広島市民病院整形外科

治4，越智光夫」
3松野整形外科医院，

【目的】骨端線閉鎖前の小児先天異常手と僥側列形成不全症に対し，機能障害の改善と整容的な矯正

を目的に骨延長術を施行してきたので，その適応や問題点について検討する．

【方法】1990年以降，当科で経験した小児先天異常手と僥側列形成不全症に対し骨延長術を行った21

例を対象とした．先天異常手に対する骨延長術は17例に行われ，疾患は先天性絞掘輪症候群5例，列

手症候群4例，短合指症3例，尺側列形成不全症2例，母指形成不全症，中手骨短縮症，中手骨癒合症

が各1例であった．僥側列形成不全症に対する僥骨骨延長術は4例に行われBayne分類type2,type

3がそれぞれ2例であった．全例で手関節内反変形の矯正が施行され,3例に尺骨骨延長を必要とした．

骨延長には生田式,HoHmannmim延長創外固定器を用いた．

【成績】先天異常手に対する骨延長量は平均12mm,延長率（延長量／延長前の骨長）は平均51%で

あった．17例中2例に延長後に骨移植が必要であった．10歳以上の小児例では骨延長終了前後に骨端

線閉鎖が生じ，それ以降の骨成長は認めなかった．7歳以下の幼児例でも骨延長は安全に施行できた

が，疾患により延長骨の骨端核が出現せず，延長終了後に同一手内で他骨との成長差を生じ，手の

形態が変化した症例があった一方，僥側列形成不全に対する榛骨延長量は平均28mm,延長率は平

均79％であった．内反変形は術前より改善したが，複数回の骨延長が必要であった．4例中，1例で4

回目の骨延長部に癒合不全を生じ,他の1例で一度獲得した僥骨遠位部が再吸収される症例を認めた．

【結論】延長後の骨成長は疾患により違いがあり個々の疾患と成長を考慮したうえで手術時期を決定

する必要がある．また僥側列形成不全症では一度延長し獲得した骨が再吸収されてしまうことがあ

り，今後さらなる治療法の検討が必要である．
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強度実験によるアキュトラックミニスク

リューの力学的分析～骨折位置による影

響を中心に～

MechanicalAnalysisofAcutrakMiniScrew

'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，田中寿－2，藤岡宏幸2，

奥野宏昭2，常深健二郎2

【はじめに】Acutrakminiscrewはテーパーシ

ルエット，フルスレッドの独特のデザインで近

年舟状骨骨折に用いられる代表的な骨接合材料

である．そこで本スクリューの強度実験を行い，

強度特性の分析・検討を行った．

【対象と方法】Screw長は舟状骨で最もよく用い

られるであろう22mmを選択した.SAWBONES

#1522-03を使用し,2つに分割して模擬骨折モデ

ルを作成した．骨折部の位置による強度変化を

検討するため，分割位置はScrew中心を基準に

計9ケ所設定した．手技書の手順通りに+2mm

長すなわち24mmのテーパー型ドリルで下穴を

あけた後，専用ドライバーで挿入した.5Inm/

秒で完全に脱転するまで引き抜き，島津社製

AutographAG-1で最大引き抜き強度を測定し

た．測定は各5回ずつ行った．対照実験はメイラ

社DTJscrew22mmを使用した．

【結果】引き抜き強度は骨折部がScrew中心にあ

る場合で226.8Nであった．骨折部が中心より外

れるほどに強度は減弱し，骨折線から遠位7mm

で56N,近位7mmで41.2N(36-46)であった．

対照のDTJScrewでは全域にわたりほぼフラッ

トな強度特性を示した．

【考察】Acutrakminiscrewはフルスレッドスク

リューであるため，その強度は骨組織と接触す

るスレッドの数に依存する．骨折部がスクリュー

中央に存在する場合は最大強度が獲得できるも

のの，骨折部が偏在する場合，接触長の短い方

の強度となってしまい，中央からの距離に反比

例して強度が減弱する傾向が認められた．舟状

骨腰部骨折のように中央の骨折では十分な強度

が望めるが，近位部骨折の様に骨片長が短い場

合には強度が減弱することが考えられた．

【結論】Acutrakminiscrewは骨折部の偏在によ

り，強度の変化が大きい．特に舟状骨近位部骨

折の様に小骨片を伴う骨折では強度が極端に弱

くなるため，使用には注意が必要である．

2-5-2

強度実験によるアキュトラックミニスク

リューの力学的分析～テクニカルエラー

による影響を中心に～

MechamcalAnalysisofAcutrakMiniScI巳w

'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，田中寿－2．藤岡宏幸2，

奥野宏昭2．常深健二郎2

【はじめに】Acutrakminiscrewはテーパーシル

エット，フルスレッドの独特のデザインで舟状

骨骨折に用いられる近年の代表的な骨接合材料

である．本研究では手術時のテクニカルエラー

モデルを作成し，強度分析・検討を行った．

【対象と方法】Screw長は舟状骨骨折で最も用い

られるであろう22mmを選択した.SAWBONES

#1522-03を使用し,2つに分割して模擬骨折モ

デルを作成した．モデル1:手技書の手順通り

に+2mm長すなわち24mmのテーパー型ドリ

ルで下穴をあけた後，専用ドライバーで挿入し

たScrewを挿入し過ぎた場合のテクニカルエ

ラーを想定し，適正位置からさらに1回転，2回

転と余分に挿入し再び元の位置に巻き戻す操作

を行った．モデル2:下穴ドリル操作時のテクニ

カルエラーを想定し，下穴長は標準の+2mmに

加え+4mm,+5mm,+6mmで作成した．ま

たSAWBONESの分割位置はScrew中心を基準

に計9ヶ所設定したモデル1,2とも5mm/秒で

Screwが完全に脱転するまで引き抜き，島津社

製AutographAG-lで最大強度を測定した．測定

は各設定について5回ずつ行った．対照実験はメ

イラ社DTJscrew22mmを使用した．

【結果】モデル1では一回転巻き戻しで8.8％，2

回転では13.5％の強度低下を認めた．モデル2

では骨折線がスクリュー中心にある最大強度で

標準の+2mmでは226.8Nであったのに対し＋

4mmでは114.4N,+5mmは69.4Nで,+6mm

で50.4Nと著しく低下したまた各設定ともスク

リュー中心から外れるほど，さらに強度が減弱

した．

【考察】下穴長が強度に強く影響する結果を認め

た．本スクリューの下穴ドリルはテーパー形状

であり，深く挿入すると下穴径が大きくなるた

めと考えられた．しかしながら，付属機械には

これを防止するストッパーなどの安全機構がな

く，手術時には慎重な操作が必要である．
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TheLongAxisandCentralZoneoftheScaphoid

GeneratedbyAnalysisofThree-dimensional

ReconstructionsofComputed~Ibmographylmages

○YangGuo,GL.Tian,SLChen

DepartmentofHandSurgery,BeijingJishuitanHospital,Beijing,China

Weestablishedthemaximumlength,thepositionofthelongaxisandcentralzoneofthescaphoid

fromthreedimensionalreconstructionsofspiralcomputedtomographyin30pairsofwristsbyusing

simulatingandplanningorthopaedicsurgerysystem.Thedistancebetweenanytwopointsonthe

three-dimensionalscaphoidsurfacemodelwerecalculated.Themaximumvalueofthesedistances

andcorrespondingcoordinatesofthetwopointsweredocumented.Thelongaxiswasdetermined

bydrawingalinebetweenthesetwopoints.Thelocationofthedistalpointwasatthecentralupper

portionofthescaphoidtubercle,withtheproximalpointofthelongaxislocatedatthedorsalridge

ofthescapholunatefacet.Themeanlengthwas29.3(SDl.6)mmfbrmenand26.6(SD1.8)mm

fbrwomen.Acentralzonewasalsoestablishedbygeneratingasurfacemodellocatedacertain

distanceinsidetheoriginalscaphoidsurfacemodel.Thedimensionandgeometryofthecentralzone

showedthatthescrewaxiscouldnotpossiblybecompletelycontainedinthiszonewhilethescrew

purchasedsubcondralboneofbothproximalanddistalpoles.

４
月
お
日
第
５
会
場
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舟状骨骨折の受傷機転と転位方向につい

ての検討

AnalysisbetweentheCausesofInjuriesandthe

DisplacementPattemsofScaphoidractures

中日病院名古屋手の外科センター

○高橋明子，中村蓼吾，中尾悦宏，

西塚隆伸

【はじめに】舟状骨骨折は日常しばしば遭遇する

外傷で手関節の背屈強制により発症する場合が

多いとされてきたまたその骨折転位方向につ

いて中村らはvolartypeとdorsaltypeの存在を

報告した．今回我々は舟状骨骨折の受傷機転と

骨折型との関連について調査し検討した．

【対象および方法】2005年7月から2010年8月ま

で，当院で加療した舟状骨骨折のうち，術前の

Xp,CT(MPRまたは3D)像が得られ，結節骨

折や粉砕骨折などを除く46例47手（男43例，女3

例，平均年齢29.7歳右26手，左21手）を対象と

した受傷から撮影までの日数は1日から15年で

あった．これらをvolartype,dorsaltypeに分

類し，受傷機転と検討した

【結果】受傷機転について，転倒（スポーツ中

の転倒を含む)21手(44%),バイク・自転車事

故10手(21%),パンチング4手(9%),転落4手

(9%)，その他7手(15%),不詳l手(2%)であっ

た骨折方向についてはvolartype31手(70%),

dorsaltypel3手(28%),不詳l手(2%)であっ

た．受傷機転と骨折型について検討すると,転倒：

voraltypel4手(67%),dorsaltype6手(29%),

不詳l手（4%)，バイク・自転車事故:voral

type9手(90%),dorsaltypel手(10%),パン

チング:voraltype4手(100%),転落:voral

typel手(25%),dorsaltype3手(75%),その他：

voraltype5手(71%),dorsaltype2手(21%),

不詳:voraltypel手(100%)であった．受傷時

の手関節肢位について明確な記録があったのは5

手（掌屈4手，背屈1手）のみであった．

【考察】骨折転位方向はvolartypeが70%を占め

た．また，パンチング例では全4手がvolartype

であった．従来舟状骨骨折は手関節背屈位での

外傷とされてきた今回の結果や起きやすい転

位方向を考えると，転倒受傷したvolartypeの

中には掌屈位や中間位での受傷もあるのではな

いかと推察された．

2-5-5

舟状骨骨折に対するスクリュー固定術の

成績～骨折型間の比較～

OutcomeofScrewFixationofScaphoidFractures

-ComparisonbetweenFractureTypes-

'京都地域医療学際研究所附属病院整形外科，

2京都府立医大大学院運動器機能再生外科学(整

形外科）

○辻原隆是12，藤原浩芳2，久保俊一2

【目的】舟状骨骨折に対する経皮または小切開に

よるスクリュー固定術の成績は良好であり，そ

の適応範囲は新鮮例から陳旧例へと広がってい

る．今回，われわれは本術式の術後成績を骨折

型間で比較検討した

【対象および方法】舟状骨骨折に対するスク

リュー刺入方向には近位背側からの刺入と遠位

掌側からの刺入があるが，当科ではスクリュー

の至適刺入方向を決定するため，2003年より舟

状骨の長軸CTを用いている．今回，長軸CT

を用いて本術式を施行した舟状骨骨折64例中，

経過観察可能であった60例を対象とした．これ

らを初診時の単純X-Pにより，骨折部が線状で

ある群(L群）と骨折部が襄胞状である群(C

群)の骨折型に分類した.L群は41例で男性33例，

女性8例，平均年齢は23.7歳，平均経過観察期間

は4.2ヵ月であった.C群は19例で男性18例，女

性l例,平均年齢20.1歳平均経過観察期間は5.8カ

月であった全例骨移植を併用せず，術後1週間

外固定を行ったこれら両群に対し，受傷から

手術までの待機期間，骨癒合の有無，骨癒合ま

での期間を比較検討した．

【結果】平均待機期間は,L群15.8日,C群79.6日

と有意差を認めた(p<0.01).L群はl例を除き

骨癒合が得られた．骨癒合までの期間は平均13.3

週であった．一方,C群も1例を除き骨癒合が得

られた．骨癒合までの期間は平均19.5週であり，

L群と比較して有意に期間を要した(p<0.01).

【考察】舟状骨骨折は，種々の要因により受傷か

ら初診まで期間を要するなど待機期間が長くな

る傾向にあり，骨折部に嚢胞状変化を認める例

も少なくない．そのような例でもスクリュー固

定のみで骨癒合を得ることができるが，骨癒合

を得るまでには期間を要することに注意する必

要がある．また，今回の骨癒合不全例の原因と

してL群は第三骨片の存在を,C群は早過ぎる

運動復帰を考えた．
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ﾖ次元硬組織の再生誘導における現状と臨床応用への展望

UPdateoftheBoneandCartilageTissuewith3DimentionMorPhology

磯貝典孝

近畿大学医学部形成外科

われわれは，これまで組織工学の手法を用いて，骨・軟骨組織の再生誘導の実用化に向けた基礎

的および臨床的研究を進めてきた．骨・軟骨組織の再生誘導では，主に免疫不全マウスモデルを用

いて，（1）指骨および骨，関節軟骨，靭帯の複合組織から構成される指骨・指関節の再生誘導，お

よび（2）長期の形状維持を目指したヒト耳介形状軟骨の再生誘導を試みてきた．

まず指骨の再生誘導研究では，生分解性ポリマーP(LA-CL)を改良し，高い力学的強度と骨伝

導能を有するハイドロキシアパタイト粒子(HA)を付加した新しい骨誘導型の生分解性ポリマーを

開発した．この骨誘導型生分解性3次元高分子(HA-P(LA/CL))に，異なる部位より採取した骨膜

および培養軟骨細胞を付加してヒト指骨モデルを作成した．これを免疫不全マウスに移植して，指

骨と関節軟骨から構成される複合硬組織の再生誘導を試みた．その結果,HA粒子を組み込んだ骨誘

導型生分解性3次元高分子は，骨膜による骨形成を促進し極めて有用であることが判明した(Tissue

engineermg,2009).また，骨膜は骨形成細胞の供給源として骨形成に深く関与するのみならず，採

取部位によって異なる骨形成能を有していたさらに骨膜は，関節軟骨細胞の成熟過程や指骨の成

長にも深く関与していることが示唆された.現在,この骨再生誘導の基盤技術を顔面骨骨折の治療(眼

窩吹き抜け骨折の骨欠損部における新生骨誘導）に臨床応用し良好な長期成績を得ている(J.Cranio-

maxillofacialSurgery,2010,AmalsofPlasticSurgery,2010).

次ぎに，ヒト耳介形状軟骨の再生誘導研究では，これまでの研究基盤をさらに大動物の自家移植

モデルに発展，展開して，細胞・生分解性ポリマー複合体から，臨床応用を可能とする3次元形状

軟骨組織の再生誘導の技術開発に挑んでいる．

今回は，これら3次元硬組織の再生誘導における現状と臨床応用への展望について報告する．
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静脈穿刺後神経障害は，穿刺が原因か否か？

．-第一報日赤献血事業での末梢総和仮説の検証一

AVempunctuIeisMainReasonfbrPeripheralNerveProblemsafterBloodDonationornot？

-FirstStage:hvestigationSFPDHypothesisatJapaneseRedCrossSociety

○稲田有史1，中村達雄2，諸井慶七郎3，古家仁3，森本茂4
1稲田病院整形外科，2京都大学再生医科学研究所臓器再建応用分野，3奈良県立医科大学麻酔科，

4西大和リハビリテーション病院神経内科

【目的】針差し後におこるCRPSなどのミステリーともいえる難治性瘤痛患者の病態説明には，中枢

性感作が知られ，中枢神経系薬剤投与の論拠となってきた．我々は僥骨骨折後CRPSの末梢総和仮

説を提唱し，病態にもとづく手術的治療を行い良好な結果を得た．この仮説は難治性瘻痛患者の病

態の一つとなり，さらに単一原因の可能性として非特異性筋膜炎が関与することを報告した．今回，

医療者にとって最大の懸案ともいえる静脈穿刺後神経障害の治療において，この末梢総和仮説を論

拠に治療をおこなった．バイアスを除くためにも，日赤輸血センター採血業務後神経障害，神経損

傷に限定し，採血部での穿刺部痛とtinelsignに加え，それ以外の症状を主訴とする複数名の検討を

第一臨床対象とした．3年間に発生した上記主訴の患者10名の，この仮説にもとづいた治療効果

を検討する．

【対象ならびに方法，結果】訴訟例l例を除いた症例は9例（平均年齢49歳)，採血から当院初診

まで，9名は日赤職員同伴で1-35日（平均13日).穿刺部痛から末梢の異常知覚:6例，全員が穿刺

部以外の症状を心配，説明を求めて来院した．手外科一般診察で，自然寛解例2例をのぞく8例に

穿刺部以外に単独あるいは複数での絞抓性神経障害が認められ，その治療をおこなうことで穿刺部

のparesthesiaを含めた瘻痛が全例寛解し（平均65日）遷延例はなく全例が症状の説明に納得した．

【考察】今回我々は，上肢を精査し，穿刺部以外の神経障害の存在を明確に指摘しえた．静脈穿刺後

神経障害には，複数の神経障害がその病態に関与していたが，それが既存のものか合併症であるか

は現時点で不明である．

【結語】日赤輸血センター献血後神経障害に末梢総和仮説をもちいての末梢神経治療は極めて有効で

献血者，献血事業双方に利点がある．
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当院における外来採血に合併した末梢神経障害の調査

InjuryofPeripheralNerveCausedbyNeedlefbrBloodSampUnginOurHospital

○永野裕介，岩崎倫政，船越忠直，西田欽也,三浪明男

北海道大学整形外科

【はじめに】穿刺や採血による末梢神経障害は医事紛争や訴訟に発展する例もあり，近年はマニュア

ルを作成し対応している施設も多い．当院では平成16年から医療安全管理マニュアルを用いて，神

経障害が疑われる場合には整形外科を受診することとなっている．最近5年間の当院における現状を

調査した

【対象と方法】平成17年4月から22年3月の間に当院での外来採血後，症状を訴えた患者の主訴，穿刺

部位，診断，経過を調査した．

【結果】採血者総数は520,637名で，症状申し出があったのは177名（0.034％）・年平均35.4名であっ

た．主訴は痛み，しびれ，腫れ，皮下出血などの他に採血手技などに対する苦情もあった．主治医

の判断により整形外科を受診したのは33名・年平均6.6名であり，神経障害と診断されたのは10名

(0.0019%)･年平均2名であった．穿刺部位と障害神経は，肘前面穿刺による正中神経5名，僥骨神経

3名，外側前腕皮神経1名，手背穿刺による僥骨神経浅枝1名であった全例にビタミンB12製剤が処

方され，平均49.4日（7～124日）で症状軽快し通院終了となっていた．訴訟となった例はなかった．

【考察】本問題に対しては，解剖の理解や穿刺法による予防と，症状出現時の対応が重要であるとさ

れている．当院における5年間の神経障害の発生頻度は比較的低く，予後が悪い例もなく，医療安全

対策に一定の効果があったと考えられる．患者は症状以外の苦情を訴える場合もあるが，整形外科

医は穿刺と症状の因果関係を客観的に判断し，明確な対応と予後などの説明を丁寧に行う必要があ

る．適切な穿刺・採血手技は必須であるが，それでもなお神経障害の完全な回避は不可能であるこ

とを認識し，心理的問題を含めて病院として多方面の迅速な対応が必要である．
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CRPSの病態におけるストレスの影響

InfiuenceofStressonPathologyofCRPS

○尼子雅敏，山元浩治，有野浩司，土原豊一，根本孝一

防衛医科大学校整形外科学講座

【目的】ストレスとは刺激によって生体に生じた歪みの状態であり，適度なストレスは生体の恒常性

に有益な反応をもたらすが，過剰なストレスは有害なストレス反応を発生させ健康を害する．外傷

などに伴う瘻痛は，肉親の離別などのストレスの強い事象をきっかけに，急激に増強・持続し，や

がてCRPSに陥る症例を経験する．そこで，ラット神経因性瘻痛モデルに拘束ストレスを負荷し，

瘻痛や感覚機能への影響を観察した．

【方法】8週齢のWistar系雄ラット41匹を用いた．神経損傷はBennettらによる神経因性痙痛モデ

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．評価は触覚閾値をSemmes-

Wemstemmonofil2unenttestで，温熱覚閾値をHargreavestest(足底の熱刺激に対する逃避潜時）

で行ったまた損傷後8週時に電流閾値("A)を計測した．神経損傷の遠位部の組織学的検討を行っ

た．

【結果】触覚閾値および温熱覚閾値ともにストレス群はコントロール群に比べ有意に低い値が持続し

た(p<0.05).電流閾値も2500,250,25Hzの3条件においてストレス群が有意に低かった(p<0.05).

組織学的には有髄線維の軸索短径に差はなかったが，無髄神経の増生がみられた．

【考察と結論】拘束ストレスは神経損傷後に触覚および温熱覚閾値を有意に低下させたストレスに

よる閾値の低下は，瘻痛過敏やアロディニアを惹起し,CRPSの病態に関与することが示唆された．

ストレスを最小化することでCRPSへの移行を予防することが重要であり，ストレス・コーピング

を組み入れた包括的治療の確立が期待される．
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行動療法と作業療法を主体とした上肢CRPSの治療

BehavioralAppmachandOTfbrCRPSoftheUPperExtrenty

○古町克郎，亀井陽一，佐藤光太朗，西田淳，嶋村正

岩手医科大学医学部整形外科

【目的】瘻痛と心理・情動は密接に関連しており,CRPS患者には患肢に対するpsychological

neglectの存在することが指摘されている．難治とされる本症に行動療法を併用の作業療法を施行し

て良好な結果を得たので報告する．

【方法】対象はIASP(国際瘻痛学会）またはGibbonsの基準によるCRPS29例（男性10例,女性19例，

平均55歳，8-82歳）で,typelは25例,type2は4例である．発症の誘因としてtypelでは僥骨遠位

端骨折，手指・手根骨骨折，打撲，回旋腱板損傷,type2では手根管症候群手術，手指切断，静脈

穿刺がある．当科では治療の第一段階として,作業療法（浮腫コントロール,ホットパック,パラフィ

ン浴，パテー，必要に応じてcockupsplmt),生活指導（温冷交代浴，治療用軟膏の塗布行為を通じ

たセルフタッチ）と瘻痛行動の抑制を主眼とした，行動変容プログラム（本田らに準ずる）をあわ

せて施行した第二段階としてペインクリニック科での薬物チャレンジテスト，心療内科からの抗

篭薬などの投与，などを予定していたが，第一段階で軽快したため施行していない．経過中に当科

での対象患者への手術は2例（手根管開放術，神経腫に対するconduit手術）である.1例では静脈

内局所麻酔下のセラピストによる徒手療法を施行した．ノイロトロピン，プレドニゾロン以外の新

規の薬物投与はしなかった．

【結果と考察】治療終了までの期間は平均7.8カ月（3-25カ月）と時間がかかるものの,VASの改善

は平均47.4mmと良好であった．経過中脱落例は1例である．基礎的な作業療法と生活指導に加えて，

瘻痛行動の抑制と，治療に対する能動性を獲得すること，は重要で有効なCRPSの治療法である．
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外傷または手術後に手部の浮腫，拘縮が遷延しCRPS切迫状態として
治療した症例の検討

ClimcalResultsofImpendingCRPSCases

○成澤弘子，牧 裕，坪川直人，森谷浩治，吉津孝衛

(財）新潟手の外科研究所

【はじめに】上肢の外傷または手術後に手部の炎症，浮腫，拘縮が遷延する症例を少なからず経験す

る．古瀬らはこのような病態を早期RSD(反射性交感神経性ジストロフィー）とし，ステロイド療

法が有用であると報告した．私たちもこのような症例に対して少量のステロイド製剤（プレドニソ

ロン5-10mg/日）を2-3週間とワクシニアウイルス接種家兎炎症皮層抽出液製剤（ノイロトロピン③）

の処方および交代浴を併用したハンドセラピイを行い良好な結果を得ているので報告する．

【対象】2005年から5年間に上肢の外傷または手術後に手部の浮腫，拘縮が遷延し上記の治療を行っ

た45症例，男性14例，女性31例，平均年齢60.3歳を対象とした．早期RSDまたはCRPS切迫状態と

表現して矛盾しない症例が対象である．

【結果】先行するイベントとしては僥骨遠位端骨折関連16例，ばね指，ドケルバン術後7例，手根管

症候群手術後4例，肩関節手術後3例，指神経損傷を伴う屈筋腱損傷術後3例，母指CM関節固定術後

2例，その他10例であった初期治療が他院で行われた症例は29例，自院での発生例は16例であった．

絞掘性神経障害合併5例に神経剥離術が行われた．瘻痛が残存し廃用手となった症例はなかった．

【考察】外傷歴のある患者の遷延する症状を安易にRSD/CRPSによるものと診断すると補償や訴訟

においては問題となる．しかし真のRSD/CRPSは発症すれば患者にとって不幸な結果となり治療者

側においても訴訟などに発展する危険を伴う．したがって予防もしくは早期発見，早期治療が重要

である．本研究の対象症例が治療きれずに放置された場合，真のCRPSに至るものであったか不明

であるが外傷後に浮腫や拘縮が遷延する症例に対して早期治療を行うことは有用であると考えられ

た．
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FactorsAffectingLateDisplacement

followingVolarLockingPlate

OsteosynthesisforDistalRadiusFIactures

SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

DepartmentofOrthopedicSurgery,Korea

○SeungHwanRhee,YoungHoLee,

JiHyungKm,HyukJinLee,HyunSikGong,

GooHyunBaek

Purpose:Volarlockingplateosteosynthesisisa

reliableandpopulartreatmentfordistalradius

fractures,buttherehasbeennoreportsaboutlate

displacementaftervolarlockingplating・Thepurpose

ofthissmdyistoevaluatethefactorsaffectinglate

displacementaftervolarlockingplatingfOrdistal

radiusfracturescnmcallyandradiologically.

Materials:From2007.3～2009．10,108patients

withunstabledistalradiusfracturesweretreatedby

volarlockingplate.Averateageatoperationwas65

yearsand90patientswerefemale.Intheinmnediately

postoperativeandfinalfbllowupradiographs,various

radiologicallandmarksincludmgradiallength,radial

shift,radialinclination,dorsaltilt,metaphyseal

comminution,concontantulnarfracmre,subchondral

screwpositionwereevaluated.Also,clinicalfactors

includingage,sex,osteoporosis,handdominancy

wereevaluated.Thedatawereanalyzedstatistically

andtherelevantfactorsweredetennined.

Results:Therewerel2casesoflatedisplacement

aftervolarlockingplating,andjUstonecaseamong

themmatchedsignificantdisplacementcriteriaof

distalradiusfracture・Subchondralscrewposition

amongtheradiologicalfactorsandosteoporosis

amongtheclinicalfactorsweresuspectedtobe

significantlycorrelatedwithpostoperativelate

displacement・Otherfactorshadnoeffectonlate

fiacmreinstabilityaftervolarlockingplating.

Conclusion:SubchondralsupportasateChnical

factorsandosteoporosisasapatientfactorshouldbe

consideredcarefUllytoavoidreductionfailureafter

volarlockingplateosteosynthesis.

2-5-7

高齢女性における僥骨遠位端骨折術後の

社会復帰に関する因子の検討

TheAnalysisfOrtheFactorswhichlnfluencedthe

RestorationaftertheOperationfOrtheDistalRadius

FracturemtheElderlyWomen

北九州総合病院整形外科

○戸羽直樹

【目的】本研究の目的は，高齢女性における僥骨

遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートに

よる固定術後の，社会復帰の現状を調査し因子

の検討を行うことである．

【対象】対象は当科で加療した50歳以上の女性52

人で平均67歳である．52症例の内容は，右27例，

左25例．骨折型はAOtypeA21例typeB1例，

typeC30例であった．術後3か月でのレントゲン

での矯正損失は，短縮0.4mm,Palmarmt-l.5｡,

Radialdt-0.3.であったCoonyの評価基準では

Excelent51例,Goodl例であった仕事は専業

主婦が44例，事務職4例，販売職2例調理，梱包

作業従事が1名ずつであった．社会復帰はDASH

スコアーの仕事に対する設問4項目すべてが,まっ

たく困難なしと答えた症例を復帰群，他を非復帰

群とした．復帰群は24例（46.2%)，非復帰群は28

例であった．

【方法】復帰一非復帰の2群間において，年齢・

左右差・骨折型・矯正損失・骨密度･HAND20

総計（患者立脚型評価,NPO法人ハンドフロ

ンティア作成）との相関を検討した．また，

HAND20各項目と非復帰群との関連を検討した．

【結果】復帰一非復帰2群において有意に差を認

めた因子は,Hand20総計のみであった．非復帰

となった因子をHAND20による各項目で検討し

た結果，つまみ動作を必要とする項目が上位を

占めていた．

【考察】我々の僥骨遠位端骨折に対する術後成績

ではCoonyの評価では良好な結果が得られてい

ても，術後3か月の時点で満足いく社会復帰がで

きた症例は46.2％であった．主婦を中心とする高

齢女性の症例では，つまみ動作を中心とした手

指機能の早期獲得が必要と考えられた．
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僥骨遠位端骨折ロッキングプレート内固定術
後の上肢機能改善に影響する因子について
InfluenceFactorsforDistalRadialFractureto

ImprovementofDailyLifeafterthelnternelFixation

usmgLockingPlates

'岡山大学病院三朝医療センター整形外科，

2鳥取市立病院整形外科，3笠岡第一病院整形外科

○渡邉益宜l,森下嗣威2．門田康孝2,

橋詰博行3

【はじめに】僥骨遠位端骨折術後の上肢機能の質

的評価を行った報告は少ない．今回，僥骨遠位端

骨折に対するロッキングプレート（以下LP)内

固定術後の症例を対象として，簡易式DASH(以

下DASH)を用いた上肢機能評価の横断調査を

行った．

【対象と方法】2006年6月～2010年4月にかけて鳥

取市立病院で僥骨遠位端骨折に対してLP内固定

術を行った症例中，調査に了解を得て定期的に

上肢機能評価を行った57例：男性7例・女性50例，

25～90歳（平均年齢64.1歳),AO骨折型(type

A35例,typeC22例）を対象とした尺骨骨折

の合併症例は除外した．全例でHenry変法によ

る展開を行った．内固定材料は2006～2009年は

遠位設置型のAcuMed社Aculocdistalradius

plate(n=36),2009～2010年は近位設置型の

Synthes社Extra-A1･ticularLCPDRP(n=21)を

使用した．上肢機能評価はDASHを用い，術後1

週間・1カ月・3カ月時に第3者による計測を行っ

た．術後3カ月時DASH点数の優劣で対象を二

分化し，分散分析を用いて成績に影響する因子

を検討した．調査項目は，骨折型・内固定材料・

DASH亜分類（基本動作･作業能力・社会役割)・

リハビリ開始時期とした．また，術後合併症を調

査した．

【結果】3カ月時DASH点数は，骨折型(P=0.14)

や内固定材料(P=0.69)による相違を認めなかっ

たが，術後1週基本動作(P=0.002)やリハビリ開

始時期(P=0.02)で相違を認めた術後合併症は

正中神経障害を2症例で認め，ともに手根管近位

で正中神経と前腕浅層の腱との繊維性癒着を認

めた．

【考察】僥骨遠位端骨折術後の上肢機能改善には，

骨折型や内固定材料以上に，術後早期の瘻痛や腫

脹に影響することが考えられた．より良い術後機

能改善を得る為には，軟部組織を温存することに

配慮した展開や，術後早期からの機能訓練を行う

ことが必要である．

2-5-9

ComparisonofDepressiveSymptoms

dunngtheEarlyRecoveryPeriodinPatients

withaDistaIRadiusFractureTiPeatedby

VOlarPlatingandCastlmmobilization

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seom,Kolea

○HyunSikGong,JungKyuHuh,CheolHo,Song

YoungHoLee,SeungHwanRhee,

HyukJinLee,JiHyeongKim,GooHyunBaek

Background:Patientswithorthopedictrauma

experiencesubstantialpsychologicalandphysical

morbidities.Weassesseddepressivesymptoms

inpatientswithadistalradiusfracture,andasked

whetherearlyuseofthewristaftervolarplating

reducestheseascomparedwithcastinnnobinzation

duringtheearlyrecoveryperiod.

Methods:Twenty-sixpatientswithadistalradius

fracture,whounderwentvolarplatingandwere

allowedimmediateuseofthewrist,and24patients

treatedbycastimmobilizationfOr6weekswere

prospectivelycomparedwithrespecttodepressive

symptomsatweekO,andat2,6,12,and24weeks

afterinjury,usingtheCenterfOrEpidemiologic

StudiesDepressionScale(CES-D).Physical

morbiditywasassessedusingtheDisabilitiesofthe

Arm,Shoulder,andHand(DASH)questiomaireand

apainNumericalRatingScale(NRS).Multivariate

analysiswasperformedtoidentifyfactorsthat

independentlypredictedCES-Dscoresateachtime

point.

Results:NodifferencesintheCES-Dscores

werefOundbetweenthevolarplatingandthecast

immobilizationgroups,althoughvolarplamggroup

hadmarginallybetterCES-Dscoresat24weeks.

MultivariateanalysisindicatedthatCES-Dscoresat

eachtimewereindependentlyassociatedwithpain

NRSscoresatOand24weeks,andDASHscoresat6

weeks.

Conclusions:Earlyuseofthewristaftervolarplating

wasnotfOundtoreducedepressivesymptomsas

comparedwithcastimmobilizationintheearly

treatmentperiodfOllowingadistalradiusfracture.

PainwasfOundtobeanimportantpredictorof

depression,suggestingthatcautionisneededto

addlesspainduringtheearlyrehabintationperiod.
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OsteoporosisTieatmentThresholdsfor
PatientswithaDistalRadiusFractureas

DeterminedusingtheFRAXandBMD

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicme,Seoul,Kol℃a

○HyunSikGong,JungKyuHuh,CheolHoSong,

YoungHoLee,SeungHwanRhee,

HyukJinLee,JiHyeongKim,GooHyunBaek

Background:GuidelinesfOrosteoporosistreatment

basedonbonenneraldensity(BMD)needequipments

fOrBMDmeasurementandmayhavelowsensitivity

fOrdetectingpotentialcandidatesfOrpreventionof

osteoporosis.Wecomparedthetreatmentthresholds

fOrosteoporosismedicationbasedonafracturerisk

assessmenttool(FRAX)risksandbonenneraldensity

(BMD)resultsinpatientswithadistalradiushactul℃・

Methods:Thedataofll6consecutivewomenaged50-

89years(mean65years)withadistalradiusfracture

werecollatedtoidentifyclinicalriskfactors,which

wereinsertedmtotheFRAXalgorithmtocalculatelO-

yearfifacturerisks・Proportionsofpatientsindicated

fOrosteoporosismedicationbasedonBMDaloneand

basedonFRAXrisksweredetermined_

Results:Ofthell6patients,38%neededosteoporosis

medicationbasedonBMDalone,and41%were

indicatedfOrtreatmentbasedonFRAXplusBMD.

Theseproportionswelcnotsignificantlydifferent(p=

0.481).However,56%ofpatientswereindicatedfOr

treatmentbasedonlRAXexcludingBMD,whichwas

significantlylargerthantheproportiondetenninedby

BMDalone(p=0.001)orIRAXplusBMD(p=0.003).

Conclusions:Significantlymorepatientswitha

distalradiusfracturewereindicatedfOrosteoporosis

treatmentbyFRAXexcludingBMDthanbyBMD

aloneorFRAXplusBMD.Becausepatientswitha

distalradiusfracmrehaveahigherriskofsubsequent

fracture,FRAXcouldbeusedtomoresensitively

detectpotentialcandidatesfbrpreventativetreatment

ofosteoporosisinprimarysettingswithoutBMD
measurement．

2-5-11

僥骨遠位端骨折術後の前腕回内外トルク

が手関節機能評価に及ぼす影響

nleh伽enceofthePronationandSupmationTorqueto

theRlnctionalEvaluationaherTreatmentofDistalRadius

Fracmre

星ケ丘厚生年金病院整形外科

○蒲生和重，樋口晴久，栗山幸治，

上杉彩子，河井秀夫

【目的】僥骨遠位端骨折術後の評価において前腕

回内外の可動域は重要な因子の一つであるが，

そのトルクの評価はされていない．今回我々は

術後の前腕回内外トルクを測定し，手関節機能

評価に対する影響を調査したので報告する．

【方法】2009年9月から2010年6月までに僥骨遠位

端骨折に対し掌側ロッキングプレートを用いて

手術治療し，術後6ヶ月間追跡可能であった26

例（男性8例，女性18例）を対象とした．手術時

平均年齢は56.5歳であった．骨折型はAO分類で

A2:7例,A3:3例,B3:1例,Cl:4例,C2:9例,C3:2

例であった．前腕回内外トルクは，術後6ヶ月

時点でサイベックス社製サイベックスノームを

用い角速度120｡/秒でピークトルクを測定した．

術後6ケ月時点における手関節および前腕の可動

域（健側比)，握力（健側比)，そして術後機能

評価法としてDASH,PRWE,Cooneyの評価，

新日手会評価を調査し，前腕回内外トルク（健

側比）に対する相関について統計学的に分析し

た．

【結果】前腕回内トルクは健側比89.8％（健側平

均4.83Nm,患側平均4.34Nm)であり，前腕回

外トルクは健側比98.2％（健側平均4.05Nm,患

側平均3.98Nm)であった．手関節可動域は掌屈

健側比89％，背屈健側比91％であり，前腕可動

域は回内健側比95％，回外健側比98％であった

握力は健側比90％であった.DASHは平均8.18,

PRWEは平均7.93,Cooneyの評価は平均81.5,

新日手会評価は平均969であった.DASHに対

して前腕回内トルク（健側比）は弱い相関を認

め(p<0.05,r=-0.389),前腕回外トルク（健側比）

は中程度の相関を認めた(P<0.05,r=-0.420).

前腕回内外トルク（健側比）はその他の術後機

能評価法と相関を認めなかった

【考察】前腕回内外トルクはDASHとの有意な

相関を認め,DASHに影響する一つの因子と考

えられた．
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高齢者Colles骨折に対する手関節背屈位

ギプス固定の治療成績～保存療法の有用
性について～
ClinicalResultsofCastFixationmDorsinesionfbrDistal

RadiusFracmre;EffectivenessofConservativeTreatment

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科

○井上悟史，百名克文，玉置康之，

田中康之，栗山新一

【目的】高齢者Colles骨折に対する手関節背屈位

ギプス固定の治療成績を検討したので報告する．

【方法】手関節背屈位ギプス固定は，遠位骨片ま

たは手根骨を背側から圧迫し，前腕掌側にカウ

ンターを加えることによりpalmartiltを獲得す

る．また，手関節を背屈位でmoldmgし，手指

の運動を促し拘縮を予防する．対象は平成18年8

月から平成22年10月まで，当院でColles骨折に

対して，手関節背屈位ギプス固定にて治療した

60歳以上の13例13手で，受傷時平均74.2歳（64

～96歳)，男性2例，女性ll例，平均経過観察期

間は47週（8～130週),AO分類はA2が6手，

A3が3手,C1が2手,C2が2手であった．初回の

み血腫内麻酔を行い，透視下に整復・ギプス固

定をした．その後はギプスが緩めばそのつど巻

き替えを行い，固定期間は4週間とした検討項

目はレントゲン評価，可動域・握力，機能評価

はDASHscoreを用いて行った．

【結果】palmartiltは健側平均12.3｡,整復前

-22.9.,骨癒合後10.3.と良好な整復位を維持で

きたulnarvarianceは健側平均0.7mm,整復

前2.5mm,整復直後0.8mm,骨癒合後2.9mmと

plusvarianceになる傾向があった可動域・握

力の健側比率の平均は，掌屈84％・背屈88％・

回内98％・回外95％，握力70％であった.DASH

scoreは平均8.5点と概ね良好な結果であった

【考察・結論】本治療法はulnarplusvarianceに

なりうるが,palmartiltは概ね維持できた．高

齢者に対しては機能障害を残しにくく，有用な

治療法であると思われた．

2-5-13

僥骨遠位端骨折に対する手関節背屈位固

定の整復位保持効果
LossofReductioninDistalRadiusRacturesImmobilized

byWristDorsiflexionCast

江戸川病院整形外科

○ 高 畑 智 嗣

【目的】手関節背屈位固定が僥骨遠位端骨折の

volartilt(VT)を保持する効果を検証する．

【対象】麻酔下に徒手整復し手関節背屈位で4週

間ギプス固定した背屈型僥骨遠位端骨折73例の

うち，骨癒合時のVTが14｡以上の過矯正例を除

いた73例を対象とした．女性:59例，男性:14例．

年齢は17～84歳（平均62.6）であった.AO分

類のA22:10例,A3.1:1例,A3.2:47例,C2.1:3例，

C3.1:3例,C3.2:9例であった．

【方法】初診時，整復直後，そして骨癒合時の

VTを計測し，検討1では初診時のVTの値の大

小で症例を4群に分けた．検討2では整復直後の

VTの値で3群に，検討3では骨癒合時のVTの値

で3群に分け，それぞれ各群の各時期のVTの平

均値を比較検討した．

【結果】検討l.初診時VT:-30.以下群12例の骨

癒合時VTは平均l.3｡であった．初診時VT:-

29～-20.群30例の骨癒合時VTは平均-3.0.で

あった初診時VT:-19～-10.群18例の骨癒

合時VTは平均0.4.であった．初診時VT:-9．

以上群13例の骨癒合時VTは平均-0.9.であっ

たすなわち，初診時のVTの大小は骨癒合時

のVTの大小に影響しなかった．検討2.整復直

後VT:0.以下群20例の骨癒合時VTは平均-6.4.

であった．整復直後VT:1～10.群43例の骨癒合

時VTは平均-0.4.であった．整復直後VT:11．

以上群10例の骨癒合時VTは平均6.6.であった．

すなわち，整復直後のVT良否は骨癒合時VT

の大小に影響した．検討3．骨癒合時VT:-10｡

以下群14例の整復直後VTは平均0.5．であった．

しかし整復2週後と4週後のVTはそれぞれ平均

-4.0.と平均-10.8．であった．すなわち骨癒合

時VTが悪かった症例は，整復後2週以降のVT

悪化傾向を抑制できなかった症例であった．

【結論】手関節背屈位固定は良好に整復された

VTを保持する効果が大きいが，悪化したVTを

保持する効果は小さいと思われた．
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術後早期からのノイロトロピン投与が

榛骨遠位端骨折の臨床成績に与える影響

DoesTakingNeurotropinaffectClinicalOutcomeof

DistalRadiusFracture？

'名古屋大学医学部手の外科学，2中日病院手の

外科センター

○夏目唯弘1，岩月克之1,加藤宗-1,

西塚隆伸'2，平田仁】

【目的】僥骨遠位端骨折症例に対しノイロトロピ

ンの早期投与を行いCRPSの発症など臨床成績

に与える影響を調査した．

【対象・方法】2008年4月から2010年7月に当院及

び関連他施設において僥骨遠位端骨折に対し掌

側ロッキングプレートを用いて治療し，12週以

上フォロー可能であった69例を対象とした．ノ

イロトロピン服用群(A群：術翌日よりノイロ

トロピン服用2週間開始）とノイロトロピン非服

用群(B群）に分け検討を行った．調査項目と

してレントゲンパラメータ，関節可動域，術後

合併症の有無(CRPS含む),指周囲径・上肢能

力質問表(HAND20:PainVAS含む)･握力・

ピンチカを調べた．

【結果】両群の患者背景で年齢・受傷日から手術

日までの期間・男女比・術直後レントゲンパラ

メータに差は見られなかったが,A群で関節内

骨折の比率(p<0.05)と利き手の受傷率(P<

0.05）が高かった．レントゲンパラメータの矯

正損失，関節可動域，指周囲径は両群に差は見

られなかった.CRPSの発症についてはA群1

例(2.3%),B群2例(8%)と差を認めたが統計

学的有意差は認めなかった(P=0.3).HAND20

(total)では4．8週ではA群が不良であった

が，各項目別に検討するとPainVASとmental

healthの3項目のみはA群の方がやや良好である

ことが分かった．握力については4週時にA群

が不良であったが経過とともにA群ほうが回復

良好であった．ピンチカについては4．8週時で

は両群に差は見られなかったが12週時ではA群

が良好であった．【考察および結論】ノイロトロ

ピン投与群はCRPSの発症を抑制する結果とは

ならなかったが，投与群の骨折型が重症の比率

が高いためかHand20(total)が不良であったに

もかかわらず痛みスケールに関しては良好であ

り，ノイロトロピンの早期投与は臨床的にも有

用である可能性が示唆された．

2-5-15

僥骨遠位端骨折例に対する掌側ロッキングプ

レート固定術後の手関節早期他動運動療法

EarlyPassiveMobmzationoftheWristafterDistalRadius

FracmreTreatmentwithVolarLockingPlateSystem

'愛野記念病院リハビリテーション部，2愛野記

念病院整形外科

○田崎和幸'，野中信宏1,貝田英二2,

宮崎洋一2，青山隆2

【目的】我々は，僥骨遠位端骨折例に対して手関

節運動による矯正損失を可及的に防止するため，

徒手的に手関節部を遠位方向に牽引した状態で

行う手関節早期他動運動療法(以下,本法)を行っ

ている．現在主流となった早期運動療法が可能

な掌側ロッキングプレート固定術例においても

同様に本法を用いており，今回その成績を報告

する．

【対象と方法】2007年からの3年間に当院で掌側

ロッキングプレート固定術後に本法を併用して

後療法を行った男性21例23手，女性66例67手を

対象とした．平均年齢65.7歳,AO分類A2:6

手,A3:17手,B3:7手,C1:26手,C2:24

手,C3:10手であった．本法開始時期は平均

術後1.0週であった．方法として本法開始後の

経時的な手関節自動・他動掌背屈可動域の健側

比,X線評価では本法開始前と最終時のradial

mclination,volartilt,ulnarvarianceを調査した．

なお両手骨折例では健側可動域の平均値と比較

した．

【結果】本法開始後1週2週，4週，8週経過時の

健側比は，自動背屈は72.3％，80.2％，86.2％，

94.8％で，他動背屈は84.7％，87.9％，93.4％，

978％であった．自動掌屈は73.7％，77.0％，

82.0％，88.7％で，他動掌屈は80.4％，86.1％，

89.9％，94.8％であった.X線評価では,radial

inclina廿on平均0.1度,volartilt平均0.2度,ulnar

variance平均0.05mmの僅かな矯正損失を認め

た．また矯正損失を認めた7手中4手は掌側転位

型であった

【考察】本法では，開始初期に急激な可動域改善

を示すと共にその後も良好な改善経過が認めら

れた．矯正損失は諸家の報告より軽度であり，

本法は有用な運動法と考えられた．今後矯正

損失が高率に発生した掌側転位型に対する運動

方法について検討が必要と考えられた
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僥骨遠位端骨折術後の手関節動態撮影に

よる掌背屈運動の検討

RadiologicalSagittal!WristMotionafterOperative

TYeatmentofDistalRadiusractures

星ヶ丘厚生年金病院整形外科

○ 栗山幸治，蒲生和重，樋口晴久，

上杉彩子，河 井 秀 夫

【目的】僥骨遠位端骨折術後に手関節の動態撮影

を行い掌背屈制限の原因を検討することを目的

とした．

【対象と方法】掌側lockmgplateを用いて手術

加療を施行した僥骨遠位端骨折のうち，抜釘時

に手関節動態撮影を施行した36例（男性8例，女

性28例）を対象とした．手術時平均年齢60(27

～84）歳，骨折型はAO分類でA2:2例,B3:1

例,Cl:18例,C2:7例,C3:8例であった．術後

6ケ月の時点で両側の手関節動態撮影を行い，僥

骨第2中手骨間角度を手関節掌背屈角度とした

健側と可動域を比較し80％未満の症例について，

僥骨月状骨間角度(RL),僥骨舟状骨間角度(RS),

有頭月状骨間角度(CL)を測定し，またRLと

RSから舟状月状骨間角度(SL)を計算した．

【結果】36例の健側比掌屈は平均79%，背屈は

平均90％であった．掌屈80％未満は20例，背屈

80％未満は7例であった．掌屈80％未満となった

20例について9例はSLが健側より増加し（掌屈

SL増加群),11例はSLが健側より減少した（掌

屈SL減少群).掌屈SL増加群は掌屈SL減少群

に比べ,RLが有意に小さく，逆にCLが有意に

大きかったRSについては掌屈SL減少群が小

さい傾向にあった．背屈80％未満となった7例は

健側に比べてRL,RS,CLがいずれも低下する

傾向にあった．

【考察】RLを僥骨手根関節の動き,CLを手根中

央関節の動きとすると，掌屈制限には月状骨の

掌屈制限が主となり'僥骨手根関節での制限が強

い例（掌屈SL増加群）と舟状骨の掌屈制限が主

となり手根中央関節での制限が強い例（掌屈SL

減少群）があると考えられた．背屈制限につい

ては，僥骨手根関節と手根中央関節で生じてい

ると考えられた．

2-5-17

尺骨茎状突起骨折に対する吸収ピンによ

る治療

BioabsorbablePmRxationfbrUharStyloidFractulEs

'駒沢病院整形外科，2金子整形外科

○吉川泰弘'，齊藤毅1，別所祐貴'，

市川亨2

【目的】われわれは僥骨遠位端骨折に合併する尺

骨茎状突起基部骨折に対し，遠位僥尺関節の不

安定を有する場合にはKirscmer鋼線と軟鋼線

を使用したtension-bandwiring法による内固定

術を施行してきた．しかしながら,この方法は

鋼線端による皮肩や伸筋腱に対する刺激症状を

きたすこともあるため，原則的には抜釘が必要

と考えている．今回，尺骨茎状突起骨折に対し

て吸収ピンによる固定術を行い，その治療成績

とともに抜釘を必要としない方法としてその有

用性について検討したので報告する．

【対象と方法】症例は13例（男3例，女10例）で，

平均年齢は63歳（22～83歳）であり，術後経過

観察期間は平均9.3ヵ月（5～24カ月）であった．

僥骨固定後に尺骨茎状突起骨折をtension-band

wiring法に準じて吸収ピン(SUPERFIXORB)

1本と2-0糸(FiberWire)2本による締結固定を

行った．術後成績として瘻痛，関節可動域，遠

位僥尺関節の不安定性について,X線評価とし

て骨癒合，吸収ピンの変化について検討した

【結果】骨癒合は12例に得られ，回内／回外は平

均86／82度，茎状突起の圧痛は2例に軽度みら

れたが，運動時痛，遠位僥尺関節の不安定性は

なかった．抜釘を含む追加処置は僥骨では鋼線

固定の1例のみで，ロッキングプレート固定例

では行わず，また尺骨では行わなかった．

【考察】吸収ピンはKirscmer鋼線に比べ強度が

弱いながらも，抜釘が必要ない利点を有するた

め様々な骨折での使用が報告されている．今回

の尺骨茎状突起に対する使用においても折損例

はなく，最終調査時まで完全吸収されずにX線

像で確認可能であった．僥骨プレートと合わせ

て抜釘を希望しない患者に対しては利点が生か

されていた．

【まとめ】尺骨茎状突起骨折に対する吸収ピンを

使用した手術法は，抜釘を必要としない方法と

して有用と考える．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に対するcIosing
wedgeosteotomyにおける尺骨茎状突起
骨折偽関節例の検討

UInarStyloidNonunionofRadiusDistalFracture

MalumonwithClosingWedgeOsteotomy

'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

○小笹泰宏1，和田卓郎2，射場浩介2，

金谷耕平2，青木光広3

【目的】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closmgwedgeosteotomyを

施行した症例における，尺骨茎状突起骨折偽関

節(USNU)に注目し検討したので報告する．

【方法】僥骨遠位端骨折変形治癒に対し同術式

を施行しフォローが可能だった13手（背屈型ll

手，掌屈型2手）を対象．女性9手,男性4手,平

均年齢は55.4歳．まず，術前のUSNUの有無で

臨床成績（可動域，握力,modifiedMayowrist

score,DASHscore)に差が見られるかを，つ

ぎにUSNUの骨癒合の有無が偽関節部位，術前

後の転位の程度，尺骨短縮量，術後のVT,m,

UVに関与がみられるか統計学的解析を行った．

【結果】術前,USNUを合併した症例は9例であっ

た．術前の手関節可動域は合併例で屈伸95.2.,回

内外127.7｡,非合併例でそれぞれ106.3｡,127.5.で

あった．握力は合併例で健側比53.7％，非合併例

で67.4%,Mayowristscore,DASHscoreは合

併例で40.6,50.0,非合併例でそれぞれ45.9,49.7

といずれも有意差を認めなかったUSNUのう

ち骨癒合した症例は3例で矯正骨切り術後平均

5.7カ月で骨癒合した骨癒合例は全例基部での

骨折であり，術前，術後の転位はそれぞれ1mm,

1mmで非骨癒合例の2.3mm,3mmと有意差は

ないものの少ない傾向が見られた．尺骨短縮量

は骨癒合例で10mm,非骨癒合例で9.5mmと有

意差が見られなかった.VT,RI,UVは骨癒合

例でそれぞれ12｡,22｡,0.7mm非骨癒合例で10.2｡,

14.2｡,0mmで有意差が見られなった．

【考察】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突

起骨折の骨癒合の有無は，臨床成績に影響しな

いという報告が散見される．変形治癒において

も同様に臨床成績には影響が見られなかった

USNUが矯正骨切り術により骨癒合した症例は

茎状突起基部での骨折例であり，転位が少ない

方が骨癒合する傾向にあった．

2-5-19

尺骨茎状突起骨折専用プレートUSI-Plate

を用いた手術成績の検討

SurgicalResultsofmnarStyloidhnpactionPlateFixation

fbrUharStyloidFractures

城東社会保険病院整形外科

○斉藤忍，芝山昌貴

【目的】尺骨茎状突起骨折は単独で発症すること

は稀であるが，僥骨遠位端骨折に合併すること

は多々あり，なかには遠位僥尺関節の不安定性

を伴うものもある．我々はこのような症例に対

し尺骨茎状突起骨折専用プレートであるUlnar

StyloidlmpactionPlate(USI-Plate)を用い茎状

突起の固定を行っており，今回はその手術成績

について報告する．

【対象と方法】対象は僥骨遠位端骨折を伴った尺

骨茎状突起新鮮骨折17例18手関節（男性3

手関節,女性15手関節),平均年齢63.2歳で，

これらの症例に対しUSI-Plateによる固定を行っ

た．また榛骨遠位端骨折に対しては,Kirschner

鋼線固定を行ったl手関節以外は掌側ロッキン

グプレートを用い固定した．後療法は，全例術

翌日より手関節可動域訓練を行った

【結果】遠位僥尺関節の不安定性が残存した例は

なく，プレート直上の圧痛を1手関節に，手関

節運動時痛を8手関節に認めたが，ともに重度

のものではなかった．平均回外角87．，回内

79．，握力健側比は77．3％であった．骨癒

合は15手関節で得られた．

【考察】榛骨遠位端骨折に対しては，掌側ロッキ

ングプレートなどにより強固な固定が行われる

のに対し，尺骨茎状突起骨折に対する固定法と

しては,tensionbandwiring法などwireによる

固定がいまだ主流である．今回我々が使用した

プレートは，尺骨遠位端部の形状に合ったもの

で，先端がフックになっており茎状突起骨折遠

位骨片を直接引っかけて固定でき，厚さ1mm

と薄く皮層刺激症状が少なく，今回の結果にお

いてもプレート直上の痛みを訴えたのは1例の

みで，遠位僥尺関節の不安定性を呈した例はな

かったことより，僥骨遠位端骨折に合併した尺

骨茎状突起骨折に対する手術法として有用な方

法と考えられた．
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生体内吸収性プレートを用いた尺骨遠位
端骨折の治療成績
ClinicalResultsofDistalUInaFracturesWith

BioabsorbableOsteosynthetichnplants

'産業医科大学整形外科，2香川労災病院整形外科

○村井哲平1,酒井昭典1,大茂壽久1,

高田真一2，森谷史朗2

【目的】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位端骨折の

治療法には,Kirsclmer鋼線や螺子，チタン製プ

レートなどが使用きれ，特に近年ではロッキン

グプレートの報告が散見される．我々は生体内

吸収性プレート(SuperFixsorbMX40Mesh,ジヨ

ンソンエンドジョンソン，タキロン）を用いて

治療している．その臨床成績について，チタン

製プレートと比較検討した

【対象】2004年11月より2010年6月までに手術を

行った尺骨遠位端骨折20例を対象とした．男性2

例，女性18例，平均年齢は71.5歳，平均経過観察

期間は8ヵ月であった．

【方法】2004年11月から2009年5月までの12例は

チタン製プレート，2009年8月から2010年6月ま

での8例は吸収性プレートを使用し，それぞれの

臨床成績を比較検討した．両群とも全例に僥骨

遠位端骨折を合併しており，掌側ロッキングプ

レートで内固定した．臨床成績は，関節可動域，

握力,単純X線正面像でのulnarvariance(UV),

QuickDASHscoreを用いて評価した

【結果】全例で骨癒合を得た．吸収性プレート群

の最終観察時の平均関節可動域は，背屈65.7度，

掌屈65.7度，回内90度，回外886度であった握

力（健側比）は術後4週で14.1％，最終観察時に

は88.5％まで回復した.UV矯正損失は+0.5mm

で良好な整復位が保たれていた．関節可動域，

握力,UV矯正損失,QuickDASHscoreはチタ

ン製プレート群と比較して有意差を認めなかっ

た．

【考察】尺骨遠位端骨折に対する新たな内固定材

料として，吸収性プレートは有用であると考え

られた．特に,骨折部の粉砕が強い場合に,プレー

トを1／2円や1／3円に加工することにより骨

折部を包み込むよう,に内固定できる点がチタン

製プレートよりも有利であった
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初診時に骨傷を指摘できなかった小児肘

関節周辺骨折
UnclearFmctuleoftheElbowmChildren

明野中央病院整形外科

○中村英次郎

【はじめに】小児肘外傷は必ずしも初診時に正確

な診断に至らず，外固定などで経過観察をする

ことは珍しくない．のちに仮骨形成が認められ

て初めて確定診断に至ることも多く，初診時に

十分なインフォームドコンセントが必要である．

初診時にはっきりしなかった肘関節周辺外傷に

ついてそののちの経過観察の状況をまとめたの

で報告する．

【対象および方法】初診時に転倒,打撲などのはっ

きりとした肘関節周辺の急性外傷があり単純レ

ントケン撮影等の検査でも診断がつかず，肘関

節周辺骨折疑い病名で外固定にて経過観察し

た45肘（男性20肘，女性25肘，年齢は2歳～

12歳，平均6歳）であった．診察は1名の手

の外科専門医が行った初診時に骨傷の可能性

があることを説明の上，肘関節90度屈曲，中

間位で外固定を行い，以後7日～10日間隔で

再診を行った．

【結果】再診指導に応じたのは33症例で他の

12症例は来院なく，電話にて経過を尋ねたと

ころ軽快し自己判断で外固定を除去した，との

ことであった再診症例のうち15肘に後に単純

レントゲンで仮骨形成を認め骨折の診断を得た

その内訳は，僥骨頭頚部骨折8肘，上腕骨頚上骨

折2肘，上腕骨外側頚骨折2肘，肘頭骨折2肘，

上腕骨内側上穎骨折1肘であった．全例保存的

加療を継続し良好な経過を得た．残りの18例

中3例にMRIを施行した結果，上腕骨小頭骨挫

傷1肘，内側側副靭帯損傷1肘が明らかとなっ

た．

【考察】小児肘外傷では受傷機転についてはっき

りとした情報を得られないことも多く，診察で

も複数の圧痛を有し腫脹がびまん性で外傷部位

の特定に苦慮することがおおく，初診時にはこ

れらの骨折を念頭に入れ経過観察することが重

要である．特に僥骨頭頚部骨折は初診時にわか

りにくい症例が多く注意を要する．

2-6-2

小児上腕骨外穎骨折の治療成績（レント
ゲン側面像の検討）
ClinicalOutcomeofLateralHumeralCondylarFracture

inChild'℃、

'公立置賜総合病院整形外科，2山形大学医学部整

形外科

○江藤淳'，佐竹寛史2，渡邊忠良2，

荻野利彦2

【目的】小児上腕骨外穎骨折は遅発性転位や偽関

節などが発生しやすく治療に難渋することがあ

る．今回我々は主に本症の単純X線側面像に着

目し，治療後の骨癒合率と癒合形態について検討

した．

【対象と方法】対象は2000年～2010年に当院にて

治療した小児上腕骨外穎骨折50例である．受傷時

のWadsworth分類，側面像の形態手術の有無，

および方法を調査し骨癒合率と癒合形態につい

て検討した．

【結果】Wadsworth分類では1型が34例,2型が7例，

および3型が9例であった.手術は50例中21例(42％）

に行われていた．受傷時側面像は(1)側面では

ほとんど骨折が不明瞭な型，（2）後方に骨性の膨

隆が認められる型，（3）後方に骨片が認められる

型，（4）後方の外穎部がなくなり陥凹となる型に

分類された.(1)(2)は全例保存療法でほぼ解剖

学的に治癒していた．（3）は保存療法，手術療法

いずれも選択されており，10.前後の屈曲変形を

残して癒合している症例が多かった（4）は全

例手術療法がおこなわれていた．側面像の分類

とWadsworth分類とは必ずしも相関しなかった．

偽関節は4例でみられ,(3)が2例,(4)が2例であっ

た手術はキルシユナー鋼線(K-wire)による内

固定17例,K-wireとtensionbandwiring(TBW)

が4例であった.K-wireの刺入方向が前方(上腕

骨小頭）から後方であったものは術後屈曲転位を

きたしており，後方から前方に刺入されていたも

のはほぼ解剖学的に治癒していたTBWを追加

した症例も整復位が保たれていた．

【考察】本症は関節内骨折であり，解剖学的な整

復固定が必要である．正面像で転位が少なくとも

側面像で予後不良となる因子が存在し，注意が必

要と思われた．また，固定法は後方から前方への

刺入が望ましく，固定性に不安が残る場合には，

TBWの追加も検討すべきであると思われた
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PercutaneousliPansphysealKirschner
WireFixationforUInarFracturesin

Children

DepartmentofOrthopaedicSurgery,CHABundang

MedicalCenter,CHAUmversity,Korea

○SooHongHan,JungPilChoi

Theuniquepropertyofchildrenisfractureisthat

theyhaveanopenphysiswithbonestillgrowing,

andsomeoperativemethodsrecommendavoiding

thePhysissoasnottoendangerthegrowth.Authors

appliedpercutaneoustransphysealK-wirefixation

throughulnarstyloidprocessforpediatriculnar

fracmresinsurgicaltl℃atment.Theaimoftmssmdy

istodetenninethesafstyofthisprocedurebyanalysis

ofauthoriscases.Wereviewed63casesandmean

ageatthetimeofoperationwas9､5years.Thirty

threechildrenhadfracturesatmetaphysealportion

and30childrenhadatdiaphysis.Authorschecked

sizeandnumberoffixedK-wiresandevaluated

anycomplications・Bonelengthdiscrepancyand

anydefOnnitywereevaluatedatthelastfOllow-up

radiograph・Averagef311ow-upperiodwas42months.

1.lmmsizedsingleK-wirewasusedin47cases.

Exceptlcasesofsup|erficialpintractinfection,there

werenoothercomplicationslikereductionloss,

prematureepiphysealclosure.Noneofthepatients

hadadiscrepancyinlengthandnopatientshowed

anydefOrmityduringthefOllow-up.Percutaneous

transphysealK-wirefixationisoneoftheeffectiveand

safeoperativetreatmentfOrpediatriculnarfifactures

withoutanydeleteriouseffectsonsubsequentgrowth.

2-6-4

肘離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植

術の治療経験

ClinicalResultsofOsteochondralAutologounus

TransplantationfOrOsteochondritisDissecansofthe

Elbow

小郡第一総合病院整形外科

○松尾卓見,土井一輝,服部泰典，

坂本相哲,荒川雄一郎

【目的】肘離断性骨軟骨炎（以下，肘OCD)に

対する骨軟骨柱移植術の治療成績を検討した

【対象と方法】2004年9月以降，当院で肘OCDに

対して骨軟骨柱移植術を行った17例17肘を対象

とした．全例男性の野球経験者で，手術時年齢

は平均14.9歳（12～25歳）であった．罹患側は，

全例投球側（右10肘，左7肘）で，術後経過観察

期間は,平均27ケ月(7ヶ月～42ケ月）であった．

手術は病巣の大きさに応じて，膝関節外穎非荷

重部から骨軟骨柱を採取し移植した．術後4週間

外固定を行った後に可動域訓練を開始し，移植

骨の生着を確認後に投球訓練を開始した．術前

の病期分類は，分離後期が6肘，遊離期が11肘で，

術中評価はICRSIIIが3肘,ICRSIVが14肘であっ

た術前後の肘関節可動域とJOA肘スポーツス

コア，単純X線による最終観察時の病巣部の修

復状態を調査した．

【結果】肘可動域は，伸展が術前平均-15.0.から

術後平均-3.4.,屈曲が術前平均122.9°から術後

平均131.6｡,JOA肘スポーツスコアは術前平均

58.2点から術後平均93.9点へと改善を認めた．最

終観察時の病巣部の修復状態は,excellent7肘，

goodlO肘で，癒合不全や骨軟骨片の脱落所見を
呈した症例はなかった自ら引退した2例を除き，

全例スポーツ活動に復帰し，復帰状況は完全復

帰が10例，軽度低下が2例，投球復帰訓練中が3

例であった採取部位の膝関節に愁訴を認めた

症例はなかった．

【考察】肘OCDの治療方針は，いまだ確立され

ていないのが現状である．我々は，分離後期以

降でICRSⅢと1Vの症例に対して骨軟骨移植

術を行い，欠損した上腕骨小頭軟骨面の曲率を

忠実に再現することで，良好な術後成績が獲得

できた．本術式は，若年者運動選手の肘OCDに

対して，競技レベルでのスポーツ復帰を可能と

する有用な術式である．
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小学生の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対
する吉津骨切ﾚﾉ術

YoshizuisOsteotomyfbrOsteochondritisDissecansofthe

HumeralCapitenummElementalySchoolStudents

'新潟中央病院，2（財）新潟手の外科研究所

○植木将人1，森谷浩治2，坪川直人2，

牧裕2，吉津孝衛2

【目的】骨端線閉鎖までに数年を要する小学生に

おいて，上腕骨小頭離断性骨軟骨炎が発生する

ことは決して稀ではない．この骨格発育が旺盛

な時期であっても，私達は上腕骨小頭の解剖学

的修復を獲得するために吉津骨切り術を施行し

てきた．今回手術操作による成長障害が危倶

される小学生発生例に対する本法の効果および

上腕骨外側穎の成長障害について調査した

【対象と方法】1983年からの26年間に吉津骨切り

術を施行した212例中，小学生時に手術を施行し

1年以上経過観察した16例16肘を対象とした全

例男性で,10歳1例,11歳7例,12歳8例であった．

運動種目は野球が1l例で最多だった．病期は初

期分離型l例，晩期分離型9例，遊離型4例，混合

型2例であった経過観察期間はlから6年，平均

2.6年であった．以上の症例に対して，術前と最

終診察時の肘関節可動域や瘻痛の有無最終診

察時X線写真から病巣部の治癒，上腕骨外側顎

を含めた上腕骨遠位端部の形状ついて調査した．

【結果】肘関節可動域は手術前伸展-7.6±12.9.,

屈曲125.5±11.5.が最終診察時伸展-4.4±13.6｡,

屈曲131.9±12.3°になっており，肘関節屈曲角度

は有意に改善していただけでなく(p<0.01),
瘻痛も全例に認められなかった．最終診察時の

X線写真では1例に遊離体がみられたのみで,15

例94％で病巣部は治癒していた．骨端核や骨端

線の早期癒合が原因と思われる上腕骨外側顎の

低形成はみられなかったが，魚尾状変形を1例に

認めた．

【考察】成長障害に伴う上腕骨遠位端部の変形は

危倶するほど生じていなかった.1例に認めた魚

尾状変形と骨切り術の因果関係は今後も検討し

ていく必要はあるが，現時点では骨端線閉鎖前

であっても治療効果が十分期待できる吉津骨切

り術は安心して行ってよい方法と思われる．

-S261-

2-6-6

上腕骨離断性骨軟骨炎(ICRSOCDⅡお

よびlll)に対する，外穎模状骨切り術と分
離骨軟骨片固定術（吉津変法）の治療成績

Closing-wedgeOsteotomyoftheLateralCondylewith

FragmentFixationmrOsterochondritisDissecansofthe

HumeralCapitellum

'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須佐病院整形外科

○石河利広1，川勝基久2，岩崎一夫3，

鈴木茂彦】

【目的】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(ICRSOCDH

およびⅢ）に対する，外穎模状骨切り術と分離骨

軟骨片固定術の治療成績について検討し報告する．

【対象と方法】対象は，1998年から2009年までに外

穎模状骨切り術を行った上腕骨小頭離断性骨軟骨

炎57例中,ICRSOCDIIおよびIIIと診断し分離

骨軟骨片固定術を併施した32例32肘について検討

した．全例男性で平均年齢は14.6歳，障害の契機と

なったスポーツは野球30例軟式庭珈例．経過観

察期間は，平均28ヶ月．術式は，外穎模状骨切り

術後，上腕骨小頭を前方に回転ICRSOCDIIで

は骨釘により分離骨軟骨片をmsimで固定,ICRS

OCDIIIでは，分離骨軟骨片を母床より雛転又は

切離し，母床掻爬，海綿骨移植後，骨釘又は吸収

ピンにより分離骨軟骨片を固定したICRSOCD

IIは6例,ICRSOCDIIIは26例であった．評価は，

肘45度屈曲正面X線像,JOA肘scoreウスポーツ

復帰状況により行った．

【結果】JOA肘scoreは，平均術前86点から術後

95点と有意に改善(p<0.01).28例が競技レベル

スポーツに復帰.X線像上評価は，完全及びほぼ

完全に修復されたもの25例，修復が不完全なもの4

例，修復されなかったものが3例.ICRSOCDIIの

6例については，いずれも完全及びほぼ完全に修復

された．修復されなかった3例も競技レベルスポー

ツに復帰している．3例のいずれもICRSOCDHI

で，病巣が上腕骨小頭の中央に位置し，分離骨軟

骨片の軟骨下骨の量が少ない症例であった．

【考察】外穎模状骨切り術と分離骨軟骨片固定術の

良い適応は,ICRSOCDH,およびICRSOCDm

で病巣が外側に存在し軟骨下骨の多い分離骨軟骨

片を有する症例である.ICRSOCDⅢで病巣が中

央に存在し軟骨下骨の少ない分離骨軟骨片を有す

る症例に対しては，分離骨軟骨片固定術以外の術

式を検討するべきと考えた
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TensionBandIPinSystemforthe
TreatmentofOlecranonFractures

'DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNational

UmversityCoUegeofMedicme,Seoul,Korea,

2DepartmentofOrthopedicSurgery,DonggukUniversity

CollegeofMedicine,IIsan,Korea

○YoungHoLee',JinYoungKi㎡，

GooHyunBaek',HyunSikGong',

SeungHwanRhee',HyukJinLee'

Ohjective:Theaimofthisstudywastoevaluate

theclinicalandradi()graphicoutcomesofdisplaced

olecranonfracturetreatedwithtensionbandwiring

usingthetensionban(ipinsystem(Acumef).

Method:Wereviewedretrospectively44patients

andthemeanfOllowupperiodwas41(range26-

73)months.Activeflexion-extensionofelbowsand

supination-pronationoffOrearmsweremeasured

andallradiographswerereviewedfOradequacyof

reduction,fractureunion,hardwareproblems,and

thepresenceofarthritisorheterotrophicossification.

FunctionaloutcomeswereassessedusingMayo

ElbowPerfonnanceScores(MEPS).

Result:Allfracmres･umtedandanatomicalreduction

waspresentinallcasesatfinalfOllowup.Mean

elbowfiexionwasl35.1(range,115-140)degreesand

meanelbowextensionwas4(range,0-15)degrees.

Nopinmgrationorsubsequentlossofreductionwas

observed・Hardwareremovalwasperfonnedin8cases

(18.2%).AccordingtoMayoElbowPerfOrmance

scores,resultsweregradedasexcellentorgoodin43

cases(97.7%).

Conclusion:Tensionbandpinsystems(Acumef)

provideasimplealldreliablemeansoftreating

isolateddisplaced()lecranonfracturetoachieve

adequatefracturehealingandminimizethe

compncationsrelatedtotensionbandwiring.
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上腕骨遠位部骨折に対するロッキングプ

レート設置法の考案

TheSymmetricParallelPlatingfOrDistalHumerus

Fractures

'順天堂大学医学部付属浦安病院，2東京労災病

院整形外科

○工藤俊哉1,原章1,楠瀬浩--2,

権田芳範'，市原理司】

【目的】上腕骨遠位部骨折に対しては，プレート

の直交設置よりも平行設置の方が生体力学的強

度において優位であるとする報告が多い．これ

に基づいて，上腕骨遠位端OrthopaedicTrauma

Association(AO/OTA)typeC骨折に対しシン

セス社製distalhumeruscondylarplate(DHP)

を対称性かつ平行に設置する方法を考案した．

【対象と方法】2009年から2010年までの上腕骨遠

位端(AO/OTA)typeC骨折症例8例に対して，

DHPを内外側に平行に設置して内固定を行っ

た．プレートは尺側柱用を2枚使用．すなわち内

側に尺側柱用DHPを使用し，外側に健側尺側柱

用DHPを使用した．術後，数日で他動および自

動可動域訓練を開始した．

【結果】平均追跡期間は5カ月で，肘屈曲一伸

展可動域は平均94度であったMayoElbow

PerformanceScoreは,平均93ポイントであった．

8例に関して明らかな合併症を認めなかった．高

齢者における骨脆弱性を伴った症例においても

良好な固定と結果が得られた．インプラントの

破損も認めず，全ての症例で骨癒合が得られた．

上腕骨小頭後面のプレート突出・インピンジメ

ントもなくプレート設置による愁訴もみられな

かった．

【考察】対称性のプレートを平行設置する手法は，

互いの遠位スクリューが絡み合うように挿入設

置されることから良好な固定と早期の可動域訓

練が可能であった．高齢者では下肢筋力低下や

膝関節・股関節症を伴う症例も多く，立位の際

に上肢の補助を要する場面も多いが，本法は高

齢者の骨質の脆弱な症例においても転位なく安

定した成績が得られた．

【結語】本法は上腕骨遠位端AOtypeC骨折に

おいて，若年者から高齢者まで強固な固定性と

安定した成績が得られる方法であった．
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ONIplateとMayocliniccongruent
elbowplatesystemによる上腕骨遠位部
骨折の治療成績

SurgicalTreatmentofFracmreofAdultDistalHumerus

w油OMTmnscondylarPlaandMayoClinicCongment

ElbowPlateSystem

金沢医科大学整形外科

○前岡勇人，岡田正人，廣村健太郎，

松本忠美

【目的】我々 は2003年よりONIplateを,2005年

よりMayocliniccongruentelbowplatesystem

を用いて成人の上腕骨遠位部骨折の治療を行っ

てきたので，その治療成績について報告する．

【対象】ONIplateを用いた9例（以下ONI群）

と,Mayosystemを用いた6例（以下Mayo群）

を対象とした．男性5例，女性10例で，手術時平

均年齢は64歳（23～86歳）であった．骨折型は

AO分類でA2が10例,C2が4例,C3が1例だっ

たこれらの症例について術直後と最終調査時

のhumeralangleを調査し，その変化量にて固

定性を評価した．また，成績評価にはJOAscore
を用いた．

【結果】手術方法は,ONI群では内側の固定に8

例に中空Screwを追加し,1例にreconstruction

plateを追加した．Mayo群では全例double

platmgとした．平均経過観察期間は9(5~

26）ヵ月だった．術後のhumeralangleはMayo
群では経過観察時も変化がなかったが,OM群

で3.6.減少していた．平均肘関節可動域はOⅢ

群で伸展-9.5.,屈曲116.7.であり,Mayo群では

伸展-6.3.,屈曲117.5.だった．平均JOAscoreは

ONI群89.3点,Mayo群88点であった．

【結論】両群に成績上の差はなかったが,ONI群

に内反変形が見られ，固定力不足が示唆された．

Mayosystemは遠位骨片を多くのScrewで固定

することができるために，骨粗霧が高度な例や

C型骨折例でも術後のalignment変化がなかっ

たものと考えられた.OMplate使用時も内側の

plate固定を追加することが望ましい．

2-6-10

1nvestigationsoftheLigamentTearandBone

ContusionoftheCapitellumandRadialHead

inAcuteElbowLigamentlnjuryonMRIand

SpeculationontheMechanismoftheElbow
DisIocation

DepartmentofOrthopaedicSurgery,UpperExtrenty

andMicrosurgeryCenter,SemyengChristianity

Hospital,Pohang,Korea

○InHyeokRhyou

Purpose:Toevaluatetheincidenceandpatternofthe

ligamenttearandbonecontusionoftheelbowjointon

MRIinacuteelbowinjmesandspeculateontheiIUury
mechanisms.

Methods:40patientswithacuteelbowinjurieswere

enrolledinthisstudy・Therewerenodislocationin22

cases(GroupA)anddislocationinl8cases(Group

B).Undergeneralorregionalanesthesia,wechecked

theelbowstabilityundermanualstresstest(MST)and

repairedtheinjuredligamentdependingontheMST.

PreoperativeMRIwastakenandusedtoinvestigatethe

iniurypatternofligamentsandoverlyingmusclesandthe

bonyconmsionsinposteriorcapitellumandradialhead

(lateralcontusion)andtrochleaandolecranon(medial

contusion).Theinjurypatternofligamentwasdivided

intotwotypes(transverseandavulsion)dependingonthe

fOI℃edirectiondmngtheilUuryResults:hGroupA,

lateralandmedialconmsionswereobservedin83%and

25%inUCL(ulnarcollateralligament)-repairedpatients,

60%andlOO%inLUCLcomplex(lateralulnarconateral

ligamentcomplex)-repairedones,andO%and80%inall-

Iepairedones.InGroupB,lateralandmedialconmsions

wereobservedinlOO%andO%inUCL-I℃pairedpatients,

40%and40%inLUCL-repairedones,and64%andO%

inall-repairedones.ComparedtotheMST,theinjury

pattemsofUCLinUCL-Iepairedpatientsweretransverse-

donnantandtheiniurypattemsofLUCLwel巳transverse

oravulsion.

Conclusion:Multipleiniurymechanismswereinvolved

inacuteelbowirWury,whichcanleadtothevarious

combinationsoftheUCLorLUCLligament・TheUCL

wasthoughttobeinjuredbythedistractionforce,

buttheLUCL,bythedistractionfOrceorrotational

strippingfOrce.MRIcanbeusefUlinspeculatingthe

injurymechanismandaguidetothedetem血ationofthe

surgicalsites.
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指背側枝皮弁による母指指尖部損傷の治療

TreatmentofT加mbTipInjuryusingDigitalArtery

DorsalBranchHap

長野赤十字病院形成外科

○ 加藤浩康，岩澤幹直，柳澤大輔

母母指は2指節で太く短くまた指神経走行も対

向指と異なるなどの特徴があるため，指尖部損

傷の修復には様々な工夫が必要である．当科で

の指動脈背側枝を含む母指背側からの皮弁によ

る母指指尖の再建術について報告する．

【症例】母指指尖切断の6例,男性5例女性l例．

年齢23才から76才．切断レベル爪床一爪母

付近であった．

【方法】損傷部をデブリ後，爪母部から5mmほ

ど近位部から欠損の大きさに合わせ，母指背側

に欠損に応じ巾約2cmほどの皮弁をデザイン遠

位部尖端は，反対側の側正中部である．皮弁基

部は指掌側正中である．皮弁は伸筋腱，屈筋腱

鞘上で剥離し，指動脈・神経を損傷しないよう

に注意しながら，基節部の背側枝を含むように

剥離し掌側皮弁基部で，遠位部にカーブ指正中

まで延長する．この操作で背側皮弁は指尖に達

する長いrotationarcを得る．皮弁に緊張が掛か

らないように，縫合したあと，母指背側の皮層

欠損は小指球部か前腕から全層植皮を行なった．

【結果】皮弁はすべて生着した．術後IP関節の

可動域40度から70度，術後半年経過した例

で知覚はS-W6まで回復した.1例では爪母

部の切断であった再接着は不可能と判断し，

指骨を背側皮弁で被覆し，指の長さの温存でき

た．

【考察】母指指尖の修復には,Moberg法の掌側

皮弁法，示指背側からの皮弁，母指基部からの

逆行性皮弁などかずかずの皮弁が報告されてる．

これらに比べ，我々の母指背側からの皮弁は，

単純であるが，安定した一期的再建が可能であ

る．爪母が残った場合には，3ヶ月ほどで爪再

生が見られた横切断や背側組織欠損がおおい

場合に有用性が高いといえる．

2-6-12

指尖部切断に対するgraft-onfiap法を用
いた治療について

TreatmentofFingertipAmputationsusingGraft-on

Method

神戸市立医療センター中央市民病院整形外科

○池口良輔，石原芙紗子，市川耕一，

織田宏基，川那辺圭一

【目的】指尖部切断は救急病院で比較的多く経

験する外傷であるが，挫滅が強いなど血管縫

合による再接着術が不能な場合もあり，また，

compositegraftによる方法も成績が安定しない．

一方，最近では指尖部切断に対するに新しい切

断指再接着法として平瀬らはgraft-ondap法を

提唱してきた.Graft-onfiap法とは指尖部の掌

側は知覚皮弁で再建し，その皮弁上に爪床と骨

をcompositegraftとして移植するものである．

今回，我々 は指尖部切断のうちgraft-onfiap法

にて再接着を行ったものを若干例経験したので，

報告する．

【対象および方法】2009年10月から2010年10月ま

での間に当院で加療した指尖部切断症例のうち，

挫滅が強く血管縫合による再接着術が不能で，

graft-onHap法にて再接着したもののうち6か月

以上経過観察可能であった5例を対象とした．手

術法は切断部分から末節骨と爪と爪床を一塊と

して採取し,0.7mm径の鋼線にて骨を固定し，

爪を段差のないように縫合した．指尖部掌側を

母指では掌側前進皮弁を用いて再建し，母指以

外の指ではobliquetriangularfiapを用いて再建

した．

【結果】術後経過中,爪床は痂皮化し脱落したが，

爪母から再生した爪に置換され，全例とも患指

の長さは温存された．知覚障害を訴える症例は

認められなかった．母指以外の指では術後PIP

関節の一時的な屈曲拘縮を認めた．

【結論】健常な爪母が残っている石川分類の

subzonel,subzone2の切断指で,血管縫合を行っ

ても生着が期待できないような挫滅損傷の場合，

graft-onflap法は再接着法としては簡便で，満足
のいく結果を得ることができたしかしながら，

術後の関節の屈曲拘縮や爪の変形などについて

は注意を要する．

一S264-



2-6-13

皮弁による母指再建（遊離皮弁を除く）

ThumbReconstructionwithFlaps(ExcludedFreeFlaps)

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

○芝山浩樹 ， 児 島 忠 雄，福本恵三，

村中秀行，篠根理 孝

【目的と対象】母指の切断や皮層欠損に対する皮

弁での再建方法は種々あり，組織欠損部の高位

や方向などによりその適応は異なる．2003年1月

から2009年12月までの7年間に，当院で施行した

母指への皮弁症例35例について検討した．切断

レベルや切断方向などによる各皮弁の適応につ

いて報告する．

【結果】術後平均観察期間は5.4ヵ月であった．

全例で皮弁は完全に生着した．全35例中，同一

指からの皮弁は25例，隣接指からの皮弁は3例，

遠隔皮弁は7例であった．同一指群ではVY掌側

前進皮弁が最も多く21例，隣接指群は指動脈島

状皮弁,Kiteflap,DPIFflapが1例ずつであっ

た．遠隔皮弁群では腹壁皮弁5例，逆行性僥骨動

脈皮弁2例であった．同一指群では横切断および

斜め切断が17例，掌側皮膚欠損が5例，背側皮膚

欠損が3例であったVY掌側前進皮弁を使用し

なかった4症例のうち3例が背側皮膚欠損であっ

た．隣接指群では横切断が2例，掌側皮膚欠損が

1例で，遠隔皮弁群では横切断3例，掌側皮層欠

損l例，背側皮膚欠損2例，デグロービング損傷1

例であった．切断レベルは，同一指群では玉井

の分類でZonelとZone2を合わせて15例隣接

指群ではZone3が2例，遠隔皮弁群ではZone3

が1例,Zone5が2例であった．

【考察】母指の切断では,ZonelとZone2では同

一指からの皮弁を,Zone3では隣接指からの皮

弁を,Zone5やデグロービング損傷では遠隔皮

弁を用いている．掌側皮膚欠損では知覚再建が

重要であるため,ZonelやZone2で欠損が長軸

方向に20mm以内のものはVY掌側前進皮弁が

よい適応となる．しかし,Zone3より近位であっ

たり，さらに大きな欠損では，隣接指からの皮

弁や遠隔皮弁が必要となる．一方，背側皮層欠

損では皮膚の性状の類似する指背からの皮弁が

よい適応であるが，より大きな欠損では逆行性

僥骨動脈皮弁などが必要になる．

2-6-14

母指再建に対する僥骨付き僥側前腕皮弁

の検討

OsteocutaneousRadialForearmFlapforHand

Reconstruction

'城内病院整形外科，2市立奈良病院外傷セン

ター，3奈良県立医科大学整形外科

○中西昭登1，保利喜英'，矢島弘嗣2，

前川尚宜3

【はじめに】僥側前腕皮弁は1978年にYangらに

より報告されて以来，世界中で広く認知された

皮弁である．とくに逆向性皮弁として，外傷に

よって生じた様々な手の軟部組織欠損の再建に

用いられてきた．今回われわれは過去21年間に

僥骨付き僥側前腕皮弁を用いて母指再建を行っ

た7例について検討したので報告する．

【対象】症例の内訳は男性が6例,女性がl例であっ

た．受傷時平均年齢は59.8歳(28～83歳）であっ

た．全例外傷により生じた母指切断で，完全切

断5例，不全切断2例であった．再建法は僥骨

付き僥側前腕皮弁を逆向性皮弁として全例に用

いた．皮弁の大きさは平均7.2x6.3cm,採取した

僥骨長は平均5cmであった．

【結果】皮弁は全例生着した．術後合併症はl例

に皮弁の篭血を認めたのみであった.Debulkmg

は3例に対して行った

【考察および結論】外傷による手の軟部組織欠損

に対して僥側前腕皮弁は薄く無毛であり，血管

径が太く長いためその利用価値が高い．さらに

さまざまなサイズの皮弁や骨・神経・腱を含め

た複合組織移植の採取部となりえる．今回われ

われは遊離移植の適応とならない母指切断症例

に対して，逆向性で僥骨付き榛側前腕皮弁を用

いて再建を行い良好な結果を得た．この皮弁は

挙上が容易で血行が安定しているため，高齢者

や合併症を有する母指切断例に対して非常に有

用であると考えられた
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背側中手皮弁による指組織欠損の治療

DorsalMetacaIpalHapfbrSoftTissueDefectofFinger

手稲渓仁会病院整形外科

○佐々木勲，察栄浩，遠藤健

【はじめに】手指は外傷により容易に挫滅さ

れ，皮膚，皮下組織を欠損しやすい．手指皮層

欠損の被覆には様々な手術法があるが，今なお

challengingな治療である．我々 は手指に発生し

た皮膚・皮下組織欠損に対し，症例によって背

側中手皮弁を用いて被覆を行っている．過去に

経験した症例を調査し手指に対する背側中手皮

弁の応用範囲を考察した．

【方法】1998年から2009年の11年間に，手指に発

生した皮膚及び皮下組織欠損例は8例であった．

男性7例，女性1例で，受傷時年齢は27歳から77

歳であった欠損範囲はPIP関節周囲が6例，示

指掌側の中節部から末節部尖端に及ぶ欠損が1

例，母指末節部がl例であった．合併損傷として

伸筋腱の欠損が3例にみられ，いずれもPIP関節

部での欠損であった．これらの症例に対し背側

中手皮弁を用いて欠損部を被覆した伸筋腱欠

損例には皮弁に示指固有伸筋腱を含め，伸筋腱

の再建を行った．

【結果と考察】皮弁は8例全例が完全正着した．

皮弁の大きさは1.8平方cmから15平方cmであっ

た．示指掌側の中節部から末節部におよぶ広範

囲な欠損例には，皮弁の茎に一部皮膚を含めて

挙上した．腱付き皮弁の3症例のうち2例は良好

な可動域であったが，1例は関節が一部欠損して

いたために屈曲が不良であった．皮弁を横長に

デザインすると大きな皮弁が採取できた．皮弁

内には伸筋腱を含めることができるので指背の

腱欠損例には有用であった．さらに中節骨基部

も皮弁に含めることが可能であり，骨欠損例に

も応用可能である．一方，手術手技上の問題点

として皮弁の部位によっては背側中手動脈と皮

弁の間を伸筋腱が走行するので腱の処置がやや

煩雑になる場合がある．

2-6-16

母指内転拘縮解除に用いた皮弁の検討

ReconstructionfbrAdductorContractul℃of'IhumbUsmg

Hap

北里大学医学部形成外科・美容外科

○根本充，熊澤憲一，石川心介，

内沼栄樹

【はじめに】母指内転拘縮解除は侵襲の少ない局

所皮弁や区域皮弁で再建できることが理想的で

ある．しかし，実際には合併損傷などにより皮

弁採取部位が制限され，遠隔皮弁や遊離皮弁を

選択しなければならないこともある．我々は母

指内転拘縮解除に用いた皮弁の有用性や問題点

について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は2001年1月から2010年10月

の約10年間に母指内転拘縮解除後の第1指間皮膚

軟部組織不足を皮弁で被覆した症例とした．方

法は年齢，性別，内転拘縮の原因疾患，用いた

皮弁の種類，術後合併症，術後成績などについ

て診療録から調査した．

【結果】母指内転拘縮解除後に皮弁で再建した症

例は16例17手で，平均年齢は36.6歳(1～69歳),

性別は男性12例，女性4例であった原因疾患は

挫滅（切断）創10例10手，先天異常3例3手，熱

傷2例3手，阻血性拘縮l例1手であった用いた

皮弁は局所皮弁4例5手，区域皮弁（後骨間皮弁）

4例4手，遠隔皮弁（腹壁皮弁）2例2手，遊離皮

弁（鼠径皮弁3例3手，前外側大腿皮弁2例2手，

内側足底皮弁l例1手）であった．術後合併症は

うっ血を後骨間皮弁2例と遊離鼠径皮弁1例に認

めたが，医療用ヒルの使用や静脈移植の追加で

いずれの皮弁も救済することができた．皮弁に

よる母指内転拘縮解除後に残存する他指の機能

障害に対し追加手術を10例11手で行った．

【考察】合併損傷による皮弁採取制限がない先天

異常や軽症の母指内転拘縮では局所皮弁により

再建した．合併損傷の存在や整容性の問題によ

り前腕からの皮弁採取が困難な場合には腹壁皮

弁や遊離皮弁を用いた．遊離皮弁による再建は

血管吻合手技を伴うが，組織量の調整が容易で

あり有用であった．母指内転拘縮解除に用いる

皮弁は被覆に必要な組織量，合併損傷や2次手術

の有無整容性を考慮して選択すべきである．
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ReconstructionofComplexDefectin
theHand

DepartmentofPlastic&ReconstructiveSurgery,

MedicalSchool,ChonbukNationalUniversity,

Jeoniu,Korea

○Kyung-MooYang,Woo-SikPae,

Si-GyunRoh,Nae-HoLee

Theohjectivesofreconstructivesurgeryduetohand

traumaisrecoveryoffUnctionandcoveringthedefect

assoonaspossiblewithbestaestheticoutcome.These

canbeappliedequallyincomplexdefectanditis

importantthattheoperatorfindthemostadequate

methodfbrthepatient.

Reconstructivesurgerytoresolvethecomplexdefect

duetohandtraumaisoneofthemostfastidiousin

thefieldofreconstruction.Plasticsurgeonhasto

reconstructnotonlytheskinorthesofttissues,but

alsosubcutaneoustissue,tendons,muscles,orbone.

Theriskofinfectioncanalsobehighiftherange

ofreconstructionsiteislarge,crushinginjurywith

multipletissueinvolvement,illjurybyhigh-speed

rotatingbodiesoccur,orifthewoundiscontamnated.

Itisimportanttofirst,evaluatethedegIeeandrange

ofthedamageprecisely.Ifdebridementisnecessary

fOrnecrotizedtissuesorearlydamage,thebestchoice

wouldbetoreconstructafterdecisivedebridementof

thetissuesassoonaspossible.Theconditionsofideal

skinflapareinthefbllowing,(1)Richvascularity,

(2)Thin&pliablenap,(3)Enoughsizeofnap,

(4)Compoundflapfbrrestorationoffimction,(5)

Estheticallymatchedcolor,texturedskin,(6)Less

morbidityofdonorsite.ThereareimportantMatters

toconsiderwhenchoosingtheflapandthoseare(1)

Component,size,locationofdefect,(2)Chronology

ofreconstruction,(3)Typeofreconstruction,(4)

Conditionofpatient,(5)Causeofdefectandthelast

wesuggestanddiscussthemethodsofreconstruction.

2-6-18

上肢骨髄炎に対する血管柄付き腓骨移植

術を用いた再建術

VascularizedFibularGraftingforTreatmentof

OsteomyentisoftheUPperExtrenty

'市立奈良病院四肢外傷センター，2奈良県立医

科大学整形外科

○河村健二'，矢島弘嗣'，小畠康宣2，

田中康仁2

【目的】下肢の骨髄炎に対する血管柄付き腓骨移

植術の報告例は散見されるが，上肢の骨髄炎に

対する血管柄付き腓骨移植術の報告は稀である．

上肢骨髄炎に対して施行した血管柄付き腓骨移

植術の治療成績を報告する．

【対象と方法】1979年以降，上肢に対して施行し

た血管柄付き腓骨移植術29例のうち，骨髄炎治

療の再建手段として用いた8例を対象とした罹

患骨は僥骨4例，上腕骨2例，尺骨1例，中手骨l

例であった．患者年齢は8～60歳（平均43歳),

男性6例，女性2例であった．起炎菌はMRSAが

4例,S.aureus,Serratia,Alcaligenesfeacalis,

Mycobacteriummtracellulareがそれぞれl例ず

つであった全例に病巣部の広範囲切除術を行

い，6例においては抗生剤含有骨セメントの充填

を併用した．腓骨移植による再建方法としては，

骨幹部欠損の再建が6例，手関節固定がl例，腓

骨頭移植による手関節再建が1例であった．術後

経過観察期間は18～56カ月(平均33カ月)であっ

た．

【結果】全例において骨髄炎は鎮静化し経過観察

中に再燃は認めなかった．合併症としては，上

腕例で移植腓骨の骨折を1例，手関節固定例で手

指屈筋腱癒着を1例，小児に対する腓骨頭移植例

で成長に伴う前腕変形を1例に認めたが，それぞ

れ追加手術により改善した．骨癒合は3～8カ月

(平均4.6カ月）で得られた

【考察】上肢の骨髄炎に対する血管柄付き腓骨

移植術の報告がほとんどみられないのは，下肢

に比して骨髄炎の発症頻度そのものが低いこと，

骨短縮しても大きな機能障害が生じにくいため

に腓骨移植の適応となる症例が少ないことが原

因と考えられる．しかしながら，掻爬後に大き

な骨欠損を生じた症例では，感染に対しても抵

抗性のある血管柄付き腓骨移植術は骨短縮を生

じさせないために，機能的および整容的再建手

段として有用であると思われる．
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ALTflap(前外側大腿皮弁）を用いた上
肢再建

FreeAnterolateralThighFlapfOrUpperExtremity

Reconstruction

東京大学医学部形成外科

○山本匠，成島三長，三原誠，

飯田拓也，光嶋勲

【目的】ALT(anterolateralthigh)flapは，外

側大腿回旋動脈下行枝からのperforatorによっ

て栄養される皮弁である．この皮弁は筋膜脂

肪や大腿神経を含めることによって機能的な皮

弁として進化している．またHow-through型や

環状吻合することで多数茎の吻合が可能で皮弁

の生着率は向上した.1985年以来，過去25年で

ALTfiapによる手の再建33例を経験したので報

告する．

【方法】1985年から2010年にかけて行った遊離

ALTfiapによる上肢再建症例を分析した．

【結果】症例は17歳から75歳で男24例，女9例で

あった組織欠損の原因は外傷性欠損8例，嬢

痕拘縮8例，悪性腫瘍切除後欠損7例，皮弁採

取後の欠損例などであった．移植方法としては

筋膜弁4例,ALT-血管付き神経弁2例,fiow-

throughflapll例,trueperforatorfiap3例，こ

れらの合併型複合移植8例などであった皮弁壊

死は1例であった．

【結論】この皮弁の利点は，ドナーが目立ちにく

く，皮弁の大きさや厚みを目的に合わせて調整

でき，長く自由度のある血管茎を確保でき，さ

らにflow-through吻合で動脈欠損を同時に再

建できることなどが挙げられる．指・手の欠損

に対して筋膜弁による伸筋腱再建を兼ねた皮弁

移植とでき，筋膜脂肪弁，血管付き神経弁，筋

弁，筋膜弁を合併すれば同時に機能的再建も可

能である．欠点として,ALTの穿通枝が見つか

らない例があるがAMT,TFLfiapに変更する

ことが可能である．以上の事より,ALTflapは

TAPflapと共に，‐上肢の機能再建という観点か

らも極めて有用な再建材料と思われる．

2-6-20

TAPflap(胸背動脈穿通枝皮弁）の上肢
への応用

ApplicationoftheTAPFlapsforUpperLimb

Reconstructions

東京大学医学部形成外科

○菊池和希,、三原誠，成島三長，

光嶋勲

【目的】TAPflapは，胸背動脈から発生する広

背筋内へのperioratorによって栄養される皮弁

で，大型皮弁例では減量広背筋皮弁も含める．

過去17年でLD-MCflapがよりshortpedicleの

TAPflapとして進化し，またfiow-through型に

することで2A2Vの吻合が可能となり，皮弁

の生着率は向上した．我々は過去17年間でTAP

6apの上肢への応用を18例経験したので報告す

る．

【症例の内訳】移植部は腋窩2例，上腕4例，前腕

3例，手9例で，外傷性欠損6例，悪性腫瘍4例，

リンパ浮腫3例，浮遊母指2例，高度の綴痕拘縮2

例,AVM1例などであった．移植方法では島状

弁7例，遊離皮弁ll例であり，そのうち,flow-

through型は8例であったその結果は部分壊死

l例であった．

【考察】この皮弁のメリットは広背筋の機能が温

存でき，小児で脊柱の変形の危険性が少ないこ

と，中腋窩線に沿って切開を加えるため傷が目

立ちにくいことが挙げられる．本皮弁の穿通枝

の血行支配領域はやや狭いので筋の近位外側縁

を小量含めcapiUaryperforatorを茎とすること

もある．各皮弁の適応は，島状皮弁は腋窩・上

腕再建に有用であり,adiposalfiapはリンパ管一

静脈吻合が出来ない症例に対するsecondchoice

として有効なこともあり,TAP-肩甲骨弁は浮

遊母指のように小骨の欠損の再建に有用である．

以上の事より，本皮弁はflow-through型ALT

Hapと同様,四肢の再建に極めて有用と思われる．
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重度上肢開放骨折(Gustilo分類TypellIB,C)
に対する軟部組織再建と機能予後の検討

SoftTissueReconstructionfOrSevereOpenFracture

(GusmoTypemBandlHC)ofUPperExtlemity

'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'，土田芳彦1,村上裕子1,

磯貝哲2，倉田佳明2

【はじめに】Gustilo分類typelllB,C(以下G

IIIB,GIIIC)開放骨折は即時血行再建を含めた

緊急性を有する重度四肢外傷であるが，最終治

療目標は患肢温存や皮層の閉鎖のみならずより

正常な機能回復にある．当科では受傷同日の積

極的デブリドマン，骨仮固定，神経縫合・移植

術(+GIIICでは血行再建術）の後，早期確定

的骨接合，腱移行，皮弁術を中心とした軟部組

織再建を行い，早期リハビリ開始を原則として

いる．今回GⅡ肥,GIIIC開放骨折症例に対す

る軟部組織再建，機能予後を調査検討した．

【対象と方法】対象は当科に搬送となった上肢(手

部，手指を除く)GIIIB,GIIIC開放骨折（不

全切断を含む）13例.GIIIB4,GIIIC9例平

均年齢47.5歳（23-73歳)，男11,女2例受傷部

位は上腕骨3，肘関節2，前腕骨5，手関節3例．

全例筋腱あるいは靭帯損傷(+),神経損傷7/13例．

軟部組織再建術の有無と術式，施行時期，追加

手術，骨髄炎発症について調査．最終経過時の

機能評価をChenの評価基準で行った．平均観察

期間18.6カ月（6-34カ月)．

【結果】軟部組織再建術は11/13例（遊離皮弁6，

有茎動脈皮弁2（広背筋弁による肘屈曲再建)，

植皮3例)．皮弁術は平均4.6日目（3-6日目）施行．

同時腱移行術3例．追加手術：腱剥離，腱移行術

4例．偽関節手術1例，デブリドマン5例．骨髄炎

発症は2/13例．上肢機能はChenl;3,11;5,111;3,

1V;2例．

【考察】8/13例に平均受傷4.6日目に皮弁術が施行

され，加えて広背筋弁移植，神経移植，腱移行，

腱剥離術等の機能再建術が施行されていた．重

度上肢開放骨折では受傷同日の緊急手術に続く，

動的機構である筋腱神経再建の為の速やかかつ

確実な軟部組織再建術の選択施行が必要であり，

軟部組織欠損部位，範囲のみならず血行再建部

位や筋腱再建部を考慮した皮弁，吻合血管の選

択が重要である．

2-6-22

舟状骨偽関節の臨床成績に影響を与える

因子

PrognosticFactorsintheTI℃atmentofCarpalScaphoid

Nonumons

'北海道大学医学部整形外科，2北海道整形外科

記念病院

○河村太介'，岩崎倫政'，西尾泰彦2，

三浪明男Ⅱ

【はじめに】手舟状骨偽関節に対し従来行われて

いる骨移植を併用した偽関節手術(以下,従来法）

の臨床成績についてはいまだ議論の分かれると

ころである．一因として治療成績に影響を与え

る因子が数多く存在することが挙げられる．本

研究の目的は従来法により骨癒合が得られた症

例を対象に，統計学的手法を用い術後臨床成績

に影響を与える因子を解明することである．

【対象と方法】対象は当科および関連施設におい

て手舟状骨偽関節に対し従来法を行い骨癒合が

得られた73例（男68例，女5)．手術時平均年齢

24歳(13～60歳),受傷から手術までの期間(以下，

術前期間）は平均29カ月（2～348カ月）であっ

た．単純X線手関節側面像におけるradio-l皿ate

angleの患・健差(ARLA)を計測した経過

観察期間は平均41カ月(3～252カ月）で臨床成

績を三浪の臨床評価点で評価した．臨床評価点

を目的変数，年齢,Herbertscrew使用の有無，

骨折部位，術前期間，術前後ARLA,経過観察

期間を説明変数とし重回帰分析を行った(p<

0.05).

【結果】臨床評価点は平均79±15.8点(40～100

点）と，成績不良例から良好例までばらつきを認

めた.ARLAは術前平均-11｡(-53｡～9｡）が術

後平均-8。（-40°～14｡）と改善した．重回帰分

析の結果，術前期間で統計学的有意差を認めた．

術前期間5ケ月未満，5ケ月以上の2群間で比較

すると後者で臨床成績が有意に低下していた．

【結論】手舟状骨偽関節に対し従来法を行い骨癒

合が得られた症例で臨床成績にばらつきを認め

た．術前期間が臨床成績に影響を与える因子で

あった．特に受傷から5ヶ月以上経過した症例で

臨床成績が不良となることが明らかになった．
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舟状骨骨折難治例の検討

SurgicalTreatmentfortheNon-unionorProximal

FractuleoftheScaphoi(1

」（財）仁和会総合病院整形外科，2東京医科大学

整形外科，3所沢中央病院整形外科，4いずみま
ちクリニック

○諸橋彰1，高瀬勝己2，新行内義博3，

諸橋政人4

【目的】近年画像診断，内固定材料，手術手技の

進歩などにより舟状骨骨折の治療成績は格段に

アップしたしかし現在でも近位1/3骨折や偽関

節の治療など難渋するものも存在する．今回我々

はこれら難治性舟状骨骨折ついて検討したので

報告する．

【対象及び方法】対象症例は2004年から2010年に

手術加療を行い術後6ヶ月以上経過観察し得た，

舟状骨近位1/3骨折5例および偽関節例25例であ

る．近位1/3骨折は全例男性で，偽関節例は男性

21例，女性4例，年齢は平均33.1歳である．偽関

節例は，無治療または保存的治療後偽関節17例，

新鮮骨折術後偽関節5例，偽関節術後再偽関節3

例である．治療法の内訳は，近位1/3骨折は全例

背側からスクリュー刺入を行った．偽関節例は

Herbert法9例，血管柄付き骨移植13例，部分的

腱球置換術1例,LIPUS照射のみ2例である．各

症例に対し，握力，手関節可動域,DISI変形の

有無Radio-lunateangle,原職への復帰時期な

どを検討した．また治療成績は日本手の外科学

会手関節機能評価基準に従った．

【結果】近位1/3骨折は全例骨癒合し，成績は全

てExcellentであった．偽関節例はHerbert法

を行ったl例とLIPUS照射のみを行ったl例で

骨癒合が得られなかった．血管柄付き骨移植を

行った症例は全例骨癒合し，1例を除き成績は

ExcellentまたはGoodであった.Fairの1例は

CRPSを併発した症例であった．

【結語】骨折を見逃した場合，偽関節となりやす

い舟状骨骨折であるが,CTやMRI,内固定材

料の進歩により確実な早期診断，早期治療を行

うことが可能となり，治療成績も向上した．し

かし未だ放置や見落とし，不適切な治療によっ

て偽関節となる例が少なからず存在する．各症

例の状態に応じた適切な治療法を選択すべき必

要があると考えられた．

2-6-24

手術加療を行った舟状骨偽関節の予後不

良因子の検討

PrognosticFactorsfbrScaphoidNonunionTreatedby

Surgery

'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学

○矢野公一'，香月憲一'，米田昌弘'，

池田幹則1,上村卓也2

【目的】手術加療を行った舟状骨偽関節の骨癒合

および臨床成績に対する予後不良因子を後ろ向

きに検討することを目的とした

【方法】舟状骨偽関節に対して手術加療を行い，

術後追跡期間が6カ月以上の患者を対象とした．

対象は，男性46例，女性8例，手術時平均年齢26

歳(14-70)であった.Filan&Herbert分類で

は,Dl:2例,D2:20例,D3:27例,D4:5例

であった．検討項目は，性別，喫煙歴，手術歴，

受傷から手術までの期間，レントゲン像上の骨

折部位，近位骨片の骨硬化,1mm以上の骨片の

転位,DISI変形，手関節症性変化,MH上の

近位骨片輝度変化，術後骨癒合獲得，術後外固

定期間，術式（腸骨移植，血管柄付き僥骨移植）

とし，臨床成績はMayowristscoreで評価した

レントゲン像上の骨癒合と臨床成績をアウトカ

ムとして統計学的に検討し,p<0.05を有意差あ

りとした．

【成績】レントゲン像上8例に骨癒合が得られな

かった．臨床成績は，優18例，良16例，可14

例，不可2例であった．骨癒合に有意に関連する

因子は，骨片の転位のみであった．臨床成績に

有意に関連する因子としては，可動域と術後外

固定期間であった術後外固定期間が有意に関

連したため6週以下と7週以上に分けると,Mayo

wristscoreの内訳で可動域と有意な関連を示し

た．

【結論】今回の検討では骨癒合にかかわる予後

不良因子としては，骨片の転位のみで,Mayo

wristscoreが低い原因は可動域制限であった．

術後の外固定期間は，術中の骨片の固定具合に

依存しており，固定性が良い場合には6週以下で

可動域訓練を開始したほうがよい臨床成績が得

られることが示唆された．本研究の限界として

症例数が少ないことや，偽関節の状態に応じて

術式を選択していることなどが挙げられる．
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植

による治療成績

VascularizedBoneGraftfbrScaphoidNonumon

弘前大学大学院医学研究科整形外科学教室

○岩崎弘英，湯川昌広，鈴木雅博，

藤哲

【目的】近位骨片の壊死が疑われる舟状骨偽関節

症例に対する血管柄付き骨移植の治療成績を検

討する．

【方法】対象は1997年から2009年まで手術が行わ

れた11例のうちフォロー可能であった10例（男

性9例，女性l例）であり，平均年齢34歳(17

～54歳）であった6例で舟状骨骨折に対する

手術歴があった．9例でZaidemberg法(Z法）

に，1例でMakino法に準じて採骨し，掌側アプ

ローチにて骨移植し,DTJscrew等で固定した

Fnan-Herbert(FH)分類，池田分類にて偽関節

の形態を評価し，近位骨片の大きさをproximal

fragmentratio(PFR)にて計測し,Scapholunate

angle(SLA)を計測した癒合群・非癒合群に

おいて，年齢，術前手関節可動域，術前の画像

評価を統計学的に検討した．

【成績】平均フォローアップ期間は16.2か月(6

～36か月）であった．癒合群は6例であり，平均

3.2か月で癒合が認められた．年齢，可動域で有

意差は認められなかった.FH分類は，癒合群で

D2が4例,D3が2例，非癒合群でD3が3例,D4

が1例であり，有意差は認められなかった池田

分類では，癒合群でのう胞型が5例，硬化・転位

型が1例，非癒合群でのう胞型がl例，硬化転位

型が3例であり，癒合群でのう胞型が，非癒合群

で硬化転位型が多い傾向が認められたが，有意

差はなかった.PFRは癒合群38.3%,非癒合群

38.8%,SLAは癒合群72｡,非癒合群78.8%と，

共に有意差は認められなかった．またZ法では

血管茎が細い症例が多く認められた．

【結論】癒合成績を左右する明らかな因子は認め

られなかったが,Z法では血管茎が非常に細い

症例が存在した症例に応じて採骨部位は考慮

される必要があると思われる．
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舟状骨偽関節症例に対する掌側切開腸骨骨

移植と背側切開血管柄付き骨移植の比較

ComparisonbetweenVascularizedBoneGraftand

ConventionalIliacBoneGraftfbrTreatmentofScaphoid

Nonunion

京都大学附属病院整形外科

○藤田俊史，柿木良介，太田壮一，

野口貴志，中村孝志

【目的】われわれは2005年以降舟状骨偽関節症例

(遠位部）に対し背側皮切1,2SRICAを用いた

血管柄付き骨移植を行っている．それ以前に行っ

ていた掌側切開による腸骨から採取した自家骨

を移植した症例との成績を比較検討したので報

告する．

【方法】舟状骨腰部偽関節症例のうち2005年ま

でに加療した腸骨移植症例（以下I群），それ以

降に行った血管柄付き骨移植症例（以下V群）

各々15症例について，骨癒合率，固定期間，術

後最終可動域（掌屈Vf背屈Df僥屈RD尺屈

UD)と握力の健側比,X線評価によるRadio-

Lunate-angle(RLA)Carpal-Height-Ratio(CHR),

VASscore,MayoWristscore(MWS)の比較

検定を行った

【成績】術後固定はI群（平均17.1週）に対しV

群（平均10.2週）が有意に短く(p<0.05),骨癒

合までの期間が短縮していた．骨癒合に至らな

かった症例はI群2例(13%)V群1例(6.7%)で

あった最終可動域Vf(I群75%V群67%)Df

(I群75%V群67%)RD(I群71%V群53%)UD

(I群92%V群86%)握力(I群86%V群83%)は

いづれも両群間に有意差を認めず,RLA(I群

0.2｡V群2.6｡)CHR(I群56%V群53%),最終

VASscore(I群6.3V群3.8)MWS(I群83.1V

群78.6）も両群間に有意差は認めなかった．

【結論】血管柄付き骨移植による舟状骨偽関節の

治療は，最終経過において腸骨移植による治療

成績と同等であるが，早期骨癒合を得ることが

でき，より安定した治療と言える．長期観察及

びさらなる症例の追加検討を通して有用性と問

題点をさらに検討していきたい．
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舟状骨偽関節に対する鏡視下腸骨移植で

DISI変形の矯正は可能か

ArthroscopicImacBoneGraftfOrScaphoidNonumonis

abletoCorrecttheDISIDefbnmty？

！（財）新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整

形外科

○坪川直人'，牧裕'，成澤弘子'，

森谷浩治'，渡辺牧人2

【目的】鏡視下腸骨移植を行った舟状骨偽関節に

おいてX線学的にDISI変形，舟状骨屈曲変形

が矯正できるか,X線評価が術後成績に影響す

るか検討した．

【方法】鏡視下腸骨移植を行った舟状骨偽関節30

関節,男27女3,右17左13,手術時年齢13～68歳，

平均26歳，偽関節期間2～120か月，平均14か月，

偽関節部位は遠位2,Waist部25(遠位5,中央

15,近位5)，近位3であった骨癒合を確認でき

た28関節で,術前,骨癒合後で舟状月状骨角(SL

角)，有頭月状骨角(CL角）を計測しDISI変形

の程度を検討した.DISI変形関節では徒手整復

を行った関節(M群）と,Kワイヤーを用いて

矯正を行った関節(K群)の矯正角度を計測した．

またDISI変形による臨床成績に差があるかを検

討した

【結果】28関節でSL角は術前64.9。±13.1｡,骨癒

合時58.8｡±5.9｡,CL角は術前7.8｡±11.1｡,骨癒

合時4.8｡±83°とともに有意に改善していた(t

検定p<0.05).SL角が70.以上10/28関節(35.7%),

CL角が20.以上5/28関節(17.8%)であった.SL

角が70.以上の10関節は遠位2,Waist(遠位3,

中央4，近位1)と遠位に多かったが，偽関節

の期間は70.未満の18関節と有意差はなかった

SL角70.以上10関節においてM群(n=3)11.7｡,

K群(n=7)19.9°と両群ともにSL角の改善が認

められたが2群間に有意差はなかった．術後成績

は％握力93.8%,%ROMは90.5%と良好であり，

SL角70.以上と未満症例で差はなかった．

【考察】舟状骨偽関節に対する鏡視下腸骨移植

は血行，靭帯構造を温存する最小侵襲手術だが

humpback変形,D]SI変形が矯正できないと指

摘があった．しかし偽関節部を十分にそう爬し

徒手整復DISI変形が強い場合は僥骨月状骨仮

固定後,Kワイヤー･で矯正する方法で矯正可能

であった．矯正が十分に行われたためか臨床成

績は良好であった．

2-6-28

鏡視下手根管開放術（奥津法）後のpillar
painに関する検討
PinarPainafterEndoscopicCarpalTunnelRelease

'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，中道健一2，

立花新太郎3

【目的】鏡視下手根管開放術（以下ECTR)は

低侵襲な治療法であるが，術後経過の中でpillar

pmを訴える患者が少なからず存在する．今回

われわれはECTR施行後のpiUarpainの発生頻

度を患者の主観に基づき評価した

【対象と方法】対象は2005年4月より2010年3月

までに演者自身が手術を行い6ヶ月以上経過観

察が可能であった手根管症候群（以下CTS)症

例で，特発性CTS50例55手，長期血液透析に伴

うCTS100例120手（初発症例のみ）である．手

術法はすべてUSEsystemを用いたoneportal

technique(奥津法）で行った．経過観察は術

後1週間・1ケ月・2ケ月・3ケ月，6ケ月で行

い，圧痛計で3kgの圧力を加え判定し，圧痛部

位，圧痛の有無，継続期間などを記録し，検討

した統計学的検索にはstudentist-test,Mann-

WhimeyIsUtest,相関係数検定および多変量解

析を用いて比較した

【結果】術後3ヶ月で28手にpillarp血が存在し，

術後6ヶ月ではpnlarpainを訴える患者はいな

かった．術後3ヶ月でのpillarpainの内訳は男性

10手，女性18手で有意に女性に多く，また特発

性20手，長期血液透析8手で有意に特発性に多

かった．圧痛部位は豆状骨近傍14手，正中14手

であった.DASHによる自覚的評価では特発性

CTSの患者のうちpillarp血を呈する患者は呈

さない患者に比較し，有意にDASHscoreが高

く，長期血液透析患者では両群間にscoreの有

意差を認めなかった．

【考察】ECTRに伴うpUlarp血は，特発性CTS

症例のうち女性に比較的多く生じ，日常生活に

支障を来す症例が存在した長期血液透析患者

では特発性に比較し有意に少なく，術直後の安

静度，患者の活動性が影響していると考えられ

た．
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手根管症候群術後のpillarpainの検討
一ステロイドの種類と反応性

ClinicalAnalysisoftheHnarPamaftertheCarpalTumel

Release

岡山赤十字病院整形外科

○小西池泰三

【目的】手根管症候群術後のpillarpainはよく知

られた合併症であるが，未だ原因は解明されて

おらず,その定義そのものも不明確である．我々

はpmarpainの性状（第47回日手会),術後に手

根管内にベタメタゾンを注入した群（第52回日

手会）との比較について報告した．今回術後に

トリアムシノロンを注入した症例の検討を行っ

たので報告する．

【対象および方法】1999年からの146手（男26手，

女120手，平均年齢60歳)(A群).2007年より

の54手(男15手，女39手平均年齢66歳）は術直

後に手根管内にベタメタゾン2.5mg(B群),を

2009年8月以降の51手（男8手，女43手）にはト

リアムシノロン20mgを注入した(C群).圧痛

は術後1週，2週，4週，8週,12週，半年

で圧痛計を用いて評価，健側との比較を行い健

側と同等になった時点を圧痛の消失とした．

【結果および考察】A群において圧痛は時間の経

過とともに軽快し増悪したものはなかった．術

後1カ月以内に57％，3か月以内に91％，6か月で

全例が消失，若年者や男性例には長引く傾向が

あったB群では術後lか月の時点で38手(70%)

に圧痛は消失したが，術後lか月で8手，術後2

カ月で9手が増悪した．最終的にlか月以内で圧

痛が消失したものは28手（51％)，3か月以内は

46手（85％）であった.C群では術後lか月の

時点で42手(82％）に圧痛は消失したが,術後3ケ

月以降で8手が憎悪した．最終的にlか月以内で

圧痛が消失したものは38手（75％)，3か月以内

は43手（85％）であった．トリアムシノロンは

ベタメタゾンより作用時間が長く,pinarpamの

憎悪例が遅れて出現するのではないかと考えて

いる.pillarpainはステロイドの有無種類に

より反応する.Pillarpainの原因は手根管内に

持続する浮腫ではないかと考える．
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手根管症候群を発症したKienbock病

Kienbock'sDiseaseAssociatedwithCarpalTunnel

Syndrome

和歌山県立医科大学医学部整形外科

○山中学，谷口泰徳，北野岳史，

下江隆司，浅井宣樹

【目的】長期間経過したKienbock病に屈筋腱，

伸筋腱皮下断裂，手根管症候群などが合併する

ことが知られている．手根管症候群を合併した

Kienbock病についての詳細な報告は見られて

いない．今回我々は，手根管症候群を発症した

Kienbock病について検討したので報告する．

【対象】過去20年間に当科で経験したKienbock

病は112例で，うち手根管症候群を発症した

Kienbock病ll例を対象とした．その内訳は，男

2例女9例，年齢62歳～83歳（平均71.6歳）で，

患側は8例が右手関節，2例が左手関節，1例両

手関節であった職業は農業5例，無職4例，そ

の他2例であった．

【方法】Kienbock病の過去の治療歴，手関節

単純X線像よりLichtman病期,carpalheight

ratio(CHR),臨床症状を調査した手根管症候

群の病期は浜田分類で判定し，健側の手根管症

候群発症の有無を検討した

【結果】(1)10例は今回の手根管症候群の診断を契

機にKienbock病が発見された1例は過去にX

線撮影でKienbock病の診断を受けていたが未治

療であった手関節の臨床症状は全例軽微であっ

た.(2)Lichtman病期は11例12手関節ともstage

IVで,CHRは0.40～0.55(平均0.47)であった

(3)Kienbock病に合併した手根管症候群の病期は

I期2手,II期3手,III期7手であった．外科的治

療が9手，保存的治療が3手に行われた．(4)健側

に手根管症候群を7例で発症しており,I期3手，

II期1手,III期3手であった．

【考察】手根管症候群を発症したKienbock病の

特徴は高齢女性で，過去に瞳enbock病の診断，

治療を受けていない症例であった.X線像では

手根骨の圧潰を伴った変形性手関節症を示した

が，臨床症状は軽微で職業上問題を認めていな

かった．Kienbock病が未治療で長期間経過する

と将来，手根管症候群を発症する可能性が高い

と考えられた．
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関節リウマチ患者の手根管症候群の手術
成績

OperativeTreatmentofCarpalTunnelSyndromeinthe

PatientswithRheumato,idArthritis

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 ，

豊島洋一，村澤章

【目的】関節リウマチ(RA)では，屈筋腱腱鞘

滑膜の増加や手関節部の変形があるため，手根

管内圧が高まり，絞拒性神経障害のリスクが高

くなっている．そこで，今回われわれは，当セ

ンターで施行された:RAの手根管症候群(CTS)

に対する手術例について調査し，術後成績に関

与する因子について検討したので報告する．

I対象と方法】保存的治療を数週間行っても瘻痛

の改善傾向がみられないRA32例,36手に手術

が行われた．手術時平均年齢67歳,RA罹病期

間平均10年，痙痛の発現から手術までの期間は，

平均4.5カ月(10年以上の2手を除く）で，術後

経過観察期間は，平均2年である．術式は，従

来の前腕まで伸びる皮膚切開とし，手根管を開

放，屈筋腱腱鞘滑膜切除が行われた．手関節変

形がある場合は，屈筋支帯を延長縫合し，2手

にEma法による母指対立形成術が併施された．

手術時の疾患活動性の平均DAS28-ESR(4)は

3.31,Shmodaらの重症度分類では,gradela:5手，

lb:1,2a:16,2b:12,3a:2,3b:0であった．

【結果】術後の神経障害の回復は,Kellyらの評

価基準で，優：27手良：9，可：0，不可：0で，

回復までに要する期間は，平均6カ月（4日～1年

6カ月）で，再発はない．術前の神経伝導速度検

査で,平均DMLは5.76ms,平均SCVは35.7m/s,

手術側の3手でM波，5手で知覚神経活動電位の

導出が不可能であった.MCVあるいはSCV測

定不能の6手では，1手を除き，術後も知覚障害

が残存した．瘻痛の発現から10年以上経過して

手術が行われた2手では，成績不良であった．術

後成績と，疾患活動性，重症度分類との間には，

相関はみられなかった．

【結論】RAのCTSの手術成績は，瘻痛の再発も

なく，良好である.RAの疾患活動性やCTSの

重症度にかかわらず，絞掘性神経障害の程度が

変性型となる前に，手術が行われるべきである．

2-6-32

長期透析患者の手根管症候群とばね指に
ついて

CarpalTumelSyndromeandTriggerDigitinLong-term

HaemodialysisPatients

'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

○長谷川康裕1,中後貴江2

透析アミロイドーシスの部分症状として，手根

管症候群（以下CTS)とばね指は有名である．

今回，これらの特徴を調査した．

【対象および方法】2003年8月以降にCTSまたは

ばね指で当科を受診した患者のうち，長期透析

例86例を対象とした．男36例，女50例，初回手

術時の平均年齢は63.2歳であった検討項目は透

析開始から初回手術までの期間，シャント側と

の関連ばね指合併の有無，ばね指の本数及び

部位，発症時期，他の透析アミロイドーシスの

合併である．

【結果】透析開始から初回手術までの期間は平均

19.3年（9年～33年）であった．受診した全例で

CTSを発症しており，両側例65例，片側例21例

であった.CTSの発症時期はシャント側のみ18

例，シャント側が先行したもの36例，両側ほぼ

同時期発症18例，非シャント側が先行したもの

10例，非シャント側のみ発症4例で同時発症また

はシヤント側が先行するものが多かった．ばね

指は40例（46.5％）に合併しており，その総数は

78指であった．患者1人あたりの発症本数は1～

6本，平均1.9本であった罹患指は母指，中指，

環指に多く，シャント側の発症は45指でシャン

ト側に多くはなかった.CTSは全例(86例151手）

に手術が行われていたが，ばね指の手術は39指

(50％）のみであったまた，初発疾患はCTS72

例，ばね指4例でその他のものが10例とCTSが

圧倒的に多かった．

【考察】長期透析患者のCTSとばね指の特徴を

調べた．これらはアミロイドーシスによるもの

で，保存療法よる根本的な改善は期待できない．

CTSには全例手術がなされていたが，ばね指の

手術は50％のみであった．ばね指についても強

く手術を勧めるべきである．
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手根管開放術に合併した弾発指の検討

AnalysisofTriggerDigitsaftmerCarpalTumelRelease

慶應義塾大学整形外科

○堀内孝一，岡崎真人,佐藤和毅，

中村俊康，戸山芳昭

【はじめに】手根管症候群には高頻度に弾発指が

併発する．手根管開放術（以下CTR)後に弾発

指を発症することもあり，これが手術の続発症

なのか否かについての結論は出ていない．今回，

当施設にてCTRを行った自験例を調査し，手根

管症候群と弾発指の関係性について検討した．

【対象および方法】2008年4月から2010年9月に当

施設にてCTRを行った91例120手から手関節周

囲骨折に続発した7例を除いた84例113手に対し

てretrospectivestudyを行い検討した．症例は，

男性20例，女性64例，年齢32霞88歳（平均63.4歳)，

右手26例，左手29例，両手29例で,CTR後の経

過観察期間は1-35カ月（平均12.8カ月）であった．

なお，今回の調査で弾発指ありと判定する基準

は，弾発症状がある，ステロイド腱鞘内注射を

行われている，腱鞘切開術を施行されている，

のいずれかが診療録に記載されていることとし

た．

【結果】合計34例39手55指に弾発指を合併した．

このうち,CTR後に手術側に発症した弾発指は

16例22手28指で,CTR以前より弾発指を認めて

いたものとCTR後に非手術側に発症したもの

を合計すると19例19手27指とほぼ同等であった．

また，片側のみCTRを施行した症例を抽出して

比較すると,CTRと弾発指発症が同側であった

ものは12例12手17指であり，これに対し，反対

側に弾発指を認めたものは6例6手8指であった．

【考察】本研究から，手根管症候群と弾発指は同

側に発症しやすいものの，手根管開放術の続発

症として弾発指が生じたのではないことが示唆

された．術後観察期間の短い症例が含まれるこ

と，術前弾発指の既往が網羅されていない可能

性があることが，本研究の短所である．

2-6-34

手根管症候群屈筋腱滑膜における女性ホ

ルモンレセプターの発現

SynovialSexSteroidHormoneReceptorsinCarpal

TunnelSyndrome

倉敷成人病センター整形外科

○吉原由樹

【目的】性ホルモンが手根管症候群(CTS)の発

症に関連するという仮説を検証するため,CTS

手術症例の屈筋腱滑膜における性ホルモンレセ

プターの発現の有無を調べる．

【対象】観血的手根管開放術を行った15例20手．

年齢は46歳から77歳．男性5例女性10例．

【方法】屈筋腱滑膜をホルマリン固定後パラフィ

ン包埋，薄切し，エストロゲンレセプター(ER)

q,ER8,プロゲステロンレセプター(PgR),

Ki-67抗原（細胞周期マーカー）に対する抗体を

用いて免疫組織学的染色を行った

【結果】ERaはll手,ERβは19手で陽性であっ

た.PgRは2手でのみ弱い染色が得られた.ER

aはpositivecontrolの乳癌組織では核が強く染

色されるが,CTSの標本では細胞質に染色がみ

られ，その染色性も弱かった．また,ERβの染

色性が強い症例では術前の正中神経運動終末潜

時が延長している傾向がみられた.Ki-67は2例4

手のみ陽性であったが，このうち1例はのちに

関節リウマチと診断された．

【考察】CTSが出産前後や閉経期になど女性ホ

ルモンレベルの大きな変化がみられる時期に多

く発症すること，乳癌に対する女性ホルモン阻

害療法によるCTS発症率の増加などから，そ

の発症には女性ホルモンの関与が推定されてき

た．しかし，いくつかの先行研究もそのメカニ

ズムを明確にはなしえていない．今回の研究で

は,ERaが約半数の滑膜に,ERβが95%の滑

膜に発現していることが示され，エストロゲン

がCTS発症に関連しているという仮説を支持し

た．しかし,CTSのほとんどの標本でKi-67が

陰性であったことは,CTSの発症が滑膜増殖に

はよらない可能性を示唆している.ERaとβの

種々の組織に対する逆説的な機能とあいまって，

性ホルモンとCTS発症の関連について更なる研

究の推進が望まれる．
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自然炎症としての手根管症候群

CarpalTunnelSyndromeasaHomeostatic

TnHammation

'済生会山形済生病院整形外科，2山形大学医学

部整形外科

○清重佳郎1，石垣大介'，高木理彰2

【背景】従来，特発性手根管症候群(CTS)屈

筋腱滑膜には炎症性細胞浸潤がみられないため

non-infiammatorysImovitisといわれてきた．発

赤・発熱・腫脹・瘻痛・組織機能不全を主徴す

る「急性炎症」に対し，生活習慣病や癌に共通

する基盤病態としての「慢性炎症：長期にわ

たるストレス応答のために実質細胞と多様な

間質細胞の相互作用が遷延化し，適応の破綻に

より組織remodelingが生じて臓器機能不全を

もたらす」が注目されている．また，ストレス

を受けた実質細胞から放出された内因性ligand

(heparinsulfate,hyaluronicacid,fibrinogen,

fibronec伽など）とmacrophageなどに発現す

る病原体sensor(Tou様受容体:TLRなど）の

相互作用により誘導される慢性炎症として「自

然炎症」という概念が提唱されている．

【目的】CTS滑膜病変を慢性炎症・自然炎症と仮

定して各細胞間の相互作用を明らかとすること．

【対象と方法】対象はCTS滑膜.TLR-2,-4,CD-

15,-34,-68,-123,5B5,angiotensinconvertmg

enzyme(ACE),endothelin-1(ET-1),TGF-

betaの各抗体を用いて免疫組織化学的検索を

行った．

【結果】CD68陽性type-A(macrophage-like)

滑膜細胞，間質macrophage,新生血管細胞が

TLR-2,-4を発現,5B5陽性type-B(fibroblast-like)

滑膜細胞と線維芽細胞が線維化促進因子である

ACE,ET-1,TGF-betaを発現していた．

【結論】腱滑膜には病原体sensor発現細胞(type-A

滑膜細胞）が常在(resident)しており，慢性

炎症を容易に引き起こす環境にある．健常時に

は滑膜や腱鞘からのdebrisなど内因性ligandと

病原体sensorは平衡状態にあるが，一旦ligand

が量的変化すると平衡状態を破綻させ滑膜炎

が生じると考えられ,CTSは「自然炎症」の

prototypeと考えられる．

2-6-36

手根管開放術後の臨床症状・所見改善経

過一前向き調査一

ThelmprovementCourseoftheClinicalFeaturesafter

CarpalTunnelRelease-AProspectiveSmdy-

'旭中央病院整形外科，2都立広尾病院整形外科，

3都立広尾病院リハビリテーション科，

4茨城県立中央病院整形外科，5原整形外科

○原由紀則1，田尻康人2，星川慎弥3，

新堀浩志4，原えり5．

【目的】手根管開放術の術後成績は最終的には概

ね良好である．しかし時に術後数ケ月愁訴が改

善しない症例に遭遇し，通常の経過と考えてよ

いか迷うことがある．判断の根拠として，この

時期での一般的な症状・所見の回復過程を知っ

ている必要があるが，この報告は見当たらない．

研究の目的は，手根管開放術後早期での症状・

所見の改善経過を調査することである．

【方法】2009年9月から2010年3月に手根管開放術

を行った症例を前向きに調査した．対象は30例

31手であった．全例で術前と術後1，3，6ヶ月目

に，自他覚症状・各種誘発テスト等の診察，手

根管症候群質問表(CTSI-JSSH)記載を行った

手指痛･しびれの評価は質問表の5段階評価値(1：

なし～5：強）で行った．

【成績】手指痛を有する症例は術前の16手が，術

後1ヶ月で3手となり，3ヶ月で全例消失した．

手指しびれの症例数（質問表評価値1/2/3/4/5

の順）は術前0/10/11/10/0手が，術後1ヶ月

9/13/6/3/0手,3ケ月16/11/3/1/0手,6ケ月

23/6/2/0/0手と改善した．症状誘発テスト陽性

症例数(Phalen/手関節伸展／神経圧迫／示指過

伸展/Flickの順）は術前17/13/23/5/15手が，術

後1ケ月2/1/3/0/0手，術後3ケ月で全例陰性化

したTmel徴候は術前25手陽性(手関節部22手，

掌部3手）が，術後1ケ月14手（掌部)，術後3ケ

月6手(MP部5手，掌部1手）で，術後6ケ月l手

(MP部）に残存していた．

【結論】手根管開放術後の経過として，手指しび

れは術後6ヶ月での残存も有り得ると考えられる

が，術後3カ月以降にも残存する手指痛，症状誘

発テスト陽性，手関節部Tmel徴候は通常経過

ではない可能性も考える必要がある．
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母指対立再建術を併施した手根管開放術

前後の患者立脚型アウトカム

Patient-basedOutcomesofCarpalTunnelSyndrome

Ti巳"dbyCarpalTumelReleasewithOpponensPlasty

'東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形

外科学分野，2東京医科歯科大学大学院医歯学総

合研究科臨床解剖学分野

○若林良明'’二村昭元2

【目的】手根管症候群の術前後における上肢障

害評価表（以下DASH)やCTSI-JSSH(以下

CTSI)等の患者立脚型アウトカムの傾向や有用

性が報告されているが，重症例に対する母指対

立再建術の術前後の各スコアの傾向等について

は報告が少ない．今回我々は手根管開放術前後

において，母指対立再建術の有無と各スコアと

の関係を検討したので報告する．

【方法】当科で手術を行った手根管症候群のうち，

他の手・上肢疾患の合併なく1年以上経過観察で

きた29例33手を対象とした男性3例･女性26例，

右20手･左13手,手術時年齢は平均62(35～85)歳，

術後経過観察期間は平均16ケ月（12-25ケ月）で

あった．観血的手根管開放術のみ行ったOCTR

群21例24手と，対立再建術を併施したOPP群8

例9手の術前後のDASHおよびCTSIを評価した．

【結果】OCTR群の術前・術後のDASHはそれ

ぞれ21.6と10.0に対し,OPP群は術前31.4,術後

10.1であったOCTR群の術前CTSI-SSは2.00,

術後1.29だったのに対し,OPP群は術前2.61,術

後l.41であった.OCTR群のCTSI-FSは術前l.69,

術後1.33であったのに対し,OPP群は術前2.47,

術後l.53であった．両群とも術前後の比較では各

スコアとも有意な改善が認められた．各スコア

の術前値と術前後での変化量はOPP群にて明ら

かに高い傾向を示したが，統計学的には有意差

を認めなかった(DASH変化量のP=0.052).

【考察】OPP群はOCTR群に比べて病期が進行

しているものが多いため，術前の各スコアは高

値を示す傾向にあったが，術前後でのDASHの

変化も大きく，術後においては群間差をほとん

ど認めなかった．従って手根管開放術施行時に，

母指対立機能再建術を併施することによって，

重症例でも手根管開放術を単独施行群に匹敵す

る術後成績が得られたことから，対立再建術の

有用性が患者立脚型アウトカムによって再確認

された．

2-6-38

手根管開放術後の患者満足度に影響する

症状の検討

RelationshipbetweenPatientIsSatisfactionandResidual

SymptomafterCarpalTunnelRelease

済生会山形済生病院整形外科

○石垣大介，清重佳郎

【目的】手根管症候群(CTS)に対する手根管開

放術の成績は多くの場合良好であるが，時に患

者の自覚的な満足が思うように得られないこと

がある．患者が満足していない時はどのような

症状を気にしているのかを知るために，術後の

全般的満足度と手根管症候群質問票(CTSI)の

関係を調査したので報告する．

【対象と方法】対象は2009年5月から2010年4月ま

でに手掌内切開で手根管開放術を行った27例31

手である．男性6例，女性21例手術時平均年齢

は63歳であった．対立再建術を行った例は含んで

いない．これらに対し,CTSIおよび10cmスケー

ルによる全般的満足度を術後1，3，6か月で調査

した．全般的満足度を0～0.9（高い満足度)，1

～2.9,3～5.9,6以上（低い満足度）の4群に分

類し,CTSIの各評価項目との関係を検討した．

【結果】術後に明らかな有害事象を発生した例は

なかった．今回の調査でのべ93回の評価が行わ

れ，すべての調査項目に回答が得られた有効回

答数は89回（95.7％）であった．このうち満足度

が0～0.9であったのは36回，1～2.9は22回，3

～5.9は19回，6以上は12回であった.CTSIの

各評価項目はおおむね満足度を反映していたが，

満足度が低い群では特にSS4(日中の手や手首

の痛みの回数),SS6(手の感覚の喪失),FS2(f

タンをかける),FS5(びんのふたを開ける）が

高値であった．

【考察】CTSIの下位尺度を個々に検討したと

ころ，日中の手や手首の痛みの頻度，手の感覚

の喪失，ボタンかけやびんのふたを開ける動作

の困難が特に満足度に影響していた．この結果

には母指対立運動障害や，術後の創痛もしくは

pillarpainが反映している可能性がある．患者の

満足を得るためにはより痛みの少ない術式で治

療するとともに，早期の対立運動獲得を希望す

る例では積極的に対立再建を考慮すべきと考え

られた
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手根管症候群に対する上肢機能評価票
HandlOの反応性

ResponsivenessoftheHandlOafterm巳amentfbrCarpal

TunnelSyndrome

'岡崎市民病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○倉橋俊和1,栗本秀2,岩月克之2,

平田仁2

【目的】我々は平易な文章とイラストを用いた

20項目からなる上肢機能評価票,Hand20を作成

し，高齢者にも広く適応可能な評価票であるこ

とを本学会で報告してきた.Hand20とDASH日

手会版の手根管症候群に対する反応性の検討で

は,Hand20はDASHと同等以上の反応性を示し，

特に軽症患者に対してはDASHを上回った．さ

らに我々は,Hand20の信頼性，妥当性を保った

まま項目数を10項目に削減した上肢機能評価票，

FIandlOを完成させた．本研究の目的は，手根管

症候群の手術治療におけるHandlOの反応性を検

討することである．

【方法】2008年1月から2009年12月までに鏡視下

手根管開放術を施行した手根管症候群患者46例

を対象とした．男性5例，女性41例,平均年齢

は65歳（31～85歳）であったIIandlOおよび

Hand20を用いて手術治療前と術後3カ月の時点

で評価を行った.反応性は標準化反応平均(SRM)

とEHectsize(ES)により検討した．欠損値が

10％を超えるものを評価不適症例とした．

【結果】全46例中，評価不適症例はHandlO,Hand20

ともに同一患者のl例（2％）であったHandlOと

Hand20の反応性(SRM/ES)は,HandlO;0.59/0.61,

Hand20;0.57/0.55で，中等度の反応性が得られた．

Padua分類を用いた手根管症候群の電気生理学的重

症度別評価では,Mild-Moderate群(24例，平均64

歳）ではHandlO;0.66/0.64,Hand20;0.60/0.56で

あり,Severe-Extreme群(17例，平均63歳）では

HandlO;0.46/0.48,Hand20;0.50/0.48であった．

【考察】RandlOは，手根管症候群患者の手術治

療前後の評価でHarld20とほぼ同等の反応性を示

し，特に軽症の手根管症候群患者に対してはよ

り高い反応性を示した．評価不適症例が少なく，

10項目と非常に簡潔で臨床上有用な上肢機能評

価票である．

2-6-40

RiskFactors,Sequence,andtheEffectof

theSurgicalReleaseofAssociatedCarpal

TUnnelSyndromeandTi'iggerDigit

IDivisionofPlasticandReconstructiveSurgery,Department

ofSurgery,ChinaMedicalUniversityHospital,Tainan,

Taiwan,2Taichung,OrthopedicsDepartment,Taipei

VeteransGeneralHospital,3Taipei,ChernTai-Chang

OrthopedicsClinic,4Pingmng,KuoIsGeneralHospital,

50rthopedicsDepartment,NanonalChengKungUniversity

Hospital

○Chun-HuiChu',Shang-WenTsai2,

Tai-ChangChem3,Kuo-ChenWu4,I-MingJOu5

【IntroductionlCarpalmnnelsyndrome(CTS)andTrigger

digit(TD)aretwoconnnonassociatedconditions.Previous

smdiesrevealedhighprevalenceofconcomtantpresence

amongCTSand/orTDsuljects.Theaimsofthisstudy

weretofigureouttheprevalenceofconcontantpIesence,

riskfactors,andthesequence,andtheeHectofthesurgical

releaseofthesetwoconditionsamongCTSand/orTD

subjects.

【MaterialsandMethodsIFivehundredandtwopatients

weretreatedfOrcarpalmnnelsyndromeortriggerdigitat

theOrthopedicclinicinNationalChengKungUniversity

HospitalbetweenJanuary2010andAugust2010,allby

thesamephysician(I.M.Jou)Allpatientswereassessed

withadetailedquestionnaire・Patientswithtrauma,cervical

radiculopathy,polyneuropathyorthoracicoutletsyndrome

wereexcluded.

【ResultslOf502patientsincluded,allquestionn血eswere

eligible・Theestimatedprevalenceofconcontantpresence

was36.5%incarpaltunnelsyndromecohort,43.9%in

triggerdigitcohort・Multiplelogisticregressionanalysis

identifiedthatconcomitantpresenceofcarpaltunnel

syndromeandtriggerdigitwasassociatedindependently

withfemalegenderandthoseundergonehemodialysis.

Carpalmmelsyndromewasidentifiedbefbremggerdigitin

80%ofpatientsw汕concontantpresenceofcarPalmnnel

syndlDmeandtriggerdigit,mostlyonthesamelaterality.

【ConclusionlConcomitantpresenceofcarpaltunnel

syndromeandtriggerdigitismoreprevalentmfemaleand

inthoseundergonehemodialysis.Carpaltunnelsyndmme

wasmostlyidentifiedbefOretriggerdigit,onthesame

laterality.Apossiblecommonlocalmechanismmightbe

relatedtobothconditions.Ahighmdexofsuspicionfbrthe

associatedconditionshouldbewarrantedinpatientswith

carpalmnnelsyndromeortriggerdigit.
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手根管症候群における再手術症例の検討

EvaluationofReoperativeCasesofCarpalTunnel

Syndmme

和歌山県立医科大学医学部整形外科

○下江隆司谷口泰徳，北野岳史，

浅井宣樹吉田宗人

【目的】手根管症候群の非透析例では従来法によ

る手根管開放術の成績は安定しており，再手術

を要する症例は少ない．今回，非透析例の手根

管症候群に対し再手術を必要とした症例につい

て調査を行い，その臨床像などにつき検討を行っ

たので報告する．

【対象と方法】対象は，過去に当科で再手術を施

行された非透析例の手根管症候群10例10手であ

る．性別は男性5例女性5例で再手術時年齢は53

歳から84歳，平均66.1歳であった．1例にキーン

ベック病を合併していた．初回手術は全例従来

法の手根管開放術で，9例が整形外科医,1例が

脳外科医に施行されていた．これらの症例につ

き，再手術までの期間，初回術後の経過，再手

術時の術中所見，再手術法について検討を行っ

た．

【結果】再手術までの期間は1ケ月から6年4ヶ月，

平均2年7ケ月であった．初回術後の経過は，症

状が初回術後に改善したが，その後悪化した症

例7例で，初回術後，症状が改善せず悪化した症

例は3例であった．再手術での術中所見では，横

手根靭帯の未切離部を認めたもの5例，再形成さ

れた横手根靭帯が肥厚したもの3例であった．残

りの2例では，横手根靭帯に肥厚を認めなかっ

たが滑膜増殖，手根管背側に石灰沈着が見られ

た未切離部を認めた症例は，小皮切，執刀医

が脳外科医であることが未切離の要因であった

再手術法は，全例に直視下手根管開放術を行い，

術中所見に応じて，横手根靭帯部分切除滑膜

切除，石灰沈着切除，骨片切除を追加した．

【考察】今回の再手術の主原因は横手根靭帯の未

切離であった．線維性に癒合し再形成された横

手根靭帯の肥厚また肥厚のない症例では石灰

沈着，滑膜増殖が再発の原因となっていた．そ

のため，初回手術では，確実な横手根靭帯の完

全切離，再手術ではその原因に応じた外科的治

療を行うことが大切である．

2-6-42

長期透析患者の再発手根管症候群におけ

る術中所見の検討

IntraoperativeFindingsfbrRecurrenceCarpalTunnel

SyndromemLong-termHemodialysisPatients

'名古屋大学医学部手の外科，2前田整形外科ク

リニック，3東海病院整形外科

○篠原孝明1，前田登2，牧野仁美3，

建部将広1,平田仁】

【目的】我々は第35回本学術集会で長期透析患者

に発症した手根管症候群(CTS)再発例の検討

を発表して以来，第38,41,42,50,51,52回

学術集会で透析患者におけるCTSについて，手

術手技，手術成績，透析頸椎症との関連，透析

導入原因別での検討など，一貫して報告を行っ

てきた．今回は，長期透析患者のCTS再発の明

確な原因がわかっていないことから，再発例の

術中所見を詳細に検討したので報告する．

【対象と方法】CTSに対して手根管開放術を行

い，再発を認めた長期透析患者17例を対象とし

た初回手術は鏡視下手根管開放術(Chow変法）

16例，直視下手根管開放術(OCTR)1例であり，

再発例は全例,OCTRが行われた．年齢は平均

60歳，透析期間は平均27年，再発期間は平均7（1

～16）年であった．再発は臨床症状と神経伝導

速度により診断した．再発期間が1年の症例を2

例認めたが，2例とも2回目の再発であり，他の

症例は全例初回の再発であった術中所見とし

て，主に靭帯再生の有無，絞掘部位の位置を検

討した．8例は再生靭帯を病理学的に検討した．

【結果】17例中16例は肉眼的に靭帯の再生を認め

た再生靭帯は，全体的に薄い組織4例，近位

は薄く遠位部は厚い組織9例，全体的に厚い組

織3例であった．再生靭帯を認めなかった症例

は，正中神経と周囲組織が全体的に癒着してい

た絞掘部位は横手根靭帯の近位部2例，遠位部

10例であり，全体にわたり絞掘されたものが5例

であった．再生靭帯の病理組織検査では8例全例

で靭帯組織を認めた．再発期間が1年の2回目再

発例2例は，屈筋腱がアミロイド沈着により高度

に肥厚していた

【考察】横手根靭帯の特に遠位部の再生が再発の

一因と考えられた．遠位部横手根靭帯再生を念

頭においた手術術式が求められる．
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特発性手根管症候群術後悪化例における

超音波検査による原因検索

mtrasonographyfbrSurgicallyTreatedldiopathicCarpal

TunnelSyndromewithPost-operativeWorsening

'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

【目的】特発性手根管症候群(CTS)の手術成績は

概ね良好であるが，術後悪化例も存在する．当科で

経験した術後悪化例に対し，超音波検査(US)を

行ない原因を検索した

【対象と方法】特発性CTS手術例で，術後臨床，神

経伝導速度検査(NCS)所見の両者が悪化した12例(1

男性，11女性；55-74（平均61)歳)12手（当科手

術7手，他施設手術5手）を対象とした（神経損傷例

は除外).NCSでは10手で運動，知覚神経活動電位

の両者，2手で後者が導出不能であった．術式は小

皮切観血手術（小皮切法）8手,鏡視下手術(ECTR)

-1,2portal法各2手であった．これらにUSを行い，

所見を成績良好（臨床,NCS所見とも改善）であっ

た32例（3男性，29女性；45-82（平均56）歳）37手

と比較した．

I結果】悪化群の小皮切法6手で，手根管近位部で正

中神経が屈筋支帯(FR)により強く圧迫されてい

た同部皮下組織に術後搬痕像（境界不明瞭な低エ

コー像）がなかったことをあわせ,FR不全切離に

よる神経圧迫と診断した．小皮切法l手,ECTR4手

では同様の所見を手根管遠位部に認めた．部位別に

は，小皮切法では近位,ECTRでは遠位に多かった

(x二乗検定:p<､05).残る小皮切法1手では，正

中神経掌側に低エコーー域があり，血腫を疑った．成

績良好群では上記所見はなかった．不全切離の小皮

切法3手,1portalECTRl手で再手術を行ない，上

記US所見を確認した．

【考察】FR不全切離は術後再発要因として知られる

が，本結果はこれが術後悪化要因ともなることを示

している．小皮切法では近位,ECTRでは遠位に多

く，術野が限られるこれら低侵襲手術では確実な切

離が重要である.NCSでは多くの症例で活動電位

が導出不能で，その部位診断が困難なことに対し，

USでは簡便に局在の把握が可能であった

【結語】特発性CTS術後悪化例ではFR不全切離の

頻度が多い.USはその確認と部位診断に有用である．

2-6-44

アミロイド沈着を認める特発性手根管症

候群の特徴

TheFeatureofliopathicCarpalTunnelSyndromewith

AmiloidDeposion

産業医科大学整形外科

○大茂壽久，酒井昭典，目貫邦隆，

大塚弘剛，山中芳亮

【目的】近年，特発性手根管症候群発症要因の1

つに，アミロイド沈着が関与するという報告が散

見される．本研究の目的は，特発性手根管症候群

においてアミロイド沈着を認める群の特徴を明

らかにすることである．

【対象】対象は，特発性手根管症候群と診断され，

手根管開放術が行われた86例（男性31例，女性

55例，平均年齢67.5歳）とした．

【方法】手根管開放術の際，横手根靭帯，屈筋腱

滑膜，神経上膜を採取し，アミロイド沈着の有無

を確認し，全てにアミロイド沈着を認める群をア

ミロイド陽性群（以下陽性群)，全てにアミロイ

ド沈着を認めない群をアミロイド陰性群（以下陰

性群）とした．また，伝導速度検査と，3テスラ

MRIを用いて正中神経の形態とコントラスト比

を計測し両群を比較した．

【結果】陽性群は49例(57.0%),男性22例

(71.0%),女性27例(49.1%)であり，男性に

有意に多かった(p<0.05).平均年齢は，陽性群

(73.1±9.4歳）が陰性群(61.2±14.4歳）と比較し

て有意に高かった(p<0.01).神経伝導速度は両

群間に有意差を認めなかった．画像評価では，有

鈎骨鈎レベルでの短径・長径比，正中神経断面積

は両群間に有意差を認めなかったが，有鈎骨鈎レ

ベルのコントラスト比は，陽性群（-0.07±1.9）

が陰性群（0.8±1.6）と比べて有意に小さかった

(p<0.05).次に，アミロイド沈着の有無を従属

変数に，年齢，浜田分類，神経伝導速度，正中神

経の形態，正中神経のコントラスト比を説明変数

としてstepwise回帰分析を行ったところ有意な

説明変数は年齢(F=19.3)のみであった．

【結論】横手根靭帯，屈筋腱滑膜，神経上膜にア

ミロイド沈着を認める特発性手根管症候群は重

症例，高齢者，男性に多い傾向があった．また，

画像上の特徴は有鈎骨鈎レベルでのコントラス

ト比の低下であった．
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両側特発性手根管症候群における非手術

側の臨床経過

ClinicalCourseoftheNon-OperatedHandinPatients

withBnateralldiopathicCarpalTumelSyndrome

新潟県立吉田病院整形外科

○田中英城

【目的】両側特発性手根管症候群例において，一

側の手術後に非手術側の症状も軽減することを

時に経験する．非手術側の自覚症状の変化を客

観的に評価するためにretrospec位veに検討した．

【対象・方法】対象は過去7年間に両側特発性手

根管症候群で初診し手術を行った35例で，男4，

女31例，年齢は30‐82（平均60)歳であった

手術は重症側から行い，片側のみで終わったの

が14例，時期をおいて結局両側手術したものが

21例あった．臨床症状および電気生理学および

知覚評価を経時的に行い評価した

【結果】一側の術後に非手術側のしびれの軽減

を7例で自覚していた．そのうち6例は反対側

の手術を受けていなかった．非手術側の術前の

終末潜時(TL)は平均6.18msから術後3ヶ月で

5.56ms/､,知覚伝導速度(SCV)は33.4m/sか

ら34.4m/sとなったがいずれも有意の差ではな

かった．示指から環指の指尖部のS-2PDは約

4mm,M-2PDは約3mmで術前後と変わらな

かった一方，示指から環指の指尖部のSWT

でnormalを示すものが術前14%から術後3ケ月

で24％に,Dirmmshedlighttouchが48%から

58%,Diminishedprotectivesensationが31%か

ら18%,Lossofprotectivesensationが7%から

0％へと，若干の改善傾向がみられた．術後6ヶ

月で検査しえた17例においても同様の傾向がみ

られた．

【考察。まとめ】非手術側が軽症例では術後に症

状の軽減を自覚する例がある．術後の自覚症状

の改善はSWTの結果に反映されたと考えられ

る．しかし，電気生理学的に有意の改善はなかっ

た．すなわち，一側の手術は反対側の自覚症状

の軽減をもたらすこともあるが，少なくとも半

年間は臨床経過を大きく変えるほどの影響はな

いものと考えられる．

2-6-46

Pre-andPostoperativeComorbidities

inldiopathicCarpalnlnnelSyndrome;

CervicalArthritis,BasalJointArthritisof

theThumbandStenosingTenosynovitis

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○JihyeungKim,HyunSikGong,
●

HyukJinLee,YoungHoLee,

SeungHwanRhee,GooHyunBaek

Purpose:Toevaluatetheconcurrencerateofcervical

arthritis,basaljointarthritisofthethumband

stenosingtenosynovitiswithidiopathiccarpalmnnel

syndromepre-andpostoperatively.

Methods:Weretrospectivelyreviewed633hands

in362patientswithidiopathiccarpaltunnel

syndromewhounderwentcarpaltunnelrelease

betweenAugustl999andJuly2009.Weroutinely

checkedelectromyographyandsimpleradiographs

ofwrist,cervicalspineandbasaljomtofthethumb

preoperativelyandevaluatedthepresenceofstenosing

tenosynovitisperioperatively・Thepatientswere

fbllowedup2weeks,6weeks,3months,6months,

12monthsaftersurgeryandthenyearlythereafter.

MediandurationoffOllow-upwas24(range,12to

84)months.

Results:Ofthe362patients,cervicalarthritiswas

fOundin253patients(69.9%)andC5-6arthritis

wasmostcommonlyinvolved.Basaljointarthritis

wasobservedin216hands(34.1%)．Stenosing

tenosynovitiswasassociatedin85hands(13.4%)

preoperatively,andnewlydevelopedin67hands

(10.6%)aftersurgery.Stenosingtenosynovitisin

thumb,middlefingerandringfingerweremost

commnonlyobserved.

Conclusion:Stenosingtenosynovitis,cervicalarthritis

andbasaljointarthritisarecommonlycombined

withidiopathiccarpalmnnelsyndrome・Whenthese

conditionsareassociated,patienteducationfbrthese

diseasesisveryimportant.
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ばね指に対するステロイド注射後1年以上
経過した症例の治療成績一ベタメタゾン
VS・トリアムシノロンー

OverOneYearfbllowupOutcomesofCorticosteroid

InjectionfOrTriggerFinger-BethamethasoneVersus

Triamcinolone-

'医療法人松下会白庭病院整形外科，2大阪府済

生会中津病院整形外科，3医療法人浩仁会南堺病

院整形外科

○安藤佳幸1，安田匡孝2，釜野雅行3，

細見僚2，大橋弘嗣2

【目的】昨年，本学会にて成人ばね指に対する前

向き研究で，トリアムシノロンアセトニドがベ

タメタゾンに比して注射後12週までは治療効果

に優れていることを報告した．注射後1年以上経

過したそれらの症例の治療成績を再度調査した．

【方法】2008年7月から2009年9月までに受診した

ばね指症例で，設定基準に合致した52例中追跡

調査が可能であった46例を対象とした．注射内

容はベタメタゾン2mg(B群）が18例，ベタメ

タゾン4mg(BB群）が15例，トリアムシノロ

ン5mg(T群）が13例であった．初回注射後12

週までは定期受診し，最終評価は患者アンケー

トにて実施した．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．以上の症例に対して，注射の有効性

と再発症例数，手術施行例数，最終評価時の満

足度および他指罹患の際には同内容の注射を今

後希望するかについて調査した．また，それら

の結果を12週時の結果と比較した

【結果】注射が有効であった症例数では,T群が

他の2群に比して有意に多かった．しかし，症状

の再発した症例数でもT群に多い傾向にあり，

特に注射後12週以降に多かった．手術に至った

症例数では,T群がB群より有意に少なかった．

12週時には有意な差があった満足度や同内容注

射の希望について，最終評価時には有意な差は

なかった．

【結論】T群では，治療開始初期には有効症例数

が多いが,B群やBB群に比して12週以降に再

発症例数が多くなる傾向にある．

2-7-2

腱鞘の弾性変化が狭窄性腱鞘炎の弾発現

象に及ぼす影響

TheEffbctofElasticityoftheAIPuneyonSnappmgof

TTiggerRnger

東京大学医学部附属病院整形外科脊椎外科

○宮本英明，三浦俊樹，伊佐山浩通，

小池和彦，中村耕三

【はじめに】狭窄性腱鞘炎の弾発現象には腱鞘の

肥厚や硬化，屈筋腱の形状などの影響が指摘され

ているが，これまでその評価はほとんど定性的

であった．一方近年，超音波装置エラストグラ

フイー機能を用いて軟部組織の弾性を定量的に

測定できるようになった本研究の目的は健常者

における腱鞘の厚さと弾性の加齢変化，狭窄性腱

鞘炎患者での腱鞘の厚さと弾性の特徴およびト

リアムシノロン(TC)腱鞘内注射の腱鞘弾性へ

の影響を明らかにすることである．

【対象と方法】健常女性21例（平均52歳）と弾発

現象がある中･環指狭窄性腱鞘炎女性9例10手（平

均71歳）を対象に超音波装置（日立メデイコ製

HIVISIONPreims,6～14MHzリニアプローブ）

を用いて中・環指における屈筋腱鞘(A1)の厚

さと弾性を測定した．また，腱鞘炎患者にはTC

10mgを腱鞘内注入3-4週後にも同様の測定を繰り

返した．腱鞘の弾性は腱鞘と皮下脂肪との比(P/

F比）として計測した．

【結果】健常人の腱鞘の厚さ（平均0.4nun)と弾

性（平均P/F比2)は共に加齢に伴い増加した．

腱鞘炎患者で罹患指腱鞘の厚さ1mmは非罹患指

腱鞘の厚さ0.7mmに比べ有意に厚く，腱鞘の弾

性も罹患指ではP/F比4で非罹患指のP/F比2よ

りも有意に大きく硬かった．また,TC注射によ

り全例で弾発現象が消失または改善し，腱鞘の厚

さは1mmから0.6mm"､,P/F比も4から2へ有意

に減少した．

【考察】弾発現象が生じている罹患指腱鞘は厚く

硬くなっていること,TC注射後に厚さ，腱鞘の

弾性が減少すると弾発現象も消失することから

腱鞘の弾性の硬化と肥厚が弾発現象の出現に関

与していることが示唆された．

【結語】屈筋腱鞘は加齢に伴い肥厚，硬化する．

弾発現象を有する狭窄性腱鞘炎罹患指では腱鞘

の肥厚・硬化が有意に強く，トリアムシノロン注

射は腱鞘の弾性を低下させ弾発現象を改善する．
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2-7-3

ばれ指手術症例におけるアミロイド沈着

率の検討

LocalizedAmyloidDepositioninT面ggerFinger

'菊川市立総合病院整形外科，2浜松医科大学整

形外科

○大石崇人1，澤田智－2，宮城道人2

手根管症候群(CTS)におけるアミロイド陽性

症例についての報告が散見される.CTSを初

発症状とする家族性アミロイドポリニューロパ

チー(FAP)や全身性アミロイドーシス(SSA)

の報告は多くみられる．また,CTSに合併する

ことの多いばね指もFAPにおける一症状とする

報告がある．しかし，本邦においてばね指症例

におけるアミロイド陽性率について検討した報

告はない．

【対象と方法】2010年2月から2010年11月までに，

透析合併症例を除き手術を行ったばね指症例14

例16指に対して，腱周囲滑膜，または切離した

腱鞘の一部を検体として，アミロイド陽性率に

ついて検討した．既往歴として,他指のばね症状，

CTS,糖尿病(DM),関節リウマチ(RA),心

疾患（不整脈，心不全，起立性低血圧）の有無

について検討した．

【結果】16例中8例(50%)がコンゴレッド染色

でアミロイド陽性であったアミロイド陽性8例

では他指のばね症状1例,CTS4例,DM1例で

あった．アミロイド陰性8例では他指のばね症状

4例,CTSl例,DM3例であった．全例,RA,

心疾患の既往はなかった．アミロイドの有無と，

他指のばね症状,CTS,DMの既往について検

討を行ったが，明らかな相関はなかった．

【考察】特発性CTSでのアミロイド陽性率は16

～35％といわれており，今回，ばね指での陽性

率は50％とより高率であった特発性CTSと同

様にアミロイド陽性例では，アミロイド沈着に

よって結合組織の増大が起こった結果，腱鞘内

の相対的狭窄が生じた可能性が示唆された．し

かし,今回の検討において,アミロイドとばね指・

CTSの間には相関は認めず，ばね指とCTSの合

併原因については明らかではなかった．

2-7-4

手指屈筋腱腱鞘炎に対する内視鏡使用手

術一術後2年以上経過例の術後機能及び整

容面の調査一

EndoscopicReleaseofTriggerFingers:AMinimum2

YearsFonow-upSmdy

'亀田病院整形外科，2弘前大学医学部整形外科，

3工藤さとる整形外科クリニック

○三浦一志1,藤哲2,工藤悟3

【目的】われわれは手指屈筋腱腱鞘炎症例に対し

て，従来の方法に比べ低侵襲である内視鏡を使

用した腱鞘切開術を導入し施行してきた．術後2

年以上経過観察が可能であった症例の術後成績

を調査し報告する．

【対象と方法】これまでに本法を施行した手指屈

筋腱腱鞘炎症例69例，96指のうち，術後2年以上

経過し直接検診可能であった14例,17指を対象

とした．症例の内訳は男性5例，女性9例で，手

術時年齢は9歳～67歳（平均49.0歳）であった．

罹患指別では中指10指，環指5指，小指2指であっ

た術後経過観察期間は24ヵ月～48ヵ月（平

均35.4カ月）であった．手術所用時間，創閉鎖

に要した日数，合併症の有無，残存症状の有無，

手術部創嬢痕形成の程度（麻生の評価基準)，術

前後の罹患指総自動運動域，手術に対する患者

満足度を検討した．

【結果】手術所要時間は5分から14分（平均8.8分）

であり，術後3日から4日（平均3.9日）で創閉鎖

が得られていた．神経，腱損傷等の合併症はみ

られなかった．全例で瘻痛は消失しており，術

前の症状が残存していた症例はなかった創の

嬢痕形成を生じていた症例はなく，麻生の評価

基準では16指で優，1指で良であり整容的に良

好であった．罹患指の総自動運動域は術前平均

232.1.から術後平均247.4.へと統計学的に有意に

改善していた(pairedt-test:p<0.05).手術に

対しては全例で満足との回答が得られた．

【結語】手指屈筋腱腱鞘炎に対する内視鏡を使用

した腱鞘切開術の術後成績は，術後2年以上の経

過においても症状の再発は認められる事がなく，

機能的・整容的に極めて良好であり患者満足度

も高かった．本法は小切開創から施行可能な低

侵襲手技であるが，腱鞘及び屈筋腱の状態を内

視鏡視下に観察可能な有用な治療法である．
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2-7-5

狭窄性腱鞘炎に対する鏡視下腱鞘切開術

の合併症についての検討

CompncationsafterEIldoscopicReleaseofAIPuneyin

StenosmgT℃nosynovitis

'西宮協立脳神経外科病院整形外科，2大阪府三

島救命救急センター・

○瀧川直秀l,森内宏充1,阿部宗樹1,

安井憲司'，岡本雅雄2

【目的】狭窄性腱鞘炎に対する鏡視下腱鞘切開術

はNakaoらにより開発され，本邦で主にその治

療成績が報告されている．今回鏡視下腱鞘切

開術の合併症を中心にその治療成績を調査した

ので報告する．

【対象と方法】対象は2007年3月から2010年9月ま

での間に，母指を除く狭窄性腱鞘炎に対して鏡

視下腱鞘切開術を行った59例（男性:24例,女性：

35例)，75指（示指:9，中指:40,環指:23,小指：

3）である．平均年齢は65歳（49～87歳）であっ

た．母指は神経損傷を危倶して行っていない．

既往歴は糖尿病が11例，手根管症候群が9例，関

節リウマチが5例であった．手術適応は3カ月以

上の保存療法無効例とした．手術方法はSmith

&NephewEndoscopicTriggerFmgerRelease

Systernを用い,Nakaoらの方法に準じて行っ

た．これらにつき手術時間,PIP関節伸展可動域，

再手術率，合併症について検討した．

【結果】手術時間は平均13.9分であった.PIP関

節のextensionlagは術前平均8.2°に対し，術後

平均3.1｡と有意に改善した．感染や神経損傷の合

併はなかった．再手術率は2.7％（2例）で，2例

ともAlpulleyの近位側の切離不足が原因であっ

た．遠位のカニュラ出口部分でMP関節の伸展

制限による微小裂創を5例に認めたが，創部痛や

創傷治癒に伴う問題は術後早期よりなかった．

【結論】当院での鏡視下腱鞘切開術は，合併症と

して切離不足による再手術と微小裂創を認めた

が，創傷治癒に関する問題はなく，早期に復帰

可能で概ねよい成績であった

2-7-6

舟状月状骨解離における関節鏡診断の意義

DiagnosticSignificanceofArthroscopymScapholmate

Dissociation

'平成記念病院整形外科，2国保中央病院整形外科，

3奈良県立医科大学整形外科，4札幌第一病院整形

外科，5札幌医科大学第二解剖学

○土肥義浩1，小野浩史2，面川庄平3，

青木光広4，藤宮峯子5

【目的】我々は過去の本学会で舟状月状骨(SL)

解離の臨床におけるX線診断とGeissler分類の

不一致について報告した．そこで舟状月状骨解離

の関節鏡診断の意義を明らかにするために手根靱

帯損傷と関節鏡所見の関連について解剖学的研究

を行なったので，その結果について報告する．

【方法】未固定標本8上肢でSL骨間靭帯から順に，

背側手根間靭帯，舟状大菱形靭帯，僥骨舟状有頭

骨靭帯を段階的に切離し7段階(stageO～6)の

SL解離モデルを作製した．各stageで手根中央

関節の鏡視下に直径1～6mmの球形プローベが

SL間隙(SLg)に一致するサイズをnamralSLg,

SL間隙に挿入できる最大のサイズをenfbrced

SLgとして計測した．計測法とstage間の差を多

重比較検定した．これらの計測法による手根靱帯

損傷の診断の正確性についてROC解析を用いて

検討した．有意水準は5％以下とした．

【結果】EnforcedSLgがnaturalSLgより有意に

大きい傾向があった.NaturalSLgはstage間の

有意差を認めなかった.EnforcedSLgはSL骨

間靭帯すべてと背側手根間靭帯の一部を切離した

stage3以降でstageOより有意に増加していた．

ROC解析からenforcedSLgによるstage3の診断

は有意であった（曲線下面積＝0.94,95％信頼区間

=0.89-0.99).またenforcedSLgapが2.7mm以上

あればstage3以上であると診断する時の感度は

73％で特異度は94％であった.1.7mm以上であれ

ばその時の感度は95％で特異度は81％であった．

【結論】Geisslerが報告したように鏡視下に2.7mm

の関節鏡が通過すればSL骨間靭帯の完全損傷は

確定的であるが，背側手根間靭帯も一部損傷して

いるといえた．さらにl.7mmのプローベがSL間

を通過した段階でも同様の損傷が高率に疑われ

た．Geissler分類は有用であるがSL骨間靭帯損

傷を診断するためにはもう少し基準が厳しくても

よい．
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2-7-7

舟状月状骨解離に対する治療成績

TreatmentofScapholunateDissociation

名古屋大学手の外科

○建部将広，平田仁，篠原孝明，

奥井伸幸，山本美知郎

【目的】Carpalinstabilitydissociativeの代表で

ある舟状月状骨解離（以下SLD)の治療につい

ての報告は本邦ではいまだ少ない．当院で治療

したSLDの治療成績について報告する．

【方法】1997年以降に当院で施行したSLDの患

者について後ろ向きに評価した．症例は13例14

手，右7例，左5例，両側例1例で，利き手側が9

手．男性10例，女性3例，平均年齢31歳であった．

術式はピンニング2例，靭帯修復1例，靭帯再建
11例(extrmsicUgamentによる修復7例，長掌

筋腱による再建3例，僥側手根屈筋腱による再建

1例）であった平均経過観察期間18ケ月，術前

後の理学所見・単純X線所見・関節鏡所見につ

いて検討した

【結果】平均掌背屈可動域は術前116度から術後

114度と変化無く，平均の握力（健側比）は79%

から88％へ改善していた．ModifiedMayoWrist

Scoreではexcellent:5,good:4,fair:5であった．

Geissler分類は3度6例,4度8例であり，靭帯再

建例は全て4度であった．術前のscapholunate

angle(SLA):81度,radiolunateangle(RLA):

背屈8度,scapholunategap(SLgap):3.1mmは

術後それぞれ70度・5度･2.0mm(健側:62度・

掌屈3度・1.5mm)に改善が見られていた．術

後の単純X線像でOA変化を3例に認めていた．

術前SLA・RLA・SLgapとGeissler分類には

相関を認め，術後RSA・SLgapとも関連してい

た．最終時の関節可動域・握力とGeissler分類，

単純X線parameter,術式との間には有意な関

連は認めていなかった．

【結論】SLDの治療について，後ろ向き研究では

あるがGeissler3度にはピンニングや靭帯再建

4度には全例靭帯再建が施行され，おおむね良好

な成績が得られていた．

2-7-8

新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼の

治療成績
ClinicalResultsofAcutePerilunateDislocationand

LunafDislocation

'神戸大学大学院整形外科，2六甲アイランド病

院整形外科，3兵庫医科大学整形外科

○名倉一成'，国分毅'，牧野健2，

藤岡宏幸3，黒坂昌弘】

【目的】月状骨周囲脱臼および月状骨脱臼は比較

的まれな外傷であり，手関節は複雑かつ高度に

損傷される．新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨

脱臼の治療成績について検討を行った

【対象と方法】対象は1994年から2010年までに治

療を行った新鮮月状骨周囲脱臼および月状骨脱

臼の19手（男性18手，女性1手）であった右8

手左ll手で，受傷時平均年齢は37歳(18～71

歳)，受傷機転は交通事故8例，スポーツ外傷4例，

転落5例，その他2例であった．脱臼整復後に合

併したll例の舟状骨骨折に対してスクリュー

による骨接合を行った．また14例には三角骨

月状骨間や舟状骨月状骨間にKirschner鋼線に

よるピンニングを追加した．術後臨床評価には

Cooneyらの評価を用いて検討した．

【結果】術後経過観察期間は平均1.2年（4.5ケ

月～5年）で，3例に舟状骨偽関節が生じ手術

を行った．最終経過観察時の平均可動域は，背

屈65.掌屈62.で握力の健側比は74％であった．

またCarpalheightratioは平均0.53で,9例に

DISI変形を認めた.Cooneyらの術後臨床評価

はexcellent4例,good8例,fair7例（平均79

point)であった．

【考察】最終経過観察時には19例中12例がgood

以上で，比較的良好な治療成績が得られた．し

かし，術後臨床評価は良好であってもX線上手

根背屈変形や舟状月状骨解離を残す症例が認め

られた．治療に際し十分に脱臼機序を推測する

ことは重要であるが，将来手根配列異常を引き

起こさず良好な手関節機能を維持するには靭帯

修復などの治療が必要と考えられた．
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月状骨周囲脱臼・脱臼骨折の治療
TreatmentofPerilunateDislocationsandFracture-

Dislocations

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎，申正樹，浅野研一

【目的】月状骨周囲脱臼は比較的稀な外傷のため，

多数例でのまとまった報告はなく，その適切な

治療方法についてまだ一定な見解は得られてい

ない．同一の術者が手術を行った月状骨周囲脱

臼の成績を検討してその治療方針を示す．

【症例】過去24年間に受傷後3ヶ月以内に治療

した月状骨周囲脱臼は47例であった．脱臼型

は経舟状骨月状骨周囲脱臼(TSPLD)が30例，

舟状骨骨折のない月状骨周囲脱臼(PLD)が

17例であった．受傷より手術までの期間は平

均12日間（1－100日）であった

【方法】手術は原則としてTSPLDでは掌側進入

を,PLDでは背側進入を用いた.TSPLD:1.

月状骨周囲脱臼を徒手もしくは観血的整復する．

2．舟状骨骨折を整復してHerbertscrewで固

定する．3．断裂した掌側靭帯を縫合する．4．

手根骨の不安定性があればK鋼線で固定する．

PLD:1,4は同じ,2.舟状骨・月状骨(SL)

間を整復してK鋼線で固定する．3．断裂し

たSL靱帯を縫合する(2例は徒手整復後,3

例は観血的整復後SL間をK鋼線固定).術後は

TSPLDで平均5週間,PLDで7週間のギプス

固定を行った．

【結果】Follow-up期間は平均24ヶ月であった．

2例に月状骨壊死によるcollapseが起きた．舟

状骨骨折は1例を除いて骨癒合が得られた手

関節可動域は健側比の平均でTSPLDが82%,

PLD77.5%,握力はTSPLDで85%,PLD

87％であった.MayoWristScoreで評価する

と,TSPLDは優6,良12,可11,不可1,

PLDはそれぞれ4,7,5,1であった．

【結論】l.TSPLDとPLDの間に治療成績の差

はなかった．2．月状骨周囲脱臼の治療は早期

の靱帯修復と骨折があれば強固な内固定を行い，

長期間の外固定は避けることが望ましい．

2-7-10

Kienb6ck病に対する舟状骨・大菱形骨・

小菱形骨固定術の長期成績（10年以上経

過例の検討）

Long-tennOutcomeofSTTFusionfOrTreatmentof

Kienb6ckIsDisease

'北里大学整形外科，2相模台病院整形外科

3九州大学医学部整形外科

○岡田貴充'，小沼賢治'，小林明正2，

岩本幸英3，高相晶士】

【目的】Kienb6ck病(K病)Lichtman分類

Stage3以上の症例に，我々 は恒久的STT固定

術を施行してきた．今回10年以上の経過観察が

可能だった症例の臨床成績･X線変化について

調査したので報告する．

【対象と方法】1992年から2004年までにK病に対

しSTT固定術を施行した20例20手のうち10年以

上経過した14例に受診依頼を行い，診察可能だっ

た7例7手(Lichtman分類3a:3手,3b:2手,4:
2手，平均年齢45歳）を対象とした．経過観察期

間は10年1ケ月～18年7ケ月（平均12年2ケ月）

だった．手術は手関節背側からSTT関節を展

開，関節軟骨を掻爬し腸骨からの海面骨を充填，

Kirschner鋼線で固定し術後6週で抜去した．

【結果】瘻痛は，無し4例，軽度2例，中等度1例

で，平均握力は術前18kgから最終29kg(平均

健側比88％）に改善したが，掌背屈平均可動域

は術前97度から最終98度（平均健側比75％）と

改善はなかった日手会K病成績判定基準項

目(1)ではSatisfactory4例,Unsatisfactory3例

で,Unsatisfactoryとなった原因は可動域の低

下だった．項目(2)はExcellent:3例,Good:2

例,Fair:2例で,DASHスコアは平均8.1点だっ

た.carpalheightratioは術前平均0.48から最終

0.50と低下はなく,radioscaphoidangleも術前

平均64度／術直後57度／最終58度で術直後の状

態が保たれていた．母指CMの関節症性変化を1

例に僥骨茎状突起先鋭化を2例に，僥骨舟状骨間

npingementを4例に認めたが，これらに瘻痛を

認めたのは1例のみだった．

【考察】恒久的STT固定術では除痛効果は期待

できても関節可動域の拡大は期待できないとの

中期成績の報告があり，長期でも同様の結果だっ

たSTT固定後長期経過することで，新たに発

生する母指CM関節症や僥骨舟状骨間の瘻痛等

により臨床成績が悪化するのではと考えたが，

同部位に瘻痛を訴える例は少なかった．
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手根骨配列異常をきたしたKienbock病

に対する月状骨摘出後の手根骨間部分固

定術の長期成績

Long-tennfbllow-upofPartiallntercarpalArthrodesis

afterExcisionoftheLunatefOrAdvancedKienbock

Disease

東京医科大学医学部整形外科

○高瀬勝己，山本謙吾

【目的】病期が進行し手根骨配列異常をきたした

Kienbock病に対し月状骨を摘出後に，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榛骨手根関節形

成術を昭和54年以降施行してきた．今回，術後5

年以上経過例を詳細に検討したので報告する．

【対象・方法】対象は手根骨配列異常を認めた

Lichtman分類stage3bおよび4の26例．男17

例・女9例，手術時年齢26-64（平均44.5）歳．病

期分類ではStage3b:9例･4:17例であった．手

術方法は，壊死した月状骨を摘出後に，有頭骨

を半割し中枢骨片を摘出時に生じた空隙に移動

し有頭骨関節面で新しい僥骨手根関節を形成す

る．次に，有頭骨移動にできた骨欠損部，大菱

形骨および豆状骨を除いた手根骨間関節に腸骨

よりの自家骨を充填する手根骨間部分固定術を

施行した．この際，僥骨一舟状骨角は約50.にな

るように工夫する．経過観察期間は62-223（平均

142.7）力月で,10-15年経過例は6例,15年以上

経過例は15例を占めていた．治療成績はEvans

の評価基準に準じた．

【結果】骨癒合は全例に獲得できた．瘤痛が残存

したのは，2例に労作時痛を認めたのみであった．

治療成績はgoodl9例･fair5例･poor2例で

verypoor例はなく満足すべき結果が得られた．

最終診察時における手関節平均可動域は，背屈

51.7.,掌屈42.2.,平均握力は健側比で83.1％で

あった．術後変形性関節症性変化は，新たな発

生あるいは増強を26例全例に認めたが，術後2-3

年で起こり4年以降では増悪はなかった．また，

これらの変化はADL動作に大きな影響を認めな

かった．

【結語】進行期Kienb6ck病に対する本法は，十

分な除痛および握力の維持が可能で患者の満足

度は高かった．また，10年以上の長期経過にお

いても術後3年時の成績を維持していた．

2-7-12

進行期Kienbock病に対する榛骨月状骨

固定術の有用性
RadiolunateRlsionfbrAdvancedKienbockisDisease

広島県障害者リハビリテーションセンター

○水関隆也，村上弘明，増本あや

【目的】Kienbock病はLichman進行期分類の如

く進行するのが一般的であるが，時に月状骨形状

は保たれているものの榛骨月状骨関節のみに関

節症が進行し治療法の選択に迷うことがある．わ

れわれはこのような症例に対し僥骨月状骨固定

術（以下,RLF)を施行して良好な臨床成績をあ

げている．あまり知られていないKienbock病に

対する本法の適応を検討する．

【対象】当センターで施行したKienbock病に対

するRLF施行例は5例5関節である．内訳は男性2

例,女性3例．年齢は27～68(平均:52.4)歳であっ

た.X線写真上，骨硬化像を全例に認め，分節化

をl例に，中等度の圧壊を1例に認めた．榛骨月

状骨関節症は4例でX線写真により，1例は関節

鏡により確認された3例に施行されていたMRI

にて3例とも虚血性輝度変化を示していた．2例で

は僥骨短縮術が先行施行されていた．術後経過期

間は14年4月～7月（平均4年6月）であった．

【方法】全例で背側進入法を用いた．僥骨月状関

節面を除皮質し，移植骨を挿入しKirshner鋼線固

定した．移植骨としてDarrach法を併用した1例

では摘出した尺骨を，併用しなかった4例では腸

骨を用いた．術後6週間の前腕ギプス固定とした

【成績】全例で骨癒合を得た．月状骨の圧壊が進

行した例はなかった．周辺関節が関節症に進展

した例もなかった．術前後の可動域は背屈／掌

屈で術前平均37/33.から40/27.へ，僥屈／尺屈

は11/22.から7/30.へ，回内／回外は89/79.から

84/76.へ変化していた．掌屈と僥屈を除いて術前

よりむしろ改善していた．手術側の握力は術前

19kgから術後21kgへ改善していた．痛みは全例

で消失していた．

【まとめ】RLFは榛骨月状骨関節に関節症変化を

生じて痛みのあるKienbock病に対して除痛，可

動域回復の観点から有用な術式である．本法に

よって月状骨の血流再開も期待できる．
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Kienb6ck病に対する有頭骨部分短縮骨切

術の除圧効果に関する生体力学的研究

BiomechamcalAnalysisofPartialCapitateShortenmgm

theTreatmentofmenbockisDisease

'大阪大学整形外科，2札幌第一病院整形外科

3札幌医科大学整形外科，4奈良県立医科大学整

形外科

○片岡利行1,森友寿夫1,面川庄平4,

青木光広2，和田卓郎3

【背景】Kienbock病に対しては様々な手術方法

があるも，いずれの方法でも良好な臨床成績が

報告されていることから，当院ではできるだけ

低侵襲な手術として有頭骨の月状骨側関節面

だけを短縮骨切りする有頭骨部分短縮骨切術を

行ってきた．これまでこの術式にて良好な中期

成績を得ているものの，月状骨の除圧効果に関

する生体力学的研究が存在しない．

【目的】有頭骨部分短縮術前後で僥骨手根関節の

圧変化を測定し，有頭骨部分切除術の除圧効果

を明らかにすること．

【方法】外観上，上肢に変形のない新鮮屍体8体

8手を対象とした皮膚，皮下組織を取り除き，

長榛側手根伸筋腱，短僥側手根伸筋腱尺側手

根伸筋腱，尺側手根屈筋腱，僥側手根屈筋腱，

母指外転筋を露出し，これらに糸をかけ重りを

つけ各々筋走行方向に牽引することで111Nの軸

圧をかけた．背側から僥骨舟状骨間，僥骨月状

骨間，尺骨三角骨間を展開し，それぞれ順に薄

型圧センサー(FlexiForce,新田工業：計測圧

0.01-100N,直線性±5%)を挿入し軸圧をかけて

圧測定を行った．続いて有頭骨を露出し舟状骨

との関節面を残して月状骨との関節面のみ部分

切除した．この状態でもう一度軸圧をかけて僥

骨舟状骨間，僥骨月状骨間，尺骨三角骨間の圧

測定をおこない，有頭骨部分切除前後の圧変化

を比較した．

【結果】有頭骨部分切除前後で僥骨舟状骨間の圧

は46％上昇し，僥骨月状骨間の圧は51％低下し

ていた．

【結論】有頭骨部分切除により僥骨月状骨間の圧

は低下した．これは過去に報告された他の方法

と同等の高い除圧効果であり，有頭骨部分短縮

骨切術の有効性を裏付ける有用な結果と考える．

2-7-14

Kienb6ck病に対するセラミック人工月状

骨置換術と腱球置換術の長期成績

Long-termOutcomeofCeramicLunatelmplants

ComparedwithT℃ndonImplantsfbrKienbockIsDisease

藤田保健衛生大学医学部整形外科

○鈴木克侍，柴田邦央，西尾

志津香苗

真，

【目的】我々 はstage3のKienbock病に対し，セ

ラミック人工月状骨置換術と腱球置換術を行い10

年以上経過した症例の長期成績を比較検討した

【対象及び方法】1986～2000年までstage3の

Kienbock病に対して置換術を行い10年以上経過観

察し得た症例は25例であった．アルミナセラミッ

ク人工月状骨で置換した症例は19例［男性15例，

女性4例，手術時平均年齢38歳（19～72歳)]，腱

球で置換した症例は6例［全例男性，手術時平均

年齢33歳（22～55歳)］であった．瘻痛,ROM,

握力,X線所見(carpalheightratio,以下CHR,

osteoarthri廿S,以下OA),Cooneyの手関節機能

評価につき検討した．平均調査期間は人工月状骨

置換術群が162カ月(122～250カ月),腱球置換

術群が193カ月(143～262カ月）であった．

【結果】両群ともに全例術後3カ月より術前の労働

に復帰した．人工月状骨群：疾痛は術前全例にみ

られたが最終調査時は全例消失した.ROMは手

関節背屈63％から73％（術前及び最終調査時，対

健側比，平均値；以下同様)，掌屈44％から66％

であった握力は45％から76%,CHRは0.46から

0.52,Cooneyの評価は55点から75点へ有意に改善
した.OAは術前術後で認めなかった．腱球群：

瘤痛は術前全例にみられ最終調査時は3例に認め

た.ROMは手関節背屈75%から67%,掌屈39%

から54％であった．握力は38％から72%,CHR

は0.46から0.45,Cooneyの評価は55点から65点へ

有意に改善した．OAは術前で認めなかったが術

後全例で認めた．両群を比較すると瘻痛,CHR,

OA,Cooneyの評価において人工月状骨置換術群

が有意に優れていた．

【結語】術後10年以上経過観察したstage3の

Kienbock病に対する月状骨置換術の成績を比較

すると，セラミック人工月状骨置換術は腱球置換

術より瘤痛,CHR,OA,Cooneyの評価におい

て良好な成績が得られた．
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陳旧性モンテジア脱臼骨折における骨間

膜機能長変化

LengthChangeoflnterosseousMembraneinChronic

MonteggiaFractuI℃s

'大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）

2ベルランド総合病院整形外科

○三宅潤一1，岡久仁洋2，片岡利行1，

森友寿夫'，村瀬剛！

【はじめに】陳旧性モンテジア脱臼骨折に対して

尺骨骨切りによる脱臼整復が行われるが，これ

は骨間膜作用を利用した手術である．本研究の

目的は陳旧性モンテジア脱臼骨折における前腕

回旋時の骨間膜機能長変化および3次元動態を調

べ，その病態を明らかにすることである．

【対象と方法】陳旧性モンテジァ脱臼骨折10例を

対象とした．平均年齢は165歳（8-38歳)，受傷

後平均経過期間は110カ月(14-372カ月）であっ

た．両側前腕を最大回外位，中間位，最大回内

位の3ポジションでCT撮影し，得られたデータ

から各ポジションでの3次元骨モデルを作成し

た．次にコンピューター上で健側鏡像モデルを

作成し，過去の詳細な解剖に基づき骨間膜各線

維の起始停止を決定した．これを患側骨モデル

に重ね合わせることで，患側骨モデル上での各

線維の起始停止を決定し，仮想靭帯を作成した

仮想靭帯は骨を迂回するようにプログラムし，

各ポジションでの長さを計測したまた各ポジ

ションにおいて尺骨を重ね合わせることで，前

腕回旋運動を再現した．

【結果】最も強靭で幅広い線維であるCentral

bandは3本の靭帯として評価したが，尺骨のみ

に変形を認めた7例では，各線維の長さ変化はい

ずれもlmm以下で等尺性が残存していた．また

僥骨頭は脱臼位を呈しているものの比較的安定

した動態を呈していた．一方僥骨にも変形を認

めた3例では，いずれの線維も等尺性は損なわれ

ており，前腕回旋運動で僥骨頭が大きく移動し

ていた．

【考察】陳旧性モンテジア骨折において，尺骨

のみ変形を有する場合は骨間膜機能が残存し，

CentralBand付着より近位での尺骨骨切りに

よって，骨間膜を介した僥骨頭のコントロール

が可能と考えられる．しかし中には，榛骨頭が

不安定な動態を呈する骨間膜機能が破綻した症

例が存在し注意が必要である．

2-7-16

BadoType3モンテジア骨折9例の治療経験
BadoType3Mon"giaFracturesinChildren.Reviewof

9Cases

手稲渓仁会病院整形外科

○察栄浩，佐々木勲

【目的】BadoType3モンテジア骨折は尺骨近位

端が内反変形し，僥骨頭が側方へ脱臼するタイ

プの脱臼骨折であり全モンテジア骨折の5-20％

を占めると言われている．小児に多く見られ神

経麻痒合併の報告が散見される．今回我々は

BadoType3モンテジア骨折9例を経験したので

報告する．

【症例】対象症例はBadoType3モンテジア新鮮

骨折例9例で性別は男児6例，女児3例であった．

受傷時平均年齢は5.8（3-8）歳であった．受傷

機転は転倒4例，転落4例，不明l例であった全

例全身麻酔下に徒手整復を施行された．徒手整

復のみで4例が整復された．しかしうち1例はコ

ンパートメント症候群を発症しており減張切開

を施行された．またもうl例は僥骨頚部骨折を合

併していたため経皮的鋼線固定が施行された．

残り5例は腕僥関節の脱臼が整復されず観血的治

療を要したうち4例は尺骨をキルシュナー鋼線

で整復固定した残り1例は尺骨が整復位良好と

なっても僥骨頭が脱臼し輪状靭帯の修復を要し

た．この症例はコンパートメント症候群を合併

しており減張切開を施行した．9例中4例に手指

運動障害を認めた最終追跡期間は平均10ヶ月

であった．術後腕僥関節の再脱臼を認めなかっ

た．最終経過観察時全例肘の可動域は健側と同

等であった．

【考察】我々 の経験では小児BadoType3モンテ

ジア骨折9例中4例に手指に運動障害を認め，う

ち2例（22.2％）は術前からコンパートメント症

候群の合併を認めフォルクマン拘縮を回避する

ため減長切開を要した．残り2例は後骨間神経麻

痒であったが自然に回復した．この骨折は小児

では上腕骨頚部周辺の骨折と同様神経麻痒やコ

ンパートメント症候群を発症する危険性が高く，

それを考慮し早期に治療すべき骨折であると考

える．
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小児Galeazi類似骨折の治療経験

TheTreatmentofGaleazzi-equivarentLegion

聖マリアンナ医科大学整形外科

○吉田典之，清水弘之，倉持大輔，

安藤 亮 ， 別 府諸兄

比較的まれと思われる，小児のGaleazzi類似骨

折を経験したので，その長期的予後をふまえ検

討した症例は近年当科で治療をおこなった5例

6手で，うちl例は両側同時受傷例であった．性

別は男性3名，女性2名，患肢は右側3手，左側3

手で，受傷時年齢は8歳から14歳（平均12歳),

経過観察期間は1年2カ月から5年4カ月（平均2年

lか月）であった．骨折型は，僥骨の掌側凸変形

をともなうWalsh分類Typelが1手，背側凸変

形のType2が5手､尺骨の骨端線損傷は6手と

もSalter-Harris分類Type2であった．受傷

機転は，自転車での転倒3例,高所からの転落l例，

その他の直達外力による受傷が1例であった治

療方法は，全例手術加療を要し,k-wireによる

ピンニングを中心に行った．そのうち1例は尺側

手根伸筋の介在による整復困難例で，観血的な

整復を要した．後療法は全例とも術後6週までに

経皮ピンニングのk-wireを抜去し，可動域訓練

を開始した

【結果】5例6手中，2例に尺骨遠位骨端線の早期

閉鎖を認め，尺骨の成長障害を認めたが，2例と

も手関節可動域制限や可動時の瘻痛等の愁訴は

認めなかった．

【考察】小児のGaleazzi類似骨折は,1982年

RecklingらによりGaleazzi-equivarentlesion

として報告されて以来，本邦でも諸家の報告が

散見されるが，両側同時受傷例は，我々が渉猟

しえる範囲では本邦での報告例はなかった．小

児では遠位僥尺関箭の脱臼ではなく，尺骨遠位

骨端線損傷を伴い尺骨の転位を生じる．治療に

ついては尺側手根伸筋や関節包などの軟部組織

の介在物がなければ良好な整復位を得ることは

比較的容易であるが，整復位が不安定で本症例

,のように手術加療を要することも多い．また，

尺骨遠位骨端線損傷を伴うため，尺骨遠位の早

期骨端線閉鎖，尺骨成長障害を生じることも少

なくなく，慎重な経過観察が必要である．
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小児僥骨遠位単独骨折の転位例の検討

RiskFactorsmDisplacementofthelsolaCdDistalRadius

FracturesmChildIen

'京都大学医学部整形外科，2市立長浜病院整形

外科

○太田壮－1，柿木良介'，杉本正幸2，

藤田俊史'，中村孝志』

【目的】小児の僥骨遠位端骨折を治療する機会は

非常に多いが，しばしばギプス内で転位し対応

に苦慮することもある．転位の原因の一つとし

て,Gibbonsらは僥骨単独完全骨折を挙げてお

り，我々が最近経験した転位例の中でもこの僥

骨単独完全骨折例が半数以上を占めていた．今

回，小児僥骨遠位単独骨折治療中に生じた転位

についてその原因を検討した

【対象と方法】当院関連病院で2005年～2009年に

治療した小児僥骨遠位骨折99例中，骨端線離開

を含まない僥骨遠位単独完全骨折13例について，

年齢,骨折型,初期治療および固定法,転位時期，

転位後の治療について検討した．

【結果】受傷時年齢は4～15歳．背側転位10例，

掌側転位3例騎乗型はl例のみだった．初診時，

麻酔下に徒手整復をしたものは7例で，全例

longarmcastを回内外中間位，手関節中間位で
行われていた．経過観察中に矢状面で5度以上の

転位を認めたものは6例でほとんどが1週間以内

に発生し，そのうち2例に再整復を必要とした

転位例6例中，1例は騎乗型，3例に骨折部凹側皮

質骨の粉砕を認め，2例は骨折部凹側皮質骨の嵌

合不良の未整復例であった．

【考察】我々の99例中，経過観察中に転位の見ら

れたのは11例でそのうち3例が尺骨合併骨折，3

例が骨端線離開，6例が僥骨単独完全骨折であっ

た．われわれは榛尺骨完全骨折で初期転位の著

しい症例には，全麻下整復およびピンニングを

行っており，尺骨合併骨折での転位例は減少し

ている．しかし，僥骨単独完全骨折では，尺骨

が温存されているために僥骨骨折部凹側の皮質

骨，骨膜，軟部組織が著しく損傷されていても

一見安定しているように見えることが転位の一

因と考えられた．また，初期治療を担当する研

修医の未熟なギプス形成も関与していると考え

ている．
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前腕骨近位端粉砕骨折に対するヒンジ付き

創外固定併用観血的整復固定術の治療成績
OpenReductionandlntemalFixationCombinedwith

HngedElbowFixatorinComnnutiedRacturesofthe

ProximalForeannBone

'千葉大学医学部整形外科，2佐倉整形外科，
3千葉市立青葉病院，4金沢病院

○松浦佑介1，國吉一樹'，徳永進2，

六角智之3，高橋仁4

【目的】肘関節ならびに骨折部の高度不安定性を

伴う前腕骨近位部外傷に対して観血的整復固定

術が行われるが,成績不良例も少なくない．我々

はそのような症例に対しヒンジ付き創外固定を

併用し，早期より可動域訓練を開始した．今回

の目的は高度不安定性を伴う前腕骨近位部外傷

に対するヒンジ付き創外固定併用の観血的整復

固定術の術後成績を検討することである．

【対象と方法】2004年7月から2010年7月までに前

腕骨近位端骨折に対して観血的整復固定術を行

い，肘関節の不安定性または固定性不足を認め

ため，ヒンジ付き創外固定術を併用した患者12

名13肘（男性10名ll肘，女性2名2肘),年齢は

平均39.0歳（24～75歳)．骨折型はAO分類で21

-B1が3例,B2がl例,B3が1例,C2が2例,C3

が4例であったすべての症例に対して人工僥骨

頭を含む観血的整復固定術を施行した．関節可

動域訓練は術後早期より開始した．創外固定装

着期間は平均39.7日（28～52日)．平均経過観察

期間は147カ月（5～38ヵ月）であった．

【結果】最終経過観察時関節可動域は肘関節屈曲
平均128.8｡(120～140｡),伸展，平均-19.2｡(0

～-40｡),前腕回内,平均52.9。（-45～75｡),回外，

平均76.3（30～90｡）であった.JOAScoreは

平均85．2点（66～96)．術後不安定性を来

した症例はなかった．

【結論】骨折・脱臼の程度が高度であったにもか

かわらず，成績良好であった．不安定性が強い

症例に対しては積極的に装着し，早期より安全

な状態で関節可動行く訓練を行うべきと考える．
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デュピュイトラン拘縮に対するコラゲナー

ゼ注射の臨床使用経験と短期治療成績

ClinicalUseandShort-termResultsofCollagenase

ClostridiumHistolyticumlnjectionfOrDupuytrenis
Contracmre

マイアミ大学ジャクソン記念病院整形外科手の

外科マイクロサージェリー部門

○河原三四郎,PatrickOwens

【目的】2010年2月にFDAの正式認可を受け

た，デュピュイトラン拘縮に対するコラゲナー

ゼ注射製剤である,collagenaseclostridium

histolyticumの臨床使用の方法と，その短期成績

を供覧報告する．

【方法】MCP関節の拘縮が20度以上の男性の7患

者・7関節を対象とした．局所麻酔後に,0.58mg

のcollagenaseclostridiumhystolyticumをcord

内に注入した．翌日に徒手的に拘縮解除を行っ

た．

【成績】全例において，拘縮は0度から5度への改

善が見られた．注射部位への皮下出血はほぼ全

例において見られたが，腱断裂などの重篤な合

併症はみていない．

【結論】コラゲナーゼ注射製剤は，デュピュイト

ラン拘縮に対する有効な保存的治療であり早期

の日本への導入が期待される．

！
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Dupuytren拘縮に対する手術症例の検討
SurgicalResultsofDupuytren'sContracture

'名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科，

2春日井市民病院整形外科，3臨港病院整形外科

○岡本秀貴'，関谷勇人'，久保田雅仁2，

千田博也3，大塚隆信』

【はじめに】Dupuytren拘縮に対して，当科で施

行したmultipleZ-plasty法による部分腱膜切除

術の術後成績を検討したので報告する．

【対象】2005年9月から2009年7月までに

Dupuytren拘縮の診断で手術を行った14例18手

を対象とした．全例男性で，手術時年齢は51~

81歳（平均63.9歳)，術後経過観察期間は9カ月～

5年（平均2年）であった．糖尿病の合併は3例に

認めた．手術側は右手7手，左手11手で罹患指数

はl指7手，2指9手，3指2手であった．術前重症

度はMeyerdmg分類で1度はll手,2度は1手,3

度は6手であった．術後評価はTubianaの評価基

準による手指全体の評価と拘縮改善率の計測を

行った．

【結果】Tubianaの評価は優6手，良8手，可4手，

不可なしであった．Meyerding分類で1度では11

手中，優2手，良7手，可2手で，2度以上では7手

中，優4手，良l手，可2手であった.MP関節罹

患症例ではほぼ満足のいく結果であったがPIP

罹患症例では術中には全例で他動伸展0.以上に

なったが，術後に拘縮が進行する症例が散見さ

れたまた，各関節の術前後の伸展不足角度の

関係では，術後伸展不足角度が30度以上の症例

はMP関節罹患20指中なしであったのに対して，

PIP関節罹患16指中8指50%と高率であった

【考察】1指のみ罹患のMeyerding分類1度と2

指以上罹患の2度以上では術後成績に差がなく，

MP関節罹患であるかPIP関節罹患であるかが

術後成績に与える影響が大きかったこのため，

PIP関節拘縮の治療成績向上には伸展制限が30

度を超えたら可及的早期の手術を考慮すべきで

ある．
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Dupuytren拘縮の手術成績一創部閉鎖療
法と開放療法の比較一

OperativeResultsfbrDupuytren'sContracture-Open

PalmMethodandNon-openPalmMethod-

大阪厚生年金病院整形外科

○田中啓之，島田幸造，野口亮介

【目的】我々 はDupuytren拘縮に対して横皮切

アプローチによる創部開放療法にて良好な成績

を報告してきた．今回我々は創部閉鎖療法と開

放療法の術後成績について比較検討を行ったの

で報告する．

【対象および方法】1999年から2010年に手術を施

行した26例31手を対象とした．男性25例，女性

1例，罹患側は左側8例，右側13例，両側5例で

あった．手術時年齢は48～75歳，平均65歳，術

前の重症度はMeyerding分類でgradelが8手，

grade2が9手,grade3が11手,grade4が3手で
あった．術式により以下の2群に分類した．Zig

zag切開やZ形成にて病的手掌腱膜を切除し創部
を一期的閉鎖したものを閉鎖群，皮線に沿った横

皮切にてアプローチし創部を開放したものを開

放群とした術後観察期間は6ヶ月～8年で平均

1年11ヶ月であった術後成績はTubianaの評価

基準,DASHscoreを用いた．また創治癒までの

期間，罹患指の拘縮改善率の検討を行った．

【結果】Tubianaの評価基準では閉鎖群でvery

good4手,goodlO手,fair2手，開放群でvery

good5手,good9手,fairl手であった.DASH
scoreは閉鎖群で18.9,開放群で19.1であり両群

間に優位差は認められなかった創治癒までの

期間は閉鎖群で15日，開放群で43日であった．

術後2週，1ケ月，3ケ月，6ケ月，最終経過観

察時の拘縮改善率は閉鎖群で80％，86％，86％，

84％，81％，開放群で96％，94％，93％，88％，

86％であり，術後1ケ月までは開放群において優

位な拘縮改善率の上昇を認めたが，創治癒後は

拘縮改善率が若干低下する傾向を認めた．

【考察および結語】開放療法では創治癒までの期

間が長くなるという欠点はあるが，閉鎖群と比

べて創部の緊張が少ないため，術後早期から積

極的な可動域訓練が可能となる．そのため，術

後早期から高い拘縮改善率が得られたものと考

えられた．
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ハンドインキュベータによる瘤痛管理

PamControlbyHandhcubamr

名古屋大学医学部手の外科

○山本美知郎，奥井伸幸，建部将広，

篠 原孝明，平田仁

【はじめに】手の腫れは手の外科医にとって大敵

である．我々は手の浮腫を軽減することで，機

能や痛みを改善させる新しい治療装具ハンドイ

ンキュベータを開発し臨床応用している．ハン

ドインキュベータとは半閉鎖式チャンバー内に

空気を還流し，手全体を一定の陽圧下におき管

理するものであり，装着が簡便で，在宅治療が

可能である．従来の圧迫包帯固定やcompressive

bulkydressmgと異なり，ハンドインキュベー

タ内では均等に陽圧が加わり，装着中も指の運

動が可能である．腫れを伴う様々な手の疾患に

使用し，装着前後の瘤痛と機能についてVASと

Rand20を用いて評価したので報告する．

【対象と方法】対象は手の腫脹がありハンドイン

キュベータを使用した28例で，男性11例，女性

17例,13歳から79歳までの平均年齢57歳であっ

た．装着前後にVASを記録し，治療開始前と最

終観察時にHand20を用いて評価した

【結果】対象となった疾患は多発性腱鞘炎6例，

手根管症候群5例,Dupuytren拘縮3例，手の軟

部腫瘍3例，変形性指関節症3例，化膿性腱鞘炎2

例変形性手関節症2例，その他が5例であった．

23例は観血的治療を受けており，5例は保存的治

療を受けた．ハンドインキュベータの使用によ

りVASは平均38から24に有意に改善し，使用前

のHand20は平均39点から最終観察時には平均29

点で有意に改善していた手術を行っていない4

例はいずれも多発性腱鞘炎であったが，装着前

後のVASは平均49から31に改善がみられた．

【考察】ハンドインキュベータは一定の陽圧下に

管理するだけでなく，術後の出血を防止するた

め，術後のdressmgを薄くすることができ，創

部の観察も容易となる．今回の結果から手術後

瘻痛の軽減だけでなく，保存治療においても有

用性が示唆されており,ADL障害を伴う手の瘻

痛性疾患に対する新たな治療法となる．

2-7-24

リンパ浮腫治療用弾性装具を用いた手の

外傷・手術後肥厚性癒痕の予防と治療

TheUseofPressureTherapytoTreatHypertrophic

ScalringofUpperExtrenty

'足利赤十字病院形成外科，2足利赤十字病院整

形外科，3濁協医科大学形成外科学

○福田憲翁1，浦部忠久2，朝戸裕貴3

【目的】肥厚性艤痕の予防と治療として，圧迫療

法は古くから重視され広く行われているが，手

の様な複雑な部位においてはよい材料がなく十

分な効果が得られないことも多い．我々は，リ

ンパ浮腫の治療用に開発された編み込み式の弾

性装具を活用し，効果的に治療を行っている．

特に手においては，有用なツールとなると考え

られるため，文献的考察を含めて報告する．

【方法】手を含めた上肢における皮膚全層に達す

る圧挫創，及び2度深達性以上の熱傷に対し，保

存加療例では上皮化後より，植皮手術例では皮

層の生着後よりリンパ浮腫治療用の弾性装具（ド

イツ・メデイバイロイト社製）を装着した．圧

迫力は23～32mmHgの範囲のものを選択し，原

則として洗浄・入浴以外は常に装着した．洗浄

後には保湿を目的にヘパリン類似物質のクリー

ム剤を薄く塗布した．

【結果】2007年4月から2010年10月までの間で9例

10肢に弾性装具を適応した内訳は男性6例，女

性3例,年齢は13～69歳(平均48.5歳）であった．

平均装着期間は53週,平均観察期間は70週であっ

た．弾性装具装着例で肥厚性嬢痕が進行した症

例は認めなかった．

【考察】ひとたび手に肥厚性嬢痕が生じるとその

後の治療が困難であり，嬢痕拘縮となり機能障

害へとつながることも多い．また，手は露出部

で整容面でも大きな不利益となる．したがって，

肥厚性嬢痕を予防し，また発生した場合はでき

る限り早期に消退させることが手外科医にとっ

て重要な責務である．今回我々が使用した弾性

装具はリンパ浮腫の治療用に開発されたもので

あり，医療機器として認可を受けている．装着

する範囲に合わせた形状やサイズ，圧迫力が広

く選択可能であり，個々の患者に合わせたカス

タムメイドにも対応しているなど，手に関して

は理想的な医療材料といえる．
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上肢痙性麻痩に対する整形外科的選択的

痙性コントロール手術の経験

OSSCS(OrthopaedicSelectiveSpasticitycontrolSurgery)

fbrSpasticPalsymUpperExtI巳nty

'熊本セントラル病院整形外科，2熊本リハビリテー

ション病院整形外科，3聖マリア病院整形外科

○仲摩憲次郎'，池田啓一2，海江田高輝'，

井上雅文1,吉田健治3

【目的】中枢性疾患による上肢痙性麻揮は機能障

害のみならず整容や清潔面，着衣などの介護上

の問題を抱えしばしば治療に難渋する．今回,上

肢痙性麻痒に対する整形外科的選択的痙性コン

トロール手術;OSSCS(OrthopaedicSelective

Spas廿citycontrolSurgery)の結果を報告し，適

応に関して考察する．

【対象と方法】2008年4月から20010年9月までの2

年6カ月に上肢痙性麻揮5例5肢に行った．疾患は

脳梗塞3例，脳出血1例，脳性麻痒1例であった．

手術時年齢は19歳～87歳（平均57.7歳),平均

経過観察期間は1年7カ月（8カ月～2年3カ月)，

発病から手術までは平均6年4カ月（1年6カ月～

19年8カ月）であった．主な手術目的は手掌

部衛生管理2例,機能改善3例であった.手術は1．

多関節筋の選択的筋解離2．目的とする関節周

囲での筋解離3．目的とする関節でのバランス

のとれた筋解離を念頭にフラクショナル延長，

スライド延長筋切離を症例に応じて行った．

【結果】術前Zancolli分類group3-3例のうち2

例はgroup3のままであったが,1例はgroup2

へ改善しgroup2の2例はgrouplへ改善した．

自動可動域は肩屈曲で平均32.,肘伸展で平均

25.,手背屈で31･の改善をみた衛生的な管理

問題も全て解決した．術前に手指の随意性の無

いl例では自動運動の改善は認めなかったが，わ

ずかでも手指の屈伸運動のあった4例では改善

し，補助手となっていた．

【考察】痙性麻痒上肢の問題点として肩のレトラ

クシヨンや肘の屈曲拘縮前腕の回内変形，手

関節・手指の変形,reach･grasp&release機

能の障害，上肢を円滑に振り出せないことによ

る歩行障害などがある．術前手指の自動運動の

ない例では瘻痛除去や衛生管理を目的とした

OSSCSの適応となI),術前に自動運動の見られ

る例では機能の改善が期待できる．

2-7-26

米国手の外科･マイクロサージェリーーフェ

ローシップ臨床留学の経験：その実態，
意義と必要な準備について

ClinicalFellowshipinHandandMicrosurgeryinthe

UnitedStates:Overview,SignificanceandRequirements

'マイアミ大学ジャクソン記念病院整形外科手の

外科マイクロサージェリー部門，2東京手の外

科・スポーツ医学研究所

○河原三四郎',PatrickOwens',

CardosoRoy',山口利仁2

【要旨】現在米国全体で，整形外科・形成外科を

合わせて約75の手外科のフェローシッププログ

ラムが存在する．将来手外科を専攻する者は，5

年間の整形外科レジデンシーを終えた後に1年間

のフェローシッププログラムを経験する．日本

人の場合，日本で整形外科のトレーニングを受

けて，さらにECFMGCertincateを取得し，マッ

チングシステムを通して応募・面接のプロセス

を経て採用されれば，米国のレジデンシープロ

グラムを卒業した者と同様に扱われ，全く同じ

条件でトレーニングを受けることができる．

米国における手外科・マイクロサージェリーの

トレーニングの現状，日本との違い，留学の意

義を，臨床フェローの立場から考察する．また，

ECFMG取得に必要なプロセスやフェローシッ

ププログラムへの応募方法などを含め，臨床留

学に必要な準備事項についても触れる.
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鶏手羽元によるマイクロサージェリーの

発展的なトレーニングモデル

ProggessiveMicmsurgeryTrainingMethodwithaCock

WingModel

'順天堂大学浦安病院，2東京労災病院整形外科，

精恵会病院大阪マイクロサージェリーセンター

○工藤俊哉1，原章1，楠瀬浩一2，
五谷寛之3

【目的】マイクロサージェリーのトレーニングに

関して血管柄付き組織の剥離・挙上や取り回しの

トレーニングも行える簡便な非生体動物実験モ

デルを作成すること

【方法】鶏の手羽先付き手羽元肉を10本用意し検

証した．全ての操作は顕微鏡下に行った．手羽元

の内側を表面として設置し，手羽元の筋正中で筋

間中隔から内側後方の皮膚へ穿通枝を全ての検

体で最低1本（径約0.5mm)みとめ，また筋への

栄養血管（径約0.5mm)が分岐していることが確

認できた．これらを剥離挙上することで穿通枝皮

弁・有茎筋弁のモデルを作成したまた，背側の

皮層直下に全検体で皮下静脈を1本（径約lmm)

認め，これを背側から皮層ごと静脈とともに挙上

し静脈皮弁のモデルとした．内側正中の筋間中隔

内血管側を遠位へ追っていくと，手羽先と手羽元

の関節越えて手羽先へ連続しており骨間膜様の

組織を認め，全ての検体において，あたかもヒト

の前腕の様に掌側と背側に分岐していた．これ

は手羽先内の二本の骨内へ侵入しており（径約

0.5mm),顕微鏡的に優位な動静脈血管束を連続

させたまま近位へ剥離し，有茎骨弁のモデルを作

成した．各モデルの血管柄から色素を注入して血

管疎通性と有効に挙上できているかを確認した．

【結果】穿通枝皮弁モデルを除いて，血管柄から

注入した色素の末梢からの流出を認めた．骨弁モ

デルにおいては骨髄内からの流出を確認できた．

【考察】安価で入手性の高い鳥の手羽先での血管

縫合のトレーニング法は定番であるが，今回のわ

れわれの方法は，さらに静脈皮弁の挙上とイン

ターポーズ・穿通枝皮弁・血管柄付き筋弁・血管

柄付き骨弁をトレーニングするモデルとして活

用でき，遊離組織の組み合わせ・有茎挙上時の剥

離操作のトレーニングなどの点においても有効

と思われた．

2-7-28

上肢リンパ浮腫に対する予防的リンパ管

静脈吻合術

ProphylacticLymphatico-venousAnastmosisfor

LymphedemaofUpperLimbs

東京大学医学部形成外科

○ 成島三長，山本匠，菊池和希，

三原誠，光嶋勲

リンパ管細静脈吻合術は,圧迫療法を軽度のもの

とでき，蜂窩織炎の発生を減少させ軽度の感染

で終わらせる．さらに術後長期にわたり経度の

圧迫のみでも浮腫が重症化しないなどの改善が

得られている．われわれは子宮癌切除後に下肢

の浮腫が発生する前に本法を行う予防的リンパ

管細静脈吻合術を考案しその有効性を確認し

ている．また，この術後に深刻な合併症も発生

していない．今回は乳癌切除と同時または発生

前に上肢で本法を行う予防（即時）的吻合術を

試みたのでその結果を報告する．

【症例】これまでに6例の乳癌切除後の上肢に対

して予防的吻合術を行なった．6例の内訳はい

ずれも乳癌切除と腋下リンパ郭清(LevellHII)

がなされた症例であった．4例は癌切除と同時の

吻合術（全麻）で2例は二期的な吻合（局麻）を

行なった．吻合は肘窩またはその付近で行い，

吻合数はl-3であった．術後経過観察期間は

2ケ月から1年6ヶ月である．

【結果】5例で浮腫の発生はみられなかったが，1

例は吻合術後4ヶ月で浮腫が発生した．本術式に

よると思われる合併症はみられなかった．

【考察】これまでの超微形態学的な検討からリ

ンパ浮腫が発生した時点ですでにリンパ管内の

平滑筋細胞は変性後の未熟な再生筋細胞にとど

まっていることが推測されている．そしてリン

パ管の平滑筋の変性再生は部位や症状によっ

て個人差があり，これらの結果が術後の経過に影

響していることがわかっている．予防的吻合術

はリンパ管平滑筋細胞の変性前にバイパスを完

成させ，リンパ管機能を温存させようとするも

のである．今回の結果では1例で浮腫が発生した

が，他の5例では予防できている可能性がある．

浮腫発生の危険因子の高い例に対して本術式を

行えば長期にわたって浮腫の発生を予防でき，

今後新たな治療法となる可能性がある．
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リンパ管細静脈l吻合術による四肢リンパ

浮腫治療の有効性に関する検討

EffectivenessofLymphaticovenularAnastomosisfOr

LymphedemaoftheLimbs

'だいいちリハビリテーション病院整形外科，

2高知大学整形外科

○野口政隆l,贄田隆正1,谷脇祥通2,

中島紀綱2

【目的】四肢リンパ浮腫は，整容面だけでなく

患肢の痛みや歩行障害，リンパ管炎などを生

じ，苦しんでいる患者は多い．この治療として，

supermicrosurgeryによるリンパ管細静脈吻合

術が注目されるようになってきた．今回，その

有効性について報告する．

【対象･方法】リンパ管細静脈吻合を行い,術後3カ

月以上経過した34例38肢を対象とした．女性33

例,男性1例であり,年齢は平均65(25-87)歳であっ

た．上肢：9例9肢，下肢：25例29肢であり，浮

腫の原因疾患は上肢では乳癌：8例,RA:1例で

あり，下肢では子宮癌:23例，外傷:2例であった．

浮腫発生から手術までの期間は上肢:平均11.1年，

下肢：平均12.6年であった手術は全例局所麻酔

下に行い,手術直後から歩行を許可し,外固定や，

抗凝固療法は行わなかった．臨床評価は自覚症

状,患肢周囲径の変化,超音波断層検査で行った．

【結果】リンパ管細静脈吻合数は上肢では平均2.6

本であり，下肢では平均2.4本であった上肢例

では術後平均20カ月の時点で，7肢（78%）で周

径の減少が得られ，上腕過剰周径は術前と比較

して平均40％減少し，前腕過剰周径は平均37％

減少した．下肢例では術後平均21ヵ月の時点で，

26肢（90％）で周径の減少が得られ，大腿過剰周

径は平均36％減少し，下腿過剰周径は平均35％

減少した．また下肢例の9肢では追加吻合手術を

行った自覚症状は上肢例の78％，下肢例の86％

で改善が得られ，悪化例はなかった超音波断

層検査では，下腿内側を中心に浮腫が減少する

ものが多かった．

【考察及び結論】リンパ管細静脈吻合術は，吻合

数が少なくても効果があり，痛みやリンパ管炎

が減少するため，周径の改善に比して自覚症状

の改善が大きい．また浮腫の進行した症例にも

効果があり，追加吻合も有効である．本法は非

常に低侵襲で，積極的に試みる価値がある．

2-7-30

指尖損傷例の末節骨欠損と爪の長さにつ

いての検討

AnalysisofDismPhalanxLossofFingertiplnjuryand

LengthofNail

'名古屋市総合リハビリテーションセンター附属

病院整形外科，2愛知県厚生連海南病院整形外科

○菊池可絵1，西源三郎2，士屋大志2，

窪田泰浩'，勝田康裕2

【目的】指尖損傷による末節骨欠損の爪の長さ(再

生）への影響について検討した

【対象と方法】末節骨欠損を伴う指尖損傷72例78

指を対象とした．性別は男性52例女性20例，年

齢は1歳～68歳（平均年齢40歳）で，損傷指は

母指9指，示指27指，中指19指環指18指，小指

5指であった．症例の内訳は，末節骨遠位が欠損

した症例は32指（母指球皮弁15指,前進皮弁3指，

単なる断端形成14指)，末節骨中央部が欠損した

症例は，46指（再接着術19指,compositegraft

l5指，末節骨骨折12指）であった．各症例の末

節骨の長さと爪甲の長さを計側し，相関関係を

調査して，末節骨欠損が爪の長さにどの程度影

響しているのかを評価した．

【結果】末節骨の長さが1/3未満の欠損例が59指，

1/3以上1/2未満の欠損例が14指,1/2以上2/3未

満の欠損例が4指2/3以上の欠損例がl指で，再

生した爪の長さの健側比はそれぞれ平均72.2％，

70.5％，57.7％，53.8％であった末節骨の長さ

と爪の長さの相関係数は，0.446で相関がみられ

た．そのうち末節骨遠位欠損例での相関係数は

0.410,末節骨中央部欠損例での相関係数は0.439

で両者ともに相関がみられた．

【考察】指尖部は日常生活での使用頻度が高く，

末節骨欠損を伴う指尖損傷に遭遇する機会は多

い．指尖損傷での爪の再生は種々の因子によっ

て影響を受けるが，末節骨の欠損もその因子の

一つである．末節骨が1/3以上欠損する症例では，

爪の長さは健側比平均66.9％であり，末節骨の延

長あるいは末節骨の短縮防止などの方法を考慮

すべきである．
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動脈吻合のみの再接着術をおこなった完

全切断指症例の検討

AnhvestigationofCompleteFingerAmputationSalvage

onArterialAnastomosisAlone

'松寿会共和病院形成外科，2大津赤十字病院形

成外科

○北山稔大'，石川浩三2，添田晴雄’

【はじめに】末節部での切断指では，動脈は吻合

できても静脈は吻合できなかったというケース

をしばしば経験する．今回私たちは，こういっ

た症例について検討をおこない，知見を得たた

めここに報告する．

【対象】1986年1月から2009年12月までの23年間

に，当院で血管吻合による再接着術をおこなっ

た症例のうち,DIP関節以遠での完全切断指症

例347例364指を対象とした．男性277例女性70例

であった．年齢は7歳から74歳であった

【方法】上記症例を，静脈吻合のある群とない群

に分類し，切断レベルごとの生着率および損傷

程度別の生着率について比較検討をおこなった．

切断レベルには石川のSubzone分類を用い，損

傷程度はcleancut(1度),localcrush(2度),

extensivecrush(3度),avulsion(4度）の4段階

に区分した．

【結果】静脈吻合のない群は88指であり，平均生

着率は53.4％であった.Subzone2(59.4%)以

外では50％を下回る生着率であった．静脈吻合

のある群は276指であり，平均生着率は78.6％

であった．どのレベルでも同程度の成績であっ

た．損傷程度別の生着率は，いずれの群でも損

傷程度が強いほど生着率は下がる傾向であった

が，特に静脈吻合のない群での3度，4度の成績

は30％程度であった

【考察】静脈吻合のない群で,Subzone2以外の

切断レベル生着率が低い理由としては,Subzone

lでは動脈の吻合自体が難しいこと,Subzone3

や4では篭血に対する処置対応が難しいことが考

えられる．また，この群では，損傷が強いと極

端に生着率が下がるため，静脈吻合が困難と判

断された場合，切断レベルや損傷程度によって

は血管吻合以外の術式も考慮すべきであると思

われた．

2-7-32

当科における切断指再接着の現況：成績

および今後の課題

CurrentStatusofFingerReplantations:CnnicalResults

andRIm℃PrOblems

'燕労災病院整形外科，2新潟大学医学部整形外科

○松崎浩徳'，幸田久男'，山下晴義2

【目的】プレス外傷などの職業性手指外傷が多発

する地域に立地する当科では開院以来多くの手

指切断症例を治療してきたが，最近5年間の切断

指再接着症例の臨床統計，手術成績および今後

の課題に関して報告する．

【方法】2005年10月から2010年7月までに演者ら

が施行した再接着症例に関して診療録の情報か

ら症例数，手術内容，生着率，術後経過などを

調査した．

【結果】該当期間中，40例67指に対してマイクロ

サージャリーによる手指再接着または血行再建

が施行されていた．年齢は19から78歳，平均43

歳で，男性35例，女性5例であった．受傷形態は，

cleanが10指,crushが48指,avulsionが9指であ

り,切断部位はzonelが9指,IIが11指,IIIが20指，

IVが23指,Vが4指であった38例が業務災害で，

特に金属加工のプレス損傷例が多く，3指以上の

受傷が13例（325%）と多数指受傷例が多く含ま

れていた.完全切断が17例,28指で不全切断が23

例,39指であり,生着率は完全切断で27/28(96%)，

不全切断で37/39（95％）となっており，全体で

96％の生着率となっていた．術後血行トラブル

は5指に認められ，そのうち2指（40%）が救済さ

れた25例に追加手術が施行され，内訳は骨移植

(8例)，関節固定（3例)，骨切り(1例),腱剥離(5

例),指間形成（4例),植皮（3例)，関節包切離（1

例）となっていた．

【結論】当科では高度の挫滅や引き抜き切断など

に対しても積極的に再接着を施行しているが，生

着率自体は良好であった．一方,特に多数指や近

位部での切断症例で多くの追加手術が施行され

ていた．骨欠損や粉砕に対しての適切な骨固定

と強固な腱縫合を行い早期からリハビリを開始

するとともに，追加手術が避けられない重度損傷

例では，適切な時期に的確な追加手術を行うこと

が，治療期間の短縮と最大限の機能回復につなが

ると考えられる．
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切断指再接着術後血行障害に対する再手
術例の検討

RevisionalOperationsfOrCirculationDisordersof

ReplantedDigits

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，

頭川峰志，斎 藤 英 彦

【目的】再接着術後血行障害を生じた切断指が再

手術により救済されることも少なくない．術後

血行障害に対する再手術例について知ることは

生着率向上のために重要と考え，これを調査し

たので報告する．

【対象と方法】2003年から2010年までに当セン

ターで再接着術を施行した切断指および血行再

建術を施行した不全切断指178例225指のうち，

術後血行障害を生じ再手術施行した39例41指を

対象としたこれらの症例に対し，動脈閉塞か

静脈閉塞か，初回手術から再手術までの期間，

再手術の回数，生着率について調査した．

【結果】41指中24指が生着しており生着率は

58.5％であった動脈閉塞は25指であり，うち11

指が生着し生着率は44.0％であった．静脈閉塞は

16指であり，うち13指が生着し生着率は81.3%で

あった．初回手術から再手術までの期間は1～8

日で平均1.9日であり，33指は術後2日までに再手

術を行っていた．術後2日までに再手術を行った

例での生着率は63.6％であり，術後3日目以降の

例では生着率37.5％であった．再手術の回数は1

回が34指，2回が5指，3回が2指であり，2回以上

要した7指のうち生着したのは2指のみで生着率

は28.6％であった．

【考察】動脈閉塞群よりも静脈閉塞群での生着率

の方が良い傾向であった．これは再手術におい

て閉塞した吻合静脈を再建するだけでなく別な

静脈を追加吻合することもでき，初回手術以上

に灌流路を確保できることが原因と考えられる．

再手術までの期間は長いほど生着率は低い傾向

であった．手術回数が多くなるほど生着させる

ことは難しくなるので，再手術の際はできる限

りの事を行いそれ以上追加手術を要さずに済む

よう心がける必要がある．

2-7-34

手指外傷後切断に対する仮骨延長法

DistractionOsteogenesisforPhalangialBoneafter

TraumaticAamptation

'奈良県立医科大学救急科，2奈良県立医科大学

整形外科，3市立奈良病院四肢外傷センター

○前川尚宜1,小畠康宣2,村田景-2,

面川庄平2，矢島弘嗣3

【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

は当科における外傷後切断に対する手指骨仮骨

延長法について検討し報告する．

【対象および方法】当科にて外傷後切断の手指欠

損に対して仮骨延長術を施行した症例は9例12指

で,延長時の平均年齢は23.5歳(7～49歳）であっ

た．使用した創外固定器はIlizarovMini:5指，

HoHmann-mini:4指,pemgmmi:1指Stellbrink

型：2指であった．複数指の同時延長は2例5指で

行った．術後評価として骨延長量（骨延長率)，

骨癒合期間,ConsoUdationlndex(以下C.I.),

追加手術，合併症などの検討を行った

【結果】全例で目標とする骨延長量は獲得できた

が5例（41％）で追加骨移植を行なった．獲得骨

延長量は10,5mm,獲得骨延長率は68.4%であっ

た．骨癒合は平均95日（47～197日）で得られ，

骨延長量を骨癒合期間で割ったC､I.は95.3days/

cmであった．経過中の合併症として早期癒合を

l例みたが骨切りを追加することで延長が可能で

あった創外固定器装着に伴う合併症であるピ

ン刺入部感染や折損などは認めなかった．

【考察およびまとめ】手指骨の仮骨延長は創外固

定器の進歩もあり十分可能になっていると考え

る．今回の報告では手術時年齢が比較的高いこ

ともあり他の部位に比べ仮骨の成熟は遅い印象

があるが外傷例でも手指骨の仮骨延長が十分可

能であると考えられる．しかし仮骨の成熟を見

ながら必要に応じて追加骨移植を行なうことも

必要であると考えられた．
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労働災害における上肢外傷例の検討

～手袋着用による影響について～

AnalysisofUpperExtrentyTmumaDuetoWork-Ielted

Accidents

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○善家雄吉，児島忠雄，福本恵三，

村中秀行，篠根理孝

【はじめに】労働災害において上肢外傷は最も多

い損傷である．うち手部外傷は切断・剥脱をはじ

めとして重症化する例も多く，そのため治療に難

渋し，機能回復までには長期間の治療を要する．

今回我々はその災害要因を検討し，とりわけ労働

災害時の手袋着用の影響につき考察した．

【対象と方法】2006年1月から2010年7月までの

期間に当院を受診した手外科労働災害患者のう

ち，入院・手術を要した466例を対象とした．男

性421例，女性45例，右242例，左221例，両側3

例,受傷時平均年齢は425歳（16～76歳）であっ

た以上の症例を対象として,受傷時年齢の分布，

受傷日時，職種，受傷原因，受傷形態，手袋着

用の有無損傷部位，治療方法などについて後

ろ向きに調査を行った．

【結果】全症例の受傷時年齢は，30歳代と50歳代

にピークがみられた．受傷月は5月が最も多く8

月が最も少なかった．曜日による分布では水曜

日が最も多く,受傷時間帯は,8-10時が最も多かっ

た．受傷原因では，はさまれ200例，切れ・尖み

93例，巻き込まれ66例などであった．受傷形態

は，切挫断が110例，圧挫・挫滅が100例，剥脱

が33例であり，剥脱症例のうち27例（81.8%）は

手袋着用症例であった．手術は466例に対し，延

べ925回行われた(1例平均1.98回：最高12回).

その治療方法は，骨接合134回，皮弁形成117回，

再接着67回などであった

【まとめ】近年，労働災害は各方面の努力により

全体的には減少傾向にあるものの，手外科領域

の外傷発生割合はいまだ高率である．製造業労

働において，手袋の着用は一般的であると思わ

れるが，とりわけ回転性機械を扱う作業を行う

際，手袋着用により機械に手袋ごと巻きこまれ，

その損傷形態が重症化する傾向にあることがわ

かった．従って，これら業務に携わる場合の手

袋着用は危険であると言える．

2-7-36

STT関節症に対する関節鏡視下関節形成

術の治療経験

ArthroscopicResectionofDistalScaphoidand

TendonlnterpositionfOrlsolatedOsteoarthritisof

ScaphotrapeziotrapezoidJOmt

'済生会松阪総合病院整形外科，2三重大学大学

院医学系研究科運動器外科整形外科，3名古屋大

学大学院医学系研究科手の外科学

○飯田竜1，辻井雅也2，里中東彦2，

平田仁3，須藤啓広2

【目的】大菱形小菱形舟状骨間(STT)関節症は，

母指CM関節症との合併例が多く，単独での頻度は

少ない．病態が進行すると母指や手関節機能が損な

われ治療を要する.STT関節固定術，観血的舟状

骨遠位端切除術が一般的であるが，これらは手関節

の可動域制限,手根不安定症などの問題点がある．

今回他の関節症を合併しないSTT関節症に対し

て関節鏡視下手術を行い，良好な結果であったので

報告する．

【方法】症例はSTT関節症3例で,平均年齢66歳(50

～76歳)，全例が女性で左側であった．手関節固定

装具や消炎剤に抵抗し，画像所見にて母指CM関

節症が除外されたものを適応とした初診から手術

まで平均5.3ヵ月（4～6ヵ月）であった手術は

tractiontower下に行い，ポータルは長母指外転筋

腱の僥側(STT-R)と長母指伸筋腱の尺側(STT-U)

を用いた．滑膜切除と舟状骨遠位を部分切除し，

長掌筋腱を関節内に充填した．治療成績は瘻痛を

VASで，また術後の関節可動域（健側比）と単純

X線を評価した．

【結果】平均経過観察期間は16.7ケ月(9～30ケ月）

で,瘻痛は全例で著明に軽減し,VASは術前平均8.0

(8～10)より術後平均0.7(0～2)へ改善した．術

後の手関節可動域は健側比平均91.4%(78～100%)

と良好で，術前より低下したものもなかった．単純

X線ではDISI変形など不安定性は認めなかった．

【考察】近年,STT関節症に対する関節鏡視下手術

の有効性が報告されている．舟状骨遠位部切除の利

点は関節固定術とは異なり手関節可動域が維持でき

ることで，さらに鏡視下で行うとSTT関節掌背側

の靭帯付着部を温存できる為，手根不安定症を回避

できる．本例でも著明な瘻痛の改善と良好な手関節

可動域が維持され，患者の満足度は高かった本法

は小侵襲のみならず，機能も保持され，症例数は少

ないもののSTT関節症の標準的な治療法になりう

ると考えられた．
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ロンシー水平牽引台を使用した榛骨遠位
端骨折の手術手技

TYleOperationMethodoftheDistalRadiusractulewith

theRonciHo血ontalTi9actionTable

'市立四日市病院，2静岡済生会総合病院

○三矢聡1,倉田亮2,渡邊完2,

小倉跡夢2

【はじめに】僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視

下手術はもちろんのこと，関節外骨折に対して

も術中の牽引は有用である．我々はロンシー水

平牽引固定システムを僥骨遠位端骨折の手術に

使用しており，その有用性について報告する．

【対象】2006年～2009年の間に本牽引台を使用し

て手術を行った僥骨遠位端骨折は25例で，男性

13例,女性12例,年齢13～91歳(平均57歳)であっ

た.AO分類ではA2:7例,B3:1例,C1:9例,C2:6

例,C3:2例であった固定方法はピンニング2例，

プレート14例，創外固定4例で，そのうち手関節

鏡を併用したのは5例であった．

【方法】手にハンドプレートを装着し，手台から

伸びたアームのラチェット式牽引機構で水平に

牽引し，榛尺屈・回内外の角度も可変させ整復

を行い保持した．手は水平な位置であるのでそ

のまま展開，骨接合を行った．手関節鏡も水平

牽引のまま施行した

【結果】全例骨癒合が得られ，特に合併症も生じ

なかった．整復位を保持したまま手術が可能で

あり，術者1人でも手術が可能であった

【考察】僥骨遠位端骨折の鏡視下骨接合術には垂

直牽引と水平牽引による方法があり，トラクシヨ

ンタワーを使用した垂直牽引が現在一般的であ

る．垂直牽引は手関節周囲360.からアプローチ

可能であり鏡視の操作はしやすい利点があるが，

骨接合の際に手を水平に戻したり，透視がしに

くい欠点がある．水平牽引は手を手台に置いた

まま手術操作が行えるのが利点であるが，鏡視

の操作は若干しにくい．ロンシー水平牽引固定

システムは手台上で手を水平に伸ばした肢位で

牽引固定でき，透視も入れやすい．牽引力，榛

尺屈，回内外の角度も自由に変えながら3次元

的に整復を保持できる．また手は数cm空中に

浮いているため，手関節鏡の際も操作がしやす

く，さらに排液も処理しやすいなど非常に有用

である．

2-7-38

遠位僥尺関節鏡の有用性

DRUJArthloscopy

慶應義塾大学医学部整形外科

○中村俊康，岡崎真人，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【はじめに】手関節を構成する僥骨手根関節

(RCJ),手根中央関節(MCJ),遠位榛尺関節

(DRUJ)の内,RCJとMCJの鏡視下手術は一般

に広く行われている．一方,DRUJ鏡の適応は

広まりつつあるが，まだまだ手技が確立したと

はいえない．今回，演者らのDRUJ鏡視手技と

DRUJ不安定症例の鏡視所見を報告する．

【症例】2000年から2009年までにDRU関節鏡を

行った症例は194例196手，男108,女86,年齢

は15から63歳（平均32)，右109,左85,両側l

であった．全例で中程度（掌側または背側方向

endpointあり）以上の遠位僥尺関節不安定性を

認めたため，遠位僥尺関節鏡視を行った．使用

portalはDRUJ遠位portalで，尺骨頭，僥骨尺

骨切痕,TFCC近位面，三角靭帯部，小窩の観

察を行う.Probmgは困難なためTFCC近位面

の検索には23G注射針を用いた．

【結果】DRUJ関節面は全例で鏡視可能であった．

TFCC近位面の滑膜増生が著明で，小窩部の鏡

視ができなかったのは26手で，そのほかの170手

では小窩部での三角（僥尺）靭帯の評価が可能

であった．三角（榛尺）靭帯の背側portion損傷

37,三角靭帯の弛緩32,実質を伴わず周囲の滑

膜組織のみ（中抜け）だったのは24手，三角靭

帯のhbrmation20,完全断裂19,耀痕での修復

15,掌側portion損傷7,三角靭帯が正常だった

もの16であった．三角靭帯の部分損傷例では直

視下縫合，三角靭帯完全損傷，中抜けでは尺側

手根伸筋腱半裁腱を用いたTFCC再建を行い，

小窩の鏡視が不可能であった例と三角靭帯部の

hbrillation例では滑膜切除術，嬢痕，靭帯弛緩で

は尺骨短縮術を行った．

【まとめ】DRUJ関節鏡は特に三角靭帯の病態把

握，治療選択に有用である．

一S300－



2-7-39

関節鏡を用いた小児上腕骨外穎骨折の手

術アルゴリズム

ArgorithmintheneatmentofLateralHumeralCondyle

FracmremCMdrenusingArthroscopy

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】小児上腕骨外穎骨折では，骨折線付

近に多くの未骨化部を含み，軟骨の連続性や骨

折部の安定性を単純X線のみで判別するのは困

難である．関節造影,MRI,超音波,MDCTな

どを用いる報告もあるが，正確な診断は難しい．

我々は直視下かつ低侵襲検査として関節鏡を用

いた治療アルゴリズムを作成したので，その有

用性を報告する．

【方法と対象】小児上腕骨外穎骨折中，非転位性

の骨折で，保存療法を希望した症例以外は全例

手術加療とした．鏡視下にて軟骨の連続性を認

める症例は経皮的鋼線固定術または経皮的中空

裸子固定術を施行した．鏡視下にて転位を認め

る症例は観血的整復固定術を施行した．手術は

関節鏡，経皮的固定術，観血的整復固定術がい

ずれも可能な側臥位で前腕を下垂させて行った．

上記アルゴリズムにより手術したのは男児3例，

女児3例，平均年齢4.7才であったFinnbogason

分類ではB群3例,Wadsworth分類ではI型3例，

II型2例,III型l例であった．

【症例報告】全例に鏡視にて骨折部の確認ができ

た．3例では軟骨ヒンジを認め，各々経皮的鋼線

刺入術や経皮的中空裸子固定術を行った．3例で

は関節軟骨の連続性なく転位を認め，後外側ア

プローチによる観血的整復固定術を施行した．

【考察】我々の手術アルゴリズムでは，低侵襲な

鏡視にて転位を確実に確認でき，経皮的および

観血的な手術加療を選択するうえで有用である．

2-7-40

Headlesscompressivescrewを用いた指
関節固定術の手技一小侵襲手技の可能性

について一

ArthrodesisofInterphalangealJointwithHeadless

CompIessiveScrew-MimmumhvasiveT℃chnique-

土浦協同病院整形外科

○石井宣一，石突正文，白坂律郎

【はじめに】指関節の固定術はRAや変形性関節

症（以下OA)などに対して適応となる．最近

はheadlesscompressivescrewによる固定が多

く行われるようになってきた．今回我々は，一

部の症例に対して小侵襲関節固定術を行い，ま

た，母指IP関節に対してscrew2本での固定を

行ったので，通常の固定と比較して報告する．

【対象と方法】症例は当院で母指IP関節固定術

を行った11例11指及び,DIP関節固定術を行っ

た14例19指である．手術時年齢は19～82(平均

51.5）歳，原疾患はRA3指，原発性OA18指，

切断指9指であった．内固定材料はHerberttype

screwを20指に,ACUMED社製のAcutrak

screwを10指に使用した.7例8指に対しては小

侵襲手術を行った．切断指再接着後の中節骨偽

関節の5指に対して中節骨の骨折部と共にDIP関

節を固定し，変形性関節症の3指に対して，関節

操作をすることなく遠位からスクリュー固定を

したIP関節の固定を行った例のうち8指には

Acutrakscrew2本を挿入した．術後の外固定は

行わず，使用制限も行っていない．

【結果】30指全例で固定が得られ，瘻痛は改善し

ている．術後合併症としてIP関節の1症例に創

の遷延治癒が生じたが，保存的に創は閉鎖した．

また,DIP関節固定の際に近位方向から2本の

Acutrakscrew挿入を試みた例が1例あるが，中

節骨の骨折を来たし，遠位より1本で再固定した

その他は特に問題となる合併症は生じなかった．

【考察】screwl本での固定の報告が多いが,我々

はIP関節に対して2本のScrewを用いて固定

力を増した．しかし,DIPに対して屈曲位で近

位から挿入した場合は骨折の危険がある事が分

かった．また，関節面を削らない小侵襲手術を

8指に行い，好成績を得た．今後症例を選べば，

新しい関節固定術の小侵襲手術として定着する

可能性があると考える．
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高齢者における手の外科領域の骨折に対

するMIOSについて一MIPOを中心に－

Min伽allylnvasivePlateOsteosynthesisfOrFmctuI℃sof

theUPperExtrentymEldedy

岡山済生会総合病院整形外科

○近藤秀則，今谷潤也，竹下歩，

中道亮，川上幸雄

【はじめに】骨粗繧症を有する高齢者において

は，非荷重肢である上肢であっても十分な初期

固定性が得られず治療に難渋することが多い．

従来の観血整復およびプレート固定法では，骨

折部を直接展開する必要があり手術侵襲が大き

くなる．また高度粉砕症例では，その侵襲の大

きさの割にはすべての骨片を解剖学的に整復す

ることは技術的に不可能なことも多い．近年，

ロッキングプレートなどの新しい骨接合材料が

開発され臨床応用されている．今回，当科で手

の外科領域の骨折に対して行ってきたロッキン

グプレートなどを利用した最小侵襲プレート固

定法(MinimallylnvasivePlateOsteosynthesis,

MIPO:JHS2004など）の術後成績を検討したの

で，若干の考察を加えて報告する．

【対象】対象は上腕骨遠位部骨折，前腕骨遠位骨

幹端部骨折,手指骨折などに対してMIP○を行っ

た症例48例である．骨折部位は，上腕骨遠位部

骨折15例，僥骨遠位骨幹端部骨折31例（うち4例

は尺骨のMIPOも併用),手指骨折l例である．

【結果】上腕骨遠位部骨折ではKundel's

modincationofCassebaumisratingscaleで優2

例，良12例，可1例であり，日整会肘関節機能

評価で平均88.0点であった．全例で術直後のア

ライメントが維持されていた前腕骨遠位骨幹

端部骨折ではGreenandOIBrienの評価法で優

10例，良16例，可5例であり，そのうち25例で

術直後のアライメントが維持されていた．

【考察】今回の調査では，症例数が少なく経過観

察期間が短いことなどの問題はあるが，各種骨

折に対するMIPOの治療成績は高齢者において

も良好であった．本法は適応を限定して利用す

れば手の外科領域の骨折に対して有効な選択肢

となりうる．

2-7-42

骨ボーラーを用いた腸骨移植を用いた手

関節周囲の関節固定術

ArthrodesiswitharephinemacBoneGrafting

岩手医科大学医学部整形外科

○古町克郎，齋藤良輔，田島克巳，

西田淳，嶋村正

【目的】手関節周囲の関節固定術は上肢を酷使す

る職業の対象に選択されることが多く，隣接関

節の可動域の温存が重要である.Sandow(1992)

Poitevm(1997)は円柱状のほぞ穴固定による骨

移植の有用性を報告した．われわれは専用の骨

ボーラーを用いて腸骨移植を用いた関節固定術

により最小限の外固定と早期からの可動域訓練

を目指しているので報告する．

【方法】対象は,瘻痛を主訴とする手関節症となっ

たSNACwrist3例3手とKienbock病2例2手（平

均57歳43-70歳)および母指CM関節症5例5手(全

例Eatonstagelll,平均66.2歳,64-74歳）であ

る．術式はSTT関節固定術4手，有頭有鉤骨関

節固定術1手，大菱形中手骨関節固定術5手，で

ある．直径6-11mmまで0.5mm間隔で準備した

骨ボーラーの適切なサイズを用いて固定部に穿

孔し，0.5mm大きい径で採取した腸骨片を移植

しアキュトラックスクリューを用いて内固定し

た．術後は2週間のシーネ固定後，自動運動等を

励行した

【結果と考察】骨癒合遷延例はなく，骨癒合まで

の期間は平均6.8週（5-8週）である.DASHでは

ADL項目や癌痛項目などに有意な改善が得られ

た．全例，農業，大工，清掃，ゴルフ教師など

の現職に復帰した．本法の利点は簡便で容易で

あり，固定する骨同士の引き寄せの必要がなく

骨癒合しやすい点である．骨採取を要する欠点

があるが，骨ボーラーを用いるため骨採取部へ

の侵襲は小さい．
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上腕骨骨折後内反肘に合併する尺骨神経

走行異常とイリザロフ創外固定器による

三次元矯正術

MalpositionofthemnarNerveAssociatedwithCubims

VarusandThree-dimensionalDefbrmityCorrectionby

usingnizarovExtemalFixator

'徳島大学整形外科，2健康保険鳴門病院整形外科

○高橋光彦1,浜田佳孝2,日比野直仁2,

花岡尚賢'，安井夏生』

【目的】小児の肘骨折後の内反肘は時々経験する．

内反肘といえども将来遅発性尺骨神経麻痒きたす

などの問題が知られており，積極的に変形矯正を

行うべきともいわれている．上腕骨穎上骨折後で

は末梢骨片は通常，内反に加え内旋，伸展してお

り，手術では三次元的矯正が必要となる．我々は

イリザロフ創外固定を用いた矯正を行っており，

その成績を報告する．

【症例】手術時年齢7-9歳の3例である．初回受傷か

らの経過は3-7年であった．術前のcarryingangle
は-25から-30.で,X線でBaumann角の健側差

は21から39.であった．肘過伸展(10,20｡)とそ

れに呼応した肘屈曲制限が2例にみられ，もう1例

では伸展制限（10｡）があった．全例で，術前可

動域評価と術前CTで上腕内旋変形（上腕骨後捻

角の減少）が存在が確認された．

【結果】手術では全例で尺骨神経を直視下に確認

したl例は神経の前方恒久性脱臼と遠位部での

絞拒を認めた．他の2例でも肘屈曲に伴う神経の

前方脱臼が認められた．いずれも神経剥離の後に

ピン刺入を行った．2例ではclosmgwedge骨切

りによる術中一期的矯正を，もうl例ではopening
wedgeによる緩徐矯正を行った．骨切りは穎上部

で外側より経皮的に行った内旋変形や過伸展・

屈曲変形は，いずれも術中，一期的に矯正した．

創外固定装着期間は一期的矯正例では6-7週，術

後緩徐矯正を行った症例では12週であった．

【考察】今回の所見は内反肘矯正骨切り手術にお

けるピン刺入において，尺骨神経走行異常により

神経損傷をきたす危険性が高いことを示唆してい

る．神経走行異常は内反アライメントのみならず，

上腕遠位部の内旋転位も関与していると考えら

れ，手術ではこれらを含めた三次元的矯正が必要

と考えられた．またその目的のために，イリザロ

フ創外固定は有用な選択肢と考えられた

2-7-44

コンピューターシミュレーションに基づい

て術前bendingしたプレートを用いた上肢
骨折変形治癒に対する3次元矯正骨切ﾚﾉ術

Three-dimensionalCorrectiveOsteotomyofMalunited

FracturesofUpperExtrentyusmgPrebendmgPlatebesed

onaComputerSimulationSystem

大阪大学整形外科

○竹安酉佳倫，村瀬

片岡利行，森友

剛，三宅潤一 ，

寿夫

【はじめに】受傷後長期経過した骨折変形治癒に

おける矯正骨切りでは，解剖学的正確な矯正を

行っても，リモデリングの影響のため骨切り部で

湾曲が残存するなど，整復位維持の内固定に難渋

することがある．今回矯正骨切り術に際して，コ

ンピューターシミュレーションに基づき，プレー

トの術前bendingを行うことで良好な成績が得ら

れたので報告する．

【対象と方法】前腕両骨変形5例，内・外反肘5例

を対象とした受傷後平均経過期間は15.3年(1-

39年),手術時平均年齢は22歳(10-43歳)であった

罹患骨及び健側のCTデーターから3次元骨モデ

ルを作成し，コンピューター上で3次元矯正をシ

ミュレーションしたシミュレーション通りの手

術を支援する骨切りテンプレートと，矯正後の骨

モデルを3次元造形機で作成した．矯正後の骨モ

デルに合わせてプレートを術前にbendmgし，ス

クリューの刺入部位，方向なども確認した．実際

の手術では骨切りテンプレートを骨表面にあてが

い，テンプレート上のスリットに沿って骨切り，

変形を矯正した後，あらかじめ用意したプレート

で内固定を行った．術前および最終フォロー時の

X線・臨床評価を検討した．また6例で抜釘後に

CT撮影し術前計画との誤差を検討した．

【結果】前腕両骨変形はX線上術後健側とほぼ同

等となり，前腕回旋可動域は術前平均103度から

術後平均156度へと改善した．内反肘の内反角は

術前平均29度から術後平均2度へ，外反肘の外反

角は18度から0度へと改善した．また術後健側と

同様の肘関節可動域を獲得した．術後CTを用い

た検討では，術前計画との誤差は内反肘で1度未

満，前腕両骨変形で3度未満であった．

【まとめ】術前bendingしたプレートを用いるこ

とで,正確かつ簡便な手術の遂行が可能であった．
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屈筋腱損傷に対する多血小板血漿の影響：

力学試験での検討

TheEffectofPlatelet.-RichPlasmaontheHealingof

HexorT℃ndon:ABiomechanicalSmdy

'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Ⅱ

【目的】多血小板血漿(plateletFrichplasma:

PRP)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，それらが断裂屈筋腱の修復に与える影響に

ついて力学試験により検証した．

【方法】日本白色家兎の自己血を遠心してPRP

を精製した．全麻下に兎の第2，3趾の屈筋腱を

AlとA2puney間で完全に切離した.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=30),PRPの

みを投与する群(P群:n=23),フイブリンの

みを投与する群(F群:n=21),および何も投

与しない群(control群:n=35)の4群に分けた．

踵部で腱の近位部を切離して飼育を継続した

術後0日，2，3，6週で評価を行った．足趾の浮腫

癒着形成の程度，および腱表層の肉眼所見をス

コアを用いて半定量的に評価したまた，伸張

機器を用いて縫合腱の最大破断強度を計測した．

【結果】足趾の浮腫，癒着の程度は軽度であり

差がなかった．腱表層の肉眼所見は各群間に差

を認めなかった．最大破断強度は，0日では9.0N

であった2週ではPF群が14.7N,control群が

10.0Nであり,PF群がcontrol群に比べて有意

に高値を示した．3週ではPF群が16.1Nと最高

値を示した．6週では各群間に有意差を認めな

かった．

【考察】PRPのフィブリン複合体は術後早期に於

いて腱修復を促進させる効果があることが示唆

されたまた，今回のモデルではPRPの投与に

よる癒着形成の程度は軽度であったが，フイブ

リン複合体を用いて成長因子を徐放化させたこ

とが関与している可能性がある．

2-8-2

ラットアキレス腱由来腱細胞に対するキ

セノンストロボ光照射による細胞増殖促

進効果の検討

CenProlifemtionEffectbylrradiationUsmgXenonmash

ughtmT℃nocytesDerivedRatAchinesT℃ndonhVitro

三重大学大学院医学系研究科運動器外科学

○ 里 中 東 彦 ， 辻 井 雅 也 ， 堀 和 一 郎

植村剛，須藤啓広

【目的】腱は栄養血管が乏しく，細胞密度の低い

組織であるため，一旦損傷されると機能的，生体

力学的に十分に再生させることは困難である．近

年，レーザーやLEDなどの光照射による組織修

復促進効果が報告され臨床応用が進んでおり，腱

組織においても同様の効果が期待される．今回わ

れわれは，ラットアキレス腱由来の腱細胞におけ

るキセノンストロボ光照射による細胞増殖効果

について検討した．

【方法】ラットアキレス腱から細胞を分離培養し

た後，蛍光免疫染色によりI型コラーゲンの発現

を観察した．その細胞を使用して,光照射なし(C)

群，10分間の光照射×1日(IR-10)群,10分間の

光照射×4日(IR-40)群の3群で,初回光照射後8,

24，48，72時間でMTS法により細胞増殖率を検

討したまた光照射なし(C)群,1分間の光照

射(IR-1)群,10分間の光照射(IR-10)群の3群

で，光照射後72時間の培養上清中のscleraxisを

Westernblottingにより半定量的に解析した光

照射はキセノンストロボ光照射を行った．

【結果】蛍光免疫染色ではほぼすべての細胞でI

型コラーゲンの産生が確認された.IR-40群の細

胞増殖率は48時間以降でC群に比較して有意に

高くなっていた(p<0.01).IR-10群とC群では

IR-10群で高い傾向にあったが有意差は認められ

なかった．またscleraxigはIR-1群,IR-10群とも

C群に比較して強く発現しており，特にIR-10群

では顕著であった．

【考察および結論】Zhangらによると腱組織には

腱細胞のみならず腱幹細胞が存在すると報告さ

れているが，損傷腱修復促進の戦略の1つとして

腱細胞の増殖が考えられる．今回の結果から，腱

細胞の増殖においてキセノンストロボ光照射が

有効である可能性が示唆された．しかしその増殖

効果について，他の腱特異的マーカーなどによる

更なる検討が必要であると考える．
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新しい乳酸一カプロラクトン共重合体多孔質

膜の家兎腱癒着モデルにおける癒着予防効果

TheEfncancyofNewPorousL-caprolactoneCopolymerto

PI℃ventA曲esionTendonmaRabbitModel

'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

○佐藤琢哉'，清水弘之'，新井猛'，

別府諸兄1，高木正之2，

【目的】指骨折後の伸筋腱とプレートとの癒着は

拘縮の原因となる．今回，新しい家兎腱癒着モデ

ルを作成しプレートと腱との癒着予防材である

乳酸一カプロラクトン共重合体多孔質膜（以下多

孔質膜）の有効性を検討した．

【対象と方法】多孔質膜群(N=4)として日本白

色家兎の長母趾伸筋腱を露出，長母趾伸筋腱と脛

骨を剥離し脛骨に対しプレート固定を行い，プ

レート前面にある長母趾伸筋腱に焼灼を行ない，

腱を挟むように多孔質膜を縫合した．コントロー

ル群(N=6)はプレート固定後に長母趾伸筋腱

の焼灼のみを行った両群に対してギプス固定を

行い，4週目に屠殺した．評価項目はプレート部

を6か所に区分し点数化した肉眼的癒着評価（癒

着なし0点，軽度1点，中程度2点，重度3点，きわ

めて重度4点，6部位X4点=24点),引っ張り試験

器による腱引き抜き強度,HE染色による病理学

的評価を行った．

【結果】肉眼的癒着評価では多孔質膜群が平均6.0

±0.8点，コントロール群は平均13.8±2.9点で有

意に多孔質膜群に肉眼的癒着が少なかった．引

き抜き強度では多孔質膜群が3.76±2.5N,コント

ロール群14.7±5.0Nで多孔質膜群に有意が小さ

かった(P<0.01).病理学的評価においてもコ

ントロール群で腱，周囲組織に炎症性肉芽組織が

認められ，多孔質膜群では一部炎症組織を認めた

が，膜により周囲組織との癒着阻害されていた．

【考察】屈筋腱の癒着を防止する予防材の研究は

以前から行われているが，プレート固定後に発生

する指伸筋腱の癒着を臨床的に想定した研究は

少ない．この多孔質膜は数カ月で吸収される特徴

を持ち，弾性と強度が高く腱への滑液透過性もあ

り，薄いため臨床応用に有効と考えている．

【結論】短期の成績ではあるがコントロール群と

比較してこの癒着予防材は腱とプレートとの癒

着を防止する効果は高い．

2-8-4

骨格筋再潅流障害におけるフリーラジカ

ルの除去効果
RemovalEffectivenessofFreeRadicalfbrIschemia-

ReperfUsionlnjuryonSkeletalMuscle

'三重大学大学院医学系研究科運動器外科学，

2名古屋大学大学院手の外科

○堀和一郎l･2,辻井雅也1,里中東彦1,

平田仁2，須藤啓広'，

【目的】虚血／再潅流障害(ischemia/reperfusion

injury:IRI)は虚血組織に急激な血流再開が起こ

り，炎症と酸素負荷が加わることで生じる．1m

では局所損傷の増大や挫滅症候群など重大な全

身合併症を認めることもあるが，現在有効な治療

手段はない．そのメカニズムには白血球浸潤，サ

イトカインの放出などがあり，特にフリーラジ

カル(FR)は中心的役割を担う．そこでマウス

IRIモデルの骨格筋において,FRscavengerの

edaravone(田辺三菱製薬）の効果を検討した．

【方法】対象はC57/BL6マウス（雄,8-10週齢）

35匹で,Crawfordの報告した方法で右大腿部を4.5

ozの歯科矯正用輪ゴムにて駆血してIⅢモデルを

作成した．駆血30分前にedaravone3mg/kg(E

群）あるいは同量の生食(S群）を腹腔内投与し

た.1.5時間の虚血後に再潅流を24時間,3日間行い，

腓腹筋と前脛骨筋を摘出した．組織学的評価（各

n=5)は損傷率（損傷線維数／全線維数）で検討

した．また組織をhomogemseし,脂質過酸化マー

カーであるmalondialdehyde(MDA)をTBRSA

法で,iNOS発現をWesternblotting法にて比較

検討した．

【結果】組織学的にS群では虚血再還流後24時間

での筋肉は浮腫と筋線維損傷,白血球浸潤を認め，

3日目で病変はより著明であった．一方,E群で

は白血球浸潤は明らかに少なく，再潅流3日目で

の損傷率は腓腹筋で6.0％，前脛骨筋で5.9％と,S

群の腓腹筋31.4％，前脛骨筋20.6％に比して有意

に減弱していた．さらにMDAもE群で有意な低

下を認め,iNOS発現もE群では少なかった．

【考察】組織学的検討からFR除去効果によりIRI

が著明に抑制される可能性が示された．またその

メカニズムとしてFRによる細胞膜脂質過酸化の

直接的な抑制に加え,iNOS発現の低下からFR

と一酸化窒素の反応により障害が拡大することを

抑制したと考えられた
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iPS細胞の3次元培養によしﾉ作成したハイ

ブリッド型人工神経一末梢神経再生に関

する実験的研究一・

ExperimentalStudyonPeripheralNerveRegeneration

withTissue-engineeredNerveConduitusinglnduced

PImpotentStemCell

'大阪市立大学整形外科，2大阪市立総合医療セ

ンター整形外科

○上村卓也'，高松聖仁'，岡田充弘'，

香月憲一2，中村博亮！

【目的】これまでわれわれは，末梢神経再建用の

生体吸収性ポリマーチューブ（人工神経）を開発

し，これにiPS細胞（人工多能性幹細胞）を組み

合わせたハイブリッド型人工神経の作成を行い，

昨年度の本学会で報告した．今回，このiPS細胞

ハイブリッド型人工神経を用いて，実際にマウス

の坐骨神経欠損部の神経再建を行ったのでその

結果を報告する．

【方法】iPS細胞から分化誘導した神経系細胞

(secondaryneurosphere)を人工神経（内径

1mm・外径2mm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）

上で14日間3次元培養し,iPS細胞ハイブリッド

型人工神経（長さ7mm)を作成した．マウスの

坐骨神経欠損部(gap:5mm)に，このiPS細

胞ハイブリッド型人工神経を移植した(iPS群：

n=10).対照群は人工神経のみを移植した群

(control群:n=10)とした．マウスの下肢機能(知

覚･運動）の回復について経時的（4，8，12週目）

に比較検討した．知覚機能はマウスが温熱水を

知覚するまでの時間を指標とし，運動機能はfbot

printを用いて下肢筋力を評価した.12週目に人

工神経を採取し，組織学的評価を行った．

【結果】マウスの下肢機能は，知覚・運動機能と

もに，4，8，12週目いずれにおいてもiPS群が

control群よりも統計学的に有意に回復した．組

織学的には,iPS群がcontrol群に比べてより多

くの再生軸索を認めた．

【結語】マウスの坐骨神経欠損部に対して,iPS

細胞を3次元培養したハイブリッド型人工神経で

架橋することによって，人工神経単独よりも末梢

神経の再生が促進し，下肢機能回復も促進した．

iPS細胞を3次元培養し,tissueengineermgを用

いたハイブリッド型人工神経は，自家神経移植の

代替となる有用な末梢神経再建方法となる可能

性がある．

2-8-6

生体内におけるp38MAPKを介した神経
再生制御機構（第3報）

hvolvementofp38MAPKmRegulatolyMechanismof

NerveRegeneration

'埼玉医大総合医療センター整形外科，2埼玉医

大整形外科，3埼玉医大分子生物学講座，

4三重大学医学部生化学講座

○加藤直樹'，松本征仁3，緒方正人4，

酒井宏哉'，織田弘美2

我々は神経損傷後の炎症を制御することで神

経再生を促進できる可能性があると考え,p38

MAPKに着目し研究を行ってきたp38はセリ

ン／スレオニンリン酸化酵素の1つであり，炎症

治療の分子標的として注目されてきたが,p38q

knock-outマウスが胚性致死をきたすため，個体

レベルでの生理的役割については未だ統一した

見解に到っていない．そこで我々はp38aの基

質結合領域に点突然変異を導入し，特にkinase

を介するシグナル伝達を阻害したknock-mマウ

ス(semマウス）を作製した．本マウスは野生

型と比較して低体重を示すものの，神経系組織

の成長過程に差は生じず，損傷後の神経再生評

価を個体レベルで行うのに適している．これま

でsemマウスでは圧挫損傷後の神経再生が機能

的にも形態学的にも有意差をもって遅延するこ

と，炎症性サイトカインであるTNF-aおよび

IL-1βの神経損傷後の発現パターンに違いがある

こと，神経再生に重要な役割を演ずるSchwann

細胞の分化過程に違いがあることを見出し，本

学会で報告してきた．

今回，損傷後の神経内アポトーシスについて

caspase-3を，また神経周膜の再生の指標とし

てtenascm-Cに着目し，免疫組織学的手法を

用いて検討したその結果，野生型と比較して

semマウスでは，神経損傷後早期のcaspase-3や

tenascm-Cの発現に違いが生じていることを確

認した．この解析結果から,p38MAPKの特に

kinaseを介したシグナル伝達経路は神経系組織

の成長過程に影響を与えず，神経損傷後の再生

を促す役割を生体内で演じており，これは他の

シグナル伝達経路によって代償されない機能で

あることが示された．この事からp38MAPKの

kinaseを介したシグナル伝達経路に，神経再生

を制御する分子標的が存在すると考えられた．
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体外増幅CD133陽性細胞による末梢神経
再生

TherapeuticPotentialofexvivoExpandedCD133Cells

fbrPeripheralNerveInjmes

'広島大学医学部整形外科，2広島大学医学部保

健学研究科，3公立世羅中央病院

○大坪晋'，砂川融2，亀井直輔l,

来嶋也寸無3，越智光夫Ⅲ

【目的】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．本研究の目的は，

体外増幅させたCD133+細胞を移植し，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骨神経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，

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1×105個充填し

たものをexpansion群，更に今回この培養で

はCD133+細胞を約10倍に増幅することが出来

たので体外増幅前を想定してCD133+細胞1×10

4個充填したものをlowdose群とし，各群10例

とした移植後8週にて肉眼的な再生組織連続性

の確認，染色による再生組織の評価,Compound

muscleactionpotentials(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,fresh群及びexpansion群は全例に認

めた．トルイジンブルー染色ではcontrol群で

はほとんどが羅痕組織であったのに対してfresh

群及びexpansion群ではミエリン形成を認めた．

CMAPはcontrol群では検出されなかったが，

fresh群及びexpansion群では全例で検出された．

lowdose群では再生組織を確認出来る例と出来

ない例があり，神経再生効果は安定していなかっ

た．

【考察】CD133+細胞を体外増幅させ出来るだけ

多くの機能を維持した細胞を得ることは神経再

生に有利に働くものと考える．

2-8-8

プロテオミクスによる末梢神経損傷およ

び再生時に起こるタンパク質の経時的変

化の検討

ProteomeAnalysesofProteinLevelafterPeripheral

NervelnjuryandRegeneration

'札幌医科大学医学部整形外科学講座，

2札幌医科大学分子機能解析部門

○大木豪介1,和田卓郎1,射場浩介1,

山下敏彦'，小海康夫2

【目的】我々はプロテオミクスの手法を用い,ラッ

トの坐骨神経切断モデルにおいては損傷部近位

と遠位では異なるタンパク質が発現することを

定性的に明らかにした．今回は安定同位体標式

であるiTRAQ試薬を用い，ラットの坐骨神経切

断モデルおよび再生モデルの部位別・経時的な

タンパク質の変化を定量的に検討した

【方法】12週のメスのラットを用い，次の3群を

作製した．切断群：坐骨神経を中央部で切離し，

断端を筋肉内に埋没固定．縫合群：坐骨神経切

断後直ちに端々吻合.Sham群：坐骨神経の展開

のみ．術後5,10,35日目に切断ないし縫合した

部より近位・遠位各lcmずつ,Sham群は5日

目に中央部lcmを摘出した．得られた神経より

タンパク質を抽出した．神経より抽出したタン

パク液にそれぞれ標識の異なるiTRAQ試薬を

反応させた後，4つのサンプルを混合した．混合

液は濃縮後にSDSUで溶解し一次元電気泳動に

よる分離を行ったゲルを分割した後，トリプ

シンを用いてケル内消化を行った．質量分析器

(4800plusMALDITOF/TOFAnalyzer)で得

た情報を元に,protempilotver3・を用いてタン

パク質の同定および定量を行った．

【結果】切断モデル・縫合モデルともに各3クー

ル分の解析を行った．近位・遠位でそれぞれ

1000-1400個のタンパク質を検出した．そのうち

半数以上が定量可能だった．切断モデルでは炎

症反応に起因するタンパク質の上昇が，縫合モ

デルではタンパク質の合成に関係するタンパク

質の増加が顕著であった．

【考察】プロテオミクスの手法を用いることで，

末梢神経損傷時または再生時に起こるタンパク

質の変化を全体的に見渡すことが可能である．

個々のタンパク質の連動を見ることで，神経再

生にとって有利に働くタンパク質を検出できる

可能性があると考えられる．

－S307-
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末梢への神経細胞移植による脱神経筋の

再建

TransplantationofEmbryonicNeuronsintoPeripheral

NervemrmsRlnctionalMotorUnits

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科

○栗本秀，建部将広，山本美知郎，

加藤宗一，平田仁，

【目的】lowermotorneuronや軸索の障害により

神経細胞との連続性が断たれると，遠位の末梢

神経や筋は徐々に不可逆な変性を起こす．今回

の研究は，脱神経筋を支配する末梢神経内に神

経細胞を移植し，脱神経筋の神経再支配と電気

刺激による機能再建を試みた．また，筋芽細胞

の増殖や融合，神経細胞の生存や軸索伸長を促

進すると考えられているbasicfibroblastgrowth

factor(FGF-2)の追加投与による影響を検討し

た．

【方法】ラットの坐骨神経を切離し，両端を結紮

した胎生14日目のラット脊髄神経細胞を切断

した脛骨神経内に移植した．電気生理学的，組

織化学的にcontrol(培地投与）群と比較検討を

行った．また，神経細胞移植と同時にFGF-2を

腓腹筋内に投与した.control(生食投与）群と

比較検討を行った

【成績】10週間後，脛骨神経内でInotoneuronは

生存し，軸索を伸ばすことで筋神経接合部を形

成していることを確認した．また，移植神経細

胞の電気刺激により腓腹筋が収縮し，足関節の

底屈が可能であった.toluidmeblue染色による

軸索の髄鞘形成を確認した．また，神経細胞移

植と同時にFGF-2を投与した群では，生食投与

群に比べ，筋湿重量は優位に大きかったが，筋

線維横断面積，運動神経伝導速度や振幅には優

位な差を認めなかった

【結論】脱神経筋を支配する末梢神経への神経細

胞移植を行った．末梢でのrnotoneuronの生存

と脱神経筋の機能的再神経支配を確認した．今

まで治療が困難であった広範な末梢神経損傷や

中枢神経障害に対し，本法とすでに実用化され

ている機能的電気刺激(FES)技術とを組み合

わせることで，全く新しい脱神経筋の再建を可

能とすると考えられた．

2-8-10

ラットにおいて端側吻合を2箇所用いたグ

ラフトを利用した神経再生はグラフトの

数によらない

NoSignificantDifferencesinNerveRegeneration

betweenSmgleandDoubleNerveGaftsUsmgTwoEnd-

to-SideNerveRepairsmRats

'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医学

○岩倉菜穂子l,松浦佑介1,村上賢--1,

鈴木崇根2，國吉一樹】

【目的】神経端側吻合は100年以上前から報告さ

れており，現在でも顔面神経麻痒の治療などに

臨床応用されている．しかし，整形外科領域で

は十分な筋力・感覚の回復が得られたとの報告

は少なく，一般的には使用されていない．われ

われはラットを用いて端側吻合を使用した神経

移植を行い，そのグラフトの数を増やすことで

再生軸索が増加するかを調べた．

【方法】雄性のWisterラット96匹を用いた．コ

ントロール群（グループA:n=24),切断のみ

行った群（グループB:n=24),右脛骨神経と

腓骨神経の間に1本の神経移植をした群（グルー

プC:n=24),2本の神経移植をした群（グルー

プD:n=24),の4群にわけた．術後5,10,20,

30，40，50週で筋電図および前脛骨筋の筋湿重

量を測定した．またグラフト以遠に逆行性神経

トレーサーであるfiuorogold(FG)(Fluoro-Gold;

Fluorochrome,Denver,CO,USA)を留置し，

後根神経節(DRG)におけるFG陽性細胞数を

計測した．4群間の有意差は統計学的手法(Non-

repeatedMeasuresANOVA)を用い比較検討
した．

【結果】活動電位，筋湿重量,FG陽性細胞数い

ずれもグループC,DともグループBに比し有

意に増加するが(p<0.01),グループAよりも

有意に低値であり(p<0.01),グループC,D

間での有意差はなかった(p>0.05).

【考察】端側吻合を用いた神経移植を行うことで

感覚神経の再生が確認でき，筋力の回復も得る

ことができた．しかし，グラフトの本数を増や

しても再正感覚神経数や筋力の増加を得ること

は困難であり，端側吻合を用いた神経移植の限

界と考えられた．

－S308-
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ImpairedAxonalOutgrowthafterNerveRepair
with~IbnsionisAssociatedwithDecreasedActivation

ofActivating~nanscriptionFactor3andCaspase3

昼

Chuan-JunYi

DepartmentofHandSurgery,BeijingJishuitanHospital,Beijing,China

Objective:Toinvestigateaxonaloutgrowthafternerverepairwithno,minor(3mmdefect)andmoderate

(6ⅡⅢndefect)tensioninratsciaticnerve・Inaddition,werelatedtheoutgrowth(neuroiilamentstaining)to

expressionofactivatingtranscriptionfactor3(ATF3)andcaspase3byinnnunocytochemstryinSchwanncells

asmarkersofcellactivationandapoptosis,respectively.

Method:SciaticnervesfromfifteenWistarfemaleratswereused.Thesciaticnervewastransectedand

repairedwithno,minor(3mmdefect)andmoderate(6mmdefect)tension.Beforetransection,two9-0

sutureswereappliedsuperficiallyintheepineurium5mmapartinthefuturedistalnervesegment.The

distancebetweenthesetwosuturesandthediameterofthenerveweremeasuredbothbefOretransactionand

afterappropriation.Thespecimensweregainedtendayslater.Afterlixationandembedded,thesampleswere

sectionedlongitudinallyinacryostatat8-mmthicknessandmountedonglassslides.Thesectionswerethen

stainedusingimmunocytochemistrytechnique.Thelengthofneurofilament,theATF30rcaspase3stained

Schwanncellsatthedistalsiteadjacenttothesuturedsite(siteofnervelesion;SNL)andatthel5mmdistal

fromsuturedsiteofdistalnervesegment(SND)werequantitied.Theresultswereexpressedasthepercentage

ofATF3orcaspase3stainedcells/DAPIstainedcells.

Results:NerverepairafieraO,3and6mmdefectincreasedthetensioninthesciaticnervesegmentbyl.0%,

7.4%andl3.5%anddecreasedthediameterbyl.9%,4.8%andl5.7%,respectively.Afterrepairwithno

tension,axonshadgrOwnll.75mminthedistalnervesegmentatlOdays,whilerepairwithminorand

moderatetensionimpairedaxonaloutgrowthby29%and48%.AreducednumberofATF3stainedSchwann

cellsandanincreasednumberofcaspase3stainedSchwanncellswereobservedwiththeincreaseofnerve

defectbothatthedistalsiteajacenttothesuturedsiteandatthel5nmdistalfifomsutmredsite・Theincreased

tensioncorl･elatedwithimpairedaxonaloutgrowthandactivationofSchwanncellsaswellastoapoptosis.In

addition,axonaloutgrowthcorrelatedwithactivationofSchwanncellsaswellasinverselywithapoptosisof

Schwanncells.

Conclusion:Ourmethodofusingpercentageofelongationastensionisbothsimpleandeffectiveanditmaybe

usedfOrstudiesandclinicalpractice.TensioninducesimpairedactivationofSchwanncells,andevenahigher

amountofapoptoticSchwanncells,withsubsequentdeterioratedaxonaloutgrowth.
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月
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軸索内輸送を介した骨内への遺伝子発現
Axonal-transport-me(liatedGeneTransductioninthe

hteriorofRatBone

防衛医科大学校整形外科

○岡林俊貴，土原豊一，

有野浩司，尼子雅敏，根本孝一

【目的】今回,luciferaseplasmidvectorを組み

込んだHVJ(HemagglutinatingVirusofJapan)

-エンベロープを用v､て，軸索内輸送を介した骨

組織内への遺伝子発現が可能であるか否か検討

した．

【方法】7週齢のWistar系雄ラットを使用した．

pcDNA/GL31uciferaseplasmidvectorをHVJ

EnvelopeVectorKIT(石原産業）を使って

HVJ-envelopecomplexvectorとし，ラットの右

後肢の前脛骨筋に注入した．前脛骨筋，坐骨神

経，後根神経節(L4,L5)(以下DRG),大腿骨，

大腿骨骨髄，脛骨，脛骨骨髄を採取し，ルシフェ

ラーゼ活性を測定した(n=7)．抗ルシフェラー

ゼ抗体を用いて蛍光抗体法による免疫組織化学

を行った．さらに,坐骨神経切断モデルを作製し，

遺伝子導入後3日目に各検体を採取した(n=7).

各組織のルシフェラーゼmRNAの発現をRT-

PCRで確認した(n=4).

【成績】遺伝子を注入した前脛骨筋，坐骨神経，

DRG,脛骨で1,3日後にルシフェラーゼ活性の

上昇を確認でた．免疫組織化学では，遺伝子導

入側の前脛骨筋,坐骨神経,DRG,脛骨でルシフェ

ラーゼを検知できた:、坐骨神経切断モデルでは，

切断していない群と比較して，脛骨でルシフェ

ラーゼ活性が有意差に低かった(p<0.05).RT-

PCRでは，遺伝子導入3日後,導入側の前脛骨筋，

坐骨神経,DRG,大腿骨，脛骨でルシフェラー

ゼmRNAを認めた

【結論】今回の実験で，前脛骨筋へHVJ-envelope

complexvectorを注入することで脛骨内へ遺伝

子発現が行えることを示すことができた．機序

に関しては，筋を支配している感覚神経が末梢

で骨へと側枝を出していれば，同一神経の逆行

性および順行性軸索内輸送により遺伝子あるい

は蛋白が輸送されている可能性がある．

2-8-13

欠演
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ElectrophysiologicalStudytoAccesstheMotor

DominancelnnervationofLongHeadoftheTricepii

andExtensorDigitorumCommunisin
PosteriorDivisionoftheBrachialPlexus

今余

Wen-JunLi

DepartmentofHandSurgery,BeijingJishuitanHospital,Beijing,China

Background:ForcompletebrachialplexusavulsioniIUuries,elbowandiingerextensionreconstructionisstill

achallengingproblem,chieHycontributedtothefactthattherearenotenoughnervefiberresourcestotransfer

fOrradialnerverecovery.Radialnerveoriginatesfromthethreeposteriordivisionsofbrachialplexus,but

currently,inwhichdivisionsaredominantintheinnervationfOriingerextension(metacalpalphalangealjoint,

MPJ)andelbowjointextensionfUnctionisstillnotclear.

Objective:Toidentifyfingerextension(MPJ)andelbowjointextensionfunctioninnervationdomnancearea

indivisionportionofthebrachialplexus.

Methods:FromFeb2008toOct2009,wereviewedl7patientswhosufferedcompletebrachialplexusavulsion

iniuryandunderwentcontralateralC7nerveroottransfer.Intraoperatively,werecordedthecompoundmuscle

actionpotential(CMAP)inthelongheadofthetriceps(LoHT)andextensordigitorumcommunismuscle

(EDCM)usinganelectrophysiologicaldevicetostimulatetheposteriOrdivisionsofthehealthy-sidedbrachial

plexus.AccordingtothesizeoftheCMAPamplitudeofthesetwomuscles,wepresumetheinnervation

domnancearea.AIso,werecordedtheEDCMandtricepsmusclestrengthlweekpostoperatively.

Results:Themedianandinter-quamlerangeofintraoperativeamplitudesoftheEDCMwithstimulationofthe

posteriordivisionoftheupper,mddle,andlowertmnkswereO.40,0.40;l.10,1.55;3.20,6.50respectively.

Themedianandinter-quartilerangeofintraoperativeamplitudesoftheLoHTwithstimulationoftheposterior

divisionoftheupper,middle,andlowertmnkswereO.00,0.025;2.80,5.90;3.10,4.33respectively.Thereis

norelationshipbetweentheintraoperativeCMAPamplitudeandthepostoperativetricepsmuscleandEDCM

strength.

Conclusions:TheposteriordivisionofthelowertrunkwasdominantininnervatingtheEDCM.Boththe

posteriordivisionofmddleandlowertrunkhadasimilarproporationinnervationoftheLoHT.
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月
帽
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末梢神経両断端緩徐伸長法による陳旧性

末梢神経欠損の修復

SimultaneousGradualLengtheningofProximaland

DistalNerveStumpsfbrRepairofChronicPeripheral

NerveDetctmRats

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系

整形外科

○中島佳子，西浦康正，原友紀，

Sharula,落合直之

【目的】われわれは末梢神経欠損部修復の新しい

治療法として末梢神経緩徐伸長法を開発し臨床

応用を目指している．これまで新鮮例で良好な

神経再生が得られることを報告してきた今回

臨床的には頻度が高いと考えられる陳旧性欠損

の修復に対する本法の有用性について検討した

ので報告する．

【方法】9週齢のWistar系ラットを用いた．予

備実験として坐骨神経を5mm切除し両断端を

筋肉内に縫い付け短縮を予防，30日後に再度坐

骨神経を展開，両断端を2mmずつ新鮮化すると

15mmの欠損になることを確認した．神経伸長

群(n=6)は，予備実験の如く15mmの神経欠損

を作成し，大腿骨にピンを刺入し創外に神経伸

長器を装着した．術翌日よりlmm/日の速度で

15日間伸長した後新鮮化し端々縫合した．コン

トロール群(n=6)では坐骨神経中央部を切断し，

5mmオーバーラップさせて筋膜に縫合,45日間

待機の後断端を新鮮化して端々縫合した．両群

において，神経縫合から12週後の運動神経伝導

速度(MCV),CNAP振幅腓腹筋の筋張力お

よび筋湿重量神経の横断切片の組織学的評価

を行った

【結果】伸長群では15日間の伸長により，両断端

が縫合可能な距離まで伸長された.MCVの健側

比は伸長群で42.6±6.7％，コントロール群で41.1

±6.2％と有意差を認めなかった．また,CNAP

振幅の健側比，腓腹筋の筋張力の健側比，筋湿

重量の健側比いずれも両群間で有意差を認めな

かった．坐骨神経横断切片での軸索数．軸索径

にも有意差を認めなかった

【考察】陳旧モデルでも緩徐伸長法により神経が

伸長され直接縫合と同等の電気生理学的・組織

学的回復が得られることが確認された．

2-8-16

小児に発生したガングリオン症例の検討

CaseSmdyofGangnonmCmdren

国立病院機構京都医療センター形成外科

○荒田順，米谷あずみ，安部佐和子

【目的】ガングリオンは手外科の診療において扱

う頻度の高い良性の類腫瘍であり，年齢分布も

幅広い．これまでに病態治療成績などが報告

されているが，小児例につきまとめた報告はな

い．今回われわれの経験した小児例につき調査

し，知見を得たので報告する．

【方法】2000年1月より2010年4月までにガング

リオンと診断された0歳から12歳までの小児31人

(平均年齢6歳，男児17人・女児14人，乳幼児15

人･学童16人）に対し診断法，発生部位，治療法，

経過につき検討を行った．

【結果】診断については触診のみが15（乳幼児4．

学童11)，穿刺が10（乳幼児6．学童4)，エコー

が6（乳幼児5．学童l)であった．発生部位は

手関節背側が14（乳幼児3．学童11),手関節掌

僥側が10（乳幼児10･学童0),手指掌側が7(乳

幼児2．学童5）であった．治療については経過

観察が17（乳幼児9．学童8)，穿刺が10（乳幼児

6．学童4)，手術が4（学童4）であった．治療歴

なしが28（乳幼児15．学童13),穿刺歴ありが3（学

童3）であった.、経過については乳幼児にお

いては穿刺例，経過観察例すべて消失し再発は

認めなかった．学童においては，穿刺後再発例

を3例認めた．

【結論】診断については触診，透光性などで診断

がつくことが多く，エコーが施行できればほぼ

確定する疾患である．自験例において経過観察

例が全例消失していることから，治療方針とし

ては，特に乳幼児においては非侵襲的検査で診

断をつけ，経過観察が望ましいと考える．学童

においては特に高学年での受診者は愁訴のある

ものや，穿刺後再発で来院される例もあり，自

然消失があることを十分説明の上，希望により

穿刺，摘出を考慮することになる．

一S312-
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小児の手部ガングリオン

HandandWristGangliainCmdren

'大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市

立総合医療センター小児整形外科

○中川敬介'2，矢野公一'，米田昌弘'，

香月憲一'，北野利夫2

【目的】当院を受診した小児手部ガングリオンの

症例について，後ろ向きに検討を行い，本疾患

の臨床学的特徴を把握することを目的とした．

【対象・方法】1999年2月から2009年10月まで約

10年間に当院を受診した15歳以下の手部ガング

リオンの症例を対象とした．診断基準は，現病

歴および理学所見を基本とし，症例によって

MRIやエコーを施行した．これらの症例につい

て性別，年齢，部位，治療法の選択等について

検討を行った

【結果】症例は65例で，男児26例女児39例，初診

時平均年齢は4歳3か月（0歳3か月～14歳2か月）

であった．罹患部位は，手関節掌側27例（その

うち僥側22例)，手掌部22例，手関節背側7例，

手背部7例，その他2であった．治療法は，初診

時穿刺18例，経過観察後穿刺2例，残り45例は経

過観察のみであった．経過観察とした45例のう

ち，消退を確認できた例は17例であった．確認

例の自然消退時期は多くが1年以内であった．ま

た穿刺例のうち再発を5例に認めた．

【考察】性別では成人例と同じく女性が多かった．

罹患部位は成人例では圧倒的に手関節背側に多

いとされるが,手関節掌側および手掌部に多かっ

た治療法の選択については，穿刺または経過

観察としており，比較的短期間で自然消退する

可能性があることを説明したうえで，希望され

た場合に穿刺を施行している．消退しなくても

特に心配の必要がないことを説明しているので，

初回来院のみで再診されない患児も多かった．

そのため経過観察例のうち消退を確認できた例

は半数以下にとどまった．穿刺後再発する例が

あるので，穿刺を施行する際には言及しておく

必要がある．なかなか消退しない例には最終的

に観血的切除の可能性についても言及している

が，成人例と比べ安易に施行しにくい事もあり，

自験例では施行例はなかった．

2-8-18

ガングリオン術後再発症例の検討

ClinicalmamreofRecun℃dGanghon

北里大学医学部形成外科・美容外科学

○熊澤憲一，根本充，石川心介，

内沼栄樹

【目的】ガングリオンはよく遭遇する疾患である

が，術後しばしば再発が認められる．我々は当

科で術後再発を認めたガングリオン症例につい

て検討を行った．

【対象・方法】対象は1991年11月から2010年10月

の20年間に当科で手術を施行した手指および手

関節のガングリオン95例のうち再発を認めた13

例とした．初診までの罹病期間，発生部位，術

前の治療法，臨床経過,手術麻酔,術者経験年数，

摘出手技，再発までの期間につき調査を行った．

【結果】再発率は13.6％，男性3例，女性10例手

術時平均年齢は2-68歳（平均44歳）であった．初

診までの罹病期間は3カ月から10年（平均28.3カ

月)．発生部位は手関節背側が7例，そのうち舟

状月状靭帯からが2例,指伸筋腱からが2例であっ

た手関節掌側が4例，そのうち僥骨手根靭帯

からが2例，屈筋腱鞘からがl例であった．示指

DIP関節が1例，母指IP関節が1例であった．術

前の治療法では腫瘤の圧潰を1例に，穿刺を6例

に行っていた偶発的に破裂したものがl例，術

後の再発例が2例であった．手術麻酔は全身麻酔

が3例，腕神経叢ブロックが1例，局所麻酔が7例

指ブロックが2例であった．駆血帯の使用が6例

であった術者の経験年数は420年（平均7.2年）

であった．摘出手技は，ガングリオンの基部の

組織を含めて切除したものが4例，茎を結紮した

ものが2例，腫瘤のみ摘出したものが7例であっ

た再発までの期間は3-54か月（平均16.4か月）

であった．

【考察】再発症例では術前に穿刺をされている症

例や手術の既往のある症例などが多く，特に再

発例では術者の経験年数が長くても再発してお

り，ガングリオン周囲の嬢痕形成が再発に影響

していると考えられた．また，局所麻酔下で手

術が行われた症例が多く，術者の経験よりも適

切な麻酔下で基部の適切な処理を行うことが根

治には重要である．
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手指・手部におけるグロムス腫瘍の手術
経験

TherapeuticOutcomeofSurgeryfbrGlomusTumorsin

theHand

'秋田赤十字病院整形外科，2（財）新潟手の外

科研究所

○土谷正彦］牧裕2，坪川直人2，

成澤弘子2，森谷浩治2

【はじめに】グロムス腫瘍は強い痛みを伴う腫瘍

として知られているわりに，その発生頻度は低

く，腫瘍自体も小さいため見落とされる場合も

少なくない．今回，グロムス腫瘍に対する切除

術を施行した症例について調査したので報告す

る．

【対象と方法】2000年1月から2010年10月までに

切除術を行った，手および手指グロムス腫瘍30

例を対象とした．男性2例，女性28例，手術時平

均年齢は40.3歳（16～63歳）であった．発生部

位は，爪下24例，指腹部5例，手背l例であった

それぞれ，術前の症状および術後経過について

調査した．また，爪下発生例では爪甲切除を併

用した症例が17例，片側の爪甲縁進入法を用い

たものが7例であった．この爪甲発生例のうち追

跡調査が可能であった18例（爪甲切除群：12例，

爪甲縁進入群：6例）について，手術法による術

後経過の差異を検討した

【結果】術前は，爪下発生例に限らず全例で自発

痛・圧痛を認め，爪下発生の24例中19例では爪

甲の変形や色調変化を自覚していた．術後は全

例で自発痛・圧痛が消失し，再発も認めていない．

爪甲縁進入群は全例顕微鏡下で切除が施行され，

爪甲切除群では必ずしも顕微鏡を用いたわけで

はなかった追跡調査において爪甲切除群の3例

で術後に軽度の爪甲変形を認めたが，爪甲縁進

入群では術前から爪甲変形を自覚していた例を

含め，術後の爪甲変形は認められなかった．

【考察】グロムス腫瘍は爪下以外に発生した症例

でも例外なく自発痛・圧痛を認めており，手お

よび手指の瘻痛を愁訴とする患者では鑑別疾患

として考慮する必要がある．切除後に新たな爪

甲変形を発生させないためにも可能な限り爪甲

縁進入法を用いたほうがよいと思われる．しか

し，自験例では顕微鏡使用の有無が爪甲変形に

影響を及ぼしたことも否定はできない．

2-8-20

手指爪下部腫瘍の治療経験

TIeamentofSubungualTilmorsmtheHand

大阪市立総合医療センター整形外科

○米田昌弘，池田幹則，矢野公一，

香月憲一

【はじめに】手指の爪の部分の痛み，爪の変形な

どを主訴に手の外科を受診する患者に対して現

病歴や症状から爪下部腫瘍が疑われ，手術治療

した症例についてその臨床的特徴と治療成績に

ついて検討した

【対象】2000年～2010年の間に治療した手指爪

下部腫瘍は20指19例（男性9例，女性10例)，初

診時平均年齢41歳（4-69歳）発生指は母指9例，

示指2例，中指3例，環指6例全例手術は切除生

検とした．

【結果】臨床症状としては，爪部での瘻痛が15例

(うち特徴的な激痛・寒冷時痛が8例)，爪の変形

が13例，爪下部での色調の変化を12例に認めた．

外傷の既往があるものが4指あった．単純レント

ゲンで末節骨に圧痕や欠損像の変化があるもの

が10例，術前MRIでの画像診断が病理組織学診

断と一致したのが16例(80%)であった病理

組織学診断では，グロームス腫瘍が12例，表皮

嚢腫扁平上皮癌が2例ずつ，ケラトアカントー

マ，血管腫爪下外骨腫黄色肉芽腫が1例ずつ

であった．手術後は術前の痛みは全例消失した．

表皮嚢腫の1例に再発を認めた以外は明らかな再

発例はなかった．

【考察】皮層の付属器である爪の周囲にはさまざ

まな腫瘍の報告がある．この部に腫瘍が発生す

ると，形態的・機能的な問題が生じるため，的

確な診断と治療が求められる．グロームス腫瘍

は，その特徴的な臨床症状と発生部位からまず

鑑別に上げられる.MRIが診断には有用である

が，今回経験したような比較的稀な症例では術

前の鑑別診断に苦慮することもあるため注意を

要する．
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手部に発生した悪性腫瘍症例の検討

MalignantTilmorsoftheHand

愛媛大学大学院医学系研究科運動器学

○藤渕剛次 ， 坂 山 憲 史，木谷彰岐，

中田浩 史，三浦裕正

【目的】手部に発生する悪性腫瘍は比較的まれで

あり，その発生頻度，特徴などに関する報告は少

ない．今回当科において治療を行った手部発生の

悪性腫瘍について検討を行ったので報告する．

【対象，方法】対象は1974年より2009年までに当

科において手術治療を行った手部発生の腫瘍症

例125例のうち悪性腫瘍15例である．これらの症

例に関し，部位，症状，治療法などの調査，検討

を行った．

【結果】手部に発生した全腫瘍のうち悪性腫瘍は

12.4％であった最も頻度の高かったものは軟骨

肉腫，滑膜肉腫であり，続いてMFH,扁平上皮

癌であった手術時平均年齢は57.9歳，初発症状

は腫瘤が最多で，大きさは平均32.5mm,前医に

て不適切切除後に紹介初診された患者が多かっ

た．発生部位は手掌あるいは手背部が最も多かっ

た．治療は指列あるいは前腕での切断術を施行し

た症例が最も多く，骨および軟部の再建として母

指化手術，有茎皮弁，腱移行，移植などを行って

いた放射線治療1例，化学療法1例，ともに施行

したものが1例あった予後はKaplan-Meier法で

5年生存率84.8％であり，切断を行った症例と広

範切除を行った症例では差は認められなかった．

【考察，結論】当院では紹介例が多く，悪性腫瘍

の率が比較的高かったが，一般的には手に発生

する骨軟部腫瘍のうち悪性腫瘍は2-3％といわれ

ており比較的まれである．このためか，当科で

は他院にて不適切切除後に紹介初診される例が

多かった．良性腫瘍と比較した悪性腫瘍の特徴と

しては大きさが30mm以上，手掌，手背に発生，

より高年齢での発症が挙げられた．治療に関して

は患肢を温存することが困難な症例が多く，半数

近く切断術を行ったが，その生命予後は比較的良

好であった．悪性腫瘍の特徴をふまえ，悪性腫瘍

が疑われる場合には適切な治療計画をたてる必

要があると思われた．

2-8-22

小児の手指に発生した外骨腫の検討

AnExperienceofExostosisintheDigitsofCmdren

国立成育医療研究センター整形外科

○宮崎馨，関敦仁，福岡昌利，

高木岳彦，高山真一郎

【目的】小児の手指に発生した外骨腫は，腫瘤の

突出・関節可動域制限・手指の側屈変形・成長

障害などが問題となる．これらに対する治療指

針を明らかにする目的で，われわれの症例の分

析および手術結果を検討した

【症例および結果】2002年以来，当院で経験した

小児の基節骨以遠に発生した手指外骨腫は27例

で，多発性22例，単発例は5例であった兄弟例

は8例4組であった多発性ではl～最大6個認め，

平均2.5個であった．出現部位は末節骨4，中節骨

28,基節骨27であった．その形態を成長軟骨と反

対側の骨幹端から骨端に発生し関節の変形をき

たすtypeA,成長軟骨近傍より発生するtypeB,

骨幹端の隆起性病変を認めるtypeCの3つに分け

て検討したTypeA,Bは側屈変形や可動域制限，

短縮を認め,typeCは隆起性病変による突出が

特徴的であった．さらにtypeBには，発生側の

骨幹端が過成長するもの，発生側の成長が抑制さ

れるもの，骨幹端の成長を抑制するものが見られ

たType別総数はtypeA17,typeB29,type

C13であった27例中17例，計24部位で手術

を行った．手術時の年齢は1歳から17歳，平均6.2

歳であった．再発は1例のみで年齢との相関は明

らかではなかった．TypeAで側屈変形が出現し

た外骨腫では，関節軟骨の一部も含め外骨腫を

切除，早期よりbuddytapingを併用して可動域

訓練を開始することで，良好な結果が得られた．

TypeBで骨端軟骨部分を架橋するために生じた

成長障害に対しては，骨端軟骨が確認できるまで

外骨腫を削除することで，術後成長の再開が確認

され，再発も見られなかった．

【結論】小児の手指に発生した外骨腫を分類し，

治療法および成績を分析した．病態に応じて手

術時期・手技を適切に選択することで良好な結

果が期待されるが，再発を含め成長過程の注意

深い観察が必要である．
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末節骨に発生した内軟骨腫の検討
TIeatmnentfbrEnchondromaoftheDistalPhalanx

'川口市立医療センター整形外科，2駿河台日本

大学病院整形外科

○大幸英至1,長尾聡哉2,長岡正宏2

【目的】内軟骨腫は骨内に発生する硝子軟骨から

なる良性骨腫瘍で5()％は手指の短骨に発生する．

基節骨，中手骨，中節骨の順に発生頻度が高く

末節骨の発生頻度は比較的少ない．今回我々は

末節骨に発生した内軟骨腫6例を経験したので報

告する．

【症例・結果】症例は当院および関連病院にて加

療を行った6例を対象とした．男性3例,女性3例，

32-61才で平均388才であった．発生部位は小指4

例，中指1例，環指1例であった．全例末節骨部

の癌痛がありその原因として4例は外傷後に症状

出現,1例は爪の変形,1例は誘因なく瘻痛が出

現した．単純X線像にて末節骨に全例に骨透亮

像を認め骨皮質の非薄化・膨隆を認め，4例に病

的骨折を認め，このうちl例はFDPの剥離骨折

を伴っていた．全例単骨性であった.Stringaの

X線分類でCentric5例,GiantfOrml例であっ

た．2例は病巣掻爬のみで3例は病巣掻爬および

骨移植術施行した.1例は症状なく手術希望せず

経過観察している．術後観察期間は平均1年6カ

月で全例瘤痛・可動域制限をのこしたものはな

かった．手術症例は再発，再骨折，感染はなく，

また経過観察例は腫瘍の増大はなかった．

【考察】内軟骨腫の末節骨発生の頻度は諸家らの

報告によると0%-25%で多くの症例で病巣掻爬お

よび骨移植が行われて自検例も含め良好な成績

であると報告されている．手術適応は有痛性の

ものや病的骨折を伴ったもの，切迫骨折状態に

あるものは手術適応とすべきだが，無症候性の

ものには保存的治療を選択すべきであるとの意

見がある．骨癒合が得られた後に行う二期的手

術のほうが機能的予後は一期的手術に優ってい

るとの意見が多い．しかし，骨折部での転位が

著しいものや骨癒合が期待できないものは一期

的手術が必要である．

【結語】末節骨に発生した内軟骨腫は手術的加療

にて良好な成績が得られた

2-8-24

手指内軟骨腫の掻爬骨移植の治療成績

TreatmentOutcomeofCm℃ttage,Boneransplantationof

FingerEnchondroma

横浜市立大学整形外科

○堀武生，松尾光祐，上石貴之，

松本里沙，齋藤知行

【目的】我々は，手指の内軟骨腫に対して病巣掻

爬，骨移植を行っている．骨移植としては，自

家骨，人工骨（水酸化アパタイト,"-TCP,

リン酸カルシウムペースト）を使用している．

今回，移植骨の種類と治療経過を比較検討した

ので報告する．

【対象および方法】対象は，平成5年より平成20

年までに当科で手術を行い，術後1年以上経過観

察可能であった手指の内軟骨腫24例を対象とし

た．平均年齢は36（9～58）才で，術後追跡期

間は平均27（2～99）ヵ月であった．腫瘍の局

在は，基節骨11例，中節骨4例，末節骨3例，中

手骨6例であった．母指2例，示指4例，中指3例，

環指10例，小指5例であった術前に病的骨折を

伴っていたのは7例であった．骨欠損部の補填す

る材料によって4群に分類した．自家骨5例，水

酸化アパタイト10例,6-TCP6例，リン酸カル

シウムペースト3例であった．調査は，臨床評価

として，術前後の腫脹，瘻痛，可動域制限の有

無を調べた．また，画像評価として，術直後の

移植骨の充填率，移植骨と周囲骨との間の境界

が不明瞭になる時期，術後骨折および再発の有

無について調べた．

【結果】術後の骨折，再発はすべての群において

なかった．可動域制限は3例に認めた充填率は

リン酸カルシウムペーストがほぼ100％でもっと

も高く，水酸化アパタイトが低い傾向にあった．

移植骨と周囲骨との間の境界が不明瞭になるの

は,自家骨は約3.2カ月で,6-TCPは4ヵ月であっ

た．水酸化アパタイトは約7.4カ月であった．リ

ン酸カルシウムペーストは5.5カ月であった．

【結語】手指内軟骨腫に対する自家骨および人工

骨移植術の治療成績を調査した．全例において

再発，骨折なく，術後経過は良好であった．自

家骨を除くと，病巣部の充填率ではリン酸カル

シウムペーストが最も高く,6-TCPは早期に

周囲との骨形成を生じた．

－S316－



2-8-25

オリエール病の手指病変に対する骨皮質

形成術

CorticoplastyfbrHandLesionsinOmerIsDisease

大阪大学整形外科

○村瀬 剛 ， 三 宅

片岡利行，森友

潤一，岡田潔，

寿夫

【はじめに】オリエール病の手指病変に対する有

効な治療方法は確立していない．我々は，機能

障害を来すことなく外観上の改善を得る独自の

手術方法を開発し，積極的に治療を行って良好

な成績を収めているので報告する．

【症例と方法】3例5手に対して醜形の改善を目的

に計6回の手術を行った．全例男性，手術時年齢

8-26歳，平均18歳であった．指節骨・中手骨に

多発した内軟骨腫により，単純X線では骨皮質

の膨隆非薄化，骨髄の透瞭像を認めた手術で

は，背側・僥側・尺側のいずれか最低1面と力

学的に重要な掌側面併せて2面以上の皮質骨を

温存し，膨隆の強い部分の皮質骨を観音開きに

開窓して骨髄内の腫瘍を掻爬し，必要に応じて

人工骨移植をした．観音開きした皮質骨を一部

切除し，同部が可及的に平坦になるように閉じ

た．このような骨皮質形成術を計29骨（基節骨

12,中節骨11,中手骨6）に対して行なった．術

後1-3週間固定の後，手指可動域訓練を開始し

た．術後の骨癒合と変形の改善度，患者満足度，

機能障害・腫瘍の再発の有無を評価した．

【結果】全例，1－3ケ月で骨癒合を認め，関節可

動域が低下することなく外観上の手指変形は改

善した．単純X線上は，著明改善23骨，中等度

改善6骨で，患者満足度は全例「大いに満足」で

あった．平均追跡期間24ヶ月で腫瘍の再発を認

めなかった．

【考察】非遺伝・先天性の多発性軟骨腫症である

オリエール病では，機能障害が少ないとの観点

から手指変形は放置される傾向があった．しか

し，高度な手指変形が引き起こす奇異な外観の

ために社会参加が制限されるなど，患者の社会

生活への影響はきわめて大きい．骨強度を温存

して早期の可動域訓練を可能とする骨皮質形成

術は，機能障害を残すことなく手指の外観を改

善する優れた手術方法である．
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指静脈血栓症3例の治療経験

T11reeCasesofDigitalVemThrombosis

濁協医科大学越谷病院整形外科

○佐野和史,木村和正,橋本智久，

大関覚

【目的】手指の静脈血栓症はまれであり，現在ま

で海外を中心にわずかな報告のみである．今回，

指静脈血栓症の3例を経験したので文献的考察

とともに報告する．

【症例と方法】症例は固有指部に腫瘤形成し，手

術摘出後,静脈血栓症と病理診断した3例であっ

た．全例女性で，初診時年齢は平均47才，初

診時までの罹病期間は平均6ヶ月であった．1

例な腫瘤部位を車のドアに挟む外傷歴を認めた

が，2例では先行する外傷は認めなかった．こ

れらについて発生部位，臨床所見画像所見，

治療成績について検討した．

【結果】腫瘤の発生部位は左示指僥側，左中指僥

側，左中指末節掌側であった．全例腫瘤の自覚

を主訴としたが，2例では圧痛を伴っていた．

全例手指の可動域ならびに知覚異常は認めず，

血液生化学，凝固系検査，ならびに単純X線検

査でも異常所見は認めなかったMRI検査では

Tl強調像で低信号,T2強調像で周辺のリング状

高信号を認めた全例局所麻酔下の切除生検を

行い，病理学的に拡張した静脈内のフイブリン

血栓を認め，血管炎を思わせる炎症性細胞浸潤

に乏しいため静脈血栓の診断であった．全例現

在まで再発は認めていない．

【考察】手指の静脈血栓は認知度が低い一方で，

腫瘤の切除生検が容易であり病理検査も良性で

あるため日常診療で軽視される可能性が高いと

思われるが，後に脳梗塞などの重篤な合併症を

引き起こす可能性のある抗リン脂質抗体症候群

の初発症状であったとする報告もあるため，注

意深い経過観察と時に二次性血栓予防の治療も

必要と考える．本症例とともに過去の報告例を

踏まえ診断，治療方針について文献的考察を行

う．
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RadialHeadSubluxationcausedby
OsteoidOsteomaintheProximalUIna:

ACaseReport

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○JihyeungKim,HyukJinLee,

GooHyunBaek

Anineteenyearoldboywhohadosteoidosteomaat

thesigmoidnotchoftheproximalulnaisreported.He

hadsynovectomyoftheaffectedelbowduetochronic

painundertheimpressionofchronicarthritis,such

asmonoarticularrheumatoidarthritisortuberculous

arthritis.Afteramonthofpainrenefhecomplained

ofprogressivepainalldlimitationofmotionofthe

elbowjoint.Sixmonthsaftertheoperation,typical

findingsofosteoidosteomaatthesigmoidnotchof

theproximalulnawerefbundbysimpleradiographs

andmagneticresonanceimaging(MRI).Anterior

subluxationoftheradialheadwasobservedbysimple

X-ray,eightmonthsafiertheoperation.Excisionof

nidususmgposteriorapproachresultedinpainrelief,

motionrecovery,andreductionofsubluxatedradial

head.
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PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対する

治療成績
EvaluationoftheClinicalOutcomesfOrPatientswith

ValarPlateAvulsionFmcml℃ofPPJoints

医療法人友和会鶴田整形外科

○峯博子，鶴田敏幸

【はじめに】背側脱臼のないPIP関節掌側板付着

部剥離(VPA)骨折に対する治療成績ならび

に成績不良因子について検討した．

【対象と方法】対象は2004年5月よりPIP関節

VPA骨折と診断された330名368指（男性150名

167指，女性180名201指，平均年齢19.9歳，平均

経過観察期間39.6ケ月）である．転位距離最

終時の骨癒合，瘻痛，圧痛，不安定性の有無

可動域について調査した．

【結果】Schenckの分類による骨折型はgradel

が191指,IIが155指,IIIが22指であった．転

位距離は1mm未満が299指,1～2mmが51指，

2mm以上が18指であった．手術はSchenckの分

類Ⅱ以上で，骨片が回転しており，関節面での

皮質の離開が認められる症例に施行し，それ以

外は保存的治療(PIP関節のみの軽度屈曲位固定）

を行なった．手術は3指であり，1指は非観血的

に整復可能で，2指は整復不能のため観血的治療

(経皮的骨接合術l指,掌側板縫着術l指）を行なっ

た．327名365指は保存的治療を行ない，最終調

査できた118名130指中,109指(83.8%)に骨癒

合が得られていた骨癒合群に比べ，未癒合群

は転位距離が有意に大きく(p<0.01),Schenck

の分類では両群間に有意差はなかった可動域

は，骨癒合群では屈曲平均109.7度，伸展1.4度，

未癒合群で屈曲106.9度伸展0.8度であり，有意

差はなかった130指中9指に運動時痛，可動域

制限（屈曲平均95.0度，伸展-3.6度）を認めたが，

いずれも2mm未満の転位,Schenckの分類I～

IIであり,9指中8指が変形治癒していた．

【まとめ】PIP関節VPA骨折の成績不良因子は

罹病期間，年齢，小指例，剥離骨片の回転など

が報告されている．本研究では成績不良例のほ

とんどに変形治癒を認めたが，成績良好群にお

いても変形治癒や剥離骨片の回転がみられたこ

とより,PIP関節VPA骨折の予後不良の予測は

困難と考える．

一S318-
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PIP関節症に対する浅指屈筋腱尺側部分
切除の試み

TrialofResectionofUlnarSmpofFDSTendonfbrPIP

OsCoarthritis

四谷メディカルキューブ

○平瀬 雄一，桑原眞人

【目的】最近8ヶ月間にPIP関節症と診断した

患者数は181例721指であった．このうち,676

指（93.7％）が腫大した腱の滑走を触知できたり，

259指（35.9%）でバネ指症状を自覚していた．

PIP運動痛は全例にあり,10度以上のPIP伸展

制限も444指（61.6％）に認めたX線上で，245

指に関節破壊像があり，364指に関節裂隙の狭小

化が認められた．ここで特筆すべきはPIP関節

の破壊や関節裂隙の狭小化所見は全例で尺側に

強く発生しており，僥側からの発生例はなかっ

た点である．この事実を基に浅指屈筋腱の尺側

腱だけの部分切腱術を施行した．

【症例】PIP関節症と診断され，ステロイド局注

が効を奏さない19例22指を対象とした．術式

指基節部にlcmの小切開を加えて，尺側の浅指

屈筋腱だけを切離した10例にはA1滑車切開も

追加した

【結果】全22例で関節の自動運動痛は消失し,10

度以上の伸展制限のあった18例のうち,16例で

10度以上の可動域の改善が確認できた．PIP関

節変形症が進んだ症例はなかった．

【考察】われわれが得た知見としては，腱鞘炎由

来の屈筋腱滑走障害によりPIP関節の屈筋腱付

着部に指伸展時に緊張が慢性的にかかっており，

それは浅指屈筋腱付着部の尺側に強く，遷延し

た腱鞘炎はPIP関節の破壊を引き起こし,PIP

関節変形は尺側から起きること，側方偏位はか

ならず尺側におきること，浅指屈筋腱尺側部分

切腱術はPIP関節瘻痛緩和に有効で関節の変性

を止めたり遅らせる効果がある，というもので

ある．さらなる長期の観察が必要ではあるが，

PIP関節症に対する人工関節以外の外科的療法

として検討に値すると考える．

一S319－
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Bouchard結節に対する機能的スプリント

の考案

ANovelDesignofFmctionalSplmtfOrBouchardNode

'水谷病院整形外科，2水谷病院リハビリテー

ション科

○水谷陽子'，森本浩之2，水谷武彦'，

今泉司］

【目的】手指の変形性関節症に対するスプリント

は数多くあるが，フイッテイングの悪さ，水仕

事の弊害，過度の固定などの問題点が挙げられ

る．これに対し最近ではテープで固定するもの

があり，フィッティングは良好となったが固定

力不足や皮膚への影響などが懸念される．そこ

で我々は様々なスプリントを試行錯誤しながら，

患者の要望に対応する機能的なスプリントを考

案したので報告する．

【対象と方法】対象は男性2名，女性4名の8指，

平均年齢は62.8±13.3歳であった．対象となる

手指はPIP関節に痛みと腫脹があり，さらに

X-P上で関節の狭小化，軟骨下骨の肥厚と硬化

性変化，および骨鰊形成が認められるものとし

た．効果判定はスプリント装着前後にVAS("

痛)，屈曲ROM,握力を計測した．スプリント

の素材は軟性ポリエチエレンで水仕事にも使用

でき，また柔らかいため装着中においても指を

軽く動かせることが特徴である．統計はpaired

sampletestにてスプリントの装着前後で比較し

た．有意水準は5％ととした．

【結果】VASは，装着前では平均64.5r

19.35mm,装着後では平均17.9±4.4mmであり，

有意差を認めた．屈曲ROMは，装着前では平

均725±26.7.,装着後では53.8±21.2.であり，有

意差を認めた．握力は，装着前では平均25.7±

12.3kg,装着後では26.0±12.0kgであり，有意差
は認められなかった．

【結論】今回我々が考案したスプリントは，握力

に影響を及ぼさない程度で屈曲角度を制限した

ことにより痛みが軽減し，さらに水仕事などに

も使用できる素材のため実用性のあるスプリン

トであると考える．しかし今回は指の巧綴動作

などは計測していないため，手指の機能は不明

である．今後症例を増やし更に検討を積み重ね

ていきたい．また症例の多いマレットフィンガー

に対しても同素材のスプリントを検討中である．
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ファイバーグラスシーネを用いた指の単

関節固定（指ギプスシーネ）

TheApplicationofGrassfiberCastSplintfor

ImmObimzationofaSingleFingerJoint

泉整形外科病院

○高原政利，照井千尋，斉藤依里子，

中村優，樫村祥子

【目的】MP関節以遠の指外傷に対して,アルフェ

ンスシーネを用いた外固定がよく用いられてい

る．演者らは,ガラス繊維シーネ（オルソグラス）

を用いてPIPやDIP関節の単関節固定（指ギプ

スシーネ）を行なってきたので報告する．

【対象】指ギプスシ･-ネ固定を行なった34例34指

を対象とした．年齢は平均23歳であった骨折

14指関節損傷17指（脱臼4指，裂離7指，靭帯

断裂2指，捻挫4指)，および変形性関節症l指で

あった受傷から指ギプスシーネまでの期間は

平均6日であった最初から指ギプスシーネを行

なったのは25指であり，他の9指ではアルフェン

スやギプスシーネなどの多関節固定から指ギプ

スシーネに変更された．

【指ギプスシーネ装着】横は固定関節周径から

3mmを引いた値縦は固定関節を挟む掌側皮線

間距離として，2号オルソグラスを長方形に切

り，指の掌側よりあて関節を固定した．シーネ

が関節部で引っかかり抜けなくなったが，背側

の開放溝を開くと抜去や再装着が可能であった．

緩い場合にはテープで締めた．単関節のみの固

定であり，隣接関節の運動を勧めた．症状軽減

とともに間欠的抜去，自動運動，手洗いを勧め，

装着下に仕事・スポーツ復帰を許可した．

【結果】装着直後に嬉痛は28例で軽減した．装着

期間は平均26日，他の外固定に変更した例はな

かった．合併症として皮膚炎を1例に認めたが，

消炎軟膏を中止すると寛解し，指ギプスシーネ

を継続可能であった．15例は装着下に平均12.6日

後にスポーツを行なった．

【結論】ガラス繊維シーネ（オルソグラス）を用

いた指ギプスシーネの特徴は比較的強固な単関

節固定であり，しかも着脱が容易であることで

ある．瘻痛の軽減に有効であり，合併症がなく，

患者の受け入れが良かった．仕事やスポーツへ

の復帰にも有用であった．

2-8-32

Lockinghngerに対する徒手整復の治療経験
MampulationfbrLockedMetacarpophalangealJOmts

'大館市立総合病院整形外科，2弘前大学大学院

医学研究科整形外科

○神裕道l,藤哲2

【目的】Lockmg伽gerは,MP関節が急に屈曲

位に固定され伸展不能になる比較的稀な疾患で

あり手術が必要とする報告が多い．我々は，初

期治療として徒手整復を行い良好な結果を得て

いるので，発症機序と治療を考察し報告する．

【対象】2005年10月から20010年10月までに当院

で治療した母指を除く6例を対象とした．内訳は，

男3例女3例，年齢は17～89歳（平均59.8歳)，中

指4例・小指2例,Harvey分類は,degenerative

group4例・spontenousgroup2例だった．

【徒手整復法】MP関節を他動屈曲し基節骨に軸

圧を加え，指の偏位方向に応じて僥側偏位なら

僥屈・回外，尺側偏位なら尺屈・回内へストレ

スをかけて伸展し整復する．

【結果】受傷から初診までの期間はO～21日（平

均6日)．伸展制限は，40～50度（平均56度)，1

例で90度（垂直位固定）だった全例1回の操

作で整復され合併症はなかった若年者1例で再

発したが，原因追求のために徒手整復は行わず

手術でvolarlipに引っかかる尺側副靭帯を切離

し，再発予防のために軟骨成分を部分切除した．

【考察】高齢者の4人は軽微な動作で中指に発症

しており，変性により形成された尺側の骨鰊に

副靭帯が引っかかり生じたものと考えた．若年

者の2人は過剰な外力により小指が屈曲強制され

て発症しており，垂直位固定された例ではIP関

節の運動も制限されたことから骨頭や副靭帯の

形態だけでなく掌側板・深横中手靭帯・腱鞘を

含めたユニットの破綻の結果生じたと推測した．

整復不能例や骨折の危険性があるために初回か

ら手術療法を勧める報告があるが，初期治療の

原則は徒手整復術だと考える．様々な方法が報

告されているが，副靭帯を緩めるためにも，介

在物があった場合に押し出すためにも，牽引す

るのではなく軸圧を加えることが重要だと考え

ている．
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2-8-33

手指回旋変形症例のX線評価と手術合併

症の検討

EvaluationofXRaysfbrPhalangealRotationalDefbrmity

andCompmcationsofCon℃ctiveOsoto皿es

'千葉大学大学院医学研究院整形外科学，

2佐倉整形外科病院，3千葉市立青葉病院整形外科

○村上賢-1,國吉一樹1,阿部圭宏2,

徳永進2．六角智之3

【目的】手指骨折後の回旋変形は，把握時に指の

交叉,開排をきたし，痙痛,握力低下，巧綴運動

障害，美容上の問題などを引き起こす.X線所

見と指交叉の程度との間のgapが大きいことも

あり,X線診断は困難であるとされている．今

回我々は，回旋変形症例のX線所見と，その手

術合併症について検討した．

【方法】2000年から2010年までの間に加療した

症例のうち，骨折型,回旋変形のX線所見を確

認できた13例,14指（手術10指保存4指）を

retrospectiveに検討した．男8例，女5例，平均

年齢47歳（15-79)，右3指，左11指，基節骨7骨

折，中手骨7骨折で，指別では示指列2，中指列

2，環指列6，小指列4骨折であった．手術は愁訴

の強かった10例に対して施行され，原則として

骨折のあった骨の矯正骨切りを行い,lowprome

plateにて固定した．

【結果】X線所見:骨折型は，基節骨では斜およ

び螺旋骨折4例，基部粉砕骨折2例,SH2型骨端

線損傷1例，中手骨では螺旋骨折3例，粉砕骨折2

例（基部1,骨幹部1),ボクサー骨折2例であった

回旋変形に関しては，正確な正面像,側面像が撮

れていない例でのX線評価は困難と思われた

隣接指のPIP関節の側面像が正確に撮影できて

いた6指（基節骨骨折3指，中手骨骨折3指）では，

罹患指のPIP関節の斜位像，基節骨頚部の二重

像などが特徴的な所見として見られた．手術合

併症:骨切り時の屈筋腱損傷1例，プレート折損・

矯正不足による再手術1例ずつ,PIP関節可動域

の軽度増悪1例があり，すべて基節骨矯正の症例

であった．全例で矯正と骨癒合は得られた．

【考察】回旋変形を起こした骨折型は斜および螺

旋骨折，粉砕骨折が多く，回旋変形のX線評価

としては隣接指PIP関節の正確な側面像を含む

撮影法での評価が比較的有用と考えられた基節

骨の矯正骨切りで合併症が多い傾向にあったが，

最終成績はいずれもacceptableと考えられた
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キトサン／海洋性コラーゲン複合ゲルに

よる皮下組織再建

ReconstructionofSubcutaneousTissuebyChitosan/

MarineCoUagenCompositeGel

'国際医療福祉大学臨床医学研究センター，

2東京医科歯科大学物質材料研究機構生体材料研

究センター，3北海道大学先端生命研

○伊藤聰一郎1，王巍2，相沢智康3，

出村誠3

【目的】皮下組織の再建材料としてキトサン／海

洋性コラーゲン複合ゲルを開発した．キトサン

とコラーケンの混合比率を変えて複合ゲルの特

性と生体適合性，炎症反応を検討した．

【方法】カニの甲羅から抽出したキチンよりN-(3-

カルボキシプロパノイル)-6-O-(カルボキシメ

チル）キトサン3mol%,6-O-(カルボキシメチル）

キトサン62mol%,6-O-(カルボキシメチル）キ

チン35mol%からなるキトサン・ゲルを作製し

たまた，鮭の皮から抽出したコラーゲン(SA)

の熱変性温度を上げ，生体吸収速度を遅くする

ため，架橋法を最適化した．キトサン・ゲルと

SAを混合し，複合ゲルを作製した．混合比をキ

トサン:SA=100:0,90:10,80:20,70:30,60:40,0:100

と変えてpH,粘度を計測した．これらの複合ゲ

ルlmlを72匹のウイスター・ラット背部皮下に

2ケ所ずつ注入した．術後3日,1,2,4,12,24週

で各群1匹ずつ試料を採取し,HE染色標本を作

製した．また，術後3,7,12日で各群3匹より試料

を採取し,ELISA法にてtumornecrosisfactor-

alpha(TNF-a)を定量した．

【結果と考察】pHはSA3．5,キトサン6.5で，キ

トサンの比率が大きくなるほど複合ゲルのpH

が高かった．また，粘度はSA21mPas,キトサ

ン26000mPasで，キトサンの比率が大きくなる

ほど複合ゲルの粘度が高かった．キトサンは正

に荷電しているため強い炎症を惹起し，移植後

軟組織の侵入が遅延した.SAは移植後早期に吸

収された．複合ゲル内への小円形細胞浸潤は移

植後2週より経時的に沈静化し，線維芽細胞が侵

入して肉芽組織を形成しゲルを置換した．キト

サン:SA=80:20,90:10の混合比で組織学的な炎症

反応が最も抑制され,TNF-aのレベルも有意に

低下した．この混合比の複合ゲルが注入可能な

皮下組織欠損部の再建材料として有望である．
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光硬化性キトサンハイドロゲルを用いた

骨形成抑制効果

SuppressionofBoneR)ImationusmgPhotocrosshnkable

CmtosanHydrogel

'防衛医科大学校整形外科，2防衛医科大学校防

衛医学研究センター医療工学部門，3自衛隊中央

病院整形外科

○津田悦史13，石原雅之2，田中良弘2，

尼子雅敏'，根本孝一』

【背景および目的】骨再生に関する研究は盛ん

に行われ－部は臨床応用に至っているが，骨形

成抑制に関する研究は，現在まで殆どなされて

いない．整形外科の領域では，先天性榛尺骨癒

合症術後の再癒合防止や異所性骨化の抑制など，

骨形成を抑制することが必要な場合もある．今

回，豊富な天然資源であるキトサンを加工した

光硬化性キトサンハイドロゲル（以下キトサンゲ

ル）を応用し骨形成抑制効果に関する基礎的研究

を行った．

【方法】6週齢SD雄ラットの腓骨に2mrnの骨欠

損を作成し，キトサンゲルを充填した群と何も

充填しない無処置群を作製した（各n=6).4,8

週後に軟X線撮影を行い，骨欠損間距離を測定

し比較した．1,2,3,4,8週後の骨欠損部の組

織を採取し，骨芽細胞が産生するosteocalcin,

RUNX2と線維芽細胞が産生する1型collagen,

q-SMAの、剛Aの遺伝子発現をRT-PCR法

で解析した．またosteocalcin,RUNX2,1型

collagenの免疫染色を行った

【結果】キトサンゲル群は無処置群より骨形成率

が低く，4，8週後の骨欠損間距離に有意差を認

めた.mRNAの発現ではキトサンゲル群は無処

置群に比べ，術後早期でosteocalcinとRUNX2

の発現が低く,l型collagenとα-SMAの発現が

高かった．免疫染色では，キトサンゲル群に1型

collagen強陽性を示す線維芽細胞が多く，無処

置群ではosteocalcin,RUNX2に強陽性を示す骨

芽細胞が多く観察された．

【考察および結語】バイオマス資源であるキト

サンを加工した光硬化性キトサンハイドロゲル

は安全かつ安価という利点がある．キトサンゲ

ルは早期に線維芽細胞を誘導し膠原線維の形成

を促進して骨形成を阻害することが示唆された．

光硬化性キトサンハイドロケルは骨形成を抑制

し得る生体材料として臨床応用が期待される．
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Dupuytren拘縮でのオステオポンチン発
現とトロンビンの関与

Expl℃ssionofOsteopontinandlnvolvememofT11rombm

inDupuytrenIsContracture

'三重大学医学部整形外科，2済生会松阪総合病院，

3鈴鹿回生病院

○辻井雅也1,堀和一郎1,飯田竜2,

森田哲正3，須藤啓広’

【目的】Dupuytren拘縮(DC)の病態には，肉芽

形成など線維化病変に深く関与するmyofiboblast

(MF)が中心的役割を担うと考えられている．ま

た骨基質で同定され，現在では炎症や線維化病変

を進行させる因子と考えられているosteoponm

(OPN)に関して第53回本学会においてDC腱

膜のnodulesに発現することを報告した．今回，

DC腱膜のMFでのOPNに加え，トロンビン切

断型(th-)OPNの発現も検討し,invitroにてト

ロンビンのOPN発現への影響を検討した

【方法】対象はDCで部分腱膜切除術を施行した

24例で，平均年齢は69.1歳（58～82)，女性4例・

男性21例であった摘出組織の連続切片にてα

SMA,OPN,th-OPN発現を免疫組織化学的に

評価した．また摘出標本をnodulesとcordに分

け，酵素処理で単離培養し,mvitroでのOPN,

qSMA発現を二重蛍光免疫染色とWestern

blottmg(WB)法で評価した．さらにトロンビン

添加によるOPN発現をWBで評価した．コント

ロールとして手根管開放術で摘出した腱膜5例(平

均年齢52.8歳）を用いた．

【結果】αSMAはnodulesと血管に発現を認め，

OPN発現もnodulesに認めた.Cordとコントロー

ルでの発現はなかった画像解析による発現領域

は有意に相関し，二重染色でも血管以外では供発

現する部位が多かった．培養細胞でもαSMA発

現細胞にはOPNが発現していた．さらにth-OPN

発現が免疫組織学的に認められ,invitroで培養

細胞へのトロンビン添加がnodulesとcordの両

方でOPN発現を増大した

【考察】OPNは増殖・遊走・アポトーシス能を有

し，様々な線維化病変への関与が報告されてお

り,DCではαSMAと相関してnodulesに発現

することからMFが発現細胞と考えられた．また

nodulesに発現したOPNは活性型であるth-OPN

で，さらにmvitroでのトロンビン添加の結果か

ら，術後再発に関与する可能性が考えられた．
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皮弁壊死に対する合成二重鎖DNAによる

NFKBの抑制効果

InhibitoryEffectofNIkappaBusmgtheSyntheticDouble

StrandDNAfbrmapNecrosis

'三重大学大学院運動器外科学整形外科，

2鈴鹿医療科学大学，3名大大学院手の外科

○植村剛1,辻井雅也1,藤澤幸三2,

平田仁3，須藤啓広】

【目的】マイクロサージャリーは手指機能など再

建手術に必須であるが，皮弁壊死は現在も深刻な

問題である.NFxBは炎症性サイトカインや接

着因子など壊死に関わる遺伝子発現を調節してお

り,NFkBの抑制が皮弁壊死を減じる可能性が

ある．そこでNFkBのciselementへの結合を

競合的に阻害する合成二重鎖DNA(decoy)によ
る皮弁生存率への効果を検討した．

【方法】対象は9週齢のSDラットで左下腹壁動脈

を茎とした10×6cmの拡大鼠径皮弁の3時間虚血

再環流(I/R)モデルを用い，薬剤の投与は右下

腹壁動脈より行った．まずdecoyの導入効率を検

討するためFITC標識decoy(500"M)を投与

し，再環流後24時間で皮弁を遠位，正中，近位を

左右それぞれの6カ所採取し，蛍光二重免疫染色

で評価した次に生着率を評価するため投与群に

0.5mg/mlのdecoyを(n=8),control群に一重鎖

oligodeoxynucleotideを倍量(1mg/ml)投与し

た(n=5).薬剤を投与をしないSham群も作成し

(n=7),生着率を術後5日目でデジタル解析した

【結果】FITC標識decoyは6部位全てで確認され，

動脈内投与により皮弁全体に薬剤が導入され，さ

らに核内への取り込みが確認できたその発現は

筋肉，血管に多く認められ，皮層や皮下組織での

発現は明らかでなかった．また生存率はdecoy群

が57.9％とcontrol群(32.9%),Sham群(32.9%)

と比較して有意に高かった．

【考察】NFkBinhibitorは筋肉のI/R障害や皮

弁壊死で有効性が報告され，本研究でも生着率を

有意に改善した．またNFkBの抑制に比較的新

しい分子生物学的技術である合成二重鎖DNAを

用いたが,invivoで細胞内への導入が不安定と

の報告が散見される.Morishitaは冠動脈にバルー

ンカテーテルでの直接的圧迫で導入効率の向上を

示した今回血流を遮断した組織に動脈注射を

行うことで皮弁内血管の圧が上昇し，効率的に取

り込まれた可能性が考えられた．
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四肢移植片に対する骨髄破壊性前処置と

宿主G-CSF投与は有意な生着延長効果が

ある

MyeloablativelrradiationandGranulocyte-colony

StimulatingFactorProlongtheSurvivalofChimeritic

LimbAllo厚aftsintheRodentModel

山口大学医学部整形外科

○村松慶一，田口敏彦

【目的】これまで我々はラット四肢同種移植モデ

ルにおいて，宿主に放射線などの前処置を行う事

により免疫寛容の導入を試みてきたしかし，非

生命維持組織の移植において宿主の生命を脅か

す処置は禁忌といえる．そこで今回，1）移植片

に対して放射線前処置を行い抗原性の低下と宿

主細胞による修復，生着が期待できるNiche(空

間）を作る，2）宿主細胞の遊走を刺激するため

に穎粒球コロニー刺激因子を投与する，事により

移植四肢の生着延長を試みた

【方法】LacZTgラットの後肢をLewisラットへ

同所性に移殖し，計52宿主を以下の通り8群に分

類した．移植群は,GI(6)無処置GH(12)

FK506を28日間投与,GIII(8)2.5Gy移植前照

射後G-CSF4日間FK28日間投与,GIV(7)5Gy

照射後G-CSF,FK,GV(3)10Gy照射のみ，

GVI(5)10Gy後FKのみ,GVII(8)10Gy照

射後G-CSF,FK投与,GVIII(8)15Gy照射後

G-CSF,FK投与，であった．

【成績】GVIIIは6例(75%)が死亡し，その原

因は脾臓の所見から移植四肢のOverdose照射に

よる壊死，感染からの敗血症と考えられた．そ

の他の群には死亡例は少なかった．移植肢はG

VIIで有意な生着延長が認められ(p<0.01),2

例（25％）は1年以上完全生着した．組織学的に

は移植肢内の骨髄はHyper-cellularであり,PCR

による遺伝子解析で99％以上が宿主由来の細胞

に置換されていた．

【結論】これまで，移植四肢に対する放射線照射

は抗原性を低下させ，生着の延長とGVHDの予

防効果があったという報告がある．本実験ではそ

れにもう一歩踏み込んで,G-CSFを投与する事

により早期の細胞置換を誘導する事である．今回

の結果から10Gyの骨髄破壊性照射を行えば宿主

由来の細胞で置換され完全生着する例もあった

しかし，至適照射量より低いと生着延長効果は無

く，高いと移植肢のQualityに影響する事が判明
した．

！
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上肢血管奇形に対するICG/PDEをもち

いた治療法とその応用

TheTreatmentandtheApplicationsforVascular

MalfbrmationofUPperLimbswithICG/PDE

東京大学医学部形成外科

○成島三長，久野慎一郎，山本裕介，

加地展之，光嶋勲

血管奇形に対する主要な治療法の一つに，硬化

療法がある．硬化療法はエコーや血管造影下に

薬剤を注入するため，侵襲度が少なく血管奇形

に対して広く行われている．しかし侵襲度が少

ない分，何度か繰り返し治療が必要となる．当

院では入院後血管造影下で行っている．血管造

影法は，全体状態を把握でき流出路の確認も容

易であるが，繰り返しの治療で被ばく量が増え

る．最近近赤外線とICGを用いて微細な脈管

を描出する方法が開発された．この方法を応用

することにより被曝することなく，全体状態を

把握しながらも低侵襲に硬化治療を行える可能

性がある．

【方法】2008年4月より2010年3月の間に14例に対

し計30回,ICG/PDEを用いてVMの状態を把握

したのち，硬化療法を行った

【結果】手背手掌などは血管造影と同様またはさ

らに高精度に確認が可能であった深部筋内な

どの描出は不能であったすべての症例におい

て指壊死など副作用はなかった．

【考察】血管奇形に対する硬化療法は侵襲度が少

なく血管奇形に対して広く行われている．侵襲

度が少ない分，何度か繰り返し治療が必要とな

る．血管造影法は，全体状態を把握でき流出路

の確認も容易であったが，繰り返しの治療では

被ばく量が増えることになる．適応を適切に選

択すればICG下硬化療法で微細な流入・流出血

管も十分に描出された．この方法を応用するこ

とにより，全体像を把握しかつ危険性のある部

位への流失を未然に防ぐ”ことができる状態で硬

化療法が行えると考えられた．また動静脈奇形

に対して外科的治療を行う際に，切除範囲およ

び皮弁採取時に用いたので合わせて報告する．
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2-9-EP-l

手指外傷後の屈筋腱剥離術の術後成績

SurgicalResultsofHexorT℃nolysisSecondaIytoHngere

injuries

'燕労災病院，2新潟大学医歯学総合病院整形外科

○幸田久男l,松崎浩徳1,山下晴義2

【目的】屈筋腱癒着は腱損傷だけでなく，挫創や

指節骨骨折および再接着の続発症として生じる

ことも多い．手指外傷後の可動域制限に対し屈筋

腱剥離術を行った症例の術後成績を検討した．

【対象と方法】2007年から2010年までに当科で屈

筋腱剥離術を行った10例10指を対象とした．年齢

は22～53才で平均37.1才，男性9例，女性1例だっ

た罹患指は中指4指，示指3指，環指2指，母指l

指であった．基節骨開放骨折術後が4例で最も多

く，うち2例は屈筋腱損傷を合併していた．また，

再接着術後が3例，屈筋腱縫合術後中節骨頚部

骨折後，手背挫滅・皮層欠損がそれぞれl例ずつ

であった．腱剥離後の経過観察期間は12～40週

(平均18.6週）だった．術後評価に日手会評価法

を用いた．

【手術法】手関節ブロック（9例)，もしくは指神

経ブロック（1例）下に，掌側zigzag切開(9指）

あるいは側正中切開（1例）を用いて腱鞘に到達

し，その数カ所を数mm幅で開放し腱を剥離し

た後，自動運動で剥離の程度を確認した．術後は

屈曲位固定を行い，翌日から自動屈曲運動を開始

した．

【結果】母指を除く9指での術前および術後の

%TAMは，それぞれ23.0～80.8%(平均48.1%),

44.2～92.3％（平均69.0%）であった．日手会評

価法で優2指，良2指，可4指，不可1指だった．母

指の%AMは術前6.3%から術後62.5%となった．

【考察】手指外傷に伴う屈筋腱癒着は，屈筋腱や

その滑走床の損傷を契機とし，術後の固定により

完成する．癒着を予防するためには，骨折の強固

な固定と早期可動域訓練が必要だが，血行再建や

軟部組織再建を伴う症例などでは訓練の制約も

大きく，癒着の発生が避けられない．手術のポイ

ントとしては，前腕筋を麻痒させない麻酔法で正

常部分まで広く展開し，術中自動運動で他動可動

域に達するまで徹底的に剥離することである．

2.9-EP-2

側正中切開を用いたDupuytren拘縮の手術
SurgicalApproachfbrDupuytrenisContracmrethrough

MidlateralIncision

東芝病院整形外科

○掻井隆，大数加光治

Dupuytren拘縮の手術には様々な皮層切開が

用いられているが，側正中切開(midlateral

incision)について言及した報告は少ない．我々

は病変の状態に応じて，側正中切開を用いた手

術を行っているので報告する．

【症例】1995年より2010年の間に東芝病院で手術

を行ったDupuytren拘縮の症例は40例である．

皮膚切開は原則として病変(cord)直上の直線

切開を用い，病変を切除後，適宜Z形成を行い

閉創している．しかし指部で病変が片側に偏っ

ている場合には，病変側の側正中切開を用いて

展開している．

側正中切開を用いて手術を行った症例は上記

の40例中5例であり,年齢は35～77歳(平均60歳)，

罹患指は小指3例，環指l例，示指l例である．手

術前の伸展制限角度はMP関節では何れの症例

も0度,PIP関節は60～80度（平均64度),DIP

関節は0度が3例，30度と60度の症例が1例ずつで

あった．

【術式】指部の基節から中節まで側正中切開を

おき，必要に応じ手掌部や末節まで切開を延長

した顕微鏡下に皮膚と病変，神経血管束を剥

離して病変を切除した．全例とも病変の切除の

みではPIP関節の伸展は不十分であったため，

checkreinligamentないし掌側板を切離して，

PIP関節の完全伸展を得た．閉創は皮層切開の

とおりに一次縫合し，植皮や皮弁形成を要した

例はなかった．手術後スプリントを長期に使用

した．

【結果】全例で創は問題なく治癒した.PIP関節

の伸展制限角度は手術後1カ月で平均6度，3カ

月で10度，1年で15度と，矯正は良好であったが，

長期になると再燃傾向がみられた．

【考察】Dupuytren拘縮の手術に側正中切開を利

用することは有用と考えられる．植皮や皮弁形

成を要しなかったことより，長期の拘縮があっ

ても長軸方向の皮層の不足は生じていない事が

推察された
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2-9-EP-3

変形性肘関節症に対する内外側の両側進

入による肘関節形成術の治療成績

ArthroplastyfOrOsteoarthritisoftheElbowbyMedial

andLateralApproach

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

【目的】変形性肘関節症に対する関節形成術は今

までに様々な方法が報告されているが，当科で

は内外側の両側進入による関節形成術を行って

いる．その治療成績について検討したので報告

する．

【対象】過去5年間に当科にて変形性肘関節症に

対し関節形成術を行った18例20関節を対象とし

た．男性14例16関節，女性4例4関節年齢は50

～83歳（平均65.2歳）で経過観察期間は3カ月～

4年（平均13.4カ月）であった．また18関節に肘

部管症候群が認められた．尺骨神経は18関節で

皮下前方移行術，2関節でLearmonth法が行な

われた．

【手術方法】まず内側より進入し尺骨神経をリ

リースし内側側副靭帯の後斜走靭帯を切離し内

側関節裂隙・肘頭窩の骨鰊を切除．次に同皮切

より皮下組織を前方へ剥離し円回内筋外側より

肘関節前方に到達し鈎状突起，鉤突窩，榛骨窩

の骨練を切除する．さらに外側より進入し後外

側アプローチにて外側関節裂隙・肘頭窩の骨鰊

を切除する．

【結果】可動域は術前平均伸展-24.8.,屈曲

103.0.,アーク78.2c'から術後最終観察時平均伸

展-17.0.,屈曲122.0.,アーク105.0.に改善した．

瘤痛は10関節で消失し,10関節で軽度の動作時

痛が残ったが術前より軽減したMayoElbow

Perfbrmancescoreは56.8点から90.5点へ改善し

た．術後に合併症を生じたものはなかった．

【考察】肘関節前方の骨鰊切除を円回内筋の外側

から進入して行うのが本法の特徴で，可動域制

限の主因とされる尺骨鈎状突起内側の骨鰊が良

く展開され充分な骨鰊切除が可能である．また

外側アプローチも必ず併用し徹底した骨鰊切除

を行っている．過去に報告された両側進入によ

る肘関節形成術と同等の治療成績が得られ有用

な方法と考えられた．

2-9-EP-4

僥骨遠位端関節内骨折術後ハンドセラ

ピィにおける僥骨手根関節に対する早期

アプローチの試み

PostoperativeEarlyExerciseoftheRadiocarpalJointfbr

thehtraartcularDistalRadiusFracmres

'名古屋披済会病院リハビリテーション部，

2披済会病院整形外科・リウマチ科

○桂理1，渡邉健太郎2

【緒言】近年，不安定型僥骨遠位端骨折はロッ

キングプレートの普及により早期から術後ハン

ドセラピイの導入が可能となり治療成績も向上

してきた．しかし関節内骨折では僥骨手根関節

(以下RC関節）の早期訓練の導入には議論があ

る．今回，関節内骨折の術後RC関節の拘縮予

防を目的としたリバースダーツスロー訓練（以

下RDT訓練）を導入し，その有効性を検討した

ので報告する．

【対象と方法】以前に報告した術後ハンドセラ

ピイパスに基づき術後3日からセラピイを開始し

た僥骨遠位端関節内骨折症例11例を対象とし，

RDT訓練導入の適用は無作為に群分けした内

訳は，導入群が6例で平均年齢63歳，骨折型分類

はAO分類でC1が4例C2が1例,C3がl例であっ

た．非導入群は5例で平均年齢67歳，骨折型分類

はClが1例,C2が2例,C3が2例であった.RDT

訓練はセラピィ開始直後より開始し，手関節尺

背屈位・僥掌屈位の往復運動を自・他動的に行っ

た術後2週，4週，6週時に機能撮影を行い，榛

骨月状骨関節可動域をRC関節の可動域とし手

関節可動域における比率を両群間で比較した．

【結果】手関節に対するRC関節の可動域比率

は，導入群で44％，52％，49％，非導入群で49％，

43％，49％であり，4週時に導入群に有意差を認

めた．2週，4週，6週時の手関節可動域の対健側

比は導入群で59%,79%,91%で，非導入群で

は62％，78％，84％で導入群に良好な傾向がみ

られた．また術後6週時のRC関節可動域の健側

比は導入群が83％，非導入群が72％で，導入群

に有意差を認めた．

【考察】術後早期可動域訓練により両群ともに良

好な可動域を回復したが,RDT訓練はより早期

からのRC関節可動域の改善に効果的と考えら

れた．
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2-9-EP-5

長母指伸筋腱と固有示指伸筋腱の運動皮

質機能局在

FunctionalMotorCortexSomatotopyofExtensorhdicis

PropriusandExtensorPomcisLongus

'広島大学大学院保健学研究科，2広島大学大学

院整形外科

○HikmatHadoush',砂川融l,越智光夫2

Introduction:Rehabilitation(Rehab)isdone

commonlyaftertendontransferofextensor

mdicisproprius(EIP)toextensorpollicislongus

(EPL).Thisistotrainpatienttosegregatethe

movementofindexandthumbdigits.However,

itisreportedthatpatientswereabletoextend

theirthumbimmediatelyafterthetransfer

ofEIPtoEPL.Attheprimarymotorcortex

(Ml)level,noevidencesupportseitherofthe

aboveassumptions.Therefbre,wewilltesttwo

hypothesesl)ifMlsourcelocationofEIP&

EPLisnotthesame,Rehabwillbenecessaryto

achievethemotorneuro-plasticity.However,2)

ifitisthesame,theimmediaterecoverywould

bepossible.

Method:TheMagnetoencephalography(MEG)

wasusedtoidentifythecerebralmagnetic

fieldsofMlinhealthyright-handedsubjects

(n=4),whodidself-pacedvoluntaryindex&

thumbextensionatMPjoint.Thesource

locationandthesomatotopicmapofEIP&EPL

wasidentifyingintermofx,y,zcoordinationin

Mlcortex.

Results:Ourresultsshowthatthesource

locationofEIP&EPLmMlcortexwasnotthe

same(fbrbothhands).Inaddition,theEIP-EPL

Euclideandistanceindominanthandwasl3.1-

7.4mm,whereasinnon-dominanthanditwas

12.3-5.3mm=

Conclusion:WeconcludethatRehabisneeded

toachievethedesiredmotorneuro-plasticity

aftertendontransferoperation.

2-9-EP-6

TFCC鏡視下縫合術後のDASHに影響を

及ぼす要因について

FactorsAffectingDASHofArthroscopicRepairofTT℃C

T℃ars

'関西電力病院リハビリテーション科，

2関西電力病院整形外科

○平沢良和'，宮本定治'，竹内久責2，

西村隆一2，藤尾圭司2

【目的】TFCC鏡視下縫合術後のDASHに影

響を及ぼす要因について検討することである．

【対象と方法】対象は2007年6月から2010年6月

までに当院にてTFCC鏡視下縫合術が施行さ

れ，当院の術後プロトコールに沿ってリハビリ

テーションを実施しDASHを評価し得た23例

24手とした.Ruchらの分類をもとに,DASH

disabihty/symptomscoreが20点未満を良好群，

20点以上を不良群とした．統計解析は,DASH

良好群・不良群の2群間における性別，利き

手，受傷機転,Palmar分類,DRUJballottment

test,ulnocarpalstresstest,合併症との関係に

ついてX2検定を用いた．またDASHdisability/

symptomscoreと年齢，術前期間，術後期間，

瘻痛,ROM,握力との関係についてスピアマン

の順位相関係数を用いた有意水準は5％とした．

【結果】DASH良好群は15手,DASH不良群は

9手であった.DASH良好群・不良群の2群間に

おける性別，利き手，受傷機転,Palmar分類，

DR町ballottmenttest,ulnocarpalstresstest,

合併症との関係については有意差を認めなかっ

た.DASHdisability/symptomscoreと有意な

相関を認めたのは瘤痛(rs=0.71,p<0.01)と握

力(rs=-0.63,p<0.01)であり，年齢,術前期問，

術後期間,ROMとは有意な相関を認めなかった．

【考察】TFCC鏡視下縫合術後のDASHに影響

を及ぼす要因として，痙痛と握力において有意

な相関を認めた.Ruchらは回外を要因の1つに

挙げているが,DRUJは回外にて整復され安定

するというKingらの結果から，当院では縫合部

へのストレスが少ないと考え，上腕ギプス除去

後より回外を中心としたROM練習を実施し拘

縮の改善に努めている．瘻痛は労働など特定の

動作時に生じているため，瘻痛発生時の動作パ

ターンを聴取しDRUJの動態に着目して痙痛の

緩和を図り握力増強に努める必要がある．
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2-9-EP-7

ループ針を用いた屈筋腱の縫合張力に対

する腱把持部距離の影響

ThelnfluenceofLoopedSuturePurchaseLengthon

TensileStrengthofHexorTもndonRepair

'琉球大学整形外科学講座，2富永草野病院整形外科

○金城政樹1,大久保宏貴l,普天間朝上1,

草野望2，金谷文則』

【目的】縫合した屈筋腱の張力には縫合法(strand

数，把持面積)，縫合糸の素材や太さなどが関与

している．3本のループ針を用いたTriplelooped

sumre(TLS)法は早期自動運動を可能にしう

る強度を持つが再断裂の報告も見られる．ルー

プ針4本を用いたQuadrupleloopedsuture(QLS)

が可能であれば縫合強度の増加を期待できるが，

実際は腱把持部の十分なスペースがない．そこ

でQLS把持部の位置・距離を変えて行った縫合

法の強度について検討した．

【方法】白色家兎10羽より採取した腓側趾屈筋腱

20腱(足関節部)を3群に分けた主縫合は5-0ルー

プナイロン単糸補助縫合は6-0ナイロン単糸で

4カ所の単結節縫合を行ったTLS(n=8):背

側1カ所，底側2カ所の縫合糸は，腱把持部（腱

全周の1/6）を腱断端から6mm(把持部間の距離

を12mm)としたQLS-1(n=6):背側および底

側2カ所の縫合糸は腱把持部を腱断端から背側

7mmと6mm,底側6mmと7mmと1mmずつず

らして縫合針が重ならないようにし，把持部間

の距離を13mmとした.QLS-2(n=6):腱把持

部は腱断端から背側を8mmと9mmの計17mm,

底側を6mmと7mmの計13mmと距離を変えた．

縫合腱の引張り試験を行い，縫合張力の評価は

1mm離開張力，最大破断張力を計測して多重比

較検定を行った．

【結果】TLS,QLS-1,QLS-2の平均±標準偏差(N)

は1mm離開張力;44.8±8.8,57.5±3.2,44.6

±8．0，最大破断張力;50．3±4.7,63.9±6.3,

54.4±3.8であった.QLS-1の張力は2項目ともに，

他の2群より有意に大きかったTLSとQLS-2の

張力間に有意差は認めなかった．

【結論】ループ針を用いた腱縫合はstrandの数

を増やし，腱把持部の距離を一定にすることで

張力は上昇したが，腱把持部の距離が異なると

strandの数に見合った張力は得られなかった．

2-9-EP-8

屈筋腱縫合におけるループ針を用いた

longitudinaldoublelockingsystemの効果
TheEffectofLongimdinalDoubleLockingSystemon

LoopedSutul℃fbrFlexorTbndonRepair

'琉球大学整形外科，2富永草野病院

○大久保宏貴1,金城政樹1,草野望2,

金谷文則】

6-strand法による屈筋腱縫合後の早期自動運動

療法をより安全に積極的に行うには，更に強

い縫合法が必要となる．著者らは6-strand法の

lockmg部の把持強度を高めることで縫合強度が

増加すると考え,Tripleloopedsumre法(TLS法）

のlockmg部の工夫（把持部を線維束に対し縦に

2カ所置く:longitu伽aldoUblelockingsystem)

を加えた2つの変法を考案した本実験の目的は

その生体学的強度を比較することである．

【方法】家兎12羽より採取した深趾屈筋腱24腱を

用いた主縫合は5-0ループナイロンを用い背側

1カ所，底側2カ所に把持部（全周の1/6)を置

く6-strand法で，下記の3つの方法で把持部を作

成した．補助縫合は6-0ナイロンで4カ所に単結

節縫合を行った.1.TLS法：津下法に準じる.2.

TLS変法1:2カ所の把持部を同時にlockする方

法で，把持部は腱表面から見て×字形になる．3．

TLS変法2:2カ所の把持部をそれぞれlockする

方法で，把持部は腱表面から見て津下法の把持

部が2つ縦に並ぶ形になる．縫合腱の引張り試験

を行い，評価は1mm離開張力,3mm離開まで

の最大張力，最大破断張力とした．多重比較検

定にはBonferrom/Dunn法を用い危険率5%未満

を有意差ありとした．

【結果】TLS法，変法1,変法2の平均±標準偏

差(N)は1mm離開張力;46.9±10.8,37.9±6.0,

40.3±11.0,3mm離開までの最大張力;50.5±7.8,

43.5±6.6,43.6±7.7で3群間に有意差はなかった

がTLS法が変法1,2に比べ高い傾向があった．

最大破断張力；52.7±6.7,45.0±6.3,48.7±6.6で

TLS法が変法1より有意に大きく，変法2とは有

意差はなかった．

【結論】Tripleloopedsuture法の2変法では縫合

強度の増加はなかったループ針ではシンプル

な把持部が高い縫合強度を持ち,Triplelooped

suture法が早期自動運動療法に適している考え

られた．
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2-9-EP-9

Speckletracking法を用いたFDS-FDP
腱運動解析の試み
mtrasoundAssessmemfbrtheMotionPattemsofRexor

DigitrumSuperficialisandProfUndusTendonswith

SpeckleTracking

'メイヨークリニック，2筑波メディカルセンター病院

○吉井雄-'2,ChungFengZhao''

Kai-NanAn',PeterC.Amadio'

【目的】Speckletrackmg法はエコー画像下の組

織specklepatternを認識することにより組織動

態を解析する技術である．本研究ではspeckle

tracking法を用いて，手関節部において浅指屈

筋(FDS)と深指屈筋(FDP)腱滑動の違いを

識別することができるか検討した．

【方法】対象は健常成人15名30手関節とした．エ

コーはAcusonSequoiaC512(Siemens社）を

使用した．手関節部掌側においてエコー下に中

指FDS腱,FDP腱を同定し，指伸展一屈曲時

の腱滑動を録画した．腱滑動距離を識別する

ため，指運動時に被験者に小中大の異なる径

のアクリルチューブ（各3.8,5.1,6.4cm)を握

らせて指可動域を制限した画像からSpeckle

tracking法にてFDS,FDP腱の滑動距離を計

測した.FDS,FDPの滑動距離と各チューブを

握った際の指関節角度(FDS:PIP+MP,FDP:

DIP+PIP+MP)との相関を求めた．またFDP/

FDS比を計測し，各チューブを使用した際の

FDSとFDPの腱滑動比を比較した．

【結果】FDSの平均滑動距離は小・中・大チュー

ブそれぞれで0.88,0.66,0.51(mm),FDPの滑

動距離は小・中・大チューブそれぞれで0.93,

0.73,0.62(mm)であった関節角度と滑動距

離の相関係数はFDS-MP+PIP:0.608,FDP-

MP+PIP+DIP:0.662であった.FDP/FDS腱滑

動比は小･中･大チューブそれぞれ1.07,1.14,1.27

で，腱移動距離が少ないほど大きい傾向があっ

た.(P<0.05).

【考察】Speckletrackmg法は腱滑動評価に有用

な方法と考えられた.FDP/FDS比は腱滑動が

小さいほど大きい．すなわち，指屈曲の初期に

はFDPがFDSより有効に働いているものと考

えられた．

2-9-EP-10

Zonel,2での屈筋腱損傷に対する早期自
動運動療法の成績

FlexorTendonRepairmZoneland2andEarlyActive

mexionExelCise

相澤病院整形外科

○山崎宏，植村一貴

【目的】Zonel,2での屈筋腱損傷に対する早期

自動運動療法の成績を報告する．

【方法】2008年1月から2.5年間に，手術・早期時

度運動をおこない3カ月以上経過観察できた8例9

指を対象とした男性4例,女性4例で平均29(15

～47）歳であった．罹患指は示指2，中指2，環

指2，小指2であった．受傷形態は鋭的切断6指，

熱圧挫傷2指，圧挫傷1指であった．腱縫合は6

strandのTsai法を用いた術直後からModined

Klemert法とDuran法を開始し，数日後から自

動屈曲を開始した．後療法は12週で終了し，入

院期間は平均16（6～34）日であった．経過観

察期間は平均15.7（3～31）か月であった．評価

は総自動運動域,Strickland法,合併症で行った．

【結果】総自動運動域は平均250（200～280）｡，

Strickland法は優5,良2,可lであった．再断裂

が1指に生じており，一期的腱移植術を行い，評

価は可であった手根管症候群とばね指の合併

を1指に生じていた．1例に後療法終了後に遅発

性PIP関節屈曲拘縮が生じていた．

【結論】本法はおおむね良好な成績が得られてい

た熱圧挫の症例で腱再断裂を認めた．腱縫合・

早期自動運動療法の適応に問題があった．遅発

性PIP関節屈曲拘縮に関しては，腱・腱鞘以外

の軟部組織損傷が原因と考えられた．損傷の程

度によっては術式や後療法を変更する必要があ

る．

一S329-

H



2-9-EP-11

骨付き移植腱とインターフェレンススク

リューを用いた指伸展機構の再建

TheReconstructionofFingerExtensorMechamsmusing

BrachiomdialisorExterlsorCaIpiRadialisLongusT℃ndon

ShapedBone-ndonandlntelferenceScrew

兵庫医科大学整形外科

○奥野宏昭，田中寿一，藤岡宏幸，

常深健二郎，吉矢晋一

【目的】我々は小関節領域の腱・靱帯再建用

interferencescrew(以下TJScrew)を開発し

手指の靱帯損傷の治療などに用い良好な結果を

得ている．今回，手指の伸展障害に対し腕榛骨

筋腱(BRtendon)または僥側手根伸筋腱(ECRL

tendon)を骨付き移植腱としTJScrewで固定

する術式を行った症例の治療成績を検討したた

め報告する．

【方法】対象は1998年から2007年にBRtendonま

たはECRLtendonを用いて伸展機構の再建術

を行った9症例（男7例，女2例）である．年齢

は15歳から68歳（平均34.4歳）で平均観察期間

は14.4ヶ月であった罹患指は母指IP関節3例，

示指PIP関節4例，環指PIP関節1例，小指PIP

関節l例で，受傷原因はスポーツ外傷が2例，労

働災害によるものが3例，その他4例であった．

術式は，罹患指と同側より骨付き移植腱を採取

する．次に伸展障害を来している腱付着部に骨

孔を作製し骨付き移植腱の骨側を挿入した後に

TJScrewで固定する．移植腱は中枢の力源とな

る腱にinterlacmgsutureを行うものである．

【成績】術前可動域は母指IP関節症例において

平均伸展-36.6｡～60.0.であり，示指～小指PI

P関節症例で-51.1｡～81.6.であった術後，母

指症例の平均可動域は-6.6｡～56.6.,示指～小指

症例で-17.2｡～76.6.となり，それぞれ伸展障害

は改善した．

【考察】伸筋腱停止部で起こる手指伸展障害の再

建方法はその選択が難しい．本法は腱停止部を

骨付き移植腱で再建でき，元の腱を力源とする

方法でより解剖学的な再建と考える．また移植

腱も腱の一部を採取するのみでありドナー部の

障害も少なく,TJscrewを用いた固定を行うた

めlowprofileであるという利点がある．

【結論】手指の伸展障害を来した症例に対し骨付

き移植腱とTJscrewを用いた指伸展機構の解剖

学的再建を行い良好な成績を得た．

2-9-EP-12

重症分娩麻痘に対する乳幼児期での肋間

神経移行術－4例報告一

IntercostalNerveTransferfbrBirthPalsyinlnfants;A

ReportofFburCases

福島県立医科大学医学部整形外科

○江尻荘一，菊地臣一，川上亮一，

高橋洋子，紺野慎一

【目的】我々は，自然回復が困難な重症分娩麻痒

症例に対し，乳幼児期に積極的に肋間神経移行

術を行ってきた今回，術後2年以上を経過した

4例について，治療成績を検討したので報告する．

【対象と方法】症例は,男児と女児が各2例であっ

た．麻痒の様式は上位型3例，全型1例であった．

麻痒の回復を目的とした3例では，手術時年齢は，

生後5ケ月，6カ月，および8ケ月であった．3例

の手術術式の内訳は，上位型麻揮の2例では，肘

屈曲再建を目的として肋間神経を筋皮神経に移

行したまた，全型麻痒のl例では，手指把持機

能の獲得を目的として尺骨神経に移行した．一

方，神経過誤支配による金縛り現象の改善を目

的とした他の1例では，生後2歳時に肋間神経を

筋皮神経に移行した術後経過観察期間は，2年

5ヶ月から4年11ヶ月，平均3年8ヶ月であった．

検討項目は，術後の上腕二頭筋または手指屈筋

群の神経再支配時期，最終経過観察時の筋力，

および合併症の有無とした

【結果】筋電図上の神経再支配時期は，筋皮神経

への移行例では,術後2.5ケ月から3ケ月，平均2.8

カ月であった．一方，尺骨神経への移行例では

術後7ヶ月であった．筋力は，筋皮神経移行例で

は全例で肘屈曲120.以上を獲得していた．この

うち，肘屈曲の分離を目的とした1例では，独立

した肘屈曲動作が獲得されていた．また，尺骨

神経移行例では，尺側指の屈曲が獲得され，遊

具や茶碗の保持が可能となった．合併症として，

手術時の血気胸は認められなかったが，最終経

過観察時に生後早期の手術例ほど強い胸郭変形

が残存していた．

【考察】重症分娩麻痒に対する乳幼児期の肋間神

経移行術は，胸郭変形の問題はあるが，早期の

神経再支配が得られ，良好な肘屈曲筋力や神経

過誤支配の分離，さらに成人例では困難な手指

機能の獲得が可能となる有用な手術法である．
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2-9-EP-13

指神経断裂が疑われる症例に対する術前

Semmes-Weinsteinmonofilamenttestの

有用性について

Semmes-WeinsteinMonofilamentTestinginSuspected

FingerNervelnjury

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，大井宏之，神田俊浩，

頭川峰志

【目的】指神経の損傷が疑われる症例のうち，完

全断裂で神経縫合が必要なのか，不全損傷で保存

的にみていけばよいのかを術前に診断できれば，

不要な手術を行わなくてすむ．今回，知覚低下な

どから神経損傷が疑われた症例に対して術前に

Semmes-Wemsteinmonofilamenttest(以下SW

test)を行い，その結果と神経損傷の状態（完全

断裂か不全損傷か）の関係を検討してみた．

【対象と方法】2006年6月から2010年10月までの間

で，指神経の損傷を疑われ，術前に作業療法士

がSWtestを行った後に手術で確認した症例の

うち,MP関節部以遠に創があるものを対象とし

た．ただし母指の症例，皮膚・軟部組織が欠損し

ている症例，骨折を合併する症例，屈筋腱が断裂

している症例は除外したまた，両側指神経の損

傷が疑われた症例は，それぞれ別の指（2指）の

損傷として対象に含めた.SWtestの評価は，数

値はevaluatorsizeの値をそのまま使用すること

し，知覚の低下は健側の同部位の値と比較するこ

ととした．

【結果】対象となったのは8症例10指で，内訳は示

指1指，中指3指，環指3指，小指3指あったその

全指とも手術所見で指神経の完全断裂を認めた．

損傷側の末節部での平均値は全指で4.25,片側断

裂3.74,両側5.02，なお健側2.94であった．

【考察】今回全症例が指神経完全断裂をきたして

いたため，診断目的での術前SWtestの有用性

の評価はできなかったが，臨床的所見から疑わし

い症例を選択して検査することになるため，単独

での有用性はないと考えられる．今回の結果か

ら，術前のSWtestで，両側が評価redになる

ものは両側の指神経断裂の可能性があること，片

側断裂でも評価blueXapurpleがありうるが健側

よりは悪いことがわかった．

【結語】術前のSWtestは手術適応の決定には(単

独では）有用性がないものと考えられる.

2-9-EP-14

末梢神経針刺し損傷例の検討

IatrogemcNeedlestickPeripheralNelvelnjmes

和歌山県立医科大学医学部整形外科学教室

○浅井宣樹，谷口泰徳，下江隆司

辻本修平，吉田宗人

【目的】近年医療事故に関する報道が数多くなさ

れ，その防止策が望まれている．整形外科領域

では医原性末梢神経損傷が問題となっている．

今回われわれは針刺しにより末梢神経を損傷さ

れた症例について報告する．

【対象及び方法】過去に当科にて治療を行った末

梢神経針刺し損傷例を対象とした．症例は11例

で男性3例，女性8例であった．年齢は23歳～73

歳で平均年齢は49.2歳であった.神経損傷の部位，

神経損傷の受傷機転の状況，クレームの有無を

調査した．該当神経支配領域における所見を確

認した

【結果】損傷を受けた末梢神経の内訳は僥骨神経

浅枝4例，正中神経3例，外側前腕皮神経2例，尺

骨神経手背枝1例，内側前腕皮神経がl例であっ

た．受傷機転の内訳は採血が6例，点滴・注射が

5例であった．クレームは6例に認め，穿刺時に

強い痛みを訴えるも穿刺を続けられていた症例

であった今回調査したll症例中2例にCRPSを

認め，医事紛争となっていた．

【考察】肘部の尺側及び榛側正中皮静脈や手関節

の僥側皮静脈は採血や注射，点滴でよく利用さ

れる．これらの部位では末梢神経が静脈の近く

を走行しており，針刺しによる末梢神経損傷が

起こり易いとされている．今回のわれわれの症

例でも肘部での正中神経と，手関節僥側での僥

骨神経浅枝の針刺し損傷が多くみられた．これ

らの部位のみに限らず，日頃より針刺しを行う

際には局所解剖の熟知が重要となる．穿刺後の

クレーム防止のため，針刺しの際に患者が強い

痛みを訴えた場合はすぐ”さま抜針しなければな

らない．長期間にわたりクレームを訴えた症例

もみられるため，血管穿刺による末梢神経損傷

の予防対策，針刺し事故発生時の対策マニユア

ル作成を行う必要がある．
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2-9-EP-15

尺骨管症候群に対する電気診断の検討

ElectrodiagnosisfbrmmarTunnelSyndrome

'東北大学大学院整形外科，2東北労災病院整形

外科，3仙塩病院整形外科

○八田卓久1，信田進吾2，宮坂芳典3，

井樋栄二Ⅱ

【目的】尺骨管(Guyon管）症候群は，尺骨神経

障害の中では稀な病態であり，診断に難渋する

ことも多い．同部の解剖学的特徴より様々な臨

床像を呈することから，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を検

討したので報告する．

【対象と方法】尺骨管症候群6例を対象とした．

男性5例，女性1例であり，平均年齢は55歳であっ

た．3例は保存療法を行い，3例は手術を行った．

手術症例では発症から手術までの期間は平均

10ヵ月であり，術後経過観察期間は平均5ヵ月

であった．津下・山河の分類で麻痒型はl型4例，

3型1例，4型l例であった．原因は，ガングリオ

ンが2例，小外傷1例，腱性アーチ1例，不明2例

であった．神経伝導速度検査は，全例に，第一

背側骨間筋(FDI)のCMAPおよび小指外転筋

(ADM)の複合筋活動電位(CMAP)を行った

【結果】FDI-CMAPは導出した6例全例に振幅低

下（平均l.4mV,対側10.7mV)を示し,5例に

潜時延長（平均5.6ms,対側3.6ms)を示した．

ADM-CMAPは6例中5例が異常を示し，潜時延

長と振幅低下が3例，振幅低下が2例であった

手術症例では，2例で治癒，1例で症状の改善が

得られた保存療法症例では，2例で症状の改善

が得られ，1例では症状は残存していた．

【考察】尺骨神経麻揮に対する電気診断としては

ADM-CMAP導出が一般的であるが，尺骨管症

候群においては，特に尺骨神経深枝の障害が多

く,FDI-CMAP導出がより重要と考えられる．

自験例では，全例においてFDI-CMAPは異常を

示しており，特に振幅の低下が全例にみられる

ことから，潜時延長より障害を鋭敏に反映する

ことが示唆された．

2-9-EP-16

特発性前骨間神経麻揮の外科的治療経験

一小皮切と通常皮切との比較一

SurgicalTI巳atmnentofSpontaneousAnteriorhterosseous

NervePalsy

'川崎市立川崎病院整形外科，2荻窪病院整形外科，

3国立成育医療研究センター整形外科

○越智健介'，堀内行雄'，田崎憲一2，

高山真一郎3，森田晃造Ⅲ

【目的】特発性前骨間神経麻痒(sAINP)に対

する治療方法は未だに確立されていない．しか

しながら最終筋力は手術加療例の方が保存療法

例に比べて良好と報告されていることなどから，

外科的治療が選択されることも多い．今回，外

科的に加療した自験19例の成績を検討したので

報告する．

【対象と方法】3カ月以上の保存的治療に反応し

なかったsAINPのうち，外科的治療に同意した

19例を対象とした．男8例，女ll例，年齢は平均

44歳，術前期間は平均4カ月，術後経過観察期間

は平均38ヵ月であった．11症例は肘上の圧痛部

を中心とした約5cmの皮切で神経束間剥離術を

施行した．その他の8症例では従来通りに上腕遠

位から前腕部近位まで展開し，神経束間剥離術

を施行した．外的圧迫要因がないにも関わらず，

神経束に生じていた狭小部は全て，神経束の「く

びれ」と定義した上で，術中所見を検討した．

最終筋力は術後12カ月以上経過時に評価した．

【結果】l肘上小皮切症例では「くびれ」が10例

にみられ，9例でMMT:4以上に回復した．従

来法症例では「くびれ」は7例にみられ，7例で

MMT:4以上に回復し，両者に成績の差は見られ

なかった

【考察】sAINPにおける「くびれ」の発生部位は

肘上2-7cmにほぼ限定されていることから，われ

われは該当部位の展開に必要な最小切開による

神経束剥離術で十分な治療効果があると考えて

いる．この仮説を検証するため，肘上小皮切と従

来法による神経束間剥離術の結果と比較したと

ころ，いずれの展開方法でもその成績に大差ない

ことが判明した．今回の検討から，肘上小皮切に

よる神経束間剥離術は，手術侵襲および肥厚性嬢

痕の減少が見込める有用な治療法であると考え

られた．しかしながら絞抓性神経障害が除外でき

ない症例では従来法も考慮すべきであろう．
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2-9-EP-17

肘部管症候群のDASHと上肢機能の尺骨神

経皮下前方移動術後1年までの経時的変化

ChangesofScolBsoftheDASHandUpperExtrentyFUncdon

afterAnfliorTranspositionofthemnarNervefbrOneYearin

PatientswithCubitalTumelSyndrome

'信州大学医学部附属病院リハビリテーシヨン部，

2信州大学医学部整形外科

○井戸芳和1,伊坪敏郎2,中村恒-2,

内山茂晴2，加藤博之2

演者らは前回の本会において，尺骨神経皮下前

方移動術後6か月の間に肘部管症候群(CubTS)

のDASH値は有意に改善したが，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

かったことを報告した．今回は追跡期間を術後

1年まで延長し，その改善の程度を重症度別に

検討した

【方法】尺骨神経皮下前方移動術を行ったCubTS

患者35人の術前重症度をMcGowan分類により2

群にわけた．すなわち,Gradellが16人,Grade

IIIが19人で，平均年齢はそれぞれGradellが

60.0歳,Gradelllが67.7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か

月，1年の時点でDASH,握力，サイドピンチ

"(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Wilcoxonsignedranktest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,Gradellでは術前

20.2,術後lか月22.5,3か月16.4,6か月14.7,1

年12.8,Gradelllではそれぞれ33.4,29.5,25.4,

24.6,19.2であった．DASHはGradell,111

ともに6か月で有意に改善した．握力はGrade

IIではそれぞれ29.2,29.8,31.3,31.4,32.7kg,

Gradelllでは19.2,19.9,21.7,22.7,24.2kgで

あった握力はGradell,111ともに3か月で有

意に改善していた．以下同様に,SPはGradell

ではlか月,GradeⅢでは1年で有意に改善し

た．しびれはGradell,111ともにlか月,STEF

はGradell,111ともに3か月で有意に改善した．

【考察】DASHはGradelllでは，術後1年で臨

床的に有意とされる10点以上の改善を得た．し

かし,Gradellの改善はそれに及ばず，その原

因は術前の点数が低いことが原因と考えられた‘

2-9-EP-18

King法とKing変法，どっちが本当の
King法？
WhichistheTmeKingisMethod？King'sMethodor

ModifiedKmgIsMethod

和歌山県立医科大学医学部整形外科

○谷口泰徳

【目的】現在，肘部管症候群の治療法のKing法

は内側上穎切除のみを行う術式,King変法とは

内側上穎切除に神経剥離を追加する術式とされ

ているが，その定義に混乱がみられる．今回は，

ThomasKingが報告した真のKing法と現在の

King法とKing変法について検証した．

【Kmgの論文の検証】1950年のKmgの論文では，

尺骨神経を内側上穎の中枢から末梢に剥離し内

側上穎切除を行う方法を紹介している．この操

作において，神経を完全に遊離し神経テープを

掛け神経を保護している.Kingの論文は,1957

年にOsborneが論文を発表する以前に報告され

たそのためnbrousbandの記載はなく筋膜と

記述されており，その筋膜を切開すると述べて

いる．また尺骨神経の尺側手根屈筋の筋枝は温

存し，関節枝は切離すると記載しているが，こ

れもhbrousbandの切離なくしては，行い得な

い操作である．1959年にKingは治療成績を調査

し，感覚障害の完全回復を55％，運動障害の完

全回復を50％に認めたと述べている．このよう

な良好な治療成績は，尺骨神経絞拒の主原因で

あるnbrousbandを切離せずに，内側上穎切除

のみでは得られない．

【考察】Kingが報告した真のKing法は，尺骨神

経の神経外神経剥離そして内側上穎を切除する

手技である．現在のKing変法とは，いつから

呼称されるようになったのであろうか？赤堀は，

1982年と1984年の論文で内側上穎切除とnbrous

band切離に，さらに神経上膜の縦切開による神

経内神経剥離を追加する手技をKing変法と呼称

した．当初Kmg変法で行う神経剥離とは，赤

堀の神経内神経剥離を意味していたが，いつか

らか神経外神経剥離のことと解釈されるように

なったと推察される．その後,King変法は内側

上穎切除と神経外神経剥離を行い,Kmg法では

内側上穎切除のみと定義されるようなったと考

えられる．
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2-9-EP-19

末梢神経再生における拡散テンソル法の

有用性に関する検討:Invivoラット'千梓

損傷モデルを用いた解析

InVivoAssessmentofPeripheralNerveRegenerationby

DiffilsionTensorlmaghlg

'京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科，

2明治国際医療大学医療情報学教室

○森崎真介'，小田良'，藤原浩芳1,

梅田雅宏2，久保俊一！

【目的】末梢神経障害および再生過程を非侵襲的

に診断することは臨床的に意義のあることであ

る．拡散テンソル法(diffi,siontensorimaging;

DTI)は，中枢神経系において神経走行の可視

化に使用されているが，末梢神経障害への応用

はまだ確立されていない．そこで,invivoで

DTIの末梢神経障害評価としての有用性を検討

した．

【方法】6週齢SDラットの坐骨神経を5分間結紮

した後解除した群（一時結紮群;n=9)およ

び，結紮したままの群（永久結紮群;n=7)を作

成した．2％イソフルランで吸入麻酔を行い，経

時的（結紮直前，結紮後1，2，3，4週）にDTI

(TR/TE/shots/b=4s/34ms/16shots/0.700)を撮

影し,FA値および固有値(A1,A2,13)を

算出し，比較検討した.MRIは4.7T動物用MRI

装置(Bruker社製）を用いたまた，同部位で

の組織学的評価を行い，パラメーターとの相関

を解析した．

【結果】末梢神経損傷部から遠位4mmにおける

パラメーターの変化を観察したところ，両群と

もFA値が，受傷後に減少した．さらに，永久

結紮群に比べ，一時結紮群では3週以降FA値が

有意に上昇したまた,Alは，結紮前後で有意

な変化を認めなかったのに対し,A2,J3は，

受傷後2週まで上昇した後3週以降減少し,FA

値と逆相関を認めたまた,FAおよび入2,13

は，組織学的な再生過程とも相関していた．

【考察】InvivoでDTIのパラメーターは，末梢

神経損傷および再生過程において有意な信号変

化を認めた．またFA値は,12,13に依存し

た変化を認めた.DTIは末梢神経障害および再

生の画像評価法として応用が期待できる．

2-9-EP-20

末梢神経再生におけるBDNFの細胞起源

TheSour℃eofBrain-DerivedNeurotrophicFactoronthe

PelipheralNerveRegenerationfiomlnjury

'滋賀医科大学整形外科学講座，2生化学分子生

物学講座分子遺伝医学

○竹村宜記'，小島秀人2，今井晋二'，

木村博2，松末吉隆】

【目的】脳由来神経栄養因子(BDNF)は末梢神経

再生において重要と考えられるが,BDNF分泌の

細胞起源は不明である．今回，我々は遺伝子組み

換えマウスを使用して，末梢神経再生おける骨髄

由来細胞に着目し，自分自身の骨髄由来細胞が放

出するBDNFと神経再生との関連性を調べた．

【方法】脳血管クリップを用いて左坐骨神経を圧

挫し，神経損傷モデルを作製した．術後，下肢運

動機能・神経伝達速度･SciaticFunctionlndex･

組織標本について,BDNFノックアウトマウスと

BackgroundであるC57BL/6マウスを比較検討

した．また，放射線照射したC57BL/6マウスに

GFP-Tgマウスの骨髄細胞を移植してGFPキメ

ラマウス(GFPキメラマウスの特徴は，骨髄細

胞および骨髄由来細胞のみがGFPの発光を認め

ることである）を作製し，同様の方法で左坐骨神

経を圧挫した．術後，坐骨神経を採取して免疫組

織学的評価を行うのと同時にsplicevariantに着

目してBDNFmRNAの発現を確認し,BDNFの

細胞起源を検討した．

【結果】BDNF-k.omouseは，運動機能・神経伝

達速度において回復が遅れるだけでなく完全回復

に至らず，組織学的評価では髄鞘の低形成を認め

た．免疫組織学的評価では，神経圧挫部位とその

末梢においてGFP陽性細胞が集積し,BDNF陽

性細胞と重複を認めた．また,GFP陽性細胞は

圧挫後2～3週で最も多く集積し，6週以降は殆ど

確認できなくなった.BDNFmRNAの発現に関

しては,splicevariant4ならびに5の発現が圧挫

後1週から見られ，これも圧挫後6週以降では発現

が確認できなくなった．このSplicevariant4およ

び5は骨髄細胞における発現と同じであった．

【考察】神経再生時に分泌されるBDNFの起源は

骨髄由来細胞と考えられた．今後，骨髄由来細胞

から分泌されるBDNFが神経再生の主要な調節

因子であることを解明するため，更なる実験が必

要である．
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2-9-EP-21

冷凍保存後の骨髄間葉系幹細胞由来細胞

シートの骨形成能評価

OsteogenesisofCryopIBservationOsteoblasticCenSheet

'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,面川庄平1,

小畠康宣'，村田景一】

【目的】我々は，培養骨髄由来の間葉系幹細胞

(MSCs)を細胞シートとして培養する方法を考

案し，その有用性を報告してきた．今回我々は，

冷凍保存した細胞シートの生体移植後の骨形成

能を評価したので報告する．

【方法】7週齢Fischer344ラットの大腿骨から骨

髄を採取し，初期培養で獲得したMSCsを10cm

径培養皿に播種する．デキサメサゾン(10nM),

アスコルピン酸(82"g/ml)を添加した培地で

二次培養を行い，14日後に細胞シートを採取し

た．冷凍保存群として，保存期間が4週間（4週

群）と12週間(12週群）の2群を作製し，冷凍保

存を行わず採取後直ちに移植したものを対照(新

鮮群）とした（各群n=6).冷凍保存液はセルバ

ンカーを用い，冷凍保存は-80℃のフリーザーで

行ったそれぞれ細胞シートを円盤状HAにラッ

プし，同系ラットの背部皮下に移植する．移植

後4週目で摘出し,X線画像および組織像，さら

にALP活性,OC含有量(ELISA)を測定し骨

形成を評価した．

【結果】冷凍保存した細胞シートは，解凍後も細

胞シートの形態を維持しており，顕微鏡下の観

察でも，4週群，12週群ともに少量の脱落細胞を

認めるものの，新鮮群と比較しその形態に変化

を認めなかった．摘出標本は，3群ともX線画像

でHA周囲に石灰化を認め，組織像でもHA周

囲に新生骨を認めたALP活性("mol/30mm/

implant),OC含有量("g/implant)は,4週群

(ALP;14.4±1.2,0C;6.8±2.0),12週群(ALP;

13.3±2.2,0C;4.4±1.8),新鮮群(ALP;16.1±2.1,

0C;11.4±7.0)と，保存期間が長期になるにつ

れ低下する傾向があったが，3群間に統計学的有

意差は認めなかった

【考察と結論】細胞シートは冷凍保存後も骨形成

能が温存できる．培養時間の省略作業の簡素化，

細胞の有効利用が可能となり，異なる時期に複

数回用いたい場合などに有用である．

2-9-EP-22

壊死骨における骨芽細胞シート・人工骨

複合体移植の有用性

TheUtintyofOsteOblasticCellSheet/CeramicConstructs

hnplantationmNecroticBone

l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

○赤羽学1，清水隆昌2，面川庄平2，

今村知明'，田中康仁2

【目的】骨壊死に対して，培養骨髄細胞を搭載

した人工骨移植（培養人工骨）が行われている．

しかし骨形成能の乏しい移植床では，壊死骨に

対する培養人工骨移植の骨形成能回復には限界

があると考えられる．そこで今回，骨形成能が

乏しい移植床における骨芽細胞シート・培養人

工骨複合体移植の有用性を検討した。

【方法】7週齢F344ラットから骨髄を採取．初期

培養後l×106Cell/mlの細胞浮遊液を作製し，β
TCPに組み合わせて培養人工骨を作製した．並

行して，デキサメサゾン，アスコルビン酸添加

培地を用いて骨芽細胞シートを培養皿で作製し

たドナーラットから摘出し骨欠損を作製した

大腿骨を殺細胞処理（放射線照射）して壊死骨

とした骨欠損部に，培養人工骨（対照群）と

培養人工骨・細胞シート複合体（シート群）を

充填した(n=5)．両群大腿骨をレシピエントの

皮下に移植し，4週後骨形成の特徴をXPと組織

像で評価した

【結果】シート群ではXPで，人工骨周囲に石灰

化を認めたが，対照群には見られなかった．組

織切片では，対照群では人工骨気孔内に新生骨

を認めたが，人工骨と壊死骨間には軟部組織が

介在していたシート群では気孔内だけでなく，

人工骨と壊死骨の間にも新生骨が認められた。

【考察】我々は人工骨・細胞シート複合体移植法

を確立し，その特徴として人工骨周囲の新生骨

形成を報告している．今回殺細胞処理骨を壊

死骨に見立てて，培養人工骨単独あるいは細胞

シート併用型の骨形成を比較したところ，人工

骨外部の新生骨形成がシート群で著明であった

よって，周囲壊死骨に対する骨形成能回復とい

う点では，細胞シート併用が優れていると考え

られる．将来，月状骨壊死への応用も考えられ

るが，深部の新生骨形成が少なかったため，今

後は血流再開も考慮した研究が必要であると考

えられる．
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2-9-EP-23

ポリ乳酸(PLLA)ナノシートの創傷被覆

材への応用

ApphcationofPolyL-lacticacidNanosheetasaMaterialfOr

WoundDressmg:EffectsonWoundHealing

'日本医科大学整形外科，2防衛医科大学校免疫

微生物，3早稲田大学先進理工学部生命医科学科

生体分子集合科学研究室

○青木伸峰1，澤泉卓哉'，伊藤博元'，

木下学2，武岡真司3

【目的】近年のナノテクノロジ－の発展により，

厚さ60nmのシート状素材を被覆材として応用す

る事が可能となった．世界一薄い絆創膏として

取り上げられた，ポリ乳酸(PLLA)で作成され

たこのナノシートは，接着剤なしで組織に接着

可能で，一定の強度を持ち，また生体内で分解

されるという特性を持つ．ビーグル犬の肺挫傷

例では，癒着を引き起こす事なく，呼吸に伴う

圧変化に耐えうる事が示されている．今回我々

はPLLAナノシートが創傷治癒に与える影響に

ついて検討した

【方法】マウス(C57BL/6,生後8週）の背部に

直径lcmの全層皮膚欠損創を作成し，創傷治癒

率（残創傷面積／創作成後1日目(1POD)創傷

面積）について,PLLAナノシート貼付群:N,

非貼付群:Cの両群（各群n=6)で14日間経時的

に観察し，比較した．また,4PODにおいて創

辺縁の組織を採取し，組織学的検討を行った

【結果】4PODにおける創傷治癒率は,N群で

80.4%,C群では93.()%であり,N群において創

傷治癒率は良好であった.Student-ttestを用い

た統計学的検討において有意差を認めた．組織

学的検討では,N群では透明な層が明瞭な境界

をもって肉芽層上に形成されていたのに対し,C

群では認めなかった

【考察】PLLAナノシートは,一定の強度を持ち，

生体内で吸収される有用な素材である．本研究

から創傷治癒を促進する可能性と，生体内に積

極的に用いうる事が示された．組織学的検討か

ら創傷治癒に寄与する作用が存在する可能性が

あると考えられた．更なる検討が必要であるが，

創傷被覆材としてだけでなく，手術材料等とし

ても有望な素材であり，機能再建という観点か

ら手の外科分野において特に有用であると考え

た．

2-9-EP-24

ラット魚径部組織再生チャンバーによる

組織新生の試みと間葉系幹細胞の役割

ExperimentalTrialforEngineeringTissueswith

MesenchymalStemCellsusingVascularizedTissue-

EngineemgChambersmRats

'自治医科大学整形外科学教室，2自治医科大学

先端技術開発センター,30IBrienlnstitute

○安食孝士'，星野雄一'，小林英司2，

MorrisonWayne3

【目的】昨年の本学会で，ラット魚径部に作成し

た組織再生チャンバーに間葉系幹細胞を挿入す

ると血管平滑筋細胞や脂肪細胞へ分化して組織

新生に寄与することを報告した．今回は，チャ

ンバー内に間葉系幹細胞と心筋細胞を一緒に挿

入することで拍動する心筋組織を作成し，同時

挿入した間葉系幹細胞の役割について検討した．

【方法】ヌードラット（体重270-300g,雄）の

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,1.2X106Luciferase/GFP遺伝子改変ラッ

トの大腿骨から得た骨髄由来間葉系幹細胞と

6X106SDラット由来心筋細胞を細胞外マトリッ

クス(MatrigelTM)とともに移植してチャンバー

の蓋を閉じ皮下に埋没した(n=6).

【結果】術後6週の時点でbio-luminescence

imagingで観察したところ,6匹中4匹のチヤン

バーがluciferase発現していたことから挿入した

間葉系幹細胞がチャンバー内で生存しているこ

とがわかった．全身麻酔下に蝋径部皮下にある

チャンバー内を観察すると，血管付きの新生組

織が1分間に平均46.8回拍動しており心筋組織が

作られていることが確認された．さらにこの組

織をDesminなど抗心筋タンパク抗体で免疫染

色したところ,GFP陽性間葉系幹細胞が新生心

筋細胞の周囲に寄り添うように存在しているの

がわかった．

【結論】今回，ラット組織再生チャンバーを用

いて拍動する新生心筋組織の作成に成功したが，

同時挿入した間葉系幹細胞は心筋細胞には直接

分化せず，心筋細胞の周りに存在して新生組織

の形成に関わっていることが示唆された．
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2-9-EP-25

3D-CTを用いたマレツトフインガー損傷

部位の評価

EvaluationfbrMalletRngerusmg3D-CT

'つくばセントラル病院整形外科，2キッコーマ

ン総合病院整形外科，3いちはら病院整形外科

○野澤大輔1,田中利和12,村井伸司1'3,

小川 健2

【背景】骨性マレツトフインガーに対して，

Extensionblockpmを用いた石黒法は有用な治

療法である．しかし，整復・固定不良例や術後

の骨片転位例，骨癒合後に完全伸展できない例

など成績不良となることがある．それ故，石黒

法に工夫を加えた方法も報告されている．

【仮説】成績不良の原因として，骨片の大きさ，

局在，また腱付着位置の偏位，骨・腱での二重

損傷等があるのではないかと考えた．

【目的】骨性マレットフィンガーの末節骨近位骨

片の位置大きさ，腱付着部の位置をCTを使っ

て再評価すること．

【症例と方法】男性l例，女性5例．平均年齢は

30.3歳で，受傷機転は，軸圧損傷4例，圧挫損傷2

例であった受傷後診察,CT撮影まではそれぞ

れ3.2日，4日経過していた．母指1本，示指1本，

環指2本，小指2本であった．評価方法：単純X

線,CT(MPR,3D-CTで骨の描出,Volume

rendermg法での腱の描出).

【結果】単純X線で,正面像では骨片の位置ははっ

きりしない．側面像では，小西池の分類でType

lb:1例,Type2:2例,Type3:2例，分類不

能1例であった.CTでの骨片の位置は,4例が正

中，2例は片側であった.Volumerendermg法

では，屈筋腱は，よくわかるが，伸筋腱は遠位

の腱の描出が悪く，腱の付着部の評価ができな

かった．撮影の条件を変えたところ，2例で伸筋

腱付着部まで描出できた骨と腱の二重損傷例

はなかったが，腱の付着部が末節骨骨片の中央

がl例片側に位置しているものが1例あった．

【まとめ】3D-CTは骨片の正確な位置また腱の

付着部の状態を観察するのに優れた方法であっ

た．骨片は決して中央で折れているわけでなく，

片側で折れていることもあり，また付着する伸

筋腱も必ずしも骨片全てとつながっているわけ

ではなかった．

2-9-EP-26

骨性malletfingerに対する石黒法の検討
SmdyofMalletFmcturmeswithlshigumIsProcedme

'藤沢市民病院整形外科，2横浜市立大学整形外科

○石井耕士'，三橋成行'，本田淳1，

荒武正人'，齋藤知行2

骨性malletfingerに対する石黒法の治療成績を

検討した．

【対象】2005年12月から2010年7月まで当院に

て手術治療した21例21指．男性14例，女性7

例．平均年齢は26.5歳．受傷指は示指4指中

指9指，環指3指，小指5指．受傷から手術まで

の待機日数は平均10.5日．平均経過観察期間は

10.1週であった．手術:extensionblockに①l.2

mmのKirschnerwireを使用し，中節骨髄内に

全例入れたまた,DIP関節固定に巾1.0mmの

Kirschnerwireを使用した．抜釘は平均4.4週で

行った．検討項目:蟹江の評価で優,良を良好群，

可，不可を不良群とし受傷から手術までの待機

日数,DIP関節固定角度,年齢を検討したまた，

手術時のDIP関節固定角度の違いにより術後関

節可動域に違いが出るかも検討した．

【結果】蟹江の評価で良好群13指（優7指,良6指)，

不良群8指（可6指，不可2例）であり，不可の1例

にワイヤー抜去後に再転位し再手術となった例を

認めた手術までの待機日数は良好群10.9日，不

良群は10.8日,DIP関節固定角度は21｡,20.5｡,

年齢は23.7歳，29.4歳といずれも有意差を認めな

かったDIP関節固定角度を0～10｡(4指),11

～20。（6指),21.以上(11指）に分け最終関節

可動域を調査したところ，それぞれ平均40.,342.,

47.3｡となり有意差は認めなかった．

【考察】今回の検討では手術までの待機日数，

DIP関節固定角度，年齢で有意差を認めず，蟹

江の評価で不可は2指と従来の石黒法により比較

的安定した短期成績をおさめた．しかし，検討

項目に入っていないが関節面の不整が21指中11

指に認められ，今後関節症変化を生じる可能性

がある．よって長期的な成績を考慮すると手術

時に関節面，良好な整復位に注意を払う必要が

あると考えた．
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2-9-EP-27

陳旧性骨性槌指の治療経験
TreatmentfbrChromcMalletRacmre

'独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科，

2埼玉社会保険病院整形外科，3松村外科・整形

外科，4独立行政法人国立成育医療センター第二

専門診療部

○森澤妥'，吉田篤1,小原由紀彦2,

松村崇史3，高山真一郎4

【緒言】骨性槌指新鮮例の石黒法による治療成

績は良好であるが，陳旧例の治療法は議論のあ

るところである．我々は受傷後6-7週位までの

陳旧例には，骨折部を新鮮化して石黒法を試み，

骨折部が整復できない場合は鋼線を用いた観血

的整復固定を施行している．今回，後者の鋼線

を用いた手術の治療成績を検討する．

【対象と方法】9例9指，男性8例8指，女性l例l指，

年齢は平均33歳,指の内訳は示指4,中指3,環指1，

小指1であった.術後経過観察期間は平均23ヶ月，

受傷から手術までの期間は平均9週であった検

討項目は，最終診察時のX線での骨癒合,DIP

関節のOA変化の有無,DIP関節の痛みの有無

DIP関節可動域，蟹江の評価とした．

【結果】骨癒合，痛みの消失は全例でえられた

1例でDIP関節のOA変化がみられた蟹江の

評価は優6例，良l例，可1例，不可1例であった．

【結論】本法は直視下に骨折面や関節内の十分な

掻爬・新鮮化および確実で強固な整復固定が可

能であった．骨癒合,痛みの消失は全例に得られ，

蟹江の評価もおおむね良好な結果がえられた．

2-9-EP-28

llizarovminiixatorを用いた母指末節骨

粉砕骨折の治療

TIeatmentofCommmedFractmeofDistalPhalanxusmg

ofnizarovMmiFixator

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

○松浦愼太郎，曽我まゆ子，中原麻理，

宮脇剛司，内田満

手指末節骨骨折は日常診療でしばしば経験する

頻度の高い骨折である．今回，臼井分類の骨幹

部粉砕骨折に基底部僥・尺・背・腹側骨折が混

合する粉砕型骨折例で，従来の骨固定方法では

固定が困難と思われる症例に対し,Ilizarovmim

6x2torを用いた治療を経験したので報告する．

【対象】5症例を対象とした．内訳は，男4女l例，

右3左2指年齢は平均37.2歳（20～67歳)，全

例母指末節骨例(粉砕骨折4,再切着術後再建l例）

であった．

【方法】小切開から透視下に骨折部を整復した．

症例に応じてIlizarovlnimfixatorのピンやユ

ニットの組み方に工夫を加えた関節内骨折例

は,pigtailpmを作製し関節面の骨折を引き寄せ

るようにした．粉砕の強い2例に腸骨移植を追加

し,1例でIP関節を移植骨で固定した．

【結果】全例骨癒合を得た．関節固定術を行った

1例を除いたIP関節可動域の最終評価は，平均

伸展－7度屈曲46.5度であった．1例でつまみ動作

時の関節痛を訴えたが，その他の4例では運動時

痛はなかった．

【考察】我々は関節内骨折，粉砕骨折や開放性骨

折，拘縮に対しIlizarovlnmifixatorを用いた治

療を行い報告してきた．今回，末節骨骨折で粉

砕が強い症例にIlizarovmmifixatorを用い，骨

癒合を得るとともに比較的良好な関節可動域を

得た．創外固定器を用いた末節骨治療は，最小

侵襲治療でもあり症例により選択される術式の1

つであると考える．
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2-9-EP-29

ヒンジ付き創外固定による陳|日性PIP関
節脱臼／脱臼骨折の治療
TI℃atmentofChromcFracture-dislocationofthePPJoint

withCompassPPJointHinge

'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,山縣朋宏1,
佐々木孝2

【目的】PIP関節陳旧性脱臼／脱臼骨折は治療に

難渋する外傷の一つである．今回ヒンジ付き

創外固定を用いて治療を行った症例の治療成績

について検討したので報告する．

【対象と方法】PIPコンパスヒンジを用いて治療

を行った,PIP関節陳旧性脱臼／脱臼骨折の4症

例を対象とした症例は，すべて男性で，受傷

時年齢は15歳から61歳，受傷から手術までの期

間は21日から91日（平均66日）であった．脱臼

は全て背側転位で，掌側板付着部の小骨片のみ

伴うものが3例，関節面の1/2の転位を伴うもの

が1例であった手術は両側側正中切開で侵入し

た後，伸筋腱掌側の嬢痕を切除し，側副靭帯は

延長または切除し，関節面の転位のあるものは

骨切りして整復し，鋼線で内固定した後にPIP

ヒンジを装着した装着後は早期から自動運動

とウォームギヤによる他動運動を開始し，平均

33日でPIPヒンジを除去した．初診時と最終診

察時（術後観察期間平均124日）におけるPIP関

節の可動域,最終診察時における臨床症状X線
所見について調査した．

【結果】PIP関節の可動域は術前平均9度(0度～

20度）が最終診察時40度（16度～54度）に改善

した．すべての症例で瘻痛はなかったが，関節

症性変化はいずれの症例にも発生し，特に関節

内骨折転位の大きかったものは著明であった．

【考察】PIPコンパスヒンジは,PIP関節回転中

心の保持，短縮の予防，ギヤによる他動可動域

訓練などの点で，術後訓練に有利と考えられる．

経過観察期間の短かったl例を除き，ある程度

の可動域改善を得ることができたが，関節症性

変化は関節内骨折の著明な症例のみならず，関

節内骨折の小さな症例でも生じていることから，

長期間脱臼位に置かれた状態が関節症性変化の

要因となり,PIPヒンジによる早期可動域訓練

でも防ぎ得なかったと考えられた．

2-9-EP-30

当科におけるPIP関節脱臼骨折に対する

治療成績の比較

ClinicalResultofOperativeTreatmentfOrFracture-

dislocationoftheProximalhtelphalangealJoint

近畿大学医学部整形外科

○冨山貴司，大谷和裕，岸本英樹，

福田寛二，浜西千秋

【目的】PIP関節内骨折は受傷起点により骨や軟

部組織の損傷の程度はさまざまで，それらに対

する治療法も多岐にわたる．また，外科的治療

を行ってもその後に可動域制限をきたしやすく，

治療法の選択に悩むことが多い．当科では，骨

軟部の損傷を大別し，治療法を決めて加療を行っ

ている．今回その治療成績について考察した．

【方法】1998年から当科で経験したPIP関節内

骨折全28例について検討する．平均年齢は36歳，

男性17例女性11例，右手指11例左手指17例．受

傷起点として，就労中の受傷1例外傷2例ス

ポーツによる受傷25例で示指3指，中指2指環

指7指，小指16指あった．手術方法としては，

Pulloutwirel4Pmning9創外固定6Mitek

anchorlで手術法を併用しているものもあった．

【結果】PIP関節掌側板付着部剥離骨折のみで

はPulloutwire法を用い，関節面の陥没を伴っ

ている場合には可動式創外固定法を行っている．

これら術式の違いによる術後可動域を比較する

と,Pulloutwire法ではPIP関節の術後可動域

は平均伸展-15.7度屈曲75度であるのに対し，

可動式創外固定法では可動域は伸展－5度屈曲

86.25度であった．

【考察】PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対して

は,pulloutwire固定にて，骨癒合を得られた

後可動域改善も見られた．関節面の粉砕を伴う

症例では，掌側板付着部剥離骨折よりも術後成

績が悪化すると考えていたが，可動式創外固定

法を用いることで早期可動域訓練が可能になり，

pulloutwire法のみより良い術後可動域を得る

ことができた．このことより，基部の骨折を認

めた場合は積極的に創外固定を用いることが術

後可動域を良好にできる有効な方法と考える．
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2-9-EP-31

Buddysplintによる手指PIP関節掌側板
付着部裂離骨折に対する早期自動運動療

法の治療成績

ResultsofEarlyActiveExerciseTreatmentwithBuddy

SphtfbrVolarPlateAvulsionFractul℃oftheProx加al

InterphalangealJomt

札幌徳洲会病院整形外科

○畑中渉，倉田 佳 明 ， 磯 貝 哲 ，

高 橋信行

【目的】伸展位で脱臼しない指PIP関節の掌側板

付着部裂離骨折に対する治療は，骨片の骨癒合

を得ることよりも関節拘縮を起こさないことが

大事で，早期運動療法が薦められている.PIP

関節機能障害残存予防のために，隣接指との

Buddysphtによる早期自動運動療法を行って

きたので，その有益性を検討した．

【対象】2004年5月より6年間に演者が直接治療に

当った53例を対象とした男性24例，女性29例

で，平均年齢は22.4歳．利き手受傷が19例，非利

き手受傷が34例受傷指は示指12例，中指10例，

環指12例，小指19例．受傷原因はスポーツ外傷

が38例，一般外傷が15例．側副靭帯損傷合併が

12例あった．治療方法は，隣接指とのBuddy

tapmg群（以下T群）が33例,Buddystrap作

製群（以下S群）が20例．各群で，性別・年齢・

利き手･受傷原因・骨折形･治療成績を調査した．

【結果】平均経過観察期間は433日.Nanceによ

る骨折型の分類では,Dot(点）が3例,Sliver

(縦長の骨片）が19例,Fragment(破片）が21

例最終調査時，47例で骨癒合が得らたが，6例

は反転したままの状態であった．9例に癌痛残存

を認めたが，骨片が反転したままなのはl例のみ

であった治療法別に治療成績を比較すると，

PIP関節の健側に対する伸展差および屈曲差，

%TAM,%Pinch,%GripはいずれもT群の成

績が良かったが,T群の1例に接触性皮膚炎を生

じ治癒まで時間を要した例があった．統計学的

には各群別で，年齢・PIP関節伸展健側差･%

Gripで有意差が認められた．

【考察】掌側骨片の骨癒合を得ることより，拘

縮を起こさず，機能障害を残さないことが大事

であり，そのためにはシーネ固定に比べて隣接

指とのBuddysphtによる早期自動運動療法

が有効であることは以前より示されていたが，

Buddystrap作製でなくてもBuddytapingのみ

でも有効であった．

2-9-EP-32

手指基節骨骨折に対する保存療法

一テープ固定によるBurkhalter変法
ClosedTreatmentfOrtheProximalPhalanxFracmres

Burkhalter-typeTaping

手稲渓仁会病院整形外科

○遠藤健，佐々木勲，察栄浩

【背景】手指基節骨骨折は日常よく遭遇する外傷

である．近年手術での固定法が好まれる傾向に

あるが，整復可能な関節外骨折では保存療法が

有用な症例が多い．保存療法として,Burkhalter

法などのギプス固定法が知られている．これは，

骨折の整復後にMP関節屈曲位でギプス固定し，

早期からPIP,DIP関節の自動運動を開始する

方法であり，伸筋腱の緊張によって骨折部に対

する固定力が増強し，治療後の拘縮，回旋変形，

伸筋腱癒着等の合併症を予防する利点もある．

しかし,Burkhalter法は手技に習熟を要し，ま

た健指に不必要な固定を行う．今回,我々はテー

プ固定を用いて簡便にMP関節屈曲位での固定

を行い,IP関節の早期可動域運動を行う治療法

を試みたので報告する．

【方法】症例は9例11指（示指l指，環指3指，小

指7指)．年齢は9～82歳（平均41歳)，テープ固

定期間は5～50日（平均20日）であった．斜骨

折等で整復位保持が困難な例，回旋変形を伴う

例，周囲軟部組織の高度損傷を伴う例は除外し

た．

【結果】固定除去後O～70日（平均33日）で可動

域評価を行い,PIP関節は11指中7指,MP関節

は全指で関節可動域がfUllであった.4指でPIP

伸展制限（-2｡～-20.,平均12｡）を残し，うち1

指は回旋変形を合併した．高齢者に伸展制限が

残る傾向にあった.PIP関節上でのテープ固定

により皮層潰瘍を生じた例が1例あったが，以後

テープ固定部位を変更することで予防出来た

同方法での保存療法は非常に簡便で，かつ成績

も良好であり，有用な治療法であると考える．
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2-9-EP-33

Trans-webApproachによる基節骨基部
剥離骨折の治療

Tans-webAppmachfbrFixationofAvulsionFracmresof

theProximalPhalangealBase

'鹿島労災病院整形外科，2千葉大学医学部整形

外科

○板寺英一'，小林倫子1,國吉一樹2

【目的】手指基節骨剥離骨折は比較的まれな外傷

である．転位例ではMP関節の不安定性を残す

ため，観血的治療が推奨されるが，手術手技は

必ずしも，容易ではない．本骨折治療に対して

我々 が考案したTrans-webApproachについて，

手術手技の詳細と治療成績を報告する．

【方法】皮切は，水かき縁より掌側約2cm近位か

ら開始し，背側約lcm近位に終わる.総・固有

指動脈を剥離，保護する．手内筋を背側へ，指

動脈を掌側へよけると骨折部の十分な術野が確

保できる．骨折部の整復・固定後，水かき部に

はマットレス縫合を用い，創を閉鎖する．手術

は2008年10月以降，基節骨基部剥離骨折3例（男

性2例，女児1例）3骨折（示指尺側2骨折，中指

僥側1骨折）に対して本法による観血的整復内固

定術を行った．女児の1例に対してはKirschner

鋼線固定を，他の2例に対してはスクリュー固定

を行った．全例で骨癒合が得られ，可動域制限・

嬢痕拘縮などの合併症はみられなかった．

【結論】本アプローチはさらなる改善・応用の余

地はあるが，基節骨基部剥離骨折の治療に有用

である．

一S341-

2-9-EP-34

石黒法を応用した母指基節骨基部剥離骨

折の治療経験

SurgicalTreatmentfbrtheAvulsionFracmreofThumb

PhalanxusingBlockPm

関西労災病院整形外科

○中川玲子，田野確郎，堀木充

【目的】母指基節骨基部剥離骨折に対し石黒法を

応用して治療した症例について報告する．

【対象および方法】対象は母指基節骨基部剥離骨

折5例で，全例男性，受傷時平均年齢24歳(12～

38歳)，受傷機転はスポーツ4例，交通事故1例で，

手術までの期間は平均8日であった．手術方法は，

伝達麻酔下で，骨片側と反対側へ基節骨を側屈

させ，骨折部側からブロックピンを挿入し，骨

片を整復整復位が得られたところで，関節固

定用のキルシュナー鋼線を挿入した．整復時に

骨片に径0.7mmのキルシュナー鋼線を刺入して

おき，この鋼線を把持して整復の一助とし，整

復後はそのまま対側の骨皮質を抜いて留置した．

経皮的な方法を第一選択として行い，整復位を

十分に得られなかった2例については観血的に骨

折部での介在物を除去してから同様の方法で骨

片を整復固定した

【結果】全例で骨癒合を得て,感染などの合併症．

術後の骨片の転位は認めなかった．平均6週で抜

釘した平均4カ月の経過観察での最終調査時，

平均可動域はIP関節屈曲57度・伸展0度,MP

関節屈曲49度・伸展-2度であった．全例におい

て母指MP関節の不安定性は見られなかった．

スポーツをしている症例4例では全例復帰可能で

あった．

【考察】石黒法は骨性マレット指に対する治療

法であるが，今回基節骨基部剥離骨折に対し，

この方法を応用して治療を行った．骨片が小さ

くても安定した整復位が維持できて，術後成績

も良好であった．また，骨片の大きさや位置に

ついて，レントゲンでは把握が困難なことがあ

り，術前にCTを施行することで，骨片の大き

さや位置が把握でき，より効果的な位置にブロッ

クピンを挿入することが可能ではないかと考え

られた．

！
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2-9-EP-35

注射針外套を利用した簡易型創外固定に

よる基節骨骨折の治療

TreatmentoftheProximalPhalangealFracmreusinga

Nee(neCapasanExternalRxator

東芝林間病院整形外科

○井 上 秀 也

【はじめに】基節骨骨折に対して,Jhass法に準

じてPIP関節とDIP関節を90度-90度に屈曲す

れば回旋変形を防止し，整復位を維持できるこ

とが多い．しかし，そのまま固定を継続すれば，

PIP関節とDIP関節の屈曲拘縮が問題となる．

そこで，整復位の保持と屈曲拘縮の発生を予防

するために，注射針の外套による簡易型の創外

固定法を利用している．今回その治療成績を報

告する．

【対象と方法】対象は6症例6指(11歳女性,14歳

男性，14歳男性,15歳男性,11歳女性,31歳女

性)である．罹患指は小指5例,環指1例であった．

骨折型は基節骨頚部骨折2例（背側へ転位)，基

節骨PIP関節内骨折2例(1例は掌側へ転位),基

節骨骨幹部骨折2例であった．いずれも徒手整復

後，90度-90度固定により良好な整復位が得られ

た．基節骨に0.9mmの鋼線を刺入し，注射針外

套を用いて創外固定をおこなった．その後，中

節骨に0.9mmの鋼線を刺入し，同じ注射針外套

により可及的に伸展位にしてPIP関節を仮固定

した．術後10日～3週後に中節骨に刺入した鋼線

を抜去して,PIP関節の自動運動を開始し，術

後5～6週で残りの鋼線を抜去した．術後の観察

期間は5カ月～8ヵ月であった．

【結果】1)6例とも，再転位することなく骨癒合

が得られた．2)6例とも,PIP関節とDIP関節の

屈曲に制限はなかった．3)3例で,PIP関節の伸

展に制限が残ったが，日常生活をおくる上で支

障はなかった．（14歳男性-10度,15歳男性-

10度，31歳女性-20度）

【結語】注射針外套を利用した簡易型の創外固定

は，基節骨骨折の治療に有用な一手段である．

2-9-EP-36

手指骨骨折に対するIowprofileplateand
screwsystemを使用した治療成績
TreatmentofMetacarpalandPhalangealFracmleswith

thel_owPmfilePlateandScrewSystem

田中整形外科病院整形外科

○佐藤智弘

【目的】近年，手指骨折に対して強固な固定とそ

れによる早期運動療法を目的としてLowProme

PlateandScrewSystemを使用する報告が増えて

いる．今回このsystemを使用した治療成績とそ

の問題点について検討する．

【対象】2005年10月から2010年8月までに手術を施

行した手指の骨折42例45指を対象とした．男性36

例，女性6例，手術時年齢は13歳から62歳で平均31

歳であった.受傷原因は,スポーツ15例,労災10例，

交通事故6例，転倒5例，その他6例だった．受傷指

は母指2指,示指10指，中指9指,環指11指,小指13

指，骨折部位は中手骨25指，基節骨16指，中節骨3

指，末節骨l指であった．術後の外固定は0日から

42日で平均15日であった．術後経過観察期間は，

49日から614日で平均6.5か月であった．治療成績

はBosscha,Fordらの評価に準じTAMにて評

価し，手術時年齢,骨折部位,骨折型，リハビリ等

について検討した

【結果】治療成績はexceUent34例,good8例と概

ね良好であり，全例に骨癒合が得られた．しかし

骨癒合遷延し超音波骨折治療器を使用した症例が

3例あった．また，リハビリ途中でプレートの折損，

骨折部の転位を生じたものが各々1例あった．抜

釘術は22例におこない，うち6例に腱剥離術を施

行した．治療成績においてgoodの割合は，受傷

部位では小指，指節骨，関節内が高く，骨折型は

粉砕と螺旋で高かった．また年齢では40歳以上で

goodの割合が高かった．外固定期間とリハビリ

頻度は，成績と相関は認められなかった．

【考察】LowPromePlateandScrewSystemを使

用した手指の骨折治療の成績不良因子としては，

小指，指節骨，関節内骨折，粉砕骨折，螺旋骨折，

40歳以上があげられる．その原因としては，受傷

時の軟部組織の損傷と手術の侵襲による腱や関節

周囲の癒着と拘縮,小指固有の問題が挙げられる．
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2-9-EP-37

指節骨骨折の偽関節・遷延治癒に対する

Iowprofileplatesystemを用いた治療経験
OperativeTreatmentfbrDelayedUnionorNonUmonof

PhalangealFracturesusmgLowProfilePlateSystem

'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,若林良明2,二村昭元2

【はじめに】指節骨骨折のの偽関節・遷延治癒

に対する治療は，指節骨そのものが小さい為

K-wireでは強固に固定することは困難である．

また指節骨は周囲を腱に囲まれているため関節

可動域が悪化しやすい．我々は指節骨の偽関節・

遷延治癒に対してlowprofileplateandscrew

systemを用いて治療を行った6例を経験したの

で，考察を加えて報告する．

【対象と方法】対象は2008年4月から2010年8月ま

でにlowprofileplateandscrewsystemを用い

て手術治療を行った6例である．男性5例女性

1例で平均年齢は43.3歳（23～68歳）であった．

受傷指は中指4例環指2例で，そのうち開放骨

折は3例であった．受傷部位は末節骨1例，中節

骨3例，基節骨2例であり，初回治療は手術治療2

例，保存治療2例，放置2例であった．受傷から

今回の手術までの期間は平均12.2週（6～24週）

であった．手術は骨折部を新鮮化し,plate固定
またはScrew固定を行った.2例に骨移植を併用

した.術後経過観察期間は平均6.8ヶ月(3-12ヶ月）

であった

【結果】6例とも骨癒合を得ることができた．平

均骨癒合期間は8.7週（6-12週）であった．

【考察】自験例において，指節骨骨折後の遷延治

癒・偽関節は開放骨折によるものと小骨折の保

存療法例・放置例に大別された．瀧川らは，指

節骨骨折の遷延治癒・偽関節例は保存療法を含

めて173％と比較的高率に至ることを報告して

いる．指節骨が遷延治癒・偽関節となった場合，

瘻痛や可動域制限の原因となることがあり手術

が行われることも多い．近年,lowprofileplate
andscrewsystemが普及してきており，これら

を遷延治癒・偽関節例にも使用することで良好

な骨癒合を得ることができた．

2-9-EP-38

手外科領域手術における伝達麻酔の有用

性と問題点について

TheEffectivenessofRegionalAnesthesiafOrHand

Smgery

'越宗整形外科病院，2大阪市立大学医学部附属

病院

○越宗勝'，高松聖仁2

【目的】手外科領域における伝達麻酔は，手外科

医が行える簡便で合併症の少ない麻酔方法であ

る．我々は，手外科領域の手術に施行した伝達

麻酔の有用性と問題点について以下の項目につ

いて調査し，統計学的解析を加えて報告する．

【方法】平成18年1月から平成22年9月にかけて2

病院で施行した伝達麻酔（クーレンカンプ）に

よる手外科領域の手術235症例を対象とした．年

齢，性別，病名，手術部位，手術名，麻酔開始

から手術までの時間，手術時間，麻酔の追加（局

所麻酔，静脈麻酔，上腕伝達麻酔）の有無飲

酒の習慣（無し，機会飲酒，常飲)，合併症を調

査し，その相関関係を回帰分析した．

【結果】年齢は19-86歳，平均62歳であった．性別

は男性94症例，女性141症例で，麻酔開始から手

術までの時間の平均は20分，手術時間の平均は

58分であった麻酔の追加は55症例（23％）に

行われ，局所麻酔30症例，静脈麻酔18症例，上

腕伝達麻酔7症例であった飲酒歴は,132症例

(52％）であり，気胸，津れの残存などの合併症

は認めなかった．回帰分析では，麻酔開始から

手術までの時間と麻酔の追加(r=0.9),飲酒歴

とくに常飲と麻酔の追加(r=0.8)に強い相関を

認めた．

【考察】伝達麻酔（クーレンカンプ）による手外

科領域手術は，特に合併症も認めなかったこと

から，有用な麻酔法と考えられた．しかし，追

加麻酔を55症例におこなったことから，クーレ

ンカンプ単独麻酔には限界があると思われた．

特に尺側の手術での追加が多く，クーレンカン

プ法の欠点と考えられた．麻酔から手術開始ま

での平均20分で麻酔の効果を判定するひとつの

基準となりうる．その間に手術準備が行え，麻

酔が不十分であればその地点で麻酔の追加が行

える．また，麻酔の追加と飲酒には相関関係が

認められ，常飲者に特に麻酔の追加を必要とす

る傾向があった．
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2-9-EP-39

重度上肢外傷後生じたcoldintolerance

に対する経口PGE1製剤（リマプロスト

アルファデクス）の治療効果

ClinicalEffectsofOralPGEI(LimaprostAlfadex)fOr

ColdhtoleranceafterS|evereUpperExtrentyTrauma

'札幌医科大学救急集中治療医学講座，z札幌医

科大学整形外科講座

○入船秀仁12,和田卓郎2

【はじめに】切断をはじめとする重度上肢外傷で

は，血流の低下と関係するcoldintoleranceを生

じることが多い．今回，我々は重度上肢外傷後

のcoldmtoleranceに対して経口PGE1製剤を投

与し，その治療効果を検討したので報告する．

【対象と方法】2006年4月から2009年3月までの間

で，当センターに搬入され，治療を行った症例

のうち，軟部組織損傷を伴う上肢外傷例を対象

とし，術後にcoldintoleranceを生じた症例に対

し，経口PGEl製剤（リマプロストアルファデク

ス）を投与し，その効果に関して検討を行った．

評価は，客観的評価はサーモグラフイーにて，

主観的評価としてVASを用いて治療効果につい

て評価をおこなった．

【結果】対象症例は6例で，全例切断をはじめと

する重症外傷症例である．受傷時平均年齢は53.5

歳で，全例男性で，受傷機転はいずれも労災事

故であった．経口PGE1製剤投与前のVASは平

均65mm(50～80mm),皮肩温は健側差平均

-1.78℃（-0.55～-5.3℃）であった．経口投与開

始後平均50日で評価を行い，投与後のVASは全

例で改善を認め，平均24mm(0～48mm),皮

庸温は6例中5例で改善を認め，健側差平均l.05℃

(-0.2～-3.3℃）といずれも改善していた．

【考察】上肢外傷後の後遺障害としてcold

mtoleranceは比較的多く見られるものであるが，

その治療法に関しては確立されたものがないの

が現状である．今回我々は経口PGEl製剤の投与

を行い，症例数は少ないが，良好な結果を得た．

過去の報告でも類似した報告があり，本剤は外

傷後のcoldintoleranceの治療の上で有用である

と考えられる．

2-9-EP-40

尿中ペントシジン高値症例における榛骨

遠位端骨折症例の調査検討

ClinicalSmdyofDistalRadiusFmcmremPatientswith

HghUrinaryPentosidmeLevel

'市立秋田総合病院整形外科，2秋田大学大学院

整形外科学講座

○野坂光司'，木村善明1，宮腰尚久2，

柏倉剛'2，島田洋一2

【背景】僥骨遠位端骨折は脆弱性骨折の代表的疾

患であり，僥骨遠位端骨折と骨粗霧症に関する報

告は多い．骨密度以外の骨強度因子群の総称であ

る，骨質という概念が米国国立衛生研究所(NIH)

で提唱されてから，10年経過するが，梶骨遠位端

骨折と骨質についてはいまだ不明な点が多い．近

年，骨質劣化型骨粗霧症を見つけ出すサロケート

マーカーとして，「尿中ペントシジン高値」が有

用である(JBMM2008)とされている．

【目的】僥骨遠位端骨折症例における尿中ペント

シジン高値症例の骨密度，骨代謝マーカー等を検

討することである．

【対象と方法】2009年に当院で尿中ペントシジン

を測定した137例．尿中ペントシジン基準値上限

以上の症例を「尿中ペントシジン高値」と定義し

た．

【結果】尿中ペントシジン高値症例における脆

弱性骨折発生数は43例．そのうち僥骨遠位端骨

折症例は6例14.0％（6/43例)，全例女性．平均年

齢75.3歳（67～86歳)，骨密度YAM平均52.3%

(34～80%,YAM70%未満4例,YAM70%以

上2例)，尿中ペントシジン平均0.0983（0.0728～

0.1480"g/mg･Cre,基準値0.0194～0.0701),
血中ホモシステイン平均11.8(8.2～17.1nmol/

ml,基準値3.7～13.5),骨型ALP平均30.7(14.2

~66.3U/L,基準値9.6～35.4),尿中デオキシピ

リジリノリンDPD平均14.5(8.9～29.0nmol/

mmol･Cre,基準値2.8～7.6),骨型酒石酸抵抗

性酸性フオスフアターゼTRACP-5B平均552(444

~672mu/dl,基準値120～420),低カルボキシ

ル化オステオカルシンUCOC平均5.29(1.84~

10.70n9/ml,基準値4.50未満).

【考察】低骨密度を伴わない骨質劣化型が6例中2

例，低骨密度十骨質劣化型が6例中4例であった．

骨吸収マーカー平均は充進していた今後さらに

症例数を蓄積し，僥骨遠位端骨折における骨質

マーカーの意義を検討していきたい．
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2-9-EP41

上肢のアルカリ損傷

AlkalilnjurytotheUpperExtrenty

'市立室蘭総合病院形成外科，2札幌医科大学形

成外科

○石崎力久'，山田哲生'，香山武蔵2

アルカリ損傷は進行性に深部に至る重篤な組織

障害を生じやすく，初期治療，創の評価，外科

的治療のタイミングなどの判断が難しい．上肢

においては治療の遅れが著しい機能障害を引き

起こす可能性があり，特に注意が必要である．

われわれは3例の上肢のアルカリ損傷を経験し

たので報告する．

症例124歳男性．工場内のカビとり清掃中，

漂白剤が右前腕にかかり受傷．受傷後8日目で

デブリードマンを行い，良好な肉芽形成を認め，

16日目に縫合術を施行した

症例237歳女性．仕事中誤って漂白剤をこ

ぼし受傷．同日当科受診した．入院の上,pH

を確認しながらシャワーでの洗浄を行った進

度の進行はわずかで右前腕の一部がDDBであ

り，13日目に植皮術を施行した

症例353歳男性仕事中に素手でセメント

を3時間にわたり触れて受傷．翌日当科受診し

た．即入院し,pHを確認しながら右手背を中

心にデブリードマンを行った受傷より16日

目植皮術を施行したアルカリ損傷は受傷直後

より大量の水道水で洗浄することが勧められる．

われわれが経験した3例はいずれも仕事中の受

傷であるが,prehospitalでの洗浄が不十分で

あったため手術が必要になったと考えらる．強

アルカリの洗浄剤を扱う業者には啓発が必要で

あると考えられた．また，可及的早期に十分な

デブリードマンを行ったため，機能障害には陥

らず，比較的良好な結果を得たと考えられる．
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2-10-EP-l

特発性手根管症候群(CTS)にトリアム

シノロンの術中投与は有効か？

DASHandHand20EvaluationofQOLfbrOpenCarpal

TilnnelReleasewithTTiamcinolone

'鈴鹿回生病院，2三重大学医学部整形外科，

3名古屋大学手の外科

○森田哲正'，藤井渉』藤澤幸三'，

辻井雅也2，平田仁3

【目的】CTSでは術後6ヶ月までに狭窄性腱鞘炎

を合併することが多い．一方トリアムシノロンは

CTSばね指に有効と報告されている．よってこ

れを術中に投与すればCTSの症状をより速やか

に改善し，かつ腱鞘炎発症を抑えるのではないか

と考え以下の研究を行った．

【対象および方法】2008年1月以降当院でCTSに

対し手根管開放術(OCTR)が行われた22例を

対象とした．男性3例女性19例で平均年齢59歳で

あった（片側18,両側4).方法はOCTR施行直

後に各指のA1腱鞘内(各5mg)と手根管内(10mg)

へトリアムシノロンの注射を行った．術前と術後

3ケ月にDASH,Hand20,VAS,握力を評価し，

その後は定期的に術後1年まで診察を行った．コ

ントロール群には同時期にOCTRを施行し注射

を行わなかった21例を用いた．

【結果】注射群ではDASHは術前平均22.8から術

後平均23.8'､,Hand20も22.5から26.2へとQOL

の悪化がみられたがコントロール群ではDASH

21.1から13.3'､,Hand20は29.5から12.3へと改善

しており，この2群間には統計学的有意差を認め

た．またVASの改善率は注射群50.0%,コント

ロール群73.7％であり，コントロール群が勝って

いたが統計学的有意差はなかったまた握力も注

射群は術前平均16.0kgから術後平均14.9kg'､

と低下しており，コントロール群では15.9kgか

ら16.8kgへと改善していたが統計学的有意差は

なかった狭窄性腱鞘炎は術後9例（40％)，13

部位に認めた．その発症時期は6ヶ月までが2例，

12ヶ月までが7例であった．

【考察】最新のGreen'sOperativeHandSurgery

でMackinnnonはト｡ノアムシノロンの神経への影

響を指摘し，安易な使用に注意を喚起している．

今回の研究では神経変性を思わせる所見こそ見

られなかったが，明らかに回復が遅延しており，

保存療法の在り方を今一度見直すべきものと思

われた．

2-10-EP-2

手根管症候群術後能力回復は年齢による

違いがあるか

IsthereDifferenceintheCarpalTunnelSyndrome

PostoperativeAb亜tyRecoverybetweentheAge？

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

○加藤宗一，建部将広，篠原孝明，

山本美知郎，平田仁

【目的】絞拒性神経障害に対する手術後の回復は，

経験的に高齢者ほど回復が悪い傾向があると推

測される．今回，手根管症候群を対象に高齢者

の能力回復について検討した．

【対象と方法】2008年2月から2010年4月の間に手

根管症候群に対して手根管開放術を施行した82

例のうち，術後6カ月以上経過観察可能であった

49例を対象とした．65歳未満24例（男性l例，女

性23例)，65歳以上25例（男性5例，女性20例）

に二分し評価した.他覚的評価項目として,握力，

ピンチカを計測,NCV計測を施行した自覚的

評価項目として患者立脚型上肢機能評価Hand20

を用いて評価し，瘻痛はRand20の第19項目の

VASscoreを抽出した.Hand20は術前，術後l

か月，3か月，6か月の時点で評価した．統計は

Mann-WhimeyのU検定を用い,p値0.05未満を

もって有意差ありとした．

【結果】握力，ピンチカの回復において両群間

に統計学的有意差はなかった.Hand20スコア

の回復において両群間に統計学的有意差こそな

かったが，術後6カ月において65歳未満で21(JE

17),65歳以上で37(±29)であり，若年者でよ
り回復がよい傾向であった(P<0.1).一方瘤

痛VASスコアは両群間に差はなかった．また，

Pauda分類を用いた重症度別評価におけるMild/

Moderate群で術後1年のSCVは65歳未満で44.0

(±6.5)m/s,65歳以上で36.0(±2.9)m/sであ

り統計学的有意差があった(p=0.045).

【考察】握力，ピンチカといった上肢機能は両群

とも手術後に同様の経過を示した．また，瘤痛

も両群とも良好な回復を示したが,Hand20スコ

アは65歳以上の群で回復が悪い傾向が認められ，

SCVの回復も不良であることが示された．高齢

者においても手根管解放術によって良好な機能

回復と瘻痛除去が得られるが，上肢能力を示す

Hand20スコアや知覚回復は遷延することが示さ

れた．
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2-10-EP-3

僥骨遠位端骨折後の手根管症候群一僥骨

遠位端骨折症例における正中神経の電気

生理学的経過について一

ElectrophysiologicChangesofMedianNerveinDistal

RadiusFractures

済生会西条病院整形外科

○藤井裕子 ， 亀 井 節 也，井関康武，

白形陽生

【目的】僥骨遠位端骨折(DRF)後に手根管症候

群(CTS)が起こることはよく知られているが，

DRF後の正中神経の電気生理学的所見について

の検討はあまりなされていない．今回DRF症

例に対して正中神経の電気生理学的所見および

CTSの臨床症状について前向きに調査した．

【対象・方法】2009年1月から2010年6月までに治

療した僥骨遠位端骨折108例を対象とした男性

28例，女性80例，年齢22～88歳（平均66.7歳)，

内固定手術例76例，非手術例32例であったこ

れらについてX線所見（骨折型）を調査し，全

例受傷時（術前)，受傷後1週,12週,24週に正

中神経伝導速度検査を行い短母指外転筋終末潜

時(DML)を測定した．また臨床症状の診断を

Phalentest,carpal-compressiontest,母指球

筋萎縮，正中神経領域の神経症状,Tinelsign,

Flicksignにて行った．

【結果】骨折型はAO分類でAtype58例,B

type8例,Ctype42例であった.CTSの臨床

症状を呈したのは9例（12週以内発症7例それ

以降2例）で，そのうち7例に手根管開放術を施

行した正中神経伝導速度においてDML延長

(4.2ms以上）の所見は，受傷時で4例（男性2例

女性2例)，受傷後1週で10例（男例3例女性7例)，

12週で8例（男性2例女性6例)，24週で6例（全例

女性）にみられた．

【考察】subclmicalな正中神経機能障害が存在す

ることが示唆された．女性の割合が高いのが特

徴であったが，受傷後1週までにおいてDML延

長が認められた，いわゆる急性期CTSの症例で

は男性も含まれており,highenergy損傷による

影響があると思われた．24週以降にDML延長

がみられた遅発性CTSの症例では，比較的高齢

で全例女性であったことから特発性CTSが含ま

れている可能性があると思われた．

2-10-EP-4

透析手根管症候群再々発に関与する因子

について

TheRiskmctorsofRe-I巳cunentCarpalTilmelSyndrome

inHemodialysisPatients

'福岡赤十字病院整形外科，2松本整形外科

○菊池克彦'，松本光司2，瀬尾健一'，

伊藤康正l,泊真二』

【はじめに】血液透析に伴う手根管症候群は再発

が大きな問題となる．また近年，透析技術の進

歩による長期透析症例の増加に伴い再々発例が

散見されるようになってきた．今回我々は，透

析手根管症候群再々発に関与する因子を検討し

たので報告する．

【対象と方法】対象は当科で施行した透析手根

管症候群再発手術のうち7年経過観察可能であっ

た10例15肢である．再手術は従来法を基本とし，

手指拘縮の強い症例に対しては滑膜切除を併用

し，手指拘縮の軽い症例に対しては神経剥離の

みを施行した．これらの症例に対して，初回手

術までの透析期間，初回一再発までの期間，滑

膜切除の有無シャント側，頸椎DSAの有無，

ばね指の有無との関連を調査，検討した．

【結果】再々発を認めたのは4肢で再発一再々発

までの期間は平均5.3年（2-7年）であった．初

回手術までの透析期間は再々発あり群平均15.3

年（13-17年)，なし群平均12.6年(6-16年）で

あった．再発までの期間は再々発あり群平均3.8

年(3-5年),なし群平均8年(3-18年）であった

滑膜切除ありの症例のうち再々発ありは0肢，な

しは9肢であり，滑膜切除なしの症例のうち再々

発ありは4肢，なしは2肢であった．シャント側

では再々発ありは2肢，なしは2肢，非シヤント

側では再々発ありは4肢，なしは7肢であった．

DSA合併例のうち再々発ありは3肢，なしは4肢，

合併なしでは再々発あり1肢，なしは7肢であっ

たばね指合併ありのうち再々発ありは2肢，な

しは2肢，合併なしでは再々発あり2肢，なしは

9肢であった．これらの検討項目のうち初回一再

発までの期間，滑膜切除の有無が統計学的に有

意差を認めた(p<.05).

【考察】初回手術から早期に再発をきたした症例

は再々発をきたす可能性が高いと考えられた．

また，再発手術時は滑膜切除を十分に行うこと

が重要と考えられた．
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2-10-EP-5

長期透析患者における手根管症候群の電

気生理学的検討

TheRelationshipsbetweenSubjectiveSymptoms,

ClimcalResultsandElectrophysiologicalRndingsmthe

SurgicallyTTeatedPatientswithCarpalTumelSyndrome

inLong-rmDialysis

仙台社会保険病院整形外科

○野口京子，村上栄一，黒澤大輔

【目的】長期透析患者における手根管症候群の手

術適応について電気生理学的検討を行った．

【対象と方法】対象は手根管開放術（初回手術）

を行った透析患者90例115手である．術前，術後

1年の時点で短母指外転筋・複合筋活動電位の遠

位潜時(APB-DL)と示指からの知覚神経伝導速

度(SCV)を測定し,た．術前透析期間は6～32

年（平均18.9年)，発症から手術までの期間は1

～120ケ月（平均ll.4ケ月）であった浜田の

病期分類はgradel39手,gradell44手,gradelll

32手であった．70手に鏡視下法(Chow変法）を，

45手に直視下法を行った．

【結果】Kellyの治療評価基準で優77手，良19手，

可16手，不可3手であった．術後APB-DLは113

手(98.3%),SCVは112手(97.4%)で導出可能

であった各成績群間に有意差はなかった．術

前APB-DLは108手(94.0%)で導出可能であった．

優群6.9±2.0msec,良群8.1±3.4msec,可・不可群

9.8±4.1msecであり，優群と可・不可群間に有

意差を認めた．術前SCVは90手(78.3%)で導

出された．術前APB-DLが6.0ms未満の症例は，

APB-DLが6.0ms以上に延長した症例と比べて成

績・優の比率が高かった．また術前SCV32m/s

以上の症例は,SCVが32m/s未満の症例と比べ

て成績・優の比率が高かった透析時痛，母指

対立障害の症状を有する症例で成績・優の比率

が54.0％，53.3％と有意に低かった．

【考察と結論】これまで透析例の手術適応に対し

電気生理学的検査を反映させている報告はほと

んどない．今回の研究から1）透析時痛，母指

対立障害が術後成績と関連がある．2）術前の

電気生理学的所見が成績の良否と関連し，手術

は術前APB-DLが6.0msec未満SCV32m/s

以上の時期に行うべきであると考える．

2-10-EP-6

小児前腕骨骨折に対する髄内固定症例の

検討

ClinicalResultsoflntramedurallyFixationfOrPediatric

Fol℃armFracmres

濁協医科大学整形外科学

○高井盛光，長田伝重，亀田正裕，

浅野太志，野原裕

【目的】小児両前腕骨骨折の治療方法として，近

年は積極的に手術が行われる傾向にある．今回

当科において，小児両前腕骨骨幹部骨折に対し

キルシュナー鋼線を用いて髄内固定を行った症

例の治療成績を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は11例（男7例，女4例）で，

平均年齢は7.6歳（3～14歳),平均術後経過観察

期間は123日(35日～191日）であった．手術は

徒手整復を行うも良好な整復位が得られなかっ

た症例や不安定性がみられた症例に対して行い，

このうち髄内固定は僥骨・尺骨とも行った症例

が7例，僥骨のみが2例，尺骨のみが2例であった．

治療成績の検討項目は回内・回外可動域，僥骨・

尺骨それぞれの骨癒合期間,maximumradial

bow(%),術後合併症とした．

【結果】平均回内・回外角度はそれぞれ85度・88

度であった．全例骨癒合は得られ，平均骨癒合

期間は僥骨が49日，尺骨が53日であった．平均

maximumradialbowは6.3%であった．術後合

併症はpintrackinfectionがl例，鋼線の緩みがl

例，再骨折がl例であった．

【結語】小児両前腕骨骨幹部骨折に対する髄内

固定の臨床成績は概ね良好であった．臨床成績

と（前腕可動域）とレントゲン像(maximum

radialbow)との相関はなかった．しかし僥骨の

角状変形がみられた症例は前腕可動域制限が残

存する傾向にあった．
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2-10-EP-7

小児Galea//i類似骨折に対する治療経験

TheTreatmentofGaleazzi-EquivalentFracturein

Childr℃、

済生会川口総合病院

○鏑木秀俊，太田剛，田野敦寛

【目的】小児Galeazzi類似骨折は比較的まれな外

傷である．本外傷の5例を経験したので報告する．

【対象】対象は2004～2010年までに当科を受診

した5例5手関節で，男児が4例，女児がl例受

傷時平均12.2(11～12歳）歳であった．骨折型

は僥骨遠位1/3骨折と尺骨遠位骨端線損傷と骨幹

端の背側転位が2例，僥骨若木骨折背側bowing,

尺骨遠位骨端線損傷と骨幹端の背側転位が2例，

僥骨遠位1/3骨折と尺骨遠位骨端線損傷と骨幹端

の掌側転位がl例であった尺骨の骨端線損傷は

全てSalter-Harris分類Type2であり，受傷原

因はスポーツ外傷2例，自転車走行中の転倒1例，

転落2例であった．

【方法】治療方法は徒手整復後に保存的治療を

行ったのが1例，手術的治療が4例であったイ

メージ下に整復し，手関節掌屈位で背側からK

鋼線1本を僥骨手関節面に刺入，固定し，尺骨

も同様に徒手整復した後，背側からK鋼線1本

を尺骨手関節面に刺入，固定した．尺骨整復困

難例では，観血的整復固定を行った．

【結果】尺骨に関しては3例で徒手整復可能であ

り，経皮的鋼線固定したが，1例で尺骨の徒手整

復が困難であり，観血的に整復した整復阻害

因子は関節包であった．全例で骨癒合が得られ，

鋼線は術後から平均5.8週間で抜去した．現在，

全例ともに前腕，手関節の可動域は正常でADL

上の支障はなく，合併症はみられていない．

【考察】Galeazzi骨折は僥骨の整復を行えば僥尺

関節は自然と整復されるが，小児Galeazzi類似

骨折は僥骨，尺骨をそれぞれ確実に整復しなけ

ればならない．その際，尺骨遠位骨端線の徒手

整復が困難な場合があり，軟部組織の介在が考

えられるため，観血的整復を必要とすることが

ある．また，尺骨遠位骨端線損傷を伴うため，

尺骨遠位の早期骨端線閉鎖，尺骨成長障害に対

して慎重な経過観察が必要となる．

2-10-EP-8

成人モンテジア骨折症例の検討

MonteggiaFracmresmAdults

石川県立中央病院整形外科

○橋本典之，安竹秀俊

【はじめに】成人モンテジア骨折は高エネルギー

外傷により生じ観血的手術が必要となることが

多く，小児例とは異なる特徴を有する．成人に

生じたモンテジア骨折症例を検討した．

【対象および方法】対象は2001年から2009年の間

に加療した9例である．受傷時平均年齢は37歳(23

歳～55歳）で平均経過観察期間は10か月(4~

18か月）であった．受傷機転，僥骨頭の脱臼方

向と転位の大きさ，神経損傷の有無，僥骨頭の

整復方法，術後合併症を検討した．術後成績は

BrobergandMorreyFunctionalRatinglndexで

評価した．

【結果】受傷機転は交通外傷が3例，スノーボー

ド中の転倒が2例機械に巻きこまれたものが2

例，転倒が3例であった．僥骨頭の脱臼方向は前

方が6例前外側が2例，後方が1例であった．受

傷時に後骨間神経麻痒を認めたのは3例で，僥骨

頭が前外側に大きく脱臼した症例で生じていた．

尺骨の整復固定により僥骨頭の整復が得られた

のは7例で，2例で僥骨頭の観血的整復を要した．

輪状靱帯が整復阻害因子となっていた．術後，

僥骨頭の亜脱臼を2例，尺骨の偽関節を1例で認

めた．BrobergandMorreyFunctionalRating

Indexはexcellentが3例,goodが4例,fairが2例

であった．

【考察】成人モンテジア骨折は高エネルギー外傷

で生じ，骨折部の粉砕を伴うことが多く手術時

には注意が必要である．術後成績でfairとなっ

た症例は骨折の整復が不十分で僥骨頭の亜脱臼

が残存した1例と全身状態不良でプレート固定後

に僥骨頭の観血的整復が不可能であった1例で

あった．骨折の正確な整復と僥骨頭脱臼が残存

した場合には観血的整復を必ず行う必要がある

と考えた．
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2-10-EP-9

ONItranscondyliarplateを用いた上腕骨
遠位端骨折の治療成績

ClimcalResultsofDisl:alHumerusFracturesusmgOM

TmnscondylarPlate

'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

○宮崎洋一1，田崎和幸2，野中信宏2，

青山隆1，貝田英二』

【目的】ONItranscondylarplateを用いて治療

した上腕骨遠位端骨折の治療成績について調査，

検討したので報告する．

【対象方法】2005年から2010年4月までにONI

transcondylarplateを用いて治療した上腕骨遠

位端骨折14例14関節を対象とした．男性4例，女

性10例，手術時平均年齢76.6歳(49～86歳),平

均経過観察期間は20.9カ月(6～50カ月）であっ

た．骨折型はA29例,A33例,Bll例，

C21例であった術後は全例シーネ固定とし，

術後1週から自動運動開始，2週でシーネ除去，

三角巾固定とし，3～4周で三角巾を除去した．

【結果】1例が内側CCSのlooseningによる変形

治癒となっており，開放骨折であった1例で感

染をきたしたが，最終的に全例で骨癒合が得ら

れた術後脳梗塞による片麻痒をきたした例と

重度認知症のため評価困難だった2例を除く12例

で機能評価を行った平均可動域は屈曲129度

(95度～140度)，伸展-16度（－5度～-30度)，

JOAscoreは平均90.8点(85点～96点)であった

減点された項目は主に伸展制限であった．

【考察】ONItranscondylarplateはanatomical

な形状で,lowplonleであること,lockmg機構

を有しており，低浸襲での手術が可能など優れ

た特性があり，我々は関節面に粉砕のない上腕

骨遠位端骨折において第一選択と考えている．

しかしlocking機構が1カ所のみであるため内

側の固定性が不十分な際にはこの1点にストレ

スが集中するといった問題があり，今回1例で

CCSのlooseningをきたし，変形治癒となって

いた.ONItranscondylarplateを使用する場合

は内側の固定が重要であり，適切に使用するこ

とで良好な成績が得られると考えられた．

2-10-EP-10

広範囲の骨欠損を認めた上腕骨遠位

Coronalshearfractureの2例
ComnalShearFmctureoftheDistalEndoftheHumems:

AReportof2Cases

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】上腕骨遠位Coronalshearfracture

に対して観血的骨整復固定術を行う場合，外側

や前外側からのアプローチを用いるといった報

告が多いが小頭や滑車骨片の軟骨下骨欠損に対

する骨移植が困難なことがある．今回，我々は

広範の軟骨下骨欠損を伴う本骨折に対して後側

方または後方アプローチを用いることにより，

良好な視野と骨移植が可能となった2症例を経験

したので報告する．

【症例1】69歳女性．自宅で転倒受傷.Grantham

分類type3Cであり，小頭，滑車関節面の骨折

に加え骨折線は一部滑車部後壁にも及んでいた．

受傷後7日目に後方アプローチにて肘頭を切離

し関節内に到達した．小頭，滑車骨片を整復し

たところ，広範囲の軟骨下骨の欠損を認めたた

め腸骨からの海面骨移植を行った後，骨片をそ

れぞれ埋没型スクリューや吸収ピンを用いて固

定した．骨癒合良好である．

【症例2】58歳女性．関節リウマチに対してMTX

治療中である．自宅で転倒受傷Grantham分類

type3Bであり，小頭から滑車かけての海綿骨

が軸圧により広範囲に圧壊していた．受傷後17

日目に後側方アプローチにて手術を行った．骨

欠損部に腸骨からのブロック骨移植を行った後，

骨片をk-wireにて固定した．さらに内側側副靭

帯をアンカーにて修復した．いったん骨癒合し

たかに思われたが術後4カ月半にて小頭骨片が脱

落し痛み出現したため人工肘関節置換術を行っ

た．

【考察】本骨折では軸圧による海綿骨の圧壊・欠

損に対する骨移植や小頭や滑車の粉砕が高度の

場合，後方からの内固定材の挿入が必要となる

ことがある．このような症例に対して後側方や

後方アプローチは，良好な視野とworkngspace

が獲得でき有用であると考えた．
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2-10-EP-11

僥骨遠位端骨折ロッキングプレート術後

の長母指屈筋腱断裂ついての検討

Raptul℃ofFlexorPomcisLongsTendonafterRxationof

RadiusFIactul℃withusmgLockingPlate

'神戸労災病院整形外科，2兵庫医科大学整形外科

○金谷貴子'，山崎京子'，藤岡宏幸2，

常深健二郎2，田中寿－2

【目的】僥骨遠位端骨折ロッキングプレート術後

の長母指屈筋腱(FPL)断裂ついて検討した．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折に対しロッキング

プレートによる骨接合術を行い長母指屈筋腱断

裂きたした4手を対象とした．右1手，左3手，平

均年齢62.8歳（47～72歳，男性2名，女性2名）

であったプレートの種類，術後から断裂まで

の期間，術中所見，術後経過について検討した

【結果】プレートは,スマートロックシステム（ス

トライカー社)，アキュロックシステム（小林メ

ディカル),DRPプレート(AO),DRVプレー

ト(Mizuho)で一例づつ見られ，断裂までの期

間は27日,150日,1年4ケ月,5年であった．術

中所見は，方形回内筋の修復不良3例，プレート

の遠位設置2例であり，いずれもZone5での損

傷であった．長掌筋腱移植術を3例に，腱延長に

よる腱縫合をl例に行った．最終診察時の母指IP

関節TAM63度,MP関節TAM74度であり日

常生活動作には問題なく復帰していた．

【考察】ロッキングプレートによる長母指屈筋腱

(FPL)断裂の報告が最近では散見され，原因と

してプレートの形，設置位置，方形回内筋の修

復不良などが報告されている．今回の症例でも

設置位置と方形回内筋の修復不良が原因と考え

られ，同様な結果であった．しかし，2例は術後

かなりの期間（1年4ケ月,5年）を経過しており，

手術による原因のみではなく，日常生活での手

の使い方なのどの影響も考えられた．端端縫合

が行えた症例は無かったが，腱延長の1例および

残りの腱移植術を行った3例は，いずれも術後成

績は良好であった．

2-10-EP-12

僥骨遠位端骨折後に発症した腱皮下断裂

T℃ndonRupmleanmertheDistalRadiusFractule

'京都第二赤十字病院整形外科，2京都府立医大

大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

○松木正史'，奥田良樹'，日下部虎夫Ⅱ

藤原浩芳2，久保俊一2，

【目的】当院における僥骨遠位端骨折後に発症し

た屈筋腱・伸筋腱皮下断裂について検討した．

【対象および方法】2006年4月～2010年10月まで

当院で僥骨遠位端骨折後に発症した屈筋腱・伸

筋腱皮下断裂に対して手術を施行した10例12指

を対象とした．女性10例，平均年齢57.8歳(16歳

～81歳）であった術後成績は,Riddleの評価

基準を用いて評価した．

【結果】断裂腱は長母指伸筋腱(以下EPL)7例，

長母指屈筋腱（以下FPL)2例，深指屈筋腱（以

下FDP)1例3指であった．保存療法後の発症は，

6例8指でありEPL5例,FDPl例3指であった．

骨折後から発症まで平均26.4カ月（7日～10年）

であった．観血的骨接合術後の発症は，4例4指

でありEPL2例,FPL2例であった．術後から

発症まで平均15ヵ月(2ヵ月～34ヵ月)であった．

骨接合術は全例volarlockingplateを用いて固

定した.EPL断裂に対し全例固有示指伸筋腱を

用いた腱移行を行い,FPL断裂に対しては長掌

筋腱（以下PL)を用いた腱移植を1例に，環指

浅指屈筋腱を用いた腱移行を1例に行った.FDP

断裂に対しては，腱移行およびPLを用いた腱

移植を行った.Riddelの評価ではexcellent7例，

good3例であった．

【考察】腱皮下断裂の原因は，内固定材料や骨折

部での機械的刺激，血流障害，コンパートメン

ト内圧上昇や解剖学的要因などが指摘されてい

る．伸筋腱はコンパートメント内圧上昇などに

より亜急性的に腱皮下断裂が発症しているのに

対し，屈筋腱は内固定材料や骨練により慢性に

機械的刺激を受け遅発性に発症している傾向が

あった．骨接合術例では，腱断裂が危倶される

症例に対して早期の抜釘を考慮する必要性があ

るが，抜釘2カ月後に発症している症例や骨癒合

3年後に発症している症例もあり注意が必要であ

ると考えた．
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2-10-EP-13

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定術後の腱皮下断裂

SubcutaneousTendonRupturesafterVolarPlateRxation

ofDistalRadiusFractures

'昭和大学整形外科，2昭和大学横浜市北部病院

整形外科，3目蒲病院整形外科，4昭和大学附属

豊洲病院整形外科

○前田利雄1,川崎恵吉2,平原博庸3,

瀧川宗一郎4，稲垣克記］

【はじめに】掌側ロッキングプレートは僥骨遠位

端骨折の内固定材料として広く用いられている

が，合併症の報告も散見される．今回我々は掌

側ロッキングプレート（以下VLP)を用いた内

固定術後に生じた腱断裂について検討したので

報告する．

【対象と方法】2005年以降僥骨遠位端骨折に対

し，掌側ロッキングプレートを用いて手術を行っ

た470症例の内，術後腱断裂を認めた11例を対

象とした．年齢38～89歳，男性2例，女性9例，

AO分類はA32例,C12例,C23例,C34例．

使用したプレートはStellar7例,Aculocl例，

APTUSl例,LCP2.41例,OCR1例であった．

これら腱断裂の原因と治療法について検討した．

【結果】断裂した腱は長母指伸筋腱（以下EPL)

が7例，内l例は固有示指伸筋腱(EIP)断裂を合

併していた．また，長母指屈筋腱（以下FPL)

が4例であった．治療は1例を除いて，抜釘後腱

移行術を行った.EPL断裂の原因として,2例は

遠位スクリュー先端の突出，5例は背側骨片の突

出を考えた.FPL断裂の原因としては,1例はス

クリューヘッドの突出，3例はプレートの遠位設

置による腱とプレー･トの摩擦によるものが考え

られた．

【考察】VLP固定術後の腱断裂予防のためには，

インプラントの選択，設置，手術手技等に十分

注意を払う必要がある．また手術後比較的長期

間経過してから，腱断裂が発生する場合があり，

患者に十分なインフ．オームドコンセントを得て

おく事も重要である．

2-10-EP-14

僥骨遠位端骨折掌側プレート固定におけ

るintermediateibrouszone切離法の長

母指屈筋腱断裂予防効果

PreventionofHexorPollicisLongusTendonRupturem

TI℃atmenthrFracmreoftheDistalRadius

新潟労災病院整形外科

○善財慶治

【はじめに】演者は昨年,IFZ横切開での方形回

内筋(PQ)温存法で僥骨遠位端骨折掌側プレー

ト固定を行うことにより，プレート遠位部を比較

的容易・確実に軟部組織で被覆でき，術後屈筋腱

損傷を予防しうる可能性があることを報告した

今回その後の抜釘症例も検討し，本法の有用性に

ついて評価した．

【対象】2006年7月～2009年10月に僥骨遠位端骨

折に掌側プレート固定を施行した112例中，本法

を行った92例．男22例，女70例，年齢18～93(平

均64)歳．

【方法】PQ筋腹の遠位でIFZを横切開し,PQ"

側縁は切離せず骨折部を整復・内固定する．固定

後IFZを修復してプレート遠位部を被覆する．使

用したプレートはStellar34例,LC-DRP24例，

ACU-LOC35例．抜釘は希望者，比較的若年者を

中心に施行した．

【結果】軟部組織によりプレート遠位部全体，な

いしはプレート中央から尺側のFPL滑走床を被

覆できた群(被覆群）は77例，同部を被覆できな

かった群（露出群）は15例．抜釘は32例（被覆群

27,露出群5)に行い,そのうちX線側面像でプレー

ト遠位部が榛骨volarrimの前方に位置していた

例は28例（被覆群23,露出群5)．抜釘時，被覆群

では修復軟部組織がプレートを被覆；22例，修復

部が一部破綻し嬢痕組織で被覆；4例,screwの

back-outによりFPL部分損傷;l例．露出群では

搬痕による被覆で腱損傷なし；3例，プレート露

出部でのFPLの癒着・腱部分損傷;2例であった

【考察】抜釘例の大半でプレート遠位部がFPLと

干渉しうる位置にあったが，本法でプレートを被

覆し得た例ではScrewのback-out例を除いてイ

ンプラントと腱の直接接触を認めず，腱も良好な

状態であった．修復部が術後一部破綻した例はあ

るが，プレート露出が少ないため嬢痕での被覆が

起こったものと思われた．本法による術後屈筋腱

損傷予防効果を肯定しうる結果となった
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2-10-EP-15

榛骨遠位端骨折変形治癒例の再骨折に対

する治療経験

SubsequentFracmresoftheEstablishedDistalRadius

Malunion

'大阪府三島救命救急センター，2うえだ下田部

病院

○岡本雅雄'，大塚尚'，佐藤敦2

【はじめに】僥骨遠位端骨折変形治癒例の再骨折

5例の治療成績を報告する．

【対象と方法】対象は，僥骨遠位端骨折変形治癒

例の再骨折に対し治療を行った5例（男性2例，

女性3例，年齢は56～63歳）である．再骨折前

に手関節部の変形に気付いていたものが3例，軽

度の可動域制限を認めたものがl例であった．初

回骨折から再骨折までの期間は，1年5カ月，6

年，3例は25年以上である．骨折型は全例背側転

位型であり,AO分類ではA2:1例,A3:3例，

C3:1例であった再骨折前の骨形態は全例不詳

であったが徒手整復により推定し，過矯正にな

らない整復位で掌側プレート固定を行った．術

後経過観察期間は4カ月である．以上の症例に対

し,X線学的，および臨床的成績を調査した．

【結果】骨癒合は全例に得られた．最終調査時

X線では,volartilt:-2.8｡,radialinclination:

20｡,ulnarvariance:1.3mmであり，術直後

と比べ整復位損失はなかった．健側比較では，

volarmtとradialinclinationに明らかな低下を

示していた.Mayomodifiedwristscoreでは，

excellent:2例,good:2例,fair:1例であった．

【考察】僥骨遠位端骨折後の変形治癒例の再骨

折に対する治療では，目標とする整復位や内固

定法の選択などの問題がある．健側僥骨のX線

パラメーターを整復目標にすると過矯正となり，

背側骨欠損や遠位僥尺関節の不適合をきたす可

能性がある．僥骨遠位端骨折の長期成績は一般

に良好であり今回の症例でも変形治癒による症

状は殆どなかったことから，再骨折前の状態に

回復させることが望ましいと考える．僥骨遠位

端骨折に対する掌側プレート固定は確立されて

いるが，変形治癒例ではプレートを設置する掌

側骨皮質に既に変形をきたしており，近年の

anatomicalplateは却ってその適合性が問題とな

り注意を要する．

2-10-EP-16

尺骨遠位端骨折を合併した榛骨遠位端骨

折の治療成績
TreatmentfbrtheDistalRadiusFracmreAssociatedwith

theDistalUlnarFracmle

島根県立中央病院整形外科

○山上信生，青木陽，藤井賢三，

田中孝明，勝部浩介

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する掌側

lockingplate法に関する報告は多いが，尺骨遠

位端骨折（茎状突起骨折以外）を合併した場合

の治療法に関する報告は少ない．我々は，尺骨

の変形が残存すると遠位僥尺関節障害が生じう

ると考え，僥骨固定後に尺骨の内固定も行って

いる．その治療成績を報告し，問題点について

検討した．

【対象と方法】2006年から2009年の期間に手術を

行った，尺骨遠位端骨折（茎状突起骨折以外）

を合併した僥骨遠位端骨折ll例を対象とした．

全例女性で，平均年齢68歳，平均経過観察期間

は9ヶ月であった骨折型は，僥骨がAO分類で

A2:2例,A3:6例,Bl:1例,C2:2例，尺骨がBiyani

分類でtypel:3例,type3:5例,type4:3例であっ

た．僥骨はBl症例をK-wireで固定した以外は，

掌側lockingplateで固定した尺骨は全例mini

plateで固定した（遠位骨片の固定には海綿骨螺

子を用いた)．これらの症例に対し関節可動域，

X線学的評価としてulnarvariance(UV),臨床

評価としてCooneyの評価基準を調査した

【結果】最終調査時の平均関節可動域は，背屈

60.,掌屈60.,回外73.,回内83｡,UVは平均

0.4mmであった尺骨は全例で整復位を維持で

きていたが，僥骨短縮によるplusvarianceを2

例に認めた．臨床評価はexcellent9例,goodl例，

poorl例であった．

【考察】尺骨遠位端骨折を合併した僥骨遠位端骨

折は骨幹端部が高度に粉砕し，尺骨も僥骨とと

もに短縮している例が多く，矯正の指標に乏し

い．僥骨が短縮した位置での固定となることが

あり，その際には僥骨にあわせて尺骨を固定す

るといった工夫が必要と考える．また，骨粗霧

例では尺骨遠位骨片が極めて脆く固定に難渋す

る．我々は海綿骨螺子を用いることで整復位を

何とか維持できたが，今後，角度安定性を有す

るような強固な固定材料の開発が望まれる．
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2-10-EP-17

不 安定型僥骨遠位端骨折に対する

Waltershedlineを越えないplate(VariAx
plate)の短期治療成績
TheShortTermResultsofTheVariAxPlate

OsteosynthesisfOrUnstableDistalRadiusFracmle

'出水郡医師会立阿久根市民病院整形外科，

2鹿児島市立病院整形外科，3鹿児島大学大学院

運動機能修復学講座整形外科

○恒吉康弘1，牧信哉2，小宮節郎3

【目的】僥骨遠位端骨折に対するlockingplate

の導入により屈筋腱断裂といった合併症の報告

も散見され，最近ではWatershedlmeを越えな

l/､plateが注目されている.2010年より当院およ

び関連施設では不安定型僥骨遠位端骨折に対し

Watershedlmeを越えない設置が可能でScrew

に振れ幅を持つStryker社製VariAxplateを導

入している．今回その短期治療成績について検

討を行ったので報告する．

【症例】対象は平成22年1月より不安定型僥骨遠

位端骨折の診断にてVariAxを用いて手術を行

い，術後3か月以上経過観察を行った31例(31手

関節:右7例，左24例）である．男性9例，女性22

例，手術時年齢は29歳～93歳（平均68歳)，受傷

機転は転倒22例，転落7例，交通事故2例であっ

た．経過観察期間は3か月～10カ月(平均6か月)，

AO分類においてはA2:2例,A3:4例,C1:2例，

C2:6例,C3:17例であった．

【結果】受傷時X線においてVolartilt(VT)は

平均-8｡,Radialdlt(RT)は平均15｡,Radial

length(RL)は平均3.9mmであった最終評価

時のVTは平均11｡,RTは平均22｡,RLは平均

9.6mmといずれも改善していた．術直後X線と

の比較で，それぞれ平均1.4｡,1.5｡,0.9mmの矯

正損失を認め，3例に術後再転位を認めた．治療

成績はCooneyの評価基準で優22例，良6例，可

2例，不可1例であった．

【考察】VariAxplateはそのWatershedlmeを

考慮したデザインから，より遠位設置が可能で，

かつ至適位置へScrewを振ることで関節面の支

持に有利で,Keyst()neの固定もし易い点が特長

としてあげられる．今回の検討では矯正損失も

少なく，良好な治療成績が得られ，その特長が

有利に働いたと考えられる．しかし，術後再転

位を生じた症例もあり，症例によっては本plate

単独での固定では不十分な場合もあり，何らか

の補助固定も必要となる．

2-10-EP-18

僥骨遠位端関節内粉砕骨折(AO-C3)に

対する髄内弾性固定を利用した掌側ロッ

キングプレート固定法の治療成績

ClinicalResultsofVolarLockingPlateFixationwith

RexiblelntramedullaryNailingfOrDistalRadiushtra-

articularCommmutedFracmre(AO-C3)

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学医学部

整形外科

○森谷史朗'，高田真一1，善家雄吉2，

大茂壽久2

【目的】僥骨遠位端関節内粉砕骨折(AO-C3)に

対し，整復の際に髄内弾性固定を利用した後，掌

側ロッキングプレート固定を行った症例の治療成

績を検討し，その有用性を明らかにする．

【対象】僥骨遠位端関節内粉砕骨折に対し，掌側

ロッキングプレート(volarlockingplate)単独で

治療を行った群（以下VLP群:10例，平均年齢

65.1歳）と髄内弾性固定(flexibleintramedullary

nailmg)を利用した群（以下FIN群:10例，平

均年齢70.7歳）の計20例を対象とした．

【方法】X線評価として，受傷時からの経時的な

volartilt(VT),radialinclination(RI),ulnar

variance(UV),臨床成績として，日手会手関節

機能評価(JSSH)およびDASHscore,術後合併

症について調査し，両群間で比較検討した．

【結果】X線評価のうち両群間で有意差を認めた

項目は,術直後UV(VLP群:平均12mm/Fm群：

平均-0.5mm)と最終調査時UV(VLP群：平均

22mm/FIN群：平均0.3mm)であった.JSSH

はVLP群がexceUent:5例,good:3例,fair:2

例,FIN群がexcellent:8例,good:2例であった．

術後合併症として,VLP群に尺骨突き上げ症候

群とCRPSをそれぞれ1例ずつ認めた．

【考察】僥骨遠位端関節内粉砕骨折に対し，整復

の際に僥側や背側から髄内弾性固定を行うことに

より，軟部組織を温存しつつ，関節面以外の僥

骨アライメント(VT,m)の再建が可能であっ

た．また，遠位骨片に持続的に圧迫力がかかる

ため，その整復を維持し安定した状態で関節面や

mtermediatecolumnの整復および至適位置への

VLP固定を行うことができた．その結果が，両

群間での術直後と最終調査時のUVの差になった

と考えた．

【結論】僥骨遠位端関節内粉砕骨折(AO-C3)に

対して，整復の際に髄内弾性固定を利用した掌側

ロッキングプレート固定法は有用である．

一S354－



2-10-EP-19

AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対するK

鋼線を併用した掌側ロッキングプレート

固定法の検討

VolarLockingPlatingfOrAOTypeC3Racmresofthe

DistalRadiuswithKirsmerWireRxation

長野中央病院

○下田信

【目的】掌側ロッキングプレートだけでは固定困

難な骨片を含むAO分類C3型僥骨遠位端骨折に

対し，整復位を維持する目的でK鋼線を併用し

た方法を試み，治療成績を検討した．

【方法】2008年8月から2010年7月までに手術し

た7例7手で，男5例，女2例であった．手術時年

齢は22～63歳（平均47歳)．骨折型は全例C3.2

で，術後経過観察期間は3カ月～1年7カ月（平

均10.1カ月）であった手術はX線透視下に関

節面を整復し，僥側からのK鋼線で整復位を維

持して掌側ロッキングプレートで固定したK

鋼線は術後4～6週（平均5.3週）で抜去した．術

直後,K鋼線抜去時，調査時のレントゲン像で

ulnarvariance(UV),volartilt(VT),radial

mclination(RI)の各パラメーター,術後合併症，

QuickDASHを調査し，日本手の外科学会手関節

障害の機能評価基準で評価，検討した．

【結果】UVの矯正損失は鋼線抜去時に0～1mm

(平均0.4mm),調査時では0～2nnn(平均0.5mm)

であった.VTは鋼線抜去時にO～2°（平均0.5｡),

調査時では-1～2。（平均0.4｡)損失したRIは

鋼線抜去時に0～2。（平均0.8。)，調査時は0～3。

(平均1.1｡)であった合併症は手背部のしびれを

2例に認めたが，調査時には消失した．可動域は

背屈平均69.2.,掌屈平均66.4.,回外平均89.2.回

内平均90.であった．1年以上経過した4例の関節

症変化はなしl例，軽度2例，中等度1例であった．

日本手の外科学会手関節障害の機能評価基準治療

成績は,Cooneyの評価法改変でExcellent7手，

斉藤の評価でExceUent5手,Good2手であった．

QuickDASHは0～18.1点（平均4.8点）であった．

【考察】AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対し,K

鋼線を併用した掌側ロッキングプレートの治療

成績は良好であった．僥骨神経知覚枝の刺激症

状と思われるしびれが2手に出現したが，一過性
であった．

2-10-EP-20

高齢者の僥骨遠位端骨折に対するLocking
plateの治療成績
PalmarLockingPlatefOrFixationofDistalRadius

FracturesinEldedyPatients

厚生連吉田総合病院整形外科

○杉田直樹，定地茂雄，本山満，

山本りさこ，竹本正瑞

【目的】当科では高齢者の僥骨遠位端骨折に対し

ては原則として保存療法を行ってきた．しかし

外固定期間中の不十分なリハビリにより手指の

拘縮をきたす例や変形治癒による手関節痛を訴

える例も見られたため，現在は転位の大小を問

わず積極的にLockingplateを用いた内固定を

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2006年3月から2010年3

月までに手術を施行した70歳以上の41例で，男

性4例，女性37例,手術時平均年齢は79歳(70~

96歳）であった．全例掌側プレート固定(Acu-

Loc:小林メディカル社）で自家骨移植を行った

症例はなかった．骨折型はAO分類でA2:16例，

A3:20FI,C1:1例,C2:2例,C3:2例で，合併損傷

は尺骨茎状突起骨折12例，尺骨遠位端骨折1例

であった．評価方法は可動域，術直後，調査時

のX線でpahnartiltangle(以下PT),radial

inclinationangle(以下RI),ulnarvariance(以

下UV)を計測し，臨床評価はCooneyの評価を

用いた．経過観察期間は平均9.1ヶ月であった．

【結果】最終調査時の平均可動域は伸展54.,屈曲

52°，回内88°，回外88.で，握力（健側比）平均

75.2％であったX線評価は術直後平均PT9.3｡,

m23.1｡,UV0.4mmが，調査時平均PT7.9｡,RI

22.9｡,UV1.3mmであった.Cooneyの評価では

優10例，良17例，可14例，平均81点で，術後手指

の拘縮や屈筋腱断裂を生じた症例はなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折におけるLockingplate
固定術は骨の脆弱性を有する高齢者においても

十分な整復位の保持が可能であった術後早期

からの積極的な可動域訓練を行えることで手指

の拘縮を予防することが可能であり，有用な固

定方法であると思われた

－S355-



2-10-EP-21

APTUS2.5を用いたAO分類C型僥骨遠

位端骨折の手術治療成績

IntemalRxationfOrAOTypeCDistalRadiusFractuI℃s

withMultidilectionalLockingPlates

l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】AO分類C型僥骨遠位端骨折に対してロッ

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であるMEsystem社

製APTUS2.5を用いて手術を行った症例の治療

成績を調査し，その有用性を検討する．

【対象と方法】2008年1月以降に当院でAO分類

C型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55例

(17～87歳，男性20例女性35例）を対象とした．

骨折型は,AO分類Cl:3例,C2:17例,C3:35例で

あり，背側転位型29例,掌側転位型26例であった

術前,術直後,術後6カ月でのX線評価と術後6週，

3ヵ月，6ヵ月,1年での臨床評価を行った．

【結果】術直後のX線計測値の平均値は,Radial

mchation(m):24｡,Volarmt(VT):8｡,Radial

height(RH):12mm,Ulnarvariance(UV):0.0mm

であり，術後6カ月ではRI恥｡,VT9｡,RH12mm,

UVOanmであった．術後掌側月状骨窩骨片の掌

側への転位がl例で生じ，術後6か月の単純X線

像で関節面の不整または軽度の関節症変化を8例

に認めた．術後3カ月での手関節自動可動域の平

均値は伸展60.,屈曲49.,握力の平均値は健側

比68％であり，術後6カ月では伸展66.,屈曲56.,

握力80％となった．術後6カ月でのDASHscore

は平均10点であった．手根管症候群が1例に生じ

たが，腱損傷，スクリューの関節内逸脱，ロッ

キング機構の破損を生じた例はなかった．

【考察】APTUS2.5は，ロッキングスクリューの

挿入角度に自由度を有し，遠位2列のスクリュー

ホールを用いて多数のロッキングスクリューを

軟骨下骨に挿入可能なため，様々な関節内骨折

に適応可能である．しかし，プレートの設置位

置やロッキングスクリューの挿入方向と長さが

不適切であれば関節内骨片の固定性が不十分に

なる可能性があり，これらの慎重な検討が必要

である．

2-10-EP-22

Acu-Locdistalradiusplateを使用した僥
骨遠位端骨折の治療経験

SurgicalResultofDistalRadiusFmcmresusmgAcu-Loc

DistalRadiusPlate

'尾道市立市民病院整形外科，2笠岡第一病院整

形外科，3名越整形外科医院

○川上直明1，廣岡孝彦'，藤井淳一'，

橋詰博行2，名越充3

【目的】僥骨遠位端骨折に対するAcu-Locdistal

radiusplateの術後成績を調査し，有効性につい

て検討した

【対象】過去2年間に同plateを用いて手術を行っ

た87例を対象とした．女性68例男性19例，受傷

時年齢は23～86歳（平均67.0歳)，経過観察期間

は4～17ヵ月（平均8.1ヵ月）であった骨折型

はAO分類でA2が8例,A3が28例,Clがll例，

C2が24例,C3が16であった．手術は伝達麻酔で

行い，関節内粉砕骨折については背側進入を追

加して，関節面の整復と必要に応じて自家骨移

植を行った．これらの症例に対して，骨癒合の

有無術直後および最終調査時のX線所見およ

び手関節ROMを調査した

【結果】全例一期的に骨癒合が得られた.X線で

Radialinclination,Palmartilt,Ulnarvarianceは，

術直後それぞれ23.4±2.6,7.9±3.9.,0.6±l.5mm

が,最終調査時それぞれ平均23.3±2.5.,7.7±4.0.,

0.7±1.5mmであり，明らかな矯正損失は認めな

かった最終調査時の手関節可動域は背屈68.4

±10.6.,掌屈59.0±15.5.,回内85.5±7.1｡,回外

87.6±5.1.であった．合併症として遷延治癒，術

後感染,CRPSは認めなかったが,1例に術後の

母指IP関節の屈曲不能を認めた.本症例はプレー

ト遠位尺側に長母指屈筋腱の引っかかりが原因

であり，直視下に解除することで母指IP関節の

屈曲は可能となった．

【考察】同plateは，諸家の報告同様良好な整復

位の保持と臨床成績が獲得できるが，腱断裂に

加え腱のプレートへの引っかかりなども考慮す

る必要がある．
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2-10-EP-23

僥骨遠位端骨折に対する髄内釘を用いた
骨接合術の治療経験
InternalFixationofDistalRadiusFracturewith

IntramedulllyNail

'佐久総合病院整形外科2同愛記念病院整形外科，

3東京医科歯科大学整形外科

○若杉琢磨1,佐藤哲也l'2,若林良明3

【目的】僥骨遠位端骨折に対する骨接合術は各種

の掌側ロッキングプレートによる固定が主流で

あるが，掌側ロッキングプレートによる屈筋腱

障害の報告も散見される．我々は僥骨遠位端骨

折に対する低侵襲な骨接合術として髄内釘固定

法による治療を行ってきたので，その治療成績

について検討した

【対象と方法】2009年4月より2010年9月までに当

院でMicronail(Wrightmedical社）髄内釘にて

加療し，術後3カ月以上経過観察可能であった17

症例を対象とした．検討項目として各症例の骨

折型,尺骨茎状突起骨折の有無手術時間に加え，

レントゲンパラメーターとしてRI,PT,UVの

経時的変化，榛骨神経浅枝障害の有無，可動域

を評価し，臨床評価はCooneyの評価法にて行っ
た．

【結果】男性2例女性15例手術時平均年齢76

歳（58～91歳),術後平均経過観察期間は319日

であった手術時間は平均70分（45分～lll分).

骨折型はAO分類A3が8例,Clが2例,C2が7例

であった．尺骨茎状突起骨折の合併がll例尺

骨頚部骨折の合併がl例にみられた．RIは術前

17.6が術直後24最終24.4.PTは術前-18が術直後

64最終6.5.UVは術前2.6が術直後0.5最終1.4と良

好に保たれていた．平均可動域は掌屈56度，背

屈66度，回内86度回外88度であった僥骨神

経障害は3例にみられたが全例回復した．臨床

評価はCooney評価法でExcellent6例Good5例

Fair6例であった

【結語】僥骨遠位端骨折に対する髄内釘を用いた

治療は，固定性は良好で臨床成績も満足できる

ものであった．本治療法は骨折型を選べば低侵

襲な治療法として有用である．

－S357-
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背側転位型の中高齢者榛骨遠位端骨折に

対するマイクロネイルの治療経験～ロッ

キングプレートとの比較

RetrospectiveComparativeSmdybetweenMicronailand

VolarLockingPlatefbrDistalRadiusFracml℃

'米沢市立病院整形外科，2ごとう整形外科クリ

ニッ ク

○長谷川和重1,牧野睦夫2

【はじめに】背側転位型僥骨遠位端骨折の手術

療法としてロッキングプレートが現在広く行わ

れている．当科ではさらなる低侵襲を目指して

2008年から症例を選んでAO-A2,A3,C1型の症

例にマイクロネイルを使用している．術後成績

を2008年以前までのロッキングプレート症例と

比較検討した．

【対象と方法】マイクロネイル群（以下M群）：

15例．男l例，女14例，年齢が平均65歳(51~

78)，経過観察期間が平均7.2カ月，骨折型は

A2;l例,A3;6例,C1;8例であった.2008年

以前の症例から年齢性，骨折型をマッチング

させた15例を抽出し，ロッキングプレート群（以

下P群）とした.1)可動域(6週,6か月),2)

握力の患側健側％（6週，6か月)，3）手術直後

と6か月時のX線パラメータの変化（矯正損失

A),4)ModifiedMayowristscore,5)合併症，

について2群を比較検討した．

【結果】以下(M群平均/P群平均）で示す．

可動域は6週で背屈（43/42｡）掌屈（42/43｡)，

回外（56/56｡）回内（60/58｡)，6ケ月で背屈

(66/60｡）掌屈（63/57｡)，回外（77/74｡）回

内（76/72｡)，握力は6週で（45/40％)，6ケ月

で（63/67％)，矯正損失はAUV(0.5/0.6mm),

AVT(0.3/0.4｡),ARI(0.8/0.7｡）であり，

ModinedMayowristscore(82/85)であった．

すべての項目で有意な差がなく，特記すべき合

併症はなかった．

【考察】M群とP群の臨床成績は同等であった

M群では屈筋群への侵襲が加わらないためプ

レートに比べて握力の回復が早いと予想したが，

P群と差がなかった．有意な差が見出せなかっ

たが，マイクロネイルは抜釘を基本的に要さず，

展開範囲も少ない点でロッキングプレートに対

して優位性があり，適応を選んで使用してよい

と考える．



2-10-EP-25

髄内釘(MICROIMAIL)を用いた榛骨遠位

端骨折手術の整復手技の工夫一髄内弾性

固定法(Desmarlet法）による整復一

ASimpleReductionTechniqueinhtramedullaryNailing

(MICRONAIL)ofDistalRadiusFracture-Desmanet

Elastic-spmgPinning

'大田原赤十字病院整形外科，2総合太田病院整

形外科

○田島康介'，高尾英龍'，木場健2

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する髄内釘手術

において，完全な整復位を保持した状態で髄内

釘を挿入する必要があるため，その手術時間の

殆どはKirschner鋼線(K-wire)によるピンニ

ングにより良好な整復位を得て，且つ，鋼線が

髄内釘の挿入の妨げにならないような位置に設

置することに費やきれる．当科では2009年10月

より整復にはピンニングを用いずに髄内弾性固

定法のみで整復して髄内釘を挿入する手技を開

始したところ，容易に整復し髄内釘を設置でき

るようになったので報告する．

【対象，臨床成績】共同演者の木場が本学会で報

告する．【結果】以前の手術時間は60分～106分(平

均77.3分）であったが，本法を用いた13例の手術

時間は16分～55分（平均34.0分）であり，過去

の報告と比べても有意に手術時間が短縮された．

【考察】一般的なIntrafocalpinmng法(Kapandji,

1976)は骨折部よりK-wireを挿入することで3

点支持を得る方法であるが，骨折部の粉砕した

症例では適応は難しい．一方，あらかじめ弩曲

をつけたK-wireを用いて骨折部より用手的に刺

入させ，先端を髄内に留置する髄内弾性固定法

(Desmanet,1995)は，榛骨近位の骨髄腔内壁，

骨折部近位の骨髄腔内壁および末梢骨片の骨皮

質の3点で支持を得る方法で，骨粗霧症例や骨折

部の粉砕例で特に威力を発揮する．髄内釘の挿

入時にK-wireが妨げになる場合でも，弾性固定

ゆえ，かまわず鋼線を押しのけながら髄内釘を

挿入すれば問題ない．本法は手技が簡便で手術

時間も短縮でき，整復手技として選択されてよ

い有用な方法と思われた．

2-10-EP-26

僥骨遠位端関節内骨折に対するスネイク

創外固定
SnakeExternalFixationforRadialDistalEnd

htraarticularRacmre

'整形外科北新病院上肢工関節・内視鏡センター，

2整形外科札幌リハビリテーション病院整形外科

○大泉尚美'，末永直樹'，吉岡千佳2

【目的】当科では徒手整復可能な僥骨遠位端骨

折に対しては，僥骨尺側よりピンを刺入する

Snake創外固定(MES社製）を用いた手術治療

を行ってきた本研究の目的は，関節内骨折に

対する本術式の短期成績を調査することである．

【対象】僥骨遠位端関節内骨折に対してSnake創

外固定を用いて治療を行い，1年以上経過観察

可能であった14例14手を対象とした男性5例，

女性9例，右側5例，左側9例，手術時年齢20-86

歳（平均58.5歳）であった手術は透視下に徒

手整復およびmtrafocalpinning法による整復を

行い,Snake創外固定を用いて骨折部を固定し

たその際，僥骨遠位内側骨片にもピンを刺入

して固定するようにした術後1週のシーネ固定

後に可動域訓練を開始し,ADL動作での患肢使

用を許可した．単純X線にて骨癒合確認後に創

外固定を抜去した最終観察時の可動域，握力，

Mayowristscoreを調査した．単純X線にて
ulnarvariance(UV),volartilt(VT),radial

inclination(RI)の患健側差（患側一健側）を計

測し，関節面の変形や変形性関節症(OA)所見

の有無を調査した．経過観察期間は平均14.3カ

月であった．

【結果】最終観察時の平均可動域は背屈71.7｡(50.

-90｡)，掌屈56.3｡(40.-90｡)，回外83.3｡(70｡-90｡),

回内83.3｡(80｡-90｡)であった．握力は対健側比平

均87.3%,Mayowristscoreは平均84.2点(70-100

点）であったUVの平均患健側差は0.7mm,

VTは4.7｡,RIは-3.7.であった.2例で創外固定

抜去後に軽度の再転位を認めた．感染神経損傷

などの合併症はなかった．最終観察時に3例で関

節面の変形を認めたが,OA所見は認めなかった．

【考察】Snake創外固定による手術治療の短期

成績は僥骨遠位端関節内骨折に対しても良好で

あった今後，変形性関節症の発生など長期の

経過観察を予定している．

一S358-
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僥骨遠位端骨折に対する手術治療の検討
SergicalTIcatmentfbrRacmresofDistalRadius

五所川原市立西北中央病院整形外科

○上里涼子，小渡健司，田中

新戸部泰輔

大，

【目的】僥骨遠位端骨折の手術治療は，従来のピ

ンニングや創外固定に加え，近年ロッキングプ

レートが使用されるようになった．本発表の目

的は，当院での手術治療患者において，治療成

績を比較検討することである．

【対象】対象は2005年1月から2010年10月に僥骨

遠位端骨折を受傷し，当院で手術を施行した患

者181例のうち，経過観察可能であった,143例

150手（両側例7例).女性114手，男性29手.AO

分類による内訳は,A2-18手,A3-56手,Bl-4手，

B3-10手,Cl-10手,C2-27手,C3-25手であった

レントゲン写真からVolartilt(VT),Radial

inclination(RI),UInarvariance(UV)を計測
し た

【結果】手術の内容は，ピンニング45手，創外

固定19手,APTUS(エムイーシステム)68手，

AcuLoc(ACUMED)14手，その他6手．術後

から最終経過観察時のVT,RI,UVの変化量

6VT,6RI,6UVと，可動域（背屈／掌

屈，回内／回外）は，ピンニング2.3度,2.3mm,

-l.2度,44/47度,81/77度，創外固定3.6,l.6,

-0.1,32/36度,66/51度,APTUS-2.4,0.6,

-0.2,55/53度86/83度,AcuLoc2.4,1.7,0.7,

55/58度，79/81度であった．合併症を生じた症

例は,CRPS3例（ピンニング2例,創外固定l例),

EPL断裂l例（ロッキングプレート),前骨間神

経麻溥l例（ピンニング）であった

【まとめ】術後のcorrectionlossはロッキングプ

レートを使用した症例で少なかった．当院では

ロッキングプレートの抜去を行った症例が2例と

少ないが，一般的に指摘されている屈筋腱断裂

などの合併症は認めなかった．

－S359－

2-10-EP-28

小児僥骨遠位骨幹端骨折の合併症

ComplicationofDistalRadialMetaphysisFracturein

Childl℃、

'名古屋第一赤十字病院整形，

2服部整形外科皮フ科，

○広石将行l,堀井惠美子1,洪淑貴l,

服部達哉2，大塚純子』

【目的】僥骨遠位骨幹端骨折は，小児ではしば

しば経験する骨折で，予後良好に治癒する事が

多い．しかし不安定な骨折も多くみられ，安易

に治療すると種々の合併症をきたすことがある．

今回我々が経験した合併症について，その問題

点を検討し治療経過を述べる．

【症例】症例は全例男児5例6肢であった(1例両

側罹患)．受傷機転は4例転落･1例スポーツに

よる転倒であった．2肢は僥骨単独，4肢は榛尺

骨両骨骨折で，初期治療は3肢がギプス固定3

肢が経皮的鋼線刺入術であった当院初診時平

均年齢は11.0歳(8～13歳）であった．変形治癒

3例4肢は，高度の回内外可動域制限を認め，矯

正骨切りしアライメントを改善した．1例は同

一部位の再骨折例で，骨移植・プレート固定施

行した．1例は僥骨骨髄炎が生じ，骨掻爬・抗

生剤入り骨セメント充填を2回施行した

【結果】矯正骨切りの3例は，変形は矯正され，

平均回内外可動域は，術前回内58度回外0度から，

術後回内80度回外59度と改善した．骨切部の骨

癒合も良好で合併症は生じなかった．再骨折の

l例は骨癒合認め，可動域も良好である．骨髄

炎の1例は，感染は鎮静化しており，骨癒合に

関しては経過観察中である．

【考察】骨幹端骨折は不安定型が多く，遠位端骨

折と比較すると骨癒合に時間がかかる．また，

自家矯正を期待して変形を見過ごしてしまいが

ちであるが，この部位の変形は回内外制限を生

じる事が多く，小児といえども,ADL障害を生

じうる．以上の骨幹端骨折の特性を踏まえて,初

期治療においては，正確な整復を行い，治療期間

中は厳重な管理をして感染に対する配慮が必要

である．骨折後の変形に対し，矯正骨切り術は

有用であったが，回旋制限は残存し，初期治療

の重要性を再認識した



2-10-EP-29

僥骨遠位成長軟骨板障害に対する治療経験

SurgicalTreatment()fDistalRadialGrowthPlate

Disorders

'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,

石井崇之l,岡義範3

【目的】僥骨遠位骨端線損傷後の早期閉鎖による

変形やMadelung変形にともなう手関節痛と可

動域制限に対して，骨延長や矯正骨切りを施行

した症例について，治療方法とその問題点を検

討した．

【対象と方法】症例は4例で，僥骨遠位骨端線損

傷後の変形は男2例，女l例,Madelung変形は女

1例であった．変形後の初診時年齢は12から18歳

であった．全例で日常生活やスポーツ活動時に

手関節尺側部痛を認めたX線上，骨端線は全

例でほぼ閉鎖しており，僥骨の短縮はUVで＋

5から+17mmであった.2例は健側と比較して

RIとVTは減少し,1例は増加を認めた．矯正

手術は,Wagner法はl例，単支柱式創外固定器

による仮骨延長法はl例，2例は僥骨骨切りによ

る一期的矯正術を施行した.Wagner法と一期

的矯正を行った症例は7から35mmの腸骨移植を

行い，1例は尺骨の短縮を追加した仮骨延長法

では27mmの延長を行ったX線計測値は術後

すべて改善していた．術後経過観察期間は8か月

から10年5カ月であった

【考察】僥骨遠位成長軟骨板障害の変形に対して

手術を行う際は，骨端線閉鎖の程度，榛尺骨の

骨長差僥骨関節面の傾斜角，遠位僥尺関節の

適合性，患者にとっての主たる障害因子や治療

を行える期間などから治療方針を選択する．骨

端線が閉鎖している症例では，矯正骨切りや骨

延長術が行われているが，どのような方法が最

適であるかはいまだ一定の見解はない.Wagner

法のl例は遺残変形による手関節可動域制限が残

存した．仮骨延長法のl例では愁訴はないが，尺

骨骨端線が閉鎖前であるため経過観察が必要で

ある．また一期的に矯正骨切りし骨移植を施行

した2例では数mmのulnarplusが遺残するが愁

訴となる手関節の障害はなかった．

2-10-EP-30

僥骨遠位端骨折のfracturevoidに充填し

たβ-TCP気孔率の吸収置換への影響
一気孔率60％と75％の前向き比較検討一

ComparativeStudyofRemodelingofBeta-tricalcium

PhosphateAugmentedfOrFractureVoidoftheDistal

RadiusFracturesbetween60%and75%Porosity-A

ProspectiveStudy-

'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l,坂野裕昭】瀧上秀威l,

雪澤洋平2，齋藤知行2

【目的】僥骨遠位端骨折のfracturevoidに対して

骨移植の必要性の有無に関しては，その見解の一

致をみていない．我々は骨欠損部に対してはβ

-tricalciumphosphate(6-TCP)の補填を積極的

に行っている．今回，僥骨遠位端骨折のβ-TCPの

気孔率が経時的な骨への吸収置換に与える影響につ

いて気孔率60％と75％の2種類のβ-TCPを用いて

前向きに比較検討した

【対象と方法】僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキン

グプレートを行い，整復により生じたfracturevoid

にβ-TCPを補填した62例（男性3,女性59)平均

年齢67.5歳（45～89）を対象とした．このうち気

孔率60％（60群）は23例,75％（75群）は39例であっ

た．術後単純X線像から，補填したβ-TCPの辺縁

の不明瞭化の開始時期，全体的に辺縁が不明瞭とな

る形成変化開始時期，ほぼ吸収が完了し骨に置換さ

れた時期について調査した．また，術直後の単純X

線像から補填領域の体積（|短径2×長径｜／2）を概

算し,6-TCPの体積との関係も検討した

【結果】補填したβ-TCPの体積は60群が，平均

623.5mm3(112.5～2304)で,75群が553.4mm3(40.5

～2535）で両者に有意差はなく，両群とも吸収ま

での期間とβ-TCP補填体積の間に相関を認めた(60

群r=0.6,75群r=0.4).6-TCPの辺縁不明瞭化開

始時期は60群が平均5.4±1.7週,75群が3.4±1.0週，

形状変化開始時期は9.7±22週,7.1±3.1週，吸収置

換までの期間は29.1±9.9週,20.1±7.6週であり,75

群が60群より有意に吸収終了時期は早かった(P<

0．05).

【結語】β-TCPは自家骨に置換され骨置換時期は

60％よりも75％の方が有意に早かった．僥骨遠位端

骨折に自家骨置換が得られるβ-TCP補填は関節軟

骨への力学的影響や内固定材への負荷の軽減に有用

と考えた.Fracturevoidの部位や程度に応じて置

換時期を念頭に置いてβ-TCPを選択すべきである．

－S360－
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僥骨遠位端骨折後変形治癒に対する掌側

からのOpenwedge矯正骨切り術一非自
家骨非人工骨移植一

OpenWedgeOsteotomyfOrMalunitedDistalRadius

withoutanyBoneGraft

'目蒲病院整形外科，2よしざわ整形外科クリ

ニック，3武本整形外科，4昭和大学整形外科

○平原博庸1,妻鳥毅史1,吉澤利之2,

武本雅治3，前田利雄4

【目的】背側転位型の僥骨遠位端骨折後に変形(治

癒）した症例に対し，掌側からのopenwedge

osteotomyを行ない,骨移植や人工骨充填せず，

掌側ロッキングプレート固定にて治療した症例

について報告する．

【対象】平成21年1月から平成22年10月末までに

手術を施行した3症例を対象とした．男性2例

女性l例，年齢は平均45.3才（33，34，69)．右

1手，左2手．受傷から手術めでの期間は平均

18.7ケ月(2,6,48),術後経過観察期間は平均8.3"･

月（6，13，13）であった．

【方法】伝達麻酔下に掌側より展開，僥骨遠位端

を掌側からopenwedgeosteotomy後,Stellar

lockingplate(fUlllocktype)にて固定した．背

側は展開せず，またいかなる骨移植も行ってい

ない．術後約一ケ月の外固定後関節可動域訓練

を開始した．

【結果】全例において骨癒合は得られており内2

例はすでに抜釘を終了した．全3例の術前後で

の各パラメーターの平均値はVTでは術前-26.7

度が術後11.7度へ,UVは術前プラス2.7mmが

術後プラス1.3mm'､,RIは術前10度が15度へ

改善した．握力は術前平均健側比35.7％が術後

健側比平均76.3％と改善したCooneyのMayo

scoreはと平均81.7point(75,80,90)であった．

CRPSや腱断裂の合併症はなかった．

【結論】3例と症例数は少ないが良好な骨癒合と

臨床成績が得られており本術式において背側展

開や，骨移植を行なわずとも治療可能と考える．

－S361-
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僥骨遠位端骨折背側骨片に対する小考察

～内固定は必要か？～

ARetrospectiveReviewfOrDorsalFragmentofRadius

DistalEndFnlcmre

'昭和大学，2昭和大学横浜市北部病院整形外科

○池田純1,富田一誠1,前田利雄1,

稲垣克記l,川崎恵吉2

【はじめに】掌側プレートで僥骨遠位端骨折を治

療する場合，背側まで展開して転位した背側骨

片の解剖学的整復を目指すかそのまま放置する

か処置に悩むことがある．本報告の目的は積極

的に整復しなかった症例の背側骨片の経時的な

変化を合併症の有無なども併せて再確認するこ

とである．

【方法】当科で最近掌側プレートを用いて加療し

た僥骨遠位端骨折のうち，術後も背側骨片の転

位が比較的大きな10例を対象とした．平均年

齢は55歳，男性3例，女性7例，右6例，左

4例であった骨折型はAO分類で全例がC

typeであり，術後も背側骨片の転位が多少あっ

てもそのまま放置したものを対象とした掌側

プレートはAptus⑧ほかを使用．術後の経時的

変化として僥骨背側から背側方向に浮上した骨

片の転位距離を単純レントゲン画像手関節側面

像で定量評価した．更に背側骨片が原因と思わ

れる何らかの合併症を伴った症例の有無を検討

した．手関節機能はCooneyのScore(以下CS)

を用いて評価した．

【結果】全例で骨癒合が得られ,CSは8例が

Excellent,2例がGoodであった．背側骨片の平

均転位距離は術前4.8mmから術後1年でl=2mm

へと有意に低下していた.(p<0.05)また，伸

筋腱障害や瘻痛など背側骨片が原因と考えられ

た障害は認めなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折に伴う背側骨片は経時的

に転位が軽減し，徐々に解剖学的な位置に戻っ

て骨癒合を完成する傾向が確認されたこれは

背側骨片が骨膜や伸筋腱によるLigamentotaxis

類似の効果によって徐々に整復され骨癒合を完

成するためと考えられた．また，伸筋腱の障害

や背側の目立った瘻痛残存などの合併症も認め

ないことが確認され，術前画像で多少の転位が

あっても積極的に背側まで展開して背側骨片を

整復固定する必要は薄いと考えられた



2-10-EP-33

前腕遠位部骨折に対して初回手術として

Sauve-Kapandji手術を行った症例の検討
Sauv6-KapandjiProcedureasthelnitialOperationfOr

Fractul℃softheDistalRadiusand/orDistalUna

'市立函館病院整形外科，2弘前大学大学院医学

研究科整形外科

○中島菊雄1，藤哲2，佐々木英嗣」

【目的】僥尺骨遠位端の粉砕骨折や，開放骨折は

骨癒合の遷延や，感染，拘縮などにより治療に

難渋することがたびたびある．最近，榛尺骨の

粉砕骨折に対して，初回手術として僥骨骨接合

術と併せてSauve-Kapandji手術（以下SK手術）

を行う報告が見られるようになってきたわれ

われは，初回手術としてSK手術を行った症例

について検討したので報告する．

【対象】2007年10月から2010年9月の6年間に骨

折に対してSK手術を行ったものは8例であっ

た．このうち5例は骨接合術や保存療法に失敗し，

salvageとしてSK手術を行ったものであり，初

回手術としてSK手術を行ったものは3例であっ

た．この3例でSK手術を行った理由は，高齢者

の尺骨開放骨折を伴う僥骨遠位端粉砕骨折2例，

精神疾患を有する患者の尺骨単独開放骨折1例

と，成績不良と思われる因子が複合し，骨癒合

の遷延が予測されたものであった

【成績】初回手術としてSK手術を行った症例の

うち，精神疾患を有する症例は，尺骨単独骨折

であったため良好な経過であったが，高齢者の

うちのl例では,K-wireの突出によるCRPSを

生じ，もうl例では骨の脆弱性のため転位を生じ，

成績は不良であった

【結論】高齢者でも，骨幹端の粉砕が主で，

DRUJ以遠が比較的保たれている症例では，良

好な成績が期待できるが，骨粗繼が強い症例や，

粉砕がDRUJ以遠に及ぶ症例では良好な固定性

が得られない可能性がある．初回手術としての

SK手術は粉砕の強い症例に許容される手術と

いう位置づけであり，推奨されるものではなく，

適応は慎重にするべきと考える．また，最近は

尺骨遠位に使用できるlockingplateが種々 開発

されてきており，新しいimplantでの骨接合術

との比較が必要と考える．

2-10-EP-34

当院を受診した僥骨遠位端骨折患者の現況
ThePresentStatusoftheTreatmentofDistalRadius

FracmI℃inourUniversityHospital

岐阜大学医学部整形外科

○ 大 野 義 幸 ， 清 水 克 時 ， 平 川 明 弘

【はじめに】近年，僥骨遠位端骨折は手術治療に

関する報告が大多数を占めているが，実際の臨

床の場では保存的治療が根強く行われている．

現在の患者の治療動向を知り，その後の経過を

知ることは，今後の治療のあり方を模索する上

で重要と考え，過去5年間に当院を初診した僥骨

遠位端骨折患者を調査した．

【対象】対象は当大学病院高次救命治療センター

(以下，高次科）が発足した2004年6月より2009

年3月までの高次科初診の僥骨遠位端骨折患者94

例（うち小児21例）ならびに当科初診の患者45例

(うち小児4例）を対象とした．

【結果】15歳以下の小児骨折は25患者26手で，男

19例，女6例，平均年齢10歳．成人骨折は114患

者119手で，男50例，女64例，平均年齢54歳．小

児骨折では遠位骨端線離開5手,不全骨折12手(若

木骨折4手，隆起骨折8手)，完全骨折9手．小児

骨折l例は高次科入院，経皮ピンニングを受けた

が，他は全例，ギプス固定などの外固定ののち，

即日，他医療機関紹介であった．成人骨折では，

高エネルギー外傷の10例,12手のうち，当院で

の継続加療は4例5手（手術治療は2例3手）で，

他は全身状態安定すれば他病院紹介であった

低エネルギー外傷で転位の少ないものはシーネ

固定などの後，直ちに他医療機関紹介であった．

転位の強いものは大部分は無麻酔または局所麻

酔下に徒手整復，ギプス固定の後他医療機関

に紹介されていた．当院で治療が行われた僥骨

遠位端骨折は新鮮骨折がll例13手(高エネルギー

外傷2例3手）であった

【まとめ】当院は疲弊する地域医療の最後の砦と

して高次科を立ち上げ，整形外科からもスタッ

フを派遣し救急医療に協力している．しかし，

現在の救急医療の枠組みの中では初期治療を含

め，僥骨遠位端骨折の十分な治療が行える環境

にないことが明らかとなった．
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2-10-EP-35

手根管症候群に対する3DCT軟部組織撮

影第2報：術後症例の検討

Softtissuehnageof3DCTfOrCarpalTunnelSyndrome:

SecondaryReport:AnalysisofPostoperativeCases

四谷メデイカルキューブ手の外科センター

○平瀬雄一，桑原眞人

【はじめに】3DCT検査は手根管内の腱や正中神

経の状態を観察するのに簡便で極めて有用であ

る．われわれはこの方法により術後症例を観察

し，興味深い知見を得たので報告する．

【対象症例】2010年2月より9ケ月間に当院で

診察した手根管症候群は261例322手で，手根管

開放および神経剥離を行った症例は35例37手で

あった．そのうち，術後2ヶ月時に手根管部の

圧痛を訴えた7手を中心に，他院で手根管開放

術を受けたが症状の改善のない3手を加えて合

計16例20手を術後検査の対象にしたちなみに，

当院では，手根管症候群上の皮神経を避けた

2cmの小切開から横手根靱帯を正中神経の尺側

で切開し，生食通水試験で神経圧迫部位を確認

して神経がいなく剥離を行っている．

【結果】当院手術例で術後2ケ月時に手根部の圧

痛を訴えた7手では切離した横手根靱帯から正

中神経が突出しヘルニアとなっていた．しかし，

術後6ケ月以内には全例で圧痛は消失したが，

3DCTでも切離した横手根靱帯が十分に開いて

正中神経のヘルニア所見は消失していた．また，

他院で手術されたものの正中神経症状が改善し

ない3手では横手根靱帯は切離されているが十

分に開放されておらず正中神経への圧迫が改善

されていないことが観察できた．

【考察】手根管症候群術後の手根管症候群部の圧

痛の原因としては種々の報告があるが,3DCT

所見からは十分に開放されていない横手根靱帯

の切離断端で正中神経がヘルニアを起こし手関

節の位置によって嵌頓しているためと考えられ

たしかし，やがて靱帯が開いてくると神経の

ヘルニアはなくなり圧痛は消失すると考えられ

る．

2-10-EP-36

舟状骨骨折における3次元CT像の有用性

AnalysisofScaphoidFractureby3-Dimentional

ComputedTomography

'川崎市立多摩病院整形外科，2聖マリアンナ医

科大学整形外科学講座

○内藤利仁1,伊藤龍登1,遠藤渉1,

松下和彦'，別府諸兄2

【目的】舟状骨は特殊な形をしており，単純X線

像，長軸CT撮影による2次元CT(2DCT)像

から舟状骨骨折を立体的に把握することは容易

ではない．われわれは経舟状・月状骨周囲脱臼

症例の3次元CT(3DCT)像で，腰部掌側から

proximalpole関節面に至る骨折と診断でき，背

側と掌側からの2本のScrewにより固定した症例

を経験した．この症例では，単純X線像，長軸

2DCT像からこの様な骨折型を推測することは

困難であった．今回舟状骨骨折における3DCT

像の有用性について検討したので報告する．

【方法】舟状骨骨折29例に対して，舟状骨長軸

CT撮影を施行し，かつ周囲の骨の像をはずした

3DCT像を構築した．これらの画像より骨折型

について検討した．

【結果】骨折線が腰部掌側からdorsalridgeより

遠位の背側に向かう腰部型21例，腰部掌側から

dorsalridgeより近位背側に斜走する近位斜走

型5例,dorsalridgeより近位に存在する近位型

2例，遠位背側から近位掌側に斜走する逆斜走型

1例であった．近位斜走型5例中l例は，骨折線が

proximalpole関節面に至る骨折で，前述のよう

に2本のScrewにより固定し骨癒合を得た．

【考察】舟状骨長軸撮影による2DCT像は，任意

の断面における骨折の状態を知ることが可能で

あり有用である．しかし，設定する断面の方向

により，骨片の形態は変化して見える．一方，

3DCT像は，舟状骨骨折を立体的に把握するこ

とが容易で，Screwの刺入部位，刺入方向など

の術前計画に有用であった．また，回旋転位の

把握も可能であった．舟状骨長軸CT撮影によ

り2DCT像のみならず3DCT像を構築すること

は有用と考える．
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2-10-EP-37

3D-CTを用いた変形性肘関節症の骨鰊定
量化の試み

QuantitationofOsteophyteinOsteoarthIitisoftheElbow

using3D-CT

'釧路赤十字病院整形外科，2札幌医大病院，

3札幌第一病院

○恩田和範1，和田卓郎2，佐々木浩一2，

山下敏彦2，青木光広3

【目的】変形性肘関節症（以下，肘OA)の

debridementarthroplastyは，骨鰊を切除するこ

とによって可動域改善をめざす術式である．し

かし，骨鰊を術前に判断することは困難である．

我々は,3D-CTを用い尺骨と上腕骨に形成され

た骨鰊を定量化し可動域との関連性を検討した．

【対象と方法】肘OAに対し3D-CTを撮影した16

例17肘（男15肘，女2肘，平均年齢53.2歳）を対

象とした.平均可動域は屈曲がlll.0｡(90～130｡),

伸展が-17.4｡(5～-30｡)であった.3D-CTによ

り肘頭及び鈎状突起に形成された骨鰊の面積を

計測した．鈎状突起肘頭の先端と骨疎量と可動

域との関連性を検討した．また，鈎突窩や肘頭窩

と可動域との関連性も検討した．

【結果】肘頭の骨鰊は平均36.3°であり伸展可動

域と有意な相関が見られなかった(p=0.153).

3D-CTによる骨鰊の平均面積は鈎状突起で

162.5mm2であり屈曲可動域と有意に相関が見ら

れた(p<0.01).一方，肘頭は252.4mm2で伸展

可動域と有意に相関が見られた(p<0.01).また，

鉤突窩の骨鰊面積と屈曲可動域，肘頭窩の骨鰊面

積と伸展可動域には両者とも有意な相関が認め

られた(p<0.01).

【考察】屈曲可動域制限の一因として鈎状突起や

鈎突窩に生じる骨鰊が考えられた．一方，伸展可

動域制限の一因として肘頭や肘頭窩に生じる骨

疎が考えられた．

2-10-EP-38

若年者の前腕骨遠位部骨折における軟部

組織損傷評価

SoftTissuelnjuriesAssociatedwithPediatricDistal

Fo1℃annFractures

社会医療法人若弘会若草第一病院整形外科

○ 香 川 亮 介 ， 野 崎 健 治 ， 四 本 忠 彦

仲宗根素子，領家幸治

【はじめに】若年者の前腕骨遠位部骨折における

軟部組織損傷を報告した文献は少ない．今回，

同骨折手術の術前MRIと術中の関節鏡による軟

部組織の評価を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は2009年5月から2010年10月

までに当科で加療を行った若年者の前腕骨遠位

部骨折ll例とした．受診時平均年齢はll.3歳(7

～17歳)，僥骨遠位端骨折単独が5例，尺骨茎状

突起骨折合併がl例，榛尺骨遠位端骨折が5例で

あった平均経過観察期間は9.7週（6～17週）

であった．全例，術前にMRIを施行し，手術

時に関節鏡を行い軟部組織を評価した．手術は

関節鏡で関節内の病変を評価した後，関節鏡の

portalからキルシュナー鋼線を刺入し骨接合を

行った．術前MRIおよび術中関節鏡にて軟部組

織損傷があった例は，6週間の長上肢ギプス固

定後，2週間の短上肢ギプス固定とした．術前

MRIおよび術中関節鏡所見，術後の瘤痛などの

臨床症状，可動域を調査した．

【結果】最終調査時，全例で痙痛および圧痛，明

らかな不安定性はなく，また，可動域制限の残

存する例もなかった．術前MRIにおいてTFCC

損傷が疑われた例が6例であった実際には，術

中関節鏡においてTFCC損傷を認めたものが8

例であり，その内，尺側での損傷が2例，背側関

節包付着部での損傷が5例，掌側関節包付着部

での損傷がl例であった．いずれも断裂はl～

2mm大と軽度であり緊張も良好であったため縫

合などの処置は行わなかった．

【考察】MRIは術前の軟部損傷の可能性を予想

できる利点がある．関節鏡は軟部損傷の診断お

よび評価に有用であり今後は関節鏡視下治療の

可能性も期待できると考える．若年者の前腕骨

遠位部骨折においては，軟部組織損傷の合併が

存在する可能性があることを念頭にいれて治療

を行う必要があると考える．
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2-10-EP-39

尺骨短縮術前後のTFCCの形状変化：

MRIでの検討

ChangesinShapeoftheTriangularFibrocatilage

ComplexinMagneticResonanceImagingbefOreand

afterUharShorteningProcedu1℃

'産業医科大学整形外科，2慶應義塾大学整形外科

○山中芳亮1,中村俊康2,佐藤和毅2,

戸山芳昭2，池上博泰2

尺骨短縮術は遠位僥尺関節(DRUJ)の安定化

に寄与すると同時に尺骨手根骨間を除圧するこ

とが明らかになっている．これらの効果が実際

の臨床例でどのように働いているかを検討する

目的で尺骨短縮術前後でのMRIにおけるTFCC

の形状変化を調査した

【対象】尺骨短縮術前後に手関節MRIの撮影が

可能であった39例41手関節を対象とした症例

は男性16例,女性23例,手術時平均年齢は44歳(15

～73歳)，術後MRI評価時期は平均60カ月(40

~101カ月）であった.TFCC損傷の診断は関

節造影,MRI,関節鏡で損傷を認めるものとした．

【方法】TFCCのdiscproper中央部の厚み(以下，

TFCthickness)とTFCCの僥骨付着部から水

平に引いた直線とTFCCのdisc中央を結んだ角

度（以下,TFCangle)の測定を行った．術後

から術前のTFCthicknessを除し，術前のTFC

thicknessで割ったものをTFCthickness変化

率として評価したまた，術後から術前TFC

angleを除したものをTFCangle変化量として
評価した．

【結果】TFCthickness変化率は年齢性別，術

後経過時間と相関は認めなかったが短縮量と

術前ulnarvarianceとは中程度の負相関を認め

た(R=-0.40p<0.01,R=-0.43p<0.01).TFC

angle変化量も同様に年齢，性別，術後経過時

間と相関は認めなかったが，短縮量と術前ulnar

varianceとは中程度の負相関を認めた(R=-0.46

p<0.01,R=-0.51p<0.001).

【結論】短縮量及び術前ulnarvarianceが小さ

いほど，術後にTFCthicknessの改善が期待で

きることが示唆された．また，短縮量及び術前

ulnarvarianceが大きいほど，術後にTFCCが

水平化(TFCangleが低下）し,DRUJの安定
化に寄与している可能性が示唆された．
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日手会社会保険等委員会報告



2-2-C

｢トリアムシノロンアセトニド（ケナコルト-A)注射液の一時的供給停止

が及ぼした医療経済的影響」調査

Medico-econoncalEffectoftheSuspensionoftheTriamcinoloneAcetonideSupply

日本手外科学会社会保険等委員会

日本手外科学会

【目的】2009年2月19日～7月13日にトリアムシノロンアセトニド（ケナコルトA)(以下TM)注射

液が一時供給停止となった．日本手外科学会社会保険等委員会では次回診療報酬改訂の基礎資料作成

を目的に「供給停止期間に腱鞘内注射という治療手段がなくなり，腱鞘切開術をせざるを得なくなっ

た事例が増えた」という仮説を立て理事会承認のもと「TM注射液の一時的供給停止が及ぼした医

療経済的影響」調査および手外科医の中での「TM腱鞘内注射」の普及率，実際の注入量，副作用

などのアンケート実態調査を行った．

【対象】日手会教育研修基幹239施設．

【結果】アンケート回収率:239施設中178施設から返信があり,アンケート回収率は74.5%であった.TM

使用施設:178施設中121施設(68%).2009年月別腱鞘切開術件数:供給停止以降徐々 に増加し6月には1,2

月の2倍以上となり，供給再開とともに停止以前に戻った.代替steroid使用:106施設で代替steroid

が使用され,デポメドロールが「効果が同等」と「劣る」が半々であったが,他の製剤はほぼ「劣る」

という結果であった.1回注入量:80%以上の施設で1回注入量は10mg以下.注射間隔:2週と4週が

多かった.手術移行頻度:10,5,20%の回答が多かったが,手術適応が施設によって異なっていた.有

害事象:deQuervain病での色素脱失や皮下萎縮の報告数が多かった．

【結論】「TM腱鞘内注射により約半数の症例で腱鞘切開術が回避されている」というエビデンスが

得られ，次回診療報酬改訂の要望に反映させる予定である．ばね指,deQuervain病に対する腱鞘内

注射の「至適注入量・注射手技」を啓蒙していく必要があった.供給元のブリストルマイヤーズ社に

対し学会として「10mg程度の小容量バイアルの供給」と，製剤添付文書に「腱鞘内注射手技上の注

意と有害事象の詳細な記載」を求めた．
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Supermicrosurgeryの手外科への応用

東京大学形成外科

光嶋勲

概念

1990年ごろより，直径0.3-0.8mmの微細血管，リンパ管，神経束の吻合（超微小外科，

supermicrosurgery)が可能となった。この領域は，日本が世界をリードし続けている。

とくに，穿通枝皮弁による再建術は，日本から発進され，その後世界中で講習会が開催さ

れ続けている。欧州ではベルギー，イタリアを中心として定着し，各国に穿通枝皮弁学会

も設立されつつある。手外科においても以下の術式が発達した。

手の再建

切断指再接着の成功率が飛躍的に進歩した。動静脈吻合，細静脈移植などの多用により

再接着の生着率が94％に向上している。挫滅された指末節再接着の生着率も真皮直下の

細静脈の吻合により88％まで向上している1)。また，最小限の部分足趾移植による小

児の指尖再建と先天指欠損の再建が可能となった2)。その他，血管付趾爪移植，遊離血

管柄付神経移植術，遊離血管柄付骨膜移植による偽関節再建各種遊離穿通枝皮弁（足底

皮弁,flow-through型前大腿＆広背筋穿通枝皮弁など）による低侵襲再建術も進歩し続け

ている。また、過去20年間にわたり，局麻下のリンパ管細静脈吻合術の有効性が確認さ

れている。最近では，発症後超早期，または癌切除と同時の即時吻合術による予防効果も

確認されつつある。

新しい遊離穿通枝皮弁(perfOrator-to-perfbratorflap)

皮弁の穿通枝と移植床の穿通枝を吻合する遊離皮弁が開発中である。特に以下のものの

有効性が確認されつつある。

遊離僥骨動脈穿通枝皮弁による手，外鼻などの再建。

前大腿穿通枝皮（筋膜）弁による手・下腿再建。

大腿筋膜張筋穿通枝皮弁による手の再建。

広背筋穿通枝皮弁による手・眼窩床再建。

浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁(SCIPflap)による四肢再建。

内側足底穿通枝皮弁による手指の再建。

これらの皮弁の利点は従来の皮弁，筋皮弁に比べ，ドナーの犠牲が少なく，皮弁採取・移
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植に要する時間が短縮でき，生着率も従来のものと同一である。

血管吻合にやや高度の技術が必要なことである。

短所としては皮弁挙上．

参考文献

1)Koshimal,S()edaS,MoriguchiT,HigakiH,MiyakawaS,YamasakiM.:Theuse

ofarteriovenousanastomosisfOrreplantationofthedistalphalanxofthefingers.

PlastReconstrSurg.89:710-4,1992.

2)Koshimal,InagawaK,UrusmbaraK,OkumotoK,MoriguchiT.:Fingertip

reconstructionsusingpartial-toetransfers.PlastReconstrSurg.105:1666-74,2000
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講師略歴

光嶋勲（こうしまいさお）

東京大学形成外科

略歴

昭和51年

同年

昭和52年

昭和58年

平成2年

平成8年

平成12年

平成16年

平成21年

平成22年

鳥取大学医学部卒業

東京女子医科大学一般外科（医療練士）

東京大学医学部形成外科（研修医）

筑波大学臨床医学系形成外科（講師）

川崎医科大学形成外科（助教授）

ハーバード大学留学

岡山大学医学部形成再建外科（教授）

東京大学形成外科（教授）

国立シンガポール大学seniorconsultant(教授）

東京大学付属病院副院長
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RA手の再建

広島県身障者リハビリテーションセンター

水関隆也

生物学的製剤の導入によって関節リウマチの治療は激変した．手指などの小関節で活動性の

滑膜炎をみる機会は減少し，代わって変形した指断裂腱の再建を求めて来院する患者が増え

ている．外科医の役割は滑膜切除から，破壊関節，変形手指断裂腱を再建する方向に変わり

つつある．ここでは，主なる変形に対する再建術伸筋腱断裂に対する再建術を解説する．

【手関節掌尺側亜脱臼】

永年の罹病期間の間に手根骨は破壊，吸収され，軟部組織の弛緩と相まって，掌尺側へ

脱臼する．放置されると不安定手関節，伸筋腱断裂を招来する．再建には全固定術，部分

固定術,Sauve-Kapandji法などが一般的であるが，僥骨手関節面を形成(shelfplasty)し，

整復位で仮固定する一時固定術も有効である．

【指ボタンホール変形】

滑膜炎が主にPIP関節にある．伸筋腱機構は弛緩し,側策が掌側へ移動し,PIP伸展不全，

DIP過伸展を呈する．再建には伸筋腱を短縮し,側策を背側へ引き上げ,終末腱を切腱する．

【指スワンネック変形】

滑膜炎が主にMP関節にあり，内在筋の拘縮が認められる.MP関節が脱臼し，側策が緊

張すると背側へ移動し,PIP過伸展を呈する．代わってDIPは伸展不全に陥る．早期例で

はSORL再建術,側策移動術などが有効である．中期例では浅指屈筋腱固定術力雅実である．

【母指ポタンホール変形】

滑膜炎がMP関節にあり，伸展不全を呈する．代わってIP関節は過伸展を呈する.IP

関節破壊例では，固定術とEPLを用いた伸展補強術を行う．

【母指スワンネック変形】

滑膜炎の主座がCM関節にあり，これが背側脱臼する.EPLが働きMP関節は過伸展，

IP関節は伸展不全を呈する.CM関節の整復，中手骨骨切が適応となることもある．掌側

板制動術は必須ではない．

【指尺側偏位】

伸筋腱の尺側脱臼，内在筋の拘縮，手根骨の僥屈，屈筋腱の尺側移動，等複数の因子が

絡んでいる.矯正は容易でない．インプラント形成術,伸筋腱の僥側移動などが適応となる．

尺側内在筋の切雛は必須である．

【伸筋腱断裂】

環小指断裂，続いて長母指伸筋腱断裂が多い．小指単独断裂にはEDCの端側縫合が，

環小指断裂にはEIP移行が，長母指伸筋腱断裂にはEIP移行が勧められる．中環小指断

裂の再建はEIP移行+PL腱移植が勧められるが，リハビリにはさらなる注意を要する．
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講師略歴

水関隆也（みずせきたかや）

広島県身障者リハビリテーションセンター

略歴

昭和54年4月

昭和58年9月

昭和61年10月

平成14年4月

平成18年4月

広島大学整形外科学教室入局

米国ケンタッキー州立ルイビル大学

手の外科クリニカルフェロー採用

広島県身障者リハビリテーションセンター医員

同副医療センター長採用

同 医療 セン ター 長採 用
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手指骨折の治療法

中手骨・指節骨骨折の治療法

一指節骨基部陥没骨折の経皮経骨髄的整復を中心に一

済生会神奈川県病院整形外科

佐 々木孝

中手骨から指節骨の範囲は広く、基部､遠位部の関節内骨折と､骨幹部骨折に大別される。

関節内骨折の治療において最も留意するべき点は関節面の整合性であり、骨幹部骨折の治

療に於いて留意すべきは回旋変形である。

基部骨折には陥没骨折が高頻度に存在することが知られており、陥没骨片を整復する必

要があるが､整復に際して関節周囲の軟部組織に損傷を加えるべきではない。この目的で、

最適であるのが経皮経骨髄整復法である。主な陥没骨片の存在部位の反対側の骨幹部骨皮

質をl.5mmK-wireで穿孔し、1.0あるいは1.2mmK-wireを整復子として用いる方法で、

Hintrmgerの報告以後、本邦では普及した方法である。陥没骨片を整復子により骨髄側か

ら圧出し、対時する骨頭に適わせて整復した後に、再転位防止用の0.7mmK-wireを格子

状に刺入する。脱臼傾向があれば、extensionblock用のK-wireを併用する。

骨頭骨折は関節面の整復と同時に、両穎の回旋軸にも注意を払う必要がある。転位の大

きな例では、顕微鏡を併用した小切開直視下整復が推奨される｡X線透視下の観察では回

転転位の整復の確認などが不十分となることもあり、骨折型が単純で整復が徒手的に容易

に得られる場合を除いては、骨頭骨折の整復は直視下に行う法が確実である。

骨幹部骨折の治療に際しては、それぞれの高位ごとに定型的な変形方向があることに留

意する必要がある。中手骨骨幹部では背側凸変形、基節骨骨幹部骨折では掌側凸変形が生

じやすく、整復位の保持に際して念頭におく必要がある。指節骨の頚部骨折は末梢骨片の

騎乗が徒手整復不可能である例があるが、mtrafocalK-wireを用いることによって簡単に

解決することが多い｡骨性マレット指の新鮮例は石黒法での整復固定が簡便な方法である。

末節骨の骨幹部開放骨折には爪根脱臼を伴うものが多く、Schiller法の良い適応である。
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講師略歴

佐々木孝（ささきたかし）

済生会神奈川県病院整形外科

略歴

昭和48年4月

昭和52年6月～53年5月

昭和53年6月～56年5月

昭和56年6月～58年3月

昭和58年4月

平成2年4月

平成13年4月

平成18年9月

(神奈川県交通救急センター）

慶応義塾大学整形外科学教室入室

大田原赤十字病院整形外科副部長

佐野厚生総合病院整形外科医長

済生会神奈川県病院（神奈川県交通

同 上 医 長

同 上 部 長

同上副院長

同上副院長・診療部長
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絞拒性神経障害のバイオメカニクス：

肘部管症候群および手根管症候群

札幌第一病院整形外科

青 木光広

この講義では、絞拒性神経障害の代表である肘部管症候群と手根管症候群の発生病態を

バイオメカニクスの観点より解説する。

【肘部管症候群のバイオメカニクス】肘部管症候群の原因として、肘部管内圧の上昇によ

る圧迫障害、神経の牽引に伴う牽引障害、亜脱臼による神経の摩擦が挙げられている。尺

骨神経除圧手術の際に、それぞれの原因が肉眼的に確認されるが、同時に神経圧迫の程度、

牽引の程度を検証した研究が行なわれている。肘部管内圧による神経圧迫に関して、Patel

1997らはMRIによる神経圧迫の程度の観察し、Gelbermanl998,Greenl997は解剖標本

による圧迫と形態を観察している。一方､Iba2008は手術時に肘部管内圧を計測している。

一方、神経の牽引による障害に関してWrightl996は、胸郭上肢標本を用いて肩と肘関節

の肢位による尺骨神経の伸び率を計測し、Aoki2005らは投球動作を想定した運動に伴う

神経の伸び率を計測した。さらに､青木2008は神経移行術による神経の緊張度を観察した。

【手根管症候群のバイオメカニクス】手根管症候群の原因として、手根管内圧の上昇によ

る正中神経の圧迫障害が挙げられている。Luchettil990、Seradgel995,Wernerl997は

手根管内圧が圧迫部位、手関節・指の肢位、握り運動で変化することを示し、Zao2011は

バルーンカテ挿入で人為的に圧力を増して計測した。金子らはMRI画像を用いて徒手的

手根管ストレッチの効果を示した。Wrightl996は標本を用いて、Greetings2001、Dilley

2001、Echigo2008は超音波による手根管近位での神経形態と滑走距離計測を行なった。

Yoshii2009は超音波による手根管内での神経の形態計測と滑走距離計測を行なっている。
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講師略歴

青木光広（あおきみつひろ）

札幌第一病院整形外科

略歴

昭和58年

昭和59年

平成4年

平成7年

平成9年

平成11年

平成21年

同年

札幌医科大学医学部大学院卒業

札幌医科大学医学部整形外科助手

ワシントン大学医学部整形外科留学

札幌医科大学医学部整形外科助手

札幌医科大学整形外科講師

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科助教授

札幌第一病院整形外科副院長

札|幌医科大学解剖学第2講座訪問教授
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手根骨壊死に対する血行再建術

市立奈良病院四肢外傷センター

矢島弘嗣

キーンベック病をはじめとする手根骨の壊死は、比較的稀な疾患ではあるものの、日本

手外科学会や日本整形外科学会総会においてはパネルやシンポによく取り上げられてい

る。その治療方法として、種々の施設においていろいろな方法が行われてきた。今回の講

演ではキーンベック病、プライサー病、舟状骨骨折後の壊死に対する血行再建術を解説す

る。

血行再建術の歴史としては、最初に心筋内に動脈を移植したことに始まる。整形外科領

域においては大腿骨頭壊死の治療を想定した大腿動脈の移植が実験的に行われた。その後

動脈と静脈を血管束として挙上し、この血管束を月状骨に移植する方法が奈良医大の保利

らにより報告され、多くの症例に対して適応してきた。そして血管束移植だけではなく、

創外固定器の併馬、その後STT固定術、さらに仮STT固定術と手術方法を順次modify

してきた。1990年代になって僥骨遠位端からの有茎血管柄付き骨移植術が報告され、血管

束移植術から血管柄付き骨移植術に変更を行った。血管柄付き骨移植術の利点としてはl)

boneremodelingが早い、2)移植骨そのものに強度がある（圧潰が生じにくい)、3)骨の方

が固定しやすい、4)分節化した骨片の癒合が期待できる、などが挙げられる。キーンベッ

ク病に対する血管柄付き骨移植術の適応はstagellかIIIであるが、あまり分節化が強い

症例は月状骨を温存することができず、本法の適応外であると考えている。

プライサー病に対しても血管柄付き骨移植術がよい適応であると思われるが、舟状骨の

形態が保たれていないような進行した症例は、近位手根列切除術か部分手関節固定術の適

応になる。舟状骨骨折に対しては骨折後の近位骨片壊死や観血的整復術に失敗した症例な

どが血管柄付き骨移植術の適応になる。

今回の講演では月状骨ならびに舟状骨に対する血管柄付き骨移植術の手術の実際を動画

を用いて説明し、本手技に対する理解を深めて頂くことを目的としている。
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講師略歴

矢島弘嗣（やじまひろし）

市立奈良病院四肢外傷センター

略歴

昭和54年3月

昭和54年5月

昭和63年5月

平成7年6月

平成12年10月

平成19年4月

平成22年4月

奈良県立医科大学卒業

奈良県立医科大学整形外科入局

HartfbrdHospital

(HKirkWatsonMD;ClinicalFellow)

奈良県立医科大学講師

奈良県立医科大学整形外科学助教授

奈良県立医科大学整形外科学准教授

市立奈良病院四肢外傷センターセンター長
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野球肘

泉整形外科病院

高原政利

【野球肘】内側では内上顎の裂離や骨端離解、内側側副靭帯損傷、および尺骨神経障害、

外側では小頭離断性骨軟骨炎や滑膜ヒダ障害、後方では肘頭の骨端離解、骨端閉鎖不全、

滑膜ヒダ障害、骨鰊骨折、および疲労骨折などがある。

【診察】問診では、肘関節痛の部位と程度、痛みが出現する動作、投球への支障の程度を

聴取する。診察では、圧痛の部位と誘発テスト(milkmgテストなど）によって症状の再

現性を確かめる。肘関節の正面側面X線撮影に加えて､45度屈曲位正面撮影が必須である。

骨病変の形態分析ではCTが現在最も詳細で信頼できる。MRIは骨､軟骨のみならず靱帯、

筋肉、ならびに腱などの軟部組織の描出に優れている。野球肘の評価においては、脂肪抑

制T2強調撮影（あるいはT2噸強調像やSTIR)は必須である。超音波診断は無侵襲で手

軽に行える利点があり、急速に普及しているが、検者の習熟度に依存した検査である。

【内上穎裂離／内側側副靭帯損傷】骨端線閉鎖前の内上穎裂離には投球禁止を主体とした

保存療法にて4～5カ月で癒合が得られる。骨端線閉鎖後の陳旧例には約1カ月間の保存

療法を行い、徐々に投球を再開する。慢性発症例は保存療法に抵抗し易い。保存的治療で

の復帰は44％、靭帯再建では90％である。

【尺骨神経障害】運動時の肘関節内側痛が主訴で、しびれを訴える例は少ない。神経麻痒

も軽微である。1カ月間の投球禁止や肘関節屈曲の制限によっても症状が持続する例には

尺骨神経の除圧により、スポーツ復帰が良好である。

【小頭離断性骨軟骨炎】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎のx線画像は､透亮型(期)､分離型(期）

および遊離型（期）に分類されている。骨端線が閉鎖前の透亮型で肘関節可動制限のみら

れない例は保存療法にて治癒する。骨端線閉鎖前の分離型や骨端線閉鎖後の症例には手術

治療の成績が優れている。病変切除後の骨軟骨欠損が大きく、10mm以上の場合には長

期成績が劣るので、骨軟骨柱移植による関節面の再建を勧めている。
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講師略歴

高原政利（たかはらまさとし）

泉整形外科病院

今匙

略歴

昭和58年

平成3年

平成13年

平成13年

平成14年

平成15年

平成21年

北海道大学医学部卒業

北海道大学医学部整形外科助手

山形大学医学部大学院卒業

山形大学医学部整形外科助手

山形大学医学部整形外科講師

山形大学医学部整形外科助教授（現准教授）

泉整形外科病院副院長

ｊ

Ａ
４

Ａ
ｆ
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演者索引

【あ】

相沢智康

青木陽

青木伸峰

青木孝文

青木光広

Adam,RobertoS110,S223,S329

An,Kai-Nan S110,S329

Ardelean,Filip S222

Baek,GooHyunS36,S98,S251,

S252,S253,S262,

S281,S318

Bowen,Vaughan S43

Capota,Irma S222

Cardoso,Roy S294

Chen,Shan-LinS154,S158,S243

Chem,Tai-ChangS34,S80,S185,

S185,S278

Chiang,Chen-Hao S185

Choi,AlexanderKaiYiuS44

Choi,JungPilS260

Choi,Soo-Joong S67

Chow,EstherC.S.S44

Chow,YukYin S44

Chu,Chm-HuiS278

Chung,DukeWhanS79,S221

cobaS33

Duncan,ScottF.S35

Fernandez,DiegoL．S28

Fietti,Jr.,VmcentG.S29

Georgescu,Alexandru S222

Gong,HyunSikS251,S252,

S253,S262,S281

Guo,Yang S243

Hadoush,HikmatS327

Han,SooHong S260

Ho,Pak-CheongS37,S44,S219

Hsu,Hsiu-Yun S186

Hsu,Ying-Ya S186

Huh,JmgKW S252,S253

Hmg,LemgKimS219

Tnnocen廿,Marco S220

Johnson,CarylS29

Jou,I-Mmg S30LS80,S185,

S185,S186,S278

Jung,Junmo S98

Kim,Eugene S112

Kim,Hyo-h S 1 0 6

Kim,JiHyungS36,S251,S252,

S253,S281,S318

Kim,Jinho S98

Kim,JinYomg S262

Kim,MmBom S98

Kim,Tak-Ho S126

King,KarenB．S218

Kuo,Li-ChiehS186

Kwon,BongCheolS67

Lee,ChungHoon S98

Lee,HyukJinS251,S252,S253,

S262,S281,S318

Lee,JaeHoon S79

Lee,Nae-Ho S106,S126

Lee,YoungHo S251,S252,

S253,S262,S281

Li,Wen-Jun S311

Lin,ChengLiS80

Liu,Bo S158

Livemeaux,PrPhnippeS226

Lyu,Syue-Jhe S80

Matei,Ileana S222

Moy,Owen S41

Owens,PatrickS291,S294

Pae,Woo-SikS267

Pan,YongweiS158

Peimer,ClaytonA.S41

Rhee,SemgHwanS251,S252,

S253,S262,S281

Rhyou,InHyeokS263

Roh,Si-GyunS106,S126,S267

Seo,BoKyeong S67

Shao,ChungJung S34,S80,

S185,S185

Sharula S312

Shen,Po-Chuan S185

Song,CheolHo S252,S253

Tian,GuangLe S158,S243

Tsai,ShangWen S278

Tse,Wing-Lim S219

Wayne,Morrison S336

Williams,Amson S218

WolfJenniferMoriatis S218

Wu,Kuo-ChenS34,S185,S278

Wu,TungTaiS185

Yang,KyungMooS106,S126,

S267

Yi,Chuan-Jun S309

Zhao,ChmgFengS110,S329

S321

S353

S228,S336

S133

S61,S103,Slll,

S155,S233,S238,

S257,S284,S288,

S364

S108,S148,S255,

S350

S179

S135,S136

S73

S202,S214,S335,

S335

S164

S273,S279,S331

S174

S182,S293

S3,S101,S286

S348

S114

S336

S24

S98

S42,S274

S66

S312

S151,S284

S190,S201,S210

S321

S105,S107,S248,

S310,S322

S189,S305

S168

S111,S121

S2,S88,S107,S129,

S231,S260

S125

S312

S337

S143

S58

S91

S105,S107,S248,

S310

青山隆

赤井

赤居

明石

赤羽

紀
美
一
学

敬
正
健

秋田恵一

浅井宣樹

麻田義之

朝戸裕貴

浅野研一

浅野太志

浅見昭彦

安食孝士

麻生邦一

阿達啓介

阿 部 麻 美

阿部耕治

安部佐和子

阿部宗樹

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

荒木信人

荒田順

荒武正人

有島善也

有薗行朋

有冨健太郎

有野浩司
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安藤

安藤

幸
亮

佳 S58,S282

S114,S189,S290

市川耕一

市川亨

市原理司

市丸宏三

市村晴充

伊坪敏郎

井戸芳和

井樋栄二

伊藤聰一郎

伊藤龍登

伊藤博元

伊藤康正

稲垣克記

岩部

岩本

岩本

岩谷

岩崎

S264

S92,S256

S123,S262

S91

S72

S132,S333

S119,S333

S332

S321

S363

S228,S336

S347

S6,S57,S65,S69,

S110,S197,S352,

S361

S116

S199,S246

S62

S46,S213

S3,S101,S286

S77

S254

S342

S294

S136

S53,S90,S152,S155,

S238,S257,S307

S183

S52

S19,S334

S184

S319

S95,S127,S145

S132,S195

S206,S350

S17,S75,S164,S302

S335

S83

S344

S120,S308

S261

S161,S173,S271

S4,S69,S102

S39,S139,S173,

S237,S247,S269

S86

S264

S94

S63

S111,S121,S255,

S278

平
士
英
力
政

昌
卓
幸
倫

S63

S124,S140,S141

S83,S286

S135

S115

【い】

飯島準一

飯田昭夫

飯田浩次

飯田拓也

飯田寛和

飯 田竜

伊賀徹

猪 狩勝則

生 田義和

井汲彰

池上博泰

S104

S75,S113,S193

S165

S268

S109,S162,S172

S299,S322

S147

S124

S165,S230

S100

S10,S25,S50,S50,

S51,S54,S144,S147,

S180,S198,S200,

S300,S365

S264

S1,S55,S77

S294

S110,S197,S361

【う】

植木将人

上里涼子

上新淑文

上杉彩子

植田直樹

上 野 幸 夫

上羽宏明

上 原 浩 介

植 村 和 司

植村一貴

上村卓也

S261

S359

S133

S112,S253,S256

S18,S167,S172

S6,S57,S69

S19

S135,S136

S194

S59,S329

S8,S176,S234,S235,

S270,S306

S304,S323

S157

S131

S152,S338

S181,S266,S313

S5,S116,S119,S132,

S162,S163,S195,

S333

S146

S334

S293

S162,S172

稲垣

稲田

稲葉

稲見

井上

井上

井上

井上

井上

井上

射場

進
史
輔
平
郎
宏
史
也
文
紀
介

弘
有
大
浩
五
貞
悟
秀
雅
美
浩

池口良輔

池田和夫

池 田啓一

池田純

池田全良

池田幹則

池田崇

伊佐山浩通

石井耕士

石井宣一

石 井崇之

石 井英樹

石垣大介

石川浩三

石 川淳 一

石 川心 介

石川肇

石倉 久光

石黒隆

石河利広

石崎力久

石田治

石津恒彦

石突正文

石原芙紗子

石 原雅之

泉 水朝貴

泉山公

井関康武

磯 貝典 孝

磯貝哲

板寺英一

植村剛

牛尾茂子

宇治郷諭

内田満

内沼栄樹

内山茂晴

S139,S360

S270,S314

S71,S356

S282

S16,S337

S22,S301

S139,S360

S114

S276,S277

S297

S5

S266,S313

S42;S274

S142

S144

S261

S345

S241

S134

S22,S301

S264

S322

S61

S60

S347

S245

S183,S269,S340

S96,S341

井畑朝紀

伊原公一郎

今井晋二

今井龍太郎

今泉司

今泉泰彦

今枝敏彦

今田英明

今谷潤也

今村知明

入江徹

入船秀仁

岩倉菜穂子

岩崎一夫

岩崎弘英

岩崎幸治

岩崎倫政

宇野

梅田

浦部

漆崎

治夫

雅宏

忠久

亜弥

【え】

江川博昭

恵木丈

江尻荘一

江藤淳

遠藤誠一

遠藤健

遠藤渉

S178

S207,S211

S330

S259

S60,S76

S266,S340

S363

【お】

王巍

大 井 宏 之

S321

S8,S93,S150,SI50,

S298,S331

S283

S142,S203,S358

S307

S328,S328

S135

岩指

岩澤

岩城

岩田

岩月

仁
直
修
栄
之

幹
啓
勝
克

大石崇人

大泉尚美

大 木 豪 介

大久保宏貴

大熊雄祐
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片岡利行至
久

英
壽

幸
茂

大
大

奥井伸幸 S67,S288,S289,

S303,S317

S202,S214

S38

S207,S270,S306,

S313,S314

S63

S95,S296

S353

S91

S16,S215,S360

S82,S326

S74,S255,S308,

S346

S306

S264

S5,S59,Sll6,S119,

S132,S162,S163,

S195,S237,S333

S252

S192

S351

S152

S78,S257

S227,S328,S328

S211

S57

S349

S110

S282

S316

S347

S307

S249

S76,S216,S348

S84,S124

S88,S112,S253,

S256

S345

S97

S88,S112,S253,

S256

S261

S181

S97,S356

S120,S142

S17,S75,S302

S330

S53

S165

S87,S123,S137,

S285,S293

S60

S149,S351

S118,S128,S129

S175,S242,S242,

S330

S300

S138,S169

S257

S76,S209,S216,

S348

S1,S55

S53

S264

S306

S87,S91,S137,S140,

S141,S179,S179,

S334

S146,S164

S63,S332

S7,S47,S85,S104,

S230,S241,S307,

S327

S62

S9,S86,S106,S312

S286

S74,S196,S202,

S214,S284

S66,S338

S12,S53,S64,S75,

S85,S113,S125,

S193,S199,S229,

S240,S284,S288,

S298,S335,S335

S364

S316

S71,S131,S136,

S258,S280,S354

S325

S317

S204,S271,S290

S349

S82,S111,S165

S85,S125

S339

S42,S274

S155,S156,S159,

S359

S14,S191,S292

S181,S353

S131,S280

S307

S138

S164

S134

S119,S176,S362

S58,S282

S120,S142

S115,S242,S242

S67,S125

S146,S164

S289

S139,S360

S100,S215

S134

S25,S145,S147,

S180,S198,S200,

S275,S300

S87

S21,S112,S317

S286

S263

S8,S176,S207,

S234,S235,S306

S306

S310

S103,S134

S14,S191,S292

S181,S284,S353

片山

片山

香月

健
幹
一憲

奥田実佐子

奥田良樹

奥津一郎

奥野宏昭

大数加光治

大関覚

太田壮一

太田剛

太田英之

大田大良

大谷和裕

大谷博

大塚 純子

史
裕
介
和
哲
理
一

紘
康
浩
泰
宗

勝田

勝田

勝部

勝見

勝村

桂

加藤

小倉

尾崎

小笹

長田

跡夢

敏文

泰宏

伝重

希
崇
基
美
良

直
宏
弘

納村

織田

織田

織田

小田

大塚隆信

大 塚尚

大塚弘剛

大坪晋

大西哲朗

大西秀明

大野克記

大野義幸

大橋弘嗣

大日方嘉行

大迎 知宏

大森信介

大山峰生

岡久仁洋

岡義範

岡崎敦

岡崎恵理乃

岡崎真人

直樹

浩康

博之

加藤

加藤

加藤

門田康孝

金井朋毅

金谷貴子

金谷久美子

金谷耕平

金谷文則

金城養典

金村政義

鏑木秀俊

鎌田雄策

釜野雅行

上石貴之

亀井節也

亀井直輔

亀井陽一

亀田正裕

亀山真

蒲生和重

小田桐正博

越智健介

越智光夫

越智

落合

小沼

小野

龍弥

直之

賢治

浩史

小原由紀彦

面川庄平

岡島誠一郎

岡田潔

岡田貴充

岡田正人

岡 田充弘

恩田和範

【か】

海江田高輝

貝田英二

蔵
亮
夫

武
秀

香山

河合

河井

S294

S108,S148,S255,

S350

S95,S127,S145

S66,S364

S204,S271,S290

S324

S95,S127,S145

S320

S171

S344

S165

緒方

岡林

岡本

岡本

岡本

小川

小川

沖永

荻野

人
貴
司
貴
雄
健
光
二
彦

正
俊
聖
秀
雅
修
利

好男

亮介

良介

展之

良雄

祥子

和也

剛

了治

香川

香川

柿木

加地

加地

樫村

樫山

柏倉

梶原

久
剛
明
史
雄
一
哲
之

基
直
裕
幸
亮
宏

川勝

河上

川上

川上

川上

川上

川口

河越

S9,S100,S130,S337

S133

S86

S121,S135,S159,

S160,S238,S259,

S304
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川 崎恵吉 S6,S57,S69,S197,

S352,S361

S94

S79

S356

S264

S20,S86

S93

S73,S207

S291,S294

S12,S229,S232,

S267

S269

S93,S150,S150,

S298,S331

S184

日下部浩

草野望

櫛田 学

楠瀬浩一

S153

S72,S328,S328

S40

S91,S123,S262,

S295

S283

S123,S262,S295

S96,S103,S120,

S291,S308,S321,

S341

S324

S87,S91,S137,S140,

毅
実
新
雄

英
忠

国分

古作

児島

児島

S285

S326

S162,S172

S160,S171,S182,

S265,S299

S133

S334

S343

S48,S212,S295

S66

S19

S4

S102

S273

S358

S149

S12,S53,S199,S229,

S232,S240,S267,

川崎智

川崎由美子

川 島秀 一

川那辺圭一

川 野健一

河野正明

川端確

河原三四郎

河村健二

工藤

工藤

國吉

悟
哉
樹

俊
一

小島哲夫

小島秀人

越宗勝

五谷寛之

児玉隆夫

児玉成人

後藤昭彦

小西竹則

小西池泰三

木場健

小橋裕明

小畠康宣

久野慎一郎

久保俊一

河村太介

神 田俊 浩

S141,S149,S179,

S179,S244,S334,

S351

S26,S143

S292

S296

S266,S313

S183,S269,S340

S300

S128

S278

S163,S290

S121,S165,S278,

S308

S88,S112,S253,

S256

S254

S100

S285

S146

S348

S132,S319,S363

菅 野百合 久保伸之

久保田雅仁

窪田泰浩

熊澤憲一

倉田佳明

倉田亮

倉都滋之

倉橋俊和

倉持大輔

栗本秀

【き】

菊池可絵

菊池和希

菊 池克 彦

菊 地臣一

菊地淑人

木 佐貫修

岸和彦

岸陽子

来嶋也寸無

岸本英樹

喜多島出

木 谷彰 岐

北 野岳 史

北野利夫

北野陽二

北山稔大

衣 川和 良

木下豪紀

木下博和

木下学

木下光雄

木 村和正

木村博

木村善明

木森研治

清重 佳郎

桐田由希子

金潤壽

金城政樹

S296

S268,S295

S347

S330

S51,S356

S64

S206,S350

S152

S307

S339

S272,S280

S315

S13,S273,S279

S313

S63

S297

S74

S108

S58

S336

S167,S172

S317

S334

S344

S128,S165

S276,S277

S66

S4,S69,S102

S328,S328

S298,S335

S101

S96,S286

S336

S130

S96,S341

S14,S191

S139,S360

S72

S143,S354

S84,S117,S124

S312

S359

S262

S68

S75,S164,S302

S61

S184

S330

小早川知範

小林明正

小 林 英 司

小林勉

小林倫子

小林正明

小林由香

小松満

小宮節郎

小見山貴継

米谷あずみ

小渡健司

権田芳範

近藤高弘

近 藤 秀 則

近藤康光

権東容秀

紺野慎一

栗山幸治

栗山

黒坂

黒坂

黒沢

黒澤

桑原

一
望
弘
也
輔
人

新
昌
一
大
眞

【こ】

小池和彦

小泉雅裕

洪淑貴

S282

S192

S155,S156,S159,

S359

S268,S268,S295

S324

S297,S325

S17

S81

S144

S92,S119,S176

S73

S167

S307

【さ】

齋藤育雄

齋藤依里子

斉藤忍

齊藤晋

斎藤太一

齋藤貴徳

斉藤毅

齊藤毅

齋藤知行

S139,S360

S121

S99,S257

S84

S138

S109

S51

S92,S256

S16,S100,S215,

S316,S337,S360

S168

光嶋勲

幸田久男

近藤秀則

河野慎次郎

河野亮平

河村真吾

河本正昭

香山幸造

小海康夫

【<】

日下部虎夫S351 斉藤治和
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祐美

省吾

郁夫

久

峰志

菅田

菅沼

菅谷

菅谷

頭川

S178

S62,S77,S168

S72

S100

S93,S150,S150,

S298S331

S128

S355

S18

S290

S70

S120,S142

S7,S47,S85,S104

S230

S288

S79

S261

S32

S103,S120,S308

S140,S141

S97

S68

S161S173,S271

S119,S176

S84

S194,S299,S304,

S305,S322,S323

S7,S47,S85,S104

S230,S241,S307,

S327

斎藤英彦

斉藤依里子

齋藤良輔

佐伯将臣

酒井昭典

山藤滋S75S93,S298

S320

S302

S101

S71,S89,S131,S136,

S258,S280

S49

S183

S180

S31

S54

S306

S169

S326

S176,S207

S212

S16,S].00,S215,

S360

S2,S88,S107,S129,

S231,S260

S315

S90

S124,S140,S141

S266,S289,S340

S362

S364

S73,S239

S70

S71,S200,S339

S19

S121,S135,S159,

S160,S259

S122

S353

S162,S163

S10,S25,S50,S50,

S51,S54,S147,S198,

S200,S275,S300,

S365

S249

S304

S305

S99,S357

S342

S194,S299,S304,

S305

S317

S23,S133,S228,

S336

S283

【し】

重松浩司

重松辰祐

重本顕史

志津香苗

篠根理孝

S85,S125

S163

S62,S77,S168

S288

S160,S171,S265,

S299

S87,S113,S123,

S137,S138,S165,

S279,S285,S293,

S346

S7,S47,S85,S241

S288

S169

S160,S182,S265

S99,S257

S130

S26,S170,S292

S344

S249,S302

S138

S362

S64,S193,S335,

S335

S164

S60,S114,S163,

S189,S290,S305

S99,S343

S13,S273,S279,

S331

S355

S355

S18,S167,S172

S168

S347

S178

S22,S301

S122

S178

S3,S68,S101,S286

S173,S320

S270

S276

S144

孝
樹
宣
幸
生
徹
身

直
裕
正
瑞
修

杉田

杉田

杉本

杉本

杉本

勝呂

鈴木

和裕

邦夫

健介

直隆

伸英

宏哉

慎

政裕

公一

秀樹

裕昭

酒井

酒井

坂井

酒井

酒井

酒井

堺

榊原

坂口

坂中

坂野

篠原孝明

四宮

柴田

柴田

芝山

芝山

澁澤

島田

島田

鴫村

島村

清水

清水

雄
央
定
樹
貴
行
造
一
正
則
時
昌

陸
邦
浩
昌
一
幸
洋
安
克
隆

侍
一
彦
俊
根
拓
之
孝
博
康
久
広

克
康
茂
崇
浩
正
雅
義
啓

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

須藤

坂本相哲

坂山憲史

崎濱智美

佐久間悠

佐々木勲

佐々木英嗣

佐々木浩一

佐々木康介

佐々木伸

佐々木孝

佐々木英幸

佐 竹寛史

清水弘毅

清水弘之 砂川融

志村治彦

下江隆司

【せ】

瀬尾健一

関敦仁

S347

S153,S156S161,

S239,S315

S120,S142

S14,S191,S292

S71,S171,S182,

S299,S354

S352

S292

S82,S117

下田信

定地茂雄

白井久也

白石建

白形陽生

白 川 健

白坂律郎

白旗正幸

代田雅彦

申正樹

神裕道

新行内義博

新堀浩志

新村光太郎

佐藤朗

佐藤敦

佐藤亜由美

佐藤和 毅 昌之

勇人

雄吉

口
谷
家

関
関
善

慶治

博也

誠悦

財
田
馬

善
千
千

佐藤光太朗

佐藤大祐

佐藤 琢哉

佐藤 哲也

佐藤 智弘

里中東彦

【そ】

添田晴雄

曽我まゆ子

十河英司

園畑素樹

S297

S338

S26

S114

佐野 和史

澤泉卓哉 【す】

末田信二郎

末永直樹

S110

S142,S203,S358澤田智一
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光
龍
彦

盛
英
岳

１肱
井
尾
木

高
高
高

竹安酉佳倫

田崎和幸

【ち】

察栄浩

千野博之

千葉恭平

中禮康雄

帖佐悦男

S303

S108,S148,S255,

S350

S71,S145,S332,

S356

S130

S105,S122

S302

S358

S20,S86,S104,S276

S1,S55,S62,S77,

S168

S83

S110

S217,S272,S280

S147

S167

S87,S113,S123,

S137,S279,S285,

S293,S308,S346

S116

S171,S236

S115,S175,Sl78,

S242,S242,S330,

S351

S359

S353

S9,S100,Slll,S130,

S337

S281

S26,S170,S292

S85,S125,S232,

S267,S335

S174,S254

S61,S233

S322

S206,S350

S50

S109

S13,S273,S279,

S331,S333

S61

S296

S349

S87

S216

S240

S174,S254

S134

S325

S76,S216,S348

S358

S153,S156,S161,

S239,S315

S305

S27,S276

S130,S146

S133

S144,S270,S287

S286

S131

S258,S354

S182

S206,S350

S97

S171,S236

Sll,S74,S208,S244

S291

S183,S340

S303

S169

S330

S254

S169

S60,S76,S121,S135,

S304,S320

S8,S176,S234,S235,

S306,S343

S149

S174

S117,S144,S153,

S156,S161,S239,

S315,S332,S338

S16,S100,S215,

S360

S6,S57,S69,S352

S151,S284

S52,S323

S49

S83

S38,S52,S327

S336

S184

S17,S75,S302

S22

S173

S334

S355

S361

S266,S289,S340

S54

S93

S72

S90

田崎憲一

高木

高木

高岸

高崎

高瀬

高相

高田

高田

高田

高田

高田

高橋

高橋

高橋

高橋

高橋

高橋

高橋

高畑

高畑

高原

正之

理彰

憲二

実

勝己

晶士

治彦

真一

悟朗

剛志

直也

国宏

明子

仁

信行

光彦

祐司

洋子

智嗣

直司

政利

田鹿

田嶋

田島

田島

田尻

多田

毅
光
巳
介
人
薫

克
康
康

【つ】

塚本泰徳

辻英樹

辻井雅也

S181

S269

S194,S299,S304,

S305,S322,S323,

S346

S149,S179,S244

S166

S13,S331

S105,S322

S269

S107,S248,S310

S146

S120,S142

S95,S296

S62,S77

S314

S115,S175,S178,

S242,S242,S330,

S351

S143,S354

S114

S56,S68,S81,S250,

S261,S272,S314

S78,S318

多田博

多田充徳

立花新太郎

辰巳徹志

立石耕司

建部将広

辻原隆是

辻村知行

辻本修平

津田悦史

土田芳彦

土原豊一

土屋一郎

士谷一晃

土屋大志

土屋弘行

土谷正彦

常深健二郎

厚志

克己

寿一

田中

田中

田中

大

孝明

利和

田中

田中

田中高松聖仁 恒吉

角田

坪川

康弘

憲治

直人高群浩司

高山和政

高山真一郎

田中

田中

田中

英城

啓之

康仁 鶴田敏幸

之
貴
弘
治
剛
之
徳

康
祥
良
隆
暢
泰

田中

田中

田中

田中

田邊

谷川

谷口

【て】

手塚正樹

出 村 誠

寺浦英俊

寺島康浩

寺田信樹

照井千尋

傅田博司

田野確郎

韓 法 輪 光

瀧 上秀 威 S84,S124

S321

S48,S212

S167

S51

S60,S76,S121,S320

S122

S109,S341

S175,S301

瀧川宗一郎

瀧 川直 秀

田口敏彦

竹内一哉

竹内直英

竹内久貴

武岡 真司

竹澤 章一

竹下歩

武田修一

武田 直樹

竹 村宜 記

竹本正瑞

武本雅治

谷田

谷脇

田野

玉井

玉井

玉井

玉置

田村

捷井

玲
通
寛
夫
哉
進
之
一
隆

祥
敦
和
和
康
竜

【と】

土井一輝 S2,S88,S107,S129,

S231,S260

S161,S173,S177,

S271,S283,S320,

S362

藤
折
ロ
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学
臣
正
郎
正
真
彦
ぎ
也

辰
隆
三
康
泰
な
欽

源

１
妻
村
田
浦
尾
尾
織
田

肱
新
新
贄
西
西
西
西
錦
西

中 島 宏

中島佳子

仲宗根素子

仲田紀彦

中田浩史

中土幸男

中西昭登

仲西康顕

中野健一

中野哲雄

永野裕介

長濱靖

中林昭裕

中原麻理

中原龍一

仲摩憲次郎

中道健一

中道憲明

中道 亮

中村英次郎

中村 修

中村恒一

東原千恵美

堂本徹

遠山将吾

渡海守人

外川誠一郎

鴇田 朝海

研谷智

徳川誠治

徳永進

徳永大作

徳山直人

殿谷一朗

戸羽直樹

戸張佳子

土肥義浩

飛松好子

戸 部正 博

泊 真二

富田 一誠

富田泰次

富田善雅

富永康 弘

冨山貴司

戸山 芳昭

S72

S86,S106,S312

S66,S364

S86

S315

S116,S148

S265

S74

S199,S240

S62

S247

S91

S104

S338

S169

S180,S294

S272,S280

S63

S17,S75,S302

S259

S95,S127,S145

S119,S132,S237,

S333

S149,S282

S204,S271,S290

S246

S131,S136

S10,S25,S41,S50,

S50,S51,S51,S54,

S66,S110,S147,

S180,S198,S200,

S275,S300,S365

S8,S234,S235,S306

S162,S172

S60,S76,S320

S94

S11,S74,S208,S244

S285

S97,S356

S169

Slll,S121,S255

S68,S81,S250,S272,

S314

S304

S82,S117

S268,S268,S295,

S324

S23,S133

S175,S301

S147

S58

S137,S140,S141

S58

S72

S124,S140,S141

S83

S179

S291,S321

S137,S140,S141

S149

S102,S177

S71,S2151

S104

S284

S135,S136

S46,S2113

S347

S6,S1917,S361

S4,S69,S102

S91,S123

S190,S201,S210

S339

S10,S25,S50,S50,

S51,S51,S54,S110,

S144S147,S180,

S198,S275,S300,

S365

S108,S166

S274

S157

S197

S49

S296

S95,S296

S9,S86,S106,S312

S288

S269

S184

S39,S115,S173,

S247

S138,S164,S169

S249,S302

S180

Sll,S74,S113,

S208,S244,S255

S236

S52,S38,S327

S41,S71,S145,S356

S359

S99,S127,S277,

S343

西田圭一郎

西田淳

西田光宏

西 塚 隆 伸

西村剛三

西村隆一

西脇正夫

新戸部泰輔

二村昭元

【ね】

根木陽一郎

根本孝一

耕三

孝志

達雄

利孝

俊康

中村

中村

中村

中村

中村

S166

S105,S107,S248,

S310,S322

S4,S69,S102

S60,S76

S181,S266,S313

幸
信
充

高
忠

根本

根本

根本

豊泉泰洋

豊 島洋一

烏谷部荘八

【の】

野 口 京 子

野口貴志

野口英明

野口政隆

野口亮介

野坂光司

野崎健治

野 澤 大 輔

野月夕香理

野中信宏

野々村秀彦

野原裕

信田進吾

S348

S204,S271

S117

S296

S26,S170,S292

S344

S66,S364

S337

S136

S108,S255,S350

S92,S119,S176

S76,S216,S348

S118,S161,S332

亮
也
優
晴
吾
成
充
久
弘
子

博
誠
吉
蓼
一
義
唯
弘

【な】

内藤利仁

中紀文

永井多賀子

中 尾悦宏

仲尾保志

長尾聡哉

長岡正宏

中神祐介

中川敬介

中川夏子

中川玲子

中後貴江

中小路拓

中崎蔵人

中島菊雄

中島祐子

中島紀綱

中村

中村

中村

中村

中村

名倉

名越

那須

夏目

成澤

S363

S125

S166

S11,S74,S208,S244

S15,S30

S108,S166,S316

S108,S166,S316

S54

S313

S167

S109,S341

S274

S94

S47

S362

S7,S85,S104,S230

S296

成田淳

成田裕一郎

成島三長

【は】

萩原浩好

萩原祐介

橋詰謙三

S72

S228

S138,S169

南野光彦

難波二郎
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橋爪長 三

橋詰博行

S326

S97,S225,S252,

S356

S317

S349

S97

S357

S274

S122

S162,S163

S340

S128

S332

S155,S156,S159,

S359

S2,S88,S107,S129,

S231,S260

S97

S303

S160

S184

S58

S102,S177,S303

S118,S128,S129

S339

S61

S193

S173

S61

S91,S123,S262,

S295

S86,S276

S9,S86,S106,S312

S20,S104,S276

S101

S184

S183

S177

S144

岡
川
沢
瀬
田
田

平
平
平
平
平
平

千寛

明弘

良和

雄一

和明

仁

藤宮

藤本

藤原

藤原

峯子

吉範

達司

浩芳

S93

S362

S327

S132,S319,S363

S163

S45,S59,S87,Slll,

S113,S121,S123,

S137,S138,S165,

S194,S255,S278,

S279,S285,S293,

S299,S305,S308,

S323,S346,S346

S171,S236

S352,S361

S131

S183

S155,S156,S159,

S359

S97,S356

S93

S18

S263

S99,S103,S120

S61,S103,S284

S131

S70

S87,S91,S137,S140,

S141,S149,S179,

S179,S244,S334,

S351

S328

S39,S115,S139,

S247

S74,S196,S202,

S214

S249,S302

S246

橋本智久

橋本典之

蓮尾隆明

長谷川和重

長谷川康裕

秦 命賢

畑 幸彦

畑中渉

蜂須賀裕己

八田卓久

服部達哉

普天間朝上

船越忠直

古田和彦

喜
庸
武
傑
行

明
博
将

野
原
松
山
石

平
平
平
平
広

古町克郎

古家仁

服部泰典 【へ】

別所祐貴

別府諸兄

S92,S256

S60,S114,S163,

S189,S290,S305,

S363

頭
岡
香
場
田
田
中
西
本
原

波
花
花
馬
浜
浜
浜
浜
濱
林
林
林
原

俊
賢
美
行
機
孝
輝
秋
樹
志
久
子
章

経
尚
直
紀
良
佳
一
千
佑
智
晴
雅

廣岡孝彦

廣瀬純成

廣藤真司

廣村健太郎

樋渡龍

【ほ】

北條潤也

星川慎弥

星野雄一

細見僚

佛坂俊輔

堀和一郎

堀武生

保利喜英

堀井恵美子

S85,S125

S104,S276

S336

S58,S282

S83

S304,S305,S322

S316

S265

S138,S155,S156,

S159,S224,S359

S54,S275

S10,S63,S144,S332

S109,S341

S133,S228

S78

S337

S135

【ふ】

福岡昌利 S50,S156,S161,

S315

S339

S203

S101

S182,S293

S57

S160,S171,S182,

S265,S299

S353

S356

S52

S347

S346

S52,S38,S327

S115,S175,S178,

S242,S242,S285,

S330,S351

S323,S346

S167

S204,S271,S290

S75,S113,S193,

S196,S214

S231

S315

福田

福田

福田

福田

福田

福本

二
孝
二
翁
誠
三

寛
公
祥
憲
惠

原 え り

原友紀

原由 紀則

原田 良三

春成伸之

春 山勝 紀

坂 東義 勝

番場泰司

堀内

堀内

堀木

堀口

堀籠

本田

本間

一
雄
充
元
子
淳
介

孝
行
圭
龍

藤井

藤井

藤井

藤井

藤井

藤尾

藤岡

三
一
之
子
渉
司
幸

賢
淳
貴
裕
圭
宏【ひ】

稗 田寛

樋口晴久

【ま】

前岡勇人

前川尚宜

前田利雄

前田登

真壁光

真茅美紀

牧信哉

牧昌利

牧裕

S79

S88,S112,S253,

S256

S94

S211

S177,S102,S303

S254

S69

S90

S263

S240,S265,S298

S352,S361,S361

S68,S279

S169

S134

S354

S152

S68,S81,S250,S261,

S272,S314

藤澤幸三

藤澤幸隆

藤田俊史

藤谷良太郎

比佐 健二

日高 典 昭

日比野直仁

百 名克文

平出周

平 岩哲 郎

藤原祐樹

藤渕剛次
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【め】

妻烏毅史S361

目貫邦隆S131,S136,S280

牧野健

牧野仁美

牧野睦夫

幕谷薫

正富隆

益子 竜弥

増澤 源造

桝田 義英

増本あや

松井秀和

松浦愼太郎

松浦佑介

松尾光祐

松尾卓見

三浪明男 S5,S39,S115,S139,

S173,S203,S237,

S247,S269

S115

S46,S143,S213

S78,S318

S268,S268,S295

S283

S67,S112,S125,

S289,S303,S317

S138

S344

S332

S156,S161,S315

S108,S148,S255,

S350

S327

S101

S149

S282

S183

S338

S21

S83

S285

S68,S279

S357

S166

S143,S205

S139,S237

S152

S74

S287

S339

S152,S338

S291,S308

S316

S2,S88,S107,S129,

三浪三千男

南川義隆

峯博子

三原誠

宮城道人

三宅潤一

【も】

本宮真

本山満

百瀬敏充

桃原茂樹

森内宏充

森口尚生

森崎真介

森澤妥

S39,S139

S355

S116,S195

S124,S140,S141

S151,S284

S96

S179,S334

S117,S153,S239,

S338

S252

S322,S346

S63,S332

S258,S354

S21,S67,S112,S205,

S288,S289,S303,

S317

S184

S246

S319

S52

S68,S81,S146,

S250,S261,S272,

S314

S90,S152,S155

S246

S270

S270

S57,S69

三宅

宮腰

宮坂

宮崎

宮崎

之
久
典
馨
一

洋
尚
芳
洋 森下

森田

森田

森谷

森友

嗣威

哲正

晃造

史朗

寿夫

S260

S5,S148

S351

S297,S325

S146,S164

S114,S363

S19,S334

S241

S83

S117,S338

S184

S347

S38

S263

S306

S316

S93

S54

松木

松木

松崎

松澤

松下

松末

松野

松野

松村

松村

松本

松本

松本

松本

松本

丸石

丸毛

寛之

正史

浩徳

翔太

和彦

吉隆

尚弘

丈夫

崇史

光司

泰一

忠美

征仁

里沙

晃

啓史

宮本

宮本

宮本

宮本

宮本

宮脇

名井

三好

治
士
明
明
洋
司
陽
樹

定
久
秀
英
剛
直

森村

森本

森本

守屋

森谷

尚晋

茂

浩之

淳詞

浩治【む】

向田雅司 S93,S150,S150,

S298,S331

S111,S337

S162,S163

S258

S348

S94

S120,S308,S321

S62

S287

S269

S119

S42,S274

森谷珠美

諸井慶七郎

諸橋彰

諸橋政人

門 馬 秀 介

村井

村井

村井

村上

村上

村上

村上

村上

村上

村上

村澤

村瀬

司
貴
平
一
暁
一
也
明
子
則
章
剛

伸
哲
栄
賢
直
弘
裕
博

【み】

三浦俊樹

三浦一志

三浦裕正

三上容司

水沢慶一

水島秀幸

水関 隆也

水谷 武彦

水谷陽子

水谷善弘

溝口知行

三橋成行

三矢聡

光安廣倫

三戸 一晃

【や】

矢崎尚哉

八島英基

矢島弘毅

矢島弘嗣

S149,S282

S283

S315

S20

S57

S59

S287

S319

S319

S72

S133

S337

S300

S83

S51

S82

S78

S82

S12,S53,S64,S229,

S232,S233,S265,

S267,S298

S151,S284

S303

S62

S58,S282

S349

S195

S128

S134

S166

S21,S67,S112,S125,

S205,S289,S303,

S317

S12,S53,S199,S229,

S298,S335

S78

S160,S171,S182,

S265,S299

S52,S323

S72

S46,S213

安井

安井

安岡

安田

安竹

安富

安本

矢津

柳川

司
生
理
孝
俊
隆
徳
也
司

憲
夏
寛
匡
秀
正
匡
哲

村田景一

村田憲治

村中秀行

村松慶一

村松俊樹

室孝明
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柳澤

柳本

矢野

輔
繁
一

大
公

S264

S84,S124

S176,S270,S313,

S314

S90

S62

S339

S353

S304

S108

S46,S170,S213,

S294

S76

S351

S59,S329

S53,S61,S152,S155,

３
０
４
６
１
３
Ｓ
Ｓ

雄
平

正
洋

岡
澤

行
雪

【よ】

横井達夫

吉井雄一

吉岡千佳

吉川秀樹

吉川泰弘

吉澤利之

吉田淳

吉田篤

吉田綾

吉田健治

吉田史郎

吉田竹志

吉田典之

矢野

山内

山縣

山上

山川

山口

山口

浩明

大輔

朋宏

信生

淳一

太平

利仁

S92,S119,S176

S130,S329

S358

S21,S205

S92,S256

S361

S64,S232

S117,S338

S118,S128,S129

S180,S294

S180

S109

S60,S114,S189,

S290

S279,S331

S68,S81,S146,S164,

S250,S261

S57

S275

S175,S330

S364

S270,S313,S314

山口

山崎

山崎

山下

史
子
宏
彦

雄
京
敏

S238,S307,S364

S297,S325

S131

S97

S345

S103,S134

S181

S71,S339

S115,S178

S13,S273

S71,S280,S365

S102,S177

S48,S212

S41,S66

S130

S48,S212

S144,S287

S175,S301

S105,S107,S248

S92

S20

S272,S280

S268,S295

S61

S95,S127,S145

S87,S113,S123,

S137,S285,S293,

S308,S346

S324

S355

山 下晴義

山田清貴

山 田邦雄

山田哲生

山 田俊之

山 田 直 人

山中一良

山中清孝

山中学

山中芳亮

山野雅弘

山野慶樹

山部英行

山本敦史

山 本研

山本謙吾

山本浩司

山元浩治

山本さゆり

山 本真一

山本精三

山本匠

山本真人

山本哲司

山本美知郎

吉田宗人

吉津孝衛

吉中

吉原

吉矢

四本

米田

康高

由樹

晋一

忠彦

昌弘

【り】

領家幸治S66,S364

【ろ】

六角智之S103,S134,S291,

S321

【わ】

若杉琢磨

若林良明

S357

S22,S99,S127,S277,

S343,S357

S53,S90,S152,S155,

S364,S238,S257,

S288,S307,S344

S177

S184

S82,S326

S78

S135,S159,S160,

S259

S18,S167,S172

S272

S300

S252

和田卓郎

和田誠之

渡辺克益

渡邊健太郎

渡邊吾一

渡邉忠良

山 本裕介

山本りさこ

【ゆ】

湯川昌広S161,S173,S271

湯川充人S54

渡辺

渡辺

渡邊

渡邉

聡
人
完
宜

千
牧
益
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併 催 学 会 の お知らせ



第50回手の先天異常懇話会開催のお知らせ
（日本手外科学会専門医教育研修単位1単位）

日本手外科学会先天異常委員会主催の「第50回手の先天異常懇話会」を第54回日本手外科学会学

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

会場

内容

会費

応募方法

郵送先

平成23年4月16日（木)12～13時

学術集会第8会場（青森市文化会館5階）

症例検討

1,000円（昼食込み）

平成23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。

〒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開場受付にお越し下さい。

-S399-

日本手外科学会先天異常委員会

委員長香月憲一



第34回末梢神経を語る会

第34回末梢神経を語る会は、第54回日本手外科学会学術集会が開催される青森で行います。

今回は「末梢神経の外科的修復に関する諸問題－特に神経欠損に関して－」をテーマとして、

下記要領で開催することになりました。

多くの先生方のご参加をお待ちいたしております。

1時:2011年4月16日（土)18:45～20:45

（第54回日本手外科学会学術集会終了後）

ミ場：ホテル青森4階錦鶏の間（第6会場）

E

空
エ

昌一マ：末梢神経の外科的修復に関する諸問題

－特に神経欠損に関して－

■■■

フ

講演:l.「末梢神経欠損に対するtubulizationの歴史と展望」

金 沢 医 療 セ ン タ ー 整 形 外 科 池 田 和 夫

講演：2．「人工神経開発の現状と高機能化を目指した新たな技術の導入について」

国際医療福祉大学臨床医学研究センター伊藤聰一郎

*本講演は以下のとおり認定されています。(1単位1,000円）

,日本整形外科学会教育研修会専門医資格継続単位:1単位

リハビリテーション医資格継続単位：1単位

･日本手外科学会教育研修講演認定単位:1単位

･日本形成外科学会生涯教育基準点数：1点

＊参加費1,000円を徴収させていただきます。

当番世話人：仙塩総合病院

岩手医科大学

だいいちリハビリテーシヨン病院

坂
町
ロ

宮
古
野

芳典

克郎

政隆

共 催末梢神経を語る会

エーザイ株式会社

-S400-



第23回日本ハンドセラピイ学会学術集会のご案内

第54回日本手外科学会学術集会会長の藤哲先生をはじめ日本手外科学会の諸先生方のご支援によ

り，第23回日本ハンドセラピィ学会を次のとおり開催させていただきます。

今回のテーマは『変形・拘縮へのアプローチ－どこまでの改善を目指せるか？一』です。特別講

演Iとして服部整形外科皮フ科院長の服部達哉先生に「手関節周辺の機能解剖と変形拘縮について｣，

特別講演Ⅱとして札幌医科大学准教授の和田卓郎先生に「前腕・肘の変形拘縮に対する手術とセラ

ピイについて」と題してご講演を頂くことになっております．またシンポジウムでは，上肢各部位

で起こりえる変形拘縮に対するハンドセラピイの取り組みを5人のセラピストより紹介していただ

き，ディスカッションいたします。

ご多用の折とは存じますが，是非とも手外科に携わっておられます多くの先生にご参加いただき，

ご指導，ご助言を賜りますようご案内申し上げます。

学術集会会長弘前大学医学附属病院リハビリテーション部大溝昌章

記

日時；平成23年(2011年)4月16日（土)9:00～18:00(受付開始8:00)

場所；ホテル青森3階

青森県青森市堤町1丁目1-23

テーマ；変形・拘縮へのアプローチ

参加費；事前登録会員4,000円，非会員7,000円，医師無料，学生500円

当日会員5,000円，非会員8,000円，医師無料，学生500円

●第54回日本手外科学会学術集会

日本手外科学会学術集会会長藤哲教授のご高配により，第23回学術集会参加の方は日本手外科学

会学術集会に2,000円で参加することができます．

※第54回日本手外科学会学術集会で演題発表される方は，日本手外科学会受付で日本手外科学会

会員として参加費をお支払いください．

-S401-



特別講演

プログラム

座長：大溝昌章（弘前大学医学部附属病院）

大森みかよ（聖マリアンナ医科大学病院）

9：00～10：00講演｜手関節周辺の機能解剖と変形拘縮について

服部整形外科皮フ科院長服部達哉先生

10：10～11:10講演ll前腕・肘の変形拘縮に対する手術とセラピィ

札幌医科大学准教授和田卓郎先生

13：50～15：20シンポジウム

テーマ「変形・拘縮へのアプローチー今，どこまでの改善を目指せるか1－」

座長:大溝昌章(弘前大学医学部附属病院）

藤原英子（第一東和会病院）

PIP関節屈曲拘縮に対するScrewSplintの検討

愛野記念病院リハビリテーション部山田玄太他

手関節拘縮に対するFingertrap牽引法による持続伸張の試み

南川整形外科病院リハビリテーシヨン部大川尊規他

RA患者2例に対する人工肘関節置換術の術後成績の検討

東京手の外科・スポーツ医学研究所柴橋広智他

外傷性肘関節拘縮へのアプローチ

青森市民病院リハビリテーション室安原清文他

難治性拘縮肩に対する手術療法と術後セラピー

長吉総合病院リハビリテーシヨン科小山恵子他

11：25～12：05一般演題発表（口述発表）

●腱座長：及川友和（にしかわ整形外科・手の外科クリニック）

手指屈筋腱移行術後の減張位早期自動運動療法

香川大学医学部附属病院リハビリテーション部十河彩子他

手関節・母指の肢位変化における長母指屈筋の筋腱移行部の動態

吉田整形外 科 病 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 宿 南 高 則 他

手関節部における指伸筋腱皮下断裂例の後療法についての検討

名古屋披済会病院リハビリテーション部池田聖他

DIP関節屈曲運動による伸筋腱の遠位滑走距離について（第二報）

医療法人大植会葛城病院リハビリテーション部作業療法科藤目智博他

Dupuytren拘縮に対する手掌腱膜切除術後のハンドセラピイ治療成績

函館五稜 郭 病 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 小 池 拓 馬 他

-S402-



12：05～12：45一般演題発表（口述発表）

●評価座長:笹原寛（山形済生病院）

Elastographyを用いたTFCCの硬度変化の観察

医療法人大植会葛城病院リハビリテーション部作業療法科藤目智博他

Kleinert変法施行時の牽引方法と屈筋腱滑走距離の関係について

札幌徳洲会病院北海道外傷センター越後歩他

手指への振動刺激と脳波との関連性について

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻清水亜衣他

腱板損傷におけるHand20の適応性

鈴鹿回生病院リハビリテーシヨン科広瀬富二他

評価指針作成に向けて～評価選択と学会発表に影響する因子～

日本ハンドセラピイ学会機能評価委員会佐藤彰博他

12：45～13：50ランチョンセミナー

テーマ「セラピストの手に近い感覚で使用できる新しい低周波治療器の紹介」

中部大学 岡野昭夫先生

15：35～16：15一般演題発表（口述発表）

●僥骨遠位端骨折座長：中嶋英一（岩手医科大学医学部附属病院）

僥骨遠位端骨折における手関節尺側部痛の調査と後療法の検討

医療法人恒心会小倉記念病院リハビリテーション科窪昌和他

僥骨遠位端骨折掌側プレート固定術後の母指機能障害に対する調査

東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科田口健介他

僥骨遠位端骨折術後のリハビリテーション到達目標

社会医療法人財団慈泉会相澤病院整形外科OT部門小林勇矢他

僥骨遠位端骨接合術後の抜釘の有用性について

医 療 法人友和会鶴田整形外科井川有里他

僥骨遠位端骨折術後の日常生活評価～HAND20を用いて～

北九州総合病院リハビリテーション科下門範子他

16：15～16：55一般演題発表（口述発表）

● 神経・他座長:西村誠次（金沢 大学医学部保健学科）

肘部管症候群に対する保存療法一神経滑走運動を中心に－

高槻赤十字病 院リハビリテーション科西出義明他

腰痛性胸郭出口症候群

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎他

母指高度挫滅切断に対する遊離母趾移植術後セラピイの検討

埼玉成恵会病 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 坂 幸 太 郎 他

上腕再接着術後の症例を担当して～日本語版DASHと聴取内容からの検討～

市立三次中央病院リハビリテーション科高橋直之他

-S403-



RA手に対する人工MP関節置換術後の経過調査

行岡病院リハビリテーション部端野加織他

17：10～17：35一般演題発表（ポスター発表）

●スプリント

スプリント装着による非装着関節可動域への影響

手指拘縮に対するsplint療法の工夫

座長:茶木正樹(三仁会あさひ病院）

広島大学大学院保健学研究科吉田彬人他

済生会山形済 生 病 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 部 遠 藤 珠 美 他

手背部熱圧挫創を伴う手掌degloving損傷の一例

東京慈恵会医科大学附属柏病院リハビリテーション科上原和美他

長母指屈筋腱断裂修復術後の早期自動運動療法

淀 川キリスト教病院リハビリテーション科上村香他

手根管症候群に対する保存療法の検討

キッコーマン総合病院大野博子他

17：35～18：00一般演題発表（ポスター発表）

●骨折・他座長:蓬莱谷耕士（大阪医科大学付属病院）

僥骨遠位端骨折の術後セラピイにおけるダーツスロー運動の導入

国保中央病院リハビリテーション科岡橋さやか他

僥骨遠位端関節内骨折の作業療法の課題

愛仁会太田総合病院リハビリテーシヨン室松岡絵美他

僥骨遠位端骨折早期群・固定群の比較とADLに及ぼす因子の検討

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院竹内佳子他

利き手および非利き手による手指運動が脳活動に及ぼす影響

広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学研究室吉岡亜耶他

片側metacarpalhand2例の長期成績

星城大学リハビリテーション部飯塚照史他

【事務局】弘前大学医学部附属病院リハビリテーション部

〒036-8563青森県弘前市本町53

Tel:0172-39-5318Fax:0172-39-5318Mail:htm2011-ofnce@umin.ac.jp
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日本手外科学会雑誌

編集
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第54回日本手外科学会学術集会

会長藤哲
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株式会社コングレ内

日本手外科学会事務局
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青森日東義肢製作所
代表取締役時吉重雄

〒OSO-O903

青森市栄町1丁目7－8
電話O17(741)3927h
FAXO17(741)2170

E-mail:info@nittogishi.co.jp
URL:http://www.nittogishi.co.jp

取扱品目

義手義足・各

各種コルセット・車

松（杖・各

種補装具

イス

種ステッキ
Ｎ
’
１
４
１
１
’

至浅虫堤



刃
１
１
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
。
ｉ
‐
‐
４

ｒ
Ｌ

年2010年4月

投薬期I
11日より
間制限が’ 除解没 されました。

ダ

日本発のビスホスホネート系薬剤
骨粗霧症治療剤 …

リカ几ボコ錠1mg
便‘

声

RECALBCN|』 ミノドロン酸水和物錠

麺 劇薬､処方せん医薬品注） 注）医師等の処方せんにより使用すること

(3)患者の食事によるカルシウム、ビタミンDの摂取が不十分な
場合は、カルシウム又はビタミンDを補給すること。ただし、
カルシウム補給剤及びカルシウム、アルミニウム、マグネシ
ウム含有製剤は、本剤の吸収を妨げることがあるので、服用
時刻を変えて服用させること。（｢相互作用｣の項参照）

＊(4)ビスホスホネート系薬剤による治療を受けている患者において、
投与経路によらず顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることが
ある。報告された症例の多くが抜歯等の歯科処置や局所感染
に関連して発現している。リスク因子としては、悪性腫瘍、
化学療法、コルチコステロイド治療、放射線療法、口腔の不
衛生、歯科処置の既往等が知られている。
本剤の投与にあたっては、患者に対し適切な歯科検査を受け、
必要に応じて抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置を投与
前に済ませるよう指示するとともに、本剤投与中は、歯科に
おいて口腔内管理を定期的に受けるとともに、抜歯等の顎骨
に対する侵襲的な歯科処置はできる限り避けるよう指示する
こと。また、口腔内を清潔に保つことや歯科受診時に本剤の
使用を歯科医師に告知するなど、患者に十分な説明を行い、
異常が認められた場合Iこは、直ちに歯科・口腔外科に受診す
るよう注意すること。

＊(5)ビスホスホネート系薬剤を長期使用している患者において、
非外傷性の大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部のストレス骨
折が発現したとの報告があるので、X線検査等を実施し、十
分に観察しながら慎重に投与すること。この骨折では、X線
検査時に骨皮質の肥厚等、特徴的な画像所見がみられ、完全
骨折が起こる数週間から数ケ月前に、罹患部位の前駆痛があ
るため、そのような場合には適切な処置を行うこと。また、
両側性の骨折が生じる可能性があることから、片側で骨折が
起きた場合は、他方の大腿骨の画像検査も行うこと。

3相互作用併用注意（併用に注意すること）
薬剤名等水以外の飲料、食物特に牛乳や乳製品のような高

カルシウム含有飲食物、多価陽イオン(カルシウム、
鉄、マグネシウム、アルミニウム等)含有製剤ミ
ネラル入りビタミン剤、制酸剤等

4.副作用
承認時までの調査における1,108例中206例(18.6％)に副作用(臨
床検査値の異常を含む)が認められた。主なものは冑・腹部不快
感35例(3.2％)、腹痛27例(2.4％)、血中カルシウム減少22例(2.0
％)及び胃炎15例(1.4％)等であった。（承認時）
(1)重大な副作用

上部消化管障害十二指腸潰瘍(0.3％)、胃潰瘍(0.1％)等の
上部消化管障害があらわれることがあるので、観察を十分に
行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど、適切
な処置を行うこと。

(2)重大な副作用(類薬）
1)低カルシウム血症他のビスホスホネート系薬剤において痙濯、
テタニー、しびれ､失見当識､QT延長等を伴う低カルシウム血
症があらわれるとの報告があるので､観察を十分に行い､異常
が認められた場合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2)肝機能障害、黄疸他のビスホスホネート系薬剤において重
篤な肝機能障害、黄疸があらわれるとの報告があるので、観
察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、
適切な処置を行うこと。

3)顎骨壊死・顎骨骨髄炎他のビスホスホネート系薬剤におい
て顎骨壊死・顎骨骨髄炎があらわれることが報告されている
ので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を
中止するなど、適切な処置を行うこと。

●その他の使用上の注意等､詳細は製品添付文書をご参照ください。

（＊2010年6月改訂）

〔禁忌(次の患者には投与しないこと)〕

(1)食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等の食
道通過を遅延させる障害のある患者〔本剤の食道

通過が遅延することにより、食道局所における副

作用発現の危険性が高くなる｡〕

(2)服用時に上体を3D分以上起こしていることので

きない患者

(3)本剤の成分あるい|さ他のビスホスホネート系薬剤
に対し過敏症の既往歴のある患者

(4)低カルシウム血症の患者〔血清カルシウム値が低
下し低カルシウム.m症の症状が悪化するおそれが

ある｡〕

(5)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（｢妊婦、

産婦、授乳婦等への投与｣の項参照）

■効能・効果

骨粗髭症

-<効能・効果に関連する使用上の注意>

(1)本剤の適用にあたっては、日本骨代謝学会の診断基準等
を参考に、骨粗髭症くこの診断が確定している患者を対象
とすること。

(2)男性患者での安全性及び有効性は確立していない。

■用法・用量

通常、成人にはミノドロン酸水和物として1mgを1日1回、起床時

に十分■(約1BOmL)の水(又はぬるま湯)とともに経口投与する。

なお、服用後少なくとも30分は横にならず、飲食(水を除く)並
びに他の薬剤の経口摂取も避けること。

－<用法・用量に関連する使用上の注意＞

投与にあたっては次の点を患者に指導すること。

(1)本剤は水(又はぬるま湯)で服用すること。水以外の飲料
(Ca，Mg等の含量の特に高いミネラルウオーターを含む)、
食物及び他の薬剤と-一緒に服用すると、吸収を妨げるこ
とがあるので、起床後、最初の飲食前に服用し、かつ服

用後少なくとも30分は水以外の飲食を避ける。

(2)食道及び局所への副作用の可能性を低下させるため、速
やかに胄内へと到達させることが重要である。服用に際
しては、以下の事項に注意すること。

1）口腔咽頭刺激の可能性があるので、本剤を噛んだり又‘
は口中で溶かしたりしないこと。

2)十分量(約1BOmL.)の水(又はぬるま湯)とともに服用
し、服用後30分は横たわらないこと。

3)就寝時又は起床前に服用しないこと。

■使用上の注意(抜粋）

1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）

(1)嚥下困難、食道炎、胃炎、十二指腸炎、又は潰瘍等の上部消
化管障害がある患者〔上部消化管粘膜に対し、刺激作用を示

すことがあるので基礎疾患を悪化させるおそれがある｡〕

(2)重篤な腎障害のある患者〔排泄が遅延するおそれがある｡〕

2.重要な基本的注意

(1)上部消化管に関する副作用が報告されているので、これらの

症状があらわれた場合は、本剤の服用を中止して診察を受け
るよう指導すること。

(2)骨粗髭症の発症にエスーロゲン欠乏、加齢以外の要因が関与
していることもあるので、治療に際してはこのような要因を

考慮する必要がある。

資料請求先

、鯆鷲鷺罵篭準社"”



蝋
．
Ⅲ
蝋

．
●
●
●

》
●
い
い
“
皿
函
印
心
二

●
●
●

伽
州

．
●
●

●
●
●

●
●

、
●
●

●

Ｌ
雑
”

弾

使い続けられているブランド

高まる自在性ロキソニンゲル

隣

一

雷
乳
鎌

葱

》
Y・J・､－

鍵;■j謬胤篭
幽
溌
驚
灘

零i蕊灘灘欝譲霞蝋

高まる自在性｢ロキソニンゲル」
ー 0.5％未満1～3％未満’0．5～1％未満

【禁忌】(次の患者には使用しないこと）

1．本剤の成分に過敏症の既往歴のある患者

2.アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘

息発作の誘発)又はその既往歴のある患者[喘息発作を

誘発するでたがある｡］

【効能･効果】下記疾患並びに症状の消炎･鎮痛変形性関節症､筋肉痛､外傷後の

腫脹･瘻痛

【用法･用量】症状により､適量を1日数回患部に塗擦する。

【使用上の注意】

1.慎重投与(次の患者には慎重に使用すること）気管支喘息の患者[病態を悪化さ

せることがある｡］

2.重要な基本的注意（1）消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法で

あることに留意すること。（2）皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので、

感染による炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し､観察

を十分行い慎重に使用すること。（3）慢性疾患(変形性関節症等)に対し本剤を用

いる場合には薬物痕法以外の療法も考慮すること｡また､患者の状態を十分に観察

し､副作用の発現に留意すること。

3.副作用本剤は、副作用発現頻度が明確となる臨床試験を実施していない。

なお､ﾛｷｿブﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑ水和物含有パップ剤において承認時までに報告さ

れた副作用(自他覚症状及び臨床検査値異常)は､安全性評価対象例1，075例中

91例(8．5％)であった｡その主なものは､そう痒(2．1％)、紅斑(1．5％)､接触性

皮膚炎(1．4％)等の皮膚症状、胃不快感(0．6％)等の消化管症状､ALT(GPT）

上昇(0.6％)､AST(GOT)上昇(0.5％)等の臨床検査値異常であった。

皮膚 そう痒､紅斑、

接触性皮膚炎､皮疹

消化器 冑不快感 卜臆部痛､下痢・軟便

AST(GOT)上昇
ALT(GPT)上昇、

γGTP上昇

肝腱

［ﾛｷｿブﾛﾌエンナトリウム水和物含有パップ剤承認時の集計］

●その他の使用上の注意等は製品添付文書をご参照ください。

経皮吸収型鎮痛･抗炎症剤匡而墓牽頂司

キソ凸ゴ、
ケル1％

ロキソプロフェンナトリウム水和物ゲル

製造販売元(資料凋求先）

･第一三共株式会社
Daii‘h1．輿nk”東京都中央区H本橋本町3-5-1

2010年10月作成(1011
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下行性瘻痛抑制系賦活型

瘻痛治療剤(非オピオイド、非シクロオキシケナーゼ阻害）

ノイlロトロビシ・錠4単位溌鑿
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液含有製剤〈薬価基準収載＞

１１．
II
po

l・’
1ﾉ、
畔

《1℃

|!
I.｝瘻痛(非オピオイド、非シクロオキシケナーゼ阻害）

スモン後遺症状(冷感･異常知覚･痛み)､アレルギー性鼻炎･そう痒

ノイロmhmW野鰯注射液3.6単位
臣覇百菜璽副匝方目7禧棄詔ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液含有製剤〈薬価基準収載＞

注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

蕊
）

効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等については、添付文書をご参照ください。

製遣販売元日本臓器製薬
〒541-0046大阪市中央区平野町2丁目1番2号

資料請求先：学術部

くすりの相談窓口冠06'6233.6085

土･日'祝日を除く9:00～17:00

2010年1月作成
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ライト･メディカル･ジャパン株式会社
東京本社TEL:03-6230-1451/FAX:03-6230-1472

東京営業所TEL:03-5753-3505/FAX:03-5753-3540
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福岡営業所TEL:092-437-5315/FAX:092-437-5317
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骨粗霧症治療剤(ミノドロン酸水和物錠）閏瀝匪坂司■｢効能･効果」「用法･用量｣「禁忌を
含む使用上の注意｣等につきまじては、

鞘〃月4段角宅産三謹黙豐襄驫濯謎
ボノテオ詮1mg■■■■ロ製造販売アステラス製薬株式会社

Bon◎にず［資料繍辮蕊蝿日本橋本町2-3-,,
10/06作成B51/2.A.03

劇睡､延方せん疾謡屍一
〈注意=医露の処方せんにより便廟すること）

鯵,塾|:簔聖鯵
「■動器の10年j世界五画

ダ

劇薬

処方せん医薬品:注鰍一医師等の処方せんにより使用すること

骨粗髭斥治療剤

アリトネjr錠2.5mg
骨粗霧症治療剤／骨ページェット病治療剤

アリトネjr錠1Z5m＆
〈リセドロン酸ナトリウム水和物錠＞

骨頼霧斥治療用ビタミンK2剤

グヲケー易ﾌｾﾙ15mq
<メナテトレノン製剤〉

処方せん医系品:注意一医師等の処方せんにより使用すること

筋緊張改善剤

ミオナミ膨繍:明
くエベリゾン塩醗塩製剤＞

末梢性神鐸障害治療剤

メ =K潮備芭必，錠250"‘

劇案

処方せん医薬品:注意一医師等の処方せんにより使用すること

組織活件型鐘痛･抗炎症剤

イヨフリーツフフセル100mq
イヨフリゴ竃カプセル200mq
〈ｲﾝﾒﾀｼﾝファルネシル製剤〉

経皮吸収型鎮痛消炎剤

Z勲鷺ﾅﾜ両70m9[MEd
鎮痛･抗炎症･解熱剤

ブ醐加蝿蕊60m9｢EME‘
体外診断用医薬品

低カルボキシル化ｵｽﾃｵｶﾙシンキット
血清中低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)測定用医薬品

"･P勺秘言i"cOC*処方せん医案品:注意一医師等の処方せんにより使用すること ＝ 凹嘩レレ

メ=K重〃謹射液500鰹‘ 〈電気化学発光免疫測定法〉

※販売提携品

くメコバラミン製剤〉

●効能･効果用法･用量及び禁忌､原則禁忌を含む使用上の注意等については添付文書をご参照ください。

⑬ｴーザｲ株式会社・晶禰報鐙闘い倉わ越鐙:鐙喜縁…イン函.0120-419-4979～18時(土､日､祝日9～17時）

東 京 都 文 京 区 小 石 川4-6-10MO1009MO4
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骨粗髭症治療薬

熟鷺烹Pｼ句霞畢鰯照
eMSDM瀧熱,…,"…

http://www､msd.c0.1p／

2010年8月作成

■厩･処方せん医垂;注恵…方せんにより使用すること 〈藁価基準収載＞

【効能･効果】、【用法‘用量】、【用法･用量に関連する使用

上の注意】、【禁忌を吉む使用上の注意】は､製品添付文書

をご参照ください。
O8-15-FSM-10-J-AO4-J

|処方せん医薬品*’ 薬価基準収載
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資料請求先

株式会社大塚製薬工場学術部
〒101-0048束京都千代田区神田司町2-9

露販売提携大塚製薬株式会社東京都千代田区神田司町2-9
名'1'rJ

O,2ukq製造販売元株式会社大塚製薬工場徳島県鳴門市撫養町立岩字芥原115
10.12作成
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手術治療材料・医療設備機器・研究設備機器・介護福祉機器・物品物流管理
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這保険医療材料

lSteOt『anS
、 ウ

ステオトランス･プラス③
__套一

寧鋳

録
患度管理医療機器

販売名：オステオトランス・プラス

医療機器製准頭売承認番号;215(、Rﾌﾌmu73AO1

@z''mme'
ジンマー株式会社
本社〒105-噸1東京都港区虎ﾉ門四丁目1番17号神谷町プライムプレイス7階

Te1.03-6402-6600(代表）Fax,03-6402-6620

http:〃www･zImmer･CO･lp

オステオトランス･プラス⑨中空スクリューは、

ポリ-L-乳酸と非焼成ハイドロキシアパタイトの複合体からなる

世界初の高強度､全吸収性の骨接合材であり、
以下の特徴があります。

ラス

●カスタマーサービス(商船のご注文） T℃l‘0550-89-8522

Fax，0120-89-3570

髄1.0120.33.8507

唖1.03-斜02-“03

､全
●修理のお問合せ･･･…･…………･･･

●製品のお問合せ････……TRAUMA

手術の信頼性と低侵襲性 中空構造であるために､簡便で信頼性のある低侵襲の手術が可能になりました。

･非中空スクリューに近い強度をもち､ヒト皮質骨と同等以上の高い曲げ強度を
6ヶ月間程維持します。

線維芽細胞を介することなく骨と直接結合し､安定した初期固定が得られます。
この骨伝導性により生体骨に全置換されます。

生体材料として使用実績のある安全な二成分の材料のみでつくられています。

強度

醗遺販売元⑪ﾜｷﾛﾆ,株式会社
〒671.2421兵屈県姫路市安寓町長野4□5（本社>〒541-0052大晒市中央区安土町2丁目3番13号

･OSteotTan5Plu5とオステオﾄﾗﾝｽ･ブﾗｽは.⑰詮､診施式舎社の登録画課です,

骨伝導性･･･…･･･…･…

生体適合性と安全性



皮弁術
B5判・迫力のオールカラー

定価各12,600円（税込）

… 〃

-適応から雫上法まで－上･下巻
編集/慶應義塾大学教授中島龍夫

日本医科大学教授百束比古
▽皮弁外科の第一線で活躍するエキスパートが、豊富なイラストや写真で

「本当に使える」皮弁術を詳しく解説！

▽上巻は『局所皮弁法および小皮弁術』、『有茎皮弁術』、下巻は『遊離皮弁

術』、『特殊な概念の皮弁術．新しい方法』の4つのコンテンツに分けて、

わかりやすくまとめました！

▽詳しい目次をホームページでご覧になれます。http://www.zenniti.com

使える嵯篝
皮弁術

一適応から挙上法まで一

■■

■”■｡､下憧噸中幽他矢

野*鷺何文?蛍密igi来比古

(株)全日本病院出版会TEL:03-5689-5989
〒ll3-0033東京都文京区本郷3-16-4-7FFAX:03-5689-8030
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轆誇 ” 感」骨粗霧症治療剤…反詞

ポﾅﾛｭ錠35mg…．シ垂J

Bonalon｡Tablet35mg<アレンドロン酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠＞

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）

※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。
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製造販売元

丁E""皿帝人ﾌｧｰﾏ株式会社
資料請求先：学術情報部

〒100-8585東京都千代FRIﾇ霞が関3丁目2番1号

商梱竃ﾅﾛｭﾉBonaIon･i5theregi3にrごdlra土T”rkDfMeTck＆CO..hc鯵･WhiにhousESkaIioⅡ,NJ､USA､

2009年7月作成
BNWO95<KK)0907改1ai
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だけます。

BIoIogics・BracingoMicrofixation・Orthopedics･

バイオメット･ジャパン株式会社
本

OsteobiologIcs｡SpineoSportsMedicine･Traumao3i

社：〒105-OO14東京都港区芝1丁目5番9号住友不動産芝ビル2号館8階

TELO3-5730-1301(マーケティング部)FAXO3-5730-1314

http://wwwbiometco.jp/ OneSurgeon･OnePatient．

C2010B1ometOrthopedlcs･畑cA恥radeW1arkshe｢eInareIhep『opgrtycfBiome(＃nc
ori崎subsIdiarlesunlessotherwisel”icaXedOO370SLitaPl

一般名:ｱバﾀｾプﾄ(遺伝子組換え)ORENCIA｡

｢効能又は効果｣、｢用法及び用量｣､｢髻告・禁忌を含む使用上の注意｣等の詳細は､添付文書をご覧ください。

ﾌﾘｽHし･Wﾔﾖ職式合札〒'63-'328東京都新宿区西新宿“-’ 2010年9月作成

｢M
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1

製造販売元〔資料請求先〕

。=再製薬株式会社
傷〒176-8585

東京都練馬区害干北2-3-1
http://www.mikasaseiyaku.co.jp/総鰯総

痛・消炎剤｜薬価基準u又載経皮吸収型鎮

°職尻五園
●｢効能・効果｣、「用法・用量｣、「禁忌を含

む使用上の注意」等については添付文書を

ご参照ください。
フルルビプロニフェンテープ剤
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ロルノキシカム製斉リ

｢効能･効果｣､｢用法用量｣､｢禁忌を含む使用上の注意｣､｢用法･用壼に関連する
使用上の注意｣等は添付文言をご参照ください。

製造販売発売［資料請求先］

蝋 露大正製薬株式会社大正富山医薬品株式会社
〒170-8633束京都豊島区高田3-24-1〒170-8635束京都豊島区高田3-25-1

LCB52C10．11
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薬価基準収載
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末梢性神経障害性瘤痛治療剤

リ リ カ カブ。セル
製造販売

ファイザー株式会社
〒151-8589束京都渋谷区代々木3-22-7

製品情報お問い合わせ先:製品情報ｾﾝﾀｰ学術情報ダｲﾔﾙ
西0120－664－467

販売提携

エーザイ株式会社
〒112-8088東京都文京区小石川4-6-10

製品情報お問い合わせ先：お客様ﾎｯﾄﾗｲﾝ
直面0120－419－497

⑨25mg･75mg･150mg

PREGABALINCAPSULE|プレガバリンカプセル

匝万画涯薬品1注意-医師等の処方せんにより使用すること 圖而匪麺別

●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。

’ 2010年10月作成
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藤原真理

日本音楽コンクールチェロ部門第1位および大賞、
チヤイコフスキー国際コンクール第2位など
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