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歯科処置の既往等が知られている。本剤の投与開蛉前は11腔内の管理状態を
確認し､必要に応じて､患者に対し適切な歯科検査を受け､侵襲的な歯科処償を
できる限り済ませておくよう指導すること｡本斎|｣投与中に侵襲的な歯科処置が必要
になった場合には本剤の休業等を考慮すること。また､口腔内を清潔に保つこと、
定期的な歯科検査を受けること､歯科受診時に本斉11の使用を歯科医師に告知し
て侵襲的な歯科処置はできる限り避けることなどを患者に十分説明し､異常が認
められた場合には､直ちに歯科･｢I腔外科を受診するように指導すること。(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非定型骨折が発現したとの報告がある｡これらの報
告では､完全骨折が起こる数週間から数カ月前に大腿部や鼠径部等において前
駆痛が認められている報告もあることから､このような症状が認められた場合には、
X線検査等を行い､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､片側で非定型骨折が起きた場合には､反対側の大腿骨の症状等を
確認し､X線検査を行うなど､慎重に観察すること｡X線検査時には骨皮質の肥厚等、
特徴的な画像所見がみられており､そのような場合には適切な処置を行うこと。
3．相互作用併用注意(併用に注意すること）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
ィ､シウム､アルミニウム等)含有製斉|｣(ミネラル入りビタミン剤､市'1酸剤等）
4.副作用承認時までの臨床試験における228例中30例(132％)に扇|｣作用(臨
床検査値の異常を含む)が認められた｡主なものは胃･腹部不快感5例(2.2％)、
腹痛3例(1.3％)､胃炎3例(l3％)及びアルカリホスファターゼ減少3例(13％)等
で あ っ た 。 （ 承 認 時 : 2 0 1 1 年 7 月 ）
(1)重大な副作用l)上部消化管障害:十二指腸潰瘍(0.4％)､胃潰瘍(頻度
不明)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)顎骨壊死，
顎骨骨髄炎:顎骨壊死顎骨骨髄炎(頻度不明)があらわれることがあるので､観
察を十分に行い､異常が認められた場合には投与を中1tするなと'､適切な処置を
行うこと。3)大腿骨転子下及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折:大腿骨転
子ﾄｰ及び近位大腿骨骨幹部の非定型骨折(頻度不明)を生じることがあるので、
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､適切な処間
を行うこと。(2)重大な副作用(類薬）l)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肇､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lこし､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。

■その他の使用上の注意等につきましては、
製品添付文書をご参照下さい。

■本剤は新医薬品であり、4週間に1回1錠服用する製剤であ
るため､厚生労働省通知｢保医発0912第1号」（平成23年
9月12日付)に基づき､平成24年9月末日までは1回1錠の処方
を限度とされていますも

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】
(1)食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等の食

道通過を遅延させる障害のある患者
(2)服用時に上体を30分以上起こしていることのできな

い患者

(3)本剤の成分あるいは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
(5)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

【効能･効果】骨粗霧症
'一 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・一一一'

｜〈効能･効果に関連する使用上の注意〉
I(1)本剤の適用にあたっては､引本骨代謝学会の診断基準等を参考に､骨粗瘻l
l症との診断が確定している患者を対象とすること。(2)男性患者での安全性’
1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50mgを4週に1回､起床時に
十分量(約l80mL)の水(又はぬるま湯)とともに経u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。

-----------------------‐-----------------------------.~------‐1
1〈用法･用量に関連する使用｣二の注意＞
l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）’
1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’
1－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’
1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きせるため､速’
｜やかに冑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’
1注意すること。l)口腔咽頭刺激の可能性があるので､本剤を噛んだり又は’
1口中で溶かしたりしないこと。2)十分量(約180mL)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。(3)本剤は4週に1回服用する薬剤であるため､飲み忘れな’
｜いように注意すること｡本剤の服用を忘れた場合は､翌日に1錠狼用すること。｜

【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考(2)重篤な腎障害のあ
る患者

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lこして診察を受けるよう指導す
ること。(2)骨粗潅症の発症にエストロケン欠乏､加齢以外の要因が関与してい
ることもあるので､治療に際してまこのような要因を考慮する必要がある。(3)本
剤投与後は､血清カルシウム値が低下する可能性があるため､血清カルシウムの変
動に注意し､必要に応じて､カルシウム及びビタミン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)本斉'｣を含むビスホスホネー烏系薬剤による治療を受けている患者において､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顎
骨に対する侵襲的な歯科処置や局所感染}こ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、
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第55回日本手外科学会学術集会の開催にあたって

会長別府諸兄
(聖マリアンナ医科大学整形外科学講座代表教授）

.z『

第55回日本手外科学会学術集会を2012年4月19日(木曜日）と20日(金曜日)の2日間にわたり

パシフイコ横浜で開催させていただきます事は，聖マリアンナ医科大学整形外科学講座にと

りまして，大変光栄なことでございます．日本手外科学会学術集会の開催は当講座に取りま

しては初めての開催であり，笹益雄教授，清水弘之病院教授，松下和彦准教授新井猛講師

らの協力，ならびに嶋崎宣孝整形外科同窓会長のご支援を頂き，身の引き締まる思いで準備

を進めてまいりました．これも偏に日本手外科学会会員の皆様のご支援の賜物であります．

日本手外科学会は手外科専門医の導入に向けて，歴代の理事長を中心に努力され，2006年

から日本手外科学会認定の手外科専門医制度が始まり，現在までに729名に達しています．

また,2010年に任意団体であった「日本手の外科学会｣から｢一般社団法人日本手外科学会｣に

なり，同年日本専門医制評価・認定機構に入社し,2011年には日本医学会に加盟することが

できました．今後は「日本専門医制評価・認定機構の専門医｣，そして最終的には｢広告可能

な専門医｣，を目指しています．このような事を踏まえて，今学会のテーマを｢確立した専門

医制度を目指して｣とさせていただきました．

今回はシンポジウム5題，公開シンポジウム・ラウンドテーブルディスカッション各1題パ

ネルディスカッション8題を企画しました．シンポジウムは｢確立した専門医制度を目指して｣，

｢手外科領域の関節鏡の現状と将来展望｣，「僥骨遠位端骨折ロッキングプレートの功罪｣，「前

腕骨間膜損傷の病態と治療｣，「難治性テニス肘の病態と治療｣であります．公開シンポジウム

は｢女性手外科医一夢を語る－」は堀井恵美子先生にお願いし，全国9地域の女性手外科医の代

表に夢を語っていただきます．ラウンドテーブルディスカッションはExperts'Solutionsfor

DistalRadiusFracturesとして企画しております．特にパネルディスカッション｢私が若手に教

えたい手外科の診断と治療｣は1日目の開会式に引き続いて，歴代の理事長の先生方にお願い

いたしましたので，是非お聞き逃しのないようにお願いいたします．その他のパネルディス

カッションとして,｢舟状骨偽関節の治療の問題点」「手外科領域マイクロサージャリーの応用」

｢手外科領域の超音波診断の現状｣｢遠位榛尺関節不安定症の病態と治療｣｢手根管症候群(ECTR

VSOCTR)」「私の勧める手術手技(ビデオ)」を組み，また，「手外科医とハンドセラピストと

の連携の実際｣では手の機能向上を図るうえで，不可欠な連携の現状について討論します．

海外からの招待講演では当講座の先生方が留学でお世話になりましたTsu-MinTsai先生

をはじめ，国際委員会でお世話になった先生，シンポジウム・パネルディスカッションに

関連した海外の専門家を御呼びいたしました.｢MultipleNerveCompressionintheUpper

Extremity｣演者Tsu-MinTsai(USA),｢ComplicationsFollowingVolarPlateFixationofDistal

RadiusFractures｣演者JesseBernardJupiter(USA),｢CurrentStatusofTreatingScaphoid

－5－
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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 1961年9月30日～10月1日 神 戸
6 児玉俊夫 岡山大学整形外科 1962年10月10日～10月12日 岡山
7 佐藤孝三 日本大学整形外科 1963年10月30日～10月31日 東 京
8 諸富武文 京都府立医科大学整形外科 1964年9月25日～9月26日 京 都
9 片山良亮 東京慈恵会医科大学整形外科 1966年3月28日～3月29日 東 京
10 伊藤鉄夫 京都大学整形外科 1967年3月27日～3月28日 京 都
11 津下健哉 広島大学整形外科 1968年4月1日～4月2日 広島
12 津山直一

東京大学整形外科 1969年3月31日～4月1日 東 京
13 上田文男 名古屋市立大学整形外科 1970年2月6日～2月7日 名古屋
14 小谷勉 大阪市立大学整形外科 1971年2月5日～2月6日 大阪
15 田島達也 新潟大学整形外科 1972年5月20日～5月21日 新潟
16 西尾篤人 九州大学整形外科 1973年5月7日～5月8日 福岡
17 伊丹康人 東京慈恵会医科大学整形外科 1974年5月7日～5月8日 東 京
18 猪狩忠 岩手医科大学整形外科 1975年5月8日～5月9日 盛岡
19 宮崎淳弘 鹿児島大学整形外科 1976年5月13日～5月14日 鹿児島
20 池田亀夫 慶應義塾大学整形外科 1977年5月25日～5月26日 東 京
21 中川正 名古屋大学整形外科 1978年6月15日～6月16日 名古屋
22 伊藤忠厚 日本医科大学整形外科 1979年5月29日～5月30日 東 京
23 森益太 関西医科大学整形外科 1980年5月16日～5月17日 京 都
24 増原建二 奈良県立医科大学整形外科 1981年5月13日～5月14日 奈良
25 山内裕雄 順天堂大学整形外科 1982年5月7日～5月8日 東 京
26 高岸直人 福岡大学整形外科 1983年5月19日～5月20日 福岡
27 野村進 金沢大学整形外科 1984年5月10日～5月11日 金沢
28 中野謙吾 兵庫医科大学整形外科 1985年5月9日～5月10日 神 戸
29 烏山貞宜 日本大学整形外科 1986年5月8日～5月9日 東 京
30 室田景久 東京慈恵会医科大学 1987年5月8日～5月9日 東 京
31 三浦隆行 名古屋大学整形外科 1988年5月19日～5月20日 名古屋
32 鈴木勝巳 産業医科大学整形外科 1989年5月11日～5月12日 北九州
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1l日 大阪
45 吉津孝衛 財団法人新潟手の外科研究所 2002年4月11日～4月12日 新潟
46 中村蓼吾 名古屋大学大学院手の外科 2003年4月18日～4月19日 名古屋
47 阿部宗昭 大阪医科大学整形外科 2004年4月22日～4月23日 大阪
48 土井一輝 小郡第一総合病院 2005年4月21日～4月22日 下関
49 長野昭 浜松医科大学整形外科 2006年4月20日～4月21日 浜松
50 荻野利彦 山形大学整形外科 2007年4月19日～4月20日 山形
51 落合直之 筑波大学整形外科 2008年4月17日～4月18日 つくば
52 堀内行雄 川崎市立川崎病院整形外科 2009年4月16日～4月17日 東 京
53 柴田実 新潟大学形成外科 2010年4月15日～4月17日 新潟
54 藤哲 弘前大学整形外科 Web開催 (青森）
55 別府諸兄 聖マリアンナ医科大学整形外科 2012年4月19日～4月20日 横浜

次回 田中寿一 兵庫医科大学整形外科 2013年4月18日～4月19日 神 戸
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会場のご案内

(パシフィコ横浜①）
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1．参加者へのお知らせ

1．受付

4月19B(木)7:30～18:00

4月20日（金)7:30～16:00

パシフイコ横浜会議センター2階｢総合受付｣にて行います．

2．参加登録

l.本誌巻頭に綴じ込まれている参加申込書に必要事項をご記入の上，参加費

18,000円を添えて参加受付にお申し込みください．

2.領収証兼用のネームカードに所属・氏名をご記入になり，学会場内では必ずご

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．

3.第55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．

4.第55回日本手外科学会学術集会に参加登録されますと，併設されますThe8th

InternationalHandandWristBiomechanicsSympoSium(併催)にも参加できます．

5.学生，初期研修医は無料です(大学・病院の所属長の証明書を持参すること)．

6.第24回日本ハンドセラピイ学会学術集会は，会場のはまぎんホール･ヴイアマー

レにて受付を行います．尚，第24回日本ハンドセラピイ学会学術集会参加の方

は第55回日本手外科学会学術集会に2,000円で参加できます．総合受付で手続き

してください(身分証明持参のこと)．

【参加登録費】

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デスクにて納入してください．新入会の申し込

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

ください．

4．クローク

パシフイコ横浜会議センター1階のクロークをご利用ください．

5．呼び出し

緊急の場合のみ，各口演会場内サイドスライドで呼び出しを行います．

総合案内へお申し出ください．
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6．掲示板・伝言板

パシフイコ横浜会議センター2階のロビーに設置します．

7．プログラム・抄録集

会員は必ずご持参ください．

当日は1冊3..000円で販売いたしますが，部数が限られておりますのでご承知おき

ください．

8．昼食

4月19日（木）･20日（金）ともに，ランチョンセミナーのお弁当をご利用ください．

数量に限りがございますので予め，ご了承ください．

9．医療機器展示・書籍展示

パシフイコ横浜3階｢301+302｣にて，機器展示を下記の通り開催いたします．

4月19日（木)9:00～18:00

4月20B(金)9:00～17:00

書籍展示は3階ロビーで行います．

10.会場内での撮影

学会場内での撮影，録画，ならびに録音はご遠盧ください．

11． ドリンクコー･ナー

医療機器展示・書籍展示会場(パシフイコ横浜3階｢301+302｣)にドリンクコーナー

を設置します．また,LANケーブル接続によりインターネットをご利用いただけ

るコーナーも設けます．

12．託児室

会期中，参加者の方は託児室をご利用いただけます．詳細･申込方法はホームペー

ジをご覧ください．

〈託児時間〉

4月19日（木）8:00～19:00

4月20日（金）8:00～19:00

〈託児人数〉

5名(各日）

〈対象年齢〉

3ヶ月～小学生まで

く託児料〉

1日3,00'0円(一人につき．ただし，オムツなどの実費，上記時間外の延長料金

は除く）
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13.同時通訳

招待講演l～11には同時通訳を予定しています

ハンズオンセミナーのご案内

ハンズオン会場A:4階｢418」ハンズオン会場B:4階｢419」

14．

共催会場｜セミナー名｜テーマ日時

ハンズオン

セミナー1

GEヘルスケア・

ジャパン株式会社
超音波A13:30～15:30

4月19日(木）
ハンズオン

セミナー2

僥骨

遠位端

ジョンソン・エンド・

ジョンソン株式会社
13:20～15:20 B

日本ストライカー

株式会社

ハンズオン

セミナー3
指骨10:30～12:30 A

ハンズオン

セミナー4

日立アロカメディカル

株式会社
超音波14:00～16:00 A

4月20日(金）
ン
５

オ
ー

ズ
ナ

ン
ミ

、
し
」

ノ
》

僥骨

遠位端
シンセス株式会社10:20～12:20 B

株式会社イトー

医科器械

ハンズオン

セミナー6

指

創外固定
15:15～17:15 B

ホームページから共催企業のページにリンクしていますのでそちら申込方法

でお申し込みください
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ハンズオンセミナー1（日手会，単位取得可）

「超音波：手外科診療で行う超音波検査の実際」

日時:2012年4月19日（木)13:30～15:30

開催場所：ハンズオン会場A(パシフイコ横浜4F418)

座長：長岡正宏(日本大学駿河台病院整形外科）

講師名：亀山真(東京都済生会中央病院整形外科）

最大募集人数：25名

参加費:3,000円

共催企業:GEヘルスケア・ジャパン株式会社

開催趣旨：日頃の手外科外来で扱う病態を、超音波検査で改めて診断する技量を習得する．

狭窄性腱鞘炎，手根管症候群，掌側プレート設置手術後の長母指屈筋腱損傷の超音波診断に必要な

解剖を中心に描出していく．

1時間の亀山先生によるレクチャーセッション，その後1時間の各講師による実技習得のハンズオン

セッションの2セッション構成になっています．

超音波検査は被爆も無く，動的に病態を観察出来ることから，今後の手外科専門医の必須アイテム

になるでしょう．

ハンズオンセミナー2（日手会，日整会単位取得可）

「榛骨遠位端内固定:DVRAnatomicPlateCl加calUpdate」

日時：2012年4月19日（木）13:20～15:20

開催場所：ハンズオン会場B(パシフイコ横浜4F419)

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）

講師名：澤泉卓哉(日本医科大学附属病院整形外科）

最大募集人数：30名

参加費：無料

共催企業：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社デピュートラウマ事業部
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ハンズオンセミナー3（日手会，日整会単位取得可）

「指骨：手指骨折に対する治療戦略一ロッキングプレートのKnack&Pearlsを中心に－」

日時：2012年4月20日（金)10:30～12:30

開催場所：ハンズオン会場A(パシフイコ横浜4F418)

座長：坂野裕昭(平塚共済病院整形外科・手の外科センター）

講師名：今谷潤也(岡山済生会総合病院整形外科）

最大募集人数:30名

参加費:2,000円

共催企業：日本ストライカー株式会社

開催趣旨：上肢骨折治療の臨床においてご造詣の深い今谷先生による手指骨折におけるロッキ

ングプレートを使用した治療戦略についてご講演頂きます．実際に手技ビデオをご覧いただき，ボー

ンモデルを用いて治療難易度の高いローランド骨折，中手骨骨折のハンズオンセミナーを開催いた

します．

ハンズオンセミナー4（日手会，日整会単位取得可）

「超音波：見えるから分かる1実践，運動器エコー」

日時：2012年4月20日（金)14:00～16:00

開催場所：ハンズオン会場A(パシフイコ横浜4F418)

講師名：高橋周(気仙沼市立病院整形外科）

中島祐子(広島大学病院整形外科）

福島八枝子(関西医大付属枚方病院健康科学・スポーツセンター）

岩本航(慶應義塾大学病院スポーツ医学総合センター）

山口睦弘(千葉労災病院検査部）

最大募集人数:40名

参加費：無料

共催企業：日立アロカメデイカル株式会社

開催趣旨：見えるから分かる1実践運動器エコー～手関節を極める～

運動器疾患の画像診断としては，骨を簡便に描出する単純X線写真，骨内病変や軟部組織を客観的

に把握できるCT,単純X線写真やCTでは観察できない骨軟部組織を観察できるMmが広く用いら

れてきた．ところが，近年優れた空間分解能を有したエコーを用いることよって骨，軟骨，筋，腱，

靭帯，血管，神経の形態を詳細に描出するだけではなく，リアルタイムに動きを観察したり，カラー

ドプラにより血行動態が観察出来るようになり，今まで見えなかったものが見え，分かる時代がやっ

てきた．今回，ハンズオンセミナーにより運動器エコー画像の基礎知識，超音波解剖，画像の描出

方法を習得していただく．
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ハンズオンセミナー5（日手会，日整会単位取得可）

｢榛骨遠位端：。ComplexWristFrac加res-Operativemanagementofdistalradialfracture

･VA-TCPを用いた僥骨遠位端骨折に対する治療-semi-hybrid方式を用いた

Double-tieredSubchondrallSupport法の手術手技

･Co:ndylarStabilizing法」

日時:2012年4月20日（金)10:20～12:20

開催場所：ハンズオン会場B(パシフイコ横浜4F419)

座長：金谷文則(琉球大学整形外科）

講師名:JupiterJesseBernard(MassachusettsGeneralHospital)

川崎恵吉(昭和大学横浜市北部病院）

若林良明(東京医科歯科大学）

最大募集人数：40名

参 加費：無料

共催企業：シンセス株式会社

開催趣旨:VA-TCPを用いた僥骨遠位端骨折に対する治療

僥骨遠位端骨折に対するプレート固定は，ロッキングバットレスピンを採用したDistalRadiusPlateの

開発と，それに続くロッキングプレートの登場により，大きく進化しました．さらに近年では角度可変型

ロッキングシステムを搭載したプレートや,術後合併症を防止するためにwatershedlineよりも遠位に

設置されないデザインのプレートが登場し,同部位の骨折治療に対する新しい選択肢を提供しています．

今回，最先端の角度可変型プレートシステムであるVA-TCP(VA-LCPTwo-ColumnDistalRadius

Plate2.4mm)を用いた僥骨遠位端骨折の治療戦略と，実際の手術手技におけるテクニックについて，

製品開発に携わられたProfJesseBJupiter先生と国内の臨床経験豊富な医師によるレクチャーと，模

擬骨を用いたワークショップを行ないます．

ハンズオンセミナー6（日手会，日整会単位取得可）

「指･創外固定:手外科領域における創外固定器を用いた組織延長手術～手の造形手術を中心に～」

日時:2012年4月20日（金)15:15～17:15

開催場所：ハンズオン会場B(パシフイコ横浜4F419)

座長：金谷文則(琉球大学医学部整形外科）

講師名：五谷寛之(清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター）

最大募集人数:30名

参加費：無料

共催企業：株式会社イトー医科器械

開催趣旨：上肢の外傷における創外固定器の役割が重要であることは論を待たない．しかし初療

における創外固定を用いた開放骨折の固定は一般的であるが，手指骨延長や指間開大，皮弁の延長等

を目的とした軟部組織延長や手指の関節拘縮解離はまだまだ一般的ではない．黒島は創外固定を用い

た手領域の軟部組織をも含めた変形矯正や機能獲得を目的とした手術を"手の造形手術"と名付けた．

演者はマイクロサーージャリー手技を用いた上肢外傷再建後にこの手技を用いており，今回教育講演に

おいては主としてIlizarovmini6xatorを用いた演者の"手の造形手術"の経験とともにこれを基盤とし

て演者が作成した手指拘縮解離やROM訓練用途のGlobalHnigeFixatorについて実際的な活用方法に
ついて述べたい．

ワークショップにおいては①骨折・延長コース，②指関節拘縮治療コース（ロシア式),PIP関節内

骨折・拘縮治療コース，に分かれて実習予定である．

-16-



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」（21ページ参照)を遵守してください．

1． 口演発表

PCでの発表のみとなります．

演者は10分前までに会場内の次演者席に着席してください．

【PCセンター】

3階｢PCセンター｣にて発表データの受付を行います．

発表の30分前までに,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．ポスターロ演演者で，事前にデータをお

送りいただいた先生は受付の必要はありません．

4月19日（木)7:30～18:00

4月20日（金）7:30～16:00

【発表時間】

シンポジウム ロ演9分，一括討論

パネルディスカッションロ演8分，一括討論(パネル1,7,8①は各々討論）

一般演題(口演 ）口 演6 分， 討論3分

ポスターロ演口演3分，討論3分(事前データ送付必要）

その他事前連絡

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．

シンポジウム2．3，パネルディスカッション2．3．5．6はスライドを英語で作成し

てください．

【PC発表準備についてのご注意】

・事務局ではWindows7を搭載したPCを用意いたします．

※Macintoshはご用意いたしません．

・パソコンの解像度はXGA(1024×768)まで対応可能です．それ以上の解像度に

は，プロジェクターが対応不可能です．

･PC本体持込み，またはメデイア(CD-R,USBメモリーのみ可)にて発表データを

お持ちください.Macintoshデータの場合は，必ずPC本体をお持込みください．

・動画や音声をご使用の場合はPC本体をお持込みください．

《メディアでお持込みの場合》

(1)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．

(2)アプリケーションソフトはMicroso丘PowerPointに限定します．

－17－



(3)データはWindowsMSPowerPoint2000以上でご用意ください．

(4)ファイル名は，「演題番号演者名.ppt｣としてください．

(5)発表デー･夕作成の際はWindows標準フォント(MS明朝,MSP明朝,MSゴシック，

MSPゴシック等)をご使用ください．それ以外のフオントをご使用されますと，

正常に表示されないことがございます．

(6)メディアを介したウイルス感染の事例がありますので，最新のウイルス駆除

ソフトでチェックしてください．

(7)発表デー･夕作成後は，他のパソコンで正常に作動するかチェックしてください．

(8)受付時にコピーした発表データは，学会終了後に削除いたします．

《PC本体をお持込みの場合》

(1)PC付属のACアダプターを必ずお持ちください．

(2)会場でご用意するPCケーブルコネクターの形状はD-subl5ピンです．この形状

にあったPCをご用意ください．変換コネクターが必要な場合は必ずご自身で

お持ちください．

(3)発表中にスクリーンセーバーや省電力機能で電源がきれないよう，設定のご

確認をお願いします．

(4)プロジェクターの接続はオペレーターが行いますが，発表時の操作は演者席

にてご自身で行ってください．

(5)PCトラブルに備えて,CD-Rまたは,USBメモリーにてデータをご持参される

ことをお勧めいたします．

2．ポスター演題

＊今回のポスター･演題は，閲覧用ポスター掲示及び口演発表(第9,10会場)を行います．

ポスターの前に立っての発表はございません．下記要項に従いご準備くださいますよ

うお願い申し上げます．

【ポスター口演】

1.PCセンターの混乱を避けるために，ご迷惑をおかけしますが，ボスター発表

の先生方は事前にデータをお送りください．

2．お送りいただいた先生方は，会場でのPCセンターでの受付は不要です．

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

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

4．動画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．

5．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．

6．スライドはタイトルも含めて12枚以内に収めてください．

7．データは事前に下記送付先までお送りください．

1)送付納期:2012年4月6日(金)まで
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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

マックレイ(株)内

第55回日本手外科学会学術集会ポスター演題受付係

TEL:03-5767-5911

【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．

ポスターロ演会場：第9会場4階411+412

ポスターロ演会場：第10会場4階413

【閲覧用ポスター設営および撤去】

1.ポスター掲示場所：3階301+302,315

貼付：4月19日（木)8:00～10:00

撤去：4月20日（金）17:00～18:00

＊撤去時間を過ぎても掲示してあるポスターは，

学会事務局で廃棄処分させていただきます．

2.ポスターのサイズは幅90cm×高さ180cmです．

演題名，所属，演者名(幅70cm×高さ20cm)は

各自ご用意ください．

演題番号(幅20cm×高さ20cm)は事務局で用意

いたします．

3.貼付用文具は事務局でご用意しております．
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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にご着席ください．

2．進行は座長に一任いたしますが，時間の厳守をお願いいたします．

葬言者へのお願い

1．あらかじめマイクの前に立って，座長の指示に従い所属・氏名を述べた後に

簡潔に発言してください．

2．質問の前に長い前置き，単なる追加発言はご遠慮ください．
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｢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．

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

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

に限定して記載することを可とする．（神奈川県横浜市など)．

3)日付は，臨床経過を知る上で必要となることが多いので，個人が特定できないと判断
される場合は年月までを記載してよい．

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

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

い．但し，救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない．

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

7)症例を特定できる生検，剖検，画像情報に含まれる番号などは削除する．

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

者自身(または遺族か代理人，小児では保護者)から得るか，倫理委員会の承認を得る．

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

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

日，平成16年12月28日全部改正，平成17年6月29日一部改正，平成20年12月1日一部改
正)による規定を遵守する．
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4．教育研修講演受講者へのお知らせ

本学会において取得できる専門医制度研修単位は次のとおりです．

①日本手外科学会：招待講演l～11,ランチョンセミナーl～13,

ハンズオンセミナーl～6，シンポジウム，

パネルディスカッション

②日本整形外科学会：招待講演l～11,ランチョンセミナーl～13,

ハンズオンセミナー2～6

受講料について

受講証明書が必要でない方は無料で聴講できますが，受講者が多い場合は受講手

続きをされた方を優先いたしますのでご了承ください．

受講料は，講演中止などの理由以外には払い戻しを致しません．また，受講証明

書を紛失された場合の再発行はできません．

教育研修講演受講のためだけに入場される方も学術集会の参加登録が必要です．

招待講演，ランチョンセミナー，ハンズオンセミナー＜日整会，日手会＞
－一

会場
一

－－

ハン ズ

オン会場
－一

ハンズ

場
一
場

〈
云
今
云

ン
２

オ
第

一

場
一
場

今
云
今
云

１
２

第
第

－ －
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セッシヨン名 演題名 日整会 日手会

招待講演3 TheCurrentStatusofScaphoidNonUmonintheUSA N-2,N-10 1

招待講演1
Minimall

●●

ylnvaslvesurgery

frombenchtobedside

inthedistalradiusfracture:
N-2,N-10 1

ランチョン

セミナー1
手の外科における保険診療 N-14 1

ランチョン

セミナー2

後遣障害認定のつぼとpitfall
一トラブルにならないために一

N-14,Re 1

ランチョン

セミナー3

僥骨遠位端骨折の治療の問題点
－診療ガイドラインを考慮した治療方法一

N-2,N-10 1

ランチョン

セミナー4
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 N－l 1

ランチョン

セミナー5

掌側ロッキングプレートStellar2systemの開発と臨床応
用一より強固な骨片固定と合併症低減に向けて

N-2,N-10 1

ランチョン

セミナー6
骨粗潅症から僥骨遠位端骨折の治療を考える

N-4

N-10,Re
1

ランチョン

セミナー7

難治性手関節病変の治療：舟状骨偽関節、舟状月状骨間
靭帯損傷、TFCC損傷の治療を中心に

N-2,N-10 1

ハンズオン

セミナー2
DVRAnatomicPlateClinicalUpdate N-2,N-10 1

ハンズオン

セミナー1
手外科診療で行う超音波検査の実際 1

招待講演4
TheMicrosurgicalReconstructiveLadderfbrHand
Surgery

N-2,N-10 1

招待講演2
Complicationsfbllowingvolarplatefixationofdistal
radiusfractures

N-2,N-10 1

招待講演5 EnzymaticFasciotomyfbrDupuytren'sDisease N-10 1

日 程

4/19

(木）

8：00～

9：00

9：30～

10：30

12:10~

13：10

13：20～

14：20

13:30~

14:30

13：50～

14：50

14:50~

15:50

16：50～

17：50



4/20

(金）

8：00～

9：00

10:30~

11:30

10:30~

11:30

10:50~

11:50

12:40~

13：40

14:00~

15：00

14:00~

15：00

15:00~

16：00

15:15~

16:15

16：00～

17：00

第1会場

第2会場

ハンズ

オン会場

ハンズ

オン会場

第2会場

第1会場

第2会場

第3会場

第5会場

第6会場

第7会場

ハンズ

オン会場

第1会場

第1会場

ハンズ

オン会場

第2会場

招待講演6

招待講演9

ハンズオン

セミナー3

ハンズオン

セミナー5

招待講演10

ランチョン

セミナー8

ランチョン

セミナー9

ランチョン

セミナー10

ランチョン

セミナーll

ランチョン

セミナー12

ランチョン

セミナー13

ハンズオン

セミナー4

招待講演7

招待講演8

ハンズオン

セミナー6

招待講演11

TheCurrentStatusofDRUJInstability&IOMinjuryin
theUSA

N-2,N-10 1

TheCurrentStatusofCarpalTunnelSyndromeinthe
USA

N-8,N-10 1

手指骨折に対する治療戦略

一ロッキングプレートのKnack&Pearlsを中心に一
N-2,N-10 1

ComplexWristFractures-Operativemanagementof
distalradialfracture

N-2,N-10 1

Whysurgeryalonewillnotimproveoutcomesafter

nerveinjuries?ThefUtureofneuralregeneration
N-8,N-10 1

肘周辺のスポーツ傷害 N-2,N-9,S 1

肘関節外科における関節鏡の導入と展開～位置づけ，基
本手技とその応用

N-9 1

掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位端骨折の治療

-evidenceとexperience-
N-2,N-10 1

整形外科医が行う慢性瘻痛疾患の診断と新しい鎮痛剤 N-2,N-8 1

狭窄性屈筋腱腱鞘炎における屈筋腱と腱鞘の超音波検査
による評価 N-10 1

高精細デジタルCアームを使用した僥骨遠位端骨折治療

手外科医も知っておきたいロコモの知識
N-10,

N-13,Re
1

見えるから分かる！実践、運動器エコー N-1,N-10 1

MultipleNerveCompressionintheUpperExtremity N-8,N-10 1

SoftTissueBiomechanics:asearchfOrtheetiologyof
carpaltunnelsyndrome N-1.N-10 1

andtriggerfinger

手外科領域における創外固定器を用いた組織延長手術
～手の造形手術を中心に～

N-10 1

NewPlatefbrtheDistalRadiusFracture N-2,N-10 1

パネルディスカッション、シンポジウム＜日手会＞

開催日

4/19

(木）

4/20

(金）

時間

8：00～9：20

9：00～10：40

10:30～12:00

14:50～16:40

15:50～17:50

9：00～10:30

9：00～10：40

9：00～10:50

9：30～10:20

10：30～11:50

10:40～12:10

14:05～15:55

15:10～16:40

16:10～17:50

会場名

第1会場

第3会場

第2会場

第1会場

第2会場

第1会場

第1会場

第2会場

第3会場

第5会場

第5会場

第1会場

第2会場

第3会場

第1会場

セッション名 演題

パネルディスカッション1 私が若手に伝えたい手外科の考え方

パネルディスカッション4 手外科領域の超音波診断の現状

パネルディスカッション2 舟状骨偽関節の治療の問題点

シンポジウム1 確立した専門医制度を目指して

パネルディスカッション3 手外科領域マイクロサージャリーの応用

シンポジウム2 僥骨遠位端骨折ロッキングプレートの功罪

パネルディスカッション5 遠位僥尺関節不安定症の病態と治療

パネルディスカッション6 手根管症候群(ECTRVSOCTR)

パネルディスカッション7① 私の勧める手術手技(ビデオ）

パネルディスカッション8① 手外科医とハンドセラピストとの連携の実際

パネルデイスカッシヨン8② 手外科医とハンドセラピストとの連携の実際

シンポジウム3 前腕骨間膜損傷の病態と治療

シンポジウム5 手外科領域の関節鏡の現状と将来展望

パネルディスカッション7② 私の勧める手術手技(ビデオ）

シンポジウム4 難治性テニス肘の病態と治療

－23－



｢面百玉手；雨季襄司
単位

招待講演，ランチョンセミナー，ハンズオンセミナーはl単位1,000円，シンポジ

ウム，パネルディスカッションは無料です．

学術集会参加単位(8単位)ならびに教育研修講演単位が取得できます．教育研修

講演単位取得数の上限はございません．単位を受講できるセッションを確認のう

え，お申込みください．

教育研修講演受付

受講証明が必要な方は，2階総合受付にて，巻頭の教育研修講演受講申込書に必

要事項をご記入の上，受講料を添えてお申込みください．シンポジウム，パネル

ディスカッションの受講料は無料です．

受講方法

今回から単位認定シールが廃止となります．受付で受領した受講証明書に必要事

項をご記入の上，［日手会提出用］を会場出口で係員にお渡しください．提出を忘

れると受講記録を確認することが困難になりますので必ずご提出ください．なお，

当該講演終了時の会場出口以外でのご提出は認められません．

単位受講記録

受講単位は日手会事務局が情報を受け取り次第，会員専用ページの単位取得情報

に反映します．従来の専門医手帳の新規発行，更新はいたしませんので，学術集

会参加および教育研修講演受講記録については各自管理し，会員専用ページをご

覧の上ご確認ください．

｢面百禾雲砺雨享芸1
単位

1単位1,000円です．

1日あたり最大4単位，学会期間中最大6単位まで取得いただけます．

単位が必要でない場合の聴講数に制限はございません．

教育研修講演受付

受講証明が必要な方は，2階総合受付にて，巻頭の教育研修講演受講申込書に必

要事項をご記入の上，受講料を添えてお申込みください．

専門医の方の受講方法

受講証明書に必要事項をご記入の上，各講演終了後，日整会保存用を会場出口で

係員へご提出ください．なお，当該講演終了時の会場出口以外でのご提出は認め

られません．
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研修医の方の受講方法

1.研修手帳を必ずご持参ください．研修手帳を忘れた場合は，受講証明はでき

ません．

2．2階総合受付で申込書に必要事項をご記入のうえ，受講料(l講演1,000円）を添

えてお申込ください．

3研修手帳に必要事項をご記入のうえ，受付に研修手帳をご提出ください．講

演終了後，主催者印を会場前にて押印のうえ，手帳を返却いたします．

5．理事会・代議員総会のお知らせ

理 事会

日時

会場

平成24年4月18日（水)8:00～15:00

パシフイコ横浜会議センター3階｢311+312」

代議員総会

日時

会場

平成24年4月18日（水)16:00～18:00

パシフイコ横浜会議センター3階｢303+304」

6．併催学会のお知らせ

会合名

第8回InternationalHand&

WristBiomechanics

Symposium

第24回日本ハンドセラピイ学会

学術集会

第50回手の先天異常懇話会

第9回神経因性瘤痛研究会

第35回末梢神経を語る会

日時
I

4月20日(金）

4月21日（十:)

4月20日（金）

4月21日(土）

4月20日(金）

4月20日(金）

－25－

8:00～17:15

8:30～12:15

13:20～18:00

9:40～16:40

12:40～13:40

18:30～20:30

会場

パシフィコ横浜

3F304

パシフィコ横浜

アネックスホール2F

F201+F202

はまぎんホール

ヴィアマーレ

パシフィコ横浜

5F502

パシフィコ横浜

3F313+314

パシフィコ横浜

5F501
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第55回日本手外科学会学術集会日程表

第1日目4月19日（木）会場：パシフイコ横浜会議センター 同時通訳⑨
第6会場

304(3階）

第7会場

311＋312(3階）

第8会場

313+314(3階）

第9会場

411＋412(4階）

第10会場

413(4階）

ポスター･器械展示会場

301＋302(3階）

第5会場

303(3階）

第4会場

502(5階）

第3会場

501(5階）

第2会場

503(5階）

第1会場

メインホール(1階） 7:30
7:30

]，； 開会式 8:00
r，

0 11 U

6RH00
指外傷①

座長：石突正文

S104～S105

ソ

CurmS惚鯆鱸皿o
NonunmintheUni例S1ates

TFCCその他

座 長 : 村 田 景 一
S126～S128

肘部管症候群(1)

座長：多田博
S82～S84

マイクロ①

座長：石川浩三

S147～S~149

マイクロ②
座長：中島英親

S150～S151

パネルディスカッション4

手外科領域の

超音波診断の現状

座長：田中利和

清水弘之

S44～S50

パネルディスカッション1

私が若手に伝えたい

手外科の考え方

座長：吉津孝衛

立花新太郎

S1～S6

僥骨遠位端-CT

座長：酒井和裕
S57～S60

30
3630

KevinC.Chung
座長；加藤博之

S23

指外傷②
座長：帖佐悦男

S106～S107

A F

4可45

RA(1)

座長：政田和洋
S128～S130

54
9:00肘部管症候群②

座長：内尾祐司
S84～S87

0
9:00 U『一一一一一一一一

榛骨遠位端リハビリ
座長：新井健

S60～S62

搦i つ1
二I

０
０
２
４

1:： パネルディスカッション2

舟状骨偽関節の

治療の問題点
座長z砂川融

香月憲一

S24～S30

30 ０
０

３
４

指外傷③

座長：田崎憲一
S108～S110

RA②

座長：南川義隆
S130～S132

30 （

-""""',,,o
招待講演1

F旧ctu吟S:Fmm踏肥htoBedsme

AivinCYChen

座長 ：根 本孝一
ハマ

ロ／

｡ 、両へ

マイクロ③
座長：磯貝典孝

S152～S153

マイクロ④
座長：五谷寛之

S154～S155

僥骨遠位端-可動域
座長；酒井昭典

S62～S64

DRUJ①

座長；佐藤和毅
QR1～QRQ
曹ツI当曹曹

肘部管症候群③

座長：石田治
S87～S90

10:00
10:00

指外傷④
座長：今村宏太郎

S110～S112

1］
16５

５
１
２

RA(a)

座長：秋田鐘弼

S133～S134

~〕匡
坐J 30

僥骨遠位端-関節鏡

座長：面川庄平
S64～S66

-13030
可う

。。

14340
47

シンポジウム1

確立した専門医制度を

目指して

座長：三浪明男

別府諸兄

S8～S13

Eフ
ヨニ

11:00
’11:00

僥骨遠位端-変形治癒
座長冒建部将広

S66～S68
ﾖ0

30
。7
J'

12:00
12:00

1,8 イ10 '0 ‐-11010'010
ランチョン5

報ﾛﾌｷﾝﾚー ﾄ3曲2覗輌黙と
§厩月.より躯帽片翫上合朧迩に剛r

座長：高岸憲二

演者；坂野裕昭
共催：（株)日本ユニテック

S113

ランチョン6
骨粗霧症から僥骨遠位端骨

折の治療を考える

座長：加藤博之

演者；酒井昭典

蝿:中外鱸㈱‘大正富山蕊品㈱
S135

ランチョン7
瀦性調鏥如舗:舟状馳蛎,舟状
月鰕目鵬剛‘Tm噸馴調榊Cに

座畏:柴田実
演者：中村俊庚

共催：小林ﾒデｨｶﾙ(株）
S156

ランチョン4
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：科研製薬(株）
S91

ランチョン3

樹骨違位端骨折の治闘の間鼠点
一診庸ガｲドﾗｲﾝ鍔嵐した治圃方法一

座長：平田仁

演者：坪！|｜直人

共催：メイラ(株）
S69

ランチョン2

後遺障害認定のつぼとpItfall
-トラブルにならないために一

座 長 : 稲 垣 克 記
演者:三上容司

共催:日本臓器製薬(株)
S31

ランチョン1

手の外科における保険診療
座長：土井－輝
演者：牧野正晴

共催；三笠製薬(株）
S14

30
30

13:00
13:00

11:
ボスター口演０

０
１
２

ボスター口演０
０

１
２

０
０

１
２

０
０

１
２

10 ポスター

医療機器展示

ドリンクコーナー

｣i6 20 20

月月

20 腱・基礎①

座長：有野浩司
S185～S186

炎症①
座長：水谷－裕

S114～S115

キーンベック病
座長：中尾悦宏

S－57～S158

手根管症候群①

座長：沖永修二
S70～S71

マイクロ

座長：沢辺一馬

S169～S172

機能評価委員会報告

座長：根本孝一

S395～S399

⑨
30

30 バイオメカニクス

座長：酒井直隆

S136～S138

変形性関節症矼

座長：楠瀬浩一
S92～S94

ラウンドテーブル

ディスカッション

模骨遠位端骨折

座長;JaiyoungRyu

501．－ 56

"M""""i"CW1eMiciosur9iCalR"0，s加,ilveC
UdderforHandSU｢9ed!
LawrenceScottLevin

座長：土井－輝
S32

h

14:00
炎症②

座長：村上恒二

S116～S117

14:00 坐

12手根管症候群唾

座長；奥津一郎
S72～S74

骨・腱・筋-基礎
座長：青木光広

S159～S161

1414
神経臨床

座長：鈴木茂彦
S172～S174

画像①

座 長 ： 加 藤 貞 利

S139～S141

変形性関節症g

座長：鈴木康
S95～S97

30司司う
1Jエ3030

炎症③

座長：千馬誠悦

S118～S120

１
６
４
５

２
２

４
５

…嘘議
50

-{50 50 Travelingfellow報告

座 長 ： 池 上 博 泰

機能評価
座長：寺田信樹

S162～S163

屈筋腱・その他
座長：草野望

S175～S177

招待講演2

C0mplicalionsFolbwingVo職円aieO
FⅨationo1Dist31RadIusRactures

JesseBernardJupiter
座長：矢島弘嗣

S15

９
（

５15:00 0'5:00 。
Ａ
『

Ｊ
１
１

腱・基礎②

座長：浦部忠久
S187～S188

手根管症候群③

座長：谷口泰徳

S74～S76

神経臨床①
座長：河井秀夫

S141～S143

Ｅ７
２
１
３１パネルディスカッション3

手外科領域マイクロ
サージャリーの応用

座長：柿木良介

田中克己

S33～S40

２
２

２
３変形性関節症⑥

座長:瀧川宗一郎
S97～S99

垂U

36

邑司

303030

外上穎炎
座長：島田幸造

S164～S165

RA

座長：福居顯宏

S177～S180

41トー－－
45腫瘍①

座長：伊原公一郎
S53～S56

手根管症候群④

座長：西浦康正

S77～S78

炎症④

座長：鈴木正孝

S120～S123

450
16:00EQ

ジジ16:00

指外傷⑤

座長：吉田健治

S100～S102

14

、 列５
２
八
４

７
７

１
２

同種移植
座長：重冨充則

S143～S144

V

シンポジウム2

僥骨遠位端骨折ロッキングプ
レートの功罪

座長：金谷文則

田嶋光

S16～S22

CRPS･瘻痛
座長：勝見泰和

S165～S167

ジストニア・麻酔
座長：齋藤知行

S167～S168

)4
30

13530 CRPS・神経-基礎
座長：稲田有史

S181～S184

手根管症候群E

座長：正富隆

S79～S81

画像②
座長：橋詰博行

S124～S125

::に 解剖
座長：津村弘

S145～S146

苛苛

目4

|nMVInm:蹴繍i鵬職C
ジ可

21

指外傷⑥
座長：山中一良

S102～S103

17:00
17:00

計11
12

lisCWnyl剛岬MIWl'sCW1IKMe
Law『enceC,Hurst

座長：川端秀彦
S41

21

3030

50望曹

18:00 【0』18:00

､

3030

19:0019:00

3030

20:0020:00

3030
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第55回日本手外科学会学術集会日程表

第2日目4月20日（金）会場：パシフイコ横浜会議センター 同時通訳⑱
第6会場

304(3階）

第7会場

311＋312(3階）

第8会場

313+314(3階）

第9会場

411＋412(4階）

第10会場

413(4階）

ポスター･器械展示会場

301＋302(3階）

第4会場

502(5階）

第5会場

303(3階）

第2会場

503(5階）

第3会場

501(5階）

第1会場

メインホール(1階）
7:307:30

ボスター口演 ポスター口演
8:00 、 0 、

08:00
へ

0： （1

舟状骨
座長：箙岡宏幸

S345～S347

指外傷⑦
座長：大井宏之

S305～S306

⑨招待講演9
TheCurrSntStatusofCarpal

．Ⅱ』､､elSyndromeintheUSA
RobertMSzabo

座長；落合直ウ

S212

……駕鯆顯耐⑨ 僥骨遠位端①

座 長 ： 南 野 光 彦

S373～S376

腫瘍②

座長：西田淳

S328～S330

公開シンポジウム

女性手外科医

一夢を語る一

座長：堀井恵美子

成澤弘子

S275～S282

僥骨遠位端一
尺骨合併

座長：戸部正博

S252～S255

刎胸切日飼伽噸騨1働噛1噸ﾛ馳
WilliamSeitz

座長：牧裕
S191

30 ０
０

３
４

30 36
指靭帯損傷①

座長;山本謙吾

S307～S308

２
２
４
５

↑ご
Tゴ 手根骨

座長：安部幸雄

S347～S349

植皮・リンパ
座長：内田満

S330～S332

僥骨遠位端＠
座長：今谷潤也

S376～S378

9:00 Ⅱ9:00 0
ヨ

指靱帯損傷②
座長：仲尾保志

S308～S310

０
０

１
２

僥骨遠位端-合併症Q
座長：澤泉卓哉

S255～S257

パネルディスカッション5

遠位槙尺関節不安定症の

病態と治療

座長：水閣隆也

鈴木克侍

S192～S197

１
１
２
３

０
０

２
３

２
２

２
３

パネルディスカッション6

手根管症候群

(ECTRvsOCTR)
座長：岡義範

信田進吾

S213～S218

肘部管症候群
座長：浅見昭彦

S350～S352

パネルディスカッション7(l

私の勧める手術手技

（ビデオ）

座長：石黒隆

黒島永嗣
S230～S238

3030

僥骨遠位端(3
座長：池田全良

“79～S381

パﾈﾙデｨｽｶｯｼｮﾝ8①
手州涯とﾊﾝドｾﾗｽﾄと嘘獅零

座長：笹益雄

藤原英子

S283～S287

腕神経叢損傷①
座長：服部泰典

S332～S334

リゾ

屈筋腱-霊床

座長；平瀬雄一

S310～S311

僥骨遠位端-合併症2
座長：坂野裕昭

S257～S259

０
，

５
｜nt．

HandandWrjst
10:0010:00 ２

２変形性関節症0
座長:西川真史

S352～S354

16 礎骨遠位端③

座長：関谷勇人
S381～S383

５
５

１
２

17
０
０

２
３

神経基礎①
座 長 ： 村 松 慶 一

S312～S313

先天異常①
座長：柳原泰

S334～S336
fR 30 3030

僥骨遠位端-合併症

③

座長：坪川直人

S259～S262

６
６

３
４

変形性関節症＠
座長：貝田英二

S355～S357

匡
４
口
三

０
０

ﾈﾙデｨｽｶｯｼｮﾝ8②

手外科医とハンドセラビス

トとの連携の実際

座長：松下和彦

大森みかよ

S288～S291

撹骨遠位端③
座長？野口政隆

S383～S385

０
０

５ 52

招待講演10
De9radationoftheNeuromuscular
JunciionanerWaumatIcPeripheral
NeⅣelnluriescanbePrevenIed

RanjanGupta
座長：平田仁

S219

0
ごJ

シンポジウム3

前腕骨間膜損傷の

病態と治療

座長：稲垣克記

中村俊康

S198～S201

11:00
神経基礎②

座長：伊藤聰一郎
S314～S316

11:00
６
Ⅱ ０

０
１
２関節鏡

座長：小野浩史
S239～S241

手根管症候群

座長意尼子雅敏
S358～S361

1Q
ﾛ〆

骨・基礎

座長：小泉雅裕
S385～S387

僥骨遠位端-超音波

座長：牧野正晴

S262～S264

恥30
37

44
5050 貝コ

ジジ

54
12:00 012:00

』

勺八

3030

10ｲ40 10
、

4040 40
ポスター

医療機器展示

ドリンクコーナー

一丁し

ランチョン12
M繩雌敬に鮒掘閣ﾋﾛ伽N離搬に縄

禰酬MﾀﾙCｱー ﾑ翻し噸§贈鮒溺
座長：長田伝重

演者;■山真，坂野裕昭
共催:GEﾍﾙｽｹｱ,ジャパン㈱

S303～S304

ランチョン13
手外科医も知っておきたL

ロコモの知識

座長：砂I|’融
演者：大江隆史

共催：小野薬品工業(株）
S317

ランチョン9
肘関節外科における関節鏡の導入と展開

～位置づけ，基本手技とその応用
座 長 ： 越 智 光 夫

演 者 ： 菅 谷 啓 之
共催：ファイザー(株）

S221

ランチョン11
整形外科医が行う慢性痔痛

疾患の診断と新しい鎮痛剤
座長：三浪明男

演者：三木健司
共催：ヤンセンファーマ(株）

S292

ランチョ ン8

肘周辺のスポーツ傷害
座長：岩本幸英

演者；高原政利
共催了久光製薬(株）

S202

ランチョン10
遼側ロムノキングプレートによる僥骨遠位

端骨折の治療一evidenceとexpe＃ence-
座長：久保俊一

演者：渡邊健太郎
共催：ジョンソン･エンド･ジョンソン(株）

S242

第50回

手の先天異常

懇話会

13:0013:00
神経因性瘻痛

研究会

3030

142 ０
０

↓ 10０
ハ

４‐
１
４
１

40 ０
０

４
５

ロ ０
０

４

僥骨遠位端骨折

ガイドライン報告

座長：金谷文則

澤泉卓哉

S403～S419

14:00 0
ハ

14:00
腕神経叢損煽②

座長：中土幸男

S336～S337

５

MURWWsi｡nOMuliipleNeiveComp鱈ssIono
intheUpperExtremity

‐尼u-MinlSai

座長：富田泰次
S203

舟状骨①
座長：木森研治

S293～S294

先天異常･腫瘍

座長；長谷川健二郎

S361～S364

炎症

座長：小林明正

S387～S390

手根管症候群⑥

座長：内山茂晴
S318～S320

７
７

２
３

3030
シンポジウム5

手外科領域の関節鏡の

現状と将来展望

座長：和田卓郎

岩崎倫政

S222～S228

ご曹

36僥骨遠位端一

プレート①
座長：清重佳郎

S265～S267

２
２

４
５

「
４
へ
型
Ｒ

４
．
５
１

舟状骨②
座長：日高典昭

S295～S296

45
先天異常②

座長：福本恵三
S338～S340

０
０
５
１

手根管症候群⑦

座長：宮坂芳典

S320～S322

肘その他

座長：田中英城

S391～S392

キーンベック･その他
座長：安田匡孝

S365～S367

15:0015:00 引0

招待"R"O釦Imssue8i.m"hanioS：⑨
ASearchfortheEtiolo9yofCaIpal
mnnelSyndromeandlTi99e｢Fin9er

Kal-NanAn

座長:田中寿 一
S204

12
15

舟状骨・その他⑬
座長：井上五郎

S297～S298

フフ
ムェ ２

２
２
３僥骨遠位端一

う。レート②

座長：渡邊健太郎
S267～S270

パネルディスカッション7②

私の勧める手術手技

（ビデオ）

座長：堀内行雄

麻生邦一

S243～S249

先天異常③
座長；武石明精

S340～S342

30 30 30｜nt、

HandandWrist
拘縮

座長：大久保康一

S367～S369

手根管症候群⑥
座長：百瀬敏充

S323～S324

８
８

４
５５

０
５ ６

６
５

８
８

５16:00 16:00

肘①
座長：村瀬岡ll

S299～S30(〕

招待講演11

Up-dateandNewConcepts
onVoIarFixedAngleFIxation

JorgeL.Orbay
座長：佐々木孝

S229

⑨－110

指外傷
座長：北山吉明

S369～S372

先天異常④
座長：松村一

S342～S344

16
lフ

バ兵

桟骨遠位端-高齢者

座長：長田伝重

S270～S271

DRUJ(2)

座 長 ： 藤 尾 圭 司

S325～S327

30 30
シンポジウム4

難治性テニス肘の

病態と治療

座長：高山真一郎

副島修

S205～S211

34

０
０

４
５

肘②
座長：池田和夫

S301～S302

２A 』

僥骨遠位端一その他

座長：森友寿夫
S272～S274

神経臨床②
座長：三上容司

S250～S251

17:00 17:00 1 0、

15

ﾌ后

30 3031

1:；
閉会式

18:00 18;00

15

30 30 30

第3回特例措置

専門医試験
19:00 19:00

15

末梢神経を

語る会
30 30

20:00 20:00

30 30

－28－ －29－



併催 学 会

4月21日(土）
第24回

日本ハンドセラピィ学会学術集会
バシフィコ横浜アネックスホール

F201+F202(2階） F203～F206(2階）
7:30

はまぎんホール・ヴィアマーレ

8:00
4月20日(金） 4月21日(土）

30 30 30

畢
尋
勘

9:00

30

40

10:00

｜nt・

HandandWrist30

11:00

30

12:00

15
第18回

春期教育研修会

S423～S435

30

13:00

9:40～16:40

20

30

14:00

30

15:00

30

13:20～18:00

16:00

30 30

■L甲』

17:00

30

18:00

30

」

19:00

30

20:00

30
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－－r－Fq索'百

Dayl:Thursday,Aprill9

PACIFIEOYOKOHAMA,ConferenceCenter SimultaneouslnterpretationQ
Room6Room5 Room7Room4 Room8Room3 Room9Room2 RoomlORooml Poster･Exhibition

304(3F)303(3F) 311+312(3F)502(5F) 313+314(3F)501(5F) 411+412(4F)503(5F) 413(4F)MainHall(1F) 301+302(3F)7:30
7;30

０
０

５
OpeninqRemarks 8:00

ハ

『ロ
00

ハ

08:00 U

Fingerlnjulyl
Mm蝿t断:M3鯛hmilSH四K’

S104－S105

CubitallUnnel

Syndromel
Moderator:Hiroshi脳DA

S82~S84

TFCC,Others
Moderator：

KeiichiMURAT八

S126~S128

Cu"柵雛鵬:,dO
PanelDiscussio｢14

ThePresentoftheUItrasograph)
oftheHandSur9ely

Moderators；

‐IbshikazuTANAKA

HlroyukiSHlMlZU
S44~S50

DistalRadius

Fracture-CT

Moderator：

KazuhiroSAKAl

S57~S60

PanelDiscussionl

MvPhilosophvfol'theYbung

HandSurgeon
Moderators：

←bkaeYOSHlZU

Shintaro1弧CHlBANA

S1～S6

Microsurgeryl
Moderator：

KozolSHlKAWA

S147~S149

NonunionlntheUnitedStales

KevinC､CHUNG

Moderator:HiroyukiKATO
S23

30
30 司〆

JO

Fingerlniury2
Moderator:EtsuolYOSA

S106-S107

ハ底
苛』 寺」

RA1

Moderator:KazuhiroMASADA

S128~S130

Cubitaln｣nnel

Syndrome2

Moderator:YUiiUCHlO
S84-S87

9:00
ゾー丁

Microsurgery2
Moderator：

HidechikaNAKASHiMA

S150~S151

9;00 、
V

PanelDiscussion2

TreatmentoftheScaphoid

NonunIon

Moderators：

‐ibruSUNAGAWA

KenichiKAZUKl

S24~S30

２
２

１
２

DislalRadiusF｢aclure-RehabIiIaIon

Mode｢atorl~旧keruARAl
F，f~'、rミハ八

CDU～CO丘

21
０
０
２
４

竺坤

Fingerlnjury3
Moderator：

KenichilAZAKl

S108-S110

RA2

Moderator：

粕shnakaMlNAM1KAWA

S130~S132

30 ０
０

３
４

30

Mi,細照鯏刷‘i鵬o
FmcluIes:F1耐､晩耐1to師s晩

AlvinCYCHEN

ModeratorIKoichiNEMOTO

S7

39 Jゾ

Cubitam｣nnel

Svndrome3

Moderator：

OsamuISHIDA

S87~S90

DRUJ1

Moderator：

KazukiSATO

S51～S53

Microsurgery3
Moderator:NontakalSOGAl

S152~S153

DistalRadiusFracture-ROM

Moderator:AklnoriSAKAl

S62-S64

10:00
10:00 ６

１１

寺

ＲＡ

４
Ｗ

ｙ
Ａ
２

町
Ｎ
１

．
町
如
副

ｌ
Ⅱ
０
．
１
１
－

釘
知
扣

旭
輌
副

ｒ

Ｆ
曲ＭＯ

５
５

１
２

6
RA3

Moderator;ShosukeAKl1A

S133~S134

MicrosurqeⅣ4
、ザ〃

Moderator:HiroyukiGOMN|
S154~S155

25 30
8Ⅲ 。「

ヨL 3DIStalRadiusf旧cture-ANhroSCoPy
Moderator:ShoheiOMOKMA

S64~S66

1．
TJ40

Symposiuml

EstablishedHandSpecialties

SystemofJSSH

Moderators：

AkioMlNAMl

MoroeBEPPU

S8~S13

47
くう

11:00’11:00

Dis1alRadiusFraclur合Malunion

Mode｢alOr:Masahi｢01頁｢EBE

S66~S68 3030
37

12:00
12:00 ０

０ '0 10 利、

10

|'。
V

LuncheonSeminar4

NoritakaISOGAI

Moderator：

lsaoKOSHlMA

S91

LL1ncheorlSeminar5

HiroakiSAKANO

Mode｢atorF

Kenli~隅KAGlSHl
S113

LuncheonSeminar3

Naoto~｢SUBOKAWA

Moderator：

HitoshiH1RA1八

S69
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第SS回日本手外科学会学術集会プログラム

弟1日目4月19日

第1会場

8:00～9:20パネルディスカッション1私が若手に伝えたい手外科の考え方

座長：吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

立花新太郎（三宿病院整形外科）

l-1-Pl-l切断手・指再接着術の経験から発展した奈良の手外科

奈良手の外科研究所玉井進

l-l-Pl-2私が若手に教えたい手外科の危機・安全管理

広島手の外科・微小外科研究所生田義和

l-l-Pl-3kienb6ck病の病因私論

中日病院名古屋手外科センター中村蓼吾

1-l-P14私が若手に伝えたい手外科の考え方

北 海 道 大学整形外科三浪明男

l-1-P1-5次世代に伝えたい私の手外科

春秋会城山病院上肢機能再建術研究所阿部宗昭

l-l-Pl-6マイクロ手外科

清恵会病院大阪マイクロサージヤリーセンター山野慶樹

9:30～10:30招待講演1

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

l-1-ILlMinimallylnvasiveSurgeryinDistalRadiusFractures:F11mallylnvaslveSurgeryinDistalRadiusFractures:FromBenchtoBedside

DPTofOrthopaedicSurgery,ChangGungMemorialHospital&University
AlvinCYChen.……

10:30～12:00シンポジウム1確立した専門医制度を目指して

座長：三浪明男（北海道大学整形外科）

別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

1-1-Sl-l日本手外科学会専門医制度を公的なものとするには

済生会神奈川県病院佐々木孝

l-1-Sl-2日本手外科学会専門医制度の立ち上げから施行まで

小郡第一総合病院整形外科土井一輝

1-l-S1-3確立した専門医制度をめざして一整形外科における手外科の意義一

筑波大学整形外科落合直之

－39－
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l-1-S1-4

柴田実 ……Sll

1-1-S1-5

牧野正晴 S12

1-1-Sl-6

特別発言

特別発言

形成外科の立場から

新潟大学形成外科

専門医制度カリキュラムについて

新潟逓信病院整形外科

専門医試験の現状と問題点について

信州大学整形外科

中日病院名古屋手外科センター

UniversityofCalifOrnia,DavisSchoolofMedicine

加藤博之他．…………． S13

中村蓼吾

RobertM.Szabo

12:10～13:10ランチョンセミナー1

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

1-l-LSl手の外科における保険診療

新潟逓信病院整形外科牧野正晴 S14

13:20～14:50ラウンドテーブルデイスカツシヨン梼骨遠位端骨折

座長:jaiyoungRYU(DepartmentofOrthopedics,WestVirginiaUniverSity)
パネリスト：

HandandUpperExtremityServiceDepartmentofOrthopaedicSurgery,
MassachusettsGeneralHospitalHarvardMedicalSchool

JesseB・Jupiter

MiamiHandlntstuteJorgeL.Orbay

DPTofOrthopaedicSurgery,ChangGungMemorialHospital&University
AlvinCYChen

聖マリアンナ医科大学整形外科別府諸兄

14:50～15:50招待講演2

座長：矢島弘嗣（市立奈良病院四肢外傷センター）

l-1-IL2ComplicationsFollowingVolarPlateFixationofDistalRadiusFractures

HandandUpperExtremityService,DepartmentofOrthopaedicSurgery,
MassachusettsGeneralHospital,HarvardMedicalSchool

JesseBernardJupiter S15

15:50～17:50シンポジウム2檮骨遠位端骨折ロツキングプレートの功罪

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

田嶋光（熊本整形外科病院）

l-1-S2-lThe@WatershedLine'Revisited

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他．.…...……S16

l-1-S2-2掌側ロッキングプレート機構の破損一ロッキングスクリューは本当にロックされているのか－

済生会川口総合病院整形外科太田剛他…………..S17

l-1-S2-3僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定における螺子の関節内穿破について

新潟手の外科研究所森谷浩治他…………..S18
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l-1-S2-4

l-1-S2-5

l-l-S2-6

l-l-S2-7

後期高齢者(75歳以上)の僥骨遠位端骨折に対するロッキングプレートの功罪

(保存療法と比較して）

滋賀医科大学整形外科児玉成人他………..…S19

僥骨遠位端骨折に対する新戦略-PolyaxialLockingPlateがもたらすメリット・デメリット

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他…………..S20

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長母指屈筋腱損傷の

超音波検査による評価

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他

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

-41-
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第2会場

8:00～9:00招待講演3

座長：加藤博之（信州大学整形外科）

l-2-IL3CurrentStatusofTreatingScaphoidNonunionintheUnitedStates

DepartmentofSurgery,SectionofPlasticSurgery,UniversityofMichigan
MedicalSchool

KevinC.Chung…….“

9:00～10:40パネルディスカッション2舟状骨偽関節の治療の問題点

座長：砂川融（広島大学大学院保健学研究科）

香月憲一（大阪市立総合医療センター整形外科）

l-2-P2-13DCTによる骨折型分類の有用性

川崎市立多摩病院整形外科松下和彦他………,

l-2-P2-2骨ボーラーを用いた腸骨移植による舟状骨偽関節手術

岩手医科大学整形外科古町克郎他…….…

1-2-P2-3有茎骨移植術における工夫

新潟逓 信 病 院 整 形 外 科 牧 野 正 晴

l-2-P2-4中枢型偽関節治療における工夫

兵庫医科大学整形外科田中寿一他………．

l-2-P2-5鏡視下手術の有用性

新潟手の外科研究所坪川直人他．………

l-2-P2-6舟状骨偽関節に対する遠位骨片切除術の術後成績

福岡大学整形外科石河利之他………．

1-2-P2-7Herbert法で骨癒合しなかった舟状骨骨折の再手術

整友会豊橋整形外科江崎病院井上五郎

12:10～13:10ランチョンセミナー2

座長：稲垣克記（昭和大学整形外科）

1-2-LS2後遣障害認定のつぼとpitfall-トラブルにならないために－

横浜労災 病 院 整 形 外 科 三 上 容 司

13:50～14:50招待講演4

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

l-2-IL4TheMicrosurgicalReconstructiveLadderfbrHandSurgery

HealthSystemOrthopaedicSurgery,UniversityofPennsylvania,School
ofMedicine

LawrenceScottLevin
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14:50～16:40パネルディスカッション3手外科領域マイクロサージヤリーの応用

座長：柿木良介（京都大学整形外科）

田中克己（長崎大学形成外科）

l-2-P3-1「手外科領域のマイクロサージャリー｣の意義とその応用について

金沢大学整形外科多田薫他．.…．

1-2-P3-2穿通枝皮弁の基礎と臨床

東京大学形成外科光嶋勲他．…“

1-2-P3-3指爪再建における治療指針

四谷メディカルキューブ手の外科

マイクロサージヤリーセンター平瀬雄一

1-2-P3-4指尖部を中心とした手指軟部組織欠損に対する皮弁の実際

近畿大学形成外科楠原廣久他．…“

1-2-P3-5背側穿通枝皮弁を用いた高度Dupuytern拘縮手術時の掌側皮層欠損の閉鎖

一皮弁移植は再発予防に有効か？

京都大学整形外科柿木良介他．…”

1-2-P3-6上肢広範囲組織欠損に対する皮弁移植

長崎大 学形成外科田中克己他……

l-2-P3-7上肢広範囲皮膚軟部組織欠損に対する前外側大腿皮弁移植術

広島大学大学院保健学研究科砂川融他……

l-2-P3-8血管柄付き腓骨移植術による手関節固定術および形成術

市立奈良病院四肢外傷センター矢島弘嗣他……

S33

S34

S35

S36

S37

S38

S39

S40

16:50～17:50招待講演5

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）

l-2-IL51nMyHands:ExperiencewithCollagenaseFasciotomyfOrDupuytren'sContracture

DepartmentofOrthopaedics,HealthScienceCenter,StateUniversityof

NewYorkatStonyBrook
LawrenceC・HurSt…..………S41
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第3会場

8:00～9:20パネルディスカッション4手外科領域の超音波診断の現状

座長：田中利和（キッコーマン総合病院整形外科）

清水弘之（聖マリアンナ医科大学整形外科）

1-3-P4-1骨・関節に対する超音波診断

駿河台日本大学病院整形外科長岡正宏他“…………S44

l-3-P4-2超音波検査による手指屈筋腱損傷の診断・術後評価

広島大学整形外科中島祐子他…………..S45

1-3-P4-3カラードツプラーエコーによるDupuyten拘縮の評価

東京大学整形外科・脊椎外科上原浩介他．………….S46

1-3-P44正中神経の経年的弾性変化-realtimeechoelastographyを使用して

キッコーマン総合病院田中利和他．……….…S47

1-3-P4-5手根管症候群の超音波診断：より正確で簡便な診断法

虎の門病院リハビリテーション科中道健一他．.…………S48

l-3-P4-6手・前腕に発生した軟部腫瘍のパワードプラエコーの有用性

大阪医科大学整形外科植田直樹他…..………S49

1-3-P4-7手外科領域の超音波診断の現状一開業医からの使用経験－

今村整形外科・外科今村恵一郎他．.…………S50

9:40～10:25一般演題(口演)DRU｣①

座長：佐藤和毅（慶應義塾大学整形外科）

l-3-1Sauve-Kapandji法における解剖学的尺骨断端制動術の試み

大阪大学整形外科三宅潤一他…．

1-3-2変形性遠位僥尺関節症に対する尺骨遠位部周辺組織を温存したSauve-Kapanji法

西能 病 院 整 形 外 科 堂 後 隆 彦

l-3-3僥骨遠位端骨折術後に生じた変形性遠位僥尺関節症の検討

医真会八尾総合病院整形外科藤谷良太郎他…．

l-3-4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…’

l-3-5多発性軟骨性外骨腫症における前腕回旋障害と再建手術

国立 成 育 医 療 研 究センター整形外科福岡昌利他…‘

S51

S51

S52

S52●●●●

.…．S53

13:20～14:00 機能評価委員会報告

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

S395～S399

14:30～15:30 Travelingfellow報告

座長：池上博泰（慶應義塾大学整形外科）
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15:30～16:24一般演題(口演）腫瘍①

座長：伊原公一郎（国立病院機構関門医療センター）

l-3-6

l-3-7

l-3-8

1-3-9

1-3-10

1-3-11

上肢神経鞘腫に対する被膜内腫瘍核出術の有用性

山口大学整形外科

上肢に発生した神経鞘腫の臨床症状および治療成績

東京医科大学整形外科

手外科領域の軟部組織腫瘍に対する超音波検査

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

手指に発生したPacinianhyperplasiaの治療経験

駒沢病院整形外科

グロムス腫瘍23例の検討

川崎市立川崎病院

グロームス腫瘍の臨床像と手術手技の検討

元赤坂診療所

－45－

村松慶一他…..………S53

高瀬勝己他 S54

村中秀行他 S54

別所祐貴他 ● ■ ■ ■ ● S55

河野友祐他 ■｡｡｡ S55

仲尾保志 S56



第4会場

8:00～9:03一般演題(口演）榛骨遠位端-CT

座長：酒井和裕（新小文字病院整形外科）

1-4-1僥骨遠位端骨折の骨折部位は僥骨の骨密度と関連する

産業医科大学整形外科村井哲平他…………“

1-4-2僥骨遠位端骨折の関節面Step-o丘の特徴-CTでの評価一

西宮市立中央病院整形外科田辺勝久他．…………．

14-33D-CTを用いた遠位僥尺関節内骨折の分類

奈良県立医科大学整形外科仲西康顕他………..…

1-4-4腱滑動部位における榛骨掌側縁の高さ

岡山労災病院整形外科清水弘毅他．…………．

1-4-5MultidetectorCTを用いた長母指屈筋腱の走行位置の検討

一掌側ロッキングプレート固定術後の屈筋腱障害の回避を目指して一

岡山済生会総合病院整形外科近藤秀則他．….………

1-46FixedangleLockingPlateを使用した僥骨遠位端骨折治療におけるDSS法のCT評価

佐賀社会保険病院整形外科石井英樹他….………．

147僥骨遠位端骨折における関節内突出・迷入骨片-CTによる検討一

荻窪病院整形外科・手の外科センター岡崎真人他．.…………

S57

S57

S58

S58

S59

S59

S60

9:03～9:39一般演題(口演）檮骨遠位端一リハビリ

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）

148僥骨遠位端骨折術後のダーツスロー・モーション－手関節動態X線との比較一

平成記念病院整形外科土肥義浩他”…………S60

1-4-9僥骨遠位端骨折術後のダーツスロー．モーション僥骨遠位端骨折術後の

ダーツスロー・モーション一ROMと上肢ADLの関連性の変化一

平成記念病院リハビリテーション科粕渕賢志他“…………S61

1-4-10当院における僥骨遠位端骨折術後後療法

興生総合病院整形外科丸石晃他…………"S61

1-4-11僥骨遠位端骨折術後ハンドセラピイパスの有効性について

－第3報セラピイ終了時期のバリアンス分析一

名古屋披済会病院リハビリテーション科桂理他．………….S62

9:39～10:15一般演題(口演）榛骨遠位端一可動域

座長：酒井昭典（産業医科大学整形外科）

l-4-12僥骨遠位端骨折の術後成績を左右する因子についての分析

～第2報一獲得矯正位と可動域，握力の関連

国保 中央病院整形外科古田和彦他

1-4-13僥骨遠位端骨折後の手指可動域制限の遷延に関連する因子

一掌側プレート固定術後症例の解析

亀田第一病院整形外科織田崇他

－46－
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1414

1415

僥骨遠位端骨折術後の手関節可動域と手根配列一掌屈優位例と背屈優位例の比較

聖 ヨ ゼ フ 病院整形外科岡崎敦他…………

僥骨遠位端骨折術後の手関節動態撮影による榛尺屈運動の検討

星ヶ丘厚生年金病院整形外科栗山幸治他…………

10:25～11:01一般演題(口演）榛骨遠位端一関節鏡

座長：面川庄平（奈良県立医科大学整形外科）

1-4-16僥骨遠位端関節内骨折における鏡視下整復術の適応

小郡第一総合病院整形外科坂本相哲他………

1-4-17榛骨遠位端関節内骨折の掌側ロッキングプレート固定における，

関節鏡視下整復術と透視下整復術の比較

相 澤 病院整形外科山崎宏

1418僥骨遠位端関節内骨折の各骨折パターンにおける鏡視下整復術の必要性

山口大学整形外科富永康弘他………

1-419僥骨遠位端骨折に伴う関節内軟部組織損傷は，単純X線から予測可能か？

キッコーマン総合病院整形外科小川健他………

11:01～11:37一般演題(口演）梼骨遠位端一変形治癒

座長：建部将広（名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学）

1420僥骨遠位端骨折後変形治癒に対する非骨移植での僥骨

Openwedgeosteotomyの治療成績と問題点

目蒲病院整形外科平原博庸他……….．

1421僥骨遠位端骨折変形治癒に対する僥骨矯正骨切り術の検討

千葉大学整形外科岡本聖司他…….…．

1~4-22僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の治療成績

済生会前橋病院整形外科長谷川仁他“………

1-4-23僥骨遠位部の変形に対する矯正骨切り術

岩手医科大学整形外科古町克郎他．….……

12:10～13:10ランチョンセミナー3

座長：平田仁（名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学）

14LS3榛骨遠位端骨折の治療の問題点

一診療ガイドラインを考慮した治療方法一

新潟手の外科研究所坪川直人

13:20～13:56一般演題(口演）手根管症候群①

座長：沖永修二（東京逓信病院整形外科）

1424CTSI-JSSH機能的状態のスケールに影響を与える因子の検討

弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科作業療法学

佐藤彰博他

1-4-25手根管症候群における正中神経の形態的特徴についての検討

城 東 社 会 保 険病院整形外科斉藤忍他
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l-426

l-4-27

手根管症候群患者における超音波診断の有用性と臨床所見の関連について

群馬大学整形外科田鹿毅他

手関節，指の運動に伴う正中神経のtransversesliding:超音波所見

富 山大学整形外科長田龍介他

S71●●●●●●●●●

S71

13:56～14:41一般演題(口演）手根管症候群②

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

1-4-28手根管症候群での横手根靭帯部分切除の効果:3DCTによる観察

四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサージャリーセンター

平瀬雄一他．………….S72

1-4-29超音波短軸像における正中神経の手根管内での移動について

－健常者での手関節肢位変化および手指運動による検討－

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科南野光彦他．.…………S72

1-430MRI拡散強調画像による手根管症候群の診断一軽症例に対する診断感度

東京逓信病院整形外科沖永修二他….……….S73

1431手根管症候群における3T-MRIを用いた正中神経断面積と電気生理学的検査の比較検討

大阪市立大学整形外科学池田幹則他….…….…S73

1432術中電気生理学的検査による手根管症候群重症例における手根管開放術の必要性の検討

大阪市立大学整形外科岡田充弘他…………..S74

14:56～15:41一般演題(口演）手根管症候群③

座長：谷口泰徳（和歌山県立医科大学整形外科）

1~4-33手根管症候群の重症度分類と知覚障害の検討

岐阜県総合医療センター整形外科野々村秀彦他．…………．S74

1-4-34長期透析患者の手根管症候群の評価には短母指外転筋・複合筋活動電位(CMAP)と

第2虫様筋CMAPのどちらが有用か？

仙台社会保険病院整形外科野口京子他……..……S75

1-4-35手根管症候群における電気生理学的重症度と手術成績の関連性

国立福井病院犬飼智雄他”…………S75

1-436小皮切による手根管開放術後1年での電気生理学的回復と臨床経過の関連についての検討

神戸労災病院整形外科金谷貴子他．….………S76

1-4-37手根管症候群術後における電気生理学的回復の検討

浜松医科大学整形外科澤田智一他…..………S76

15:41～16:17一般演題(口演）手根管症候群④

座長：西浦康正（筑波大学整形外科）

l-4-38特発性手根管症候群重症例における手術時年齢と術後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．……….…S77

l-4-39手根管症候群と弾発指発生の関連性の検討

慶應義塾大学整形外科堀内孝一他．………….S77

1~440両側特発性手根管症候群の片側手術後における非手術側の臨床経過

東京医科歯科大学整形外科鏑木秀俊他….….……S78
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1-441 キーンベック病に合併する手根管症候群:第2報

信州大学整形外科林正徳他“…………S78

16:27～17:12一般演題(口演）手根管症候群⑤

1-442

1-4-43

l-4-44

1-445

14-46

座長：正富隆（行岡病院整形外科手の外科センター）

手根管開放術の合併症からみたECTRとOCTRの問題点

和歌山県立医科大学整形外科谷口泰徳他．.…………S79

手根管症候群に対する鏡視下法と直視下法の比較

太田総合病院手外科センター荒川雄一郎他…….…….S79

特発性手根管症候群に対する手指屈筋腱腱滑膜切除術と鏡視下手根管開放術との

DASHscoreを用いた治療成績の比較

医療法人友和会鶴田整形外科鶴田敏幸他…..………S80

特発性と続発性手根管症候群の治療成績

名古屋大学手の外科山本美知郎他….…….…S80

血液透析患者における手指屈筋腱滑膜切除術後のハンドセラピィと手指運動機能の変化

吉村整形外科医院 中山幸保他 S81
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第5会場

8:00～8:45一般演題(口演）肘部管症候群①

座長：多田博（函館協会病院整形外科）

1-5-1肘部管症候群の手術加療に対するHandlO,DASHJSSHの反応性

名古屋大学医学部手の外科栗本秀他…………..S82

1-5-2肘部管症候群の臨床評価における上肢障害評価表(DASH)の選択項目(スポーツ/芸術活動，

仕事)の有用性の検討

東京医科歯科大学整形外科若林良明他．….………S82

1-5-3肘部管症候群に対する新しい症状誘発テスト(肩内旋肘屈曲テスト）

川崎市立川崎病院整形外科越智健介他．………….S83

1-5~4肘部管症候群患者における尺骨神経の伸長度変化一神経剥離術前後の比較一

川崎市立川崎病院整形外科越智健介他“…………S83

1-5-5電気生理学的検査からみた肘部管症候群の病期とその予後

浜松赤十字病院整形外科宮城道人他…………"S84

8:45～9:39一般演題(口演）肘部管症候群②

座長：内尾祐司（島根大学医学部整形外科）

1-5-6肘部管症候群に合併したガングリオンの術前診断における超音波検査,MRIの有用性

信州大学整形外科小松雅俊他……….….S84

1-5-7尺骨神経前方移動術における尺骨神経血流量と術後成績の検討

一伴走血管の有無による比較－

信州大学整形外科中村恒一他”…………S85

1-5-8尺骨神経皮下前方移動術後の肘部管症候群患者における感覚機能回復の

術後1年間の経時的評価

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部井戸芳和他…………..S85

1-5-9肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移所術の手術成績

山形大学整形外科江藤淳他．.…………S86

l-5-10可動域制限を伴う肘部管症候群に対し鏡視下肘関節形成術を併用した

尺骨神経皮下前方移動術の経験

岐阜市民病院整形外科大野義幸他．.…………S86

1-5-11肘部管症候群に対する鏡視下前方移行術の治療成績一エコーによる検討

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三…………..S87

9:39～10:33一般演題(口演）肘部管症候群③

座長：石田治（広島市立広島市民病院整形外科）

l-5-12超音波による肘部管内尺骨神経の動態解析

奈良県立医科大学整形外科中野健一他

l-5-13肘部管症候群に対するUSEsystemを用いた内視鏡補助手術

一内視鏡神経所見に基づいた治療一

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
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l-5-14

1-5-15

l-5-16

l-5-17

上腕三頭筋内側頭と尺骨神経脱臼を伴った肘部管症候群

和 歌 山 県 立 医 科大学整形外科谷口泰徳他

可動域制限を伴う肘部管症候群に対する小皮切手術の術後成績

医療法人友和会鶴田整形外科鶴田敏幸他

肘部管症候群に対する再手術例の検討

広島市立広島市民病院整形外科井上亜美子他

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治療成績

一神経除圧群との比較－

国立病院機構埼玉病院整形外科森澤妥他

12:10～13:10ランチョンセミナー4

座長：光嶋勲（東京大学形成外科）

1-5-LS43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

近畿大学形成外科磯貝典孝

S88

S89

S89

S90

S91

13:20～14:14一般演題(口演）変形性関節症①

座長：楠瀬浩一（東京労災病院整形外科）

l-5-18PIP変形性関節症に対するFDS尺側腱切離

四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサージャリーセンター

平瀬雄一他“…………S92

1-5-19手指変形性関節症の発生因子に関する疫学的検討

太田総合病院手外科センター根本高幸他……..……S92

l-5-20PyrolyticCarbon(Pyrocarbon)implantによるPIP関節形成術の長期治療アウトカム研究

日本医科大学形成外科小野真平他….……….S93

1-5-21母指CM関節症に対するロッキングプレートを用いた関節固定術

慶仁会川崎病院整形外科鈴木康一他……..……S93

l-5-22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一第二報

愛野記念病院青山隆他…………"S94

1-5-23母指CM関節症に対するDistractionArthroplastyの術後成績

虎の門病院分院喜多島出他…………"S94

14:14～14:59一般演題(口演）変形性関節症②

座長：鈴木康（岐阜県立下呂温泉病院）

l-5-24指粘液嚢腫に対する新しい低侵襲手術

札幌医科大学整形外科金谷耕平他．…….……S95

1-5-25指粘液襄腫に対する保存的治療

鶴田整形外科峯博子他…………..S95

1-5-26Mucouscystに対する外科的治療の比較検討

東大阪市立総合病院整形外科大西正展他．……….…S96

l-5-27ヘバーデン結節に合併した粘液嚢腫に対する襄腫茎切除法の成績

高見整形外科クリニック高見博昭他．….………S96
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1-5-28 mucouscystに対するlocalaapを併用した手術的治療

奈良県立医科大学整形外科北條潤也他

15:14～15:59一般演題(口演）変形性関節症③

座長：瀧川宗一郎（昭和大学附属豊洲病院整形外科）

1-5-29Thompson法によるTMC関節形成術の治療成績

-modifiedKapandjiscoreによる可動域評価を中心に－

大阪府済生会中津病院整形外科細見僚他

1-5-30母指CM関節症に対する関節形成術(大菱形骨切除，腱挿入術)の検討

諏訪赤十字病院整形外科百瀬敏充他

1-5-31母指CM関節症に対するKaarela法の治療成績と問題点

三重大学整形外科里中東彦他

1-5-32Kaarela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・マイクロサージヤリーセンター
大井 宏之 他

1-5-33母指CM関節症に対するBurton-Pellegrini法の成績

近 畿 大 学 整 形 外 科 大 谷 和 裕 他

S97

S97

S98

S98

S99

S99

15:59～16:44一般演題(口演）指外傷⑤

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

l-5-34PIP関節背側脱臼骨折・関節内骨折におけるDDA-2創外固定を用いた治療成績と治療戦略

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…….….…S100

1-5-35陥没骨片を伴ったPIP関節背側脱臼骨折に対する側方アプローチ：

動的創外固定と牽引ギプス固定の比較

名古屋披済会病院整形外科矢崎尚哉他……….….S100

1-5-36PIP関節脱臼骨折におけるDDA創外固定術の問題点一手指変形を中心に一

濁協越谷病院整形外科木村和正他“…………S101

1-5-37手指骨骨折に対する注射針キャップを用いた創外固定法

中通総合病院整形外科成田裕一郎他……….….S101

l-5-38手指基節骨基部関節内骨折に対して創外固定器を用いた治療

板橋中央総合病院岩城啓修他………….．S102

16:54～17:21一般演題(口演）指外傷⑥

座長：山中一良（済生会横浜市東部病院整形外科）

1-5-39手指関節周囲骨折の術後可動域を予測する因子の検討

奈良県立医科大学整形外科清水隆昌他…..………S102

1-5~40手指基節骨単頚部骨折の治療経験

愛知厚生連海南病院整形外科勝田康裕他……….….S103

1-5-41手指の関節内骨折に対するプロフアイルスクリユー固定の成績

泉整形外科病院手肘スポーツ加藤義洋他．.…………S103
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第6会場

8:00～8:36一般演題(口演）指外傷①

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

1-6-1小児指節骨遠位部の骨折型に対する検討

ハンズ高知フレッククリニック

1-6-2手指末節骨骨折の治療成績

札幌東徳洲会病院整形外科

1-6-3マレツト骨折を除く手指末節骨骨折の治療経験

駒沢病院整形外科

l-6-4末節骨骨折に対するピンニングの検討

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

中島紀綱他…………..S104

畑中渉他………..…S104

高野勇人他

向田雅司他

8:36～9:12一般演題(口演）指外傷②

座長：帖佐悦男（宮崎大学整形外科）

1-6-5腱性マレット指に対する保存的治療の検討

いまむら整形外科医院今村宏太郎

1-6-6Malletfingerの治療成績に対する評価方法の検討

国立印刷局東京病院整形外科志村治彦他

1-6-7フック付きプレートを用いた骨性槌指の治療

三豊総合病 院整形外科阿達啓介

l-6-8骨性マレット変形に対する石黒変法一伸展位固定の有用性について－

浜松赤十字病院整形外科荻原弘晃他

S105

S105

……S106

S106

..S107

S107

9:22～10:07一般演題(口演）指外傷③

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

1-6-9骨性槌指に対する新たな創外固定器の開発

東京大学整形外科・脊椎外科三浦俊樹他．………….S108

l-6-10手指の関節周辺骨折に対するminihookplate固定法の治療成績

佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科長濱靖他…………..S108

1-6-11当院における骨性Malletiingerの手術治療の成績不良例

香川労災病院整形外科佐藤亮三他．……….…S109

l-6-12陳旧性骨性槌指の治療

兵庫医科大学整形外科常深健二郎他…..………S109

1-6-13陳旧性骨性マレツト指に対する手術的治療の検討

名古屋披済会病院整形外科米田英正他．.…………S110

10:07～10:43一般演題(口演）指外傷④

座長：今村宏太郎（いまむら整形外科医院）

1-6-14手指PIP関節内骨折の治療経験

燕労災病院整形外科

－53－
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1-6-15

l-6-16

l-6-17

指PIP関節脱臼骨折のPilon骨折型の治療経験

荻窪病院整形外科

フックプレートを用いたPIP関節背側脱臼骨折の治療

朝倉医師会病院整形外科

陳旧性PIP関節脱臼骨折の治療経験

東京慈恵会医科大学整形外科

田崎憲一他

大嶋直人他

千野博之他

12:10～13:10ランチョンセミナー5

座長：高岸憲二（群馬大学整形外科）

l-6-LS5掌側ロッキングプレートStellar2systemの開発と臨床応用

一より強固な骨片固定と合併症低減に向けて

平塚共済病院整形外科・手の外科センター坂野裕昭

13:20～13:56一般演題(口演）炎症①

座長：水谷一裕（東邦大学整形外科学第2講座）

l-6-18前腕部慢性骨髄炎に対する局所感染対策

東京臨海病院形成外科稲見浩平他

l-6-19手指化膿性関節炎の手術治療

新潟中央病院整形外科渡辺牧人他

1-6-20Streptococcusmilleri菌による手指感染症

佐世保共済病院整形外科花田麻須大他

l-6-21手術加療を行った手指化膿性腱鞘炎の検討

千葉市立青葉病院小林倫子他

13:56～14:32一般演題(口演）炎症②

座長：村上恒二（広島市総合リハビリテーションセンター）

1-6-22アロマターゼ阻害剤による手指愁訴と頻度

山形済生病院整形外科本間龍介他

1-6-23中高年特発性手指屈筋腱滑膜炎の臨床的検討

熊本整形外科病院田嶋光

l-6-24手根管内屈筋腱滑膜炎による手指運動障害の検討

東京労 災病院整形外科平澤英幸他

l-6-25指狭窄性腱鞘炎の保存療法の検討

野中整形外科内科病院田村文雄他

14:32～15:17一般演題(口演）炎症③

座長：千馬誠悦（中通総合病院整形外科）

1-6-26ばね指手術症例におけるアミロイド沈着の危険因子の検討

富士宮市立病院整形外科大石崇人他

1-6-27ばね指に対する腱鞘内トリアムシノロン注射の治療効果に関する検討

神 戸大学整形外科美舩泰他
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1-6-28

l-6-29

l-6-30

ばね指に対する低用量トリアムシノロンアセトニド腱鞘内投与の治療効果

キッコーマン総合病院整形外科谷口悠他

弾発指に対するベタメタゾン注射による超音波画像上の腱の変化

徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部運動機能外科
高橋光彦他

糖尿病患者の弾発指に対しステロイド腱鞘内注入後の血糖の変動について

市立池田病院整形外科察栄美

15:32～16:35一般演題(口演）炎症④

座長：鈴木正孝（あいせい紀年病院整形外科）

1-6-31ばね指に対するストレッチの治療効果の検討

東京女子医科大学整形外科岩倉菜穂子他

1-6-32ばね指に対する保存療法の治療成績

城東社会保険病院整形外科国司俊一他

1-6-33鏡視下および直視下腱鞘切開術の比較

西宮協立脳神経外科病院整形外科瀧川直秀他

1-6-34ばね指に対する経皮的腱鞘切開術

医療法人幸仁会飯田病院飯田博幸他

l-6-35弾発指術後のPIP関節拘縮

新潟県立吉田病院整形外科田中英城

l-6-36ばね指に対するFDS腱半切除の成績

信 州 大学整形外科伊坪敏郎他

l-6-37PIP関節の可動域制限をきたしたばね指に対する腱鞘切開術の

手術内容と成績不良例に対する検討

鶴田 整 形 外 科 峯 博 子 他

16:35～17:11一般演題(口演）画像②

座長：橋詰博行（笠岡第一病院整形外科）

l-6-38ばね指超音波画像における屈筋腱，掌側板,Alpulleyの計測

葦の会石井クリニック佐藤潤香他

S119

S119

S120

S120

S121

S121

S122

S122

S123

S123

S124

1-6-39超音波を用いたばね指の定量評価一超音波解剖とステロイド腱鞘内注射の治療効果判定一

東大阪市立総合病院整形外科重松浩司他…………..S124

l-6-40弾発指に対する超音波ガイド下腱鞘内ステロイド注射の効果

広島大学整形外科四宮陸雄他………..…S125

1-6-41手の異物

中通総合病院整形外科千馬誠悦他．…….……S125
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第ﾌ会場

8:00～8:45一般演題(口演)TFCCその他

座長：村田景一（奈良県立医科大学整形外科）

1-7-1TFCC尺骨小窩部断裂に対するMRI診断の信頼性と有用性

阪奈中央病院整形外科飯田昭夫他”…………S126

1-7-2TFCC損傷に対する保存療法と手術療法の比較

聖隷三方原病院整形外科藤井貴之他……..……S126

1-7-3僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C型)に合併した三角線維軟骨複合体損傷の

手関節鏡視下評価

浮間中央病院整形外科友利裕二．………….S127

1-7-4スポーツによるTFCC損傷

慶應義塾大学整形外科中村俊康他…………..S127

1-7-5遠位僥尺関節不安性症に対する新しい僥尺靭帯再建術の安定性に関する生体力学的研究

大阪大学整形外科片岡利行他………..…S128

8:45～9:21一般演題(口演)RAO

座長：政田和洋（医療法人健亘会政田整形外科・リウマチ科）

1-7-6RA上肢手術と薬物療法

昭和大学整形外科豊島洋一他”…………S128

l-7-7RA肘関節障害に対する滑膜切除術の治療経験

奥田整形外科奥田敏治他….……….S129

1-7-8リウマチ手PIP関節に対する表面置換型人工指関節置換術の治療成績

鹿児島赤十字病院有島善也他．……….…S129

l-7-9手指MP関節リウマチに対する人工関節置換術の成績

勤医協中央病院整形外科堺慎他….….……S130

9:21～10:06一般演題(口演)RA@

座長：南川義隆（高月整形外科新橋クリニック）

l-7-10手指尺側偏位に母指変形を合併したリウマチ手の機能評価

京都府立医科大学整形外科岸田愛子他…….……．S130

l-7-ll伸筋腱移行によるリウマチ指尺側偏位の治療

広島県障害者リハビリテーションセンター整形外科水関隆也他……..……S131

1-7-12RAにおける手関節障害に伴う伸筋腱皮下断裂修復後の早期運動で指外固定等は必要か？

西の京病院整形外科福居顕宏他．…….……S131

1-7-13関節リウマチ患者における手指伸筋腱再建術の予後因子に関する検討

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター佐久間悠他．….………S132

1-7-14関節リウマチにおける屈筋腱皮下断裂症例の検討

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター鈴木拓他…………..S132
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10:11～10:47一般演題(口演)RA@

座長：秋田鐘弼（大阪南医療センター整形外科・リウマチ科）

l-7-15RA患者に対する生物製剤使用下でのSauve.Kapandji法の検討

東邦大学整形外科関口昌之他”…………S133

1-7-16関節リウマチの手関節障害に対するSauve-Kapandji法～術後3年以上経過例の検討～

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他…..………S133

l-7-17関節リウマチの手関節に対する部分固定術の術後成績

岡山大学整形外科斎藤太一他．…….……S134

1-7-18関節リウマチに対する手関節固定術の術後合併症

国立病院機構相模原病院整形外科高群浩司他…….…….S134

12:10～13:10ランチョンセミナー6

座長：加藤博之（信州大学整形外科）

1-7-LS6骨粗繧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 ………S135

13:20～14:14一般演題(口演）バイオメカニクス

座長：酒井直隆（宇部獣学大学院ｴ学職糊鰄知能工学軸,鯨好医鰍学附属青山病院鋤外科）

l-7-19母指の対立動作の実験的計測

関西医科大学香里病院整形外科児島新他…….....…S136

l-7-20前腕回内外にともなうulnarvarianceと尺骨・月状骨間距離の変化の3次元評価

大阪大学整形外科川西洋平他….…….…S136

1-7-21尺骨小窩形成不全と遠位僥尺関節キネマテイクス:ulnarvarianceとの関連

大阪大学整形外科片岡利行他．.…………S137

l-7-22僥骨短縮変形が遠位僥尺関節の安定性に及ぼす影響

慶應義塾大学整形外科齊藤毅他…………..S137

1-7-23舟状月状骨解離の3次元変形解析

大阪大学整形外科大森信介他………..…S138

l-7-24手関節掌背屈運動時における｢手関節リズム｣の提唱

金沢大学整形外科多田薫他…………"S138

14:14～14:59一般演題(口演）画像①

座長：加藤貞利（北海道整形外科記念病院）

1-7-25動的超音波検査による自動と他動運動におけるPIP関節掌側板の運動の違いについて

大津赤十字病院形成外科齊藤晋他………..…S139

1-7-26超音波検査による腱滑動距離の計測-Speckletracking法とDoppler法の比較一

メイヨークリニックバイオメカニクス研究室吉井雄一他………..…S139

1-7-27手指軟部組織のCT画像診断

関西医科大学香里病院整形外科漆崎亜弥他“…………S140

1-7-283DisotropichighresolutionMRIを用いた手関節撮像の試み

カリフォルニア大学アーバイン校放射線科山部英行他．…….……S140
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1-7-29 上肢手術における術中3D-CT撮影の有用性の検討

岩手県立中部病院整形外科佐藤光太朗他

15:09～15:45一般演題(口演）神経臨床①

座長：河井秀夫（四條畷学園大学・短期大学）

l-7-30前腕遠位掌側の感覚障害を呈する肘での皮神経障害について

東京都立広尾病院整形外科田尻康人他…….、

1-7-31静脈穿刺後神経障害は，穿刺が原因か否か？

一第2報：存在する絞抓性障害は原病か，二次性か？日赤献血事業での調査検証－

稲 田 病 院 整 形 外 科 稲 田 有 史 他 … … “

l-7-32当院における外来採血時の末梢神経損傷

横浜労災病院整形外科山本真一他“……

1-7-33医療裁判からみた注射による末梢神経損傷の検討

宇治武田病院整形外科勝見泰和他．……．

S141

S141

S142

S142

S143

16:15～16:42一般演題(口演）同種移植

座長：重冨充則（山口大学整形外科）

l-7-34ラット下肢移植におけるinvivoイメージング法の応用

自治医科大学整形外科安食孝士他…….….…S143

l-7-35ラット下肢移植におけるバイオイメージング法を用いた新たな評価法

自治医科大学整形外科飯島裕生他“…………S144

l-7-36四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

山口大学整形外科村松慶一他…….…….S144

16:42～17:09一般演題(口演）解剖

座長：津村弘（大分大学整形外科）

1-7-37手指指節間関節における種子骨の存在

亀 田 総合病院整形外科関康弘他

1-7-38Landsmeerの斜支靭帯についての解剖学的・生体力学的研究

滋賀医科大学整形外科上羽宏明他

1-7-39手指中手基節(MP)関節の形態学的特徴

高知赤十字 病院整形外科高井通宏他

－58－

S145

S145

S146



第8会場

8:00～8:54一般演題(口演）マイクロ①

座長：石川浩三（大津赤十字病院形成外科）

l-8-1切断指外傷の概要について～当院における15年間の症例を検討して～

松寿会共和病院形成外科北山稔大他．……．

1-8-2仙台医療圏における切断指の検討一宮城県が抱える切断指の問題点について－

国立病院機構仙台医療センター形成外科・手外科牛尾茂子他．……．

1-8-3再接着指の術後可動域の検討

北里大学医学部形成外科・美容外科学熊澤憲一他……“

l-84指再接着手術の術後管理～厳重な『床上の安静』は本当に｢血管の安静』となるか～

関東労災病院整形外科深澤克康他．.……

1-8-5指末節部切断再接着術における動脈吻合法の一工夫

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．….…

l-8-6高齢者に対する切断指再接着術の検討

田北病院整形外科川西弘一他．….…

8:54～9:30一般演題(口演）マイクロ②

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

1-8-7外傷性母指切断を対象にした4種類の足趾移植術の治療

アウトカム評価(システマティックレビュー）

日本医科大学形成外科小野真平他

1-8-8マイクロサージャリー手技を中心とした欠損指の再建

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター五谷寛之他

1-8-9Wrap-aroundFlapと第2趾PIP関節合併移植による欠損指再建

関西電力病院形成再建外科松末武雄他

1-8-10指尖部再建における動脈皮弁術の検討

高月整形外科病院整形外科宇佐美聡他

S147

S147

S148

S148

S149

S149

S150

S150

S151

S151

9:40～10:16一般演題(口演）マイクロ③

座長：磯貝典孝（近畿大学医学部形成外科）

1-8-11NFkappaBを標的とした合成二重鎖DNAによる皮弁壊死抑制メカニズムの検討

三重大学整形外科植村剛他…………..S152

1-8-12超音波画像診断による皮弁内血行モニタリングの有用性

広島大学整形外科四宮陸雄他…..………S152

1-8-13穿通枝皮弁を用いた上肢再建の経験

大阪市立大学整形外科岡田充弘他”…………S153

1-8-14穿通枝プロペラ皮弁による上肢皮膚軟部組織欠損の治療戦略

日本医科大学形成外科小野真平他….….……S153
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10:16～10:52一般演題(口演）マイクロ④

座長：五谷寛之（清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター）

l-8-15上肢希少症例に対するマイクロサージヤリーを用いた機能再建術の検討

滋賀医科大学整形外科児玉成人他．………….S154

l-8-16後骨間皮弁による上肢皮層軟部組織欠損の治療

和歌山県立医科大学整形外科下江隆司他………..…S154

l-8-17上肢デグロービング損傷の治療

燕労災病院整形外科松崎浩徳他“…………S155

l-8-18手関節部切断再接着の治療経験

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター土田芳彦他….……….S155

12:10～13:10ランチョンセミナー7

座長：柴田実（新潟大学形成外科）

l-8-LS7難治性手関節病変の治療：舟状骨偽関節，舟状月状骨間靭帯損傷，

TFCC損傷の治療を中心に

慶應義塾大学整形外科中村俊康 S156

13:20～13:56一般演題(口演）キーンベツク病

座長：中尾悦宏（中日病院整形外科）

1-8-19キーンベック病発症要因についての検討～手関節への負荷,ulnarvarianceについて～

中日病院名古屋手外科センター高橋明子他．…….……S157

1-8-20骨釘移植・骨髄血移植・創外固定．低出力超音波療法を併用した

進行期キーンベック病の治療

筑波大学整形外科西浦康正他．.…………S157

l-8-21キーンベツク病に対する有頭骨短縮骨切り術の治療成績

関西労災病院整形外科堀木充他”…………S158

l-8-22月状骨の圧潰を生じる手関節疾患

一外傷後や関節リウマチの月状骨キーンベック病様変化一

中日病院名古屋手外科センター丹羽智史他”…………S158

13:56～14:50一般演題(口演）骨・腱・筋一基礎

座長：青木光広（札幌第一病院整形外科）

1-8-23骨髄間葉系幹細胞の磁気ターゲティングによる骨折治癒促進:invivoイメージングを用い

た移植細胞の動態解析

広島大学整形外科児玉祥他．.…………S159

l-8-24虫様筋機能に関する運動学的検討

新潟医療福祉大学大学院松澤翔太他“…………S159

1-8-25骨格筋損傷における磁気ターゲテイングされた骨髄間葉系幹細胞のInVivoイメージング

広島大学整形外科中林昭裕他．……….…S160

l-8-26腱・腱鞘形成におけるMkxの機能の解析

国立成育医療研究センター研究所システム発生･再生医学研究部

鬼塚奈緒子他…………..S160
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1-8-27

1-8-28

新しい乳酸一カプロラクトン共重合体多孔質膜の家兎モデルにおける

癒着防止効果と骨癒合への影響

聖マリアンナ医科大学整形外科佐藤琢哉他…….…….S161

ヒアルロン酸とコラーゲンを組み合わせた癒着防止膜の開発第1報一組織学的評価－

北里大学形成外科・美容外科根本充他……….….S161

14:50～15:26一般演題(口演）機能評価

座長：寺田信樹（藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院整形外科）

1-8-29上肢機能評価におけるHand20の有用性の検討

笠岡第一病院笠岡手外科・上肢外科センター後藤峰範他…………"S162

1-8-30Jhand:信頼性，妥当性の高い手肘評価尺度の開発

東京大学整形外科・脊椎外科上原浩介他“…………S162

1-8-31Hand20の一般集団における基準値とその利用

名古屋大学手の外科大西哲朗他…..………S163

1-8-32上肢筋骨格系疾患における健康関連QOL評価法とVisualAnalogueScaleの関連

～上肢，下肢，脊椎での比較検討～

産業医科大学整形外科目貫邦隆他．….………S163

15:36～16:03一般演題(口演）外上穎炎

座長：島田幸造（大阪厚生年金病院）

1-8-33腕僥関節の解剖学的検討一滑膜ヒダと僥骨頭の関与について－

聖マリアンナ医科大学整形外科田中雅尋他…………..S164

1-8-34上腕骨外側上穎炎におけるエルボーバンドの有効性～アンケート調査から分かること～

名古屋大学手の外科学西塚隆伸他………..…S164

1-8-35上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術の術後成績と成績関連因子

札幌医科大学整形外科阿久津祐子他“…………S165

16:18～16:54一般演題(口演)CRPS・瘻痛

座長：勝見泰和（宇治武田病院）

l-8-36振動刺激による手部注射の瘻痛軽減効果について

千葉大学大学院医学研究院環境生命医学鈴木崇根他“…………S165

1-8-37上肢の慢性瘻痛に対するプレガバリンの有用性および安全性の検討

名古屋大学手の外科学倉橋俊和他．.…………S166

1-8-38複合性局所癖痛症候群(CRPS)およびPillarpainに対するプレガバリンの効果

興生総合病院整形外科河野正明他…………"S166

1-8-39CRPS患者の末梢神経おける発現タンパク質のプロテオミクス解析一第2報一

札幌医科大学整形外科大木豪介他………..…S167
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16:54～17:21一般演題(口演）ジストニア・麻酔

l-8-40

l-8-41

l-8-42

座長：齋藤知行（横浜市立大学整形外科）

職業音楽家のフオーカル・ジストニアに対するTriggerPositionExerciseの試み

東京女子医科大学青山病院整形外科酒井直隆

伝達麻酔による局所麻酔中毒の発生とその対処法

埼玉社会保険病院整形外科小原由紀彦他．…

手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の有用性

一施術者による麻酔効果に対する影響一

東大阪市立総合病院整形外科 大田大良他………

－62－
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第9会場

13:20～14:02ポスター口演マイクロ

座長：沢辺一馬（大津赤十字病院形成外科）

l-9-EP-l大脳皮質体性感覚野の可塑性がみられたWraparoundnap再建母指の1例

広島大学大学院保健学研究科砂川融他…..………S169

1-9-EP-2上腕動脈・腋窩動脈損傷の治療経験

大阪府三島救命救急センター岡本雅雄他……..……S169

1-9-EP-3遊離複合肩甲皮弁移植による前腕部高度デグロービング損傷の治療経験

新宮市立医療センター整形外科下江隆司他…………..S170

1-9-EP-4外傷性指背側皮膚欠損に対する外科的治療選択

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所津村卓哉他……….….S170

l-9-EP-5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佐々木勲他．………….S171

l-9-EP-6爪部切断の治療

長野赤十字病院形成外科柳澤大輔他．…….……S171

1-9-EP-7自傷行為による上肢損傷症例の治療経験

札幌医科大学救急集中治療医学講座入船秀仁他…………..S172

14:12～14:42ポスター口演神経臨床

座長：鈴木茂彦（京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座形成外科学）

1-9-EP-8医原性副神経損傷の予防とその対応

和歌山県立医科大学整形外科下江隆司他…..………S172

l-9-EP-9副神経損傷に対する治療

京都府立医科大学整形外科遠山将吾他．….………S173

l-9-EP-10僥骨近位1/4の骨幹端骨折は正中神経を噛みこむ危険性がある．

症例報告ならびに超音波による受傷機転の解剖学的検討

健康保険鳴門病院整形外科・手の外科センター日比野直仁他”…………S173

l-9-EP-ll上腕骨々幹部骨折に伴う僥骨神経麻溥について

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．...…….…S174

1-9-EP-12前骨間神経麻揮の神経伝導検査と治療成績

東北労災病院整形外科信田進吾他“…………S174

14:52～15:22ポスター口演屈筋腱・その他

座長：草野望（医療法人積発堂富永草野病院）

l-9-EP-13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長期成績

新潟手の外科研究所森谷浩治他……..……S175

l-9-EP-14手根管内に発生した特発性小指屈筋腱皮下断裂の3例

田北病院鍜治大祐他“…………S175

l-9-EP-15屈筋腱縫合においてInterlockingcross-stitch法の力学的強度に作用する因子に関する検討

福岡東医療センター松田匡弘他….…….…S176
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l-9-EP-16方形回内筋の機能特性一筋電図学的検討一

新潟医療福祉大学大学院

1-9-EP-17メチルコバラミンの筋における影響

大阪大学整形外科

大山峰生他 S176

岡本遣雄他“…………S177

15:32～16:14ボスター口演RA

座長：福居顯宏（西の京病院整形外科）

1-9-EP-18上腕骨ロングステムによるJACE人工肘関節再置換術の術後成績

岡山大学整形外科橋詰謙三他…..………S177

l-9-EP-19関節リウマチによる拘縮肘に対するUnlinkedtype人工肘関節置換術の中期成績

大阪南医療センター整形外科・リウマチ科秋田鐘弼他….…….…S178

l-9-EP-20関節リウマチに対するSauve-Kapandji法の治療成績の比較

甲南病院加古川病院整形外科立石耕司他….…….…S178

l-9-EP-21リウマチ手関節に対するSauve-Kapandji法の治療成績

小牧市民病院整形外科蓮尾隆明他….…….…S179

l-9-EP-22多指伸筋腱皮下断裂に対する断裂腱中枢部を利用した再建法

東京歯科大学市川総合病院リハビリテーション科新井健他…………..S179

1-9-EP-23リウマチ性疾患による手指伸筋腱脱臼に対する治療経験

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．…...…….S180

1-9-EP-24関節リウマチにおける手指伸筋腱断裂の治療成績

北海道大学整形外科本宮真他………..…S180

16:24～17:06ポスター口演CRPS・神経一基礎

座長：稲田有史（稲田病院）

1-9-EP-25複合性局所疾痛症候群(CRPS)類似モデルにおける難治性拘縮発生要因についての検討

名古屋大学手の外科学太田英之他….…….…S181

l-9-EP-26CRPStype2類似のラット神経因性瘻痛モデル(Chungmodel)の

拡散強調MRIによる経時的変化の観察

慶應義塾大学整形外科阿部耕治他．..….....…S181

1-9-EP-27ヤリイカ神経軸索の解剖学的検討

東京大学形成外科関征央他．……….…S182

l-9-EP-28Adipose-derivedregenerativecells:ADRCsを用いた末梢神経再生の試み

金沢大学整形外科菅沼省吾他…………..S182

l-9-EP-29ラット神経損傷モデルにおける筋機械痛覚過敏と神経成長因子の関与

名古屋大学手の外科学鈴木実佳子他．…….……S183

1-9-EP-30末梢神経再生における骨髄細胞由来BDNFの役割

滋賀医科大学整形外科竹村宜記他…………..S183

l-9-EP-31多血小板血漿の脊髄軸索再生効果

広島大学整形外科竹内実知子他…….….…S184
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第10会場

13:20～13:44ポスター口演腱・基礎①

座長：有野浩司（防衛医科大学校整形外科）

1-10-EP-1トリアムシノロンアセトニドとplateletrichplasmaのヒト腱由来細胞に対する影響

神戸大学整形外科無藤智之他．.…………S185

1-10-EP-2正常家兎滑膜内腱の表面構造，生体力学的特性に対する局所ステロイド注射の影響

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部井戸芳和他…………"S185

1-10-EP-3Verb付き縫合糸を用いた腱縫合の検討

東京医科大学形成外科佐藤宗範他…….….…S186

l-10-EP-4複数の縫合糸を用いた屈筋腱縫合法における各縫合糸の腱断端・

把持部間距離が縫合強度に及ぼす影響

琉球大学整形外科大久保宏貴他….….……S186

15:00～15:24ポスター口演腱・基礎②

座長：浦部忠久（足利赤十字病院整形外科）

1-10-EP-5手指屈筋腱sliding延長術の力学的検討

千葉大学整形外科橋本健他．……….…S187

1-10-EP-6陳旧性腱性槌指に対するFowler法の終末腱剥離量:DIP関節の伸展不足角度の検討

千葉大学整形外科樋渡龍他．.…………S187

1-10-EP-7腱縫合手術後の腱自体の純粋な癒合強度を評価するためのシステム開発

昭和大学整形外科池田純他“…………S188

1-10-EP-8Snow変法による陳旧性槌指再建術の生体力学的研究；屍体研究

筑波大学整形外科村井伸司他…………..S188
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易2日三4月20日、，

第1会場

8:00～9:00招待講演6

座長：牧裕（新潟手の外科研究所）

2-1-IL6AnAnatomy-SpecificDistalRadiusFixationSystem:ClinicalandBiomechanical

ComparisonwithVolarLockingPlates

ClevelandClinicLernerCoUegeofMedicineofCaseWesternReserveUniversity
ChairmanofOrthopaedicSurgery,LutheranHospital,ClevelandClinic

WilliamSeitzetal.………S191

9:00～10:30パネルディスカッション5遠位榛尺関節不安定症の病態と治療

座長：水関隆也（広島県身障者リハビリセンター整形外科）

鈴木克侍（藤田保健衛生大学整形外科）

2-1-P5-1解剖と臨床の接点

大阪大学整形外科森友寿夫他．……….…S192

2-l-P5-2遠位僥尺関節(DRUJ)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….….……S193

2-1-P5-3遠位榛尺関節不安定症の診断と治療

関西電力病院整形外科藤尾圭司他．…….……S194

2-1-P5-4遠位僥尺関節不安定症の診断と尺骨短縮術による治療

中日病院名古屋手の外科センター中尾悦宏他….….……S195

2-l-P5-5遠位僥尺関節不安定性を伴うTFCC小窩部断裂に対するanchorsutureを用いた

靭帯修復術の治療成績

奈良県立医科大学整形外科村田景一他………….、S196

2-1-P5-6僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に対する遠位僥尺関節不安定評価による治療

福岡整形外科病院櫛田学他…….….…S197

10:40～12:10シンポジウム3前腕骨間膜損傷の病態と治療

座長：稲垣克記（昭和大学整形外科）

中村俊康（慶應義塾大学整形外科）

2-1-S3-l前腕骨間膜の機能解剖，画像診断と臨床的意義について

藤田整形外科藤田正樹他…………..S198

2-1-S3-2超音波を用いた前腕遠位骨間膜形態評価

大阪大学整形外科岡田潔他“…………S199

2-l-S3-3三次元実体模型からの病態把握について～前腕回旋障害における前腕骨変形と骨間膜

千葉大学整形外科國吉一樹他．….………S200

2-l-S3-4骨間膜病態と手術シミュレーション－陳旧性モンテジア脱臼骨折における3次元解析－

大阪大学整形外科村瀬剛他“…………S201
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12:40～13:40ランチョンセミナー8

座長：岩本幸英（九州大学整形外科）

2-1-LS8肘周辺のスポーツ傷害

泉整形外科病院高原政利．………….S202

14:00～15:00招待講演7

座長：富田泰次（太田総合病院整形外科）

2-1-IL7.MultipleNerveCompressionintheUpperExtremity

ChristineM・KleinertlnstitutefOrHandandMicrosurgerylnstitute
Tsu-MinTsai ……..S203

15:00～16:00招待講演8

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

2-1-IL8SoftTissueBiomechanics:ASearchfOrtheEtiologyofCarpalTunnelSyndromeand

TriggerFinger

BiomechanicsLaboratory,DivisionofOrthopedicResearch,MayoClinic,
Rochester,MinnesotaUSA

Kai-NanAn….…….…S204

16:10～17:50':50シンポジウム4難治性テニス肘の病態と治療

座長：高山真一郎（国立成育医療センター臓器・運動器病態外科部）

副島修（福岡山王病院整形外科）

テニス肘に関与する解剖所見：手関節伸筋共同腱起始部の生体力学的所見との関係

札幌第一病院整形外科青木光広他“…………S205

短僥側手根伸筋と回外筋との関係性に着目した解剖学的研究一外側上穎炎の病因について

東京医科歯科大学臨床解剖学分野二村昭元他………..…S206

上腕骨外側上顎炎のMRI,関節鏡，手術所見

信州大学整形外科百瀬能成他….…….…S207

治療保存注射療法

井上整形外科井上貞宏……….….S208

上腕骨外上穎炎に対するNirschl法の術後成績

金沢医科大学整形外科岡田正人他．………….S209

上腕骨外上穎炎に対する関節鏡を併用した直視下手術の治療成績

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他…………"S210

上腕骨外側上穎炎(難治例)に対する肘鏡視下手術による治療成績

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛他．………….S211

2-1-S41

2-1-S42

2-1-S43

2-1-S4-4

2-1-S4-5

2-1-S46

2-1-S47
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第2会場

8:00～9:00招待講演9

座長：落合直之（筑波大学整形外科）

2-2-IL9TheCurrentStatusofCarpalTunnelSyndromeintheUSA

UniversityofCalifOrnia,DavisSchoolofMedicineRobertM.Szabo…….….…S212

9:00～10:40パネルディスカッション6手根管症候群(ECTRvsOCTR)

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

信田進吾（東北労災病院整形外科）

2-2-P6-1患者立脚の視点からみた手根管症候群の評価

田附興風会北野病院整形外科麻田義之他”…………S213

2-2-P6-2ECTR(Chow法について）

木村整形外科木村元他…..………S214

2-2-P6-3奥津法による特発性手根管症候群鏡視下手術の長期成績

おくつ整形外科クリニック奥津一郎他．….………S215

2-2-P6-4ECTRvsOCTR:特発性手根管症候群に対するECTRの適応はOCTRより少なく

正中神経機能回復に差はない

信州大学整形外科内山茂晴他….…….…S216

2-2-P6-5手掌部小皮切手根管開放術の治療成績

国立病院機構埼玉病院整形外科森澤妥他…………..S217

2-2-P6-6PillarpainからみたECTRvsOCTR

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三．.…………S218

10:50～11:50招待講演10

座長：平田仁（名古屋大学手の外科学）

2-2-IL10DegradationoftheNeuromuscularJunctionafterTraumaticPeripheralNervelnjuries

canbePrevented

RanjanGuptaUniversityofCalifOrnia,Irvine．.…………S219

12:40～13:40ランチヨンセミナー9

座長：越智光夫（広島大学整形外科）

2-2-LS9肘関節外科における関節鏡の導入と展開～位置づけ，基本手技とその応用

船橋整形外科スポーツ医学センター菅谷啓之 …………..S221

14:05～15:55シンポジウム5手外科領域の関節鏡の現状と将来展望

座長：和田卓郎（札幌医科大学整形外科道民医療推進学講座）

岩崎倫政（北海道大学整形外科）

2-2-S5-1肘関節鏡の現況と変形性肘関節症に対する鏡視下手術

大阪厚生年金病院整形外科島田幸造他．.…………S222
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2-2-S5-2

2-2-S5-3

2-2-S54

2-2-S5-5

2-2-S5-6

2-2-S5-7

外傷後の慢性手関節痛に対する鏡視下分析

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄…..………S223

僥骨遠位端骨折に手関節鏡を導入する指標の作成

国保中央病院整形外科小野浩史他……..……S224

手外科領域の関節鏡の現状と将来展望：手関節TFCCを中心として

慶應義塾大学整形外科中村俊康他”…………S225

手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術の現状と将来展望

名古屋市立大学整形外科岡本秀貴他．……….…S226

母指CM関節症に対する関節鏡視下手術

木原整形外科医院木原仁他………..…S227

当院における指関節鏡の現況と将来の展望

駿河台日本大学病院整形外科長尾聡哉他．……….…S228

16:05～17:05招待講演11

2-2-IL11

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

Up-dateandNewConceptsonVolarFixedAngleFixation

MiamiHandlnstitute JorgeL.Orbay

－69－
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第3会場

9:00～10:50パネルディスカッション7①私の勧める手術手技(ビデオ）

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

黒島永嗣（帝京大学整形外科）

2-3-P70-l私の勧める手指の動脈皮弁

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所福本恵三他．……….…S230

2-3-P70-2UntiedStaySuture法(超微小血管吻合法）

岡山大学形成再建外科長谷川健二郎他….……….S231

2-3-P7@-3襄腫切除を行わない指粘液嚢腫の手術手技

大津赤十字病院形成外科沢辺一馬他….….……S232

2-3-P704末節骨骨幹部偽関節に対する骨釘固定術

広島大学大学院保健学研究科砂川融他．………….S233

2-3-P7@-5私の勧める手術手技:Boxer骨折に対する簡便なintrafocalpinningによる低侵襲固定法

太田総合病院手外科センター金潤壽他….….……S234

2-3-P7@-6有鉤骨鉤骨折に対する骨片切除術の実際

江川整形外科形成外科江川博昭他“…………S235

2-3-P70-7骨釘とdoublethreadscrewを用いた難治性舟状骨偽関節治療の実際

兵庫医科大学整形外科田中寿一他…………..S236

2-3-P70-8生体内吸収性プレートを用いたfOur-cornerfusionの手術手技

産業医科大学整形外科酒井昭典他．.…………S237

2-3-P7@-9僥骨遠位端骨折変形治癒に対するclosingwedge矯正骨切り術

札幌医科大学整形外科和田卓郎他…..………S238

11:00～11:54一般演題(口演）関節鏡

座長：小野浩史（国保中央病院整形外科）

2-3-l当科における母指関節鏡視下手術の検討

三重大学整形外科辻井雅也他

2-3-2中手指節関節および手根中手関節の関節鏡視下手術

広島大学整形外科鈴木修身他

2-3-3鏡視画像による月状骨の形状と手関節疾患について

名古屋大学手の外科建部将広他

2-3-4エコーガイド下の手関節鏡手術

名古屋大学手の外科山本美知郎他

2-3-5舟状月状骨靱帯損傷の重症度評価:Geissler分類とWatson分類の比較検討

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄

2-3-6僥骨遠位端骨折に伴う舟状月状骨解離の予測因子の解析

国保中央病院整形外科鈴木大介他

－70－
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12:40～13:40ランチョンセミナー10

座長：久保俊一（京都府立医科大学整形外科）

2-3-LS10掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位端骨折の治療-evidenceとexperience-

名古屋披済会病院整形外科・リウマチ科渡邉健太郎 S242

13:50～14:50 檮骨遠位端骨折ガイドライン報告

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

S403～S419

15:10～16:40パネルディスカッション7②私の勧める手術手技(ビデオ）

座長：堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

2-3-P7@-1重度の手根管症候群に対する新しい母指対立再建術

土谷総合病院整形外科木森研治他．.…………S243

2-3-P7@-2手根管症候群に対するChow変法による鏡視下手根管開放術

信州大学整形外科中村恒一他….……….S244

2-3-P7@-3肘部管症候群に対する尺骨神経の栄養血管を温存した筋層間前方神経移行術

清恵会病院大阪マイクロサージヤリーセンター山野慶樹他．.…………S245

2-3-P7@-4肋骨肋軟骨移植術による関節再建術

慶應義塾大学整形外科佐藤和毅他….………．S246

2-3-P7@-5進行期Kienb6ck病に対するGraner変法の手術手技の実際

東京医科大学整形外科高瀬勝己他．.…………S247

2-3-P7@-6母指CM関節症に対する海綿骨移植を併用したクロススクリュー固定法

市立奈良病院四肢外傷センター河村健二他．.…………S248

2-3-P7@-7TJscrewを用いた母指CM関節症に対するsuspensionplasty

兵庫医療大学リハビリテーション学部藤岡宏幸他．……….…S249

16:50～17:26一般演題(口演）神経臨床②

座長：三上容司（横浜労災病院整形外科）

2-3-7胸郭出口症候群に対する3DCT腕神経叢造影の検討

大阪市立総合医療センター整形外科高松聖仁他．…….……S250

2-3-8肩甲骨烏口突起骨折に潜在する肩甲上神経麻痒

市立札幌病院整形外科平地一彦他…………"S250

2-3-9Neuralgicamyotrophyに伴った後骨間神経麻揮・尺骨神経運動麻輝合併の提起

熊本整形外科病院田嶋光….….……S251

2-3-10尺骨神経損傷に対する一期的機能再建術

中通総合病院整形外科千馬誠悦他“…………S251
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第4会場

8:00～9:03一般演題(口演）榛骨遠位端一尺骨合併

座長：戸部正博（高月整形外科新橋クリニック）

2-4-l高齢女性の不安定型尺骨遠位端骨折に対するプレート固定の治療成績

清恵会病院整形外科大阪外傷マイクロサージャリーセンター寺浦英俊他……..……S252

2-4-2僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折の形態および転位

市立豊中病院整形外科韓法輪光他．….………S252

2-43僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の手関節機能に及ぼす影響

星ケ丘厚生年金病院整形外科上杉彩子他….……….S253

2-4-4僥骨遠位端骨折に対してロッキングプレート固定した場合の

尺骨茎状突起骨折の非内固定例の機能予後

市立四日市病院整形外科三矢聡他….….……S253

2-4-5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….…….…S254

2-4-6僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の治療成績

-Acutrakscrew固定vsTensionbandwiring法一

東住吉森本病院川端確他．……….…S254

247尺骨遠位端骨折を伴う榛骨遠位端骨折の治療成績

名古屋第一赤十字病院整形外科大塚純子他…..………S255

9:03～9:39一般演題(口演）榛骨遠位端一合併症①

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

248掌側ロッキングプレート固定術の術後成績と合併症からみたStellar2プレートの開発

平塚共済病院整形外科手の外科センター坂野裕昭他．………….S255

2-49僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の術後合併症の検討

一宮市立市民病院澤田英良他．………….S256

2410掌側ロッキングプレートで加療した僥骨遠位端骨折の術後合併症

長崎労災病院手の外科角光宏“…………S256

2411僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの合併症

Acu-lockシステム術後長期フォロー

鹿島労災病院整形外科板寺英一他…………..S257

9:39～10:15一般演題(口演）檮骨遠位端一合併症②

座長：坂野裕昭（平塚共済病院整形外科・手の外科センター）

2-4-12榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術後合併症の検討

近畿大学整形外科大谷和裕他…..………S257

2-413僥骨遠位端骨折に対する髄内釘固定の合併症

慶應義塾大学整形外科西脇正夫他….….……S258

2-4-14掌側ロッキングプレートを用いた僥骨遠位骨折の治療成績と合併症の検討

土庄中央病院整形外科山下泰司他．………….S258
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2-415僥骨遠位端骨折の合併症

泉整形外科病院渋谷純一郎他 S259

10:25～11:19一般演題(口演）檮骨遠位端一合併症③

座長：坪川直人（新潟手の外科研究所）

2416僥骨遠位端骨折治療に伴う長母指伸筋腱損傷の検討

産業医科大学整形外科善家雄吉他．………….S259

2-4-17僥骨遠位端骨折変形治癒後のDR町の不安定性に伴う正中神経麻痒の治療経験

関西労災病院整形外科信貴厚生他………..…S260

2-4-18僥骨遠位端骨折に対する掌側lockingplate固定術後の正中神経障害についての検討

岐阜県総合医療センター整形外科河村真吾他…………..S260

24-19僥骨遠位端骨折内固定時と抜釘時における長母指屈筋腱滑動部位の変化

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….….……S261

2-4-20僥骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレート後のFPL障害

刈谷豊田総合病院整形外科水島秀幸．.…………S261

2-4-21僥骨遠位端骨折ロッキングプレートの功罪・術後早期の長母指屈筋腱障害について一

東京手の外科スポーツ医学研究所戸部正博他………..…S262

11:19～12:04一般演題(口演）檮骨遠位端一超音波

座長：牧野正晴（新潟逓信病院整形外科）

2-4-22超音波長軸像による僥骨遠位端部での長母指屈筋腱の走行一遠位骨片の背屈変形の検討－

日本医科大学整形外科堀口元他……..……S262

2423長母指屈筋腱と僥骨遠位端掌側プレートの超音波評価：抜釘例からの検討

泉整形外科病院手肘スポーツ高原政利他．.…………S263

2-4-24榛骨遠位端部における長母指屈筋腱の滑動性について－超音波短軸像による検討－

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科南野光彦他…..………S263

2425超音波検査による僥骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後の

長母指屈筋腱損傷の検討(第2報)－近位設置型と遠位設置型の比較一

土肥整形外科病院土肥大右他．.…………S264

2-4-26超音波を使用した掌側ロッキングプレート術後の長母指屈筋腱障害の評価

東京手の外科スポーツ医学研究所平良貴志他“…………S264

14:30～15:15一般演題(口演）檮骨遠位端一プレート①

座長：清重佳郎（済生会山形済生病院整形外科）

2427AO分類TypeC2.3に対する掌側ロツキングプレートの術後成績

尾道市立市民病院整形外科廣岡孝彦他

2-428僥骨遠位端骨折AO分類C型の掌側ロツキングプレートを使用した治療成績

中津川市民病院整形外科古川亜矢子他

2-4-29圧迫外力型僥骨遠位端骨折AO23-C3に対する術後成績の比較検討

～掌側VLP単独固定例vs背側バットレスプレート併用例～

札幌東徳洲会病院外傷部辻英樹他

－73－
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2-4-30

2-4~31

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート間の治療成績比較

岡崎市民病院整形外科三竹辰徳他………..…S266

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定における初期転位と治療成績の検討

東海病院整形外科近藤高弘他…………..S267

15:15～16:09一般演題(口演）檮骨遠位端一プレート②

座長：渡邉健太郎（名古屋披済会病院整形外科・リウマチ科）

2-4-32DVRplateによる僥骨遠位端骨折の治療成績

一矯正損失におけるAPTUS2.5plateとの比較一

済生会川口総合病院整形外科菅田祐美他．……….…S267

2433僥骨遠位端骨折に使用したDVRアナトミックプレートの解剖学的適合性および関節面支

持性の評価

岡山済生会総合病院整形外科森谷史朗他….……….S268

2-4-34DVRアナトミックプレートによる僥骨遠位端関節内骨折の治療成績

香川大学整形外科加地良雄他．.…………S268

2-4-35僥骨遠位端骨折に対するAcu-LocプレートとVariAxプレートの治療成績

新上三川病院整形外科金谷裕司他…….….…S269

2-4-36AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対するVariAxplateの治療成績

太田西ノ内病院整形外科上野幸夫他………..…S269

2437髄内釘を用いた僥骨遠位端骨折の治療成績～掌側プレート，保存的治療との比較

慈恵会新須磨病院整形外科黒田司．.…………S270

16:19～16:46一般演題(口演）榛骨遠位端一高齢者

座長：長田伝重（濁協医科大学整形外科）

24382本の鋼線を用いるSubchondralraising法：高齢女性背側転位型僥骨遠位端骨折の解剖学

的整復と最小侵襲手術を可能にする整復法

冨永草野病院整形外科草野望他………..…S270

2-4-39高齢者の僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定は良好な短期成績が得られる

安城更生病院整形外科原龍哉他…………..S271

2-4-40高齢女性のAO分類C型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の治療成績

東住吉森本病院整形外科佐々木康介他………..…S271

16:46～17:31一般演題(口演）榛骨遠位端一その他

座長：森友寿夫（大阪大学整形外科）

2-4-41僥尺骨遠位端に対する新たなアプローチ

埼玉成恵会病院埼玉手外科研究所久能隼人他…………"S272

2-4-42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…………..S272

2443僥骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後遠位僥尺関節不安定性を

認める症例における術後外固定の有用性

ベルランド総合病院整形外科有光小百合他”…………S273
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2-444

2-445

榛骨遠位掌側プレート抜釘前後の手関節機能の変化一第2報一

奈良県立三室病院整形外科吉田淳他…………..S273

榛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遣残瘻痛とその関連因子

名古屋大学手の外科 篠原孝明他 S274
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第5会場

8:00～9:20公開シンポジウム女性手外科医一夢を語る一

座長：堀井恵美子（名古屋第一赤十字病院整形外科手の外科）

成澤弘子（新潟手の外科研究所）

2-5-PS-l手外科に魅せられて30年

新潟手の外科研究所成澤弘子“…………S275

2-5-PS-2形成外科医として手足の先天異常に携わって

厚木市立病院形成外科岸陽子“…………S276

2-5-PS-3リウマチ手の外科に魅せられて

甲南加古川病院整形外科中川夏子“…………S277

2-5-PS-4市中病院部長として，受験生の親として

東海病院整形外科牧野仁美．.…………S278

2-5-PS-5女性手外科医としての経験とキャリアデザイン

北新病院上肢人工関節・内視鏡センター大泉尚美．……….…S279

2-5-PS-6研修医指導一手の外科医の立場から

名古屋第一赤十字病院整形外科洪淑貴……….…．S280

2-5-PS-7手外科が私にくれた夢

広島大学整形外科中島祐子…..………S281

2-5-PS-8手外科と私

札幌医科大学整形外科阿久津祐子．.…………S282

DVD講演

MarybethEzaki

特別発言(男性会員の立場から）

聖マリアンナ医科大学整形外科別府諸兄

9:30～10:20パネルディスカッション8①手外科医とハンドセラピストとの連携の実際

座長：笹益雄（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院整形外科）

藤原英子（第一東和会病院リハビリテーション室）

2-5-P80-1当院における手外科医とハンドセラピストの連携

名古屋披済会病院リハビリテーション科桂理他…..………S283

2-5-P8@-2手外科医とハンドセラピスト間の診療・研究連携

信州大学医学部附属病院リハビリテーション科高田明子他…….……．S284

2-5-P8@-3地方病院でのハンドセラピストの育成および連携

津山中央病院整形外科福田祥二．….………S285

2-5-P80-4手外科医とハンドセラピストとの連携一当院での実際一

東京手の外科スポーツ医学研究所戸部正博他．…….……S286

2-5-P80-5当院におけるハンドセラピイの現状とハンドセラピイストの育成

みつわ台総合病院整形外科有薗行朋他．…….……S287
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10:30～11:50パネルディスカッション8②手外科医とハンドセラピストとの連携の実際

座長：松下和彦（川崎市立多摩病院整形外科）

大森みかよ（聖マリアンナ医科大学リハビリテーション部）

2-5-P8@-1治療に難渋した小指屈筋腱断裂の一例

慶應義塾大学整形外科池上博泰

慶應義塾大学病院リハビリテーション科阿部薫．………….S288

2-5-P8@-2屈筋腱手術の後療法

新潟手の外科研究所牧裕

新潟中央病院リハビリテーション部土田尚美…………..S289

2-5-P8@-3上腕骨外側上穎炎の治療

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部高岩亜紀子…………"S290

2-5-P8@-4開業医における手外科医とハンドセラピストの連携

木原整形外科医院木原仁

渕野辺総合病院リハビリテーション室斎藤和夫…….…….S291

12:40～13:40ランチョンセミナー11

座長：三浪明男（北海道大学整形外科）

2-5-LSll整形外科医が行う慢性瘻痛疾患の診断と新しい鎮痛剤

尼崎中央病院整形外科 三木健司 ………..S292

14:00～14:36一般演題(口演）舟状骨①

座長：木森研治（土谷総合病院整形外科）

2-5-l当科における舟状骨偽関節の治療成績

濁協医科大学整形外科亀田正裕他．………….S293

2-5-2嚢胞型舟状骨偽関節(遷延治癒)に対する関節鏡支援手術

淀川キリスト教病院整形外科金城養典他“…………S293

2-5-3受傷後10年以上経過した舟状骨骨折偽関節に対する骨接合術の治療経験

兵庫医療大学リハビリテーション学部藤岡宏幸他…….….…S294

2-5-4手術が行われたにもかかわらず骨癒合の得られなかった舟状骨偽関節の検討

慶應義塾大学整形外科池上博泰他….….……S294

14:36～15:12一般演題(口演）舟状骨②

座長：日高典昭（淀川キリスト教病院整形外科）

2-5-5舟状骨偽関節に対する血管柄付き第2中手骨基部骨移植術の検討

日本医科大学整形外科小寺訓江他．….………S295

2-5-6舟状骨偽関節に対するスティック状血管柄付骨移植術

浜松赤十字病院整形外科荻原弘晃他．….………S295

2-5-7舟状骨中枢1/3偽関節に対する血管柄付き骨移植術

広島大学整形外科児玉祥他………..…S296
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2-5-8 難治性舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術50例の検討一成績向上のためにいかなる

工夫が必要か？

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他．……….…S296

15:12～15:48一般演題(口演）舟状骨・その他③

座長：井上五郎（豊橋整形外科江崎病院）

2-5-9成長期体操選手の舟状骨障害の治療

兵庫医科大学整形外科高木陽平他…..………S297

2-5-10舟状骨偽関節の関節症性変化についての検討

慶應義塾大学整形外科堀内孝一他……..……S297

2-5-ll月状骨脱臼及び月状骨周囲脱臼の治療における靭帯修復術・背側関節包固定術の成績

北海道大学整形外科松井雄一郎他….….……S298

2-5-12SLACwristに対する部分手関節固定術:TrianglefixationfOrfOurcornerfUsion

大阪市立総合医療センター整形外科香月憲一他….….……S298

15:58～16:34一般演題(口演）肘①

座長：村瀬剛（大阪大学整形外科）

2-5-13小児上腕骨遠位骨端離開の治療経験

聖マリア病院整形外科坂井健介他”…………S299

2-5-14小児上腕骨内側上頚骨折手術治療例の検討

新潟中央病院整形外科倉石達也他…………..S299

2-5-15上腕骨外側穎模状骨切り術を施行した上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の検討

新潟中央病院整形外科原敬他．………….S300

2-5-16上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する手術療法の検討

広島大学整形外科大坪晋他……….….S300

16:34～17:10一般演題(口演）肘②

座長：池田和夫（金沢医療センター整形外科）

2-5-170NIplateとMayocliniccongruentelbowplatesystemによる

成人上腕骨遠位部骨折の治療経験

金沢医科大学整形外科前岡勇人他………..…S301

2-5-18上腕骨通穎骨折に対する各種治療法の比較検討

昭和大学整形外科丸山博史他…………..S301

2-5-19上腕骨遠位端骨折に対する手術的加療の検討

金沢医療センター整形外科納村直希他…….…….S302

2-5-20肘頭粉砕骨折に対するmultipletensionbandwiring法とlockingplate法の治療成績

東海大学八王子病院整形外科齋藤育雄他………..…S302
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第6会場

12:40～13:40ランチョンセミナー12

座長：長田伝重（濁協医科大学整形外科）

2-6-LS12-l狭窄性屈筋腱腱鞘炎における屈筋腱と腱鞘の超音波検査による評価

東京都済生会中央病院整形外科

2-6-LS12-2高精細デジタルCアームを使用した僥骨遠位端骨折治療

平塚共済病院整形外科・手の外科センター

－79－
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第ﾌ会場

8:00～8:36一般演題(口演）指外傷⑦

座長:大井宏之（聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージャリーセンター）

2-7-1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．…………．S305

2-7-2中指MP関節周囲のプレス外傷におけるMP関節再建とBrand変法による

側索再建を用いた3手の治療経験

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．……….…S305

2-7-3中手骨骨折に対する既製J字型髄内ピンの有用性

鹿島労災病院整形外科板寺英一他……..……S306

2-74中手骨の形態から見たJ字型髄内ピンの形状に関する検討

鹿島労災病院整形外科小川泰史他….……….S306

8:36～9:03一般演題(口演）指靭帯損傷①

座長：山本謙吾（東京医科大学整形外科）

2-7-5陳旧性小指PIP関節榛側側副靭帯損傷に対する治療経験

宮崎大学整形外科崎濱智美他

2-7-6指PIP関節側副靭帯断裂の積極的手術と早期可動域訓練による治療経験

福岡新水巻病院整形外科篠根理孝他

2-7-7手指PIP関節側副靭帯損傷の治療成績

清恵会病院整形外科大阪外傷マイクロサージャリーセンター

寺浦英俊他

S307

S307

S308

9:03～9:39一般演題(口演）指靭帯損傷②

座長：仲尾保志（元赤坂診療所）

2-7-8手指MP関節伸筋腱脱臼に対する手術治療について－腱間結合での補強の有用性一

鈴鹿回生病院整形外科森田哲正他….…….…S308

2-7-9母指MP関節側副靭帯損傷の臨床的検討一とくに骨折をともなうStenerlesionについて一

麻生整形外科クリニック麻生邦一”…………S309

2-7-10陳旧性母指MP関節僥側側副靭帯損傷に対する手術長期成績の検討

札幌医科大学整形外科平岩哲郎他．.…………S309

2-7-ll拘縮に対するIlizarovminifixatorの応用

東京慈恵会医科大学形成外科松浦愼太郎他“…………S310

9:39～10:06一般演題(口演）屈筋腱-臨床

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）

2-7-12術中指の自動屈曲を可能にした超音波ガイド下前腕部神経ブロックと

前腕ターニケットを用いた屈筋腱縫合術の試み

春日井市民病院整形外科久保田雅仁他．….………S310

2-7-13早期自動運動療法を施行したzonell手指屈筋腱損傷における浅指屈筋腱断裂の影響

新潟手の外科研究所森谷浩治他………..…S311
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2-7-14 屈筋腱損傷に対する多血小板血漿の影響

山形県立総合療育訓練センター整形外科佐藤大祐他．.…………S311

10:16～10:52一般演題(口演）神経基礎①

座長：村松慶一（山口大学整形外科）

2-7-15FK506の神経再生に与える影響及びその実際について

－トランスジェニックマウスを用いた多角的な検討を行って－

順天堂大学形成外科林礼人他．....………S312

2-7-16末梢神経再生へのiPS細胞の応用

-iPS細胞播種ハイブリッド型人工神経を用いたマウス末梢神経再建－

大阪市立大学整形外科上村卓也他……..……S312

2-7-17当科における神経再生誘導チューブRNTCO6の臨床試験成績

熊本機能病院整形外科星野秀士他．…….……S313

2-7-18脱細胞化末梢神経による神経欠損部の架橋

河北総合病院整形外科伊藤聰一郎他”…………S313

10:52～11:37一般演題(口演）神経基礎②

座長：伊藤聰一郎（河北総合病院整形外科）

2-7-19ラット腕神経叢引き抜き損傷モデルと神経切断モデルにおける瘤痛発生機序

千葉大学整形外科松浦佑介他…………..S314

2-7-20MotoneuronlntegratedStriatedMuscles(MISM)に対する経皮的電気刺激

名古屋大学手の外科加藤宗一他……….…．S314

2-7-21糖尿病絞掘性神経障害ラットに対するプロスタグランデインE1の効果

名古屋大学手の外科夏目唯弘他．.…………S315

2-7-22絞掘性神経障害に対するtriamcinolone局所注射の効果

～ラットChronicConstrictionlnjury(CCI)モデルを用いた検討～

千葉大学整形外科芝山昌貴他．.…………S315

2-7-23ラット坐骨神経損傷モデルに対するveinwrappingの効果と作用機序

千葉大学整形外科村上賢一他………..…S316

12:40～13:40ランチョンセミナー13

座長：砂川融（広島大学大学院保健学研究科）

2-7-LS13手外科医も知っておきたいロコモの知識

名戸ケ谷病院整形外科大江隆史 S317

14:00～14:45一般演題(口演）手根管症候群⑤

座長：内山茂晴（信州大学整形外科）

2-7-24当科における手根管開放術の臨床成績

旭川医科大学整形外科

2-7-25鏡視下手根管開放術の内視鏡挿入時の新しい試み

長野市民病院整形外科

入江徹他．……….…S318

小松雅俊他 S318
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2-7-26

2-7-27

2-7-28

1ポータル鏡視下手根管開放術は安全かつ有効な術式か？

笠岡第一病院手外科・上肢外科センター

鏡視下手根管解放術を安全に行うために

香川大学整形外科

USEシステムを用いた鏡視下手根管開放術の適応と限界

亀岡シミズ病院整形外科

兒玉 昌之 他 S319

加地良雄他“…………S319

大野克記他…………..S320

14:45～15:30一般演題(口演）手根管症候群⑦

座長：宮坂芳典（仙塩総合病院整形外科）

2-7-29血液透析患者に対する手根管開放術後のpillarpainの検討

大阪厚生年金病院整形外科田中啓之他．..…..……S320

2-7-30小皮切法による手根管症候群術後の創部周辺の瘻痛について

浜松労災病院河本正昭．..…..……S321

2-7-31手根管開放術後の手掌部痛一発生頻度と持続期間一

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…………..S321

2-7-32手根管症候群の腱滑膜におけるLOX-1の発現

熊本大学整形外科入江弘基他….…….…S322

2-7-33特発性手根管症候群にアミロイド沈着を認めた症例の臨床的特徴

産業医科大学整形外科大茂壽久他….….……S322

15:30～16:06一般演題(口演）手根管症候群③

座長：百瀬敏充（諏訪赤十字病院整形外科）

2-7-34手根管症候群重症例の一期的長掌筋腱移行術(Camitz法)の術後成績

松村総合病院整形外科田山信敬…..………S323

2-7-35重度手根管症候群に対する固有示指伸筋腱を用いた母指対立再建術

抱生会丸の内病院整形外科松木寛之他．….………S323

2-7-36母指球筋萎縮を伴う手根管症候群に対する同時母指対立再建術(Camitz法)の治療経験

香川大学整形外科今泉泰彦他．.....….....S324

2-7-37特発性手根管症候群に対する再手術の検討

高知大学整形外科谷脇祥通他….……….S324

16:16～17:01一般演題(口演)DRU｣②

座長：藤尾圭司（関西電力病院整形外科）

2-7-38Mmにおける尺骨短縮術前後のTFCCの形状変化の検討：

外傷性損傷例と変性損傷例での比較

慶應義塾大学整形外科山中芳亮他“…………S325

2-7-39尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術の月状三角骨靭帯への影響

名古屋大学手の外科岩月克之他….….……S325

2-7-40尺骨短縮術による遠位榛尺関節の変化と術後成績への影響

慶應義塾大学整形外科三戸一晃他．………….S326
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2-7-41

2-7-42

尺骨短縮術の合併症の検討：抜釘後の骨折

慶應義塾大学整形外科中村

前腕骨骨切り術に対する低出力超音波パルス(LIPUS)の治療効果

北海道大学整形外科 瓜田

－83－

俊康他 S326

淳 他 ……S327



第8会場

8:00～8:45一般演題(口演）腫瘍②

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）

2-8-l前腕良性軟部腫瘍に対する臨床成績

横浜市立大学整形外科

2-8-2上肢の有痛性軟部腫瘍

日本医科大学多摩永山病院整形外科

2-8-3手部に発生した脂肪腫における神経障害の検討

駿河台日本大学病院整形外科

2-8-4手の血管内乳頭状内皮増殖

日本医科大学多摩永山病院整形外科

2-8-5前腕悪性骨腫瘍の再建

佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科

上石貴之他…..………S328

北川泰之他……..……S328

大幸英至他”…………S329

北 川泰 之他 S329

富田善雅他 S330

8:45～9:21一般演題(口演）植皮・リンパ

座長：内田満（東京慈恵会医科大学形成外科）

2-8-6熱傷後嬢痕性合指に対する術式の工夫

仙台医療センター形成外科・手外科鳥谷部荘八他….…….…S330

2-8-7手および前腕の分層植皮術における頭皮の有用性

濁協医科大学形成外科福田憲翁他….……….S331

2-8-8インドシアニングリーン(ICG)リンパ管造影を用いた上肢リンパ浮腫評価

東京大学形成外科山本匠他…..………S331

2-8-9上肢リンパ浮腫に対するリンパ管細静脈吻合術

東京大学形成外科山本匠他”…………S332

9:31～10:07一般演題(口演）腕神経叢損傷①

座長：服部泰典（小郡第一総合病院整形外科）

2-8-10腕神経叢麻揮に対する肘屈曲再建術後の肘屈曲力定量分析による比較

小郡第一総合病院整形外科福田誠他

2-8-11腕神経叢損傷に対する横隔神経移行による肘屈曲再建術後の肺機能の検討

関 西 医 科 大 学滝井病院整形外科齋藤貴徳他

2-8-12DaVincirobotを用いたOberlin法による肘関節屈曲再建術

順天堂大学整形外科内藤聖人他

2-8-13上位型腕神経叢損傷における肘屈曲再建を目的とした部分尺骨神経移行術と

肋間神経移行術の比較

京 都 大 学 整 形 外 科 野 口 貴 志 他

－84－
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10:17～10:53一般演題(口演）先天異常①

座長：柳原泰（山王病院整形外科）

2-8-14母指多指症治療における関節造影の有用性

札幌医科大学整形外科射場浩介他

2-8-15母指多指症術後における温存母指の骨成長

弘前大学整形外科鈴木雅博他

2-8-16屈指症における近位指節間関節周囲形態の治療前後の変化

国立成育医療研究センター谷渕綾乃他

2-8-17Mih分類タイプ11,111握り母指症一疫学及び治療成績

名古屋第一赤十字病院整形外科洪淑貴他

14:00～14:27一般演題(口演）腕神経叢損傷②

座長：中±幸男（丸の内病院整形外科）

2-8-18腕神経叢損傷における神経移行を利用した肘・肩機能再建術の検討

だいいちリハビリテーション病院野口政隆他

2-8-19腕神経叢損傷全型麻痒における神経修復術による肩機能再建

小郡第一総合病院整形外科高木岳彦他

2-8-20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

14:37～15:22一般演題(口演）先天異常②

座長：福本恵三（埼玉手の外科研究所）

2-8-21先天性榛尺骨癒合症に対する手術治療

名古屋第一赤十字病院整形外科手の外科堀井恵美子他

2-8-22短母指外転筋移行による母指対立再建術

国立成育医療研究センター整形外科高山真一郎他

2-8-23合短指症の治療成績

札幌医科大学整形外科花香恵他

2-8-24先天性異常手における第1指間形成術

埼玉成恵会病院埼玉手外科研究所小久保健一他

2-8-25母指形成不全の手指機能評価におけるFunctionalDexterityTestの有用性

札幌医科大学医学部整形外科射場浩介他

S334

…………S335

…………..S335

S336

S336

…….…S337

S337

……S338

……S338

S339

S339

...S340

15:22～15:58一般演題(口演）先天異常③

座長：武石明精（市立四日市病院形成外科）

2-8-26VATER連合における僥側列異常とその治療について

国立成育医療研究センター病院整形外科中村千恵子他…………..S340

2-8-27横軸形成障害に対する遊離趾骨移植と指間分離による治療

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所福本恵三他…………..S341

2-8-28Metachondromatosisの経過に伴うX線像の変化

国立成育医療研究センター整形外科関敦仁他．.…………S341
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2-8-29絞掘輪症候群における中手骨低形成

山形大学整形外科佐竹寛史他．………….S342

16:08～16:44一般演題(口演）先天異常④

2-8-30

2-8-31

2-8-32

2-8~33

座長：松村一（東京医科大学形成外科）

当科における巨指症治療の検討

東京慈恵会医科大学形成外科西村礼司他…….....…S342

母指以外の小児弾発指におけるスプリント治療と非スプリント治療の成績比較

信州大学整形外科塩澤律他…..………S343

強剛母指の自然経過

千葉県こども病院柿崎潤他……..……S343

アイスキャンディースティックを用いた強剛母指に対する副子療法

佐藤病院手外科センター 白井久也他”…………S344
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第9会場

8:00～8:30ポスターロ演舟状骨

座長：藤岡宏幸（兵庫医療大学リハビリテーション学部）

2-9-EP-l舟状骨中央遠位偽関節に対する遊離骨移植術の治療成績

順天堂大学整形外科有冨健太郎他．……….…S345

2-9-EP-2舟状骨偽関節に対する治療方針と成績

岡山市立市民病院整形外科楢崎慎二他…….…….S345

2-9-EP-3舟状骨偽関節の治療成績一新鮮例との比較－

愛媛大学運動器学今井浩他．……….…S346

2-9-EP-4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

京都大学整形外科藤田俊史他．………….S346

2-9-EP-5舟状骨骨折遷延癒合・偽関節に対する手関節鏡手術

市立豊中病院整形外科山本浩司他…………"S347

8:40～9:10ポスター口演手根骨

座長：安部幸雄（済生会下関総合病院整形外科）

2-9-EP-6月状骨脱臼および周囲脱臼の治療成績

会津中央病院整形外科ｻﾂｷﾔｲｿﾗマン他…........…S347

2-9-EP-7豆状骨および豆状三角骨関節の障害に起因する手関節尺側部痛の臨床像

土浦協同病院整形外科石井宣一他….….……S348

2-9-EP-8僥骨手根関節の変形性関節症に対する月状有頭骨関節固定術の治療成績

埼玉医科大学総合医療センター整形外科加藤直樹他…………..S348

2-9-EP-9SNACwristに対してfOurcornerfUsionを行った4例

愛知厚生連海南病院整形外科遠藤浩二郎他…….….…S349

2-9-EP-10手関節鏡視により診断可能であったpredynamicscapholunateinstability

聖マリア病院整形外科吉田史郎他”…………S349

9:20～9:50ポスター口演肘部管症候群

座長：浅見昭彦（佐賀社会保険病院整形外科）

2-9-EP-11知覚・痛覚定量分析装置(PainVision｡による肘部管症候群に対する最小電流域値評価

鹿教湯病院整形外科村上博則他…..………S350

2-9-EP-12マルチモダリテイによるFusionimaging技術を使用した肘部管症候群の画像診断

駿河台日本大学病院整形外科豊泉泰洋他….……….S350

2-9-EP-13MRIで計測した肘部管症候群患者の尺骨神経断面積

信州大学整形外科寺山恭史他．…….……S351

2-9-EP-14局所麻酔による肘部管症候群手術の経験

筑波大学整形外科松本佑啓他….…….…S351

2-9-EP-15肘部管症候群重症例に対する示指外転機能再建術の治療経験-Neviaser法を用いて－

依田窪病院整形外科古作英実他…….….…S352
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10:00～10:30ポスター口演変形性関節症①

座長：西川真史（にしかわ整形外科手の外科クリニック）

2-9-EP-16母指CM関節形成術の予後予測に関節母指中手骨面の傾斜角と隣接MP関節の評価が

重要である

健康保険鳴門病院整形外科殿谷一朗他“…………S352

2-9-EP-17母指CM関節に対する新しい徒手検査法

手稲渓仁会病院整形外科察栄浩他”…………S353

2-9-EP-18母指CM関節症に対する木森変法の手術成績

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他…………..S353

2-9-EP-19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．…….……S354

2-9-EP-20母指CM関節形成術時におけるMP関節過伸展変形に対する仮固定の効果

福岡山王病院整形外科松永渉他….……….S354

10:30～11:06ポスター口演変形性関節症②

座長：貝田英二（医療法人伴帥会愛野記念病院整形外科）

2-9-EP-21ヘバーデン結節に対する関節固定術の短期成績

四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサージャリーセンター

桑原眞人他…………..S355

2-9-EP-22ヘバーデン結節に対するHeadlesscompressivescrewを用いた関節固定術

高知大学整形外科加藤友成他….……….S355

2-9-EP-23手指粘液嚢腫に対する最小侵襲手術法

国家公務員共済組合千早病院細川哲他．….………S356

2-9-EP-24高度なBouchard結節に対する表面置換型人工関節置換術の治療成績

広島共立病院整形外科市川誠他…..………S356

2-9-EP-25変形性PIP関節症に対する掌側アプローチによる人工指関節置換術の治療経験

山口大学大学院医学系研究科整形外科橋本貴弘他．….………S357

2-9-EP-26STT関節症に対する舟状骨遠位部分切除術の治療経験

和歌山県立医科大学整形外科山中学他．.…………S357

11:11～11:53ポスター口演手根管症候群

座長：尼子雅敏（防衛医科大学校整形外科）

2-9-EP-27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

群馬大学整形外科田鹿毅他

2-9-EP-28手根管症候群の術後満足度に影響する要因について

公立置賜総合病院渡邉忠良他

2-9-EP-29手根管症候群における患者立脚型評価と客観的評価の検討

千葉市立青葉病院整形外科山田俊之他

2-9-EP-30重度手根管症候群に対するCamitz変法に対する一考察

昭和大学整形外科池田純他
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2-9-EP-31腱反射を定量評価しての手管根症候群の重症度の評価

協立病院整形外科澁谷亮一他

2-9-EP-32Martin-Gruber吻合を伴う重度手根管症候群の神経伝導検査所見

～第2虫様筋複合筋活動電位の術後経時的変化の分析から～

米沢市立病院整形外科長谷川和重他

2-9-EP-33他医での手根管開放術後に再手術を行った症例の検討

金沢医療セン ター整形外科池田和夫他

S360

S360

S361

14:00～14:42ポスター口演先天異常・腫瘍

座長：長谷川健二郎（岡山大学形成外科）

2-9-EP-34先天性僥側列形成不全に対するcarpalulnarization-術後5年での臨床成績－

弘前大学整形外科湯川昌広他…….….…S361

2-9-EP-35手根骨中央化手術を要した僥側列欠損の3症例

京都大学整形外科太田壮一他…………"S362

2-9-EP-36上肢に発生したDysplasiaepiphysialishemimelica(Trevordisease)の治療経験

関西労災病院整形外科川口杏夢他．……..…"S362

2-9-EP-37骨変化を伴った手指腱鞘巨細胞腫の画像および臨床所見

横浜市立大学整形外科堀武生他．………….S363

2-9-EP-38手指・手関節腱鞘巨細胞腫の検討

聖マリアンナ医科大学整形外科吉田典之他”…………S363

2-9-EP-39左手正中神経から指神経にかけて発生した極めて稀な蔓状神経鞘腫の1例

藤崎病院宮城光晴他．………….S364

2-9-EP-40病的骨折を伴った手指内軟骨腫の治療

南和歌山医療センター整形外科辻本修平他“…………S364

14:52～15:22ポスター口演キーンベック・その他

座長：安田匡孝（大阪府済生会中津病院整形外科）

2-9-EP-41中年以降の進行期キーンベック病に対する，

ロッキングプレートを用いた僥骨模状骨切り術の治療成績

島根大学整形外科山本宗一郎他………..…S365

2-9-EP-42Kienbock病に対する有頭骨部分短縮骨切り術の成績

大阪労災病院整形外科矢野公一他…………"S365

2-9-EP-43Kienb6ck病に対する僥骨短縮術と有頭骨短縮術の治療成績

豊橋市民病院整形外科申正樹他…………..S366

2-9-EP-44Ulnotriquetralligamentsplittearを伴ったTFCC損傷の2例

昭和大学附属豊洲病院整形外科富田一誠他．j…………S366

2-9-EP-45僥骨頭骨折に合併したTFCC損傷(Essex-Loprestilikelesion)

慶應義塾大学整形外科鎌田雄策他……..……S367
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15:32～15:56ボスター口演拘縮

座長：大久保康一（藤崎病院整形外科）

2-9-EP-46母指MP関節可動域における左右差の検討

佐倉整形外科病院整形外科中里順子他．.…………S367

2-9-EP-47基節骨骨折・伸筋腱損傷術後の拘縮に対する有茎筋膜弁を用いた伸筋腱剥離術の経験

きっこう会多根総合病院整形外科須賀久司他．…….……S368

2-9-EP-48外傷後の高度PIP関節屈曲拘縮に対してdigito-lateralaapを併用した観血的授動術の術後成績

平塚共済病院整形外科手の外科センター勝村哲他….…….…S368

2-9-EP-49手指PIP関節拘縮・強直に対するDynamicDistractionApparatusを用いた治療

大阪厚生年金病院整形外科野口亮介他….…….…S369

16:06～16:42ポスター口演指外傷

座長：北山吉明（北山クリニック）

2-9-EP-50右第3,4中手骨骨頭部の骨折後に生じたlockingfingerの一例

藤崎病院整形外科中井生男他…….…….S369

2-9-EP-51第5中手骨基部骨折の治療成績

行岡病院整形外科久保伸之他“…………S370

2-9-EP-52手指指節骨骨折に対するTwo-DIOWの治療経験

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター山本研他”…………S370

2-9-EP-53陳旧性PIP掌側板損傷による白鳥頚変形に対する治療経験

丹後中央病院整形外科山川知之他”…………S371

2-9-EP-54スポーツクライマーに発生した中節骨骨端損傷

千葉市立青葉病院整形外科六角智之他…….…….S371

2-9-EP-55徒手整復不能であったPIP関節掌側回旋脱臼の症例報告およびシステマティックレビュー

済生会川口総合病院整形外科菅田祐美他…………"S372
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第10会場

8:00～8:42ポスターロ演榛骨遠位端①

座長：南野光彦（日本医科大学武蔵小杉病院整形外科）

2-10-EP-1榛骨遠位端骨折における利き手・非利き手別術後成績の比較検討

広島大学整形外科中林昭裕他．.…………S373

2-10-EP-2榛骨遠位端骨折AO分類A2およびA3に対する掌側ロッキングプレートと髄内釘の比較検討

磐田市立総合病院整形外科森本祥隆他…………"S373

2-10-EP-3高齢者榛骨遠位端粉砕骨折に対する術中創外固定を用いた掌側ロッキングプレート固定の

有用性

星ケ丘厚生年金病院整形外科蒲生和重他…………..S374

2-10-EP-4僥骨遠位端骨折に対するSynthes2.4mmVariableAngleLCPの使用経験

新潟労災病院整形外科善財慶治他……..……S374

2-10-EP-5僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートーHeartyPlateの治療成績－

倉持病院整形外科亀井秀造他……..……S375

2-10-EP-6不安定型僥骨遠位端骨折に対するScrewに振れ幅を持つ掌側

lockingplate(VA-LCP)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．..….…….S375

2-10-EP-7PolyaxialLockingPlate:VA-TCPを用いた榛骨遠位端骨折の治療成績

昭和大学整形外科前田利雄他….…….…S376

8:52～9:22ポスターロ演榛骨遠位端②

座長：今谷潤也（岡山済生会総合病院整形外科）

2-10-EP-8遠位僥尺関節障害と榛尺骨遠位端骨折に対するDarrach法の治療成績

鶴岡市立荘内病院整形外科後藤真一他．.…………S376

2-10-EP-9僥骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位部骨折に内固定は必要か？

帝京大学外傷センター黒住健人他“…………S377

2-10-EP-10僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療一移植骨としての尺骨切除術一

厚生連広島総合病院整形外科高田治彦他…………..S377

2-10-EP-11榛骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位端骨折の治療成績～LockingPlateを用いて～

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージェリーセンター
森実圭他……….…．S378

2-10-EP-12高齢女性における僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端単純関節外骨折に対する髄内釘法

昭和大学整形外科筒井完明他…………"S378

9:32～10:02ポスター口演榛骨遠位端③

座長：池田全良（東海大学大磯病院整形外科）

2-10-EP-13僥骨遠位端骨折に対する術前CTでの計測の有効性

豊後大野市民病院整形外科二宮直俊他”…………S379

2-10-EP-14僥骨遠位端骨折に対するMIPO法術後の長母指屈筋と掌側ロッキングプレート間の軟部組

織の厚みに関する超音波検査を用いた調査

大阪府立急性期総合医療センター整形外科藤原達司他……….….S379
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2-10-EP-15僥骨遠位端関節内骨折掌側ロッキングプレート固定術後に撮影したCTの検討

一骨とimplantの関係一

神戸赤十字病院整形外科長谷川康裕他…..………S380

2-10-EP-16僥骨遠位端骨折に対するPolyaxiallockingplateの臨床課題と解決案

一トルクレンチ使用の有用性－

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他….….……S380

2-10-EP-17僥骨遠位端骨折一ロッキングプレート用ブロックガイドの有用性一

手稲渓仁会病院整形外科佐々木勲他…………"S381

10:12～10:36ポスター口演檮骨遠位端④

座長：関谷勇人（愛知県厚生連海南病院整形外科）

2-10-EP-18Micronail髄内釘刺入時における僥骨神経浅枝障害の回避のための工夫

佐久総合病院整形外科若杉琢磨他…………"S381

2-10-EP-19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“…………S382

2-10-EP-20遠位骨片の非薄化した僥骨遠位端骨折の偽関節および遷延癒合症例に対するPinFix固定

名古屋大学手の外科栗本秀他…………..S382

2-10-EP-21掌側ロッキングプレーによる治療で発生した僥骨遠位端骨折遷延治癒・偽関節

済生会横浜市東部病院整形外科山中一良他．…….……S383

10:46～11:10ポスター口演榛骨遠位端⑤

座長：野口政隆（だいいちリハビリテーション病院）

2-10-EP-22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香川亮介他

2-10-EP-23Flexibledoublepinning(Desmanet法)による小児僥骨遠位骨折の治療

濁協医科大学越谷病院整形外科佐野和史他

2-10-EP-24多発外傷を合併した僥骨遠位端骨折の治療成績

東海 大 学 整 形 外 科 小 林 由 香 他

2-10-EP-25前腕Gustilotypelll開放骨折後に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

.……..S383

………….S384

……..S384

….………S385

11:20～11:44ポスター口演骨・基礎

座長：小泉雅裕（新潟県立中央病院整形外科）

2-10-EP-26指MP関節の機能的可動域測定一第3報ADL別の指可動域pattern-

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．….………S385

2-10-EP-27中手骨頚部骨折に対するAcutrakマイクロスクリュウの応用：人工骨を用いた回旋強度計測

札幌第一病院整形外科青木光広他…..………S386

2-10-EP-28強度実験によるAcutrakminiscrewの力学的特性の検討

明倫会宮地病院整形外科大迎知宏他“…………S386

2-10-EP-29我々 が開発した創外固定器PinFix

名古屋大学手の外科新井哲也他．…….……S387
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14:00～14:42ポスター口演炎症

座長：小林明正（相模台病院整形外科）

2-10-EP-30手関節部慢性屈筋腱腱鞘炎の病因学的検討

濁協医科大学整形外科山本格他…….…….S387

2-10-EP-31化膿性腱鞘炎に対するセイラムサンプチユーブを用いた閉鎖性持続洗浄療法の経験

公立陶生病院整形外科小栗雄介他“…………S388

2-10-EP-32非結核性抗酸菌による手指感染症の治療経験

十善会病院整形外科辻本律……….….S388

2-10-EP-33感染を合併した外傷性上肢皮層欠損例の治療経験

広島大学整形外科鈴木修身他…….…….S389

2-10-EP-34手根管部におけるtriggerwristの治療経験

国立印刷局東京病院整形外科志村治彦他．…….……S389

2-10-EP-35ばね指を合併したDupuytren拘縮例

西宮協立脳神経外科病院整形外科阿部宗樹他………..…S390

2-10-EP-36一般住民における手指屈筋腱腱鞘炎の疫学調査

群馬大学整形外科金子哲也他．.…………S390

14:52～15:16ポスター口演肘その他

座長：田中英城（新潟県立吉田病院整形外科）

2-10-EP-37生体内吸収性プレートを用いた上肢骨折の治療

草加市立病院整形外科多嶋佳孝他．…….……S391

2-10-EP-38Mayocliniccongruentelbowplatesystemを用いた上腕骨遠位端骨折の治療成績

平塚共済病院整形外科・手外科センター瀧上秀威他．….………S391

2-10-EP-39尺骨肘頭骨折に対する手術治療について

香川大学整形外科中村修他………..…S392

2-10-EP-40手足仮骨延長法の検討

濁協医科大学整形外科高井盛光他．.…………S392
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The55thAnnualMeetingof

theJapaneseSocietyhrSurgery㎡theHand

Rooml

8:00~9:20PanelDiscussionl:MyPhnosophyhriheYoungHandSur"on
Moderamrs:TakaeYOSHIZIJ

ShintaroTnCHIBANA

1-1-P1-1HandSulgeryinNaraDevelopedifomllleExperienceofHandandDigitReplantation
SusumuTAMAI

1-1-P1-2RiskandSafetyManagementsofDiagnosisandTreatmentofHandDisorder
YbShikmulKUTA

1-1-P1-3EtiologyofmenbOCkDisease,APersonalView
RyogoNAKAMURA

1-1-P1-4ThePomtoftheHandSuIgerywhichlIdLiketolnformYOu
AkioMINAMI

1-1-P1-5PoUcywhichlWanttoTbutoYbungHandSulgeon
MuneakiABE

1-1-P1-6Micro-HandSurgery
YOshi随ⅦMANO

１
２
３
４
５
６

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

9:30~10:301nvindleturel

Moderamr:KoiChiNEMOIU

1-1-IL1MinimallyhvasiveSurgeryinDistalRadiusR･actures:R･omBenchmBedside
AlvinCYCHEN S7●●●●●●

10:30~12:00Wmposiuml:EstabnshedHandSpecialtiesSysmm㎡JSSH
Moderamrs:MoroeBEPPU

AkioMINAMI

1-1-S1-1QHSJSSH:HowtobeAutllolizedbyMHLW
′rakaShiSASAm……S8

1-1-S1-20rganizationofJSSHQuamedHandSurgeon
KazuteruDOI……S9

1-1-S1-3HandSurgeryinOrtllopaedics
NayukiOCHIAI……S10

1-1-S1-4ABoardofHandSurgerymrPlasticSurgeons
MinoruSHIBArA……S11

1-1-S1-5CurriculumfOrtheAddedQualincationofHand
MasaharuMAKINO……S12

1-1-S1-6PresentStatusandProblemsmBoardExan血aiionofJaPaneseSocietyhrSurgeryoftileHand
HiroyukiKATD〃αﾉ．……S13

SpecialCommentator RyogoAKAMURA

SpecialCommentator RobertM.SZABO

12:10~13:10LuncheonSeminarl

Moderamr:KazuhruDOI

1-1-LS1JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSurgery
MasaharuMAKINO ……S14
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13:20~14:50RoundThbleDiscussion:TheDistalRadinnsRacture

Modera加r:JaiyoungRYU
Panelist:

JesseB.JUPWIER

JoIgeL・ORBM
AIvinCYCHEN

MoroeBEPPU

14:50~15:501nvihdlacture2

Modexamr:HiroshimlMA

1-1-II2CompHcationsFbllowingVblarPlateFixationofDistalRadiusR･acmres
JesseBernardJUPITER S15●●●●●●

15:50~17:50Symposium2:nleMeritsandDemeri崎㎡曲elpckingPlamoftheDistal
RadiusRacture

Moderamrs:FuminoriKANAYA

nikaruTASWIMA

1-1-S2-1'I11e$WatershedLine'Revisited

JunyalMATANIe"ﾉ．……S16

1-1-S2-2DamageoflheVblarLoc随ngPlateMechanism､IDckingScrewisReallyTighten？
′IbuyoshiOTA〃α1……S17

1-1-S2-31ntraFarticularScrewPenetrationduringPahnarLockingPlateFYxationfOrDistalRadius
Fifactures

KOjiMORIⅧ〃αﾉ．……S18

1-1-S2-4VblarLockingPlateFixationfbrDistalRadiusRacmresinElderlyPatientsSeventyfveand
Over-inComparisonwithtlleChnicalResultsofConservativeTreatment

NalihitoKODAMAe"1……S19

1-1-S2-5NewStrategymrDistalRadiusR･actures弓AdvantagesandDisadvantagesCausedby
PolyaxiallDckingHat

nikichiKMSAm〃α1……S20

1-1-S2-6mtrasonographicSmdyoflnjuriesofthemexorPomcisTbndonafterVblarlDckingPlate
FYxationmrR･acmresoftheDistalRadius

MakotoKAMEYAMAeｫ“……S21

1-1-S2-7mexor'1℃ndonlniuriesafterVblarlDckingHatingofDistalRadiusR･actures
KolZUMIYAMA〃αム……S22

Room2

8:00~9:001nvmdIecmre3

Modexamr:HirWukiKAIU

1-2-IL3CurrentStatusofTreatingScaphoidNonunionintheUnitedStates
KevinC・CHUNG S23

9:00~10:40PanelDiscussion2:Heatment㎡tlleScaphoidNonunion
Moderamrs:TbruSUNAGMA

KenichiKAZUKI

1-2-P2-1AnalysisofScaphoidNon-unionby3-DimentionalComputed'Ibmography
Kazl'hikoMflSUSHnA〃αム……S24

1-2-P2-2TreatmentofScaphoidNonunionwithaTrephmemacBoneGrafting
KatsuroFURUMACHI〃αム……S25

1-2-P2-3TbchnicalPomtsfOrtheVascularizedBoneGraft

MasaharuMAKINO……S26

1-2-P2-4TreatmentfOrProximalThirdNonunionoftheScaphoid
JuichiTANAKAem1……S27
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TheAyailabilityofArthroscopiclHacBoneGraftfOrScaphoidNonunion
Naoto'ISUBOK州〃αl……S28

Mid-termOutcomeofDistalScaphoidResectionArthroplastyfOrSymptomaticScaphoid
Nonunion

'Ibsh加腫ISHIKOemム……S29

RepeatScrewStabilizationafteraFailedHerbertScrewFixationhrAcuteScaphoid
R･acmresandNonunions

GorolNOUE……S30

５
６
２
２
Ｐ
Ｐ
２
２『

１
１

1-2-P2-7

12:10～13:10LuncheonSeminar2

1-2-LS2

Moderamr:胸鰭unoxiINAGAK1

YOjiMIKAMI S31

13:50～14:501nvimdleture4

Modera加r:K"nnruDOI

1-2-IL4TYleMicrosuIgicalReconstructiveLaddermrHandSurgery
IawrenceScottLEVIN S32

14:50~16:40PanelDiscussion3:AppncationoftheMicrosur"ryhrtheHandSurgery
Moderamrs:RyosukeKAKmOm

KatsumiTANAKA

1-2-P3-1PulposeandAppHcationofIIMicrosulgeryofHandSurgeon''
KaoruTADAet肌……S33

1-2-P3-2PerfOratormapshrReconstructionofHand
IsaoKOUSHIMA〃αl.……S34

1-2-P3-3MyPrinciplefOrNailReconstruction
YiliChiHIRASF……S35

1-2-P3-4ReconstructionoftheSoftTissueDetctsaroundtheFingertipUsmgVariousmaps
HirohisaKUSUHARAcM1……S36

1-2-P3-5TreatmentfOrDupuytrenIsContrac伽･eUsmgDorsalDigitalPermratormaps.Doesit
PreventRecurrenceoflheDisease？

RyosukeKAKINOmet"J.……S37

1-2-P3-6ReconstructionofllleTissueDetctsofUpperxtrentieswitilR･eeandPedicledFlap
KatsumiTANAKA師飢……S38

1-2-P3-7Anteroalateral'IYlighmapTransferfOrtheReconstructionofSoftTissueDefectintheUpper
xtremity

'IbruSUNAG州師飢……S39

1-2-P3-8WristArthrodesisandArthroplastyUsingFreeVasculalizedFibularGrafting
HiroshiYAJIMA〃αﾉ．……S40

16:50~17:501nvimdlecture5

Moderamr:HidehikoKMABAⅡ独

1-2-IL51nMyHands:Expe㎡encewitilCollagenaseFasciotomyForDupuytren'sContracmre
LawrenceC.HURSI,….． S41
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1-3-P42 Ultrasoundlmagingofmexor'I℃ndonsintheHandandWrist:ItsAbilityandAppUcabintyin
theManagementof'IbndonlIjury

YUkoNAKASHIMA〃αﾉ．……S45

EvaluationoftileDupuytrenIsCordwithColorDopplermtrasound
KosukeUEHARAemﾉ．……S46

TheElastgraphyofMedialNervemrtheAgeGroups
'IbshikazuTANAKAeｵα肌……S47

UltrasonographyfOrtheDiagnosisofCarpalTunnelSyndrome:MoreAccurateandHandier
Method

KenichiNAKAMICHI〃αﾉ．……S48

UsefuhessofPowerDopplermtrasonographicExaminationofSoftTissueTumorinthe
HandandFbrearm

NaokiUEDAe＃α1……S49

CurrentStamsofmtrasonographicDiagnosisintheFieldofHandSuIgeryatthePractitional
KeiichirolMAMURAeｵα1……S50

蝿
“
燗

Ｐ
Ｐ
Ｐ

３
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１
１
１

一

一

一

1-3-P46

1-3-P4-7

9:40~10:25DRIml

Moderamr:KaznnkiSklD

1-3-1AnatomicalStabnizationoftheProximalUInarStampafterSauve-KapandjiProcedure
JunichiMIYAI田〃α1……S51

1-3-2Sauve-KapandjiProcedurewithPreservationoftheTissuesaroundDistalmnarfOrDRUJ
Arthritis

′IhkahikoDOGO……S51

1-3-30steoarthritisintheDistalRadiouharJointFbllowingUnstableDistalRadiusRactures
RyotaroFUJrrANIe”l……S52

1-3-4ClinicalOutcomesofSauve-Kapan"ProceduremrtheTI･eatmentofDistalRadiouharJoint
DysfUnctionandFactorsAftc伽gtheOutcomes

KinyaNISHIDA〃αム……S52

1-3-5SuIgicalTreatmentfOrLimitedRotationoftheForearminMultipleCartilaginousExostoses
MasatoshiFUKUOKA"αム……S53

13:20~14:00JSSHCommit"eReport:FunctionAssessment……S395~S399

Moderamr:KoichiNEMOIU

14:30~15:30Traveling腱Ⅱow
Moderamr:HirWasulKEGAMI

15:30~16:24Thnmorl

Moderamr:KoichiroIHARA

1-3-6AdvantagesoflntraPcapsularMicro-enucleationofSchwannomaArisinghomtheUpper
xtremity

KeiichiMURAMflSU〃αム……S53

1-3-7ChnicalFeaturesandTherapeuticResultsofNeu㎡nomaatUpperxtrenity
Katsumi'IMASE"αム……S54

1-3-8DiagnosticmtrasoundhrSoftTissueTumorsintheHandandForearm

HideyukiMURANNAKA師飢……S54

1-3-9ChnicalSmdyofPacinianHypemlasiaintheHand
YilkiBESSHO〃α/.……S55

1-3-10CHnicalFYndingsoftheGlomusTumor
YUsukeKMNOe〃1……S55

1-3-11AnalysisofDiagnosisandSuIgicalTreatmentfOrGlomusTumor
YasushiNAKAO……S56
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Room4

8:00~9:03DismlRadinnsFrachnre-CT

Moderamr:MBznnhiroSAKAI

1-4-1AssociationofBoneMineralDencitywitillengtiloftheDistalRadiusmConesIR･acture
′IbppeiMURAIgtaJ.……S57

1-4-2ArticularStep-offofDistalRadiusFi･acmresEvaluatedbyComputed'Ibmography
KatsuhisaTANABEe加瓜……S57

1-4-33D-CTAnalysisoflntraParticularR･actureofDR町
YasuakiAKANISHIe"1……S58

1-4-4'I11eHeightofVblarRimoftheDistalRadiusattheT℃ndonArea
HirotakaSHIMIZU〃αﾉ．……S58

1-4-5FXan血ationofthePositionoftheF1exorPomcislDngusTbndonbyMultidetectorCr
HidenoriKONDOe＃αﾉ．……S59

1-4-6Double-tieredSubchondralSupportProcedurefbrtheTreatmentofDistalRadiusFi･actures
withFixedAngleLockingPlateEvaluatedbyComputedTbmography

HidekilSHIIe"1……S59

1-4-7htIBFarticularR･agmentinDistalRadialFi･acmres-ARetrospectiveSmdywililComputed
'Ibmography

MasatoOKAZAm〃αム……S60

9:03~9:39DismlRadiusRacture-Rehabilimtion

Moderamr:TakeruARAI

1-4-8ComparsionbetweenDart'IY1rower'sMotionandFunctionalRadiographyoftheWristafter
DistalRadiusFractures

YbshihiroDOHIem1……S60

1-4-9ComparsionbetweenDart'IYlrowerIsMotionandADLafterDistalRadiusFi･actures
KenjiKASUBUCHIg畑I．……S61

1-4-10RehabintationafterOperationfbrDistalRadiusRactures
AkiraMARUISHIe畑1……S61

1-4-11'IYlePostoperativeHandTherapyfOrDistalRadiusRFac伽･es.AnalysisofVarianceCasesat6
WeeksafterOsosynthesis

SatoruKflSURAemﾉ．……S62

9:39~10:15DimlRadinnsmature-ROM

Moderamr:AkinoriAKAI

1-4-12TheAnalysishrtheFactorswhichlnnuencedtheClinicalOutcomeaftertheOperationfOr
DistalRadillsFi･ac加re

Kaz''hikoFURUI八〃αム……S62

1-4-13FactorsAssociatedwitllRestrictionofFingermexionFbUowingDistalRadiusR･acture
′IEkashiODAe"J.……S63

1-4-14RelationshipbetweenROMandCarpalAhgnmentafterVblarLoCkingPlatingfOrDistal
RadiusR･acmres:ComparisonofDominantDirectionsofWristJoint

AtsushiOKAZAm〃α1……S63

1-4-15RadiologicalCoronalWiistMotionafterOperativeTreatmentofDistalRadiusR･acmres
KohjiKURIYAMAe”ム……S64

10:25~11:01DistalRadiusRactureArUnroscomr
Modenamr:ShoheiOMOK"

1-4161ndicationofAr廿Ⅲ．oscopicReductionandhternalFixationhrhtraarticularR･actureofthe
DistalRadius

SotetsuSAKAMO'I℃”αJ、……S64

1-4-17AComparativeSmdyofmuoroscopicVersusArthroscopicReductionoflntraFarticularDistal
RadialFracmresTreatedwithVblarlpckingPlateFixation

HiroshiMMAZAm……S65
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1-4-18

1-4-19

TheAnalysisofFracturePatternofhtraar廿cularDistalRadillsR･acmre
YasuhiroTUMINAGA〃αl……S65

htraFarticularSoftTissuelniuriesAssociatedwithDistalRadiusRactures,orPredictable
h･omRoentgenogram？

ThkeshiOG州〃α1……S66

11:01～11:37DimlRadiusnacture-Mallnnion

Modenamr:MaSahiroTATFRF

1-4-20ACHmcalResultmrMalunitedDistalRadiuswithOpenWedgeOsteotomywithoutanyBone
Graft

HirotsuneHIRAHARAcMJ.……S66

1-4-21'IY1eEvaluationofCorrectiveOsteotomymrMalumtedDistalRadiusmacmres
SeliOKAMO'I℃e加肌……S67

1-4-22CnnicalResultsofCorrectiveOsteotomymrDistalRadiusMalunions
SatoshiHASFGM""……S67

1-4-23CorrectioOsteotomymrDistalRadiusDefOrnty
KatsuroFURUMACHI"α1……S68

12:10~13:10LuncheonSeminan･3

Moderamr:HimShiHIRATA

1-4-LS3TheProblemsmtileTreatmentsofDistalRadiusRFactures

rnleTreatments'IhkentheChicalPracticeGuidenneintoConsiderationF

Naoto'ISUBOKM ……S69

13:20~13:56CaxPalT1mmelSyndromel
Modera加r:ShujiOKINAGA

1-424FactorsAftctingaFunctionalStatusScaleintheCISHSSH
AkihiroSATO""1……S70

1-4-25MomholgyofMedianNerveinPatientswithCarpalTunnelSyndrome
ShinobuSArrOeｫαム……S70

1-4-26DiagnosticUtilityofmtrasonographyandCorrelationbetweenSonographiclmagingand
ClinicalFYndinginPatientswithCarpalTunnelSyndrome

′IbuyoshiTAJIKA〃αﾉ．……S71

1-4-27TransverseSlidingoftheMedianNerveattheWrist:UsEvaluation

RyusukeOSADA〃α1……S71

13:56~14:41CarpalTunnelSyndrome2
Modexamr:IchiroOKIJTSU

1-4-28PartialResectionofTransverseCarpalTunnelLigamentinCarpalTunnelReleaseSulgery:
3DCrObservation

YuichiHIRASE〃αI．……S72

1-429mtrasoundAssessmentoftheDisplacementoftheMedianNerveintheCarpalTunnelat
ValiousWristPositionswithActiveFYngerMotion

MitsuhikoNANNO〃α1……S72

1-4-30DignosisofCalpalTunnelSyndromeUsingDiffUsionWeightedMm-SensitivitymMnd
Cases

ShujiOmNAGAgml……S73

1-4-31ComparativeAnalysisof3TMmandNerveConductionStudymCarpalTunnelSyndrome
MikinorilKEDAe＃α1……S73

1-4-32TheEffectofOpenCarpalTunnelReleasebyUseoflntraoperativeNerveConductionS加dy
MitsuhiroOKADA"α1……S74

14:56~15:41CarpalT1mmelSyndrome3
Moderamr:Yasuno㎡TANIGUCHI

1-4-33TheRelationbetweentheSevirityandSensoryDisturbancefOrCarpalTunnelSyndrome
HidehikoNONOMURAeｵαl……S74
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1-4-34

1-435

1-436

1-437

ElectrophysiologicalEvaluationofCarpalTunnelSyndromeinLongtermHaemodialysis
IqrokoNOGUCHIet"……S75

SuIgicalTreatmemoftheCarPalTunnelSyndromeCorrelatedwithPreopeartiveNerve
ConductionStudies

'IbmoolNUKAI鉱飢……S75

Fbnow-upStudyofElectrophysiologicallmprovementandChicalRecoveriesinCarpal
TunnelSyndromeatOneYeara丘erCarpalTunnelReleasewithMmmumSkinlncision

'1bkakoKANAflANIet"l.……S76

ElectrophysiologicalAssessmentofCarpalTunnelRelease
'IbmokazuSMDA〃α1……S76

15:41~16:17CarpalT1mmelSyndrome4
Moderamr:YasmnasaNISHIURA

1-4-38RelationshipbetweenAgeandAbductorPomcisBrevisMusclePowerRecoveryin
EndoscopicSurgeryofSevereldiopathicCarpalTunnelSyndromePatients

ndKiHAMANAKA〃α肌……

1-439RelationshipofTriggerDigitsafterCarpalTunnelRelease
KoichiHORIUCHIeｵﾛL……

1-4-40PostoperativeCHnicalCourseoftheNon-operatedContralateralHandafterUmlateral
SuIgeryfOrBilateralCarpalTunnelSyndrome

HidetoShiKABURAGI〃αl……

1-4-41DeinmgCarpalTunnelSyndromeAssociatedwithUndedyingKienbockIsDisease:
2ndReport

MasanoriHAYASRI〃αj、……

S77

S77

S78

S78

16:27~17:12CarpalTtmnelSyndrome5
ModexatDr:Ⅱ泡kashiMASAflUMI

1-4-42ComphcationsofEndoscopicandOpenCarpalTunnelRelease
YasunoriTANIGUCHI〃αJ.……S79

1-4-43CompalisonofEndoscopicandOpenCarpalTunnelReleasemrCarpalTunnelSyndrome
YilichiroARAKMe畑l……S79

1-4-44ClinicalOutcomeshrthe'IbnosynovectomyofmexorT℃ndonsandEndoscopicCarpal
TunnelReleaseinPatientswithldiopatllicCarpalTunnelSyndromeUsmgtheDashScore

'Ibshiyuki'ISURUTA〃α1……S80

1-445TreatmentfOrldiopatllicandSecondaryCarpalTunnelSyndrome
MichiroYAMAMO'I℃〃αJ.……S80

1-4-46HandTherapyandChangeofthemngerMotorFunctionaftertheFingermexor'I℃ndon
SynovectomyintheHemodialysisPatient

YilkiyasuNAKMMA〃α&……S81

RooIn5

8:00~8:45C正山italTunnelSyndromel
Modexamr:mroshiTADA

1-5-1ResponsivenessoftheHandlOandtheDisabimesoftheArm,ShoulderandHand
QuestionnaireafterSurgeryfOrCubitalTunnelSyndrome

ShigeruKURIMOT℃”αI．……S82

1-52TheUse血hessoftheOptionalModulesinDashmrCHnicalEvaluationofCubitalTunnel
arndrome

YOshiakiWAKARMSHIgｵα1……S82

1-5-3ShoulderlnternalRotationElbowmexionT℃stintheDiagnosisofCubitalTunnelSyndorme
Patients

KensukeOCHI〃αﾉ．……S83
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１

[nnarNerveStrainattheElbowofCubitalTunnelSyndromePatients
KensukeOCHIe＃α1……S83

TheStageandPrognosisoftheCubitalTunnelSymdromeAssessedbyElectrophysiologic
Smdy

MichihitoMIMGIet"1……S84

8:45~9:39CubitalTunnelSyndrome2
Modexamr:YUjiUCHIO

1-56EfncacyofMmandmtrasonographyinDetec伽gMedialElbowGanglioninPatientswith
CubitalTunnelSyndrome

MasatoshiKOMAflSUeｵα1……S84

1-5-7EvaluationofmnarNerveBloodFlowandCHnicalResultsafterAnteriorTranslocationin

CubitalTunnelSyndrome
KoichiNAKAMURA〃α1……S85

1-58PeriodicEvaluationofSensoryRecoveryinPatientswithCubitalTunnelSyndromeTreated
byAnteliorTranspositionofthelnnarNerve

YbshikazulDO〃α1……S85

1-590utcomeofAnteriorSubcutaneousNerveTranstrfbrCubitalTunnelSyndrome
JunmU〃αl……S86

1-510SubcutaneousTranspositionofmnarNervewitilArthroscopicDebridementArthroplastymr
CubitalTunnelSyndromewithReducedRangeofMotion

YOshiyukiOHNOet"1……S86

1-511AnteriorTranspositionofmnarNervefOrCubitalTunnelSyndrome-mtrasonicAnalysis
'IhizoKONISHIIKF……S87

9:39~10:33CubitalTmmelSyndrome3
Moderamr:OsamulSHIDA

1-512KineticAnalysisoftheInnarNerveintheCubitalTunnelUsmgUltrasonography
KenichiNAKANO〃α1……S87

1-513EndoscopicallyeassistedljntedmnarNerveReleaseSurgeryDeternnedbymnarNerve
AssessmentUsingtheUseSysteminCubitalTunnelSyndromePatients

AyaYOSHIDA〃α1……S88

1-5-14CubitalTunnelSyndromeCausedbyDislocationofMedialHeadoftheTIicepsandtilemnar
Nerve

YasunoriTANIGUCHI〃α&……S88

1-515TheResultsofSmallSkinlncisiveOperationfOrCubitalTunnelSyndromewithumted
RangeofMotioninElbowJoint

'Ibshiyuki'ISURUTAemﾉ．……S89

1-5-16RevisionfOrRecurrenceofCubitalTunnelSyndrome
AmikolNOUE〃α1……S89

1-517ReconstructionofHnchFunctionby'1℃ndonTranstrmrSevereCubitalTunnel
Syndrome-compalisonwithNerveDecompressionGroup

YasushiMORIS州〃α1……S90

12:10~13:10LuncheonSeminar4

1-5LS4

Moderamr:IsaoKOSHIMA

NoritakalSOGAI ..…S91

13:20~14:140A.1

Moderamr:KoichiKUSUNOSE

1-518ResectionofInnarSHpofFas'1bndonfOrPIPOsteoarthrosis
YilichiHIRASE〃αl……S92

1-5-19TheEpidenologicalExaminationabouttheDevelopmentofFYngerOsteoarthritis
′rakayukiNEMO'ID〃αム……S92
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1-520

1-5-21

1-5-22

1-5-23

LongetermOutcomesofPyrolyticCarbonArthroplastyfOrtheProxhnalhtelphalangealJomt
ShimpeiONOe加肌……S93

TrapeziometacaIpalArthrodesisUsingLockingPlatefOrOsteoarthritis
KouichiSUZUme”J、……S93

AbductionPoppositionWedgeOsteotomyoftheFirstMetacarpalfOrTrapeziometacarpal
Osteoarthritis;2ndReport

TakashiAOYAMAeｵαl……S94

DistractionArthroplastyoftileTrapeziometacarpalJointfOrThumbBasalJomtOsteoarthritis
IZuruKrlNIMAe畑I．……S94

14:14~14:590AF2

Moderamr:YaSuShiSZUm

1-5-24BrandNewMinimallnvasiveSurgeryfOrMucousCysts
MheiKAN棚〃“……S95

1-5-25ConservativeTreatmentofPatientswithMucousCystofFingers
Hh･okoMINEeｵαl……S95

1-5-26ChnicalResultfOr'1i･eatmentofMucousCystCombinedwithHeberdenNodeACOmpalison

ofSkinmapandSimpleChilecipmya
′IndanobuOHNISHI"αI．……S96

1-5-27ChicalSmdyofStalkResectionMethodfOrDigitalMucousCystsAssociatedwithHeberden
Nodes

HiroakiTAKAMIe加叺……S96

1-5-28SurgicalTreatmentofMucousCystwithLocalmapandJointDebridement
JunyaHOJO〃αl……S97

15:14~15:590A-3

Moderamr:SouichirouI乳ⅢG州A

1-5-29ResultsofThompsonIsArthroplastyoftheTifapeziometacarpalJomt:EvaluationoftheRange
ofMotionUsmgilleModifedKapandjiScore

RyoHOSOMIcMJ.……S97

1-5-30T℃ndonlnterpositionArthroplasiyfOrOsteoartlllitisoftheThumbCarpometacarpalJoint
ToshimitsuMOMOSEe"J.……S98

1-5-31CEnicalResultsofKaarelaIsArthroplastyhrThumbCaIpometacarpalOsteoarthritis
HaruhikoSA1℃NAI仏〃α1……S98

1-5-32AbductorPomcisLongus'1℃ndonlnterposition"throplasty(Kaarela)fOrtheFirst
CarpometacarpalJomt

HiroyukiOHIet"……S99

1-5-33BurtonPeUegriniProcedurefOrOsteoarthritisofilleTrapeziometacarpalJoint
Kaz''hiroOTANIeｵαI．……S99

15:59~16:44HnJrlnjury5
Moderamr:KenjiYOSHIDA

1-5-34SurgicalStrategymrR･acmreDislocationofPIPJointUsingDDA2ExternalFixator
YOShitakaHAMADA〃αI.……S100

1-535LateralApproachfOrRactureDislocationofProximallnterphalangealJointAccompanied
withtheDepressedRFagmentComparisonofDynamicExternalFixationwithCast
1mmobilizationwithTraction

NaoyaYAZAKI〃αJ、……S100

1-5-36PostoperativeFYngerDefOrntywithDDAExternalFixationmPIPJointR･ature-dislocation
K2z''masaKIMURA〃αJ、……S101

1-5-37ExternalFixationofMetacarpalandPhalangealFracmresUsingNeedleCaps
YUichiroNARIIn〃α1……S101

1-5-38TreatmentoflntraarticularFractureoftheProximalPhalanxBasewithExternalFixation
HironobulWASHIROetαj、……S102
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16:54~17:21Hngermjury6
Moderamr:KazuyoshiYAMANAKA

1-5-39PredictorsofthePostoperativeRangeofRngerMotionfOrComn血utedHandandFinger
R･acmresTreatedwithaTitaniumPlate

TakamasaSHIMIZU〃αム……S102

1-5-40TreatmentofUnicondylarR･acturesoftheProximalPhalanxoftheFinger
YasuhiroKflSUDA〃αj、……S102

1-541CHnicalResultsoflnternalFixationUsingProfleScrewfbrlntraFarticularRacmreofthe
Finger

YbshihiroKAT℃〃α1……S103

Room6

8:00~8:36Fin"rlnjuryl
Modera加r:Masa侭ImiISHIZIJKI

1-61TreatmentofDistalPhalangealR･acmresinChildren
NoritsunaNAKAJIMAet"……S104

1-62CnmcalResultsoftlleDistalPhalangealR･acmresintheHand
WataruHATANAKA"飢……S104

1-63'IreatmentofDistalPhalangealRFactureswithoutMalletR･acmre
HayatoTAKANO〃αﾉ．……S105

1-6-4KwireRxationfbrDistalPhalanxRacmreoftheFinger
MasashiMUKOUDAe#"……S105

8:36~9:12 Hngerlniury2
Modexamr:EtsuoTYOSA

1-6-5ConservativeTreatmentofMalletFingerofTbndonOrigin
KotarolMAMURA……S106

1-66TheEvaluationMethodoftheTretmentfOrMalletFingers
HaruhikoSHIMURA〃“……S106

1-67TreatmentofBonyMalletFingerbyHookedPlate
KeisukeADACHI……S107

1-68TreatmentofManetDefOrntybyModinedIshiguroMethod-ThelmportanceofExtensive
FYxationP

HiroakiOGIHARA〃αﾉ．……S107

9:22~10:07mngerlnjury3
Moderamr:KenichiTAZAm

1-69ExternalFYxatorfOrBonyMalletlniury
'IbshikiMIURA〃αl……S108

1-610MiniHookPlateFYxationmrPeriarticularR･acmreofHand

YasushiNAGAHAMAefαL……S108

1-611TheResultofOperationfOrBoneMalletFingers-ExaminationfOrPoorResponder
RyozoSAflUgm1……S109

1-612TreatmentofChronicMalletFinger
Kenjiro'ISUNEMIetal.……S109

1-613SulgicalTreatmentofOldBonyMalletRacmres
HidemasaYONEDAeｵα1……S110

10:07~10:43Hnfrlniury4
Modexamr:KOtaroIMAMURA

1-614TreatmentoflntraFarticularR･acmresofProximallnte印halangealJoints
HisaoKOUDAet"……S110
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TreatmentofPilonTypeRacmre-dislocationsmtheProximalhtemhalangealJoint
KenichiTAZAm〃αI．……S111

HookPlateFixationmrDorsalRacmre-dislocationoftheProximallnterphalangealJoint
NaohitoOSHIMA""……S111

TreatmentofChronicR･acture-dislocationoftheProximallnterphalangealJoint
Hiro孤随CHINOe細J、……S112

1-6-15

1-616

1-617

12:10~13:10LuncheonSeminar5

Moderamr:KenjiTAKAGISHI

1-6LS5EvolutionofVblarLoCkingPlatefOrTreamentofDistalRadiusR･acturesALLNEWDesign
Stenar2

I"ssCompUcationsandMoreRigidn･agmentFixation
HiroakiSAKANO……S113
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14:32~15:17hnammation3

Moderamr:SeietsuSENMA

1-626RiskFactorofLocalizedAmyloidDepositioninTriggerFinger
′rakatoOHISHIeｵαJ.……S118

1-627EvaluationoftheTherapeuticMechanismofSteroidlnjectionintoTbndonSheathmrTrigger
Finger

YiltakaMIFUNE〃α1．……S118

1-628TheLowdose'IriamcmoloneAcetonidelniectionfOrTriggerFingers
YUTANIGUCHI〃αﾉ．……S119

1-629MorphologicalAherationofthe'I℃ndononmtrasoundafterlntrasynoviallniectionof
BetamethasonemrTriggerDigits

MitsuihkoTAKAWASHI〃α1……S119

1-630ThelnnuenceontheBloodGlucoselevelmDiabeticPatientsafterCorticosteroidlniections

fOrTriggerFinger
YbungMiCHAE……S120

15:32~16:35hnammation4

Moderamr:MasatakaSUZmm

1-6310utcomeofStretchingfbrTriggerFinger
NahokolWAKURAefaﾉ．……S120
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ResultofConservativeTreatmentofTriggerRnger
'IbShikazuKUNISHIeｵαﾉ．……S121

AComparisonofEndoscopicandOpenTriggerFYngerRelease
NaohideTAKIGMet"J．……S121

PercutaneousReleaseoftheTriggerFYnger
HiroyukillDA師飢……S122

PIPJointContractureafterTIiggerFYngerRelease
HidekiTANAKA……S122

ResultoftheResectionofOneShpofthemexorDigitorumSupericialis
'IbshirorlSUBOeｫαﾉ．……S123

ExaminationofthePoorRespondersandtheContentsof'IbndonSheathReleasemPatients
withTriggerFingerslnvolvedLintationofRangeofMotioninPIPJoint

HirokoMINE〃αﾉ．……S123

16:35~17:111maging2
Moderamr:HiroyukiHASHIZUME

1-638EvaluationofmexorT℃ndon,VOlarPlateandA1PulleyUsingUltraFsonographyinTrigger
FYnger

JunkoSAIUe畑j……S124

1-639UltrasonicQuantitativeAnalysisofTriggerDigits
KojiSHIGEMflSUe畑ﾉ．……S124

1-6-40EffectivenessofUtrasound-guidedlntrasheathTriamcinolonelniectionfOrtheTreatmentof
TIiggerFingers

RikuoSHINOMIYAem1……S125

1-6-41FbreignBodyoftheHand
SeietsuSENMA〃αﾉ．……S125

Room7

8:00~8:45TT℃C,OtherS
Modenamr:KeiiChiMUMI丸

1-7blReliabilityandUsefuhessofMagneticResonancelmagingfbrDiagnosingRadiouhar
Ligament'I℃arsoftheTriangularFibrocartilageComplex

AkiollDA〃αﾉ．……S126

1-7E2TheCompalisionofConservativeTreatmentandSurgicalTreatmentfOrTFCCInjury
'InkayukiF町II〃αﾉ．……S126

1-7-3ArthroscopicEvaluationofTriangularFYbrocartilageComplexLesionslntra戸articularDistal
RadiusFi･acmres(AOClass.23-C)

Ⅷi'IUMOm……S127
1-7L4TFCC'I℃arsinAthletes

'IbshiyasuNAKAMURAe加l……S127

1-7L5ANewReconstructionTbchniqueoftheTriangularFYbrocartilageComplexfbrChronic
hstabintyoftheDistalRadioulnarJoint:BiomechanicalSmdy

'IbshiyukiKAIYAOKA〃αム……S128

8:45~9:21RA1

Modenamr:K副mHhimMASADA

1-7-6MedicalTreamentandUpperxtrentySurgerywithRheumatoidArthritis
YOichiTDYOSHIMAeta1……S128

1-7-7 SynovectomyoftheElbowJomtinRheumatoidArthritis
ToshiharuOKUDA〃αI．……S129

1-7L8CHnicalOutcomeofSurfaceFYngerJointProsthesisofPIPJointfbrRheumatoidArthritis
YbshiyaAmSHIMAe"1……S129
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1-7-9 TheResultsofSurfaceFingerJointlmplantArthoplastymrRAMpjoints
MakotoSAKAI〃αI．……S130

9:21～10:06RA2

Moderamr:YOshitalmMINAMIKMA

1-7-10EvaluationoflnnarDeviationoftheFYngerswithThumbDefOrmitiesinRheumatoidArthritis
AikomSHIDAgｵαﾉ．……S130

1-7-11ExtensorTranslocationmrRheumatoidFingerswithInnarDrift
′akayaMIZUSEmeｵαﾉ．……S131

1-7L12T℃nsionPreducedEarlyMobilizationisnotNecessaryafterReconstructionoftheDistal
Radio-uharDisorderwi1iltheExtensorT℃ndonRupmreintheRheumatoidArthritis

AkihiroFUKUIe加肌……S131

1-7-13ASmdyonPrognosisFactorsofExtensorT℃ndonReconstructioninRheumatoidHand
YUSAKUMAe畑ﾉ．……S132

1-7b14EvaluationofSubcutaneousRupmresofthemexor'IbndonsinRheumatoidArthritis
'InkuSUZUKI〃αJ、……S132

10:11～10:47RA3

Moderamr:ShosukeAKITTA

1-7-15ConsiderationofSauve-KapandjiMethodfOrRAPatientsUnderTreatmentUsingBiologics
MasyukiSEmGUCHI〃α1……S133

1-7-16ResultsofSauve-KapandjiProcedurefOrWristDisordersinRheumatoidArthritis
YasunoriKOBArA〃αﾉ．……S133

1-7-17ChicalandRadiographicEvaluationsofPartialArthrodesishrRheumatoidWrist
′IﾖichiSAIID〃αI.……S134

1-7L18CompUcationsFonowing'IbtalWristArthrodesisinRheumatoidArthritis
HiroshiTAKAMUREetaJ．……S134

12:10~13:1011nncheonSeminar6

Moderamr:HirWukiKMU

1-7-LS6TreatmentofDistalRadiusR･acmresinConsiderationfbrOsteoporosis
AkinoriSAKAI ……S135

13:20～14:14Biomechanics

Moderamr:NaotakaSAKAI

1-7-19Exper伽entalMeasurementofOppositiontheMovementofThumb
ArataKOJIMA〃αJ.……S136

1-7-20ThreeDimensionalmnarVarianceduringForearmRotation:ItsRelationshiptotheDistance
betweenthemnaandtheLunate

YOheiKMNISHI〃αJ.……S136

1-7-21UlnarValiance:ItsRelationshiptomnarFovealMorphologyandForearmKinematics
'IbshiyukiKATAOKAeMJ．……S137

1-7-22'IYleEffectsofRadialShortenmgonDistalRadioulnarJointStabinty
′rakeshiSArrOet砿……S137

1-7-23Three-DimensionalDefOrmationAnalysisoftheScapholunateDissociation
ShinsukeOMOmef@J.……S138

1-7-24ProposalofIIWristRhythm''duringWristJointMotion
KaoruTAI)Aemﾉ．……S138

14:14~14:591magingl
Moderamr:SadatoshiKgnO

1-7a25DynamicUltrasonogaphicSmdyfOrBiomechanicalD鮒3rencesoftheVblarPlateofthe
ProximallntemhalangealJointbetweenActiveandPassiveMotion

SusumuSArrOet"……S139
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UltrasoundMeasurementofTbndonExcursionRAComparisonofSpeckleTrackingand
DopplerMethods

YilichiYOSHII〃αI．……S139

CTImagingofSo仕TissueintheHand
AyaURISHISAKI〃αJ.……S140

New3DIsotropicHighResolutionMmoftheWristat3T
EikoYAMARF〃αJ、……S140

UtilityoflntraoperativeThree-DimensionallmagingattheSurgeryfbrUpperxtrenty
KotaroSAI℃gfaム……S141

1-7豈26

７
８
９

２
２
２口

７
７
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１
１
１

15:09~15:45Nerve,Clinal2
Moderamr:mdeoKAWAI

1-7白30 InjuliesofAnteriorBranchofMedialAntebrachialNerveatilleElbow
YasumtoTNImemL……S141

1-7L31AVenipunctureisMainReason伽rPeripheralNerveProblemsafterBloodDonationorNot？

－SecondStage:Excis伽gEntrapmentNeuropath乳OriginalorSecondary？atJapaneseRed
CrossSociety

YujilNADA〃αﾉ．……S142

1-7L32PeripheralNervelniuryinOurOutpatientBloodSamphg
ShinichiYAMAMOT℃〃αJ、……S142

1-7L33StudyofPeripheralNervelniuryduetolnjectioninViewofMedicalJudgments
YasukazuKATSUMIcMI．……S143

16:15~17:09Anogran
Moderamr:MitsunoriSHIGEIUMI

1-7L34SmdiesofinvivoBio-imagingfOrUmbTransplantationmRats
′rakashiNImem1……S143

1-7L35ANovelBio-imagingMetllodfbrRatLimbTransplantatin
YukilUIMA〃α1……S144

1-7L36MyeloablativelrradiationandGranulocyte-colonyStimula伽gFactorProlongtheSurvivalof
ChneriticLimbAllograftsintheRodentModel

KeiichiMURAMAflSU〃αl.……S144

16:15~17:09Anammy
Moderamr:HiroShiTSUMURA

1-7L37SesamoidBonesinthelntemhalangealJointoftheThumbandFingers
YasuhiroSEme畑1……S145

1-7L38AnAnatomicandBiomechanicalStudyofLandsmeerIsObliqueRetinacularLigamentandits
RolemFIngerEXtension

HiroakiUEBA〃αl.……S145

1-7-39MoIphologicalFeaturesofMetacarpoPhalangeal(MDJointofHand
MichihiroTAKAI〃a！．……S146
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１
１

PostoperativeManagementoftheFingerReplantation
KatsuyasuFUKASAWAe畑ﾉ．……S148

ANew'1℃chniquetoMakeArterialAnastomosisEasyinReplantationfOrDistalSegmentof
Rngers

'IbshihiroKANDA〃α1……S149

ReplantationofDigitsinElderlyPatients
KoichiKMNISHI〃αJ.……S149

1－86

8:54~9:30Microsur"ry2
Moderamr:HidechikaNAKASHIMA

1-8-7ASystematicReviewofOutcomesof'Ibe-to-thumbTransfershrlsolatedTraumaticThumb

Amputation

ShimpeiONO〃αム……S150

1-88FingerReconstructionUsingMicrosulgical'Ibchnique
HiroyukiGOTANIe畑l……S150

1-89ReeCombinedThinExtendedWraparoundmapwithSecond'IbePIPJomtTransferfOr
EntireFingerLossDistaltoMpJointReconstruction

′rakeoMflSUSUE〃α‘……S151

1-810'IYlelndicationofArteryFlapsfbrRngertipReconstruction
SatoshiUSAMIeta1……S151

9:40~10:16Microsurgery3
Moderamr:NoximkalSOGAI

1-811SuppressiveMechanismofFlapNecrosisbySyntheticDoubleStranded
OligodeoxynucleotidesAgainstNFkappaB

TakeshiUEMURA〃αﾉ．……S152

1-812ChicalUtilityofPowerDopplermtrasonographyfbrMonitoringofReemaps
RikuoSHINOMIYAeｵαﾉ．……S152

1-8-13PerfOratormapsfOrReconstructionintheUpperExtrimity
MitsuhiroOKADA〃αﾉ．……S153

1-8-14ChicalAppHcationsofPerfOratolLbasedPropeUermapsinUpperLimbSoftTissue
Reconstruction

ShimpeiONO〃αﾉ．……S153

10:16~10:52Microsur"ry4
Moderamr:HiroyukiGOrANI

1-8-15'I1leRareCasesinUpperExtremitywithMicrosurgicalReconstruction
NarihitoKODAMA"αﾉ．……S154

1-816PosteriorlnterosseousFlapfbrSoftTissueDefectsintheUpperLimbs
′IhkashiSHIMOE〃αﾉ．……S154

1-817DeglovinglniuriesofUpperxtrenties
HironoriMflSUZAm〃αl……S155

1-818EXperianeceofReplantationfOrWiistAmputation
YOShihiko'ISUCHIDAe畑ﾉ．……S155

12:10~13:10LuncheonSeminar7

1-8-LS7

Moderamr:MinoruSWIRArIA

'IbshiyasuNAKAMURA ……S156

13:20~13:56menb6ckDisease

Moderamr:EtsuhinoNAKAO

1-819ThelnnuenceofOccupationandmnarVarianceonKienbockIsDisease
SayakoAKAHASHIetal……S157
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1-8-20 TreatmentofPatientswithAdvancedKienbockDiseaseComposedofBonePegGraft,Bone

MarrowTransplantation,ExternalFixation,andUPUS
YasllmasaNISHIURA"肌……S157

CapitateShorteningOsteotomyfOrtheTreatmentofmenboCkIsDisease
MitsuruHOmmeta1……S158

CoHapsedLunate恥uowinglnjuryandinRheumatoidArthritis
SatoshiNIWVAeｵαJ、……S158

１
２

Ｍ
塊

一

一

１
１

13:56~14:50Bone,T℃ndon-Research
Moderamr:MitSuhiro・AOm

1-8-231nvivoBiolunnescencelmagingofTransplantedBoneMarrowMesenChymalStromalCells

UsingMagneticCeHDeliverySysteminaRatBoneR･actureModel
AkiraKODAMA〃αl……S159

1-824KinematicStudyfOrtheLumbricalFunction
ShotaMflSUZMetaム……S159

1-8-25hVivohagingofMagnetic'IhIgetedBoneMarrowMesenChymalStemCensinSkeletal
MusclelnjuryModels

AkihiroNAKARMASHIe畑j、……S160

1-8-26TheFunctionoftileAtypicalHomeodomainTranscriptionFactorMohaWkonT℃ndon
Momhogenesis

NaokoONIZUKA"αム……S160

1-827EffectonBoneUnionandPreventionof'IbndonAdhesionbytheNewPorousAntiFAdhesive
MembraneofPCLA(mactide/E-caprolactoneCopolymer)inaRabbitModel

TbkuyaSAIDe畑I．……S161

1-8-28PreventionofTbndonAdhesionUsingaSheetComposedofHyaluronicAcidandCoHagen
Sponge:ExperhnentalSmdy

MitsuruNEMOT℃〃αL……S161

14:50~15:26FunctionalAssesment

Moderamr:NobukiTFRADA

1-829UsefUlnessofHand20mrtheEvaluationofUpperxtremityDisorders
MinenoriGO'I℃eｵαl……S162

1-8-30ValidityandRenabintyofJhand;ANewQuestionnarefOrDisabmtyofUpperExtrimity
MsukeUEHARA〃αj、……S162

1-8-31NormativeDtaofHand20:'IYleUsefUlComparativelnformation
′IもtsuroOHNISHI師飢……S163

1-8-32RelationshipofAssesment'IbolsfbrHealth-relatedQOLandVisualAnalogueScalebrUpper
LimbsMusculoskeletalDisorders

K1mitakaMENUme畑&……S163
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16:18~16:54CRPS・Pain

Moderamr:YaSmkaznnKISUMI

1-8-36TheReductionEffectoflniectionPainbyVibration
′IhkaneSUZUm〃“……S165
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PI℃gabalinmrtheTreamentofChromcUpperumbPam
'IbshikazuKURAIIASHIet"……S166

TheEftctofPregabalinfOrComplexRegionalPainSyndromeandPinarPain
MasaakiKMNOe"1……S166

PmteomicsAnalysisoftheProteinEXpressioninPeripheralNerveofCRPSPatients-Part2-
GosukeOm〃α1……S167
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14:12~14:42Nerve,Clinal

Moderamr:Shi"hikoSUZUm

1-9EP8PreventionoflatrogenicAccesorryNervelnjuries
'1hkashiSHIMOE""……S172

1-9-EP9SulgicallnterventionmrAccessoryNerveDisorder
ShogoTDMMA〃α1……S173

1-9-EP10MedianNerveEntrapmentwithCIosedProximall/4RadiusRacture.

ACaseReportandAnatomicalStudybyUltrasound
NaohitoHIBINO""……S173

1-9EP11RadialNervePalsyAssociatedwithHumeralShaftR･acmres
RyosukelKEGUCI師飢……S174

1-9EP12CUnicalOutcomeandNerveConductionMeasurementmrAnteriorlnterosseousNerve

Palsy
ShmgoNOBUTA〃α1……S174
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14:52~15:22mexorTEndon,Others
Moderamr:NozomumJSANO

19EP131Dng'I℃rmResultsofEadyActiveMobnizationFonowingmexor'I℃ndonRepairwithYOshizu
l'1℃chnique

KOjiMOmYA"飢……S175

1-9-EP141diopathicSubcuianeousRuphu･eofthemexorTbndonoftheumeFingerOccuredmCaxPal
Tunnel

DaisukeKAJIe"ﾉ．……S175

1-9-EP15BiomeChanicalAnalysisoftheEffectofLongitudialDistanceonthelntelloCkingCrossFstitch
PeripheralSumrefOrmexor'IbndonRepair

MasahiroMflSUDA〃αム……S176

1-gEP16EmgStudymContractilePropertyofthePronatorQuadratus
MineoOYAMA〃αム……S176

1-9EP17TheEffectsofMethylcobalaminonMusde
MichioOKAMO'I℃〃αl……S177

15:32~16:14RA

Moderamr:AIKihirommm

1-9-EP18ChicalOutcomeofRevision'IbtalElbowArthroplastyTreatedbylpngStennnedJaalunna

CerancElbowOACE)
KenzoHASHIZUMEeta1……S177

1-9-EP19Mid-termResultsofUnhnkedElbowArillroplastymrStiffElbowswitilRheumatoidArthritis
ShosukeAKITAetα‘……S178

1-9-EP20ChicalandRadiographicEvaluationsofSauve-KapandjiProcedurefOrRheumatoidArthlitis
KqiTAflEISHI〃αl……S178

1-9-EP21ChnicalResultsofSauve-KapandjiProcedurefbrtileRheumatoidWifist
′IhkaakiHASUO〃αJ、……S179

1-9-ER22ReconstructionfOrMumplefngerExtensorRupturesUsingProximalSmmpofhpmred
Extensor

′rakeruARAIet"……S179

1-9-EP23SurgicalResultsfOrtheDislocationoftheExtensorT℃ndonsinPatientswithRheumatic
Disease

'IhkUjilWAMOT℃e畑ム……S180

1-9-EP24EvaluationoftheSurgicalResultsofExtensorTbndonRupmresinRheumatoidHands
MakotoMO'I℃MIYA"α肌……S180

16:24~17:06CRPS/Nerve,Research
Moderamr:YmjiINADA

1-9-EP25TheFactoroflntractableContracmreintlleComplexRegionalPamSyndrome(CRPa
Model

HideⅦ随OTAe＃α1……S181

1-9-EP261ineScanDiffUsionSpectrumofaRatNeuropathicPainModel(ChungModeD
ImjiABEef"……S181

1-9-EP27AnatoncalSmdyofNeuronsandAxonsofSpearSquid
YUkioSFm〃α1……S182

1-9-EP28TransplantationofAdipose-DelivedRegenerativeCensfOrPeripheralNerveRepair
SeigoSUGANUMA〃α1……S182

1-9-EP29MuscularMechanicalHyperalgesiamRatNeuropathicPainModelandlnvolvementofNGF
MikakoSUZUm〃αﾉ．……S183

1-9-EP30'IYleRoleofBoneMarrowCellFderivedBd㎡inPeripheralNerveRegenerationfromlniury
YOshinoriTAKEMURA〃αI.……S183

1-9-EP31'IYlePlateletRichPlasmaPromoteAxonRegenarationofSpinalCord
MichikoTAKEUCHIgtaﾉ．……S184
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RoomlO(Posr-Oral)

13:20~13:44Ⅱ℃ndon,Researchl
Moderamr:HiroshiARINO

1-10EP1TheEftctofTriamcinoloneAcetonideandPlateletRichHasmamrHuman'Ibnocyte
'IbmoyukiMU"I℃〃“……S185

1-10-EPL2EftctofLocalCorticosteroidlniectiononSurfaceStruc伽．e&BiomechanicalPropertiesof
thelntraynovial'IbndoninaNormalRabbit

YOShikazulDO"αl……S185

1-10EP3TbndonRepairUsingaVerbSuture
MunenoriSAflU師飢……S186

1-10-EP4ThelnfluenceofPurChaseLengthinEachStrandonT℃nsileStrengthofMulti-strandSumre
′1℃chniques

HirotakaOKUBO〃αI．……S186

15:00~15:24Tbndon,Research2
Moderamr:TEDdahisaURARF

1-10-EP5BiomechanicalSmdyofFYngermexorTbndonSUdingkngthening
KenHASHIMOPI℃”αﾉ．……S187

1-10-EP6FbWlersCentralSlip'IbnotomymrChronicMalletFingertheRangeofDetachment:A
CadavericBiomechanicalStudy

RyoHIMrARIcMI.……S187

1-10-EP7ANewDesignedMeasurementSystemfOrPure'IbndonHealingStrengthafter'I℃ndon
Repair

JunlKEDAe畑1……S188

1-10EP8ABiomechanicalStudyofChronicMalletFingerReconstructionUsingaModifcationof
SnowIsMethod:ACadavericSmdy

ShinjiMURAI師飢……S188

-112-



冊rlda，‘：〕1．11202()12

Roonll

8:00~9:001nvi[dlecture6

Moderamr:Y皿曲lmMAKI

2-1-IIEAnAnatomysSpecifcDistalRadiusFYxationSystem:
ChicalandBiomeChanicalComparisonwithVOlarlpckingPlates

WilliamSEFIZ〃αﾉ．……S191

9:00~10:30PanelDiScussion5:Treatxnem㎡DmⅢInstabiliW
Modenamrs:TakayaMIZUSEm

Imtsujisuzum

2-1-P5-1PointsWhereAnatomyandChicalMedicmeMeetinDm刀Instability
HisaoMORIrlUMO〃α1……S192

2-1-P5-2ReliabintyofManualStressTbstmrEvaluatingDistalRadioulnarJointlnstabinty
AkiollDA〃αl……S193

2-1-P5-3DiagnosisandTreamentfbrDm刀Instabiuty
KeniFmlOe畑ム……S194

2-1-P5-4DignosisandUlnarShorteningOsteotomyfOrDRUJInstability
EtsuhiroNAKAO〃α1……S195

2-1-P55SurgicalResultof'IFCCFbvealAvulsionRepairUsmgAnchorSumre
KeiichiMURAI3A〃α1……S196

2-1-P56TreatmentofUnarStyloidR･actureswithDistalRadiusR･actureshFomtheViewPointof
DRUJInstability

ManabuKUSHIDAe畑ﾉ．……S197

10:40~12:10動′mposium3:InmrosseousMembraneIniury:ClinicalConditionand
Treatment

Moderamrs:Katsumo1iINAGAKI

TbshiyasuNAKAMURA

2-1-S3-1FunctionalAnatomyjGraphicEvaluateandSystematicClinicalTreatmentfOrlnterosseous
MembraneoftheForearm

MasaldFUJnA〃αﾉ．……S198

2-1-S3-2TheEvaluationofDorsalObnqueMembraneoftileForearmMeasuredbythemtrasound
KiyoshiOKADA〃αﾉ．……S199

2-1-S3-3EvaluationofthelnterosseousMembranewith'IY1ree-dimensionalFuIscaleModels

KazukiKUNIYOSHI〃αﾉ．……S200

2-1-S3-4PathomechanismoflnterosseousMembraneoftheForearmandSurgicalShnulationfOr

ChronicMonteggiaR･acmreDislocation
′IbuyoshiMURASE〃αl……S201

12:40~13:40LuncheonSeminar8

2-1-LS8

Moderamr:YhnkihiderWAMOIU

MasatoshiTAKA円ARA

14:00~15:001nvimdleture7

Moderamr:YOshitsuguTUMnA

2-1-IIﾉ7MultipleNerveCompressionintheUpperExtremity
′IEu-Min'ISAI
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15:00~16:001nvindlfcture8

Modexamr:JuichiTANAKA

2-1-IL8SoftTissueBiomechanics:ASearchfOrtheEtiologyofCarpalTunnelSyndromeandTrigger
FYnger

Kai-NanAN……S204

16:10~17:50Symposium4:TheSevereT℃nnisElbow:ClinicaIConditionandthe
Treatmem

Moderamrs:ShinichiroTAKAYAMA

OsamuSOmlMA

2-1-S4-1AnatomyoftheLateralElbow:RelationshipbetWeenBiomeChanicalFindingsandtheOIigin
ofCommonWristExtensors

MitsuhiroAOm〃αI．……S205

2-1-S4-2AnAnatoncSmdyoftheExtensorCarpiRadialisBrevisandtheSupmatormRelationtoille
LateralEpicondylitis

AkimotoNIMURA〃αﾉ．……S206

2-1-S4-3CorrelationamongMRImagings,ArillroscopicFYndings,andSurgicalFYndingsinLateral
Epicondyms

'rakashigeMOMOSE〃αA……S207

2-1-S44ConservativeTreatmentlpcallniectionandlntraarticularlniection
SadahirolNOUE……S208

2-1-S4-5CUnicalResultsofNirschlOperationmLateralEpicondyMs
MasatoOKAD)Ae＃α1……S209

2-1-S4-6'IY1eResultsofOpenSurgeryAssistedwithElbowArthroscopyfOrHumeralLateral
EpicondyMs

HideakilMADA〃α1……S210

2-1-S4-7ArthroscopicSurgeryfbrLateralEpicondyMs
TakeshiARAIgｵαl……S211

Room2

8:00~9:001nvimdlehnre9

Moderamr:NaWukiOCHIAI

22-IIg'IYleCurrentStamsofCarpalTunnelSyndromeintheUSA
RobertM.SZARO ….．S212

9:00~10:40PanelDiscussion6:CarpalT1mmelSyndrome(ECIRvsOCIR)
Moderamrs:YbshinoliOKA

Shin"NOBIJTA

22-P6-1EvaluationofCalpalTunnelRelease廿omaPatientIsViewpoint
YOshiyukiASADAe”1……S213

22-P62EndoscopicCarpalTunnelRelease(ChowMethod)
HajimeKnIURAeml……S214

22-P63LongtermFblloweupResultsofldiopahcCarpalTunnelSyndromePatientsTreatedwiththe
OkutsuMethod

IchiroOKTSUeﾉ“……S215

22-P64ECTRvsOCrRIndicationofECIRhrnopthicCarpalTunnelSyndromeisLimitedand
NoFasterRecoveryoftheMedianNerveFunctionWhenComparedwithOCTR

ShigeharuUCHIYAMA師飢……S216

2-2-P6-50utcomeofCalPalTmmelReleasewithSmallSkinlncisionhrldiopthicCarpalTunnel
Syndrome

YasushiMORISMetaム……S217
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2-2-P66 CUnicalAnalysisofPinarPainafterEndscopicCarpalTunnelRelease-reactionofSuteroid
Injection

'IhizoKONISHIIKF……S218

10:50~11:501nvimdlfcturelO

Moderamr:HimshiHIRAT乳

2-2-IL10DegradationoftheNeuromuscularJunctionaierTraumaticPeripheralNervelnjuries
canbePrevented

RanjanGUPrA……S219

12:40~13:401JIncheonSeminar9

Moderamr:MitsuoOCHI

2-2-LS9ElbowArthroscoW-BasictoAdvanced,andFuture
HiroyukiSUGM .….S221

14:05~15:55Symposium5:ThePresentandllleFuture㎡theArthroscope㎡dneHand

Sur"ry
ModeramrS:TakuroMDA

NonimasalWASAKI

2-2-S51ElbowArtilroscoWNowadaysandArthroscopicSuIgeryfOrElbowOsteoarthritis
KozoSHIMADAeｵα&……S222

2-2-S52ArthroscopicAnalysismrPersistentWristPainafterWristTrauma
YUkioABE……S223

2-2-S53CriteliaofWiistArthroscoWfOrDistalRadiusR･acmre
HiroshiONO〃αム……S224

2-2-S5-4ArthroscopicOperationfbrTFCCInjuries
'IbshiyasuNAKAMURA〃α1……S225

2-2-S55StatusQuoandFutureoftheEndoscopicCurettagefOrEnchondromaintheFYnger
HidekiOKAMOTDe畑1……S226

2-2-S56ArthroscopicSuIgeryfOrtheThumbCarpometacarpalJointArthritis
HitoshimWARAe”ﾉ．……S227

2-2-S57FingerArthroscopyinOurHospital,andOudookintheFumre
SoyaNAGAOe＃αム……S228

16:00~17:001nvidlaturell

Moderamr:mnkashiSASAKI

2-2-IL11UpdateandNewConceptsonVblarFixedAngleFixation
JorgeL.ORBM

Room3

……S229

9:00~10:50PanelDiscussion7-1:Recommendation:MySurgicalProcedure(Video)
Modexamrs:TakaShiISIIIGURO

NagatsuguKUROSHIMA

2-3-P7@-1MyFavoriteArtelialmapsoftileFinger
MizoFUKUMOT℃〃αﾉ．……S230

2-3-P702UntiedS町SumreMethod(NewMicrovzscularAnastomosis)
KenjiroHASEG州〃α1……S231

2-3-P703SulgicalTbChniquefOrDigitalMucousCystwithoutSkinResection
Kazl'maSAWABE〃αI．……S232

2-3-P704BonePegFixationfOrtheTreatmentofDistalPhalangealNonunion
'IbruSUNAGMeｵα1……S233

2-3-P70-5htrafocalPinningofBoxerIsFi･actures
YbonSoomM"αム……S234
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2-3-P706SurgicalExcisionofthen･acmredHookoftileHamate
HirioakiEGMet"……S235

2-3-P70-7TreatmentfOrDifncultNonunionoftheScaphoidUsingStrutBoneGraftandDoubleThread
Screw-ProximalThirdNonunionandSalvageCases-

JuichiTANAKA磁飢……S236

2-3-P708Sulgical'I℃ChniqueofFoulzcornerFusionwitllBioabsorbablePlates
AkinoriAKAI"αム……S237

2-3-P70-9ClosingWedgeOsteotomyfOrDistalRadiusMalunion
TakuroWADAe#αム……S238

11:00~11:54Arthroscopy
Moderamr:HiroshiONO

2-3-1ArthroscopicSurgeryfOr'IY1umbJointinOurHospital
Masaya'ISUJIIe”J、……S239

2-3-2ArthroscopicSulgeryfOrMetacarpophalangealorCarpometacarpalJoint
OsamiSUZUm〃αム……S239

2-3-3HamateFacetandWristDisease

Masahiro'IXIEBEet"……S240

2-3-4SonographyAssistedWristArthroscopicSurgery
MichiroYAMAMOT℃〃α1……S240

2-3-5'IYleEvaluationofScapholunatelnterosseousLigamentlniury:

TheRelationshipbetweentheSeverityofT℃ar(Watson)andthelnstabinty(Geissler)
YilkioABE……S241

2-3-6TheAnalysisofPredictiveFactorsfOrScapholunateDissociationAccompamedwithDistal
RadiusFracture

DaisukeSUZUm〃αJ、……S241

12:40~13:40LuncheonSeminarlO

Moderamr:Tbshikazum]BO

2-3-LS10

KentaroMTANABE ……S242

13:50~14:50JSSHCommitmeReport:Guidelines㎡DistalRadinnsRacture
……S403~S419

ModeramrS: FuminoriKANM

TnkuyaSMAIZUMI

15:10~16:40PanelDiscussion7-2:Recommendadon:MySurgicalProcedure(video)
Moderamrs:YUkioHOMUCHI

KmmiichiASO

2-3-P7@-1NewOpponensplastyfOrSevereThenarAtrophySecondarytoCarpalTunnelSyndrome
KenjimMOmetal.……S243

2-3-P702EndoscopicAssistedCarpalTunnelReleasemrCarpalTunnelSyndrome
-ModinedChowT℃chnique-

KoichiNAKAMURAeｵαl……S244

2-3-P703AnteriorlntermuscularTranspositionofmnarNervePreservingFeedingVesselsfOr
CubitalTunnelSyndrome

YbshikiYAMANO〃αl……S245

2-3-P7@-4ArthroplastyUsingCostalOsteochondralGarf
KazukiSAIUeｵα1……S246

2-3-P7@-5SuIgicalProcedureofModifedGranerMethodfOrAdvancedKienb6ckDisease
Katsum'IAKASF〃α1……S247

2-3-P7@-6ArthrodesisfbrThumbCarpometacarpalJointArthritiswithCrossHeadless
CompressionBoneScrewsandCancellousBoneGrafts

KenjiKMMURA〃αJ.……S248
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2-3-P707SuspensionplastywiththeAbductorPoHcisLongusT℃ndonUsing'IJScrewofthe
OsteoarthritisoftheCMJointofthe'IYlumb

HiroyukiFUJIOKAem1……S249

16:50~17:26Nerve,Clinal2

Modexamr:YOjiMIKAMI

2-3-7Analysisof3D-CTBrachialPlexographyfOrThoracicOudetSyndrome
KiyohitoTAKAMAISU拡飢……S250

2-3-8SuprascapularNervePalsyinCasesofCoracoidProcessRacture
Kaz''hikoHIRACHI〃αﾉ．……S250

2-3-9PalsyofPosteliorlnterosseousNerveandMotorNerveoflnnarNerveFollowing
NeuralgicAmyotrophy

FIikaruTASHIMA……S251

2-3-10PrimaryReconstructionfOrmnarNervelnjury
SeietsuSENMAetα1……S251

Room4

8:00~9:03DiStalRadiusRacture-UInaiaturel

Modenamr:Masahi'℃IUBE

2-4-1PlateFixationmrUnstableDistalUhaR･acmresinEldedyWomen
Hidetoshi'IERAURA""……S252

2-4-2MomhologyandDisplacementoftheFragmentofmnarStyloidR･actureAssociated
witilDistalRadiusmacmre

KoTEMPOmNet"……S252

2-4-3EffectofInnarStyloidRacmresonWristFunctionwithDistalRadiusRactures

AyakoUESUGI〃α1……S253

2-4-4FunctionalPrognosisofNon-internalFixationfOrInnarStyloidR･acmresWhen
DistalRadiusFi･acturesWereFixedbyLockingHates

SoMITSUⅦ〃αl……S253

2-4-5TreatmentofmnarStyloidR･acturesUsmgtheAbsorbablePin
YasuhiroYOSHIK州〃αム……S254

2-4-6CompalisonofAcutrakScrewFixationand'1℃nsionBandWiringfOrmnarStyloid
FracturesAssociatedwithDistalRadiusR･acmres

AkiraKMRATAe#"1……S254

2-4-7ClinicalResultsofDistalRadiusR･acmrewitllDistalmnamacmre

Junko'ISUKAemﾉ．……S255

9:03~9:39DistalRadiusRacture-Complicationl
Moderamr:TakuyaSMAIZUMI

2-4-8AHNewDesignStenar2PlatewasDevelopedthroughCMnicalResultsand
CompHcationsoflst・GenerationVOlarLoCkingPlating

HiroakiSAKANOeｵα1……S255

2-4-9PostoperativeCompUcationsofDistalRadiusFracmresTreatedwitha

VblarlpckingPlateSystem
HideyoshiSMDAeｵαム……S256

2-4P10CompUcationsofDistalRadiusR･actureswithVOlarlDckingPlates
MitsuhiroSUMI……S256

2-4-11CompHcationsofVblarlpCldngPlateFixationfOrDistalRadiusFractures
Eichin,ADERAeｵα肌……S257
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10:25~11:19DistalRadiusnacture-Compmcation3
Modera加r:NaomTSUBOKM

2-4-161niuryofExtensorPolncislDngus'I℃ndonAccomapniedwithDistalRadiusRPactures
YilkichiZENKEe加L……S259

2-4-17ManagementofMedianNerveParalysisduetolnstabilityofDistalRadiouhar
JomtafterConservativeTreatmentofDistalRadiusR･acmre

AtsuoSHIGIeMJ.……S260

2-4-18HandNumbnessandCarpalTunnelSyndromeafterVblarLockingPlatingfOr
DistalRadiusR･acmre

ShingoKOMURAe”l……S260

2-4-19ShiftmLocationofmexorPomcislpngusTbndonafterlnternalFixationof
DistalRadiuslacture

'IbshihiroKANDAeml.……S261

2420DisorderofmexorPomcisLongusCausedbyVOlarLockingPlatewithDistalRadiusR･acmre
HMIZUSHIMA……S261

2421MelitsandDemelitsofaLoCkingHateoftheDistalRadiusR･acmres;Disorderofthe
mexsorPomslDngusatEarlyStageafterSulgery

MasahiroTOBEet"……S262

11:19~12:04DismlRadiusRacmre-Ultrasonography
Modexamr:MasaharuMAKmO

2-4-22UlrasoundAssessmentofmexorPolUcislpngus'IbndononDistalRadiusin
PatientswiththeDistalRadiusR･acmre

GenHORIGUCHIgMI．……S262

2-423UltrasonographicAssessmentofthemexorPolicisLongus'IbndonandVblar
LockingPlateoftheDistalRadiusmCasesWhoUnderwentPlateRemoval

MasatoshiTAKAHARA"@J．……S263

424I肋asoundAssessmentoftheMovementofmexorPomcislDngus'IbndonontheDistalRadius
atVariousWifistPOsitionswithActiveFYngerMotionmPatientswitiltheDistalRadmsFmcture

MitsuhikoNANNO〃αI．……S263

2-4-25UltrasonographicEvaluationofmexorPomcisLongus'Ibndonlniuryafter
LoCkingPlatenxationmrDistalRadiusRacmre

DaisukeDOHIetal.……S264

2-4-26Evaluationmrthe'IbndonofmexorPomsLongusUsmgmtraSoundafter

VblarLockingPlateFYxation
′rakashiTAIRAeml……S264
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2-4-29 TheCompalisonofCHnicalResultaboutDistalRadiusR･acturelniuredbyCompressionFbr℃e：
WlarlDckingHafFixationAloneVersusCombmationwitilDorsalButtressPlafFYxation

Hideki'ISUJI〃“……S266

ComparisonoftheChicalResultsamongVblarLockingPlatesmrDistalRadiusRFacmre
′IhtsunoriMrrAKFeta1……S266

TheEffectoflnitialR･acmreDisplacementmrChnicalResultsinDistalRadius
Fi･acmresTreatedwithaVblarLoCkingPlateSystm

TakahiroKONDOemム……S267

０
１
３
３
４
４
２
２

15:15~16:09Dism1RadiusRacture-Pla[2

Moderamr:Kenmn･oⅧⅡ汎NARF

2-4-32TheOutcomeofDistalRadiusFi･actureTreatment.TheDVRPlateandtileA円USPlate

YUmiSUGArA〃α1……S267

2-433EvaluationofAnatomicalAdaptationandSupportofArticularSurfaceof
DVRAnatomicP1atebrDistalRadiusRacmres

ShirouMORrrANI""……S268

2434TreatmentoflntraFarticularDistalRadiusRacmreUsingDVRAnatomicPlate
YOshioKAII〃αJ.……S268

2-4-350utcomeofAcu-IDcandVariAxfOrR･actureoftheDistalRadius

YUjiKAN朏師αム……S269

2-4-36ChnicalResultsofVblarVariaxHatingfOrAOTypeCDistalRadiusR･acmres
YUkioUENOe"ﾉ．……S269

2-4-37ChnicalResultoftheFi･acmreofDistalRadiusUsmglntramedullaryNail
'1bukasaKURODA……S270

16:19~16:46DismlRadiusFracture-Plam3

Moderamr:DenjuOSADA

2-4-38SubchondralRaisingT℃ChniqueUsingTwoKirschnerWires:ReductionT℃chniquetoEnable
AnatoMcReductionandMinimallylnvasiveOsteosynthesisfOrDorsallyDisplacedDistal
RadiusR･acturesinEldedyWomen

NozomuKUSANO鉱αﾉ．……S270

2-4-39VblarPlateFixationsofDistalRadiusRfacmresinEldellyPatientsAreAcquired
withGoodShort'I℃rmOperationResults

′IhtsuyaHARAemﾉ．……S271

2-4-40ChnicalResultsofPalmarLockingPlateFYxationfOrAOTypeCR･ac伽･es
oftheDistalRadiusmtheElderlyFbmale

KosukeSASAm"α1……S271

16:46~17:31DiSmlRadiusRacture-Odners

Moderamr:HiSaoMORnDMO

2-4-41NewApproachmrDistalRadiusandmna

HayatoKUNOe畑！．……S272

2-4-42ARetrospectiveReviewfOrDorsalR･agmentofRadiusDistalEndFracture
JunlKEDAe畑ﾉ．……S272

2-4-43TheEftctofPostoperativeExternalFixationfOrtlleDistalRadioulnarJointlnstability
anertileDistalRadialR･acmre

SyuriARIMITSUe＃αI．……S273

2-4-44FunctionalChangeFollowingtheRemovalofVblarLockingPlateintheDistalRadius
R･actures

AtsushiYOSHIDAe＃α1……S273

2-4-45ResidualPainafterVblarLockingPlateFYxationfOrDistalRadiusR･acmre
′rakaakiSHINOHARA〃αI．……S274
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9:30~10:20PanelDiscussion8-1:Cooperation:HandSur"onandTherapist
Modex冠mrs:MaSuoSASA

FIidekoFUJIMRA

25P80-1CooperationbetweenHandSulgeonsandHandTherapists
SatoruKflSURA〃αム……S283

25P80-2CoordinationbetweenHandSurgeonsandHandTherapistsmtheMedicalCare
andResearch

AkikoTAKATAe畑J、……S284

2-5-P803TheUpbringingandCooperationoftheHandTherapistintheDistlictHospital
ShoUjiFUKUDA……S285

2-5P804CooperationwithaHandSulgeonandaHandTherapistmOurHospital
MasahiroT℃BE〃αﾉ．……S286

2-5-P805PracticesofHandTherapyandEducationofHnadTherapistsinOurHospital
YilkitomoARIZONO〃αJ、……S287
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12:40~13:401xmcheonSeminan･11

2-5LS11

Modexamr:AkioMINAMI

KenjiMIm ……S292

14:00~14:36Scaphoidl

Moderamr:KenjimMOm
2-5-1TreatmentfbrScaphoidNonunion

MasahiroKAMEDA〃α1……S293

2-5-2Arthroscope-assistedTreatmentfbrCystic-typeScaphoidNonunionsPelayedUnions)
YasunoriKANESHIRO〃α1……S293

2-5-3SuIgicalTreatmentofScaphoidNonunionmorethan'I℃nYearsafterPrimaryFracmre
HiroyukiF町IOKA""……S294

2-54NonunionoftheScaphoidDespiteOperativeTreatments
HiroyasulKEGAMIg畑l……S294

14:36~15:12Scaphoid2
Modexamr:NoriakiHIDAKA

2-55AssessmentofVascularisedSecondMetacarpalBaseGraftfOrScaphoidNonumon
NorieKODERA〃α1……S295

2-56TreatmentofScaphoidNonunionbyVascularizedStick~nkeBoneGraft
HiroakiOGIHARA"αﾉ．……S295

2-57VascularlizedBoneGraftinghrtheScaphoidNonunionintheProximalPole
AkiraKODAMA〃α1……S296

2-58Smdyof50PatientswithVascularizedBoneGraftingfOrRefractoryScaphoid
Nonunion-NeedfOranyldeastolmprovePer允rmance？

ItikichiKMSAm〃αﾉ．……S296

15:12~15:48Scaphoid,O1hers3
Modenamr:GorolNOUE

2-5-9SurgicalTreatmentofScaphoidlniuryinAdolescentGymnast
YbheiTAKAGIeｵαJ、……S297

2-5-10TheNaturalHistoryofScaphoidNonunion
KoichiHORIUCHIetaL……S297

2-511TheTreatmentmrtheLunateandPelilunateDislocations

YUichiroMflSⅢ〃αﾉ．……S298

2-512LimitedWifistArthrodesis:TriangleFYxationfbrFburCornerFusion
KenichiKAZUm〃α1……S298

15:58~16:34Elbowl

Moderamr:TbuyoshiMURASE

2-5-13TreatmentfOrRactureseparationoftheDistalHumeralEpiphysis
KensukeSAKAI〃肌．….．S299

2-514SuIgicalTreatmentofMedialHumeralEpicondyleFractureinChildren
'IhtsuyaKURAISHI〃αム……S299

2-5-15ClinicalResultsofYOshizuIsOsteotomyfOrOsteochondritisDissecansoftheHumeral
Capitenum

KeiHARA""……S300

2-516TheOperativeTreatmentofOsteochondritisDissecansoftheHumeralCapitenum
ShinOWISUBO〃α1……S300

16:34~17:10Elbow2

Moderamr:KmuolKFDA

2-517SuIgicalTreatmentofR･acmreofAdultDistalHumeruswithONITranscondylar
HateandMayoCHnicCongruentElbowPlateSystem

HayatoMAEOKAet"
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SurgicalProcedureshrTranscondylarR･acmresoftheDistalHumerus
HiroshiMARUMMAet"J.

InternalFixationwithaDoublePlating'IbcmiquefOrDistalHumeralFractures
NaokiOSAMURAeMI.

SurgicaITreatmentofConnninutedOlecranonFracmres
IkuoSAnO"αJ、
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Room6

12:40~13:4011nncheonSeminarl2

Moderamr:DeniuOSAI)A

26LS12-1

MakotoKAMEMMA……S303

2-6LS12-2SurgicalTreatmentofDistalRadiusR･acturesbyUsingHighResolutionlmagingSystem
HiroakiSAKANO……S304

Roonl7

8:00~8:36 Rn"rInjury7
Moderamr:HirWukiOHI

2-7-1CIosedTreatmentofR･acm｡esoftheProximalPhalanges-BurldlalterType'Ihping
′rakeshiENDOeｵα1……S305

2-7-2SurgicalTreatmentmrthePunchedOutlIjuryaroundMPJointofMiddleFinger
YOshitakaHAMADA〃αI．……S305

2-7-31ntramedunaryFixationofMetacarpalR･acmreswithReadyemadeJ-ShapedNail
EichirlADERAe畑&……S306

2-7-41dealFormofJ-shapedNailoflntramedunaryFixationfOrMetacarpalRacmres
YasuilmiOGMeml.……S306

8:36~9:03IjgamemInjunieS㎡F加摩rJointl
Moderamr:KengoYAMAMOIU

2-7L5TreamentofOldRadialCoUateralLigamentlnjuryofSmallFinger
'IbmomiSAmwAMA〃α1……S307

2-7-6AfirmativeOperationandEadyROMTrainingfOrRuptureofFingerPIPjointCoUateral
Ligament

MichitakaSHINONEe#"1……S307

2-7-7TreatmentofCollateralLigamentlniuryofFingerPIPJointTreatmentofCoHateral
LigamentlniuryofFingerPIPJoint

HidetoShiTERAURA〃αﾉ．……S308

9:03~9:391jgamentInjuriesofRnfrJoint2
Moderamr:YasushiNAKAO

2-7L8SurgicalTreatmentfOrDislocationoftheExtensorT℃ndonatMetacarpophalangealJomt
AkimasaMORrrAe#αム……S308

2-7-9ChicalSmdyoflniuryofCoUateralUgamentofThumbMPJomt
-StenerlpsionwithAvulsionFi･acmre-

KuniichiASO……S309

2-7-100perativeLong'I℃rmResultsofChronicRadialConateralligamentlnjuriesoftheThumb
MetacarpophalangealJoint

′IbtsuroHIRAIWAeMJ．……S309

2-7L11TreatmentofContracmreintheHandbynizarovMiniFixator
ShintaroMflSUURA〃αﾉ．……S310
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9:39~10:06m"orT℃ndon-Clincal

Modexamr:YUichiHIRASE

2-7-12mexor'IbndonRepairwithmtrasound-guidedFbrearmBlockandForearm'Iburniquet,
whichEnableslntraoperativeActiveFingermexion

MasahitoKUBOT盗鉱αﾉ．……S310

2-7L13TheEffctofConcontantmexorDigitorumSuperncialisLacerationon'IbtalActiveMotion

FbnowingFYexorT℃ndonRepairinZonellwithYOShizul'IbchniqueandEadyActive
Mobilization

ImjiMORIYYAgmA……S311

2-7L14EffctofPlateletrichPlasmawithFibrinMatlixonHealingoflntraynovialmexorT℃ndons
DaiSukeSArl℃eｵα1……S311

10:16~10:52Nerve,Researchl
Moderamr:KeiichiMURAMAfISU

2-7-15TheEffectofFK506inNerveRegeneration-TheEXperimentalSmdyUsing
TransgenicMicewhichAxonsExpressCFPmuorescence-

AyatoHMSHIe”ム……S312

2-7-16TheAppHcationoflnducedPluripotentStemCeUsmrPelipheralNerveRegeneration
-EXperimentalSmdyonPeripheralNerveRegenerationmaMouseModelUsingthe
BioabsorbableNerveConduitCreatedbyiPSCelderivedNeurospheres

′IHkuyaUEMURA〃αJ、……S312
2-7G17ACUmcalTrialofaNerveConduitRNT℃06

ShushiHOSHINOeｵ“……S313

2-7-18BridgmgofNerveGapwilhaDecenularizedPelipheralNerve
SoichironUH〃α1……S313

10:52~11:37Nerve,Research2
Moderamr:SoichirorrOH

2-7E19'IYleDifferenceofPainBehaviorandActivationofSpmalMicrogliabetweentheBrachial
PlexusAvulsionandPeripheralNerveslniuryModelmRats

YUsukeMflSUURAe＃α1……S314

2-7L20EffectofPercutaneousElectricalStimulationtoMotoneuronhtegratedStriatedMuscle
ShuiChiKATUe畑&……S314

2-7L21EffectofProstaglandinE1onEntrapmentNeuropaillyofDiabeticRats
′IndahiroNAISUME""……S315

2-7L22TheEftctoflpcallniectionofTriamcmolonemrEntrapmentNeuropathy
~ExaminationUsingaRatChronicConstrictionIniury(CCDModel~

MastakaSHIBMMAe畑ム……S315

2-7b23TheEffectsandMechanismsofVeinWrappinginaRatChronicConstrictionlnjuryModel
KenichiMURAKAMIe畑ム……S316

12:40~13:40LuncheonSeminarl3

2-7-LS13

Moderamr:TbruSUNAGAWA

'IEkashiOE ……S317

14:00~14:45CaxpalT1mmelSyndrome6
Modexamr:ShiJharuUCHIYAMA

2-7s24CHnicalResultofOpenandEndoscopicCarpalTunnelRelease
TorulRIE〃α1……S318

2-7-25ANewTrialmrlnsertion:EndoscopicCarpalReleasefOrCarpalTunnelSyndrome
MasatoshiKOMAflSU〃α1……S318

2-7-26SinglePortalEndoscopicCarpalTunnelReleaseisaSa企andEf企ctiveProcedure？
MasyukiKODAMAet"……S319

2-7L27TheSafetyTbchniqueofEndoscopicCarpalTunnelRelease
YbshioKAII〃αﾉ．……S319
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IndicationandSurgicalLintationofEndoscopicCarpalTunnelRelease
KatsunoriOHNOefα1……S320

2-7-28

14:45~15:30CarpalTumnelSyndrome7
Moderamr:Yoshino面MIMSAKA

2-7-29AnAssessmentofPinarPainafterCarpalTunnelReleasemPatientsonHemodialysis
HiroyukiTANAKA〃αﾉ．……S320

2-7-30'IYlePalmarPainafterumtedOpenCarpalTunnelRelease
MasaakiKOUMO'I℃……S321

2-7-31PalmarPain&T℃ndernessa仕erOpenCarpalTunnelRelease:R･equency&Duration
HiroⅦ随OHI師飢……S321

2-7-32'IYleExpressionofLOX1intheT℃nosynoviumofCarpalTunnelSyndrome
HirokilRIEe加仏……S322

2-7-33'IYleCUnicalFbturesofldiopthicCamalTunnelSyndromewithAmiloidDeposion
'IbShihisaOSHIGEe畑1……S322

15:30~16:06CarpalT1mmelSyndrome8
Moderamr:TbshimitsuMOMOSE

2-7-340utcomeofCamitz'I℃ndon'IianstrwithSimullaneousCarpalTunnelReleasemSevere

CarpalTunnelSyndromePatients
Nobutaka'IMMA……S323

2-7-350pponensplastyUsingtheExtensorlndicisProprius'I℃ndonmrSevereCarpalTunnel
Syndrome

HiroyukiMATSUme”ﾉ．……S323

2-7-36ClinicalResultofCamitzIsOpponensplastyfbrSevereCarpalTunnelSyndrome
YaSuhikolMAIZUMIe畑ム……S324

2-7-37ReoperationmrldiopathicCalpalTunnelSyndrome
YbShimichiTANIWAmetaム……S324

16:16~17:01DRIJJ2

Modenamr:KeijimⅢ0

2-7b38ComparisonofChangesinShapeoftheTriangularRbrocatilageComplexinMagnetic
ResonancelmagingbefOreandaftermnarShorteningProcedureinCasesOfTraumatic
IniuryandDegenerativeChange

YbshiakiMMANAKAe”J、……S325

2-7-39EffectofillemnarShorteningOsteotomyfOrmnocarpalAbutmentSyndromeonthe
Lunotriquetralhtercarpalljgament

KatsuyukilMflSUm〃αﾉ．……S325

2-7L40RadiographicChangeoftheDistalRadiouharJomtafterUhaShortenmgOsteotomyand
ClinicalResults

Kazl'akiMnDgｵα1……S326

2-7-41R･acmreattheOsteotomySiteafterPlateRemovalofthemnarShorfningProcedure
'IbshiyasuAKAMURAemﾉ．……S326

2-742EffectofLow-IntensityPulsedUltrasoundonBoneHeaMngfbi･FbrearmOsteotomy
AtsushiURrrAeｵαﾉ．……S327

Room8
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NeuropathyofLipomaintheHand:CUnicalSmdy
EMiOSAKA〃αム……S329

IntravascularPapillaryEndothenalHyperplasiaoftheHand
YasuW随KrrAGⅢ〃αﾉ．……S329

ReconstructionofMalignantBoneTumorinForearm
YbshimasaTUMrrAe加瓜……S330
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9:31~10:07BrachialPImuslmjuryl
Modenamr:Yasuno面HAIwIDm

2-8-10ComparisonbyQuantitativeAnalysisofElbowmexionStrengUl
afterReconstructionfOrBrachialPlexusPalsy

MakotoFUKUDAeｵα1……S332

2-8-11PuhonaryFunctionafterRestorationofElbowF1exioninBraChialPlexuslniurywith
PhrenicNerveTranstr

′IbkanoriSArl℃〃αﾉ．……S333

2-8-120berUn'sProcedurebrRestorationofElbowmexionwithaDaVinciRobot

KiyohitoNAnD〃α1……S333
2-8-13ComparisonbetweenPartial[nnarNerveTransferandhterCostalNerveTransfermr

Reconstruc伽gElbowmexioninPatientswithUpperBrachialPlexuslniuries
'rakashiNOGUCHIe”ﾉ．……S334

10:17~10:53Conenital1

Modexamr:YasushiMNAGIHARA

2-8-14PracticalValueofArthrographymrTreatmentofThumbPolydactyly
KousukelBA〃αム……S334

2-8-15BoneGrowthofPreservedThumba仕erOperationinThumbPolydactyly
MasahiroSUZUm"αﾉ．……S335

2-816TheMorphologicalChangesaroundPIPJomtsinCamptodactylybemreanda仕erTreatment
AyanoTANIBUCHIe〃ﾉ．……S335

2-817MihTypell/IIIClaspedThumb-CharacteristicsandTreatmentOutcomes
ShukukiKOH〃αム……S336

14:00~14:27BrachialPlexuslnjury2
Modenamr:YinkioNAKTSUCHI

2-8-18ReconstructionofElbowandShoulderFunctionsUsingNerveTransfr
afterBrachialPlexuslnjury

MasatakaNOGUCHI〃α1……S336

2-8-19ShoulderReconstructionfOr'IbtalBrachialPlexuslnjury
′rakehikoTAKAGIetα1……S337

2-8-20Functioningn･eeMuscleTransfermrReconstructionofBrachialPlexuslnjury
AssociatedwithSubclavianArterylniury

YasunoriHATIUme加仏……S337
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14:37~15:22Conenital2

Moderamr:KeizoFUmJMOID

2-8-21SulgicalTreatmentfOrCongenitalRadio-uharSynostosis
FmikoHORne畑L……S338

2-8-22AnOpponensplastybyAbductorPomcisBrevisTransfer
ShinichiroTAKMMA〃α1……S338

2-8-23TheTreatmentmrSymbrachydactyly
MegumiHANAKAeml……S339

2-8-24FirstWebPlastyfOrCongenitalHandMalformation
KemchiKOKUBOeMI.……S339

2-8-25PracticalValueofFunctionalDexterityT℃stfOrFunctionAssessmentofDysplasticThumb
KousukelBAe畑ﾉ．……S340

15:22~15:58Coneniml3

Moderamr:MeiseiTAKEISHI

2-8-26TreamentofRadialDefciencyinnflERAssociation
ChiekoNAKAMURA〃αJ、……S340

2-827TreatmentfOrTransverseDenciencyoftheHandbyR･ee'IbePhalangeal
GraftCombinedwithPosteriorSyndactylyRelease

KeizoFUKUMOTO〃αJ、……S341

28-28ValietymRadiographicFeaturesofMetaChondromatosis
Atsl'hitoSEm〃αﾉ．……S341

2-8-29MetacarpalHypoplasiaAssociatedwithCongenitalConstrictionBandSyndrome
HiroshiSATAKFet"……S342

16:08~16:44Coneniml4

Moderamr:HajimeMISUMURA

2-8-300urSmdyofMacrodactyly
ReliNISHIMURAet"1……S342

2-8-31ComparisonofSphntingVersusNon-sphtingintheTreatmentofPediatricTriggerFinger
RitsuSHIOZ州〃αl……S343

2-8-32TheNamralHistoryofPediatricTIigger'IYlumb
JunKAmZAm""……S343

2-833Spht'IYlerapyUsinglcePopStickmrTriggerThumbinChildren
HisayaSHIRAIg畑L……S344

Room9(PosmP-Oral)

8:00~8:30Scaphoid
Modexamr:HiroyukiFUJIOKA

2-9-EP1SurgicalOutcomeofFreeBoneGraftfOrMiddleandDistalScaphoidNonunions
KentaroARn℃MIe畑J，……S345

2-9bEPL2TheTreatmentofScaphoidNonumon
ShinjiARAZAmeml……S345

2-9-EP3AssessmentoftheOperativeTreatmentofScaphoidNonunions
HiroshilMAI〃αI．……S346

2-9-EPL4CompalisonbetweenVascularizedBoneGraftandConventionalmacBoneGraftfbr
TreatmentofScaphoidNonunionwithHumpbackDefbrnty

SatoshiFUJnAe畑1……S346

2-9-EP5WristArthroscopyfOrDelayedUnionandNonunionoftileScaphoid
KOjiYAMAMOT℃師飢……S347
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8:40~9:10CaxpalBone
Moderamr:YukioABE

2-9-EP6Lunate/PerilunateDislocationandRacture-dislocation

IswaI･ManSHAKM〃αl……S347

2-9-EP7ClimcalExperiencesofUharWristPainOriginatedinthePisifOrmBoneand
PisotriquetralJoint

SemchilSHIIg”ﾉ．……S348

2-9-EP8ChicalResultsofLunocapitateArthrodesiswithScaphoidExcisionfOr
Osteoar廿lrosisoftheRadiocarpalJomt

NaokiKAflUe”1……S348

2-9-EP9FburcornerFusionmrSnacWrist-FourCasesReport
IqiroENDOe畑ム……S349

2-9-EP10ArthroscopicDiagnosisofPredynamicScapholunatelnstabiUty
ShiroYOSHIDAetal……S349

9:20~9:50CubitalT1mmelSyndrome
Moderamr:Akihiko.ASAMI

2-9-EP11QuantitaiiveEvalutionofCurrentPerceptionThresholdbyPer℃eptionQuantitive
MeasuringDeviceeainVision)fOrCubitalTunnelSyndrome

Hirono面MURAKAMIe#α&……S350

2-9EP12DiagnosticlmagingofCubitalTunnelSyndromeUsmgtheFusionlmagingT℃chnology
Yasuhiro'IDYOIZUMI〃αﾉ．……S350

2-9-EP13CrossSectionalAreaofthemnarNervemPatientswiththeCubitalTunnel

SyndromeMeasuredbyMm
YasushiTERMMA師飢……S351

2-9-EP14CubitalTunnelSyndromeOperatedUnderLocalAnesthesia
YilkeiMTSUMOTDet“……S351

2-9-EP15SuIgicalReconstructionfOrSevereCubitalTunnnelSyndromebyNeviaserIsProcedure
HidemiKOSAKUeｵα1……S352

10:00~10:300AP1

Moderamr:ShinjiNISIHKAWA

2-9EP16EvaluationoflstMetacaIpalProximalArticularlnchationandMPJomtDemrmityAre
ImportantmProspectiveFactorsofTreatmentfOrtheCarpometacarpalOsteoarillritis

Ichiro'I℃NOGAIe#αム……S352

2-9-EP17NewPhysical'I℃stfOrThumbCarpometacarpalJomt
YbngHoCHE〃αﾉ．……S353

2-9-EP18'IYleResultsofModifedKimoriMethodfbr'IY1umbCalpometacamalJointArtillitis
HideakiIMADAeｵαム……S353

2-9-EP19ArthroscopicJointDebridementoftheRrstCarpometacarpalJoint:AShortTbrmResult
HiroyukiOHIe畑ﾉ．……S354

2-9-EP20Eftctsofa'IbmporaryFixationmrMPJointHyperextensiononArthroplasty
oftheThumbCMJointArthritis

AyumiMflSUNAGA師飢……S354

10:30~11:060AF2

Modenamr:EijiKAIDA

2-9EP21ShorttermResultsFbnowingArthrodesismrHeberden'sNodes
MahitoKUWAHARA〃α1……S355

2-gEP22JointArdn･odesiswithHeadlessCompressiveScrewmaTreatmentofHeberdenNodes
'IbmonaliKAfl℃〃肌……S355

2-9-EP23MinimumlnvasiveSurgeryfOrMucousCystsofFinger
AkiraHOSOKMeｵαJ.……S356

2-9EP24SurfaceReplacementArthroplastyfbrProximallntemhalangealJointOsteoarthritis
MakotolCHIKMgｵα1……S356
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2-9-EP25

2-9-EP26

TheExperienceofProximallntemhalangealJointReplacementmrOsteoartilritis
UsingVblarApproach

′IhkahiroHASHIMOTOg畑l……S357

ChnicalResultsofDistalScaphoidPartialResectionfOrSITOsteoarthritis
ManabuMMANAKA師飢……S357

11:11~11:53CarpalTtmnelSyndrome
Moderamr:MasamshiAMAKO

2-9-EP27CorrelationbetweenUltrasonographiclmagingandChicalFindingsinPatientswithCarpal
TunnelSyndromebefOreandafterOperation

′IbuyoshiTAJIKAcMI.……S358

2-9-EP28FactortolnnuenceSatisfactionafterCarpalTunnelRelease
'IhdayoshiMTANABE〃αム……S358

2-9-EP29SubiectiveandObiectiveAssessmentinCarpalTunnelSyndrome
'IbshiyukiYAMADA〃α1..….S359

2-9-EP30ACUnicalReviewofModinedCamitzOpponensplastymrSevereCarpalTunnelSyndrome
JunlKEDA〃αI．……S359

2-9-EPL31ElectrodiagnosticEvaluationofCarpalTunnelSyndromebyMeasurementofT℃ndonRenex
RyoichiSHIBUYAe”1……S360

2-9-EP32NerveConductionSmdiesatSevereCarpalTunnelSyndromewithMartinFGruber
Anastomosis

KazushigeHASEGMe畑1……S360

2-9-EP33Re-operationmrtheCarpalTunnelSyndromewhiChWereOperatedbyOtilerSurgeons
KazuolKEDAet"J.……S361

14:00~14:42Conenital/Tumor

Modexamr:KenjiroHASEGMA

2-9-EP34CmalUharizationmrRadialClubHand・ClinicalResultsafterFYveYears
MasahiroYUKAWAe畑J、……S361

2-9-EP350perativeCentralizationfOrRadialClubHand
SouichiOHI過〃αム……S362

2-9-EP36DysplasiaEpiphysialisHenmencamHand
AmuKMGUCHI〃αl……S362

2-9-EP37ClinicalResultsofResedtionofGCTofTbndonShathwithBoneDefbrnty
TakeoHOm〃α1……S363

2-9-EP38TheChnical/hageEvidenceofGiantCenTumorof'I℃ndonSheath
NoriyukiYOSHIDAemﾉ．……S363

2-9-EP-39AxtremelyRareCaseofPlexifOrmSchwannomaoftlleMedianandDigitalNerve
MitsuharuMIMGIeｵαJ、……S364

2-9-EPL40TreatmentofEnchondromaCompUcatedwithPathologicBonen･acmre
Shuhei'ISmlMO'I℃e畑ﾉ．……S364

14:52～15:10menbockDiSease,Others
Moderamr:MasatakaYASIm)A

2-9-EPL41RadialWedgedOsteotomyfOrKienb6ckDiseasewithLockingPlateSystemafterMiddleAge
SoichiroYAMAMOTD〃αJ，……S365

2-9-EP42CMnicalOutcomeofmenbockDiseaseTreatedwithArthroscopyandPartialCapitate

Shortening
KoichiYANO〃αJ.……S365

2-9-EP43RadialShortenmgandCapitateShorteningfOrKienb6ckDisease
MasakiSHINetaJ．……S366

2-9-EP44'IYleCaseReportofUnotriquetralljgamentSphtTbarwith'IFCCInjury
Kazunari'I℃MnA〃α1……S366

2-9-EPL45TFCCInjurywithRadialHeadR･acmre(EssexlpprestiLikelesion)
YUsakuKAMAI過〃αﾉ．……S367
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15:32~15:56Connacture

Moderamr:KoichiOKUBO

2-gEPL46DiffrencebetweenRightandleftROMofille'IYlumbMPJoint
JunkoNAKASAflD師飢……S367

2-gEP､47htensor'1℃nolysiswithTranstrofaPedicledFascialmapfbrExtensorAdhesionwitilPIP
JointContractureafterProximalPhalanxRacmreandEXtensorlniuryofaFinger

HisashiSUGA〃αl……S368

2-9-EPL48ChnicalResultsfOrUseofDigito-lateralmapmSkinDetctsafterReleaseofPIPJoint
mexsionContracturefOrFingerlnjulies

′IEtsuKflSUMURA〃αL……S368

2-9-EP､49TreatmentwithDynamcDistractionApparatusfOrContracmreandAnlWlosisof
ProximallntemhalangealJointintileHand

RyosukeNOGUCHI〃αJ、……S369

16:06~16:42Hn"rIniury
Moderamr:YbshiakiKrrAMMA

2-9-EP50ACaseReportofLockingFingerafterRight3rdand4thMetacarpalHeadR･acture
IkuoAKAIg畑J、……S369

2-9-EP51TreatmentofR･acmreofBaseofFYfthMetacarpalBone
NobyukiKUBOe”ﾉ．……S370

2-9-EP52PhalangealR･acmreTreatmentwithTwo-dimensionallntraosseousWiring
I蛇nYAMAMOT℃〃αム……S370

2-9-EP53TreatmentofVblarPlatelnjuliesofProximalhtemhalangealJointsofFingers
'IbmoyukiMMAKMet"……S371

2-9-EP54EpiphyseallnjuryofilleMiddlePhalanxmSportCHmbers
'IbmoyukiROKKAKU師飢……S371

2-9-EP551rreduciblePahnarRotatoryDislocationoftheProxhnalhterphalangealJoint.
ACaseReportandaSystematicReview

YilmiSUGATAe”j、……S372

RoomlO(Pos[r-Oral)

8:00~8:42DitdRadiusFhacture-1

Moderamr:MitsuhikoNANNO

2-10-EP1EvaluationmrSurgicalTreatmentoftheDistalRadiusFi･acmrebyDominantHands/
Non-dominantHands

AkihiroNAKARMSHIg畑J、……S373

2-10-EP2ComparisonoftheVblarLockingPlateandlntramedunaryNailfOrDistalRadius
H･acturesofAOClassifcationtheA2andA3

YbshitakaMOmMOT℃eｫαl……S373

2-10-EP3VOlarlpckingPlatingUsing'I℃mporalyhtraoperativeExternalFixationmr
ComminutedDistalRadiusR･actureofEldellyPerson

KazushigeGAMO"αム……S374

2-10-EPL4TretmentofDistalRadiusRFacmreswitilSyniiles2.4mmVMableAngleLCP
Ke＃iZENZAI師飢……S374

2-10EP5DistalRadiusRacmreTreamentwithHeartyHate
ShuzoKAMEIeta1……S375

2-10-EP6'IYleShortT℃rmResultsoftheⅦFLCPOsteosynthesismrUnstableDistalRadiusRacture
Yasuhiro'ISUNEYOSHIet"……S375

2-10EP7ChicalResultsoftheDistalRadiusR･acmresTreatedwitilthePolya)dalLockingPlate:
Ⅶ；1℃P

'IbShioMAEDA"α&……S376
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8:52~9:22DismlRadiusRature-2

Moderamr:JunyalMKIANI
210-EP8ChnicalResultsofDarrachProcedurefOrDistalRadiouharJomtDisordersand

DistalRadiusandmnaR･acmres

ShinichiGO'I℃He”ﾉ．……S376

2-10-EP9DoseDistalmnaR･actureswitilConcomitantDistalRadiusFractureRequire
lhehternalFYxation？

′raketoKUROZUMI師飢……S377

2-10EPL10SurgicalTreatmentofDistalmnarR･acmresAssociatedwithDistalRadiusR･acmres
HaruhikoTAKAIiAeｵαJ、……S377

2-10-EP11CUmcalResultsofLockinPlatemrDistalUnlarR･acmrewithDistalRadiusR･acmre
KeiMORIZANEgｵαl……S378

2-10EP121ntramedunaryTreatmentofExtraFarticularFracmresofDistalUnaComplicatedto
DistalRadiusR･acmresinElderlyWomen

Sadaaki'ISUTSUIe畑I．……S378

9:32～10:02DistalRadiusRacmre-3

Moderamr:MasayoshilMDA

2-10EP13MeasurementandPredictionfOrDistalRadiusFracmresinPreoperationComputerised

'Ibmography
NaotoshiNINOMIⅧ師飢……S379

2-10-EP14Surveyof'IYlicknessofSoftTissueLyingbetweenFPLandVblarLockingPlateafter
MIPOfOrDistalRadiusRacmresbyUltrasonography

'IhtsUjiFUJIWARAe畑ﾉ．……S379

2-10-EP15Computed'IbmographyFbnowingFixationofVblarLockingPlatefOrlntraFarticularR･acmres
ofDistalRadius-RelationofBoneandlmplant

YaSuhiroHASEGAWAe”ﾉ．……S380

2-10-EPL16ChnicalChanengesandSolutionsofPolyaxiallpckingPlatefOrDistalRadiusR･acmres
-TheUsefUhessofUsinga'IbrqueWrench-

KeikichiKMSAKI〃αﾉ．……S380

2-10EP17DistalRadiusR･acrture-UsefUlnessofBlockguidefOrLockingPlate-
IsaoSASAm〃αJ.……S381

10:12～10:36DismlRadiusRacture-4

Moderamr:IsamSEKIYA

2-10EP18Surgical'I℃chmquetoAvoidSuperncialBranchofRadialNerveinUsingMicronailfOrDistal
RadiusRacmre

'IhkumaWAKASUGI〃αﾉ．……S381

2-10-EP19T℃ndonRupmreaftertheDistalRadiusFracmre
MasafUmMATSUm……S382

2-10EPL20PinExExternalFixationofDelayedUnionandNonumonofDistalRadiusRacmres
ShigeruKURIMOTOe”ﾉ．……S382

2-10-EP21DelayedUnionandNon-unionofDistalRadiusFracmresTreatedUsmgVblarLockingPlates
KazuyoshiYAMANAKAeｵαム……S383

10:46~11:10DismlRadiusRature-5

Moderamr:MasatalmNOGUCHI

2-10EPL22SoftTissuelniuriesAssociatedwithPediatricDistalForearmFracmres
RyosukeKAGMe畑1……S383

2-10EP23mexibleDoublePinning(DesmanetIsProcedure)fOrDistalRadiusRac伽･einChndren
Kaz'11ilmiSANO〃αﾉ．……S384

2-10-EP24CnmcalResultsofDistalRadiusRacmrewithMultipleTrauma
YilkaKOBMSHIefal……S384

2-10-EP25Sauve-KapandjiProcedurefOrGustiloTypelllOpenR･acmresoftheForearm
KikuoNAKASHIMAgｵαI.……S385
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11:20~11:44Bone,Research
Moderamr:MasahiromⅢzUMI

2-10EPL26FunctionalRangeofMotionintheMetacarpophalangealJoint:
FingerPatternClassmedbyTwentyADLMotions

TEkashiMURAI〃αム……S385

2-10-EP27RotationalStrengthoflilelnternalFixationofMetacarpalNeckR･actureby
AcutrakMicroScrews:ABiomechanicalAnalysisbyUsingSawBoneModels

MitsuhiroAOm〃αﾉ.……S386

2-10-EP28MechanicalAnalysisofAcutrakMiniScrew
'IbmohiroOMUKAI〃αム……S386

2-10-EP29ANovelFracmreFYxationDeviceIPinFYx'

′IもtsuyaARAI〃αﾉ．……S387

14:00~14:421nnammadon

Moderamr:AkimasaKOBMASHI

2-10-EP30PathophysiologicalSmdyofChronicF1exorT℃nosynovitisoftheHand
'IndashiYAMAMOT℃”αJ、……S387

2-10-EP31ClosedContinuouslrrigationwithSalemSumpTubeintheTreatment
ofPyogemcmexorTbnosynovitis

YilsukeOGUm〃α1……S388

2-10EP32NonmberculousMycobacterial'I℃nosynovitismtheFYngerand'IYlumb
Ritsu'ISUJIMOTO……S388

2-10-EP331nfectedCaseswithTraumaticSkinDefectintheUpperExtremity
OsamiSUZUmem1……S389

2-10EP34TriggerWristCausedbyMovementoftheFingersintheCarpalTunnel
HaruhikoSHIMURAe畑ﾉ．……S389

2-10-EP35'IriggerFingerinDupuytrenContracture
MunekiABEeｵαﾉ．……S390

2-10-EP36EpidemologyoftheFingermexor'I℃nosynovitisinGeneralPopulation
′1℃tsuyaKANEKO""……S390

14:52~15:16ElboWOthers
Modexamr:HidekiTHNAKA

2-10-EP37TreatmentofR･acmresofUpperExtremityUsingBioabsorbablePlates
YbshitakaTAJIMA〃αJ.……S391

2-10-EP38CUnicalResultsofDistalHumerusR･acturesUsingMayoChnicCongruentElbow
PlateSystem

HidetakeTAKIGAMIg畑J、……S391

2-10-EP39SurgicalTreatmentfOrR･acmreofOlecranon
OsamuNAKAMURA〃α‘……S392

2-10-EP40CallotasismrHandandFoot

MorimitSuTAKAIetαﾉ．……S392
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1-1-P1-1

切断手・指再接着術の経験から発展した奈良の手外科

HandSuIgeryinNaraDevelopedh･omtheExperienceofHandandDigitReplantation

玉井進

奈良手の外科研究所

1958年頃に奈良医大整形外科同門一期生であった故東谷俊彦先生が新潟大学の故田島達也先生のもと

で2ケ月間手の外科研修を受けられて，新鮮外傷のデブリドマンの重要性や開放創治療のgoldentime

の考え方，中間層植皮術や腱縫合などの技術を導入された．私は1960年に整形外科学大学院第一期

生として入学，犬の切断肢再接着実験に取り組んで学位を取得，この実験からさらにmicrosurgery

の研究に発展した．1965年7月の完全切断母指再接着成功をきっかけに世界的に手の外科における

microsurgeryの有用性が認識されるようになった．その後，再接着の臨床例が増えるに伴って手の

外科患者も漸増傾向を示し，必要に迫られて手の外科先達の著述を熟読し，国内外の関連学会にも

積極的に参加して手の外科研鎖を積み，同好の若い医局員も参入して1970年頃にはmicrosurgery･

手の外科グループが誕生した．奈良の手の外科は再接着術の経験から，各部位の切断面を観察して

手の立体的解剖を理解した上で各組織の修復を行うことに立脚したものと言える．手の診療に当

たっては，詳細な病歴の聴取，丁寧な手の観察と広い視野で病態を把握して診断を下す．次いで治

療のオプションをよく説明した上で，全人的視野に立って患者の希望を優先して決定し，決して医

師の独断や都合できめてはいけない．あくまでも機能温存，良好な機能回復を優先し，手術では

"atraumatichandling"を原則とし，嬢痕形成の少ないsharpdisectionが推奨される．リハビリテー

ションは患者の十分な理解と協力のもとで術直後から開始する．
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私が若手に教えたい手外科の危機・安全管理

RiskandSafetyManagementsofDiagnosisandTreatmentofHandDisorder

生田義和

広島手の外科・微小外科研究所

手疾患の診断から治療の流れの過程において過ちを犯さない為に注意すべき要点，すなわちリス

ク・マネージメン(危機・安全管理)の観点から若い外科医に特に留意して欲しい点について述べる．

l.診察の注意点臨床的所見が診断に際して重要である事に異論はがないが，所見に乏しく，患者

の訴えそのものが診断の最重要な手掛かりとなることも多い．したがって，患者の訴えに耳を傾け

ることがいかに重要であるかについて改めて強調したい．2．治療方針のたて方と医師と患者の関係

教科書に記載されている治療方針は，患者に関する細かな情報が無視された最大公約数的なもの

である．自らが診察し，患者，あるいは家族と話し合って初めて治療方針は決まるものである．す

なわち，医師が患者の家族環境や本人の歴史的背景を含めて，患者自身を充分理解して初めて治療

方針を決めることが可能になることを強調したい．3．手術の手順手術の始まりは術野の消毒から

ではなく，外来における患者への手術説明から始まる．ついで術前手術記録，手術前柔軟体操，手

術直前の患者との会話などの順序を踏むことが大切である．術中に関しては，術者と助手の間での

会話，術者と患者との会話患者への術野の供覧などについて，また術後は手術記録の患者への提

示などについて述べる．4．研修の仕方知識の研修は最近の優れたメディアの利用が簡便で効果的

である．しかし，その欠点や落とし穴を明確に認識しておくことが重要である．外科医の研修とは，

師の譽咳に接して初めて可能になるのであって，ビデオも教科書も先生には成り得ないことを銘記

すべきである．医師には暗黙知の伝承が不可欠である．
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kienbbck病の病因私論

EtiologyofKienb6ckDisease,APersonalView

中 村 蓼 吾

中日病院名古屋手外科センター

Kienb6ck病の病因についての手がかりは少なく明確にするのは難しい.Gelbermanが月状骨骨折に

よる可能性が低いことを月状骨内の血管分布の結果で示したにも関わらずGreenらやCooneyらの成

書では手根骨骨折の扱いになっている．私はBeckenbaughの論文を根拠とする月状骨骨折説に違和

感を覚える．骨折は骨壊死の結果と考えたい．外因では外傷，繰り返しの衝撃，関節炎の3つの説に

大別できる．月状骨骨折についてはTeisenが11例を長期観察したが,Kienb6ck病の発生を認めてい

ない．月状骨脱臼についてはCaveの1例とLesire21例の発生報告があり，月状骨骨折がKienb6ck病

の必要条件でないことと月状骨周囲で血行が断たれれば本症を発生させ得ることを示している．し

かし月状骨脱臼に続発した本症は絶対数が少なく一般的病因とならない.RA手関節でもKienb6ck病

と同様な月状骨の圧平化を生ずることがあり，関節炎も本症を発生しうる．繰り返しの衝撃は本症

の多くが手作業者で，衝撃の強いハンマー作業などに従事した例が多いことから病因として疑える．

トヨタ自動車では1985年から1995年の間に17例のインパクトレンチ使用者に本症が発生した．工具

の低衝撃化に努めその後の発生はなく本症の予防に成功している．スポーツ関連の本症でも空手な

どの東洋武術，テニスなど手，手関節に衝撃のある種目に多く発生を認める．これらの事実を総合

すれば，繰り返しの衝撃やその他の原因で発生した滑膜炎により月状骨血行が不良となり本症が発

生すると考えるのが自然であろう．素因としてのnegativeulnarvarianceについては依然見解に一致

がない．いずれも確立させるにはさらなる検証が必要であり，次世代の諸先生の研究に期待する．

-S3-
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私が若手に伝えたい手外科の考え方

ThePointoftheHandSuIgerywhichl'dLiketolnformYOu

三浪明男

北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野

最近の手外科学会・関連学会・研究会などに参加して感じたことについていくつかお伝えしたいと

思います．1.手外科はsubspecialtyに属するものです．例えば私は整形外科医ですので，整形外科と

いう一階建ての基本領域の基本手技の実地修練をマスターしている必要があるということです．や

やもすると手外科を専門にしているので整形外科は関係ないと考えたり，最近では，手外科の中で

も更に細分化しており,supersubspecialtyしか行わないという手外科医がおられますが，手外科専

門医とは｢手外科領域の疾患の診断と治療を標準的基準をもって安心･安全に行うことができる医師」

であるべきです．2．既存の定説を信じてはいけないということです．どんなことにも疑問を持つこ

とにより新しい発想があると思います.3.手外科を志す先生にはMicrosurgeryの手術手技をマスター

すべきであることを強調します.Microsurgeryはatraumaticな操作の修得にも役立ちますし，手術

のツールとして使用することができるようになり手術方法の幅が広くなると思います．4．機能解剖

を理解して論理的な思考推理を楽しんでいただきたいと思います．理論的に解剖を考えて損傷部位

や損傷高位を決定することは一種のゲームであり，手外科医の面目躍如というところではないでしょ

うか．5．手外科を専門にしたいと考えている先生はBunnell'sSurgeryoftheHand,津下名誉教授

が執筆された｢手の外科の実際｣等は是非通読していただきたいと思います．その他にも多くの書物

がありますので，興味のあるものは知識取得のためにactiveに行動すべきと思います.6．最後に，

基礎および臨床的研究を積極的に発表し必ず論文に仕上げる意欲を持つべきと思います．これによ

り各方面からの批判を受けて，更に進化していくことが可能と考えます．
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次世代に伝えたい私の手外科

PoHcywhichlWanttoTbutoYOungHandSurgeon

阿部宗昭

春秋会城山病院上肢機能再建術研究所

私が手と肘を専門領域にするようになって40年近くになる．大学を退職して，一般病院で診察や

手術をしていると大学では見えなかったことが見えてくることもある．私の歩んだ道を振り返りな

がら，心してきたことを述べたい．患者を診るということ：最近は学部教育の中で，模擬患者によ

る医療面接が取り入れられ，患者の訴えをよく聞いて，患者の痛みを共有することが重視されるよ

うになった．しかし，なお，「対応がいい加減｣，「話や思いを聞いてくれない｣，「十分な説明をして

くれない」といった医療不信の訴えが続いている．最近，私が心がけていることを示したい．診断で

気をつけること：手の痛みやしびれが主訴の患者の中には，症状が多彩で原因が特定出来ない例も

ある.Psychosomaticfactorはないか，事故や労災絡みでもめていないか,Munchhausen症候群な

ども念頭に置く必要がある．治療法の決定：患者にとって手術が最も有効な治療法であっても，患

者が望まない場合は次善の治療法で対処しなければならないこともある．自分の興味で手術を勧め

るべきでない．手術手技の習得：手術手技書だけでなく，出来るだけ多くの先達の手術を見て，ま

ねをし，自分の手技を見出す．予後を見届ける：自分が治療した患者は保存的であれ手術的であれ，

出来るだけ自分で経過を見，予後まで見届ける．予後を見ないと自分のした治療法が適切であった

かどうかわからない．チーム医療を意識する：手の機能は手術だけでよくなるわけではない．術後

のリハの良否が手の機能に影響している．信頼出来るハンドセラピストの育成を心がける．成果は

論文にする：症例がある程度まとまったら学会に出し，論文にする.1例1例ではわからなかった

ことが，症例をまとめることでわかってくることもある．
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マイクロ手外科

Micro-HandSurgery

山野 慶 樹

清恵会病院大阪マイクロサージャリーセンター

【目的】手指では狭い部分に，重要な機能を有する繊細な組織が密に存在する．従って手術では

Bunnellが述べるごとく，精細な手術操作いわゆるatraumaticな手技が必要である．

【方法】この目的に沿って手外科手術では可能な限り顕微鏡視下に行なってきた．裸眼で行なうのと

異なり，顕微鏡視下での手術操作たとえ軟部組織の切開や剥離でも，小血管，神経の温存など組織

の扱いが繊細に行なえ，手術手技を向上させることができる．また助手は同一術野でアシストが容

易にでき，手技を学ぶこともできる．演者はマイクロ手技では不可能といわれていた，指では整容

的にも機能的にも最も重要な指尖部の再接着をUltramicrosurgery手技を開発して行なっている．

【成績】神経では対応するfUniculusが同定しやすく，また繊細な神経組織に対してよりatraumaticな

修復ができ，指末節部の細い神経修復も可能で，良好な回復が見られる．腱修復では小切開でより

精細にでき，腱鞘の修復することで，術後の腱の滑走に有利である．関節部の小骨片の整復・固定

では関節面のより完全な接合ができた．指尖再接着では当然のことながら，機能的はもとより整容

上で満足する結果が得られている．

【結論】顕微鏡視下に行なうMicro-Hand手術はBunnellの述べるatraumaticな繊細な手技に最も適応す

る手技で，この手技に習熟することにより，機能的及び整容的により良好な成績が得られる．これ

からの手外科を目指す若いDr.に是非勧めたい．
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MinimallylnvasiveSurgeryinDistalRadiusFractures:
FromBenchtoBedside

AIvinCYChen

DPTofOrthopaedicSurgery,ChangGungMemorialHospital&University

Theoptimaltreatmentfordisplaceddistalradiusfracturesremainsobscure.Inthepastdecade,

therehasbeenatrendtowardopenreductionandinternalfixationofunstabledistalradial

fractures.Inaddition,recentadvancesinplatingtechniquesaimtomaximizethebiologic

potentialoffracturestoheal.Implantdesignhasalsoevolvedtowardthegoalsofminimizing

injurytoboneandmaximizingthesurgeon'sabilitytoimplantplateswithminimalsoft-tissue

injury.Accordingly,lockedimplantsandminimallyinvasiveplatingtechniqueworkwelltogether

towardprovidingimprovedstabilityandamoreoptimalbiologicenvironmentforfracturehealing

comparedtotraditionalplatingtechniques.However,theoptimalbiologicconstructtomaximize

fracturehealingpotentialremainsunknown;theroleofminimallyinvasiveplatingtechnique

hasyettobeclarifiedinthemanagementofunstabledistalradiusfractures・Throughfurther

surveyonclinicalapplicationandobjectiveoutcomeassessment,wemayhavemoresophisticated

conceptsinindividualizedtreatmentregimens.An~examinationoftheseevoIvingideasand

techniquebasedonmechanicalandbiologicalinvestigationwillprovideaframeworkfOrabetter

understandingofthechangingfaceofwristfracturecare.

-S7-



1-1-S1-1

日本手外科学会専門医制度を公的なものとするには

QHSJSSH:HowtobeAulilorizedbyMHLW

佐 々木孝

済生会神奈川県病院

日本手外科学会に専門医制度ができ，5年が経過しようとしている．専門医制度の成立時期にすで

に厚生労働省の｢広告可能専門医｣の制度が存在したが，当時は日本手の外科学会が法人格を持って

いなかったために外形基準を満たしていなかった．平成21年には，日本に唯一の手の外科学講座の

ある大学において，院外に手の外科を広告することを否とする厚生局の指導があり，この件を機に，

手の外科を標傍科とすることを要望する活動が始まった．しかしながら，標梼科への道のりははる

かなものであった．広告可能専門医，医学会分科会入り，などの先に標梼科への期待があり，その

基礎として｢手の外科｣を｢手外科」と改めることとなった．平成21年には日本専門医制評価・認定機

構(専認構)の社員となり，平成22年の総会決議で，一般社団法人化とともに「日本手外科学会｣と改

称することとなり，同年5月一般社団法人としての登記を完了した．これで，外形基準を満たしたも

のとの判断で，広告可能専門医としての認可を厚生労働省並びに専認構に行ったが，特例措置専門

医に専門医試験が行われていないことなどを指摘されて不調であった．平成22年秋には臨時代議員

会で，専門医試験の実施が決定され，23年春に専門医試験が施行された．同時期に，日本医学会の

分科会となり，日本整形外科学会および日本形成外科学会のsubspecialtyとしての専門医であること

も両学会との間で文書を取り交わし，ほぼすべての条件は整ったかに見える．しかしながら，現実

には専認構は，日本整形外科学会および日本形成外科学会がその二階建て部分となる専門医の全体

像を示すことを求めている．日本手外科学会専門医を広告可能とし，将来的には標傍科とすること

を目標としてきた活動をふりかえる．（以上は平成23年11月の状況）
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日本手外科学会専門医制度の立ち上げから施行まで

OrganizationofJSSHQualifedHandSurgeon

土 井 一 輝

小郡第一総合病院整形外科

日手会手外科専門医は，日本専門医制評価・認定機構(専認構)に加盟し，現在,subspecialityとし

ての認定および厚生労働省認定標梼診療科の申請中である．私は，日手会手外科専門医制度の立ち

上げから，担当理事，および委員長として関わって来ましたので，その経緯，特に，手外科専門医

像について紹介します．日手会における手外科専門医制度は，当初は，日手会会員の手外科教育を

目的としたものでありました.2003年当時に生田義和理事長の元で,手外科教育制度の充実のために，

研修施設，カリキュラムの整備のための制度を立ち上げました．当時，存在していた専認構の専門

医制度の条件を満たすように，当初の専門医条件を参考にしました．平成19年に正式に専門医制度

が発足し，現在，専門医数は730名であります．その後，専門医制度は，外的制約の影響を強く受け

て来ました日手会専門医が社会的に認定されるために，専認構加盟，日本医学会分科会入会のた

めの法人化にも多大な労力が必要でありました．一方で，専門医像も社会制度に適合するため，大

きな改定をせざるを得ませんでした．特例措置専門医の筆記試験，カリキュラムの変更，臨床経験

症例数の内容の変更などであります．更には，厚生労働省認定の標梼診療科と専認構subspeciality

認定のための，日整会，日形会との関係を明確化にすることなどが要求されてきました．これらの

条件を満たすために，手外科専門医像は当初より大きく変貌しています．現在の手外科専門医は，

果たして，国民の想定する手外科専門医であるかは今後の討議の的となるところであります．この

問題を解決するための指導医制度の導入も検討する時期に来ていると考えます．
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確立した専門医制度をめざして一整形外科における手外科の意義一

HandSurgerymOrthopaedics

落 合直之

筑波大学医学医療系臨床医学域整形外科

厚労省は2002年，外形基準を満たす学会が認定する専門医を広告可能とした．一方，日本専門

医認定制機構が社会の求める専門医の質を担保すべく,2007年に18の基本領域学会，続いて17の

Subspecialty学会を2010年に認定した．しかしながら,加盟75学会の内上記35学会以外専門医の意義

位置づけ，何処まで細分化を認めるか現時点で定まっていない．2011年10月13日厚労省の｢専門医の

在り方に関する検討会｣が医師の質の向上と偏在是正を目的に開催され，2012年末までに医療者・患

者の双方から同意される｢専門医｣を定義づけ，第三者機関として新たな専門医機構を構築する．目

下，日本手外科学会は学会名の変更，日本医学会への加盟，特別移行措置の専門医に試験を課すな

ど，広告可能な専門医へ向け努力をしている．何故，手外科専門医か．かつての指屈筋腱修復の

no-man'slandは，現在もanyone'slandではなく専門家だけに許されるsomeone'slandである．それ

故手外科は敬遠される？特殊な専門知識がないと機能修復どころか却って喪失となる．その点を

国民に周知できれば手外科専門医の存在意義はある．私はさらに別の意義も考える．手外科は，明

らかに運動器再建外科である整形外科の守備範囲である．しかしながら，手の中枢は,Penneldの

homunculusでも示されたように大脳の広い領域を占める．人が文明を築き上げたのも上肢が独立し

て道具を操れたことによる．手の中には運動器の基本となる組織が総てあり，愛護的操作は手とい

う繊細な器官を修復する上で必須の技術である．従って，運動器を扱う整形外科医は研修で一定期

間手外科の素養を学ぶことはどの領域の専門医になるにしても無駄ではない．
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形成外科の立場から

ABoardofHandSurgeryfbrPlasticSurgeons

柴田実

新潟大学医学部形成外科

ここ数年，日本手外科学会は手外科専門医制度の認定獲得を目指し、大きな努力をしてきた．

2010年5月に一般社団法人化を果たし，学会は日本手の外科学会から日本手外科学会となった．さら

に，日本手外科学会は日本整形外科学会と日本形成外科学会を基盤領域とするsubspecialityの学会

としての認識を新たにし，両学会間で整合性の確立を目指すことになった．整形外科，形成外科そ

れぞれの特殊事情も考慮して手外科専門医を目指すに当たって受験資格のハードルが適切となるよ

うに受験資格関連諸規定の改定に取り組むこととなり，整形外科および形成外科学会から同数の委

員を選出･構成する手外科専門医育成委員会がアドホック委員会として設置された．

形成外科では骨関節疾患を扱う頻度は比較的限られており，手外科疾患全般を網羅することを条

件とする従来の手外科専門医応募資格要項を充足することは困難で，形成外科専門医が手外科専門

医を目指す頻度は少ない状況にあった．形成外科が良く取り扱うのは1)熱傷，2)手足の皮弁による

腫瘍切除後および外傷後の再建，3)四肢先天異常疾患，4)四肢切断再接着の4分野が中心であること

を考え，これらの分野で質の高い手外科医療を提供出来る専門集団として今後，形成外科分野から

たくさんの手外科専門医が育成されるよう整備が図られることとなった．2011年10月3日現在，手外

科学会会員数は3386名のうち，形成外科医数は380名(11.2％)であり，手外科専門医730名のうち形成

外科専門医数40名(5.5％)である現況を考え，今後5年間にこの比率を如何に伸ばす努力をするか形

成外科分野に問われる状況に至った．

一方で，手外科専門医制度は複数の基盤学会に基づくsubspecialityとしての存在価値を高めるた

めにfellow-ship制度の確立や，専門医取得後の手外科修練制度の拡充を目指さして努力しなければな

らない．

厚生労働省が提唱する広告可能な専門医の外形基準を満たしました．その後，日本専門医制評価・

認定機構のヒアリング

1.手外科専門医研修カリキュラムを3項目に変更

2.専門医のための取得単位数の変更(20単位から50単位）

3.認定研修施設の資格申請資格の修正

4.1)基盤学会(日本整形外科学会あるいは日本形成外科学会)専門医であること
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専門医制度カリキュラムについて

CurriculumfbrtheAddedQualincationofHand

牧野正晴

新潟逓信病院整形外科

【カリキュラムの定義】狭義には教育機関における各学年での時間割と理解されるが，特定の教育目

的を達成するための方法・手段の全てを含むと理解すると整備しやすくなる．

【手外科専門医のカリキュラム】日本手外科学会専門医制度カリキュラム委員会を中心として研修カ

リキュラム対応疾患一覧表が作成された．手外科で取り扱う組織をその解剖学的類似性から1．皮層・

皮下組織・筋腱，2．神経・血管・リンパ管，3．骨・関節・靭帯と大きく3の分野に分類し，それぞ

れの中分類，さらに具体的な診断，診療行為の小分類にまとめた．またA:術者･指導者として手術・

処置することができる項目,B:助手として手術・処置を経験しておくべき項目,C:知識として修得

すべき項目の3研修基準を設定し，自己および指導者からの評価が求められている．

【研修施設でのカリキュラム】研修施設の手外科指導者には専門医制度規則で定めた指針に準じて，

個々の研修施設でのカリキュラムを作成することが求められる．手外科専門医資格に値する技術を

修得することは極めて大切であり，研修期間時系列に合わせて合理的に経験できるように組み立て

る必要がある．複数の研修施設で勤務する研修医については自己の研修カリキュラムを組み立て，

指導者の合意を得て修練することが望まれる．

【カリキュラム達成度の評価】知識に関しては筆頭試験および口頭試問で評価でき，重要症例の提示

から診断，鑑別診断，治療法の選択・実行，考察等の達成度を評価できる．しかし，研修医が獲得

した技術に関しては，現時点では研修指導者の評価しかない．手外科専門医資格を与える基準とし

て修得技術評価が必要だと考えられるが，その具体的な方法は今後の課題である．
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専門医試験の現状と問題点について

PresentStatusandProblemsinBoardexaminationofJapaneseSocietyfbrSurgeryoftheHand

○加藤博之1，和田卓郎2，鈴木克侍3，清水弘之4
l信州大学整形外科，2札幌医科大学整形外科，3藤田保健衛生大学整形外科，

4聖マリアンナ医科大学整形外科

専門医試験は毎年1回，日本手外科学会学術集会直後あるいは最終日に専門医試験委員会の管理の

下で行ってきました．受験者は事前に資格認定委員会の書類審査による審議を経て，受験資格を満

たしていることが確認されています．本発表では過去3回の試験内容，採点方法，合格基準を報告し，

その問題点と今後の改善点について検討します．専門医試験の内容は筆答試験と口答試験に分かれ

ます．筆答試験は日手会専門医試験委員会が作成した問題で，出題形式は医師国家試験に準じてい

ます．筆答試験の内容は手外科の知識を問う問題であり日本手外科学会研修カリキュラムの分類の

研修到達目標A(術者.指導者として手術･処置することができる)に相当する疾患を半数以上出題し，

カリキュラムB,Cの疾患は半数以下の出題数としています．口答試験は，症例の主訴と病歴，手の

フオト,X線,CT,MRI像を呈示し，診断，手術適応，手術手技と合併症，患者への説明，医療倫

理と安全などに関する質問に答える形式で，当委員会作成症例からの1例と，受験者が実際に手術を

行った申請症例からl例について出題します．筆答試験と口答試験の合計を100点満点で点数化して

います．試験後lか月間は，受験者からの質問や疑義を受付け，これらに対して回答し，不適切問題

が判明すればこれを削除しました.100点満点に補正した点数を最終点数として，合格最低点を決定

し，さらに理事会で合否判定を行いました．試験後約6週間以内に合格者の受験番号をホームページ

上に掲載し発表しました．これらの経験から，問題難易度の均一化，整形外科受験者と形成外科受

験者間の得意不得意疾患の違い，最適な試験時期と会場などが問題点として挙げられます．
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手の外科における保険診療

JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSulgery

牧 野正晴

新潟逓信病院整形外科

1998年に開始されたランチョンセミナ，「手の外科(もしくは手の外科領域)における保険診療｣は

昨年の中断を除き今回で15年14回の開催を重ねる運びとなり，今回から演者は5人目が担当する．

平成24年度は2年ごとに行われる医療保険の大改定の年度に当たるが，平成23年3月の大震災の復

興が優先されている時期であるためか，小改定にとどまると予測されている．

具体的な変更内容は平成24年1月上旬では明らかではないが，手外科領域に大いに関係する保険請

求変更として，今まで医科診療報酬点数表のK-コードでなされていた手術料請求に変わり，一般社

団法人外科系学会社会保険委員会連合(外保連)第8版手術試案が，より科学的で実際の手術にかか

る費用を反映した術式コードとして採用される予定であることが挙げられる．その際には，慣れる

までは保険請求にかなりの混乱が生じることが予測される．新コードの解説を行う予定である．

それ以外の保険診療における改訂点，および例年のQandAを取り入れて講演内容を構築する予

定である．

、
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ComplicationsFollowingVolarPlateFixationof
DistalRadiusFractures

JesseBernardJupiter

HandandUpperExtremityService,DepartmentofOI・thopaedicSurgery
MassachusettsGeneralHospital,HarvardMedicalSchool

Thispresentationwillprovideageneraloverviewofcomplications,addressperspectivesofthe
safetyofvolarplating,andprovidetreatmentrecommendations.

Osteoarticularcomplicationsincludelossofreduction,delayedandnonunion,malunion,distal

radioulnarinstabilityol･incongruity,andinfection.ComplicationsofassociatedleSionsinclude

carpalinstability,nervedysfunction,tendinitisandtendonrupture,CRPS,andsofttissue
contracture.

Diaz-GarciaJetinJHandSurgAm2011reviewed2039papersofoutcomesandcomplicationsof
treatingunstabledistalradiusfiacturesintheelderlywith21papersiittingtheirinclusioncriteria

andreviewedvolarplating,non-bridgingandbridgingexternaliixationpercutaneouspinfixation,
andcasttreatment.Minorcomplicationssuchaspintractweremostcommonwithexternalfixation

whilethemostcommonmajorcomplicationrequiringsurgerywereFPLorEPLrupturewithvolar
platethecauseofl8of32majorcomplications.

Lossofreductionwillleadtodorsalcollapse,lossoflength,and/orlossofreductionofthevolar

lunatefacet.Dorsalcollapsewillleadtolossofwristmotion,incongruityoftheDRUJ,andthe

riskofHexortendonrupture.Biomechanicalstudiesofvolarplate6xationhavedemonstratedthe
betterresultswilloccurwithplacementofthedistallockingscrewsunderthesubchondralbone.In

addition,understandingthearticularfracturepattern,considerationofeitheraradialcolumnplate
oranimplantwithdoublerowofscrews,andthenewertechnologyofvariableanglescrews.The

newertechnologyofplateshapeandvariableanglescrewswillhelpavoidlossofnxationofthe

volarlunatefacetfragment.Inaddition,alternativemethodsoffixationforsmallvolar片agments
includingtensionwireloupes,smallcontouredvolarplates,orfi･agmentspecificbuttresspins.

Despiteplacementofanatomicallyshapedimplantsonthevolarsurftlce,extensortendonruptures
arestillbereported・Partofthereasonforthisisduetothedorsalskeletalanatomyofthedistal
radiusandspecificallytheheightoflister'stubercle・TheheightbetweenthetipofLister'stubercle

andthedepthofthegrooveoftheEPLvaried廿om4-10mm.Thusintl･aoperativelateralxraysmay
notrevealascrewtippenetratingthedorsalcortex.

FlexortendonruptureshavebeenreportedprimarilyinvoIvingtheFPLandusuallytheresultofthe
radialcolumnofthevolarplateextendingtoodistal.

Screwpenetrationintothejointhasbeenalsoreportedbymanyauthors.Severalmethodscanbe

consideredtoavoidthisincludingplacingthemostulnardistalscrewsfirstandcontrollingwith
withalateralxrayinlinewiththedistalarticularsurface,placingprovisionalk-wirestocontrolthe
positionoftheplate,andchangingscrewpositionsusuallyvariableangleplatetechnology.

Mediannervedysfunctionremainsarecognizedproblemandshouldbeconsideredwhenany
symptomsexistpreoperatively.
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The'WaterShedLine'Revisited

○今谷潤也'，近藤秀則'，森谷史朗'，竹下歩'，秋田恵一2
！岡山済生会総合病院整形外科，2東京医科歯科大学大学院臨床解剖分野

【はじめに】榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術が，より優れた手術法となるた

めには，最も重篤な合併症である屈筋腱障害を確実に回避する必要がある．2005年Orbayらは安全

なプレート設置の目安として@Watershedline'(以下WSL)という概念を報告したが，その定義自体

が不明確で混乱が生じている．本研究の目的は，この概念について文献的レビューを行うとともに

僥骨遠位端掌側部の骨形状の解剖学的,組織学的な検討を行い,WSLの定義を明確にすることである．

【方法・結果】解剖肢体20肢を用いて僥骨遠位端掌側部の骨性形状および僥骨掌側面と屈筋腱との位

置関係を調査した．さらに同部の連続切片を用いた組織学的検討(7肢)も行った．僥骨遠位端掌側部

には,pronatorfOssaの最遠位に存在する変曲点が形成する骨性隆起線(以下PFridgeline)と最も掌

側に突出した点を結んだ骨性隆起線(以下Sline)が存在した.Slineは榛側ではPFridgelineと一致

していたが，尺側ではその遠位側に存在する別の変曲点により形成されていた．またSline上で最も

掌側に突出する点は，同部の解剖学的位置関係の基点となっており，プレートの最適な設置位置の

決定に重要な指標となると考えられた．

【結語】屈筋腱障害を回避するためのプレート設置の目安としてのWSLは，僥側ではPFridgelineに

一致するが,尺側ではSlineとPFridgelineの間に存在するhypotheticalなlineであり，使用するプレー

トのデザインや遠位部の厚みによってその位置が規定されると考えられた．このような解剖学的研

究をさらに進めていくことにより，僥骨遠位端部掌側の骨性隆起，掌側靭帯付着部，方形回内筋な

どの相対的位置関係を明確に認知でき，掌側ロッキングプレート固定術をより安全に遂行すること

ができると考える．
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掌側ロッキングプレート機構の破損

一ロッキングスクリューは本当にロックされているのか一

DamageoftheVblarLoc随ngHateMechanism・LOC随ngScrewisReallyTighten？

○太田剛1，菅田祐実1，若林良明2，鏑木秀俊2，石突正文3
Ⅱ済生会川口総合病院整形外科，2東京医科歯科大学整形外科，3士浦協同病院

【目的】掌側ロッキングプレートによる榛骨遠位端骨折治療において，プレートロッキング機構が

破損して，術後矯正損失が生じる症例が存在することが明らかになってきた．今回我々はMulti

directionalangleplate(以下MDP)においてロッキングスクリュートルクを計測し，ロッキング機構

破損の原因を検討した．

【症例】2009年6月から2011年6月の問にMDPにより治療した僥骨遠位端骨折95例のうちトルク計測

可能であった32例について，術中トルク，術後矯正角度について検討した．男性10人，女性22人，

平均年齢58,9歳．骨折型はA2,1例,A3,5例,C1,1例,C2,5例,C3,20例．骨折を仮整復後，

Condylarstabilizing法(以下CS法)で固定した．手術中にロッキングスクリューのトルク値を各スク

リューについて計測した．

【結果】32例中6例，ロッキング機構が破損したと考えられる症例が存在した．ロッキング機構の破損

した群(B群)と維持された群(G群)との間には,B群においてPalmartilt(PT)の矯正損失が有意に大

きかった．両群間のスクリュートルク値の有意差はなかった.Palmartilt(PT),Radialincrination

(RI),Ulnarvariance(UV)に関しても両群の矯正角度に有意差はなかった．

【考察】MDPはその角度が自由である分,Fixedangleplateに比べてロッキング機構が脆弱ではない

かとの懸念があった．今回の結果からはB群とG群で破損の原因となる要素は認められなかった．し

かし,MDPでは十分なトルクでロックされていても，常にロッキング機構の破損の可能性がある

ことが示された．ロッキング機構に過大な応力が加わる事が破損をもたらすと思われる．従って，

MDP使用時には整復に際してCS法を過度に用いないこと，スクリュー刺入本数を増やすDSS法を用

いるなどの手技的工夫が必要であると考えられる．

-S17-



1-1-S2-3

檮骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定における

螺子の関節内穿破について

Intra-articularScrewPenetrationduringPahnarlpckingPlateFixationfOrDistalRadiusR･acmres

○森谷浩治，坪川直人，成澤弘子，吉津孝衛，牧裕
（財)新潟手の外科研究所

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート(PLP)関連の合併症の1つである遠位螺子の

関節内穿破について検討した．

【対象と方法】2010年の1年間にPLP固定を施行した僥骨遠位端骨折130(男性35,女性95)例を対象

とした．手術時年齢は19-85(平均60)歳，骨折型は修正斎藤分類で関節外Colles骨折53例，関節内

Colles骨折62例，関節外Smith骨折2例，関節内Smith骨折10例，掌側Barton骨折2例，掌側Barton-

chaufeur合併骨折1例であった．軟骨下骨支持よりも掌側皮質骨の整復を重視し，全例近位設置型

のPLP(メイラ僥骨遠位端プレートシステム)で内固定した．軟部組織損傷評価のため94例(72%)で

術中手関節鏡が施行されていた．経過観察期間は12-75(平均37)週であった．以上の対象について，

ulnarinclination(UI),palmartilt(PT),ulnarvariance(UV)の矯正損失と遠位螺子の関節内穿破に

ついて調査した．

【結果】X線パラメーターの矯正損失はUI2.5｡,PTl.4｡,UVO.9mmであった．術中のX線イメージ

や手関節鏡，経過観察時のX線写真で螺子の関節内穿破を認めた症例はなかった．

【考察】軟骨下骨支持を獲得しようとするとPLPは遠位設置になりやすく，それに伴い螺子の関節内

穿破は術中，または遠位骨片の圧潰に起因して経過観察中に生じうる．私達は関節内穿破の確認お

よび予防に対して特別な策を講じているわけではないが，軟骨下骨支持に固執しないPLP近位設置

や手関節鏡による直接的な確認が関節内穿破の発生を未然に防いだと考えている．なお,PLP近位

設置で危倶される榛骨短縮は掌側皮質骨を整復することで極めて軽度に抑えられていた．
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後期高齢者(ﾌ5歳以上)の檮骨遠位端骨折に対する

ロッキングプレートの功罪(保存療法と比較して）

VOlarlpckingPlateFixationfOrDistalRadiusR･acmresinElderlyPatientsSeventyfveandOver-in
ComparisonwithtileClinicalResultsofConservativeTreatment

○児玉成人1，今井晋二1，松末吉隆1，佐々木英幸2，本城昌3
Ⅲ滋賀医科大学整形外科，2近江草津徳洲会病院整形外科，3多根総合病院整形外科

【はじめに】後期高齢者の榛骨遠位端骨折に対するロッキングプレートの利点および問題点を，保存

療法の治療成績と比較することで検討した．

【対象・方法】対象は2008年以降，当科の関連病院5施設で治療した僥骨遠位端骨折のうち,1年以上

経過観察が可能であった91例とした．治療の内訳は保存療法47例，掌側ロッキングプレートを用い

た手術療法44例で，男性6例，女性85例，年齢は平均80歳であった．骨折型はAO分類でA2,13例，

A3,49例,B3,2例,C1,4例,C2,12例,C3,11例であった．方法は対象患者91例に対し，当科で作成

したスコアリングシステム（日手会誌25,100-105,2008)を用いて後向きに点数化し，保存療法あるい

は手術療法どちらの適応であったかを判定し，実際に各施設で施行された治療と比較検討した．治

療成績はMayowristscore(以下MRS),DASHにて評価した．

【結果】施設により保存療法,手術療法のどちらかに偏重する傾向があった.保存療法47例のMRSは優・

良23例，可・不可24例(点数平均76点),DASHは平均10.6点であった．一方手術療法44例は優・良22

例，可・不可22例(点数平均78点),DASHは平均9.8点で治療成績に有意差はなかった．スコアリン

グシステムで手術適応であった症例は，実際に行われた治療でも，保存療法より手術療法のほうが

治療成績は有意によかった．しかし，スコアリングシステムで保存療法の適応であった症例に対し，

実際には手術した群は保存療法群に比べ，有意に治療成績は劣っていた．

【考察】近年，僥骨遠位端骨折の手術適応は後期高齢者においても拡大傾向にある．しかし活動性が

低下してくる年齢でもあり，保存療法・手術療法の適応を十分考慮すること，また過剰な手術適応

はかえって治療成績を悪化させる傾向にあることを念頭に置くべきである．
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檮骨遠位端骨折に対する新戦略

-PolyaxialLockingPlateがもたらすメリット･デメリット
NewStrategymrDistalRadiusRacmres-AdvantagesandDisadvantagesCausedbyPolyaxiallDckingHate

○川崎恵吉1,稲垣克記2,池田純2,前田利雄2,門馬秀介2
】昭和大学横浜市北部病院整形外科，2昭和大学医学部整形外科

【はじめに】僥骨遠位端骨折の治療は日進月歩であり，その中心となっている掌側ロッキングプレー

トにおいては，スクリューの挿入角度が定方向型のMonoaxialLockingPlateから始まり，最近は

可変型のPolyaxialLockingPlate(PLP)も使用されるようになった．我々 はこれまで3種類のPLPを

用いたDouble-tieredSubchondralSupport法の有用性を報告してきた.PLPは,watershed-lineを

考慮してプレートをある程度自由に設置可能，スクリューを軟骨下骨直下や粉砕骨片内へ挿入が可

能,DSS法による固定性の上昇，などのメリットがある一方，透視時間の増大や手術手技の煩雑さ，

angularstabilityを含む強度の問題，などのデメリットも存在する．今回これまでに使用してきた

PLP症例を調査したので報告する．

【対象と方法】榛骨遠位端骨折に対してPLPを使用した症例は323例，そのうちAPTUS(以下A群)は

163例,VariAx(以下V群)は101例,VA-TCP(以下T群)は44例であった.A群:V群:T群で，平均

年齢は60.3:60.2:62.5歳，経過観察期間は10.7:7.0:5.3ヶ月,AO分類C型が124:77:33例であった．

【結果】X線評価をA群:V群:T群で比較すると,UV(mm)/VT(｡)の矯正損失は,0.7/0.7:0.9/0.3:

1.0/0.8であった．臨床成績は,Cooney/DASHscoreが88.9/8.6:86.4/12.8:83.3/20.0であった．合併

症は13例(0.04%)で，伸筋腱断裂，スクリューの弛み，スクリューの関節内穿破，皮下感染などが見

られた．

【考察】PLPは粉砕骨折や高齢者の骨折に有用であったが，その詳細については未だ不明な部分も多

い．手術手技の簡素化のためのsleeve¥guideblockの作成,fixedとvariableguideの併用法，安全性

の向上のためのトルクレンチの使用など，今後も問題点の改善に努める必要がある．
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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術後の

長母指屈筋腱損傷の超音波検査による評価

mtrasonographicStudyoflniuriesofthemexorPolUcis'IbndonafterVblarlpckingPlateFixationfOr
R･acturesoftheDistalRadius

○亀山真，武田和樹，小見山貴 継，手塚正樹，柳本繁

東京都済生会中央病院整形外科

【はじめに】榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術では,術後の長母指屈筋腱(以下，

FPL)損傷が重篤な合併症として問題視されている．我々は超音波検査でプレートの設置状態を評価

すると共に,FPLとプレートの位置関係を検討し，抜釘の指標の提唱を試みた．

【対象および方法】対象は2008年6月以降に本術式を施行し，術後3カ月以上経過時に超音波検査を行っ

た36例36骨折で，性別は男性13例，女性23例，手術時年齢は22～86歳(平均58.1歳)であった．検査は

母指を屈伸させてFPLを長軸動画像で描出した．プレートの設置状態は，プレート掌側縁のFPLに

最も近い位置P点とwatershedlineの位置の相互の位置関係により,typel:P点がwatershedlineの

近位背側に位置,type2:P点がwatershedlineの近位掌側に位置,type3:P点がwatershedlineを越

えて遠位に位置に分類し，それぞれのtype毎にFPLとプレートの間の最小距離，接触の有無や程

度を検討した．

【結果】FPLとプレートの間の最小距離はtypel(n=8)がl.1～3.4mm(平均2.13mm),type2(n=15)が

0～2.5mm(平均0.73mm),type3(n=13)がO～2.2mm(平均0.49mm)で,typelはtype2,3より有意

に長かった(p<0.0001).TypelでFPLとプレートの接触例はなく,type2では5例(33%)でFPLとプ

レートの接触,type3では7例(54%)でFPLのプレートによる圧排を認めた．抜釘を行った17例中2例

(type2,type3が各1例)でFPLの部分断裂を認めた．

【考察】FPL損傷回避の観点から見れば，プレートの設置位置はwatershedlineを超えずにプレートが

骨に密着していること，すなわちtypelが理想である．しかし，本研究でtypelと判断できた例は8例

(22％)に過ぎない.Type2,3の所見を認めた場合には,FPLとプレートの位置関係を確認し，抜釘

の必要性を検討すべきである．
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榛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

mexorT℃ndonIIjuriesafterVOlarLockingPla伽gofDistalRadiusFracmres

○泉山公，清水弘之，吉田典之，奥田実佐子，別府諸兄

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

【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か月で右母指IP関節の屈曲障害を認めたため，術後5カ月でプレー

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ヵ月の現在，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,distalradius

fracture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,SystematicReviewを抽出した．この榛骨遠位端

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，榛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ヵ月から6年で平均1年2カ月であった．発症時期は66%の症例が

約1年以内(平均6ヵ月)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，関節面の沈み込み，

プレートと僥骨掌側面の弩曲の不一致も重要であると考えられた．
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CurrentStatusofTreatingScaphoidNonunion

intheUnitedStates

４
月
ね
日
第
２
会
場

KevinC.Chung

DepartmentofSurgery,SectionofPlasticSurgery,
UniversityofMichiganMedicalSchool

Scaphoidnonunionisacommonconditionthatcanbedifficulttotreat.Theconceptoftreating

scaphoidnonuniondependsonthefracturepattern,thevascularityofthescaphoid,andthe

architectureofthenonunion.Thispresentationwillsharetheconceptsofvascularizedand

nonvascularizedbonegraftingtorestorethethreedimensionalstructuresofthescaphoidandto

systematicallyexamineoutcomesofscaphoidnonuniontreatment.Thispresentationwillalso

providesequentialtreatmentapproachesandthetechnicalfeaturesofscaphoidnonunionoperations

basedonthevastexperienceoftreatingthistypeofiniuryintheUSA
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3DCTによる骨折型分類の有用性

AnalysisofScaphoidNonaunionby3-DnentionalComputed'Ibmography

○松下和彦1,佐藤琢哉1,内藤利仁2,笹益雄2,別府諸兄3
］川崎市立多摩病院整形外科，2聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院整形外科，

3聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

【目的】われわれは，3次元CT(3DCT)像を用いて舟状骨骨折を4型に分類し，骨折線の走行や舟状骨

の形態を立体的に把握するのに有用であることを報告してきた．今回,3DCT像より検討して改良し

た偽関節手術の術式について，反省点を含め報告する．

【対象】対象は,3DCT像を構築した不安定型の舟状骨偽関節12例である.Herbert分類D2:8例，

D1:4例,3DCT分類は，骨折線が腰部掌側からdorsalridge(DR)より近位背側に斜走する近位背側

斜走型(5例),DRより近位に存在する中枢型(4例),腰部掌側からDRより遠位の腰部背側に向かう

腰部型(3例)であった．選択した術式は，有茎血管柄付き骨移植(VBG)5例，遊離骨移植6例であった．

【結果および考察】近位背側斜走型は，掌側からのScrew刺入では近位骨片への刺入長が浅くなりやす

い．近位背側斜走型5例の固定法は遠位背側から近位掌側に向けての刺入3例(screw2例中1例は掌側

からのScrewも併用，キルシュナー(K)鋼線1例),DISIがあり掌側からの模状骨移植で矯正して掌側

からScrew固定した症例が2例であった．後者の2例中l例は固定性が不十分でK鋼線固定を追加した．

中枢型4例中VBGの2例はK鋼線，遊離骨移植の2例はscrew(近位背側より刺入l例，遠位背側から近

位掌側に向けて刺入1例)で固定した．中枢型で遠位背側から近位掌側に向けてScrewを刺入した1例

は，近位骨片が小さく十分に固定できずK鋼線固定を追加した．中枢型でhumpbackdefOrmityがあ

ると，近位背側からのScrew刺入点はより掌側となり，刺入が困難となる．中枢型では，一時的に僥

骨関節面背側を骨切りしてでも中枢から刺入すべきである．
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骨ボーラーを用いた腸骨移植による舟状骨偽関節手術

TreatmentofScaphoidNonunionwithaTrephinelHacBoneGrafting

○古町克郎，齋藤良輔，佐藤光太朗，田島克巳，西田

岩手医科大学医学部整形外科

淳

【目的】手術治療を行った舟状骨骨折29手を対象に，治療成績について検討した.DISI変形の整復方

法と効果について検討した．

【方法】対象は2001年より2011までに手術的に加療し，6か月以上経過観察できた舟状骨中央部の偽

関節29手(男性26例，女性3例，平均29.6歳,17-71歳)である.Filan-Herbert分類D1:8手,D2:21手こ

のうちDISI変形の合併は15手である．手術は掌側より自作の舟状骨ボーラーで偽関節部を切除し，

0.5mm大きいサイズにボーラーで採取した円柱状の腸骨片を移植しスクリュー固定した．この際，

舟状骨は予めanterioropenとして仮固定してからボーリングする．術後8週間ギプス固定した．

【成績】1手を除く28手で骨癒合が得られた．スクリュー脱転でl手に再手術を施行した握力,可動域，

DASHのADL項目や瘤痛項目に有意な改善が得られた．榛骨月状骨角(RL角）は術前-17.0±9.9.が術

後3.3±11.と有意に矯正され，移植骨の直径は平均7.1mmであった．

【結論と結論】本法は良好な骨癒合が得られ，骨ボーラーを用いるため骨採取部への侵襲が小さい．

本法でもFernandez法の骨移植同様にDISI変形の矯正が得られた．
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有茎骨移植術における工夫

'IbchnicalPomtshrtheVascularizedBoneGraft

牧 野正晴

新潟逓信病院整形外科

【はじめに】舟状骨偽関節の大多数は従来どおりの遊離骨移植術で骨癒合が得られる．血管柄つき骨

移植術が選択される例は遊離骨移植術の失敗例が代表的である．しかし，偽関節初回手術において

も適応がないとする理由は無い．

【症例および方法】1997年の最初の手術例から現在までに血管柄付き第2中手骨基部移植術を行った症

例は男性9例，女性1例の10例10関節，年齢は18歳から69歳であった．このうち，偽関節初回手術例

は5例5関節，遊離骨移植術後手術例も同様に5例5関節あり，このうち3関節は近位部偽関節であった．

有茎骨移植後に内固定を加えた例は6関節，螺子2関節,K-ワイヤー4関節，内固定なしは4関節であっ

た．

【結果】全例術後4か月までにし線上偽関節部を跨ぐ骨形成，および瘻痛改善が得られ，骨癒合率は

100%であった．手関節可動域，および握力はそれぞれ健側比の57～66%,77～87%であった．痙痛

の訴えは軽度瘻痛1例のみであった．

【有茎骨移植術における工夫】l.ドナーの選択：信頼性の高い血管柄，およびある程度の固定力のあ

る骨質を有する採骨部位を選択すること．2．血管および骨の操作：愛護的に扱い血管損傷，移植骨

の分離等を避ける．これら以上に大切な操作は挿入された固定材料，それがある例では，を除去し，

偽関節部の不良肉芽および壊死骨を十分切除する(手関節背屈，尺屈等を行いながら偽関節部を十分

展開する)．その後，切除間隙を遊離海綿骨チップおよび有茎骨で充填することである．十分な骨移

植により一体化された舟状骨は偽関節部での可動性を失い，内固定を必要としない程になる．これ

らの操作を正確・確実に行うことが成功への秘訣だと考えている．
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中枢型偽関節治療における工夫

TreatmentfOrProximalThirdNonunionoftlleScaphoid

○田中寿一，藤岡宏幸，常深健二郎，高木陽平

兵庫医科大学整形外科

手舟状骨偽関節の治療成績はdoublethreadscrewの出現による固定性の進歩により著しく改善され

ている．しかし，中枢型骨折，特にその偽関節症例は，解剖学的な血流の乏しさ，骨片の小ささ，

骨質の不良，全周に渡る軟骨面の存在等の理由から固定には工夫を要する．この部の偽関節治療に，

我々が用いてきた工夫を下記項目に沿って述べる．進入路：通常の掌側アプローチでなく偽関節面

を直視できる僥背側アプローチで,EPLとECRの間より入る．さらにScrew固定に際しは，第4区画

へ伸ばし，中枢全体を見渡せることが大切である．偽関節掻爬：骨癒合に不可決であるが，中枢側

の掻爬はscrewthreadの掛りを悪くするため最小限にとどめる．この時の掻爬組織の所見は，骨質

の見極めに重要である．逆に術前のMRI所見は，考慮しない．移植骨：海綿骨と皮質海綿骨のen‐

bloc移植は，通常偽関節と同様である．中枢では,Hump-back変形は僅かなため，模状皮質海綿骨

の移植骨は要しない．さらにScrewのみでは,骨癒合が得られないと判断した場合,極からの骨釘(肘

頭から採取した皮質骨)移植にて対応する．また．掻爬の時点で，無血おから状の骨壊死組織が確認

された場合は，血管柄付き骨移植(牧野法ないしはZaidemberg法)を行う．固定材料：十分な骨量と

良好な骨質が残存している場合は,DTJscrewを中枢極からの逆行性刺入にて固定する．骨釘併用や，

中枢骨片の大きさが不十分な場合はDTJ-miniscrewを用いる．共に適切な軸方向への刺入，より長

lj,screw長を目指す．これらの工夫により,mllowできた症例中，骨癒合率は,25/2696.1%である．

口演では，症例呈示と手技の実際,pittfallにつき述べる．
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鏡視下手術の有用性

TheAvailabilityofArthroscopiclliacBoneGraftfOrScaphoidNonunion

○坪川直人'，森谷浩治'，成澤弘子'，渡邊牧人2，牧裕］
］(財)新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

【目的】舟状骨偽関節に対する鏡視下腸骨移植は最小侵襲手術である．今回，手術方法，成績その

問題点について検討する．

【手術方法】手根中央関節鏡視下に偽関節部をそう爬し，十分に海綿骨を露出させる．関節内のデブ

リスを洗い流し生食を抜いておく．腸骨からJamshidi骨髄生検針で採取した海綿骨を関節鏡の外套

管に挿入し，偽関節部に鈍棒を用いて移植する．その後，小皮切からDTJスクリューを刺入し内固

定する.1～1.5カ月の外固定を行う.DISI変形が強い場合は，舟状骨遠位部に刺入したキルシュナー

ワイヤーを用いて矯正し，骨移植内固定を行う．

【成績】鏡視下骨移植を行った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カ月，平均14カ月，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28関節で，偽関節1関節,dropoutl関節骨癒合例では3カ月以内に骨癒合が得られて

おり，3例に軽度の運動痛を認めるのみであった．健側と比較した％握力93.8%,%ROM90.5%と良

好な成績であった.SL角70.以上でDISI矯正を行った10関節では，平均17.4.の矯正が得られていた．

【有効性】鏡視下骨移植術の皮切は関節鏡とスクリュー刺入の小皮切のみで，舟状骨の血行，周囲靭

帯構造を温存する最小侵襲外科である．骨癒合が早く，早期に握力，可動域が得られる利点がある．

早期に確実に骨癒合を得るためにはスクリュー固定に加え骨移植が必要である．

【問題点及び限界点】鏡視下腸骨移植は手関節鏡に習熟しないと技術的に難しい．偽関節部に非常に

強い硬化像がある症例，偽関節部が遠位部で偽関節部が鏡視できない症例では，現在の方法では鏡

視下骨移植法は困難である．手術器具，手術方法の改良により適応が広がると考えられる．
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舟状骨偽関節に対する遠位骨片切除術の術後成績

Mid-termOutcomeofDistalScaphoidResectionArthroplastyfOrSymptomaticScaphoidNonunion

○石河利之1，副島修2，飯田博幸3，内藤正俊！
］福岡大学整形外科，2福岡山王病院整形外科，3飯田病院整形外科

【はじめに】舟状骨偽関節に対する治療の選択肢の一つとして，当科では1996年から，舟状骨偽関節

に対して遠位骨片切除術を行っている．複数回の手術を受けても骨癒合が得られなかった症例，あ

るいは長期間未治療であった症例のうち，関節症性変化がほぼ認めないか，榛骨茎状突起一舟状骨

間に限局している症例を適応としている．今回，我々は舟状骨遠位骨片切除術後5年以上経過した症

例の術後成績を検討した．

【対象，方法】対象は1996年から2011年までの期間に当院と関連病院で行った舟状骨偽関節手術中，

遠位骨片切除を行った症例19例のうち,5年以上を経過し,fOllowup可能であった7例である.女性1例，

男性6例．手術時平均年齢44.1才．平均経過観察期間9年6ヶ月.1例は長期未治療例,6例は骨接合術

後の偽関節例であった.評価はModifiedMayoClinicalScoringChartと単純X線像での評価を行った．

【結果】最終観察時のModifiedMayoClinicalScoringChartはexcellentが4例,goodが3例，平均92.8

点であった.1例のみ転職していたが,6例が原職原作業レベルに戻っていた.X線像では関節症性

変化の明かな進行を認めたものは2例であった．

【考察】平均経過観察期間が約10年での成績を検討したが，症例数は少ないものの総合評価は

excellentが4例,goodが3例と良好であった.X線像の評価においても関節症の進行を認めたものは2

例に留まっていた.我々は舟状骨偽関節の治療の第1選択は骨移植を併用した骨接合術としているが，

複数回の手術を受けても骨癒合が得られなかった症例や，骨壊死や骨硬化の範囲が広く，骨癒合困

難と思われる症例には舟状骨遠位骨片切除術は，検討されるべき選択肢だと考えている．
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Herbert法で骨癒合しなかった舟状骨骨折の再手術

RepeatScrewStabnizationafteraFailedHerbertScrewRxationmr
AcuteScaphoidR･acmresandNonunions

井上五郎

整友会豊橋整形外科江崎病院

【目的】舟状骨骨折の手術法はHerbertscrewを用いた内固定(Herbert法)が普及し，良好な成績が得

られているが，この方法でも骨癒合が得られない症例があり，その再手術に苦慮する.Herbert法で

骨癒合が得られなかった舟状骨骨折15症例の再手術の成績を報告する．

【方法】1988年から2010年(23年間)に15症例の不成功例を再手術した．初回手術時の骨折型はHerbert

分類でB2:3例,B4:2例,D:10例で,12例が自験例であった．初回手術から再手術までの期間は平

均14ケ月，患者の年齢は平均24歳であった．手術は初回手術のHerbertscrewを抜去して偽関節部お

よびscrewholeに腸骨骨移植を行う．Screw刺入は順行性が14例，逆行性が1例で，後者ではScrewの

位置で刺入方向，内固定材料を工夫した．単純X線写真でScrewの位置を測定した．Screwが舟状骨

骨軸に沿って入っておらず適切な位置でないもの(eccentrictype)6例,screwは長軸性に入っている

が短いもの(shorttype)3例,screwは長軸性に入っているもの(axialtype)6例であった.eccentric

typeは1例は逆行性,5例は順行性に長軸に沿ってScrewを刺入した．shorttypeは中枢骨片に十分

に入る長さのScrewを用いた.axialtypeは同じscrewholeを使用せざるを得ないため内固定材料は

Acutrakscrew2例,Herbertscrew2例,Lagscrewl例,K鋼線l例であった．術後外固定期間は平

均7週間経過観察期間は平均2．5年であった．

【成績】骨癒合は12例(80％)に得られた．骨癒合が得られなかった3例のうち1例は再々 手術(k鋼線固

定)で骨癒合した(87%).Cooneyisclinicalwristscoreでの評価は優2例,良8例,可3例,不可2例であっ

た．

【結論】Herbert法不成功例でも再手術により良好な結果が得られる．

-S30-



1-2-LS2

後遣障害認定のつぼとpitfall-トラブルにならないために一

三 上 容 司

横浜労災病院整形外科

患者から後遣障害診断書の作成を依頼された時，何となく不安になったり，困惑したり，跨踏を

感じた経験をもつ医師は少なくないだろう．あるいは，後遣障害診断書を正しく記入したつもりな

のに，患者から苦情を述べられた経験は誰にでもあるのではないか．後遣障害診断書作成は医師に

とっては義務であるが，患者側からみれば補償・賠償など経済的利得に関わる問題であり，作成側

にすればなにかと気苦労の多い業務でもある．「敵を知り，己を知れば，百戦危うからず｣．後遣障

害認定の制度・仕組みを知り，認定基準を熟知すれば，このようなトラブルを避けられるはずだが，

実際には制度，認定基準とも理解しづらく，また，忙しい臨床の場でそのための時間を取りづらい

というのが現状であろう．本講演では，労災における後遣障害認定を取り上げ，その制度の概略，

後遺障害認定の仕組み，後遣障害認定後の対応(アフターケア，再発，外科後処置)，認定基準，後

遣障害診断書の書き方，問題点などについて，主に上肢に関し具体的な例をあげながら，後遣障害

認定のつぼとpitfallに陥らないためのポイントを述べる．
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TheMiCrosur9icalReconstructiveLadderforHandSurgery

LawrenceScottLevin

HealthSystemOrthopaedicSurgery,
UniversityofPennsylvania,SchoolofMedicine

’
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月
相
日
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瀞

BeginningwiththeabilitytoanastomosealmmvesselasdescribedbyJuliusJacobsonoverfifty

yearsago,ahalfcenturyofprogresshasbeenmadeinreconstructivemicrosurgery.

Perhapsinnoothel･fieldhasthisimpactbeengreaterthaninsurgeryofthehandandupper

extremity.ThetraditionalreconstructiveladderthatwasbuiltontheprinciplesofHaroldGilles

replacing､6likewithlike''hasexpandedintoamyriadofreconstructiveoptionsforsalvage,

reconstructionandtreatmentofacquiredandcongenitaldeformitiesoftheupperextremity.

Beginningwithrevascularization,replantationandmicroneuralrepairinthel960sandpopularized

bymicrosurgicalgiantsfmmJapansuchasSusumuTamaiandYoshikazulkuta,microsurgeryhas

evolvedintoasupersubspecialtyaroundtheglobe.

Followingthetriumphofrevascularizationandreplantation;basicautologoustissuetransferbecame

availablebeginningwiththegroinflap,evolvingintocompositenapsandultimatelyfunctional

transferssuchasinnervatedmuscletransfers.Toetohandtransferisthesupremeexampleof

autologoustissuetransplantationandhashadwideapplicabilityinadultandcongenitalhand

problems.Inadditiontosofttissuereconstruction,microvascularbonetransferandtheevolution

ofbonetransfel･廿ombasicboneHapssuchasthefibulaandiliaccresthaveevoIvedintoperfbrator

basednapsandcompositeosteocutaneousHapsthatincludemultipleregionsofthebody.The

evolutionofthemedialgeniculatearterysystemaspopularizedbyDoihasenhancedourabilityto

solveproblemsrelatedtotheskeletonoftheupperextremity.

Brachialplexusproblemshavebeentreatedbynerverepair,nervegrafting,functionalmuscle

transfer､andrecentlynervetransferstofacilitatefunctionalrecoveryintheparalyzedlimb.The

explosionofmicrosurgicaltechniquesnowincludemicrolymphaticsurgery,supermicrosurgery

popularizedbyKoshima.Perforatornaps,freestylenapsandchimericnapsallhaveexpanded

theupperextremityreconstructivemicrosurgicalarmamentarium.Overthelastdecade

tremendousadvanceshavebeeninimmunologyandtheabilitytoperformvascularizedcomposite

allotransplantationisnowevolving.Insteadofreconstructionoftheupperextremity,wethinkin

termsofrestorationoftheupperextremitywithallotransplantation.Thel･ehasbeensuccessin

allotransplantationaroundtheworldandevolvinginterestinthisnewfieldthatissimilartothe

enthusiaslnthatwasseenintheearlydaysofreplantationandmicrosurgery.

Inordertolooktowardsthefuture,wemustlookbackatourpastandthislecturewillreviewthe

historyofmicrosurgeryoftheupperextremity,thepastandthepresent,andlooktowardsthefUture

ofhowthereconstructiveladderforhandsurgerywillindeedchange.
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｢手外科領域のマイクロサージヤリー｣の意義とその応用について

PurposeandAppHcationofIIMicrosurgeryofHandSulgeon'!

○多田薫1,菅沼省吾1,土屋弘行l,池田和夫2
】金沢大学医学部整形外科，2金沢医療センター整形外科

【はじめに】手外科領域のマイクロサージャリーとして代表的な手術には，再接着術や神経移植術な

どが挙げられる．当科ではその応用として四肢，体幹から頭頚部領域までの組織再建を積極的に取

り組んでおり，今回我々の治療指針とその成績について報告する．

【対象と方法】対象は2000年から現在までの期間に当科で有茎，遊離皮弁を用いて組織再建を行った

112例であり，男性が81例，女性が31例，年齢は5～88(平均53.5)歳であった．再建部位は四肢が66例，

体幹部が26例，頭頚部が20例であった．原疾患は悪性腫瘍が48例，外傷が41例，その他が22例であっ

た．再建に用いた皮弁は腓腹動脈皮弁などの有茎皮弁が83例，広背筋皮弁や前外側大腿皮弁などの

遊離皮弁が29例であった．

【結果】皮弁は100/112例(89.3%)で完全生着した．部分壊死を9例に，全壊死を3例に認め，部分壊死

のl例および全壊死の3例に再手術を要した．

【考察】近年は穿通枝皮弁の臨床応用が急速に進み，それと平行して組織再建が形成外科によって扱

われることが増えている．しかしながら，従来から用いられている皮弁の中でも，幅広い筋体を有

する広背筋皮弁や硬性組織の再建を行える腓骨皮弁，膝から下腿部の軟部組織欠損に有用な腓腹動

脈皮弁など,現在でも臨床的意義が高い皮弁は数多く存在する．また,主として微細な組織を扱う｢手

外科領域のマイクロサージャリー」を行えるのであれば，穿通枝皮弁を含めた皮弁の挙上や血管吻合

は不可能ではない．全身の組織再建を行う際に我々が選択した皮弁について報告するとともに，切

断された指を再接着するという技術に憧れ手外科医を目指した者の一人として，今この技術を如何

に応用すべきかを検討し報告したい．
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穿通枝皮弁の基礎と臨床

PerfOratorFlapsfOrReconstructionofHand

○光嶋勲，成島三長，山本匠

東京大学医学部形成外科

1900年初め有茎動脈皮弁，血管吻合術が完成され1950年代にはハーバード大学形成外科で世界初

の同種腎移植が成功し，1960年代に開発された顕微鏡下での1mm前後の血管吻合枝術を用いる微小

外科の技術はその後飛躍的に進歩し，最近では超微小外科(0.5mm前後の血管吻合に加え神経束吻合・

移植が可能)によりこれまで不可能であった底侵襲の組織移植による再建も可能となった．演者はこ

れまでに約1000例の血管柄付組織移植を用いた再建術を行ってきたが特に1980年頃当時主流であっ

た筋膜皮弁に対抗して打ち出した新しい皮弁の概念であった穿通枝皮弁は，その後欧米で主流とな

り，1997年から毎年欧米においてlivesurgeryと屍体解剖を主とした講習会がなされている．手の外

科に有用な遊離穿通枝皮弁としては，腹直筋穿通枝皮弁，前大腿穿通枝皮弁，広背筋穿通枝皮弁，

大殿筋穿通枝皮弁，内側足底穿通枝皮弁などがある．島状穿通枝皮弁としては僥骨動脈穿通枝皮弁，

尺骨動脈穿通枝皮弁，肋間動脈穿通枝皮弁，内外側上腕穿通枝皮弁などがある．また応用例として

aow-through型穿通枝皮弁，キメラ型＆ハブ型合併移植,perIorator-to-perforatoraap,などがある．

今回は本皮弁の基礎，拳上法とその応用などにつきビデオで供覧する．
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指爪再建における治療指針

MyPIinciplefOrNailReconstruction

平 瀬 雄 一

四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサージャリーセンター

指の爪の再建に際して，演者は失われた指の損傷の程度と必要な再建内容を分類し，その分類に合

わせた再建法を選択している．〈分類>TypeA:爪母は残存し，末節骨も2/3以上残っているタイプ．

TypeB:爪母は残存しているが，末節骨の残存が2/3以下のタイプ.TypeC:爪母がないか爪の変形

が強いタイプ．PIP関節には十分な可動域が残されている.TypeD:PIP関節を含めて指中枢部の再

建を必要とするタイプ．〈再建法>それぞれのタイプに合わせて選択する.TypeA:指島状皮弁で掌

側を再建し足母指爪床から中間層移植を行う.TypeB:上記の方法に二期的に骨膜付き骨移植を追

加する.TypeC:骨付き血管柄付爪移植(wrap-around法)と指島状皮弁を組み合わせる.TypeD:義

肢あるいは血管柄付足指移植を行う．考察一長指再建ではPIP関節が残っているかどうかにより再建

法が大きく異なる．残っていれば，如何に整容的な爪の再建ができるかが主目的となる．残ってい

なければ，義指の装着を勧めるが，患者の強い希望により第2足指移植を行う場合もある．指の状態

によっては爪母を含まない血管柄付き骨爪床移植や，足母指と2指から2枚の皮弁を採取するtwisted

wrap-aroundaapを行うバリエーションもある．いずれの方法を選択するにしても，採取部となる足

の損傷を最小限とするためにいくつかの小さな皮弁を組み合わせて指再建を行い，足底荷重部に傷

を残さないことが重要である．
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指尖部を中心とした手指軟部組織欠損に対する皮弁の実際

ReconstructionoftheSoftTissueDefectsaroundtheFingertipUsingVariousmaps

○楠原廣久，徳井琢，西脇仁，磯貝典孝

近畿大学医学部形成外科

【目的】指尖部は皮層・皮下組織だけでなく爪甲，爪床のほか爪周囲組織，末節骨などで構成きれた

複合組織であるため，治療にあたり機能面だけでなく整容面に対する考慮もより重要となる．指長

の温存も重要であり，再建には皮弁が不可欠である．指の再建に用いられる皮弁には多くの種類が

あり，欠損の大きさ，部位などに合わせた適切な皮弁の選択が求められる．今回われわれが行って

いる指尖部損傷の治療について，皮弁の選択，治療方針について述べ，皮弁挙上のコツについて

VTRで供覧する．

【対象】当科で治療した指尖部損傷例に対し皮弁で再建した症例を対象とした

【結果】最も多く用いた皮弁はObliquetriangularHapとReversevascularpedicledigitalislandaapで

あった．断端形成に比べ指長が温存でき，かぎ爪変形などの治療にも有用であり，早期のリハビリ

が可能で機能面においても有用であった．爪の再建を要する症例では遊離皮弁(wraparoundnap)

が有用であった．Crossfingerflapなど二期的手術が必要な皮弁は，患指の血行に左右されない点で

有用であるが，関節拘縮や皮弁の萎縮のため，機能的にも整容的にも満足度は低かった．

【考察】これまで皮弁の選択にはreconstructivestepに基づいて行ってきた．しかし，近年，

microsurgeryの発達と共に低侵襲で犠牲の少ない遊離皮弁が開発され，症例によってはstepを何段

かとばして遊離皮弁で再建するreconstructive"elevator"という概念も受け入れられつつある．今後

は多様な皮弁が扱えるのと同時に，低侵襲でテーラーメイドのmicrosurgery技術も必要と考える．
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背側穿通枝皮弁を用いた高度Dupuytern拘縮手術時の掌側皮層欠損の閉鎖
一皮弁移植は再発予防に有効か？

'IifeatmentfOrDupuytrenIsContractureUsmgDorsalDigitalPerfOratormaps.DoesitPrevent
RecurrenceoftheDisease？

○柿木良介，太田壮一，藤田俊史，野口貴志，貝澤幸俊

京都大学医学部整形外科

【目的】我々 は，高度Dupuytren拘縮に対し，拘縮解離手術後に発生した指掌側の皮層欠損に，掌側

指動脈からの背側穿通枝を血管茎とした有茎皮弁を指間部背側より採取し，移植したのでその成績

を報告する．

【方法】Dupytren拘縮患者で，背側穿通枝皮弁移植した患者のうち，反対側手指に可動域制限がなく，

患側手のl指のみにtotalactivemotion(TAM)が105度以下の可動域制限を認めた21名(男性18名，女

性3名)21指を対象とした.TAMはMP,PIP,DIP関節の自動可動域の総和とした．手術時患者の平均

年齢は54才，術後の平均経過観察期間は20ヶ月であった．手術指は，環指13例，小指8例であった．

これらの患者に術前後のTAM,DASHscore,握力，再発の有無について調査した．

【成績】皮弁は3例で術後うっ血を生じたが，全例で生着した．21例中7例で手術指に結節状構造物が

発生していた．内1例でコード様構造物の再発をみとめた．4例で最終観察時，隣接指に構造物が拡

大していた．平均TAMは術前72度であったが，術後232度に有為に改善していた．握力も術後有為

に改善した.DASHscoreは，術前平均14.3から術後平均6に低下していたが，術前後で有為差は認

めなかった．術後コード様の再発を認めたl例も再発部が指のmidlateral部であったため,TAMは

220度で，日常生活に支障はない．

【結論】Dupuytren拘縮解離時に発生した皮層欠損に対する背側皮弁移植は，術後の指掌側でのコー

ド様構造物の再発を抑制し，術後の手指可動域の維持に役立ったと考える．
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上肢広範囲組織欠損に対する皮弁移植

ReconstructionoftheTissueDefectsofUpperExtremitieswithR･eeandPedicledmap

○田中克己'，高橋国宏'，増田佳奈'，村上隆一2，平野明喜］
’長崎大学医学部形成外科，2山口県立総合医療センター形成外科

【目的】上肢の広範囲組織欠損に対する再建法としては，症例に応じて遊離皮弁および有茎皮弁を使

用している．今回われわれは上肢の再建に適用した遊離皮弁と有茎皮弁の症例に対して,その適応，

有用性，問題点などを比較検討した．

【方法】1992年9月から2010年8月までに当科で上肢の広範囲組織欠損に対して施行された皮弁移植は，

遊離皮弁29例，有茎皮弁18例であった．小範囲の遊離皮弁や遊離足趾移植および同一上肢内に作成

した局所皮弁や区域皮弁は対象から除いた．年齢は遊離皮弁症例では8歳から77歳，有茎皮弁症例で

は20歳から79歳であった．対象疾患は，遊離皮弁症例では癩痕・嬢痕拘縮14例，外傷9例，悪性腫瘍

6例で，有茎皮弁症例では悪性腫瘍13例，放射線潰瘍2例，上腕骨の偽関節2例，嬢痕拘縮1例であった．

遊離皮弁の種類は広背筋皮弁13例(肩甲骨付2例),下腹壁動脈穿通枝皮弁5例，鼠径皮弁4例，内側足

底皮弁2例，肩甲皮弁2例(肩甲骨付1例)，前外側大腿皮弁2例，大腿筋膜張筋皮弁1例であった．一方，

有茎皮弁は広背筋皮弁17例(肩甲骨付3例)，胸背動脈穿通枝皮弁l例であった．有茎皮弁の3例では動

的再建を行った．

【成績】移植皮弁はいずれも良好な経過で生着した．遊離皮弁の3例，有茎皮弁の2例で，それぞれ小

範囲の部分壊死が認められたため，遊離皮弁の1例，有茎皮弁の2例で遊離植皮術の追加が必要となっ

た．広背筋皮弁の採取部は，遊離・有茎ともに数例で漿液腫の発生が見られたが，全例で保存的に

治癒した．動的再建例の3例では，筋力の回復が認められた．

【結論】遊離皮弁は嬢痕・嬢痕拘縮や外傷例に比較的多く使用され，有茎皮弁は悪性腫瘍例に多く使

用されていた．患者の背景や欠損の状態に応じて，適切な移植を選択することで，最大の移植結果

が得られると考えられた．
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上肢広範囲皮層軟部組織欠損に対する前外側大腿皮弁移植術

Antero-lateralThighmapTransferfOrtheReconstructionofSoftTissueDetctmtheUpperExtremity

○砂川融1,横田和典3,四宮陸雄2,鈴木修身2,越智光夫2
Ⅱ広島大学大学院保健学研究科上肢機能解析制御科学，2広島大学病院整形外科，

3広島大学病院形成外科

【目的】上肢外傷又は腫瘍切除後の広範囲皮層欠損に対し施行している前外側大腿皮弁移植術の実際

を供覧し，術後成績とその問題点を報告すること．

【対象】過去5年間に本法を行なった10例(外傷後8例，悪性腫瘍切除後2例)である．性別は男9例，女

l例で年齢は9から75歳，平均36.1歳であった．皮層欠損部位は肘l例，前腕2例，前腕～手3例，手関

節～手3例，手l例で，前腕～手の広範囲例には大腿筋膜張筋皮弁との連合皮弁とした．血管吻合は

全例でrecipient血管の温存あるいは欠損僥骨あるいは尺骨動脈再建目的でHow-through型動脈吻合を

行った．3例に伸筋腱再建目的で同時腱移植術を行った．皮弁の大きさは14x8cmから連合皮弁の

37xl3cmであった．最近の症例では術前の穿通枝の確認から術後の血行モニタリングまで，超音

波検査を行なった．

【結果】2例で末梢が部分壊死した他は完全生着した．血行動態の確認に超音波検査は非常に有用で

あった．同時腱移植例では可動域制限が残存し，連合皮弁3例ではdonorの創治癒が遷延した．

【考察】広範囲皮層欠損例に対し以前は傍肩甲皮弁を使用していたが，静脈系のトラブルが散見され，

皮層，皮下脂肪ともに厚く術中に体位変換が必要なことから，5年前からそれらを解決するために

前外側大腿皮弁を好んで使用している．本皮弁は比較的薄く，栄養血管をT字型に採取できるため

How-throughで吻合すれば欠損動脈の再建が同時に可能で，穿通枝を複数本使用すれば連合皮弁とし

て長径35cmにわたる長い皮弁とすることが可能という特徴がある．しかし創閉鎖という最低限の目

的は得られているものの，二期的な除脂肪が必要な場合があり，伸筋腱同時再建例では満足な可動

域が得られておらず,donorsiteの創治癒が遷延する場合がある等，改善すべき点が存在していた．
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血管柄付き腓骨移植術による手関節固定術および形成術

WristArthrodesisandArthroplastyUsingR･eeVasculalizedFibularGramng

○矢島弘嗣1，河村健二1，小畠康宣2，玉井進3
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，3奈良西部病院奈良手の外科研究所

【目的】血管柄付き腓骨移植術は種々の難治性疾患に対して用いられ，良好な成績が報告されている．

今回は本法を用いた手関節固定術(F法)ならびに関節形成術(P法)について報告する．

【対象】血管柄付き骨移植術によるF法は6例，腓骨頭移植術によるP法は6例で，合計12例を対象とし

た．男性7例，女性5例で手術時年齢は3歳から60歳，平均25歳であった．対象疾患は，骨巨細胞腫が

8例(F法;5,P法;3),感染が2例(F法;1,P法;1),先天性内反手が1例(P法),開放性骨折が1例(P

法)であった．

【手術方法】腓骨は腓骨動静脈を血管柄として採取するが,軟部組織の再建が不要であってもモニター

用の皮弁も採取した．腓骨頭採取に関しては，前脛骨動脈を単独で用いたもの3例，前脛骨動脈と外

側下行膝動脈を用いたものl例，腓骨動脈と外側下行膝動脈を血管柄として用いたものl例であった．

【結果】術後に血栓を生じた症例はなく，全例移植は成功した骨癒合は2から6カ月，平均3カ月で得

られた．腫瘍や炎症の再発はなく，関節形成術を行った症例では，手関節の掌背屈が75度から135度，

平均104度であった．なお小児に対して行ったP法は成長帯の移植もかねていたが，先天性内反手例

は変形の再発が生じ，感染性の内反手例は骨延長術を施行した．

【結論】僥骨遠位端に発生した骨巨細胞腫については,Campanacci分類grade2に対しては腓骨頭移

植による関節形成術が,grade3に対しては腓骨による関節固定術が適応である．その他の疾患に対

しては広範囲骨欠損ならびに感染例に対して腓骨移植による関節固定術が有用である．成長を期待

した小児例では満足できる成長は得られず，後日化骨延長術が便宜必要と考える．
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|nMyHands:ExperiencewithCollagenaseFasciotomyfor

Dupuytren'sContracture
型
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LawrenceC.Hurst

DepartmentofOrthopaedics,HealthScienceCenter,
StateUniversitvofNewYorkatStonvBrook

AfterFDAapprovalinFebruary2010,collagenaseinjectionfbrDupuytren'swaslaunchedinthe

USAasXiailexinMarch2010.InMarch2011theEMAissuedtheirapprovalinEuropeasXiapex.

StudiesinAustraliaandJapanareunderway.Sinceapproval,collagenaseusehasgrownsteadily

withll,000injectionsdoneintheUSAbySeptember2011.Myexperienceincludes257patients

doneduringresearchstudiesbeforeapprovaland300injectionsin230patientssinceapproval.

Mypatientsinclude86%withMPcontractures(34%isolatedMPFC);66%withPIPcontractures

(isolatedPIPFCl4%);54%hadcombinedMP-PIPcontracturescausedbVcentralcords;18%were

treatedfbradjacentdigitMPFC'scausedby@GY''Cords(combinedcentralandnatatorycords);and

4%hadls[webcontractures(CommissuralCords).Patientshadanaverageageof66(42-91),85%

male,and88%righthanded.Thedatashowedthefamilyhistorywaspositivein37%withprior

surgeryforDDin29%.Indicationsfortreatmentincludesymptomaticcontracturesinterfering

withADLandwork,MPFC>20oand/orPIPFCof20owithprogressionandapositivetabletop

test.Treatedcordtypeshaveincluded:CentralcordscausingisolatedMPFC,Centralcords

causingisolatedPIPFC,CentralcordscausingCombinedMP&PIPFC's[Figurel],Abductor

DigitiMinim(ADM)cords[Figure2].,@GY"Cords(CombinedCentral&Natatory)[Figure3],"Crow

Foot''Cords(CentralcordandTwoNatatoryCordscausing3adjacentMPFC's[Figure4],@@Super

Y''Cords(CentralPalmarCordover4!hRaywithNatatoryCordstolll&IVthfingers[Figure5].
CommissuralCordscausingFirstWebcontractureandThumbRadialCordscausingAdduction

contractureswerealsotreated.

Thisextensivereal-worldexperiencehasresultedinatechnicalevolutionthathasuncovered

varioustipstoimprovecollagenaseenzymaticfasciotomy.Nowthefingermanipulationprocedure

at24hoursafterinjectionisdonewithalocalanaesthetic.Localanaesthesiahasallowedamore

controlledpressureandseveraljointpositionsduringtheextensionprocedure.Thus,theextension

procedure(manipulationprocedure)hasbecomeafour-stepprocedure[Figure6]whichmaximizes

corddisruptionandhelpsminimizeskintears.Withthesechanges,asingleiniectionachievesfUll

correctionofcontracture90%ofthetime.Inclinicaltrialsettingtheaveragenumberofinjections

requiredforclinicalsuccesswas1.7perjoint.Real-worldusehasalsoallowedtheunderstanding

ofComboCentralCords,@6Y''Cords:℃rowFoot''cords,$6SuperYcords,andThumbcords.A

singlecollagenasedosecannowbeusedtosuccessfullyandpredictablycorrectthesecomplexcord

combinationsinasinglesittingwithasingledose.

Theadverseeventsseenafterinjectionofcollagenasehavebeengenerallyminorandeasyto

manage.Almostallpatientshavehadtime-limitedbruisingandswellingoftheiIUectedhand
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Skintearshaveoccurredinl8%.However,themajorityaretiny6mmby3mmonaverage(largest

15mmbylOmm).Tbarsweretreatedwithanopenpalmtechniqueandhealedinlto2weeks.In

myentireexperience,threepatientshavehadallergic-typereactions.Onepatienthadhivesthat

resolvedinthreedayswithouttreatment.Onepatienthadhivessuccessfilllytreatedwithone50mg.

Diphenhydramine(Benadryl)miection.OnepatienthadhandandwristswellingtreatedsuccessfUlly

withthreedaysoforalDiphenhydramine25mg.4x/day.

Afewlimitationshavebecomeapparentandarebeingdealtwithbyadditionalinvestigations.

Schedulingofficevisitsonsequentialdaysisonelimitation.Tbaddressthisaclinicaltrialwith

mampulationsat24,48and96hoursisbeingdone.Earlyexperiencesuggestsmanipulationafter

24hoursispossible・Treatingonecordatatimeisanotherlimitation・Thislimitationcanoften

beovercomebytreatingcombinedMPandPIPcontracturescausedbyasinglecentralcordwith

asinglesplitdoseorbytreatingtwofingerssimultaneouslycontractedbya!iY"cord(combined

natatoryandcentralcords)withasinglesplitdose.Aclinicalmalofusingtwocollagenasedoses

simultaneouslyisalsounderway・Iftwodosescanbesafelygivensimultaneouslyatoneseating,then

oneepisodeofcarewillbeabletosuccessfUllytreatthemajorityofpatients.Thepossibleneed

fbrfasciectomyaftercollagenasetreatmentmightalsobeconsideredalimitation.However,a

retrospectiveanalysisofourexperimentalcasesthathadsurgeryinbetweenclinicaltrialsdoesnot

justifythisconcern.Theinvestigationshowedthatcollagenasedoesnotcomplicatesubsequent

openfasciectomy.Howevertheneedfbrsurgeryaftercollagenaseisrare,Recurrencecanbetreated

successfilUywithrepeatenzymaticfasciotomy,thusavoidingsurgery.

SincelDAapproval,Ihavedone307iIjectionsin237patients.Thefingerextensionprocedure(finger

mampulation)oftheprimaryjointachievedfUllextensionin90%ofthecases.TheMPcontractures

improvedonaverageby91%(46o)andPIPcontracturesimprovedonaverage73%(38o).There

werel48PIPcontracturesofwhich38%wereisolatedcontracturesand30%ofthesepatientshad

priorsurgery.Inthisseriesof300casesrepeatinjectionsweredonein63patientsbutonly15%

weredonefOrpreviouslyinjectedjoints.Otherfingersortheoppositehandwasthesecondtargetin

85%ofrepeatinjections.

Follow-upofresearchpatientsindicatesthatrecurrenceinmypatientsisintherangeofl5-20%.

ThePhasemCORDIstudyshowedslightlygreatrecurrenceat3and4years・Recurrenceisnotan

issuebecauseitcanbesuccessfUllytreatedwithcollagenase・AllpatientsaretoldthatDupuytren's

Diseasepannotbecuredandthatrecurrencecanhappenregardlessofthetypeoftreatment.Patient

satisfactionwithcollagenasehasbeenoutstanding・Patientshaveroutinelyretumedfbrtreatmentof

theoppositehandorotherfingers.
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骨・関節に対する超音波診断

mtrasonographyfOrBoneandJoint

○長岡正宏，長尾聡哉，豊泉泰洋，永井多賀子

駿河台日本大学病院整形外科

【目的】骨は超音波が反射するため超音波診断の不得意な組織である．しかし，超音波検査では動的

画像が観察できるため，症例によっては骨折，脱臼，靱帯損傷，関節疾患などその有用性が高い．

自験例をもとに手外科領域の骨・関節に対する超音波診断がいかに役立つか，またその限界を検討

した．

【方法】当院整形外科外来に設置した超音波診断装置を用い，多くの症例ではX線検査の前に検査を

行った．使用した超音波診断装置は高周波デジタル器機で，すべて検査は演者が施行し，手術症例

ではその術中所見と比較した．

【結果】高周波デジタル器機では，以前のアナログ器機に比較して詳細な骨・関節の病態が描出でき

た．対象が小さく，表層を観察する必要がある手外科領域での有用性が高く，小関節ではホッケー

スティック型の探触子が有用であった．また，動画の保存が容易となったため,動きを後に再現す

ることができ，手術適応の検討に役立った．外来における超音波診断が有用であった症例を以下に

列挙する.l.X線ではとらえにくい骨折の小骨片2.関節内骨折段差の描出3.舟状骨骨折遷延治癒，

偽関節の動的画像4．舟状月状骨間靱帯損傷の動的画像5.PIP関節側副靭帯損傷，母指MP関節

側副靭帯靱帯損傷6.MP関節内遊離体7．超音波ガイド下関節内注射8.軟骨病変の検索．短所

としては，特に動的検査を行うときに探触子のfittingと観察したい部位への固定が困難であった．ま

た，関節可動域の部分的範囲しか描出することができない．骨内・関節内が描出できないため，超

音波検査のみでは不十分で，手術症例では他の画像診断を追加した．

【結論】リアルタイムに動きが観察できる超音波検査は手外科領域の骨・関節疾患，外傷の診断にも

有用である．超音波診断装置は整形外科の外来診察室に常備すべきである．
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超音波検査による手指屈筋腱損傷の診断・術後評価

mtrasoundlmagingofFlexor'I℃ndonsintheHandandWrist:ItsAbihtyandAppHcabiUtyinthe
ManagementofT℃ndonlIjury

○中島祐子'，砂川融2，鈴木修身'，四宮陸雄'，越智光夫】
』広島大学病院整形外科，2広島大学大学院保健学研究科

【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腱損傷の診断や術後評価が可能である

か検討したので報告する．

【対象と方法】まず健常10手を対象に，9本の手指屈筋腱が超音波検査で各々 描出可能かどうかをZone

ごとに検討した．次に手指屈筋腱損傷が疑われた15例18指(FPL:7指,FDS,FDP:示指3指，中指2指，

環指4指，小指2指)に対し，本検査による診断・術後評価を行い，その有用性を検討した．

【結果】健常手において手指屈筋腱は,ZonelV(手根管内)を除き描出可能であった.FDSとFDPの

判別は，短軸でプローブの傾きを工夫すること，動的観察を加えることで容易となったが，小指で

はやや困難であった．腱損傷が疑われた症例の画像所見は，断裂8指，部分損傷1指，癒着6指,bow

stringl指，正常2指であったこのうち手術を行った13指の術中所見は，断裂の有無，病変の局在

ともに，術前の画像所見と一致していた．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3DCTと比較すると，超音波検査では動的観察が可能であることが最大

の利点であり，腱の滑走性を評価するのには非常に有用であった．その他長所として即時性があり，

低コストなこと，また局所の診断には優れていたが，反対に短所として3DCTのような全体像が把握

し難いこと，画像の描出や所見の判断に熟練を要する場合があることがあげられる．

【結論】超音波検査は,CTやMRIでは不可能な腱の動的観察が可能であることが最大の利点である．

これは，術前の病変の局在診断や原因の解明に役立ち，さらに術後評価では，腱の滑走性，癒着範囲，

再断裂の有無の確認が可能で，後療法や追加手術計画の手助けとなり，手指屈筋腱損傷に対する本

検査は非常に有用と考えられた
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力ラードツプラーエコーによるDupuyten拘縮の評価
EvaluationoftheDupuytrenIsCordwithColorDopplermtrasound

○上原浩介1,三浦俊樹1,森崎裕1,宮本英明l,大江隆史2
Ⅱ東京大学医学部附属病院整形外科・脊椎外科，2名戸ケ谷病院

Dupuytren拘縮(以下D拘縮)では，特に手掌遠位において病的腱膜により神経血管束が偏位して走行

することが多く，手術の際の神経血管損傷に注意を要する．しかし，術前触診のみで両者の関係を

確実に把握することは困難である．

【目的】エコーを用いて指動脈の走行パターンを評価することでD拘縮での病的腱膜と神経血管束と

の位置関係を知ること．

【方法】健常人30人90指,D拘縮患者10人20指にカラードップラーエコー検査を行った．手掌遠位(基

節骨近位レベル)の短軸像で各指僥尺側の指動脈を比較し,その深度,側方への偏位,形態を評価した．

健常人では中・環・小指の僥尺側の指動脈をMP関節屈曲0,30,60度で評価した．さらにD拘縮患

者の内6例では術前エコー所見と手術所見とを比較した．

【結果】健常人では，榛尺側の指動脈の深さの差は中指環指，小指それぞれ平均0.2,0.1,0.5mmで

あった．また,MP屈曲角度を変えても，僥尺側の指動脈同志の相対的位置関係には変化がないこと

が分かったこれに比してD拘縮患者では指動脈が病的腱膜により浅層深層側方に圧排される異

常像や，蛇行した血管が円形でなく楕円形に描出される異常像がみられた．また，手術所見で確認

した全例において病的腱膜と神経血管束の位置関係が術前エコー評価と一致していた．

【考察】指動脈が浅層に圧排されている場合にはspiralcordが，深層に圧排されている場合には

natatorycordやcentralcord,ADMcordが疑われる.Spiralcordパターンでは神経血管束が皮層直

下に存在するため手術中に損傷を受ける危険が高いが，術前評価しておくことでより安全に手術を

行うことができる．

【結語】ドップラーエコーにより神経血管束の偏位を知ることでD拘縮の病的腱膜の走行パターンを

術前に推測することが可能である．
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正中神経の経年的弾性変化-realtimeechoelastographyを使用して
TheElastgraphyofMedialNervefOrtileAgeGroups

○田中利和1,小川健1,吉井雄_2
'キッコーマン総合病院，2東京医大茨城医療センター病院

【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，これらの変化は正中神経のmaterialpropertyにも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画像化する超音波エラストグラフイ(Real-Time

TissueElastgraphy以下EGと略す)を使用して，手根管近位部における正中神経の弾性を評価できる

か検討した．

【仮説】経年的に正中神経は硬くなる．

【対象と方法】手根管症候群の症状のない20歳代から60歳代の女性を各世代から6人ずつの両上肢を対

象とした．超音波装置は日立メデイコ社製HIvisionAviusを使用し，探触子は6～14MHzリニアプ

ローブで音響カプラを装着して,EGモードで正中神経を描出した計測は手台に載せた前腕を回外・

肘90度屈曲位として，僥側手根屈筋腱を弛緩させた位置で，遠位手関節雛を指標として同部位で計

測を行った．圧迫は用手的に行こない，ストレインゲージが0.7程度の深度で繰り返す圧迫力で,EG

を計測する．評価は描出した正中神経を最大限取り込める円内の弾性を分子とし，正中神経直上の

音響カプラの弾性を分母として弾性比とした．つまり組織が硬ければ弾性比は高く，柔らかければ

低くなるものと判断した．検者は1人で5回計測を行ない，平均値を代表値とした．統計学的にはt

検定を行い,p<0.005を有意差ありとした．

【結果】20歳代0.67±0.14,30歳代l.49±0.76,40歳代l.73±0.89,50歳代2.29±0.90,60歳代2.15±0.74

と50歳代までは徐々 にER値(ERの説明がない？）は高くなってきた.20歳代と各世代間で有意差がみ

られた．

【まとめ】女性の正中神経は50歳代に硬さのピークがあり，経年的に硬くなる傾向にあった．
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手根管症候群の超音波診断：より正確で簡便な診断法

mtrasonographyfOrtheDiagnosisofCarpalTunnelSyndrome:MoreAccurateandHandierMethod

○中道健-1,立花新太郎2,山本精三3,喜多島出3
1虎の門病院リハビリテーション科，2三宿病院整形外科，3虎の門病院整形外科

【目的】当科では，超音波検査(US)により正中神経の腫大を検出することにより手根管症候群(CTS)

の補助診断を行ってきた腫大は手根管近位,絞掘あるいは遠位部に認めるため，指標としてこれら

3部位の神経断面積の和(3部位法)が単一部位の断面積より診断能が高いことを報告した(第46回日手

会)．しかし，腫大は近,遠位部で高度であるのに対し絞掘部では軽度で腫大のない症例もあるため，

絞掘部の評価は診断能を改善せずむしろ低下させるのではないかとの疑問を抱いた．そこで今回，

絞拠部の評価を除き簡便化した2部位法(近,遠位部の神経断面積の和)の診断能と検査時間を3部位法

および神経伝導速度検査(NCS)と比較した．なお,3部位法の診断能は中指一手関節(m-w)の知覚神経

遠位潜時(DSL)と同等である(第48回日手会)ため，今回はより鋭敏なshortsegment法として手掌一手

関節(p-w)のDSLも含めた．

【対象と方法】臨床的に診断した特発性CTS456(男72,女384)名754手(39-81(平均55)歳)と同年代の対

照525(男102,女423)名525手を対象とした.NCSでは運動神経遠位潜時(DML),DSLm-w,p-wを測

定し,USでは3および2部位法を用いた．診断能はROC曲線下面積(AUC),簡便性は検査時間により

比較した(有意水準,5%)．

【結果】AUCは2部位法0.92で,3部位法0.90,DMLO.88,DSLm-wO.90より有意に高値で,DSLp-wO.92と

有意差はなかった．検査時間(1手の平均,秒)は2部位法176で，3部位法292,NCS503より有意に短かっ

た．

【考察】2部位法の診断能は3部位法より改善し,NCS標準法(DML,DSLm-w)より優れ,DSLp-wと同

等となる．絞抓部は深部にあるため焦点深度や利得の変更等評価に時間を要するが，2レベル法では

これが不要で，3部位法やNCSより短時間ですみ，より簡便となる．

【結論】US2部位法により,DSLp-wと同等の診断能で簡便にCTSの補助診断ができる．
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手・前腕に発生した軟部腫瘍のパワードプラエコーの有用性
UsefUlnessofPowerDopplermtrasonographicExaminationofSo仕TissueTUmor

intheHandandFbrearm

○植田直樹，渡辺千聡，木下光雄

大阪医科大学整形外科

【目的】手・前腕に発生した軟部腫瘍のパワードプラエコーの有用性を明らかにすること．

【対象】パワードプラエコー(以下PD)を行い手術にて病理診断の確定した軟部腫瘍38例中PDにて血

流があった18例を対象とした．内訳は腱鞘巨細胞腫(4)，血管平滑筋腫(3)，シュワン細胞腫(3)，神

経線維腫(2),脂肪腫,血管腫,エクリン腺腫,高分化脂肪肉腫,平滑筋肉腫,横紋筋肉腫(各l)であった．

【方法】超音波装置のPDでは腫瘍内部の血流により3つに分類し(タイプ1:血流なし，タイプ2:辺縁

に少数，タイプ3：多数存在),PDのタイプ2以上で，術前MRI検査で診断が困難な症例の腫瘍別特

徴を検討した

【結果及び考察】術前MRIで診断が困難な症例は9例であった.PDのタイプ2は血管平滑筋とエクリ

ン腺腫の2例で，残り7例はタイプ3であった．血管平滑筋3例と血管腫1例は手・指の発生例であり，

MⅢ検査では診断が難しくPDでは血管系腫瘍を疑い，一期的に切除して診断した．エクリン腺腫は

PDでも診断が困難であった．残りの4例(シュワン細胞腫，神経線維腫，平滑筋肉腫，横紋筋肉腫各

1例)は,前腕発生例で術前MⅢ検査でも悪性腫瘍を疑い，生検にて確定診断の後,切除手術を行った．

以上のことから術前MRI検査にて診断困難な症例で,PDで血流がある場合には，手・指発生例では

血管平滑筋腫や血管腫を考えて手術する必要がある．また前腕発生例では悪性軟部腫瘍は除外でき

ないが，シュワン細胞腫や神経線維腫がPDにて血流多いことも念頭におき，手術計画を立てる必要

がある．
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手外科領域の超音波診断の現状一開業医からの使用経験一
CurrentStatusofmtrasonographicDiagnosisintheFieldofHandSurgeryatthePractitional

○今村惠一郎1，清水弘之2，中島浩志2，萎沢利行3，別府諸兄2
！今村整形外科．外科，2聖マリアンナ医大整形外科，3藤間病院整形外科

【目的】近年，整形外科領域の超音波診断は超音波検査装置の解像度の向上とともに大幅に進化しつ

つある．また,CTやMRIに比べて簡便に，かつ低コストで検査できるため開業医の間にも急速に普

及しつつある．手外科領域の超音波診断の現状について開業医の立場から報告する．

【対象および方法】2009年4月から2011年3月までの2年間に演者が診療した手外科外来患者を対象とし

た．方法は7.5MHzプローブの超音波診断装置を用いて手外科疾患に対して検査を行った．

【結果】超音波検査による手外科診療の対象疾患は小児肘関節外傷，小児肘内障，若木や不全骨折，

腱の評価，腱鞘炎の評価，手根管症候群，肘部管症候群，腫瘍，異物などが多かった．また，関節

リウマチの早期診断や疾患活動性に対してパワードプラー法を利用することで評価を行った．

【考察および結論】開業医の日常診療で多く扱われる外傷において，骨折の見落としに対しては特に

注意が必要である．特に小児肘関節外傷では問診や理学所見から診断に難渋する例に対して超音波

検査を行うことにより，小児肘内障か骨折かの判断が可能である．超音波検査がCTRDMRIに対して

最も優れている点は動態観察が可能なことである．また，カラードプラー法の利用により血管の走

行や血流の状態を評価できるため，腫瘍や炎症に対しての評価が可能である．超音波検査は非侵襲

であり低コストで検査できる反面，検査の回数が過剰傾向になるため保険診療上の問題点があげら

れる．
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Sauve-Kapandji法における解剖学的尺
骨断端制動術の試み

AnatomicalStabilizationoftheProximalUlnarStamp

afterSauve-KapandjiProcedure

大阪大学大学院器官制御外科学(整形外科）

○三宅潤 一，森友寿夫，岡田潔，

片岡利行，村瀬剛

【はじめに】Sauve-Kapandji法(SK法）は，遠位

僥尺関節障害に対するサルベージ手術として有

用な優れた術式である．一方，術後尺骨近位断

端の不安定性が出現することがあり，画像上

インピンジによって生じると考えられる僥骨

scallopingの出現や，臨床的には不安定感や瘻痛

の残存が問題となる．そこで我々は，前腕3次元

動態に即した解剖学的尺骨断端制動術を考案し，

臨床例への応用を試みているので報告する．

【正常前腕動態解析】正常前腕10例を回外，回内

位の2ポジションでCT撮影した.CTレジスト

レーション法を用いて前腕動態を再現し，前腕

回旋運動における回転軸の位置を3次元的に調査

した．前腕回転軸は尺骨小窩から尺骨内へ貫通

し，尺骨頭から近位37±7mm(尺骨全長の15

3％)の高さで,尺骨僥側の骨間膜付着部(尺骨稜）

で再び尺骨を貫通していた．つまり，この尺骨

僥側部が前腕回旋時における中心位置(isometric

point)であることが分かった．

【手術】あらかじめisometricpointである尺骨全

長15%の位置を確認した後，通常のSK法を行

い，解剖学的尺骨断端制動術を追加した．尺骨

頭を約1.5cm程度残すように骨切除し，僥骨と尺

骨遠位間は骨移植せず，スクリュー1本で固定し

た尺骨断端制動は，尺骨近位端榛側(尺骨稜）

のisometricpointから尺骨遠位端尺側に向かう

ように走行する靭帯を，長掌筋腱を用いて作成

した．遠位榛尺関節症1例，関節リウマチ3例に

本術式を行ったところ，術後CTを用いた動態解

析においても，前腕可動域制限のない，安定し

た前腕機能が獲得できていた

【考察】本術式は，正常前腕動態に即した制動術

であり，理論的には関節肢位に影響されない静

的な制動が見込まれる．活動性の高い患者や，

遠位骨間膜が低形成な症例,SK法後の断端不安

定症などに適応の可能性があると考えている．

1-3-2

変形性遠位梼尺関節症に対する尺骨遠位

部周辺組織を温存したSauve-Kapanji法
Sauve-KapandjiProcedurewithPreservationofthe
TissuesaroundDistalUInarfOrDRUJArthritis

西能病院整形外科

○堂後隆彦

【はじめに】Sauve-Kapandji(SK)法は関節リウ

マチ(RA)や変形性関節症(OA)の遠位僥尺関節

(DR町)障害に対して広く行われている手術で

ある.RAでは尺骨遠位部やその周辺組織が破壊

されていることが多い一方,OAではそれらが残

存していることが少なくない．尺骨遠位部に付

着する靭帯はDRm固定後でも手関節尺側の支

持機構としての作用が期待でき，血行の温存は

偽関節や骨吸収を防ぐ点で有利である．しかし，

これらの組織はSK法の手術において榛尺骨双方

の関節面を露出して掻爬する際に損傷しやすい．

中村らは直視下TFCC縫合術で，第6コンパート

メントを開けDRUJ背側関節包を切離して関節

内に侵入，そこに小エレバトリウムを挿入して

尺骨頭を脱臼させるアプローチを用いている．

今回DRUJのOAに対して，このアプローチを応

用し尺骨遠位部周辺組織を温存したSK法を試み

たので報告する．

【方法】手術は垂直牽引下に行った．はじめに，前

述のアプローチで尺骨頭を脱臼させ，僥骨と対す

る関節面を背側に露出して，マイクロボーンソー

で海綿骨が出るまで関節軟骨を飛ばした．僥骨関

節面はスチールバーで掻爬した．次に，尺骨遠位

端より15mmより偽関節部が15mmとなるように

骨切りし，海綿骨スクリュー1本で関節固定した．

【成績】2010年3月以降にDR町のOAに対し本法

を行った6例6手を対象とした.男性4例,女性2例，

手術時年齢は平均64.3歳，術後追跡期間は平均

9.9ヶ月である．全例において，尺骨頭は容易に

脱臼でき，術後の関節鏡視にて尺側の構造が保

たれているのが確認できた．いずれの症例にお

いても，癌痛は著明に改善し，握力の回復も良

好であった．関節固定部の偽関節や尺骨頭の骨

吸収もなかった．

【結論】本法は簡便な操作で尺骨遠位部周辺組織

を温存できる術式であり，その臨床成績は良好

であった．
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榛骨遠位端骨折術後に生じた変形性遠位

榛尺関節症の検討

OsteoarthritisintheDistalRadioulnarJointFOllowing
UnstableDistalRadiusFracmres

'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，山藤滋'，

飯田昭夫3

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折術後に遠位僥尺

関節(DRm)症変化をきたした症例の骨折型と

臨床成績について検討した．

【対象および方法】当院で手術を施行した2005年

から2008年までの症例(117例）中，診療録およ

びX線記録から術後18カ月以上追跡可能であっ

た75例を対象とした．（女性56例，男性19例，

年齢平均62.5歳AO分類A3:8,C1:7,C2:27,C3:

33,Rozental分類typel:8,type2:17,type3a:30,

type3b:12),経過観察問は平均24.7ヶ月であった．

単純X線上，関節裂隙の1mm以下の狭小化，骨

鰊あるいは骨襄腫の形成を関節症とした．対象

を関節症のある群とない群に分類し，術前骨折

型はAO分類,DRUJの破綻を示すRozental分類，

尺骨茎状突起骨折の有無を，術後の臨床所見

として，関節可動域(対健側比各%VF,%DF,

%S,%P),対健側比握力(以下%GS),DASH

を比較検討した．統計学的処理はSPSSを用い

unpairedt-teStとX2乗検定を用いた．
【結果】DRUJ関節症の発生率は，経過中resection

arthroplastyを施行した1例を含む,12例(10%)

であった.AO分類はC2:7例C3:4例であり,8例

で茎状突起骨折を合併していたRozental分類

ではtype2:1例,type3:11例であった．術後手

関節の機能評価は%VF72%,%DF69%,%S

89%,%P95%,%GS81%,DASH平均30点で

あった.OAの無い群と比較し，術前の骨折型で

Rozental分類type3(p=0.00),術後%DF,DASH

(それぞれp=0.045,p=0.04)と有意差を認めた．

【考察】Rosentalらは,DR町関節面を含む骨片の

転位に着目して僥骨遠位端骨折を分類している．

今回の研究で,DRUJ関節面の転位の存在する

Rozental分類type3が,DRw関節症変化と関連

があり，術後可動域と患者立脚型評価に影響が

生じる可能性が示された．

1-3-4

遠位檮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

ClinicalOutcomesofSauve-KapandjiProcedurefOrthe

TreatmentofDistalRadioulnarJointDysfUnctionand

FactorsAHectingtheOutcomes

'北海道大学整形外科，2北海道整形外科記念病院

○西田欽也',岩崎倫政1,船越忠直1,

三浪明男'’三浪三千男2

【はじめに】Sauve-Kapandji(S-K)手術は遠位僥尺

関節(DRUJ)障害に対する手術法として広く行

われている．我々は1990年代後半より，従来の

S-K手術に加え尺側手根伸腱の半切腱を用いた尺

骨近位切除端部の安定化術を行っている．本研

究の目的はDR町障害に対する我々のS-K手術の

臨床成績を明らかにし，統計学的手法を用いて

その成績に影響を及ぼす因子を探索することで

ある．

【方法】2帥0年以降に当科及び関連施設でRAを除

くDRUJ障害に対しS-K手術を施行し,6か月以上

経過観察が可能であった37手(男性22手，女性15

手)を対象とした．平均年齢は58歳診断の内訳

は尺骨突き上げ症候群18手，僥骨遠位端骨折変

形治癒10手，特発性の変形性関節症8手，他l手

で，発症から手術までの平均期間は15か月，術

後平均経過観察期間は2年11か月であった．これ

らにつき手関節痛，手関節可動域(ROM),握力，

MayoWristScore(MWS),X線学的所見を調査し

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ROM,

握力，単純X線正面像での山arvarianceを選択し

多変量解析を行った5%未満を有意差ありとした．

【結果】手関節痛は術後全例で軽減した．平均

ROMは術前115.から術後126.へ改善し，平均

握力は術前13Kgから術後22Kgへ有意に改善し

た．術後のMWSは平均80点で,excellentが10

手,goodが18手,fairが7手,poorが2手であった．

重回帰分析にてMWSに影響を及ぼす因子は見出

せなかった．

【考察】DRUJ障害に対する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．年齢や術前の理学所見，

X線所見には術後の成績に影響を及ぼす項目は

見出せず,DRUJ障害に対して本術式は広く適応

があると考えられた．
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多発性軟骨性外骨腫症における前腕回旋

障害と再建手術

SulgicalTreatmentfbrLintedRotationoftheFOreannin

MultipleCartilaginousExostoses

'国立成育医療研究センター整形外科，2慶應義塾

大学整形外科

○福岡昌利l,高山真一郎l,中村千恵子1,

関敦仁1,中村俊康2

【緒言】多発性軟骨性外骨腫症(以下MCE)は前腕

に頻発し，変形をきたすことが多いが，著しい

回内外可動域をきたすことは比較的少ない．今

回われわれは，前腕回旋制限の改善目的に手術

を行ったMCEを調査し，その病態・治療成績な

どを検討した．

【対象・方法】2002年から2011年までの期間に前

腕部の手術を行ったMCEの23例のうち，著明な

回旋制限により日常生活に支障をきたし，その

改善を目的に手術を施行した7例7手を対象とし

た．男6例，女1例，右4手，左3手で，初回手術

時の平均年齢は12.7歳(7-17)，術後平均経過観

察期間は39か月であった．術前可動範囲は平均

49｡(O-90)で，回外制限2例，回内制限4例，中間

位付近での著明な回旋制限1例であった．外骨腫

の発症部位，尺骨成長障害の有無，手術内容，

術後改善可動域，回旋制限の再発の有無と原因

を検討した．

【結果】外骨腫の発生部位は僥骨尺骨骨幹部の遠

位側4例，遠位僥尺関節周囲3例であった．尺骨

は成長障害による短縮3例，異常なし3例，突き

上げ1例を認めた．術後可動範囲は最終診察時

で平均91｡(20-135)で平均42.の改善が得られた．

外骨腫の切除は全例で行い，同時に遠位僥尺関

節の剥離1例，尺骨延長2例，尺骨短縮1例を併用

した．回旋制限の再発による再手術は2例で，原

因は骨間膜の拘縮1例，外骨腫の再発1例であっ

た．

【考察】MCEでは変形が緩徐に生じるため，著し

い弩曲変形や僥骨頭の脱臼が生じても著明な回

旋を来すことは少ない．今回の症例では，骨性

隆起による遠位僥尺関節の不適合や骨幹部での

榛尺骨間の衝突，さらに軟部組織の過緊張が関

与しており，再建手術は一定程度の効果が得ら

れた．しかし再発を生じることもあり，長期の

経過観察が必要である．

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

AdvantagesofIntra-capsularMicro-enucleationof

SchwannomaArisingfromtheUpperExtremity

'山口大学医学部整形外科，2関門医療センター

○村松慶--1,伊原公一郎2,守屋淳詞19

橋本貴弘'，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20例で男11例，女9,手術時年齢は

31-81歳であった．発症神経は尺骨6,正中,僥骨4,

腕神経叢部3，腋窩2，筋皮1であった．術式は主

幹神経16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Piece

bypieceに切除した．術後神経脱落症状はGl: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．

【成績】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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上肢に発生した神経鞘腫の臨床症状およ

び治療成績

ClinicalFeaturesandTherapeuticResultsofNeurinoma

atUpperExtrenity

東京医科大学医学部整形外科

○高瀬勝己，番場泰司，河野亮平，

山本謙吾

【目的】絞厄性神経障害は原因に関わらず，神経

脱落症状が顕著に出現しやすい．しかし，上肢

に発生した神経鞘腫は，術前臨床症状は腫瘤感

が主体で神経症状を有することは比較的少ない．

また，術後脱落症状が軽度で治療予後が比較的

良好なため，病態，摘出術に関する適応，治療

成績などの詳細な報告は少ない．今回，上肢に

発生した神経鞘腫の病態および術後成績を検討

したので報告する．

【対象】手術施行例は35例．男16例・女19例，右

20例・左15例，手術時平均年齢は46.5歳(13～70

歳)で，平均罹病期間は43.1ケ月（1～180ケ月）で

あった．単発例は34例で正中神経10例，僥骨神

経9例，尺骨神経5例，腕神経叢3例，指神経1例，

筋皮神経1例，不明5例で，僥骨神経と筋皮神経

に同時発生した多発例は1例に認めた．術後経過

期間は，9ヶ月～6年2ヶ月であった．

【結果】初発症状は，腫瘤感30例，神経支配領域

のしびれ感4例，過敏性瘻痛l例に認め，罹病期

間の長短に関わらず明らかな運動麻痒をきたし

た症例はなかった．また，腫瘤部のTinel様徴候

は35例中29例で全例には認めなかった．腫瘍は，

全例で核出術が可能で神経移植術を施行した症

例はない．術後の神経脱落症状は，運動神経束

に発生した僥骨神経の2例および尺骨神経1例に，

術後筋力低下を一時的に認めたが経時的に回復

した．一方知覚神経束に発生した僥骨神経2例お

よび尺骨神経l例に短期的に知覚障害を認めた．

しかし，最終的には全症例において脱落症状を

認めた症例はなかった．また，再発もしくは再

度核出術をした症例はない．

【結語】上肢に発生した神経鞘腫は，罹病期間が

長期であっても腫瘤感が主体で，運動麻揮をき

たす症例はなかった．術後成績が良好であるこ

とより，腫瘍が増大し周囲組織との癒着が発生

しない早期の核出術は，神経機能温存に有効な

手段と思われた．

1-3-8

手外科領域の軟部組織腫瘍に対する超音

波検杳

DiagnosticUltrasoundfOrSoftTissueTumorsintheHand
andForeann

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

○村中秀行，福本恵三，小久保健一，

津村卓哉，児島忠雄

【緒言】手外科領域の軟部腫瘍に対し超音波検査

を行い，感度，特異度などを検討したので報告

する．

【対象と方法】2006年より手外科領域の軟部腫瘍

に超音波検査を行い，病理組織診断(以下病理）

された378例を対象とした．男性121例，女性257

例．使用機種はGE社製Logic500,検査は臨床検

査技師が，読影は当院手外科医が行った．

【結果】病理は嚢胞性腫瘍(以下嚢胞性)148例（ガ

ングリオン125例，粉瘤23例)，充実性腫瘍(以

下充実性)203例（グロームス腫瘍26例，血管腫

24例，巨細胞腫19例，線維腫19例，脂肪腫:12

例，神経鞘腫10例など)，腫瘍でなかったもの

(血腫，嬢痕組織，増生した滑膜など）が27例

だった．術前に嚢胞性と診断したが，病理で充

実性と診断されたのが34例(9.0%),術前に充実

性と診断したが，病理で嚢胞性と診断されたの

が7例(1.9%)だった．襄胞性の感度は94.8%,特

異度は76.5％，充実性の感度は83.0％，特異度は

61.1%だった．嚢胞性の誤診例としては，粉瘤を

脂肪腫と診断したのが7例中3例と最も多く，全

例直径10mm以下だった．また充実性は嚢胞性

より感度，特異度が劣る傾向にあり，殆どがガ

ングリオンと誤診していた．

【考察】超音波検査は質的診断の限界があり，単

独で腫瘍を診断することは困難な場合がある．

しかし症状や理学所見，超音波検査で得られる

周囲組織との関連から診断に近づける場合も多

い．巨細胞腫では腱鞘滑膜や関節近傍から発生

している内部不均一な充実性腫瘍の存在，神

経鞘腫では神経との連続性の有無とTinellike

sign,グロームス腫瘍では無～低エコー域の境

界明瞭な腫瘍の存在と，痛みの局在，色調など

から正診率が高かった．超音波検査は無侵襲で

簡便であり，動画なため静止画よりも周囲組織

との関連が明瞭なことから，腫瘍の診断に最初

に行われるべき有用な検査である．
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手指に発生したPacinianhyperplasiaの
治療経験

ClinicalSmdyofPacinianHyperplasiaintheHand

駒沢病院整形外科

○別 所 祐貴，吉川泰弘，高野勇人

【はじめに】手指瘤痛の原因となる疾患は多々ある

が,Pacimanhypemlasiaは稀な疾患であり，その

認知度は低いと思われる．今回，4例のPacinian

hyperplasiaの治療経験を報告する．

【対象および方法】症例は4例4指，男性3例，女性

1例，年齢は平均37歳(23～59歳)であった．全例

に手術を行った．発生部位，外傷の有無，術前

後の臨床所見，術中所見について検討した．

【結果】発生部位は母指末節部2例，小指末節部l

例，環指基節部1例で，全例明らかな外傷の既往

はなかった術前身体所見として，全例に限局

した圧痛を認め，知覚過敏，軽度の自発痛を各1

例に認めた触診により腫瘤性病変が触知でき

た例はなかった全例単純X線で異常を認めず，

MRIでは3例中1例に異常所見を認めた．術中所

見では，全例で神経周囲に密接した複数個連な

るpacini小体を認め，これを摘出した．圧痛は術

後早期から軽減し，術後3か月以内に瘻痛の訴え

は消失した．

【考察】Pacinianhyperplasiaは知覚受容器の1つ

であるPacini小体の形成異常であり，稀な疾患で

ある．外傷を由来とする説があるが，過去の報

告の約半数は明らかな誘因がない．また，腫瘤

性病変として触知される事は少なく,MRIでも

描出困難な例が多い．今回のいずれの症例も外

傷の既往はなく，腫瘤性病変を触知せず,MRI

での異常は1例のみであった．症状としては，限

局した圧痛点が特徴的であり，グロームス腫瘍

や神経原性腫瘍が鑑別疾患として挙げられ，今

回の3例のように指腹部の発生ではグロームス

腫瘍との鑑別が重要であると考える.Pacinian

hyperplasiaは稀な疾患であるが，その存在を知

らないと診断が困難であり，明らかな圧痛点を

伴う手指瘻痛例では疑うべき疾患として認識す

る必要がある．

1-3-10

グロムス腫瘍23例の検討

ClinicalFindingsoftheGlomus'Iilmor

川崎市立川崎病院

○河野友祐，越智健介，中道憲明，

堀 内 行 雄

【目的】グロムス腫瘍は局所の圧痛と寒冷時痛は

強いものの腫瘍は比較的小さいことから，診断

に難渋することが多い腫瘍である．今回，われ

われは，当院で過去10年間に手術したグロムス

腫瘍についてretrospectiveに検討した．

【方法】対象は2002年8月から2011年7月までに当

院で手術的加療を行ったグロムス腫瘍23例で男

性5例，女性18例，年齢は28歳から61歳(平均年

齢44歳)であった．全例で圧痛を認め，23例中13

例に寒冷時痛を認めた．腫瘍の発生部位は母指6

例，示指3例，中指1例，環指10例，小指1例，足

指2例であった.爪下部に発生したものは20例で，

爪床の変色を伴っていた．指腹部に発生したも

のが3例であった．

【結果】瘻痛などの症状が出現してから診断に至

るまでの経過期間は半年から20年(平均期間7.2

年)であった．23例中少なくとも7例は他の医療

機関で診断がついていなかった．23例中17例で

MRIが施行され，腫瘍が確認されたが腫瘍が明

確に確認できないものも散見された．単純X線

撮影では38％に骨の陥凹像を認めた

【考察】本腫瘍はその臨床症状に比し，腫瘍も小

さいことから画像所見に乏しく，診断に難渋す

ることも少なくない．今回の検討でも症状出現

時から診断に至るまでの期間が7.2年と長期間を

要していた．本腫瘍では明確な画像所見に乏し

いこともあることから，画像診断を最優先にせ

ず，身体所見を中心に注意深く診断する必要が

ある．特に，長期間，指尖部の瘤痛を訴え寒冷

時痛のある患者では本腫瘍を念頭に置き，爪下

部のものでは爪の色調に注意し,pinpointの圧

痛があれば画像所見が不十分であっても摘出手

術を行うことが必要になる．
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グロームス腫瘍の臨床像と手術手技の検討

AnalysisofDiaglosisandSurgicalTreatmentfbrGlomus
Tilmor

元赤坂診療所

○仲尾保志

【目的】グローム腫瘍の臨床像は多彩であり，圧

痛，自発痛，寒冷時痛の3主徴を呈しないばかり

かMRIでも描出できないこともあり，手術の決

断に悩むことも少なくない．また確信をもって

手術に至っても，腫瘍の同定が非常に難しい症

例にも遭遇する．今回我々は，自験例の臨床像

と手術所見などを検討し，診断・治療上のカギ

となるポイントを報告する．

【対象および方法】過去6年間に当院で診断したグ

ロームス腫瘍は21例(男7，女14)で，年齢は24

～75(平均43)歳，受診までの経過は6カ月～30年

(平均9年)であった．発生部位は，母指8示指4中

指2環指3小指3(爪下11,爪横7，指腹2)例で，前

腕発生が1例あった．自覚症状は，圧迫による激

痛が20例自発痛は3例，寒冷時痛は6例であり，

MRIでの腫瘍陰影は20例中16例に認めた．手術

は19例に施行，全例で顕微鏡を使用し，爪下発

生例には，爪甲抜去後，爪床を縦切開して腫瘍

を切除し10-0ナイロンで修復，爪甲を戻して爪

の再生を待った．手術中，明らかな腫瘍を同定

できなかった2例では，直下の組織を一塊として

切除した

【結果】病理検査により，全例でグロームス腫瘍

の診断を得られ，全例で激痛は消失した．後遺

症で，術後爪の変形が遣残したものはなく，術

後経過の短い1例で軽度の圧痛が残存しているの

みである．

【考察】診断価値の高い臨床症状のカギは，ピン

ポイントの圧迫による激痛で，異常なまでの激

痛を訴えた場合は，グロームス腫瘍と考えてま

ちがいない.MRIは有用であるが,20%は同定

できず，その場合は臨床症状のみで手術に踏み

切ることになる．手術に顕微鏡は必須であり，

手術前にピンポイントをマークしてその直下の

展開するが，それでも腫瘍を同定できない場合

は，直下の組織を一塊として切除することも有

効と思われた．
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1-4-1

檮骨遠位端骨折の骨折部位は梼骨の骨密

度と関連する

AssociationofBoneMineralDencitywithLengthofthe
DistalRadiusinColles'Fracture

産業医科大学整形外科

○村井哲平，酒井昭典，大茂壽久，

目貫邦隆，善家雄吉

【目的】本研究の目的は，遠位骨片の掌側の長さ

と骨密度の関連を検討することである．

【方法】2007年4月から2011年10月に手術を行った

背側転位型の僥骨遠位端骨折で，高所からの転

落や交通事故などの高エネルギー外傷は除外し，

CTと骨密度検査を行った患者を対象とした．対

象は61例，平均年齢は70±87歳(51-89歳),性別

は男5例,女56例であった．年齢,BMI,骨密度(僥

骨遠位，腰椎，大腿骨頚部)と遠位骨片の長さを

調査した．僥骨遠位の骨密度は，最遠位(UD),

中央(MID),近位(1/3)に分けたものとその合計

(total)で分析した．遠位骨片の長さの計測法は，

CTsagittal像において月状骨窩のレベルで榛骨

掌側端から骨折線までの距離とした

【結果】遠位骨片の長さの平均は13.3±4.0mmで

あった骨折線の距離を目的変数として，年齢，

性別，骨密度を説明変数でステップワイズ法重

回帰分析で解析した結果，年齢，性別が除外さ

れ骨密度のみが関連した．僥骨遠位と大腿骨頚

部の骨密度と骨折線の長さには負の相関を認め

た.(UD;R=-0.530,MID;R=-0.538,1/3;R=-

0.480,total;R=-0.541,大腿骨頚部;R=-0.389).

腰椎骨密度と骨折線の長さには相関がなかった

(R=-0.096).

【考察】僥骨遠位端骨折の骨折部位は僥骨骨密度

と関連する．

1－42

榛骨遠位端骨折の関節面Step-offの特徴
-CTでの評価一

ArticularStep-offofDistalRadiusFracmresEvaluatedby

ComputedTbmography

'西宮市立中央病院整形外科，2関西労災病院整形

外科

○田辺勝久l,十河英司1,田野確郎2,

堀木充2，中川玲子2

【目的】関節内僥骨遠位端骨折において，関節面

Step-offの評価は重要である．我々 は,CTを用

いて，僥骨手根骨関節面のStep-o丘の特徴を調べ

たので報告する．

【対象と方法】矢状断あるいは冠状断CT画像にて

僥骨手根関節面に1mm以上のStep-o丘の見られた

僥骨遠位端骨折30骨折を対象とした．矢状断CT

画像での僥骨遠位端の掌背屈の角度変形によっ

て，背屈群，非背屈群に分類し，各群でStep-oH

の部位の特徴を調べた．

【結果】背屈群18例のうち，矢状断のみでStep-oH

の見られた症例は7例で全て関節面の背側より

に見られ，全て掌側面が背側面より近位にあっ

た．冠状断のみでStep-oHの見られた症例は7例

で全て月状骨窩か舟状骨月状骨間にあり，全て

背側関節辺縁まで連続し，全て尺側面が榛側面

より低かった．矢状断でも冠状断でもStep-oHの

ある症例は4例あり，3例は関節面中央部が陥没

したためであり,1例はSigmoidNotchから月状

骨窩僥側背側に至る骨折線の僥側背側縁に見ら

れ，尺側背側部が低かった非背屈群12例では

冠状断のみでStep-oHの見られた症例はなく，全

て矢状断でStep-oHが見られた．そのうち11例で

は，掌側面が低い矢状断Step-o丘が，月状骨窩か

ら舟状骨窩にかけての骨折線にあり，全て榛側

か尺側のあるいは両側の関節面辺縁まで連続し

ていた．また，舟状骨窩背側が掌側近位に傾き，

その掌側骨折線で背側面が掌側面よりも低い矢

状断Step-oHを形成しているのが3例見られた．

このうち2例では冠状断でも同じ舟状骨窩背側関

節面の尺側骨折線に榛側が低いStep-o丘が見られ

た．

【考察】関節内僥骨遠位端骨折の関節面Step-o丘に

は，掌背屈角度変形によって，その部位に特徴

があることがわかった．
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1-4-3

3D-CTを用いた遠位梼尺関節内骨折の

分類

3D-CTAnalysisoflntra-articularFractureofDRUJ

奈良県立医科大学整形外科

○仲西康顕，面川庄平，小畠康宣，

村 田景一，田中康仁

【目的】近年，僥骨遠位端骨折における僥骨手

根関節(以下RCJ)内骨折について，複数の3次

元解析が報告されている.2001年,Rozentalら

は，遠位僥尺関節(以下DRUJ)に及ぶ関節内骨

折を，2次元CTを用いて分類した．今回我々は，

3D-CTを用いてDRUJ関節内骨折を3次元的に解

析し，分類を試みたので報告する．

【方法】平成20年4月以降，手術適応となった60例

の不安定型僥骨遠位端骨折のCT撮影を行った．

データの3次元的構築から骨折線を再現し,その

位置と骨折パターン，転位度を解析した

【結果】AO分類でA2,3:7例,B2,3:5例,:C2,3:48例

であった.60例中47例でDRm内に骨折線が存在

した.DRUJ内に横骨折を有するものが6例(Type

l)で，他の41例はDRUJからRCJに連続する骨折

線を有していた．41例中，単純な縦骨折を有す

るものが24例(Type2),DRUJ関節面に3つ以上

の骨片を認めたものが17例(Type3-a,b,c)であっ

た．17例中，遊離骨片を伴わず縦骨折がDRm

中央にとどまるT字型骨折を呈したものが2例

(Type3-a),遊離骨片を有する症例が12例(Type

3-b)であった遊離骨片は4例でDRmの中枢側

8例はDR町背側に存在した．さらに，榛尺靭帯

が付着する掌背側縁に独立した骨片を有するタ

イプ(Type3-c)を3例に認めた.DRUJ遠位での

関節内転位は,1mm以上のgapが25例,1mm以

上のstepo丘が7例に観察された．

【考察】DR町関節内骨折に対して3次元的に観察

し，3つのタイプに分類した．関節内に遊離骨片

を有するType3-bで転位のある骨折については，

手術アプローチに工夫が必要と思われる．

1-4-4

腱滑動部位における榛骨掌側縁の高さ

TheHeightofVolarRimoftheDistalRadiusatthe
TbndonArea

'岡山労災病院整形外科，2岡山大学大学院医歯薬

学総合研究科人体構成学分野

○清水弘毅l,西田圭一郎2,林拓男1,

寺田忠司】

【はじめに】榛骨遠位端掌側の骨形状は,掌側ロッ

キングプレート（以下プレート）の設置位置に影

響を与える．屈筋腱損傷という合併症を防ぐた

めには，プレートがwatershedlineを掌側へ越え

ないように設置することが重要であるとされて

いるが，この評価はレントゲン写真では困難で

ある．

【目的】腱滑動部位での榛骨遠位掌側縁の高さを

計測し,watershedlineを掌側に越えないプレー

ト設置位置を推定することである．

【対象と方法】解剖実習用屍体より採取した20

手関節をCT撮影(AquilionTM64,東芝製）し，
ZIOSTATION(ザイオソフト社）にて，多断面

再構成像(MPR)から，以下の項目について測定

した．僥骨月状骨窩掌側骨性隆起(以下月状骨

窩隆起)の頂点(以下L点)から30mm近位の僥骨

掌側面から,a)L点までの高さ,b)L点から僥側

10mmの僥骨掌側縁の高さを測定した．さらに，

c)L点近位において,L点から榛側10mmの僥骨

掌側縁の高さになるまでの距離を測定した．

【結果】a)平均9.8mm(標準偏差SDO.2).b)平均

7.1mm(SDO.4).c)平均4.5mm(SDO.1)であった．

【考察】L点より僥側に約10mmまでは屈筋腱の

滑動部位である．この部分でプレートが掌側に

watershedlineを越えないことが，屈筋腱損傷の

回避のために重要であると考える．プレートの

遠位端と近位端がプレート長軸方向に対する横

断面で平行であるならば，今回の測定結果c)に

より，プレート遠位端がL点から約4.5mm以上近

位に設置されなければ，屈筋腱の滑動部位でプ

レートが掌側にwatershedlineを越える可能性が

ある．より遠位に安全にプレートを設置するた

めには，月状骨窩隆起の形状を考慮したデザイ

ンのプレートが必要と考察する．
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1-4-5

MuitidetectorCTを用いた長母指屈筋腱

の走行位置の検討

一掌側ロツキングブレート固定術後の屈
筋腱障害の回避を目指して一

ExaminationofthePositionoftheFlexorPollicisLongus
TbndonbyMultidetectorCT

岡山済生会総合病院整形外科

○近藤秀則，今谷潤也，森谷史朗，

竹 下歩，川上幸雄

【はじめに】近年，僥骨遠位端骨折に対する掌側

ロッキングプレート固定術後の長母指屈筋腱(以

下FPL)を中心とした屈筋腱障害の重篤な合併症

が増加してきている．しかし，その病態・原因

については，いくつかの報告があるもののいま

だ明らかではない．今回，われわれは本合併症の

発生を回避することを目的としてMultidetector

CT(以下MDCT)を用い，僥骨遠位端部掌側にお

けるFPLの走行位置について調査したのでその

結果を報告する．

【対象と方法】外傷歴のない前腕遠位部50例を対

象とした．MDCTを撮影し，正面・側面におい

て僥骨の骨軸に対し垂直な僥骨遠位端部の水平

断像を作成して僥骨掌側尺側縁からFPLまで距

離，僥骨の横幅に対するFPLの走行位置などを

計測した．

【結果】僥骨掌側尺側縁からFPLまでの距離は平

均16.4±1.8mmであった．また，同値をそれぞれ

の僥骨の横幅で除したFPLの走行位置は尺側か

ら平均55.7±5.8％であった．

【考察】FPLは僥骨掌側尺側縁から榛骨全幅の平

均55.7％の位置を走行していた．しかし，その範

囲は40.6～69.5％と個人差を認めた．また，男女

別・僥骨幅の大小別で比較すると僥骨掌側尺側

縁からFPLまでの距離は，男性・僥骨幅が大き

い例で大きく統計学的に有意差を認めた．それ

ぞれの僥骨の横幅で除した僥骨幅に対する割合

とすると,80%(40人)の症例においてFPLは僥

骨掌側の尺側から48～62％の範囲内を走行して

いた．そのため,FPLの走行位置は僥骨掌側尺

側縁からの距離ではなく，僥骨幅を考慮したそ

の割合で評価するべきであると考えられた．よ

り安全なプレート選択とその設置位置の決定の

ためには本調査で明らかとなったFPLの走行位

置の理解が不可欠であると考える．

1－46

FixedangleLockingPIateを使用した檮
骨遠位端骨折治療におけるDSS法のCT

評価

Double-tieredSubchondralSupportProcedurefbrthe

TreatmentofDistalRadiusFractureswithFixedAngle

LockingPlateEvaluatedbyComputedTbmography

'佐賀社会保険病院整形外科，2佐賀大学整形外科

○石井英樹1,浅見昭彦l,角田憲治1,

園畑素樹2

【目的】榛骨遠位端骨折に対し我々 はDouble-tiered

SubchondralSupport(DSS)法の有用性を報告し

てきた．今回我々 はFixedangleLockingplate

であるDePuy社製DVRAnatomicVolarPlate

System(DVR)を用い，全例DSS法を用いて治療

した．これらの症例に術後CTを撮影し，軟骨下

骨支持の詳細を評価したので報告する．

【対象】DVRにて治療し，術後CTにて評価できた

僥骨遠位端骨折13手(平均年齢69.7歳)である．使

用したプレートは,standardplate5手，narrow

plate8手であった．

【方法】術後CT撮影を行い，僥骨関節面をまず僥

側，尺側に中央で分け，更に尺側は背側，掌側

と中央で分割して合計3つの関節面にわけた．遠

位1列目，2列目から刺入したロッキングピンや

スクリューが支えている関節面を評価し，その

本数や関節面からの距離なども検討した．

【結果】Standardplateでは僥側3本，背尺側2本，

掌尺側2本とバランス良く軟骨下骨を支えてい

た.Narrowplateでは僥側3本，背尺側2本，掌

尺側1本で関節面を支えていた．掌尺側の支持は

関節中央部付近を支持していた．

【考察】このプレートはOrbayが提唱する$Watershed

Line'を越えない様にデザインされている．また

Mono-axialplateで唯一，遠位1列目から掌側の,2

列目から背側の関節軟骨下骨を支持固定するDSS

法を使用できることも特徴である．今回の結果か

らもバランス良く軟骨下骨を支持しており，僥骨

遠位端骨折に対して良好な固定材料となり得ると

考える．
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1-4-7

榛骨遠位端骨折における関節内突出・

迷入骨片-CTによる検討一

Intra-articularFragmentinDistalRadialFractures-

ARetrospectiveStudywithComputedTbmography

'荻窪病院整形外科・手の外科センター，2独立行

政法人国立病院機構東京医療センター整形外科，

3湖南病院整形外科

○岡崎真人1,田崎憲･--1,西脇正夫1,

斉藤憲太2，鴇田朝海3

【はじめに】榛骨遠位端骨折に関する報告は多い

が,手関節内に突出あるいは迷入した骨片(以下，

関節内骨片)について調査したものは少ない．今

回,CT撮像した症例について，後ろ向きに関節

内骨片の有無を検討した．

【対象および方法】2008年4月以降，筆頭演者が

直接手術に関与した73症例のうち，術前にCT撮

影をおこなった43症例43手関節を対象とし，関

節内骨片の有無を検討した．骨折型の内訳は，

Colles骨折26例,Smith骨折5例，掌側Barton骨

折9例，背側Barton骨折2例,Chaufeur骨折1例，

であり,AO分類ではA型4例,B型12例,C型27

例だった．男性11例，女性32例，手術時年齢は

17～89歳(平均63.7歳)だった．

【結果】CTで関節内骨片が確認できたのは7症例

だった．全例AO分類C型，関節内Colles骨折で，

男性2例・女性5例，手術時年齢42～74歳(平均

63.1歳）だった．1例では手根骨背側に骨片が刺

さるように存在した．背側進入で関節内骨片を

確認後，4例で骨片摘出，2例で骨片の整復固定

を行った．骨片には軟骨は含まれておらず，整

復固定した症例では骨片が僥骨背側皮質由来で

あることを確認した．

【考察】佐々木・山中らは手関節背側に存在する

骨片を天蓋状骨片と呼び，単純X線像の検討か

らその存在率を1％未満と報告した．一方，今回

の検討では手術症例の9.5％に関節内骨片を認め

た．関節内骨片は放置すると遊離体あるいは隔

壁となり，成績不良の原因になりうる．手術適

応となる手関節内骨折では,CTは必須と考える

べきである．また，関節内骨折発生メカニズム

に関して，僥骨背側皮質が末梢骨片を骨髄側か

ら割るようにして発生する場合がある，と考察

した．

1-4-8

檮骨遠位端骨折術後のダーツスロー・
モーション一手関節動態X線との比較一

ComparsionbetweenDartThrower'sMotionand
FunctionalRadiographyoftheWristafterDistalRadius
Fractures

'平成記念病院整形外科，2平成記念病院リハビリ

テーション課，3畿央大学健康科学部理学療法学

科，4国保中央病院整形外科

○土肥義浩1，粕渕賢志2，山口史哲2，

福本貴彦3，小野浩史4

【目的】我々はこれまでに僥骨遠位端骨折後の手

関節のダーツスロー・モーション面の可動域(以

下DTM)を調査報告してきた今回は経時的に

DTM計測と手関節の動態X線撮影を行い術後の

手関節の機能回復について調査した．

【方法】対象は榛骨遠位端骨折を掌側プレートで

治療した症例のうち動態X線撮影とDTM計測が

可能であった26例である．平均年齢は62才(25‐

78才)，男性7例，女性19例で，骨折型はAO分類

typeA5例,B2例,C19例であった．術後1,3,6,

12ヵ月目にDTMを専用のゴニオメーターを用い

て前腕回内45｡の肢位で上方の榛背屈から下方へ

掌尺屈させて測定した．同時に手関節最大掌背

屈の動態側面像を撮影し月状骨の掌背屈角(以下

RLM)を計測した．比較として手関節の掌背屈

角(以下EFM),僥尺屈角(以下RUM)も計測し

た．各計測値の経時的な変化について多重比較

検定を行い検討した．

【成績】EFMは術後1カ月で77｡,3カ月で102｡6カ

月で106｡,12カ月で107．であり，術後1か月目と

比較して3カ月以降で有意に増加していた．同様

にRUMは35｡44｡50｡46.であり,6カ月が有意に

増加していた．同様にDTMは31｡53｡48｡46.であ

り，術後lか月目と比較して3カ月，6カ月で有意

に増加していた．同様にRLMは44｡52｡56｡60.と

6カ月以降で有意に増加していた

【結論】術後3カ月でEFMが増加しDTMも増加し

ていたが,RLMが増加していなかったことから，

榛骨遠位端骨折後の手関節の可動域はDTM面に

回転軸を持つ手根中央関節から先に回復するこ

とが示唆された．術後6ヶ月ではRLMとRUMが

増加したことから，月状骨を中心とした僥手根

関節の可動域が回復したと考えられた．
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檮骨遠位端骨折術後のダーツスロー・モーショ

ン梼骨遠位端骨折術後のダーツスロー･モー

シヨンーROMと上肢ADLの関連性の変化一

ComparsionbetweenDartThrower'sMotionandADL
afterDistalRadiusFracmreS

'平成記念病院リハビリテーション科，2平成記念

病院整形外科，3畿央大学健康科学部理学療法学

科，4国保中央病院整形外科

○粕渕賢志l,土肥義浩2,山口史哲1,

福本貴彦3，小野浩史4

【目的】僥骨遠位端骨折後のADLは，関節可動域

と関連はなく握力のみ関連があるとされてきた．

しかしダーツスロー・モーション面の関節可動

域(以下DTM-ROM)との関係は調査されていな

い．我々は榛骨遠位端骨折後のDTM-ROMと

ADLの関連性を報告してきが，今回は時期的な

違いについて報告する．

【方法】対象は掌側プレートを用いて治療された

僥骨遠位端骨折の23例23手である．平均年齢65

歳，骨折型はAO分類typeA3例,B2例,C18

例であった．平均経過観察期間は8.1ヵ月(1-24カ

月）であった．評価項目は掌背屈および僥尺屈

回内外,DTM面それぞれのROMと握力とし，

ADLはDASHにて評価した.DTM-ROMは専用

のゴニオメーターで前腕回内45.の肢位で，上方

の榛背屈から下方へ掌尺屈させて測定した計

測時期でデータを術後3ヶ月以内，4から6ヶ月以

内，7カ月以降に分け，各時期のDASHとROM,

握力のPearson相関係数を求めた(p<0.05)

【成績】3ヵ月以内では相関はなかった．4から6カ

月以内ではDASHは平均15.5±17.7点で,DTM-

ROMは43.8±12.2.で，両者に相関を認めた(r=-

0.83,p=0.01).6ヶ月以降ではDASHは平均10.3=t

21.9点でDTM-ROMは41.7±ll.5｡,握力は0.95=t

0.1%(健側比)であり,DASHはDTM-ROMと(r

=-0.86,p=0.01),さらに握力とも相関を認め

た(r=-0.70,p=0.04).

【結論】術後6か月を超えると従来の報告のとおり

ADLには握力が関連するが，術後4から6か月ま

ではDTM-ROMのみが関連していた僥骨遠位

端骨折の術後早期はDTM-ROMがADLに重要で

あると考えられた．

1-4-10

当院における僥骨遠位端骨折術後後療法

RehabilitationafterOperationfbrDistalRadiusFracmres

'興生総合病院整形外科，2広島県立大学保健福祉

学部

○丸石晃1,河野正明1,玉井貴之1,

千葉恭平1,沖貞明！

【目的】僥骨遠位端骨折(DRF)の治療成績は

lockingplateの普及により急激に向上してきてい

る．我々はより良好な可動域を目指し種々の工夫

を行ってきた.今回術後成績を調査するとともに，

それらの工夫が手関節可動域にどのように影響し

てきたかを調査したので考察を加え報告する．

【対象および方法】2005年から2011年までにlocking

plateを用いて治療したDRF症例のうち，靭帯断

裂やTFCC損傷などの合併損傷の治療の為術後外

固定を要した症例および両側罹患例，健側にDRF

など手関節疾患の既往を有する症例を除外し，健

側のデータが確認できた症例92例を対象とした．

全例手術の翌日より手関節可動域訓練を開始し

た．リストモビライザー(当院考案)の導入やCKC

法の導入などの工夫を行ってきた．これらの工夫

の前後での可動域を評価した

【結果】最終の平均手関節可動域(健側比)は全体

で背屈88.4％，掌屈82.4％と比較的良好であった．

また2006年6月からリストモビライザーを導入し

ており，導入後は導入前と比較すると術後6週で

掌背屈，榛尺屈，回内外，のいずれの方向の可

動域も有意に優っていた．

2009年6月からOKC法を導入すべく，倫理委員

会承認のもとですべての治療法でOKC法との無

作為な前向き研究を行った同意が得られた36

例を対象に行ったところ,OKC法よりもCKC法

によるアプローチの方が背屈可動域で有意に良

好であった．

【考察】当院での術後可動域訓練の工夫の効果を

検証した結果，リストモビライザーは全方向の

可動域改善に有用であった．またセラピストに

よる可動域訓練はOKC法よりもCKC法が優れて

いることが分かった今後CKC法およびリスト

モビライザーを普及させるべくさらなる検討を

していこうと考えている．
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榛骨遠位端骨折術後ハンドセラビイパス

の有効性について一第3報セラビイ終了時

期のバリアンス分析一

ThePostoperativeHandTherapyfbrDistalRadius

FracmreS・AnalysisofVarianceCasesat6Weeksafter

Osteosynthesis

'名古屋披済会病院リハビリテーション科，2名古

屋液済会病院整形外科・リウマチ科

○桂理1,渡邉健太郎2

【緒言】過去2回の本学会において僥骨遠位端骨折

術後ハンドセラピィパス(パス）の有効性につい

て報告した．パスはセラピィ期間を短縮し，術

後最短6週間で社会復帰を可能とした．しかし，

6週間で社会復帰困難な症例も少なくなく，今後

の課題と考えられた．そこで今回，パス適用症

例のセラピイ期間のバリアンス分析を行い，そ

の要因と対策を検討した．

【対象と方法】過去5年間でパスを適用した症例

189例を対象とし，6週間でセラピイを終了した

A群(68名）と6週以上セラピイを必要としたB群

(121名)に分けた．検討内容は年齢，性別，骨折

型AO分類，受傷原因，利き手，セラピイ中の瘻

痛の程度について両群で比較した．また,術後2．

4．6週時の握力および手関節可動域の経時的推

移を調査し，両群間で比較した．なお，手関節

可動域の測定は機能撮影台を用い，デジタル画

像にて，全手関節，僥骨手根関節(RC関節),手

根中央関節(MC関節)それぞれの可動域を測定し

た．

【結果】年齢，性別，利き手には差がなかった．

転落や交通外傷の高エネルギー損傷症例におけ

る骨折型C2,C3症例はB群で有意に多かった．

瘤痛は最終時には全例消失したが,A群で11例，

B群で54例と有意に多かった．握力の経時的推

移では4週・6週で両群間に有意差を認めた全

手関節可動域の経時的推移は2．4．6週の順に，

A群で対健側比70%,82%,86%,B群で62%,

68％，74％であり，各時期に有意差を認めた．ま

たRC関節可動域には差はなかったが,MC関節

には有意差を認めた．

【考察】高エネルギー損傷における関節内骨折で

は，関節内外の軟部組織損傷を合併するため，

可動域制限はMC関節まで及ぶことが推察され

た.対策として,十分な瘤痛コントロールのもと，

ダーツスロー訓練とリバースダーツスロー訓練

を使い分けて可動域を誘導する必要がある．

1-4-12

榛骨遠位端骨折の術後成績を左右する因

子についての分析～第2報一獲得矯正位

と可動域，握力の関連
TheAnalysisfOrtheFactorswhichInfluencedtheClimcal

OutcomeaftertheOperationfOrDistalRadiusFracture

国保中央病院整形外科

○古田和彦，鈴木大介，片山健，

小野浩史

【目的】僥骨遠位端骨折の手術加療において臨床

成績を左右する因子について統計学的に分析し

た．

【方法】2006年以降，榛骨遠位端骨折に対し手

術加療し，術後1年以上全ての臨床成績の追跡

が可能であった53例を対象とした．術後の獲

得矯正位(VT,RI,UV)と術後6ケ月時,12ケ月時

のDASH,掌背屈可動域，握力(健側比)の関連

を統計学的に分析した．統計学的分析はMann-

WhitneyのU検定を用い,5%未満を有意差あり

とした．

【結果】背屈対健側比を80%以上，未満の群に分

けて分析した．術後6,12ヶ月ともに術後VTの

有意な差はなく,VTによる影響は少ないと考

えられた．同様に6ヶ月時掌屈では80％以上群で

VT平均7.7度，未満群で5.1度と有意差を認め，

DASHでも80%以上群VT:8.3,未満群:18.4と

80％以上群で有意に良好であった．12ヶ月時では

80％以上群VT:7.1度，未満群:5.7度であったが，

統計学的有意差は無かった．12ヶ月時DASHも

同様の傾向であった．握力は利き手受傷，非利

き手受傷例に分け，さらに対健側比90%以上群，

未満群で分析した．6,12ヶ月時ともに90%以上

群ではVT,RIともに未満群に比べ大きい傾向を

示したが有意な差ではなかった．

【考察】術後VT値の背屈可動域に対する影響は

少ないが，掌屈角度には大きく影響する．今回

の分析から掌屈に不利とならないVT値は8度前

後と考えられた掌屈角度不足による使い勝手

の悪さはDASHにも影響していると考えられる．

VT,RIの矯正不足は握力にも影響を与えると一

般に言われ，今回の分析でも同様の傾向を示し

た．全症例において術後RIが20度以上であった

ため,RI不足による影響については調査できな

かったが，術後獲得矯正位の目標としてVTは8

度程度が必要であると考えられた．
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1-4-13

榛骨遠位端骨折後の手指可動域制限の遷

延に関連する因子一掌側プレート固定術
後症例の解析

FactorsAssociatedwithResmctionofRngerHexion
FollowingDistalRadiusFracture

亀田第一病院整形外科

○織田崇，今井志郎，徳永邦彦，

村岡幹夫，渡辺研二

【背景】外傷後の手指の拘縮はリハビリや手術に

よっても改善が困難となることがある．発症を

予見し予防することが重要であるが，その危険

因子についての研究は少ない．本研究では，僥

骨遠位端骨折に対して掌側プレート固定術を施

行した症例を調査し，手指の屈曲可動域制限の

遷延に関連する因子を解析した．

【方法】2010年4月より榛骨遠位端骨折に対して掌

側プレート固定術により治療した48例49手(男5

例，女43例，平均年齢68歳)を対象とした．手術

翌日と1週間後に手指運動の自主訓練を指導し，

スプリントを3週間装着した．術後3週で指尖手

掌間距離が10mm以上あった制限群と，握り動

作が可能な回復群とに分類し，年齢性別，骨

折型，徒手整復の有無，初期外固定法受傷か

ら初診および手術までの期間を調査した．結果

をFisher'sexactprobabilitytestおよびMann-

Whitney'sUtestにより危険率5%で両群間の有

意差を検定した．

【結果】制限群が7手，回復群が42手であった．制

限群は，平均81歳，全例関節外骨折で，徒手整

復あり3手，なし4手，ギプス固定3手，シーネ固

定3手，外固定なし1手，受傷から初診および手

術までの平均期間は0.1日と10日であった．回復

群は平均65歳，関節外骨折31手，関節内骨折11

手，ギプス13手，シーネ29手，受傷から初診お

よび手術までの平均期間は0.6日と4日であった．

両群間で，年齢，初期外固定法，受傷から手術

までの期間に有意差があった．

【結論】術後の手指屈曲可動域制限の遷延に，年

齢，初期外固定法，受傷から手術までの日数が

関連した．高齢者では手指運動の自主訓練を十

分に理解して実践することが困難な場合がある

と推察した．特に保存治療から手術治療に切り

替えるなどして，受傷から手術までに日数を要

する例では，手指拘縮の発生に十分に注意を払

う必要がある．

1-4-14

榛骨遠位端骨折術後の手関節可動域と手

根配列一掌屈優位例と背屈優位例の比較

RelationshipbetweenROMandCarpalAlignment

afterVblarLockingPlatingfOrDistalRadiusFractures:

ComparisonofDominantDirectionsofWristJoint

'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,

勝村哲2，斎藤知行3

【目的】僥骨遠位端骨折術後の手関節可動域におい

て,掌背屈の可動域に差を認める症例が存在する．

我々はこの点に注目し，術後経過を調べたのでこ

れを報告する．

【方法】対象は僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキ

ングプレート固定術を施行し，48週以上経過観

察が可能であった85例86手，男16例，女69例，平

均年齢65歳，平均経過観察期間60週であった．術

後初回手関節可動域測定時の掌背屈比(背屈角／

掌屈角xlOO%)が60%未満のものを掌屈優位群(P

群)，60%以上140%未満のものを同等群(N群),

140%以上のものを背屈優位群(D群）とした．術

後評価として，術後1,2,3,4,8,12,24,48

週後および最終調査時に手関節可動域を，最終

調査時にMayoScoreを調査した．また単純X線

像でRadiallnclination(RI),PalmarTilt(PT),

UlnarVariance(UV),僥骨月状骨角(RL角),"

骨舟状骨角(RS角)を測定した．

【結果】P群14手,N群56手,D群16手であった．

調査時手関節可動域は,P群:背屈平均78度，掌

屈85度（掌背屈比92%),N群:78度および80度

(99%),D群:83度および78度(108%)であった．

掌背屈比は，術後1-4週で各群間に有意差を認め

たが，8週以降最終調査時までD群が他の2群に

比べ有意に大きかった(P<0.05).最終調査時の

MayoScoreはP群83.9点,N群85.5点D群87.2

点であった(N.S.).RL角はP群5.2度,N群3.1度，

D群-35度とD群で優位に小さかった(P<0.05).

RI,PT,UV,RS角は各群問で明らかな差を認

めなかった．調査時SL離開,OAは認めなかった．

【結論】術後8週以降P群とN群では差がなくなっ

たが,D群は背屈優位のままであり，月状骨背

屈変形を反映している可能性があると考えた．

このような症例では術後約1年では背屈可動域が

大きく成績が良好であるが，長期的に手根不安

定症を起こす可能性があり注意を要すると考え

た．
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1-4-15

榛骨遠位端骨折術後の手関節動態撮影に

よる榛尺屈運動の検討

RadiologicalCoronalWristMotionafterOperative
TifeatmentofDistalRadiusFractures

'星ケ丘厚生年金病院整形外科，2守口敬任会病院

整形外科

○栗山幸治'，蒲生和重'，上杉彩子1,

大浦圭一郎1,樋口晴久2

【目的】僥骨遠位端骨折術後に手関節の動態撮影

を行い榛尺屈運動について検討することを目的

とした．

【対象と方法】掌側lockingplate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39例(男性8例,女性31

例)を対象とした.手術時平均年齢59(17～84)歳，

骨折型はAO分類でA2:2例,B3:2例,C1:18例，

C2:7例,C3:10例であった．術後約8ケ月の時点

で両側の手関節動態撮影を行い，僥骨第3中手

骨間角度を手関節榛尺屈角度，僥骨第2中手骨

間角度を手関節掌背屈角度とし，健側と比較し

それぞれ，％僥屈，％尺屈，％掌屈％背屈とし

た．また，僥屈，尺屈時の手関節正面榛骨月状

骨間角度を測定し，正僥RL,正尺RLとした．掌

屈，背屈時の手関節側面榛骨月状骨間角度，僥

骨舟状骨間角度を測定し，それぞれ側掌肌，側

背RL,側掌RS,側背RSとしたさらに,Radial

Inclination(RI),PalmarTilt(PT),Ulnar

Variance(UV)を計測した．また,Disabilities

oftheArm,ShoulderandHand(DASH)Score,

Patient-RatedWristEvaluation(PRWE)を調査

した．

【結果】39例の%僥屈は平均96.7%，％尺屈は平均

88.7％であった％僥屈，％尺屈はRI,PT,UV

とは相関が無かったが，％僥屈は％掌屈と相関し

た.また,％榛屈は正僥RLとの相関が無かったが，

側掌RL,側掌RSと相関した.%僥屈,%尺屈と

もにDASHScore,PRWEと相関は無かった．

【考察】手関節僥屈時には近位手根列は榛屈掌屈

し，手関節尺屈時には近位手根列は尺屈背屈す

ることが知られている．僥骨遠位端骨折後の近

位手根列の掌屈制限が，手関節僥屈制限の主因

であると考えられた．

1-4-16

梼骨遠位端関節内骨折における鏡視下整

復術の適応

IndicationofArthroscopicReductionandInternal
FixationfOrlntraarticularFractureoftheDistalRadius

小郡第一総合病院整形外科

○坂本相哲，土井一輝，服部泰典，

藤 原 祐 樹

【目的】僥骨遠位端関節内骨折における鏡視下整

復固定術の必要性について検討したので報告す

る．

【対象】1996～2011に僥骨遠位端関節内骨折で鏡

視下手術を行った症例は158例であるが，整復固

定法には変遷がある.2003までは鋼線固定十創

外固定を主に行い,2004より掌側プレートを行っ

てきた．整復法は，初期は，関節内骨片固定を

先に行い，次いで中枢骨片との固定を行ってい

たが，近年は掌側の骨片を整復し掌側プレート

にて仮固定した後に，鏡視下で関節内背側骨片

を整復する方法を行っている．後者の方法で鏡

視下整復術を行った2007～2011の36例を対象と

した．同時期の非鏡視手術症例は16例である．

性別は男7，女29,手術時年齢59.1歳(22～84)，

AO分類B1:2,B2:1,B3:2,Cl:10,C2:5,

C3:16,Frykman分類3:1,4:4,7:12,8:

19,土井CT分類2parts:19,3:11,4:5であった．

【結果】徒手整復後術前CTでの関節内骨片の転位

はGap平均2.4mm(0～10),StepoHl.5mm(0～10)

であり，掌側プレート仮固定後の鏡視ではGap

平均l.3mm(0～10),Stepo丘平均l.2mm(0～10)

であった．プレート仮固定後に，転位がなく確

認のみの鏡視となったのは10例(1群),StepoH

はなくGapのみが残存し圧迫のみで整復できた

のは11例(2群),1mm以上のStepo丘が残存し鏡

視下での整復操作を要したのは14例(3群)であっ

た．術後成績はMayoWristScorel群93,2群

82，3群85であった．

【結論】掌側骨片を整復し，先に掌側プレートを

仮固定することで，鏡視下整復操作は背側骨片

や陥没骨片のみが対象となるため，術前徒手整

復後のCTで関節内陥没，背側骨片にStepoHが

ある症例では牽引，圧迫での整復が困難であり，

鏡視下整復の絶対適応となる．
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梼骨遠位端関節内骨折の掌側ロッキング

ブレート固定における，関節鏡視下整復
術と透視下整復術の比較

AComparativeStudyofFluoroscopicVersusArthroscopic
Reductionoflntra-articularDistalRadialFractures

'IreatedwithWlarLockingPlateFixation

相澤病院整形外科

○山崎 宏

【背景】僥骨遠位端関節内骨折の治療において，

関節鏡視下整復術の有用性が報告されているが，

技術的に難しく，全ての整形外科医が行える手

技ではない．

【目的】僥骨遠位端骨折(AO分類:TypeC)に対
する掌側ロッキングプレート固定術における，

関節鏡視下整復術の有用性を検証する．

【研究デザイン】前向き無作為化比較試験

【対象】僥骨遠位端骨折(AO分類:TypeC)に対
して，当院で手術を行った40例(男11,女29),

平均年齢64(24～92)歳とした．

【介入】関節面の整復操作を，関節鏡視下に行っ

た群と，透視下に行った群とで比較した．

【アウトカム】画像評価：単純X線画像でのUlnar

variance(UV),Radialinclination(RI),Volartilt

(VT),CTでのgap,stepを用いた．評価は術

後12週で行った．臨床評価：客観評価は可動域

(手関節の背屈，掌屈と前腕の回外，回内)，握

力を用いた．主観評価は日手会版DASHscore

(disability)を用いた.評価は術後6,12,24週で行っ
た．

【結果】関節鏡群(18例)/透視群(22例)の結果を示す．

UVが0.6±1.6mm/1.4±2.4mm,mが27±3･/25±3.,

VTが10±4｡/10±4｡,gapが1.1±0.9mm/1.6±

0.5mm,stepが0.7±0.6mm/0.8±0.4mmで両群間

に有意差はなかった.24週での可動域は,背屈が

67±8･/71±4v,掌屈が62±8｡/64±8.,回外が85r

5v/88±3.,回内70±6｡/71±7.であった．握力は

健側比93±21％/83±13%であった．どの時期で

も両群間に有意差はなかった．DASHは,24週

で11±13/3±4で,有意に関節鏡群で劣っていた．

【考察】透視群でも関節鏡群と同様な関節面の整

復と臨床成績が得られた．24週でのDASHは外

れ値が多く，臨床的には差は無いと思われた．

関節鏡は関節面の整復操作としては必須ではな
レュー

1-4-18

榛骨遠位端関節内骨折の各骨折パターン

における鏡視下整復術の必要性

TheAnalysisofFracturePatternoflntraarticularDistal
RadiusFracmre

'山口大学医学部整形外科，2済生会下関総合病院

整形外科

○富永康弘l,安部幸雄2

【目的】済生会下関総合病院整形外科では僥骨遠

位端関節内骨折においてほぼ全例に関節鏡を

行っているが，透視下整復術のみで十分なタイ

プと鏡視下整復術が必要となるタイプが事前に

予測可能であれば手術を簡略化することが可能

となる．当研究の目的は，各骨折パターンにお

ける鏡視下整復術の必要性を検討し明らかにす

ることである．

【対象と方法】2003年3月から2011年6月までに観

血的治療を行った僥骨遠位端関節内骨折のうち，

術前にCTを撮影した100例を対象とした．男性

33例，女性67例，平均60.0歳,AO分類ではB3:

6例,Cl:30例,C2:14例,C3:50例であった．

関節内骨折線の評価にはCTおよび関節鏡所見

を用い，関節内骨折片数，骨折線の入り方，骨

幹端部粉砕の有無をもとにグループ分けをおこ

なった．手術では，まずイメージ下にできる限

り整復した後に鏡視を行い，関節面のgapおよび

step-offが2mm以上のものはなるべく1mm以内

とすべく鏡視下に整復を追加した．

【結果】100例全例に関節鏡をおこない，鏡視下

整復を要したものは54例であった．骨幹端もし

くは骨幹部の粉砕は40例に認め，そのうち25例

(63％）に鏡視下整復術が必要であった．部分関

節内骨折は6例あり2例に鏡視下整復術を行っ

た.2part骨折は44例あり18/44例(41%)に鏡視

下整復術を要した特にdie-punch型においては

13/23例(57%)に必要であった3part骨折は32

例であり75％に鏡視下整復術を要した.4part以

上の骨折は18例に認め71％に鏡視下整復術を要

した．

【考察】関節内骨折の各パターンに骨幹端部粉砕

の有無を加えて評価し，各骨折パターンにおけ

る鏡視下整復術の必要性について検討した．
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檮骨遠位端骨折に伴う関節内軟部組織損

傷は，単純X線から予測可能か？
Intra-articularSoftTissuelnjuriesAssociatedwithDistal

RadiusFractures,orPredictablefromRoentgenogram？

キッコーマン総合病院整形外科

○小川健，田中利和，菅谷

井汲彰

久，

【緒言】僥骨遠位端骨折に合併した舟状-月状骨間

靭帯(SLIL),月状-三角骨間靭帯(LTIL)の損傷

の評価には関節鏡が有用である．今回我々は，

受傷時単純X線において，これらの損傷が予測

可能か否かを手術時の関節鏡所見と比較するこ

とで検討した．

I対象】2008年12月～2011年10月まで，当院で関

節鏡を併用し手術した僥骨遠位端骨折62例．年

齢は17～92歳(平均61.6歳)．男15例・女47fl.

右17手・左45手．受傷時の骨折型はAO分類で，

A2;2例,A3;13例,Cl;2例,C2;16例,C3;29例であっ

た．

【方法】受傷時単純X線正面像にてSL･LT間隙を

計測．手術時にmid-carpalの鏡視を行い,SL･

LTの不安定性をGeissler分類にて評価し,grade

II以下をLow-gradegroup(L群),gradelll以上

をHigh-gradegroup(H群)とした．この2群間に

おける単純X線でのSL・LT間隙(mm)を，マン・

ホイットニ検定を用い,p<0.05を有意差ありと

した．

【結果】関節鏡所見は,SLILではL群54例,H群

8例,LTではL群59例,H群3例であった．単純

X線におけるSL間隙はL群で1.2～4.8mm(平均

2.07mm),H群で1.6～6.2mm(平均3.1mm).LT

間隙はL群で1.1～2.7mm(平均1.75mm),H群で

1.8～2.7mm(平均2.16mm)であった．統計学的

に,SL間隙はH群で有意に大きかった(p=0.024).

LT間隙は2群間に有意差はなかった(p=0.11).

【考察】Kwonらは,X線透視下撮影と関節鏡所見

を比較し,SL・LT間隙が2mm以上は靭帯損傷

の可能性が高いと報告している．今回の検討か

らSLILの評価については，追加治療の必要なレ

ベルのhighgrade損傷は単純X線から予測可能で

あった．特にSL間隙が3mm以上は靭帯損傷の可

能性が高いと考えられる．

1-4-20

梼骨遠位端骨折後変形治癒に対する非骨

移植での梼骨Openwedgeosteotomy
の治療成績と問題点
AClimcalResultfbrMalunitedDistalRadiuswithOpen

WedgeOsteotomywithoutanyBoneGraft

'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,妻烏毅史1,吉澤利之2,

武本雅治3，稲垣克記4

【目的】当科では背側転位型の榛骨遠位端骨折後

に変形(治癒）した症例に対し，掌側からのopen

wedgeosteotomy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にて固定，ま

た術前の僥骨短縮が著明な例では尺骨短縮術を

追加し治療している．今回，その治療成績と骨

癒合時に見られる僥骨背側骨鰊Dorsalspikeにつ

いて報告する．

【対象】症例は7例，男4例，女3例．平均年齢は

51.3歳(33-70歳),右3関節，左4関節，うち利き

手は4関節．初回骨折から矯正骨切り術までの

期間は6週間から4年間(平均10.7ヶ月)．尺骨短

縮術は1例に併用．調査項目はレントゲン側面

像での骨癒合の期間術前後のパラメーター

(VT,RI,UV)の変化,Mayoscore,骨切り部の背

側骨鰊の有無とした．経過観察期間は平均11.1ヶ

月(4から19ヶ月)．

【結果】全7例にて骨癒合は得られていた．その期

間は2から8ヶ月（平均4.4ヶ月)，うち受傷から手

術までの期間が6ヶ月未満の早期群4例と6ヶ月以

降の晩期群3例に分けると早期群では2から3ヶ月

(平均2.5ヶ月)，晩期群では6から8ヶ月(平均7ヶ月）

であった．パラメーターはVTは術前Oから-35

度(平均-21.4度)が術後5から15度(平均10.7度)，

RIは術前0から20度(平均8.6度)が術後10から25

度(平均19.3度),UVは術前Ommから10mm(平

均3.1mm)が術後Ommから2mm(平均1.3mm).

Mayoscoreは最終経過観察時で平均85p(70-90)
であった．背側骨鰊Dorsalspikeの出現は3症例

であった．

【結論】本術式において骨癒合が得られており，

骨移植を行なわずとも治療可能と考える．しか

しながら術前UVの大きい症例は僥骨のみでの矯

正には限界があり尺骨短縮の併用が必要である．

また問題点として骨切り部背側の骨鰊Dorsal

spike出現があり，プレート抜釘時に切除も必要
となることがある．
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榛骨遠位端骨折変形治癒に対する榛骨矯
正骨切り術の検討

TheEvaluationofCorrectiveOsteotomyfOrMalunited
DistalRadiusFracmres

'千葉大学大学院医学研究院整形外科学，2千葉市

立青葉病院，3城東社会保険病院，4佐倉整形外科
病院

○岡本聖司1,六角智之2,山田俊之2,

斉藤忍3，江畑龍樹4

【目的】僥骨遠位端骨折変形治癒に対する僥骨矯

正骨切り術の成績につき検討すること．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折変形治癒に対し，

2002年12月から2011年6月までに僥骨矯正骨切

り術を施行した33手，男性21手，女性12手(平

均年齢40.0歳）を対象とした背側転位型23手，

掌側転位型10手であった．受傷から手術までの

待機期間は平均4.6ヶ月．術後経過観察期間は平

均8.7ケ月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，手関節可動

域，健側比握力,Mayowristscoreを検討し,X

線学的評価として，術前，術直後，最終経過観

察時のVolartilt(以下VT),Radialinclination(以

下RI),UInarvariance(以下UV),Radiolunate

angle,Radioscaphoidangleを統計学的に検討し

た．

【結果】手関節可動域は，背側転位型では屈曲で

有意な改善を認め，屈曲伸展arcは改善傾向を認

めるものの統計学的有意差を認めなかった．掌

側転位型では，術前から屈曲，回内制限が少な

く，伸展，屈曲伸展arcは有意に改善した背

側転位型，掌側転位型ともに回内外arcは統計

学的に有意に改善した．健側比握力は有意に改

善した.X線学的評価は，背側転位型ではVT

25.0｡,RI6.6｡,UV3.3mm改善し統計学的有意

差を認めた．掌側転位型でも同様の傾向を示し

た．術後矯正損失は認めなかった.Radiolunate

angleは7.9.改善し統計学的有意差を認めたが，

Radioscaphoidangleは有意差を認めなかった．

Mayowristscoreは全例で改善を認めた．

【結論】手関節可動域，屈曲伸展arcは，僥骨関節

面と同調してarcが全体的に掌背側へ移動するの

みであることが示唆された.X線学的にはVTの

矯正に伴いRadiolunateangleが増加し月状骨の

背屈位が矯正されるが，手関節掌背屈運動の改

善とは相関しなかった

1-422

榛骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨

切り術の治療成績

ClinicalResultsofCorrectiveOsteotomyfOrDistal
RadiusMalunions

'済生会前橋病院整形外科，2群馬大学医学部整形

外科教室

○長谷川仁'，後藤渉1,中島一郎1,

高岸憲二2

【目的】僥骨遠位端骨折後の変形治癒に対し当院

にてopenwedgeで僥骨矯正骨切り術と腸骨移植

を行った16症例に対し，臨床成績および問題点

の検討を行った．

【方法】2000～2010年に榛骨遠位端骨折変形治癒

に対し関節外のアライメント矯正のためopen

wedgeで僥骨矯正骨切り術と腸骨移植を行い，

最終観察しえた16例を対象とした．男性7例，女

性9例，平均年齢42歳(11～71歳)．背側転位型9

例，掌側転位型7例．受傷から手術までの期間は

平均12カ月(3～60か月),経過観察期間は平均15

カ月(4～56か月)であった．固定方法は鋼線固定

5例，通常のプレート固定3例，掌側ロッキング

プレート8例であった．術前最終診察時の瘤痛，

握力，可動域を計測しMayoWristScoreにて評

価した.X線評価は術前，術直後，最終診察時

のulnarvariance,radialinclination,volartilt

を計測し，固定方法や骨折型による矯正損失の

差を調査した．

【結果】MayoWristScoreは術前平均49.2点から

術後平均78.6点に改善した．手関節可動域は術前

後での有意差はなく，握力は有意差をもって改

善した．術後から最終観察時までの矯正損失は

平均値でUV+8mm,RI-1.5度,VT-0.2度で

あった．固定方法による有意差もすべての項目

で認めなかった．背側転位型と掌側転位型にお

けるVTの矯正損失にも有意差を認めなかった．

【結論】openwedgeosteotomyと腸骨移植を行っ

た症例では臨床成績は概ね良好であった．臨床

的には手関節の可動域は骨延長によるためか術

後有意に改善せず，握力は有意に改善した.X

線評価では固定方法による矯正損失に有意差は

なく，腸骨移植により安定した矯正角の維持が

できた．
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檮骨遠位部の変形に対する矯正骨切り術

CorrectioOsteotomyfbrDistalRadiusDefbnnity

岩手医科大学医学部整形外科

○古町克郎，佐藤光太朗，亀井陽一，

田 島 克 巳 ， 西田淳

【目的】愁訴のある僥骨遠位部の変形に対して矯

正骨切り術を施行した治療成績について検討

し，本手術の適応と問題点について考察した．

【方法】対象は榛骨遠位骨折変形治癒12手，

Madelung変形1手,Gymnastwristl手(男3例，

女11例，平均59.5歳)で変形は背側型l1例(A群),

掌側型3例(B群）であった.A群では背側展開，

B群では掌側展開でopenwedgeosteotomyにて

ulnarvariance,volartilt,radialinclinationを

矯正しβ-TCPブロックを充填し,2社のロッキ

ングプレートでA群では背側,B群では掌側に内

固定した術後2週の副子固定のあと可動域訓練

を励行した．

【成績】骨癒合遷延例はない．手関節掌屈，背屈，

回内，回外に有意の改善が得られた．握力は，

対側比で術前平均41％から術後86％に改善した．

X線評価では，術前volartilt(が背側転位型で平

均-33.,掌側転位型34.であったが，最終時は平

均9.9°となった．Ulnarvarianceは術前5.8mmか

ら最終時1.4mmに,radialinclinationは17°から

24｡に改善した．矯正損失は3手(VT,RI)で認め

た．

【考察と結論】矯正損失がみられたのは3手で，い

ずれも初期の2週間以内であった．一般に骨質不

良で確実な固定は困難である一方，高齢者では

手術侵襲も最小にとどめたい．更なる内固定材

料の工夫などが望まれる．
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榛骨遠位端骨折の治療の問題点

一診療ガイドラインを考慮した治療方法一
TheProblemsintheTreatmentsofDistalRadiusFracmres

-TheTreatmentsTakentileCHnicalPracticeGuidelineintoConsideration-

坪 川 直 人

新潟手の外科研究所

AAOS,日整会の診療ガイドラインを考慮した僥骨遠位端骨折治療の問題点を検討する.AAOS

－保存治療外固定3週間，痙痛患者再評価手指自動運動が合意整復後3mm短縮,10.背側転位，

関節面2mmずれで手術,術後早期ROM訓練不要,DRUJをX線側面像で確認,CRPS予防にビタミンC,

手関節鏡有効,TFCC,靭帯損傷修復,自宅リハビリにエビデンス．合併神経障害,肘上ギプス必要性，

不安定型骨折の保存治療，適切な手術治療法，ロッキングプレートの有効性，尺骨茎状突起骨折，

DRUJの処置には結論なし．日整会では4方向X線写真,CTが骨折，関節面の把握に有効,TFCC,

手根骨間靭帯損傷，尺骨茎状突起骨折を高頻度に合併すると報告されており，保存治療では麻酔下

徒手整復し肘上Sugartongsシーネで回旋を固定した方がよい．短縮，背側転位，関節内転位の大き

い不安定型骨折で青壮年者では手術を，高齢者では整復もせず保存治療でよい場合がある．青壮年

は転落などの高エネルギー損傷で関節面に近い粉砕骨折が多く，高齢者は比較的低エネルギー損傷

による粉砕の少ない骨折が多い．活動性の高い高齢者では後遣障害を残すと術後ADLが障害されサ

ルベージ手術が必要であり，積極的に手術が行われている．創外固定，プレート，髄内釘，ピンニ

ングなど様々な治療が行われているが成績の差が認められない．現在は掌側ロッキングプレートが

積極的に行われ各種プレートに改良がなされつつある．近位設置型プレートはWatershedlineを超

えると屈筋腱断裂の危険性が増すため，掌側関節面に近い骨折ではbridging型創外固定，遠位設置

型ロッキングプレートを行い早期に固定材料を抜釘する．医原性による神経障害，腱断裂,DRUJ

不適合,CRPSを防止するための安全な治療方法，正確な手技について説明し，多様な問題症例を取

り上げながら対処法について検討する．
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CTSI-JSSH機能的状態のスケールに影響

を与える因子の検討

FactorsAffecnngaFunctionalStatusScaleintheCTSI-JSSH

'弘前医療福祉大学保健学部医療技術学科作業療法学専攻，

2弘前大学大学院保健学研究科博士後期課程，3弘前大学大

学院保健学研究科健康支援科学領域,4弘前大学大学院医

学研究科整形外科学講座，5弘前記念病院整形外科

○佐藤彰博12,藤原健-1'2,對馬均3,

湯川昌広4，植山和正5

【はじめに】CTSIJSSHは手根管症候群(CTS)の

治療効果判定のために使用されているが，得点

がどのような因子の影響を受けているかは明ら

かとなっていない．今回，下位項目の機能的状

態のスケールに影響を与える因子を明らかにす

ることを目的とした．

【対象と方法】2008年7月から2011年10月までに

CTSと診断された106例の中で，運動機能に影響

する疾患合併例とデータ欠損例を除く86例(両側

40例)を対象とした平均年齢は62.3±13.0歳，男

性13例，女性73例．両側例では利き手データを用

いた．重症度はPadua分類でminimal6例,mild

6例,moderatell例,severe43例,extreme20

例であった．従属変数は機能的状態のスケール

で8点を障害なし群(10例),9点以上を障害群(76

例)とした．独立変数は,性別,利き手･非利き手・

両側発症,APB筋力，対立テスト,APB-CMAP

振幅(振幅)，しびれ感,WEST,Padua分類とし

た．統計学的解析は,Spearmanの順位相関，ロ

ジステイック回帰分析を行った．

【結果】独立変数は障害の有無と各項目の順位相

関から採択された性別,APB筋力，振幅,Padua

分類にダミー変数とした利き手・非利き手・両

側発症を加えてロジステイック回帰分析を行っ

た．その結果，障害の有無に影響する因子とし

て振幅のみが選択され(モデルX2検定p<0.05),
オッズ比0.802であった(判別的中率895％)．

【考察】今回の結果からは，振幅が大きいほど機

能障害を生じる可能性が低くなることが示され

たが，性別や利き手発症・両側発症，母指対立

機能が影響しているとはいえなかったしかし，

振幅は母指対立運動と関係していると考えられ

ることから新たな母指機能評価法の開発が必要

と考えられる．また，伝導速度によるPadua分

類が選択されなかったことから，振幅を加えた

新たな重症度分類が必要である．

1-4-25

手根管症候群における正中神経の形態的

特徴についての検討
MorpholgyofMedianNerveinPatientswithCarpal

'IimnelSyndrome

'城東社会保険病院整形外科，2千葉大学大学院医

学研究院整形外科学

○斉藤忍1，国司俊--1,國吉一樹2

【はじめに】手根管症候群(以下CTS)は肘部管症

候群など他の絞掘性神経障害に比べ比較的広い

空間内で神経が絞拠されており，その症状発現

のメカニズムについては未だ不明な点が多い．

今回我々はCTS患者における手根管部で絞拒を

受けた正中神経の形態的変化について健常者と

比較検討した

【対象および方法】対象はCTS患者29例39手，男

性5例女性24例，平均年齢62歳(CTS群),健常

者は20例39手，男性5例女性15例，平均年齢57歳

(健常群)であった．これらに対し手根管部を1.5T

MRI(撮影条件:FET2*,マイクロコイル使用）

にて2.5mmスライスで撮影し，正中神経の扁平

率，断面積，軟性手根管面積および手根管内に

おける正中神経の占拠率をそれぞれのスライス

で計測した．またCTS群における終末潜時の遅

延，母指球の萎縮，知覚障害それぞれの重症度

とMRI像との関係についても調査した．

【結果】健常群と比較した場合，扁平率では両群

にほぼ差はなく遠位より近位で若干高い値を示

した．断面積，占拠率においては健常群が遠

位より近位までほぼ値に変化がないのに対し，

CTS群ではやや近位レベルで有意に高い値とな

りさらに近位になると減少するS字パターンを示

した．軟性手根管面積は両群とも遠位より近位

に漸増するパターンを示し，全体にCTS群がや

や高値を示した．またCTS群において終末潜時

の遅延が大きいほど断面積，占拠率で近位レベ

ルでの値が高い傾向がみられた．

【結論】今回の結果よりCTS群の正中神経の形態

的特徴は，手根管部で圧迫を受けても正中神経

には扁平化はみられず，また正中神経は細小化

することなく膨瘤するのが特徴と思われた．ま

たそれは終末潜時の遅延が進むにつれ顕著にな

る傾向が確認された．
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手根管症候群患者における超音波診断の
有用性と臨床所見の関連について
DiagnosticUtilityofUltrasonographyandCorrelation
betweenSonographiclmagingandClinicalFindingin
PatientswithCarpalTimnelSyndrome

群馬大学大学院整形外科

○田鹿毅，小林勉， 山本敦史，

金子哲也，高岸憲二

【はじめに】手根管症候群(以下CTS)診断におけ

る超音波の有用性を調査し,CTS患者超音波像

と臨床所見(CTSI,QuickDASH機能スコア，症

状スコア)，電気生理学所見(短母指外転筋複

合活動電位(CMAP),示指感覚神経活動電位

(SANP))との相関を調査し検討したので報告す

る．

【対象と方法】コントロール群は男性13人24手，

女性32人57手，合計45人81手，平均年齢57.6歳

(30歳～86歳)を調査した.CTS群は男性8人11手，

女性23人35手，合計31人46手，平均年齢60.4歳

(30歳～85歳)を調査した超音波検査は1:wrist

crease高位2:遠位榛尺関節高位にてエコー短軸

像を検査し正中神経断面積を測定した．それぞ

れ3回測定し平均値を算出し，各高位の断面積

値，両者の断面積差，を両群間において統計学

的に評価した.CTS群はSNAP潜時,CMAP潜時，

CTSI,QuickDASH症状，機能スコアと正中神

経断面積差との相関をそれぞれ検討した．

【結果】両群におけるwristcrease高位での正中神

経断面積の比較では有意にCTS群にて増大を認

めた(P<0.001).またwristcrease高位断面積か

らDR町高位断面積の差も有意にCTS群にて高

値を認めた(P<0.001).CTS群においてSNAP,

CMAP潜時と正中神経断面積差はともに有意

に正の相関を示した.CTSI症状スコアとwrist

crease高位，遠位僥尺関節高位の断面積値に有

に正の相関を認めた．

【考察】超音波による正中神経断面積差評価は

CTS診断，正中神経(運動，感覚神経)障害の定

量的評価の一助になりうると思われた．また正

中神経断面積評価は臨床症状評価の一助になり

うると思われた．

1-427

手関節，指の運動に伴う正中神経の

transversesliding:超音波所見
TransverseSlidingoftheMedianNerveattheWrist:US
Evaluation

'富山大学医学部整形外科，2黒部市民病院

○長田龍介l,頭川峰志2

【はじめに】正中神経が手の運動により伴って近

位-遠位方向に滑走と同時に横断面内でも移動

(transversesliding)することについて過去に少

数の報告がある．近年の超音波診断装置の高度

化により神経断面の性状や移動の様子がより詳

細に把握できるようになったため,transverse

slidingの超音波所見について検討した．

【方法】手根管症候群と診断された12症例20手

(CTS群：男2例，女10例，平均年齢63歳)と，年

齢性別を一致させた健常者12症例20手(健常群）

を対象とした．被検者の手関節で10MHzlinear

arraytransducerを前腕軸に垂直に当て，掌側

横断面を描出し正中神経の断面積を計測した

次いで指，手関節の屈曲伸展動作に伴う正中神

経の位置の変化を計測した．

【結果】CTS群ではすべての症例で正中神経が一

塊の低いエコー領域として観察されたが健常群

では神経束が同定できた．正中神経の断面積は

CTS群で13.7±4.Omm2,健常群で7.5±l.8.0mm2

であり，その差は統計学的に有意であった．手

関節運動に伴う正中神経の最大移動距離は，

CTS群で9.9±1.94mm,健常群で10.2±0.6mmで

あった(N.S.).また手関節を中間位にした状態で

の指運動における正中神経の移動距離は,CTS

群で5.8±l.2mm,健常群で6.3±2.3mmであった

(NS.).正中神経の長径／短径比は両群ともに

2-3であったが,CTS群に置いては正常群に比べ

て断面の形状の変化が少ない傾向があった．

【考察】指運動や手関節の小さな屈曲伸展に

よって手関節部における正中神経のtransverse

slidingが誘発されることは過去にも報告があり

CTSでは動き幅が小さいとされている．本検討

では手関節をfUllrangeで運動させることにより

transverseslidingが健常群とほぼ変わらない程

度に生じていることが示された．
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手根管症候群での横手根靱帯部分切除の

効果:3DCTによる観察

PartialResectionofTransverseCarpalTilnnelLigament

inCarpal'nlnnelReleaseSurgery:3DCTObservation

四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサー

ジャリーセンター

○平瀬雄一，桑原眞人，宮本千里

【目的】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】当院で手根管開放および神経剥離を

行った98例121手を対象とした(初回手術を他院

で受けたが症状の改善が乏しい12手を含む)．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靭帯を正中神経

の尺側で切開し，生食通水試験で神経圧迫部位

を確認して神経外膜剥離を行っている．

【結果】術後3ヶ月以上を経ても手根部の著しい圧

痛が改善しない症例が当院手術症例の初期に7

手，他院手術例に12手存在した．これらの症例

では切離した横手根靭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ヶ月以内

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．当院手術例の後半で

は切離した横手根靱帯の断端を数ミリ切除して

いるが，これらの症例ではヘルニア所見はなく，

比較的早期に手根部の痛みは消退した

【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靭帯

の切離断端で正中神経がへ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，やがて靭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．
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超音波短軸像における正中神経の手根管
内での移動について一健常者での手関節
肢位変化および手指運動による検討一
UltrasoundAssessmentoftheDisplacementoftheMedian

NerveintheCarpalnlnnelatVariousWristPositions
withActiveFingerMotion

'日本医科大学武蔵小杉病院整形外科，2日本医科

大学整形外科

○南野光彦1，澤泉卓哉2，小寺訓江2，

堀口元1,高井信朗】

【目的】手根管内で，屈筋腱の滑動により正中神

経が移動，圧排され，その時生じる剪断ストレ

スが手根管症候群の一因と考えられている．今

回手根管症候群に対して手関節装具療法を行う

上で，正中神経と手関節肢位および手指運動と

の関連を検討するために，超音波短軸像を用い

て正中神経の手根管内での移動を検討した

【対象及び方法】健常成人男性20例40手関節を対

象とし，超音波検査は前腕回外位で手関節手根

管上(大菱形骨と有鉤骨間が描出できる部位)に

12MHzプローブを短軸方向に設置し，手関節中

間位，背屈位，掌屈位，尺屈位，僥屈位におけ

る全指伸展母指単独屈曲全指屈曲時の正中

神経の移動を観察した．

【結果】手関節中間位から背屈位にすると，正中

神経は背僥側に，掌屈位と僥屈位では掌尺側に，

尺屈位では掌僥側に移動した．また手指伸展か

ら屈曲させると，中間位，背屈位，尺屈位では

屈筋腱が掌尺側に移動するため，正中神経は空

きのできた掌僥側に移動した．一方僥屈位，掌

屈位では，手指を屈曲させると，屈筋腱が正中

神経を背側から掌尺側方向に押し込むため，神

経は扁平化し屈筋支帯で圧迫を受けていた．特

に全指屈曲時は母指単独屈曲時と比較して，有

意に神経が掌尺側方向に押し込まれ，屈筋支帯

で圧迫を受けていた．

【考察及び結論】近年手指屈筋腱の滑動に伴い，

手根管内で正中神経が移動することが報告され

ているが，手関節中間位での検討が多く，手関

節肢位変化による横断面での正中神経の移動に

ついて検討した報告は少ない．今回の結果から，

手根管症候群の装具肢位を手関節中間位や背屈

位にすると，手指運動時でも掌屈位や僥屈位と

比較して正中神経は屈筋支帯から離れ，屈筋腱

群による圧迫や剪断ストレスが軽減されるもの

と推察された．今後は手根管症候群患者にも検

討を考えたい．
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MRI拡散強調画像による手根管症候群の
診断一軽症例に対する診断感度

DiagnosisofCarpalTimnelSyndromeUsingDiffusion
WeightedMRI-SensitivityinMildCases

'東京逓信病院整形外科，2せんぼ東京高輪病院整

形外科，3東京大学医学部整形外科

○沖永修二l,渡邉寿人l,川野健---2,
原えり 3

【目的】我々は第83回日本整形外科学会におい

て,MRI拡散強調画像の一種であるDWIBS

(DifUsionweightedwholebodyimagingwith

backgroundbodysignalsuppression)法を改良

し，特発性手根管症候群における正中神経の腫

大を三次元的に描出できることを報告したし

かし本法が一般的検査として用いられるために

は，軽症例に対する高い診断感度が必要であっ

た本発表の目的は，運動麻揮症状のない特発

性手根管症候群軽症例に対する本法の診断感度

を明らかにすることであった．

【方法】装置および撮像法は，前回と同じ1.5T全

身型装置に径47mmのマイクロスコピーコイル

コイルを用いたSpin-echosingle-shotEPI法で

あった．対象は神経伝導速度検査で異常があり，

筋力低下，筋萎縮ともにない特発性手根管症候

群12例12手で，年齢49-79歳(平均60歳),男3名

女9名，発症後期間2-39ケ月（平均16ケ月),遠位

運動潜時4.0-99ms(平均6.0ms),感覚神経伝導

速度26.3-43.9m/s(平均32.9m/s)であった．得ら

れた正中神経の三次元画像をモニター上で各方

向から観察し，正常像と比較して腫大の有無を

調べた．画像の判定は，患者情報を盲目化した

整形外科医，放射線科医各1名が独立して行い，

判定が異なる場合は合議で決定した．

【結果】12手中11手で正中神経を描出可能で,11

手中10手が腫大ありと判定された.腫大がなかっ

たのは，発症後期間2ヶ月の男性例であった．2

名の判定者間一致性のk値は0.65であった．

【考察と結論】本法は神経伝導速度検査より劣る

ものの，軽症例においても高い診断感度を示し

た．三次元画像から直感的な判定が可能な点で，

従来の煩雑な正中神経の形態評価法に比べて一

般化されやすく，手根管症候群の新しい画像診

断法となる可能性がある．
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手根管症候群における3TLMRIを用いたTF

中神経断面積と電気生理学的検査の比較
検討

ComparativeAnalysisof3TMmandNerveConduction

StudyinCarpal'IilnnelSyndrome

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学，2大

阪鉄道病院

○池田幹則'，岡田充弘1,遠山雅彦2,

上村卓也1,中村博亮】

【目的】手根管症候群(以下CTS)におけるMRIを

用いた画像評価はこれまで行われてきた．画像

診断の進歩に伴い，より画像情報量が多く診断

能が高い3テスラMRI(3T-MRI)が導入されてき

ている．今回我々は,3T-MRIを用い，手根管症

候群における正中神経の断面積を測定し，電気

生理学的検査で正中神経終末潜時(以下DL)と比

較検討したので報告する．

【対象・方法】臨床症状と電気生理学的検査で手

関節レベルでの刺激で，正中神経のDLが4.5m/s

以上で手根管症候群と診断した．対象は，36症

例70手である．健常手16手，罹患手54手で平均

年齢65.6歳であった.3T-MRIを用い手関節のT2

強調画像を撮像し，遠位僥尺関節，舟状骨体部，

舟状骨結節有鉤骨鈎の各レベルにおける正中

神経の横断面積を計測し,DLとの関係を統計学

的に評価した．

【結果】正中神経の横断面積は健常手と比較し統

計学的有意に舟状骨体部レベルでは増加してい

た．一方，舟状骨結節レベルでは健常手と比較

しその面積は有意に低下していた.DLと正中神

経の横断面積の関係は，舟状骨体部レベルでは

正の相関を示し，舟状骨結節レベルでは負の相

関を示した．

【考察】3T-MRIを用いることで，横手根靭帯によ

り正中神経が圧迫を受ける部位である舟状骨結

節レベルで正中神経の横断面積が低下し，絞掘

性神経障害に伴う偽神経腫の形成部位に相当す

る舟状骨体部レベルで増加することを評価でき

た．これらの所見は，臨床所見と一致するもの

であった．また,MRIとDLの関係を評価した報

告はなく，今回の結果でTLと正中神経の横断面

積との間に相関関係を認めることから,CTSの

重症度をMRI検査にて推察できる可能性がある

と思われた．
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術中電気生理学的検査による手根管症候

群重症例における手根管開放術の必要性

の検討

TheEffectofOpenCarpalTImnelReleasebyUseof

IntraoperativeNerveConductionStudy

'大阪市立大学医学研究科整形外科学教室，2大阪

市立総合医療センター整形外科

○岡田充弘1,高松聖仁2,池田幹則1,

中村博亮Ⅲ

【目的】末梢神経絞掘性障害において，神経絞拠

部位では神経上膜および周膜の線維化が起こっ

ている．重症例においては，その線維化は高度

であることが予想される．手根管症候群では，

横手根靭帯切離による正中神経の除圧が行われ

るが，神経上膜の線維化に対する処置の必要性

に関する報告は，数例を散見するのみである．

今回我々は，手根管症候群の重症例に対し手根

管開放術を行い，神経上膜の線維化に対する処

置の必要性の有無を検討したのでその結果を報

告する．

【方法】症例は7例(男性4例，女性3例)で，手術時

平均年齢70.6歳(59-79歳)であった．電気生理

学的検査で手関節レベルでの正中神経終末潜時

は，6例でnoresponse,1例で16.44m/sであった．

全例とも，浜田の病期分類でグレード3であった．

手術はStandardincisionを用い，手根管開放術

を行った後に，神経上膜の切離を行った．神経

上膜の切離の効果を判定するために，切離前後

で電気生理学的検査を行った．

【結果】全例において，神経上膜切離前後で電気

生理学的検査の波形の振幅の増大または，潜時

の短縮を認めた．

【考察】今回我々は術中電気生理学的検査を用い

ることで，手根管症候群重症例における神経上

膜切離の効果を判定した．電気生理学的検査の

改善を認めたことより，線維化した神経上膜を

切離することによる神経除圧効果があることの

ではないかと推測される．よって，手根管症候

群重症例においては，手根管開放術を行うと同

時に神経の状態を確認し，線維化した神経上膜

を切離する必要性があると考える．今回は，術

中所見のみの結果報告であり，引き続き臨床症

状の改善等を評価する必要があると考える．
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手根管症候群の重症度分類と知覚障害の
検討

TheRelationbetweentheSevirityandSensory

DismrbancefbrCarpalTimnelSyndrome

'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1,横井達夫1,河村真吾l,

大野義幸2，鈴木康3

【目的】知覚定量測定器(NeurometerCPT/

C:Neurotron,USA)を用いた電流知覚閾値

(CurrentPerceptionThreshold:CPT)は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，神経線維毎の知

覚評価が可能である．第45回当学会で我々は43

名60手の手根管症候群(CTS)についてCPTと他

の知覚検査との比較を行い,CPTの250Hzが最も

感度が高かった事,CTSの知覚過敏例は浜田の

分類1型で16.7％，2型で6.6%,3型で0％と軽症例ほ

ど知覚過敏例が多い事を報告した．その後9年で

症例を重ねたため，結果を再検討し報告する．

【方法】CTSの122名177手(17～89(平均58.3)歳，

男；33，女；89，浜田の分類1型；92，2型；75，3

型;10)を対象とした.CPT,static2PD(s-2PD),

Semmes-Weinstein(S-W)を測定した．

【成績】CTSの知覚障害の感度はCPTの2000Hzが

68.9％と最も高く，次いで250Hzの68.4%,5Hzの

59.9%,S-Wの46.5%,s-2PDの27.1%の順であっ

た．浜田の分類別では1型でCPT250Hzの63.0%

が最も感度が高く，次いで5Hzの62.0%,2000Hz

の55.4％の順であった．2型では2000Hzが82.7%

で最も感度が高く，次いで250Hzの76.0%,S-W

の65.3％の順であった．3型では2000Hzとs-2PD

が共に90.0%と最も感度が高く，次いでS-Wの

80.0％であった．また,CTSの知覚過敏例は

2000Hzで2.3%,250Hzで4.5%,5Hzでは6.8%存

在した．最も知覚過敏検出例の多い5Hzで重症

度別に検討すると，浜田の分類l型；8.7%,2型；

5.3％,3型；0％の割合で知覚過敏を示した．

【結論】1型ではCPTの250Hzが最も知覚障害の

感度が高いが，2型・3型では2000Hzの感度が

250Hzを上回る事が今回新たに判明した．また，

知覚過敏例は1型に1割弱存在し，重症化に伴い

減少する傾向にあった．唯一知覚過敏を評価可

能なCPTは，早期CTSの病態把握に有用と示唆

された．
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長期透析患者の手根管症候群の評価には

短母指外転筋・複合筋活動電位(CMAP)

と第2虫様筋CMAPのどちらが有用か？

ElectrophysiologicalEvaluationofCarpalTimnel
SyndromeinLong-tennHaemodialysis

仙台社会保険病院整形外科

○野口京子，村上栄一

【目的】長期透析患者の手根管症候群の評価に

おける，短母指外転筋・複合筋活動電位(APB-

CMAP)と第2虫様筋のCMAP(Sl-CMAP)の有用

性について検討した．

【対象と方法】対象は手根管開放術(初回手術)を

行った透析患者例53例67手である.術前と術後3，

6,12カ月のAPB-CMAPとSL-CMAPを測定した．

術前透析期間は平均19.9年．浜田の病期分類は

gradel24手,gradell25手,gradeIII18手であっ

た．32手に鏡視下法(Chow変法)を35手に直視下

法を行った

【結果】Kellyの治療評価基準で優51手，良7手，

可7手，不可1手であった．術前APB-CMAP,SL-

CMAPとも同一の4手(6.0%)で導出不能であっ

た．導出可能であったAPB-CMAPの遠位潜時は

優群6.8±2.3msec,良群6.9±l.6msec,可・不可群

9.5±2.4msecであり，優群と可・不可群間に有

意差を認めた.SL-CMAPの遠位潜時は優群6.2

*l.8msec,良群6.3±1.5msec,可・不可群9.1

2.7msecであり，優群と可・不可群間に有意差を

認めた.APB-CMAPは術後3カ月までに改善し，

その後も術後12ケ月まで有意差をもって改善し

ていた.SL-CMAPは術後3カ月までに大きく改

善し，それ以降は改善を認めなかった．

【結論】重度の特発性手根管症候群では正中神経

の解剖学的特徴よりAPB-CMAPが導出不能と

なってもSL-CMAPは導出されやすいと報告さ

れている．しかし今回，透析患者では術前APB-

CMAP,SL-CMAPの導出率，および術後成績の

良否との関連に差がなかった．長期透析患者の

手根管症候群の評価においてAPB-CMAP,SL-

CMAPの有用性に差はないと考えた．
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手根管症候群における電気生理学的重症

度と手術成績の関連性

SurgicalTh℃atmentoftheCarpalTimnelSyndrome

CorrelatedwithPreopeartiveNerveConductionStudies

国立福井病院

○犬飼智雄，久保田力，高村敬晴

【目的】手根管症候群(以下CTS)の治療において

手術適応の決定は重要な問題である．しかし，

重症度の定義は明確ではなく，手術適応も術者

によって異なっている．そこで，今回，電気生

理学的重症度に着目し，手術成績との関連性に

ついて検討したので報告する．

【対象と方法】2009-2011年にCTSと診断し,手術

加療を行った65例65手を対象とした．手術時

平均年齢は60.8歳(32-86歳)，男性10例,女性55

例．罹患側は右50手,左15手であった．平均罹

病期間は8カ月(2カ月-10年)であった手術症

例を電気生理学的重症度(Paudaらの分類）に応

じてはExtremeCTS(absenceofmedianmotor,

sensoryresponse),SevereCTS(absenceof

sensoryresponse,abnormalDML),Moderate

CTS(abnormalSCV,abnormalDML),の3群に

分類した．術後成績はKellyらの評価基準を用い，

手術後6カ月の時点で評価した．

【結果】Extremeは4例,平均年齢67.5歳，平均罹

病期間5年,術後成績はgoodl例fair3例であっ

た．Severeは20例，平均年齢62歳，罹病期間2

年5カ月，術後成績はExcellent5例,goodl2

例,fair3例であった.Moderateは41例,平均年

齢55歳罹病期間5カ月であった．術後成績は

excellent23例,goodl8例であった．

【考察】今回の検討結果から，電気生理学的検査

でFxtremeCTSと診断されるグループは，他の

グループに対してより高齢で，罹病期間が長く，

術後成績が劣っていた.ModerateCTSの段階

で手術治療を行った症例は術後成績がexcellent

もしくはgoodであり，患者満足度が高かった．

電気生理学的重症度は術後成績と相関しており，

ModerateCTSの段階で手術すれば良好な術後

成績が予想される．
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小皮切による手根管開放術後1年での電気牛

理学的回復と臨床経過の関連についての検討

FOllow-upSmdyofElectrophysiologicalhnprovementand

CImicalRecoveriesmCarpalTunnelSyndromeatOneYear

afterCarpalTilnnelReleasewithMmimumSkinlncision

'神戸労災病院整形外科，2兵庫医療大学リハビリ

テーション学部，3神戸大学整形外科，4三菱神戸

病院整形外科

○金谷貴子1，名倉一成'，藤岡宏幸2，

国分毅3，山崎京子4

【目的】小皮切による手根管開放術(OCTR)後1年

における電気生理学的回復と術前の臨床症状と

術後の改善について検討した．

【対象と方法】2004-2010年に手根管症候群(CTS)

と診断され,OCTR後1年観察しえた180手を対

象とし，術後1年で電気生理学的回復を重症度分

類(1期:DML,SCV共に正常,2期:DMLのみ遅延，

3期:DML遅延,SCV低下,4期:DML遅延SCV測

定不能,5期:DML,SCV共に測定不能）を用いて

検討すると共に，術前の樺れ，知覚麻痒，痛み，

母指球筋萎縮の有無と術後の改善を各期間で比

較検討した．

【結果】術前は1期:1手,2期:8手,3期:24手,4期:59

手,5期:88手と49.2％が5期で，術後1年では41手

(22.9%;2期:5手,3期:14手,4期:17手,5期:5手）

が正常化したが，5期の回復が有意に劣った(p<

0.001).全例に術前の輝れ，知覚鈍麻はみられ，

それぞれ157手(1期:1手,2期:7手,3期:22手,4期：

54手,5期:74手)，165手(1期:1手,2期:7手,3期：

22手,4期:55手,5期:81手)とほとんどの症例で改

善した痛みは術前に1期:1手,2期:1手,3期:11

手,4期:16手,5期:13手と有意差はないが3期に多

い傾向であり，術後は全例が改善した．母指球

筋萎縮は術前に3期:8手,4期:35手,5期:88手と5

期で全例に認め有意であり(p<.0001),術後は3

期:8手,4期:33手,5期:72手に改善した．

【考察】電気生理学的に最も重症な5期は全例に

母指球筋萎縮を伴う臨床上重症例でもあり，

OCTR後の津れ，知覚鈍麻，痛み，母指球筋萎

縮の改善は良好であった．しかし，電気生理学

的な正常化は有意に劣っていた．

1-437

手根管症候群術後における電気生理学的

回復の検討

ElectrophysiologicalAssessmentofCarpal'Iilnnel
Release

'浜松医科大学整形外科，2浜松赤十字病院整形外

科，3静岡市立静岡病院整形外科

○澤田智-1,松山幸弘1,荻原弘晃2,

宮城道人2，佐野倫生3

【はじめに】手根管症候群手術前後の経過につい

て，電気生理学的重症度分類を用いて評価し，

詳細に経過を追った報告は少ない．

【目的】手根管症候群に対し手術を行った症例の

電気生理学的回復を詳細に検討すること．

【方法と対象】当科において2001年1月から2010年

3月までに手根管開放術を施行した146手(透析

例を除く）のうち，半年以上経過観察を行った症

例，もしくは電気生理学的に正常まで経過観察

を行った症例52手を対象とした．電気生理学的

検査は術前，術後3ヶ月，6ヶ月,1年で施行した．

また，金谷らの報告に準じて短母指外転筋終末

潜時(DML)≧4.5ms,知覚神経伝道速度(SCV)

<40.0msを基準とし,I期:DML,SCV共に正常，

II期:DMLのみ遅延,III期:DML遅延SCV低下，

IV期:DML遅延SCV測定不能,V期:DML,SCV

共に測定不能，に症例を分類し，電気生理学的

回復を検討した．

【結果】術前III期28例,IV期6例,V期14例，分類

不能4例であった．術前III期のうち20例(71%)が

I期まで回復し，そのうち11例が術後3ケ月で,5

例が術後6ケ月で回復していた．また,25例(89％）

は病期がI期以上の回復を示した．術前IV期のう

ち1期まで回復した症例は1例のみ(術後12ケ月）

であったが，6例全例が病期の1期以上の回復を

示した．術前V期ではI期まで回復した症例はな

く，8例(57％)が病期1期以上の回復を示した．

【考察】手根管症候群は他の拘掘性神経障害と同

様に，神経圧迫から神経変性へと徐々に進むに

従って，脱髄主体の病態に軸索変性が加わって

いくといわれている．術前Ⅲ期の症例が早期に

正常まで回復することは脱髄主体の伝道障害を

示しており，一方,V期では軸索変性が加わる

ことで回復が不良となることを示していると考

えた．
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特発性手根管症候群重症例における手術
時年齢と術後短母指外転筋筋力回復
RelationshipbetweenAgeandAbductorPollicisBrevis

MusclePowerRecoveryinEndoscopicSurgeryofSevere
IdiopathicCarpalTilnnelSyndromePatients

'おくつ整形外科クリニック，2取手北相馬保険医

療センター医師会病院整形外科

○浜中一輝'，奥津一郎l,吉田綾2

【目的】短母指外転筋(APB)筋力に代表される母

指外転筋力(以下，短母指外転筋筋力)が，徒手

筋力テスト(MMT)で0～2と著しく低下してい

る特発性手根管症候群症例を手術時年齢により

70歳未満と70歳以上に分け，母指外転筋力の回

復状況について検討した．

【方法】1995年8月～2008年1月までの間にUSE

systemを用いて屈筋支帯とdistalholdfastfibers

ofthefiexorretinaculum(DHFFR)を切離する

内視鏡下手根管完全開放術を行った手根管症候

群症例のうちAPB筋力が術前MMTO～2であっ

た重症例435手を検討対象とした．これらを70

歳未満と70歳以上に分け，術後筋力がMMTO

～2，3，4，5の出現率平均回復期間と手術時

平均年齢を検討した．有意差検定はWilcoxon's

rank-sumtestとFisher'sexacttestで行った(p<
0.05)．

【結果】70歳未満では，術後筋力が回復せずに0～

2にとどまった群は33.4%,年齢57.0歳；同様に3の

群は102％,回復期間209.0日,57.8歳;4の群は8.1%,

174.0日,54.5歳;5の群は48.3%,240.5日,55.2歳で

あった．70歳以上では，術後筋力が回復せずに

O～2にとどまった群は52.7%,年齢76.6歳；3の群

は9.9%,回復期間102.1日,75.1歳;4の群はll.0%,

184.6日,78.3歳;5の群は26.4%,248.5日,76.8歳で

あった．70歳未満と70歳以上の術後筋力0～2と5

の出現率と，術後筋力0～2，3，4，5の手術時平

均年齢に有意差があった．平均回復期間は，い

ずれの術後筋力でも有意差がなかった．

【結語】重症例のうち，手術時平均年齢が70歳未

満の症例では術後56％が筋力4,5まで改善した．

手術時平均年齢が70歳以上の症例では術後37％

が筋力4,5まで改善した．内視鏡下手術では一期

的母指対立機能再建術は，患者の強い希望があ

る場合に限られる可能性がある．

1-4-39

手根管症候群と弾発指発生の関連性の

検討

RelationshipofThiggerDigitsaiterCarpalTilnnelRelease

'慶應義塾大学医学部整形外科，2荻窪病院整形外

科

○堀内孝--1,岡崎真人1'2,佐藤和毅1,

中村俊康l,戸山芳昭】

【目的】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について検討した．

【対象および方法】2008年4月から2011年3月に当

施設にてCTRを施行された186例のうち，透析患

者に発生したもの，外傷後に発生したものを除

外し，かつ,CTR後5カ月(150日）以上経過観察

可能であった118例を対象として，非手術側も含

めた236手についてretrospectiveに検討した．症

例は，男性24名，女性94名，年齢33-86歳(平均

64.6歳),右手49名,左手45名,両手24名であった．

CTR後の経過観察期間は153-1186日（平均455.2

日）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

【結論】CTRを施行した142手のうち53手に，

CTR未施行の94手のうち12手に弾発指を認め

た.CTRを施行した手に弾発指を発症した時期

は,CTR術前が22手，術後が31手であった．ま

た,経過観察期間中に弾発指の合併を認めなかっ

た171手の内訳は，手術側89手，非手術側82手で

あった．

【考察】手根管症候群の手術適応となった手には

弾発指は高頻度に併発していた．しかし,CTR

術前から弾発指が存在する手も多く，手根管開

放術の続発症，合併症として弾発指が生じた

とは言い切れなかった．本研究はretrospective

studyのため，術前弾発指の既往が網羅されてい

ない可能性，手根管症候群と弾発指の発生に対

する交絡因子が除去できていない可能性がある．
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両側特発性手根管症候群の片側手術後に

おける非手術側の臨床経過

Post-operativeClinicalCourseoftheNon-operated
ContralateralHandafterUnilateralSurgeryfOrBilateral

CarpalTilnnelSyndrome

'東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形

外科学，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

○鏑木秀俊1,若林良明1,二村昭元12,

大 川淳】

【目的】両側特発性手根管症候群において，一側

の手術後に反対側である非手術側の症状が軽減

することをしばしば経験する．今回，非手術側

の症状が改善した自験例について検討したので

報告する．

【方法】2006年5月から2011年2月に当施設にて，

両側手根管症候群に対して片側にのみ手根管開

放術を施行した30例を対象とした．男性7例・女

性23例，手術側は右14例・左16例，手術時年齢

は平均64(40-85)歳であった．術後に非手術側の

しびれなどの症状が改善した症例を抽出し，電

気生理学的な重症度分類であるPadua分類を，

術前と術後6ヶ月以上経過時で比較した．また，

術前・術後の運動神経遠位潜時DL,知覚神経伝

達速度SCV,Semmes-Weinsteintest(SWT)を

比較し,Wilcoxonの符号付き順位検定で統計学

的に検討した

【結果】術後，非手術側のしびれが軽減または消

失したものは7例(23％）であった．7例中4例で

術前から術後にかけてPadua分類で1段階以上

の重症度の改善を認めた．自覚症状の改善を認

めた7例のDLは術前平均5.5msから術後4.3ms'､

(p=0.018),SCVは術前25.1m/sから術後33.5m/s

へと(p=0.018),統計学的に有意に改善していた．

SWTも7例全例で改善が認められ，術前・術後

で統計学的な有意差を認めた(p=0.039).

【考察】手根管症候群の両側罹患例で，手術をし

ていない側の症状や他覚所見が改善するメカニ

ズムは不明であるが，今回の我々のシリーズで

は，症状の強い方の手術後に23％で非手術側の

自覚症状の改善を認め，神経伝導速度などの他

覚的所見の改善も伴っていた．従って症状に左

右差のある両側手根管症候群に対する手術方針

は，まず片側で行って半年程度経過を観察すべ

きと考えられた

1-4-41

キーンベック病に合併する手根管症候群：

第2報

DefiningCarpalTimnelSyndromeAssociatedwith
UndedyingKienbock'sDisease:2ndReport

'信州大学医学部運動機能学講座，2北海道大学医

学部整形外科，3諏訪赤十字病院整形外科

○林正徳'，加藤博之'，岩崎倫政2，

百瀬敏充3，内山茂晴】

【目的】手根管症候群(CTS)はキーンベック病の

合併症の一つとされており，演者らは第50回本

会にて11例の臨床像とX線像を報告した．今回

はCTSを伴わないキーンベック病と比較を行う

ために以下の後ろ向き調査を行った．

【方法】過去20年間に演者らの4施設において手術

を行ったキーンベック病は117例である．そのう

ちCTS症状で受診し偶然キーンベック病が見つ

かった17例をCTS群，手関節痛で受診した100例

を非CTS群とした．両群間で，年齢，手関節痛

の程度(Cooney分類),病期(Lichtman分類),正

中神経の運動神経遠位潜時(MDL),X線像にお

ける月状骨の掌側への突出程度やcarpalheight

ratioを含む計測値を比較した．

【結果】CTS群の平均年齢は69歳，手関節痛は軽

度が4例，無しが10例，病期は全例がstagelVで

あった．非CTS群の平均年齢は39歳，手関節痛

は全例が中等度か重度で,stagelVの占める割

合は31%であった.CTS群では，発症年齢，手

関節痛が軽度あるいは無痛例の割合,stagelVの

占める割合は非CTS群と比較して有意に高かっ

た.CTS群では，正中神経MDLは患側において

全例が遅延し健側においても8例(53％)に遅延を

認めた．非CTS群では正中神経MDL値は未計測

であった.X線計測値はCTS群と非CTS群で差

はなかった．

【考察】キーンベック病総症例数に占めるCTS例

は15％で，その頻度は高い.CTSは高齢，末期

のキーンベック病，そして手関節痛が軽度ある

いは無痛例に発症することが明らかであった．

さらに正中神経の機能障害を潜在的にもつ場合

にCTSを発症しやすいことが示唆された．保存

治療で手関節痛が軽快したキーンベック病患者

では将来的にCTSを合併する可能性がある．

-S78-



1-4-42

手根管開放術の合併症からみたECTRと
OCTRの問題点

ComplicationsofEndoscopicandOpenCarpal'Iimnel
Release

和歌山県立医科大学医学部整形外科

○谷口泰徳，下江隆司，山中学，

辻本 修平，吉田宗人

【目的】手根管症候群に対する手根管開放術は局

所麻酔で行え，その治療成績は安定しているが，

術後合併症も報告されている．今回合併症の

ため再手術を必要とした手根管症候群症例につ

いて調査を行い,ECTR(鏡視下手根管開放術）

とOCTR(直視下手根管開放術)の問題点につき

検討を行ったので報告する．

【対象と方法】手根管開放術の合併症による術後

悪化のため，当科にて再手術を施行した症例は8

例8手，男4例女4例，年齢41～84歳であった初

回手術はOCTRが6例でうち手掌内小皮切3例，

手首皮線をから前腕に至る従来皮切2例，二皮

切法が1例であった.ECTRが2例で内わけはone

portal法1例とtowportal法l例であった．以上の

症例の再手術の所見よりその合併症の問題点を

調査した．再手術は従来法の皮切でOCTRを行っ

た．

【結果】8症例の初回執刀医のうち4例は手外科医

ではなかった．術中所見により確認した合併症

は横手根靭帯不完全切離3例，完全未切離2例，

正中神経部分損傷3例であった．正中神経部分損

傷の1例では，屈筋腱の部分損傷を認めた．正

中神経部分損傷はECTRの2例と手掌内小皮切

OCTRの1例であった．手掌内小皮切OCTRに

よる神経部分損傷は一般整形外科医により行わ

れた手術であった．横手根靭帯不完全切離3例

は，小皮切OCTRの2例と従来皮切OCTRの1例

であった．完全未切離2例は，二皮切法の1例と

脳外科医による従来皮切OCTRの1例であった

【まとめ】手根管開放術は専門的な手技でないた

め，手外科医以外の外科医にも実施されている

手技である．その合併症は,ECTR,OCTRの各

術式に関わらずみられ，また手外科専門医以外

の外科医だけではなく，手外科専門医にもみら

れた．合併症の問題は，各術式の選択や術者の

手技の未習熟以外に，術者側が手根管開放術は

簡単で安全な手術と思い込んでいる点にもある．

1-4-43

手根管症候群に対する鏡視下法と直視下
法の比較

ComparisonofEndoscopicandOpenCarpal'Iimnel
ReleasefbrCarpalTimnelSyndrome

'太田総合病院手外科センター，2谷津保険病院整
形外科

○荒川雄一郎1,富田泰次1,金潤壽1,

根本高幸1,岩崎幸治2

【目的】特発性手根管症候群(CTS)に対し，鏡視下

による手根管開放術(ECTR)と直視下による手根

管開放術(OCTR)の術後成績を比較し検討した．

【方法】2008年1月から2011年3月までに当院で

CTSと診断し手術を行い，術後3か月以上経過

を観察した51例60手を対象とした．うちECTR

を行ったのは28手(男6手，女22手),OCTRを

行ったのは32手(男10手，女22手)で，平均年齢

はECTR群が65歳(39～82歳),OCTR群が67歳

(28～88歳),平均罹病期間はECTR群が17.9か月，

OCTR群が20.1か月であった.2群について，術

後3か月での自覚所見(しびれ感，夜間痛)と他覚

所見(握力，ピンチカ)の変化，合併症，術後の

治療期間を比較し検討した

【結果】しびれ感は両群で全例軽減あるいは消

失した．夜間痛は両群で全例消失した．握力

はECTR群では増加13手，不変2手，低下7手，

OCTR群では増加10手，不変3手，減少16手で，

ピンチカはECTR群では増加12手，不変1手，低

下7手,OCTR群では増加16手，不変3手，低

下8手であった．合併症としては，手掌部痛が

ECTR群で2手にみられともに6か月以上続いた

が,OCTR群では9手にみられ,6か月以上続い

たのは2手あった．動脈・正中神経損傷や症状の

再発は両群でなかった．術後治療期間はECTR

群では4.3か月(3～12か月),OCTR群では6.5か

月(3～21か月)であった．

【結論】しびれ感や夜間痛などの術前の症状は

ECTR群,OCTR群ともに軽快したが,OCTR

群では術後に一時的に手掌部痛が出現して握力

が低下し，術後の治療期間が長期化する傾向に

あった．しかし，手掌部痛はOCTR群だけでは

なくECTR群にも出現し,6か月以上続くのは全

て母指球の瘻痛であったことから，手掌部痛に

はOCTR手技に伴い比較的短期間で軽快する創

部痛と，創の部位や大きさによらない長期化す

る母指球痛があると考えた．
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特発性手根管症候群に対する手指屈筋腱

腱滑膜切除術と鏡視下手根管開放術との

DASHscoreを用いた治療成績の比較

ClinicalOutcomeSfOrtheTbnosynovectomyofFlexor

TbndonsandEndoscopicCarpalTimnelReleasein

PatientswithIdiopathicCarpal'IilnnelSyndromeUsing
theDASHScore

医療法人友和会鶴田整形外科

○鶴田敏幸，峯博子

【はじめに】我々は第53回本学会において，特発

性手根管症候群に対する手指屈筋腱腱滑膜切除

法はECTR法より早期の日常生活動作への復帰

が可能であることを報告した．今回，さらに経

過観察期間を6ヶ月から1年とし,DASHscoreの

経時的変化と，質問項目別による差異について，

両術式を比較・検討した．

【対象と方法】2009年2月より手術施行し，1年間

経過観察可能であった38名40手(男性9名9手，女

性29名31手，平均62.9歳，罹病期間平均26.4ケ月）

を対象とした．手術は乱数表を用いて無作為に

割り付け,ECTR群は近位からのOnePortal法を，

滑膜切除群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を用いた．術前と術

後1，2，3，4，5，6ケ月，1年時に神経伝導速度，

握力，ピンチカ，知覚，短母指外転筋(APB)筋

力を測定し,DASHscoreを調査した．

【結果】ECTR群は19手(男性5手，女性14手，平

均645歳)，滑膜切除群は21手(男性4手，女性17

手，平均61.3歳）であった．術前と比べて術後1

年時，両群とも神経伝導速度，知覚,APB筋力，

DASHscoreは有意に改善し(p<0.05),特に母

指-小指間tippinchは，滑膜切除群で有意に改善

した(p<0.05).DASHscoreでは，選択項目(仕

事)において術後2ヶ月時に滑膜切除群が有意に

低値を示し(p<0.05),各調査時ともECTR群に

比べて滑膜切除群のほうが低かった．両群間に

有意差が認められた2ヶ月時の各質問項目を検討

した結果，「きつめのまたは新しいピンのブタを

あける」「重労働の家事をする」など，力を要す

る項目で滑膜切除群が有意に低かった．経時的

には,Disabihty/symptomscoreは滑膜切除群で

術後2ケ月,ECTR群で術後3ケ月,選択項目(仕事）

は両群とも術後2ヶ月で術前と比べて有意に改善

し，その後は6ヶ月過ぎて1年時まで改善傾向を

示した．

1-4-45

特発性と続発性手根管症候群の治療成績
TreatmentfbrldiopathicandSecondaryCarpalTimnel
Syndrome

名古屋大学医学部手の外科

○山本美知郎，加藤宗一，建部将広，

篠原孝明，平田仁

【はじめに】手根管症候群(以下CTS)の術式は

様々報告されている．術後の治療成績向上のた

め特発性手根管症候群(以下ICTS)に対しては内

視鏡的又は小切開による手根管開放術が一般的

に行われている．しかし，病的な屈筋腱滑膜炎

や手関節の変形又は手根管内腫瘍などが存在す

る続発性のCTS(以下SCTS)では手関節部を超え

た皮切を用いて神経剥離術を行っている．今研

究の目的は特発性と続発性CTSの治療成績を比

較すること．

【対象と方法】2008年1月より手根管症候群の手術

加療を行った80例を対象とした．男性20例，女

性60例，平均年齢61歳であった．48例はICTSで

鏡視下手根管症候群(以下ECTR)を行い,32例

はSCTSで神経剥離術を行った.SCTSの内訳は

RAを含む高度な屈筋腱滑膜炎10例，手関節部骨

折後5例，手根管内腫瘍5例,CTS術後再発例5例，

その他が7例であった．術前，術後の患者立脚型

機能評価表Hand20のスコアを比較した．

【結果】ECTRを行ったICTS群のHand20スコア

は術前47.7,術後3ケ月時33.4,術後6ケ月時31.5

であった．神経剥離を行ったSCTS群では術前

48.1,術後3ケ月時47,術後6ケ月時26.1であった．

術後3ケ月時には両群間に差を認めた(p<0.05).

術前及び術後6ケ月時では両群間に差を認めな

かった．

【考察】特発性のCTSと続発性のものでは病態が

異なり,単純に比較できるものではない．しかし，

術後半年の経過でHand20スコアに差が無くなる

が，3ケ月の時点では神経剥離術ではHand20ス

コアは術前と同等であり,ECTRと比較し有意

に劣っていた．神経剥離術の短期成績を向上さ

せるため，現在は様々な工夫を行っている．術

後の特に瘤痛改善の取り組みも紹介する．
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血液透析患者における手指屈筋腱滑膜切
除術後のハンドセラピイと手指運動機能
の変化

HandTYlerapyandChangeoftheFingerMotorFUnction
aftertheFingerRexorTbndonSynovectomyinthe
HemodialysisPatient

吉村整形外科医院

○中山幸保，吉村光生

【目的】血液透析患者の手根管症候群再発例に対

して，手指屈筋腱滑膜切除術と早期ハンドセラ

ピイ（以下セラピイ）を実施している．今回，滑

膜切除術前とセラピイ実施後(以下実施後)で手

指運動機能の変化について検討した．

【対象】運動機能障害に対して術後3ヵ月以上継続

してセラピイを実施した28例34手である．男性

12例14手，女性16例20手，手術時年齢は平均58.9

歳である．血液透析開始から滑膜切除術までの

期間は平均25.2年，セラピィ実施期間は平均5.1カ

月であった．

【方法】セラピィは拘縮の改善，屈筋腱の滑走拡

大，腱癒着防止を目的に，原則として術翌日よ

り実施する．今回は術前のTotalactivemotion

(以下TAM)の最少の指を選択して,MP～DIP

関節の自動可動範囲(以下A.arc),他動可動範囲

（以下P.arc),TAMTotalPassivemotion(以

下TPM),握力を術前と実施後で比較した．統

計処理は対応のあるt検定を用い有意水準は危

険率5％未満とした

【結果】MP･PIP･DIP各関節におけるA.arcの平

均は術前67.8..58.5..43.4.が，実施後71.4..

70.9｡･52.4°になった.P.arcの平均は術前98.8..

88.2..67.7｡が,実施後98.9..94.1..71.3°になった．

TAMの平均は術前163.2.が実施後187.2｡,TPM

の平均は術前233.1.が実施後245.1｡になった．握

力の平均は術前8.9kgが実施後ll.5kgになった．
実施後で有意に改善を認めたのはA.arcのPIP･

DIP関節,P.arcのPIP関節,TAM,TPM,握力

であった．

【考察】血液透析患者における手根管症候群再発

例では，罹病期間が長期におよぶに従い神経症

状以外に運動機能障害を認めることが多い．滑

膜切除術後に腱癒着などが発生すれば,手指運
動機能がさらに低下する可能性がある．滑膜切

除術と術後早期セラピィは，手指運動機能と拘

縮の改善に有効であると考える．
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肘部管症候群の手術加療に対する

HandlO,DASH-JSSHの反応性
ResponsivenessoftheHandlOandtheDisabilitiesofthe
Ann,ShoulderandHandQuestionnaireafterSu唱eryfOr

CubitalTunnelSyndrome

名古屋大学医学部手の外科

○栗本秀，岩月克之，加藤宗一，

太田英之，平田仁

【目的】近年，患者自身の主観的な指標を測定す

ることは，臨床研究の標準的なendpointの一つ

となりつつある．我々は，イラストを用いた上

肢機能評価票HandlOを独自に開発し，妥当性検

証を行った日手会版DisabilitiesoftheArm,

ShoulderandHand(DASHJSSH)と比べ年齢

の適応が広く，評価不適症例数が少ないこと

を，過去に本学会で報告した．本研究の目的は，

HandlOの肘部管症候群の手術加療に対する反応

性をDASHと比較検討することである．

【方法】2008年3月から2011年3月の間に肘部管症候

群に対し手術加療を行った42例中，術前と術後6

か月以降に，患者立脚型評価票による評価が可能

であった肘部管症候群の患者28例を対象とした．

男性18例，女性10例，平均年齢56歳であったそ

のうち,HandlOとDASHJSSHを同時に評価し

たものは12例であった．反応性はStandardized

ResponseMean(SRM)とEHectSize(ES)を用いて

求めた．

【結果】HandlOの術前，術後6か月，術後12か月

のscoreはそれぞれ,33.5,23.1,20.2点であっ

た.術後6か月のHandlOのSRMは0.80,ESは0.49,

術後12か月ではSRMは0.74,ESは0.50であった．

DASHJSSHと同時に評価を行えた症例では，術

後6～12か月のHandlOとDASH-JSSHのSRMはそ

れぞれ0.86,0.69,ESはそれぞれ0.37,0.31であっ

た．

【結語】肘部管症候群の手術加療に対するHandlO

の反応性は｢中程度｣であり,DASHJSSHと比較

し同等以上の反応性が得られた.HandlOは肘部

管症候群の術後成績評価に対しても有用な評価

票であることが分かった．

1-5-2

肘部管症候群の臨床評価における上肢障
害評価表(DASH)の選択項目(スポーツ／
芸術活動，仕事)の有用性の検討
TheUsefUlnessoftheOptionalModulesinDASHfOr
ClinicalEvaluationofCubitalTimnelSyndrome

'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1.2，鏑木秀俊1,
大川淳！

【目的】上肢疾患の臨床評価に上肢障害評価表

(DASH)が広く用いられるようになったが，

DASHに添付される2つの選択項目：スポーツ／

芸術活動(以下DASH-SA),仕事(以下DASH-W)

を用いた評価や，これらの項目の有用性の検討

の報告はほとんどない．今回われわれは肘部管

症候群患者における選択項目の回答率術前・

後のスコアなどを検討し，その有用性について

考察したので報告する．

【方法】06年6月-11年4月に当科にて手術を行い，

術前・後にDASHの回答が得られ，スコアに影

響する他の疾患合併例を除いた肘部管症候群37

例39肘を対象とした．手術時平均年齢63(1479)

歳，男26例・女11例，右26肘・左13肘，平均経

過観察期間16(3-39)ケ月であった．選択項目の

DASH-SA,DASH-Wの術前・後の回答率を検

討し，術前・後のDASHとDASH-W値を比較し

Wilcoxonの符号付き順位検定で検討した．

【結果】DASH-SAは術前回答率が45%,術後40%,

術前後を通して回答があったのは39％にとどまっ

た．一方DASH-Wは術前回答率76%,術後79%,

術前後を通しては71％で,DASH-SAより高い回

答率が得られた．術前・後ともDASH-Wの回答

が得られた27例のDASHの平均は術前24.0．術後

12.7,DASH-Wは術前24.5．術後10.2で，両スコ

アとも統計学的に有意な改善を認めた(p<0.01).

【考察】当科において選択項目のDASH-SA/W

の記入は被験者の自由としている．この方式で

はDASH-SAの回答率は半数以下で，個別の評

価に用いることはできても，肘部管症候群の総

括的な評価には適さないと考えられた．一方

DASH-Wの回答率は比較的高く，また術前後の

比較で有意なスコアの改善も認め，その有用性

が示された．高齢化社会において高齢患者の家

事を含めた労働力の再獲得は重要な課題であり，

DASH-Wは医学的な成果を労働力や経済に反映

する有意義な指標であると考えられる．
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肘部管症候群に対する新しい症状誘発テ

スト(肩内旋肘屈曲テスト）
ShoulderInternalRotationElbowRexion'Ibstinthe

DiagnosisofCubitalTilnnelSyndonnePatients

'川崎市立川崎病院整形外科，2松村外科整形外科

○越智健介l,堀内行雄l,松村崇史2,
中道憲明l,河野友佑！

【目的】肘屈曲テストは肘部管症候群(CubTS)の

症状誘発テストである．しかしその施行には1分

以上を要するため，外来診療中の実施が困難なこ

とも多い．近年，肩内旋がCubTS患者の症状を

短時間で誘発するという報告がなされた．そこで

われわれは肘屈曲テスト肢位に肩最大内旋位を加

えることで(肩内旋肘屈曲テスト),CubTS患者

の症状を高い感度で，より短時間で誘発できない

かと考えた.両テストの比較検討結果を報告する．

【対象と方法】対象は臨床的・電気生理学的に

CubTSと診断された55肢である．上肢に愁訴の

ない123肢をその対照とした．これらに対して両

テスト肢位：肘屈曲テスト(肘最大屈曲，前腕最

大回外，手関節最大伸展位)，肩内旋肘屈曲テス

ト（肩関節外転90度かつ最大内旋かつ屈曲10度，

肘関節最大屈曲，前腕最大回外，手関節最大背

屈位）を保持し，5秒以内に尺骨神経刺激症状の

出現・増悪をみとめたものをテスト陽性とした

手術症例では，両テスト肢位での肘部管内圧の

術中測定も行った．

【結果】5秒間での両テストの感度/特異度は肘

屈曲テスト25%/100％，肩内旋肘屈曲テスト

87%/98％であり，肩内旋肘屈曲テストの感度は

肘屈曲テストに比して有意に高かった．肘部管

内圧は，肩内旋肘屈曲テスト肢位において有意

に上昇した．

【考察】肩内旋肘屈曲テスト(5秒)の感度は肘屈曲

テスト(5秒)よりも有意に高く，その感度は肘屈

曲テスト(3分)にも匹敵するものであった．短時

間で実施可能な肩内旋肘屈曲テストは,CubTS

の診断に有用な可能性がある．メカニズムとし

て，尺骨神経に対する牽引力ならびに肘部管内

圧上昇が考えられた．このことは，両要素の解

除がCubTSの治療において必要であることを示

唆していよう.CubTSを治療する際には，個々

の患者の病態を考慮した上で，この点に留意す

る必要がある．

1-5-4

肘部管症候群患者における尺骨神経の伸

長度変化一神経剥離術前後の比較一
UlnarNerveStrainattheElbowofCubital'Iimnel

SyndromePatients

川崎市立川崎病院整形外科

○越智健介，堀内行雄，森田晃造，

中道憲明，河野友佑

【目的】肘部管症候群(CubTS)の病態は未だに明

らかでない．その解明の一助とするため，神経

剥離術前後における尺骨神経の伸長度変化を検

討した．

【方法】対象はCubTSの診断の下で手術を施行し

た10例10肘，男7例，女3例，平均57歳であった．

内側上穎後方の尺骨神経上膜に2か所，縫合糸を

用いてマーキングおいた．マーキングの直近に

定規をおいて写真撮影を行い，マーキングの間

隔の変化を測定した．測定は神経剥離前後にお

ける肘最大伸展位および最大屈曲位にて行った．

統計学的検討はMann-Whiteny検定を用いて行

V,,p<0.01を有意差ありとした．また，今回の

症例には著明な偽神経腫を形成し伸張度を失っ

ているようなものはなかった．

【結果】神経剥離前では，マーキングの間隔は全

例において肘最大伸展位に比較して肘最大屈曲

位において有意に拡大していた．肘最大伸展位

と肘最大屈曲位における尺骨神経の伸長度の変

化は，神経剥離前に比較して神経剥離後におい

て有意に減少していた．神経亜脱臼および外傷

後内反肘症例では，その他の症例に比して術前

の伸長度は小さい傾向にあったまた全例にお

いて，術後の症状は術前に比して改善した．

【考察】CubTS患者に対する各種術式の成績の間

には有意差がないことが報告されているものの，

理論上明確に尺骨神経への牽引力を解除できる

神経前方移動術と，除圧のみを行う単純除圧術

の成績の間に差がない理由を明確に示したもの

はなかった．今回の検討から各術式における良

好な成績は，神経剥離術自体による尺骨神経へ

の牽引力軽減によると考えられた．CubTSでは

Osbornebandや神経周囲の嬢痕が尺骨神経の

牽引力を増強し，症状誘発に関与していると考

えられた．また今回の結果から，神経伸長度が

CubTS患者の病態を反映している可能性が示唆

された．
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1－55

電気生理学的検査からみた肘部管症候群

の病期とその予後

TheStageandPrognosisoftheCubitalTimnelSymdrome

AssessedbyElectrophysiologicSmdy

'浜松赤十字病院整形外科，2浜松医科大学整形

外科

○宮城道人1,澤田智-29牧野絵巳1,

松山幸弘2，荻原弘晃」

【はじめに】肘部管症候群の病期分類として本邦

では赤堀の分類が広く用いられている．しかし，

Motorconductionvelocity(MCV)の低下が強い

がSensoryconductionvelocity(SCV)に異常が

ない症例などMCVとSCVの解離があり，分類に

悩む症例にもしばしば遭遇する．そこでわれわ

れは遠位複合筋活動電位(CMAP)振幅の健側比

で病期を分類しその予後を検討した．

【対象と方法】対象としたのは，電気生理学的検

査で肘での伝導障害があり，肘部管症候群と診

断した111例のうち，症状が片側のみで合併症の

ない23例23肘である.全例に対しking変法を行っ

た．検討項目は年齢手術までの期間術前赤

堀分類，術後成績に加え，すべての症例に対し，

術前，電気生理学的検査を行い,CMAP振幅の

健側比を計測した．

【結果】平均年齢63歳,男性17例,女性6例,右16例，

左7例であった．手術までの期間は平均9ヵ月（1

～36ヵ月）であった．術前の赤堀分類は，第1Ⅱ期

9例，第IV期5例，第V期5例，分類不能4例であっ

た．術前振幅の健側比は平均47％(0～100％)で

0％～40%(A群）が9例,40～80%(B群)が9例，

80％以上(C群)が5例であった．術後評価はA群：

可5例，良2例，優2例,B群：優5例，良2例，可

2例,C群：優5例，であり,C群はA群と比し有

意に予後が良好であった．

【考察】肘部管症候群は,術前の麻揮の程度によっ

て術後の予後が決定される．尺骨神経内の神経

線維分布の違いや，圧迫を受ける方向の違いな

どからMCV,SCVは評価にばらつきが出る可能

性がある．1999年に信田らは振幅による予後の

判定が可能と述べており，今回，合併症のない

片側の症例に限定しCMAP振幅の健側比を測定

したところ,術後予測の指標となり得た．しかし，

CMAP振幅は中枢神経疾患や，筋疾患等の影響

を強く受ける可能性もあり，注意しなければな

らない．

1－56

肘部管症候群に合併したガングリオンの

術前診断における超音波検査,MRIの有
用性

EfficacyofMRIandUltrasonographyinDetecting

MedialElbowGanglioninPatientswithCubitalTilnnel

Syndrome

信州大学医学部運動機能学講座

○小松雅俊，伊坪敏郎，中村恒一，

内山茂晴，加藤博之

【目的】演者らは肘部管症候群(CubTS)における

肘ガングリオンに関して，オカルト型が多く，

変形性肘関節症(OA)例に合併することを既に報

告した．また，その臨床的特徴として耐えがた

い瘤痛・しびれ，安静時の肘内側部痛，短期間

の有病期間，などを指摘したが，画像診断につ

いては不明であった．そこで，ガングリオンの

術前診断における超音波とMmの有用性を明ら

かにする目的で以下の前向き研究を行った．

【方法】肘OAがあるCubTSで尺骨神経皮下前方

移動術を行った22例を対象とした全例に術前

問診で,1)耐えがたい痛みかしびれ,2)安静時

の肘内側部痛，3)急激な発症(2か月以内の有病

期間)の有無を聴取した．さらに触診として4)弾

性軟の腫瘤の触知と，画像検査で5)超音波検査

と6)MRIを施行した．術中にガングリオンの有

無を確定後，上記の6項目においてガングリオン

の術前診断における感度，特異度，正確性を算

出した．

【結果】4例にガングリオンの存在を認めた．1)～

6)の項目の術前診断の信頼性は，1)で感度50%，

特異度100%，正確性91%,2)で感度75%,特異

度83％，正確性27％，3）で感度100%,特異度

89％，正確性91％，そして4)で感度25%，特異度

94%，正確性82％であった．画像診断項目では5）

超音波は感度75％,特異度94%,正確性91％で,6）

MRIは感度66%,特異度87%,正確性85%であっ

た．

【考察】問診，触診項目はガングリオン例ではい

ずれかが陽性であり，ガングリオンの予想に有

用であった．超音波,MRIのどちらか一方だけ

ではガングリオンを見逃す例があった．両方の

画像検査を行うと，感度が100％となった．術前

画像検査としては超音波とMRIの両方行うこと

が重要である．
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1-5-7

尺骨神経前方移動術における尺骨神経血
流量と術後成績の検討一伴走血管の有無
による比較一
EvaluationofUInarNerveBloodHowandClinical

ResultsafterAnteriorTranslocationinCubitalTilnnel

Syndrome

'信州大学医学部整形外科，2信州大学付属病院リ
ハビリテーション部

○中村恒一'，内山茂晴l,井戸芳和2p
伊坪敏郎'，加藤博之Ⅱ

【目的】肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方

移動術時に伴走血管を温存する方法が提唱され

ているがその意義は明らかではない．今回，尺

骨神経皮下前方移動時の伴走血管の有無による

尺骨神経表面血流の状態と術後成績に関する

prospectiverandomizedstudyを行い，比較検

討した．

【方法】肘部管症候群および遅発性尺骨神経麻揮

に対して尺骨神経皮下前方移動術を施行した34

例34肘を対象とした．平均年齢は66.2歳，原因

疾患は全例肘関節症であった．神経移動時に，

伴走血管を温存する群(血管あり群）と，伴走血

管を凝固切離する群(血管なし群)の2群に無作

為に振り分けてレーザードップラー血流計で，

Osborne靭帯切離後における尺骨神経上の3点(A

点：内上穎2cm近位,B点：内上穎,C点：内上

"2cm遠位)での血流を測定し,1)肘伸展位,2)

肘90.屈曲位，3)神経移行後の伸展位，4)神経

移動後の90.屈曲位でのA,B,C点における血

流の変化を評価した．術後1，3，6，12ヵ月での

運動神経伝導速度(MCV),DASHscore,Grip

power(GP),sidepinch(SP)を測定し,2群間で

比較した．

【結果】血管あり群は20例，血管なし群は14例で

あった．術前，2群間において，年齢，病期(Mc

Gowan分類),MCV,DASHscore,GP,SPの

有意差は認めなかった．術中，神経移動後のA,

B点での血流は，伴走血管を温存した群で有意

に高値であった(Man-Whitney:P<0.05)．C点

での血流では有意差を認めなかった．術後1，3，

6，12カ月までのMCV,DASHscore,GP,およ

UFSPは,2群間で有意な差を認めなかった．

【結論】前方移動術直後の尺骨神経表面の血流量

は,伴走血管を温存した方がより高いことがレー

ザードップラー血流計により確認されたしか

しながら，術式の違いによる術後臨床所見，臨

床成績に明らかな差は認めなかった．

1-5-8

尺骨神経皮下前方移動術後の肘部管症候

群患者における感覚機能回復の術後1年間
の経時的評価

PeriodicEvaluationofSensoryRecoveryinPatients

withCubitalTimnelSyndromeTreatedbyAnterior
TranspositionoftheUlnarNerve

'信州大学医学部附属病院リハビリテーション

部，2信州大学整形外科

○井戸芳和1，中村恒－2，伊坪敏郎2，

内山茂晴2，加藤博之2

【目的】肘部管症候群(CubTS)術後に，感覚機能

がどの時期にどの程度改善するかは明らかでは

ない．この点を明らかにする目的で,CubTS例

の尺骨神経の感覚機能回復程度を術後定期的に

評価した．

【方法】尺骨神経前方移動術を行ったCubTS例34

人を対象とした．手術時の年齢は63.9±109歳

で，重症度はMcGowan分類でGradellが13人，

Gradelllが21人であった．全例に術前，術後1,

3，6，および12か月の時期に，小指指腹部の感

覚をSemmes-Weinsteinmonofilament(SW)と静

的2点識別覚(s2PD)にて評価し，術前と各評価

時期の値を比較した．なお,SW3.61以下(blue

orgreen),s2PD10mm以下を実用的感覚とした．

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】SWが3.61以下の割合は,GradeIIの13人

では術前31％，術後lか月54％，3か月62％，6か

月69%,12か月85%であり,Gradelllの21人で

はそれぞれ10%,19%,19%,33%,48%であっ

た.Gradell,IIIのいずれの群においても術後

6か月で有意に改善した．同様にs2PDが10mm

以下の割合は,Gradellで術前69%,術後lか月

69％，3か月92％，6か月92%,12か月92%であっ

た.Gradelllでは，それぞれ10%,19%,19%,

43％，62％であり,Gradelllのみで術後6か月で

有意に改善した．

【考察】SW,s2PDとも術後に経時的に回復した

が6か月を要した.Gradellでは術後12か月で両

値ともほぼ全例が実用的範囲まで回復した．一

方,Gradelllでは術後12か月においても約半数

の例しか実用的範囲まで回復せず，重症例の回

復が遅いことが示された．
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肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方

移所術の手術成績
OutcomeofAnteriorSubcutaneousNerveTransferfbr

Cubital'IilnnelSyndrome

'山形大学医学部整形外科，2北新東病院

○江藤淳l,佐竹寛史l,井上林1,

渡邉忠良1,荻野利彦2

【目的】当院では肘部管症候群に対して皮下前方

移所術を行ってきた、本研究の目的は本法の術

後成績を明らかにすることである．

【対象と方法】対象は1997年から2011年までに肘

部管症候群に対し尺骨神経前方移所術を施行し

た103例112肘，男性79例，女性24例である．手

術時平均年齢は52歳(14～86歳),発症原因は特

発性42肘，変形性肘関節症54肘，その他16肘で

あった．平均経過観察期間は6.2か月(1～46カ月）

であった．術前後の徒手筋力テスト，しびれの

程度，再手術の有無を調査した．

【結果】術前にしびれのあった103肘中36肘(35%)

でしびれが術後消失，48肘(46％)でしびれが軽

快，5肘で不変(4％)，2肘(1%)で悪化していた．

徒手筋力テストは母指内転筋は術前平均3.2が術

後には4.1に，環指の深指屈筋は3.7から44に，小

指の深指屈筋は3.4から4.0に,第1背側骨間筋は3.4

から4.1に，小指外転筋は3.1から4.2に回復してい

た．術前に4程度の軽度筋力低下の症例では，術

後数日以内に速やかに筋力は回復する傾向が認

められた．再手術例は3例であった．そのうち2

例は肘が過伸展する症例で，上腕三頭筋が内上

穎に乗り上げ弾発現症を起こしていた．

【考察】肘部管症候群に対する尺骨神経前方移所

術は81%の症例でしびれが改善し，筋力も回復

しており，有効な手術法であると思われた．肘

過伸展の症例では三頭筋が内上穎に乗り上げ弾

発現症をおこしその影響で移所した神経周囲の

癒着に関与している可能性が考えられ，注意を

要すると思われた．

1-510

可動域制限を伴う肘部管症候群に対し鏡
視下肘関節形成術を併用した尺骨神経皮
下前方移動術の経験

SubcutaneousTranspositionofUlnarNervewith

ArthroscopicDebridementArhoplastyfOrCubital
TilnnelSyndromewithReducedRangeofMotion

'岐阜市民病院整形外科，2岐阜大学整形外科

○大野義幸1，平川明弘2，寺林伸夫2，

濱田知2，清水克時2

【はじめに】従来，肘部管症候群に対して伴走血

管を温存した尺骨神経皮下前方移動術を標準術

式として行ってきた．変形性肘関節症に起因す

る例では可動域制限を伴うことが多い．不自由

は少ないが機能的可動域を下回る症例で骨鰊が

前方関節腔に存在する場合には，侵襲の大きな

Hotchkissアプローチによる骨鰊切除関節形成術

(以下，関節形成術)を付加すべきか判断に苦慮

する．特に前方関節腔の骨鰊切除を低侵襲で行

うために鏡視下関節形成術を併用してきたので

報告する．

【対象および方法】対象は可動域制限を伴った肘

部管症候群11例【男9例，女2例】,12肘【右9肘，

左3肘】・手術時平均年齢は65(46～78)歳．赤堀

の病期分類で1期1肘，2期1肘，3期2肘，4期5肘，

5期3肘．術前可動域は伸展が平均-21(-5～-30)｡，

屈曲が平均118(110～125)。、手術方法は尺骨神

経皮下前方移動術の直前または直後に，電動ア

ブレーダーおよびノミを用いて鏡視下関節形成

術を試み，不十分であればHotchkissアプローチ

にて直視下切除術を追加した術後経過観察期

間は平均12(2-37)ケ月．

【結果】鏡視下のみで予定した骨鰊切除を完了で

きたものが3肘．内側および後方の骨鰊切除は直

視下に行ったが，前方関節腔の骨鰊切除は鏡視

下に完了できたもの4肘．鏡視下では困難あるい

は不十分なため，前方関節腔の処置を直視下に

行ったもの5肘であった．鏡視下のみで完了でき

た1肘で術直後に尺骨神経のしびれ増強および術

後異所性石灰化を生じたが，いずれも軽快した．

最終的に全例，神経症状の改善が得られ，屈伸

可動域は平均18(5～25)｡,JOAscoreは平均14(3

～32)点の改善を得た．

【考察】比較的軽度な可動域制限を有する変形性

肘関節症由来の肘部管症候群に対して鏡視下関

節形成術は積極的に併用してよい術式と考える．
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肘部管症候群に対する鏡視下前方移行術
の治療成績一エコーによる検討
AnteriorTianspositionofUInarNervefOrCubitalTilnnel

Syndrome-UltrasonicAnalysis

岡山赤十字病院整形外科

○小西池泰三

【目的】奥津法に若干の工夫を加えた鏡視下尺骨

神経前方移行術を考案し,2010年の日手会にお

いて報告した今回これらの症例の治療成績に

ついて超音波による検討を加えたので報告する．

【対象および方法】2007年8月より同法を行い，術

後1年以上の経過観察が可能であった31例34手

(男21,女13手）を対象とした．平均年齢60歳

(36-87歳)である．原因は2手がガングリオン,1

例が尺骨神経脱臼,1手が骨折後，その他は本態

性であった．術前のMcGowan分類ではGradel:

8，2:17，3:9手であった．治療成績については赤

堀の評価を用いた超音波を用いて15例16手(男

8手，女8手)において最大屈曲時と最大伸展時に

おいて内穎から尺骨神経までの距離を計測した

手術法肘部管上に約l.5cmの切開を加え，直視

下にOsborne靭帯の切離を行う．肘部管の遠位，

近位に外套管を挿入し鏡視下に神経剥離を行う．

さらに外套管を用いて，近位，遠位方向に神経

の皮下トンネルを作成する．できる限り栄養血

管を温存しながら神経後方の剥離を行う．神経

を前方移行した後，切離したOsborne靭帯を内

穎に縫合し肘部管の閉鎖を行う．

【結果および考察】術後の成績は赤堀評価で優12,

良16,可6例であった．超音波にて計測した尺骨

神経の移動距離は12.8±7.6(4.2-31.9)mmであっ

た．肘の可動域の良いものは内穎の頂点を越え

るが神経溝まで落ち込んだものはなかった．移

動距離と治療成績には有意な差を認めなかっ

た．鏡視下前方移行術は神経の動きを制限する

肋rousbandを広範囲に切離可能である．伸展障

害のない症例に危倶される尺骨神経の神経溝の

落ち込みは肘部管を閉鎖することで予防可能で

ある．前方移行された尺骨神経は肘の動きに応

じて移動するが，この神経の動きを制限しない

ことが重要ではないかと考えている．

1-5-12

超音波による肘部管内尺骨神経の動態解析
KineticAnalysisoftheUlnarNerveintheCubitalTimnel

Usingmtrasonography

奈良県立医科大学整形外科

○中野健一，村田景一，面川庄平，

仲西 康 顕 ， 田 中 康 仁

【目的】健常人における肘屈曲に伴う尺骨神経の

動態を超音波により解析し，骨性形状との関連

性について調査した．

【方法】上肢に症状を有さない健常ボランティア

10人20肘(男女各5人10肘，平均年齢31歳)を対象

とした．肩関節屈曲90度前腕回内外中間位に保

持して超音波計測を行った．尺骨神経溝の幅と

深さ，肘関節屈曲30,60,90,120度の肢位で尺

骨神経の位置と短軸径を記録し，30度ごとの尺

骨神経溝内における神経の移動距離および扁平

化を算出した．さらに，移動距離および扁平化

と尺骨神経溝の形状(BreadthDepthRatio:以

下BDR)との関連について分析した．

【結果】尺骨神経溝の幅は平均16.7mm,深さは平

均5.lmm,BDRは平均0.31であった．尺骨神経

の平均移動距離は30～60度でl.9mm(全移動量の

31％)，60～90度で1mm(同17%),90～120度で

3.1mm(同52%)であった．神経扁平化は，屈曲

30度を基準としてそれぞれ8％(60度)，17％(90

度),34%(120度)扁平化した．全可動域で神経

の移動距離とBDRとの間には相関を認めなかっ

たが，90～120度の可動域で神経扁平化はBDRと

有意に相関した(p<0.01).

【考察】健常人における尺骨神経の前方移動は，

肘関節屈曲90度までは緩徐であるが，90度を超

えると急速に増大した．神経扁平化についても

移動度と同様の傾向を示し,90～120度で扁平化

が進行した．さらに，深屈曲位における神経扁

平化は，尺骨神経溝の低形成の程度と相関した．

すなわち，神経溝が浅い肘部管内の尺骨神経は

肘屈曲に伴い，より扁平化する事が判明した．

神経扁平化と移動度は神経圧迫とfrictionを示唆

するため，肘部管症候群患者の動態観察に役立

つ可能性がある．
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肘部管症候群に対するUSEsystemを用
いた内視鏡補助手術

一内視鏡神経所見に基づいた治療一

Endoscopically-assistedLimitedUlnarNerveRelease

SurgeryDetenninedbyUlnarNerveAssessmentUsing

theUSESysteminCubitalTimnelSyndromePatients

'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l,奥津一郎2,浜中一輝2

【目的】肘部管症候群の内視鏡補助手術は低侵襲

手術として近年行われている．従来の広く術野

を展開する術式と違い，小皮切から鏡視下に神

経周囲組織を切離する．肘部管部のみ操作する

単純除圧術も普及しつつあるが，本疾患の手術

目的が尺骨神経病変部位の除圧であり，絞扣部

位が複数箇所に及ぶ可能性を考慮すると，関節

鏡による神経の広範な観察および必要部位の除

圧が肝要である.USEsystemを用いた内視鏡補

助手術の術後成績を調査し，有用性を検討する．

【方法】1995～2009年に手術した171肢中，術後1

年以上経過観察可能だった77肢(特発例16肢，透

析例61肢)の臨床症状回復状況を調査した．手術

は局所麻酔下に空気止血帯を用いず，肘部管部

3cmの皮切からOsborne靭帯を切離，末梢・中

枢側各々 10cmの尺骨神経をUSEsystemで観察．

神経異常所見に一致する軟部組織を切離し，神

経束間の血流改善を指標として神経除圧を確認

した．術後固定は行わず翌日より患肢を使用さ

せた．

【結果】手術時平均年齢61歳,術後平均追跡期間34

カ月,術前McGowan分類I:5肢;II:37肢;HI:35肢．

臨床症状改善率(平均回復期間）はしびれ感80％

(9.5週)，痛覚障害97%(14週),触覚障害95%(13

週),MMTで1段階以上小指外転筋筋力改善は

84％(26週)，第一背側骨間筋筋力83％(26週)．

合併症，再発はなかった．

【結論】本術式は内視鏡で尺骨神経を詳細に観察

することで，肘部管部以外の絞掘部位の有無を

評価し必要な除圧を鏡視下に行え，特発例や透

析例では低侵襲で良好な成績が得られる手術で

ある．今後変形性関節症や重度外反肘，尺骨神

経亜脱臼症例での対策，および内視鏡神経所見

と術前・術後臨床症状の関係を評価し，広範囲

観察・必要部位除圧の有用性を評価する方針で

ある．

1-5-14

上腕三頭筋内側頭と尺骨神経脱臼を伴っ

た肘部管症候群

CubitalTimnelSyndromeCausedbyDislocationof

MedialHeadoftheTricepsandtheUlnarNerve

和歌山県立医科大学医学部整形外科

○谷口泰徳，下江隆司，辻本修平，

山中学，原田悌二

【目的】上腕三頭筋内側頭の弾発現象は尺骨神経

脱臼を伴い，尺骨神経障害を発症することがあ

り，その報告が散見される．今回，我々は上腕

三頭筋内側頭と尺骨神経脱臼を伴った肘部管症

候群について検討したので報告する．

【対象と方法】手術所見により上腕三頭筋内側頭

と尺骨神経脱臼を伴った肘部管症候群は13例で

全例男性であった手術時年齢は18～76歳(平均

51.5歳),患側は右肘8例，左肘5例であった．以

上の症例の(1)職業歴,(2)スポーツ歴,(3)術前

病期(赤堀分類)，(4)治療法，(5)手術時所見，（6）

治療成績(赤堀の予後評価基準)について検討し

た．

【結果】(1)上肢を酷使する職業8例，その他5例

であった．(2)13例中7例で上肢を使用するスポー

ツ歴があった．スポーツ種目は柔道，空手がそ

れぞれ2例，剣道，相撲，重量挙げがそれぞれ1

例であった．(3)赤堀分類の術前病期はI期2例，

II期3例,III期4例,IV期4例であった.(4)治療

法は内側上穎切除術(King法)7例，皮下前方移動

術4例，単純神経除圧術2例であった．(5)手術所

見は12例で肘関節を屈曲すると肥大した上腕三

頭筋内側頭と尺骨神経が内側上穎を乗り越え脱

臼し，尺骨神経は内側頭筋腹に圧迫され且brous

bandで強く絞掘された．他の1例では肘関節伸

展位でも尺骨神経は脱臼位にありnbrousband

で絞掘されていた．(6)治療成績は優6例,良3例，

可4例で不可の症例はなかった(追跡期間平均1年

3ヶ月)．

【まとめ】上肢を酷使する職業歴，スポーツ歴の

ある男性例の肘部管症候群では上腕三頭筋内側

頭と尺骨神経の脱臼を念頭におく必要がある．

尺骨神経障害の原因は前方脱臼した尺骨神経の

三頭筋内側頭筋腹による圧迫とfibrousbandでの

絞拒であった．治療法としてはHbrousbandの切

除と尺骨神経脱臼を防止できる内側上穎切除術

または皮下前方移動術が良い．
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可動域制限を伴う肘部管症候群に対する
小皮切手術の術後成績

TheReSultsofSmallSkinlncisiveOperationfbrCubital
TilnnelSyndromewithLimitedRangeofMotionin
ElbowJoint

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1994年以来，肘部管症候群に

対し鏡視を利用した小皮切での開放術後，その

小皮切内でKing法を併用した手術を施行してき

た．しかし，変形性肘関節症(OA肘)による尺骨

神経麻輝は，肘部管の開放後，内側上穎の切除

や前方移行を行うことで麻痒症状の改善は得ら

れるが，肘関節の可動域や瘻痛の改善には繋が

らない．今回,OA肘による可動域制限を伴う肘

部管症候群に対して，小皮切で肘部管を開放後

肘関節のdebridementを併用した手術を試みた

ので報告する．

【対象】2010年8月以降に手術を施行した13名13肘

(男性9肘，女性4肘，手術時平均61.8歳)であり，

McGowanによる分類は全例Grade2であった．

【方法および結果】手術は，約3cmの内側アプ

ローチで尺骨神経を剥離した後，前斜走靭帯は

温存し，肘頭尺側，滑車切痕部の前方から後方

まで骨鰊を十分に切除する．さらに，後方の

肘頭窩の関節鼠や骨鰊の切除，同様に前方の

debridementも可能な限り行なう．最後に尺骨

神経は肘部管内より逸脱しやすいため，肘部管

底にアンカーを打ち込み，緩めに固定し，元の

位置に戻した．術中可動域は屈曲平均117.6度か

ら126.9度,伸展平均-12.3度から-0.4度に改善した．

手術は平均53.5分であった．本法は2010年8月よ

り行っており，知覚，筋力，可動域などは回復

途上と思われるが，術前に比べて術後3ヶ月の神

経伝導速度，屈曲，ピンチカ(sideT-I),握力，

瘻痛,DASHスコアはいずれも有意に改善した

さらに，従来法(小皮切King法）との術後成績を

比較した結果，本術式は従来法に比べてDASH

スコアの改善度が大きかった

【まとめ】本法は低侵襲で手術時間も短く，術後

成績も良好であることから,OA肘に起因する肘

部管症候群に対する有用な観血的治療の一つと

考える．

1-5-16

肘部管症候群に対する再手術例の検討

RevisionfOrReculTenceofCubitalTilnnelSyndrome

広島市立広島市民病院整形外科

○井上亜美子，石田治，中村光宏，

曽田是則，西川公一郎

【目的】肘部管症候群再発に対して筋層下前方移

動術を行った症例から，初回手術時の注意点を

明らかにすることと，本術式の有用性を検証す

ることを目的に過去の再手術症例を検討した．

【症例】男性5例，女性2例の7例で，右側3例，左

側4例であった．本術式に先立って行われた手術

は，単純除圧術とKing変法が各2例，皮下前方移

動術，筋層下前方移動術とガングリオン切除術

が各1例ずつであった手術時年齢は35歳から78

歳で，前回手術から本術式までの期間は5カ月か

ら27年(平均9年)であった．再手術となった理由

は主に，いったん軽快していたしびれが再発し

たためであった．

【所見と結果】単純除圧術やKing変法の術後の症
例ではFCU両頭間での絞掘が見られた症例のほ

か，内上穎近くで神経の扁平化を認めたものも

あった．筋層下前方移動術の術後の症例では，

前方移動が不十分で，上腕骨滑車での圧迫が見

られた．全症例において，再手術後には自覚的

なしびれの軽快を認めたが，運動麻漉の回復ま

でには至っていない．

【考察】肘部管症候群の治療においては，その原

因を明確にして，対処方法を選択することが重

要である．単純除圧術やKing変法では再絞拒を

生じないように,Osbornebandを広く，末梢ま

で十分に切離すること，筋層下前方移動術を行

う場合には，移動が不十分となって圧迫が生じ

ないように上腕骨滑車を超えて前方に移動する

ことが肝要である．そのためには神経の展開は

広くならざるを得ない．しかし，そのために肘

から前腕への違和感や手関節屈曲力の低下を訴

えた症例はなかった．症状が再発した場合には，

神経絞拒部位のみの処置でも対応可能かもしれ

ないが，再々発しないためには筋層下前方移動

術で対応することがより確実である．
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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

まみ動作再建治療成績一神経除圧群との比較一
ReconstructionofPinchFUnctionbyTbndonTiansferfbr

SevereCubital'IimnelSyndrome-comparisonwithNerve

DecompressionGroup

'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

立病院機構国立成育医療研究センター外科系専門診療部

○森澤妥'，吉田篤1,小原由紀彦2,

松村崇史3，高山真一郎4

【目的】本研究の目的は重度肘部管症候群に対す

る腱移行術によるつまみ動作再建の有用性を検

討することである．

【方法】赤堀分類の4期以上,ADM,FDIの筋萎縮

が明らかで，つまみ動作の困難を訴え，手術を

施行した肘部管症候群症例を対象とした．腱移

行術によるつまみ動作を再建した症例をT群，

神経の除圧のみを施行した症例をN群とし,T群

は6例6肘，男性4例，女性2例，年齢は平均69．3

歳,経過観察期間は平均15.3カ月,N群は6例7肘，

男性3例女性3例，年齢は平均73.6歳，経過観察

期間は平均30.5カ月とほぼ同等であったT群で

は全例でNeviaser法，そのうち3例にSmith法,2

例にLitder法を併施した．評価項目は1)赤堀の

予後評価基準，2)ピンチカ(術前を1として評価）

(a)術前と最終診察時,(b)T群5肘N群7肘での術

後12カ月までの経時的変化,3)ADL障害の改善

程度(書字，ボタンかけ，箸の使用，つまみ動作：

各3点満点4段階評価で計12点）（利き手であった

T群5肘N群4肘)を調べた．

【成績】赤堀の予後評価ではT群は優1，良2，可

3,N群は良1,可4,不可2であった．ピンチカ

は12カ月時点でT群2,N群1.3と両者とも改善は

認めたものの，その経時的変化は有意差を認め

た.ADL障害評価でもT群で7.2点,N群で4.5点

とT群での改善度が有意に大きかった．

【結論】重度肘部管症候群では神経の除圧のみで

は速やかな改善が得られず，術後12ヵ月時点で

は腱移行のよる再建併用症例が有意に優ってい

た．このような症例には腱移行術による再建術

は積極的に施行されるべきと考えられた．
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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

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

engineering,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,AnnalsofPlasticSurgery,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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PIP変形性関節症に対するFDS尺側腱切離

ResectionofUInarSlipofFDSTbndonfOrPIP
Osteoarthrosis

四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサー

ジャリーセンター

○平瀬雄一，桑原眞人，宮本千里

【目的】われわれはPIP関節痛を訴える271症例

1081指の治療を行った．この経験を通して得

た知見は,PIP関節変形や関節裂隙の狭小化は

かならず尺側から始まり，僥側だけが変性した

関節がなかったことである．そこで，われわれ

は，バネ指や遷延した腱鞘炎により太く短縮し

たFDS腱がPIP関節を慢性的に強くひっぱるこ

とで関節軟骨が傷ついてPIP関節の変成と破壊が

おこるのではないか，その牽引力はFDSの尺側

腱により強いのではないかという仮説を立てた．

この仮説に基づいて,PIP関節痛の緩和とさらな

る変形の予防を目的として,FDS尺側腱の切離

を行った．

【症例】指基節部に加えた小切開からFDS尺側腱

の切り離しを281指に行い，術後6週間のハンド

テラピーを施行した．

【結果】265指で4ヶ月以上の経過観察を行った．

平均観察期間は6.3ヶ月であった．260指(98.1％）

で日常生活の痛みが気にならずに使えるくらい

にPIP関節痛は顕著に軽減したVASscoreは

88.22から10.16まで改善した.111指で10度以上

の可動域の改善をみたが，おもに変形の少ない

症例であった．平均%TAMは72.75から80.5%ま

で改善した.DASHは片手で3本指以上に切腱術

を行った症例のうち32例だけに行えたが48.36か

ら10.6まで改善した．また，術後にAlpulleyで

バネ指症状をきたす症例が相当数みられたが，

腱鞘内ステロイド注射で軽快した．

【考察】遷延した腱鞘炎はFDS腱を太くし短縮さ

せる．そのためPIP関節には慢性的な牽引がかか

り，関節軟骨は削れてやがて関節変形をきたす

とおもわれる．その牽引力はFDS付着部の尺側

に強いためFDS尺側腱の切り離しは瘻痛軽減に

きわめて有効である．

0

1-5-19

手指変形性関節症の発生因子に関する疫

学的検討

TheEpidemiologicalExaminationabouttheDevelopment

ofFingerOsteoartmtis

'太田総合病院手外科センター，2牧田総合病院整

形外科

○根本高幸'，富田泰次l,金潤壽1,

荒川雄一郎1,平出周2

【はじめに】手指の変形性関節症(以下OA)はその

発生部位によりヘバーデン結節，ブシャール結

節母指CM関節症と呼ばれているが，それぞれ

の病態が異なるか否か未だ明らかでない．今回

我々は手指OAの疫学調査を行い，それぞれの発

生因子について検討したので報告する．

【対象および方法】対象は当院で骨密度検査を

行った32～95歳までの女性246人で，検査時使用

した両手単純X線写真を用いて両手指20関節の

OAの有無を調べ，手指OAの発生率を調査した．

また，年齢，骨密度,BMIを後ろ向きに調査し，

手指OAの危険因子について重回帰分析を用いて

検討した．さらに,手指の痛みに関するアンケー

ト調査を行い手指OAの自然経過についても検討

した．

【結果】手指OAの発生率はヘバーデン結節では右

示指が最も多く42.7％で，右環指・左母指が最も

少なく20.3%であり，ブシヤール結節では右中

指が最も多く8.9％で，左示指が最も少なく3.3％

であり，母指CM関節症では右9.4%,左13.4%で

あった．また，ヘバーデン結節は対称性に，ブ

シャール結節は非対称性に罹患することが多く，

母指CM関節症は対称性と非対称性の間に有意差

がみられなかった．手指OAの危険因子はヘバー

デン結節が年齢とBMIで，母指CM関節症が年齢

のみで，ブシャール結節がいずれでもなかった．

さらに，手指OAの自然経過は無症候性に経過し

た人が67.2％，瘻痛が出現するも自然に軽快し

た人が12.6％，慢性的な瘤痛が持続していた人

が20.2％であった．

【考察】手指OAはKelgrenらが提唱したgeneralized

osteoarthritisの一疾患であるという報告もある

が，今回我々の調査ではヘバーデン結節，ブ

シヤール結節母指CM関節症の発生率，罹患関

節の左右対称性，危険因子のいずれも異なって

おり，それぞれ異なる発生因子が関与している

可能性が考えられた．
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PyrolyticCarbon(Pyrocarbon)implant
によるPIP関節形成術の長期治療アウト

カム研究

Long-tennOutcomesofPyrolyticCarbonArthroplastyfbr
theProximallnterphalangealJoint

'日本医科大学医学部形成外科，2ミシガン大学形

成外科

○小野真平l'2,チヤンケビン2

【目的】PyrolyticCarbon(Pyrocarbon)implantに

よるPIP関節形成術の短期治療アウトカムは，合

併症の罹患率が高いが，一方で患者満足度も高

いという結果であった．本研究の目的は，本治

療法の長期治療アウトカムを評価することであ

る．

【方法】米国ミシガン大学形成外科においてPIP

関節形成術を施行した長期フォローアップ症

例を前向き検討した．術前，術後12ヶ月，術後

長期経過時点(＞2年以上）において，手指機能

検査(Gripstrength,keypinchstrength,active

arcofmotion),MichiganHandOutcomes

Questionnaire(MHQ)を施行し，術前後で比較

評価を行った．

【成績】13症例(21関節)，平均フオローアツプ

44ケ月(24～76ケ月)が対象となった．術前後の手

指機能に有意差はなく,MHQのすべての評価項

目は改善を認めた．特に痙痛，患者満足度にお

いて大幅な改善を認めた.合併症は42.9％(9関節）

に認めたが，合併症を有する群と，有しない群

の間でMHQの結果に有意差は認めなかった．

【結論】PyrocarbonimplantによるPIP関節形成術

の長期治療アウトカムは，短期のそれと同様に

合併症の罹患率の高さにも関わらず，患者満足

度は高く，瘻痛の軽減がその大きな要因と考え

られた．また，合併症により手指機能が損なわ

れたとしても患者満足度に影響しないことがわ

かった結論として,Pyrocarbonimplantによ

るPIP関節形成術は，ある程度の関節可動域を

温存したうえで，瘤痛を軽減することが可能で

あり，今後,PIP関節形成術と関節固定術を比較

するdecision-makinganalysisをおこなうことで，

術者・患者により正確な治療法の選択基準を提

供可能と考えている．

1-5-21

母指CM関節症に対するロッキングブ

レートを用いた関節固定術

ThapeziometacarpalArthrodesisUsingLockingPlatefOr
Osteoarthritis

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】母指CM関節症に対する治療法の一つであ

る関節固定術は確実な痙痛除去と母指の安定性

向上による握力，ピンチカの改善に優れる術式

である．当科ではロッキングプレートを用いた

関節固定術を行っており，今回その手術成績に

ついて検討したので報告する．

【対象】2009年から当科にて手術を行った14例15

関節(男4例5関節，女10例10関節)である．手術

時年齢は平均61.1歳(47～83歳)術後経過観察期間

は平均11.1カ月(6～17ヵ月）であった.Eaton分類

ではstage2が7関節,stage3が8関節であった．

【手術方法】背側よりCM関節を展開,黒沢ら(2011)

の方法を参考にイメージガイド下にボーンソーに

て中手骨基部関節面を骨軸と垂直に骨切りし，大

菱形骨側も関節面と平行に骨切りした．その後骨

把持鉗子で関節固定部を圧着させた状態でエム・

イー・システム社製APTUS2.5のLプレートを設

置して固定した．術後は1週間の外固定の後，可

動域訓練を開始し，その後3週間夜間のみCM関

節用のスプリントを装着させた．

【結果】全例において骨癒合が得られ，瘤痛の改

善とともに安定した母指が得られた．また，伸

筋腱滑走障害やプレート折損等の合併症も認め

なかった．

【考察】母指CM関節固定術は母指CM関節症の治

療として一般的ではあるが，しばしば遷延癒合，

偽関節が問題となる.tensionbandwiring法や

Herbertscrew,Acutrackscrewなどのheadless

screwを用いた方法により固定力を向上させる

報告が多くみられているが確実な癒合は困難で

ある．ロッキングプレートはその優れた角度安

定性により強固な固定力が期待できる内固定材

であり広く骨折の治療に用いられている．今回

骨癒合率の向上と外固定期間の短縮化を目的に

母指CM関節固定術にロッキングプレートを応用

したが良好な成績が得られた．
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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一第二報

Abduction-oppositionWedgeOsteotomyoftheFirst

MetacarpalfOrThapeziometacarpalOsteoarthritis;2nd

Report

'愛野記念病院，2いまむら整形外科医院

○青山隆1,宮崎洋--1,田崎和幸1,

今村宏太郎2，貝田英二！

【はじめに】今回，著者らは母指CM関節症に対し

第一中手骨外転対立位骨切り術を行い，術前後

におけるCM関節の亜脱臼の改善について計測

し，臨床成績との関連について検討したので報

告する．

【対象および方法】2007年～2011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31例37関節の内，抜釘術を終了した

26例29関節を対象とした．手術時年齢は32～81

歳(平均56.2歳)で，男性4例(5関節)，女性22例

(24関節)で，術前の病期はEaton分類でstagel,

4関節,stage2,25関節であった．術前，抜釘

後における正面像，側面像におけるCM関節の

亜脱臼の割合を計測し術前，術後におけるVAS,

Hand20,QuickDASHscoreとの関係を比較検討

した．検定にはWilcoxonsigned-ranktest,相

関係数はPearsonproduct-momentcorrelation

coe伍cientを用いた．

【結果】術前後の正面，側面でのCM関節の脱

臼率を比較検定するとp<0.0001で手術によっ

て有意に改善した．術前後のVAS,Hand20,

QuickDASHscoreを比較検定するといずれもp

<0.05で有意に改善した.CM関節の正面，側面

の亜脱臼の改善率とVAS,Hand20,QuickDASH

scoreの改善率についてはいずれも大きな相関関

係は認められなかった．

【考察】本術式を行うことでCM関節の亜脱臼，瘤

痛，母指機能は明らかな改善が認められたが，

亜脱臼の改善率が高ければ治療成績が良いとい

うわけではないので骨切り角度等については検

討の余地がある．

1-5-23

母指CM関節症に対するDistraction

Arthroplastyの術後成績
DistractionArthroplastyofthe'IhapeziometacarpalJoint
fbrThumbBasalJointOsteoarthritis

l虎の門病院分院，2虎の門病院整形外科，3虎の門

病院リハビリテーション科，4三宿病院整形外科

○喜多島出1，山本精三2，中道健一3，

立花新太郎4

【目的】母指CM関節症に対する手術治療は様々な

ものが報告されている．われわれは母指CM関節

症に対する手術治療法の一つとしてDistraction

Arthroplastyを行っている．術後成績を若干の

考察を加え報告する．

【対象と方法】対象は2009年4月より2011年3月ま

での期間に，母指CM関節症に対してDistraction

Arthroplastyを施行した男性2例，女性8例，計

10例(D群)である．比較対照群として，それ以前

に母指CM関節症に対しHematomaArthroplasty

を施行した10例(H群）をマッチングさせた．手

術時平均年齢：56.3±10.3歳，術前X-Pによる

Eaton分類はstagen2例,stagem4例,stage

Ⅳ4例で術後経過観察期間は12.2±5.6ケ月であっ

た．手術は全例全身麻酔,Tourniquet使用下に

行った.Wagnerの切開で進入,CM関節内の艤

痕，骨鰊を可及的に切除し第一中手骨基部から

第二中手骨骨幹部に向けて骨孔を作成，長掌筋

腱を採取し第一中手骨基部より母指内転筋，背

側骨間筋間のspaceを通し第二中手骨骨孔を貫通

させた．透視下に，亜脱臼を整復，関節裂隙が

開大する程度にtensionを加え固定した．術前後

の瘻痛・ADL,関節可動域，握力，ピンチカお

よびX-P評価について検討した．

【結果】D群で全例瘻痛は軽減し,ADLは改善し

た．対照群との比較では関節可動域はH群が統

計学的に有意に改善し，握力，ピンチカでD群

が有意に優れていた.D群では合併症として僥

骨神経浅枝の刺激症状が3例に見られた．また

X-P評価では関節裂隙が経過とともに狭小化す

る傾向が見られた．

【考察】母指CM関節症に対するDistraction

Arthroplastyの術後成績を検討した．短期成績

ではあるが，母指CM関節症に対する手術治療法

として有効であった．
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指粘液襄腫に対する新しい低侵襄手術
Brand-newMinimallnvasiveSurgeryfbrMucousCysts

'札幌医科大学医学部整形外科，2旭川厚生病院整

形外科

○金谷耕平l,和田卓郎1,射場浩介1,

山下敏彦1,平岩哲郎2

【目的】指粘液襄腫は遠位指節間関節(以下,DIP

関節）の変形性関節症を基盤とするcystであ

り，皮層の非薄化や爪甲変形の原因となる．

Gingrassらはcystを切除せず骨鰊のみの切除で

良好な成績を報告した．粘液襄腫は組織学的に

はガングリオンであり，病巣は関節包に存在す

ると考えられる．演者らは,cystの切除だけで

なく骨練切除も不要であると考え，関節包のみ

の切除を行ったので報告する．

【対象と方法】指粘液襄腫の8例8指を対象とした．

女性が7例で男性が1例，年齢は平均で65.7歳(50

～83歳)であった平均経過観察期間は10.3か月

(2～17か月）であった．左右ともに4指ずつで，

罹患部位は，中指が3指，小指と母指がそれぞれ

2指，環指がl指であった．爪甲変形は5例で認め

られた．単純X線像で全例にDIP関節に骨疎形

成が認められた．手術は，指間ブロック下に行

う.Cystがある側の背側遠位指節間皮線に指幅

の半分の横皮切を加える.Cystが中央にある場

合には，背側すべての横皮切とする．伸筋腱を

背側によけ，中央から側副靭帯までの関節包を

鋭匙で掻爬する.Cystおよび骨鰊は切除せずに

放置し，創閉鎖して終了する．これらの症例の，

cyst消失までの期間，爪変形の経過，瘤痛，関

節可動域，再発の有無を調査した．

【結果】Cystは全指で消失し，消失までの期間は

平均3.9週(2～6週）であった．爪変形は4指で消

失，1例は経過観察中である．関節可動域に制限

を残したものはなく，再発例は認められなかっ

た．

【考察】指粘液襄腫の病態がガングリオンと同一

であり，関節包の切除のみで治癒することが示

唆された．本法は骨鰊切除に伴った合併症であ

る可動域制限や二次的爪変形を回避でき，骨疎

切除と同等な治療成績が得られる低侵襲で有用

な方法であると考えられた．

1-5-25

指粘液襄腫に対する保存的治療

ConservativeTifeatmentofPatientswithMucousCystof

Fingers

医療法人友和会鶴田整形外科

○峯博子，鶴田敏幸

【はじめに】指に発生した粘液襄腫は,DIP関節

変形性関節症を基盤として発症する組織学的に

ガングリオンと同一と考えられる襄胞であり，

手術法に関する報告も多い．我々は2009年4月以

来,Heberden結節にともなう指粘液嚢腫に対し

て装具を用いた保存療法を行い，良好な成績が

得られたので報告する．

【対象と方法】2009年4月から2011年5月までに

Heberden結節と診断し指粘液襄腫が認められた

33名36指(男性2名2指，女性31名34指，初診時平

均56.1歳，罹病期間平均13.4ヶ月）を対象とした．

患指は中指が14指と最も多く，次いで小指10指，

示指9指，環指3指であった．装具は，陽性モデ

ルに軟化させたトレラッククリアー3mmを，薄

く伸ばしながら真空成型した．各症例に合わせ

て本装具を作製し，襄腫が消失するまで常時装

着とした．また，消失後も可能な範囲での装着

を指導した．消失が認められるまで2週ごとに，

(1)襄腫のサイズ(長径×短径),(2)瘻痛のVAS,

(3)装具の使用状況を調査し，消失が認められた

症例には(4)再発の有無を調査した．

【結果】襄腫のサイズは初診時平均46.8mm2で

あったが，継続調査可能であった31指中24指，

774％に平均629日で襄腫の消失が認められ，

VASは初診時23.5mmから最終調査時6.5mmと軽

減した．また，装具装着にて爪の変形が改善し

た症例をl例認めた．襄腫の消失が認められな

かった7指は全例家事や仕事で邪魔になるなど

の理由で途中から装具を装着していなかった症

例であった．なお，消失した24指については，

消失後平均12.5ヶ月時において再発はなく，瘻痛

も認めていない．

【まとめ】装具を装着していた症例では全例に嚢

腫の消失が認められたことより，装具による保

存療法は,Heberden結節にともなう指粘液襄腫

に対する有用な治療法と考えられた．
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Mucouscystに対する外科的治療の比較
検討

ClinicalResultfOr'IiFeatmentofMucousCystCombined

withHeberdenNode-AComparisonofSkinFlapand

SmpleChilectomy-

'東大阪市立総合病院整形外科，2奈良県立医科大

学整形外科学教室

○大西正展l,重松浩司l,大田大良1,

面川庄平2，田中康仁2

【目的】Mucouscyst(以下MC)は皮膚が感染を起

こす可能性があるため，皮弁形成術が有用と考

えられてきた．しかし，近年は襄胞・骨鰊切除

術のみで十分に治療しえるとの報告が散見され

る．今回，皮弁形成術と単純襄胞・骨疎切除術

の成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】対象はMCに対して2008年9月～

2010年8月に皮弁形成術(以下F群)を施行した13

例(男性l例，女性12例，平均年齢59歳，術後平

均経過期間134日，襄胞最大径7mm)と,2010年

12月～2011年7月に単純襄胞・骨鰊切除術(以下

S群)を施行した12例(男性2例，女性10例平均

年齢59歳，術後平均経過期間97日，襄胞最大径

12mm)である．各術式の手術時間，創治癒期間，

合併症を評価した．

【術式】F群：非薄化した皮層と嚢胞を切除後，

transpositionfiapにnletskingraftを用いて一期

的に閉創した.filetskingraftとはHapを横転さ

せる際の余剰皮膚を二次欠損部に植皮すること

で，その際，骨鰊，関節包を追加切除した.S群：

襄胞辺縁に皮切を加え，襄胞と骨鰊を切除する

のみで皮膚には特別な処置を加えずに単純縫合

した．

【結果】平均手術時間はF群:19分,S群:34分で有意

にS群が長く，平均創部処置期間はF群:14日,S

群:11日で有意にS群が短かった(p値<0.05).再

発例をF群:1例,S群:0例に認めたが，感染例は両

群とも認めなかった．その他の合併症として局

所知覚過敏を2例ずつ認めた．

【考察】今回，術者がF群は熟練医が,S群は若手

医が多いため，手術時間には反映されなかった

が，術式としては明らかにS群が容易であった．

また合併症に関しては，短期間だが，術後の再

発率，感染率の有意な差は認めず，術後の創治

癒期間は有意にS群が短かったため,MCに対し

ては単純襄胞・骨練切除術のみで対応しうるの

ではないかと考えられた

1-5-27

ヘバーデン結節に合併した粘液襄腫に対

する襄腫葦切除法の成績

ClinicalStudyofStalkResectionMethodfOrDigital

MucousCystsAssociatedwithHeberdenNodes

'高見整形外科クリニック，2麻生整形外科クリ

ニック

○高見博昭1,麻生邦－2

【はじめに】粘液襄腫の手術法は，これまでは襄

腫の完全摘出とそれに伴う回転皮弁や植皮が一

般的である．我々は襄腫もその皮層も切除せず，

回転皮弁も植皮も行うことなく，ただ襄腫茎を

切除する手術法を行い，良好な結果を得ている

ので報告する．

【対象と方法】2007年1月から今日までの間に当院

を受診した手指粘液襄腫の症例は60例63指であ

り，このうち今回の手術法を行った症例は24指

であった．手術適応は，骨鰊を含む関節症変化

があり，襄腫が大きく皮層が非薄化しているも

の，襄腫が破れたことがある症例，爪変形があ

る症例，感染している症例とした．手術方法は，

襄腫を取り囲む弧状の皮切を加え，皮下の襄腫

茎を確認しつつ剥離をすすめ，腱停止部及び爪

根部を傷つけないようにして茎を含め関節包お

よび骨疎を可及的に切除し，襄腫とその皮膚は

そのままとした．

【結果】術後経過期間は1ケ月～48ケ月，平均

22.5ヶ月であった.嚢腫は全例2～3週間で縮小し，

そのまま正常皮層化した．爪の変形も全例で正

常化した．粘液襄腫の再発はなかった．

【考察】Gingfass(1995)やRizzoら(2003)は，表皮

のみを残して内容物を吸引し切除せずに良好な

結果を報告している．しかし襄腫茎，骨鰊のみ

を切除することで嚢腫は消失することが示され

た．

【まとめ】l.粘液襄腫に対して襄腫もその皮層も

切除せず，茎および関節包・骨鰊の可及的切除

のみ行い，そのまま創閉鎖をする手術法を行っ

た．2．これまで24指の手術を行い，再発は認め

ず爪変形も全て正常化した．3．本法は簡単で再

発の少ない手術法と考える．
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mucouscystに対するIocalflapを併用
した手術的治療

SurgicalTreatmentofMucousCystwithLocalHapand
JointDebridement

'奈良県立医科大学整形外科，2束大阪市立総合病

院整形外科，3医真会八尾総合病院整形外科

○北條潤也l,面川庄平l,重松浩司2,

藤谷良太郎3，田中康仁！

【目的】mucouscystは手指DIP関節背側に発生す

る粘液襄腫である．襄腫上の皮層が非薄化し破

れやすくDIP関節と交通しているため，感染に

より骨髄炎を併発することがある．保存的治療

では長期間を要し，整容面からも手術適応とな

ることが多い．今回われわれはmucouscystに

対してlocalflapを併用した手術を施行したので

報告する．

【方法】症例は2000年から2011年までに手術を施

行した35例37指で，年齢は44～76歳(平均61歳）

男性4指，女性33指であった．罹患指は中指が14

指と最も多かった.術前の爪変形を7指で認めた

手術は非薄化した皮層を襄腫ごと切除し，隣接

皮層からlocalfiapを拳上した.3種類の皮弁を使

用した襄腫基底部の関節包，骨練，滑膜組織

を可能な限り切除し，挙上したfiapを皮層欠損部

に移動させ被覆した．

【結果】advancementHapを2指,rotationfiapを4
指,transpostionfiapを31指に使用した．全指で

皮弁は生着し，感染やDIP関節可動域低下など

の合併症を認めなかった．術後爪変形の出現及

び増悪は認めず，7指中5指で爪変形は改善ある

いは消失した．術後10ヶ月で襄腫の再発を1指に

認めた

【考察】Inucouscystの襄腫部の皮層は非薄化

し，襄腫との分離はきわめて困難である．皮層

と襄腫を一塊として切除することが一般的であ

るが，再発や閉鎖困難例が多いため，皮弁で覆

う術式が多用される．今回の報告では，比較的

大きな襄腫にadvancementaap,爪近傍の襄腫

にrotationaap,DIP関節付近の比較的小さな襄

腫に対してtranspostionfiapを選択することに

より，処置が爪母に及ばないように工夫した．

localHapを襄腫の部位や大きさにより使い分け

ることで，爪変形の改善と再発の予防が期待で

きると考えられた．

1-5-29

Thompson法によるTMC関節形成術の治
療成績-modifiedKapandjiscoreによ
る可動域評価を中心に－

ResultsofThompson'sAI廿Ⅱ0plastyoftheTifapeziometacalpalJoint:

EvaluaionoftheRangeofMononUsingtheModihedKapandjiScore

'大阪府済生会中津病院整形外科，2医療法人社団

松下会白庭病院整形外科，3社会医療法人ペガサ

ス馬場記念病院整形外科

○細見僚'，安田匡孝1,大橋弘嗣l,

安藤佳幸2，釜野雅行3

【目的】TMC関節の可動域の評価に用いられる

Kapandjioppositiontestでは母指の到達点が小

指尺側の基部へ届くほど点数が高くなるため，

伸展・内転方向への可動域は評価されない．わ

れわれはこれを改変し,Thompson法による

TMC関節形成術の術後可動域を正常人と比較す

ることを中心に治療成績の評価を行った．

【対象と方法】母指に障害のないボランティア

60人(平均年齢33歳),114指(正常群）と,2007

年9月から2011年1月までに当院にて手術を行

い，6カ月以上経過観察し得た7例(手術時平均

年齢59歳)10指を対象に調査を行った．疾患は，

TMC関節症9指(全例Eaton分類stage3),陳旧

性TMC関節脱臼l指であった．術後経過観察期

間は平均2年2ヵ月であった.TMC関節可動域

はKapandjioppositiontestと同様にピンチ動作

における母指と他指が対向する位置で計測する

が，示指の指尖部を起点(0)とし，そこから示指

榛側面を近位へ向かう伸展・内転を4段階(4は

proximalpalmarcrease)で，また屈曲・外転は

小指のproximaldigitalcreaseまでの5段階で計

測し，前者を伸展・内転score，後者を屈曲・外

転scoreと定義した．その他の評価項目として瘻

痛(VAS),ピンチカ,DASHscoreを調査した．

【結果】正常群の伸展・内転scoreは平均3.8(2-4),

屈曲・外転scoreは平均4.9(3-5)であった．手術

群の伸展・内転scoreは平均2.2(2-3),屈曲・外

転scoreは平均4.4(3-5)であり，いずれも正常群

より有意に減少していた術後瘤痛VASは1.3

(術前8.4)，ピンチカは4.lKg(術前3.1),DASH

scoreはll.3であった．

【考察】Thompson法によるTMC関節形成術は，

除痛と日常生活動作の改善に有効な治療法で

あった．本法では母・示指対立位となるよう関

節形成するため，伸展・内転方向の可動域制限

がより大きくなる結果となった．
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母指CM関節症に対する関節形成術(大菱

形骨切除，腱挿入術)の検討

TbndonlnterpositionArthroplastyfOrOsteoartmtisofthe

ThumbCarpometacarpalJoint

'諏訪赤十字病院整形外科,2丸の内病院整形外科，

3信州大学医学部整形外科

○百瀬敏充1,中土幸男2,加藤博之3

【目的】今回われわれは母指CM関節症に対し僥側

手根屈筋(FCR)腱を挿入するWeilby法または長

母指外転筋(APL)腱を挿入するThompson法を

施行したので報告する．

【方法】症例は17例18関節であり，男性8例女性9

例で，手術時年齢は平均69歳であった.Eaton分

類ではstage3が15例,stage4が4例で全例変形性

関節症であり，術後経過観察期間は平均24カ月

であった．術式では大菱形骨の全摘出6例，部分

切除12例であり,Weilby法は13例にThompson

法は5例に施行した.Welby法では半切した

FCR腱を残りのFCRとAPLに8の字に回しCM関

節内に挿入し，第1中手骨基部背側で半裁FCR腱

をマイクロアンカーで固定して挿入した腱の転

位を予防したThompson法ではAPL腱を第1中

手骨の骨孔からCM関節面に通し，第2中手骨基

部にマイクロアンカーで固定した．評価は術前

後の圧痛，可動域，握力，ピンチカ(tippinch,

keypinch),DASH,CM関節のギャップを調べ

た．大菱形骨の全切除と部分切除,weilby法と

Thompson法問でも比較した．

【成績】術後全例で圧痛は改善しDASHは術前平

均50点から術後平均8点に改善した．術後僥側

外転は平均42.,掌側外転は45.,握力は術前平

均13kgから18kgに,tipピンチは2.2kgから4.7kg

'､,keyピンチは3.6kgから5.6kgへ有意に改善し

た．母指CM関節のギャップは術直後4.4mmから

3.5mmとなった．大菱形骨の全摘出と部分摘出

間では部分摘出の方が握力ピンチカの改善がよ

かった.Weilby法とThompson法問では握力ピ

ンチカの改善は同様であったがThompson法の1

例に術後榛骨神経浅指のしびれが生じた．

【結論】大菱形骨切除後の空隙にCM関節が安定す

るように腱を挿入し良好な結果が得られた．

1-531

母指CM関節症に対するKaarela法の治療

成績と問題点

ClinicalResultsofKaarelaIsArthroplastyfbrThumb

CarpometacarpalOsteoarthritis

'三重大学大学院医学系研究科整形外科，2永井病

院整形外科，3植村整形外科

○里中東彦l,辻井雅也l,植村剛1,

植村和司2'3，須藤啓広】

【目的】母指CM関節症に対して様々な手術方法が

あるが未だ一定の見解はない．関節固定術では

良好な除痛効果とピンチカが獲得される一方で，

可動域制限が問題となることがある．われわれ

は症例によりKaarelaらが報告した関節形成術を

行っており，その治療成績と問題点について検

討した．

【対象および方法】当科で2009年以降に母指CM

関節症に対しKaarela法を施行した9例9関節を対

象とした．男性1例，女性8例，手術時平均年齢

64歳，術後平均観察期間22カ月で,Eaton分類で

はstage2:1関節,stage3:5関節,stage4:3

関節であった．手術は大菱形骨を摘出後,APL

の遠位有茎の半裁腱をFCRに2-3回巻き付けたう

えで第1中手骨基部の骨孔へ通し，腱断端を中手

骨骨膜とAPLに縫合固定した．評価項目は瘻痛，

可動域，ピンチカ，単純X線像とした．

【結果】瘻痛は全例において消失または軽減し，

可動域は掌側外転が術前平均54.から術後79｡，

僥側外転が術前43.から60°へ有意に改善した．

ピンチカは術前2.4kgから術後3.1kg(対側比

77％)へ増加したが有意差はなかった．単純X線

評価では全例で第1中手骨のproximalmigration

を認め，第1中手骨/舟状骨間距離は術直後平均

6.7mmから最終4.4mmと有意に短縮していた．

【考察】大菱形骨全切除を行った場合には

interpositionや靭帯再建の有無に関わらず，第1

中手骨のproximalmigrationが生じたとの報告

があり，今回の検討でも全例で術直後より平均

22mmの短縮が認められた．また今回の結果は

諸家に報告された関節形成術とほぼ同様の結果

であったが，日常生活動作におけるピンチ動作

の愁訴を訴える症例も認められた．ピンチ時に

第1中手骨には長軸方向へのストレスがかかるた

め，母指列の短縮により十分なピンチカが得ら

れない可能性も考えられ，手術適応を慎重に検

討する必要がある．
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Kaarela法による母指CM関節形成術の
成績

AbductorPolncisLongusTbndonInterposition

Arthroplasty(Kaarela)fbrtheFirstCarpometacarpalJoint

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，

森実圭，松井裕帝

【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】対象：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ケ

月間は副子で夜間固定．訓練：術後3週から瘤痛

にあわせ使用検討項目：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,術後X線の変化．

【結果】手術時間: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.．

握力：平均63.8%→93.6%・ピンチカ:Tip74.9

％→85.1%,Key81.8%→87.2%.瘻痛：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7

0.4→3カ月60.0→6カ月32.8→最終17.l.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カ月で

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tendonsuspension
plasty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．

1-5-33

母指CM関節症に対するBurton-

Pellegrini法の成績
Burton-PellegriniProcedurefbrOsteoarthritisofthe

ThFapeziometacarpalJoint

近畿大学医学部整形外科

○大谷和裕，冨山貴司，福田寛二，

浜西千秋

【目的】母指CM関節症は50歳代の女性に比較的

多く発生する関節症で，中手骨の内転変形や瘻

痛のためピンチ動作の障害をきたす．当科では

可動域の温存を図る目的でBurton-Pellegrini法

に準じたligamentreconstructionwithtendon

interposition(LRTI)を選択している．今回，当

科で施行した本法の治療成績につき検討した．

【対象および方法】2005年よりLRTIを施行した症

例は18例である．全例女性で手術時年齢は34歳

から74歳，平均58歳であった．右手8例，左手10

例である．臨床評価として握力，ピンチカを，

ADL評価を日手会DASHを用いて比較検討した．

また，経時的なX線学的変化の検討を行った．

【結果】瘻痛は軽減し,CM関節の可動性は術前

外転13度，内転15度，掌側外転12度，掌側内転

14度から術後外転24度，内転16度，掌側外転26

度，掌側内転13度と外転角度と掌側外転角度は

術後改善したピンチカは術前健側比40％から

術後健側比90％に，握力は健側比で術前49％か

ら87％に増加した.X線学的に大菱形骨摘出後

のスペースは術後6カ月まで徐々に減少したがそ

の後は変化を認めなかった.DASHスコアは術

前55点から16点まで改善した．特に瘻痛軽減に

よりADLの改善が得られていた合併症として

術後一過性僥骨神経浅枝障害3例に認めたが保存

的に軽快した．

【結論】CM関節に対しては骨切り術,関節固定術，

様々な切除関節形成術が行われている．しかし，

女性の場合は関節固定術により可動域が減少す

ることは家事を含めたADL障害の原因となりう

る．このため，当院では可動域の温存を目指し

CM関節形成術を行っている．術後瘻痛の改善，

ピンチカの増加，重労働以外のADLの改善が得

られ満足のいく結果が得られた．
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1-5-34

PIP関節背側脱臼骨折・関節内骨折における

DDA-2創外固定を用いた治療成績と治療戦略

SurgicalStrategyfOrFractureDislocationofPIPJoint

UsingDDA2ExtemalFixator

'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

リハビリ科

○浜田佳孝1,日比野直仁1,殿谷一郎l,

山野雅弘2，里浦雅也3

【目的】PIP関節背側脱臼骨折・関節内骨折におい

て,多少の関節面の間隙や段差の残存は許容され

る.一方,亜脱臼残存例の予後は不良で,PIP関節

における同心性の関節運動の整復が重要と考え

られる.本発表では我々の牽引型創外固定(以下

DDA-2)を使用した治療成績を基に,成績不良例

などから考えた治療戦略を述べた

【方法】当院でDDA-2をPIP関節背側脱臼骨折(以

下A群）・脱臼を伴わない関節内骨折(以下B群）

に使用し，治療成績を検討した.頻度のまれな

PIP関節掌側脱臼骨折は,3例の経験があるが,い

ずれも軸圧損傷による陥没骨片がなく,PIP関節

背側の中央索付着部を修復するのみで安定型と

判断でき，創外固定は使用していない.対象症例

は22手で内訳はA群15手：平均年齢36歳,受傷か

ら手術9日,DDA2装着期間36日,B群7手：同33歳，

3日，34日であった.手術方法は,極力経皮的に整

復と固定を試みた.不充分な場合にのみ観血的に

掌側で進入し整復と内固定を追加した．

【成績】術後平均12週の評価で自動可動域はPIP

関節（伸展/屈曲A群10/95TAM85,B群10/90

TAM80),DIP関節(伸展/屈曲A群5/75TAM70,

B群15/90TAM75)と,2群間で差はなく良好な成

績が得られた.成績不良例の特徴は,1.既に手術

を受けていた例,2.陥没や粉砕の強い症例で直視

下整復の際,骨移植内固定力等の不足があった

例,3.DDA2の装着期間が短かった例,4.背側脱

臼で伸展制限を設けた例の伸展制限残存例が挙

げられた．

【結論】本手術では,同心性の関節運動の獲得が重

要で,背側脱臼骨折では脱臼整復pinを追加して

可動域制限を設けない，中節骨基部掌側の骨性支

持の修復・再建が最重要で同部に重度の欠損が

生じる際には初回から骨軟骨移植に備えておく

必要がある．症例によっては8週程度の長期の牽

引型創外固定の併用が有用で，これにより関節の

修復が促進されると考えられた．

1-5-35

陥没骨片を伴ったPIP関節背側脱臼骨折

に対する側方アプローチ：動的創外固定

と牽引ギブス固定の比較

LateralApproachfbrFractureDislocationofProximal

InterphalangealJointAccompaniedwiththeDepressed

Fragment:ComparisonofDynamicExtemalFixation
withCastlmmobilizationwithTraction

名古屋披済会病院整形外科

○矢崎尚哉，矢島弘毅，木野義武，

渡邉健太郎

【目的】1987年に木野らが報告したように，陥没

骨片を伴ったPIP関節背側脱臼骨折に対して当院

では側方アプローチによる観血的整復術を行っ

てきた.2009年までは牽引を加えたギプス固定

を行い，3週後からPIP関節の運動を行っていた．

2009年以降は動的創外固定を使用して早期運動

を行った．後療法による術後成績を検討した．

【方法】1998年から2011年の14年間に当院で観血

的治療を行った陥没骨片を伴った軸圧型PIP関

節背側脱臼骨折19例20指を対象とした．側方ア

プローチにより側副靱帯を基節骨側付着部から

切離して関節を展開した．関節面を整復し自家

骨移植を行い鋼線で固定した．側副靭帯の縫合

は12指にプルアウト法を行い,8指にはアンカー

を使用した．その後,10指は中節骨に挿入した

鋼線とギプスに装着した鋼線との間をゴムで牽

引した(以下，牽引ギプス群)．それ以外の10指

に動的創外固定を追加した(以下，創外固定群)．

創外固定の内訳はpinandrubbertraction2指

CompassPIPHinge2指,DDAII6指であった．

【結果】PIP関節の屈曲は牽引ギプス群60～105。

(平均91｡),創外固定群95～105｡(平均100｡).伸

展は牽引ギプス群-40～0｡（平均-13｡)，創外固定

群-35～0｡（平均-11｡).DIP関節の屈曲は牽引ギ

プス群6～85｡(平均58｡)，創外固定群40～84｡(平

均62｡)．伸展は牽引ギプス群-30～0｡（平均-69),

創外固定群-5～0｡(平均-05｡)．

【考察】PIP関節屈曲は牽引ギプス群に成績不良例

が2指あったが，創外固定群は全例が95度以上で

良好だった.PIP関節伸展は両群ともに良好とは

言えず，半数の症例に10°以上の伸展制限を残し

た．動的創外固定を使用することにより,PIP関

節屈曲は満足すべき結果が得られたが，半数の

例にPIP関節伸展制限が残り，今後改善が必要と

考えられた．
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PIP関節脱臼骨折におけるDDA創外固定

術の問題点一手指変形を中心に一

PostoperativeFingerDefbnnitywithDDAExternal
FixationinPIPJointFracture-dislocation

濁協越谷病院整形外科

○木村和正，佐野和史，橋本智久，

大関覚

【はじめに】PIP関節背側脱臼骨折粉砕例に用いた

DDA創外固定の合併症や問題点を検討した．

【対象・方法】対象は関節面の30%以上の骨折と

陥没骨片を有するPIP関節背側脱臼骨折例で，

DDA創外固定単独で治療を行なった7例．受傷

時平均年齢は33歳，受傷から手術までの期間は

平均6.6日，平均創外固定装着期間は6.2週だった

手術は徒手整復の後DDA創外固定を装着，もし

整復位が不良であった場合には観血的整復術を

考慮したIP関節可動域,Strickland法に準じた

臨床成績評価，合併症や経過中の手指変形の出

現,pin刺入部位について調査した平均経過観

察期間は11か月．

【結果】平均PIP関節伸展0.屈曲94｡,平均DIP関

節伸展-8.屈曲74.．最終調査可能であった5例に

おける臨床成績評価はexcellent4例,fairl例．合

併症は感染徴候等無かったものの，4例で創外固

定装着以降swanneckが出現していた．整復pin
刺入を要した5例中3例が中節骨近位骨幹端部に

刺入され，その3例全例でswanneckを呈してい

た．

【まとめ】今回整復pinの中節骨近位刺入例では

swanneckを認め，一方遠位刺入例ではPIP屈

曲傾向を示した．本法の有用性に関しての報告

はあるが，その至適pin刺入部位はPIP関節回転

中心に刺入される近位pin以外明らかではない．

Pin刺入以外のswanneckを回避するために考慮

するべき点はPIP関節過伸展を来さない牽引量調

節や創外固定抜去後のPIP過伸展に応じたスプリ

ント装着，早期の分離的なDIP関節可動域訓練

からFDP腱，側索の癒着を回避する事等は肝要

と思われる．

1-5-37

手指骨骨折に対する注射針キャップを用

いた創外固定法

ExtemalFixationofMetacarpalandPhalangealFractures

UsingNeedleCapS

中通総合病院整形外科

○成田裕一郎，千馬誠悦，野口英明

【はじめに】骨の高度の粉砕や骨欠損を伴う手指

骨骨折では，骨折部の安定性の獲得に難渋する

ことがある．また，軟部組織の挫滅や汚染を伴

う場合には，感染が危倶されることから内固定

法の選択に迷うこともある．我々は軟部組織損

傷や骨の粉砕を伴う手指骨骨折に対して，安永

らが報告した注射針キャップを用いた簡便な創

外固定法を用いて治療を行ったので報告する．

【対象と方法】症例は19例23指で,男15例,女4例，

平均年齢49.5歳(25～74歳)．右9例，左10例で，

罹患指は母指2，示指9，中指6，環指3，小指3で

あった．骨折部位は中手骨3，基節骨10,中節骨

11,末節骨lで,MP関節内骨折が1,PIP関節内

骨折が11,DIP関節内骨折が5であった．全例高

度の粉砕を伴う骨折で，開放骨折が21指であっ

た固定範囲は骨の粉砕部位と軟部組織の損傷

範囲により決定し,MP,PIP,DIP関節のいず

れかを固定した例が7例8指であった．創外固定

は片側のみの設置とし，損傷部をはさんで近位

遠位の骨にそれぞれ2～3本のl.0ないし1=2mmの

Kirschner鋼線(以下K鋼線)を，注射針キャップ

を通して刺入し固定した．創外固定の装着期間

は平均40.2日(8～81日）で，経過観察期間は平均

12か月であった

【結果】全例で骨癒合が得られ，鋼線の切損や骨

折部の再転位を生じた例はなかった．関節損傷

や腱断裂のなかった5指の%TAMは平均90%で

あった．二期的に骨移植やプレート固定，関節

固定などの再手術を行った例が3例あった．ピン

刺入部の感染が1例にみられた．

【考察】本法はK鋼線の刺入方向や太さの選択，

創外固定の設置位置が自由に選択できる利点が

あり，スクリュー刺入やプレート設置が困難で

K鋼線のみでは固定力が不十分な例や，骨欠損

があり短縮が危倶される例，軟部組織の挫滅や

汚染を伴った例に対して有用であると考えられ

た．

-S101-



1-538

手指基節骨基部関節内骨折に対して創外

固定器を用いた治療
TreatmentoflntraarticularFractureoftheProximal

PhalanxBasewithExtemalFixation

板橋中央総合病院

○岩城啓修，菊田敬三

【目的】不安定な基節骨基部関節内骨折の治療は，

経皮的鋼線固定術や観血的固定術固定術が行わ

れてきたが,固定性,侵襲の問題点が認められる．

今回我々は全長40mm,重さ9gの小骨用創外固

定器TINYu以下TINY)を用いて基節骨基部関

節内骨折を治療し，骨癒合傾向と比較的良好な

可動域が得られたため報告する．

【方法および対象】基節骨基部関節内骨折に対し，

透視下で整復を行い整復位の保持が困難であっ

た症例に対してTINYを用いた．手術手技は，

1=2mmの鋼線を基部骨片に1本または2本を刺入，

次に基節骨体部から頚部にかけ同様に2本刺入，

クランプを装着し牽引を加え固定した．可動域

訓練は手術当日から開始TINYは6週間で抜去

した．対象はTINYを用いて治療し術後5カ月以

上経過観察した3例とした．内訳は男性2例，女

性1例，全例右，受傷時年齢は57才から74才(平

均63才)，原因は転倒2例，スポーツ外傷1例，患

指は全例小指であった．既往歴は人工透析1例，

パーキンソン病l例，患指に観血的整復固定術を

行った患者1例であった．

【結果】全例骨癒合傾向が認められ，感染は認め

られなかった既往歴にパーキンソン病があっ

た患者はTINY装着中に再び転倒した.MP関節

の可動域は伸展10.から20｡(平均13｡)屈曲70.か

ら90｡(平均80｡)とほぼ満足行く結果が得られた．

【考察】創外固定器は指骨などの小骨に対しては

コンパクトなものが少なく関節固定を余儀なく

されての関節拘縮や，重さによる患者に不便を

感じさせる等の欠点により，他の治療法に対し，

利点を生かしにくかった.TINYはこれら欠点を

改善することで，創外固定器の低侵襲で十分な

固定性が得られるとの利点により早期運動が可

能となり比較的良好な可動域と骨癒合が得られ

たと思われた．

1-5-39

手指関節周囲骨折の術後可動域を予測す

る因子の検討

PredictorsofthePostoperativeRangeofFingerMotion

fbrComminutedHandandFingerFracmresTreatedwith
aTitaniumPlate

'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,面川庄平l,赤羽学2,

中野健-･1,田中康仁】

【目的】治療に難渋する手指関節周囲粉砕骨折に

対し，我々は強固なプレート固定と早期運動療

法により，良好な可動域の獲得を目指してきた．

術後の手指可動域の予後不良因子は数多く報告

されているものの，どの因子が最も重要である

かは不明である．今回，前向きコホートに対す

る多変量解析を用いて，重要な予測因子を解析

した．

【方法】2002年から2009年までに，指節骨および

中手骨関節近傍粉砕骨折に対してチタンプレー

ト固定を行い，経過観察期間が1年以上経過した

72例を対象とした．最終観察時における受傷指

のtotalactivemotion(%TAM)を目的変数とし

て，患者因子(年齢,性別，利き手)，骨折因子(骨

折部位；中手骨/指骨，関節内骨折の有無，軟部

組織損傷の合併)，手術因子(プレート設置位置；

側方/背側，手術待機期間)から合計8つの予測因

子を選択し，これらを説明変数として単回帰お

よび重回帰分析で評価した．

【結果】患者の内訳は平均年齢37歳(12～80歳),

男性62例，利き手の受傷43例，指骨骨折49例，

関節内骨折30例，軟部組織損傷合併23例，プレー

ト側方設置42例，平均手術待機期間7.6日(0～

40日）で，術後平均%TAMは83%(43～100%)で

あった．ステップワイズ法による重回帰分析で

は，骨折部位(6=-0.388,p<0.001),年齢(β＝

-0.339,p<0.001),軟部組織損傷(6=-0.296,p=

0.002)が有意な予測因子であり，3つの因子を含

むモデルの決定係数は46.3％であった．

【結論】手指関節周囲粉砕骨折に対するチタンプ

レート固定術後の手指可動域の予測因子は，骨

折部位，年齢，軟部組織損傷であった．本研究

結果から，高齢者の軟部組織損傷を含む指骨骨

折においては，若年者に比較し術後可動域の低

下する可能性があるため，慎重な術式の選択と

十分な後療法が必要と考えられる．
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1-5-40

手指基節骨単穎部骨折の治療経験
TTeatmentofUnicondylarFracturesoftheProximal

PhalanxoftheFinger

'愛知厚生連海南病院整形外科，2尾張温泉リハ

ビリかにえ病院，3徳重整形外科

○勝田康裕1,関谷勇人l,西源三郎2,
土屋大志3

【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

手指指基節骨単穎部骨折ll例ll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1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pinningl,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，

l例は4本で固定した．経過観察期間は2ヵ月から

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】全例骨癒合し，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】手指基節骨単穎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miniplate,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

pinning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，転位のある

症例には観血的手術を選択しmultiplepinning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

pinning,不能ならopenreductionとすることを

推奨する．

1-5-41

手指の関節内骨折に対するプロファイル

スクリュー固定の成績

ClinicalResultsoflnternalFixationUsingProfileScrew

fbrhtra-articularFracmreoftheFinger

泉整形外科病院手肘スポーツ

○加藤義洋，高原政利，根本忠信

【目的】手指の関節内骨折に対して,pull-out縫合

やピンニング等の手術が行われているが，良好

な固定性が得られないことがある．今回演者ら

はプロファイルスクリューを内固定に用いて良

好な成績を得たので報告する．

【対象と方法】連続する3年間に手指の関節内骨折

19症例に対してプロファイルスクリューを用い

て骨接合を行った6週以上経過観察可能であっ

た15例を対象とした男性12例，女性3例，手術

時年齢は15から65歳(平均33.6歳）であった．母

指IP関節内骨折がl例,母指CM関節内骨折が2例，

DIP関節内骨折が5例,PIP関節内骨折が4例及び，

MP関節内骨折3例であった．全例に関節内骨折

の転位がみられ観血的整復術にプロファイルス

クリューを1から2本用いて固定を行った．外固

定はOから4週(平均1.5週)間行った．経過観察期

間は6から37週(平均17週)であった．これらに対

し骨片転位の有無骨癒合の時期，痛みの残存

や可動域制限及びその他の合併症について調査

した．

【結果】骨転位が2例で確認され，1例で外固定の

追加，1例で再手術を行った．骨癒合は7から11

週(平均8週)で得られた．軽度の痛みの残存が4

例，可動域制限が5例，知覚障害が2例，関節腫

脹がl例，スクリュー突出のため抜釘が必要だっ

たのがl例であった．

【考察】Pull-out縫合やピンニングよりもプロファ

イルスクリューは小骨片に圧迫力を加えられる

ので固定性に優れており外固定期間が平均1.5週

と短く，早期関節運動が可能であった．骨癒合

も良好であった．ただし骨片転位を生じた2例は

いずれもマレット骨折であり，マレット骨折は

ピンニングや外固定といった追加処置が必要で

ある．

【結論】プロファイルスクリューは小さな関節内

骨折の固定に有用である．
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1－61

小児指節骨遠位部の骨折型に対する検討

TTeatmentofDistalPhalangealFracturesinChildren

ハンズ高知フレッククリニック

○中島紀綱，貞廣哲郎

小児指節骨の骨端線は中枢にのみ存在し，末

梢の指節骨頭･頚部(Phalangealhead&neck)

には存在しない．今回これまでの骨折型では

分類できないPhalangealobliquehead&neck

fractureを提唱し検討をおこなった．対象は1995

年9月以来手術を行った受傷時年齢15歳以下の手

指骨折40例42指である．受傷部位は関節損傷34

指，骨幹･骨幹端損傷8指であった．関節を含ま

ない骨折分類にはBartonの分類ではphalangeal

neckfractureにはtransversefractureがあるが，

obliquefractureは存在しない．Londonの提唱

するIntercondylarfractureの分類や,Weissの

Unicondylarfi･actureの分類があるが，いずれも

穎部を通過するobliquefractureである．今回の

症例ではObliquehead&neckfractureと診断し

たものは5指であったPhalangealneckfracture

は4指で,Obliqueと診断した2指に本症を否定

できなかった．またIntercondylarfractureは4

指と診断したがObliqueの中の2指に本症を否定

できなかった.Obliquehead&neckfracture

かtransversephalangealneckfractureか判別

が困難なものが1指あった．変形に特に関係の

深い受傷部位を挙げると，骨頭・頚部が20指あ

り，うち指節骨骨頭・頚部は16指であった．小

児の指節骨末梢両側の靭帯に同時に強力な外力

が加わると，靭帯に負けneckfractureが生じる

と思われる．一方，斜め長軸方向のストレスで

はIntercondylarfractureやUnicondylarfracture

にもなろうが，より長軸方向の場合には穎部は

骨折せず片側の靭帯が骨幹端側に付着して残り，

骨頭との間に骨折が生じて，関節内骨折となり，

もう一方は関節外骨折になるような，我々のい

うObliquehead&neckfractureが生じる可能性

が考えられる．

1－62

手指末節骨骨折の治療成績

ClinicalResultsoftheDistalPhalangealFracturesinthe
Hand

札幌東徳洲会病院整形外科

○畑中渉，橋本功二

【目的】手指節骨骨折の中で比較的頻度の高い末

節骨骨折に対し，遷延治癒・偽関節を発生させ

ない治療方針について第47回．50回の本学会に

て報告した．この治療方針に従い加療した治療

成績について報告する．

【方法】2003年から2011年までに演者が直接治療

を行い,12週以上経過観察が出来た52指(うち開

放骨折は13指)を対象とし，骨折形，受傷原因，

受傷機転，治療方法，成績を検討した平均経

過観察期間は18.9週であった．

【結果】骨折型は粗面部22指，骨幹部ll指基底

部18指，粗面部骨折と基底部骨折の重複骨折が

1指．一般外傷21指，労災での損傷19指，スポー

ツ外傷10指，交通外傷2指であった．受傷機転は

重量物による圧挫と打撲がそれぞれ24指と最も

多く，切断が2指，不明が2指だった．保存療法

を33指(粗面部が20指，骨幹部が3指，基底部が

10指）に，骨接合を19指(粗面部が2指骨幹部

が8指，基底部が8指粗面部と基底部の重複が

l指)に行った．骨接合術後ゆるみが生じ，再度

骨接合を施行した症例が1指あった．偽関節と

なった2指を除いて，平均10.4週(5～25週)で骨

癒合が得られた．保存療法例は平均11.0週(6～

18週),骨接合例は平均9.8週(5～25週)であった

圧痛残存を6指に，爪甲変形残存を3指に，可動

域制限の残存を5指(うち骨幹部骨折のl指は著し

い制限)に認めた．

【考察】末節骨骨折の遷延治癒・偽関節発生率は

約15～25％とされているが，今回の検討では4％

と低く抑えられることが出来，治療方針の有効

性が示された．骨癒合までの期間が一般的に長

いことを認識してもらった上，粗面部骨折に対

しては装具を利用した保存療法を，骨幹部・基

底部骨折に対しては転位の程度により強固な骨

接合を行うか装具を利用した保存療法を選択す

ることが重要である．

-S104-



1－63

マレツト骨折を除く手指末節骨骨折の

治療経験

TiFeatmentofDistalPhalangealFracmreswithoutMallet
Fracture

駒沢病院整形外科

○ 高 野勇人，吉川泰弘，別所祐貴

【はじめに】日常診療で比較的多く経験する手指

末節骨骨折は,受傷時の指の状態や治療法によっ

て機能的予後は大きく影響されてくる．今回手

術治療を行ったマレット骨折を除く手指末節骨

骨折に対して，症例の背景，治療成績および術

式を検討したので報告する．

【対象と方法】当院および一部関連病院にて手術

治療を行った，マレット骨折および骨欠損を伴

う挫滅や切断を除く手指末節骨骨折20例20指を

対象とした．男性13例，女性7例で受傷時平均年

齢43歳(15～68歳)，右10指，左10指受傷指別

では母指，環指，小指の順で多かった．受傷機

転はスポーツ8例，転倒6例，打撲3例，圧挫2例，

咬傷l例で，骨折型は臼井の分類で粗面部2指(骨

幹部骨折を合併)，骨幹部12指(うち基部骨折を2

指合併)，基部6指で粉砕は2例であった．固定材

料は鋼線16例,miniscrew4例であった．

【結果】全例で骨癒合が得られたが，骨幹部骨折

の1例で骨癒合が遷延化し追加手術を要した．骨

癒合期間は平均2.7か月(1～5か月）であった．合

併症は1例でCRPS様症状をきたした．

【考察】手指末節骨折の中ではマレット骨折が最

も多く，石黒法を基本とする術式が確立されて

いる．しかし，その他の手指末節骨骨折は骨折

型に応じて手術法，固定材料を考える必要があ

る．鋼線固定は操作が容易であり，粉砕骨折例

では伸展および屈曲block効果も利用できるなど

の利点を有する．しかしながら，小さな末節骨

では鋼線の刺入長が短いため，術後早期に鋼線

の緩みを生じ骨癒合が遷延化する可能性がある．

その対策としてminiscrewを使用した結果，固

定力の増加，皮下留置が可能などの面で有用な

方法と考えられた．今後はさらに骨折型に応じ

た安定した固定法を検討していく必要があると

考えられた．

1－64

末節骨骨折に対するビンニングの検討

K-wireFixationfbrDistalPhalanxFractureoftheFinger

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

【目的】末節骨骨折に対してピンニングを行う必

要がある場合,DIP関節ごと骨折部を固定した

方がよいのか，関節面は貫通しない方がよいの

か，疑問が残る．今回,DIP関節ごと骨折部を

固定した場合(以下，固定例）とそうでない場合

(以下，非固定例)について比較検討してみた．

【対象と方法】対象は,2007年4月1日から2011年7

月31日の期間に，当院でピンニング手術を行っ

た末節骨開放骨折症例とした．ただし，中節骨

骨折などの他部位の骨折を伴う例，腱断裂を合

併例，再接着(血行再建)例，マレット骨折例は

除外した．対象となったのは18名20指で，平均

年齢50.7歳，男12指，女8指であった．検討項目

は,骨癒合期間，ピン感染の有無偽関節の頻度，

DIP関節可動域としたなお，骨癒合期間は抜

釘までの期間とした．

【結果】固定例は9指で,非固定例は11指であった．

骨癒合までの期間は，固定例49.1日，非固定例

60日であった．ピン感染率は固定例33.3％，非固

定例27.2％で，偽関節率は固定例22.2％，非固定

例272％であった．なお，偽関節例には骨移植

などを行い，最終的に全例骨癒合が得ることが

できた．最終的なDIP関節の平均関節可動域は，

固定例が伸展-13.1｡,屈曲48.4.で，非固定例は伸

展-16.,屈曲55.2.であった．偽関節例を除くと，

固定例は伸展-13.4｡,屈曲57.8.で，非固定例は伸

展2.4.,屈曲54.5.であった．

【考察】骨癒合までの期間が,固定例の方が短かっ

たことは，骨折部分が強固に固定されるためと

推測される．また，固定例の方が最終的な関節

可動域の伸展不足角が大きくなったことは，関

節へのピン刺入による関節拘縮とそれに対する

リハビリによる影響の可能性が考えられた．
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1－65

腱性マレット指に対する保存的治療の

検討

ConservativeThfeatmentofMalletFingerofTbndonOrigin

いまむら整形外科医院

○今村宏太郎

【目的】腱性マレット指に対しては保存的治療を

選択することが多いが，成績不良の症例も少な

からず存在する．そこで，今回その保存的治療

の成績，問題点などについて検討したので報告

する．

【対象】過去10年間に保存的治療を行った腱性マ

レット指のうち，初診時のDIP関節の伸展不足

角が明らかで3カ月以上経過の追えた80例80指を

対象とした．男52例，女28例，年齢は平均44.3

歳(10歳～86歳),示指2例・中指16例･環指39例・

小指23例であった．受傷より初診までの期間は

平均6.1日(O日～35日)で，初診時のDIP関節の伸

展不足角は平均35.5｡(10｡～65｡),外固定期間は

平均6．0週(3.0週～9.0週),経過観察期間は平均

6.1カ月(3カ月～8年11カ月)であった．

【方法】成績の判定には蟹江の評価法(1983)を用

いた．また，成績と年齢，初診時のDIP関節の

伸展不足角の関係について検討した．

【結果】予後調査時のDIP関節の屈曲は平均69.4。

(25｡～100｡)，伸展は平均-9.7｡(0｡～-40｡),優

32例，良23例，可20例，不可5例であった．年代

ごとの優・良・可・不可の症例数は，19歳以下：

9例・2例・2例．O例，20歳～39歳:8例・5例・4例．

O例，40歳～59歳：12例．11例・9例・2例，60歳

以上：3例・5例・5例・3例であった．初診時の

DIP関節の伸展不足角ごとの優・良・可・不可の

症例数は，20.未満：3例・4例･0例･0例,20。

～40.未満:14例・10例･6例･2例,40｡～60.未

満：15例・8例・13例・2例，60.以上：0例．l例・

'例・1例であった．

【まとめ】優・良の割合は68.8％と過去の報告と

ほぼ同じであったが，年齢が上がるほど，また

初診時の伸展不足角の大きいものほど成績が劣

る傾向にあった．従って，中高年で初診時の伸

展不足角の大きい症例ではとくに注意を要する．

1－66

Malletfingerの治療成績に対する評価
方法の検討
TheEvaluationMethodoftheTreatmentfbrMallet

Fingers

'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，

大川淳2

【はじめに】Malletfingerに対する治療方法は，

装具などの保存療法や各種の手術療法など様々

な治療が行われている．多くの治療方法が報告

されているからこそ，その治療成績の評価方法

は重要である．しかし，その治療成績に対する

評価方法は国内と国外で異なるものが用いられ

ていることが多い.Malletfingerの治療成績に

対する評価方法について調査し，その問題点を

考察した．

【対象】2006年～2011年に日本手外科学会雑誌に

掲載されたMallet6ngerに関する原著論文にお

いてその評価方法を調査した．また，同様に

2003年～2010年にJournalofHandSurgery(A)

(E)に掲載されたMalletfingerに関する原著論文

においてその評価方法を調査した．

【結果】日本手外科学会雑誌に掲載された16本

のうち，蟹江の評価がll本，蟹江の評価と

Crawfordの評価の併用が3本,Crawfbrdの評価

が1本であった．JHSに掲載された11本のうち，

Crawfordの評価が8本,WarrenandNorrisの評

価とCrawfOrdの評価の併用が1本,Warrenand

Norrisの評価が1本,AbounaandBrownの評価

が1本であった．

【考察】国内では慣例的に蟹江の評価によって検

討されていることが多かった．しかし国外で主

に用いられているCrawfbrdの評価を併用すると

治療成績の評価に大きな差異を生じることをし

ばしば経験する.1983年蟹江らによって報告さ

れた評価方法は，伸展不足角に重点が置かれて

おり，屈曲角度については40度未満でも「優」と

なりえる．また,CrawfOrdの評価では痛みに関

する評価項目があるため，蟹江の評価で｢優｣で

あってもCrawfOrdの評価で｢poor｣となる症例も

ありえた.Malletfingerに対する治療成績は近

年向上しているため，その評価方法も重要であ

ると考えられた．
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1－67

フック付きプレートを用いた骨性槌指の
治療

TreamentofBonyMalletFingerbyHookedPlate

三豊総合病院整形外科

○阿達啓 介

【目的】骨性槌指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．フッ

ク付きプレートを作成し骨性槌指の治療に用い

その治療成績を報告する．

【方法】プレートはベアメデイック社に依頼し2

種類(short:5.25mm,long:6.45mm)作成した(販売

元：日本メデイカルマテリアル)．皮切はUもし

くはY字状とし爪母を損傷しないように母床と

なる末節骨部分は骨膜下に剥離を行った．終止

伸腱の付着する骨片の両端を確認しプレートの

フックを，骨片の中央に引っ掛け末梢の健常部

にシンセス社製l.3mm裸子を用い固定した．

【対象】対象は6例で年齢は12歳～49歳であった

男性4例，女性2例である．受傷から手術までの

期間は4日から6週であり術後経過観察期間は2～

6ヶ月であった．

【結果】全例で骨癒合は得られた.DIP可動域は

全例で50.以上が得られたが受傷から手術まで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が他の4症例では伸

展不足角は10.未満であり優2例,良3例となった．

一過性の爪変形(pauseline)を4例に認めた．

【考察】本法の欠点として過半数に一時的ではあ

るが爪の変形を認めた．一時的，永続的な爪の

変形を防止するためにより愛護的な剥離操作が

必要である．しかし我々の方法では完全な内固

定が故に得られるメリットも大きく早期より水

仕事も可能であり，日常生活やスポーツへの復

帰が可能である．

1－68

骨性マレツト変形に対する石黒変法

一伸展位固定の有用性について一

TreatmentofMalletDefbrmitybyModifiedlshiguro
Method-ThelmportanceofExtensiveFixation-

浜松赤十字病院整形外科

○荻原弘晃牧野絵巳，宮城道人

【背景】骨性マレット変形に対する石黒法は有効

な方法であり，低侵襲で良好な骨癒合が得られ

る．しかしDIP関節を屈曲位で固定するため，

術後に屈曲拘縮が残存する症例もみられる.我々

は背側骨片への鋼線刺入を追加する石黒変法に

て治療を行っているが，固定性が良好であるた

め,DIP関節をより伸展位に固定するように意

識している．

【目的】当院で治療した骨性マレット症例につき，

DIP関節の固定角度と術後可動域の関係を検討

したので報告する．

【対象および方法】2005年から2011年に当院で治

療を行った骨性マレット症例は51例52指であっ

た．このうち6週以上経過観察可能で，最終伸展

角度が確認可能であった42例43指を対象とした．

年齢は12～73歳で平均年齢は31.5歳であった．

受傷から手術までの期間は0日～103日（平均19.9

日）であり，陳旧例も対象とした．手術法は石黒

変法で行い，抜釘までの期間は平均36.2日であっ

た．観察期間は平均80.4日であった．

【結果】43指中42指で癒合が得られた．手術時の

DIP関節固定角度は平均伸展1度であった．最終

評価時伸展角度は-6.2度であった．固定角度と伸

展角度は有意に相関していた．このうち最終伸

展角度が-5度未満の症例は13指であり，手術時

DIP関節固定角度は平均伸展-3.8であった．最終

評価時伸展角度が-5度以上の症例は30指で手術

時DIP関節固定角度は平均伸展3度であった．ま

た，前者の伸展不良例は平均年齢が42.9歳であ

り，後者の26.6歳に比べ高年齢であった．

【考察】本研究では手術時固定角度と最終伸展角

度は相関しており，手術時の伸展位固定は伸展

角度の改善につながる可能性がある．しかし伸

展不良例は高年齢でもあり，諸家の報告と同様

に年齢も成績不良の要因になると考える．

【結語】石黒変法での伸展位固定は，伸展可動域

を改善させる可能性がある．
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1－69

骨性槌指に対する新たな創外固定器の

開発

ExternalFixatorfOrBonyMalletInjury

東京大学医学部整形外科・脊椎外科

○三浦俊樹宮本英明，森崎裕，

上原浩介

骨性槌指に対する石黒法は有用であるが，骨

片の背側回転を矯正しにくい場合があること，

DIP関節固定ピンの刺入が難しいことなど手技

に習熟を要する．

【目的】骨性槌指に対する簡便な手術法を開発す

ること．

【対象と方法】背側骨片に対する伸展ブロックピ

ンと末節骨を固定する2本のピンを連結する創外

固定器をエムイーシステムと共同開発した．整

復時に背側骨片の回転を抑えるため創外固定器

に骨片背側面を圧迫するピンを装着することも

できる．末節骨固定ピンは関節外で立体的に骨

を固定するため．石黒法におけるDIP関節固定

ピンの刺入は不要である．この創外固定器を連

続する6例の骨性槌指手術に使用した．対象は全

例男性(15-67歳中指4例，環指2例).受傷から

手術までの期間は8日から78日(平均24日)であっ

た．術後成績を蟹江の評価基準を用い評価した．

また，手術中のピンの刺し直し回数，術後の関

節症性変化の有無を検討した．

【結果】伸展ブロックピンは2例で各1回刺し直した

が，末節骨固定ピンの刺し直しを必要とした症例

はなかった．骨片の背側回転が残存した例はな

かった創外固定装着期間は4週から7週,X線上

の骨癒合確認までは5-11週であった．画像上関節

面の適合性は非常に良く術後最終経過観察時点で

関節症性変化が生じた例はなかった．蟹江の評価

基準で優4例，可l例不可1例(陳旧例)であった．

【考察】この方法ではsplit-compressiontypeで背

側骨片が回転しやすい場合でも回転防止ピンに

より容易に良好な整復を得ることができる．ま

た,DIP関節固定ピンを刺入する必要がなく，

小さな関節軟骨面を手術により傷める危険を最

小限に止める利点もある．ただし長期の固定は

伸展不足を招くので注意を要する．

【結語】骨性槌指手術を簡便に行うための創外固

定法を開発した

1-610

手指の関節周辺骨折に対するminihook

plate固定法の治療成績
MiniHookPlateFixationfOrPeriarticularFractureof

Hand

'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順天堂医院整形外科

○長濱靖1，ミュラー中嶋理子1,富田善雅1,

楠瀬浩一2，有富健太郎3

陳旧性骨性マレット指にminihookplateによる

固定術が行われているが，早期に可動域訓練が

開始できるため，伸展制限が少ないなどの良好

な可動域を獲得できる．この術式はhookplate

の鉤状の爪とプレートが強固に剥離骨片を固定

できるため早期に関節運動を行うことが可能で

ある．この利点を用いて手指の関節周辺骨折に

も応用したのでその治療成績について報告する．

【症例】対象は術後3か月以上観察が可能であっ

た7例(男性5例，女性2例，平均年齢30,5歳).症

例の内訳は，骨性マレット4例(陳旧性l例)，中

手骨基部骨折1例,PIP関節開放性脱臼骨折1例，

末節骨粉砕骨折l例である．固定に用いるhook

plateはMartin社l.5mmminiplateを術中に作成
した．フック部はminiplateのスクリューホール

を半分の位置でカットし先端をヤスリで丸め，

約100度折り曲げて使用した．骨片を直視下に整

復し仮固定で刺入した1.1mm鋼線をガイドにス

クリュー固定した．術後は全例外固定を1週間行

い，2週目より積極的に自動運動を行った．

【結果】全例に骨癒合が得られ，感染・皮膚壊死

や爪の変形は認められなかった.PIP関節開放

性脱臼骨折のl例のみ軽度の伸展制限が見られた

が，その他は良好な可動域を得た.Crawfordの

評価基準ではexcellent5例,good2例であった．

【考察】Minihookplate法は，強固に剥離骨片を

固定できるため術後早期可動域訓練が可能であ

り，骨癒合に時間を要する陳旧例や偽関節例，

整復困難例に有用な術式であると考えられた．
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1-611

当院における骨性Malletfingerの手術治
療の成績不良例

TheResultofOperationfOrBoneMalletFingers
-ExaminationfbrPoorResponder~

'香川労災病院整形外科，2岡山済生会総合病院整
形外科

○佐藤亮三1,森谷史朗2

【目的】骨性Mallethngerに対しては一般的には

石黒法よる内固定が一般的である．非常に優れ

た方法であり新鮮例では第一選択される治療法

であるが，実際は整復やその保持が困難な場合

が少なからずある．今回当院での同方法を用い

た治療成績を評価し成績不良例を検討すること

で，今後の当疾患に対しての治療成績を改善す

ることを目的とした．

【対象と方法】2007年4月～2011年3月までに石黒

法を行い，術後の観察期間が2カ月以上のもの

を対象とした．全対象症例は36例で，男性25例

女性11例・平均年齢32.0歳(16-79歳）であった．

手術は全例石黒法にて行った．成績は，蟹江の

評価・X-pのStepoHについて評価を行った．さ

らに小西池分類による骨折型別に評価を行った．

【結果】DIP自動可動域は伸展-8.屈曲55｡であり

平均獲得可動域は47.であった．蟹江の評価では

優12例・良11例・可8例・不可5例であった．X-P

でのStepo丘は0.5mm未満11例･0.5以上1.0mm

未満16例．1.0mm以上9例であった．さらに小西

池分類別で評価をすると,Type3および4で蟹江

の評価およびX-PでのStepofの成績は明らかに
劣っていた．

【考察】加わる外力が長軸方向が主となるType3
および4では治療成績が劣っており，特にRotate-

compressionであるType4では圧倒的に他の

Typeと比較して成績が劣っていた．同Typeで

は整復は長軸により強い牽引力が必要となり，

また掌側脱臼傾向になることも多く，石黒法の

みでは対処が困難な場合が少なくないと思われ，

その際は石黒変法あるいは条件が良ければスク

リュー固定を用いて骨接合の手技を加えるべき

であると考える．当院での同疾患の治療成績は

決して満足するレベルではなく，以上の点を意

識して成績を改善すべく治療に取り組んでゆき
たい．

1-612

陳旧性骨性槌指の治療

TreatmentofChromcMalletFinger

'兵庫医科大学整形外科，2兵庫医療大学リハビリ

テーション学部

○常深健二郎l,田中寿--1,藤岡宏幸2,

高木陽平'，加藤洋規』

【はじめに】骨性槌指の手術治療は経皮的に鋼線

固定する石黒法が一般的である．しかし，受傷

から数週間以上経過している陳旧症例では，閉

鎖的に骨片を整復しようにも介在物があり整復

できないことが多い．我々は陳旧性骨性槌指に

対して骨折部直上に小切開を加え，骨折部を鋭

匙で新鮮化し，石黒法に準じる固定を行ってい

る．今回，その術後成績を報告する．

【対象と方法】対象は2003年1月から2011年10月ま

でに同法で行った陳旧性骨性槌指症例の15例(男

9，女6)で，平均年齢は25.7歳である．受傷か

ら手術までの期間は5週から16週(平均8.2週)で

あった．手術はイメージ下に転位している骨片

と末節骨基部の間に小切開を加え進入し，直下

の骨折面を確認し，介在物を鋭匙にて掻爬した．

骨片の固定は石黒法に準じて行った．術後鋼線

固定期間は平均43週で，装具による固定期間は

平均11.1週であった．

【結果】骨癒合率は93％で，骨癒合しなかった1症

例は線維性に癒合していた．最終経過観察時の

可動域は伸展平均0度，屈曲平均43.2度であった．

【考察】一般に受傷から5週以上経過した例で

は，骨折部の介在物のため，単なる石黒法では

対処できない．近年これらに対する手術はmini

screwやプレートによる強固な固定が必要との

報告があるが，侵襲が大きい．本法は，骨折部

直上で皮切するため，背側小骨片を遊離せずに，

血行を保て，かつ小侵襲である．さらに関節面

を直視下に確認し，確実に整復できる利点があ

る．固定は石黒法で骨折面に圧迫をかけること

で十分であるが，必要に応じて背側Pinを2本に

したり，肘頭からの海綿骨移植を加えることで

より骨癒合を確実にすることができ有用であっ

た．平均2カ月以上経過した骨性槌指治療に，良

好な結果が得られた．
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陳旧性骨性マレット指に対する手術的治

療の検討

SurgicalTreatmentofOldBonyMalletFractules

名古屋披済会病院整形外科

○米田英正，渡邊健太郎，矢島弘毅，

矢 崎尚哉，佐々木宏

【目的】当院では陳旧性骨性マレット指に対して

石黒法による治療を行ってきたが，最近はフッ

クプレートによる内固定術を第1選択としてい

る．過去5年間に治療した13例について治療成績

を検討した．

【対象と方法】症例は男性9例，女性4例で，平均

年齢は35.4才(18～66才）であった．受傷から手

術までの期間は平均29日(21～47日）で，ほぼ全

例が未治療であった．レントゲン上全例とも関

節面1/3以上の大きさの骨片を有していたが，脱

臼症例はなかった．手術は，観血的に骨折部を

展開しフックプレートにより内固定した症例(A

群)が6例と，経皮的に骨折部を掻爬した後に石

黒法を施行した症例(B群)が7例であった．平均

術後経過観察期間は5.2ヶ月であった．両群に対

して治療成績を後ろ向きに調査し比較した．

【結果】骨癒合はA群では6例全例に,B群では7例

中5例に獲得した．蟹江の評価基準ではA群が優

3例，良1例，可が2例,B群では優が3例，良が1

例，可がl例，不可が2例で,B群の不可はいずれ

も偽関節となった症例であった．最終観察時の

DIP関節の屈曲/伸展角度は,A群が60.3度/-8.8

度で,B群が54.6度/-7.6度で,両群間に差がなかっ

たが，術後可動域がプラトーに達するまでの期

間は,A群が平均7週,B群が10週で,A群が早

い傾向にあった．

【考察】石黒法もフックプレート法も最終可動域

に差は認めなかったが，石黒法では偽関節とな

ることがあること，またフックプレート法では

比較的短時間に可動域が回復することから，後

者がやや優れていると思われた．しかし，手技

が煩雑であることや，痙痛のために抜釘を要す

る症例があることが短所である．

1-614

手指PIP関節内骨折の治療経験
Treatmentoflntra-articularFracturesofProximal

InterphalangealJoints

'燕労災病院整形外科，2新潟大学医歯学総合病院

整形外科

○幸田久男19松崎浩徳1,間庭圭一2

【目的】当科で最近5年間に観血的治療を行った手

指PIP関節内骨折10例10指の成績を検討した．

【対象と方法】対象は男性5例・女性5例で，年齢

は15-63歳(平均48.3歳)であった．受傷原因は転

倒が5指，労災事故が3指，スポーツが2指だった．

罹患指は小指6指，中指2指，示指・環指が1指ず

つで，背側脱臼骨折4指，掌側脱臼骨折3指，側

方脱臼骨折1指，脱臼を伴わない関節内骨折が2

指だった．受傷から手術までの期間は0-10日(平

均3日）であった．手術は全て伝達麻酔下に行わ

れ，観血的整復内固定(ORIF)のみが3指,ORIF

と創外固定の併用が5指，有頭骨骨軟骨移植と創

外固定の併用,ORIFと経皮的鋼線刺入固定の併

用がそれぞれ1指だった．創外固定の抜去は術後

5-6週で行われていた.PIP関節の可動域訓練は

術後2-6週(平均3.8週)で開始された．術後経過観

察期間は4-16カ月(平均10.4カ月)であり，最終経

過観察時のPIPおよびDIP関節可動域と合併症，

追加手術について調査した．

【成績】最終時のPIP,DIP関節の平均可動域はそ

れぞれ伸展-22度・屈曲69度，伸展-3度・屈曲39

度だった.ORIFに経皮的鋼線刺入固定を併用し

た1指で術後3週時に骨片転位に対する再固定を

要し，術後可動域不良のl指に伸筋腱および屈筋

腱剥離を行った．

【考察】関節内骨折の治療原則は，関節面の解剖

学的整復と早期運動療法であるが，関節の不安

定性や粉砕骨片を認める手指関節内骨折の場合，

その両立は困難であることが少なくない．その

ような症例では,ORIFに創外固定を併用し，関

節面を球心位に保つことが重要となる.dinamic

な創外固定器はPIP関節可動域の獲得に有用な

手段と思われるが,DIP関節可動域については，

いずれの創外固定器を用いても伸筋腱の機能障

害は必発と考えられ，可能な限り強固に内固定

し，固定器装着期間の短縮を目指す必要がある．
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指PIP関節脱臼骨折のPilon骨折型の治療
経験

TreatmentofPilonTypeFracture-dislocationsinthe

ProximallnterphalangealJoint

'荻窪病院整形外科，2池田整形外科

○田崎憲一'，岡崎真人l,西脇正夫1,
池田崇2，増田秀輔’

指PIP関節脱臼骨折は治療法の工夫により，背側

脱臼骨折を中心に治療成績の向上が報告されて

いる．しかし，中節骨関節面の掌側・背側とも

に粉砕骨折するpilon骨折についてのまとまった

報告は少ない．当科での治療経験を報告する．

【対象と方法】過去11年間に当科で加療したPIP関

節脱臼骨折，中節骨陥没骨折122例のうち，治療

成績評価のできたpilon骨折8例を対象とした．年

齢は13～82(平均57.4)歳，男6例女2例で，全て

左側，罹患指は小指6例の他は示指，中指各1例

であった受傷機転は階段や歩行中の転倒など

が4例,作業中の事故(1例は直達外力の圧挫)2例，

ボール競技の突き指2例であった．末節骨骨性槌

指などの合併損傷はなかった．受傷後32日に初

診した13歳の1例を除く7例に手術加療を行い術

前期間は3～35(平均ll.0)日であった．陳旧性の

l例を除き，経皮鋼線整復・固定を行い，不安定

な例に大野の持続牽引装置(以下DDA)を使用し

た．治療成績は1.6～47(平均9.1)力月に木野と石

田の評価基準で行った.X線所見，握力も評価

した．

【結果】木野の評価で良3可2不可3，石田の評価で

優2良4可2例であった.X線所見でjま長期Follow
のl例にOA変化を認めた．握力は健側比83～97

(平均88.7)%,ADLや職場復帰に問題はなかっ

たが,PIP関節の伸展制限を4例に20～35(平均

27.5)｡認めた．

【考察】PIP関節背側または掌側脱臼骨折は比較的

若年に多く，受傷原因は球技が多いが，本外傷

は中高年に多く，原因も転倒が多かった軸圧

損傷ではあるが，末節骨に合併損傷はなく，外

力の大きさよりも作用軸の方向や骨強度の低下

の関与も示唆される．治療成績は諸家の背側脱

臼骨折よりもやや劣るが，中節骨近位が不安定

なpilon骨折では経皮鋼線操作を行い，持続牽引

装置を使って早期運動を計るべきである．

1-616

フツクプレートを用いたPIP関節背側脱

臼骨折の治療
HookPlateFixationfOrDorsalFracture-dislocationofthe

ProximallnterphalangealJoint

朝倉医師会病院整形外科

○ 大嶋直人，朝倉透

【目的】PIP関節背側脱臼骨折の治療法において，

正確な解剖学的整復・固定ができ早期可動域訓

練が行える事が理想である．今回我々はフック

プレートを用いてPIP関節背側脱臼骨折の治療を

行い，術翌日より可動域訓練を開始した2症例の

成績を報告する．

【手術法】まず背側脱臼を整復し伸展ブロックピ

ンを背側に刺入.PIP関節掌側よりくの字型切開

を用いアプローチした腱鞘を側方で切開し深

指屈筋腱をよけ浅指屈筋腱の間で中節骨骨膜を

縦切し骨折部を展開掌側骨片を近位によけ陥

没関節面を整復シンセス製モジュラーハンド

システムl.3mmから作成したフックプレートを

掌側に当てスクリュー固定を行った．浅指屈筋

腱および骨膜でプレートを被覆した．術翌日よ

り痛みに応じて自動運動を行った．

【成績】症例l)15才女性．ソフトボールで右環指

を受傷．受傷後5日目に手術．術翌日より可動

域訓練を開始した．術後4週でPIP関節-15/90度

DIP関節:0/30度，術後16週でPIP関節0/95度，

DIP関節0/60度となった．症例2)16才男性．硬

式野球で左中指を受傷．受傷後3日目に手術．術

後4週でPIP関節-25/95度,DIP関節:-5/80度，

術後7週でPIP関節-20/95度,DIP関節0/85度と

なった．2例ともレントゲンで骨片の転位，亜脱

臼の再発は認めなかった．2例の連続する骨折で

骨癒合が得られた．懸念された屈筋腱の癒着も

認められなかった．

【結論】この方法は小さな骨片にインプラントや

ワイヤーを通す必要がなく,PIP関節の早期自動

運動が出来る十分な強度の安定な張力プレート

を固定材料とする方法である．固定期間を最少

とし，患者の快適性も向上する．
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陳旧性PIP関節脱臼骨折の治療経験
TreatmentofChronicFracture-dislocationoftheProximal

InterphalangealJoint

東京慈恵会医科大学整形外科学講座

○千野博之，中神祐介，酒井伸英，

湯川充人，丸毛啓史

【目的】陳旧性PIP関節脱臼骨折は，治療に難渋す

ることが知られている．今回，本脱臼骨折にお

ける成績不良因子について検討を行った．

【方法】過去5年間に当院において観血的治療を

行った8例の陳旧性PIP関節脱臼骨折のうち,6か

月以上の経過観察が可能であった6例である．術

後平均観察期間は18(6～48)か月，手術時平均年

齢は39(15～57)歳である.その内訳は,男性:4例，

女性：2例で，罹患指は右：3例，左：3例，中指：

1例，環指：4例，小指：1例であった．受傷原因

は,スポーツによる受傷が5例,転倒受傷が1例で，

受傷から手術までの期間は，2か月:1例，3か月：

3例，4か月:1例,5か月:1例であった．手術は，

全例に対して両側側方アプローチで脱臼を整復

した．関節面の不整により関節可動性に影響を

及ぼすと思われた4症例に対しては矯正骨切りを

行った．なお，2か月経過例の1例と3か月経過例

の1例を除く4例に対しては，動的創外固定器を

装着し，術後早期から関節可動域訓練を行った．

【成績】PIP関節の可動域は，術前平均屈曲16.5~

38.5.が,術後平均屈曲17～73.5.へ改善した．手術

までの期間別の改善角度は，2か月経過例で91.,

3か月経過例で平均28.,4か月経過例で46.,5か

月経過例で5.であった．なお全例で術後に関節

症変化の進行を認めた．

【結論】手術までの期間が長くなるにつれて可動

域の獲得が困難になる傾向が見られた．特に可

動域の改善が悪かった症例では,1)関節周囲の

拘縮が著明で整復操作が困難であったもの，2）

変形が高度で側副靭帯機能不全を認めたもの,3）

短縮転位の高度なもの，4)関節症変化が強かっ

たものなどであった．
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掌側ロッキングプレートStellarZsystemの開発と臨床応用
一より強固な骨片固定と合併症低減に向けて

EvolutionofVblarLockingPlatefOrTreatmentofDistalRadiusR･acmresALLNEWDesignStenar2
LessComplicationsandMoreRigidR･agmentFixation

坂野裕昭

平塚共済病院整形外科・手の外科センター

僥骨遠位端骨折には青壮年に生じる高エネルギー外傷による骨折と骨粗繧症を基盤とした高齢者に

生じる低エネルギー外傷がある．前者は骨質が良好であるため関節内骨折にならない限り整復固定

は比較的容易である．一方，後者は骨の脆弱性のため整復位の保持に難渋することも多い．特に軟

骨下骨周囲の骨を残して圧壊している様な症例は慎重な治療が必要である．掌側ロッキングプレー

トの出現はC3関節内骨折や大きなvoidを有する骨折の手術治療に対し劇的な変化をもたらした．わ

れわれは2005年にmonoaxialvolarlockingplateであるsteUarplateを開発し臨床使用を開始した．日

本人の僥骨遠位端形状より多くの症例に適合出来るように3種類のプレートサイズを設定した．近

位設置型で関節面を中央背側から支持するように遠位のロッキングスクリューは15度の打ち上げ角

度に設定した．また，プレートの僥骨への圧着固定や関節内骨折における関節面の圧迫整復固定用

にロッキングキヤンセラススクリューを開発した．これらの臨床使用にて良好な臨床成績が得られ

た．近年，掌側ロッキングプレート固定術における合併症が多く報告されるようになり，合併症の

少ないインプラント設計も要求されるようになっている．一方，遠位骨片の強固な固定性を容易

に獲得することも重要な要素になっている．そのため，2011年にlesscomplicationandmorerigid

fi･agmentfixationを容易に出来るプレートに改良するべく大幅にプレートとスクリューデザインを

検証し,SteUar2plateへとmajorupdateしました.AllnewdesignとなったStellar2の特徴と手技
と臨床応用について述べる．

-S113-



H

1-618

前腕部慢性骨髄炎に対する局所感染対策
LocallnfectionMeasuresfbrFOreannChronic

Osteomyelitis

'東京臨海病院形成外科，2四ツ谷メディカル

キューブ手の外科・マイクロサージャリーセン

ター，3東京手の外科スポーツ医学研究所・高月

整形外科病院，4東邦大学形成外科

○稲見浩平l,平瀬雄-2,山口利仁3,

戸部正博3，丸山優4

【はじめに】手足の広範な骨の露出や骨髄炎の症

例では単に被覆するだけでは感染が沈静化せず，

瘻孔を作ったり骨髄炎が慢性化することがあり

治療に難渋することがある．その理由の一つに

は，全身投与した抗生剤が感染創内の血行不良

な骨組織や搬痕組織内に到達することが困難で

あることがあげられる．われわれは創部を被覆

した皮弁下に一次的あるいは二次的に抗生剤含

有ハイドロキシアパタイト（以下CHA)を留置し

て局所の感染対策を施行し良好な結果を得てき

たので報告する．

【方法】市販されているボーンセラムP(オリンパ

スバイオマテリアル株式会社，品番B-1-10,11)を

使用した.CHAの中心部に開けられた孔に感受

性のある抗生剤を1-2種類ずつ充填し蓋を用い

て封鎖する．これらを感染している骨あるいは

軟部組織を掻爬し，血管柄付遊離皮弁(筋弁)で

被覆しつつ，一期的にあるいは二期的に複数個，

留置し約8週間後に除去した．

【対象・結果】これまで前腕の骨髄炎7例に対し

てCHA施行した．感染の起炎菌はMRSAが3例，

黄色ブドウ球菌が4例であった．観察経過期間は

最低13カ月，最長24カ月（平均17.1カ月）であっ

た．全例で感染は消退，消退後に4例に対して骨

移植を施行したが，いずれも良好な骨癒合を得

ている．

【考察】一般的な骨髄炎の治療は，十分な感染骨

の掻爬と筋皮弁による被覆が原則である．しか

し，病巣が拡大して軟部組織に及んでいるよう

な症例では十分な掻爬と血行の良い皮弁による

被覆だけでは感染を鎮静化出来ない場合がある．

このような重篤な慢性化した症例に対しては，

感受性のある抗生剤を含ませたCHAを併用ある

いは事前投与することは感染の鎮静化と皮弁移

行後の創治癒に極めて有効な手段となると考え

られた．

1-619

手指化膿性関節炎の手術治療

OperativeTreatmentfOrPyogenicArthritisoftheFinger
andtheThumbJoint

'新潟中央病院整形外科，2(財)新潟手の外科研究所

○渡辺牧人1，森谷浩治2，坪川直人2，

成澤弘子2，牧裕2

【目的】手指の化膿性関節炎に手術治療を行った

症例について報告する．

【対象および方法】2005年1月から現在までに手術

治療を行い，2か月以上経過観察可能であった17

症例を対象とした男性10例，女性7例，年齢は

14～71歳であった基礎疾患は1例に未治療の糖

尿病を認めた．罹患指は母指1例，示指6例，中

指5例，環指4例，小指1例であった．罹患関節

はIP関節l例,MP関節7例,PIP関節4例,DIP関

節5例であった．手術までの期間は1～30日（平

均8日）であり，13例が前医で切開排膿や抗菌薬

投与を受けていた．受傷原因は切創などの外傷6

例，犬咬創2例，猫咬創2例，人咬創4例，粘液嚢

腫に伴う感染2例，爪周囲炎1例であった治療

は感染性肉芽や炎症性滑膜を徹底的にデブリド

マンした後に疎に皮膚を縫合し半開放療法とし

た．以上の対象の初診時X線所見,血液検査所見，

手術回数と内容，罹患指の最終測定時%TAMを

調査した．

【結果】初診時X線では7例に関節裂隙の狭小化や

骨破壊を認めた．血液検査では白血球高値5例，

CRP陽性7例であった．感染鎮静化までのデブ

リドマン手術の回数は1回が10例，2回が5例，3

回が1例，7回が1例であった．4例でデブリドマ

ン後自然に関節強直となった．鎮静化後の追加

手術として関節固定が2例，切断が1例に行われ

た．切断となった1例を除く16例の%TAMは27

～100％(平均72％)であり，優5例,良3例,可6例，

不可2例であった．

【考察】化膿性関節炎は治療が遅れると軟骨や骨

の破壊が進行し，感染が鎮静化しても可動域制

限や痛みなどの機能障害が残る.X線所見や血

液検査所見で異常を認めずとも，臨床所見から

化膿性関節炎が疑われたら，初期より積極的に

手術加療を行い可及的早期に感染を鎮静化させ

る必要がある．
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Streptococcusmilleri菌による手指
感染症

StreptococcusMillerimHandlnfections

佐世保共済病院整形外科

○花田麻須大，志田義輝，水城安尋，

久我尚之，萩原博嗣

【目的】我々は第53会日本手外科学会において，

手術を要した手指感染症の起炎菌を検討し，嫌

気性菌の頻度が高いこと，第一世代セフェム系

抗菌剤では嫌気性菌をカバーしないため不十分

である事を報告した．今回は引き続き症例を蓄

積し起炎菌とその性質を検討した結果，レンサ

球菌であるStreptococcusmilleri(S.milleri)の頻

度が高く，臨床的に注意すべき性質を有するこ

とが明らかになったので報告する．

【対象および方法】対象期間は平成19年4月から平

成23年10月の間に，手指の感染に対して手術を

行なった18例で，男性15例，女性3例であった．

年齢は14歳から86歳であった．培養陽性は15例

で，混合感染は10例だった培養検査の結果ブ

ドウ球菌は7例，レンサ球菌は9例，嫌気性菌は6

例に検出された．6例にS・Milleriが検出されレン

サ球菌のなかでは最多であった.S.Milleri感染

症の6例は全例混合感染で，開放創を有し，膿の

貯留を認め,CRPは全例陽性であった．後遺症は

6例中4例に残存した．

【考察】S.Milleriは3種の亜種から形成され，膿

瘍形成しやすい，嫌気的環境を好むレンサ球菌

のグループである．過去に脳膿瘍，肺膿瘍の起

炎菌として多数の報告がある．しかしながら，

S.milleriは溶血反応がさまざまなので，同定に

は技術，コストと手間を要し，また薬剤感受性

は良好なため，全ての細菌検査での同定は行な

われていないのが現状である．手の外科領域で

は,Lunnらが2例,3指において，全指が切断と

なったと報告している．またMerriamらは，咬

傷からの感染では最も頻度が高かった事を報告

している．われわれの症例では，咬傷以外でも

培養され，また重症例が多い傾向があった.S.

Milleriは手の外科感染症において重要な細菌で

ある可能性があり，注意が必要と考えられた．

1-621

手術加療を行った手指化膿性腱鞘炎の

検討

ResultsofSurgical'IifeatmentfOrPyogenicFlexor

Tbnosynovitis

千葉市立青葉病院

○小林倫子，六角智之，山田俊之，

赤 坂 朋 代

【はじめに】手指化膿性腱鞘炎は日常診療でたま

に遭遇する疾患であるが，まとまった報告は少

ない．当科で手術加療を行った化膿性腱鞘炎に

関して報告する．

【対象・方法】1991年1月から2011年3月に手術加

療を行った手指化膿性腱鞘炎14例17指(示指2，

中指7，環指6，小指2指）を対象とした．平均年

齢62歳(43-83歳)，外傷・手術などの誘因を認め

たのは10例，基礎疾患を有するのは5例(糖尿病5

例，全身性強皮症1例)，起炎菌を同定しえたの

は10例であった．発症から手術までの期間は平

均17日(1-110日)であり，手術は原則，滑膜切除，

ドレーン留置を行ったが全身性強皮症の1例2指

のみ切断に至った．また，4例は複数回の手術を

要した．病期分類はLoudon分類，術後機能評価

はFlynnの評価を用いた．これに従い症例を分類

し，機能評価に影響する因子を検討した．

【結果】Loudon病期分類stagelは4指,stage2は7

指,stage3は2指,stage4は4指であった.Flynn

の機能評価はGoodが4指,Fairが7指,Poorが6

指であった．Goodを予後良好群,FairとPoorを

予後不良群に分けると,Loudon病期分類stagel

の症例はすべて予後良好群であり,stage2以上

の症例は予後不良群であったまた，基礎疾患

を有する症例，複数回手術を要した症例，起炎

菌を複数同定した症例も予後不良群であった．

【考察】化膿性腱鞘炎の治療上,Kanavelの4徴が

初診時に必ずしも揃わなかったり，蜂窩織炎，

関節炎との鑑別が困難で診断が遅れることや，

また不適切に保存加療が継続されることにより，

手術時期を逸する危険性がある．本検討におい

て機能予後良好群はすべてStagelで手術を行っ

ており，この時期に手術を行うことが大切であ

ると考えられた
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アロマターゼ阻害剤による手指愁訴と

頻度

HandSymptomsinBreastCancerPatientsTreatedwith
AromataseInhibitor

社会福祉法人恩師財団済生会山形済生病院整形

外科

○本間龍介，清重佳郎，石垣大介

【目的】閉経後ホルモン感受性乳癌術後患者の再

発予防のために投与されるアロマターゼ阻害剤

(アンドロゲンからエストロケンの変換を阻害す

る，以下AI)により，手の合併症が生じること

が欧米で報告されているが，本邦での認知度は

低い．日本人でのAI投与後の手指愁訴と頻度を

知る目的で後ろ向き調査を行った．

【方法】2002年1月から2011年7月までに当院外科

にてAIを投与された235人の女性乳癌患者を後

ろ向きに調査した．

【結果】235人の平均投薬開始年齢は63.8歳であっ

た．投与されたAIの内訳はアナストロゾール，

エキセメスタン，レトロゾールであり，それ

ぞれ195人，26人，14人であった．外科カルテ

に手指愁訴の記載があった患者は235人中65人

(27.7%)であった．最も多い愁訴は手のこわばり

で,50人(21.3%)であったその他の愁訴は手指

痛9人,指弾発6人,手関節痛9人,手のしびれ5人，

手のはれ1人であった．手指痛9人中5人，指弾発

6人中6人，手関節痛9人中5人，手のしびれ5人中

5人が整形外科を受診し，手指痛5人と指弾発6人

はばね指手関節痛5人はドケルバン病，手のし

びれ5人は手根管症候群と診断されていた.AI

投与後平均9.68ケ月(0.5～28ケ月)で手指愁訴を発

症していた．

【結論】AI投与患者27.7%と高頻度に手指愁訴を

認め，その原因は非特異的滑膜炎と考えられた．

1-623

中高年特発性手指屈筋腱滑膜炎の臨床的

検討

ClimcalReviewofldiopathicTbnosynovitisoftheHexors
inElders

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,Mm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l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1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．

【考察】病因論として，経過中に確定したRA2例

2手RS3PE症候群2例4手コントロール不良の糖

尿病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clinical

entityを確立する必要がある．
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手根管内屈筋腱滑膜炎による手指運動障

害の検討

MotorDisabilityduetotheFlexorTbnosynovitisinthe
CarpalTimnel

'東京労災病院整形外科，2順天堂大学浦安病院整

形外科

○平澤英幸'，萱岡道泰1，山中誠1,

原章2，楠瀬浩一！

【はじめに】手根管内屈筋腱滑膜炎に起因した手

指屈曲伸展障害を呈する例をしばしば経験する．

今回，手指の屈曲伸展障害を主訴とし，手術を

行った手根管内屈筋腱滑膜炎について臨床症状・

治療について検討したので報告する．

【対象・方法】2003年から2011年に外科的治療を

行った14例18手を対象とした.性別は男性9例,女

性5例，手術時年齢は38～78歳(平均62．8歳)，

罹患側は右側11手，左側7手であった．術前明ら

かであった基礎疾患は2例に糖尿病を認めた．手

術は掌側手部より手根管を開放し，滑膜切除と

ともに屈筋腱の癒着を剥離，指の他動的伸展お

よび腱の近位を牽引することにより十分な指屈

曲が得られることを確認した．

【結果】手術時所見：全例，手根管内の著明な滑

膜増殖と隣接屈筋腱同士の癒着を認めており，1

例(抗酸菌感染症疑い例)を除き，術後早期から

全可動域屈曲伸展可能となった．滑膜の病理組

織像は非特異的滑膜炎であったが経過観察期間

中に関節リウマチ4例，糖尿病1例非結核性抗

酸菌症1例の確定診断が得られた．

【考察・結語】いわゆる指曲り症は手根管内での

炎症が原因と考えられ，関節リウマチ・糖尿病

などの基礎疾患を背景とする例も少なくない．

種々の原因により惹起された滑膜増殖は手根管

内圧を上昇させるとともに隣接した屈筋腱同士

の癒着を生じ，癒着した深指屈筋腱群はより滑

走距離の短い浅指屈筋腱と同様の可動を行うよ

うになり，屈曲伸展障害を呈していると考えられ

る．さらに，後に関節リウマチの診断が確定し

た例も多いことから，関節リウマチ初期の"手の

こわばり”の原因に屈筋腱滑膜炎の関与も考えら

れる．

1-625

指狭窄性腱鞘炎の保存療法の検討

ConservativeTreatmentofTTiggerFingerandThumb

'医療法人野中整形外科内科病院2社団法人北海

道勤労者医療協会勤医協札幌病院

○田村文雄1，猫塚義夫2

【目的】指狭窄性腱鞘炎は日常診療でしばしば出

会う疾患である．手術が容易なため保存療法が

十分になされないまま手術が行なわれる傾向に

ある．そこで演者は保存療法で症状を消失また

は改善することが可能な割合を調査，検討した

【対象と方法】症例は2005年1月から2011年10月ま

での6年10カ月に演者が直接治療を行ない結果

を追跡可能であった58例80指を対象とした．年

齢は48歳から93歳(平均69.7歳)で男性12例15指，

女性46例65指，右32例，左39例(両側10例，多数

指罹患7例)である．指別では母指32指(右19・左

13),示指10指(右2・左8),中指28指(右11･左

17)，環指8指(右2・左6)，小指2指(右1・左1）

である．合併症は糖尿病8例，関節リウマチ2例，

シェーグレン症候群1例，ケルバン病1例です．

治療期間は1週から2年(平均3.3カ月）で，治療は

まずこの疾患が3～4カ月で症状が消失または改

善することが多く，その後も改善しない場合に

薬物療法，固定，ステロイド注入などが必要に

なると話した．しかし，希望するものには薬物

療法，固定，ステロイド注入を行った．内訳は

安静9指，薬物療法21指固定10指，薬物療法と

固定16指，ステロイド注入3指，固定とステロイ

ド注入2指，薬物療法とステロイド注入1指，す

べてを行なったもの2指であった．

【結果】3～4カ月で症状が消失または改善55指

(68％)，6カ月で65指(81%),1年で71指(88%),

不変が2指(2.5％)，手術が7指(8.7％)であった．

【考察】保存療法で3～4カ月以内に約7割，6カ月

以内に8割1年で約9割が症状の消失または改善

を認めており，手術は少なくとも3～4カ月，可

能であれば6カ月く、らい保存療法を行なってから

でも遅くないと思われた．また,1年で約9割に

効果を認めるので，中高年で回復を急がないも

のは1年く’らい保存療法を行なってもよいと思わ

れる．
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ばれ指手術症例におけるアミロイド沈着

の危険因子の検討

RiskFactorofLocalizedAmyloidDepositioninTdgger
Finger

'富士宮市立病院整形外科，2浜松医科大学整形

外科

○大石崇人'，澤田智一2，舩橋伸司」

人工透析を行っている症例ではアミロイド(以

下,AMY)の沈着により，ばね指や手根管症候

群(以下,CTS)を発症するとされている．著者

らは第54回本学会で人工透析を行っていないば

ね指手術症例のAMY沈着率を報告した．アミロ

イド沈着の危険因子について検討した報告はほ

とんどないので報告する．

【対象と方法】2010年2月から2011年8月までに，

関節リウマチ，人工透析合併症例を除き手術を

行ったばね指症例30例40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，

AMY沈着の有無について検討した．危険因子と

して,性別,年齢,既往歴の他指のばね指手術歴，

CTS手術歴，糖尿病(以下,DM)の有無につい

て検討した．

【結果】30症例40指中18指(45%)がAMY陽性で

あった.AMY陽性13症例(男：女7:6)では

他指のばね指7例,CTS5例,DM3例であった．

AMY陰性17症例(男：女1:16)では他指のば

ね指9例,CTS3例,DM4例であった.AMY

沈着は性別と関連があり男性で多かった他の

検討項目では明らかな相関はなかった．

【考察】ばね指は女性に多いと報告されるが，

AMY沈着率は男性で高値であった．特発性CTS

やばね指におけるAMY沈着の病態は明らかでな

いが，男性症例について検討を行う必要性が示

唆された．

1-627

ばれ指に対する腱鞘内卜リアムシノロン

注射の治療効果に関する検討

EvaluationoftheTherapeuticMechanismofSteroid

InjectionintoTbndonSheathfOr'niggerFinger

神戸大学大学院整形外科

○ 美舩 泰， 国分 毅， 西本 華子 ，

無 藤 智 之 ， 黒 坂 昌 弘

【目的】ばね指における弾発現象は腱鞘の肥厚や

狭小化，屈筋腱の腫大や滑膜の肥厚などに起因

するとされている．治療として腱鞘内ステロイ

ド注射は広く汎用されているが，中でもトリア

ムシノロン注射は瘻痛消失だけでなく，弾発現

象の軽快・消失も得られるため，手術加療症例

数を減少させているとの報告もある．そこで今

回我々は，ばね指に対する腱鞘内トリアムシノ

ロン注射の治療効果および作用機序に関して検

討を行った．

【方法】弾発現象を有するばね指患者16例20指(男

性6例9指，女性10例11指，平均年齢63.8歳)を対

象とした．両側罹患例を除外し，患側をばね指

(B)群，無症状の反対側指をコントロール(C)群

とした．治療としては，トリアムシノロン10mg

と1％キシロカイン1mlの混合液を1回注射し，注

射前，注射後1週，3週において超音波検査およ

び瘤痛評価(VAS)を行った．

【結果】超音波評価において，注射前にB群の腱

鞘はC群に比して有意に厚く，また腱腫大の評

価でもB群では有意な腫大を認めたが，注射後3

週では腱鞘，腱ともにサイズは減少し,C群と

の間に有意差はなくなった.VASでは注射後1週

で注射前と比べて有意な低下を認め，弾発現象

は注射後1週に35％の症例で消失し，注射後3週

には85％の症例で消失を認めた．

【考察】トリアムシノロン注射後1週で有意な瘻痛

改善を認めたが，腱鞘，腱の腫大はまだ有意な

改善を得られておらず，注射後3週では腱鞘，腱

の腫大は有意に改善し，これにより多くの症例

において弾発現象の改善が得られたと考えられ

る．これらの結果より，ばね指に対する腱鞘内

トリアムシノロン注射はまず試みるべき有効な

治療法であると考えた．
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ばれ指に対する低用量トリアムシノロン

アセトニド腱鞘内投与の治療効果

TheLowdose'IriamcinoloneAcetonidelnjectionfOr

TriggerFingers

キッコーマン総合病院整形外科

○谷口悠 ， 小 川 健 ，野内隆治，

田中利和

【はじめに】ばね指は整形外科日常診療の中で最も

治療機会の多い疾患の一つである．その治療は，

手指の使用制限や装具療法，ステロイドの腱鞘内

注入などの保存的治療を行い，効果が得られない

場合に腱鞘切開を行うのが一般的である．

【目的】当院では1%塩酸リドカイン(商品名：キ

シロカイン)0.8mlに対してトリアムシノロンア

セトニド(商品名：ケナコルトA)2.0mgを配合

した注射液を用いて，ばね指患者に腱鞘内注射

を行っている．トリアムシノロンアセトニド

2mg腱鞘内注射の有効性について検討したので

報告する．

【対象・方法】2007年5月31日～2011年3月30日の

期間中に当院を受診し，ばね指と診断された患

者219人263指を対象とした．年齢･性別･罹患指・

注射回数，手術症例数，注射間隔，合併症につ

いて評価した．

【結果】年齢は平均62.4歳．男女比は60対159で女

性が72.6％を占めていた．罹患指は中指が90指

(34％)と多かった．手術例は227指中35指(15.4%)

だった．手術となった割合を比較すると小指が

20％と最も高かった．複数回注射患者の注射間

隔は，2回以上注射した患者の1回目から2回目の

注射間隔で見ることとした．3～4カ月で再注射

している患者が最も多く，平均は100.1日だった．

【考察】再注射までの平均期間は他の報告と比較

すると当院の結果は短かった．腱断裂や腱鞘断

裂といった重篤な合併症に関しては当院では認

めなかった．他の報告では注入量や回数に依存

して腱断裂や腱鞘断裂は増加すると考えられて

おり，当院の結果からブレンドが低濃度のため

合併症が発生しなかったと考えられる．再発期

間・合併症の観点から2mgより高濃度の薬液使

用が効果的と考えられる．

【結語】当院で使用しているトリアムシノロン

2mgの注入は，ばね指の治療として有効である

が効果の持続時間が短い傾向にあった．

1-6-29

弾発指に対するベタメタゾン注射による

超音波画像上の腱の変化

MorphologicalAlterationoftheTbndononUltrasound

afterIntrasynovialInjectionofBetamethasonefOrTiFigger

Digits

徳島大学大学院へルスバイオサイエンス研究部

運動機能外科

○高橋光彦，高井通宏，安井夏生

【目的】弾発指に対する腱鞘内注射は，良好な治

療成績が得られている．弾発指の病態としては，

主としてAlpuneyの肉眼的肥厚が指摘されてい

るが，腱の形態変化についてはあまり知られて

いない．近年，軟部組織に対する超音波診断の

有用性が認められており，無侵襲の検査が可能

である．今回，弾発指に腱鞘内ステロイド注射

を行った後の腱の変化について超音波で調査し

たので報告する．

【方法】対象は，新規に弾発指を発症し腱鞘内注

射の前後で超音波検査を行ったll例13指(3母指

含む)である．全例で超音波画像でAlpulley付

近にfluiddistensionを認めた．使用した超音波

機種はEUB-7500(日立メデイコ)のリニア高周波

プローブで，注射薬はベタメタゾン（リンデロン

懸濁液)を少量の局所麻酔薬と混和して使用し

た．注射後31±11日後に2回目の検査が行われて

おり，全例で注射前より少なくともlgrade以上

の改善が認められた．手指伸展位の超音波短軸

像で，最もfiuiddistensionを認めかつ異方性に

より最も高輝度に描出される腱断面で長径，短

径，断面積を計測した．数値は平均値±標準偏

差で表し，検定にはpairedt-testを用いた．

【結果】腱断面の長径は6.14±1.00から5.93±

0.99mmに有意(p<0.05)に減少していた．短径

は4.73±0.88から4.47±0.61mmに，断面積は22.3

±8.0から20.4±6.2mm2に減少していたが，有意

ではなかった．

【結論】今回の研究では,1腱につき1回きりの注

射であったにも関わらず，僅かながら腱断面の

減少が検出された．この解釈として，症状改善

の要因として腱の病的腫脹が減少したと考えら

れる．一方で，注射により腱実質成分の萎縮が

起こっている可能性もある．腱鞘内注射の合併

症として腱断裂が稀ながら報告されており，今

回の結果との関連性が示唆される．
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糖尿病患者の弾発指に対しステロイド腱

鞘内注入後の血糖の変動について
ThelnHuenceontheBIoodGlucoseLevelinDiabetic

PatientsafterCorticosteroidlnjectionsfbrTiFiggerFinger

市立池田病院整形外科

○ 察栄美

【目的】近年，弾発指のステロイド腱鞘内注入に

関する報告が散見されるが，血糖上昇などの合

併症があるとの報告はあるが，それについての

詳細な報告は少ない．本研究の目的は糖尿病(以

下DM)患者における弾発指に対し，ステロイド

腱鞘内注入後の血糖値の変動について検討した．

【方法】対象は2009年12月より2011年10月までに

当院でステロイド(2009年はベタメサゾン2mg,

2010年以降はトリアムシノロン5mg)を用いて治

療した8例13指16注射である．そのうち1例3指5

注射は同時に2指に注射を施行していたり，血糖

の測定が不十分であったため，除外した．残っ

た8例10指ll注射のうち,7例が2型,1例がl型の

DMで，全例インンシュリン治療を受けていた

治療時の平均年齢は65歳(30-71歳),男性2例，

女性6例であった．腱鞘内注入前の1週間の平均

値を100％とし，腱鞘内注入後の血糖の変動を検

討した．

【成績】ステロイドによる血糖上昇は11注射中9注

射で24時間継続した．腱鞘内注入後の夜の血糖

は平均150%,翌朝も平均150%の上昇となった．

特にHbAlcが7.5%を超す症例では注入直後の夜

の血糖が300mg/dlを超え,HbAlcが8%を超す

症例では翌朝も血糖が200mg/dlを超す傾向と

なった．

【結論】DM患者におけるステロイド腱鞘内注射

は，注射施行後24時間血糖の上昇がみられた．

特にHbAlcが7.5%を超す患者では高血糖になる

傾向があるため，腱鞘内注入前に内科医との連

携が必要と思われた．

1-631

ばれ指に対するストレッチの治療効果の

検討

OutcomeofStretchingfOrTriggerFinger

'東京女子医科大学整形外科,2佐倉整形外科病院

3千葉大学大学院医学研究院整形外科学

○岩倉菜穂子l,徳永進2,國吉一樹3,

寺山恭史1,加藤義治」

【目的】ばね指は日常診療で多く遭遇する疾患で

あるが，治療としてのストレッチに関する報告

は少ない．我々は他動伸展・自動屈曲のストレッ

チが弾擢現象のある腱鞘炎にも有効と考え，ス

テロイド注射と併用した治療を行った短期で

はあるがその成績について文献的考察を加えて

報告する．

【方法】2011年4月から2011年9月までに,Alpulley

の圧痛と弾溌現象からばね指と診断し,ストレッ

チを指導して1ヶ月以上経過を追うことの出来

た42人66指について検討した．平均年齢61.1歳，

経過観察期間は平均2.4ヶ月，多数指罹患が19人・

単数指罹患が23人，糖尿病あり18人32指，なし

24人34指であった．重症度はWolfeのGrade分類

でGradelが19指,Grade2が18指,Grade3が1指，

Grade4が28指であった．治療はストレッチ単独

が28指，患者の希望および瘤痛が強い38指には

ステロイド注射の併用を行った．

【結果】全例で瘻痛の改善を認めたが，経過観察

中に6人7指に再発を認めた．再発指は全指ステ

ロイド注射併用例であり，多数指罹患6指・単数

指罹患1指，糖尿病あり2指・なし5指であった．

最終診察時の重症度はGradelが11指,Grade2が

10指,Grade3が1指,Grade4が11指症状の無

いものが32指と全体としては改善した．

【考察】以上より，ばね指に対する治療として，

ストレッチ単独あるいはステロイド注射との併

用は有効であり，ストレッチを正しく行う事で

弾擢現象の改善効果が示された．多数指罹患で

は単数指罹患に比べ再発率が高くなるが，手術

となった症例は1指(1.5%)と少なく，またステロ

イド注射に対して反応が悪いと言われている糖

尿病患者に対しても有用な保存療法である可能

性が示唆された．
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ばれ指に対する保存療法の治療成績

ResultofConservativeTiPeatmentofTriggerFinger

'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

○国司俊---1,斉藤忍1,國吉一樹2

【目的】ばね指に対しては保存療法，手術療法と

もに有効性が認められている．しかし，日常診

療では症状が軽減した後は，フォローアップさ

れることは少ない．今回われわれはばね指に対

して保存治療を施行し1年以上経過した症例につ

き検討を行ったので報告する．

【対象・方法】当院でばね指の診断で初診時保存

療法を施行された105例138指(男性27例女性78

例，平均年齢61歳，平均経過観察期間4年3ケ月）

を対象とし，手術への移行率を検討した．また，

手術を行わなかった91例に対しアンケート調査

を行った．対象をステロイド注射を施行した注

射群，注射を行わず，ストレッチや投薬のみで

治療した非注射群の二群に分け,比較検討を行っ

た．

【結果】手術への移行率は全体で13％であった．

二群間の比較では注射群で16%,非注射群で10%

であり，有意差を認めなかった．

アンケートの回答率は61％であった．当院での

保存治療後，他院で手術を施行された症例はな

かった．瘤痛または弾発現象が全くないか，ど

ちらか一方のみが時々ある状態を寛解と定義し

たところ，寛解率は全体で82％であった．二群

間の比較では注射群で86％，非注射群で78％であ

り，有意差を認めなかった．

【考察】ばね指に対する保存療法は効果的であっ

た．特にストレッチ，投薬などの注射以外の治

療でも十分に症状の改善がみられ，侵襲を考慮

するとまずは試みてよい治療法と考えられた．

1-633

鏡視下および直視下腱鞘切開術の比較

AComparisonofEndoscopicandOpenniggerFinger
Release

'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'，森内宏充l,阿部宗樹1,

安井憲司'，岡本雅雄L2

【目的】直視下腱鞘切開術は特殊機械を必要とせ

ず，どの施設でも治療可能である一方，創部の

瘻痛が残存するなどの合併症がしばしばみられ

る．鏡視下腱鞘切開術は皮切が小さく創部痛が

少ないのが利点である．両者の術後の創部痛を

含めた短期成績を比較するためquickDASHを

用いて前向きに調査したので報告する．

【対象と方法】2010年7月以降に受診したばね指症

例で3ヵ月以上の保存療法無効例に対し，鏡視下

腱鞘切開術(以下E群)および直視下腱鞘切開術

(以下0群）を行なった31例38指(E群19指,O群

19指)を対象とした．手術時年齢はE群61.3歳,O

群65.6歳であり，罹病期間はE群平均7.9か月,O

群平均6.1か月であった合併疾患としてE群は

DMがl例,O群はDMが2例,RAが2例であった．

これらにつき両群の手術時間，術前後のPIP関節

の伸展制限，再手術の有無を調査し，治療成績

はquickDASHを用いて術後2週,6週,12週に

調査し比較検討した．

【結果】術後全例で弾発現象は消失した.平均手術

時間はE群:10.8分,O群:10分であり，術前後の

PIP関節の伸展制限はE群:6.9.が1.1｡,O群:9.2．

が3.3｡と改善した．感染，神経，腱損傷などの

合併症や再手術例は両群ともなかった.術後2週，

6週,12週のquickDASHは,E群:22．5,14,5.6,

0群:43.9,21,8.5であり，術後早期ではE群の

方が有意に優れていた．

【結論】鏡視下腱鞘切開術は直視下法と比べ長期

での成績に差はなかったが，創部痛が少なく，

創治癒も早いことから術後早期での成績は優れ

ていた．本術式はより早期復帰が可能であり有

用な術式と考えられた．
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ばれ指に対する経皮的腱鞘切開術

PercutaneousReleaseofthe'IriggerFinger

'医療法人幸仁会飯田病院，2福岡大学整形外科，

3菊田整形外科，4福岡山王病院整形外科

○飯田博幸l,石河利之2,副島修4,

有水淳'，菊田朋朱3

ばね指に対する経皮的腱鞘切開にはいくつかの

方法があり，それぞれ良好な結果が報告されて

いる．しかしながら手技に習熟を要する事や合

併症への危‘倶から導入を跨跨されているのが現

実である．我々は腱鞘切開刀の中でも安全と思

われるガード付き腱鞘切開刀を用いて経皮的切

開を行っている．最近の1000指に対して合併症

と手技上のポイントについて検討したので報告

する．

【対象】2000年1月から2011年9月までの間に経皮

的腱鞘切開を行った843例1081指で内訳は男性

224例，女性619例,年齢は4歳から94歳，平均59

歳，右手563指,左手518指,母指463,示指70,中

指330,環指190,小指28,多数指手術例が151

例存在し，6指1例，5指9例，4指10例，3指30例，

2指95例であった．手術には安永式腱鞘切開刀と

その改良型を用いた．合併症としての神経損傷

は認めなかった．17指に再手術が行われた．15

指は不完全な切開のため弾発が残り，再度経皮

的に切開し治癒した．2指は滑膜増殖が強いと判

断し直視下に再手術を行った．再手術になった

17指中5指では初回手術時に切開感が得られてお

らず，4指では切開感があったものの軽い弾発が

残ったまま手術を終了していた．また7例に手根

管症候群を合併しており，滑膜炎の程度が手術

結果に影響する事が考えられた．

【結果】ガード付き腱鞘切開刀を用いた経皮的腱

鞘切開術は安全である．成績を上げるためには

術中に切開感と弾発の消失を確認する事や，滑

膜増殖の少ない例を選択する事が重要である．

1-635

弾発指術後のPIP関節拘縮

PIPJointContracmreafter'IriggerFingerRelease

新潟県立吉田病院整形外科

○田中英城

【目的】母指以外の弾発指の術後にPIP関節部の運

動時痛や拘縮を伴う例をしばしば経験する．し

かし，この症状はこれまであまり注目されてこ

なかったので，その臨床的特徴について調査し

報告する．

【対象】対象は2003年4月以降の8年間で行った母

指以外の4指の弾発指の78例(男21,女57,年齢

31‐87歳)119指(示指5，中指63,環指39,小指

12)であった．全て弾発現象のある例であった．

罹病期間は2週から60カ月であった．弾発症状に

伴う痛みで術前の関節拘縮の評価は十分出来な

いこともあるが，少なくとも28指に術前に関節

拘縮があった．手根管症候群合併例が14例28指，

糖尿病合併が4例10指あった．

【方法】Alpulley直上で局所麻酔を3ml浸潤させ，

19G針を使用して行う．自動屈伸運動をさせて弾

発現象が消失したことを確認して，小ガーゼを

あて処置を完了する．直後から自/他動運動を奨

励し，翌日には創保護を除去する．屈曲拘縮例

には矯正装具を適宜処方した．弾発現象の有無，

関節拘縮の程度について原則として4週まで観察

した．経過によってはそれ以降も観察を続けた．

【結果】矯正装具を14指に処方した．PIP関節の拘

縮を伴わず治癒したのが49指，術後1ケ月以内の

一過性の拘縮が38指，それ以上続く拘縮が32指

あった．その程度は10｡～20.の伸展制限であっ

た．再発例は無かった．1指において後日，腱形

成術を要した．拘縮の程度は罹病期間，年齢，

手根管症候群の合併あるいは複数指罹患か否か

の各要素いずれとも統計学的に関連はなかった．

【考察．まとめ】弾発指術後のPIP関節拘縮は約6

割に合併し，術前から拘縮状態にあった関節の

みならず，拘縮の無かった例にも見られる現象

である．中指で起こりやすい．痛みの由来や拘

縮の機序は特定できなかった．

-S122-



1-636

ばれ指に対するFDS腱半切除の成績
ResultoftheResectionofoneSlipoftheFlexor
DigitommSuperficialis

信州大学整形外科

○伊坪敏郎，内山

林 正徳，加藤

茂晴，中村恒一，

博之

【目的】ばね指に対する手術療法はAl腱鞘切開が

標準的であるが，弾発現象の残存や，再発例に

遭遇することがある．われわれは再発例やPIP関

節屈曲拘縮のある例に対して,Ferlicらが報告し

たFDS腱半切を行い，腱鞘内を滑走する腱の容

量を減少させる手術を行っており，その術後成

績について検討したので報告する．

【方法】症例は8例，男性4人，女性4人．年齢は平

均72歳であった．罹患指は，中指5例，示指l例，

環指1例で，罹患側併存疾患は手根管症候群4例，

肘部管症候群l例，他指ばね指2例であった．5例

は罹患指の腱鞘切開術の既往があり，いずれも

弾発現象がとれないか，術後PIP関節の屈曲拘縮

が進行した症例であった．手術は局所麻酔でMP

関節部掌側と近位指節骨レベルの2カ所を切開

し,Al腱鞘とCl腱鞘を切開.PIP関節部でFDS

腱の尺側のスリップを切離し，近位に向かって

FDSを半切．次に近位の創から半切されたFDS

腱を引き抜き，中手骨中央レベルまで半切し切

除した屈曲拘縮に対しては術中徒手的に伸展

させ，術後動的スプリントを装着した．術後経

過観察期間は3から56か月であった．手術前後の

PIP関節可動域,DASH,握力を評価し，術後合

併症の有無を調査した．

【結果】PIP関節伸展可動域は術前平均-30｡から

術後平均-11.に有意に改善した(p<0.05)．屈
曲角度は術前平均98.,術後平均101.であった．

DASHスコアは術前平均31.9点から術後平均21.4

点に有意に改善した(p<0.05).術後合併症はみ

られなかったが,弾発現象の残存例を1例認めた．

【結論】Al腱鞘切開で症状が改善しない，または

術前にPIP関節屈曲拘縮がありその原因が腱の

高度な変性であることが疑われる症例に対して

FDS半切除は有用な方法であると思われた
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PIP関節の可動域制限をきたしたばね指

に対する腱鞘切開術の手術内容と成績不
良例に対する検討

ExaminationofthePoorRespondersandtheContentsof

TbndonSheathReleaseinPatientswithTriggerFingers
InvolvedLimitationofRangeofMotioninPIPJoint

医療法人友和会鶴田整形外科

○峯博子，鶴田敏幸

【目的】PIP関節の可動域制限をきたしたばね指

(拘縮ばね指)に対する腱鞘切開術では，術中に

完全屈曲，伸展の可動域を得ようとすれば,個々

によって手術時の操作内容が異なる．また，術

後にPIP関節の瘤痛や拘縮が残存することもあ

る．今回，拘縮ばね指に対する腱鞘切開術の手

術内容について後ろ向きに調査を行うとともに，

成績不良例について検討した．

【対象と方法】2010年5月以降にPIP関節に可動域

制限があり，腱鞘切開術を施行した80名90指(男

性33指女性57指，手術時平均62.l歳，罹病期間

平均9.1ケ月，術後経過観察期間平均7.0ケ月）を対

象とした．手術は，まずAlpulleyを切離し，可

動域制限や弾発現象が残存する場合は必要に応

じて手掌腱膜の切離や腱滑膜切除,A2pulleyを

切離した．全例に対し，術前の可動域制限の有

無と手術内容との関係について調査した．さら

に，調査時に可動域制限が全く残存しなかった

群(良好群）と少しでも残存した群(不良群)に分

け，年齢性別，羅患指及びその数，罹病期間，

合併疾患，術前瘻痛(VAS),術前所見(可動域

弾発現象)，手術内容について検討した．

【結果】腱滑膜切除を行った46指では，術前に屈

曲制限のあった症例が38指と多く,A2pulleyを

完全に切離した47指では,術前に伸展制限のあっ

た症例が44指と多かった．良好群は70指，不良

群は20指であり，不良群は良好群に比べて術前

に弾発現象を認めなかった症例が有意に多かっ

た(P<0.0001).その他の項目では，両群間に明

らかな差は認めなかった．

【まとめ】拘縮ばね指の多くは，手術時に滑膜切

除やA2pulleyの完全切離を要していた．また，

不良群で弾発現象のない症例が多かったことよ

り，弾発現象がまだ認められ,PIP関節の拘縮が

進行する前に手術を行うことが，良好な術後成

績に繋がると考えられた．
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ばれ指超音波画像における屈筋腱，掌側

板,A1pulleyの計測
EvaluationofRexorTbndon,WlarPlateandAIPulley

UsingUltra-sonographyin'IriggerFinger

葦の会石井クリニック

○佐藤潤香，石井義則，野口英雄，

武田光宏

【目的】ばね指に超音波検査を用いてAlpulley,

屈筋腱，掌側板の組織計測を行い，その形態的

特徴を分析すること

【方法】当クリニックを受診したばね指あるいは

ばね指関連患者53人(男性17人，女性36人)67指

(母指26指，示指4指中指25指，環指12指)を対

象とした．関節リウマチ，透析患者，小指発症

例は除外した．各指を臨床的重症度に応じて4つ

のgradeに振り分け，超音波診断装置Avius(日

立メデイコ社)を用いてMP関節付近を観察した．

母指ではMP関節軽度屈曲位，他指では伸展0度

で1)2つの正中長軸像:IP関節伸展位およびIP関

節屈曲位(プローブに指尖があたるまで)および

2)MP関節部短軸像をl指について撮像した.1)

においてAlpulley深部の屈筋腱縦径，掌側板の

計測を2)において屈筋腱縦径，横径,Alpulley

の計測をそれぞれ行った．反対側が正常と判断

された場合は同様に組織計測を行いcontrol群

(50指）とした．母指と母指以外(他指)は解剖学

的相違を考慮してすべて別個に分析を行った．

各gradeとcontrol群との組織計測値間の差は

Student-ttestを，各計測値におけるgrade間の

相違については一元配置分散分析を用いて判定

した.(P<0.05)

【結果】屈筋腱縦径とAlpulley厚でgradeによる

優位な相違を認めた．屈筋腱縦径は他指でばね

現象が出現していないgradelから，母指では

grade2から優位に増加していた.A1pulleyは母

指他指ともにgrade2から優位な肥厚を認めた．

腱縦径,Alpulleyとも持続的ばれ現象を認める

grade3で最大平均値を示した．掌側板は母指他

指ともgrade3でのみ優位に肥厚した．

【結論】母指を除いて屈筋腱がばね現象出現前か

ら肥厚する最初の組織であり,A1pulleyの肥厚

が加わってさらに病態が進行すると思われた．

特にエコー上Alpulley厚を測定することが臨床

的重症度を判断する上で有用と思われた．

1-6-39

超音波を用いたばね指の定量評価

一超音波解剖とステロイド腱鞘内注射の

治療効果判定一

UltrasonicQuantitativeAnalysisofTriggerDigits

'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1,大田大良l,大西正展1,

面川庄平2，田中康仁2

【目的】昨年の本学会において，ばね指患者の超

音波学的な定量評価を報告した今回は症例を

重ね同様の測定を行うとともに，ステロイド腱

鞘内注射による治療判定について検討した．

【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96例109指を対象とし

た．男性35例44指，女性61例65指で，平均年齢

は64歳であった．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プーリーでの

屈筋腱のa,縦径とb・横径,Alプーリーのc､天蓋部

と両側の壁d.e.の厚さを測定した．またトリア

ムシノロン腱鞘内注射(以下腱鞘内注射)を行っ

た患者のうち経時的に超音波測定を施行し得た

39例で注射後0日，1カ月，3カ月の測定を行った．

統計学的処理にはMann-WhitneyStudenttPtest

を用いてP<0.05で有意差ありと判定した．

【結果】測定の結果(患側/健側,mm)a.4.4±0.8/3.7

0.9b.5.8±1.2/5.5±l.3c.0.8±0.3/0.5±0.2d.1.5

rO.5/0.8±0.4e.1.6±0.6/0.9±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，腱鞘内注射によりb.を除く

すべてで統計学的に優位に低下した(P<0.05).

腱鞘内注射後に39例中13例(33.3%)が注射後6か

月以内に再発を認めた．6か月以上症状が寛解し

ていた群と再発を認めた群の比較を行うと，腱

鞘内注射後1カ月では両群ともに統計学的に優位

に測定値は低下した．腱鞘内注射後3か月に寛解

群は維持していたが，再発群では5測定点すべて

で測定値の上昇を認めた．

【結論】今回の結果から，ばね指は健側に比較し

プーリー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．ステロイド腱鞘内注射によ

りプーリー，屈筋腱ともに肥厚が改善している

ことが判明した．また経時的な評価を行うこと

で注射後の治療効果を予測できる可能性が示唆

された．
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弾発指に対する超音波ガイド下腱鞘内ス

テロイド注射の効果

EffectivenessofUItrasound-guidedlntrasheath

TriamcinolonelnjectionfOrtheTiFeatmentofTrigger
Fingers

'広島大学整形外科，2広島大学大学院保健学研究科

○四宮陸雄1,砂川融2,鈴木修身1,

中島祐子'，越智光夫！

【目的】弾擢指に対する超音波ガイド下腱鞘内ス

テロイド注射の効果を調査し，弾発現象，可動

域制限の原因について検討すること．

【方法】2011年4月以降当科を受診した加療歴のな

い中指もしくは環指弾発指患者14名20指を対象．

内訳は男性6例・女性8例，平均年齢は64歳，罹

患指は中指15指環指5指．注射前の橋詰分類は

stagel;3指,stage2;5指,stage3;2指,stage5;10指．

合併症は糖尿病を3例，複数指罹患を5例に認め

た．注射に際しまず,A1プーリー（以下,Al)

が確認できる位置で矢状方向にプローベを設置

超音波ガイド下でプローベ末梢側より注射針先

端を腱鞘内に進め，ステロイド注射（トリアムシ

ノロン5mg+1%カルボカイン0.5ml)を行った．

ステロイド注射前と注射後2週での症状の変化，

超音波画像所見の変化について検討した．

【結果】全例で注射前の瘻痛は消失した．注射後

の橋詰分類はstagel;10指,stage2;6指,stage3;l

指,stage4;1指,stage5;2指で,stageが悪化した

症例はなかった．超音波矢状断，冠状断で計測

されるAl最掌側部の厚みは注射後有意に減少し

た．一方,A1の厚みを計測した同一画面深層の

FDS・FDPの厚みは注射前後で有意差を認めな

かった．弾発現象はll指で認め,Al部で屈筋腱

滑走時に生じていた．橋詰分類stage5症例のPIP

関節屈曲制限はAl遠位側で屈筋腱が滑走阻害さ

れることで生じており，注射後全例で改善した．

一方,PIP関節伸展制限の原因となる超音波所見

はAl周囲には認められず，伸展制限を認めた2

例は注射後も伸展制限が残存した．

【考察】腱鞘内ステロイド注射はA1の厚みを減少

させ，弾発現象や屈曲制限の改善に有用であっ

た．しかし,PIP関節伸展制限がある症例では，

ステロイド注射やAl切離術を行ったとしても伸

展制限が改善しない可能性が示唆された．

1-641

手の異物

ForeignBodyoftheHand

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】手術治療した手の異物の症例について診

断面を中心に報告する．

【対象】2000年4月から当科で手術治療した59例を

対象にした．男25例，女34例で，手術時年齢は

12～81歳，平均50歳であった．罹患側は右43例，

左16例，罹患部位は母指10,示指21,中指7,環

指7，小指3，手背手掌前腕がllで，示指に多かっ

た.12例が感染を伴っていた．術前に単純X線

写真検査を全例に，超音波検査を44例に行った．

受傷から手術までの期間は1日から最長で28年で

あった．

【結果】単純X線写真で異物を同定できたのが34

例で，残りの25例は描出できなかった．超音

波検査をした44例のうち,falsepositiveが2例，

falsenegativeが3例あった．木片・竹片は全例

が単純X線写真で描出できず，超音波検査では

24例中21例，88％で同定可能であった．手術で

切除した異物は木片・竹片が24例，魚の骨・ヒ

レが16例,ガラス片が8例と多かった.感染を伴っ

た12例では術後に全例で感染が鎮静化し，再発

した症例はなかった．

【考察】手は外傷の機会が多く，最も異物が多く

みられる領域でもある．単純X線写真で異物が

認められない際は診断に難渋することもある．

手の異物の中で単純X線写真では同定できない

木片や竹片が最も多かった.X線透過性の異物

に超音波検査を行い，88％で異物を検出できた

が，同定できない症例が3例あった．異物の大き

さや方向，深さ，周囲組織の影響で同定できな

い場合がある．また，単純X線写真で異物が確

認できた症例にも,超音波検査で異物の深さ,数，

周囲の状態と近接する軟部組織との位置関係に

ついて情報を得ることができる．超音波検査は

手術前検査として有用であり，勧められる検査

と考える．
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1-7-1

TFCC尺骨小窩部断裂に対するMRI診断

の信頼性と有用性

ReliabilityandUsefUlnessofMagneticResonance

ImagingfbrDiagnoSingRadioulnarLigamentTbarsofthe

'IriangularFibrocartilageComplex

'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l,面川庄平2,藤谷良太郎3,

中野健一2，田中康仁2

【目的】TFCC尺骨小窩部損傷に対して2種類の

MRI断面像を解析し，それぞれの診断の信頼性，

感度と特異度について調査した．

【方法】対象は2004～2010年に当科で手関節MRI

を撮影した22例である.12例は直視または鏡視

下に僥尺靭帯の尺骨小窩部断裂と診断し，うち

9例は完全断裂，3例は不全断裂と診断した．残

りの10例は手関節尺側部症状のない症例である．

手関節前額面MRI像(以下前額面）と，尺骨小窩

を中心とする放射状の断面MRI像(以下放射状

面）を作成し,T2*条件で尺骨小窩部断裂の有

無を評価した．評価項目は，輝度上昇の有無，

靭帯連続性の有無である．評価を3名の検者（日

手会評議員日手会専門医，整形外科専門医)で

行い，検者間，検者内の信頼性を調査した．ま

た，22例における輝度上昇評価の感度/特異度，

TFCC尺骨小窩部断裂と診断した12例における

靭帯連続性評価の感度/特異度を調査した．

【結果】尺骨小窩部での輝度上昇評価の信頼性(k

値)は，前額面で検者間0.59,検者内0.52,放射

状面で検者間0.49,検者内062であり前額面，放

射状面ともに中等度の一致であった．尺骨小窩

部断裂12例における靭帯連続例評価の信頼性は

前額面で検者間0.33,検者内0.57,放射状面で

検者間0.63,検者内0.65であり，放射状面の信

頼性が前額断に比べ良好であった．輝度上昇評

価の感度/特異度は前額面で83/80%,放射状面

90/82%と共に良好であり，靭帯連続性評価の感

度/特異度は前額面，放射状面ともに67%/100%

と高い特異度を示した．

【まとめ】TFCC尺骨小窩部剥脱の診断は,MRI

の撮像方向に関わらず輝度上昇の評価が感度，

特異度ともに比較的高く，信頼性は中等度であ

り有用であった．靭帯連続性評価の特異度は前

額，放射状面ともに高く，信頼性は放射状面で

良好であった．

1-7畠2

TFCC損傷に対する保存療法と手術療法

の比較

TheComparisionofConservativeTreatmentandSulgical
TifeatmentfbrTFCCInjury

'聖隷三方原病院整形外科，2関西電力病院整形

外科

○藤井貴之1,藤尾圭司2

【目的】TFCC損傷の保存療法と手術療法の成績

を比較した報告は少ない．今回TFCC損傷に対

し保存療法と手術療法を行いその成績を前向き

に比較検討した．

【方法】対象は2007年4月から2009年9月までに

TFCC損傷と診断され,6か月以上の経過観察

が可能であった23例23手(男性10例，女性13例）

である．明らかな外傷歴があり，他院を含めl

か月以上の保存療法に抵抗性であった例を対象

とした．十分にインフォームドコンセントを

行い手術療法と保存療法を自由に選択しても

らった．評価方法は理学所見としてfOveasign,

ulnocarpalstresstest,DRUJinstabilityを，主

観評価としてQuickDASH,VASscoreとした．

また職業またはスポーッヘの復帰率を評価した．

初診時と最終観察時のそれぞれの項目につき単

変量解析と多変量解析を行った.P<0.05を有意

とした．

【結果】他院での保存療法が無効ですぐに手術療

法を選択した患者が5例，しばらく保存療法を

行ったが無効で手術療法を選択した患者が5例

であった．保存治療のみの患者は13例であっ

たフォローアップ中止例はなかった．単変量

解析では手術療法を選択した患者と保存療法の

患者で年齢，受傷からの初診までの期間,DRUJ

mstability,QuickDASHscoreについて有意

差があった多変量解析ではこれらの因子の間

に明らかな独立因子はなかった．最終観察時に

おいて手術療法群と保存療法群にQuickDASH

scoreおよびVASscoreに有意差はなかった．職

業・スポーツへの復帰率に有意差はなかった．

【考察】TFCC損傷においては年齢や受傷から初

診時までの期間，症状の重症度により手術療法

の適応が分かれる．適切に治療が行われれば手

術療法も保存療法も同等の良い治療成績が得ら

れる．
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檮骨遠位端関節内骨折(AO分類C型)に合
併した三角線維軟骨複合体損傷の手関節
鏡視下評価

ArthroscopicEvaluationofThiangularFibrocartilage
ComplexLesionslntra-articularDistalRadiusFracmres

(AOclass.23-C)

浮間中央病院整形外科

○友利裕二

【目的】AO分類C型に合併するTFCC損傷の関節

鏡視所見について検討した．

【対象および方法】対象は2005-2011年の7年間に

AO分類C型骨折に対し掌側ロッキングプレート

固定を施行し，同時に手関節鏡でTFCCを確認

した61例62手(男性20,女性41)である．手術時

年齢は17-89歳(平均58.1歳)，骨折型は3DCTお

よび単純CT断層像を用いて評価しAO分類C-1:

21手,C-2:ll手,C-3:30手であった．尺骨茎

状突起骨折は35手に合併し，骨折部位は先端部8

手，中央部5手，基部22手であった．また，尺骨

遠位端骨折を6手に合併していたプレート固定

後手関節鏡視を行いTFCC損傷の有無や損傷形

態(Palmer分類)について評価した．

【結果】TFCC損傷は62手中53手(85.5%)に認め，

1B:25手,1D:20(大断裂4),1A+1B:2,1B

+1D:6(大断裂1)であった尺骨茎状突起骨折

合併35手中31手(886％）（尺骨茎状突起基部骨

折を除く13手中10手(76.9％)）に，尺骨茎状突起

骨折を認めなかった21手中16手(76.2%)にTFCC

損傷を認めた．また,DRUJに2mm以上の転位

ある骨折を認めた35手中34手(97.1％）にTFCC

損傷(1D:16(大断裂4),1B:12,1A+1B:2,

1B+1D:4(大断裂l))を認め,DRUJに骨折が

及ばなかったもの，または骨折があっても転位

が2mm以下であったもの27手中19手(70.4%)に

TFCC損傷(1B:13,1D:4,1B+1D:2)を認めた．

【考察】本調査では62手中53手(85.5％)にTFCC損

傷を合併し,1BおよびlD損傷が多く認められた

また,DRmに2mm以上の転位のある骨折を認

めるものは1D損傷が多く見られた

1-7-4

スポーツによるTFCC損傷
TFCCTbarsinAthletes

慶應義塾大学医学部整形外科

○中村俊康，福岡昌利，別所裕貴，

山部英行，戸山芳昭

スポーツによるTFCC損傷は比較的多く遭遇す

る．今回，自験例を検討した．

【方法】2008年から2010年までの3年間のスポー

ツによるTFCC損傷手術例は83例84手であった．

男54,女29,右53,左29,両側1例，年齢は17

～62歳(平均32歳）であった．診断は関節造影，

MRIに加え，術中の関節鏡所見で確定した．平

均フォロー期間は24カ月であった年齢，性差

損傷側，スポーツの種類，尺骨variance,1度の

外傷か反復受傷か，および臨床成績を検討した．

【結果】年齢は10代11手，20代30,30代20,40代

16,50代以上6手で，男に多く，利き手55,非利

き手29であった.1mm以上のplusvariant例62,

neutral例20,minus2手で，スポーツの種類は

テニス28,ゴルフ14,野球・卓球・剣道・スキー

スノーボードが5手であった．1度の外傷で生じ

た例は23手で，スキー・スノーボードに多く，

反復するストレスによる損傷は61手で，テニス・

ゴルフ・野球･卓球･剣道に多かった．このうち，

テニスでは利き手損傷が，ゴルフでは非利き手

損傷が非スポーツ群と比較して有意に多かった．

合併症はECU腱障害を8手に，尺骨茎状突起骨

折・偽関節を5手,SL靭帯損傷を3手に認めた．

治療は尺骨短縮術を66手,TFCC縫合術を22手，

TFCC再建術をl手に施行した臨床成績は優

65,良16,可2,不可1であった．

【考察】今回の検討でスポーツによるTFCC損

傷例は男性に多く，右手，利き手に多かった

年齢は10代から50代まで多岐に渡った.Plus

variance,テニス，ゴルフなどの反復ストレス

が原因の多数を占めた．テニス・卓球では利き

手に，ゴルフでは非利き手に多く発症する特徴

があった．2002年に行なった同様の調査では10

代に多く発症していたが,今回の検討からスポー

ツが成壮年層に広まっている実態が窺われた
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1-7-5

遠位榛尺関節不安性症に対する新しい檮尺靱

帯再建術の安定性に関する生体力学的研究

ANewReconstructionTbchniqueoftheTriangular

FibrocartilageComplexfOrChroniclnstabilityofthe
DistalRadioulnarJoint:BiomechanicalStudy

'大阪大学大学院整形外科，2奈良県立医科大学整

形外科，3札幌医科大学整形外科，4札幌第一病院

整形外科

○片岡利行l,森友寿夫19面川庄平2,

和田卓郎3，青木光弘4

【背景】遠位僥尺関節不安定症に対する僥尺靱帯

再建術には様々な手術方法があるが，掌側，背

側からのアプローチが必要で，僥骨，尺骨共に

骨孔を有し複雑な方法であった．そこで掌側ア

プローチのみで行える簡便な僥尺靭帯再建術を

考案した．

【目的】新たに考案した僥尺靭帯再建術による遠

位榛尺関節の安定性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7体7

上肢を対象とした．皮膚，皮下組織，筋肉を取

り除き，肘屈曲90.で上腕骨，尺骨を前腕回内外

が可能な装置に固定した．僥骨遠位に掌側なら

びに背側方向に2kgの牽引をかけ，僥骨の掌背側

方向への移動量を三次元磁気計測装置を用いて

前腕回内外中間位,回内60.,回外60.で計測した．

続いてスタビライザーである関節包，僥尺靱帯，

尺骨手根靱帯，尺側手根伸筋腱鞘床を切離して

不安定性を再現した．靱帯再建は掌側進入法で

おこなった．切離された掌側僥尺靱帯と尺側手

根靱帯の断端に長掌筋腱をグラフトとして編み

こみ縫合をかけた後，背側の僥尺靱帯とも縫合

し，尺骨小窩から近位背側に向かってあけた骨

孔に通し固定した．靭帯再建を行う前と後に僥

骨の掌背側方向への移動量を計測し比較した．

【結果】前腕肢位に関わらず，スタビライザー切

離前後で掌背側方向の移動量は有意に増加し，

スタビライザー切離後から靭帯再建後には掌背

側方向への移動量は有意に減少した．

【結論】新しく考案した僥尺靱帯再建術により

遠位僥尺関節は有意に安定化した．陳旧性の

TFCC損傷であっても尺骨手根靭帯のrernnant

は残存していることが多いため，僥骨に骨孔を

開けずに靭帯再建できる本法は簡便で，生体力

学的にも有効であった．

1-7-6

RA上肢手術と薬物療法

MedicalTreatmentandUpperExtremitySurgerywith
RheumatoidArthritis

昭和大学医学部整形外科学教室

○豊島洋一，稲垣克記，王

並木脩

興栄，

【はじめに】関節リウマチ(以下,RA)の上肢関節

は比較的早期から関節病変が進行しやすい．近

年では，薬物療法の進歩によりRAの疾患活動性

は比較的良好となったが，すでに破壊された関

節では変形によるADL障害をきたし手術療法が

必要となる．

【対象と方法】2003年から2011年6月までの間に当

院にて行われた270例のRA関節手術のうち,134

例の上肢手術を対象とした．生物学的製剤使用

下に行われた手術は33例(指関節固定1例，指関

節形成5例，人工指関節3例，人工肘関節置換術

8例，肘滑膜切除l例，手関節形成術12例，手関

節滑膜切除3例)で,ConventinalDMARDs使用

下での手術は101例(指関節固定5例，指関節形成

5例，人工指関節10例，人工肘関節置換術32例，

肘滑膜切除2例，手関節形成術39例，手関節滑膜

切除4例，その他4例)であった．これらの手術前

後の,CRP,周術期合併症，疾患活動性,JOA

score,mHAQ,患者全般評価(Pt-GA)を比較検

討した．

【結果】生物学的製剤使用下の手術でも，非使用

例と比べて創傷感染や創縁治癒の遷延を起こし

た症例は認められず，安全に手術が行われてい

た．疾患活動性やCRP,mHAQは，術前と比較

して術後に変化は認められなかったPt-GAは

有意に改善していた．

【考察】単関節の局所腫脹や瘻痛を伴うROM制限

が残存した症例に対しては，滑膜切除効果と薬

物療法の増強による疾患活動性の抑制効果も期

待される．また，機能障害に対する再建手術に

より,ADLの向上と外観の改善により患者全般

の幸福度の向上も期待できる．今後積極的な薬

物療法によるtightcontrolに加えて，患者ADL

の直接関与する上肢関節手術の重要性が増して

くると考えられる．
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RA肘関節障害に対する滑膜切除術の治療

経験

SynovectomyoftheElbowJointinRheumatoidArtmtis

'奥田整形外科，2名古屋市立大学整形外科

○奥田敏治1，大塚隆信2，岡本秀貴2

【目的】関節リウマチ(RA)患者において肘関節炎

による嵩痛や可動域制限は日常生活で著しい障

害を引き起こすため，保存的治療が無効な場合

に手術が選択される．また，手指変形の手術を

希望するRA患者で，肘関節の可動制限が強い場

合は，手指再建術の前に肘関節の手術を優先し

て行う必要がある．今回，当科でRA肘関節障害

に対し滑膜切除術をおこなった症例を検討した

ので報告する．

【方法】症例は29例40肘関節(男性4例,女性25例),

手術時平均年齢は61.1歳,RA罹病期間は平均

17.3年，術後経過期間は平均5.2年(1-9)である．

手術時X線像のLarsen分類ではII:8関節,III:

17関節,IV:15関節であった．生物学的製剤は，

8症例(全例エタネルセプト)で使用していた．手

術は外側より進入し，僥骨頭を切除し関節内の

滑膜切除をおこなった．拘縮例では，軟部組織

の剥離操作や骨鰊の切除も追加した．また尺骨

神経障害を伴った4関節では，内側切開を追加し

神経剥離を行った．術後の外固定は特に行わず，

翌日から積極的に可動域訓練を開始した．肘関

節の手術後手指変形に対し再建術を9症例でお

こなった．これらの症例につき，経過観察が可

能であった23症例について，腫脹・瘤痛の有無，

関節可動域の変化，日常生活での変化などを調

査した．

【成績】術後腫脹・瘤痛は軽減し，術前後の肘関

節可動域は，屈曲は，術前109.8.から術後133.2｡,

伸展は術前-33.8.から術後-20.6｡と改善し，機

能的な可動範囲がえられていた.RA肘関節機

能評価による臨床成績では，術前平均475点か

ら，術後86.2点と有意な改善を認め，日常生活

での患者満足度は比較的高かった．

【結論】肘関節滑膜切除術は，手術侵襲も比較的

少なく，保存的治療に抵抗するRA肘関節障害

に対し，積極的に試みてもよいと思われる．

1-7-8

リウマチ手PIP関節に対する表面置換型

人工指関節置換術の治療成績

ClinicalOutcomeofSurfaceFingerJointProsthesisof
PIPJointfbrRheumatoidArthritis

'鹿児島赤十字病院，2東京手の外科・スポーツ医

学研究所，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，

士持兼之l,小宮節郎3

【緒言】関節リウマチによるPIP関節炎に対する，

SelfLLockingFingerJoint(ナカシマメデイカル

社製)を用いた人工指関節置換術の短期治療成績

を調査した．

【対象と方法】2006年以降手術を施行し術後6か月

以上経過した，24例28手(男性l手，女性27手)，

手術時年齢45～71(平均57)歳を対象とした．手

術はl関節置換15手，2関節置換12手，3関節置換

l手の計42関節(示指7，中指16,環指14,小指5)

に施行されていた.Larsen分類はgrade33関

節,grade413関節,grade526関節であった．

42指のうち15指(36%)では同一指のMP関節にも

手術を行った(軟部組織形成術9関節，人工MP関

節置換術6関節)．経過観察期間は6か月～5年(平

均2.3年）であった臨床評価として瘻痛，関節

可動域，合併症(変形再発，感染症)を調査した

画像評価としてインプラント周辺の骨吸収像，

インプラントの破損，ゆるみ，脱臼の頻度を調

査した．

【結果と考察】術前に痙痛を認めていた症例は全

例症状は消失した．関節可動域は術前の可動域

の悪いものは可動域の改善も不良であった感

染症はボタン穴変形再発例で手背の軽微な外傷

を契機に発症し抗菌薬投与にて沈静化した．2関

節はボタン穴変形の再発に対して趾伸筋腱の腱

移植を併用した再手術を行った．2関節はスワン

ネック変形の再発に対して授動術を行った．イ

ンプラント周辺の骨吸収像は長期経過(術後5年）

の1関節(2％）に認められた．インプラントの破

損，ゆるみ，脱臼は認められなかった．関節リ

ウマチに対する表面置換型人工PIP関節置換術

は，術前可動域不良や側副靱帯不全，骨欠損症

例においては変形再発を来たす症例も見られた

がインプラントのfailureは少なく，関節固定術

を最終手段とかんがえれば考慮してよい術式で

あると考えられた．
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1-7-9

手指MP関節リウマチに対する人工関節置

換術の成績

TheResultsofSurfaceFingerJointlmplantArthoplasty

fOrRAMPjoints

'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1,真壁光2,

高畑直司2

【目的】軟骨消失・骨破壊を伴う手指MP関節リ

ウマチに対する当科の手術治療選択は尺側偏位

が高度で長期間罹患している場合や基節骨の掌

側脱臼が高度な場合は関節切除形成術(Zancolli)

としその他は可能な限り人工関節置換術を行っ

ている．シリコンインプラントは滑膜炎や折損

を嫌い現在使用していない.MES,SRハンドイ

ンプラントシステム(以下SR)と変遷し,2004年

以降，セメントレス人工関節であるselflocking

fingerjointを使用している．今回はMP関節に対

する人工関節置換術のそれぞれの臨床成績を比

較，報告する．

【方法】術後1年以上経過観察できた症例，22例79

関節である.MES:4例9関節,SR:3例7関節,self

lockingfingerjoint:16例,63関節である．手術

時年齢，術後経過観察期間はおのおの,MESが

46-56才,2-10年(平均7年),SRが54-66才，

6-9年(平均7.5年),selflockingfingerjointが47

-73才(平均年齢62.7才),1-7年(平均2.6年)で

ある．

術後の人工関節周囲のゆるみ，折損尺側偏位

の再発の有無，亜脱臼・脱臼，再手術などにつ

いて調査した．

【結果】MESで中指1関節のみに置換した例は良

好に経過していたが，ゆるみを生じselflocking

fingerjointに再置換したSRはX-P上ゆるみな

く，痛みなく良く使用されているがl例1関節に

亜脱臼を認める.selflockingfingerjointではア

ンカー部分のゆるみを生じた例はない．1例に遅

発性感染を認め抜去している．2例3関節に高度

の尺側偏位の再発と脱臼を認め結果的に抜去を

要した．

【考察】各機種で症例数の差があり術後の合併症

に明らかな傾向は認められない．術前に亜脱臼

や尺側偏位の強い症例では術中の手技だけでな

く術後の後療法も慎重な観察が必要である．

1-7-10

手指尺側偏位に母指変形を合併したリウ

マチ手の機能評価

EvaluationofUnarDeviationoftheFingerswithThumb
DefOnnitiesinRheumatoidArtMtis

京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学

(整形外科）

○岸田愛子，小田良，藤原浩芳，

徳永大作，久保俊一

【目的】関節リウマチに伴う手指変形はリウマチ

手と呼ばれ,掌握動作やつまみ動作を障害する．

手指尺側偏位は機能的な障害より整容的な面で

問題となることが多いが,母指ボタンホール変形

を合併してIP関節が過伸展すると，手指機能が著

明に低下するのではないかと考えた.･今回,手指

尺側偏位に母指変形を合併するリウマチ手の機

能に着目し検討した．

【方法】当院通院中で母指変形と手指尺側偏位を

合併した関節リウマチ患者30例50手(平均年齢

61.1±9.5歳,平均罹病期間19.9±9.5年,DAS28平

均3.12±1.01)を対象とした．母指変形をボタン

ホール変形の有無で分類した．また手指尺側偏位

に関して,偏位の程度,MP関節の亜脱臼,脱臼の

整復の可否およびMP関節の骨破壊の4項目を挙

げ,それぞれgradeを設定した.手指機能の評価

項目としてModifiedKapadjilndex(MKI),握

力，つまみ力，簡易上肢機能検査および日常生

活動作検査(日本手外科学会)を用いた.母指ボタ

ンホール変形の有無手指尺側偏位のgradeおよ

び評価項目の関係を，ピアソンの積立相関係数と

1元配置分散分析を用いて統計学的に比較検討し

た．

【結果】母指ボタンホール変形は40手に認め,手指

尺側偏位がhighgradeになるとMKIの母指対立

と手指屈曲のscoreおよび握力は低下した.母指

ボタンホール変形を認めない群では,手指尺側偏

位のgradeと評価項目の間に相関はなかった．ま

た母指ボタンホール変形を認める手指尺側偏位

highgrade群は,母指ボタンホール変形を認めな

い手指尺側偏位lowgrade群よりMKIの母指対立

のscoreが有意に低下していた．

【考察】リウマチ手では,手指尺側偏位に母指ボタ

ンホール変形が合併すると手指機能が低下する

ため,母指変形と手指尺側偏位を併せて評価し，

治療を行うことが必要である．
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1-7-11

伸筋腱移行によるリウマチ指尺側偏位の
治療

ExtensorThanslocationfbrRheumatoidFingerswith
UInarDrift

広島県障害者リハビリテーションセンター整形

外科

○水関隆也，増本あや，森重真奈美

【目的】関節リウマチ(以下,RA)により生じる指

尺側偏位(以下,UD)は矯正が難しいことで知

られている．われわれは伸筋腱を榛側へ移行し，

力学的に伸展力を再建しながらUD矯正力が働く

Feldon法を改変し，一部の症例に適応している．

これらの術後結果をまとめた．

【対象】われわれが今までに手術を行った症例11

例11手を対象とした．男性2例，女性9例．手術

時年齢は平均58(23～71)歳であった．術後経過

期間は平均4年7月(7年9月～1年4月）であった．

MP関節破壊は全例でLarsengrade3以下であっ
たが，1/2の亜脱臼がl例に1/3以下の亜脱臼が6

例に認められた．

【方法】まず，尺側の内在筋腱および小指外転筋

を切離しておく．指MP関節を中心とし伸筋腱

尺側半分を4cmばかり切離し，末梢へ向かい挙

上する．この半裁腱を伸筋腱帽の僥側から抜き

出し，元の伸筋腱僥側へ縫着する．示指につい

ては示指固有伸筋腱の腱帽移行部を含めて切離

し総指伸筋腱の僥側へ廻し僥側腱帽に縫着する．

小指については偏位が強い場合，小指固有伸筋

腱を全栽して環指伸筋腱へ縫着することもある．

術後指伸展装具は必須で榛側から指を牽引する．

【結果】UDは術前平均40.から術後平均14°へ改善

されていたが，小指にUDの再発がみられる例が

多かった.MP関節の可動域は術前平均-41/81。

から術後平均-25/82.へ伸展域を再獲得してい

た.1例に術後手関節レベルでの伸筋腱断裂を生

じていた．全指にUDが再発した1例以外，患者

の満足度は高かった．

【まとめ】本法は強いUDを呈するRA手にも有用

な術式であるが，小指の矯正にさらなる工夫を

要する．

1-7L12

RAにおける手関節障害に伴う伸筋腱皮下

断裂修復後の早期運動で指外固定等は必

要か？

Tbnsion-reducedEarlyMobilizationisnotNecessaryafter
ReconstructionoftheDistalRadio-ulnarDisorderwith

theExtensorTbndonRuptureintheRheumatoidArthritis

'西の京病院整形外科，2済生会中和病院整形外科

○福居顕宏1,吉井尚2

【目的】RAにおける手関節障害に対してSauve-

Kapandji変法施行後3日間シーネ固定,4日目か

らの早期運動が有用なことは報告した．一方，

伸筋腱皮下断裂に対して減張位早期運動療法

やdynamicsprint療法の有用性が報告されてい

る．今回手関節障害に伴う伸筋腱皮下断裂に対

してSauve-Kapandji変法と腱再建後3日間の固定

後に手関節同様指関節の早期運動を施行しその

結果を検討した．腱縫合には強力なinterlacing

sutureを行ったのみで指に対してバンド等使用

していない．

【方法】2002年以後に手術施行し1年以上経過し

た症例は12例17指で手術時年齢は33から78歳で

あった.Larsen分類ではStage3は9例でStage4

は3例であった.追跡期間は12から60か月である．

伸筋腱皮下断裂指の内訳は母指2例，環指1例と

小指5例であった．環，小指は3例で中，環，小

指は1例であった．長掌筋腱の移行を2例に，長

掌筋腱移植は3例に行った．隣接指である総指伸

筋腱と端側縫合を5例に行った．評価は手関節に

おける骨癒合の時期と再建した部位での腱再断

裂の有無及びレントゲン計測による手根骨の形

態を計測した．また手，指のMP関節の可動域を

計測した

【成績】全例術後3か月目迄に骨癒合を得た．再建

した腱の再断裂は認めなかった．レントゲン評

価では術前後で全ての指標で有意差はなかった．

手根骨の形態は良く保たれた．手関節可動域は

術前掌屈36度，背屈35度から術後掌屈18度，背

屈は52度となった．回内は術前76度，回外77度

から術後86度，回外は88度であった．再建した

17指のMP関節自動伸展角度は0度からマイナス

10度，自動屈曲角度は60度から90度だった．

【結論】手関節障害に伴う伸筋腱皮下断裂に対し

て関節，腱の再建術後4日目から手，指関節を同

時に早期運動することで各関節の可動域は改善

した．
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1-7-13

関節リウマチ患者における手指伸筋腱再

建術の予後因子に関する検討

AStudyonPrognosisFactorsofExtensorTbndon
ReconstructioninRheumatoidHand

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風セン

ター

○佐久間 悠 ， 岩 本卓士，鈴木拓，

鴇田朝海，桃原茂樹

【はじめに】関節リウマチ(RA)患者における手関

節破壊・変形に伴う手指伸筋腱断裂に対しては

伸筋腱再建術が手関節形成・固定術と併せて行

われるが，個々の病態に合わせたその術式の選

択や術後の後療法をはじめとした様々な因子が

予後に大きく影響する．これら術後成績に影響

する因子に関して検討を行った．

【方法】手指伸筋腱断裂に対し手関節手術および

伸筋腱再建術を当院で施行したRA患者64名68手

(男6女60)を，術後約3か月において得られた手

指機能の成績に応じてgood,fair,poorの3群に分

類し，予後因子となり得る種々の要素に関して

比較検討を行った

【結果】対象の年齢は平均52.6[25-83]歳，平均罹

病期間はll.7[2.7-38.5]年であった．術後平均ll.5

[4.0-14.6]週での評価で,good群が40例(55.8%),

fair群が15例(22.1%),poor群が13例(19.1%)で

あった.RA罹病期間および腱断裂から手術まで

の期間においては各群間で有意差を認めなかっ

たが,poor群では手術までに100週を越えた症例

が2例含まれていた．術後作業療法(OT)開始ま

での期間,OTの回数および頻度においても有意

差を認めなかったが,OTの頻度はpoor群でやや

低い傾向が見られた．伸筋腱再建法および手関

節の術式は術後成績との有意な関連性は見られ

なかったが，断裂腱本数はpoor群においてgood

群,fair群のいずれよりも有意に多く，僥側手根

伸筋や浅屈筋などを伸筋腱再建の力源として用

いた症例がpoor群では多い傾向があった．

【結論】RAにおける手指伸筋腱断裂はしばしば進

行性であり，残存している腱が多い段階での速

やかな外科的治療が良好な術後成績につながる

重要な要素と考えられた．

1-7-14

関節リウマチにおける屈筋腱皮下断裂症

例の検討

EvaluationofSubcutaneousRupturesoftheFlexor
TbndonsinRheumatoidArthritis

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風セン

ター

○鈴木拓，岩本卓士，佐久間悠，

鴇田朝海，桃原茂樹

【目的】RAにおける屈筋腱断裂は伸筋腱断裂に比

べ稀であり，まとまった報告も少ない．我々は

RA屈筋腱皮下断裂症例における臨床像および手

術成績について検討した．

【対象および方法】当科にて手術を施行したRA

患者18手30指(女性15手)を対象とした．断裂時

における年齢は平均60歳，術後観察期間は平均

9カ月，断裂から手術までの期間は平均3ヵ月で

あったこれらの症例に対して断裂腱，術中所

見による断裂部位，再建術について検討した．

手指関節ROM,断裂時におけるDiseaseactivity

score28(DAS28),CRPといった疾患活動性に

加え，手関節骨破壊についてLarsengradeを用

いて評価した．

【結果】罹患指は母指10示指5中指3環指6小指6指

であり，単独指断裂がll,2指断裂が4,3指断裂

が1，4指断裂が2手であった．断裂部位は母指が

8/10,示指～小指は13/18手がZone4で，大半の

症例が手根管内での断裂であった．術式はFPL

断裂に対しては腱移植術を7指に,FDSを用いた

腱移行術を3指に施行した.FDP(S)断裂に対し

ては腱移植術を9指に，隣接指への腱移行術を8

指に施行した．術後ROMは母指のIP関節が10-62

(平均35)｡,MP関節が32-86(平均57)｡,示指～

小指はDIP関節が10-72(平均32)｡,PIP関節が32-

86（平均51)。であった．DAS28は平均4.4,CRP

は平均2.8mg/dlであり疾患活動性の高い症例が

多かった．手関節骨破壊はLarsengrade2が1,3

が2，4が10，5が5手であった．

【考察】RA屈筋腱断裂の臨床像として，断裂時に

おける疾患活動性は高度で，手関節の骨破壊が

進行している症例が多く認められた．屈筋腱断

裂の術後の成績は必ずしも良好であるとは言え

ず，診断後は可及的早期に手術を施行し多数指

断裂への進行を防止すると共に，疾患活動性を

tightcontrolし，骨関節破壊の進行を抑制するこ
とが重要であると考えられた．
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RA患者に対する生物製剤使用下での

Sauve-Kapandji法の検討
ConsiderationofSauve-KapandjiMethodfOrRAPatients

UnderTreatmentUsingBiologics

東邦大学医学部整形外科

○関口昌之，宮崎芳安，大日方嘉行，

川上裕史，土谷一晃

【目的】生物製剤の導入により，荷重関節と異な

りRA患者の非荷重関節では，関節破壊の進行

したLarsengradellI･IVの症例でも骨破壊の

進行の抑制や関節面のremodlingを経験する．

われわれは生物製剤がgoodresponseであれば

radiocarpaljointの骨破壊が高度な症例に対して

もSauve-Kapandji法(S-K法)を施行している．今

回はその有効性について検討した

【対象および方法】症例は生物製剤導入下にS-K

法を施行したRA患者26例27関節で，手術時年

齢は平均57.4歳であった．25関節でECUの半裁

腱による尺骨近位端のdistaltenodesisを行った．

術前のradiocarpaljointのLarsen分類はgrade

IIIあるいはIVであったX線パラメーターは

手根骨の破壊尺側移動，僥側回転，掌側移

動の指標として，それぞれcarpalheightratio

(CHR),ulnarcarpaldistanceratio(UCDR),

radialrotationangle(RRA),palmarcarpal

subluxationratio(PCSR)を経時的に評価し，

radiocarpaljoint関節面の変化につき検討した．

RA疾患活動性はDAS28-ESRで評価した．

【成績】手術時のRA疾患活動性はDAS28-ESRで

全例lowdiseaseactivityであった．全例で手関

節痛と回旋可動域は改善したが，掌背屈可動

域はほとんど改善が得られなかった.X線評価

では,CHRは優位に減少していた．術直後に

UCDRとRRAはともに減少の傾向を示し，調査

時には尺側変位は増加の傾向を示した．また，

PCSRは術直後と比較し調査時に変化がなかっ

た．intercarpaljointが強直に至った症例が散見

されたが,radiocarapaljointの関節破壊の進行

した症例はなく，多くの症例でradiocarpaljoint

関節面のremodelingがみられた．

【結論】生物製剤がgoodresponseの症例では，

Radiocarpaljointの骨破壊が進行した症例にも

S-K法は有効な方法であると考えられた．

1-7-16

関節リウマチの手関節障害に対する

Sauve-Kapandji法
～術後3年以上経過例の検討～

ResultsofSauv6-KapandjiProcedurefOrWristDisorders
inRheumatoidArthritis

'奈良県立医科大学整形外科，2西の京病院整形

外科

○小畠康宣l,村田景-1,面川庄平l,

田中康仁l,福居顕宏Ⅱ

【目的】我々はRAの手関節障害に対し，滑膜切除

術と共にSauve-Kapandji法(以下SK法)による遠

位僥尺関節形成術を行ってきた．今回その中期

成績を検討し報告する．

【対象と方法】対象は薬物療法に抵抗する滑膜炎

により，回内外制限や瘤痛などの遠位僥尺関節

障害を伴う，もしくは伸筋腱断裂を生じたリウ

マチ手関節に対しSK法を施行したRA患者38例

47関節で，内訳は男性7例，女性31例，手術時年

齢は31歳～72歳(平均55歳)であった．術後経過

観察期間は3年～18.3年(平均6.8年)である．臨床

症状は，手関節の瘻痛と可動域を調査した．ま

たX線にて手根骨の変化(CHR,UCDR,PCSR)

を計測して手術前後で比較検討した．

【結果】手関節痛は全例で改善した.Larsen分類

にて術前grade3以下であった13関節のうち10関

節にgradeの進行が見られ，関節破壊の進行が示

唆された．可動域は術前掌背屈平均52.から術後

32°に有意に減少したが，回内外は術前150°から

術後168.と有意に改善し患者の満足度は高かっ

た.X線上の変化ではCHRのみ有意に減少して

いたがその他のパラメータには変化を認めず変

形の抑制効果が認められた.2003年以降では

38％の症例に生物学的製剤が導入されており近

年はその割合が半数以上となっていた．術後10

年以上経過観察可能であった12関節では手根骨

の強直至っているものを9関節(75％)認め長期的

な手関節機能温存に対しての手術単独療法の限

界が示唆される．しかしながら術後早期より生

物学的製剤等によるリウマチ活動性の厳密なコ

ントロールが行われた症例では，手関節破壊の

進行が抑制されている傾向にあった．

【考察】リウマチ手関節手術において，既存治療

ではいずれ強直に至る可能性が高く，今後は生

物学的製剤などの強力な病勢コントロールを併

用する治療ストラテジーの確立が必要と考えら

れる．
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関節リウマチの手関節に対する部分固定

術の術後成績

ClinicalandRadiographicEvaluationsofPartial
Arthrodesis伽rRheumatoidWrist

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】関節リウマチ(RA)の手関節では，多

くの場合僥骨手根関節および遠位僥尺関節が共

に障害され，当院ではSchulthess分類にしたが

いその治療方針を決めている．今回手関節部分

固定術の術後成績を検討したので報告する．

【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1

例)を対象とした．手術時平均年齢は56歳，平均

経過観察期間は7年であった.Schulthess分類の

Typelおよび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，

TypeIII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．

評価項目として手関節可動域,握力，癌痛(visual

analoguescale,VAS),DASH,X線学的評価

(Carpalheightratio(CH),Ulnartranslation

ratio(UT),Palmarcarpalsubluxationratio

(PCS))を選択した．

【結果】掌背屈は術前平均79°から術後平均38｡に

可動域は減少し，回内外は術前平均159.から術

後平均174.に改善した．握力は術前平均6.1Kgか

ら術後平均10.7Kg'､,VASは術前平均73から術

後平均21'､,DASHは術前平均57点から術後平

均26点へ改善した.CHは術前平均0.41から最終

観察時平均0.45/､,UTは術前平均0.15から最終

観察時平均0.14"､,PCS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

【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手関節は僥骨月状骨間部分関節

固定術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．

1-7-18

関節リウマチに対する手関節固定術の術

後合併症

ComplicationsFollowing'IbtalWristArthrodesisin
RheumatoidArthritis

'国立病院機構相模原病院整形外科，2国立成育医

療研究センター整形外科，3東京大学医学部整形

外科・脊椎外科

○高群浩司1,十字琢夫lp森俊仁1,

関敦仁2，三浦俊樹3

【はじめに】関節リウマチ患者では，手関節が破

壊されて不安定となり,ADL障害が顕著となる

場合がある．その際には手関節固定術が選択さ

れることが多く，これまで様々な固定法が報告

されてきた．今回我々はリウマチ手関節に対す

る関節固定術の結果から術後合併症に関して知

見を得たので報告する．

【対象と方法】関節リウマチの手関節変形に対し

て2002年8月から2011年8月までに関節固定術を

行った21症例,22関節(男性l関節，女性21関節）

を対象とした．平均罹病期間21年，手術時平均

年齢54歳，同時に伸筋腱再建術を行ったのは10

関節であった固定方法は,K-wire(KW)によ

る固定がll関節,WristFusionRod(WFR)によ

る固定が6関節，僥骨遠位端用ロッキングプレー

トによる固定が5関節であった．ロッキングプ

レートによる固定はすべて僥骨手根骨間のみを

固定した．この固定法の違いにより術後成績や

合併症に差があるかどうかを検討した．

【結果】骨癒合は19関節で得られた．術後合併症

として，手関節痛が軽度残存したのが2関節，術

後創部の遷延治癒が2関節,KWの突出が6関節

でそのうちKWを抜去せざるをえなかったのは5

関節，偽関節となったのが3関節でそのうち再固

定術を行ったのは1関節であった．偽関節となっ

たのはすべてKWによる固定であった．術後X

線にて僥骨手根関節での矯正損失はなかったが，

中手骨の尺側偏位が進行する症例があった．

【考察】KWによる手関節固定では術後wireによ

るトラブルや偽関節の可能性が高くなると考え

られた.WristFusionRodやロッキングプレー

トによる固定では固定性は良好で偽関節になっ

た症例はなかったが，術前にCM関節の不安定性

が著明であった症例は術後中手骨の尺側偏位が

進行しており,CM関節固定の必要性が考えられ

た．
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骨粗霧症から檮骨遠位端骨折の治療を考える

TreatmentofDistalRadiusFi･acmresinConsiderationfOrOsteoporosis

酒井昭典

産業医科大学整形外科

我が国における骨粗潅症患者数は約1200万人といわれている．僥骨遠位端骨折は骨粗霧症による

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．骨粗霧症患者の僥骨遠位端骨折にintrafocalpinning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ヵ月の時点では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する．

閉経後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l.9倍，椎体骨折はl.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，骨粗霧症治療を開始する良い機会であると捉えるべき

である．50～65歳の女性では骨密度がYAMの70%未満であること,65歳以上の女性では易転倒性の

簡便な指標である開眼片脚起立時間が15秒未満であることが榛骨遠位端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転倒防止を念頭におい

た下肢バランス運動能力強化が必要である．

2011年1月に承認,3月に薬価収載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年間の僥骨遠位端骨折発生率を71%抑制

した．メタアナリシスの結果から，ビタミンD投与は転倒リスクを22％抑制する．骨粗霧症による脆

弱性骨折を防止する上で，エルデカルシトールは有用と思われる．
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母指の対立動作の実験的計測

ExperimentalMeasurementofOppositiontheMovement
ofThumb

'関西医科大学香里病院整形外科，2関西医科大学

枚方病院整形外科

○児島新1，栂野弘毅1,漆崎亜弥1,

朴正旭1,飯田寛和2

【目的】母指対立運動は手の基本運動である.我々

は第54回本会で，示指～小指の母指へのリーチ

ングポイントを計測し各指の特徴と，手指に外

傷が発生した場合の母指対立再建方法を提案し

た．今回我々は母指の他指に対する対立動作の

特徴を客観的に評価する目的で以下の実験を

行った．

【対象と方法】手指に健常人20名(男性10女性

10)を計測対象とした．先ず1)母指指尖部が示指

～小指に届く範囲（リーチングポイント）を計測

した．具体的には,母指指尖部で示指～小指のa)

指腹部正中線上とb)僥側側正中線上をトレース

し，そのリーチングポイントを写真記録し計測

した．次に2)母指指尖部と他指の指尖部で対立

動作を行い，母指と他指が自動運動で可能な対

立角度(対立角）の範囲を撮影記録し比較した．

さらに3)母指指尖部がa)他指の指尖部とb)そ

の指のDIP関節部とで行う対立動作時の対立角

の変化を記録し比較した．

【結果】l)母指指指尖部が他指の指腹部正中線上

をトレース出来る範囲は示指～小指に向かうに

従って広くなった．また示指．中指では指腹部

正中線上よりも僥側側正中線上の方が有意に広

い範囲をトレース出来た．2)母指指尖部と他指

指尖部での対立角は示指～小指に向かうに従っ

て大きくなった3)母指が示指～小指の各指指

尖部で対立動作を行うよりもDIP関節部で対立

動作を行う方が対立角は有意に減少した．

【考察と結論】母指指尖部がトレース可能な示指．

中指の領域は限られていた．すなわちピンチ動

作には母指指尖部以外の部分の役割も重要で

あることが示唆された．また対立動作での母指

と他指の対向角は示指～小指に向かって変化し

個々の指の役割が異なることが判った．本実験

結果は母指や複数指の損傷に対する機能再建を

考えるに当たって有用と思われる．

1-7-20

前腕回内外にともなうulnarvarianceと

尺骨・月状骨間距離の変化の3次元評価

ThreeDimensionalUlnarVarianceduringFOreann

Rotation:ItsRelationshiptotheDistancebetweenthe
UlnaandtheLunate

大阪大学大学院医学系研究科臨床外科学専攻器

官制御外科学(整形外科）

○川西洋平，森友寿夫，片岡利行，

三宅潤一，村瀬剛

【はじめに】前腕回旋時のUlnarVariance(以下

UV)は，回内に伴い増加するとされる．このこ

とは尺骨突き上げ症候群で尺骨と月状骨の衝突

がおこる肢位を考えるうえで重要である．しか

し，過去の報告は単純X線像を用いた2次元的評

価であり，尺骨・僥骨・月状骨の位置関係を3次

元的に評価した報告はない．本研究の目的は，

前腕回旋時におけるUVと尺骨・月状骨間距離を

3次元的に評価することである．

【方法】正常前腕15例15上肢を対象とした．最大

回内位と最大回外位でCT撮影を行い,3D骨モデ

ルを作成した.UVは,sigmoidnotch底部と尺

骨頭の最遠位点との距離を榛骨骨軸に沿って測

定した．尺骨と月状骨の3次元的最短距離(ULd)

は，独自のソフトを用い，その距離並びに最近

接点を同定,UVとULdの前腕回旋による変化を

計算した．また，尺骨頭側における,UV測定箇

所となった最遠位点とULd測定箇所となった最

近接点の関係を2点間の距離として測定した．

【結果】UVは，回内時平均2.0mm±2.5mm,回外

時平均2.4mm±2.4mmで回内時に有意な減少を

示した(p<0.05).ULdは，回内時平均1.5mmr

0.9mm,回外時平均1.6mm±1.Ommで前腕回旋

に伴う有意な変化を認めなかった．尺骨頭の最

遠位点と最近接点は，同じ箇所ではなく，平均

4.7mm離れていた．

【考察】3次元測定によるUVは，レントゲン測定

による報告と異なり，回内に伴い減少した．こ

れは，手関節レントゲン写真撮影時の尺骨頭の

位置による誤差などがなくなったためと思われ

る．また,ULdは前腕回旋の影響を受けず，尺

骨頭の最遠位点と最近接点が異なっていたこと

より,UVが最大となる肢位と尺骨頭が月状骨に

接近する肢位は必ずしも一致しないことが示さ

れた．尺骨突き上げ症候群で，様々な回旋肢位

で瘤痛が誘発されることを裏付けるものと思わ

れた．
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尺骨小窩形成不全と遠位梼尺関節キネマ

ティクス:ulnarvarianceとの関連

UInarVariance:ItsRelationshiptomnarFOveal

MomhologyandForeannKinematics

'大阪大学大学院整形外科，2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2,

村瀬剛1,吉川秀樹】

【はじめに】尺骨小窩は前腕回旋軸が通り，遠位

等尺靭帯深層成分が付着する重要な解剖学的部

位である．しかし，実際には小窩がはっきりし

ない例も存在し，これらが遠位僥尺関節のキネ

マテイックスに与える影響はよくわかっていな

い．

【目的】ulnarvarianceと尺骨小窩の形成や遠位僥

尺関節のキネマテイックスとの関連を調べるこ

と．

【方法】正常前腕28例28肢を対象とした．最大回

内位と最大回外位でCT撮影を行い,3D骨モデル

を作成し，前腕回旋軸を求めた．横断像で尺骨

遠位端を円近似して中心(ulnarheadcenter)を決

定し，前腕回旋軸との距離をinteraxialdistance

とし,ulnarvarianceとの関連を調べた．また，

冠状断像での尺骨最遠位からulnarheadcenter

の骨軸に沿った距離を深さとして，これが0.8mm

以上のものをconcavetype,0.8mm未満のものを

Hattypeとして分類し,ulnarvarianceを比較し

た．

【結果】18例がconcavetypeであり，尺骨遠位は

三日月状の関節軟骨形状によって囲まれた深い

尺骨小窩が存在した．一方,10例がnattypeで

あり，尺骨遠位は平坦若しくはドーム状で尺骨

小窩といえる窪みは明らかでなかった(尺骨小

窩形成不全).Ulnarvarianceはconcavetypejg

りHattypeの方が有意に大きかった.Interaxial

distanceはulnarvariaceと有意な正の相関を認め

(r=0.38,p<0.05),ulnarvarianceが大きくな

れば，前腕回旋軸は尺骨茎状突起側に寄ってい

た．

【結論】尺骨小窩形成不全ではulnarvarianceが大

きいものが多く，遠位僥尺関節の安定化をもた

らす遠位僥尺靱帯深層成分が発達していない可

能性が示唆された．

1-7畠22

榛骨短縮変形が遠位榛尺関節の安定性に

及ぼす影響

TheEffectsofRadialShortemngonDistalRadioulnar

JointStability

慶應義塾大学整形外科

○齊藤毅，中村俊康，西脇正夫，

戸 山 芳 昭 ， 池 上 博 泰

【目的】榛骨短縮変形は遠位僥尺関節(DRUJ)障

害を引き起こすとされているが，僥骨短縮変形

の程度とDRUJの安定性の関係について調べた

研究はない．本研究の目的は，僥骨短縮変形が

DRUJの安定性に及ぼす影響について生体力学

的に検討することである．

【方法】上肢新鮮屍体6肢を用いた．肘関節屈曲

90･で上腕骨と尺骨を固定した．荷重試験機で

僥骨に掌背側方向の変位を1.25mm/secの速度

で加え，その際の変位一荷重曲線からDRUJ

のstlinessを計測した．さらに僥骨をlmm毎に

6mmまで短縮させて,stiHilessの変化を中間位，

回内外60.位で計測した．僥尺靭帯(RUL)損傷の

影響を調べるために,RUL正常，尺側付着部で

のRUL部分切離,RUL全切離の3条件で計測し

た．統計解析はone-wayANOVAを用いた．

【結果】RULが正常な状態では，すべての肢位で，

掌側，背側方向ともに僥骨の短縮に伴う有意な

stiHnessの変化は認められなかった.RUL部分

切離ではすべての肢位で一定のstirnessの低下を

認めたが，僥骨の短縮に伴う明らかな傾向は認

められなかった.RUL全切離ではすべての肢位

で明らかなstiHnessの低下を認めたが，部分切離

と同様に僥骨の短縮に伴う明らかな傾向は認め

られなかった

【まとめ】RULの尺側付着部の重要性が示される

一方で，僥骨の短縮変形はDRUJの安定性に明ら

かな影響を与えなかった．したがって，僥骨短

縮変形に伴うDRUJ障害は尺骨の相対的な延長

による突き上げや関節の不適合によるものと考

えられる．
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舟状月状骨解離の3次元変形解析
Three-DimensionalDefOnnationAnalysisofthe
ScapholunateDissociation

'大阪大学大学院医学系研究科整形外科学，2奈良

県立医科大学整形外科学

○大森信介1，森友寿夫1,片岡利行1,
面川正平2，村瀬剛】

【背景】舟状月状骨解離(以下SLD)では，舟状骨

近位が僥骨の背側縁に乗り上がるように転位し，

僥骨舟状骨関節(以下RS関節)に関節症変化を生

じるとされているが，3次元的に解析した報告は

ない．

【目的】SLDにより生じる手根骨の位置の変化や，

それにより起こる関節適合性の変化について3次

元的に解析し，その病態を定量化すること．

【対象と方法】対象は単純X線にてSLDと診断し

た5例で，全例にDISI変形を生じており,Colles

骨折を2例に合併していた．コントロール群とし

て正常手関節6例を用いた．手関節中間位のCT

撮影にて,3D骨モデルを作成した．手根骨の位

置の変化については，榛骨の3次元骨座標系を基

準にした位置を，コントロール群と比較して評

価した．関節適合性に関しては,RS関節，僥骨

月状骨関節(以下RL関節),月状有頭骨関節(以

下LC関節)の適合性を，独自に開発したソフト

にて，近接する2つの骨の接近領域を計算し，評

価した．

【結果】舟状骨は正常群と比べて6.5mm背側転位，

7.1.掌屈し，その結果舟状骨近位が僥骨背側縁

に乗りあがるように転位していた大・小菱形

骨,有頭骨の背側転位はそれぞれ7.1mm,6.8mm,

6.8mmで，舟状骨と同程度だった．月状骨は掌

背側方向には有意な位置の変化はなく,40.6｡背

屈していた．関節適合性は,RS骨関節は不適合

になっており，僥骨の背側縁でcontactしていた．

Ⅲ関節,LC関節は比較的適合が保たれていた．

【まとめ】SLDではRL関節の適合が保たれたまま

月状骨が背屈するため，有頭骨をはじめとして

遠位手根列は全体的に背側転位する．掌屈した

舟状骨は遠位手根列とともに背側へ移動し,RS

関節面背側で不適合を起こし，関節症変化の原

因となることが示唆された．

1-7と24

手関節掌背屈運動時における｢手関節リズ

ム｣の提唱

Proposalofi'WristRhythmi'duringWristJointMotion

'金沢大学医学部整形外科，2金沢大学附属病院放

射線部，3金沢大学医薬保健研究域保健学系

○多田薫1,菅沼省吾1,土屋弘行1,

川嶋広貴2，真田茂3

【はじめに】手関節掌背屈運動時においては，掌

屈時には手根中央関節が，背屈時には僥骨手根

関節が優位に動くとされている．しかし，これ

はあくまで手関節最大掌背屈時における各関節

の寄与率について述べているに過ぎない．我々

は手関節動態撮影を用いて手関節掌背屈時にこ

れらの関節がどのような比率で運動しているの

かを検討したので報告する．

【対象と方法】健常成人20例40手(平均年齢29.0

歳)を対象とし，手関節動態撮影を行った．補助

具を用いて前腕を約7度外旋させた状態で，最大

掌屈位から最大背屈位までを5秒間で自動運動さ

せ，毎秒3.75フレームで繰り返し撮影した．本

研究では僥骨背側面と第3中手骨背側面がなす角

度を手関節の角度と，僥骨背側面と月状骨遠位

関節面に対する垂線がなす角度を僥骨手根関節

の角度と，月状骨遠位関節面に対する垂線と第3

中手骨背側面がなす角度を手根中央関節の角度

と定義した得られた40手のデータから，手関

節の角度を横軸に，僥骨手根関節および手根中

央関節の角度を縦軸にした平均曲線を作成した．

【結果】中間位から手関節掌屈50度および背屈50

度の範囲で平均曲線から最小二乗法により回帰

直線を求めたところ，手関節掌屈時は僥骨手根

関節：手根中央関節がほぼ1：3の比率で動いて

おり，手関節背屈時は同じく2：1の比率で動い

ていることが判明した．

【考察】肩関節外転時における肩甲骨と上腕骨の

動きの比率はl:2であるという，「肩甲上腕リズ

ム」は整形外科医に広く認識されている．このよ

うな考え方で手関節の運動を捉えることを目的

に本研究を遂行し，上述の結果を得た．「手関節

リズム」は，複雑な手関節掌背屈運動に対する理

解の一助となると考えられる．
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動的超音波検査による自動と他動運動に

おけるPIP関節掌側板の運動の違いにつ

いて

DynamicUltrasonogaphicStudyfOrBiomechanical
DiHerencesoftheWlarPlateoftheProximal

InterphalangealJointbetweenActiveandPassiveMotion

'大津赤十字病院形成外科，2京都大学形成外科

○齊藤晋l,鈴木茂彦2,沢辺一馬1,

石川浩三！

【緒言】われわれは掌側板の運動とPIP関節の病的

な状態との関係について関心を持っている．そ

の解明にはPIP関節の掌側板の運動生理の解明が

不可欠である.2011年われわれは掌側板のバイ

オメカニクスについての新しい理論を提唱した．

それは関節の屈曲に伴い，掌側板が掌側へ挙上

し，中節骨舌部がrecessで回転しながら掌側板

を押し出すという理論である．さらに解剖学的

視点から,A3腱鞘に伝達された屈筋腱の緊張力

が掌側板の掌側移動の原動力であると主張した．

今回われわれの理論を検証すべく，自動と他動

での掌側板の運動生理について観察を行い，屈

筋腱の緊張が掌側板の運動に与える影響につい

て検討した

【材料と方法】10の健常者の10指(すべて中指)を

用いた．動的超音波検査によりPIP関節の掌側を

観察した．プローベは指の軸中央に平行して当

てて，掌側板，屈筋腱骨が同一平面に描写さ

れるようにした.PIP関節を伸展位から屈曲60度

以上にまで自動，他動それぞれに3回運動させて

掌側板の運動をビデオで記録し，2回目を運動解

析に使用した．コンピュータ上にて掌側板の掌

側縁に等間隔に5点をプロットし，その5点を用

いて運動解析を行った．掌側板の掌側方向の座

標変化と脅曲度の変化について自動と他動にお

ける違いを統計学的に分析した．

【結果】45.以上の自動運動は他動運動と比較して

有意に掌側板が掌側へ挙上し，また脅曲度が増

加していた．またrecessでの回転運動は自動の

みに認められた．一方他動運動では掌側板は掌

側移動を認めず，形態の変化も認められなかっ

た．

【考察】自動運動が掌側板の掌側挙上やrecessで

の回転運動と有意に関係していた．この結果は

われわれの運動理論を支持していた．掌側板の

掌側挙上の臨床的意義について解剖学的見地か

ら解釈を述べる．

1-7-26

超音波検査による腱滑動距離の計測

-Speckletracking法とDopple絃の
比較一
UltrasoundMeasurementofTbndonExcursion

-AComparisonofSpeckleTrackingandDopplerMethods

'メイヨークリニックバイオメカニクス研究室，

2東京医科大学茨城医療センター

○吉井雄-1'2,ヘンダーソンジャクリーン1,

アンカイナン1,アマディオピーター’

【目的】腱損傷時やその修復過程において，手指

運動における腱滑動範囲を評価することは大切

である．今回，手関節部における腱滑走距離を

Speckletracking法とDoppler法の2種類の超音

波計測法を用いて評価し，それぞれの特徴につ

いて考察した．

【方法】対象は健常成人16名30手関節とした．エ

コーは,AcusonSequoiaC512(Simens社）を使

用した．手関節部掌側においてエコー下に中指

FDS腱を同定し，その腱滑走距離を計測した．

Speckletracking法の計測には，定時間内の指

伸展-屈曲運動を行わせ腱滑動を記録した腱滑

走距離を識別するため，指運動時に被験者に小

中大の異なる径のアクリルチューブ(各3.8,5.1,

6.4cm)を握らせて指可動域を制限した．画像か

らSpeckletracking法にて腱滑走距離を計測し

たDoppler法では，同様の指伸展-屈曲運動を

行わせ，腱組織Doppler波形の面積から腱滑走距

離を計測した．さらに指関節角度より求めた腱

滑走距離を調べ，超音波により計測された腱滑

走距離との相関を求めた．

【結果】Speckletracking法により計測された腱

滑走距離は小，中，大チューブでそれぞれ0.81,

0.66,0.51cmであった．指関節角度から求めた

腱滑走距離との相関係数は0.58であった．一方，

Doppler法により計測された腱滑走距離は小,中，

大チューブでそれぞれ2.38,2.33,1.67cmで，指

関節角度から求めた腱滑走距離との相関係数は

0.27であった．

【考察】指関節可動域から求めた腱滑走距離に対

して,Speckletracking法では相対的に小さく，

Doppler法では大きく計測される傾向があった．

Speckletracking法の方がより高い相関を示し

た.Speckletracking法には記録画像の画質依存

性,Doppler法には腱とプローベの角度依存性に

ついての改善が必要と考えられた．
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手指軟部組織のCT画像診断

CTImagingofSoftTissueintheHand

'関西医科大学香里病院整形外科，2関西医科大学

香里病院放射線科，3関西医科大学附属枚方病院

整形外科

○漆崎亜弥1,吉川尚孝l,児島新l,

大村直人2，飯田寛和3

【目的】骨折診断に際してCT画像(特に3DCT)は

多用される補助診断である．また近年画像処理

ソフトの進歩により，病院内の末端パソコンで

撮影データからの3D画像再構築も可能である．

一方，腱・筋肉・靭帯など軟部組織のCTは骨に

比べてコントラストが悪く,CT診断能力はMRI

に比べて著しく劣るとの概念が定着している．

今回我々は手～手指のCT画像で軟部組織の診断

がどの程度行えるかについて検討した．

【対象と方法】平成22年7月から平成23年10月に手

～手指のCT撮影を行った170件中，軟部組織の

診断を目的とした撮影は40件である．年齢は1歳

2カ月～82歳であった．診断目的は屈筋腱．伸筋

腱の腱断裂や術後の経過判定，靱帯損傷，関節

炎，軟部腫瘍などであった．シーメンス製CT装

置SOMATOMDefinitionASで得られた情報を

スライス厚1mmoverlapO.2mmで再構築した．

ワークステーション風神plus(株式会社AZE)を

用い,3D画像の構築と3D画像から任意の断面を

切り出すカットプレーンや表面削除のツールを

用いて目的部位を描写解析した．

【結果】屈筋腱はPIP関節より近位部，伸筋腱は

MP関節より近位部での描写は良好であった．小

児の屈筋腱は大人に比べて不鮮明であった．屈

筋腱縫合後の断裂の有無,bowstringの状態や

癒着の可能性が描写出来た.MP関節部での伸筋

腱亜脱臼や腱移行術後の可視化が可能であった

がMP関節以遠の伸筋腱描写は困難な例が多かっ

た．側副靭帯は大きな関節に限ってしか描写さ

れなかった．デュプイトレン拘縮や手関節部ガ

ングリオンではその局在が描写出来た．

【考察と結論】CT撮影は撮影．処理時間が短く，

小児でも眠剤なしに撮影が可能である．また予

約待ちがなく緊急対応可能である．CT画像は

骨傷のみでなく軟部組織疾患の精査にも有用で

あった．

1-7と28

3DisotropichighresolutionMRIを
用いた手関節撮像の試み

New3DIsotropicHighResolutionMRIoftheWristat3T

'カリフオルニア大学アーバイン校放射線科，

2慶應義塾大学整形外科

○山部英行1･2,中村俊康2,戸山芳昭2,

池上博泰2，吉岡大】

【目的】本研究では新たな試みである手関節の3D

fastspinechoプロトン強調画像(以下3D)と従来

からの2Dfastspinechoプロトン強調画像(以下

2D)を比較し,3Dの有用性を検討することを目

的とする．

【方法】健常人11名,11手関節(平均42.9歳)を対

象とした.3Tの臨床MRIを用い,2Dおよび3D

を撮像した定性評価としてTFCC,SL靱帯，

LT靭帯，関節軟骨の描出能，アーチファクトの

程度，脂肪抑制効果,imageblur,全体的な画

像の質を5段階で評価した．同時に定量評価とし

てTFCC,関節軟骨，関節液，骨髄の信号強度

(relativesignalintensity(SI))と各組織間のコン

トラスト比(relativecontrast)の評価を行った．

【結果】撮像時間は3Dで約10分,2Dで約25分で

あった．定性評価では2Dは3Dより各組織の描

出で概ね優れていたが，有意差を認めたのはSL

靭帯(p=0．01)および関節軟骨(p=0.02)の描出

に関してだけであった．アーチファクトや全体

的な画像の質に関しては明らかな有意差を認め

なかったしかし，脂肪抑制効果(p=0.003)や

imageblur(p=0.006)に関しては2Dの方が3DX

りも有意に優れていた．定量評価ではrelativeSI

に関し，骨髄のfatsat2Dとfatsat3D画像間に

有意差(p=0.04)を認めたが，その他の構成物で

は撮像法による明らかな有意差を認めなかった

Relativecontrastに関しては，関節軟骨に対する

関節液のコントラスト（脂肪抑制，非脂肪抑制と

もにp<0.01)ゥ骨髄に対する関節軟骨のコント

ラスト(脂肪抑制;p<0.01,非脂肪抑制;p=0.03)

で2D,3D間の有意差を認めた．

【結論】3DはSL靱帯および関節軟骨の描出，脂肪

抑制効果とimageblurの点で従来からの2Dに若

干及ばないものの，その以外の点では2Dと遜色

なく撮像時間も約1/3と短いため，臨床の現場で

有用と考えられた．
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上肢手術における術中3D-CT撮影の有用
性の検討

UtilityoflntraoperativeThree-Dimensionallmagingat
theSulgeryfOrUpperExtremity

'岩手県立中部病院整形外科，2岩手医科大学医学

部整形外科

○佐藤光太朗1,古町克郎2,田島克己2,

鈴木善明l,嶋村正2

【背景】近年手術周辺機器が発達し,multiplanar
reconstruction(MPR)撮影が可能な3D-CT透視

装置が手術に応用されてきている．脊椎手術や

脛骨高原骨折などの下肢手術の報告は散見され

るが関節の小さい上肢の手術に対する使用の報

告は少ない．

【目的】上肢の手術に使用した術中3D-CTの有用

性を検討したので報告する．

【対象および方法】平成21年4月から平成23年10月

までに術中3D-CTを用いて手術を行った上肢

の手術37例を対象とした．うちわけは僥骨遠位

端骨折21例(AO分類Cl:7例,C2:9例,C3:5例),

舟状骨骨折6例(偽関節4例，新鮮2例)，指骨骨折

5例，鈎状突起骨折2例などであった．術中3D-

CT撮影にはSIEMENS社製ARCADISOrbicを使

用した．整復後もしくは鋼線やインプラントの

挿入後に関節面の状態，スクリューの逸脱の確

認に使用し，必要に応じて再度整復した．検討

項目は，関節内骨折における関節面の変位と構

築画像の鮮明度を検討した．

【結果】関節面の変位は31例中lmm以内21例，

2mm以内9例,2mm以上l例であった．画像は不

明瞭なものを6例認めた．不明瞭なものは指骨に

多かった．

【考察】術中3D-CTは肘関節，手関節において

は整復の状態が明瞭であり関節面の確認やスク

リューの逸脱の判定に有用であった．しかし指

骨や手根骨などは金属アーチファクトにより画

像が不明瞭となる傾向があった撮影対象が小

さい場合は細い鋼線や吸収性ピンなどの使用に

よって明瞭な画像を得る工夫が必要と考えられ

た．

【まとめ】術中3D-CTは有用な手術補助ツールで

あるが,対象が小さい場合は画像が不明瞭であっ

た．

1-7L30

前腕遠位掌側の感覚障害を呈する肘での

皮神経障害について

IIljuriesofAnteriorBranchofMedialAntebrachialNerve
attheElbow

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

【はじめに】特発性前骨間神経麻揮の神経線維束

間剥離術後や肘内側皮静脈からの採血後に，手

関節近くの前腕遠位掌側に感覚障害を生じた患

者を経験した．肘の正中神経周囲に同部位に分

布する皮神経が存在するものと考え，手関節掌

側部の知覚障害を呈した患者を調査した．

【対象】平成14年1月～平成23年9月の間に神経専

門外来を受診した患者6名を対象とした．発症時

年齢は29歳～54歳(平均37.2歳)，男性1名女性5

名，右3名左3名であった受傷一初診は0日～2

年(平均19週)であった．

【方法】神経障害の発症機序，神経障害部位の広

がり，臨床所見について調査した．

【結果】発症機序として，前述の神経手術1例を除

くと，他5名はいずれも肘内側皮静脈部での採血

による針穿刺による受傷であった．知覚障害の

分布は,1例を除く全例が前腕遠位掌側で円形～

楕円形を呈した．2例が尺側寄りに，3例が僥側

寄りに位置し，1例は僥側寄りに存在したが正中

神経障害を合併しており知覚障害範囲も連続し

ていた．針受傷例では，受傷時に放散痛を自覚

していたが，3例は前腕～手指まで全体の放散痛

を自覚しており，経過中，僥骨神経浅枝や尺骨

神経損傷と診断されていた.Tinel徴候は受傷後

2年のl例を除く全例に，肘内側皮静脈部で認め

た．針受傷の3例は知覚障害の消失・改善を認め

た．

【考察】内側皮静脈に近接する神経は正中神経，

内側前腕皮神経前枝で，後者は前腕掌側へ分布

している．内側前腕皮神経損傷は肘内側手術に

おける後枝障害が有名であるが，前枝単独の報

告はほとんどない．本例は前枝またはその一部

が障害を受けたものと推察した．

【まとめ】内側前腕皮神経前枝障害が疑われる前

腕遠位掌側部知覚障害の6例を報告した．肘での

神経障害の一つとして認識しておく必要がある

と考える．
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静脈穿刺後神経障害は，穿刺が原因か否か？

一第2報：存在する絞掘性障害は原病か，二

次性か？日赤献血事業での調査検証一

AWnipunctuleisMainReasonfbrPeripheralNerveProblems

afterBloodDonationorNot?-SecondStage:ExcistingEntrapment

Neumpathy,OdginalorSecondary？atJapaneseRedCmssSociety

'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，5日本赤十字社血液事業本部

○稲田有史1,2,3,中村達雄1,諸井慶七郎1'3,

田所憲治5，森本茂4

【目的】CRPSの病態に，直接神経障害，広範囲筋膜

炎などの単一病因以外に，複合障害として末梢総

和障害があることを報告，この末梢総和仮説を論

拠にバイアスを除くために,日赤血液輸血センター

採血業務後神経障害に限定して調査した結果，他

と同様に別の神経障害があり，さらに他の治療を

おこなうことで早期治癒にいたることが判明した

しかし，これら別の神経障害が，原病なのか二次

性障害なのか？が今後の大きな争点となる．今学

会では，この答えを見いだすため献血者における

後ろ向き調査と前向き調査をおこなった．

【方法】前向き調査奈良県赤十字血液日赤輸血セ

ンターに平成22年8月16日から11月26日までに

献血にこられた初回献血者のみ1066名にSEAFP

(ShoulderAbducdon-ElbowHextion-Phalen)test

を，アンケート2項目は寒冷時(質問l)･反復重複

使用(質問2)での手の樺れを質問，平成22年8月

16日から9月26日までに当センターに献血にこら

れたすべての献血者6749名に行った．後ろ向き

研究，22年度調査で日赤でのRSDの発生状況を

検討した．

【結果】前向き研究：初回献血者SEAFPtest陽性者

は,6.7%’であったが,継続不可能な重症例はなかっ

た．アンケート陽性率は,質問1:42%,質問2:1.4%,

両方陽性:1.0%で,SEAFPtest陽性者67名のうち，

症状1を訴えたのは7名，症状2は2名，両方が2名

と解離した．今回重症例のないSEAFPtest陽性者

でも献血を行ったが,神経障害の発生はなかった．

後ろ向き研究：循環障害をきたした患者でのRSD

発生者は，22年度一名のみで軽症であった．

【結論】潜在性上肢絞掘性神経障害例が無視できな

い頻度で存在することが判明した以上，重症者を

スクリーニングする態勢基盤を確立，警告・予防

策を講じる必要がある．同時にさらに広域での調

査が必要である．

1-7-32

当院における外来採血時の末梢神経損傷

PeripheralNervel可uryinOurOutpatientBloodSampling

横浜労災病院整形外科

○山本真一，東夏奈子，三上容司

【目的】静脈穿刺は日常的に行われる医療行為で

あるが，まれに末梢神経障害などの合併症を招

くことがある．その場合，医事紛争や訴訟に発

展する可能性もあり，当院では定期的に医療安

全講習会で｢静脈穿刺に伴う神経損傷の危険性」

を講義しつつ，インシデントレポートを電子化

し情報を集約・管理している．本研究では，当

院での外来採血時の末梢神経損傷の発生状況を

調査・検討した．

【対象・方法】2009年4月から2011年9月の間に当

院での外来採血後，何らかの症状を訴えた患者

の愁訴・診断・経過などを調査した．総数が把

握困難な入院患者や他部署での静脈穿刺は，対

象から除いた．

【結果】総採血者数は220239名で，年平均88096名

であり，症状を訴えた患者は28名(0.013%)･年

平均11.2名であったこのうち，整形外科を受

診したのは9名・年平均3.6名であり，穿刺に伴

う神経損傷と診断されたのは2名(0.0009%)・年

平均0.8名であった．肘周辺穿刺に伴う外側前腕

皮神経と内側前腕皮神経損傷が1名ずつであり，

いずれも軽症で整形外科通院は2週間と4週間で

あった．他は穿刺部痛や手指しびれ感などを訴

えていたが，なかには手根管症候群や回内筋症

候群症状の訴えもあった．

【考察】当院では，医療安全講習会で局所解剖と

穿刺法を講義し，手関節僥側穿刺は極力避ける

よう指導している．また，皮神経損傷は100%予

防できないこと，放散痛を訴えた場合には直ち

に中止し穿刺部位を変更すること，その後の診

療録記録と報告を指導徹底している．また，1週

間を超えて症状が持続する場合には整形外科受

診を勧めており，当科では丁寧な問診と詳細な

理学所見から神経損傷合併の有無を診断してい

る．病院全体での医療安全対策と同時に，個々

の症例においては神経損傷の有無を早期かつ的

確に診断することが重要である．
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医療裁判からみた注射による末梢神経損

傷の検討

StudyofPeripheralNervelnjuryduetolnjectioninView
ofMedicalJudgments

'宇治武田病院整形外科，2京都府立医大大学院運

動器機能再生外科学

○勝見泰和1,河合生馬19藤原浩芳2,

小田良2，久保俊一2

【目的】近年,注射による神経損傷例が問題となっ

ており，一部は残存する後遺障害により訴訟に

まで発展することがある．われわれは第53回日

本手外科学会において，医事紛争事例の検討か

ら明確な他覚所見がみられないにもかかわらず，

長期に痛みを訴える症例が見られたことを報告

した．今回は採血時に生じた末梢神経損傷事例

に関連する医療裁判の判決文から，診断や後遣

障害などに関する問題点を検討した．

【方法】法律情報データベースにて採血・注射・

神経損傷・損害賠償のキーワードで検索した．

抽出された11例のうち，硬膜外麻酔での神経損

傷例を除いた9例(男性2名，女性7名，平均年齢

39.3歳）を対象とした．それら9例の判決文の主

文・事実・理由から問題点を考察した．

【結果】損傷神経別では正中神経3例，前腕皮内側

神経3例，僥骨神経2例，手背皮神経1例であり，

発生状況では採血時8例，点滴時1例であった．

原告請求時にRSDまたはカウザルギー罹患に関

連する症状の記載が6例見られ，後遺障害の認

定が争点となった事例もあった．賠償請求額は

4648万から160万であった．原告請求棄却は3例，

その他は一部認容・一部棄却であり，賠償額は

3816万から98万と判決されていた．

【考察および結論】採血による神経損傷は採血標

準マニュアルに沿って施行すれば，医療過誤で

なく合併症であるとの認識がある．しかしなが

ら，医事紛争が拘れると心理面も含めて，その

対応はきわめて難しい．治療過程ではRSDまた

はカウザルギーの診断が，早期発見・早期治療

の観点から広くなされるために，この診断名が

後遺障害の認定の際に問題点となることもあっ

た．後遺障害認定には，治療過程以上の厳密さ

が求められ，手外科学会としてもその指針作成

や提言が必要であると考えた．

1-7-34

ラット下肢移植におけるinvivoイメージ

ング法の応用

StudiesofinvivoBio-imagingfOrLimbThansplantation
inRats

'自治医科大学整形外科学教室，2自治医科大学先

端医療技術開発センター

○安食孝士1,星野雄-1,小林英司2

【目的】蛍光イメージングはこれまで見ることが

出来なかった細胞内タンパクの挙動や局在を

｢光｣として可視化することができる.我々は種々

の蛍光遺伝子を組み込んだ遺伝子改変ラットを

用いて下肢移植を行い，ドナー由来細胞の動き

を追跡したので報告する．

【方法】体全体が緑色発光するGFP遺伝子改変

ラットをドナーとする下肢移植を行い，ドナー

由来細胞の挙動を観察した．また，お互いの細

胞や組織が癒合するとCre-LoxPsystemにより

遺伝子組み換えが起こる2種類の遺伝子改変ラッ

ト(Cre遺伝子改変ラットとDsRed2/GFP遺伝子

改変ラット）を用いた下肢移植を行い，筋肉接合

部の治癒過程を観察したさらに，蛍の遺伝子

であるLuciferase遺伝子を導入したLuciferaseg

伝子改変ラットを使って，下肢移植後のドナー

由来細胞のviabilityをバイオイメージングシステ

ム(IVIS)で評価した．

【結果】GFPラットの下肢移植で，筋肉縫合部や

坐骨神経縫合部においてドナー由来細胞が縫合

部を越えてレシピエント組織へと遊走していた．

また,CreラットとDsRed2/GFPラット間の下肢

移植で，筋肉接合部において細胞間癒合現象を

示す遺伝子組み換え現象を，蛍光イメージング

を使って証明した．さらにLucラットは移植肢

のviabilityを体表面から経時的に評価することを

可能にした．

【結論】今回，蛍光遺伝子を搭載した遺伝子改変

ラットを使った下肢移植実験で，筋細胞や神経

細胞の挙動を観察したり，移植肢の状態を評価

した.Invivoイメージングは下肢移植後の組

織治癒過程や細胞の遊走現象，さらに細胞の

viabilityを観察するのに非常に有用である．
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ラット下肢移植におけるバイオイメージ

ング法を用いた新たな評価法

ANovelBio-imagingMethodfOrRatLmbThansplantatin

'自治医科大学整形外科学教室，2自治医科大学先

端医療技術開発センター

○飯島裕生1，安食孝士'，星野雄一'，

小林英司2

【目的】切断肢を長時間保存する新たな手法を見

出すためにLuciferase遺伝子改変ラット(LucTg

ラット）を用いて阻血筋組織阻血軟骨組織の保

存状態を簡便に定量する新しい評価法を開発し

たので報告する．また，実際に同ラットの下肢

移植を行い，移植下肢の状態を評価したので報

告する．

【方法】LucTgラットの大腿四頭筋と膝関節軟骨

をET.Kyoto(ETK)液,UniversityofWisconsin

(UW)液，ラクテックリンゲル(LR)液にそれぞ

れ浸し4℃で保存した後，その発光をbio-imaging

で経時的に定量したまた，筋肉や軟骨の保存

状態をHE染色で組織形態学的に評価したさ

らに,ETK液とLR液で24時間保存したLucTg

ラット下肢の移植を行い，移植肢の状態をbio-

imagingで観察した．

【結果】筋肉保存，軟骨保存ともに,ETK群と

UW群はLR群と比較して長時間発光強度が保た

れ，保存液の優れた筋保存効果が示された．さ

らに筋肉，軟骨の病理組織標本では,ETK群は

LR群に比べ細胞間浮腫や細胞壊死が少なかっ

た．次に保存下肢移植実験では,ETK液で保存

した移植肢はbio-imagingで発光が維持されてお

り，血中CPK値もETK群で有意に低値だったが，

ETK群とLR群でラット生存率に差はみられな

かった．

【考察】LucTgラットは基質であるD-Luciferinの

投与により全身発光し，その発光量を測定する

ことで組織内のATP量が評価可能となる．今回

我々はその特性を利用して筋肉および軟骨の保

存状態を簡便に評価した．またETK液はLR液と

比較して筋肉や軟骨の優れた保存効果が示され

たが，複合組織である下肢の移植でその生存率

に明らかな差はみられなかった．今回用いたシ

ステムは下肢移植における理想の保存方法を追

究する上で有用な手法と考える．

1-7-36

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

LimbAllograftsintheRodentModel

山口大学医学部整形外科

○村松慶一，守屋淳詞，橋本貴弘，

富永康弘，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,GII(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GVII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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手指指節間関節における種子骨の存在
SesamoidBonesinthelnteIphalangealJointofthe
ThumbandFingers

亀田総合病院整形外科

○関康弘，星野優子 ，黒田浩司

【目的】人体における種子骨の役割は，摩擦を減

らし腱を保護することと言われているが，手

および指における種子骨に関する報告は少な

く，それらの報告も中手指節間(MCP)関節を中

心に述べられている．今回我々は，手指指節間

(IP)関節(近位指節間<PIP>関節及び遠位指節間

<DIP>関節を含む)における種子骨の存在頻度を

調査したので報告する．

【対象と方法】2009年7月～2011年6月に当施設を

受診し，指の正面像および側面像の2方向レント

ケン撮影を受けた860例1348指のうち,15歳未満

の患者および骨折・脱臼・重度変形性関節症を

認める210指を除く,673例1138指を対象とした

それぞれ撮影された指のIP関節(PIP･DIP関節

を含む)の掌側に楕円形の骨化組織を認める場合

｢種子骨あり」とした．

【結果】種子骨ありは，全体で19％(1138指中218

指)であった．各指別では，母指IP関節65%(327

指中214指),PIP関節は示指0%(178指中0指),

中指0.4％(249指中1指)，環指0.5%(187指中1指),

小指1%(197指中2指)でDIP関節は示指～小指い

ずれにも種子骨を全く認めなかった．

【考察】指節間関節における種子骨は，母指にお

いては高頻度に認めたが，他の指(示指～小指）

では非常に稀であった.MCP関節および母指IP

関節における種子骨については過去の報告に散

見されるが,PIP関節に種子骨を認めた報告は

我々の渉猟しえた範囲では無かった.DIP関節

には種子骨を全く認めなかったが,PIP関節には

稀ながらも存在することが確認された．

1-7-38

Landsmeerの斜支靱帯についての解剖学

的・生体力学的研究

AnAnatomicandBiomechanicalStudyofLandsmeer's

ObliqueRetinacularLigamentanditsRoleinFinger
Extension

'滋賀医科大学整形外科,2DeparmentofOrthopaedic
Surgery,ColumbiaUniversityMedicalCenter,

3SchonKlinikMunchenHarlaching
O上羽宏明1,モラデイナタン2,エルネホルガー3,

ガードナートーマス2，ストラウチロバート2

【目的】Landsmeerの報告した斜支靱帯の解剖と，

この靭帯がDIP関節の伸展にどの程度寄与して

いるかについて生体力学的に評価した．

【方法】10手40指(示指・中指・環指・小指)の新

鮮凍結屍体標本を用いた．特別に作製した固定

台上に手指を固定し,DIP関節を屈曲させるの

に要する力を,PIP屈曲O｡,30｡,60｡,90。と

MP屈曲0｡,45｡,90°で計測した．続いて手指両

側の斜支靭帯を切除した後に同様の計測を行っ

た．最後に伸筋腱中央索の中節骨付着部を切離

した後に同様の計測を行った．

【結果】2指を除くすべての標本で斜支靭帯が確認

できた．斜支靭帯は環指において最もしっかり

とした組織として認められる傾向にあった正

常の標本においてはPIP関節30.屈曲位において

DIP関節を屈曲させるのに要する力が最大とな

り,PIP関節90.屈曲位において最小となった．

PIP90.屈曲位と，その他のPIP屈曲角度でのDIP

関節屈曲に要する力の差は統計学的有意差を認

めた.DIP関節を屈曲させるために要する力に

おいて斜支靭帯が寄与する割合は,PIPO･屈曲

位では25％，30.屈曲位では31％，60.屈曲位では

18%,90.屈曲位では3%であった.MP関節の屈

曲角度は,DIP関節を屈曲させために要する力

に対して影響はなかった．伸筋腱中央索を切離

すると,PIP90.屈曲位においてDIP関節を屈曲

させるために要する力が著明に増加した．

【結論】斜支靭帯は大多数の標本で存在が確認で

きたが，一部の標本においてははっきりと確認

できなかった．また，この靭帯はDIP関節を他

動屈曲させる際の全抵抗の最大30%程度まで寄

与していた.PIP90.屈曲位においてDIP関節の

伸筋腱の緊張が消失する現象は，伸筋腱中央索

の存在によるものと考えられた．
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手指中手基節(MP)関節の形態学的特徴

MorphologicalFeaturesofMetacarpoPhalangeal(MP)
JointofHand

'高知赤十字病院整形外科，2徳島大学病院整形

外科

○高井通宏l,高橋光彦2,安井夏生2

【目的】手指MP関節は屈曲・伸展だけでなく，榛

尺屈と僅かな回旋を許容する穎状関節である．

日常診療において我々は種々のMP関節疾患外

傷に遭遇する．通常行われるX線撮影ではMP関

節を十分に評価できていないのが現状である

本研究の目的はCTスキャンを用いて手指MP関

節の詳細な形態を明らかにすることである．

【方法】ホルマリン固定されたヒト手指MP関節

7体14手の第2-5中手骨をCM関節で関節離断し，

基節骨骨幹部までを一塊として摘出したものを，

マイクロCT(Aloka社製ラシータLCT-200を

用いてスキャンしDICOMデータとして保存した

ものをOsiriXmOpen-sourcemultimodality3D

DICOMviewer)で三次元画像として形態計測

を行った.Coronalplane,sagittalplane,axial

planeを決定し，それらを元に中手骨頭の曲率半

径骨頭のsagittaloHSet,基節骨基部関節面-中

手骨頭関節面における可動域などを計測した．

【結果および考察】示指，小指ではcoronalplane

における曲率半径は小さく，基節骨関節面に対

する中手骨関節面は大きく，これらの指での内

外転可動域が大きい理由と思われた示指では

他指に比較してcoronalplaneで関節面非対称が

あり，僥側関節面が広く，僥側への外転可動域

が大きかった.Sagittalplaneにおいて尺側指ほ

ど中手骨頭の掌屈角度が増加しており，より深

屈曲に適した構造と思われた．しかし，示指-小

指において基節骨基部関節面と中手骨頭関節面

との関係では有意な差はなかった．基節骨関節

面はsagittalplaneにおいて平低で，前後方向へ

の脱臼不安定性を有していると思われた．
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切断指外傷の概要について

～当院における15年間の症例を検討して～

TheOutlineofFingerAmputationlnjury

松寿会共和病院形成外科

○北山稔大，添田晴雄

【はじめに】当院では開院以来，長きにわたり切

断指外傷の再接着手術を行ってきた．今回私た

ちは，当院での記録の状況が安定してきた最近

15年間の切断指症例において検討をおこなった．

これにより切断指外傷というものの概要を把握

する一助になればと考えている．

【対象】当院で経験した1995年4月より2010年3月

までの切断指症例のうち，記録を渉猟し得た923

例1179指を対象とした．

【方法】これらの症例において，年度別症例数，

受傷指，切断レベル，手術，再接着術を生着率，

受傷日などについて検討をおこなった．

【結果】症例数は年間50例から79例で，徐々に増

加している傾向にあった．大半は男性であった．

受傷指は示指と中指が過半数で，母指が最少で

あった．切断レベルはDIP関節以遠が過半数で

あった．損傷程度は，2度が最多であった．施行

した手術は血管吻合が最多であった．再接着を

行った際の生着率は88.5％であった．また，生

着率は,損傷が強くなるほど低くなる傾向にあっ

た．受傷した曜日では，日曜日以外に差がなく，

月別では大きな差はなかった．詳細な数値は発

表にて報告する．

【考察】作業機械の安全性の向上にもかかわらず

症例数が減らないのは，人災であることが多い

からと思われる．長い指での受傷が多いのは，

逃げ遅れたり，巻き込まれたりしやすいからと

思われる．遠位での受傷が多いのは指先でもの

を触ることが多いからと思われる．やはり損傷

が強いものほど生着率は低かった．日曜日に受

傷が少ないのは，労災であることが多いことを

反映していると思われた．月による差はほとん

どなかったが，これは，当院が都市部に位置し，

農繁期などの影響を受けにくいからと考えてい

る．生着率に関しては現状に満足せず，可能な

限りの成績向上を目指していきたい．

1-8-2

仙台医療圏における切断指の検討一宮城

県が抱える切断指の問題点について一

TheProblemsofFingerAmputationinMiyagiPrefecmre

国立病院機構仙台医療センター形成外科･手外科

○牛尾茂子，鳥谷部荘八

【はじめに】マイクロサージャリー技術の発展に

より切断指再接着の生着率は飛躍的に向上し，

今では一般的な治療として普及している．しか

し緊急手術という特性から日常診療にいささか

の支障をきたすのも事実であり，対応可能な医

療機関も限られる．今回われわれは当センター

においての切断指症例を検討し，仙台市近郊医

療圏が抱える問題点について言及した．

【方法】2010年4月手外科発足時より2011年9月の

1年6カ月に当科を受診した切断指症例を対象と

し，診療録，手術記録により検討した．また比

較対象として1997年から2009年にかけて東北大

学形成外科において再接着を行った症例を診療

録及び手術記録,東北大学形成外科入院患者デー

タベースにより検討を行った．

【結果】13年間に東北大学形成外科に搬送された

切断指は446指再接着施行例は330指(施行率約

74%).生着指は296指(生着率は約89%)であった．

一方で2010年4月以降当センターに搬送された切

断指は128指，再接着を施行したものは41指(施

行率32%)，生着指は36指(生着率約88%)であっ

た．

【考察】近年の労働環境改善により，労災事故は

減少しそれに伴い切断指も減少傾向にある．し

かし一方で手外科専門施設に関しては，切断指

は集中しているように見受けられる．実際過去

13年間東北大学に搬送された切断指は年平均34

指であり，そのほとんどが再接着対象症例であっ

た．一方で手外科部門が仙台医療センターに独

立した2010年以降は年平均85指と倍増しており

(再接着施行率は30%以下),その集中度合いが

あらためて判明した．2010年以降宮城県内各地

より当センターへ再接着不適応患者も集中する

ようになり，日常診療を圧迫しつつある．今後

は手指外傷の輪番制確立や再接着対象症例に限

定した二次病院としての役割を明確化する必要

があるものと考える．
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再接着指の術後可動域の検討

AClinicalSmdyofROMinReplantedFingers

'北里大学医学部形成外科・美容外科学，2北里大

学病院救命救急センター，3聖路加国際病院形成

外科

○熊澤憲･-12,根本充l,石川心介3,

秋本峰克1,内沼栄樹！

【はじめに】切断指は生着しても，術後可動域が

不良なのが現状である．われわれは切断指症例

を調査し可動域が不良な要因を検討した．

【対象および方法】2006年から2010年までの5年間

に手術を行った示指～小指の切断指のうち，再接

着術施行後も当院にて経過観察を行った13例19指

である．受傷指，切断レベル，リハビリテーショ

ンの開始時期，追加手術の有無，最終可動域につ

いて調査した.統計学的処理は,リハビリテーショ

ン開始時期と最終可動域との相関はSpearmanの

順位相関係数の検定を,Zone4とZone4以外の最

終可動域の有意差はMann-WhimeyのU検定を行

V,P<0.05を有意差ありとした．

【結果】受傷指は示指6指，中指3指，環指6例，小

指4例であり，切断レベルは玉井分類でZonelが

1指,Zone3が6指,Zone4が12指であった．骨固

定は19指のうち18指でcriss-crosspinning,1指

でpinning+wiringが行われていた．リハビリ

テーシヨン開始時期は術後1週～8週(平均4.8週）

であった．追加手術は17例中3例に対し嬢痕拘縮

形成，腱剥離術が行われていた．最終可動域(％

TAM)は,13.2%～76.9%(平均39.5%)であった．

切断レベル別にみると,Zone4切断の12指では

27.3%,Zone4以外7指では60.3%であった．リ

ハビリテーション開始時期と最終可動域は相関

関係は弱く（相関係数0.25)有意な相関は認めな

かった(P=0.35),Zone4では有意に可動域が悪

かった(P=0.004).

【考察】関節可動域の不良な要因としてはリハビ

リテーション開始時期は相関が低いことが認め

られ，一概に早期のリハビリテーションが切断

指術後の可動域を改善させるとは言えないとい

う結果となった.Zone別にみるとZone4では有

意差をもって可動域が悪く,PIP関節以外の関節

にも可動域制限があることから，強固な骨固定

と適切なリハビリテーションを行い関節拘縮を

防ぐことが重要である．

1－84

指再接着手術の術後管理～厳重な『床上

の安静』は本当に『血管の安静』となるか～

PostoperativeManagementoftheFingerReplantation

関東労災病院整形外科

○深澤克康，小林康一

【背景と目的】再接着術成功の鍵は，すべからず

確実な血管吻合にある．しかし術直後は血行動

態が不安定であり，血管箪縮の予防は重要で

ある．床上安静に着目すると，2～3日(Green's

operativehandsurgery)から2週間(中島)と様々

な意見がある．我々は術後1週間の床上安静，3

週間の入院を基本とし，排便時のみの歩行許可

日(以下,トイレ歩行日）とbedup上限角度(以下，

bedup角度)は担当医の裁量としていたが，時と

して安静度の強制は『血管の安静』となっていな

いことを経験した．そこで今回，術後安静度の

問題点を明らかにすることを目的として調査し

た．

【対象と方法】対象は2007年1月から2010年12月に

かけて当院で指再接着術を行った40例(男性38

例女性2例)，平均年齢46才(4～71才)である．

生着37例，壊死3例(92.5％)．切断レベルは玉井

分類でZonel:13例,Zone2:7例,Zone3:6例，

Zone4:11例,Zone5:3例であった．安静に関

わる訴え，トイレ歩行日,bedup角度を調査した．

【結果と考察】安静に関わる訴えでは，排便困難

が23例(57.5％)であり，不安や苛立ちなどのスト

レスは11例(27.5％)，食事摂取困難が8例(20％)，

腰痛が5例(12.5%)で存在した．トイレ歩行日は

8例が当日，3例が翌日として術直後に指示．29

例は1週間後とされていたが,14例(48.3%)で後

日指示を変更した．2日以内にトイレ歩行を許可

した症例のうち排便困難を訴えたのは1例のみで

あり，早期のトイレ歩行日は問題解決に有効で

あった.bedup角度は30度が8例,45度が10例，

60度が9例,freeが13例であった.30度の症例で

は食事摂取困難のために全て後日に指示変更し

ており，45度以上により食事摂取の問題は解決

できた．また心理的ストレスの問題は時として

重篤となり，抗不安薬の投与や早期離床の対応

を要した．
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指末節部切断再接着術における動脈吻合

法の－エ夫

ANewTbcmiquetoMakeArte血lAnastomosisEasyin

ReplantationfbrDistalSegmentofFingers

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

【目的】指末節部切断再接着術において，指動脈

弓より遠位で動脈吻合しなければならない場合

には遠位側の動脈断端を剥離露出しにくい場合

がある．しばしば血管クリップを使用するには

血管長が足りず,吻合のためのワーキングスベー

スの確保は困難である．クリップのない状態で

断端を新鮮化すると動脈は攝子を抜け容易に皮

下に迷入し，また術野に引き出すと断端が傷む．

繰り返すうちに吻合に足りる動脈長が確保でき

なくなる．私たちは遠位動脈断端を損傷せずコ

ントロールするための動脈吻合時の工夫を行っ

ているので，その方法と成績を報告する．

【対象と方法】対象は本術式を施行した7例9指で，

男性6例女性1例，平均年齢42.6歳(23～72歳）

である．切断レベルは石川分類subzonelが2指，

2が4指，3が3指であった．術式：遠位動脈断端

に10-Oナイロン糸でマーキングを行うが，この

際断端の端寄りにマーキング糸を設置する．マー

キング糸で遠位動脈断端を引き出しながら,マー

キング糸が付いていない側のみを斜めに新鮮化

し，同部にstaysutureを行う.staysutureを一

つ締めたら吻合部は術野に安定するので，マー

キング糸の付いた側を新鮮化し対側staysuture

を行う．あとは通常の吻合と同様である．血管

を反転するときは近位側にシングルクリップを

装着しこれを返すことにより行う．

【結果】術中動脈吻合のやり直しを要した例はな

かった．術後の動脈閉塞などの問題も生じず全

指生着した．

【考察】末節部切断再接着術において，本法は特

別な器具を要さず，簡便に動脈吻合を容易にす

る有用な方法であると思われる．

1－86

高齢者に対する切断指再接着術の検討

ReplantatiOnofDigitsinElderlyPatients

'田北病院整形外科，z稲田病院整形外科

○川西弘-1,鍜治大祐l,田北武彦1,

稲田有史2

【目的】近年高齢者世帯が増え，高齢になっても

危険な機械を取り扱い続ける人が増加している．

これらの機械による高齢切断指患者においては

再接着術への要望も強く，年齢を手術適応の制

限にすることの根拠も薄らいできている．今回

奈良県下で切断指再接着術を数多く施行してい

る2病院における高齢者の再接着術例について検

討したので報告する．

【方法】対象は2000年1月から2011年10月まで田北

病院，稲田病院で切断指再接着術を受けた273例

のうち受傷時年齢が75歳以上の症例4例である．

症例は全例男性で年齢は76歳から87歳までで平

均81.3歳であった．これらに対して受傷指，切

断レベル，受傷原因，生着率，骨癒合時期，既

往症と投薬内容について検討した．

【結果】受傷指は母指が3指，示指が1指であった．

切断レベルは母指例は玉井の分類でzone2,3,5

が各1指，示指例はzone2であった．受傷原因は

電気のこぎりによるものが3例，バイク事故l例

であった.手術は3例は腕神経叢ブロックで行い，

1例は全身麻酔下に行った．示指のl例が壊死に

陥り母指の3例は生着した3生着した症例は全例

動脈硬化性病変の既往症があり，受傷時に何ら

かの抗凝固療法を行っていた．生着した3例の内

2例は骨癒合に約4か月を要したが，追加手術を

要したものはなかった．

【考察】症例数が限られ統計学的な結論を導き出

すことは困難であるが，高齢の切断指患者は比

較的日常活動性が高い人が多く，動脈硬化性病

変の既往症があっても，コントロールが良好で

あれば成績は安定しているため再接着術の適応

があると考えられる．
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外傷性母指切断を対象にした4種類の足

趾移植術の治療アウトカム評価(システマ

ティックレビュー）

ASystematicReviewofOutcomesofTbe-to-thumb

ThansfersfbrlsolatedTiaumaticThumbAmputation

'日本医科大学医学部形成外科，2高雄長庚紀念瞥

院(台湾)，3ミシガン大学形成外科(米国）

○小野真平1'3,林寶源2,チヤンケビン3

【目的】外傷性母指切断に対して，足趾移植術は

確立された治療法である．足趾移植術には主に

4種類の代表的な手術法(1.secondtoetransfer,

2,greattoetransfer,3.wrap-aroundgreattoe

transfer,4.trimmedgreattoetransfer)が存在

する．本研究の目的は，これら4種類の手術法の

治療アウトカムをシステマティックレビューに

より比較評価することである．

【方法】3種類の文献データベース(MEDLINE,

EMBASE,ISI)を使用し,｢toe-to-thumbtransfer,

thumbinjury,reconstruction｣をキーワードとし

て抽出された英文献633を対象とした．さらにそ

の抄録をinclusion/exclusioncriteriaにより最終

的に25文献(450症例)に絞り込んだ．なお，母指

切断レベルはMP関節-PIP関節を対象とした．

【成績】計450例の内訳は,greattoel96例,wrap-

aroundgreattoel22例,secondtoelO1例，

trimmedgreattoe31例であった．移植足趾の生

着率(平均96.4%)，機能アウトカム(arcofmotion,

totalactivemotion,gripandpinchstrength,and

statictwGpointdiscrimination)はいずれも,4種

類の治療法間で有意差は認めなかった．

【結論】4種類の手術法のいずれも高い生着率，患

者満足度を有していた．今回の研究からは，4

種類の手術法の治療アウトカムに有意差はなく，

術者の好みにより術式が選択されていると考え

られる．今後，ドナー(足部)の整容的・機能的

評価を含めたdecision-makinganalysisをするこ

とで，より精度の高い治療法比較が可能である

と考えられる．

1-8-8

マイクロサージャリー手技を中心とした

欠損指の再建

FingerReconstructionUsingMicrosuIgicalTbchnique

'清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセン

ター，2静岡理工科大学

○五谷寛之12,山野慶樹1,田中梓貴1,

寺浦英俊1，坂中秀樹！

【はじめに】失われた手指を機能的，美容的に再

建する事は手外科医にとり大きな課題である．

演者は第一背側中足動脈を茎とした足趾からの

組織移植をはじめとする遊離，有茎皮弁により

手指再建を行う他，創外固定器による手指骨延

長を組み合わせることで複数指の欠損に対応し

ており詳細を検討する．

【方法及び結果】母指再建:1)示指の移行による

母指再建：母指，示指の重度挫滅の症例で初療

時に示指を母指基部に移行した症例1指，母指は

断端形成し，再接着した示指を創外固定器を用

いて緩徐に8週間かけて指間形成し，母指の位置

に移行した症例1指2)僥骨付き僥側前腕皮弁に

よる再建4指3)部分爪を含むWAFによる再建

11指で1例は骨延長を併用4)蹴径皮弁と腸骨

移植による母指再建2例，1例は骨延長と環指よ

りの知覚皮弁で知覚再建施行示指，中指，環指，

小指再建:1)手指MP関節近傍までの重度挫滅損

傷に魚径皮弁で再建した後に分離した症例21指，

分離後骨移植を施行した症例5指2)WAFなど

第2足趾より組織移植を施行した例12指3)初療

時に断端の中枢と末梢を創の状態により組み合

わせをかえたectopictransplantationの例5指

4)手掌までの重度外傷に対して残存した指骨に

より支持性を持たせ各種皮弁で再建した例7指

5)指基節骨を延長して再建した例7指6)再接着

指の骨欠損を骨延長で再建した例3指その他：母

指の対向指として肩甲皮弁と血管柄付き腓骨で

再建した指1例

【考察及びまとめ】母指再建はいずれの方法でも

初中期の骨性支持は十分であった．重度挫滅損

傷では程度によっては腱の温存が可能であり可

動域が得られるので安易な切断は行うべきでな

い．母指の対向指を再建することは必須であり

足趾移植を含めて検討すべきである．また知覚

皮弁の役割も重視すべきである．
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Wrap-aroundFlapと第2趾PIP関節合併
移植による欠損指再建

FreeCombinedThinExtendedWrap-aroundFlapwith

SecondTbePIPJointTransferfbrEntireFingerLoss
DistaltoMPJointReconstruction

関西電力病院形成再建外科

○松末武雄，高見昌司，本間幸恵

【目的】指基節骨レベルでの欠損指の再建におい

て，当科では2005年よりWrap-aroundFlapに第

2趾PIP関節を含めた組織を採取・移植し,PIP

関節を持つ可動性のある指を再建してきた．こ

の方法の結果および問題点，さらにそれらを踏

まえた最近の改良点について報告する．

【方法】外傷などによって生じた指基節骨レベル

からの欠損指に対して,Wrap-aroundFlapに第

2趾PIP関節を含めた組織移植による再建を行っ

た10例について検討した

【結果】10例は19歳から60歳(平均36.5歳)の男性

で,再建指は示指2例,中指5例,環指2例,小指l例．

腱剥離術などの追加手術は全例で平均22回(1～

6回)施行しており，最終追加手術までの期間は

平均168ケ月(6～48ケ月）であった．経過中偽関

節を生じたのは10例中5例あった経過観察期

間は平均30.6ヶ月(13～64ケ月）であり，最終的な

PIP関節可動域の平均は自動伸展-29.4度(-70度～

10度)，自動屈曲62.5度(42度～100度)であった．

知覚についてはS-Wtestでblue4例,purple3例，

red2例，不明l例であった．

【考察】この方法は，指長および爪の大きさ設定

について自由度があるため，整容面において非

常に優れ,PIP関節での可動域が得られるため

機能的にも優れている．一方問題点としては，

腱剥離術などの追加手術が必要となること，偽

関節を生じる確率が50％と高いことが挙げら

れ，それらの結果，治療期間が長期化してしま

う場合がある．指長を調節するために,Wrap-

aroundFlap部とPIP関節移植部である第2趾中節

骨との間には遊離腸骨移植を用いていたが，こ

のことも偽関節が生じやすい一因と考え，2011

年3月からは，この遊離腸骨の代わりに第1趾基

節骨から採取したvascularizedbone(趾動脈の第

1趾基節骨への骨枝を利用）を用い，より早期の

骨癒合が得られるよう術式を改良した．

1-8-10

指尖部再建における動脈皮弁術の検討

TheindicationofArteryFlapsfbrFingertip
Reconstruction

'高月整形外科病院整形外科，2四谷メディカル

キューブ手の外科センター，3東京臨海病院形成

外科

○宇佐美聡'，戸部正博1，平瀬雄一2，

稲見浩平3，山口利仁！

【目的】指尖部欠損に対する再建として，当院で

は動脈皮弁による再建を第一選択としている．

なかでも，順行性であるobliquetriangularHap

および逆行性である逆行性指動脈皮弁は片側の

軟部組織を用いた汎用性の高い再建法であり，

指尖部を被覆するにはともに十分な前進長を有

するが，その適応および両者の優劣について同

時に比較した報告は少ない．今回我々は両者を

用いた再建を比較・検討したので報告する．

【対象と方法】当院で2010年1月～2011年4月の期

間にobliquetriangularHapもしくは逆行性指

動脈皮弁を用いて再建を行った28症例29指の

内，6ヶ月以上のfOllowを行った19症例20指を対

象とした．内訳はobliquetriangularfiapl2指，

逆行性指動脈皮弁8指である．平均観察期間は

12.5ケ月(6～21ケ月)であり，術後のROM,感覚，

VASなどについて比較・検討した．尚，逆行

性指動脈皮弁は背側の神経は含めず神経再建は

行っていない．

【結果】皮弁は全例生着した.obliquetriangular

Hap群の平均値は%TAM:93.0(76～100),

SW-t:4.0,s2PD:5.84mm,m2PD:5.17mm,

VAS:6.4(/100)であり，逆行性指動脈皮弁群の

平均値は%TAM:87.4(58～96.7),SW-t:4.12,

s2PD:8.38mm,m2PD:7.0mm,VAS:20.6(/100)

であった．また，術後しびれを訴えたのは前者

は12指中4指，後者は8指中6指であった．

【考察】逆行性指動脈皮弁はobliquetriangular

Hapと比較し，知覚回復において大きな差は認め

なかったが，術後のROMにおいて軽度の拘縮が

認められた．また中期的に見て術後のしびれを

訴える症例が多かった．皮弁の選択に当たって

は組織欠損量および皮弁前進長を考慮して使用

するのが望ましく，機能面で長期的には大きな

差はないと考えられた．
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NFkappaBを標的とした合成二重鎖DNA
による皮弁壊死抑制メカニズムの検討
SuppressiveMechanismofnapNecrosisbySynthetic
DoubleStrandedOligodeoxynucleotidesAgainst
NFkappaB

'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】組織移植術の壊死は重篤な合併症で，原因

の一つに虚血再潅流(W)障害で惹起される炎症

がある．実際に，第54回本学会学術集会において

炎症の中心的役割を担うサイトカインや接着因子

の遺伝子発現を調節するNFxB抑制が皮弁生存率

を有意に改善することを報告した(抑制群58%，非

抑制群31％)．今回,NFkB抑制による皮弁の虚

血再潅流後早期のメカニズムに関して検討した．

【方法】対象は9週齢のSDラットで左下腹壁動静

脈を茎とした10×6cmの拡大鼠径皮弁の3時間I/

Rモデルを用い部分壊死モデルを作成した.NF

kBの抑制は認識配列を有する合成二重鎖DNA

(decoy)を用いた．投与は右下腹壁動脈より駆血

直後に行い,decoy群(D群）に0.39mM,一重鎖

oligodeoxynucleotideを倍量(0.78mM)投与した

S群，薬剤を投与しないN群を作成した．組織は

再潅流後24時間で血管茎に近い部位より全層を

採取し，組織学的にHE染色での筋損傷率，多核

白血球浸潤を,RT-PCRにてTNFαの遺伝子レ

ベルでの発現を検討した．

【結果】皮弁採取時に肉眼的皮弁壊死の発生を認め

ず，各群間で差はなかった.HE染色ではD群は

筋線維束内の筋線維間の構造が保たれ，筋損傷率

もD群が21.0%とS群(46.4%),N群(47.3%)と比較

して有意に抑制された．また多核白血球浸潤もD

群は有意に少なく,TNFαもD群で低下している

傾向を認め，皮弁内での炎症が抑制された．

【考察】NFkBは虚血再潅流後数時間での活性

化が報告され，皮弁壊死進行の重要な因子と

考えられる．本研究でも皮弁作成後24時間で

は肉眼的に変化がないにも関わらず組織学的

には損傷が示された．またdecoy投与により皮

弁壊死は改善するが，皮弁作成後早期では組

織学的・生化学的検討では炎症が有意に抑制

された．このことからdecoy投与が虚血再潅流

後早期のNFkBを抑制し皮弁壊死の進行を抑え，

皮弁生着の向上を可能にすると考えた

1-8-12

超音波画像診断による皮弁内血行モニタ

リングの有用性

ClinicalUtilityofPowerDopplerUltrasonographyfbr

MonitoringofFreeHaps

'広島大学整形外科，2広島大学大学院保健学研究

科，3広島大学形成外科

○四宮陸雄19砂川融2,横田和典3,

鈴木修身1,越智光夫［

【目的】遊離皮弁，遊離複合組織移植術を成功さ

せるためには正確な手技以外に皮弁内血行モニ

タリングによる術後血行障害の早期診断も重要

である．我々は，遊離組織移植術後に超音波画

像診断装置を用いて術直後より血行モニタリン

グを行っており，その有用性について症例報告

する．

【方法】超音波画像診断装置のPowerDoppler法

を用いて術後の血行モニタリングを行った6例に

ついて検討を行った．対象は全例男性で，手術

時平均年齢は34歳，手術内容の内訳は内側足底

皮弁l例，前外側大腿皮弁1例，大腿筋膜張筋・

前外側大腿連合皮弁2例，皮弁付き血管柄付き腓

骨移植1例，上腕外側皮弁l例であった．全例で

組織移植直後に手術室内でPowerDoppler法を

行い，血管吻合部に近い皮弁内動脈血流を確認

し皮弁上にマーキングした．また，皮弁付き血

管柄付き腓骨移植例以外は皮弁辺縁の動脈血流

確認部位にもマーキングし皮弁全体のモニタリ

ングを行った．術後1日目，3日目，7日目は定期

的なモニタリングを行い，皮弁温度低下時や色

調不良時には随時モニタリングを追加した．

【成績】術後血行障害を生じたのは6例中2例で

あった.1例は内側足底皮弁症例で，術後2日

目に軽度の皮膚温の低下と色調悪化を認め，

PowerDoppler法を行ったところマーキング部

での動脈血流を認めなかった．緊急手術にて動

脈吻合部に血栓が確認されたもうl例は遊離大

腿筋膜張筋・前外側大腿連合皮弁を行った症例

で，術直後より皮弁遠位から8cm以内の血流が

確認できなかった．同部の皮弁皮膚温は低下し

なかったが経時的に同部が部分壊死した．

【結論】本法の利点は皮弁術直後に動脈血流を確

認しマーキングしておけば血流の有無を経時的

に容易に確認できることである．本モニタリン

グは動脈血栓による血行障害を早期診断する上

で有用であると思われた．
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穿通枝皮弁を用いた上肢再建の経験

PerforatorFlapsfbrReconstnlctionintheUpperExtrinty

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科，2大阪

市立総合医療センター整形外科

○岡田充弘l,高松聖仁2,池田幹則1,

中村博亮！

【目的】PerfOratorflapは,光嶋らの報告以来,様々

なperfOratorHapが開発され報告されている．今

回，整形外科医である我々 のperfOratorflap使

用症例を供覧し，手外科領域における有用な

perfOratornapおよびその適応を検討する．

【方法】皮弁の選択としては,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．末梢神経絞拒性障害の術後再発例に対

する末梢神経の癒着防止において，有茎皮弁を

用いた．これら以外の条件では，遊離皮弁を用

いた．遊離皮弁は，7皮弁全てが前外側大腿皮弁

であった．有茎皮弁は，12皮弁であった．内訳

は，僥骨動脈穿通枝皮弁が7例，尺骨動脈穿通枝

皮弁が1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4例，指動脈穿通枝皮弁が

l例であった．

【結果】遊離皮弁・有茎皮弁共に全例において全

生着した．いずれも皮弁に対する術後の救済措

置の追加手術はなかった．

【考察】手外科の治療領域には，榛骨動脈，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propellernapを作成

すれば，ほとんどの小範囲の皮膚欠損や，末梢

神経の再癒着防止の脂肪弁は，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，

propelleraap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．

1-8-14

穿通枝プロペラ皮弁による上肢皮虐軟部

組織欠損の治療戦略

ClinicalApplicationsofPerforator-basedPropellerHaps

inUpperLimbSoft'IYssueReconstruction

'日本医科大学医学部形成外科，2ミシガン大学形

成外科

○小野真平1'2,チヤンケビン2

【目的】穿通枝プロペラ皮弁は(1)島状で,(2)穿

通枝を含んだ茎を軸とし，(3)その軸を中心に皮

弁を回転させることで隣接する欠損部の被覆を

行う手術法である．本研究の目的は，穿通枝プ

ロペラ皮弁による上肢皮膚軟部組織欠損再建(以

下，上肢再建)の臨床結果とその治療戦略を報告

することである．

【方法】日本医科大学と関連施設(2施設)で,2007

年4月～2011年11月に穿通枝プロペラ皮弁を用い

て上肢再建を行った20例(男16,女4，年齢18~

70歳)を対象とし後ろ向き調査を行った調査項

目は(1)欠損部の位置と大きさ,(2)茎とした穿

通枝の種類(3)皮弁の大きさと形状，(4)皮弁

の回転方向，(5)皮弁の回転角度，（6）ドナーの

処理，(7)皮弁の生着率，(8)患者満足度とした．

【成績】欠損部は計20カ所(肘部6例，手・手関節

部6例，指部8例)であり，7種類の異なる穿通枝

を茎とした．多くの皮弁が楕円形で皮弁を180.

回転させることにより遠位部欠損創を閉創した．

ドナーは植皮を追加した1例を除き全例で一期的

縫縮が可能であった．電撃傷症例1例に静脈還流

障害が原因と考えられる皮弁の部分壊死を認め

た．

【結論】穿通枝プロペラ皮弁は穿通枝茎として挙

上することで，皮島を180.回転させて欠損部を

閉創することが可能となった．このことは短軸

方向の皮膚に余裕がない上肢再建において特に

有用である．本皮弁で上肢再建を行う際に，肘

再建にはその中枢の上腕部，手部再建には前腕

部，指部再建には手部から皮弁を180.回転して

再建する治療戦略が，皮膚余剰部から不足部(欠

損部)への移動の観点から有用と考える．
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上肢希少症例に対するマイクロサージャ

リーを用いた機能再建術の検討

TheRareCasesinUpperExtremitywithMicrosurgical
Reconstruction

滋賀医科大学整形外科

○児玉成人，上羽宏明，竹村宜記，

今 井晋二，松末吉隆

【はじめに】希少症例に対する治療は参考となる

報告が少なく,治療に難渋することが多い.今回，

希少症例に対してマイクロサージャリーを用い

た再建術を行った症例について検討した．

【対象】症例は5例．男性2例，女性3例で年齢は21

から64歳であった．内訳は腫瘍性骨軟化症を呈

した尺骨骨腫瘍に対する血管柄付き腓骨移植術，

前腕の骨膜性病変による回内外制限に対する榛

側前腕脂肪弁移植術，手背Bruli潰瘍に対する有

茎僥側前腕皮弁，舟状骨内軟骨種の骨穿孔とそ

れに合併した皮膚潰瘍に対する僥骨付き僥側前

腕皮弁，非定型抗酸菌による手関節破壊に対す

る血管柄付き腓骨移植術，各1例であったいず

れも我々が渉猟した限り，報告はないか，散見

されるのみであった．

【症例1】49歳男性引っ越し作業員．前腕の痛み

で受診．それ以前にも股関節痛，胸部痛など多

数箇所に痛みを自覚しており，精査にて尺骨骨

腫瘍と骨軟化症が判明した．尺骨骨生検にて腫

瘍性骨軟化症と診断され，腫瘍の切除と血管柄

付き腓骨移植術による再建を行った．術後3か月

で全身の痛みは消失し,X線像でも骨軟化症の

像は消失していた．腓骨は癒合し，機能改善も

得られ，現職復帰している．

【症例2】53歳女性，主婦．誘引のない前腕の痛み

と前腕回内外不可を主訴に受診.X線像にて榛

尺骨遠位部に骨膜反応を認めた．腫瘍も念頭に

置き骨生検を行ったが，病理組織診断では，炎

症とそれに伴う反応性骨病変のみであった．病

巣切除後再発防止の目的で血管柄付き脂肪弁移

植術を行った．術後1年の現在，回内外制限は著

明に改善し，再発はない．

【考察】希少症例に対しては治療方針の決定が難

しく，治療に難渋することが多い．マイクロサー

ジャリーを用いた組織再建は十分な病巣切除を

可能にし，治療の選択肢を増やす意味でも非常

に有用であった．

1-8-16

後骨間皮弁による上肢皮層軟部組織欠損

の治療

PosteriorlnterosseousFlapfOrSoftTissueDefectsinthe

UpperLimbs

和歌山県立医科大学整形外科

○下江隆司，谷口泰徳，山中学，

辻本修平，吉田宗人

【目的】上肢の皮膚軟部組織欠損の治療に用いら

れる皮弁として各種有茎皮弁，島状皮弁，遊離

皮弁が挙げられる．今回，我々は後骨間皮弁を

用いて上肢皮膚軟部組織欠損の治療を行った症

例について調査し，その有用性および問題点に

ついて検討を行ったので報告する．

【対象】過去に後骨間皮弁を用いて上肢皮膚軟部

組織欠損の治療を行った症例は12例13肢である．

性別は男性9例女性3例で，手術時年齢は17歳か

ら58歳，平均42.7歳であった．皮膚軟部組織欠

損の原因は，外傷が10例，抗癌剤による皮層壊

死が1例,Werner症候群に伴う難治性皮膚潰瘍

が1例2肢であった．皮弁の内訳は，順行性皮弁

が3皮弁で，逆行性皮弁が10皮弁であった．逆行

性皮弁のうち5皮弁は第一指間の再建を目的とし

て使用した．移植した皮弁のサイズは3×4cmか

ら5×12cmであった．

【結果】皮弁はll皮弁で完全生着した.2皮弁で部

分壊死となり，遊離植皮術を追加した．部分壊

死のうちl例は，受傷時に手根骨の脱臼骨折を合

併していた症例であった．他の1例は皮弁を肘関

節の中枢まで長く採取した症例であった．皮弁

採取部は8皮弁で一期的に縫縮し，5皮弁で全層

植皮術を行った．

【考察】後骨間皮弁は他の皮弁と異なり，肘関節，

前腕部手部の皮層欠損の治療に際し，主要動

脈を犠牲にしない大きな利点を有する．また，

母指内転拘縮除去後の再建にも優れている．そ

のため，本皮弁は上腕部末梢以下の皮膚軟部組

織欠損の治療および第一指間再建術において第

一選択として推奨される．ただし，後骨間動脈

は解剖学的に手関節中枢で前骨間動脈と吻合す

るため，手関節部周囲に外傷を合併した症例で

は皮弁壊死の危険性があり，前腕僥側皮弁など

他の方法を行うべきである．
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上肢デグロービング損傷の治療

DeglovinglnjuriesofUpperExtremities

'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1,幸田久男l,間庭圭一2

【目的】当科で最近6年間に経験した上肢デグロー

ビング損傷に関して，その損傷形態治療法，

治療成績を報告する．

【方法】2005年10月から2011年9月までに加療した

上肢デグロービング損傷の12例(男性10例，女性

2例)に関して診療録を調査した．

【結果】全例が労働災害であり，受傷機転はプレ

ス5例，ローラー2例，旋盤もしくは回転ベルト

3例，コンバインl例，木工機械1例であった．

Kayによる損傷形態分類ではClassllが3例3手，

ClassⅢが8例(4手,7指),ClasslVが1例3指と

なっていた(重複あり)．治療法および成績を受

傷レベル別に述べる．前腕から固有手部までの

損傷は5例5手で，4例で剥脱された皮膚の静脈吻

合が施行され，部分壊死を生じた2例は逆行性後

骨間動脈皮弁または遊離賦径皮弁で再建された

他の1例では手背皮層と伸筋腱が逆行性長掌筋腱

付き僥骨動脈皮弁で再建され，ほぼ正常の手指

伸展が獲得された．固有手部から指部の損傷は2

例(2手，2指)で剥脱された皮層の静脈吻合と指

の血行再建が施行され，後日固有手部の再建に

内側足底皮弁や全層植皮が施行された．固有指

部損傷は5例8指で，4例5指には再接着を行い全

例生着し，1例3指には有茎魚径皮弁による被覆

を行った．手部から指部の損傷例も含めて再接

着は合計で7指に施行され，4指に静脈移植また

は動脈移植を要した．指部デグロービング例で

は再接着もしくは皮弁による再建のいずれでも

TAMは健側比20～40%にとどまっていた．

【結論】手部や前腕部の部分的に連続性を伴うデ

グロービング損傷は静脈吻合で皮膚の生着範囲

が拡大され，後日必要となる植皮や皮弁の面積

を節約できる．Ringavulsionに代表される指の

deglovinginjuryは静脈移植の併用で再接着が可

能ではあるが機能的には通常の再接着より劣る

ため，十分なinfOrmedconsentが必要である．

1-8-18

手関節部切断再接着の治療経験

ExperianeceofReplantationfbrWristAmputation

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

○土田芳彦，辻英樹，村上裕子

【はじめに】上肢切断(不全切断)のなかでも手関

節レベルの切断は最も多く，しかも再接着術後

の良好な機能も期待できる．今回我々は，過去

10数年における同症例の治療経過を調査し，治

療成績を左右する因子について検討する．

【対象症例】1996年10月から2008年10月まで13年

間に演者らが再建した手関節部切断(不全切断）

は6例である．男性3例，女性3例，受傷時平均年

齢は41.7歳(23歳～56歳)であった．切断病態は，

鋭利完全切断が4例で，引き抜き不全切断が2例

であった再建方法は，鋭利完全切断の4例にお

いては腱，神経の全てを一期的に再建した．骨

再建は4例ともK-wireにより行われたが,2例は

手関節の可動を温存させ，2例は2cmの短縮によ

り関節を固定した．引き抜き不全切断の2例は屈

筋群の連続性が認められたが，伸筋群は筋体部

分から引き抜かれており，各々腱移行あるいは

機能的遊離筋移植術により再建した．骨再建は2

例とも手関節可動域を温存させるようにK-wire

によって固定された．術後1年後の機能評価を検

討した(Chencriteria).

【結果】6症例において，創治癒遅延および深部感

染が生じた例は認められなかった．鋭利完全切

断で手関節可動性を温存した2例および引き抜き

不全切断のl例においてChenclasslであった．こ

れら3例の手関節可動域は60％以上を保持してお

り，手指の可動性も80％以上獲得された．鋭利

完全切断で手関節を固定した2例はclass2であり，

手指の可動性は40-60%にとどまった．引き抜

き不全切断の1例は手関節可動域が20%であり，

手指の可動性も40%以下でclass3であった．

【結論】手関節部切断の機能予後は損傷の重症度

に強く影響される．機能再建の手法において，

手関節の可動性を維持するか否かが手指可動性

に関与していた．
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難治性手関節病変の治療：

舟状骨偽関節、舟状月状骨間靭帯損傷、TFCC損傷の治療を中心に

中村 俊 康

慶應義塾大学医学部整形外科

手関節は複雑な複合関節であり，難治性の病変が多い．掌側Lockingplateや可変pitchのhead

lessscrewなどの近年の革命的な手術器械の開発により僥骨遠位端粉砕骨折や新鮮舟状骨骨折の治

療法は完成されつつある一方，中枢骨片が壊死に陥った舟状骨偽関節の治療,DRm不安定性を呈

するTFCCの治療はいまだ困難であり，特に舟状骨月状骨間靭帯損傷については満足できる治療法

がなかった．演者は中枢骨片が壊死に陥った舟状骨偽関節に対して1-21CSRA(intercompartmental

supraretinacularartery)を茎とするZaidemberg法と強力なheadlessscrewであるAcutrakscrew@

およびAcutrak2screw⑧を併用し治療している．舟状月状骨間(SL)帯損傷に対しては背側手根骨

間(mC)靭帯の中枢1/3程度をスライドさせ，舟状骨と月状骨に固定するViegas法を主に行ってきた

が，特に膜様部のSLgapの開大傾向が強いため，最近は有頭有鉤骨間(CH)靭帯の中枢1/2を骨付き

で採取したCHBLB(bone-ligament-bone)を舟状骨と月状骨に小Screwで固定する方法を考案し，比

較的良好な成績を得ている.DRUJ不安定性が軽度かつ尺骨plusvarianceの場合には尺骨短縮術を

行い，強いDRUJ不安定性を呈するTFCC損傷では三角靭帯が小窩部から剥脱していることがほとん

どであり，新鮮例では鏡視下に骨孔を2つ開け,TFCCを尺骨に縫合し，亜急性期および陳旧例では

直視下に縫合するかECU半裁腱を用いて再錨着する再建法を行い，良好な成績を得ている．今回は

これらの手術について詳細を報告し，さらにGarcia-Fliasによって報告された半裁FCRによるthree-

ligamenttenodesis(3-LT)についても解説する．
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キーンベック病発症要因についての検討

～手関節への負荷,ulnarvarianceにつ

いて～

ThelnHuenceofOccupationandUlnarVarianceon
KienbockIsDisease

中日病院名古屋手外科センター

○高橋明子，中村蓼吾，中尾悦宏，

丹羽智史

【はじめに】キーンベック病の発症原因について，

Hultenはnegativeulnarvarianceを形態学的要

因として報告した．しかし関連性がないとの報

告もあり，現在でも議論が続いている．また手

関節への過大な負荷や外傷を原因とする考えも

ある．今回ulnarvarianceと職業，スポーツに着

目し，調査・検討した．

【対象・方法】1980年から2010年まで，名大病院

及び当院のキーンベック病症例のうち，正確な

X線像に加えて職業やスポーツ活動が明らかで

あった169例169手を対象とした.男127例女42例，

右111手，左58手，平均37歳であった手関節へ

の負荷の程度別に重作業，軽作業，非手作業，

スポーツに分類した．対照とする健常手のulnar

varianceは,Nakamuraらの報告に基づき各群の

年齢と性別を一致させ算出した．

【結果】重作業99手：男88女11,平均36.1歳，平均

ulnarvariance+0.2mm,軽作業19手：男6女13,

41.4歳+0.3mm,非手作業28手:男13女15,49.3歳，

+0.3mm,スポーツ23手:男20女3,22.4歳,-0.7mm

であった．うち5例のみに外傷歴を認めた算出

した健常手のulnarvarianceは重手作業+0.1mm,

軽手作業+0.5mm,非手作業+0.7mm,スポーツ

-0.3mmであった．罹患手を各群間で比較すると，

スポーツで他の三群と比べて僥骨が長い傾向に

あり，これは構成員が若年である要因が大きい

と考えられた．罹患手と健常手の比較では，軽

作業，非手作業，スポーツの三群で罹患手の僥

骨が長い傾向を認めたが，その差は0.5mm以下

であり有意差を認めなかった．

【考察】手関節への負荷の程度別では重作業が99

手(59%)を占め，発症に繰り返す手関節への負荷

が関係していることがうかがわれた．しかし今

回の検討では，キーンベック病とulnarvariance

の有意な関係性は認められなかった．

1-8-20

骨釘移植・骨髄血移植・創外固定・低出

力超音波療法を併用した進行期キーン

ベック病の治療
TifeatmentofPatientswithAdvancedKienbock

DiseaseComposedofBonePegGraft,BoneMan･ow

Tifansplantation,ExternalFixation,andLIPUS

筑波大学医学医療系整形外科

○西 浦康正，原友紀，神山翔，

小川健，落合直之

【目的】われわれは,Lichtman分類Stage2･3Aの

キーンベック病に対し，骨髄血移植・創外固定・

低出力超音波療法(以下,LIPUS)を併用する治

療法が有効であることを報告してきた．今回，

Lichtman分類Stage3Bの症例に骨釘移植を加え

た同様の治療を行ったので，報告する．

【対象および方法】対象症例は女性18歳，男性25

歳，男性54歳の3例である．術前，全例で著明

な手関節痛と可動域制限を認め，単純X線では

Lichtman分類Stage3Bであり,MRIで，症例1は

完全骨折，症例2と3では骨折線を認めた［手術

法]症例lは掌側進入，症例2と3は背側進入で関

節包を切開．透視下にドリリングを行い，肘頭

から採取した径約3mmの骨釘2～3本を刺入した

後，腸骨から採取し濃縮した骨髄血を3か所に

注入した．第2中手骨一僥骨間を創外固定器で

固定し，術後LIPUSを併用した．創外固定器

は，それぞれ術後8週，8週,12週で除去し，そ

の後，手関節固定装具を使用した．［評価法]臨

床評価は，瘤痛，手関節可動域，握力を計測し，

Nakamuraらの評価基準からX線学的評価を除い

たもの(21点満点）を用い評価した．また，単純

X線所見,MRIを評価した．術後経過観察期間

は2年である．

【結果】いずれの症例も痙痛が遷延する傾向が

あったが軽快し,Nakamuraらの評価基準では，

それぞれ15,20,16点と改善を認めた．単純X

線では，全例骨癒合したものの，症例2と3では

圧潰の進行を認めた．症例1ではMRIで輝度変

化が完全に回復した．症例1はADLに支障なく，

症例2，3は労働に復帰している．

【考察】いずれの症例も，骨癒合が得られたこと

で，有用な手関節機能に回復したと考えられた．

骨釘移植を加えた本法は，有用な方法であると

考えられる．
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キーンベック病に対する有頭骨短縮骨切
り術の治療成績

CapitateShorteningOsteotomyfOrthen℃atmentof
KienbockisDisease

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科

○堀木充l,中川玲子1,川口杏夢1,
吉田竹志2，田野確郎’

【目的】我々は進行期のキーンベック病のうち

ulnar-neutralもしくはulnar-positivevarianceに

対して有頭骨短縮骨切り術を行ってきた．今回，

その治療成績について報告する．

【方法】症例は2001年から2011年までにキーン

ベック病に対して有頭骨短縮骨切り術を行い術

後6か月以上観察しえた10例，男3例，女7例．手

術時平均年齢は56才(35～70才)．術後平均経過

観察期間は17か月(6～36か月).術前のLichtman

分類はStage2:1例,Stage3a:9例であった．手

術は有頭骨の中央を背側から骨切りし，約2mm

短縮,DTJscrewで固定した.Almquistの原法
にある有頭骨有鉤骨間の関節固定は行わなかっ

た.5例にK-wireで術後STT仮固定術を併用した．

【結果】瘤痛は消失2例，軽度残存6例，不変2例で

あった手関節可動域(屈曲十伸展)は術前92.か

ら術後93.,握力は術前14kgから術後17kgであっ

たレントゲンでは,carpalheightratioは術前

0.53が術後0.51に,Stahlindexは術前0.47が術後

0.44に変化しており，若干の月状骨圧潰傾向が

見られた．短縮骨切り後に有頭骨・月状骨間の

関節裂隙は平均2.6mmと開大していたが，最終

経過観察時には平均1.5mmと減少する傾向が見

られた．また，術後に手関節痛が変化せず，2例

に部分手関節固定術を行った．

【考察】10例中8例に症状の消失もしくは軽快を認

め比較的安定した臨床成績であった．しかし，

術後開大した有頭骨・月状骨関節裂隙が減少す

る傾向や月状骨の圧潰傾向を認めることから，

有頭骨短縮による除圧効果は一時的で月状骨が

リモデリングするまで維持できていない可能性

が示唆された．

1-8-22

月状骨の圧潰を生じる手関節疾患

一外傷後や関節リウマチの月状骨キーーン

ベック病様変化一

CollapsedLunateFOllowinglnjulyandinRheumatoid
Arthritis

中日病院名古屋手外科センター

○丹羽智史，中村蓼吾，中尾悦宏，

高橋明子

【目的】キーンベック病は病期の進行とともに月

状骨圧潰を生じるが，未だにその病因が明らか

ではない．それを探る一助となると考え，月状

骨脱臼や関節リウマチよって生じた月状骨の扁

平化，圧潰に着目した本研究では，レントゲ

ン像を詳細に計測し，手根部や月状骨の形態的

変化を評価した．

【対象と方法】月状骨脱臼15例15手，関節リウマ

チ21例38手を対象とした月状骨脱臼ではうちl

例に術後1年で月状骨の圧潰を認め，治療前後の

月状骨の形態を詳細に評価した．関節リウマチ

に関しては，正面像でcarpalheightratio(CHR)

を，側面像ではstahl'Sindex(SI)に加え，月状

骨高(L)を手根骨高(C)で割った値(L/C)を計測

し，手根部圧潰における月状骨圧潰の程度を示

す指標とした．

【結果】月状骨の圧潰を呈した月状骨脱臼例では，

SIは受傷側0.34%健側0.56%,L/Cは受傷側0.24健

側0.32であった．関節リウマチ38手の計測では，

CHRは0.35～0.55(平均0.47)で，手根骨が圧潰し

ていると判断される0.5以下の症例は28手(73.7%）

であった.SIは12.4～58.9%(平均44.7%),L/Cは

0.10～0.38(平均0.29)であった月状骨扁平化と

みなされるSI40%以下の症例は9手(23.7%)であ

り，そのうち8手(21.1％)はL/CO.25以下であり，

手根部は月状骨を主に圧潰していた．

【考察】月状骨脱臼後，月状骨圧潰を呈した症例

は，脱臼時に月状骨への栄養血管が破断してい

た可能性が十分にあり，整復後も血流障害が持

続したことが圧潰化の原因であったと考えられ

る．関節リウマチでは手関節内の滑膜増生が認

められるが，これが手根骨とくに月状骨への血

流を阻害していると考えられ，このために圧潰

が生じたと推察できる．これらの手根骨の圧潰

は，キーンベック病の発生機序を考える上で血

流障害が原因となり得ることを示唆する重要な

知見であると考えている．
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骨髄間葉系幹細胞の磁気ターゲテイング

による骨折治癒促進:invivoイメージン

グを用いた移植細胞の動態解析

InvivoBioluminescencelmagingofTiPansplantedBone

MaITowMesenchymalStromalCellsUsingMagneticCell

DeliverySysteminaRatBoneFractulEModel

'広島大学大学院医歯蕊総合研究科展開医科学専姉態制御医科学講

座整形外科学,2広島大学大学院保健学研究科上肢機能解析制御科学

○児玉祥1,中林昭裕1,鈴木修身1,

砂川融2，越智光夫’

【目的】我々は磁気標識した細胞を磁場勾配によっ

て標的部位へ誘導する細胞デリバリーシステムを

考案し骨軟骨欠損偽関節などに対して臨床応用

を目指している．本研究では磁性化した骨髄間葉

系幹細胞(MSC)を体外磁場で骨折部へ集積させ

る試みを行い，体外磁場による移植細胞の制御が

骨再生に与える影響，移植細胞の生体内での動態

を明らかにすることを目的とした．

【方法】生体発光イメージングによる移植細胞の動

態解析のためにルシフェラーゼ遺伝子導入ラット

の骨髄からMSCを樹立し,MRI用造影剤で磁気

標識した．野生型ラットにて骨折部周囲の骨膜を

焼灼する大腿骨難治性骨折モデルを作製し1×106

個の磁性化MSCを骨折部周囲へ注入した．細胞

投与時に骨折部が磁場勾配の頂点となるように体

外磁場発生装置を設置して磁場を10分間作用させ

た群，非磁場下にMSCを投与した群,磁場作用下

にPBSのみ投与した群の3群を作製した．移植細

胞の動態を生体発光イメージングで観察し，骨形

成をX線学的および組織学的に評価した

【結果】生体発光イメージングでの骨折部の発光

強度はいずれの細胞移植群においても移植後3日

で著明に増強し，その後漸減した．骨折部での

発光強度はMSC+M群で有意に高く，細胞投与

後3日，4週にて発光量がMSC+M群で有意に大

きくMSC+M群において移植細胞が骨折部へよ

り多く集積，接着し，より多く細胞が増殖した

事を反映していると考えられた.X線学的，組

織学的評価ではMSC+M群にて他の群と比較し

有意な仮骨形成の促進を認めた．

【考察】本法はscafoldを用いないため手術を必要

とせず，注射のみの操作で治療できる可能性を

持つ．また体外磁場発生装置の改良により小範

囲に突出して高い磁場を発生することが可能と

なったため，手指骨などの標的の小さい部位に

も使用可能であると考える．

1-8-24

虫様筋機能に関する運動学的検討

KinematicStudyfOrtheLumbricalFunction

'新潟医療福祉大学大学院，2新潟手の外科研究所

○松澤翔太l,大山峰生l,小田桐正博l,

中村雄--1,吉津孝衛2

【背景】PIP関節の伸展運動は指伸筋，虫様筋，骨

間筋で形成された指伸展機構によって協調的に

行われ，これらの障害は重篤な機能障害を呈す

る．これまで，虫様筋に関しては十分に調査さ

れていないため，本研究では本筋の機能に着目

し，その運動学的特性を解明することを目的と

した．

【方法】対象は健常男性6名とした．実験は，針電

極を用いた筋電図実験と虫様筋を単独収縮させ

る電気刺激実験を行った．両実験共にMP関節肢

位を90，45，0度に設定した．筋電図実験では，

MP関節をこれらの肢位で他動的に固定した場合

と随意的に保持させた場合で手指の最大自動伸

展を行った時の筋活動量を求めた．電気刺激実

験では，刺激周波数30Hzで刺激を行い，各MP関

節肢位におけるPIP関節の伸展可動域を求めた．

【結果】虫様筋の活動は,MP関節を随意的に保持

してPIP関節を伸展させた場合に高く，特にMP

関節屈曲位では伸展位と比べて高い活動を示し

た．しかし,MP関節を他動的に固定した場合は，

いずれの肢位においても随意保持時より低い活

動を示した．電気刺激実験ではMP関節90,45,

0度でそれぞれ約-30,-15,-30度のPIP関節

伸展を示した．

【考察】筋電図実験では，虫様筋はMP関節を随意

的に屈曲保持した時に強く働くことから,PIP関

節伸展時のMP関節屈曲が主な作用であり，これ

は指伸筋のPIP関節伸展機能を補助するものと

考えられた．電気刺激ではMP関節肢位によって

PIP関節の伸展角度が変化したが，これはMP関

節屈曲位では筋の起始付着間距離の短縮による

発揮張力の低下,MP関節伸展位では深指屈筋腱

に起始している虫様筋起始部が遠位に移動する

ことによる発揮張力の低下が原因として考えら

れた．両実験から，虫様筋はMP関節肢位に影響

を受け，それに伴うPIP関節伸展機能が変化する

ことが判明した．
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1-8-25

骨格筋損傷における磁気ターゲティング

された骨髄間葉系幹細胞のInVivoイメー

ジング

InVivolmagingofMagneticThlgetedBoneMalTow

MesenchymalStemCellsinSkeletalMusclellUury
Models

'広島大学大学院整形外科学，2広島大学保健学研

究科

○中林昭裕1,亀井直輔l,砂川融2,

鈴木修身1,越智光夫！

【目的】我々は磁気標識した移植細胞を体外から

磁場でコントロールする磁気ターゲティングを

考案した.本研究では骨格筋損傷モデルに移植し

た骨髄間葉系幹細胞を,体外磁場で筋損傷部へと

集積させる試みを行い,その際の移植細胞の動態

をInVivolmagingにて観察し,筋再生促進効果

について評価した．

【方法】ルシフェラーゼ遺伝子導入ラットから間

葉系幹細胞を培養樹立した.野生型ラットの前脛

骨筋に6x4x5mmの損傷を加え,以下の3群を作製

した.MSCM群:損傷部が磁場勾配の頂点となる

ように体外磁場発生装置を設置して,MRI用造影

剤で磁気標識した間葉系幹細胞をl×106個筋損

傷部へ注入,磁場を10分間作用.MSC群:非外磁

場下に細胞を注入.PBS群:磁場作用下にPBSの

みを注入.InVivolmagingSystemを用い,細胞

移植後0,12,24,72時間後,1,4週後の移植細胞の

動態を観察し,損傷後l,4週で損傷筋の電気生理

学的および組織学的評価を行った．

【結果】InVivolmagingでMSCM群ではMSC群

に比べ磁場勾配に従い移植細胞が損傷部へと集

積し,長期間移植細胞が残存した.組織学的評価

では,術後1週でMSCM群,MSC群ともにPBS群

と比べ有意に嬢痕形成が少なかったが,MSC群

とMSC+M群との間に有意差はなく，術後4週で

はMSCM群,MSC群,PBS群の順に癩痕形成が少

なく，3群間に有意差を認めた.Massontrichrome

染色による組織学評価では術後4週ではMSCM

群で有意に嬢痕組織が少なく，免疫染色において

も再生筋,血管新生が有意に良好であった．

【考察】磁気ターゲティングの併用で間葉系幹細

胞による骨格筋損傷の修復促進効果の増強を認

めた.磁場作用下では移植細胞が筋損傷部へ集積

するとともに長期間残存する傾向があり，移植細

胞の生着,生存の促進が筋修復効果の増強へとつ

ながったと考えられた

1-826

腱・腱鞘形成におけるMkxの機能の解析

TheFunctionoftheAtypicalHomeodomain'Iranscription

FactorMohawkonTbndonMorphogenesis

'国立成育医療研究センター研究所システム発

生・再生医学研究部，2慶應義塾大学医学部整形

外科学教室

○鬼塚奈緒子1'2,伊藤義晃1,戸山芳昭2,

浅原弘嗣！

我々は各組織臓器の発生に関与する遺伝子を同定

するツールとして,E9.5,10.5,11.5のマウス胚

において，約1,500個の転写因子・転写コファク

ターのWhole-mountinsituhybridization(WISH)

データベース''EMBRYSI'(http://embrysjp/)を構

築したこのデータベースを基に，腱・靭帯に特

異的な遺伝子としてホメオボックス遺伝子である

Mohawk(Mkx)を同定し，このMkxが腱の形成に

重要な転写因子であることをノックアウトマウス

の解析により明らかにした．さらに，その詳細な

解析の中から,Mkxノックアウトマウスでは野生

型と比べて深指屈筋腱が細くなっていること，さ

らに腱鞘は出生直後では正常だが，生後14日では

野生型と比べて肥厚していることが分かった．以

上の結果から,Mkxが腱と腱鞘の形成，保持を司

る働きを持っている可能性が示唆された．
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1-8-27

新しい乳酸一カブロラクトン共重合体多

孔質膜の家兎モデルにおける癒着防止効

果と骨癒合への影響
EffectonBoneUnionandPreventionofTbndonAdhesion

bytheNewPorousAnti-adhesiveMembraneofPCLA

(L-lactide/E-caprolactonecopolymer)inaRabbitModel

'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l,清水弘之1,新井猛1,

別府諸兄'，高木正之2

【目的】プレートと腱との癒着予防を目的に乳酸

一カプロラクトン共重合体多孔質膜(以下癒着防

止膜(株)JMS)の有効性と骨癒合に対する影響に

ついて家兎腱癒着モデルを作成し検討した．

【対象と方法】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プレート固定を

行った．癒着防止膜群(N=16)としてプレート

前面にある長母趾伸筋腱に焼灼を行い腱を挟む

ように癒着防止膜を縫合した．コントロール群

(N=16)はプレート固定後に長母趾伸筋腱の焼灼

のみを行った．両群ともギプス固定後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，極めて重度4点，6部

位X4点=24点),腱引き抜き強度と病理評価を

行った．骨癒合評価は脛骨骨切り後にプレート

固定としコントロール群(N=33)を作成，癒着

防止膜群(N=23)と比較し骨破断強度，病理評価

とX線評価を行った．

【結果】肉眼的癒着評価では癒着防止膜群が平均

5.2±l.6点，コントロール群が平均14.9±3.2点

となり有意に癒着防止膜群に肉眼的癒着が少な

かった(P<001).引き抜き強度では癒着防止膜

群が平均5.2±4.1N,コントロール群が平均14.9

rlO.3Nで有意に癒着防止膜群が小さかった(P<

0.01).病理評価でも癒着防止膜群には防止膜に

より周囲組織との癒着が抑制され炎症反応はコ

ントロール群と比較し少なかった．また骨破断

強度では癒着防止膜群とコントロール群で有意

な差は認めず病理評価でも癒着防止膜群では骨

癒合に影響はしているような違いは認められな

かった．

【考察および結論】プレート固定後に発生する腱

の癒着予防を臨床的に想定した研究は少ない．

この癒着防止膜は腱とプレートとの癒着を防止

する効果があり骨癒合に影響を及ぼさず臨床応

用は可能である．

1-8-28

ヒアルロン酸とコラーゲンを組み合わせ

た癒着防止膜の開発第1報

一組織学的評価一

PreventionofTbndonAdhesionUsingaSheetComposed

ofHyaluronicAcidandCollagenSponge:Experimental

Study

'北里大学医学部形成外科・美容外科，2北里大学

病院救命救急センター

○根本充'，熊澤憲一2，内沼栄樹】

【目的】腱癒着を防ぐためには生体内吸収性で腱

の創傷治癒を促進し，かつ確実な癒着防止効果

が得られる材料の開発が必要である．我々はこ

れらの条件を満たす基材としてヒアルロン酸と

コラーケンから構成される癒着防止膜を作製し，

その有用性について組織学的検討を行ったので

報告する．

【材料と方法】吸入麻酔下でニワトリ(2ヶ月齢)の

第3足趾PIP関節部からDIP関節の皮層を切開し

た後，実験I(10羽20肢)は腱鞘を切除しヒアルロ

ン酸／コラーゲン癒着防止膜を挿入して閉創し

た(10羽10肢).対象は対側第3足趾とし，腱鞘切

除後に癒着防止膜を挿入しないものとした(10羽

10肢)．実験II(10羽20肢)は腱鞘を切除し，深趾

屈筋腱を切断後6-0ナイロン糸で腱縫合(Kessler

変法)し，癒着防止膜で腱縫合部を包み込んで閉

創した(10羽10肢).対象は対側第3足趾で腱縫

合後に癒着防止膜を適用しないで閉創した(10羽

10肢）ものとした．4週間のギプス固定後，吸入

麻酔薬及び静脈麻酔薬により安楽死させ，腱の

癒着および滑走状態を肉眼的及び組織学的検討

を行った．

【結果】実験I(腱鞘切除モデル)の組織学的所見に

おいて癒着防止膜を適用した足趾ではヒアルロ

ン酸／コラーゲン癒着防止膜が腱鞘切除部位に

残存していた．対象群では深趾屈筋腱と皮下組

織との癒着が認められた実験II(腱縫合モデル）

では癒着防止膜を適用した足趾では癒着防止膜

が腱縫合部と皮層の間に介在していた．対象群

では腱縫合部と皮下組織との癒着が認められた．

【考察】術後4週時点でヒアルロン酸／コラーケン

癒着防止膜はいずれの実験モデルでも腱と皮下

組織との間に介在しており，癒着防止膜として

の組織学的有用性が確認できた．今後は癒着防

止膜の生体内吸収期間の調整や腱縫合部の治癒

過程への影響を評価していく予定である．
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1-8-29

上肢機能評価におけるHand20の有用性

の検討

UsefUlnessofHand20fOrtheEvaluationofUpper
ExtremityDisorders

'笠岡第一病院笠岡手外科・上肢外科センター，

2寺岡記念病院整形外科，3同志社大学生命医科

学部

○後藤峰範l,兒玉昌之1,橋詰博行1,

小坂義樹2，有田清三郎3

【目的】上肢の機能評価を行うにあたり簡便か

つ有用な方法として，わが国では2005年に

disabilityofarm,shoulder,andhand(DASH)の

日本語版が作成され，2007年には日本の実生活

により対応した評価法で高齢者や小児にも適応

できるFIand20が報告された．以来，各疾患の

治療評価においてこれらの上肢機能評価法を用

いた報告がなされている．われわれは今回上肢

機能評価としてHand20の有用性について検証

した．

【対象と方法】2011年4月ll日から10月15日に当院

を初診し治癒に至った上肢疾患患者197例(男性

51例,女性146例,平均年齢61.1歳)を対象とした

対象疾患は手根管症候群29例，弾発指129例，そ

の他39例であった．

【方法】上記対象例に対して治療介入前と治癒時

のHand20の評価点数をもとに各項目と総合得

点について統計解析を行った.Hand20の20項

目k番目の項目をXk,総合得点をSとし,k番目

の項目の介入時から治癒までの変化量Akと総合

得点(S-Xk)の介入前から治癒までの変化量AS

の相関分析を行った．

【結果と考察】解析結果のうち項目｢両手の爪を切

る」「ペットボトルのブタを開ける」「タオルを

かたく絞る」｢洗濯物を洗濯バサミを使って干す」

｢日常生活が普通にできる」についてAkとASは

0.69～0.78と有意な相関を示した．このことから

これらの項目はRand20の項目の中で大きな比

率を占めていると考えられる.Hand20は20項

目の評価がそれぞれ有機的にからまっているた

め，それらの得点と総合得点および他の標準化

された評価法のデータとの比較を基に多変量解

析を行い,Hand20の各項目の重み付け等の検

討が必要であろう．

1-8-30

Jhand:信頼性，妥当性の高い手肘評価尺

度の開発

ValidityandReliabilityofJhand;ANewQuestionnarefOr

DisabilityofUpperExtrimity

'東京大学整形外科･脊椎外科，2福岡クリニック，

3名戸ヶ谷病院

○上原浩介1,三浦俊樹l,森崎裕1,

土肥徳秀2，大江隆史3

【背景】DASH日手会版,Hand20は信頼性,妥当性，

反応性が良好な上肢機能評価表であり，特に後

者は日本の文化・社会背景や高齢者にも考慮され

ている．一方，上肢機能は患側が利き手か否か

が結果に影響する可能性があり，両評価表に含

まれる利き手依存の項目は信頼性に影響しうる．

【目的】文化・社会的背景を考慮し，利き手依存

の質問を除外した信頼性・妥当性の高い質問表

を開発すること．

【方法】作成には手外科医,OTを含む48名が参加

した．まず手肘に障害のある患者を対象として

上肢機能を評価する質問を185項目作成した．文

化・社会的背景，利き手依存，日常的に行うか，

直感的に理解できるかを考慮し，29項目を採用

しJhandv.1を開発した．続いて，上肢患者60名

から回答を得て，床･天井効果,構成概念妥当性，

ヒストグラム，事前調査による主訴領域別割合

から，25項目からなるJhandv.2を作成した．外

来患者を対象(Jhand90名,DASH92名,Hand20

67名）とし，症状が固定している患者に再テスト

法を行った．構成概念妥当性の検討は主成分分

析とGraphicalmodeling(AICnetwork)による

モデル適合度の評価で行った．

【結果】Jhand,DASH,Hand20のCronbachα係

数は0.974,0.973,0.972,Jhandの級内相関係数

は0.979であった．主成分分析で尺度の1次元性が

確認された．連関妥当性ではJhandはDASHと高

い相関を認めた.AICnetworkによる評価を行っ

たところ,Jhandの構成概念妥当性が高かった．

【考察】質問項目が利き手に依存した項目の場合，

患側で行わない動作はイメージしにくく，障害

手が利き手かどうかがスコアに影響しうる．利

き手依存の項目を除外し，高い信頼性を得るこ

とができた．

【結論】日本人を対象とした高い信頼性妥当性

を有する「利き手の影響を排除した」評価尺度

Jhandを開発した．
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1-831

Hand20の一般集団における基準値とそ
の利用

NonnativeDataofHand20:TheUsefUlComparative
Infbnnation

名古屋大学医学部手の外科

○大西哲朗，栗本秀，鈴木実佳子，

平田 仁

【目的】Hand20は，日常臨床においてさまざまな

上肢の疾患に用いられ，その有用性が示されて

いる．一方,Hand20の一般集団での値(基準値）

について詳細に検討したものはなく，治療介入

時等に比較することができない．今回,Hand20

の基準値を調査し，他の基準値の報告とも比較

検討した．

【方法】名古屋大学医学部附属病院に勤務する全

職員2600人を対象に年齢,性別,職種(ISCO-88),

肉体労働の程度(自己評価),Hand20を調査した．

Hand20の平均，標準偏差，中央値，分布を検討

した．年齢(20-29歳,30-39歳,40-49歳,50-65歳の

4群)，性別，労働強度(非常にきつい肉体労働，

肉体労働，軽い肉体労働，肉体労働でない)に分

け比較検討した．

【結果】1120人の上肢疾患で治療を受けておらず，

日常業務をこなしている職員から回答を得た

(回答率43％)．Hand20の平均値は2.57(標準偏差

6.81),中央値は0(範囲0-66)であった．全体のほ

ぼ2/3がHand20の得点が0であった.Hand20を

男女間のグループで比較すると，有意に女性群

が高かった(平均±標準偏差：男性,1.94±5.11,

女性,2.83±7.37,P<0.0001).各年齢グループ

で比較すると0点の割合が20-29歳,30-39歳群で

71.5,71.9％と40-49歳,50-65歳群の51.4,52.7%

よりも高く40歳以上と以下の群の間で有意差を

認めた(P<0.05).労働強度のグループ間では有

意差を認めなかった(p=0.613).

【考察】Hand20の基準値は十分に低値であり，微

細な変化を検出するのに有用である.Hand20の

値は一般集団において女性の方がやや高い傾向

を示し，年齢とともに上昇，労働強度では違い

を認めない特徴を示していた．基準値は，治療

介入時に比較したり，ゴール設定をしたりと臨

床現場で有用な情報になりうる．

1-8-32

上肢筋骨格系疾患における健康関連QOL

評価法とVisualAnalogueScaleの関連
～上肢，下肢，脊椎での比較検討～
RelationshipofAssesmentTbolsfbrHealth-related

QOLandVisualAnalogueScalefOrUpperLimbs
MusculoskeletalDisorders

産業医科大学整形外科

○目貫邦隆，酒井昭典，善家雄吉，

大茂壽久，中村英一郎

【目的】筋骨格系疾患患者における健康関連QOL

(EQ-5D,SF-36)とVASの関連を疾患部位で比較

検討し，上肢の｢痛み｣が身体および精神的健康

感に与える影響を明らかにすること．

【対象および方法】2007年～2011年の間に当科に

来院した初診患者で,16歳以上の同意が得られ

た3922名(男性1828名,女性2094名，部位：手,肘，

肩,膝,股,頚腰平均年齢53.4歳)を対象とした．

タブレット端末型タッチパネル方式(当科開発）

による健康関連QOL評価質問表による調査を行

なった．解析は,EQ-5D効用値,SF-36v2を目

的変数とし，1.性別，2.年齢，3.疾患部位，4．

VAS(日常生活時)を説明変数として，ステップ

ワイズ法重回帰分析を行った．また，共分散分

析で年齢と性別を補正し疾患部位によるスコア

の影響を解析した．

【結果】重回帰分析にて，寄与率はEQ-5DでVAS,

部位，年齢性別の順であった.SF-36でも同

様に全ての下位尺度でVASの寄与率が一番高い

結果であったが,PF(身体機能)はVASの次に年

齢の寄与率が高い結果であり，また逆にVT(活

力),MH(心の健康)は年齢の変数は除外された．

疾患部位での比較検討(年齢・性別補正)では，

EQ-5Dで手，肘，肩頚，膝，股，腰の順でス

コアが高かった.VASは，肩，股，膝，腰，肘，

手，頚の順でスコアが高かった．

【まとめ】1.EQ-5D,SF-36は年齢や性別よりも痛

みと疾患部位の影響が大きく，末梢よりも体幹

に近いほどスコアが悪い結果であった.2.SF-36

の精神的健康尺度であるVT(活力),MH(心の

健康)は，年齢に依存しない結果であった．3.上

肢筋骨格系疾患は，下肢や脊椎疾患に比べて健

康関連QOLに及ぼす影響は少ない結果であった

が，積極的な除痛は身体的および精神的健康感

を高め，患者のQOLの向上につながることが示

唆された．
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腕榛関節の解剖学的検討

一滑膜ヒダと榛骨頭の関与について一

AnatomicalStudyoftheHumeroradialJointandSynovial

Fringe

'聖マリアンナ医科大学整形外科学講座，2聖マリ

アンナ医科大学解剖学講座

○田中雅尋'，新井猛l,清水弘之1,

別府諸兄1,平田和明2

【目的】上腕骨外側上穎炎は、日常臨床の場でよく

遭遇する疾患であるが，明確な病態，原因が位置

付けられていない．上腕骨外側上類は、短僥側手

根伸筋などの前腕伸筋腱群が起始し，その付着部

に付着部炎が生じていると捉えられているのが一

般的である．しかし，難治性の上腕骨外側上穎炎

では外側上穎付着部(関節外)の身体所見以外に，

肘関節伸展および前腕回内90.位にて腕榛関節内

に瘤痛を認めるFringeimpingementtest(FIT)の

陽性所見を経験する．このため難治性上腕骨外側

上穎炎の病態には，一部に腕僥関節内に生理的に

存在する滑膜ヒダ(synovialfringe)が関与してい

ると考えられる．本研究ではこの臨床例の疑問点

を解明するため，解剖用屍体を用いて回内時にお

ける僥骨頭の形状的特徴と滑膜ヒダの形態や被覆

状態との関連について検討した．

【方法】解剖実習用屍体標本35体64肘(男性13体，

女性22体，平均年齢87歳)を用いた．回内での僥

骨頭関節面の形状(関節環状面，腕僥関節面と関

節環状面のなす角；傾斜角)，骨軟骨損傷の存在

部位と程度，関節包や輪状靱帯の損傷の有無と程

度，僥骨頭におけるsynovialfringeの存在部位，

厚み，幅，被覆率(synovialfringe/僥骨頭腕僥関

節面の面積)をそれぞれ計測し，重回帰分析によ

り関連性を検討した．

【結果】関節包断裂は8肘，輪状靭帯損傷は30肘に

認めた．僥骨頭軟骨損傷は45肘に認め，僥骨頭の

後外側に最も多かった.synovialhfingeは回内時

で右側の3時から6時，左側の6時から9時の僥骨頭

の後外側に存在し，三日月状で厚さ平均2.4mm,

僥骨頭関節面に対する被覆率は平均21.8%であっ

た．榛骨頭後方の関節環状面は平均5.69mmと大

きく，後方の傾斜角は平均113.と小さかった．重

回帰分析の結果では，滑膜ヒダの形態は僥骨頭の

形状に依存し，相関性を認めた．

【考察】肘関節伸展回内位では僥骨頭後外側に軟骨

損傷とその部位に一致してsynovialfringeを認め，

synovialh･ingeの形態は個々 の僥骨頭の形状に関

連し，臨床例でのFITを裏付ける結果となった．

1-8-34

上腕骨外側上穎炎における工ルボーーバン

ドの有効性～アンケート調査から分かる

こと～

TheEffectoftheElbowbandonLateralEpicondylitiS

-TheResultsfromtheQuestionnaireSurvey-

'名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学，2中

日病院名古屋手の外科センター

○西塚隆伸'，平田仁l,中尾悦宏2,

中村蓼吾2

【目的】上腕骨外側上穎炎の治療法は多岐に亘る

が決定的な治療はない．エルボーバンド処方歴

のある患者に対し今回アンケート調査を行い，

その結果からバンドの有効性や予後不良因子を

検討した．

【方法】2008～2010年の間にエルボーバンドを処

方した158人に今回アンケートを送付し，その

うち返信のあった53人を対象とした．男性31人

女性22人で，年齢は平均58.3歳(32～78)，バン

ド処方からの経過期間は平均15.3(10～28)ヶ月で

あった．調査項目は，性別，年齢，発症原因(強

負荷or弱負荷),職業(重労働or非重労働),ステ

ロイド局所注射歴，一日の中でのバンド装着時

間バンドの装着期間，反対肢の同症状の有無

同側肢の腱鞘炎・肩痛の有無，一番痛かった時

のHandlOとVAS,最も効果的と感じた治療法，

最終結果(完治，少し改善改善するも再発不

変)等である．「完治or非完治｣を従属変数としロ

ジスティック回帰分析を行い，バンドの有効性

や予後不良因子を検討した．

【結果】完治は44％，少し改善は38%，再発は

10％，不変は8％と，完治率は決して高くなかっ

た.バンドの装着期間は,1ヶ月以内が25%,1～2ケ

月が33％，3～6ケ月が18％，6ケ月以上が24％と

コンブライアンスは良くなかった．しかしその

中で｢完治でないのにバンドを1ケ月以内に辞め

てしまった人｣は完治率が有意に低く(P<O.01),

バンドの有効性が示唆された．また，「一日の中

で常時バンドを装着していなかった人」と「重労

働者｣は，完治率が低い傾向にあった．年齢・性

別・発症原因の負荷強度・ステロイド注射の有

無等は完治率に影響しなかった．

【結論】エルボーバンドは｢締め付け感｣｢手間｣｢効

果の実感の乏しさ」などから装着コンプライアン

スが良くはないが，可及的長時間かつ長期間装

着する方が完治率が高いのではないかと考えら

れた．
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上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術の

術後成績と成績関連因子

OperativeResultsofArthroscopicSurgeryandRelated

FactorsinPatientswithLateralEpichondylitis

札幌医科大学整形外科

○阿久津祐子，藤田安詞，大木豪介，

射場浩介，和田卓郎

【はじめに】難治性の上腕骨外側上穎炎(以下，外

上穎炎)に対する鏡視下手術の術後成績はこれま

で報告してきた．今回症例を追加し成績関連因

子について調査したので報告する．

【対象と方法】対象は2003年4月～2011年2月まで

の間に鏡視下手術を施行した外上穎炎患者のう

ち6カ月以上経過観察ができた56例61肘とした

男性29例32肘，女性27例29肘．手術時の平均年

齢は50.1歳(35-71),発症から手術までの罹病

期間は平均1年9カ月(6カ月から15年)であった．

手術適応は6ヵ月以上の保存療法で症状が改善し

ない症例とした．術式は，鏡視下にERCB変性

部を切除，腕僥関節に嵌頓する滑膜ヒダを切除

した．評価項目は，術中所見(ERCB起始部断裂，

腕僥関節滑膜ヒダ)，満足度(優，良，可，不可)，

術前後100点法VAS(安静時，労作時),JOAス

コア,DASHスコア，握力患健比とした．年齢，

性別，罹病期間術前のVAS,収入(生活保護受

給の有無)，職業(肉体労働群と事務職)により患

者を2群に分け，術後VAS,DASHスコアについ

て両群間での関連性を比較検討した．統計には

unpairedt-testを用いた．

【結果】ECRB起始部の関節包断裂を28肘，腕榛

関節に嵌頓する滑膜ヒダを21肘に認めた．満足

度は，優34肘，良24肘，可3肘，不可はなかっ

た．安静時瘤痛VASは30から4へ，労作時瘤痛

VASは71から12'､,JOAスコアは32.2から85.8

に,DASHスコアは32.3からll.8に，握力患健比

は67.0%から95.3%に有意に改善した．年齢，性

別，罹病期間，肉体労働群と事務職群では，術

後VAS,DASHスコアについて有意差は認めら

れなかった．生保受給群と非受給群では，術後

VASに有意差はなかったが,DASHスコアで有

意に不良であった.(p<0.05)

【結論】外上穎炎に対する鏡視下手術の成績は良

好であった生保受給群のDASHスコアが有意

差に不良であった．

1-8-36

振動刺激による手部注射の瘻痛軽減効果

について

TheReductionEffectoflIUectionPainbyVibration

'千葉大学大学院医学研究院環境生命医学，2千葉

大学大学院医学研究院整形外科学

○鈴木崇根1,樋渡龍2,松浦祐介2,

村上賢一2，國吉一樹2

【目的】gatecontrol理論に基づく，振動刺激付加

による注射時瘤痛の軽減効果は麻酔科・歯科領

域で散見され，当科でもばね指などの手部注射

に応用し有用性を得ている．そこで今回，刺激

部位の違いによる軽減効果の変化を調査した．

【対象】健常成人15名30手(男性11名，女性4名)平

均年齢33才．

【方法】痛み刺激として筋電計(Neuropack,日本

光電社)の電気刺激を利用．刺激部位は中指指尖

部,50mAの1回刺激．振動付加にはYAMAZEN

社製電気按摩機を使用し，同一モードに固定し

た．振動部位はA:なし,B:Alプーリー部,C:

手関節皮線中央,D:肘窩,E:肘頭,F:対側

の手関節皮線中央,AからFまで順に振動部位を

変えて計測した．瘤痛はVAS(A～F)で評価，そ

れぞれの位置の癌痛軽減率をVAS(A)との差の，

VAS(A)に対する百分率と定義した．瘤痛軽減

度を各群間で比較した．統計はWilcoxonの符号

付順位検定を使用し,P値<0.05を有意差ありと

した．

【結果】VAS(A)=6.5(SD=1.4,range3～9),VAS

(B)=4.6(1.4,rangel～8),VAS(C)=5.0(l.5,

range2～7),VAS(D)=5.4(1.4,range3～7),

VAS(E)=5.4(1.8,range2～8),VAS(F)=6.1(1.7,

range2～9)であり,VAS(B)が他に比し有意に

低値を示した．癌痛軽減率はB=27%(17,range

O～67),C=20%(14,rangeO～50),D=13%

(14,range-17～50),E=15%(15,rangeO～50),

F=5%(11,range-13～33)であり,Bの軽減率が

他に比し有意に高かった．

【結論】振動付加による瘻痛軽減効果は明らかに

認められ，その効果は瘻痛刺激部位と振動部位

が近い方がより大きかった．
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上肢の慢性痔痛に対するブレガバリンの

有用性および安全性の検討

PregabalinfbrtheTreatmentofChronicUpperLimbPain

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

○倉橋俊和，篠原孝明，建部将広，

山本美知郎，平 田 仁

【目的】瘻痛治療薬プレガバリンに末梢性神経障

害性痙痛の適応が追加承認されて以来，手外科

領域においてもその使用が拡大している．本研

究の目的は，上肢の慢性瘤痛に対するプレガバ

リンの有用性，および安全性を検討することで

ある．

【方法】2010年10月から2011年9月に，当院におい

て上肢慢性瘤痛に対しプレガバリンを用いて治

療した患者のうち，上肢疾患に対する術後3カ月

以内の患者を除外した25例を対象とした．男性9

例，女性16例，平均年齢は55歳(18～82歳)であっ

た．主病名が末梢神経障害性の疾患に準ずる症

例は15例，それ以外の疾患に準ずる症例は10例

であった．投与量は主治医が患者毎に決定し，

有効性および副作用の発生に応じて適宜増減し

た．評価項目は瘻痛スコア(11-pointNRS)と上

肢機能評価票Hand20,副作用の発生とし，瘤

痛スコアとHand20は投与開始から平均3週(1～4

週)，7週(5～8週),11週(9～12週)の各時点にお

ける投与前値からの変化量を評価した．

【結果】プレガバリンの投与量は，初回量が平均

108mg/日(75～150mg/日),最大量が140mg/日

(75～300mg/日）であった．投与開始3週/7週／

ll週における瘻痛スコアの平均変化量はそれぞ

れ-0.68/-0.62/-O.82であり，瘻痛は有意に改善して

いた(3，7週;p<0.01,11週;p<0.05).Hand20

の変化量はそれぞれ-3.7/-6.6/-6.4で有意に改善を

認めた(3,11週;p<0.05,7週;p<0.01).副作

用発生例数はll例44%で，浮動性めまい4例16%,

傾眠7例28％，浮腫2例8％であった．投薬中止率

は浮腫を生じた1例4％(最大投与量100mg/日）で

あった．

【考察】プレガバリンは上肢慢性瘤痛患者に対し

て投与開始早期より有意な瘤痛，上肢機能の改

善を認め，有用性の高い薬剤と考える．副作用

の発生が44％に認められ，投薬の際には注意を

要する．

1-8-38

複合性局所瘻痛症候群(CRPS)および

Pillarpainに対するブレガバリンの効果
TheEfmectofPregabalinfbrComplexRegionalPain

SyndromeandPillarPain

'興生総合病院整形外科，2広島県立大学保健福祉

学部

○河野正明l,丸石晃1,玉井貴之1,

千葉恭平1,沖貞明2

【目的】CRPSやPillarpainに対する治療としてこ

れまで種々の方法が散見されるが，未だ決定的

な治療法はないのが現状である．今回これらの

痛みに対するプレガバリンの効果を検討したの

で報告する．

【対象および方法】2010年10月本剤に末梢神経障

害性瘤痛の適応が出来て以降1年間CRPSおよ

UrPillarpainに対して本剤が処方されていた症例

をとりあげ効果につき検討した．効果の評価は5

段階(1:痛みの消失,2:著効,3:中等度効果，

4：軽度効果，5：無効)で評価した

【結果】上肢の瘤痛に対するプレカバリンの処方

総数は，めまい等の強い副作用で2回目以降の内

服ができなかった症例を除くと258例であり，そ

の内CRPSは68例,Pilllarpainは36例であった

効果はCRPSではlが22例,2が31例,3が14例,4

が1例,Pillarpainは1が34例,2が2例であり，い

ずれも効果のないものはなかった

【考察】今回の検討では,CRPSでは中等度以上の

効果が認められ,Pillarpainにおいては強い効果

が認められていた．

これまで,CRPSに対しては決め手となる薬剤は

ほとんどなく，星状神経節ブロックや局所静脈

内ブロック，交代浴などの各種物理療法を組み

合わせて治療に当たっていた．一方Pillarpainに

関しては局所へのステロイドの注入が有効との

報告や自然に寛解するとの報告があるが，痛み

が消失するまでに相当の期間を要する症例が多

いのが実際である．

今回の研究によると本剤の出現は手外科におい

て朗報と考えられるが，未だ症例数が少ないた

めStageや重症度別の効果など詳細な検討をする

には及んでいない．今後対象疾患を絞り，広い

母集団の中で研究をする必要があると思われる．

【結論】プレガバリンはCRPSおよびPillarpainに

対してかなりの効果が期待できると考えられた．
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CRPS患者の末梢神経における発現タン

パク質のプロテオミクス解析一第2報一
ProteomicsAnalysisoftheProteinExpressionin
PeripheralNerveofCRPSPatients-Part2-

'札幌医科大学医学部整形外科学講座，2札幌医科
大学フロンティア医学研究所病態情報学分野

○大木豪介l,和田卓郎l,射場浩介1,
山下敏彦l,小海康夫2

【目的】我々は第24回日本整形外科学会基礎学術

集会において,CRPS患者の末梢神経を用いたタ

ンパク質解析を行い，その成果を発表した．今

回はさらなる研究を行い,CRPS発生メカニズム

に深く関与が疑われるタンパク質の同定に成功

したので報告する．

【方法】CRPS患者の末梢神経5検体，有痛性神経

腫の末梢神経2検体，新鮮遺体より摘出した腓腹

神経5検体，広範囲切除の際に作成した病理組織

標本41ブロックを対象とした．第一段階として

プロテオミクスの手法を用いて標的分子のスク

リーニングを行った.CRPS3検体，新鮮遺体2

検体よりタンパク質を抽出し，一次元電気泳動

トリプシンによるゲル内消化法を行った後，質

量分析を行い,proteinpilotを使用してデータ

ベース解析を行った．第二段階として標的分子

の候補となった当該タンパク質をウエスタンプ

ロット法および免疫染色法により発現の検証を

行った．また損傷神経の形態学的評価としてHE

染色も行った．

【結果】CRPS群で特異的に発現が欠損しているタ

ンパク質が複数検出された．その中からメタロ

チオネインを標的分子とした．ウエスタンプロッ

ト法および免疫染色法でもやはりCRPS群でのみ

メタロチオネインの発現を認めなかった．HE染

色ではCRPS患者の末梢神経では全例ワーラー変

性が起こっていた．免疫染色では癌痛性神経7検

体，非瘤痛性神経46検体に関してメタロチオネ

インの染色を行ったが，瘤痛性神経では全例陰

性，非瘤痛性神経では全例陽性であった

【考察】メタロチオネインは分子量6500程度の非

常に小さなタンパク質であり，その機能は生体

内金属のホメオスターシス，酸化ストレスに対

する防御などである．近年CRPSと活性酸素種に

は深い関係があるとされ,CRPS患者の末梢神経

においてメタロチオネインが欠損していたこと

には強い因果関係があると推察される．

1-8-40

職業音楽家のフオーカル・ジストニアに

対する1TiggerPositionExer℃iseの試み
TriggerPositionExerciSefbrProfessionalMusicianswith

theFocalHandDystonia

'東京女子医科大学青山病院整形外科，2宇都宮大

学大学院工学研究科

○酒井直隆1．2

【目的】職業音楽家のフオーカル・ジストニアに

対して，ジストニア症状を起こす演奏動作を

低速度でくり返すSIowDownExerciseを行っ

てきたが，長時間を要する難点があった．今

回，回復を早める目的でジストニアのきっかけ

となるポジションで静止させるTriggerPosition

Exerciseの併用を試みたので報告する．

【方法】対象は職業音楽家のフォーカル・ジスト

ニア102例であり，平均年齢は29歳，男33･女69

例であった．楽器別ではピアノが67例，弦楽器

が23例，管楽器が10例，打楽器が2例であった．

治療はジストニア症状が消失する低速度で演奏

するSlowDownExerciseを1日30分間行わせた．

SIowDownExerciseを中心に治療した群(Slow

群)が56例,SIowDownExerciseにTrigger

PositionExerciseを併用した群(Trigger群)が46

例であった．

【成績】SlowDownExerciseによってジストニア

症状が消失する演奏速度が上昇したのは99例で，

正常速度まで回復した治癒例がSlow群で23例，

Trigger群で18例であった．治癒までに要した治

療期間はSlow群が19.0±8.9カ月（±標準偏差)で

あったのに対し,Trigger群は15.4±5.6カ月であ

り,Trigger群の治療期間が有意に(p<0.01)短
かった．

【結論】音楽家のジストニアの特徴は，特定の演

奏動作でジストニア症状が起こり低速度の演奏

で消失すること以外に，音を出す直前にジスト

ニア症状が始まる点がある．この直前の手のポ

ジション時に脳に正常パターンを認識させるこ

とが，本症治療に有効であった．
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1-8-41

伝達麻酔による局所麻酔中毒の発生とそ

の対処法
TheOccurrenceandThFeatmentoftheLocalAnesthesia

'IbxicReactionbyConductionAnesthesia

'埼玉社会保険病院整形外科，2慶應義塾大学整形

外科

○小原由紀彦1,中村俊康2,阿部耕治2,

佐藤和毅2，池上博泰2

手外科医は伝達麻酔などの当科麻酔管理下で手

術を施行することが多く，局所麻酔剤(以下局麻

剤)中毒などに対する手術中の管理にも十分に配

慮しなくてはならない．脂肪乳剤が局麻剤中毒

に有用であるとの報告から，我々は局麻剤中毒

に対し，脂肪乳剤を用いて治療を行なうように

なった．今回，当院で経験した局麻剤中毒につ

いて報告する．

【対象】2006から2011年までに当院で伝達麻酔を

用いて治療した手外科疾患510例を対象とし，局

麻剤中毒発生症例の発生率，症例の詳細，麻酔

種類，症状，対処方法について検討した．麻酔

薬は主に塩酸ロピバカイン150～300mgを使用し

た．

【結果】局麻剤中毒を認めたのは22例平均年齢

40.2歳(14～71),男性12例，女性10例，腋窩伝

達麻酔21例，鎖骨上窩伝達麻酔1例で発生頻度は

4.3％であった．症状は振戦12例，悪心5例，嘔

気4例，意識消失3例，全身痙箪3例，発語障害3

例，めまい2例，浮遊感2例，口腔内違和感l例で

あった．脂肪乳剤を用いる以前の8例中，3例は

全身麻酔となった脂肪乳剤を用いて以降の14

例では全身麻酔に移行する例はなく，脂肪乳剤

投与ののち症状が軽減し，予定手術を施行した．

伝達麻酔から局麻剤中毒症状発生までの時間は

平均44分(5～97分)であるが，麻酔施行後早期と

駆血解除後の事例の2相性に分かれた．局所麻酔

中毒は若年者に有意に多く発生していた．

【考察】局麻剤中毒は生じたときに重症化しない

よう対応するのが必要である．脂肪乳剤は局麻

剤中毒治療における欧米のガイドラインに記載

されており，常備すべきと考える．また，若年

者への伝達麻酔や，麻酔導入直後と駆血解除後

は局所麻酔中毒に特に注意したほうが良いと考

える．

1-8-42

手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の有用性

一施術者による麻酔効果に対する影響一
TheEfficacyofUltrasound-guidedSupraclavicularNerve

BlockfbrUpperLimbSurgery

'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1,大西正展1,

面川庄平2，田中康仁2

【目的】エコーを用いることにより鎖骨上窩の解

剖学的な構造を誰にでも容易に把握できるため，

以前は熟練を要するといわれてきた鎖骨上窩で

の腕神経叢ブロックを安全にかつ確実に施行で

きるようになっている．今回，我々は当施設で

施行した本ブロックを整形外科医師としての経

験年数が異なる施術者別に分け比較することで，

この手技が誰にでも容易にかつ安全に施行可能

であることを検証した．

【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166例を対象とした．男

性78例，女性88例，平均年齢は55.8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．手術開始時に141例で十

分な麻酔効果を得られたが(成功率85％)，25例

では十分な麻酔効果を得られず，4例で腋窩神経

ブロック，9例で局所静脈内麻酔，12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，対象症例を15年目

の手の外科医が施行した麻酔(S群:87例),10年

目の整形外科医が施行した麻酔(O群:38例),後

期研修医が施行した麻酔(K群:41例)にわけ,3群

間で成功率，麻酔効果発現までの時間，合併症

等に関し比較検討した．

【結果】S群,O群,K群の順に成功率は89%,

79％，83％，麻酔効果発現までの時間は33分

35分，34分であり，いずれの項目も有意差を認

めなかった．重篤な合併症はどの群でも認めな

かった．

【考察】今回の結果から，本ブロックは医師とし

ての経験年数に関係なく安全かつ確実に施行で

きると考えられた．エコーを用いることで，経

験の浅い医師でも神経および血管と穿刺針との

位置関係を立体的にかつリアルタイムに把握で

きるため，確実に神経周囲に局所麻酔薬を浸潤

させることが可能であると考えられた．
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大脳皮質体性感覚野の可塑性がみられた

Wraparoundflap再建母指の1例
SensoryCorticalPlasticityafterWrap-aroundFlap
Transfer

'広島大学大学院保健学研究科上肢機能解析制御

科学，2広島大学病院整形外科

○砂川融',HikmatHadoush',四宮陸雄2,

中西一義2，越智光夫2

Wraparoundaapで再建した母指の知覚回復過

程において，機械刺激に対する大脳皮質体性感

覚野の反応を脳磁計を使用して検査したところ，

大脳の可塑性を示す興味深い結果を得たので報

告する．

【症例】52歳，男性，右利き．作業中の事故で右

母指IP関節から末梢の剥奪損傷を受傷．再接着

術は不成功に終わり，受傷後3週でWraparound

fiapによる再建術を行なった．神経は深腓骨神経

と足趾神経の2本を各々僥骨神経背側知覚枝と尺

側指神経に縫合した．皮弁は完全生着し，知覚

回復を認め始めた術後7以後24,42週に脳磁計測

とS-W検査を行なった．

【方法】再建母指(右)指腹中央と健側母指(左)同

部位を機械的刺激し，306チャンネル脳磁計で大

脳皮質体性感覚野の反応(再建母指では反対側の

左脳，健側母指では右脳)を検査した．検査結果

から計算して獲得した刺激に対する体性感覚野

反応部位を，別途撮影した脳MRI画像に投影し

た．

【結果】大脳中心から反応部位までの距離は術

後7，24，42週で各々 ，左(再建母指刺激)47.0,

58.6,66.8mmと外側移動し，右(健側母指刺激）

61.3,60.8,46.8mmで術後42週では内側移動し

ていた.S-Wtestでは術後7,24週ではpurpleで

あったが，術後42週では皮弁中枢がblueであっ

た．

【考察】患側感覚野反応部位の外側移動は末梢神

経再生とそれに伴う知覚機能の再構築の影響と

考えられ，健側の内側移動は再建母指を再び利

き手として積極的に使用する頻度が増加した時

期頃から始まっており，使用頻度によっても大

脳神経支配変化が生じる可能性が示唆された．

また,S-Wtestに先んじて脳磁検査では変化が

とらえられており，末梢神経障害の回復評価に

大脳活動検査が使用できる可能性も示唆された．

1-9-EP2

上腕動脈・腋窩動脈損傷の治療経験

'IhfaumaticBrachialandAxillaryArterylnjuries

大阪府三島救命救急センター

○岡 本 雅 雄 ， 大 塚 尚

【目的】上腕動脈・腋窩動脈損傷例の治療成績を

調査し，その予後因子について検討する．

【対象と方法】2001年以降当センターに搬入され

た上腕動脈・腋窩動脈損傷12例のうち，搬入時

に一期的切断を行ったl例を除く11例(上腕動脈

9例，腋窩動脈2例)を対象とした．男性8例，女

性3例，手術時年齢は平均31歳(6～65歳),術後

経過観察期間は5年1か月であった.ISSは11(4~

38)，受傷機序は穿通性損傷が4例，鈍的損傷が

7例（うち2例が不全切断)であった．救急隊から

の直接搬送は4例(受傷から搬送まで44分)，病院

間搬送が7例(7時間56分)であった．血管損傷型，

処置内容，神経損傷，受傷から血行再建までの

時間を調査し，術後機能はDASH(機能障害/症

状スコア)を用いて評価した．

【結果】動脈の損傷型は，血栓閉塞が3例，完全断

裂が8例であった．血行再建は10例(端々吻合;9

例，静脈移植；1例）に行い，受傷から血行再建

までは4～38時間であった．残りの1例は，開放

骨折に伴う腋窩動脈損傷例で出血性ショックか

ら心肺停止状態となり搬入された．救急外来で

腋窩動脈を結紮し蘇生を行ったが全身状態を考

慮して受傷3日目に肩関節離断を施行，高次脳機

能障害なく社会復帰した．神経断裂は3例に合併

し(正中神経；2例，正中・尺骨神経；1例)，各々

神経縫合を行った.DASHscoreは0～73.3であ

り，正中神経麻痒症状が残存した1例と不全切断

2例の点数が高かった．

【考察】上肢の主幹動脈損傷は早急な診断と血行

再建が不可欠であるが，致死的損傷もあり治療

の優先順位を誤ってはならない．病院間搬送で

は時間を要する症例が多かったが明らかな阻血

後再灌流障害はなく，最終機能には受傷時の軟

部組織損傷が影響しその機能再建が重要である．

-S169-



1-9-EF3

遊離複合肩甲皮弁移植による前腕部高度

デグロービング損傷の治療経験

FreeCombinedScapularFlapintheTreatmentof

Deglovingl可uryofForeann

'新宮市立医療センター整形外科，2和歌山県立医

科大学整形外科

○下江隆司l,谷口泰徳2,浅井宣樹2,

辻本修平2，吉田宗人2

【目的】広範囲デグロービング損傷の治療では皮

弁の選択が重要である．遊離複合肩甲皮弁は，

過去に頚部および下腿の広範囲皮膚欠損の治療

に用いられた2症例のみが報告されているが，前

腕での報告はみられない．今回，前腕部高度デ

グロービング損傷に遊離複合肩甲皮弁移植を

行った症例を報告する．

【症例】14歳，女性．現病歴：自転車通学中の交

通外傷で，左前腕を橋の欄干と車の間に挟まれ

受傷した．そのため同日，当院救急外来へ搬送

され受診した．初診時現症：左前腕中央から末

梢にかけて全周性のデグロービング損傷がみら

れ，骨軟部組織が露出していた．単純X線所見：

左僥骨骨幹部，左大菱形骨，左手舟状骨に骨折

を認めた．治療経過:受傷当日に緊急手術を行っ

た．術中所見では，榛骨動脈の断裂，多数の屈

筋腱，伸筋腱断裂がみられた創内をデブリド

メント・洗浄した後，僥骨骨幹部骨折にプレー

ト固定し，僥骨動脈吻合および断裂腱の縫合処

置を行い閉創した．術後，前腕部の皮肩が広範

囲に壊死したため,17日後に遊離複合肩甲皮弁

移植術を行った．左肩甲部に17×5.5cmの肩甲皮

弁と13×3cmの傍肩甲皮弁をデザインし複合皮

弁として採取した．移植床の血管には左僥骨動

静脈を利用した．術後，皮弁は完全生着し，4ヶ

月後の現在，皮弁移植部には問題を認めない．

【考察】肩甲回旋動脈を利用する皮弁は，肩甲皮

弁，傍肩甲皮弁，上肩甲皮弁の3種類があるが，

これらを複合皮弁として利用することもできる．

本複合肩甲皮弁は，1985年に本邦のKoshimaら

により広範囲下腿皮膚欠損の治療に利用した最

初の報告がなされ，その有用性が知られること

となった．今回，本複合皮弁を前腕部に応用し，

良好な結果が得られた．そのため，遊離複合肩

甲皮弁移植は，前腕部の全周性の皮層欠損の治

療として有用な選択肢と考えられた．

1-9ER4

外傷性指背側皮層欠損に対する外科的治

療選択

Surgical'neatmentoftheTraumaticDorsalSkinDefect

oftheFinger

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

○津村卓哉，児島忠雄，福本恵三，

村中秀行，小久保健一

【目的】当院における指背側皮層欠損の外科的治

療の経験と治療法の選択について述べる．

【方法】平成9年から平成23年までに指背側皮膚欠

損に対して外科的治療を行った29例39指(男性

24例，女性5例)で，平均年齢は43.2(18～86)歳，

罹患指は母指5例，示指14例，中指8例，環指6例，

小指6例であった．10例で伸筋腱損傷を認め，伸

筋腱再建を要したものがl例あった．骨折の合併

を13例で認め,4例で骨移植術を同時に施行した．

【成績】平均経過観察期間は14.6カ月(2～91カ月）

日であった．全例で皮弁の壊死は認めなかっ

た．植皮14例(人工真皮十植皮5例),局所皮弁8

例(rotationflap2例,VYadvancementflap2例，

transpositionflapl例,bipedicleHapl例,slide-

swingplastyl例,digitolateralaapl例),動

脈皮弁15例(dorosolateralaap4例,DMFHap-

dorsalmiddlephalangealfingernap3例,adipo-

fascialflap2例,dorsoulnarnap2例，revese

dorsaldigitalislandaap2例，他),手以外か

らの遠隔皮弁はradialfOrearmaapl例,dorsal

pedisHapl例であった平均欠損範囲は植皮術

19.8×12.2mm,局所皮弁12.1×10mm,動脈皮弁

19.3×15.6mm,遠隔皮弁65×37.5mmであった．

【結論】欠損の長軸方向の長さから選択すると

15mm以下では局所皮弁,15～30mmでは指背側

からの動脈皮弁又はadipo-fascialaap,30mmを

越える場合には遠隔皮弁が適応となる．欠損の

深さからみると皮層のみの欠損の場合は植皮術，

腱の露出を伴う場合は人工真皮十植皮術やadipo-

fascialHapを選択する．腱損傷を伴う場合は皮

弁やadipo-fascialflap,骨の露出，欠損を伴う場

合は一期的再建を行うため皮層を有する皮弁で

被覆することが重要である．
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1-9-EP5

背側中手皮弁による指組織欠損の治療

TreatmentfOrDingerSkinDefectwithDorsalMetacalpal

Flap

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】手指は外部に突出しているため損傷

されやすく，皮層，皮下組織が欠損しやすい．

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

手皮弁の適応と問題点を考察した．

【方法】1998年から2011年の13年間に，手指に発

生した皮層及び皮下組織欠損例は11例であった．

男性8例，女性3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8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2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

の再建を同時に行った．

【結果と考察】皮弁はll例全例が完全正着した．

皮弁の大きさはl.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

囲な欠損例は，皮弁を横長のデザインとし，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例は可動域が良好であったが，

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．本皮弁は縦長に作ることが一般的だ

が横長のデザインで大きな皮弁が採取できた．

皮弁内に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，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

筋腱が走行するため腱の処置がやや煩雑になる

場合がある．また，手背に大きな創が出来るの

で若い女性にはやや使用しにくい皮弁であった．

1-9-EP6

爪部切断の治療

TreatmentfOrFingerrlIpAmputationofNailLevel

長野赤十字病院形成外科

○柳澤大輔，岩澤幹直，加藤浩康

指尖切断は日常的な外傷で，爪を含む骨軟部組

織欠損を生じやすいため，変形を残しやすく治

療に困難な外傷である．2005年以降の6年間に当

科で治療した爪母部から遠位部の爪を含む切断

例について治療を検討した

【症例】爪を含む骨軟部組織欠損を生じた指尖切

断，石川Subzone2-3型に分類される36例，男

25例女l1例である．Subzonelで入院治療例はな

かった．

【治療方法】全例で指ブロックと局所麻酔下に手

術施行した．切断例では動脈のみによる再接着

を12例施行した背側斜めの欠損16例では，指

動脈背側枝をふくむ末節部指背部の皮弁により

爪床，指腹組織欠損を修復し指尖形成術した．

横切断の8例では，指背側組織を拡大した指動脈

皮弁により爪床，指腹組織を修復し指尖形成し

た．

【結果】再接着指では10例が生着した2種の皮弁

に壊死はなく，全例で爪再生と自然な指先の再

建できたが，爪母部の損傷例では爪変形を残し

た．知覚はほとんどの例でS-W6だった．

【考察】爪部切断では，爪と知覚のある安定した

指再建が治療ゴールである．指尖切断では再接

着が最も低侵襲な治療であり，指動脈が発見で

きれば，再接着が適応である．しかし，指尖部

外傷の場合，鋭的な切断より挫滅切断が，はる

かに頻度が高い．当科では60%以上は挫滅切断

であった．挫滅例，動脈が確認できない例では，

同一指からの背側枝皮弁や背側拡大型指動脈皮

弁で一期的に指先を再建でき，切断指骨を再移

植利用も可能であった．また爪床欠損部を皮弁

で再建することで，爪再生できた．これらの治

療は局麻下に1時間前後で可能な低侵襲なもの

で，指尖再建に有用であり，予定手術の問に緊

急手術として対応可能であった．爪部切断では，

再接着にこだわらず，皮弁術による再建も有用

な選択である．
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1-9-EP7

自傷行為による上肢損傷症例の治療経験

neatmentofPatientSwithUpperExtrentySelfinilicted

Injury

'札幌医科大学救急集中治療医学講座，2札幌医科

大学整形外科学講座，3札幌徳洲会病院北海道整

形外科外傷センター，4おおあさクリニック

○入船秀仁l'2,土田芳彦3,内藤貴文4

【はじめに】自傷行為では上肢がその対象となる

ことが多く，リストカットとして手外科医が関

与する機会も多く，その治療には様々な問題が

ある．今回，当センターに搬入された自傷行為

による上肢損傷症例について調査を行い，その

特徴，並びに問題点について考察を行い報告す

る．

【対象と方法】1995年1月から2010年12月までの間

に当院高度救命救急センターに搬入された自殺

企図患者のうち，自傷行為による手外科領域切

創症例(上肢損傷症例)を対象とし，受傷時年齢

性別，受傷日，損傷部位，損傷組織，合併損傷，

既往症等に関して調査を行った．

【結果】過去16年間の当センター全搬入患者数は

14797例(925例/年)で，自殺企図による搬入件数

は1053例(66例/年)だった．このうち，自傷行為

による上肢損傷例はは91例103肢で，男性42例，

女性49例，平均年齢は41歳であった．死亡例は

3例あった．自傷部位は左側肢が67％で，手関節

部に多く全体の61％であった．損傷組織は3本以

上の腱損傷例が30例30肢，神経損傷例は29例32

肢，主要動脈損傷例は30例33肢であった．上肢

以外の自傷(切創）を加えていた例は27例36部位

で，ほか，上肢自傷に加えて高所墜落を行った

ものが3例あった．既往に明らかな精神疾患を有

していたものは少なく，心因反応症例が半数以

上を占めていた．

【考察】自傷行為による上肢損傷は，鋭利損傷で

あるため，多くは外科的治療が容易であり，十

分なリハビリが継続施行されれば，機能予後は

良好となることは予想されるが，患者自身の精

神的要因のため，後療法が不十分となり，予後

不良に至る例も少なくない．本損傷の治療を進

める上では,手外科医,ハンドテラピストに加え，

精神科医やカウンセラーなどを含めたチーム医

療が治療成績向上ばかりで無く，再自傷防止の

ためには重要であると考えられる．

1-9-EP8

医原性副神経損傷の予防とその対応

PreventionoflatrogenicAcceson･yNervelnjuries

和歌山県立医科大学医学部整形外科

○下江隆司，谷口泰徳，辻本修平，

山中学，吉田宗人

【目的】医原性末梢神経損傷は，医師・患者の両

者とって不幸な出来事である．我々は最近2例の

医原性副神経損傷を経験し，ともに示唆に富む

症例であった．今回は医原性副神経損傷の予防

とその対応について述べる．

【症例】症例1：28歳，女性．耳鼻科医にて右頚部

リンパ節生検術を受けたが，術直後より右肩関

節の外転障害が出現した前医に不信感を抱き

当科に来院した．副神経損傷と診断し手術を施

行した．副神経は完全に断裂しており，神経縫

合術を行った．2年4ケ月後の調査時，肩関節は

180度までの外転が可能である．その後病院側は

患者に慰謝料を支払っている.症例2:52歳,男性．

耳鼻科医にて局麻下に右頚部腫瘍摘出術を受け

た．術直後から右肩関節の運動障害が出現した．

組織診断は神経鞘腫であった前医の対応に不

満を抱き当科に来院した．当科初診時，右僧帽

筋萎縮を認めた．副神経損傷に対し，腓腹神経

移植を行った.1年5ヶ月後の調査時，肩関節は

180度の外転が可能である．その後医事紛争とな

り，病院側は高額の賠償金を支払っている．

【考察】医原性副神経損傷の原因としてリンパ節

生検が大多数であり，副神経由来の神経鞘腫摘

出時の損傷はl例のみが報告されている．リンパ

節生検において医原性神経損傷を防止するため

には，術者は副神経損傷の危険性を認識し，確

実な止血や拡大鏡の使用など基本手技を徹底し

神経解剖を熟知することが重要である．頚部副

神経からの神経鞘腫発生は非常に稀であるが，

術者は，副神経由来の神経鞘腫の存在を認識し，

医原性損傷を来さないように努めることが大切

である．また不幸な医事紛争を回避するために

は，術前の十分な説明と医原性副神経損傷を起

こした時，外科医はその初期対応を誤ることな

く，患者に対し出来るだけ早期に誠実な対応を

することが肝要である．
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1-9-EP9

副神経損傷に対する治療

SurgicallnterventionfbrAccessoryNerveDisorder

'京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学

(整形外科)，2京都第二赤十字病院整形外科

○遠山将吾'，藤原浩芳1,小田良1,

奥田良樹2，久保俊一！

【目的】副神経損傷の多くは医原性であり，社会

的な対応も含め治療に苦慮することも多い．今

回，われわれは副神経損傷に対して手術療法を

行った15例の術後成績を検討した．

【症例および方法】症例は1995年から2010年まで

に手術を行った15例(男性5例，女性10例，右側

8例，左側7例)，手術時平均年齢は37.8歳(18～

62歳)であった．副神経麻痒は8例が頚部リンパ

節生検後，5例が頚部軟部腫瘍切除後，2例が頚

部郭清後に生じていた損傷から手術までの期

間は平均7.5ヵ月(3～16ヵ月）であった．神経端々

縫合を9例に神経移植を6例に行った．神経移植

は全例腓腹神経から採取し，移植神経の長さは

平均8.2cmであった．術後の平均経過観察期間は

18.4カ月(8～36カ月)であった．

【結果】術前，全症例において僧帽筋の萎縮，瘻

痛および翼状肩甲を認めた．また針筋電図にお

いても脱神経所見を認めた．平均肩関節外転角

度は72.3度(55～100度)であった．術後，全症例

において僧帽筋の萎縮および翼状肩甲の改善が

見られた．最終経過観察時の平均肩関節外転角

度は168度(135～180度)であり，徒手筋力検査は

14例で4以上に回復していた．

【考察】副神経は頚部皮下の比較的浅い層に存在

するために，頚部リンパ節生検などの局所麻酔

下での手術操作によっても損傷される可能性が

ある．部分損傷に対する神経剥離術の術後成績

は比較的良好であるが，完全損傷に対する手術

適応に関しては医原性の側面から鶴曙すること

が多い．今回の検討ではいずれの術式において

も，また損傷から1年以上経過した症例において

も良好な術後成績が得られており，保存療法で

症状の改善が見られない症例では積極的な手術

療法の適応があると考えられた

1-9-EP10

梼骨近位1/4の骨幹端骨折は正中神経を噛

みこむ危険性がある．症例報告ならびに

超音波による受傷機転の解剖学的検討

MedianNerveEntrapmentwithClosedProximall/4

RadiusFracture・ACaseReportandAnatomicalStudyby
Ultrasound

'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

○日比野直仁l,浜田佳孝1,殿谷一朗1,

山野雅弘2

僥骨近位端骨折に正中神経麻痒の合併は極めて

稀である．時期を違えて，同一受傷機転で両側

の僥骨近位端骨折に正中神経麻揮を合併した症

例を経験したので超音波による前腕の回旋に伴

う正中神経の局在を検討し受傷機転を考察した．

15歳男．バク転した際に右手を着き損ねて受傷．

近医で僥骨近位1/4骨幹端骨折と診断され，僥骨

遠位からk-wire髄内釘．骨癒合得られるも，術

直後から正中神経領域のしびれは持続受傷6カ

月後に母指球の萎縮，対立障害正中神経領域

の知覚鈍麻を主訴に紹介初診．骨折部直上と手

首皮線にTinelsignを認め，手関節を伸展すると

正中神経領域に放散痛を認めた．受傷後7カ月後

に神経展開を行った．骨折部に神経が迷入，癒

合していた．神経を切離し顕微鏡下に端々縫合

した．右側受傷13カ月後，同様の受傷機転で左

手を受傷．僥骨近位1/4骨幹端骨折で正中神経麻

揮を認め翌日紹介．母指対立は可能だが長母指

屈筋0示指深指屈筋4で正中神経領域に知覚鈍麻

を認めた．神経展開で骨折部に神経が陥頓して

いた．神経を開放し骨接合を行った．

【考察】受傷機転は前腕回内，手関節背屈位で軸

圧が加わり僥骨近位骨折，肘内側側副靭帯剥離

骨折を受傷したと推察した．神経の陥頓は手関

節背屈位で緊張した正中神経に回内位で接近し

た僥骨が骨間腔側凸に骨折し正中神経を噛みこ

んだと推測し，健常人での超音波による検討を

行った．僥骨近位骨幹端1/4では前腕回外位では

僥骨と正中神経の間に円回内筋が介在するが，

前腕を回内位にすると正中神経は円回内筋の深

部に移動し僥骨に近づくことが観察された．

【結語】榛骨近位1/4の骨幹端骨折は正中神経を噛

みこむ危険性があり，正中神経麻痒症状を呈す

る場合，前方アプローチで正中神経を確認して

骨接合するべきである．
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1-9-ER11

上腕骨々幹部骨折に伴う梼骨神経麻簿に

ついて

RadialNervePalsyAssociatedwithHumeralShaft
Fractures

神戸市立医療センター中央市民病院整形外科

○池 口良輔，木村豪太，吉川拓宏

竹内久貴，川那辺圭一

【目的】上腕骨々幹部骨折に合併する榛骨神経麻

痒に対しては，初期に僥骨神経を展開すること

を勧める報告と，自然回復することが多いため

経過観察し回復が認められなければその時点で

の手術加療を勧める報告とがあり，統一した見

解がない．特に初診時に榛骨神経の運動麻輝が

認められる上腕骨々幹部骨折の症例に観血的整

復術を行う場合，手術時に僥骨神経を展開する

か，もしくは麻陣している僥骨神経に対しては

展開せずに経過観察のみとするか，治療方針に

迷うことが多い．上腕骨々幹部骨折に合併する

僥骨神経麻揮を3例経験したので報告する．

【方法】性別は男性3例，初診時年齢は21歳から72

歳(平均54歳)であった．それぞれの受傷機転は転

倒,腕相撲,交通事故であった．全例とも上腕骨々

幹部骨折に対しては観血的整復術を行い，手術時

に同時に僥骨神経を展開した．骨折に対しては髄

内釘固定を2例にプレート固定を1例に対して行っ

た．展開した榛骨神経は全例で損傷はあったもの

の連続性があり，剥離術のみ行った．

【成績】骨折については全例とも骨癒合が得られ

た．僥骨神経麻揮については，2週間から7ケ月

で回復兆候が認められ，最終フォローアップ時

には全例MMT4以上で概ね満足できる結果で

あった．

【結論】上腕骨々幹部骨折に伴う僥骨神経麻揮の

原因については，高エネルギー外力によるもの

と骨幹部遠位の螺旋骨折など骨折型によるもの

などが考えられる．開放骨折など高エネルギー

外傷の症例では，神経断裂の可能性があるため

初期に僥骨神経を展開し修復することを勧める

報告が多い．骨折型によっては観血的整復時の

際に骨折部に嵌頓するため，観血的整復術の際

に同時に神経の展開を勧める報告もある．今回

の症例では観血整復術と同時に骨折部の僥骨神

経を展開し，満足できる神経回復を得ることが

できた．

1-9-EP12

前骨間神経麻痒の神経伝導検査と治療

成績
ClinicalOutcomeandNerveConductionMeasurement

fbrAnteriorlnterosseousNervePalsy

'東北労災病院整形外科，2東北大学整形外科

○信田進吾1,園淵和明1,八田卓久2

【目的】前骨間神経(Am)麻痒の客観的な確定診

断には神経伝導検査が重要である．我々は方形

回内筋(PQ)と長母指屈筋(FPL)より複合筋活動

電位(CMAP)を導出し分析したので，その有用

性と治療成績について検討した．

【方法】母指または示指の屈曲障害を呈したAIN

麻溥18例を対象とした．男性11例，女性7例で

年齢は平均47歳である．非外傷性が16例，外傷

性が2例である．発症後受診までの期間は平均

4カ月，経過観察期間は平均llカ月である．神

経伝導検査は，肘部で正中神経を刺激し,PQ-

CMAPは前腕背側から,FPL-CMAPは前腕掌側

から，表面電極を用いて導出し，各々潜時，振

幅持続時間を計測し分析した．自験例の健常

者20名の計測値から対側差の正常値は，潜時，

振幅,持続時間の順に,PQ-CMAPが0.20ms以下，

l.61mV以下,1.23ms以下,FPL-CMAPが0.34ms

以下,2.08mV以下,1.89ms以下であり，これを

もとに異常を判定した．治療は1例のみ展開手術

を行い，17例は保存的に加療した．

【結果】PQ-CMQPは16例89%が異常を示し(潜時

延長13,振幅低下12,両方9，持続時間延長3)，

FPL-CMAPは14例78%に異常を認めた(潜時延

長7，振幅低下10,両方3,持続時間延長4).18

例全例がPQ-またはFPL-CMAPの異常を示し，

PQ-のみ異常が4例,FPL-のみ異常が2例，両方

異常が12例であった．治療成績は完治が6例，麻

痒の改善が11例，不変1例であった．

【考察】FPLCMAPは他の正中神経支配筋の影響

があり，本症の伝導障害を捉えにくいと考える

が,PQ-CMAPは他筋の影響もなく，本症の伝

導障害をよく反映していた．両者の分析により，

本症の客観的確定診断が可能であった
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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長期

成績

LongTbnnResultsofEarlyActiveMobilization

FollowingFlexorTbndonRepairwithYoshizulTbchnique

'(財)新潟手の外科研究所,2新潟中央病院整形

外科

○森谷浩治l,吉津孝衛1,牧裕l,

成澤弘子'，倉石達也2

【目的】1993年から吉津l法(Y1法)施行後に早期

運動療法を行った新鮮手指屈筋腱断裂症例は101

例に上る．今回，呼び出し調査を行い，本治療

法の長期成績について検討した．

【対象と方法】呼び出し調査に応じ，私達が直接

診察可能であった16例19指を対象とした．男性

14例17指，女性2例2指，手術時年齢は19-58(平

均36)歳であった損傷指は示指4指，中指6指，

環指4指，小指5指で，損傷部位はZonel7指,II

12指であった．術前状態が良好なもの11例，不

良は5例であった．指神経損傷は9指，近位指節

間関節の掌側板損傷は5指に合併し，深指屈筋

(FDP)腱と浅指屈筋(FDS)腱の両腱断裂を12指

に認めた.FDS腱断裂中,6指は修復,1指は切

除し，残りの4指は断裂したFDS腱を放置した

いずれの症例も損傷したFDP腱はYl法で修復

し，術翌日から背側ギプスシーネ下に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．受傷から最終診察時までの

期間は12-47(平均23)週，呼び出し調査までは

2-16.2(平均7)年であった．以上の対象について，

最終診察時および呼び出し調査時の総自動運動

域(TAM)を調査し，両者の関係について検討し

た．

【結果】最終診察時のTAMは169-267(平均232)｡,

呼び出し調査時は140-265(平均233)。であり，有

意差は認められなかった．呼び出し調査時の

TAMや伸展制限は最終調査時の値と強く相関し

ていた(r=0.8).

【考察および結論】新鮮手指屈筋腱断裂に対する

私達の治療成績は良好なうえ，長期間にわたっ

てTAMも維持されることが判明した．但し，最

終的なTAMは治療終了時に決定され，経年的な

改善は見込めないため，いかに良好な可動域を

後療法中に獲得するのかが重要となる．

1-9-EP14

手根管内に発生した特発性小指屈筋腱皮

下断裂の3例

IdiopathicSubcutaneousRuptureoftheHexorTbndonof

theLittleFingerOccuredinCarpalTilnnel

1田北病院，2国保中央病院，3稲田病院，4奈良県

立医科大学整形外科

○鍜治大祐li川西弘--1,小野浩史2,

稲田有史3，面川庄平4

【目的】屈筋腱の皮下断裂は比較的まれな外傷で

あり屈筋腱断裂全体の3～5％とされている．今

回，我々は手根管内で生じた腱の摩耗による脆

弱化が原因と考えられる小指屈筋腱皮下断裂を3

例経験したので報告する．

【症例1】63歳男性．ゴルフの過剰な練習により左

小指弾発指症状が出現し，近医で腱鞘内ステロ

イド注射を受けた．症状は軽快したが，注射の4

か月後に小指屈筋腱皮下断裂を認めた．横手根

靭帯の有鉤骨鉤付着部での部分的な剥脱を認め

たため，有鉤骨鉤を切除し腱縫合を行った．術

後再断裂もなく，小指の可動域は良好である．

【症例2】57歳男性.30年来のゴルフ愛好家で，左

小指弾発指症状が出現し近医で数回の腱鞘内ス

テロイド注射を受けた．約2年後ゴルフのラウン

ド中に手掌に瘤痛を自覚し，左小指屈筋腱皮下

断裂の診断で手術を行った．術中所見で小指浅

指屈筋腱の断裂を認め，深指屈筋腱の腱剥離術

を行った．術後経過は良好である．

【症例3】42歳男性．板前で長年包丁を使用してお

り，近医で多数指の腱鞘炎の診断のもと腱鞘内

ステロイド注射を受けた．その後ほどなくして

右小指屈曲困難となり，右小指深指屈筋腱皮下

断裂で手術を行った．症例1と同様に有鉤骨鉤部

で靭帯剥脱を認めたため，有鉤骨鉤を切除し腱

縫合を行った．

【考察】小指屈筋腱皮下断裂について有鉤骨鉤の

骨折または偽関節による摩耗断裂の報告が大部

分である．今回我々が経験した3症例とも有鉤骨

骨折は認めず，3人とも普段より症状側の小指の

グリップを過剰に行っていた．横手根靭帯の有

鉤骨鉤からの部分剥脱により腱の摩耗が生じて，

皮下断裂を起こしたものと考えた．さらに，ス

テロイド注射が腱の脆弱化に影響した可能性が

あると推察した
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屈筋腱縫合においてInterlockingcross-
stitch法の力学的強度に作用する因子に

関する検討

BiomechanicalAnalysisoftheEffectofLongitudial

DistanceonthelnterlockingCross-stitchPeripheral

SumrefOrHexorTbndonRepair

l福岡東医療センター，2光安整形外科，3九州産

業大学工学部，4九州大学整形外科

○松田匡弘1,光安廣倫2,日垣秀彦3,

下戸健3，岩本幸英4

【背景】屈筋腱縫合においてcoresutureのstrand

数が力学的強度に影響を与えることは言うま

でもないが,peripheralsutureにおいて縫合法

によっては縫合強度をsimplerunning法に比べ

上げることができ，中でもInterlockingcross-

stitch(ICS)法は力学的に優位な縫合法であるこ

とを第53回,54回本学会において報告した.今回，

ICS法において，その力学的強度に関与する縫合

部の断端よりの距離(longitudialdistance:LD)

について検討し報告する．

【方法】80対のdentalroll(ParotisrollsTM)を屈筋

腱縫合の実験モデルとして従来の方法に従って

用い，縫合糸は6-OPolypropylene(ProleneTM)

を用いた.strand数は12strandで，腱線維に直

交する縫合間距離の幅を4mm,縫合部の最大深

度を1=2mmとした.LDを各々 2,3,4,5,6,8,12,

16mmとし，各々の最大破断強度，疲労強度に

ついて分散分析(ANOVA),Tukey-kramerHSD

分析を用い統計学的に評価した．

【結果及び考察】LDは5mm以上で,5mm未満に

比べ優位に力学的強度の上昇を認めた．実際，

屈筋腱縫合で用いることが可能と考えられる

5mmから8mmまでは有意な差を認めなかった．

生体腱ではなく，人工材料腱を用いることでLD

以外の縫合法を均一化して検討することができ，

さらに簡便に周期的負荷試験による評価が可能

であった.ICS法を行うにあたってLDは力学的

強度を左右する重要な因子であり，屈筋腱縫合

では出来る限りLDを長くするように心がけるべ

きと考えられた．

1-9-EP16

方形回内筋の機能特性一筋電図学的検討一

EMGStudyinContractilePropertyofthePronator

Quadrams

'新潟医療福祉大学大学院2新潟手の外科研究所

○大山峰生1,小田桐正博l,松沢翔太1,

中村雄--1,吉津孝衛2

【背景】方形回内筋(PQ)の浅頭は前腕回内作用，

深頭は遠位僥尺関節(DRUJ)の安定性に関与す

るとされている．しかし，これらを示した研究

は屍体を用いた切離実験からの推測であり，生

体におけるPQがどのように活動するかは解明さ

れていない．本研究の目的は,PQ機能を筋電図

学的に解明することである．

【方法】対象は，健常男性6名とした．測定時の課

題運動は，右の前腕最大回内運動と最大握力に

よるグリップ動作とした．測定肢位は前腕最大

回内，外の2肢位，手関節はそれぞれの前腕肢位

での背屈30度，中間位，掌屈30度の3肢位とした．

筋電図は，浅頭と深頭からワイヤー電極を用い

て導出した．得られた筋電図からは積分値を求

め，最大回内運動時の値で正規化し，浅頭と深

頭の活動量を測定肢位間で比較した．

【結果】グリップ動作の筋活動を前腕回内外肢位

で比較すると，浅頭は前腕肢位間で差はなく，

回内，回外肢位ともに回内最大筋活動の20～

30％程度であった．一方，深頭は，回外位に比

べ回内位で有意に高く(P<0.01),その値は回内

最大筋活動と同レベルの約100%までに達し，回

外位の約2倍であった．被験者の中には,150%

に達するものもいた．また，深頭は手関節背屈

位で筋活動が高まる傾向を示した

【考察】浅頭の筋活動は前腕回内運動で最も高く，

最大握力を発揮しても筋活動は低いことから，

浅頭の主機能は前腕回内であると断定した．深

頭は，グリップ動作にもかかわらず筋活動は極

めて高いことと筋の走行から判断して,DRUJの

安定性に貢献する動的支持特性を持つ筋と考え

た．深頭の活動が回内位で高いことについては，

回内位で緩むDRUJの掌側関節包靭帯と骨間膜

を補助するためと考えた．また，手関節背屈位

では強い握力が発揮されるので,DRUJの安定性

を得るため，より深頭の活動が高まると考えた．
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メチルコバラミンの筋における影響
TheEffectsofMethylcobalaminonMuscle

'大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学，
2大阪厚生年金病院

○岡本道雄'，田中啓之2，岡田潔'，
村瀬剛1,吉川秀樹】

【目的】メチルコバラミンは末梢神経障害に対す

る治療薬として使用されてきた薬剤であり，我々

はこれまでに神経細胞に対する詳細な作用機序

を明らかにしてきた．しかしながら，マウスの

軸索変性モデルにおいて神経筋接合部の変性を

抑制したという過去の報告から考えると，メチ

ルコバラミンが神経組織だけではなく筋組織へ

も何らかの影響を与えている可能性がある．今

回,メチルコバラミンの筋組織における影響を検

証したので報告する．

【方法】マウス骨格筋のsatellitecellの細胞株であ

るC2C12筋芽細胞を用いて研究を行った．メチ

ルコバラミン投与5分後にERK,AKTの活性を

ウェスタンプロット法にて検討した．細胞増殖

能についてはBrdU取り込み率と細胞数を，メチ

ルコバラミン投与群とコントロール群で計測し

評価した．さらにスクラッチアッセイ法にて細

胞遊走能を両群にて検証した．

【結果】50"Mの濃度でメチルコバラミンを投与

すると，5分後にERKの活性は約l.4倍に増加し

た.AKTの活性は変化しなかった．細胞増殖

能に関して,BrdU取り込み率は100"Mのメチ

ルコバラミンの投与でコントロール群の約1.1倍

に，また細胞数は約l.3倍に有意に増加した．ま

たスクラッチアッセイ法において10"Mのメチ

ルコバラミン投与群にて約1.2倍に有意に遊走能

が増加していた．またいずれの実験系において

もUO126の投与によりメチルコバラミンの作用

は消失していた．

【考察及び結論】メチルコバラミンはC2C12筋芽

細胞の細胞増殖能，遊走能を促進していた．ま

たその促進効果はUO126の投与により消失する

ことからERKを介していることが示された．今

回の結果により，メチルコバラミンは神経組織だ

けではなく筋組織の再生促進などにも何らかの

影響を与えている可能性が考えられた．

1-9-EP18

上腕骨ロングステムによるJACE人工肘
関節再置換術の術後成績

ClinicalOutcomeofRevision'IbtalElbowArthroplasty
TreatedbyLongStemmedJ-aluminaCeramicelbow
(JACE)

'岡山大学病院整形外科，2岡山大学大学院医歯薬

学総合研究科人体構成学，3倉敷廣済病院整形外科

○橋詰謙三1，西田圭一郎2，那須義久3，

中原龍－1，尾崎敏文’

【目的】関節リウマチ(RA)によって高度に破

壊された肘関節に対する再建術として人工肘

関節置換術(TEA)は有効な治療手段である

が，手術症例の増加に伴って再置換術を必要と

する機会も多くなっている．今回，当院にお

いてRAに対するJACE人工肘関節の再置換術に，

上腕骨ロングステムを使用した症例の術後成績

について調査した．

【対象と方法】1999年1月以降に当科で人工肘関

節再置換術を行った症例のうち，上腕骨ロング

ステムで再置換した6例6肘を対象とした．原疾

患は全例RAであり，性別も全例女性であった．

平均年齢は66.6歳，平均フォローアップ期間は

47.7カ月であった臨床評価は肘関節および前腕

回内外可動域,JOAスコアを用い，合併症とし

て感染，インプラントの弛み，脱臼，術中・術

後骨折について調査を行った．

【結果】全例初回手術において上腕骨側をセメン

トレスステムによって置換されており，その上

腕骨インプラントの弛みのために再置換術を受

けていた.肘関節屈伸可動域,前腕回内外可動域，

JOAスコアはそれぞれ術前76.7｡,133.3｡,55.2点

から術後118.3｡,153.3｡,86.2点へと有意に改善

した．弛み，脱臼，術中・術後骨折などの合併

症は認めなかった．

【考察】TEAは比較的長期に安定した成績が得ら

れる術式であるが,RAではここ近年若年者にも

適応されるようになってきており，今後再置換

術を必要とする症例も増加してくるものと思わ

れる．当院では上腕骨側のみに弛みを認め，尺

骨側に弛みを認めない場合，再置換術において

は上腕骨側をロングステムに置換することを第

一選択としている．今回調査した症例の術後経

過はいずれも良好であったが，今後も引き続き

慎重に経過を観察する必要がある．
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1-9-EPL19

関節リウマチによる拘縮肘に対する

Unlinkedtype人工肘関節置換術の中期
成績

Mid-termResultsofUnlinkedElbowArthroplastyfbr
StiffElbowswithRheumatoidArthritis

'大阪南医療センター整形外科・リウマチ科，

2医療法人敬仁会辺見クリニック，3市立豊中病院

整形外科

○秋田鐘弼1,辺見俊--2,難波二郎3

【目的】関節リウマチ(RA)による高度の拘縮肘に

対しunlinkedtypeの人工肘関節置換術(TEA)を

おこない，その中期成績について検討した．

【方法】術中麻酔下での他動的肘関節のarcが30度

以下の拘縮肘(ただし，完全強直肘は除く）に対

して,TEAを施行したRA患者7症例,9肘を対

象とした．その内訳は全例女性で，手術時平均

年齢は56歳である．使用した機種は大阪大学式

エルボーシステム(unlinkedtype)で，アプロー

チはCampbeu法を用い，内側側副靭帯の切離と

前方関節包の上腕骨付着部からの完全な切離を

行い，術後は2～4週間の外固定をおこなった

臨床成績は術前術後の日整会肘機能評価表(JOA

score),術後し線でclearzone,loosening,(亜)脱

臼と合併症の有無を評価した．追跡期間は最短5

年，最長9年，平均8年である．

【成績】JOAscoreは術前平均42点が術後平均74

点となり，瘻痛,ADL,可動域とも術後は術前

に比べ全例改善していた．し線評価では,clear

zone,looseningを認めた症例はなかったが，亜

脱臼を1肘，外反変形を2肘に認めた．合併症は

上腕三頭筋機能不全を2肘，一過性の尺骨神経麻

痒を1肘に認めた．

【結論】RAによる拘縮肘に対するunlinkedtype

TEAの中期成績は概ね良好であったが，上腕三

頭筋機能不全が原因と考えられた術後の不安定

性が問題になる場合があった．

1-9-EP20

関節リウマチに対するSauve-Kapandji

法の治療成績の比較
ClinicalandRadiographicEvaluationsofSauve-Kapandji
ProcedurefOrRheumatoidArthritis

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，香山幸造，

寺 島 康 浩

【目的】関節リウマチ(以下RA)の遠位僥尺関節

障害に対して様々な手術方法が散見される．当

院ではSauv6-Kapandji(以下S-K)法及び尺骨頭

を90度回転させて固定する方法(以下変法）を

行っており，今回術後成績とX線学的評価を

retrospectiveに検討したので報告する．

【方法】2007年1月～2009年12月までに当科で

S-K法及び変法を施行した46例51関節，男性6

例，女性40例，手術時平均年齢62歳，術後経過

観察期間は平均24カ月であった．通常のS-K法

は41関節，変法は10関節であった．変法は尺骨

頭の著明な変形や進行した骨破壊像を認めた場

合に限り行った．臨床成績として術前後の可動

域,DASHを行い,X線学的評価をcarpalheight

ratio(CHR),carpaltranslationindex(CTI),
radioulnarwidthratio(RWR)を計測し術前後で

比較した．

【成績】手関節可動域はS-K法では回内外可動域

が術前69./74.から術後71｡/82.に改善していた．

変法では回外可動域のみ術前81°から術後85.に

改善していた.DASHではS-K法では術後改善を

認めた.X線学的評価では両術式ともにCHR･

RWRの減少,CTIの増加を認めており，術前

後での変化率(術前後の差／術前）ではCHR･

CTI・RWR全てにおいて両術式には有意差を認

めなかった.(P=0.24,0.71,0.47)【結論】RAの遠

位榛尺関節障害に対する手術のうち，臨床評価

ではS-K法の方が良好な成績であった．術後評価

をする場合RA自体のコントロールにも左右され

るため，今後比較検討する余地のある術式と考

える．
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1-9-EP21

リウマチ手関節に対するSauve-Kapandji
法の治療成績

ClinicalResultsofSauve-KapandjiProcedurefbrthe
RheumatoidWrist

小牧市民病院整形外科

○蓮尾隆明，山田邦雄，波頭経俊，

星野啓介，西野正洋

【目的】当科で施行したリウマチ手関節のSauv6-

Kapan如法の臨床成績について検討した．

【対象および方法】2008年10月から2010年10月ま

でにリウマチ手関節に対しSauv6-Kapandji法を

施行した7例9手を対象とした．男性2例，女性5

例で，手術時年齢は平均60.5歳であった．手術方

法は遠位僥尺関節に尺骨骨切り部からの尺骨骨

片を挿入しScrewで固定した．骨切り部近位に

は方形回内筋を縫着し，掌側へ落ち込んだ尺側

手根伸筋を背側へ持ち上げ軟部組織を縫合した．

伸筋腱皮下断裂を伴った4手に対しては腱再建術

を併用した．平均経過観察期間は15.8か月であっ

た．治療成績の評価には，井上らの評価法に尺

骨断端部痛の項目を加えたものを使用し，自覚

的評価としてDASHスコアを使用した．単純X

線像評価として手関節中間位，回内位，回外位

での安静時と最大握力時のRadioulnardistance

を計測した．

【結果】全例で骨癒合を得た．臨床成績は，

exceUent6手,good3手であった．尺骨断端部

の瘻痛やクリックは全例で認めなかった．手

関節可動域は掌背屈が術前平均64.4.から術後

平均71.7｡,回内外が術前平均156.0°から術後平

均173.3.に改善した.DASHスコアは術前平均

35.9点から術後平均12.3点と改善した．単純X線

像評価では回外時のみ最大握力時のRadioulnar

distanceの有意な狭小化がみられた．

【考察】臨床成績では良好な結果が得られ，リウ

マチ手関節に対するSauve-Kapandji法を用いた

関節形成術は有用な方法と考える．尺骨断端部

痛が残存した症例はなく，方形回内筋を尺骨断

端背側に縫着し，尺側手根伸筋腱を伸筋支帯で

背側に持ち上げることにより尺骨安定化機構が

働いたと考える．

1-9-EP22

多指伸筋腱皮下断裂に対する断裂腱中枢

部を利用した再建法

ReconstructionfOrMultiple-fingerExtensorRuptures

UsingProximalStumpofRupturedExtensor

'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国立

病院機構村山医療センター整形外科

○新井健1,水野早季子2,田邊剛3

【目的】関節リウマチなど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.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再

建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】症例は多指伸筋腱断裂の手術を

行った17例17手(関節リウマチ13例),伸展不全

を呈した指は，環小指6手，中環小指10手，示中

環小指1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

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】15例でMP関節自動伸展0｡以上,16例で屈

曲80°以上であった．伸展0.未満，屈曲80.未満

の症例は，いずれも手関節のTAMが10.以下で

あった．

【考察】本法は，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．しかしながら，手関節可動域制

限の強い症例では，伸展拘縮の危険性から過緊

張での縫合が困難であり，術後の可動域訓練も

不利であることから，術後の癒着防止策が必要

であると考えられた．
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1-9-EP23

リウマチ性疾患による手指伸筋腱脱臼に

対する治療経験

SurgicalResultsfbrtheDislocationoftheExtensor
TbndonsinPatientswithRheumaticDisease

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】リウマチ性疾患におけるMP関節部での伸

筋腱脱臼は比較的高頻度に認められ，尺側偏位

や伸筋腱の弾発現象による手指伸展障害の原因

となる．今回これらの伸筋腱脱臼に対する軟部

組織再建術の治療成績について報告する．

【対象および方法】術後3ヶ月以上経過した12例34

指を対象とした．関節リウマチ(RA)9例，全身

性エリテマトーデス(SLE)3例で，全例女性，手

術時年齢は平均54.8歳であった．尺側偏位に伴う

伸展不全が7例(以下,U群),尺側偏位を伴わず

伸筋腱の弾発現象による手指伸展障害が5例(以

下,T群)であった.MP関節の破壊が著しい症

例および多数指に滑膜増生を認めるコントロー

ル不良例は適応外とした．手術は弛緩した指背

腱膜の縫縮および腱間結合切離を原則として6例

に施行し，縫合可能な指背腱膜が存在しない症

例5例では背側関節包および基節骨基部に伸筋腱

を縫合固定した.SLEのl例に伸筋腱半裁腱によ

る僥側指背腱膜の再建を行った．後療法は3週間

の伸展位固定の後に屈曲を開始した．

【結果】6例(U群2例,T群4例)で伸筋腱脱臼は完

全に制動され良好なMP関節の可動域が得られ

た．3例(全例U群)で脱臼は整復されたものの軽

度の尺側偏位および伸展障害が残存し，半裁腱

による再建を施行した1例では軽度僥側への偏位

を認めた．2例(U群1例,T群1例)で再脱臼を生

じた．

【結論】全体として概ね良好な成績が得られたが，

特に尺側偏位を伴わない伸展障害例では良好な

成績が得られた．指背腱膜の縫合が困難な症例

においては背側関節包を用いた中央化は有用な

方法と考えられた．尺側偏位を伴う症例では完

全な整復は困難であり，屈筋腱のアライメント

や側副靭帯のバランスが関与するものと考えら

れる．再脱臼は術後6週間以内の早期に生じたた

め，慎重な後療法が必要である．

1-9-EP24

関節リウマチにおける手指伸筋腱断裂の

治療成績

EvaluationoftheSurgicalResultsofExtensorTbndon

RupmresinRheumatoidHands

北海道大学医学部整形外科

○本宮真，岩崎倫政，西田欽也，

船越忠直，三浪明男

【はじめに】関節リウマチ(RA)手指伸筋腱断裂に

対して各種修復方法が報告されているが，最適

な再建法に関しては明らかにされていない．当

科で腱修復術を行った症例の臨床成績を検討し

た．

【対象・方法】対象は，2003年から2011年まで当

科にて手術を施行したRA手指伸筋腱断裂31例の

うち，6か月以上経過観察可能であった16例18手

(全例女性)を対象とした．手術時年齢は平均56

歳(40-75歳),経過観察期間は平均3年8か月(6か

月～8年8か月）であった腱断裂から手術までの

待機期間は平均15か月であった．断裂腱は，小

指のみ4手，環指のみ1手，環小指が8手，中環小

指が3手，示指から小指が2手であった．手関節

に対する術式は,Darrach法が13手，僥骨月状

骨間固定術が4手，人工手関節が1手であった．

また腱の修復は，隣接指への端側吻合，長掌筋

腱を用いた腱移植，固有示指伸筋腱または浅指

屈筋腱を用いた腱移行のいずれか，または組み

合わせで行った．直接検診にて，臨床所見,MP

関節の可動域,満足度,合併症に関して検討した．

【結果】術後の腱再断裂を2手に認め，再手術を

行った．腱縫合部の違和感を訴える症例を2手に

認め，うち1手は皮膚に潰瘍を生じたため皮弁形

成術を要した．再断裂を含めたMP関節の伸展可

動域(平均±SD)は，術前48｡±18.から術後-11｡

±19°へ有意に改善を認めた．一方屈曲可動域は

81。±13.から71。±16.へ減少した．平均満足度

は100点満点中82点±18点であった．良好な可動

域を獲得できた症例においても，軽度の伸展不

足や巧綴障害の残存等により満足度の低い症例

が存在した．

【考察】薬物療法の進歩によりRA患者のADLは

飛躍的に向上し，機能的な要求が高まっている．

より高い満足度を獲得するため，個々の患者に

応じた治療法を再度検討する必要があると考え

る．
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1-9-EP25

複合性局所瘻痛症候群(CRPS)類似モデルに

おける難治性拘縮発生要因についての検討

TheFactoroflntractableContracmreintheComplex
RegionalPainSyndrome(CRPS)Model

'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名古屋大学大学院工

学研究科結晶材料工学専攻ナノ構造デバイスエ学講座

○太田英之1,新井哲也1,山本美知郎l,

渕真悟2，平田仁Ⅱ

【目的】複合性局所瘻痛症候群(CRPS)患者の症状

として関節拘縮は，浮腫筋力低下に次いで頻

度が高い．拘縮発生機序は多様であるがCRPSに

おいて，なぜ高度かつ難治性の関節拘縮が起こ

るのか十分には解明されていない．本研究の目

的はこれらの要因を調査することである．

【方法】オスの成獣Wister系ラット（体重平均

3509)を用い,L5神経根を結紮切離しアロデイ

ニアを惹起する修正Chungモデルを作成した．

健常ラット(control)群，修正Chungモデル単独

群(単独群）と修正Chungモデルに膝関節固定を

追加した群(追加群)を作成し，全群の術後2，4，

8週間の時点で膝関節可動域測定及び瘤痛反応評

価のためにvonFreyhairtestを行った．筋性拘

縮の評価をするために,laserdifraction法を用

いて筋節長測定を行った．

【結果】vonFreyhairtestでは追加群はcontrol群

や単独群よりも2週目以降で有意に知覚過敏を示

した．膝関節屈曲拘縮は最終観察時control群で

52.7±12.9｡,単独群で60.4±7.6｡,追加群で135.2

±3.7.であった．固定群では筋節長の短縮を認

めた．

【考察と結論】神経障害に伴う関節拘縮では筋の

異常な緊張が先行して生ずる事が近年の研究に

より分かってきている．腕神経叢損傷モデルに

おいて肩関節拘縮の原因を調査した結果，上腕

筋と上腕二頭筋の短縮により肘屈曲拘縮が起こ

り，肩甲下筋の短縮により肩内旋拘縮が発生し

たとする報告や，拘縮による不動化がCRPSの症

状を増悪させ難治化に関与するという報告があ

る．本研究の結果も神経損傷と拘縮の合併は瘻

痛反応を有意に上昇させていたその要因とし

て筋性拘縮は最も重要な因子と考えられた．

1-9EP26

CRPStype2類似のラット神経因性痔痛
モデル(Chungmodel)の拡散強調MRIに
よる経時的変化の観察

LineScanDifFusionSpectrumofaRatNeuropathicPain

Model(ChungModel)

慶應義塾大学整形外科

○阿部耕治，中村俊康，山部英行，

戸山 芳 昭 ， 池 上 博 泰

【目的】CRPSは早期診断，早期治療が行われる

症例が少なく，ほとんどが慢性化し治療に難渋

している．早期診断がなされれば，早期治療が

行われ，良好な結果が期待できると考えられる．

CRPSの患者には針電極を刺すような侵襲的検査

は禁忌であり，非侵襲的かつ客観的なMRIによ

る検査は第一選択になり得る．今回そのための

基礎研究として,CRPStype2類似のラット神

経因性瘻痛モデル(Chungmodel)のMR像を経時

的に観察し,受傷早期のMR描出能力を検討した．

【材料および方法】体重約150～200gのWistar系

ラット5匹にネンブタール腹腔内麻酔をし，左第

5腰髄神経の結紮処置いわゆるChungmodelを

作成し，処置後1，2，3，5日,1,2,3,4,5,6

週目で評価.MRI(GE横河社製l.5TSigna,手関

節用コイル使用)で腓腹筋をLinescan法にて撮像

し,T2値,ADC値(apparentdifUsioncoe笛cient

みかけの拡散係数）を測定した.mechanical

allodyniaをDynamicplantaraesthesiometer(Ugo

Basile社製)で,heathyperalgesiaをHotplate

analgesiameter(Muromachi社製)で評価．

【結果】T2値は処置翌日から5日目にかけて急速

に上昇し，観察期間中高値が持続した.ADC

値は結紮処置翌日から高値を示し，漸減するも

観察期間中健側比で1以下にはならなかった．

mechanicalallodyniaは処置翌日から観察され，

経過観察期間中持続した.heathyperalgesiaは

処置後1週目から明らかとなり，経過観察期間中

持続した．

【考察】脛骨神経を神経切断(neurotomesis),軸

索断裂(axonotomesis)させたラットのMRI評価

を行った研究により,neurotomesisではT2値

が急速に上昇し高値持続するパターンを示し，

axonotomesisでは3～4週間でT2値が低下し始め

るパターンを示した．今回のChungmodelでは

neurotomesisに似たパターンを示した．
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1-9-EP27

ヤリイカ神経軸索の解剖学的検討

AnatoncalStudyofNeuronsandAxonsofSpearSquid

東京大学形成外科

○関征央，成島三長，光嶋勲

【目的】イカの巨大軸索は1909年にWeissが初め

て報告し，その後1930年代にYoungらによって

詳しい研究がなされた．特に電気生理学的実験

においてはHodgkinとHuxleyが巨大軸索を用い

たイオン電流研究で電気生理学分野を発展させ

1963年にノーベル賞を受賞している．しかしイ

カの飼育は困難で，現在ではイカを用いた実験

施設はほとんどない．通常，ヤリイカ神経の実

験はinvitroで軸索を切り出して行うが，これに

対して我々は，世界で初めてヤリイカのinvivo

神経実験法を確立し報告している．今回は本実

験系において重要な，巨大軸索を含む神経，イ

カのH､へ向かうfinnerveについて神経の走行，

神経数等を詳細に分析した．

【方法】ヤリイカ10杯を用いてヤリイカのサイ

ズ・巨大軸索を含む神経,finnerveの走行・神

経孔の位置・神経数およびサイズについて測定・

評価した．

【結果】ヤリイカにおけるfinnerveの走行は，個

体差はあるものの同一固体での左右でほぼ一致

していた．ヤリイカのサイズは平均30.7cm,巨

大軸索を含む神経は，1本の巨大軸索と約2900

本の小さい軸索を有し，巨大軸索直径は平均

0.68mmであった.finnerveは巨大軸索を有さず，

約3700本の小さい軸索で構成されていた．

【考察】今までのイカの神経研究はイカの巨大軸

索にのみ焦点が当たっていたが,invivoによる

活イカ実験法が行えるようになったことで，今

後イカを用いた軸索内輸送・電気生理学的解析

等様々な実験が行える．この実験を行う上で今

回の結果により，正確に神経を同定し，また実

験による結果について詳細に検討することが可

能となった．イカの基礎的神経研究を継続し，

今後は神経再生，軸索再生の新たな可能性を模

索する．

1-gEP28

Adipose-derivedregenerativecells:
ADRCsを用いた末梢神経再生の試み

'IiansplantationofAdipose-DerivedRegenerativeCells

fbrPeripheralNerveRepair

'金沢大学整形外科,2金沢医療センター整形外科

○菅沼省吾l,多田薫1,林克洋1,

土屋弘行'，池田和夫2

【目的】Adipose-derivedregenerativecel1s:

ADRCsは脂肪組織から大量に採取することが可

能であり，これを培養して得られる脂肪由来幹

細胞(Adipose-derivedstemcells:ADSCs)は骨

髄由来幹細胞と同等の潜在能力を有することが

報告されている．我々は，シリコンチューブと

ADRCsを用いて人工神経を作成し，末梢神経再

生を促進することができるかどうか検討した．

【方法】ラットの坐骨神経10mmの欠損をシリコ

ンチューブで架橋した．その際，チューブ内に

生理食塩水のみを封入したコントロール群，1型

コラーゲンのみを封入したコラーゲン群，1型コ

ラーゲンとADRCsを混入したADRCs群の3群を

5匹ずつ作成し，それぞれ移植後2週でチューブ

採取して評価を行った．評価は肉眼的所見，抗

S-100蛋白抗体染色，抗PGP9.5抗体染色,PKH26

標識による移植細胞生存の確認の4項目に関して

行った．

【結果】肉眼的な組織連続性はコントロール群

とコラーゲン群で全例に認められた．また

Schwann細胞数，再生軸索長は，他の2群に比

しADRCs群で良好な結果が得られた．さらに

PKH26で標識した細胞を移植し2週後に評価を

行ったところ，移植細胞の生存が確認された．

同切片で抗S-100蛋白抗体染色を行ったところ，

PKH26とS-100陽性の領域は一致しなかった．

【考察】ADSCsを用いた末梢神経再生の報告はこ

れまでにも数編存在するが，いずれも培養操作

や分化誘導操作を加えたものであり，臨床応用

へのハードルは高い．本研究では,ADRCsに培

養操作を加えることなく末梢神経再生を促進す

ることが証明された．またその機序については，

PKH26とS-100陽性の領域が一致しなかったこと

から,ADRCsは｢Schwann細胞に分化する｣ので

はなく，「何らかの液性因子を分泌することによ

りSchwann細胞の遊走を促進している｣ことが示

唆された．
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1-9-ER29

ラット神経損傷モデルにおける筋機械痛

覚過敏と神経成長因子の関与

MuscularMechanicalHyperalgesiainRatNeuropathic
PainModelandlnvolvementofNGF

'名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学，2中

部大学生命健康科学部理学療法学科

○鈴木実佳子1,水村和枝2,村瀬詩織2,

平田仁】

【目的】腰痛,肩の痛みなど筋肉の痛みを訴える患

者は多く，こうした慢性筋痛の一部は神経因性で

あると考えられている.今回,我々は神経損傷モ

デルにおいて筋機械痛覚過敏が生じるか調べた．

また機械痛覚過敏を引き起こすことが知られて

いる神経成長因子(NGF)が,この筋機械痛覚過

敏に関与しているか検討した．

【方法】ラットのL5脊髄神経を結紮後に切断する

modifiedSNLモデル(SNL群）と，神経の確認の

み行うsham手術を行った群(sham群）の下腿前

面の伸筋群(EDL:主としてL4支配)と腓腹筋内

側頭(GM:主としてL5支配)の機械逃避反応閾

値をRandall-Selitto装置(プローブ径2.6mm)を用

いて測定した(RST).またSNL手術後10日目に抗

NGF抗体をGM内に筋注し,同様にRSTを測定し

た.筋におけるNGF産生細胞の同定を，免疫組織

染色法を用いて行った

【結果】SNL群は,GM,EDLとも手術後1日目より

術前の閾値に比べてRSTが低下し,3週間以上持

続したEDLの閾値低下の程度はGMより小さ

かった.sham群もRSTは低下したがGMでは術

後12目日に,EDLでは5日目に回復したSNL手

術後10日目の抗NGF抗体の筋注により，低下し

ていたGMのRSTは3時間後から有意に上昇し，

観察期間中(7日間)上昇したままであったたが，

術前のレベルには至らなかったEDLのRSTは

NGF筋注後も回復せず低値のままだった.NGF

様免疫活性は筋細胞には見られず,神経束の細胞

に見られた．

【考察と結論】SNL手術によって筋にも機械痛覚

過敏が生じることが明らかになった.抗NGF抗

体の筋肉内注射後にRSTが回復したことより，

筋機械痛覚過敏には一部NGFが関与していると

考えられる.NGFの産生細胞としてSchwann細

胞，線維芽細胞などの可能性が示唆された．

1-9-EP30

末梢神経再牛における骨髄細胞由来

BDNFの役割
TheRoleofBoneMarrowCell-derivedBDNFin

PeripheralNerveRegenerationfromlnjury

'滋賀医科大学整形外科学講座，2滋賀医科大学生

化学分子生物学講座分子遺伝医学

○竹村宜記'，今井晋二1,小島秀人2,

児玉成人l,松末吉隆』

【目的】脳由来神経栄養因子(BDNF)は末梢神経

再生に重要と考えられる．しかし,BDNF分泌

に関わる臓器ならびに細胞の起源，さらにその

役割の詳細は不明である．我々は末梢神経再生

部位に分泌されるBDNFの起源は骨髄由来細胞

であることを確認し，前回の本学会で報告した．

本研究では，正常C57BL6(BDNF+/+)ならびに

ヘテロBDNFノックアウト(BDNF+/-)マウスを

用いて神経再生における骨髄細胞由来BDNFの

重要性について検討した．

【方法】9Gyの放射線照射したBDNF+/-に対して，

BDNF+/+ならびBDNF+/-より採取した骨髄を

骨髄移植し，骨髄(BM)のみBDNFの発現が正

常であるマウス(BDNF-BM-キメラ）およびその

対照BDNF+/-を作成した．この後,BDNF+/+,

BM-BM-キメラおよびBDNF+/-の坐骨神経を

圧挫して神経損傷モデルを作製し，8週目まで，

下肢運動機能(RotarodtreadmiUtestSciatic

Functionallndex)・運動神経伝達速度・坐骨神

経標本(D-ratio,有髄神経数,有髄神経線維面積）

について比較検討した．

【結果】BDNF+/-はBDNF+/+に比して再生の

障害を示したが,BDNF-BM-キメラは8週目で

BDNF+/-に比し明らかな下肢運動機能および

運動神経伝達速度の改善を示した．また，坐骨

神経標本の評価では，3群とも8週目まで単位面

積当たりの再生有髄神経数は優位な差を示さな

かったが,D-ratioや再生有髄神経線維面積は

BDNF-BM-キメラで優位な改善を示した．

【考察】外傷性末梢神経障害からの神経再生では，

再生部位に集積した骨髄由来細胞のBDNF蛋白

が重要な役割を持っていると考えられた．
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1-9-EP31

多血小板血漿の脊髄軸索再牛効果
ThePlatelet-RichPlasmaPromoteAxonRegenarationof
SpinalCord

'広島大学大学院医歯薬総合研究科整形外科学，

2広島大学大学院保健学研究科上肢機能解析制御

科学，3広島大学病院整形外科

○竹内実知子1，砂川融2，四宮陸雄3，
鈴木修身3，越智光夫！

【目的】多血小板血漿(Platele甘ichplasma:PRP)

は，骨軟部組織や血管再生等に応用されPDGF,

VEGF,IGF-1,TGF-61等の成長因子を含ん

でいる．脳皮質から脊髄内の軸索再生現象を定

量的に観察できる脳・脊髄器官共存培養を用い

PRPが脊髄軸索再生に与える影響を検討した．

I方法】ヒト末梢血を遠心処理しPRPを作製し

トロンビンで活性化させた．活性化後PRPの

PDGF-AB,VEGF,IGF-1,TGF-61の濃度を

FIJSA法で測定した．脳脊髄共培養は出生3日

SDラットから脳と胸髄を採取し14日間行なっ

た(対照群)．培地にPRPをまぜたPRP5%群と

PRP10%群を作製し脳皮質から脊髄へ伸長する

軸索をDilで標識した．軸索伸長の評価は脳皮質

と脊髄の境界部から500,1000,1500"mの距離

の基準線をこえる軸索数とした軸索伸長に関

与する成長因子を同定するためPRPに各中和抗

体を加え同様に培養評価した．

【結果】PRPの血小板数は2670000でll.3倍に濃縮

され,PDGF-AB138.7ng/ml,VEGF2.82ng/ml,

IGF-190.2ng/ml,TGF-61202ng/mlであった．

軸索伸長数はPRP5%群,PRP10%群とも対照群

より有意に多かった．PRPに各中和抗体を加え

た伸長軸索数は500"mでVEGF抗体群とIGF-1

抗体群は有意に少なく,TGF-61抗体群は有意

に多かった1000"mでVEGF抗体群は有意に少

なく,TGF-61抗体群は有意に多かった.1500

似mでTGF-61抗体群は有意に多かった．

【考察】PRP中のVEGFが特に脊髄軸索再生を促

進させることが判明し,PRPの末梢神経軸索再

生促進への応用の可能性が示唆された．
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1-10-EP1

トリアムシノロンアセトニドとplatelet
richplasmaのヒト腱由来細胞に対する
影響
TheE厳ectofTriamcinoloneAcetonideandPlateletRich

PlasmafbrHumanTbnocyte、

神戸大学大学院整形外科

○無藤智之，国分毅，美舩泰，

西本華子，黒坂昌弘

【目的】上肢の腱障害に対するトリアムシノロン

アセトニド(TA)の腱鞘内注射の有効性が報告さ

れているが,その腱脆弱作用が問題となる.近年，

plateletrichplasma(PRP)は腱や靭帯の再生を

促すことが報告されており,PRPの併用により，

TAによる腱脆弱化を抑制できるのではないかと

考えた．今回，我々はinvitroでのヒト腱由来細

胞に対するTAとPRPの影響を調べた．

【方法】手術時に採取したヒト腱由来細胞をTAお

よびPRP投与下に培養し,TA群,PRP群,TA

+PRP(併用)群，コントロール群に分け，細胞

形態,WatersolubleTetrazoliumsalts(WST)

染色によるcellviability,FACS解析による細胞

apoptosis率を検討した．

【結果】細胞形態はTA群では投与7日で平坦化，

多角化し，細胞数の減少が認められたが,PRP

群と併用群ではコントロール群と比較し明ら

かな差は認めなかった.WST染色によるcell

viabilityは,TA群は,7日で68%,14日で85%と

有意に低下したが，併用群では，7日で129％，

14日で147%と有意に高値であった.FACS解析

による細胞apoptosis率は,TA群では投与7日で

51.1％であったが，併用群,PRP群では16.6%,

12.7%と有意に低い値を示した．

【考察】本研究により,TAは有意にcellviability

を減らし,apoptosisを引き起こすことがわかっ

たが,PRPの併用により，これらの影響を防ぐﾞ

ことが可能であった．以上より,TA注射時に

PRPを併用することにより，トリアムシノロン

アセトニドによる腱細胞へのダメージを軽減で

きる可能性が示唆された．

1-10EP2

正常家兎滑膜内腱の表面構造，生体力学

的特性に対する局所ステロイド注射の

影響

EffectofLocalCorticosteroidlnjectiononSurface

Strucmre&BiomechanicalPropertiesofthelntrasynovial
TbndoninaNonnalRabbit

'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，3塩川病院整形外科

○井戸芳和l,内山茂晴2,安富隆3,

畑幸彦1,加藤博之2

【目的】手指屈筋腱腱鞘炎に対する副腎皮質ステ

ロイド薬の局注は有効とされているが，投与プ

ロトコールに関するエビデンスはなく，腱断裂

など副作用の報告もある．本研究の目的は，滑

膜構造を有する家兎足趾の深指屈筋(FDP)腱に

ステロイド薬を局注し，惹起される腱表面構造，

生体力学的特性の変化からその作用を検討する

ことである．

【方法】16週齢の家兎後肢FDP腱-腱鞘間に,1

週に1度の頻度で合計3回局注をした投与薬

剤はトリアムシノロンアセトニド10mg/1ml

(TAlOmg群),40mg/1ml(TA40mg群),生理

食塩水lml(PS群）を用いた.TA10mg群18肢，

TA40mg群13肢,PS群31肢，局注を行わなかっ

た対象群(C群）として12肢を使用した．最終投

与後1週間経過時に，腱表面構造を走査型電子顕

微鏡(SEM)にて観察した．それらの画像をラン

ダム・ブラインド化し，共同研究者が腱上膜の

乱れを,1:smoothepitenonsurface,2:slight

wear(乱れがある),3:moderatewear(亀裂があ

る),4:severewear(亀裂より腱実質が観察でき

る）の4段階で評価した．残りの後肢からFDP腱

と足底部の腱鞘を採取し，腱の腱鞘内滑走摩擦

と破断強度を測定した．最後に，それぞれにつ

いて4群間で多重比較を行った．

【結果】滑膜内腱の表面構造に関して,C群と比

較しTA10mg群,TA40mg群,PS群は有意に滑

膜が乱れていた．腱の腱鞘内滑走摩擦と破断強

度に関しては4群間に有意差はなかった．

【考察】ステロイド薬の局注が引き起こした腱表

面の破綻が観察されたが，この変化はPS群にも

認められ，注射針による機械的刺入の影響が考

えられた．変化を検出できなかった理由として，

変性腱を対象とする臨床とは異なり正常腱を使

用したことが挙げられる．正常な滑膜内腱は，

腱機能維持に優れていることが示唆された．

-S185-

！



H

1-10EP3

Wrb付き縫合糸を用いた腱縫合の検討

TbndonRepairUsingaVerbSumre

東京医科大学医学部形成外科

○佐藤宗範，松村一，渡辺克益

【目的】verb付き縫合糸の用途は主にフェイス

リフトなどの美容の分野で用いられており，そ

の特徴は糸の表面で組織を把持し抗張力を得る

ことが知られている．今回われわれは腱縫合に

verb付き縫合糸を用いることで従来より高い抗

張力が得られると考え検討を行った．

【方法】材料は冷凍食用豚の第2，3趾深指屈筋腱

を用いた.，腱の直径は約1cmである．縫合糸は

V-Locl80(COVIDIEN社）と4-0マクソン（同社）

である．前述2つの縫合糸は同様の張力となる

ように作成されている．これらの材料を使用し

kessler変法で縫合を行った．重量を加え1,3,

5mm離開した時の重さを測定し，比較検討を

行った．

【結果】V-Locl80で縫合した際の1,3,5mm離開

する平均の重量はそれぞれ178.69,4849,8559

であった．4-0マクソンでは1319,2859,465.49

となり，いずれもV-Locl80の方が上回っていた．

また，これらをt検定で比較検討すると有意差を

持ってV-Locl80が優れていることが認められた

(p<0.01).

【考察】今回の検討よりverb付き縫合糸での腱縫

合は，モノフィラメント縫合糸よりも高い抗張

力を得ることが認められた．しかしながら今回

用いたのはモノフィラメント吸収糸であるため，

腱縫合で繁用されるナイロン糸と異なっており，

生体内でverb付き縫合糸による腱縫合を行った

時の中～長期での検討がなされていないなどの

問題点がある．今後，臨床応用するにはこれら

の問題点を解明すべ<，継続した検討が必要と

考える．

1-10-EPL4

複数の縫合糸を用いた屈筋腱縫合法にお

ける各縫合糸の腱断端・把持部間距離が

縫合強度に及ぼす影響

Theln伽enceofPul℃haseLengthinEachStrandon

TbnsileStrengthofMulti-StrandSutureTbchniques

'琉球大学整形外科，2富永草野病院整形外科

○大久保宏貴l,金城政樹1,草野望2,

普天間朝上'，金谷文則Ⅱ

【目的】現在屈筋腱縫合に使用されているmulti-

strandsutureでは縫合糸を1本または複数本用

いている．後者において縫合強度を高めるには

各縫合糸に均一な張力がかかることが望まし

い．そのため，筆者らは各縫合糸の腱断端・把

持部間距離(PL:purchaselength)が等しい事が

必要と考えた．本研究では複数の縫合糸を用い

た縫合法で各縫合糸のPLが縫合強度に及ぼす影

響について，3本の縫合糸を用いたtriplelooped

suture(TLS)法で検討した．

【方法】家兎新鮮凍結屍体12羽より採取した腓側

趾屈筋腱24腱(足関節部)を用い,TLS法でルー

プ針3本全てのPLを8mmとした8mm群,3本

全てのPLを10rnmとした10mm群,1本のPLを

10mm,2本のPLを8mmとした10-8mm群(各群8

腱)の3群を作製し力学特性を比較した．主縫合

糸は5-Oループナイロン単糸を用い，補助縫合は

6-0ナイロン単糸で4カ所に単結節縫合を行った．

評価には,1mm離開張力,3mm離開までの最大

張力と最大破断張力を用いた．多重比較検定に

はBonferroni/Dunn法を用い，危険率5%未満

を有意差ありとした．

【結果】8mm群,10mm群,10-8mm群の平均±標

準偏差(N)は1mm離開張力:35.3±3.5,35.7±4.9,

29.9±3.9,3mm離開までの最大張力:40.7±4.2,

38.5±3.8,32.8±3.1,最大破断張力：41.7±3.3,

40.6±2.4,35.8±3.5で全ての評価で10-8mm群は

他の2群に比べて有意に低く,8mm群とlOmm群

間に有意差を認めなかった．

【結論】複数の縫合糸を用いた縫合法では腱断端

から腱把持部までの距離が等しい時，最も縫合

強度が高いことが示唆された．

-S186-



‐￥

1-10-EP5

手指屈筋腱sIiding延長術の力学的検討
BiomechanicalStudyofFingerFlexorTbndonSliding

Lengthening

'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

○橋本健1,國吉一樹1,鈴木崇根2,

樋渡龍1,岡本聖司】

【目的】前腕における屈筋腱延長術はフォルクマ

ン拘縮や脳性麻揮に伴う手関節・手指屈曲拘縮

などに対してしばしば用いられる手技である．

fractional延長もしくはsliding延長が選択される

のが一般的であるが，その力学的強度について

詳細な検討を行った報告はない．今回，我々は

より延長効果の高いsliding延長についてZ延長と

の比較により検討したので報告する．

【方法】新鮮凍結屍体2体4上肢から対応する10対

の屈筋腱を採取した.sliding延長モデルは，筋

腱移行部より遠位の実質部で40mmの間隔で互

い違いに半切,3cmslideさせて2-OEthibond糸

にてInattress縫合し,作成した.Z延長モデルは，

対側同腱(例えばFDS(示指)に対してFD(示指）

の同部位に同間隔でZ切離，同量の延長を行い

同様の縫合を行い作成した．両モデルに対して

ひっぱり試験を行い，最大破断強度を測定した．

統計学的評価にはWilcoxonsigned-ranktestを

使用し,p<0.05を有意差ありとした．

【結果】最大破断強度は,sliding延長モデルで

18N(12N±2.6)を示し,Z延長モデルの14N(7.3N

gt3.1)に対し有意に高値であった．

【考察】sliding延長モデルはZ延長モデルの約l.6

倍の強度を有しており,slideする腱間には膠原

線維の連続性がある程度保たれていることが示

唆された．

1-10-EP6

陳旧性腱性槌指に対するFowle絃の終末

腱剥離量:DIP関節の伸展不足角度の検討

FowlersCentralSlipTbnotomyfOrChronicMalletFinger

theRangeofDetachment:ACadavericBiomechanical

Study

'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，3千葉大学大学院環境生命医学，

4札幌医科大学解剖学第2講座

○樋渡龍1,國吉一樹1,青木光広2,

鈴木崇根3，藤宮峯子4

【目的】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.Fowler法のコンセプトである指伸

展機構のslidingをより効果的に発揮させるため

には中央索の中節骨背側付着部を中節骨からど

れだけ剥離するかが重要だが，剥離量に関する

検討はなされておらず,Fowler法を実施する上

で重要と考えられる．今回新鮮凍結屍体標本を

用いて指伸腱展機構のsliding量計測実験を行っ

たので報告する．

【方法】新鮮凍結屍体8体16指を用いた．平均年齢

は85歳，男性3例，女性5例である．指標本のMP

関節を伸展位で固定してDIP関節とPIP関節の可

動性を確保した．全ての外在筋腱と骨間筋腱を

重錘で牽引し緊張バランスを保持した.DIP関

節伸展不足角が45°になるように陳旧性腱性槌指

モデルを作製した．作製後にFowler法を行った．

掌側より両側の側索を分離し挙上した．次に中

節骨背側の中央索停止部を，近位より中節骨長

のl/3,1/2,2/3剥離した剥離を進める度に

DIP,PIP関節の伸展不足角を測定した．

【結果】槌指モデルのDIP関節伸展不足角は平均

44.1｡,Fowler法後の伸展不足角は，中央索遠位

1/3剥離では平均19.3｡,1/2剥離では平均12.5｡,

2/3剥離では平均72.であった．伸展不足角の改

善角度と割合はそれぞれ1/3剥離で25.0｡(55.9%),

1/2剥離で31.9｡(73.0%),2/3剥離で37.2｡(84.9%)

であった．またボタンホール変形は4指で生じ，

2指で1/3剥離で生じ，2指で1/2剥離で生じた．

PIP関節伸展制限の生じた4指において2/3剥離時

に生じたPIP関節伸展不足角は平均8.8.であった．

【考察】今回，腱性槌指モデルに対するFowler法

では，中央索の剥離量に応じてDIP関節伸展不

足角が改善することが示された．また剥離の程

度に応じて4指にボタンホール変形が発生した．
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1-10-EP7

腱縫合手術後の腱自体の純粋な癒合強度

を評価するためのシステム開発

ANewDesignedMeasurementSystemfbrPure'Ibndon

HealingStrengthafterTbndonRepair

'昭和大学医学部整形外科学教室,2MayoClinic

OrthopedicBiomechanicsLaboratory

○池田純'，稲垣克記',ChunfengZhao1．2,
Kai-NanAn2,PeterC・Amadio2

【目的】手指屈筋腱損傷は日常診療で遭遇しやす

い外傷である．早期のprimaryrepairと術後の

後療法により良好な成績が得られるようになっ

てきた一方で,Zone2損傷を中心とした重傷例で

は癒着や再断裂などの合併症により未だに成績

不良な場合も多い．早期の後療法を施行するう

えで，腱の癒合が完成するまでの間，腱断端を

しっかり保持するための強固な縫合法は不可欠

で，縫合法と引っ張り強度を比較検討した報告

を散見する．しかし，これらはあくまでも縫合

糸を含めた強度を評価しているものであり，腱

自体の癒合強度を純粋に評価するものではない．

そのため，最近散見されるplatelet-richplasma,

growthfactor,MesenchymalstemceUsなどに

よる早期の微細な腱癒合促進効果を評価するに

あたり，縫合糸による保持力を差し引いた腱断

端部のみの純粋な癒合強度を評価するためのシ

ステムが必要と考えた．本研究の目的は独自に

考案した測定法で，術後4週までの比較的短期の

腱縫合後に腱のみの純粋な癒合強度を評価する

ことである．

【方法】雑種成犬の深指屈筋腱を使用．採取した

腱を一旦切離し，同部を再縫合した．培養液の

中で腱を管理し，2週目と4週目で縫合糸を切

離，同腱の引っ張り強度を評価した．測定には

Transducerを用いた独自のシステムを考案し

た．

【結果】2週目の強度は13.58±5.89mN,4週目の強

度は41.88±16.49mNであった．縫合糸の強度を

除した腱自体の純粋な癒合力を測定し得た．

【考察】縫合糸を除いた腱自体の純粋な癒合強度

の把握は後療法を早期の適切な時期に開始する

うえで重要である．本システムは腱縫合後の腱

自体の純粋な癒合強度の測定に大変有用で，今

後，何らかの腱癒合促進処理を施した腱自体の

比較的早期の微細な癒合程度を測定に応用可能

なシステムと考えられる．

1-10-EP8

Snow変法による陳旧性槌指再建術の生

体力学的研究；屍体研究

ABiomechamcalSmdyofChronicMalletFinger

ReconstructionUsingaModificationofSnow'sMethod

ACadavericSmdy

'筑波大学医学医療系整形外科，2キッコーマン総

合病院整形外科，3札幌第一病院整形外科

○村井伸司1,田中利和2,青木光広3

【目的】我々は以前，手指伸筋の外在筋と内在筋

がDIP関節伸展に作用する役割が，屍体の示指・

中指・環指においてはほぼ同等であることを報

告した．ところで陳旧性腱性槌指の手術法に

Snow法があり,lateralbandを半載し，末節骨

基部に穿孔しそれを通し，対側のlateralbandに

interlacingsutureする方法であるが，緊張の決

定が困難である．そこでinterlacingsutureを行

う前に，断裂した終末腱と末節骨上の軟部組織

に1針縫合しておくことで，適切な緊張を決定す

ることができる上に，より強い緊張を得られる

と仮定し，屍体研究を行った．

【方法】新鮮凍結屍体標本6指を用いた．各指を

MP関節で切除し，伸筋腱，三角靭帯，支靭帯，

背側骨間筋腱膜を残して皮層・皮下組織を除

去した．終末腱を切断し,Snow法と,1針縫合

を追加するSnow変法を行った．自家製のzigに

各指を載せ，力の作用点を一定化するために，

DIP関節から10mm遠位の末節骨背側に，頭部形

状が丸型の径2.7mmの螺子を，螺子頭が末節骨

に接するまで挿入した．伸筋腱に絹糸をかけ，

低摩擦の滑車を介して錘により負荷をかけた．

材料試験機を用いて，螺子頭にDIP関節屈曲モー

メントを加え，データ処理ソフトを用いて，そ

れぞれの緊張状態で螺子に加えた負荷にともな

う荷重変形曲線を作成した．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．螺子がlmm移動するまでの傾きを

pairedT-testで統計学的に処理し,p<0.05を有

意とした

【結果】Snow変法の傾きはl.03±0.33N/mmであ

り,Snow原法の傾き0.65±0.32N/mmより有意

差を持って急峻だった(p<0.05).これはSnow

変法がより強い伸展力を発揮していると考えた．

【結論】1針を追加したSnow変法は原法に比べて，

DIP関節の伸展力を発揮することができる可能

性がある．
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AnAnatomy-SpecillcDistalRadiusFixationSystem:Clinical

andBiomechanicalComparisonwithVolarLockingPlates

MatthewChristian,WilliamHSeitz,III,SoheilPayvandi,

JinyoungJeong,OWilliamHSeitz,Jr.
ClevelandClinicLemerCollegeofMedicineof

CaseWesternReserveUniversity,ChairmanofOrthopaedicSurgery,
LutheranHospital,ClevelandClinic

HypOthesis:

Fixedangle,volarlockingplateshavebecomewidelyusedintreatmentofunstabledistalradius

fractures,butareunabletoaddressallcomponentsofthefractureanddistalradio-ulnarjoint.The

authorshavehypothesizedthatananatomy-speciliclowprotileHexiblenxationsystemdesignedtotreat

allcomponentsofdistalradiusfiacturesprovidesacomparabledegreeofbiomechanicalstrengthto

volar6xedangleplateswhilethreedimensionallyaddressingallofthecomponentsofcomplexfiactures.

Methods

BiomechanicalanalysisoflowtofailuretestingwasprefOrmedonaunifbrmedseriesofdistalradius

simulatedbonespecimens.Auniformfracturegapmodelwasestablishedandsevenspecimens

weretestedtofailureusingavolarradialstyloidanddorsalulnarcornerlowprofileHexibleplating

system(SBI,Morrisville,PA)andcomparedwithsimilal･testsperformedwiththesamefiacture

pattemandthesamebonemodelutilizingallavailablefixedanglevolarplatingsystems(Hand

Innovations,AccuMed,Zimmer,Wright,Stryker,Synthes,SBI).

Results

Noneofthesystemsincludingtheanatomy-specificplatingsystemwithoutlockingscrews

deformedsignificantlyatphysiologicloads.Nonefliledatphysiologicloads.Theanatomy-speci6c

systemwasnotsignificantlydifferentfmmthegroupofmoreI･igidfixedangleplatingsystemsinits

biomechanicalresponsetolowdefamation.

sunnnary:

Theconceptthatonesingleapproach(volarfixedangleplating)canmanageallpatternsofdistal

radiusfi･acturewouldseemsomewhatnarve.Dorsalcomminutionwithsofttissueattachments

ofthedorsalradio-ulnarligamentouscomplexcannotbecontainedorcontrolledsimplythrough

avolarapproach.Attemptsat@Glagging''dorsalfragmentshaveresultedindisplacementand/or

penetrationandiniurytoextensortendons.Failuretocontrolthese廿agmentshasresultedinDRUJ

instability.Whilethevolarapproachavoidsdorsaldissection,theseplatesarebulkyandIocking

screwtechnologyisexpensive.Minimallyinvasivedorsalincisionscanbeutilizedtoaddcontrolof

thesefiagmentswithoutsignificantdissectionordisruptionofthelocalanatomy.Addedtovolarand

radialstyloidfixationappliedthroughaminimallyinvasivevolarradialincision,thesystemprovides

theabilitytoaddresseachsegmentoftheanatomywithlowprofile,6exibleplateswhichprovidesa

strongthree-dimensionalscaffoldingaboutthedistalradiusfracturecomplex.
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解剖と臨床の接点

PointsWhereAnatomyandCUnicalMedicmeMeetinDRUJInstabinty

○森友寿夫1，片岡利行1，有光小百合2，面川庄平3，青木光広4
1大阪大学大学院器官制御外科学(整形外科),2ベルランド病院整形外科,3奈良県立医科大学整形外科，

4札幌第一病院整形外科

【目的】三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷による遠位僥尺関節(DRUJ)不安定症の病態は不明な点が多

い．解剖学的研究はバイオメカニクス研究と組み合わせることによって病態の理解，さらには新し

い治療法の開発に有用である．本発表の目的はDRUJの補助的な支持機構である遠位骨間膜と尺骨手

根靭帯複合体(UCLC)の解剖とバイオメカニクスからDRUJ不安定症の病態を考察することである．

【方法】遠位骨間膜については屍体標本20体で解剖を，新鮮屍体10体でDRUJのlaxityの個人差および

尺骨短縮骨切り術によるDRUJへの安定化効果を調べた.UCLCについては健常15手関節のMRIと阪

大式動態解析システムを用いて掌背屈，榛尺屈，ダーツスロー運動に伴う尺骨手根靭帯，掌側僥尺

靭帯の靭帯距離変化を求めた．さらにTFCCを尺骨側で切離した新鮮屍体7体に対し,UCLCに移植

腱を編み込み縫合し小窩部の骨孔に通す新しいTFCC再建術の制動効果を調べた．

【結果】標本の40%において遠位骨間膜内に明確なdistalobliquebundle(DOB)を認め,DOBがある群

はない群よりDRUJのlaxityが小さかった．遠位骨間膜の近位で短縮骨切をした場合，短縮量に従っ

てDRm安定性は向上したが遠位で短縮骨切した場合は4mm以下の短縮で有意差は見られなかった．

一方,UCLCにおいては榛背屈運動において尺骨有頭骨靭帯距離が最大となった．新しく考案した

TFCC再建術により遠位榛尺関節は有意に安定化した．

【結論】遠位骨間膜は個人差が大きくDOBが低形成だとDRUJの生来のlaxityが大きい．近位尺骨短縮

術によってDRUJが安定化するのは遠位骨間膜の緊張による．尺骨有頭骨靭帯は小窩に付着している

ことから，手関節僥背屈強制が小窩部断裂の受傷機転のひとつであることが示唆された.UCLCを利

用した靭帯再建法は簡便で，生体力学的にも有効であった．
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遠位檮尺関節(DRUJ)不安定性に対する徒手検査の信頼性

RenabiUtyofManualStressT℃stfOrEvaluatingDistalRadioulnarJointlnstability

○飯田昭夫1，面川庄平2，藤谷良太郎3，田中康仁2
1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

【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，整形外科専門医各1名)で2回行い，その一致率を

調査した．不安定性評価は中村の基準を参考に行った．すなわち，不安定性なしを－，不安定だが

endpointありを+,endpointなしを++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と定義,GradeO-4の5段階に分類した．

【結果】患健側123手を評価同一検者による2回計測78手，2検者による計測45手であった.GradeO:

41手,Gradel:84手,Grade2:77手,Grade3:41手,Grade4:3手であった．掌背側ともに完全

な一致率は検者内で41%(weighted代背側0.71掌側0.64),検者間で31%(weighted虻背側0.55掌側

0.77)であった．不安定性のGrade(5段階)の一致率は,検者内55%,検者間47%,weightedkO.85,0.83

と良好な信頼性を示した.endpointあり(GradeO,1),なし(Grade2)の一致率は81%(xO.34),81%(k

0.38)であり，不安定性なし(GradeO),あり(Gradel,2)の一致率(検者内72%(kO.43),検者間68%(x

0.32))と比較して良好であった．

【考察】今回の結果からDRUJの徒手的不安定性の評価を掌背側ともに3段階で評価すると，その完

全一致率は3～4割と低かったが，不安定性のGradeで評価すると，その信頼性は向上した．また，

Endpoint有無の一致率はDRUJ不安定性の有無の一致率より良好であった．
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遠位檮尺関節不安定症の診断と治療

DiagnosisandTreatmentfOrDRUJInstabinty

○藤尾圭司1，西村隆一1，竹内久貴2，藤井貴之3，松本泰－4
l関西電力病院整形外科，2神戸市立医療センター整形外科，3聖隷三方原病院整形外科，

4倉敷中央病院整形外科

TFCC損傷の中でも特に尺骨小窩部での損傷が遠位僥尺関節不安定症の病態の主なる原因と考えら

れているが，まだ詳細について統一した見解は得ていない．今回，我々が経験した遠位僥尺関節不

安定症の患者の術前の症状と診察所見について調査し，治療については保存的及び手術治療(鏡視下

縫合)についてその方法と成績を報告する．

【対象および方法】今回調査した患者は200例で，すべて発症から2ケ月以上経過した症例である．さ

らに保存的治療を行った症例が50例(男性12例，女性38例),平均年齢30.5歳．手術治療は150例(男性

92例，女性58例)，平均年齢33.5歳．これらについて外傷癌の有無術前診察所見の有意性を調べた．

手術方法は鏡視下に縫合を行った．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】術前の症状は回旋時特に回外の痛みを訴える患者が多かった．術前不安定性が強く，

Ulnocarpalstresstestが陽性でFoveasignが陽性な患者は手術になる傾向が見られた．瘤痛は保存

的治療では全例負荷時の痛みがあり，スポーツをしていた患者では復帰できなかった．手術例では3

例に負荷時の痛みが残り,20例で負荷時の一時的な痛みがあり,127例で完全に消失した.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．1例でCRPSを発症した．

【考察及び結語】TFCC尺骨小窩での損傷による遠位僥尺関節不安定症に対して活動性が高い患者で

は手術治療の方が成績が良く，早期に勧めた方が良いと考えられた．また，鏡視下縫合は正確に

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られた．
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遠位檮尺関節不安定症の診断と尺骨短縮術による治療

DiagnosisandmnarShorteningOsteotomyfOrDRUJhstability

○中 尾悦宏，中村蓼吾，高橋明子，丹羽智史

中日病院名古屋手の外科センター

【目的】日常診療で遭遇する遠位僥尺関節不安定症は，三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷による遠位

僥尺靱帯の機能不全例が多数である.TFCC修復の適応外で尺骨短縮術にて治療した症例をまとめ，

手術手技，成績，画像所見を報告する．

【対象と方法】診断は，病歴，症状，理学所見に画像所見を加え総合的に行う．し線透視による動態

観察や前腕回内，回外位CT像,MRIにて病態の客観的評価に努めるが，徒手検査や関節鏡でのみ

診断可能な例もある.TFCC損傷新鮮例では外固定やTFCC修復術を行うが，陳旧例は靱帯再建術

や尺骨短縮術の適応である．尺骨短縮術を施行した15例15手(男10女5,平均39歳，右7左8,ulnar

variance平均4.0mm)の成績をまとめた．骨切りはstepcutやobliqueに行いplateにて固定し癒合期間

の短縮に努めた．成績は術後1年時と最終調査時(平均3.4年)に評価した．

【結果】術後1年，瘤痛は全手で軽減し，重度3，中程度2，軽度1，無し0の評価法で術前平均2.3から術

後0.5へ改善した．徒手検査で安定性は獲得され,健側比可動域は,掌屈:術前85％から術後96％,背屈:86

から98,回外:72から94,回内:82から94,握力は66から94%へ増加した．成績は長期調査でも維持さ

れ，満足度(10点満点)は平均9.0点であった.ulnarvarianceは平均0.9mmで3.1mmの短縮であった．

約半数にDRUJ近位に骨鰊形成を認めたが愁訴には至らなかった適合不良のDRUJにおいて，術後

経時的に安定したDRUJが形成された興味深い症例も存在した．日手会評価法では,excellent:11,

good:3,fair:1であった．

【考察・結語】TFCCの直接的修復の適応外である慢性的なDRUJ不安定症に対し，尺骨短縮術を施行

した．関節の安定性を獲得し，除痛，可動域や握力の改善が得られる．患者の満足度も高く長期的

に成績の安定した信頼性の高い手術法である．
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遠位榛尺関節不安定性を伴うTFCC小窩部断裂に対する

anchorsutureを用いた靭帯修復術の治療成績

SulgicalResultofTFCCFovealyulsionRepairUsmgAnchorSuture

○村田景一1，面川庄平'，小畠康宣'，田中康仁1,玉井進2
Ⅲ奈良県立医科大学整形外科，2奈良西部病院奈良手の外科研究所

【目的】TFCC深層の尺骨小窩付着部での剥脱損傷は遠位僥尺関節(DRUJ)不安定性の原因となり手術

適応となることが多い．我々は術前検査および術中の関節鏡所見からTFCC深層の小窩部からの剥

脱と診断した症例に対してanchorsutureを用いた靭帯修復術を施行してきた．今回その治療成績を

報告する．

【方法】症例は14例(男性6例，女性8例)14手関節，手術時年齢は平均35歳(16-53歳)である．全例で手

関節尺側部痛を訴え,Foveasign陽性,DRUJ不安定性を認めた．手術方法は手関節･DRUJの鏡視

からTFCCの深・浅層の断裂を評価した後に,11例では尺側小切開から小窩部の掻爬を行い，同部

にanchorsutureを用いて靭帯を縫着した．うち8例は掌背側TFCCの浅・深層を小窩部に縫着し,3

例では掌側のみ縫着した．3例は掌側小切開からTFCC掌側の浅・深層を逢着した．術後3週間の上

腕ギプス，3週間の前腕ギプス固定を施行した後に可動域訓練を開始した．術前後の癌痛(VAS),握

力,DASH,PRWEを比較評価し，仕事・スポーツへの復帰状況を調査した．

【結果】術後，全例で瘻痛の消失または軽快，握力およびDRm不安定性の改善を認めた．DASHは術

前43から術後22に,PRWEは術前44から術後11に有意に改善を認めた．術前に健側のDRmに関節弛

緩を有した女性2例では術後に患側のDRUJ不安定性による愁訴が残存していた．

【考察および結語】TFCCは解剖学的構造が複雑なため，その損傷部位を正確に診断することが重要

である．術前検査や関節鏡検査で尺骨小窩部の剥脱損傷を疑う症例においては，掌背側のどちらの

靭帯が損傷しているのかを正確に診断することが困難な場合がある．今回，鏡視と小切開からの観

察を併用してTFCC修復を行った．短期成績ではあるが，結果は良好であり有用なアプローチと考

えられた．
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檮骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に対する

遠位檮尺関節不安定評価による治療

TreatmentofUharStyloidR･actureswithDistalRadiusFracmreshomtheViewPointof
DRUJInstabinty

○櫛田学，吉本栄治，松田秀策

福岡整形外科病院

【目的】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折では遠位僥尺関節(DR町)不安定性が生じうる．我々

は,X線イメージ下にストレステスト（第54回JSSHサテライトシンポジウムにて発表)を行い，不安

定性有りと判断した場合，基部型，近位型骨折に対しては，骨接合術を行い，先端型，中央型骨折

に対してはDRUJ仮固定(3週間)を行ってきた.今回,不安定性評価の結果と治療法について検討した．

【症例と方法】2011年6月までに観血的治療を行った僥骨遠位端骨折のうち，尺骨遠位端骨折合併例を

除外した128例129関節を対象とした．男性35例，女性93例，平均年齢62歳，僥骨のAO分類ではA2

が3関節,A3が50関節,B2が1関節,B3が2関節,C1が21関節,C2が23関節,C3が29関節であった．

検討項目は単純X線像(尺骨茎状突起骨折の有無とその骨折型)とDRUJ不安定性の有無と治療法，斉

藤のポイントシステムによる臨床評価とした．不安定性の評価は僥骨の整復固定後，前腕中間位側

面像でストレス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．尺骨茎状突起骨折

は中村の分類を用いた．経過観察期間は平均6.1か月であった．

【結果】臨床成績は優119関節,良10関節であった．尺骨茎状突起骨折は129関節中74関節(57%)に認め，

先端部13,中間部14,基部40,近位6，粉砕型1であった．それらのうち不安定性有りとし，観血的

治療を行ったのは129関節中16関節(12%)であった.4関節にDRUJ仮固定を行い,12関節に骨接合を

行った．いずれも不安定性が残存することなく治癒した．また，骨折がなく不安定性を認めた7関節

に対しDRUJ仮固定を行い，良好な結果を得た．

【考察および結語】榛骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に対しては,X線像からではなく遠位榛尺

関節の不安定性の観点からの治療が行われるべきである．
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前腕骨間膜の機能解剖，画像診断と臨床的意義について

FunctionalAnatomyjGraphicEvaluateandSystematicCUnicalTreatmentfOr
hterosseousMembraneoftheForearm

○藤田正樹1，別府諸兄2，清水弘之2
'藤田整形外科，2聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

【諸言】人類は複雑な上肢機能を獲得するため，2本の前腕骨とそれらを連結する軟部組織が発達し，

支持性と可動性という2つの機能を両立させた．前腕骨を連結する主なる軟部組織が骨間膜であり，

その構造は一様の膜ではなく僥骨近位から尺骨遠位へ斜走する腱様線維の集合部分(腱様部）と，そ

の遠位および近位に広がる膜様の部分(膜様部)より構成されている．本研究の目的は前腕骨間膜の

機能解剖，画像診断と臨床的意義について演者の継続的研究の結論を総括的に報告することである．

【方法】系統解剖用死体60体117肢を用いて骨間膜の解剖学的検討を行った．また新鮮死体標本6体を6

肢を用いて同種骨付き骨間膜腱様部標本による前腕回旋運動安定性の再現性を評価した．

【結論】骨間膜腱様部は前腕長に対し僥骨上では遠位より平均39.6～54.8％の部位に，尺骨上では遠位

より平均21.9～42.1%の部位に付着しており，その厚みは遠位部が厚く，なかでも尺骨遠位部が最厚

部になっている．この部分は高率に前腕回旋軸上に存在し,回旋運動中の曲げ歪みも最大になるため，

外傷性変化や不良肢位固定のために癒着を生じやすく，その結果腱様部の生理的伸張性が損なわれ

ると前腕回旋障害を発症する．腱様部の機能評価には超音波検査やMRIによる画像診断が有用であ

るが，簡便性や動的評価が可能な点より，我々は主に超音波検査を用いて腱様部の癒着の有無を評

価している．

【考察】臨床の場で遭遇する前腕回旋障害例の多くは骨性因子と軟部組織性因子の複合障害によるこ

とが多い．骨軸,DRUJ,PRUJの問題を解決した後も残存する回旋障害例では，骨間膜腱様部の不

良伸張性が主因になっている可能性が高く，腱様部切離術の適応となる．しかしながら機能解剖学

的観点から，骨間膜腱様部は前腕の支持性を担う重要な機能を合わせ持つため，切離範囲は最小限

にとどめるのが肝要と考える．
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超音波を用いた前腕遠位骨間膜形態評価

TheEvaluationofDorsalObnqueMembraneoftheFbrearmMeasuredbytheUtrasound

○岡 田潔 ，森友寿夫，三宅潤一，片岡利行，村瀬岡I

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学(整形外科）

【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．特に，骨間膜内

の靭帯様構造の有無は安定性と相関があると報告されているが，その構造にはかなりの個人差があ

ることが知られている．今回我々はこの前腕遠位骨間膜に関して超音波を用いた術前評価を行い，

実際の術中所見と比較し，また術後成績への影響を検討した．

【対象・方法】対象となった症例は15例で，疾患としては関節リウマチ7例,TFCC損傷2例,DR町の

OA2例等であった．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榛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遠位骨間膜の厚みを計測した．骨間膜は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，その厚みを測定し術前の超

音波計測と比較した．また治療法に関して調査を行い，術後成績と遠位骨間膜の構造の有無に関連

性がないかどうか検討した．

【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±0.12mmの誤差を認めた靭帯様構造

を持つものは10例存在し,厚さ0.6mmを閾値とした際の感度,特異度はそれぞれ90%,100%であった．

また，靭帯様構造を持たない症例で，ダラー法術後に遠位榛尺関節の高度の不安定性を来したもの

を認めた．

【考察】近年，遠位骨間膜の靭帯様構造の有無は榛尺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いる.今回の結果から，超音波検査は前腕の遠位骨間膜の評価

にも有用であることが考えられ，また，術前に靱帯様構造の有無を評価することにより，術後の

DRUJの不安定性の程度を予測できる可能性が示唆された．
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三次元実体模型からの病態把握について

～前腕回旋障害における前腕骨変形と骨間膜

EvaluationofthelnterosseousMembranewithThree-dimensionalFullPscaleModels

○國吉一樹1，斉藤忍2，鈴木崇根3，樋渡龍1，橋本健Ⅲ
l千葉大学大学院整形外科学，2城東社会保険病院整形外科，3千葉大学大学院環境生命医学

【目的】我々は前腕骨骨幹部骨折変形治癒に伴う前腕回旋障害の治療において，病態の確認と矯正骨

切りの手術シミュレーションを目的に2005年より三次元実体模型を利用してきた．前腕回旋障害に

おける，三次元実体模型からみた骨間膜の病態について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は前腕回旋障害を呈する前腕骨骨幹部骨折変形治癒ll例．男性9例，女性2例，平

均年齢19(6～47)歳．模型は全例で患側および健側の鏡像を3D-CTDICOMデータに基づき作製した．

榛尺骨間距離の変化に着目して患側と健側のそれぞれの模型を徒手的に回旋させて比較した．健側

と比べ中間位付近での骨間距離の過剰な拡大が認められた場合には骨間膜の相対的な短縮により回

旋が障害されていると判断した．骨間距離の拡大と両骨の衝突を障害の骨性要因とし，骨間距離を

正常化する目的で矯正骨切り術を適応した．術前には全例で近位および遠位僥尺関節の関節造影と

骨間膜のMmを行っている．受傷から手術までの期間は平均16(4～44)ケ月，術後観察期間は平均46

(12～74)ケ月である．

【結果】11例中8例で骨間距離の拡大が認められ,1例で両骨の衝突が認められた．骨間距離の拡大を

認めなかった2例では僥骨の回旋変形が認められた．関節造影および骨間膜MRIでは全例で陽性所見

なしと判断された．治療は全例に矯正骨切り術を行い，うち2例では骨間膜の一部に拘縮を認め，解

離を追加した．結果，回旋arcは術前平均86.から術後平均161.へと有意に改善した．

【考察】本法による病態把握の限界は骨間距離の拡大が小さい場合にある．その場合，回旋障害の主

因が骨間膜拘縮にあり，骨切りが必要でない可能性も考えられる．骨間距離の拡大がどの程度まで

なら骨間膜拘縮による障害であると判断できるかは今後さらなる検討を要する．
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骨間膜病態と手術シミュレーション

一陳旧性モンテジア脱臼骨折における3次元解析一

PathomechanismoflnterosseousMembraneoftheForearmandSurgicalSimulationfOrChronic
MonteggiaR･acmreDislocation

○村瀬剛'，三宅潤一1，岡久仁洋2，片岡利行1，森友久夫】
Ⅱ大阪大学整形外科，2ベルランド総合病院整形外科

【はじめに】独自に開発した3次元解析システムを用いて陳旧性モンテジア脱臼骨折の動態解析と手術

シミュレーションを行ったので報告する．

【対象と方法】10例の陳旧性モンテジア脱臼骨折を対象とした.Badol型7例,BadolV型3例，平均年

齢16歳で，受傷から評価まで109ケ月であった．前腕回内・中間位・回外位の3肢位でCT撮影を行い，

各肢位で作成した3次元骨モデルを重ね合わせることで前腕回旋動態を再現し，骨間膜長を含めた解

析を行ったBadolV型の2例に対しては,3次元的に正確な解剖学的骨形状を再建するための手術シ

ミュレーションとそれに基づいた両骨矯正骨切りを行った．

【結果】前腕回旋軸は，全例で遠位では尺骨小窩付近を通っていたが，近位では正常より前方に偏位

していた.Badol型の7例では，すべての肢位において榛骨頭中心はほぼ前腕回旋軸上に位置し，比

較的安定した動態を示した．骨間膜の等尺性も維持されていた．一方,BadolV型の3例では，僥骨

頭中心は前腕回旋軸から平均6mm偏位して不安定な運動を示し，骨間膜の等尺性は消失していた．

両骨矯正骨切り行った例では，軟部組織修復なしに僥骨頭は整復され前腕動態は大幅に改善した．

【考察】安定した前腕回旋運動には,1．前腕骨の解剖学的形状,2.前腕骨間膜,3.TFCC,4.輪状靭帯，

の4つの要素が重要な役割を担っている．尺骨のみに変形のあるBadol型では，骨間膜の等長性が残

り，安定した前腕動態を示した．従って，尺骨屈曲骨切りにより骨間膜を介した榛骨頭整復を行う

従来の方法が有効と考えられた．一方,BadolV型では骨間膜の等長性が喪失しており，尺骨のみの

操作では不十分である．3次元的骨形状の再建により治療し得た2例の経験から，4つの要素の中で骨

間膜機能とともに骨格形状が重要であることが示唆された．
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肘周辺のスポーツ傷害

高原政利

泉整形外科病院

【症状】瘻痛、ロッキング、可動域制限の有無、日常生活やスポーツでの支障の有無を聴取する。症

状やスポーツの支障度を定量化することが有用である。DASHスポーツはスポーツ活動制限の半定

量化であり有用である。普段を100%としてどの程度できるか数値化する。

【診察】O'Brienが提唱したmilkingmaneuver(movingvalgusstresstest)では肘関節屈曲90度で痛み

が誘発され易い。投球障害肘を有する選手では、肩関節外転と内・外旋の可動範囲の減少、股関節

内旋可動域の減少がみられる。肩甲帯周囲筋のタイトネスがみられる。

X線検査】肘関節45度屈曲位正面X線像、ストレスX線撮影が有用である。

【野球肘の保存療法】肩、股関節の柔軟性の改善、肩甲帯周囲の筋力訓練を行う。

【内側側副靱帯損傷】保存療法抵抗例で、完全な復帰を希望し、約1年間の治療期間を設けることがで

きる場合には靱帯再建術が適応である。

【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｡神経麻溥も軽微である。

Osborne靭帯やArchadeofStruthersの除圧により、スポーツ復帰も良好である。

【小頭離断性骨軟骨炎】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

癒するが、その他は自然治癒困難であり、手術治療の成績が優れている。

【後外側回旋不安定症】内反肘に外側側副靭帯損傷や外上穎裂離骨折が生じると、後外側不安定症に

なり易い。

【肘頭骨端離解・肘頭骨端線閉鎖不全】瘻痛が著明な例には手術療法が有用である。

【肘頭疲労骨折】X線で骨折線が認められないことがある。骨移植と内固定が必要であるが、再発し易

いo

-S202-



干骨司鯆fh…-

2-1-IL7 ４
月
加
日
第
１
会
場

MultipleNerveCompressionintheUpperExtremity

I
Tsu-MinTsai

ChristineM.KleinertHandandMicrosurgerylnstitute,Louisville,Kentucky

Anunsatisfactoryresultmayoccuriftheclinicianfailstodiagnoseallofthesitesresponsiblefbr

compressionneuropathy.NervefUnctioncanbeconsideredtobeequivalenttotrafficonahighway.

Trafficslowingattheentranceofatunnelissimilartonervecompressionatananatomicsite.Both

themedianandulnarnervespassthrough4tunnelsthatincludethecervicalforamen,thoracic

outlet,elbow｡andwrist.

Ourexperienceisthatmultiplenervecompressionisafrequentlyunder-diagnosedcondition.

Cervicaldiscdiseaseorosteoarthritismayleadtoradiculopathy.Thoracicoutletsyndromeis

aproximalcauseofnervecompression.Pronatorcompression,cubitaltunnel,andradialnerve

compressionlikewisefrequentlycoexist.Ahistorycompatiblewithcompressionneuropathy

combinedwithprovocativefindingsincludingapositiveTinel'sandsymptomsreproducedby

compressionarethemostreliablemeansofarrivingatacorrectdiagnosis.

Thoracicoutletsyndromeremainsaclinicaldiagnosis.Thepatientwithcubitaltunnelfrequently

relatesahistoryofpainandnumbness.Hypesthesiamaybepl･esentonthedorsalulnarhand.A

mostsensitiveclinicaltestfOrcubitaltunnelsyndl･omeisthecubitaltunnelstresstest,perfonnedby

elbowhyperilexionandshoulderadduction.

Steroidinjectionisanintegralpartofourwork-upofthepatientwithcarpaltunnelsyndrome.

Theresponsetosteroidiniectionhelpstoconfirmthediagnosisofcarpaltunnelsyndrome,as

wellaspredictthesuccessofsurgicaltreatment・Twofindingshelptodifferentiatecarpaltunnel

frompronatorsyndrome.Nocturnalsymptomsareoftenabsentinpronatorsyndrome.Inaddition,

hypesthesiainthethenareminenceissuggestiveofpronatorsyndrome,becausethepalmar

cutaneousbrancharisesproximaltothecarpaltunnel.

Ifsteroidi可ectionrelievessymptoms,thelikelydiagnosisiscarpaltunnelsyndrome.Iftheresults

ofnerveconductionaremildtomoderateandsteroidinjectionofthecarpaltunnelfailstoimprove

symptoms,thediagnosisiscarpaltunnelandpronatorsyndrome.Inthissituation,proximalsitesof

compressionatthethoracicoutletandcervicaltunnellnustalsobeevaluated.Ifnerveconduction

studiesshowseverecompressionofthemediannerve,steroidiniectionmaynotimprovesymptoms.

Inthisscenariowewillfrequentlyproceeddirectlytocarpaltunnelrelease.

Pre-opeI･ativeevaluationofallpotentialsitesofnervecompressionwillleadtothemostsuccessful

surgicalresultswhentreatingcompressionneul･opathyoftheupperextremity.
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SoftTissueBiomechanics:

ASearchfortheEtiologyofCarpalTunnelSyndromeand

Tri9gerFinger

Kai-NanAn

BiomechanicsLaboratory,DivisionofOrthopedicResearch､MayoClinic,
Rochester.MinnesotaUSA

Softtissuedisol･dersinthehandandwristlikelyconstitutethemostcommoncomplaintstreatedby

hand-careprofessionals.Surgicaltreatmentsfbrmanymaladiesaregenerallysuccessful.However,

evidence-basedguidelinesfordeterminingsurgicaltreatmentoverconservativetreatmentare

lacking.

Understandingtheunderlyingpathophysiologyandetiologyiscriticalfortreatmentplanning.

Themostcommon6ndingincarpaltunnelsyndromeandtriggertingeristightnessinthespaces

betweenthetendonandsurroundingtissues.Suchafindingcouldbeduetoswellinginthespace,

orchangeofcomplianceinthesurroundingtissue.Inthecarpaltunnel,thesubsynovialconnective

tissuesurroundingthetendonprovidesthestructuralsupportforthevascularsupply.Duringtendon

excursion,thetissuedefbrmationpresentsinauniqueway.Repetitivetendonmovementsimpose

repetitivestrainsonthetissue,whichcouldresultinmicrodamage,andthusinitiatethefibrosis

processandthecontentinthespace.Onthecontrary,fbrtriggeriingeranddeQuervain'sdisease,

thetighmessofthespacemightbeduetothereactiveprocessofthechondroidmetaplasiaofthe

sheathandtendoninresponsetothemechanicalloading,especiallyduringcompressiveandshear

stresses.Afewrecentobservationsprovidebetterunderstandingofthemechanotransductioninthis

process・Intermsofthecomplianceofthetunnelandstiffnessofthesurroundingtissue,bothm

W"oandi"Wvoevaluationshavebeenperfbrmed,whichdefinitelydemonstratestheil･rolesinthe

developmentofcarpaltunnelsyndromeandtriggerfinger.

Inthislecture,theinterdisciplinaryapproachesofsofttissuebiomechanicsbasedon"1v/"o

cadavericexperiments,/"vivomedicalimaginganalysis,andanimalandcellularbiologicstudies

willbedemonstrated.
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テニス肘に関与する解剖所見：

手関節伸筋共同腱起始部の生体力学的所見との関係

AnatomyoftheLateralElbow:RelationshipbetweenBiomechanicalFindingsand
theOriginofCommonWifistExtensors

○青木光広1,田中祥貴3,射場浩介2,金谷耕平2,和田卓郎2
Ⅱ札幌第一病院整形外科，2札幌医大，3清恵会病院整形外科

動画で肘関節外側部を観察すると，前外側関節包は上腕骨小頭と僥骨頭を被い，回外筋上腕骨起始

部に覆われ，その外面を短僥側手根伸筋(ECRB)の起始部腱が被う．外側側副靭帯は総指伸筋(EDC)

起始部の下層に存在し,ECRB起始部の後方に位置する．外側側副靭帯は上腕骨外側上穎遠位部の最

深層より起こり，僥骨頭の周囲に張る輪状靱帯へ線維を広げて停止する.ECRBは長僥側手根伸筋

線維(ECRL)と連続しながらEDC起始部の深層に位置し，回外筋上腕骨起始部を被い上腕骨外側上

穎基部より起始する.EDC起始の大部分は上腕骨外側上顎の近位部表層より起こり，その下層に筋

線維を伴う.EDC腱線維の一部は深層に移行し,ECRB腱と交わり，上腕骨外側上穎基部に起始す

る.ECRL,ECRBおよびEDCの遠心性収縮，肘関節肢位，内反ストレス負荷を計測条件として，直

径6mm圧センサを用いて解剖標本の伸筋共同腱起始部と上腕骨小頭間に生じる接触圧を測定した．

ECRLおよびECRB腱への牽引負荷時，接触圧は肘屈曲0度，前腕回内，内反ストレス（自重+1.96

Nm)負荷時に最大となり(ECRL:107.1kPa,ECRB:107.2kPa),肘屈曲90度，前腕中間，内反スト

レス負荷なし時に最小となった(ECRL:6.1kPa,ECRB:13.9kPa).ECRB負荷時とECRL負荷時に接

触圧の差を認めず,EDC負荷時の接触圧はECRLやECRB負荷時より有意に小さかった．多重比較で

は牽引負荷した腱の種類，前腕回旋に関わらず，接触圧は肘屈曲0度および内反ストレス負荷(前腕

自重または前腕自重+1.96Nm)時に有意に大きかった．圧計測結果と肘関節前外側部の解剖所見が一

致することは，手関節伸筋腱起始部に加わるストレスがテニス肘の原因の一つであることを示唆し

ている．
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短檮側手根伸筋と回外筋との関係性に着目した解剖学的研究

一外側上穎炎の病因について

AnAnatomicSmdyoftheExtensorCarpiRadialisBrevisandtheSupinatorin
RelationtotileLateralEpicondylitis

○二村昭元'，若林良明2，大川淳2，秋田恵一Ⅱ
Ⅲ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

【目的】上腕骨外側上穎炎の病態には諸説あるが主には短僥側手根伸筋起始部での微少断裂と血管増

生変化を主たる病態としたenthesopathyと考えられている．短僥側手根伸筋は長僥側手根伸筋や総

指伸筋などの浅伸筋群の一部であるのに関わらず病変がそこに限局することが特徴的である．そこ

で本研究の目的は外側上穎炎の病因究明のために短僥側手根伸筋起始部の特殊性を周囲筋腱構造と

関連させて解剖学的に検討することである．

【方法】東京医科歯科大学解剖実習体10体20肘を用いた．上腕骨遠位1/3にて上肢を離断し遠位で腕僥

骨筋，浅伸筋群を同定し近位方向へ剥離して短僥側手根伸筋起始部から肘関節にかけて各筋の走行，

筋・腱成分と各筋同士の付着に着目して観察した．

【結果】筋性に幅広く外側上穎骨稜前方から起始する長榛側手根伸筋に対し，短僥側手根伸筋は筋線

維を伴わない腱性部のみで外側上穎の前方よりから限局して起始し，長僥側手根伸筋は短榛側手根

伸筋の上に筋成分で覆うように隣接していた．回外筋は外側上穎後方，僥側側副靱帯より起始し肘

関節僥側上を関節包の浅層短僥側手根伸筋の深層を通って僥骨へ停止していた．特に短僥側手根

伸筋に覆われる肘関節上では筋成分が存在しない薄い腱性部のみが走行していた．腕僥骨筋は長・

短榛側手根伸筋前方の肘関節上を筋性分として走行していた．

【考察】短僥側手根伸筋は比較的長い腱性部のみで限局した領域より起始し，回外筋の薄い腱膜と腕

僥関節上で接触し，その部分ではいずれも筋成分を含まない腱性部同士が摺動すると考えられる．

よって短僥側手根伸筋のみならず回外筋腱膜との関係性が外側上穎炎の病因に寄与することが推測

された．
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上腕骨外側上穎炎のMRI,関節鏡，手術所見

CorrelationamongMRImagings,ArthroscopicFYndings,andSurgicalFYndingsinLateralEpicondylitis

○百瀬能成'，内山茂晴1，伊坪敏郎1,百瀬敏充2,加藤博之］
！信州大学整形外科，2諏訪赤十字病院整形外科

上腕骨外側上穎炎難治例の病態はいまだ一定の見解が得られておらず，滑膜ひだなどの関節内病変

の関与が示唆されている．今回難治性の上腕骨外側上顎炎に対し我々が行っている直視下手術につ

いて術後臨床成績を検討し，手術症例のMRI所見と肘関節鏡所見とを対比させた．症例は2001年9月

から2010年11月までに手術治療を行った10例10肘．年齢は平均51.1歳(32～65歳),男5例，女5例．術

前罹病期間は平均18.4か月(6～48か月)．臨床評価は上腕骨外側上穎の圧痛，痙痛誘発テスト，肘関

節ROM,握力，機能評価はDASHscoreを用い，それぞれ術前術後で比較した.MRIではEC冊腱

起始部の腱の肥厚や信号強度変化の有無，腕僥関節部の関節包の変化，滑膜ひだの存在を評価した．

MRIでは全例術前T2強調画像で腱起始部に高信号域が認められ，腱の変性や断裂が示唆された．関

節鏡所見では，関節包断裂例は2例のみで,ECRB腱の状態把握は不可能であった．関節症性変化

は6例，僥骨頭周囲の滑膜ひだは4例に認められたが，症状との関連は明らかではない．鏡視後直視

下にECRB腱変性断裂部の切除縫縮，もしくは切除のみを行い関節内構造物には追加処置を加えな

かった．術後臨床成績はl例をのぞき良好で,DASHscoreは術前平均45.9点から平均18.6点に改善し

た．病理所見はいずれも断裂を伴った変性と血管新生が認められた．術後再度MRI撮影した症例で

は術前の高信号領域は消失しており，腱様組織の再生が示唆された．MRIはECRB腱の異常を描出す

る点で有用であった．関節鏡では特異的な所見は認められなかった．上腕骨外側上顎炎はECRBの

enthesopathyであり，滑膜ひだの関与については不明である．
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治療保存注射療法

ConservativeTreatmentLocallnjectionandlntraarticularlnjection

井 上貞宏

井上整形外科

【目的】テニス肘に対しては外側上穎へのステロイド注射(局注)が行われることが多いが，効果のな

い場合には局注を繰り返しても成績は向上しないとされている．今回，他の注射療法として，トリ

アムシノロンの肘関節内注射(閑注)と局所多数回穿刺法(Peppering法)の成績を検討した．

【対象および方法】関注を行ったのは56例60肘(男性31例，女性25例，平均年齢54歳)であり，それ以

前の局注で効果が不十分であったものが24肘，初回の注射として関注を行ったものが36肘であった．

Pep法は局注や関注で効果がなかった16例19肘(男性9例，女性7例，平均年齢58歳)に行った．成績判

定にはNirschlの評価法を用いた．

【結果】関注の成績(平均9ヶ月)はExcellent(E)が25%,Good(G)が23%,Fair(F)が25%,Poor(P)が

27％であった.Pep法の成績(平均11ケ月）はEが16%,Gが21%,FとPがそれぞれ32%であった．両

者の中で平均4年以上の成績が確認できた61肘ではG以上が84%であり，関注やPep法を行っても疾患

の自然経過に悪影響はないと考えられた．

【考察および結語】演者は2005年にトリアムシノロンの局注の成績を報告したが，関注の成績は局注

に劣るものではなかった．関注の効果としては薬剤の浸潤による効果と関節内病変に対する効果が

考えられる．本症は筋腱付着部のtendinosisが主病変として一義的に重要であるが，腕僥関節部に潜

在する副病変が関与し，症候を複雑にする可能性が指摘されている．副病変の関与は症例ごとに検

討されるべきであるが，局注で効果不十分の場合には副病変の可能性を考えて関注を試みても良い

と考えられた．しかし，局注や関注でも効果がない場合には局所の出血を促し，変性を損傷や炎症

に変え，治癒機転を促す可能性のあるPep法は試みても良い手段であると考えられた．
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上腕骨外上穎炎に対するNirschl法の術後成績

CHnicalResultsofNirschlOperationinLateralEpicondyntis

○岡 田正 人，赤川誠，廣村健太郎，前岡勇人，松本忠美

金沢医科大学整形外科

【目的】保存的療法に抵抗する上腕骨外上穎炎にNirschl法による観血的療法を行い，術後成績を検討

したので報告する．

【対象と方法】術後1年以上経過した39例,41肘を対象とした．性別は男23例，女16例，手術時年齢は

30歳～70歳(平均46歳)で，術後経過期間は1年4カ月～25年5カ月(平均13年11カ月)であった．

【結果】Nirschlの判定基準に従うと,excellentl8肘,goodl8肘,fair3肘,failure2肘で,good以上

の成績は41肘中36肘(87.8％)であった．短僥側手根伸筋の手術時の肉眼的所見は，白色腱様変化が31

肘，表面の断裂不整像が5肘にみられ，腕榛関節内に肥大した滑膜雛壁を認めたものは4肘であった．

病理組織学的所見は短榛側手根伸筋付着部に小円形細胞の浸潤を伴う慢性炎症所見がみられ，変性

変化の強い症例ではnbroblastと毛細血管の増殖が著しくangiofibroblastichyperplasia像がみられた．

【考察，結論】我々は術中に短僥側手根伸筋に白色腱様変化，断裂不整像を認めたこと，組織学的に

慢性炎症所見やangiofibroblastichyperplasia像を認めたことより，本疾患は退行変性を基盤とした

短僥側手根伸筋にoveruseによるmicroscopicあるいはmacroscopicな断裂が生じ，その後嬢痕化が形

成されて本疾患が発症すると考えたい．また我々は41肘の本症にNirschl法を行ない36肘．87.8%に

良好な成績が得られたことから,Nirschl法は上腕骨外上穎炎の手術方法として優れた方法であると

考える．
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上腕骨外上穎炎に対する関節鏡を併用した直視下手術の治療成績

'IY1eResultsofOpenSurgeryAssistedwithElbowArthroscopyfOrHumeralLateralEpicondylitis

○ 今 田 英 明 ， 渋谷早俊，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】近年，上腕骨外上穎炎に対する鏡視下手術の良好な成績が報告されているが，一方で後

骨間神経傷害や癌痛残存例の報告もある．当科では本疾患に対して安全性ならびに病変部への確実

な処置の観点から関節鏡を併用した直視下手術を行っている．今回その治療成績を報告する．

【対象】対象は保存的治療が無効の11例(女性8例，男性3例)で，手術時年齢は46.0(37～77)歳，術後経

過観察期間は9.6(3～30)か月であった．手術は全例とも仰臥位にてまず前内側portalより4mm30.斜

視鏡を挿入しECRB近位の状態を関節内より観察した．さらに肘を他動的に屈伸させ，増生した滑膜

や滑膜ヒダの腕榛関節内への嵌頓，輪状靭帯の僥骨頭への乗り上げの有無などを確認した．前外側

portalらのprobingは必要に応じて行ったがshavingなどの関節内操作は行わなかった．続いて肘外側

に約6cmの切開を加えNirschl法に準じて外上穎よりECRL起始部をいったん挙上しECRB付着部を露

出した．先の鏡視所見を参考に変性部を関節包を含め切除することで腕僥関節を開放し，この部か

ら必要に応じて輪状靱帯の部分切除や滑膜ヒダの切除を行った．肘を伸展することで腕僥関節後方

の滑膜ヒダの切除も可能であった．最後にECRLを修復し手術を終了した．術後は約2週間の外固定

後自動運動を許可した．

【結果】全例平均2.2か月で原職へ復帰しJOAscoreは術前平均23.0(4～44)点が術後平均81.1(63～97)

点へ改善した．手術創部の痛みや後骨間神経麻揮といった合併症を生じた症例はなかった．

【考察】上腕骨外上顎炎に対する関節鏡を併用した直視下手術は合併症のリスクを減少し確実な除痛

効果を得られる有用な術式と考えている．
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上腕骨外側上穎炎(難治例)に対する肘鏡視下手術による治療成績

ArthroscopicSurgeryfOrLateralEpicondylitis

○新井猛，別府 諸 兄 ， 清 水 弘之，安藤亮，田中雅尋

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

上腕骨外側上穎炎の手術療法でBosworth法やBoyd法ではECRB起始部での処置に関節内病変への

処置を術中所見に応じ追加する．関節鏡視下手術では関節内病変，関節外病変双方への処置が低侵

襲で可能である．

【目的】われわれが2005年より施行してきた肘関節鏡視下手術について，術前診断と術中鏡視所見な

らびに手術成績について検討し，難治性上腕骨外側上穎炎の病態について検討すること．

【対象および方法】男性22例23肘，女性14例15肘の36例38肘を対象とした．平均年齢は47歳で，手術

までの期間は平均11カ月であった．術前に圧痛部位の他われわれが行っている前腕を回内しなが

ら肘伸展ストレスを加えて腕僥関節後方に瘻痛を誘発するfringeimpingementtestを施行し，画像

診断では単純X線以外に超音波検査とMmを施行し，滑膜ヒダの存在やECRB起始部の病変の確認を

行った．手術は前方鏡視でのECRBの切離と滑膜ヒダおよび滑膜切除を施行，腕榛関節鏡視での滑膜

ヒダおよび滑膜切除とECRB起始部が鏡視可能であった症例に経皮的にドリリングを追加した．手術

成績はJOAスコアーにて行った．

【結果】術前のfringeimpingementtest陽性率は33肘であった．術中鏡視所見で滑膜ヒダの存在と滑

膜増生は38肘全例に認めた．前方鏡視で外側関節包の断裂は認めなかったのが8肘で線状の断裂が18

肘，穿孔状の断裂が13肘であった．術前のJOAscoreは平均26点であったが，術後平均4カ月の経過

観察時は平均80点に改善していた．

【考察】滑膜ヒダや滑膜増生は高率であるが術前のFIT陽性率が高いことより腕僥関節鏡視での鏡視

所見や滑膜切除が治療成績に影響していると考える．
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TheCurrentStatusofCarpaITunnelSyndromeintheUSA
d､霞

淘一驚．

！＝ー篁鐘識

RobertM・Szabo

UniversityofCalifomia,DavisSchoolofMedicine
４
月
釦
日
第
２
会
場

Carpaltunnelsyndrome(CTS)isthemostcommonlydiagnosedandtreatedcompression

neul･opathy.ItsincidenceintheUnitedStateshasbeenestimatedtobelto3casesperl,000

subjectsperyear,withaprevalenceof50casesperl,000subjects.Theincidencemayriseashighas

l50casesperlOOOsubjectsperyear,withprevalenceratesgreaterthan500casesperlOOOsubjects

incertainhigh-riskgroups.Theincidencemayriseashighasl50casesperlOOOsubiectsperyear,

withprevalenceratesgreaterthan500casesperlOOOsubjectsincertainhigh-riskgroups.Estimated

annualCTRisbetween400,000and500,000cases.TbchniquesofCTRhaveevolvedwithnewer

technologies.Theuseofanendoscopetoreleasethecarpaltunnel(endoscopicCTR)wasoriginally

describedinl989byOkutsuinJapan.8Bothopenandendoscopictechniquesweretraditionally

peribrmedundergeneralanesthesiawhichledtoaninpatienthospitalstay.Forthepastthirtyyears,

therehasbeenaparadigmshiftinperfOrmingmanysul･gicalproceduresonanoutpatientbasis・At

6rstCTRwasaccomplishedwithalargesurgicalexposure,andgeneralanesthetics,thatledtolong

recoverytimes.NowCTRcanbeperformedthroughasmallincisionutilizinglocalanesthetics

whichleadtosamedaypatientdischargeshome.CTRcanbeaccomplishedsafelyintheambulatory

setting.Financialincentivestobothprovidersandpatientshavelikewiseinnuencedthisshift.

Forinstance,theintroductionofambulatorysurgicalcentersprovidespatientsanalternativeto

inpatienthospitalcal･e.CTRisasubstantialburdentosocietyintermsofitscostandlossofpatient

productivity.ldentifyingcertaintrends,at-riskpopulations,and/orsurgicalfactorsmayhelpalleviate

thisburden.Theetiology,diagnosis,pathophysiologywillbepresentedaswellasastudyperfbrmed

thatdescribesthechangesinthepatientdemographicsthatunderwentcarpaltunnelreleaseinan

ambulatorysettingbetweenl996and2006intheUnitedStates.
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患者立脚の視点からみた手根管症候群の評価

EvaluationofCarpalTunnelReleaseh･omaPatientIsViewpoint

○麻田義之1，松本泰－2，池口良輔3，山本博史4
1田附興風会北野病院整形外科，2倉敷中央病院整形外科，

3神戸市立医療センター中央市民病院整形外科，4三菱京都病院整形外科

【目的】実際に手術を受ける患者の側からみた関心事一｢手術を受ける際に気になる事｣－という視点

から,OCTRとECTRに有意な差があるのか，そして患者が受けている手術の実態はいかなるものか

を調査・検討した．

【方法】先ず患者への直接アンケートで，手の手術に受ける際の関心事を調査した．その結果に基づ

いて，演者が行っている小2皮切のOCTR(以下0群)132例158手(男26,女106)と，対象群として手外

科専門医によって行われた2ポータルECTR(以下E群)65例68手(男20,女45)との比較を行った．さ

らに，地域の基幹病院45施設にアンケート調査を行い，手術の実態を調査した．

【結果】アンケート調査の結果,患者の関心事として回答が多かったのは,麻酔方法，日帰りか入院か，

術後の合併症術後外固定の有無，手術時間，手術費用であった.O群とE群で差を認めたのは，外

固定の有無(O群は無し,E群で7日間のシーネ固定),手術時間(平均で0群19,4分E群28.4分),手術費

用の患者負担(E群やや高額)であり，その他は，両群とも局所麻酔，日帰り手術で，術後合併症，術

後成績にも特記すべき差は見出し得なかった．各施設へのアンケート調査の結果，手術法は鏡視下

法10,小2皮切法15,小l皮切法ll,従来法9であった．麻酔は局所麻酔23伝達麻酔19,全身麻酔3,

日帰り手術35入院10,その他の点でも各施設間のばらつきは顕著であった．

【考察】手術を受ける患者の立場から評価した場合OCTRとECTR間に差は少なく，両者を対比すべき

手術としての議論が必要かは疑問を感じる結果であった．現実には各施設での手術の実態の違いは

予想以上に顕著で，患者の要望に答えるためには治療の標準化を図る努力が必要と思われた．
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ECTR(Chow法について）

EndoscopicCarpalTunnelRelease(ChowMethod)

○木村元1，別府諸兄2，清水弘之2，新井猛2，松下和彦3
1木村整形外科，2聖マリアンナ医科大学整形外科学講座，3川崎市立多摩病院整形外科

【目的】鏡視下手根管開放術(以下ECTR)のうちTwoportal法，いわゆるChow法に関してその適応，

方法，成績について報告する．

【適応】本術式の適応は保存療法に抵抗する手根管症候群症例で，基本的に従来法の手術適応と大き

く変わらない．血液透析例に対しては滑膜切除の必要性の点で意見が分かれるが，除圧のみでも十

分な治療効果が得られるので，われわれはよい適応と考えている．

【術式】局所麻酔下に手関節部と手掌部に約lcmの皮切を加え，手関節部より手根管内にカニユーラ

を挿入して，屈筋支帯をすくうように進めて手掌に貫通する．固定されたカニユーラのスリットか

ら屈筋支帯を鏡視しつつ，切離操作を行う．

【症例】1993年ll月から2011年10月までに636例745手に本法を施行した症例の内訳は特発例333例

388手，血液透析例303例357手であった．

【結果】本法により術後早期に最も期待できる効果としては除痛効果であった．術前に夜間痛や透析

中の疾痛があった症例では，手術直後から速やかに瘤痛が消失した．しびれや母指球筋萎縮の回復

は罹病期間や年齢に関係してくるため，経過は症例ごとに異なった．再発は18例20手に認めた(全例

中2.7％,透析例中5.6％)．再発例は全例血液透析例で,初回手術から再手術までは平均5年4カ月であっ

た．再発例20手のうち11手に対して再度ECTRを,9例には従来法を施行した．重篤な合併症は,11

例ll手(1.5%)に生じた．内容としては正中神経損傷l例，尺骨神経損傷1例，指神経損傷1例，指神経

と浅掌動脈弓の同時損傷が1例,屈筋腱損傷1例,浅掌動脈弓損傷1例,屈筋支帯の不完全切離5例であっ

た．いずれも早期に発見し，修復または追加切離を施行した．

【結語】合併症の可能性は無視できないが，正しい指導の下に慎重に行えば，本法は低侵襲で有用な

方法と考える．
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奥津法による特発性手根管症候群鏡視下手術の長期成績

LongtermFbUowEupResultsofldiopathicCarpalTunnelSyndromePatientsTreatedwith
theOkutsuMethod

○奥津一郎'，浜中一輝'，吉田綾2
'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

【目的】特発性手根管症候群に対して行った奥津法による鏡視下手根管開放術の長期成績を評価する．

【対象/方法】1986年から2011年9月の間に，特発性手根管症候群患者に対してUniversalSubcutaneous

Endoscope(USE)systemを用いて，局所麻酔下に，前腕1箇所の皮切から屈筋支帯とDistalHoldfast

FibersoftheFlexorRetinaculumを切離する手根管完全開放・完全除圧による初回手術を行った患

手数は2,385手である．患手は翌日より自由に使用させた．この内，臨床症状(しびれ感,3gm痛覚計

による痛覚,2gmv.Freyhairによる触覚，短母指外転筋に代表される母指外転筋徒手筋力テスト）

ならびに電気生理学的検査結果の全てが術前と術後8ケ月以上(過去の検討から術後8ケ月以内に最終

的な筋力回復が得られる)，完全に追跡調査できた1,006手を対象とした．

【結果】女性897手，男性109手で，手術時平均年齢は58.2歳，平均追跡期間は3.2年(最長23.3年),臨床

症状改善率はしびれ感85.2％，痛覚障害93.4%，触覚障害89.4％で，平均改善期間は，しびれ感8.8週，

痛覚障害6.6週，触覚障害8.2週であった．術前筋力が0,1,2,3を示した患手(569手)中，術後4,5に改善し

た患手は392手で改善率は69％であった．術前の知覚神経遠位潜時(DSL)は平均4.7msec.(n=599手),

測定不能407手；運動神経遠位潜時(DML)は平均6.4msec.(n=869手),測定不能137手．術後は同様

にDSL平均3.3msec.(n=964手),測定不能42手;DMLは平均4.3msec.(n=977手),測定不能29手と改

善していた．合併症の発生率は0.2％(5/2,385手)で血腫形成とGuyon管症候群で，神経損傷，腱損傷，

創感染はなかった．再発率は0.08%(2/2,385手)であった．

【結論】本法は術後のADL制限も軽く，手術成績も安定しており，合併症，再発も少ない事が明らか

となった．
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EETRvsOCTR:特発性手根管症候群に対するECTRの適応は

OCTRより少なく正中神経機能回復に差はない

ECTRvsOCIR:IndicationofECTRfOrldiopathicCarpalTunnelSyndromeislimitedandNoFaster
RecoveryoftheMedianNerveFunctionWhenComparedwitilOCTR

○内山茂晴，中村恒一，伊 坪敏郎，林正徳，加藤博之

信州大学整形外科

特発性手根管症候群(CTS)に対する2-portalECTRの成績，適応とOCTRとの比較，問題点を，われ

われがこれまで行ってきた臨床研究のデータをもとに述べる．

【方法】l.OCTRvsChow原法ECTR:OCTR65人とECTR87人の比較研究で，術後の神経伝導速度

(NCV)とCMAP振幅の回復を経時的に比較した.2.信州大学式ECTR(カニューラ挿入前にTCL近位

と遠位を部分切離)の成績:119人の臨床症状,DASH,NCVの回復と合併症を調査し，原法ECTRと比

較した．3.信大ECTRの手根管内圧変化:30例にカニューラ挿入からTCL切離までの手根管内圧を

持続的に測定し，臨床症状,NCVの回復を調査した.4.信大ECTR中の手技困難:ECTRを第一選

択で行った292例について，遭遇した手技困難，その対処と結果について調査した．以上の研究から

特発性CTSに対する信大ECTRの位置づけについて検討した．

【結果】l.術後正中神経機能悪化は原法ECTR群で12例,OCTR群でl例と有意にECTR群で多かった

(P=0.004).(ClinNeurophysiol2002,2004)2.信大ECTRでは術後正中神経高悪化は2例で，原法

ECTRよりも合併症が少なかった.(Arthroscopy2007)3.カニユーラをentryportalからexitportal

へ通すときに手根管内圧は急上昇し,2000mmHg以上の圧が生じる可能性がある．(ClinBiomech

2010)4.54手で挿入抵抗が大であり,8手は遠位皮切延長又はOCTRに変更した．一方手技を続けた

46手中4手で症状悪化を認めた．

【考察】カニューラ挿入時の手根管内圧上昇は予想外に高いが正中神経機能へ及ぼす影響について

は不明である．すなわちECTRは潜在的に正中神経損傷を引き起こす可能性のある手技であり，カ

ニユーラ挿入時抵抗を極力低くすることが重要である．特発性CTSであっても手術適応はOCTRよ

り少ない．
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手掌部小皮切手根管開放術の治療成績

OutcomeofCarpalTunnelReleasewithSmallSkinlncisionmrldiopaillicCarpalTunnelSyndrome

○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
1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国立成育医療研究センター外科系専門診療部

【目的】特発性手根管症候群に対する手術は大きくわけてOCTR,ECTRがある．われわれは手掌部小

皮切開放術を施行している．今回その治療成績を検討する．

【方法】対象は133例142手，性別は男性26例，女性107例，平均年齢63歳，術前浜田分類でGradel:55

手,Grade2:80手,Grade3:7手であった．適応は初診時に知覚障害のみであればまず保存療法を行い，

3カ月間経過観察し，改善のない場合に手術を施行した．なお，母指球筋に高度の萎縮がみられ，対

立不能,perfectO不能，巧徴運動障害が主訴に含まれる場合は母指対立再建術を施行しており，今

回の検討には含めていない．検討項目は術後成績を浜田の評価基準(3段階)で，術後自覚症状をVAS

で評価した．術後成績においてGood群とFair群にわけて年齢，自覚症状発症からの罹病期間につい

て検討した．

【成績】全例で夜間痛．強いしびれは術後早期に消失した．浜田の評価ではGradel:Good50手,Fair5手，

Grade2:Good64手,Fairl6手,Grade3:Good4手,Fair3手であり,Poorの症例はなかった．術中，

神経・血管などの医原性損傷はなかった．成績Fair群はGood群にくらべて，有意に高齢，長い罹病

期間であった．

【結論】本法は手掌腱膜を温存しており，正中神経手掌皮枝損傷を生じにくい．さらに，小皮切で直

視下に半回枝を含め神経の除圧を確認でき，必要であれば神経周囲の癒着剥離，滑膜切除も可能で

あり有用であった．
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PillarpainからみたECTRvsOCTR
ChnicalAnalysisofPinarPainafterEndscopicCaIpalTunnelRelease-reactionofSuteroidlniection

○小西池泰三

岡山赤十字病院整形外科

【目的】手根管症候群術後の原因は未だ解明されておらず，その定義そのものも不明確である.Pillar

painの原因は皮下神経の損傷であり盲目的に皮下切開を行うECTRの限界が指摘され，直視下に皮下

神経を確認する小皮切OCTRが有用という意見もある．我々 はECTR後のpinarpainの性状および術

後手根管内にステロイドを注入し,Pillarpainについて若干の知見を得たので報告する．

【対象および方法】146手(男26手，女120手，平均年齢60歳)(A群).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),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).圧痛は術後圧痛計を用いて評価した．

【結果】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か月で全例が消失した.B群では術後1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1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．

【考察】小皮切OCTRにおいてもpillarpainは消失せず，牧らはその頻度は術後3ケ月で27%であるとし

ている．このことからもPillarpainの原因が皮下神経の損傷とは考えにくい．トリアムシノロンはベ

タメタゾンより作用時間が長く,pillarpain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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DegradationoftheNeuromuscular｣unctionafterTraumatic

PeripheralNervelnjuriescanbePrevented
４
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場

RanjanGupta

UniversityofCalifbrnia,Irvine

Thecurrenttherapeuticparadigmaftertraumaticnerveinjuriesistosurgicallycoaptthenerve

withouttension.Whentherearesegmentalnervegaps,nerveautografts,conduits,andallograftsare

usedtobridgethesegaps.Yet,patientswiththeseinjuriesareoftenleftwithsignificantfUnctional

deficitsdespiteoptimalmedicalmanagement.'Ibaddresssomeofthechallengesofpoorfunctional

recoveryaftertraumaticnerveinjuries,currentresearchbymanygroupsisfocusedonimproving

bothratesandspecificityofnerveregeneration.Althoughnerveormuscletransferscanimprove

somefunction,recoveryisalsooftenlimitedbyendorganatrophy.Prolongeddenervationis

knowntoleadtofibrosisandfattyinfiltrationofmuscletargets.Onthemolecularlevel,thenerve-

muscleinterfaceiscomprisedofthemotoraxon,perisynapticSchwanncell,andacetylcholine

receptors(AchR)andisknownastheneuromuscularjunction(NMJ).Aftertraumaticnerve

injuries,theNMJundergoessignificantdegradation.Recentworkfiomourgrouphasconfirmed

thatdenervationleadstoretractionofneuralandSchwanncellelementsfiomthemotorendplate

whichsubsequentlydestabilizestheNMJwiththeensuingdegradationofacetylcholinereceptors.

Furthennore,agrinisgraduallylostfromthemotorendplateduringthedenervationprocessbythe

actionofmatrixmetalloproteinase-3(MMP-3)fmmperisynapticSchwanncells.Thislossofagrin

causesdephosphorylationofdownstreamtargetsthatareactuallyresponsiblefbrthemaintenance

oftheneuromuscularjunction.Withthisdetailedunderstandingofthecellularandmolecular

changestotheNMJaftertraumaticnerveinjury,wesoughttodetermneifinactivationofMMP-

3wouldpreservetheNMJandimprovefUnctionalrecovery・WorkfromMMP-3knockoutmurine

modelsshowedthatAchRsremainedintactwiththepresenceofagrinfOrmonthsafternerveinjury.

FunctionalassessmentofthemuSclesdemonstratedthattheamountofactivationwithacetVlchOline

inMMP-3knockoutswassubstantiallygreaterthanthatinthewildtypemuscles,indicatingthatthe

motorendplateinknockoutmiceretainedgreateractivationpotentialdespitedenervationdespite

long-termdenervation.Thisnovelworksupportsthesustainedinvestigationoftheuseofsmall

moleculetherapywithMMP-3inhibitorsin-vivoasanadjuncttosurgicalrepairsoastoimprove

fUnctionalrecoveryaftertraumaticnerveinjury.
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肘関節外科における関節鏡の導入と展開～位置づけ，基本手技とその応用

ElbowArtilroscoW-BasictoAdvanced,andFumre

菅 谷 啓 之

船橋整形外科スポーツ医学センター

関節鏡は今や膝関節や肩関節においては広く普及しており，治療上不可欠なツールとなっているが，

本邦では肘関節においては未だその役割は限定的である．肘関節は関節構造が複雑であり，神経血

管束が関節包近傍を走行するなど，正確な解剖学的知識に基づいて手術操作を行わないと神経損傷

の危険を伴う．また，単一の関節腔でありながら構造上ワーキングスペースが狭いため，事実上，

前方関節腔，後外側関節腔および後方関節腔と3つのスペースにそれぞれ異なるボータルを用いて

アプローチしなければならない煩雑さがある．さらに，手術体位として一般的な腹臥位や側臥位で

は，前方関節腔の操作が天と地が逆になるため慣れないうちは手術操作が難しく，後方鏡視での肘

頭窩の処置も手際よく行うためには熟練を要する．しかしながら，周囲の正常組織を損傷すること

なく，低侵襲下に肘関節腔内を隈なく観察および処置ができる肘関節鏡は，熟練すれば非常に有用

なツールとなり，その恩恵はアスリートに留まらず一般患者においても大きい．肘関節鏡の適応は，

基本的に肘関節腔内に病変が存在するすべての疾患である．肘関節における遊離体摘出術，変形性

肘関節症における余剰骨鰊切除術，外傷性肘関節拘縮における肘関節授動術(鏡視下関節包切離術)，

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎における骨軟骨片切除術，滑膜性骨軟骨腫症における骨軟骨腫摘出術な

どが一般的に行われる術式であるが，最近では，単純な鉤状突起骨折の関節鏡視下骨接合術や，変

形性肘関節症に合併する肘部管症候群に対する鏡視下尺骨神経除圧術など，その適応は拡大されつ

つある．本講演では，肘関節疾患における肘関節鏡の現時点での役割と有用性，肘関節の解剖とポー

タル，肘関節鏡の基本手技およびその応用，さらにその将来展望について述べる．
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肘関節鏡の現況と変形性肘関節症に対する鏡視下手術

ElbowArthroscopyNowadaysandArthroscopicSurgeryfOrElbowOsteoarthritis

○島田幸造'，田中啓之1,野口亮介1,三宅潤_2
Ⅱ大阪厚生年金病院整形外科，2大阪大学医学部整形外科

肘関節鏡視の歴史は他関節と比して決して浅くないが，その狭いスペースと近傍を走行する重要神

経血管束のために，鏡視や鏡視下手術には適さないと敬遠されてきた．しかし，手術体位の工夫や

解剖の理解の下でのポータルの確立，モニターも含む関節鏡自体の改良や手術器具の発展により，

治療手段としての肘鏡視下手術も拡大した．小侵襲下に行う肘関節滑膜・遊離体・骨鰊および肥大

僥骨頭の切除形成，関節軟骨面へのabrasionarthroplasty,外側上穎炎に対する滑膜ひだや変性筋膜

のデブリードマン，関節内骨折に対する鏡視下骨接合術等である．さらに関節リウマチ(RA)など炎

症疾患に対する滑膜切除に関しては，これまで疾患自体の進行を抑えうるとは考えられていなかっ

たが，近年の薬物療法の進歩により適切な滑膜切除を小侵襲下に行うことにより，病態を改善しう

る可能性も再考されつつある．直視下手術との組み合わせも含めて現在我々が比較的よく行ってい

るのは，離断性骨軟骨炎(OCD)に対するabrasionarthroplasty,RAなど慢性関節炎に対する滑膜切

除，変形性関節症(OA)に対する鏡視下骨鰊および僥骨頭切除形成術，外側上穎炎に対する鏡視下デ

ブリードマンなどである．また，肘OAに対する我々の新しい試みとして，コンピューター支援手術

の導入がある．すなわち,屈伸3ポジションでCT撮影した画像を元にしたPC下の動態シミユレーシヨ

ンにより可動域制限の責任病巣たる骨鰊を同定するもので，鏡視下手術を支援する強い味方となり

うる．術後半年以上経過観察した11例のデータでは，術後1ヶ月の早期にすでに可動域は屈伸共に平

均7｡改善し，半年から1年の経過で屈曲8.伸展15.の改善を得ている．我々の行っている肘OA,RA

に対する鏡視下骨鰊切除形成・僥骨頭切除形成術の手技と手術成績を中心に紹介する．
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外傷後の慢性手関節痛に対する鏡視下分析

ArthroscopicAnalysisfOrPersistentWiistPainafterWristTrauma

安部幸雄

済生会下関総合病院整形外科

【目的】外傷後の遷延する手関節痛の診断には苦慮することも少なくない．各種画像診断にて明らか

な異常所見を認めない場合は手関節鏡が診断の切り札となる．今回，当科において手関節鏡により

診断可能であった外傷後の慢性手関節痛症例の検討を行った．

【対象】演者がこれまでに経験した，外傷後に手関節痛が遷延し画像診断では確定診断に至らず手関

節鏡を行った96例98手関節を対象とした．手関節鏡は背側ポータルからの鏡視に加え，一部の症例

では掌側鏡視，遠位僥尺関節鏡も行った．

【結果】症例は以下に集約された.1)慢性僥側部痛(17関節):いわゆるpredynamicrotary
subluxationofscaphoidと呼ばれる病態は舟状月状骨(SL)靭帯の部分断裂と舟状大菱形小菱形骨関

節の変性所見が疾痛の原因であった,2)TFCC損傷(63関節):背側部，尺骨小窩，遠位僥尺靭帯，

尺骨頭側，2か所の損傷(doublelesion)は従来認識されていなかった損傷型で画像診断は困難なこと

が多く，鏡視においても注意が必要である，3)月状三角骨靭帯損傷(5関節):SL靭帯同様，骨間靭帯

損傷の画像診断は困難で鏡視が有効である.TFCC損傷と合併した際の処置の必要性には検討を要

する，4)榛骨遠位端骨折後の遷延する瘻痛(7関節):TFCC損傷SL損傷，関節内線維組織の増生，

関節内step-o丘などが原因であった.5)その他：滑膜炎や遊離体も瘤痛の原因となりえた．

【考察】画像診断技術が進歩した現在でも関節鏡でなければ診断できない手関節疾患は数多い．細か

な理学所見の採取，背側，掌側さらには遠位僥尺関節への手関節鏡が診断に至る必須のアプローチ

であり鏡視技術を習得すべきである．治療においては無症候性異常所見を念頭に理学所見と照合し

た処置を要する．
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檮骨遠位端骨折に手関節鏡を導入する指標の作成

CriteriaofWifistArthroscopyfOrDistalRadiusR･acmre

○小野浩史'，鈴木大介'，片山健'，古田和彦'，赤羽学2
1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】僥骨遠位端骨折(DRF)後に僥骨関節面のずれ(gapとsteporの和)がlmm以上残ると手関節症

となる可能性が高いため，このような症例では僥骨関節面の鏡視下での正確な整復が必要である．

本研究では,DRF術後の僥骨関節面のずれを1mm以下にするための鏡視下整復の適応を決める．

【方法】当科で手術したDRF70例，男21例女49例，平均59歳，右38例左32例,AO分類A型13例B型

6例C型51例を前向き調査した．術前手関節のX線2方向とCT3方向でそれぞれ，僥骨関節面骨片の

前gapと前stepo丘を計測．手術は僥骨関節面をX線透視下に可能な限り正確に整復し掌側lockedplate

固定後，関節鏡で僥骨関節面の後gapと後stepo丘を測定．各XPとCTの前gap+前stepo丘の和を総前ず

れ，関節鏡の後gap+後stepo丘を総不整とした.ROC曲線で，透視下整復で総不整が1mm以上遣残す

ると予測しうる前gap,前stepof,総前ずれとその感度，特異度を算出した．

【結果】DRFの後gapがlmm以上は40例,2mm以上は20例，後stepo丘が1mm以上は15例,2mm以上は

5例に認めた.総不整1mmで区切った前gapの各XPとCTでのROC曲線下面積(AUC)は0.701から0.857

で，前stepoHの各XPとCTでのAUCは0.662から0.847であった．総不整1mmで区切った総前ずれの

ROCでAUCが0.865と最大となり，総前ずれのcutof値7.85mmで感度90%,特異度70%であった．

【考察】術前のX線とCTで関節内骨片のgapとstepo丘を計測し，関節内ずれを1mm以上遣残させない

ための手関節鏡の適応が決定できる．総前ずれ7.58mm以上であれば視下整復が適応となる症例の

90％が抽出できる．術前の単純2方向X線とCT3方向でのgapとstepo丘の総和が7.85mm以上の症例は，

関節鏡視下整復の適応となる．
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手外科領域の関節鏡の現状と将来展望：手関節TFCCを中心として

ArthroscopicOperationfOrTFCCInjulies

○中村俊康1，菊地淑人2，寺田信樹3，佐藤和毅1，池上博泰Ⅱ
1慶應義塾大学医学部整形外科，2きくち整形外科，3藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院整形外科

近年の手関節鏡の発達で，遠位僥尺関節鏡のみならず,TFCC近位面の損傷診断のために遠位僥尺

関節鏡も可能となっている．それに伴い,TFCC損傷の診断能力は飛躍的に進歩している.DRU関

節鏡を行った症例では三角(僥尺)靭帯の部分損傷，三角靭帯完全損傷TFCC近位面損傷が把握可

能である．これに伴い三角靭帯部分損傷例では鏡視下または直視下縫合術を，三角靭帯完全断裂で

は尺側手根伸筋腱半裁腱を用いたTFCC再建を行い,TFCC近位面のfibrillation例と三角靭帯の嬢痕

および靭帯弛緩では尺骨短縮術が選択される.鏡視下でのTFCCの手術法に鏡視下TFCC部分切除術，

鏡視下TFCC縫合術が挙げられる.TFCC縫合術では関節包へpulloutする方法と尺骨小窩にpull-out

し,discごとTFCCを小窩に圧着する方法がある．本講演では演者が行なっている手関節鏡視手技，

鏡視下TFCC部分切除術，鏡視下TFCC縫合術などのTFCCに対する鏡視下手術を紹介する
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手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術の現状と将来展望

StamsQuoandFumreoftheEndoscopicCurettagefOrEnchondromamtheFinger

○岡本秀貴1，関谷勇人2，小林正明1，勝田康裕2，大塚隆信』
】名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科，2愛知県厚生連海南病院整形外科

【はじめに】内軟骨腫の治療は病巣掻爬と骨移植(自家骨または人工骨)が標準的方法とされる．我々

は骨皮質への侵襲を極力減じることで骨移植や術後外固定がなくとも良好な治癒が得られると考え

1992年以降侵襲の少ない鏡視下掻爬術を行ってきた．すでに症例数は100例を超え，内軟骨腫の新た

な治療として定着してきた．今回はその手技(口演にて述べる)と治療成績について報告する．

【対象】1992年から2011年に鏡視下掻爬術を施行した112例の手指内軟骨腫例のうち6カ月以上経過観

察できた94例を対象とした．男性30例,女性64例,13～79歳,経過観察期間は8～93(平均29)力月であっ

た．これらに対し新生骨形成時期，リモデリング開始時期，術後骨折，再発について検討した．

【結果】新生骨形成時期は平均2.1カ月でリモデリング開始は平均3.4カ月であった．年齢別には中高年

でも早期からリモデリングが生じ良好な骨修復が得られた．術後骨折は8例に認めたが打撲の1例以

外は無症候性であった．再発は3例に術後4年8カ月，4年4カ月，2年7カ月で認めたが再度鏡視下掻爬

術を行いその後の再発は認めない．

【考察および将来展望】内軟骨腫掻爬後骨欠損部に対する自家骨移植は骨採取部の痙痛などの合併症

が避けられず，人工骨は骨への置換が遅いとリモデリングの障害になる．手指内軟骨腫の場合，骨

欠損は小さく周囲組織の状態は良いため骨移植がなくとも良好な骨修復が得られ自家骨移植や人工

骨補填は原則必要ない．鏡視下掻爬術は関節鏡による視野の拡大，死角の減少のため最小限の骨皮

質開窓で確実な病巣掻爬ができ，術後の外固定が不要で早期機能回復が得られ非常に有用な方法で

ある．将来，関節鏡や掻爬器具の進歩に伴って内軟骨腫治療の標準として定着するであろう．
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母指CM関節症に対する関節鏡視下手術

ArthroscopicSulgeryfbrthe'IYlumbCarpometacarpalJointArthritis

○木原仁1，清水弘之2，新井猛2，泉山公2，別府諸兄2
Ⅱ木原整形外科医院，2聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

【目的】今回われわれは，母指CM関症節症(以下OA例)に対して関節鏡視下手術を施行した症例の内，

術後1年以上経過観察が可能であった症例の治療結果について報告する．

【対象】手術適応は術前病期がEaton分類のstageⅢまでとし，関節リウマチや外傷後の不安定性症例

は適応外とした．症例は16例で女性10例，男性6例，手術時年齢は23から80歳で平均57歳であった．

症例の内訳は1次性OAが13例,2次性OAが3例で，術前病期はstagenlO例,stagem6例であった．

【方法】関節鏡の刺入点は,鏡視と手術器具用に母指CM関節直上で長母指外転筋腱の僥側と尺側の2ケ

所に作製した．手術は滑膜切除と大菱形骨の部分切除を行った．大菱形骨の切除範囲は海面骨がわ

ずかに露出するまで行い，大菱形骨の部分切除後に生じた間隙には同側の長掌筋腱を採取し充填し

た．長掌筋腱が欠損していた1例には,榛側手根屈筋腱の半切を利用した．術後経過観察期間は1年6カ

月から5年3カ月で平均2年8カ月である．

【結果】16例中13例は瘻痛が消失していたが,3例は軽度残存していた.Lateralpinchは術前平均3.7kg

から5.1kgに,3fingerpinchは術前平均2.8kgから術後4.9kgに改善した．またX線上，関節症性変化が

進行した症例はなかった．術後合併症は初期の1例で僥骨神経背側枝の刺激症状を認めたが，保存的

治療で軽快した．他の1例は充填した長掌筋腱が皮下結節となり，後日部分切除を要した．

【考察】母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術は，関節可動域が温存され,除痛効果も優れており，

低侵襲で，手術適応を限定すれば安定した成績が得られる．本法の不成功例に対しては，従来法で

手術を行うことが可能であるが，現在まで再手術に至った症例はない．しかし，新しい関節が形成

されて瘻痛が軽快するまでに2～3カ月を要するため，手術前の説明が必要である．今後本法がスタ

ンダードな治療法になることを期待している．
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当院における指関節鏡の現況と将来の展望

FYngerArthroscoWinOurHospital,andOudookintheFuture

○長尾聡哉，長岡正宏

駿河台日本大学病院整形外科

【はじめに】指関節鏡は対象となる関節が非常に小さく操作に困難が予想されるためか，手外科分野

において決してMajorな手術手技とは言えない．しかし，低侵襲手術への需要が高まる今日，指関節

鏡視下手術は発展が望まれる分野と思われる．今回は，当科における指関節鏡視下手術を紹介する

とともに，将来展望について私見を述べる．

【症例】当科で行っている指関節鏡視下手術の対象関節は母指CM関節，母指MP関節,2～5指MP関

節および関節外関節鏡手術としての内軟骨腫掻爬術である．母指CM関節では主に鏡視下CM関節固

定術を施行している．現在6例6手に施行し骨癒合の経過観察中であるが,術後早期から除痛が得られ，

患者の満足度は高い．鏡視下Thompson法などの靭帯再建術の報告もあるが，当科では経験がない．

母指MP関節では鏡視下関節固定術･鏡視下骨鰊切除術を各1例に施行し,いずれも経過は良好である．

母指以外のMP関節では鏡視補助下遊離体摘出術を1例に施行している．また，中手骨・指節骨内軟

骨腫掻爬術も症例を選んで行っている．

【考察】海外では上記手術以外にもBennett骨折や尺側CM関節脱臼骨折に対する鏡視補助下整復固定

術やPIP関節鏡視下滑膜切除・関節固定術，さらにDIP関節の鏡視下関節固定術などが報告されてい

る．しかしながら，本邦では指関節鏡用の鉗子類や特に軟骨・骨鰊切除用のshaver先端などがなく，

workingspaceがきわめて狭い指関節内での操作が困難であると言わざるを得ない．また，手関節鏡

や肘関節鏡と異なり,workshopなどで技術を習得する機会がないことも普及しない一因と思われる．

今後症例を積んで研錯に励むのはもちろんであるが，指関節鏡視下手術手技の体系化および教育体

制の整備などが指関節鏡普及のカギではないかと考えている．
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Up-dateandNewConceptsonVolarFixedAngleFixation 龍

'1

JorgeL.Orbay
MiamiHandlnstitute

４
月
釦
日
第
２
会
場

'可』’

WereviewedmorethanlOyearsofglobalsurgicalexperienceusingvolariixedanglefixationinthe

distalradiusfractures.WefbundthatthemostcommoncomplicationisFlexortendoniniury.Recent

publicationsinprestigiousjournalsreportedtheincidencetobeashighas12%.

Afterourfirstpublicationin2000,Volarlockingplatefixationofdistalradialfractureshasbecome

anincreasinglypopulartechnique.In2002,wepublished@@Se"o"sre"do"co"zp"cα"O"S,S"C/Z"S

re"do〃『”〃だ,α死花/α"vejym'rw"/Ivo/""/"ejixα"o"be"Mserl'evo/""pecrqfr/'ewrjsr

Qｾ耐加oJRecm,Fs-sec"o"α/α花αα"drhe〃'℃"αroj"9""ﾉ･""ssepc"""r/ievoI"pla花/>ひ"”he

"ex"re"do"scompa花arodo"､m/p/α""g.Tｿzecomp"cα"o"sweo6servedw"ere"do"伽sα"d

だ"do"co"""α"彫,W"加雌α"yj"cjde"応Qfr"〆"ノゼ".Inaddition,since2004,wehaveworkedon

the@Gwatershedlineconcept'',wehavefOundthatlowprofileplatesandrespectofthewatershedline

conceptminimizeHexortendonirritationandrupture.

Weanalyzedwhyourcolleaguespresentahigherrateoftendonrupturesusingvolarplate,and

howwecouldhelptoreducethisoccurrence.Webelievethatabetterdesignofananatomical

plate,developingaperiEctvolarmodinedHenryapproach(extendedornot),thecorrectanatomical

applicationoftheplate,theincreaseofsurgeonpracticeandimprovingourknowledgeinthecorrect

useofXR/Huoroscopyduringthesurgicalprocedure,willlimittheriskoftendonirritationand/or

ruptureandothercomplications・whenusingavolariixedanglefixationfbrdistalradiusfiactures.
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私の勧める手指の動脈皮弁

MyFavoriteArterialmapsoftheFmger

○福本恵三，児島忠雄，村中秀行，久能隼人，津村卓哉

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

手指外傷に対する皮弁手術は保存療法に比べ短期間に創治癒が期待できる，変形が少ないなどの利

点がある．手指に用いる皮弁には多くの種類があるが，欠損の部位や大きさに適した代表的な皮弁

をマスターしておけば十分対応が可能である．著者がよく用いる3つの動脈皮弁を供覧し，皮弁手術

の注意点について述べる．

1)神経血管茎VY前進皮弁

皮下組織茎V-Y前進皮弁を神経血管茎としたものである．適応は指末節損傷で，長軸方向の長さ

lOmln程度までの欠損である．指に作成する神経血管茎島状皮弁の基本であり，まず習得すべき皮弁

である．演者は2000年から48例に用いて皮弁壊死は無かった．

2)片側血管茎掌側前進皮弁指の掌側皮層を神経血管束茎として前進するもので,V-Y形成を併用する

ものは児島らが報告し，演者は片側血管茎とするものを考案した．指は母指と異なり指末節背側は

指動脈背側枝によって栄養されており，これを切離すれば指末節背側の血行を損なう．本皮弁では

片側血管茎として挙上するため皮弁に含める側の指動脈背側枝を切離してもよい．適応は指腹部の

2/3程度，長軸長で15mm程度の欠損である．保存療法後のかぎ爪変形の治療にも有用である．母指

に用いる場合は容易であるが,指に用いるときにはやや難しくなる.10例に用いて皮弁壊死は無かっ

た．

3)逆行性指動脈島状皮弁

Kojimaらが報告した，指動脈を血管茎として指基節部から挙上した皮弁を逆行性の血行で末梢部へ

移行するものである．指動脈横連合枝による榛尺側の指動脈の交通を利用して血行を得る．皮弁採

取部には遊離全層植皮を行なう．適応は指腹部全体程度の欠損で，長軸長で20～25mm程度の欠損で

ある．本皮弁は血管茎も細く手に作成する皮弁の中でも最も難易度の高いものである．13例に用い

て1例に術後の皮弁のうっ血と部分壊死をみた．
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UntiedStaySuture法(超微小血管吻合法）
UntiedS町SumreMetilodmewMicrovzscularAnastomosis)

○長谷川健二郎，目谷雅恵，渡部聡子，難波祐三郎，木股敬裕

岡山大学医学部形成再建外科

【目的】当科では2006年4月より現在までに，リンパ浮腫症例に対するリンパ管静脈吻合術(LVA)は

200症例を越えている．症例によっては，外径0.3～0.5mm以下のリンパ管・静脈を吻合する必要があ

り，我々 はUntiedStaySuture法を考案した．さらに,1st･2ndstaysutureの針の刺入をより容易

にする目的で，両端針付き11-O.12-Oナイロン糸を開発し，これをLVA･Zonel指尖部切断の再接着

術に応用し，良好な結果が得られているので動画を用いて紹介する．

【対象】対象はUntiedStaySuture法によるLVAを施行した18症例と,Zonel指尖部切断再接着術を施

行した14例である．

【方法】両端針付きll-O．12-0ナイロン糸は河野製作所で作製したものを準備した.1st･2ndstay

sutureには両端針付きナイロン糸を用い，その他は基本的に片針になったものを使用した．縫合手

順はUntiedStaySuture法に準じた．

【結果】LVA症例の結果では，従来法との有意差を見出すことはできなかったが，再接着術症例は14

症例ともに生着した．

【考察】UntiedStaySuture法の利点は,1),最初の1針目が最も針の入れやすい前壁から刺入できる．

2),1ststaysutureをuntiedにして残すことにより,2ndstaysutureが通しやすい.3),1st・2nd

staysutureをuntiedにして牽引をかけることにより，さらに後の針の刺入が易しくなる.4),両面

を縫合するための血管の回転が90度ですむ．ことがあげられる.UntiedStaySuture法は超微小血管

吻合法として開発されてきたが，従来の微小血管吻合法にもそのまま使える方法であり，特に初心

者のマイクロサージヤンに勧める方法だと考えている．
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襄腫切除を行わない指粘液襄腫の手術手技

SurgicalTbchniquefOrDigitalMucousCystwithoutSkinResection

○沢辺一馬，石川浩三，斎藤晋，田浦夏希，山中浩気

大津赤十字病院形成外科

【緒言】演者らは第53回本学会において指粘液嚢腫に対する治療について，以下のように報告した．・

手術所見で嚢腫本体が関節と連続しない症例が多数認められ，また，経過観察中に嚢腫が軽快する

こともあることより，襄腫はあくまでも変形性関節症の一時的な症状である．．従って，嚢腫の切除

は必要なく原因となっているDIP関節の処理が重要である．・その考えのもとに5例5指に対し手術を

施行し良好な結果を得た．その後，症例を重ね，計16例16指に対し良好な結果を得ている．本法は

有用と考えられたので，手術手技を中心に発表する．

【対象】16例16指，男性9例，女性7例，年齢は52～77歳(平均63歳)であった．平均観察期間は，4～48

か月(平均19か月)であった．

【手術手技】DIP関節背側皮層を横,Y字,S状などの切開を行うが，嚢腫はできるだけ切開しないよ

うにする．これは，自壊や穿刺したことのあるような症例には痂皮や剥脱しかけた角質が付着して

いることが多く，感染が懸念されるためである．また，襄腫は切除しない.Terminaltendon上に達

すると，その両側あるいは片側に関節液により膨隆した関節包や滑膜増生を伴った関節腔が認めら

れることが多い．おもに炎症性滑膜をメス，リューエルなどで切除し，術前X線所見や直視下に骨

鰊が確認されれば，ダイアモンドバーを用い可及的に切除する．嚢腫自体は表面の皮膚がしっかり

していれば注射針などで内容物を排出し，自壊したり角質が剥がれかけているような症例はその痂

皮，角質をきれいに除去し清浄化する．皮層の切除は基本的に行わない．術後の安静は当初は3週間

のDIP関節のアルミ副子などを行っていたが，最近はガーゼと包帯固定による安静程度としている．

【結語】現時点で再発は認めておらず本法は有用であると考えられた．
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末節骨骨幹部偽関節に対する骨釘固定術

BonePegFixationfbrtheTreatmentofDistalPhalangealNonunion

○砂川融1，中島祐子2，四宮陸雄2，中崎蔵人3，越智光夫2
］広島大学大学院保健学研究科上肢機能解析制御科学，2広島大学病院整形外科，

3広島三菱病院整形外科

【目的】末節骨骨折は比較的多い外傷であるが，保存的治療によく反応し症状を残すことは少ないが，

時に偽関節となり瘤痛や不安定性といった愁訴が残存し手術的治療の対象となる．当科では骨幹部

偽関節に対し骨移植と固定が同時に可能な骨釘固定を行い，少数例ではあるが良好な成績を獲得し

ているので，その実際と術後成績について報告する．

【術式】指尖部に5mmの横切開を加え末節骨尖端に到達する．イメージ下に骨尖端から偽関節部を通

過し骨底部まで2.0mmK鋼線で骨孔を作成する．この時末梢骨片の背屈等の変形があれば徒手的あ

るいは偽関節部まで進めた鋼線で矯正しておく．次に肘頭末梢の尺骨稜から径2mm,長さ20mm程

度の骨皮質を採取する．この時大きめに採取し，後から細くした方が折損などの心配がない．尖端

は刺入しやすいように尖らせておくが，回旋に対する安定性を得るために面取りは行わない．最後

に末節骨尖端から作成した骨釘を骨底部まで打ち込み，尖端からはみ出した部分は切除する．外固

定を初期には行っていたが，最近の症例では行っていない．

【対象】6例，平均年齢42歳，示指1，環指3，小指2で，受傷から手術までの期間は平均3カ月であった．

【結果】末節部の粉砕を伴っていた2例で部分癒合に留まったが，その他の例では術後平均3カ月で骨

癒合し，偽関節部の再構築も得られた．瘻痛は全例で消失し，現職に復帰，骨採取部に愁訴を残し

た例はなかった．

【考察】本法は一般的に行われている偽関節部の展開，掻爬，骨移植を行うことなく，骨釘で固定と

骨移植効果を同時に得ようとするもので，手技は比較的簡単で成績も良好であった．短所としては，

骨採取が必要，イメージ下の操作が必須,Taftが粉砕した症例には適応が制限される等がある．
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私の勧める手術手技：

Boxer骨折に対する簡便なintrafOcalpinningによる低侵襄固定法
IntrafocalPmningofBoxerIsFi･actures

○金潤壽'，富田泰次1，根本高幸'，荒川雄一郎'，岩崎幸治2
Ⅱ太田総合病院手外科センター，2谷津保健病院整形外科

【目的】本外傷は比較的若年者に多く見られるため，外固定による治療はADLに大きな障害を及ぼし，

変形治癒は将来，手の整容や機能面に大きな影響を及ぼす可能性を否定できない．しかし，一方で

は，外固定の必要性を否定する報告や，70°までの変形を許容する報告も散見される．そのため，手

術は早期にADL復帰が可能で,低侵襲,簡便でありながらも，良好な固定性を持つ術式が要求される．

これらの問題を解決する方法として，我々 は本外傷に対し，2004年からintrafocalpinningによる治

療を行ってきた．今回，その手術手技の詳細をビデオで供覧する．

【対象】掌屈変形が30.以上となる第5中手骨頚部骨折に本法を行った．

【方法】手術はイメージ透視下で,1.0～l_2mmのK-wirel本をMP関節掌側よりintrafocalに刺入，これ

を挺子として整復操作を行った後，背側骨皮質を貫通させ固定する.K-wireの断端は可能な限り短

くし，術後のADLを考慮し皮下に埋没させる．手術時間は約15分程度である．術後1週間はMP関節

屈曲位で隣接指と共に外固定を行い，その後buddytapeを用いて可動域訓練を開始する.K-wireの

抜去は術後4週に外来で行う．

【結果】本法を行った27例27指の術後TAMは平均246.5｡で,ASSHのTAMによる臨床評価では

excenentが23例,goodが2例であった．握力は健側の約86.4%であり,X線学的所見で24例は変形な

く骨癒合した．

【考察】本外傷は保存的に治療される場合が多いが，掌屈変形が30｡を超えた場合，握力の低下や可動

域制限,tendonexcursionの低下などが生じると報告されている．我々は早期にADL復帰を希望す

る場合や，良好な整復位の獲得や保持が困難な症例に対しては積極的に手術を行っている．本法は，

経皮的に1本のK-wireのみで確実な整復操作と固定が可能な，低侵襲かつ簡便な手術法である．
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有鉤骨鉤骨折に対する骨片切除術の実際

SurgicalExcisionoftheR･acmredHookoftheHamate

○江川博昭1,2，田中寿－2，大迎知宏2,3,常深健二郎2，藤岡宏幸2
』江川整形外科形成外科，2兵庫医科大学整形外科，3医療法人明倫会宮地病院

【目的】有鉤骨鉤骨折はグリップエンドによる小指球への直達外力によって起こり偽関節に進展し，

小指深指屈筋腱断裂や尺骨神経障害などの合併が生じることも稀でない．治療法としては骨片切除

術や骨接合術等が一般的であるが，我々は骨片切除術を選択している．今回はその手術方法を供覧

する．

【供覧症例】29歳男性．草野球の試合中にバットを振った際に右手手根尺側部痛を自覚した．同部の

圧痛と，握る動作で瘻痛が出現，握力も9kg(健側50kg)と低下していた.CTにて基部に骨折を確認

できた．受傷後約2週間で手術となった．手術：静脈麻酔下，駆血帯を使用，右手掌内中央弓状皮切

にて入り，皮下を鈍的に分け，横手根靭帯に達し，尺側の鉤部付着部をイメージにて確認し，直上

を切離,subperiostealに剥離し鉤部を露出し，一塊に摘出した．

【結果】術後1週間のシーネ固定を行い,以後freeとした.術後l.5カ月で,瘻痛も軽快し,握力は45kg(健

側50kg)に改善し，スポーツ復帰した．

【考察】有鉤骨鉤骨折に対する手術的治療としては，骨接合術と鉤切除術が一般的である．我々はよ

り短い術後固定期間と早期の復帰,切除後全く障害のないことより，有鉤骨鉤切除術を選択している．

その方法には，a小指球尺側,b有鉤骨直上，c手根管直上などのアプローチが報告されている．我々

の手根管アプローチは，手根管開放術で汎用される侵入路で，尺側に引くことで鉤部直状に容易に

達することができ，正中･尺骨神経も直視でき安全である．また術後の嬢痕障害もbに比して少なく，

aと比較しても明らかに小侵襲である．早期スポーツ復帰には，鉤部切除と我々の術式が最適と考え

る．ビデオでは，その実際を供覧する．
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骨釘とdoublethreadscrewを用いた難治性舟状骨偽関節治療の実際

TreatmentmrDifhcultNonunionoftheScaphoidUsmgStrutBoneGraftandDoubleThreadScrew
-Proximal'IYlirdNonunionandSalvageCases-

○田中寿一，藤岡宏幸，常深健二郎，高木陽平

兵庫医科大学整形外科

【目的】手舟状骨偽関節の治療はdoublethreadscrewの出現により成績は著しく改善されている．し

かし，中枢型偽関節例は，解剖学的な血流の乏しさ，骨片の小ささ，骨質の不良，全周に渡る軟骨

面の存在等の理由から固定には工夫を要する．一方，最近増えているScrew固定後に癒合の得られな

かった例に対しては,screw抜去後の大きな骨欠損に対処しsalvageする必要がある．これらは，手

外科医にとって，今なを治療に難渋する症例である．

【方法・考察】1994年Herbert-Whipple型Screw使用後の中枢型偽関節失敗例のsalvage手術に際して，

緩んだScrewの抜釘後の大きな骨欠損[骨質の減少],加えて骨質の劣化に対処するために，従来の海

綿骨と皮質海綿骨en-bloc移植に加え骨釘をstrutboneとして打ち込み合わせて，小型doublethread

screwを用いる術式を考案した．この術式は，中枢型偽関節例にも応用でき,共に良好な結果が得ら

れている．1996(中枢型偽関節例),1998年(Salvage例)本学会にて，発表を行ってきた．近年，血管柄

付き骨移植の良好な結果が多く発表されているが,salvageできない症例も経験している.100%の癒

合率を目指す，手外科医として，症例に応じた術式を選択できることは，患者にとって最も利益の

あることであり，“私の勧める手術手技"として報告する．なおビデオは，1996.1998本学会で発表し

たものを，その後の変遷に合わせ再編集したものである．
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生体内吸収性プレートを用いたfOur-cornerfusionの手術手技

Surgical'IbchmqueofFourbcornerFusionwithBioabsorbablePlates

○酒井昭典，大茂壽久，目貫邦隆，村井哲平，善家雄吉

産業医科大学整形外科

【目的】キルシュナー鋼線やスクリューを用いてfbur-cornerfUsionを行う場合，中手骨や僥骨の存在

が障害となり，手根骨に刺入しづらい．ポリ-L-乳酸とハイドロキシアパタイトの複合体からなる生

体内吸収性骨接合材(プレートとスクリュー)を用いてfOur-cornerfusionを行ったので，その手術手

技を報告する．

【対象と方法】2009年4月から2011年9月に，当科で生体内吸収性プレートを用いてfOur-cornerfusion

を行ったSLACwrist5例を対象とした．原疾患はPreiser病3例，舟状骨偽関節2例である．平均年齢

は59(49-69)歳である．プレートはメッシュ状シートであり，剪刀で裁断可能であり，68℃の温水に

浸すと多方向に弩曲することができる．舟状骨を摘出し，手根骨(有頭骨，月状骨，有鉤骨，三角骨）

をキルシュナー鋼線を用いて仮固定した．海綿骨を移植し，吸収性プレートと吸収性スクリューを

用いて4つの手根骨を固定した．術後3週で外固定を除去した．平均術後観察期間は11(2-31)力月であ

る．

【結果】全例,転位を生じることなく骨癒合を得た.瘻痛は軽減した.手関節掌背屈可動域は,術前82.0.,

術後78.4.,握力(健側の％)は，術前49.2％，術後55.0％であった．感染，無腐性腫脹，腱癒着などの

合併症はなかった．

【考察】吸収性プレートの利点は，自由に成形できる，刺入しやすい穴からスクリューで固定できる，

抜去手術を必要としない,X線で確認できる，ことがあげられる．

【結論】生体内吸収性プレートを用いてfOur-cornerfusionを行った．キルシュナー鋼線やスクリュー

を用いるよりも手術手技が簡便であり，内固定材料として有用と思われた．
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2-3-P709

榛骨遠位端骨折変形治癒に対するcIosingwedge矯正骨切り術
CIosingWedgeOsteotomyfOrDistalRadiusMalunion

○和田卓郎1，小笹泰弘1，建部将広2，佐藤攻3，平田仁2
！札幌医科大学整形外科，2名古屋大学医学部手外科，3函館五稜郭病院整形外科

【目的】榛骨遠位端骨折変形治癒の矯正骨切り術には,Fernandezによる僥骨openingwedgeosteotomy

(open法)が汎用される．近年,lockingplate,人工骨の使用,3D-CTによる術前計画，など様々 な工夫

がなされている．しかし，僥骨遠位骨片の延長を加えた解剖学的整復は容易でなく，変形が残存する

ことが少なくない．我々 はこの問題を解決するために，僥骨のclosingwedgeosteotomyに尺骨短縮術

を併用する術式(cIose法)を行ってきた(JHSAm2004,TechHandUpExtremSurg2005).本発表では

術式の詳細をビデオで供覧し，術後成績をopen法と比較して報告する．

【方法】術前計画:volartilt(VT)は健側値に,ulnarvariance(UV)は健側にかかわらず｢Omm｣に矯正

することを目標とする．手術方法:1.掌側進入法により僥骨を展開し，変形治癒部から術前に計画

した模状骨を切除する．2.尺骨上に縦皮切を加え,UVに相当する尺骨短縮切りを行う.3.僥骨遠位

骨片を整復しK-wireで仮固定した後，掌側plateで骨接合を行う.4.尺骨遠位骨片に3.5mmLCPを装

着し，尺骨骨切り部を整復する．5.イメージでUVを確認し，残存するUVに相当する尺骨短縮骨切

りを追加する.6.Dynamiccompressionを加え，尺骨骨接合を行う．後療法：術後1か月は副子固定

とし，手指・手関節の可動域訓練を行う．

【術後成績】2000年～2008年に手術を行ったclose法20例とopen法22例の術後成績を比較した．合併

症は両群間に差がなかった.Close法はopen法に比べ,X線計測値の正常化(UV:0.2mm/3mm),

手関節伸展屈曲可動域(154｡/108｡),Mayowristscore(86点/78点)が有意に勝っていた(JBJSAm

2011).

【結論】Close法は従来のopen法に比べ解剖学的整復と可動域改善に優れる．榛骨遠位端関節外骨折変

形治癒の有用な再建法である．
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2-3-1

当科における母指関節鏡視下手術の検討

ArthroscopicSmgeryfbrThumbJointinOurHospital

'三重大学大学院医学系研究科整形外科，2名古屋

大学大学院医学系研究科手の外科

○辻井雅也1,里中東彦l,植村剛1,
平田仁2，須藤啓広Ⅱ

【目的】小関節鏡の発達は手外科領域の小侵襲手

術を可能にし，特に手関節鏡は診断・治療に必

須のツールとなった．一方，母指・指の鏡視下

手術の報告はあるが，実際に行う施設は少ない

と思われる．そこで当科で施行した母指関節鏡

視下手術の検討を行い，手技上の煩雑さ，注意

点など術式を含めて報告する．

【方法】STT関節を含む母指関節鏡視下手術を施行

した43例を対象とした．平均年飾2.9歳，女性22

例，男性21例で，手術は全例で牽引下に関節鏡は

2.5mm径を用いた.CM関節19例,MP関節17例，

STT関節7例で，疾患はCM関節ではBennett脱臼

骨折・大菱形骨骨折，関節症で,MP関節鏡は側

副靭帯断裂の新鮮・陳旧例に用い,STT関節は関

節症とガングリオンであった.各関節の適応疾患

新鮮外傷(外傷)と陳旧外傷を含めた変性疾患(変

性)，手術時間，合併症を検討した．

【結果】鏡視下手術は外傷19例(44.1%),変性24例

(55.8％)で施行され,MP関節では外傷が82.4%と

多かった．平均手術時間は外傷が62.2分で，変

性が115.3分と有意に長く，特にCM関節で128.5

分と他より長い傾向にあり,CM関節症に顕著で

あった．手術に伴う合併症はCM関節2例とMP

関節1例に僥骨神経損傷による一時的な感覚鈍

麻，ポータル部の肥厚性嬢痕による瘻痛をCM関

節2例で認めた.STT関節鏡では手術時間は平

均99.6分で合併症を認められなかった．

【考察】今回の検討から外傷は短時間で合併症も

ほとんどなく，神経損傷に注意した慎重な剥離

操作を行うことで母指関節鏡の導入に適した関

節と考えられた.CM関節症では術操作が煩雑

であることから手術時間が長く，合併症を認め

る例もあった．そのため当科ではCM関節鏡で

Walshが報告したthenarportalを用いる工夫を

行っている．またSTT関節症は舟状骨部分切除

による比較的簡便な手技で良好な結果が得られ，

今後も積極的に適応できる術式と考えられた．

2-3-2

中手指節関節および手根中手関節の関節

鏡視下手術

ArthroscopicSurgeryfOrMetacarpophalangealor

CarpometacarpalJoint

'広島大学整形外科，2広島大学大学院保健学研究

科

○鈴木修身1,砂川融2,中島祐子1,

四宮陸雄1,越智光夫】

【目的】手の小関節である中手指節(MP)関節や手

根中手(CM)関節に鏡視下手術を行い，有用と考

えられた症例を経験したので報告する．

【対象】対象は6人の6関節で，手術時年齢は17か

ら57歳(平均31歳)であった．内訳は母指MP関節

が3，示指MP関節，小指MP関節，母指CM関節

が各々1関節であった．疾患の内容は，母指MP

関節の3関節はいずれも過伸展位でのロッキング

で，そのうちロッキングを単独に生じたものが1

関節，中手骨基部変形治癒骨折を合併したもの

が1関節,MP関節脱臼後に生じたものが1関節で

あった．示指MP関節例は1年以上持続する関節

炎であった．小指MP関節例は関節内骨折を合併

した基節骨骨折であった．母指CM関節例は小さ

な第3骨片を伴うBennett骨折であった．

【結果】母指MP関節の3関節ではいずれも鏡視下

にロッキングを解除でき，全ての症例で良好な

屈曲可動域を回復できた．中手骨の変形治癒骨

折合併例には矯正骨切りを追加した．示指の持

続するMP関節炎では鏡視下に滑膜切除を行い，

培養検査でコアグラーゼ陰性ブドウ球菌が検出

された．現在も治療中であるが関節の腫脹と瘤

痛は軽減している．小指基節骨骨折例では，鏡

視下に骨軟骨片を整復しつつK-wireで固定し創

外固定を併用し，整復位での骨癒合が得られた．

Bennett骨折例においては第3骨片を鏡視下に整

復した上で経皮的K-wire固定を行い，良好に骨

癒合が得られた．関節鏡は関節内病変の描出に

すぐれており，鏡視下手術はとくに小さな病変

に対する処置に有利と思われた．

【結語】MP関節やCM関節に対する鏡視下手術

は，病変の詳細な観察が可能で小さな病変にも

対応でき有用な方法である．関節内病変が疑わ

れるとき，積極的に用いて良い方法と考えられ

る．
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2-3-3

鏡視画像による月状骨の形状と手関節疾

患について
HamateFacetandWristDisease

名古屋大学医学部手の外科

○建 部 将 広 ， 平田仁，篠原孝明，

奥井伸幸，山本美知郎

【目的】以前，当学会にて我々は関節鏡視下の月

状骨遠位関節面の形状とキーンベック病に対し

て報告した．今回その他の手関節疾患について

検討を加えたので報告する．

【対象および方法】1989年以降，当院にて手関節

鏡を施行し，その画像が閲覧できる症例を対象

とした．手根中央関節の鏡視画像より月状骨遠

位関節面が確認できた651手を対象とした．月状

骨の形状はViegasらの報告による，関節鏡手根

中央関節からの鏡視で有鈎骨と関節面を形成し

ていないものをl型，有鈎骨との関節面を持つも

のを2型とした．手関節疾患についてはキーン

ベック病，僥骨遠位端骨折と舟状骨骨折・偽関

節を含む外傷によるもの，尺骨突き上げ症候群

を含む尺側手関節痛，その他の4群に分けて検討

した．

【結果】1型は358手(55％)で2型は293手(45％)で

あった．これは今までに報告されている比率よ

り2型の割合が低かった．キーンベック病は110

手中l型：83手(75％）・2型：27手(25％)，外傷

例は282手中1型:128手(45％)・2型:154手(55％)，

尺側部痛例は198手中l型:119手(60%)・2型：

79手(40%),その他は61手中1型:28手(46%)･

2型：33手(54％)であり，外傷例・その他の割合

は過去の報告と一致し，キーンベック病・尺側

部痛については1型が多かった．なお，両側施行

10例ではいずれも月状骨の形状は左右で一致し

ていた．

【考察】月状骨の形状により，力学的な作用は手

根骨内で異なるとされている．今回の結果から

月状骨の形態と疾患には関連があり，おそらく

は力学的なことも含め疾患の発生に関与してい

ることが示唆された．

2-3-4

エコーガイド下の手関節鏡手術

SonographyAssistedWristArhoscopicSurgery

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】詳細な病態観察と低侵襲な治療の実

現という2つの側面から関節鏡手術は急速に普

及している．一方で周囲組織を観察できず，限

られた視野での手術操作には高いスキルが要求

され,神経血管損傷などの合併症の発生も絶えな

い．超音波画像診断装置は画像解像度に限界は

あるが，内視鏡で観察不能な周辺組織を無侵襲

に描出でき，性能向上により血管や神経の走行

も確認可能となっている．我々は2つのシステム

の補完的な特徴を利用してより安全な関節鏡手

術の確立を目指している．本研究では手関節ガ

ングリオンに対するエコーガイド下の手関節鏡

手術の実際を紹介する．

【対象と方法】対象は22例22手関節男性9例女性

13例，年齢は16-65歳(平均34歳)．ガングリオ

ンの症状自覚から手術までの期間は平均4.2年．

発生部位は背側16例，掌側5例，掌背側l例であっ

た．僥骨手根・手根中央・遠位僥尺関節鏡視を

行い，関節内からガングリオンを直視できない

際にはエコーガイド下にシェーバーをガングリ

オン茎部に誘導した．

【結果】術中エコーでは全例で神経，血管及び腱

を描出でき，ガングリオンとの関係も明瞭に確

認できた．一方で3関節鏡視によっても滑膜切除

後にガングリオン又は基部を直視できたものは4

例のみで，残り18例ではエコーガイドが必須で

あった．また，エコーでは回転するシェーバー

の先端が明瞭に描出された．術後平均21ヶ月で，

再発は2例に認めたが,Hand20スコアは術前平

均17.3から7.1に有意に改善した．

【まとめ】エコーガイドは術中オリエンテーショ

ンを容易にし，神経血管や腱の損傷リスクを回

避することができ，習得が難しいとされる内視

鏡下手術のハードルを大幅に引き下げ得る有用

な方法である．
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2-3-5

舟状月状骨靱帯損傷の重症度評価：

Geissler分類とⅧｮtson分類の比較検討

TYleEvaluationofScapholunatelnterosseousLigament

Injury:TheRelationshipbetweentheSeverityofTbar
(Watson)andtheInstability(Geissler)

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄

【目的】舟状月状骨靭帯(SL)損傷は手根不安定症

へ進行する重要な外傷の一つである．重症度分

類は鏡視下に不安定性を評価したGeissler分類

(G分類）と，損傷範囲により分類したWatson分

類(W分類:I:掌側～中枢部断裂,II:掌側～背側

部断裂,III:完全断裂)がある．今回，両分類間

の相関性について検討した．

【対象】対象は81例で二群に分類した．1)僥骨遠

位端骨折群(F群):本骨折に対し鏡視下整復を

行った際,SL損傷を認めた65例,65関節男性

17例，女性48例，年齢17歳～79歳，平均64歳，2）

慢性僥側部痛群(C群):慢性僥側部痛に対し鏡

視下手術を行った16例17関節，男性6例，女性

10例，年齢22歳～66歳，平均45歳であった．鏡

視方法は背側3-4,手根中央，僥掌側ポータルを

使用した．

【結果】両群におけるG分類とW分類の相関はF

群:G分類I:31関節(全て中枢部断裂),II:8関節

(W分類I:5関節II:3関節),III:22関節(W分類

Ⅱ:14関節,III:7関節，背側部断裂:1関節),G分

類IV:4関節(W分類III:4関節),C群:G分類TTT2

15関節(W分類I:6関節,II:9関節),IV:2関節

(W分類III:2関節)であった．

【考察】今回の検討にて以下の点が明らかとなっ

た.1)W分類に該当しない中枢部のみの断裂が

多く存在する,2)G分類II,IIIにおける靭帯の断

裂程度(W分類)には個体差がある,3)完全断裂

(W分類III)であってもG分類IV(スコープが通

過する）となるとは限らない，4)慢性僥側部痛に

おけるG分類はIII以上であるが,W分類のIが少

なからず存在した(35％)．これら不安定性と断

裂程度の相違は，靭帯の弾性の個体差,second

stabilizerの状態の違い，慢性経過例では残存靭

帯が弛緩するため，と考えた．

2-3-6

榛骨遠位端骨折に伴う舟状月状骨解離の

予測因子の解析

TheAnalysisofPredictiveFactorsfOrScapholunate

DissociationAccompaniedwithDistalRadiusFracmre

'国保中央病院整形外科，2奈良県立医科大学健康

政策医学講座

○鈴木大介'，小野浩史1,古田和彦1,

片山健1,赤羽学2

【背景】僥骨遠位端骨折(DRF)に舟状月状骨解離

(SLD)を併発することは報告されている．しか

し,SLD発生の予測因子は明らかにされていな

い．

【目的】DRFにおいて術前にSLDの併発を予測で

きる因子を明らかにする．

【対象と方法】対象は当科にてDRFと診断しORIF

を施行し，僥骨手根関節鏡および手根中央関節

鏡でSL関節の不安定性を評価した90症例であ

る．評価項目はSL関節不安定性でGeissler分類

を用いて評価した．高不安定型SLD(Geissler3,4

度)か否かを従属変数，年齢，性別，受傷機転，

術前単純X線2方向でのRI･UV・VT･CHR･SL

距離･SL角，単純X線PA像で骨折線が舟状骨・

月状骨窩間隆起に存在するか,CT3方向での関

節面gap,stepofの最大値，榛骨手根関節面の

骨折線数と位置，各種臨床分類(AO･Melone･

Doi･Mayo･Fernandez･Rozental)を独立変数

として2項ロジステイック回帰分析を行い，影響

の大きい項目を検討した．

【結果】高不安定型SLDは90症例中39例(43.3%)に

認められた．回帰分析では5度毎に区分したSL

角がオッズ比1.44(95%信頼区間1.04-2.01)有意確

率0.03と最も影響の大きい項目であった．

【考察】当科ではDRF症例に対し手関節鏡を施行

し，手根不安定症の有無を評価している．本研

究では高不安定型SLDで術前単純X線像におけ

るSL角の増加が認められた．一方，各種臨床

分類では高不安定型SLDに有意な影響を与える

ものは無く，既存の臨床分類ではSLDの検出は

困難であった.SLD単独例においてSL角は時

間経過とともに増加しDISI変形をきたす．しか

し，本研究の結果からDRFにおいてはSL角の

増加が受傷直後から生じていた.DRFにおいて

は外傷機転によりSLILのみならず舟状骨周囲の

secondarystabilizerも障害されるためSL角の増

大が早期から生じることが示唆される．
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掌側ロッキングプレートによる檮骨遠位端骨折の治療

-evidenceとexperience-

渡邉健太郎

名古屋披済会病院整形外科・リウマチ科

掌側ロッキングプレートはこの10年間に飛躍的な進化を遂げてきた．初期のものはmonoaxialtype

でHxedangle方式であったが，その後polyaxialtypeのものが，さらにはvariableangle方式のプレー

トも開発されている．僥骨遠位端骨折治療の要点は他の部位の骨折と同様，①骨片の転位の正確な

評価，②解剖学的整復と強固な内固定，③早期可動域訓練，の3点である．掌側ロッキングプレート

は従来のプレートに比べ支持性に優れており，関節内骨折や粉砕骨折のみならず骨粗潅症の強い脆

弱な骨質症例でも術後早期の可動域訓練が可能であり，その結果良好な機能回復が得られるように

なった．しかし一方でプレートやスクリューによる長母指屈筋腱断裂が合併症として注目されてお

り，プレート形状が解剖学的デザインであるだけでなく，軟部組織に干渉しないことや緩みにくい

ロッキング機構を有することが求められる．日本整形外科学会から今春上梓される榛骨遠位端骨折

のガイドラインに示されている高いエビデンスは決して多くはなく，今後も当分の間，僥骨遠位端

骨折の治療法は術者の経験や技量に依存するものと思われる．このセミナーでは，僥骨遠位端骨折

の掌側ロッキングプレートによる治療におけるいくつかのポイントについて，ガイドラインと演者

の経験を比較しながら解説するとともに，手関節の可動域訓練を有効に引き出すための術後リハビ

リの工夫についても述べる．
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重度の手根管症候群に対する新しい母指対立再建術

NewOpponensplastyfOrSevereThenarAtrophySecondarytoCarpalTunnelSyndrome

○木森研治1，角西寛1，河越宏之'，生田義和2
】土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外科研究所

【目的】重度の手根管症候群に対する母指対立再建法としてはCamitz法が広く行われているが，移行

腱の走行や癒着，浮き上がり，母指MP関節可動域制限，手関節部の有痛性嬢痕形成など問題も多い．

そこで当科では手掌部小切開による皮下手根管開放と同時に長掌筋腱(PL)を短母指伸筋腱(EPB)'､

移行する対立再建を考案し，2006年以降この方法を行い概ね満足すべき結果を得ている．今回，そ

の手術の実際と治療成績について報告する．

【方法】手術は手根靭帯切離刀を用いた皮下手根管開放の後，まず母指MP関節背側に小切開を入れて

EPBを確認．この後EPBを筋腱移行部で切離してMP関節背側に引き出す．次に前腕末梢を展開して

PLを確認し，手くぴ皮線より2.5cm中枢でこれを切離.PLの末梢部分は尺側手根屈筋腱へ縫着して

滑車とし，中枢部分は母指球部から手根管中枢1/3の皮下，さらに滑車の下を通して前腕に引き出し

たEPBと縫合する．なお,EPBの牽引で母指IP関節が強く過伸展する症例ではEPBの基節骨基部で

の腱固定を追加する．術後は約3週間の外固定後に自動運動を開始し，6週から自由な手の使用を許

可した．対象症例は術後3カ月以上経過した18例(女性16例,男性2例)で,手術時年齢は52-80歳である．

【結果とまとめ】術後1カ月ですべての症例のしびれ,知覚障害は軽減し，母指掌側外転は術前平均31.

が45.に改善した．6週までに全例で指尖部でのつまみが可能となり，術後2カ月でADLでのつまみ動

作の改善をみた.MP関節の伸展は術前に同関節に強い過伸展を認めた2例を除く16例で術前より改

善しており，術後2カ月で平均7.であった．本法は従来法による手根管開放術後の二期的対立再建に

も利用でき,Camitz法の欠点を克服する対立再建法として有用である．
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手根管症候群に対するChow変法による鏡視下手根管開放術

EndoscopicAssistedCarpalTunnelReleasefOrCarpalTunnelSyndrome-ModifedChow'Ibchnique-

○中村恒一，内山茂晴，伊坪敏郎，林正徳，加藤博之

信州大学医学部整形外科

Chow原法による手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術では，過去の報告では1.45%から15%で

一過性神経障害が出現するとされている．それは主にカニューレ挿入時の正中神経への圧迫とFxit

portalからカニユーレを出す時のNervebranchの損傷によるものが主である．我々 が行っている

Chow変法は,Chowにより開発された2-portaltechniqueにおいて潜在する正中神経への損傷を回避

すべく，カニューレ挿入前にentryportalおよびexitportalより可及的に横手根靭帯(TCL)の近位，

遠位を切離することで，神経，血管，腱への損傷を軽減する方法である.Entryportalは近位手首

皮線レベルで，長掌筋腱上に1cmの皮切,exitportalはentryportalより中指環指間に引いた直線上

で,TCL遠位端上にlcmの皮切により作成する．それぞれの皮切よりTCLの近位，遠位部分を直視

下で安全に切離可能な部分まで切離する．直径5mmの特製カニューレを挿入し,TCLを鏡視下で確

認し切離する．カニューレを除去した後entryportalより関節鏡のみを入れて,TCL切離断端を鏡視

することにより，完全切離を確認する．この手技による関節鏡は,TCLの直視下ではみえない部分

を切るための補助的なものと考えている．したがって小皮切の直視下手根管開放術と比較して，よ

り確実にTCLを確認しながら切離できる方法として我々 の方法をendoscopicassistedcarpaltunnel

releaseと位置付けている．手術手技の詳細と,292例における合併症，成績および適応の限界につい

て報告する．
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肘部管症候群に対する尺骨神経の栄養血管を温存した

筋眉間前方神経移行術

AnteriorlntermuscularTranspositionofUInarNervePreservingFeedingVesselsmr
CubitalTunnelSyndrome

○山野慶樹，五谷寛之，寺浦英俊，山本研

清恵会病院大阪マイクロサージャリーセンター

【目的】肘部管症候群ついて，神経への栄養血管を温存した筋層間前方移行術を行い,M波を主とし

た電気生理学的検査と筋萎縮程度で分類した4段階についての成績と手術方法を提示し有用性を検討

する．

【方法】3年以上フォローした症例で局所の伝導速度遅延を示す軽度障害Axonostasis:16例，末梢を

含む伝導遅延を呈する中程度障害Axonostenosis:18例，筋萎縮及び伝導速度の遅延の強い重度障害

Axonocachexia:9例，神経変性を呈するAxonotomesis:1例である．手術方法は顕微鏡下に尺骨神経の

栄養血管を温存して，筋層間に前方移行する．障害程度の回復状況を電気生理学的及び筋萎縮に付

き検索する．

【成績】Axonostasis例では全例に筋萎縮は消退し伝導速度はほぼ正常に回復した.Axonostenosis例

では筋萎縮，伝導速度共にかなりの回復が見られた．Axonocachexia例では伝導速度の回復及び筋

萎縮の改善は軽度か殆ど見られなかった．

【考察】尺骨神経では手指の小手筋を司っている運動神経が重要であり,M波は太くて，圧迫，絞掘

や摩擦など物理的刺激に弱いA-α運動神経の伝導速度で，障害程度の指標として最もよい．またM

波所見は筋萎縮状態とよく平行しており，これによる神経障害の分類，検索は合目的的といえる．

末梢神経の血流はsegmentalに受けており，栄養血管を温存することは，特に障害されている神経に

は重要と思われる．また筋肉間では，肘屈伸に伴う神経伸縮のglidingHoorとしても有用である．

【結論】神経への栄養血管を温存して筋層間に移行するわれわれの開発した手術方法について，

intrinsicmuscleを支配する，物理的刺激で傷害されやすい太い運動神経のM波と筋萎縮の回復を検

索した．この手術法は障害された神経をbiologicalおよびbiomechanicalに良好な状況にする．
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肋骨肋軟骨移植術による関節再建術

ArthroplastyUsmgCostalOsteochondralGarf

○佐藤和毅'，中村俊康1，戸山芳昭'，池上博泰'，斉藤憲太2
1慶應義塾大学医学部整形外科学教室，2独立行政法人国立病院機構東京医療センター整形外科

関節軟骨は自己修復能が乏しく，ひとたび障害を受けると自然治癒することはほとんどない．整

合性を失った関節面は関節機能に大きな影響を与え，変形性関節症の誘因になる．関節軟骨損傷に

対する治療は整形外科領域の古くからの主要テーマであり，関節固定術，人工関節置換術，骨軟骨

移植術など様々な治療が行われてきた．近年の再生医療の発達で，組織工学，遺伝子治療を応用し

た新しい再建法の試みも始まっている．しかし，現在でも損傷された関節軟骨を完全に修復するこ

とは困難であり，骨軟骨移植術は実際の臨床においてもっとも有効で信頼性の高い関節再建法の一

つである．

演者らは,1996年以降，手指関節，肘関節など上肢の関節軟骨損傷に対して肋骨肋軟骨移行部を

donorとする自家骨軟骨移植術を行っている．手術は，肋骨肋軟骨移行部より採取した骨軟骨片を，

損傷された関節軟骨の形状に合わせてトリミングして移植する．肋骨肋軟骨移植術ではメスなどに

より軟骨部を自由に形成することができるため，指関節など複雑な形状に整合する関節形成が可能

である．本骨軟骨移植術の特徴は，解剖学的・生物学的な関節再建が可能であること，他の関節を

犠牲にしないことである.Donorである肋骨肋軟骨移行部の癌痛は術後2,3日で消失する．

これまで95例96関節(手指関節45例46関節，肘関節50例50関節)に対して本移植術を施行し，良好

な関節可動域を獲得した．また治療に対する患者さんの満足度も高い．上記治療例には指関節骨性

強直13例を含み,これらに対して肋骨肋軟骨二片より一対の指関節を形成し,障害関節を全置換した．

本パネルディスカッションでは，われわれが行っている肋骨肋軟骨移植術による関節再建術を，動

画を交えて供覧する．
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進行期KienbCck病に対するGraner変法の手術手技の実際

SurgicalProcedureofModinedGranerMetilodbrAdvancedmenb6ckDisease

○高瀬勝己，山本謙吾

東京医科大学医学部整形外科

【目的】Kienb6ck病の治療法には，様々 な方法が報告されている．理想的な治療法は，壊死した月状

骨の自己修復あるいは再血行化を促すことであるが，圧潰した月状骨を摘出せざるえない症例も存

在する．我々は，病期が進行し手根骨配列異常をきたした症例に，月状骨を摘出した後に手根骨間

部分固定術を行うGraner変法を施行してきた．今回，よりよい術後成績を得るための工夫と問題点

を報告する．

【手術手技】手関節掌側の僥骨手根関節直上に約5cmの横切開を加え，皮下を剥離後に伸筋支帯を縦

切し第3および4コンパートメント間を展開月状骨の摘出および肥厚した滑膜組織の切除を施行し

た後に，半割した有頭骨の中枢骨片を中枢側に移動し新しい僥骨手根関節を形成する．さらに，大

菱形骨・豆状骨を除いた手根骨間の関節軟骨を全て切除した後に，手根骨間部分固定術を行う．こ

の際，内固定材料としてKirschnerwireを4本用いるが，軟骨切除あるいは有頭骨移動により生じた

空隙は，腸骨より採取した骨皮質や海綿骨を充填する．また術中に重要なことは，舟状骨の掌側回

旋を十分に整復することであり，当科では過矯正とならないように僥骨-月状骨角を約50°に矯正して

いる．

【結果】26例に本術式を施行．術後4ヶ月以内に26例全例に骨癒合は得られた術前に認められた癖痛

は著明に改善され，安静時痛はなく軽度の労作時痛を認めたのは僅かに2例のみであった.X線上で

は，26例全例に新しく形成した僥骨手根関節に変形生関節症性変化を認めたが，この変化に由来す

る症状はなかった．また，手関節可動域は術前と同程度であり改善も悪化も認められなかった．

【結語】Lichtman分類3b以上のKienb6ck病において，早期の除痛や社会復帰でGraner変法は有効な手

術法である．

-S247-



2-3-P706

母指CM関節症に対する海綿骨移植を併用したクロススクリュー固定法

ArthrodesishrThumbCarpometacarpalJointArthritiswithCrossHeadlessCompressionBoneScrews
andCancenousBoneGrafts

○河村健二1，矢島弘嗣1，林智志1，清水隆昌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】母指CM関節症に対する関節固定術は除痛効果を得る方法として有用である．関節固定術の欠

点である術後外固定や骨癒合不全を克服すべく，我々は海綿骨移植を併用したクロススクリュー固

定法を行っているので手術手技を報告する．

【方法】皮切はCM関節背側直上で，中手骨基部と大菱形骨が展開できる大きさとする．榛骨神経浅

枝を同定保護しCM関節包を切開する．関節軟骨および骨鰊を切除する．次に別切開で僥骨遠位端

背側から海綿骨を採取する．関節固定部に海綿骨を充填し,HeadlessCompressionBoneScrew(現

在はAcutrak2Screwを使用）のガイドワイヤーで仮固定を行う．中手骨側からの刺入はAcutrak2

Miniのガイドワイヤーを用い，大菱形骨側からの刺入にはAcutrak2Microのガイドワイヤーを用い

る．透視にて適切にクロス固定されていることを確認する．中手骨側からは適切な長さのAcutrak2

MiniScrewを挿入し，大菱形骨側からはAcutrak2MicroScrew最長の18mmを使用し，対側の中手

骨皮質骨を僅かに貫くまでスクリューを挿入することが強固な固定力を得るために重要である．関

節包を修復し創を閉鎖する．

【結果と考察】29例に本法で手術を行い，術後1週間のみバルキードレッシングを施行し外固定は行わ

ずに可動域訓練を開始した．除痛は全例で得られたが，1例のみ骨癒合不全が生じたため術後1年で

骨移植を施行し骨癒合を得た．骨癒合不全を来した'例はスクリューがカットアウトした症例であり

スクリュー挿入の手技に問題があったと思われた．本法は従来のCM関節固定法に比して骨癒合獲得

が確実で，外固定が不要であるため有用な手術手技と思われる．
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TJscrewを用いた母指CM関節症に対するsuspensionplasty
SuspensionplastywiththeAbductorPoHcislDngus'I℃ndonUsing'IJScrewoftheOsteoarthritisofthe

CMJointoftheThumb

○藤岡宏幸1，常深健二郎2，高木陽平2，奥野宏昭3，田中寿－2
1兵庫医療大学リハビリテーション学部，2兵庫医科大学整形外科，3御津病院整形外科

【目的】保存的治療に抵抗する進行期の母指CM関節症に対して,TendonJunction(TJ)screwを用い

たsuspensionplastyを行ってきた．本報告では，手術方法の実際とその治療成績について報告する．

【対象】対象は2002年11月から2010年12月までに本法を施行した36例．男性7例，女性29例，平均年齢

は65歳で，平均経過観察期間は約14ヶ月であった．

【手術方法】(1)大菱形骨切除：手背僥側CM関節部に皮切を行い，大菱形骨を完全に切除する.(2)

移行腱の準備：伸筋腱背側第1区画で長母指外転筋腱(APL)を同定する．前腕遠位部に皮切を行い，

APLを筋腱移行部で切離して反転する.(3)骨孔作成:APLの太さを測定し，第1中手骨停止部のす

ぐ遠位から第1中手骨の関節面中央に向けて骨孔を作成し，さらに，第2中手骨近位部から背側にか

けて骨孔を作成する．(4)腱移行・固定：骨孔に腱を通し,TJscrewで骨孔に固定する.(5)後療法：

前腕から母指にかけて約1ヵ月ギプスシーネ固定を行った後，可動域訓練などのリハビリテーション

を開始する．

【結果】術後，瘻痛の改善が著明であった．握力は術前平均約5kgであったが，術後には約16.5kgに改

善した．可動域は掌側外転が術前平均約38度から術後約56度へ，僥側外転が術前平均約34度から術

後約49度へ改善した.X線評価で第1中手骨の中枢への変位を認める傾向があったが,ADL障害が著

明に改善していたので，患者の満足度は高かった．

【考察・結論】母指CM関節症に対するsuspensionplastyは除痛効果とともに可動域の温存が期待でき

る利点がある.suspensionplastyの際の腱の固定に,TJscrewを用いた場合,interlacingsuture法

より初期固定力に優れているという特長がある．したがって，本方法は母指CM関節症に対して有用

な手術法の一つと考える．
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胸郭出口症候群に対する3DCT腕神経叢

造影の検討

Analysisof3D-CTBrachialPlexographyfOrThoracic

OutletSyndrome

'大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市立

大学医学部整形外科

○高松聖仁1'2,米田昌弘l,岡田充弘2,

上村卓也2，香月憲一2

胸郭出口症候群(TOS)は胸郭出口部の静的因

子である解剖学的異常と動的因子による腕神経

叢の絞掘性障害がその病態と考えられている．

TOSに対する検査方法としては動的因子を評価

する種々の症状誘発試験や電気生理学的検査が

あり，解剖学的異常を評価する画像診断として

は血管造影と腕神経叢造影がある．しかし血管

造影は症状誘発試験や腕神経叢造影との関連性

を認めないとする報告もあり，腕神経叢造影の

方がより有用と考えられている．今回，その腕

神経叢造影後に胸郭出口部の3DCTを施行しそ

の有用性について検討を加えたので報告する．

【対象及び方法】対象は神経学的所見，症状誘発

試験，電気生理学的検査によりTOSと診断し，

腕神経叢造影および3DCT腕神経叢造影を施行

した女性7例，男性3例の計10例(平均年齢38.3歳）

とした．頸椎疾患は頸椎MRIで，他の拘掘性末

梢神経障害は電気生理学的検査で除外した以

上の症例の腕神経叢造影を熊大分類のtypel(腕

神経叢圧迫所見のみ),type2(圧迫所見優位),

type3(牽引所見優位),type4(牽引所見のみ)に

分類し,3DCT腕神経叢造影では腕神経叢が，

斜角筋部，鎖骨下，小胸筋部のいずれで圧迫さ

れているか検討し対比させた．

【結果】腕神経叢造影は熊大分類typel:5例，

tye2:1例,type3:3例,type4:1例であった.3DCT

腕神経叢造影の結果をあわせると,typelでは小

胸筋部2例，斜角筋・小胸筋部合併3例,type2は

斜角筋・鎖骨下合併,type3は鎖骨下l例，小胸

筋部2例,type4は斜角筋部l例であった．斜角筋

部の詳細な描出は3DCTの方が優れていた．ま

た鎖骨下においても,3DCTでは鎖骨下～第1肋

骨間隙の鎖骨下または肋骨上面接線方向での後

方からの微細な観察が可能であった．

【結語】3DCT腕神経叢造影はTOSの画像診断の

有用な一助となる可能性があると考えられた．

2-3-8

肩甲骨烏口突起骨折に潜在する肩甲上神

経麻揮

SuprascapularNervePalsyinCasesofCoracoidProcess
Fracture

市立札幌病院整形外科

○平地一彦，佐久間隆，後山恒範

【はじめに】肩甲上神経の単独麻痒は稀であり，

純粋な運動神経で明確な知覚障害を伴わないと

考えられているため，肩周辺の外傷に伴う神経

麻痒は見落とす可能性が高い．われわれが経験

した肩甲骨烏口突起骨折に伴う肩甲上神経麻揮

の3例について報告する．

【症例】症例は3例で，全例が男性の右肩で，年齢

は34～42歳(平均38歳)であった．受傷機序はす

べて転落外傷(階段・急発進した車・2mの高所）

であった．肩甲骨神経麻揮は術前診断が1例，術

後診断が2例で，いずれもMRIやエコーで腱板断

裂を否定した上で針電極筋電検査を行い麻痒の

診断確定を行った．全例不全麻揮であり，3例中

2例で知覚検査を行うと肩後面の痛覚低下を認め

た．合併損傷は全例，肩鎖関節脱臼と肩甲骨烏

口突起の基部骨折があり，うち2例は肩甲切痕を

含む骨折であった．全例に手術を行い，烏口突

起骨折と肩鎖関節脱臼に対し，観血的整復・内

固定を行った．3例中2例は術中に肩甲上神経の

触診が可能で，転位した骨片に牽引され神経が

緊張していた．しかし骨折の整復により神経の

緊張は消失した術後1～2週間の外固定ののち

運動を開始したが，麻痒により初期には肩の自

動挙上が困難であり，2例で一過性の肩関節拘縮

が生じた．肩甲上神経麻輝は術後0～3カ月に全

例で完全に回復した．

【考察】外傷性の肩甲上神経麻痒は，肩が挙がら

ないという愁訴が肩甲帯の骨折や脱臼に伴うと

考えられ見逃される可能性が高い．診断には肩

後面の知覚障害，徒手筋力検査の経時的変化，

腱板断裂の否定，受傷後3週以後の筋電図検査な

どが有用である．烏口突起基部骨折は肩甲切痕

近傍で神経は牽引外力を受けやすく肩甲上神経

麻揮が生じやすい．治療は骨折整復による神経

除圧が行われれば予後は良好である．
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Neuralgicamyotrophyに伴った後骨間
神経麻痒・尺骨神経運動麻痒合併の提起
PalsyofPosteriorlnterosseousNerveandMotorNerveof

UInarNerveFOllowingNeuralgicAmyotrophy

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揮

と高位尺骨神経運動麻揮症状が出現し，頚椎部

由来は否定的である一群の経験より，前・後骨

間神経麻揮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

間神経麻輝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痒遣残となった．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・上肢痛と運動麻揮は，

頚椎部での髄節性，神経根性病変ではなく末梢

神経麻痒と判断した．尺骨神経運動麻揮は尺側

手根屈筋少なくとも前腕部環指，小指深枝屈筋

以下と手内筋の麻濾で,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

麻揮・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庫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．

2-3-10

尺骨神経損傷に対する一期的機能再建術

PrimaryReconstructionfbrUlnarNerveIniury

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】運動機能の回復が不良といわれている尺

骨神経損傷を修復する際に，一期的にNeviaser

法による示指外転再建術を行った．その術後成

績について報告する．

【対象】2006年7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6例6手を対象に

した．内訳は男4例，女2例で，手術時年齢は32

～67歳，平均32歳であった．罹患側は右2例，左

4例であった受傷から手術までの期間は1～48

日，平均21日であった．尺骨神経の損傷部位は

肘関節が1例，前腕中央が3例，前腕遠位1/3が2

例であった．手術は神経縫合を4例に，神経移植

を2例に行った.術後の経過観察期間は1年～3年，

平均2年であった．

【結果】小指外転筋の筋収縮が3例に認められ，

MMTではPが3例,Zが3例であった．神経刺激

による小指外転筋のCMAPが3例に検出でき，健

側と比較した振幅は平均10％とかなり低かった．

第1背側骨間筋の筋萎縮は全例で改善していな

かったが,MMTでN-が1例,Gが3例,Fがl例

であった．最終調査時の健側比の握力は25％～

96％，平均67％，ピンチカは27％～93％，平均

62％まで増加していた.SemmesWeinstein知覚

検査では5例がred,1例でpurpleであった．受傷

前に職業に就いていた5例中4例が元の職業に復

帰していた．

【考察】尺骨神経は修復後の運動機能の回復が不

良といわれている．その中でも第1背側骨間筋に

よる示指外転は他の筋力による代償ができない

ために，早期の回復が期待できない．そこで，

神経修復時に一期的に示指外転再建術を行った．

示指外転は全例で可能となっており，ピンチカ

も健側比平均62％まで増加していた．前腕より

近位での尺骨神経損傷に対して，早めに示指外

転機能を得るため一期的に再建術をする選択肢

もあると思われる．
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高齢女性の不安定型尺骨遠位端骨折に対

するプレート固定の治療成績
PlateFixationfbrUnstableDistalUlnaFracturesin

EldedyWomen

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，五谷寛之，山本研，

田中祥貴，山野慶樹

【目的】高齢女性の僥骨遠位端骨折に合併する不

安定型尺骨遠位端骨折(尺骨茎状突起単独骨折は

除く）に対してプレート固定を行っており，その

治療成績を報告する．

【方法】対象は60歳以上女性の15例，年齢61～90

(平均732)歳，骨折型はBiyani分類typel:5例，

type3:8例,type4:2例,type3と4の茎状突

起骨折10例の内訳は先端部5例，中央部2例，基

部3例，僥骨遠位端の骨折型はAO分類A2:3例，

A3:7例,B3:1例,C2:2例,C3:2例，経過

観察期間は7～22(平均13.3)か月であった．手術

はまず僥骨遠位端骨折に掌側ロッキングプレー

ト固定(適宜僥側プレート，背側プレートを追

加）を行い，つぎに尺骨骨幹端骨折にプレート

固定を施行した．以前はSYNTHESミニT型プ

レート1.5を，最近はロッキングDRP2.4L型を使

用している．DRUJの不安定性がなければ茎状

突起骨折の骨接合を行わなかった．基部骨折の

3例に対して骨接合を施行した.X線評価(ulnar

variance,DRwgap)を受傷時，術直後，最終時

に行い，臨床評価はCooney評価を使用した．

【成績】骨幹端部骨折は全例で骨癒合を得た．骨

接合を施行しなかった茎状突起骨折(先端部，中

央部)7例は偽関節となったが,DRmの不安定

性は認めなかった．X線での矯正位損失はulnar

varianceO.2mm,DR町gapO.2mmと整復位が

ほぼ維持された.Cooney評価は平均84.7点，優5

例，良8例，可2例であった．

【結論】高齢女性の尺骨遠位端骨折は僥骨遠位端

骨折に合併することが多い．僥骨が解剖学的に

整復されても尺骨の変形が残存するとDRUJの

瘻痛や不安定性が生じることがあり，尺骨にも

骨癒合まで整復位を保持し得るプレート固定(特

にロッキングプレート)が必要である．

2-4-2

榛骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起

骨折の形態および転位

MorphologyandDisplacementoftheFragmentofUlnar

StyloidFractureAssociatedwithDistalRadiusFracmre

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】榛骨遠位端骨折には尺骨茎状突起骨

折を多く合併する．近年三角線維軟骨複合体な

どの手関節尺側部が注目されているが，尺骨茎

状突起骨折の形態や転位方向，距離についての

報告はない．今回我々 はcomputedtomography

(CT)を用い，尺骨茎状突起骨折の形態や転位の

計測を行った．

【方法】当院にて平成21年4月以降に尺骨茎状突

起骨折を合併した僥骨遠位端骨折に対し手術を

行い，術前にCTを行った症例40例を対象とし

た．平均年齢は63歳，男性10例，女性30例で

あった．受傷時の単純X線にてvolartilt,radial

inclination,ulnarvarianceを計測，さらに僥骨

の転位方向により掌側転位型と背側転位型に分

類した.CTデータより冠状断，矢状断，軸状断

の各画像を作成し，尺骨茎状突起骨折の形態や，

掌背側，僥尺側，近位遠位の方向への転位距離

を計測した．単純X線の計測値や転位型と,CT

の計測値との関係を統計学的に検討した．

【結果】CTでの骨折形態では，掌側斜骨折が6例，

背側斜骨折が6例，尺側斜骨折が2例，僥側斜骨

折が2例，粉砕骨折が1例，横骨折が23例であっ

た．掌側転位型10例では尺骨茎状突起は平均で

2=1mm掌側,0.5mm僥側l.1mm遠位へ転位し，

背側転位型30例では平均でa1mm背側,2.7mm

僥側,0.7mm遠位へ転位していたCTでの骨折

形態と，単純X線,CTでの計測値に有意な相関

を認めなかった．また，掌背側方向への転位距

離は転位型間に有意差を認め,volartiltと掌背

側方向への転位距離との間に有意な相関を認め

た．

【結論】掌側転位型では尺骨茎状突起は掌側へ，

背側転位型では背側へ転位しており，尺骨茎状

突起に付着する軟部組織により，榛骨転位方向

と同じ方向へ転位すると考えられる.CT上にて

掌側および背側の斜骨折を認め，僥尺靭帯浅層

の一方による剥離骨折の可能性が示唆された．
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梼骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起

骨折の手関節機能に及ぼす影響
EffectofUlnarStyloidFracmresonWristFunctionwith
DistalRadiusFractures

星ケ丘厚生年金病院整形外科

○上杉彩子，栗山幸治，大浦圭一郎，

蒲生和重，濱田雅之

【目的】僥骨遠位端骨折には尺骨茎状突起骨折を

しばしば合併する．近年尺骨茎状突起骨折の有

無は僥骨遠位端骨折の臨床成績に影響を与えな

いとの報告が散見される．今回我々は榛骨遠位

端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の手関節機

能に及ぼす影響について報告する．

【対象と方法】2009年4月から2011年6月までに掌

側ロッキングプレートを用いて観血的整復固定

術を施行した僥骨遠位端骨折のうち，術後6ヵ

月以上追跡可能であった尺骨茎状突起骨折を合

併した29例を対象とした．尺骨茎状突起骨折に

対しては処置を加えなかった．手術時平均年齢

61.2歳(16～84歳)，男性2例，女性27例，骨折型

はAO分類でA2:2例,A3:4例,Cl:10例,C2:1例，

C3:12例であった．尺骨茎状突起骨折の部位は中

村の分類で先端4例，中央7例，基部13例，基部

から骨端部5例であった.X線所見として術後6カ

月で尺骨茎状突起の骨癒合の有無を調査した．

機能評価として術後3ヵ月と6ヵ月のDisabimesof

theArm,ShoulderandHand(DASH)スコア，

Patient-RatedWristEvaluation(PRWE)を調査

した．

【結果】X線で尺骨茎状突起骨折の骨癒合は29例

中12例に認めた．尺骨茎状突起骨折の骨癒合が

得られた群では術後3カ月のPRWEは有意に低

かった(p<0.05).術後6カ月のPRWE,DASHは

有意差を認めなかった．また，三角靭帯の付着

部を含む尺骨茎状突起基部から骨端部で骨折し

ている18例と尺骨茎状突起先端から中央で骨折

している11例との比較では,DASH,PRWEと

もに有意差はなかった．

【考察】尺骨茎状突起骨折を伴う僥骨遠位端骨折

で，掌側プレートを用いて観血的整復固定術を

施行した場合，尺骨茎状突起骨折の部位，骨癒

合の有無は，術後6カ月の時点での手関節機能評

価に影響を及ぼさなかった．

2-4-4

檮骨遠位端骨折に対してロッキングブ

レート固定した場合の尺骨茎状突起骨折

の非内固定例の機能予後

FunctionalPrognosisofNon-internalFixationfbrUlnar
StyloidFracturesWhenDistalRadiusFracmreswere

FixedbyLockingPlates

'市立四日市病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○三矢聡1，夏目唯弘2，太田英之2，

篠原孝明2，平田仁2

【目的】僥骨遠位端骨折には尺骨茎状突起骨折が

合併することが多いが，僥骨遠位端骨折に対し

ての掌側ロッキングプレートほど尺骨茎状突起

骨折に対する治療法は確立されていない．また

尺骨茎状突起骨折はしばしば放置され偽関節と

なっても障害にはならない例も多い．今回僥

骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折を内

固定しなかった場合の予後について調査を行っ

た．

【対象と方法】2010年9月から2011年9月までの1年

間に当院及び関連施設で治療を行い10週以上経

過観察可能であった症例で，僥骨遠位端骨折に

対して掌側ロッキングプレート固定を行い，尺

骨に対しては内固定を行わなかった135例を対象

とした.男性:35例,女性:100例,平均年齢62歳(18

～86歳)．尺骨茎状突起骨折無し群:44例，有り

群:91例.尺骨茎状突起骨折は骨折の部位により，

先端～中央部をtip群，基部～骨幹端部をbase群

に分け,tip群:38例,base群:53例であった．検

討項目は,手関節可動域(健側比),握力(健側比)，

患者立脚型上肢機能評価Hand20とした．

【結果】掌背屈可動域は,無し群:平均79％(39～

94%),tip群:平均83%(43～100%),base群:平均

83％(64～100%)で有意差はなかった.回内外可

動域は,無し群:平均92％(58～100%),tip群:平均

94％(78～100%),base群:平均96%(78～100%)で

有意差はなかった.握力は，無し群:平均79%(30~

100%),tip群:平均73%(38～100%),base群:平均

70%(40～100%)で有意差はなかった.Hand20は，

無し群:平均11点(0～61点),tip群:平均18点(0~

88点),base群:平均13点(O～77点)で有意差はな

かった．

【考察】僥骨遠位端骨折をロッキングプレートで

強固に内固定した場合には，尺骨茎状突起骨折

の有無やその部位によらず，内固定をしなくて

も予後には影響しない可能性が示唆された．
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尺骨茎状突起骨折に対する吸収ピンによ

る治療

TreamentofUlnarStyloidFracmresUsingthe
AbsorbablePin

l駒沢病院整形外科，2川崎市立井田病院，3金子

整形外科

○吉川泰弘19別所祐貴1,高野勇人1,

齊藤毅2，市川亨3

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対するロッキングプ

レート固定では高齢者の多くは抜釘の必要性はな

い一方，合併する尺骨茎状突起骨折に対する一般

的治療であるtension-bandwiring(TBW)法は抜

釘を要することが多い．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18例(男3例，女15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123ヵ月(5～28カ月)であった．榛骨の

固定後に尺骨茎状突起を吸収ピン(Superfixorb)

1本と2重の2-O糸(FiberWire)を用いてTBW法に

準じた締結法で固定した．術後成績として瘻痛，

関節可動域，遠位榛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17例で完成した.2例で遷延化し，

偽関節の1例で折損を認めた.X線上骨内の吸収

ピンの陰影は最後まで確認された．関節可動域

は良好で，茎状突起の軽度の圧痛を3例に，運動

痛を偽関節となったl例に認めた．抜釘を含む追

加処置は僥骨の鋼線抜去を行った1例だけであっ

た．

【考察】吸収ピンはKirschner鋼線に比べ強度は弱

いが，吸収性の利点を生かして関節面の粉砕骨

片の固定などに使用されることが多い．今回靭

帯の付着する尺骨茎状突起にTBW法に準じた方

法で使用した結果，折損かつ偽関節の1例を除く

全例で骨癒合が得られ,pinは最終調査時まで完

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，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，皮層刺激症状も少なく骨癒

合が得られ，抜釘を必要としない方法として有

用と考える．

2-4-6

榛骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起

骨折の治療成績-Acutrakscrew固定

vsTbnsionbandwiring法一
ComparisonofAcutrakScrewFixationandTbnsionBand
WiringfbrUlnarStyloidFracmresAssociatedwithDistal
RadiusFractures

'東住吉森本病院，2明石整形外科クリニック

○川端確'，佐々木康介'，坂口公一'，

明石健一2，乾健太郎’

【目的】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨

折に対する手術治療として従来からtensionband

wiring法が選択されることが多い．一方，近年

はあらゆる骨折に対するheadlesscompression

screwよる内固定の有用性が報告されている．今

回，尺骨茎状突起骨折に対してAcutrak2micro

を用いたスクリュー固定を行い，従来法である

tensionbandwiring法との治療成績を比較検討

した．

【方法】僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起

基部骨折に対して両骨折とも手術を施行し，術

後3ヶ月以上経過観察できた症例のうち榛骨遠位

端骨折に対してAcu-LocDistalRadiusSystem

を使用した20例を対象とした平均経過観察

期間は7.3ヶ月であった．尺骨茎状突起骨折に対

してAcutrak2microで固定したACU群10例(女

性10例，手術時平均年齢71.4歳）とtensionband

wiring法で固定したTBW群10例(女性8例，男性

2例，手術時平均年齢62.7歳)を比較検討した．臨

床評価としてMayowristscoreを使用し,X線学

的に骨癒合の有無を確認した．

【結果】MayowristscoreはACU群で平均87.5点，

TBW群で平均81.0点であり，統計学的に有意差

はなかった.ACU群は偽関節が2例生じたが，

尺骨茎状突起周囲の症状による抜釘を含む再手

術を要する症例はなかった.TBW群は全例で骨

癒合が得られたが，6例において尺骨茎状突起周

囲の症状が残存するか抜釘を行っていた．

【考察】両群間における臨床評価に有意差はな

かったが,ACU群は偽関節が2例生じ固定性に

不安が残る結果となった.TBW群の固定性は安

定しており良好な骨癒合が得られたが，骨内に

埋没させるAcutrakscrewに比べてワイヤーの

刺激症状が残存する可能性が高いようである．
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尺骨遠位端骨折を伴う梼骨遠位端骨折の
治療成績
ClinicalResultsofDistalRadiusFracmrewithDistal

UInaFracture

'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1,洪淑貴1,堀井恵美子1,
服部達哉2，広石将行！

【目的】僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨

折の治療は，積極的な観血的整復内固定が必要

とする意見から僥骨の強固な内固定をすれば治

療不要とする意見まで様々であるが，当院の治

療方法，治療成績を報告する．

【対象と方法】2009年1月から2010年12月までに当

院にて手術治療を行った僥骨遠位端骨折で尺骨

遠位端骨折を合併し3ヶ月以上経過観察した42例

を対象とした．男性14例，女性28例，平均年齢

58.7歳，術後経過観察期間8.5カ月，僥骨遠位端

骨折はAO分類でA2:6例,A3:5例,B3:1例，

Cl:18例,C2:8例,C3:4例，尺骨遠位端骨折

は，茎状突起骨折38例(伽：4例center:12例，

base:18例,proximal:4例),尺骨頭・頚部骨折

は4例(Biyani分類type2:3例,type4:1例)であっ
た．最終診察時の手関節尺側部痛の有無，骨癒

合の有無を調査し,Cooneyの評価基準を用いて
評価した．

【結果】僥骨遠位端骨折はピンニングを施行した

1例以外は全例掌側プレート固定した．尺骨遠

位端骨折はBiyanitype4症例をヘッドレススク

リュー固定した他は僥骨骨接合後安定性を確認

し，2－4週間外固定した．僥骨は全例矯正損失

無く癒合し，尺骨頭・頚部骨折は全例で骨癒合

したが，茎状突起骨折は23例で骨癒合が得られ

なかった．最終診察時軽度の尺側部痛を3例に認

めたが，2例は茎状突起proximalの骨折(1例偽関

節)，1例はBiyanitype4の症例であった．術後

成績は優29例，良9例，可4例，不可O例であった．

尺骨茎状突起骨折偽関節の有無は臨床成績と統

計学的に有意な関連はなかった．

【考察】尺骨茎状突起骨折は保存療法で高率に癒

合不全となり，尺骨頭･頚部骨折は全例骨癒合し，

いずれも臨床成績は良好であった．僥骨骨折部

の安定性が得られた場合，遠位榛尺関節面に転

位がなければ尺骨遠位端骨折は保存的に治療可

能と考える．

2－48

掌側ロツキングブレート固定術の術後成

績と合併症からみたStellar2プレートの

開発

AllNewDesignStellar2PlatewasDevelopedthrough

ClinicalResultsandComplicationsoflst.Generation
WlarLockingPlating

'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

○坂野裕昭1,瀧上秀威1,勝村哲l,

中村裕之'，齋藤知行2

【はじめに】僥骨遠位端骨折の掌側ロッキングプ

レート固定術の良好な臨床成績と共に様々な合

併症も増加している．今回マルチセンタースタ

デイーデータを基に合併症が少なく強固な固定

性が得られるプレートを開発したので報告する．

【マルチセンタースタデイー】対象は術後6ヵ月以

上観察できた僥骨遠位端骨折426例，平均年齢は

61.3才．骨折型はA型117例,B型37例,C型272例．

治療プロトコールを統一し,SteUarplate単独固
定を基本に必要時K-wire追加刺入を行った．

【結果】整復位はRI,PTは保持されたが,UV

のみ術後平均0.9mmの短縮(p<0.01)を認めた．

MayoscoreはExcellent218例,Goodl32例で82%

にGood以上が得られた.DASHscoreも平均7.55

と良好な結果が得られた．主要合併症は正中神

経障害32例(7.5%),EPL損傷8例,FPL損傷l例

であった．

【次世代プレートの条件】伸筋腱損傷は手技の問

題であり，正中神経・屈筋腱障害は屈筋腱とプ

レートの干渉に起因する合併症である．従って

屈筋腱と干渉しないlowpronleで近位設置型の

デザインが求められる．また，確実にpalmar

tiltが獲得出来るcondylarstabilizing法を容易に

する補助器具の開発更に，簡便な方法で遠位

骨片の把持に加え関節内骨折での関節面および

僥骨茎状突起背尺側骨片の固定を得る必要が

ある．

【Stellar2]DSS法の様な煩雑な操作は不要で関節

面を面状に保持するロッキングスクリューは矢

状面・冠状面に於いても全てクロス配列とした

クロスロッキングメカニズムを採用し骨片保持

能力を向上させ，破断強度も30％増加した．ま

た，スクリューホールはdoubleraw配列とし近

位より茎状突起と背尺側骨片の保持を可能にし

た．プレート形状はWatersheadlineに拘らず榛

側にbuttress効果を有する形状を踏襲した．
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榛骨遠位端骨折に対する掌側ロツキング

ブレート固定の術後合併症の検討

PostoperativeComplicationsofDistalRadiusFractures

TreatedwithaWlarLockingPlateSystem

i一宮市立市民病院，2名古屋大学医学部手の外

科学

○澤田英良1,三宅洋之19大西哲朗2,

篠原孝明2，平田仁2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する治療として，掌

側ロッキングプレートによる内固定が主流と

なっているが，その合併症の報告も散見される

ようになった.今回,我々は術後合併症に注目し，

調査を行った．

【対象と方法】NPO法人｢ハンドフロンティア｣参

加8施設において,2010年9月～2011年7月に掌側

ロッキングプレートによる内固定を行った僥骨

遠位端骨折患者152例のうち，術後10週以上追跡

可能であった139例(男性34例女性105例）を対

象とし，術後合併症につき検討した．平均年齢

は63歳，受傷側は利き手63例・非利き手72例・

両手l例,AO分類はA型49例B型6例C型83例で

あった．プレート設置位置はプレート遠位と月

状骨窩掌側縁との距離を測定した．臨床評価は，

手関節可動域，握力健側比,Hand20を用いた．

2群間の比較にはt検定を用い,p<0.05を有意

差ありとした．

【結果】全例で骨癒合が得られ，22例(15.8％)で抜

釘を行った．合併症を有した症例は10例(7.0%)

であった．手根管症候群(以下CTS)2例，尺骨神

経障害l例，長母指屈筋腱障害1例，僥骨神経浅

枝障害1例，手指しびれ2例，ネジバックアウト1

例，整復不良l例，ケルバン腱鞘炎l例であった．

伸筋腱・屈筋腱断裂は認めなかった．手関節可

動域，握力健側比,Hand20とも合併症群，非

合併症群で有意差を認めなかった.CTS合併例

は，70歳女性，68歳男性の2例であり，いずれも

抜釘と同時に手根管開放術を行い症状軽快した．

CTSの発症要因としてプレート設置位置を検討

したが,CTS群で平均2.5mm,非CTS群で平均

3.32mmと遠位設置ではあるものの，有意差を認

めなかった．

【考察】掌側ロッキングプレートの術後合併症と

して，屈筋腱・伸筋腱損傷の認識が広まり，そ

の発生頻度は減少していると考えられる.CTS

の発生予防に関しては今後検討の余地がある．

2-4-10

掌側ロツキングブレートで加療した榛骨

遠位端骨折の術後合併症

ComplicationsofDistalRadiusFractureswithWlar
LockingPlates

長崎労災病院手の外科

○角光宏

【目的】掌側ロッキングプレート(以下VLP)は，僥

骨遠位端骨折の治療における有用な内固定ツール

であるが，その問題点も顕在化してきている．今

回,VLPを用いて加療した僥骨遠位端骨折例の術

後合併症を調査し，その問題点を検討した．

【対象と方法】2006年1月よりVLPにて加療し，術

後6ヵ月以上追跡し得た榛骨遠位端骨折200例202

手を対象とした．平均年齢62.1歳(17歳～90歳)，

平均追跡期間14.3カ月(6カ月～61カ月)，骨折型

(AO分類）はA2:2手,A3:70手,B3:12手，

C1:32手,C2:27手,C3:59手，使用プレート

は遠位設置型158手，近位設置型5手,Polyaxial

型39手であった．術後成績は日手会機能評価で

判定し，本術式に関連した術後合併症の頻度・

特徴について検討した．

【結果】術後合併症は38手(18.8%)に認め，骨折型

別では,A3:14.3%,Cl:12.5%,C2:14.8%,

C3:33.9%の合併率であった．合併症の内訳は，

正中神経障害18手，症候性関節症6手,CRPS4

手，手指拘縮4手，骨癒合不全3手,FPL断裂2手，

FPL刺激2手,EPL断裂2手であり，正中神経障

害は，手術を要した4手を除き，症状は一過性で

あったが，症候性関節症はすべてcollapseに伴う

スクリューの関節内突出を認め，追加手術が必

要であった．またEPL断裂はともに術後3カ月で

の発症に対し,FPL断裂2手は抜釘未実施の長期

経過例(術後平均50ヵ月）であった．なおC3例で

は，合併症を有する例の治療成績が有意に低下

していた(p<0.01).

【考察】VLPに関連した術後合併症の多くは，愛

護的に良好な整復位を獲得し，適切なプレート

の選択・設置により，その発生頻度を減らすこ

とが可能である．一方，粉砕度の強いC3例では，

VLPの固定力の限界を認識し，症例ごとに内固

定法を工夫すべきであり，抜釘未実施例では，

屈筋腱断裂回避のための長期的経過観察が必要

である．
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梼骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング
プレートの合併症

Acu-Iockシステム術後長期フォロー

ComplicationsofWlarLockingPlateFixationfbrDistal
RadiusFracmres

'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-19小川泰史1,國吉一樹2

【目的】我々は手術が必要な僥骨遠位端骨折に

対して,2007年9月以降，主にAcu-LockDistal

RadiusPlateSystem(Acu-lockシステム）を用い

て治療を行い，原則として抜釘を行わずに経過

を追跡した今回はこれらの症例の術後合併症

について報告する．

【方法】2007年9月から2009年10月までの間に当科

でAcu-Lockシステムを用いて掌側プレート固定

を行った榛骨遠位端骨折は54例であった．この

うち，術後，問題発生例以外は抜釘を行わずに2

年以上経過観察した50例(追跡率93％）を対象と

した．対象は男性16例，女性34例，手術時年齢

は19歳～90歳(平均57±16歳),術後経過観察期

間は24ヶ月から49ヶ月(平均33ヶ月）であった．こ

れらの患者に関して，術後の合併症について調

査・分析を行った．

【成績】合併症は10例(20％)に見られた．その内

訳は手関節尺側部痛3例,CRPSl例，伸筋腱皮

下断裂l例，屈筋腱皮下断裂l例，方形回内筋拘

縮1例，手根管症候群1例，創部痛l例，創部嬢痕

形成l例であった．

【結論】手術手技あるいはプレーテイングシステ

ムそのものによると思われる合併症は必ずしも

多くなかった．抜釘術は全例に行うのではなく，

腱皮下断裂などを予測する方法を確立し，対象

を選別するという方向に進むべきと考えた．

2-4-12

梼骨遠位端骨折に対する掌側プレート固

定術後合併症の検討

ComplicationsafterLockedVblarPlatingfbrDistal
RadiusFractures

'近畿大学医学部整形外科，2葛城病院

○大谷和裕1,冨山貴司1,福田寛二1,

浜西千秋1,大植睦2

【目的】近年，外固定期間の短縮や再転位が予防

できる点より掌側ロッキングプレート固定が多

用されている．しかし，症例数の増加に伴いプ

レート固定による弊害も明らかとなりつつある．

今回当科で経験した僥骨遠位端骨折に対する掌

側プレート固定後の合併症につき検討した．

【対象】2005年以降当院および関連病院で僥骨遠

位端骨折に対してロッキングプレート固定を施

行した316例のうち合併症を認めた10例を対象に

その原因を検討した．

【結果】術後合併症を有した症例は8例，抜釘時に

合併症を有した症例が2例で，このうち1例は他

院で骨接合後合併症を生じた1例である．合併症

の内訳は腱損傷6例，仮固定に用いたwireの骨内

への埋入が1例，掌側枝損傷1例であった．抜釘

時の合併症はスクリューヘッドの破損であった．

使用した機種はAcumed社アキュロックプレー

ト7例,Stryker社製マトリックス・スマートロッ

クプレート2例,Synthes社DRPプレート1例で

あった．腱損傷の内訳はEPL断裂が2例,FPL断

裂が2例,FPL不全断裂が2例であった．いずれ

の症例も内固定剤の抜去と腱移行術を行った．

wireの骨内への埋入は追加処置は行わなかった．

掌側枝損傷は嬢痕による癒着のため抜釘時に神

経剥離術を行い軽快した．抜釘時のスクリュー

ヘッドの破損は全例抜去可能であった．

【結論】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定は標準的な治療法となっている．

症例数の増加に伴い合併症の報告も散見される．

いずれも骨接合術にプレートを用いたために生

じた合併症でありインプラントの設置位置や手

術操作等のテクニカルエラーによるものが多い．

また，僥骨遠位に設置するインプラントのため

スクリューも小さいサイズが多く材質がチタン

製であることも考慮に入れスクリューの刺入，

抜去は慎重に行う必要がある．
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2-4-13

榛骨遠位端骨折に対する髄内釘固定の

合併症

ComplicationsoflntramedullaryFixationofDistalRadius
Fractures

'慶應義塾大学医学部整形外科，2荻窪病院整形外

科，3済生会神奈川県病院整形外科，4済生会横浜

市東部病院整形外科

○西脇正夫1，田崎憲一2，岡崎真人2，

佐々木孝3，山中一良4

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定の普及に伴い，腱断裂の合併症の

報告が増加している．軟部組織合併症を最小限

にするために内固定材料が骨内に埋没する髄内

釘が開発され，良好な臨床成績が報告されてい

るが，その合併症に関する詳細な報告はほとん

どない．本研究では髄内釘使用の安全性を明ら

かにする目的で合併症の検討を行う．

【対象および方法】榛骨遠位端骨折に対して髄内

釘(WrightMedical社製MICRONAIL)を用いて

手術を行い，1年以上経過観察可能であった55例

(51～88歳，男性5例女性50例)を対象とした．適

応は基本的には50歳以上の不安定な背側転位型

関節外骨折としたが，一部の単純な背側転位型

関節内骨折にも適応した.AO分類の骨折型は，

A2:2例,A3:43例,Cl:1例,C2:9例であり，こ

れらの症例に術後1年間に生じた合併症について

検討した．

【結果】軟部組織合併症は，僥骨神経浅枝一過性

刺激症状2例,手根管症候群1例,ばね指1例であっ

たが，いずれも保存的治療で改善した遠位僥

尺関節内に遠位ロッキングスクリュー先端が1例

で突出し，スクリューの抜釘を要した．矯正損

失はA3型の4例に生じ，いずれも術直後の整復

位は良好であったが，術後1週間以内に掌屈短縮

転位したvolartiltが9～12.増加して骨癒合し

たが,術後1年で瘻痛前腕回旋制限はなかった．

腱断裂，感染,CRPS,内固定材破綻やネイルの

抜釘を要した例はなかった．

【考察】髄内釘を用いた治療は，内固定材料と軟

部組織の接触がほとんどないため，適切な手術

適応と手術手技で行えば，重篤な合併症が生じ

る危険性は極めて低く，抜釘も不要である．術

後掌屈短縮転位例が多いことが最大の課題であ

り，遠位骨片の掌側への固定性が不十分となら

ないように常に注意が必要である．

2-4-14

掌側ロッキングプレートを用いた梼骨遠

位骨折の治療成績と合併症の検討
PostoperativeResultsandComplicationsofPalmar
LockingPlateFixationfbrDistalRadiusFracture

土庄中央病院整形外科

○山下泰司，岩本勇樹

【目的】僥骨遠位骨折に対し掌側ロッキングプ

レート用いて治療を行ってきたが，いくつかの

合併症を経験したため考察を交えて報告する．

【対象と方法】対象は2007年4月から当院で掌側

ロッキングプレート固定術を施行した64例．平

均年齢は73歳(23-93)，男8女56例.AO分類

ではA2:9例,A3:20例,B2:1例,B3:2例，

Cl:6例,C2:10例,C3:16例であった．プレー

トはVariax:6,DRPjuxtaarticular:35,DRP

extraarticular:5,VCP:5,VA-TCP:13例．

尺骨茎状突起合併例は44例（うち内固定施行5

例)，術後架橋創外固定併用2例，開放骨折1例，

人工骨併用5例であった．単純X線評価および臨

床機能評価としてCooneyの評価基準を用いた．

【結果】単純X線評価における矯正位損失はR1

2.00｡,UV1.32mm,PT2.90｡.最終調査時の臨

床成績はexceUent53例,goodlO例,fairl例，

poorO例であった．合併症として示指浅・深指
屈筋腱断裂1例，長母指伸筋腱断裂1例,CRPS発

症1例，近位スクリューの折損1例を認めた．

【考察】屈筋腱断裂症例は明らかな整復位不良と

プレート設置位置の問題と考えられた．伸筋腱

断裂症例は整復位不良に伴う背側骨片の問題と

考えられた.CRPS発症例は関節内骨折の症例で

あるが，認知症あり術後創外固定を3週間併用し

た症例であった．近位スクリュー折損症例は整

復位等の問題はないと考えられたが，一人暮ら

し・二本杖歩行の方であり，長いプレートを選

択すべきであったと思われた．
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榛骨遠位端骨折の合併症

ComplicationofDistalRadiusFracmre

泉整形外科病院

○渋谷純一郎，高原政利，加藤義洋，

小関和 彦 根 本 忠 信

【目的】僥骨遠位端骨折の合併症は多岐に渡り，

成績を低下させる要因となる．しかし，合併症

の頻度や発症時期についての詳細な報告は少な

く，合併症の治療方法や対策については意見の

一致をみていない．そこで今回は当科で治療を

行った僥骨遠位端骨折の合併症を調査し検討を

行った．

【対象】連続する過去2年間で，18歳以上，1カ月

以上経過観察可能であった105例を対象とした．

治療の内訳は，保存加療：63例，手術加療：42

例であった．手術は掌側LCPを用いて行った．

平均経過観察期間は5ヵ月(1～14ヵ月)であった．

【方法】カルテの記載より，上肢痛，手のしびれ，

手指と肩の拘縮，腱断裂，ばね指,CRPSおよび

感染の有無と発症時期を調査した．

【結果】合併症は29例(28%）（保存の24%，手術

の33％)にみられた.12例では同一手で複数の合

併症がみられた．上肢痛は14例(13％）（保存の

16％，手術の10%),手のしびれが12例(11%)(保

存の10%，手術の14%)にみられた．手根管症候

群として治療を行ったのは9例(8%）（保存の6%，

手術の10%)であった．手指の拘縮が8例(7%)

(保存の6％，手術の10%)，肩関節の拘縮が9例

(9％）（保存の10%，手術7％)にみられた.EPL

断裂が1例(1%)にみられ，保存例であった．ば

ね指が6例9指(6％)にみられ，全て手術例であっ

た.CRPSが1例(1%)にみられ,保存例であった．

FPL断裂と感染はなかった．手根管症候群の発

症時期は受傷直後からll週(平均5週)であった．

ばね指の発症時期は受傷後4から9週(平均6週)で

患側の環指に多かった．

【考察】合併症を複数有する例が多く，合併症の

連鎖があると考えられる．特に受傷後1～2ヵ月

の間は合併症を早期に発見し治療することが重

要である．

2-4-16

榛骨遠位端骨折治療に伴う長母指伸筋腱

損傷の検討

InjuryofExtensorPollicisLongusTbndonAccomapnied
withDistalRadiusFracmres

産業医科大学整形外科

○善家雄吉，大茂壽久，目貫邦隆，

村井哲平，酒井昭典

【目的】僥骨遠位端骨折(以下DRF)後に続発した

長母指伸筋腱(以下EPL)皮下断裂の報告は散見

される．今回，当院および関連施設において治

療を行ったDRF術後のEPL断裂について検討し

その危険因子について考察した．

【対象および方法】2006年4月～2010年3月までの4

年間で，掌側ロッキングプレートを用いて手術

を行った榛骨遠位端骨折283症例中，術後に長母

指伸筋腱断裂と診断した6症例(2.1％)を対象とし

た．男性1例,女性5例,平均年齢57.0歳(33～70歳）

であった．骨折型はAO分類で,A21例,A34

例,C21例，平均手術待機期間は2.7日であった．

EPL断裂発生時期，スクリュー突出の有無，背

側天蓋骨片の有無などについて検討した．

【結果】6例のEPL断裂発生時期は，平均49.8日

(1～122日）であった．完全断裂が4例，不全断

裂が2例であった．明らかなScrew突出は6例中

1例(16.7%)に認められた．背側天蓋骨片は2例

(33.3%)に存在し，いずれも転位の大きい症例で

あった．これら代表症例を供覧する．

【考察】本研究におけるEPL断裂の原因は,1例

がScrewが長い,2例が背側天蓋骨片の大きな転

位，3例が明らかな原因不明であった．Screw長

については，至適サイズの決定において｢掌側骨

皮質からEPL腱溝部までの距離｣と「身長｣に正の

相関関係が認められた(p=0.008,R2=0.29).ま

た，その距離は｢身長を86で割った値」とほぼ等

しかった．また背側天蓋骨片は，その転位の程

度によっては，確実に整復しなければEPLの滑

走障害を来たす可能性が高い．

【まとめ】DRF術後のEPL断裂は，Screw長，或

いは背側天蓋骨片の整復不足にまつわる医原性

の問題と，従来より指摘されている，受傷時の

腱圧挫やコンパートメント内圧上昇による血行

障害の関与が考えられた．
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2-4-17

榛骨遠位端骨折変形治癒後のDRUJの不

安定性に伴う正中神経麻揮の治療経験

ManagementofMedianNelveParalysisduetolnstability
ofDistalRadioulnarJointafterConservativeTifeatmentof

DistalRadiusFracture

関西労災病院整形外科

○信貴厚生，川口杏夢，中川玲子，

堀木充，田野確郎

【目的】今回我々は僥骨遠位端骨折の変形治癒後

に,DRUJ不安定性に伴う正中神経麻痒の症例を

2例経験したので報告する．

【症例】症例1：67歳女性，椅子から落ちて左僥尺

骨遠位端骨折受傷，近医で保存加療受けるも3か

月後から母指～中指のしびれが出現．受傷8か月

で当科受診し，左僥骨背屈変形治癒,DRUJ不安

定性正中神経麻津を認めた．回外位で尺骨頭

が掌側に脱臼し，しびれの増強を認め，正中神

経伝導速度では終末潜時の延長を認めた尺骨

頭が掌側に脱臼することで正中神経の圧迫が悪

化すると考え，正中神経剥離術,S-K手関節形成

術を施行した．術中所見では回外位で尺骨頭が

掌側に脱臼することで正中神経が掌側に持ち上

げられ，横手根靭帯近位部で強く圧迫を受けて

いた．術後しびれはほぼ消失,ROM制限なく，

ADLは問題ないレベルとなった．

症例2：80歳女性，転倒し左僥骨遠位端骨折を受

傷．近位で保存加療を受けたがその後左手関節

尺側部痛，母指～環指のしびれ出現．受傷8か月

で当院受診,DRmの不安定性があり，同様の症

状を認めた．同じ機序による症状と考え正中神

経剥離術,S-K手関節形成術を施行，術後しびれ

はほぼ消失,ROM制限もなく経過している．

【考察】僥骨遠位端骨折変形治癒後に整復不良の

骨折部，仮骨，嬢痕などによる手根管症候群に

ついてはよく知られている．本症例は榛骨の背

屈変形治癒に加え,DRUJの不安定性が強く回外

時に尺骨頭が掌側に脱臼した．そのため正中神

経が尺骨頭，軟部組織によって掌側に持ち上げ

られたため，正中神経が手根管部で牽引され圧

迫が強くなったと考えられた．僥骨遠位端骨折

後の変形治癒後,DRUJ不安定性から正中神経麻

揮が生じる症例があり，正確な解剖学的整復と

ともにDRmの安定性を得ることが必要と考え

る．

2-4-18

榛骨遠位端骨折に対する掌側locking
plate固定術後の正中神経障害についての
検討

HandNumbnessandCarpal'IilnnelSyndromeafterWlar

LockingPlatingfbrDistalRadiusFracture

'岐阜県総合医療センター整形外科，2岐阜県立下

呂温泉病院整形外科

○河村真吾l,横井達夫l,野々村秀彦1,

鈴木康2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側lockingplate

固定術後の正中神経障害について調査検討する．

【方法】2007～2011年に加療した榛骨遠位端骨折

170例中，掌側lockingplate固定を施行して術後

3カ月以上経過観察した103例を対象とした．性別

は男性26例，女性77例，平均年齢61.2歳，骨折型

はAO分類typeA36例,typeB5例,typeC62

例であった術前患肢に正中神経領域の感覚障

害を有した症例，関節リウマチ症例は除外した．

使用インプラントはSYNTHESJA-DRP28例，

VA-TCP18例,EA-DRP4例,VolarColumn

DRPl例,MESAPTUS2.527例,Stryker

VariAxlO例,SmartLock3例,AcuMedAcu-

LocDistalRadiusPlate4例,MEIRAD-plate4例，

DePuyDVR3例,JMMOSRplatel例であった．

術後正中神経障害発生の頻度および時期，障害

発生例における使用インプラントおよびplate設

置位置，治療方法と成績を調査した．

【結果】9例(8.7%)に術後正中神経領域の感覚障害

を認めた．うち1例は掌側皮枝のみの障害であっ

た．発生時期は術後平均2ヵ月(5日～5ヵ月)であっ

た．9例における使用インプラントはAPTUS2.5

3例,VA-TCP2例,JA-DRPl例,VolarColumn

DRPl例,AcuFLocl例,D-platel例であり,plate

の不適切な遠位設置や遠位部の浮き上がりを6例

に認めた治療方法は抜釘l例，手根管開放術1例，

抜釘十手根管開放術1例，薬物療法6例であり，手

術例では速やかに改善を得た．

【考察】掌側lockingplate固定後の正中神経障害

は8.7％と軽視できない頻度であった.plateの設

置位置不良や骨形状との不適合による遠位部の

浮き上がりは正中神経障害発症の一因と考えら

れた．しかし設置位置が適切であっても正中神

経障害を生じる症例を認めた点，また発症時期

も様々であった点からは複数の要因が存在する

可能性が示唆された．
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梼骨遠位端骨折内固定時と抜釘時におけ

る長母指屈筋腱滑動部位の変化

ShiftinLocationofRexorPollicisLongusTbndonafter
IntemalFixationofDistalRadiusFracture

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

【目的】榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートの術後合併症である長母指屈筋腱(以下

FPL)断裂を予防するために，私たちはプレート

遠位部をintermediateabrouszoneの軟部組織

(以下IFZ)で被覆し,FPLとプレートとの接触を

回避する術式を施行している.2010年の私たち

の報告で，この術式でFPL-プレート間距離が保

てることを示したが，内固定後も維持されるか

どうかを抜釘時にも調査したので報告する．

【対象と方法】2009年2月から2011年8月までに日

本ユニテック社製Stellarプレートで内固定し，

抜釘まで施行した26例26骨折を対象とした．内

固定から抜釘までの期間は平均8.4か月(5～15か

月）であった．ペンローズドレーンを用い,X線

不透過ラインが腱の背側中央になるようにFPL

に被せ縫合固定し,X線イメージ透視下にFPLの

滑動部位を確認した．側面像で，プレート遠位

部とFPLが最も離れる角度での像でFPL-プレー

ト間の距離を0.5mm単位で計測した．内固定時

および抜釘時に調査を行い,FPL-プレート間距

離の変化を調査した．

【結果】FPL-プレート間距離は，内固定時平均

2.5mm(0.5～3.0mm)で，抜釘時は平均1.5mm

(0.5～2.0mm)であり，内固定時・抜釘時ともに

FPLがプレートに接触する例はなかった．変化

量(内固定時距離-抜釘時距離)は平均0.5mm(0~

2.0mm)であった.9例で変化なく,17例で内固

定時より抜釘時にFPL-プレート間距離が短縮し

ていた．

【考察】半数以上の例で内固定後FPLがプレート

に接近していた．しかしながら，これは骨折受

傷時のIFZの腫脹が抜釘時に消退していること

が原因と推測される．抜釘時に接触していた例

がなかったことから，プレート遠位部をIFZで

被覆する手技は,FPLとプレートの接触を回避

し，腱断裂予防のための抜釘を不要にできる可

能性がある．

2-420

梼骨遠位端骨折における掌側ロツキング

ブレート後のFPL障害

DisorderofHexorPollicisLongusCausedbyWlar

LockingPlatewithDistalRadiusFracmre

刈谷豊田総合病院整形外科

○水島秀幸

【はじめに】掌側ロッキングプレート固定に伴う

FPL障害は僥骨遠位端骨折の治療上無視できな

い合併症の一つである．今回掌側ロッキングプ

レートの抜釘を行った症例に対し抜釘前の臨床

所見，および術中所見につき検討を行ったので

報告する．

【症例および方法】症例は2009年1月より2011年6

月までの2年6カ月の間に演者が小林メディカル

社のAcu-Loc⑰プレートを用いて加療を行った僥

骨遠位端骨折症例59例のうち，抜釘を行った23

例である．男性5例,女性18例,平均年齢59.2歳(21

-83)，患側は右14例，左9例，骨折型はAO分類

A22例,A32例,C14例,C28例,C3

7例であった．骨接合術より抜釘までの期間は平

均7.1か月(3-14)，抜釘後最終観察期間は2.3か

月(0.5-7)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，母指運動時

に前腕遠位に軋礫を認めた症例が3例，痛みを認

めた症例が8例，母指の拘縮あるいは動かしづら

さを認めた症例が8例であり，23例中15例にFPL

由来と考えられる何らかの症状を認めた．抜釘

時の所見としては,FPLの部分損傷を認めた症

例が3例FPLの癒着を認めた症例が15例であり，

24例中17例にFPLに関する何らかの所見を認め

た．抜釘前にFPL由来と思われる何らかの症状

を認めた症例15例中12例に術中にFPLに関する

所見を認め，残りの4例には明らかな所見は認め

なかったが，全15例とも術後に症状は改善した．

【考察】抜釘前に母指運動時の症状を認めた15例

全例に抜釘後症状の改善を認めた．母指運動時

に何らかの症状を認める症例に対しては積極的

に抜釘を勧めるべきであると考えられた．
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榛骨遠位端骨折ロツキングブレートの功罪・
術後早期の長母指屈筋腱障害について一

MeritsandDemeritsofaLockingPlateoftheDistal

RadiusFracmres;DisorderoftheHexsorPollisLongusat
EarlyStageafterSulgery

東京手の外科スポーツ医学研究所

○戸部正博，山口利仁，平良貴志，

宇佐美聡，河原三四郎

【目的】掌側ロッキングプレートの合併症の一つ

に術後の長母指屈筋腱(以下FPL)の断裂や腱鞘

炎は知られているが，術後早期の母指屈曲障害

について報告は無い．今回，われわれは術後早

期におけるFPL障害について調査を行ったので

報告する．

【方法】2011年4月から手術を行い，術後3か月以

上経過観察を行った24例を対象とした．症例は

男性9例，女性15例で，年齢は16～85歳(平均

59.5歳)であった．受傷時の骨折型はAO分類で

A2:7例,A3:5例,C2:7例,C3:5例であった．

手術は受傷後O～15日(平均7.3日)で，全例アラタ

社製DWPプレートを使用したFCRアプローチで

行った．術後は術翌日より手関節および手指の

リハビリテーションを開始した上記24例に対

して，術後の母指屈曲障害の有無と程度，母指

自動運動に対する経時的VASscore,抜釘を行っ

た20例に対する肉眼的所見について検討を行っ

た．抜釘時のFPLは程度の差はあったが，全例，

周囲組織との癒着を認めた．

【結果】術後の母指屈曲障害は24例(100%)におい

て認め，骨折型との相関はなかった．また，術

直後に屈曲障害を認めた症例も術後平均2.1週間

で，症状はほぼ消失した．経時的VASscoreも

術後3週間で平均0.7/10,最大6週で0であった．

【結論】僥骨遠位掌側にロッキングプレートを設

置する際には方形回内筋を温存するか否かにか

かわらず,FPLの僥骨付着部を部分的に切離す

る必要がある．今回の検討は術後約2週を経過す

るとほぼ症状は改善するが，術後早期のFPL障

害が手術時の侵襲そのものが原因なのか？術後

の癒着によるものかは不明だが，抜釘時のFPL

周囲は周囲組織との癒着の所見もあり，術後の

FPLの癒着防止にも注意を払う必要があると考

える．

2-4-22

超音波長軸像による榛骨遠位端部での長

母指屈筋腱の走行

一遠位骨片の背屈変形の検討一

UlrasoundAssessmentofHexorPollicisLongusTbndon
onDistalRadiusinPatientswiththeDistalRadius

Fracture

日本医科大学整形外科

○ 堀 口 元 ， 澤 泉 卓 哉 ， 青 木 孝 文 ，

南野光彦，高井信朗

【目的】近年，僥骨遠位端骨折の掌側ロッキング

プレート固定例における長母指屈筋腱(FPL)損

傷の報告が散見されている.原因として1)プレー

トの遠位設置，2)スクリューの緩み，3)方形回

内筋の被覆不良などに加え，4)遠位骨片の背屈

変形や僥骨短縮が一因として報告されている．

今回，僥骨遠位骨片の背屈変形がFPLの走行に

及ぼす影響について超音波長軸像を用いて検討

した．

【対象及び方法】対象は僥骨遠位端骨折保存的治

療患者6例と健常者5例とし，内訳は男性4例，女

性7例，平均年齢57.6歳である．超音波は僥骨

遠位端部に12MHzプローブを長軸方向に設置

し，手関節背屈20度におけるFPLの走行を観察

した．検討項目は1)FPLと僥骨遠位端掌側骨性

隆起間の距離,2)FPLの僥骨遠位端部での背

屈角度(FPL角）とし,dorsaltilt(DT),radial

inclination(RI),との相関を検討した．

【結果】DTが増大すると,FPL-僥骨間距離は減

少しFPL角が増大する傾向を認め,RIが減少す

るとFPL-僥骨間距離も減少しFPL角は増大する

傾向を認めた．

【考察および結論】超音波長軸像によるFPLと僥

骨掌側骨性隆起あるいはプレート遠位端部との

位置関係について検討した報告はあるが，僥骨

の変形を伴った症例について詳細に検討した報

告はない．近年プレートを至適位置に設置して

も，遠位骨片の背側転位や僥骨短縮によりFPL

が損傷した症例が報告されている．これはプレー

トが相対的に遠位掌側に突出し,FPLがプレー

ト遠位縁に干渉し，摩耗が生じるためと考えら

れている．今回の結果からも，プレート固定例

ではDTおよびRIが矯正不足あるいは損失とな

るとFPL-僥骨間距離が減少,FPL角が増大し，

FPLがプレートに干渉しやすいことが示唆され

た．
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長母指屈筋腱と梼骨遠位端掌側プレート

の超音波評価：抜釘例からの検討

UltrasonographicAssessmentoftheHexorPolicisLongus

TbndonandWlarLockingPlateoftheDistalRadiusin
CasesWhoUnderwentPlateRemoval

'泉整形外科病院手肘スポーツ，2山形大学医学部

整形外科，3整形外科北新東病院

○高原政利1,加藤義洋1,佐竹寛史2,

荻野利彦3，根本忠信】

【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．演者ら

は超音波検査を行なって長母指屈筋腱と僥骨遠

位端掌側プレートの間の距離を測定し，腱損傷

の危険度を評価している．今回は超音波検査の

正確性を評価するために，超音波評価と抜釘時

の肉眼所見を対比した．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折に対し掌側プレー

ト固定を施行し，4ヵ月以降に超音波検査を行っ

た．榛骨長軸に掌側からプローブをあて，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．手関節中間位と最大背屈位で長母

指屈筋腱・プレート間の距離を測定した．腱損

傷の心配がある例や抜釘を希望した例に対して

抜釘を行ったが，超音波評価と肉眼所見の対比

が可能であった22例23手を対象とした．年齢は

平均54歳であった．プレート固定から抜釘まで

の期間は平均7ヵ月であった．

【結果】超音波での腱・プレート間距離は手関節

中間位，最大伸展位ともに0から2.6mmであり，

平均値は0.68mmと0.59mmであり，どちらか短

い方の距離(最短距離)の平均は0.53mmであっ

た．肉眼所見では1例に腱の部分損傷を認めた．

腱・プレート間の組織は，プレートが透見可能

な薄い膜：15手，嬢痕：4手，方形回内筋：4手

であった．超音波にて腱・プレートとの最短距

離が0.7mm未満の15手では，透見可能な薄い膜

しか存在していなかった.0.7mm以上の8手では

嬢痕か方形回内筋が存在していた．腱・プレー

ト間の距離と介在組織には相関がみられた

【結論】超音波にて腱・プレート間距離が0.7mm

以上の場合には嬢痕組織や筋が存在したので，

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予測するこ

とが可能であると考えられる．

2-4-24

榛骨遠位端部における長母指屈筋腱の滑動

性について一超音波短軸像による検討一
UtrasoundAssessmentoftheMovementofHexor

PollicisLongusTbndonontheDistalRadiusatVarious

WristPositionswithActiveFingerMotioninPatients
withtheDistalRadiusRacmre

'日本医科大学武蔵小杉病院整形外科，2日本医科

大学整形外科

○南野光彦1，澤泉卓哉2，小寺訓江2，

堀口元'，高井信朗2

【目的】僥骨遠位端骨折のプレート固定例におけ

る長母指屈筋(FPL)腱滑動を評価するために，

超音波短軸像を用いて，各種手関節肢位での手

指屈曲による僥骨遠位端部のFPL腱滑動につい

て検討した．

【対象及び方法】掌側ロッキングプレート固定を

行った榛骨遠位端骨折14例28手関節(平均年齢

649歳)を対象とした．超音波検査は近位手首皮

線上でwatershedlineが描出できる部位にプロー

ブを短軸方向に設置し,手関節中間位,背屈60度，

掌屈60度，尺屈40度，僥屈10度における手指伸

展,母指屈曲,全指屈曲時のFPLの移動を測定し，

プレート側と健側を比較検討した．

【結果】プレート側は健側と比較して,FPLが全

肢位で背尺側に変位し，14例中6例が背屈位と

尺屈位でプレートに干渉していた.FPLは両側

とも中間位から背屈位と尺屈位にすると背尺側

に移動し，母指屈曲でさらにプレート設置位置

に近づき，平均FPL-僥骨間距離はプレート側

0.6mm,健側1.5mmであった．逆にFPLは掌屈

位では榛骨から離れるように掌尺側に，僥屈位

では掌僥側に移動し，母指屈曲でFPLはさらに

榛骨から離れる方向に移動した．一方，全指を

屈曲させると,FPLは全肢位で背尺側に移動し，

特に背屈位と尺屈位では母指屈曲時よりプレー

トに干渉しやすい傾向を示した

【考察および結論】近年プレート固定後のFPL損

傷の早期予見を目的に，超音波長軸像による

FPL腱滑動の検討が行われているが，全て中間

位や背屈位に限定した評価である．本研究では，

FPLは手関節肢位の変化や手指屈曲により短軸

方向にも移動したまたFPLは手関節背屈位と

尺屈位の母指，特に全指屈曲時に，プレート設

置位置に最も近づき，プレートに干渉しやすい

ことが確認された．
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超音波検査による梼骨遠位端骨折掌側

ロツキングブレート固定後の長母指屈筋
腱損傷の検討(第2報）

一近位設置型と遠位設置型の比較一

UltrasonographicEvaluationofHexorPollicisLongus
TbndonInimyafterLockingPlateFixationfOrDistal
RadiusFracture

土肥整形外科病院

○土肥大右，土肥慎二郎，土肥浩平，

土肥浩右

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定はきわめて有用な手術方法である

が，プレート固定後の長母指屈筋腱(FPL)の断

裂例が数多く報告されている．第53回の本学会

で遠位設置型ロッキングプレート固定術後，超

音波検査を用いてFPLの状態を形態学的に検討

した結果，20例中13例と高率に腱がプレート遠

位部で圧排されていることを報告した．今回，

近位設置型プレートを用いて手術を行った症例

と前回報告した遠位設置型プレートに症例数を

追加して，遠位設置型と近位設置型プレートで

術後FPLの形態を超音波検査により比較検討し

た．

【対象と方法】手術材料は全例Acu-Lockvolar

distalradiusplatesystemを使用した．遠位設置

型プレートは2006年3月から2010年12月までに手

術を行った38例(今回18例追加)を対象とし，近

位設置型プレートは2011年1月から2011年10月ま

でに手術を行った15例を対象とした．超音波検

査装置は日立EUB-7500を用い，探触子は12MHz

を使用した検査肢位は前腕回外位，手関節軽

度背屈位とし，術後3週目に超音波長軸像，短軸

像を観察した．また今回の調査では，手関節の

掌背屈でFPLの形態に変化を生じるかを検討し

た．

【結果】遠位設置型プレートでは，38例中24例に，

プレート遠位部でFPLの圧排が認められた．近

位設置型プレートでは，ほとんどの症例で圧排

所見は認められなかった．

【考察】僥骨遠位端掌側部の骨性隆起とFPLの隙

間は超音波測定上平均1.9mmと狭く，プレート

を遠位に設置した場合，プレートとFPLの機械

的摩擦を避けることは難しい．今回の結果から，

ロッキングプレート術後のFPL遅発性腱損傷を

予防するには，遠位設置型よりも近位設置型プ

レートを選択する方が，有利であると考えられ

た．

2-4-26

超音波を使用した掌側ロッキングプレート

術後の長母指屈筋腱障害の評価

EvaluationfOrtheTbndonofHexorPollisLongusUsing

UltraSoundafterWlarLockingPlateFixation

東京手の外科スポーツ医学研究所

○平良貴志，戸部正博，宇佐美聡，

河原三四郎，山口利仁

【目的】掌側ロッキングプレート術後の長母指屈

筋腱の断裂や滑走障害に対する超音波診断の報

告は散見するが，掌側ロッキングプレートの機

種別の報告や設置位置の違いによる報告は少な

い．今回われわれは当院における超音波を使用

した掌側ロッキングプレート術後の長母指屈筋

腱の評価について報告する．

【方法】2010年4月から手術を行った40例を対象と

した年齢は15～84歳(平均54,7歳)であった．使

用した機種はDWPロッキングプレート38例，ア

キュロックロッキングプレート2例で，骨折型は

A2:15例,A3:7例,B2:1例,C1:8例,C2:5例，

C3:4例であった．遠位ロッキングスクリューの

設置位置は単純X線正面像で関節面と2mm以内

が32例,2mm以上が8例であった．また,遠位ロッ

キングスクリューの逸脱例が3例であった.全例，

術後4～6か月(平均5.5か月）で超音波にて長母指

屈筋腱の評価を行った．

【成績】最終調査時に明らかな長母指屈筋腱の断

裂を認めた症例はなかった．遠位ロッキングス

クリューの逸脱例では3例とも長母指屈筋腱周

囲の滑膜炎の所見を認めた.DWPロッキングプ

レートでは38例中7例に母指の自動運動時にプ

レートによると思われる腱の滑走異常を認めた

が，遠位スクリューの設置位置との明らかな相

関は無かった．またアキュロックロッキングプ

レートでは2例とも母指の自動運動時にプレート

によると思われる腱の滑走異常を認めた．また

超音波での異常所見と骨折型には相関が無かっ

た．

【結論】今回の調査では掌側ロッキングプレート

により多少なりとも長母指屈筋腱の滑走障害が

発生することが確認された．長期間の経過でこ

のような例が長母指屈筋腱の断裂に至るか否か

は不明であるが，超音波診断により早期の抜釘

を行うか否かの判断になると考える．
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AO分類TypeC2.3に対する掌側ロツキン
グブレートの術後成績

ClinicalResultfOrAOTypeC2.3RadiusDistalFracmres

UsingLockingPlate

'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，

藤井淳一'，川上直明】

【はじめに】lockingplateを用いて手術を行った

AO分類TypeC2.3榛骨遠位端骨折の術後成績を

調査し,TypeAl～Clと比較検討した．

【対象】49例を対象とした．男9例，女33例，年齢

は23～86歳であった．受傷時に伝達麻酔で骨折

部を整復し創外固定を装着,CTで評価を行い，

その後二期的に観血的手術を行った．二期的手

術までの期間は2～17日であった．掌側locking

plateを用い，関節内骨片は背側進入で整復し

た．背側関節縁骨片はmicroplateを用い,plate

先端をhook状に曲げて引っ掛けるか背側関節包

にかけた糸をplate遠位のscrewholeに結ぶこと

で整復した.A～Cl骨折は49例，男12例，女37

例，年齢32～84歳，待機期間4～12日で，掌側

lockingplateを用いた．これらの症例の単純X線

評価と臨床成績を調査した．

【結果】UlnarTilt(UT)は術直後22.8.,最終22.4･,

VolarTilt(VT)は術直後7.,最終6.8｡,Ulnar

Variance(UV)は術直後0.3ミリ，最終0.4ミリ，

矯正損失はUTが0.4･,VTが0.3･,UVが0.1ミリで

あった.最終関節可動域は背屈66.4.,掌屈56.7.,

回内85.4.,回外87.0.,握力健側比76.7％であった．

A～Clとの比較では，術直後のVTで矯正不足

を認め(P=0.045),最終のUV(P=0.095)とVT

(P=0.060)で矯正不足の傾向を認めたが，矯正損

失や関節可動域，握力健側比で有意差はなかっ

た．

【結語】C2.3骨折は，受傷時に創外固定で可及的

に整復し,CTで詳細に評価して手術を行えば，

A～Clと比較して遜色のない結果が獲得される．

2-428

榛骨遠位端骨折AO分類C型の掌側ロツキ

ングブレートを使用した治療成績

TheClinicalResultofDistalRadiusRacmre(AOtypeC)

UsingLockingWlarplate

'中津川市民病院整形外科，2名古屋大学大学院手

の外科，3中津川市民病院リハビリテーション科

○古川亜矢子'，奥井伸幸2，篠原孝明2，

平田仁2，喜久本朝矢3

【目的】近年，僥骨遠位端骨折に対する観血的治

療法は目覚しく進歩している．なかでもvolar

lockingplateはかつてのnon-lockingplateでは困

難であった不安定な骨折を固定することが可能

で安定した成績が得られるようになった．今回

我々は多施設同時研究(8施設)によるC型骨折の

治療成績について検討したので報告する．

【対象・方法】2010年9月から2011年7月に8施設

で榛骨遠位端骨折手術患者登録を行い，前向き

に合併症などの各項目を調査した．全162例中，

AO分類C型で3ヶ月以上経過観察している89例

(男25例，女64例)を対象とした．平均経過観察

期間7.4ケ月(3-13).X線評価は受傷時，術直後，

最終診察時のvolartilt(VT),radialinclination

(RI),ulnarvariance(UV)を計測した．臨床評

価は関節可動域(ROM),握力,Hand20を用いた．

【結果】使用プレートはAcu-Loc50例．VariAx27

例．他12例で術者によって決められた．全例骨

癒合が得られた.X線評価(術後，最終)は,Cl

型でVT(度):8.3,10.2,RI(度):19.7,20.7,

UV(mm):-0.61,-0.15,C2型でVT(度):8.9,7.9,

RI(度):20.5,20.6,UV(mm):-0.5,0.02,C3

型でVT(度):8,7.6,RI(度):19.7,20.2,UV

(mm):-0,0.5であった．術後合併症は,C3型

のみ僥骨神経浅枝麻痒1例，手根管症候群2例で

あった．臨床評価では平均ROM(度)(背屈掌屈，

回内，回外）は,Cl型(59.4,55.2,81.5,80),

C2型(62,50.1,82.3,73.2),C3型(65.6,56.7,

83.8,80.8)，握力(健側比)は,Cl:18kg(81.2%),

C2:15.2kg(69.2%),C3:19.3kg(78.1%)であり，

Hand20の最終時平均スコア(C1,C2,C3)は(15,

13.3,12.6)であった．

【考察】AO分類C型骨折の重症度が変化してもX

線評価，臨床評価ともに良好な成績で重症度に

よる治療成績の差は認められなかった．これは

重度関節内粉砕骨折でもロッキングプレートに

よる固定が効果的であることを示唆する．
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圧迫外力型梼骨遠位端骨折AO23-C3に対

する術後成績の比較検討～掌側VLP単独固

定例VS背側バツトレスブレート併用例～
TheComparisonofClimcalResultaboutDistalRadiusFracture

IIUuredbyCompressionFol℃e:WlarLockingPlateFixation
AloneWrsusCombinationwithDorsalButtressPlateFixation

'札幌東徳洲会病院外傷部，2札幌徳洲会病院整形

外科外傷部

○辻英樹1,倉田佳明1,土田芳彦2,

村上裕子2，成田有子2

【はじめに】僥骨遠位端骨折AO23-C3の中でも圧

迫外力が強く働いたタイプは関節面陥没骨片，

転位背側骨片を伴うことが多く，手術では掌側

と背側からの整復内固定を要することが多い．

一方近年の掌側ロッキングプレート（以下VLP)

の開発発展によりこのタイプをVLP単独で内固

定出来る症例も増えている．今回，このタイプ

をVLP単独固定した症例と背側バットレスプ

レートを併用した症例の治療成績を比較検討し

た．

【対象と方法】2008年4月～2010年6月，術後3カ月

以上経過観察可能であった僥骨遠位端骨折151例

中AO23-C3は26例であった．そのうち圧迫外力

が強く働いた(関節内陥没骨片,転位背側骨片を

有する)症例16例を対象とした．男7女9例，平均

年齢61.9歳(37-85歳).VLP固定例(以下V群)7例，

背側プレート併用例(以下D群)9例．全例術後早

期より手関節可動域訓練を開始．両群の1.臨床

成績(MayoModifiedWristScore)2.手関節背

屈/掌屈可動域3.握力健側比4.瘻痛5.X線での

OA発症6.合併症について比較検討した．平均

観察期間8.4カ月(3-16カ月:V群7.3,D群9.2カ月).

【結果】1.V群Excellent:2,Good:4,Fair:1,

Poor:0,D群Excellent:2,Good:4,Fair:2,Poor:

l例.2.V群平均60/49｡,D群平均52/47｡.3.V群

平均73.2%,D群平均68.3%.4.V群6/7例,D群

3/9例で瘤痛(+).5.V群4/7例,D群3/9例でOA

(+)．6.感染，腱断裂(-)，腱鞘炎V群1/7例,D

群2/9例，抜釘V群3/7例,D群4/9例，僥骨神経

浅枝障害D群l例，手根管症候群V群1例

【考察】今回両者の比較検討ではD群ではV群に比

べ瘻痛,OA発症では良好な症例が多く見られた

が，平均可動域，握力は劣っていた.D群は良

好な整復保持が得られる一方，手術侵襲の関与

が示唆された．成績不良例も存在したが，外傷

の重症度，骨粗繧症程度が反映されていると考

えられた．

2-4-30

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート間の治療成績比較

ComparisonoftheClinicalResultsamongWlarLocking
PlatesfOrDistalRadiusFracmre

'岡崎市民病院整形外科，2名古屋大学医学部手の

外科

○三竹辰徳1，倉橋俊和2，篠原孝明2，

平田仁2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキン

グプレート(VLP)はプレート形状や遠位スク

リューの挿入機構に様々な特徴を有しているが，

その治療成績の差については明らかでない．本

研究の目的は，これらVLP間の治療成績を比較

検討することである．

【対象と方法】2010年9月から2011年7月までに当

院とその関連施設でVLPを用いて手術を施行し

た僥骨遠位端骨折151例のうち,10週以上追跡調

査可能であった138例を対象とした．男性34例，

女性104例，手術時平均年齢は63歳(18～86歳),

経過観察期間は22.4週(10～50週)であった．使用

した5種類のVLPを遠位スクリューの特徴から，

A群＝遠位設置，角度固定式；小林メディカル／

Acu-Loc66例,B群＝近位設置，角度固定(打ち

上げ)式；メイラ/P-Plate4例+SYNTHES/DRP-

EA25例,C群＝角度可変式;Stryker/VariAx

41例+SYNTHES/VA-TCP2例の3群に分類し

た．評価項目はX線評価と手関節可動域，握力，

上肢機能評価票Hand20とした．患者背景では

年齢，性別，受傷側，経過観察期間および骨折

型において3群間に差はなかったが,B群におい

て関節外骨折の比率が高い傾向を認めた．

【結果】術直後および最終評価時のVTで3群間に

有意差を認め,B群で有意に大きかった(最終時

A群/B群/C群=7.2｡/11.7｡/7.9｡;p<0.01).矯

正損失量ではUVにおいてB群で大きい傾向を認

めたが(0.4mm/1.0mm/0.6mm;有意差なし),

最終時のUVには有意差を認めず3群とも同等に

保持できていた．可動域握力およびHand20に

は有意差を認めなかった．

【考察】X線評価においてVTに統計学的な有意差

を認めたものの臨床評価および上肢機能評価で

は有意差なく，いずれも良好な成績であった．

各種VLPの特徴を理解することで，幅広い症例

に有用に使用することが可能と考える．
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2-4-31

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

ブレート固定における初期転位と治療成

績の検討

TheEffect;oflnitialFracmreDisplacementfOrClinical
ResultsinDistalRadiusFracturesTi℃atedwithaWlar

LockingPlateSystem

'国家公務員共済組合連合会東海病院整形外科，

2名古屋大学付属病院整形外科，3あいせい紀念病院

○近藤高弘'，牧野仁美1,篠原孝明2,

平田仁2，鈴木正孝3

【目的】今回我々は榛骨遠位端骨折における初期

転位の程度が治療成績に及ぼす影響について検

討したので報告する．

【対象と方法】NPO法人｢ハンドフロンティア｣参

加8施設において2010年9月以降僥骨遠位端骨折

に対し掌側ロッキングプレート固定が行われ,10

週以上観察可能であった135例(男33例，女102例）

を対象とした．平均年齢63歳，平均経過観察期

間157日,AO分類はA:48例,B:6例,C:81例

であった．受傷直後のX線計測において,volar

ti1t(VT):-20度以上20度未満,radialincUnation

(RI):5度以上30度未満,ulnarvariance(UV):

4mm未満をそれぞれ転位軽･中等度群(S群)とし，

これらより転位の大きいものを転位高度群(L群）

として，最終評価時の矯正損失，掌背屈可動域，

Rand20について評価した．

【結果】VTにおいてはS群の矯正損失0.3度，掌背

屈可動域114.0度,Hand20:13.8であり,L群は1.4

度，120.0度,13.5であった.RIにおいてはS群の

矯正損失0.3度，掌背屈可動域117.7度,Hand20:

12.5であり,L群は0.7度,111.6度,21.9.UVに

おいてはS群の矯正損失0.5mm,掌背屈可動域

118.0度,Hand20:12.6であり,L群は1.0mm,

112.5度,18.7であったRIの矯正損失はS群に比

べてL群が有意に大きかった.Hand20はRI,UV

においてL群に大きい傾向を認めたが，有意差は

なかった．

【考察】初期転位が高度な症例では，掌側ロッキ

ングプレート固定を行ってもRI,UVにおいては

矯正損失が生じやすく，機能回復にも影響を与

えている可能性があると考えられた．

2-4-32

DVRplateによる梼骨遠位端骨折の治
療成績一矯正損失におけるAPTUS2.5

plateとの比較一
TheOutcomeofDistalRadiusFracture'IiPeatment.

TheDVRPlateandtheAPTUSPlate

'済生会川口総合病院整形外科，2東京医科歯科大

学整形外科，3土浦協同病院整形外科

○菅田祐美1,太田剛1,若林良明2,

鏑木秀俊2，石突正文3

【はじめに】今回我々 はDVRPlateとAPTUS2.5

Plateを用いた場合の矯正損失を計測し比較検討

したので報告する．

【対象と方法】2010年9月～2011年10月にDVRま

たはAPTUSで手術を行った僥骨遠位端骨折61

例のうち，2カ月以上経過観察しえた53例を対象

とした.DVR群は13例，平均年齢66.8歳,AO分

類A2:1例,A3:6例,C3:6例であった．APTUS

群は40例，平均年齢56.2歳,AO分類A3:4例，

B1:1例,C1:1例,C2:12例,C3:22例であった．

術直後と術後2カ月時のvolartilt(VT),ulnar

variance(UV),radialinclination(RI)を測定し

比較検討した．さらにVTの矯正損失を5.以上生

じた症例を抽出し，術直後と術後2カ月時でプ

レートに対する任意のスクリューの角度を測定

し比較した．

【結果】VT,UV,RIの矯正損失の平均は,DVR

群0.8±2.0｡,0.0±0.0mm,0.3±2.0.であったのに

対し,APTUS群4.7±5.7,0.1±0.4mm,1.6±3.2.

であり,VTにおいて統計学的有意差を認めた

(p<0.05).VTの矯正損失を5.以上生じた症例

は,DVR群にはなかったが,APTUS群では15

例37.5％であり，この15例中10例でスクリユー角

度の減少をきたしていた．

【考察】DVRはAPTUS2.5よりVTの矯正損失が

有意に少なかった．整復位保持に関してはDVR

の使用が望ましいと考えられた．
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2-4-33

榛骨遠位端骨折に使用したDVRアナト

ミックプレートの解剖学的適合性および
関節面支持性の評価

EvaluationofAnatomicalAdaptationandSupportof
ArticularSurfaceofDVRAnatomcPlatefbrDistal

RadiusFracmres

岡山済生会総合病院整形外科

○森谷史朗，今谷潤也，近藤秀則，

竹下歩

【目的】DVRアナトミックプレート(DVR)は僥骨

遠位掌側部に適合し，2列の遠位lochngscrewが

構築する3D-scaffbldにより関節面が支持される

(Orbay:2006)．今回,DVRを使用した僥骨遠位

端骨折の治療成績を調査するとともに，本プレー

トの解剖学的適合性および関節面支持性の評価を

行ったので報告する．

【対象・方法】DVRを使用した23例を対象とした．

平均年齢は61.5歳(20～87歳),骨折型はAO分類A2:

3例/A3:10例/C2:8例/C3:2例であった．治療成績

はradialinclination,volartilt,ulnarvarianceの

推移，日手会手関節機能評価(JSSH),Q-DASH,

合併症を調査した．さらにMulti-detectorCT(MD-

CT)を用い,DVRの解剖学的適合性について

は，榛骨遠位部の最も掌側へ突出した骨性隆起線

(S-hne)(今谷ら:2009)とプレート遠位部の位置関

係を，関節面の支持性については，近藤らの方法

(2008)で関節面と遠位lockingscrewの位置関係を

評価した．

【結果】術直後と最終の各x線パラメータの推移で

は，矯正損失をほとんどきたすことなく，全例骨

癒合が得られ，腱損傷やインプラントに伴う合併

症もなかった.JSSHはFxcellentl5例,Good6例，

Fair:2例,最終Q-DASHの平均値は62±5.8であった．

MD-CTの評価では，全例プレート遠位部が僥骨掌

側面に適合し，至適位置に設置され，さらに遠位

lockingscrewの1列目が関節面のほぼ中央を,2列目

が背側を支持し,3D-scafold力職築されていた

【考察】DVRの僥骨掌側面への適合性は良好で，屈

筋腱損傷を防止するうえで有利である．また，2列

の遠位lockingscrewは関節面を受けⅢのように支

持するため，安定した固定性が得られる．今回，

DVRは全例至適位置へ設置され，再現性のあるプ

レート設置が可能と考えられた．

【結語】DVRを設置する前に良好な整復位を得るこ

とが前提であるが，本プレートは榛骨遠位端骨折

の治療に有用である．

2-434

DVRアナトミックプレートによる梼骨遠

位端関節内骨折の治療成績

TifeatmentofIntra-articularDistalRadiusFracmreUsing
DVRAnatomicPlate

'香川大学医学部整形外科，2屋島総合病院

○加地良雄'，今泉泰彦1,中村修l,

香川好男2，山本哲司Ⅱ

【目的】H23年より国内でも使用可能となった

Depuy社製DVRアナトミックプレート(DVR)

は,watershedlineを考盧した形状であり，尺側

をより遠位に設置できるため僥骨遠位端粉砕骨

折時の整復位維持のkeystoneとなる掌側月状骨

窩骨片に複数のスクリューを設置できる．また，

Double-tieredSubchondralSupport法も行える

ため，理論的には関節内粉砕骨折例に対し理想

的なプレートである．今回我々は関節内骨折例

に限定しDVRの有効性を評価した．また，症例

の中にはDVRを用いても支持できない高度粉砕

骨片を持つ例があり，そのような例には鋼線補

助固定を適宜追加している．今回その治療成績

も併せて評価した．

【方法】僥骨遠位端骨折のうち関節内骨折(AOC型）

の21例(男5例，女16例）のみを対象とした．平

均年齢は68.6歳であった骨接合は通常DVRの

みで行ったが，僥骨茎状突起高度粉砕例や，背

側骨片が薄いなど，スクリューが十分に効かな

いと判断された例では，鋼線補助固定を追加し

た．これらに対し，術直後および最終観察時の

volartilt(VT),radialinclination(RI),ulnar

variance(UV)およびそれらの矯正損失を評価し

た．また臨床成績評価はCooneyscoreを用いた．

【結果】術直後のVT,RI,UVはそれぞれ8.4｡,18.4｡,

0.4mmであり，最終観察時の矯正損失は0.3｡,

-0.2｡,0.2mm(鋼線補助固定1.0｡,0.1｡,0.1mm)

で有意な矯正損失例はなかった.Cooneyscore

の平均は83.6pointで良好であった．

【考察】DVRは関節内骨折例でも良好な矯正位を

保持でき，非常に優れたプレートであると考え

られた．また，プレートのみでの固定が困難な

粉砕例では，必要に応じ鋼線補助固定を行うこ

とで，より安定した骨片支持が得られ，プレー

トの性能がより生かされると考えている．
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2-4-35

榛骨遠位端骨折に対するAcu-Locプレー

トと"riAxプレートの治療成績
OutcomeofAcu-LocandVariAxfbrFractureoftheDistal

Radius

新上三川病院整形外科

○金谷裕司，萩原浩好，笹沼秀幸，

山室 健一，大上仁志

【目的】僥骨遠位端骨折に対しての当院における

Acu-LocプレートおよびVariAxプレートの治療

成績，問題点について検討したので報告する．

【方法と対象】2006年4月から2011年3月までに手

術を行った48例のうち,Acu-Locプレートを使

用した27例(AO分類A3:3例,B2:1例,C1:11

例,C2:6例,C3:6例)をA群とし,2010年4月よ

りVariAxプレートを使用した21例(AO分類A3:

2例,B2:1例,Cl:8例C2:3例,C3:7例)Mayo

wristscore,Xp所見(RadialLength,Radial

Inchnation,VolarTnt,MaximUan分類),および，

FPL損傷について評価，検討した．

【結果】Maximillian分類ではA群はGradeO:0例，

Gradel:6例,Grade2:21例V群はGradeO:7例，

Gradel:7例,Grade2:7例であった.Mayowrist

scoreはA群78.5点,V群81.8点，矯正損失の平均

はA群RadialLength:-122mm,Radiallnchation:

-1.05mm,VolarTnt-0.76度.V群はRadialLength:

-l.09mm,Radiallnchnation:1.33mm,VolarTi比

-O.-2.19度であった.RL,,m,VTは両群で有意差

はなかった.FPL断裂がA群で3例生じた．

【考察】プレートの設置位置,Xp側面像でのプ
レートの突出がFPL断裂に関係していると思わ

れる.Aco-Locを使用する際には注意が必要であ

り，早期の抜釘が望ましいと考えられる．

2-436

AO分類C3型梼骨遠位端骨折に対する

"riAxplateの治療成績
ClimcalResultsofWlarVariAxPlatingfbrAOTypeC
DistalRadiusFracmres

'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，富田一誠3

【はじめに】屈筋腱断裂のリスクラインとして

Orbayは,Watershedlineを提唱した．これを

考慮したデザインのプレートが発売される中，

著者らはVariAxの有用性を報告してきた．今回，

AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対する,VariAx

の治療成績を調査したので報告する．

【対象と方法】当院および関連施設で，不安定型榛

骨遠位端骨折に対してVariAxを使用したものは

114例であった．この内,AO分類C3型で，術後

観察期間が6カ月以上可能であった39例を今回対

象とした．内訳は，平均年齢58．5歳，男性13例，

女性26例，右21例，左18例であった．骨折型につ

いて,AO分類ではC3.1:13例,C3.2:24例,C3.3:2

例であった．手術は，掌側からVariAxを用いて

内固定を行った．術後平均観察期間は9.2カ月で

あった．臨床成績評価にはCooneyscoreを，単純

X線評価には，各種パラメーターlulnarva,iance

(以下UV),volartilt(以下VT),radialinchation

(以下Ⅲ)｝を術直後および最終時の値を計測し，

その差を矯正位損失として，評価を行った．

【結果】平均可動域は，背屈66.4.,掌屈62.8.,

回内82.6.,回外84.2.で，平均握力健側比は，

85.7％であった.Cooneyscoreは，平均85.7point

であった．矯正損失について，平均でUVは

0.7mm,VTはl.5｡,RIは1.5.であった．合併症

について，手根管症候群をl例に認めた．

【考察】著者らは，初期固定力向上のために，遠

位と近位の2列から複数のロッキングスクリュー

を挿入し,Double-tieredSubchondralSupport

法(DSS法)を行っている．矯正損失は,C型に対

して他のプレートを使用した諸家の報告と比較

しても遜色はなかった．また，屈筋腱断裂も認

めていない．以上より,VariAxは僥骨遠位端粉

砕骨折の治療に有用であると考えられた．
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髄内釘を用いた榛骨遠位端骨折の治療成績

～掌側プレート，保存的治療との比較
ClinicalResultoftheFracmreofDistalRadiusUsing

IntramedullaryNail

慈恵会新須磨病院整形外科

○黒田司

【目的】2008年から当院ではAO分類A3,C1,C2型僥

骨遠位端骨折に対し髄内釘固定法による治療を

行ってきた．その成績につき，当院で加療した

掌側ロッキングプレート症例，保存的加療例と

比較検討した．

【対象と方法】2008年から2011年に当院で加療

し，3カ月以上経過観察可能であったMicronail

(WrightMedical社)使用症例47例(以下M群),

主に，髄内釘導入以前に同様の骨折型に対し掌

側ロッキングプレートで加療した群(以下P群)40

例，保存的治療群(徒手整復の後約6週のギプス

固定，以下C群)46例につき,X線上の矯正損失，

可動域，握力，臨床成績を比較した．

【結果】各群の受傷時平均年齢はそれぞれ65.5歳，

65.0歳,65.6歳で，骨折型はM群A3;34例Cl;7

例C2;6例,P群A3;12例,C1;1例,C2;27例，

C群A3;32例,C2;14例であった．術直後(C群は

整復直後）と経過観察時の平均矯正損失はM群

UVO.2mm,VT-0.7｡,RIO.8｡,P群0.8mm,0.7｡,

0.4.で整復位は良好に保たれていたが,C群では

2.4mm,9.4,4.7.と各々有意に(p<0.001)損失を

認めた．最終調査時の回内外可動域はM群P群に

比べc群で有意に(p<0.001)低下，握力健側比は

M群P群に比べC群では有意に(p<0.005)低下し

ていた．臨床成績はMayoWristScoreでM群平

均87.4点,P群84.3点,C群78.0点とC群は有意に

(p<0.001)低かった.M群の合併症として，導

入初期の6例に榛骨神経皮枝領域のしびれ感を認

めたが，全例3カ月以内に軽快していた．

【結語】A3,C1,C2型僥骨遠位端骨折に対する髄

内釘を用いた治療は，掌側プレートと比較して

固定性に遜色なく，保存的加療よりも臨床成績

は良好であった．髄内釘固定法は症例，骨折型

を選べば有用な治療法であると考えられた．

2-4-38

2本の鋼線を用いるSubchondraliaising法：
高齢女性背側転位型僥骨遠位端骨折の解剖学

的整復と最小侵襲手術を可能にする整復法

SubchondralRaisingTbchniqueUsingTWoKirscmer

Wires:ReductionTechniquetoEnableAnatomicReduction

andMinimallylnvasiveOsteosynthesisfbrDorsally

DisplacedDistalRadiusFracmresinEldedyWomen

冨永草野病院整形外科

○草野望，安食孝士，外川誠一郎，

草野恒輔

【目的】我々は高齢女性の背側転位型撲骨遠位端

骨折(DD-DRF)のvolarlockingplate(VLP)固定

の際，低侵襲手技(縦小皮切・方形回内筋(PQ)

温存）を行い，整復にはsubchondralraising

(SCR)法(遠位骨片に掌側から刺入し背側皮膚に

出した1本のKirschner鋼線(KW)を遠位に傾け

ることにより軟骨下骨を持ち上げ整復する手技）

を用い良好な結果を報告した．今回，尺側傾斜

をより正確に整復するために2本のKWを用いる

変法の手技と短期成績を報告する．

【方法】対象は2010年5月より2011年4月までに加

療した65才以上の女性のDD-DRFの15症例で，

平均年令は73.4(66-85)才,AO分類はA3が8例，

関節面の転位の無いC2が7例であった．術式：近

位手首皮線から僥側手根屈筋腱に沿う縦小切開

(平均26mm)を用い,VLPを骨折部の近位のPQ

内に挿入する．僥骨茎状突起より刺入し月状骨

窩軟骨下骨の近くを通過させ髄内に留めておく

KWと，遠位骨片掌側から先のKWのやや近位を

通過し背側皮膚に出したKWを，掌側骨皮質を

合わせた後に遠位に傾け整復する．弩曲したKW

と手を一緒に縛り整復位を保ち,VLPをPQ内か

ら引き出し内固定する．術翌日より回旋制限下

の手関節自動運動を行う．術後評価：手関節掌

背屈と前腕回旋を術後3ヶ月で評価した.X線評

価：術翌日と3ヶ月後のX線写真(DICOMfile)を

JPEGfileに変換し，画像解析ソフト(ImageJ)

で掌側傾斜(VT),尺側傾斜(UI),尺骨バリアン

ス(UV)を詳細に計測した．

【成績】術後3ヶ月の手関節掌背屈と前腕回旋は健

側比で91%,97%であった．受傷時，健側，術直

後と3ヶ月後のVTは-17.2･,15.0･,13.9･,12.9･,UIは

19.6.,26.6｡,25.5･,25.7｡,UVは+4.4mm,+2.1mm,

+1.3mm,+2.5mmであった．

【結論】2本のKWを用いたSCR法により解剖学的

整復に近い整復位と早期のROMの改善を得た．
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高齢者の榛骨遠位端骨折に対する掌側

ロッキングブレート固定は良好な短期成

績が得られる

VolarPlateFixationsofDistalRadiusFractuIesinElderly

PatientsareAcquiredwithGoodShortTbnnOperation
Results

'安城更生病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○原龍哉l,浦田士郎l,田中健司1,

中野智則1,平田仁2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定の術後成績を若年者(65歳未満）と

高齢者(65歳以上)に分け前向きに比較検討する．

【対象及び方法】名古屋大学手外科関連10施設で

2010年9月から2011年7月までに榛骨遠位端骨折

に対し掌側ロッキングプレートを用いて治療を

行った152例154骨折中10週間以上経過観察可能

であった139例139骨折を検討の対象とした．若

年者(A群）は67例で男性26例，女性41例，平均

年齢50.8歳(18-64歳)であった．高齢者(B群)は72

例で男性8例，女性64例，平均年齢73.7歳(6486

歳)であった．他覚的評価項目として最終診察時

の手関節前腕可動域，握力を調査し，単純X線

写真にてvolartilt(VT),radialinclination(RI),

ulnarvaliance(UV)の矯正損失を算出した．自

覚的評価項目として上肢機能評価Hnad20で評価

した．

【結果】関節可動域の健側比はそれぞれ手関節掌屈

70.9(±16.7)％，65.9(±20.1)%,背屈93.5(±16.1)%,

86.2(±16.0)%,回内89.4(±11.2)%,90.6(±12.6)%,

回外92.1(±14.5)％，94.7(±9.7)％で両群とも良好

な成績であった握力の健側比は71.6(±21.8)％，

73.5(±24.2)％で有意差を認めなかった．X線評

価において各パラメーターの変化はそれぞれ

VT0.63(±2.6)度,1.0(±4.4)度,RIO.37(±2.0)度，

-0.11(±2.7)度,UV0.49(±0.97)mm,0.6(±1.3)mm

と有意な矯正損失は認めなかった.Hand20スコ

アはそれぞれ12.1(±12.7)点,15.3(±20.9)点で有

意差を認めなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折の前向きの多施設共同研

究を行い，若年者と高齢者での比較検討を行っ

た．骨脆弱性が存在する高齢者においても，掌

側ロッキングプレートを用いて治療を行うこと

によって，若年者と同様に良好な結果を得るこ

とが可能であると考える．
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高齢女性のAO分類C型檮骨遠位端骨折に

対する掌側ロッキングブレート固定術の

治療成績

CIMcalResultsofPalmarLockingPlateFixationfbr

AOTypeCFracturesoftheDistalRadiusintheElderly
Female

東住吉森本病院整形外科

○ 佐 々 木 康 介 ， 川 端 確 ， 坂 口 公 一

【目的】僥骨遠位端関節内骨折の治療には，関節

面の正確な整復が必要とされ，関節鏡視下整復

の有用性についても報告されている．今回，高

齢女性におけるAO分類C型僥骨遠位端骨折の治

療成績を調査し，関節鏡併施の有無による治療

成績の差についても検討した．

【対象と方法】60歳以上のAO分類C型僥骨遠位端

骨折症例において術後経過観察が3ヶ月以上可能

であった36例を対象とした．年齢は60～89歳(平

均70.3歳),骨折型はAO分類C1:17例,C2:11

例,C3:8例，観察期間は3～12ケ月(平均6.2ケ月）

であった．手術は，全例，透視下整復後に掌側

からのロッキングプレート固定を行った．15例

に関節鏡を併施し,21例は透視下整復のみであっ

た．単純X線評価としてradialinclination(RI),

volartilt(VT),ulnarvariance(UV)を術直後と

最終観察時に計測し矯正位損失を評価した．臨

床評価はCooneyの評価法を用いた．結果につい

て，関節鏡併施群と透視下整復のみの群との比

較検討を行った．

【結果】全例で骨癒合が得られた．平均矯正位損

失はRI:0.25｡,VT:0.31｡,UV:0.50mmで，

術直後と最終観察時の間に有意差は認めず，整

復位が保持されていた．臨床成績は,excellent:

5例,good:12例,fair:14例,poor:5例で，

86％がfair以上であった.RI･VT･UVの矯正位

損失に関して，両群間で有意差を認めず，臨床

成績にも有意差を認めなかった．

【考察】高齢女性のAO分類C型榛骨遠位端骨折に

対して掌側ロッキングプレート固定術を施行し，

良好な治療成績を得た．関節鏡併施に関して，

短期的な治療成績に有意差を認めず，積極的な

併施に否定的な結果であったが，中長期での有

用性については未だ不明瞭である．今後，観察

期間や症例数を重ねることで，高齢女性に対す

る関節鏡視下整復の有用性が判明する可能性が

ある．
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僥尺骨遠位端に対する新たなアプローチ

NewApproachfOrDistalRadiusandUIna

埼玉成恵会病院埼玉手外科研究所

○久能隼人，児島忠雄，福本恵三，

村中秀行，津村卓哉

【はじめに】僥尺骨遠位端および榛骨遠位端DR町

近傍の骨折に対してより確実な展開が得られる

approachを考案した．従来僥尺骨遠位端骨折に

対してはHenry及びlateralapproach(FCU-ECU

間）を用いていた．しかし2つのapproachを用い

ることは煩雑で，かつ尺骨遠位端骨折に対して

lateralapproachでは掌側のプレート設置が困難

なことがある．そこで屈筋群に着目し屍体解剖

を用い単独の皮切から屈筋群をつり上げること

で方形回内筋起始停止部の十分な露出が可能で

あることを確認，実際の症例に対し臨床応用を

行った．

【症例と方法】皮切は長掌筋腱直上に遠位を僥側

へ向かう約6cmのhockeysHck状のデザインとし

手首皮線を超えない．皮下組織剥離後，僥側は

Henryapproach,尺側はPL尺側で深層に侵入し

PL,FCR,FDS,FDP,FPLを一塊としてドレーン

で吊り上げ方形回内筋を露出する．このwindow

の作成で僥尺骨両方の遠位端の展開を同一皮切

で行うことができ,DRUJ近傍の展開も容易とな

る.2011年8月から現在までに僥尺骨遠位端骨折

及び榛骨遠位端骨折でDRUJ近傍の骨片を有す

る症例に対し臨床応用した．症例は5例5手，僥

尺骨遠位端骨折(RU群)2手，僥骨遠位端骨折(R

群)3手であった．僥骨は骨折型によりplateを選

択，尺骨は全例掌側設置が可能なAcu-locUlna

plate③を用いた．
【結果】僥尺骨遠位の十分な露出が得られ，全例

で良好な整復位を獲得することができた．術後

外固定期間はRU群で平均8日,R群では4日であっ

た．術後合併症として正中尺骨神経領域の蝉れ

はなく皮膚障害もなかった．

【まとめ】本approachにより僥尺骨遠位端を簡便

に広く展開でき，確実な整復固定が容易であっ

た．僥尺骨遠位端骨折のみならずDRw近傍の骨

折を有する僥骨遠位端骨折の治療に有用と考え

る．
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榛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
DistalendFracture

'昭和大学医学部整形外科学教室，2昭和大学附属

豊洲病院整形外科，3昭和大学横浜市北部病院

○池田純1,前田利雄1,稲垣克記1,

富田一誠2，川崎恵吉3

【はじめに】僥骨遠位端骨折を掌側プレートで観

血的に治療する場合，転位した背側骨片に対し

て背側まで展開して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背側骨片を整復しなかった

症例の背側骨片の経時的な変化を検討し，合併

症の有無なども併せて調査することである．

【方法】当科で掌側プレートを用いて加療した僥

骨遠位端骨折のうち，術後も背側骨片を認め，

多少転位があってもそのまま放置した最近の12

例を対象とした．平均年齢は54歳，男性4例，女

性8例，右7手，左5手であった．骨折型はAO分

類でB:2例,C:10例であった．掌側プレート

はAptus③などを使用．背側骨片の経時的変化

は単純X線手関節側面像で評価した．榛骨背側

から背側方向に浮上した骨片の転位距離を定量

化し，術後の経時的変化を評価したまた，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MAYO

WRISTSCORE(以下MS)で評価した．

【結果】全例で骨癒合が得られ,MSは10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5.6mmから術後一年でl.5mm

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

障害は一例も認めなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折に伴う背側骨片は経時的

に背側方向への転位が軽減し，徐々に解剖学

的な位置に戻って骨癒合を完成する傾向を認

めた．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た．また，背

側骨片の転位による伸筋腱障害や背側の瘻痛残

存などの合併症も認めないことが確認された．

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症例は限られると考

えられた．
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梼骨遠位端骨折掌側ロツキングブレート

固定後遠位榛尺関節不安定性を認める症

例における術後外固定の有用性
TheEffectofPostoperativeExternalFixationfOrthe

DistalRadioulnarJointlnstabilityaftertheDistalRadial
Fracture

'ベルランド総合病院整形外科，2ベルランド総合

病院リハビリテーション科

○有光小百合l,岡久仁洋1,柿本友大2,
太千尋2

【目的】今回当科では，僥骨遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定後遠位僥尺関節不

安定性を認めた症例に対し，術後追加外固定を

行った．不安定性を認めず外固定を要さなかっ

た症例と，可動域・握力・PRWE(Patient-Rated

WristEvaluation)スコアを比較し，僥骨遠位端

骨折後残存する遠位僥尺関節不安定性に対する

術後外固定の有用性について検討した．

【対象・方法】対象は榛骨遠位端骨折19症例，手

術時年齢は平均59歳，平均経過観察期間は130日

であった．19例中5例は，掌側ロッキングプレー

ト固定後徒手検査上遠位僥尺関節不安定性を認

め4週間の回外位ギプス固定を行った．不安定

性を認めず外固定を要さなかった症例は14例で

あった．両群で可動域・握力(健側比％)の評価，

PRWE-J(JapaneseVersion)を用いたスコアリン

グを行い，統計学的解析を行った．

【結果】最終観察時，遠位僥尺関節不安定性は外

固定を行った群の全例で消失していた．可動域

は，外固定を要さなかった群と比較し外固定を

要した群で平均値は小さかったが，有意差を認

めたのは回内可動域のみ(p<0.05)であった．握

力は両群で平均値はほぼ同じであった.PRWE

スコアは外固定を要した群で33±11(平均±SD)

点，外固定を要さなかった群で20±19点であり，

外固定を要した群で有意に高かった.(p<0.05)
【考察】僥骨遠位端骨折後残存する遠位榛尺関節

不安定性に対する外固定は，最終観察時に固定

群全例で不安定性が消失した点，固定を要さな

かった群と比較し回内を除く可動域･握力といっ

た他覚所見上有意差がなかった点で有用である

と考えられたが,PRWEスコアに有意差がみら

れた点で，外固定のみでは十分な自覚症状の改

善には至らず，病態に応じて外科的加療が望ま

しいと考えられた．
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梼骨遠位掌側プレート抜釘前後の手関節

機能の変化一第2報一

FUnctionalChangeFOllowingtheRemovalofWlar

LockingPlateintheDistalRadiusFractures

'奈良県立三室病院整形外科，2興生会吉本整形外

科・外科病院整形外科，3奈良県立医科大学附属

病院整形外科，4市立奈良病院四肢外傷センター

○吉田淳1，木佐貫修2，清水隆昌3，

面川庄平3，矢島弘嗣4

【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（以下VLP)は，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

前後の手関節機能の変化に関する報告は少ない．

我々は第54回本学会で，遠位設置型プレートの

抜釘後に手関節機能が改善することを報告した．

今回は近位設置型プレートでも同様の結果が得

られるか検討した．

【対象および方法】榛骨遠位端骨折に対してVLP

を用いて骨接合を行い，骨癒合後に抜釘を行っ

た55例を対象とした．遠位設置型プレート（以下

D群)35例，近位設置型プレート（以下P群)20例

であった．手術時年齢は両群共に平均62歳，抜

釘までの期間はD群平均6.9カ月,P群平均7.0カ

月であった．検討項目は掌背屈可動域，握力，

Hand20で，抜釘の術前(術前群）と術後2カ月時

(術後群）の各値を比較した．統計学的解析は

Paired甘estを行い,p<0.05を有意とした．

【結果】D群の掌背屈可動域は術前群平均124｡(対

健側比0.84)から術後群133｡（同0.90)と有意に改

善した(p=0.0004).握力は術前平均19kg(対健

側比0.78)から術後21kg(同0.86)と有意差を認め

た(p=0.0008).Hand20は術前平均6.7から術後

2.9と有意に改善した(p=0.007).一方,P群で

は掌背屈可動域は術前平均125｡(対健側比0.87)

から術後132。（同0.92)と改善し有意差を認め

た(p=0.02)が，握力は術前平均21kg(対健側比

0.81)，術後22kg(同0.85)と有意差を認めなかっ

た(p=0.17)．Hand20も術前平均6.1,術後4.4と

有意差は認めなかった(p=0.06).

【考察および結論】D群では全項目で改善を認め

たが,P群では掌背屈可動域にのみ有意な改善を

認めた．自然経過に伴う機能回復を考慮する必

要はあるが，抜釘による手関節機能の改善の可

能性が示唆され,D群においては積極的な抜釘

が望ましいと考える．
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榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定術後の遺残瘻痛とその関連

因子

ResidualPainafierWlarLockingPlateFixationfbrDistal
RadiusFracture

名古屋大学医学部手の外科

○篠原孝明，建部将広，奥井伸幸，

栗本秀，平田仁

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレート固定後に，良好な整復位が得られ

ていても長期にわたり瘤痛が残存する患者が散

見される．今回，患者の遣残瘤痛につきその関

連因子を検討したので報告する．

【方法】平成18年4月から1年間に僥骨遠位端掌側

ロッキングプレート固定を行った143例に対して

アンケート調査を行い，返答があった112例を対

象とした．男性26例，女性86例，平均年齢61歳，

平均経過観察期間48(43～57)力月，骨折型はAO

分類A型36例,B型6例,C型67例，不明3例で

あり，外来最終診察時のvolartilt(VT),radial

inclination(RI),ulnarvariance(UV)は5.1±6.6,

20.8±5.5,0.9±2.2とX線パラメーターは概ね良

好であった．10段階のnumericalratingscaleを

用いた瘤痛評価で3以上を中等度瘻痛ありと定

義し，中等度瘤痛の有無を目的変数として，性

別，年齢受傷側，外固定期間，プレートの種

類,AO分類,VT,RI,UV,術者のキャリア年

数,保険,抜釘，関節面step-o丘背側アプローチ，

骨移植，尺骨骨折の有無を説明変数として多変

量解析を行った．

【結果】中等度痙痛あり31例，なし81例と28％で

遣残瘻痛を認めた．多変量解析の結果，骨移植

の有無が有意な説明変数として抽出された.AO

分類別の瘤痛患者の割合はA型22%,B型17%,

Cl型17%,C2型31%,C3型53%であり,C3に

遺残瘻痛が多い傾向を認めた．

【考察】術後約4年経過しても，28％の患者に遺残

瘻痛を認めた．受傷時における骨折の損傷程度

が大きい症例に長期にわたり瘻痛が残存しやす

いと考えられた．
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手外科に魅せられて30年

成 澤 弘 子

財団法人新潟手の外科研究所

私の卒業当時，新潟大学外科系医局で女性を受け入れてくれる科は限られていた．幸い整形外科は

前年に女性を受入れており好意的だったので入局を決めた．一般整形研修中に手外科の諸先輩方の

手術に感銘を受けたこと，またマイクロサージャリーが盛んになってきた時期であり細かい仕事で

あれば自分の得意分野なので何とかできそうだと勘違い？して手外科班に入れていただいた．末梢

神経の変性と再生に興味を持ち研究テーマとした．大学在籍中はラットの神経を切っては縫合して

いた．このことは顕微鏡下手術の訓練になり，多少ともリサーチマインドを養うことができた期間

として有意義であった．研修中にドラマチックな苦労話はなかったが1986年から勤務した病院では

多くの切断指再接着手術を経験できたが一方で深夜に及ぶ手術となると帰宅できないこともあった．

自宅では母，行方不明，という会話が時々なされていたらしい．男性医師と同じように働くのが当

然という時代であったので仕方がなかったが家族の方に苦労話があったようである．現在は手の外

科研究所所属で，ほとんど100%手外科にかかわっている．全国から短期研修の先生方がおいでにな

るなかでの外来や手術はいまだに緊張の連続である．今後も体力，気力が続く範囲で手外科を続け

ていき，いまだに解明されない神経関連の疾患を中心に人間の不思議にかかわりたい．手の機能が

失われると中枢が萎縮する，すなわち末梢が中枢を規定するわけで，人間として手の機能は大変重

要であり手外科の存在価値は高い．多くの若い医師たちに手外科を志してほしいと願っている．

1980年

1981年

1982年

1983年

1984年

1986年-2005年

2005年

1985年

新潟大学医学卒業

長岡赤十字病院勤務

新潟県立小出病院勤務

新潟県立新発田病院勤務

新潟大学附属病院勤務

燕労災病院勤務

新潟手の外科研究所研究所勤務現職

日本手外科学会入会
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形成外科医として手足の先天異常に携わって

岸陽子

厚木市立病院形成外科

手外科に興味を持ったきっかけは，麻酔科医としてスタートしたところから始まります．当時大阪

市立大学麻酔科の同期で女性は一人きりで，そのためか先天異常の手術を多く担当させていただき

ました．特に整形外科が多くの手術を行っていたこともあり，手足の先天異常の患者の術前，術後

にご両親と話をすればするほど，多くの偏見に囲まれた環境に立つ患児や悩むご両親の力になりた

いと思うようになり，手術によって他の子と同じスタートラインに立つことが可能になればと願っ

ておりました．そのころ大阪市立大学には形成外科はなく，第2子出産を機に皮膚科に転科いたし

ましたが，手外科への思いを捨て切れず，住友病院の形成外科に勉強に行くことを許可していただ

き，週2回皮膚科に居ながら手術に入らせていただくようになりました．その後関西医科大学に形

成外科ができたのをきっかけに，入局させていただくことができました．一般的な形成外科の研修

をしている間に，救急部から切断指のオンコールの要請があり，一人で引き受けることとなり，阪

神大震災の発生時にも再接着を行っておりました．そのうち手足の先天異常の手術もメインで行

うようになり，複雑な先天異常の患者を見るたびに，手足の先天異常の勉強をする必要性にから

れ，東京慈恵会医科大学の形成外科へ入局させていただき，さらに念願だったEZAKI先生のいらっ

しゃるScottishRitehospitalfOrchildrenへの留学の夢をかなえる事ができました．今は退官された

Dr.Carterに教えていただいたto-fOrruleが今の私の日常診療を支える基盤となっています．現在厚

木市立病院に勤務しておりますが，まったく市民に手足の先天異常を専門にしている事が知られて

いないため，今後地域の啓もう活動を行わなければならず苦労しているところです．手外科を目指

す先生方には患者に手術をあてはめるのではなく，患者のために何が最もいい手術であるかを考え

られる術者になっていただきたいと思います．

！

東京女子医科大学医学部卒業

大阪市立大学付属病院麻酔科入局

麻酔科標梼医

大阪市立大学付属病院皮膚科入局

謁西医科大学形成外科入局

東京慈恵会医科大学形成外科入居
円大王外科堂今ス今
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リウマチ手の外科に魅せられて

中川夏子

甲南加古川病院整形外科

整形外科医の女性医師は現在でも少数派であるが，私が大学を卒業した時期はさらにその傾向は

顕著であった．そんな中，私の整形外科入局の大きな心のささえとなったのが，手外科を専門とさ

れている先輩である，とても素敵な女性医師の存在であった．入局後，私はその先生や他の先生方

にやさしく指導していただき，手外科の楽しさに具体的に触れるようになり，手外科を自分の専門

にできたら・・・と思うようになっていった．その後，私は大学院でリウマチの研究に携わること

となる．そして大学院卒業後，リウマチの専門病院である国立加古川病院(現在の私の勤務先の甲南

加古川病院)に勤務することとなり，私はリウマチ手外科の魅力にとりつかれていき，そしてそのま

ま現在に至っている．リウマチ手外科には，私をひきつけてやまない，やりがいを感じさせるもの

が数多く存在しているのである．私がこの分野に強く惹かれていった時期に，リウマチ手の外科研

究会(2012年には日本リウマチ学会イブニングセミナーとして開催予定)が発足し，私も世話人とし

て関わらせていただいている．まだまだ手外科の中でもマイナーな存在であるリウマチ手の外科に

ついて，今後も理解を深めていただけるように微力ではあるが頑張っていきたいと常々考えている．

手外科はリウマチの分野のみならず，とても挑戦のしがいがある分野である．また細やかな感性を

持ち，手先が器用な女性医師に特別向いていると感じている．今後も若い女性医師が増えていくこ

とが予想されるが，この言葉ではとてもその素晴らしさが表現しきれない手外科の世界に，多くの

先生方に参加していただき，一緒に歩んでいければ，と切に願う次第である．

1台木ﾛ6(】土 声部卒業

芦部大学院卒業，学1

時災病院等関連病院↓

弓院にて関節リウマミ

菊驍(固守加古川病院

岸
一
戸
ア

玉
一
串

手H|】 交換派道医制度交換派這医(ERASStravelingfellc

で神戸大学医学部大学院在籍

とリウマチ軟骨の相互作用

調節炎の白血球機能に対する影響一

.舌木u『

参"製lⅡ

ギ南加古川病院診療部長

リウマチ膠原病センター副

坤戸大学医学部臨床准致将
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市中病院部長として，受験生の親として

牧野仁美

国家公務員共済組合連合会東海病院整形外科

医学部5年生のとき手外科グループで整形外科臨床実習を行ったことが，興味を持つきっかけになり

ました．研修先は手外科指導医不在の地方病院であったため，手術室へ参考書を持ち込んで四苦八

苦する毎日でしたが，多種多様な外傷に接する間にますます手外科への関心が高まっていった時期

でもありました．1992年4月から11年4ケ月間は外傷とはあまり関わりのない仕事に従事することに

なりましたが，大学病院で手の先天異常を学ぶ機会を得たことや療養所で多くの関節リウマチ症例

を経験したことは，現在の診療にたいへん役立っていると思います．現職について8年余が過ぎまし

た．当初は技術も経験も未熟で部長とは名ばかりの状態，転勤を後悔したこともありましたが，多

くの先生方の援助やご協力を頂き，常勤3名ながら昨年度は手術件数750以上，手外科症例はそのう

ち約60％を占めるまでとなりました．当院には高気圧酸素治療装置をはじめさまざまな機材があり

ますが，今後はそれらを利用するだけでなく，治療効果の検討や適応範囲の拡大等により守備範囲

を広げてゆきたいと思っています．若手医師の皆さんへは，たとえ思ったようにことが進まないと

焦る時期があったとしても，手外科への関心を持ち続ける限り，きっとやりがいを感じる仕事に巡

り会うと信じて共に頑張りましょうとエールを送ります．

名古屋大学卒業

市立半田病院勤務

日本手外科学会入会

東海病院勤務

ヨ立中部病院(現国立長寿医療研

ヨ立療養所東名古屋病院勤務

東海病院勤務
胞衣I一室系
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女性手外科医としての経験とキャリアデザイン

大 泉 尚 美

北新病院上肢人工関節・内視鏡センター

私が手外科に興味を持ったのは，入局直後に麻痒手に対する腱移行術を見て，失われた機能を残さ

れた機能を生かして再建するという治療に興味をひかれたのがきっかけです．北海道大学上肢班で

は手外科だけでなく肩・肘関節外科までを扱うため，上肢全般を系統的に学ぶことができました．

現在は手外科と肩・肘関節外科の手術を約半数ずつ行っています．

整形外科医のうち女性はいまだ約4％と少なく，家庭と仕事の両立への不安から選択を跨跨する女性

医師もいるようです．私自身はこれまで4年以上のブランクを経験しています．それでも仕事を続け

られたのは何よりも職場や家族の理解と協力のおかげですが，比較的早く上肢外科に専門を定めて

いたことも幸いしたと感じています．キャリアを中断することの多い女性医師こそ，専門性を身に

つけることでよりスムーズな復職や転職，多様な勤務形態選択の可能性が広がり，休職中の知識・

情報の維持がしやすくなるなど，そのメリットは大きいと考えられます．

手外科ではいわゆる"腕力，，を必要とすることはほとんどなく，女性として体力的なハンディはない

と言えます．女性に多い手外科疾患も多々あり，女性医師の診察を希望する患者さんからのニーズ

も高いと感じます．手外科は女性医師に"おすすめ"の分野の一つであると思います．
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北海道大学卒業，北海道大学整形外科入局

北海道大学整形外科上肢班に入り，日本手外科学会入会

出産に伴い休職パートタイム勤務

北海道大学大学院入学

大学院を休学して渡米(夫の留学のため）

大学院卒業，医学博士学位取得

整形外科北新病院上肢人工関節・内視鏡センター副センター長
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研修医指導一手の外科医の立場から

洪淑貴

名古屋第一赤十字病院整形外科

研修医時代は脊椎志望でしたが，周りの思惑で思いがけず手外科医を志し，先輩方に恵まれてなん

となく『専門家の端くれ』になっていました．現在，先天異常と肘について勉強中で，一般的な上肢

外傷やcommondiseaseについて後期研修医を指導する立場にあります．これからの時代，専門性を

持つ事は非常に大切で，手外科は魅力的なオプションであると考えます．
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手外科が私にくれた夢

中島 祐 子

広島大学整形外科

私が入局した頃の広島大学整形外科学教室では，生田義和名誉教授のもと手外科班がとても華や

かに見え，思えばそこに惹かれたのだと思います．当時，津下健哉名誉教授が執筆された｢手の外科

の実際」「私の手の外科｣を本棚に並べて満足していましたが，実際には手外科の専門的知識を得る

機会は少なく，研修医時代に買ったルーペも棚の奥で眠っていました．結婚・出産後に大学院に進

学し，卒業後にやっと手の臨床に関われるようになり，ブランクがあった私には何もかもが刺激的

な毎日でした．しかし同時に，知識や技術がない，という劣等感とも戦っていました．でも諦めた

くない,いつか何かを掴むんだと思っていた3年前,外来の片隅にあった超音波診断装置に目がとまっ

たのがきっかけで，運動器超音波に興味を持ちました．今では手領域の超音波検査には少しばかり

自信がつき，私の仕事の大きな部分を占めています．気づけばいつの間にか三児の母となっていま

したが，「手外科専門医」という夢があります．迷うことも多くあるけれど，夢見ることをやめなけ

ればきっと輝いていられる．理解し助けてくれる多くの人達に心から感謝しながら，笑顔を絶やさ

ず輝いていたいと思います．
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東京女子医科大学卒業

広島大学整形外科学教室入局

広島大学医学部附属病院整形外科勤務

中国労災病院整形外科勤務

広島市民病院整形外科勤務

日本手外科学会入会

広島大学大学院医歯薬学総合研究科入学

同大学院卒業学位取得

広島大学病院整形外科に医科診療医として勤務(現職）
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手外科と私

阿久津祐子

札幌医科大学整形外科

もともとマイクロサージャリーに興味があり，札幌医大整形外科に入局しました．当時の教授の石

井清一先生が手外科専門であったため，手外科の症例に触れあう機会が多く，手外科に興味を持ち

ました．さまざまな視点を得たいと思い,他施設で研修を積むことも必要と考えるようになりました．

国内留学として，聖隷浜松病院手の外科マイクロサージャリーセンターで斎藤英彦先生，大井宏之

先生のもと，研修を受けました．将来はマイクロサージャリーと手外科にかかわっていきたいと考

えています．さまざまな立場の女性医師の意見がシンポジウムに必要ということで,中堅整形外科医，

手外科駆け出し，今現在，2児の母として家庭と仕事のバランスに苦盧している女医という立場から，

シンポジウムに参加させていただくことになりました．

2001年

2001年

2008年

2008年

現職

弘前大学医学部医学科卒業

札幌医科大学整形外科入局

日本整形外科学会専門医取得

聖隷浜松病院手の外科マイクロサージャリーセンター，クリニカルフェロー

札幌医科大学整形外科
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当院における手外科医とハンドセラピストの連携

CooperationbetweenHandSurgeonsandHand'IYlerapists

○桂理1，渡邉健太郎2，矢島弘毅2，矢崎尚哉2，佐々木宏2
1名古屋披済会病院リハビリテーション科，2名古屋披済会病院整形外科・リウマチ科

【緒言】当院では昭和59年に作業療法部門を手外科におけるハンドセラピイを専従としたハンドセラ

ピスト（以下HT)部門に改編した．当院の整形外科は開設以来40年間四肢外傷治療を中心に診療を

行っており，手の外傷症例に対する手術件数は年間1,000件を超える．労災事故等では複合組織損傷

などの高度な外傷例も多く,HTは治療当初からの介入が求められ，医師との連携は患者のより早い

社会復帰へのきわめて重要な要素となる．

【整形外科医とHT】当院の整形外科医は14名(うち手外科専門医3名)で，全員が多かれ少なかれ手外

科に携わっている．作業療法士は6名のうち5名がHT(うち認定HT1名)として在籍している．

【連携の実際】(1)症例検討会：週1回医師とHT全員が集まり症例検討を行っている．治療に難渋す

る症例1名もしくは2名に対し，診察しながら主治医と担当HTによって現在の問題点を提示し治療方

針について検討している．(2)外来診察・病棟廻診：週に3日，外来診察と病棟廻診に立ち会うこと

で治療経過の確認や医師への相談，患者からの要求に対する対応を行っている．また必要に応じて

スプリントの作製・修正を迅速に対応している．(3)手術：セラビイの導入時期やゴールを見据えた

治療方針について，実際に術中所見を確認しながら医師とともに検討する．そのためHTは一日の手

術内容を把握し，再建手術は必ず，緊急手術では可能な限り手術に立ち会うことを心がけている．

【考察】手外科は初療時より再建外科であり，拘縮予防と筋萎縮の予防をいかに行うかが治療成績を

左右する．そのためには担当医との連携を常にとることはもちろんであるが，ときには他医の意見

も求めることも必要である．そういった開放的なシステムを構築することが重要となる．
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手外科医とハンドセラピスト間の診療・研究連携

CoordinationbetweenHandSurgeonsandHandTherapistsmtheMedicalCareandResearch

○高田明子1，井戸芳和1，伊坪敏郎2，内山茂晴2，加藤博之2
］信州大学医学部附属病院リハビリテーション科，2信州大学医学部運動機能学講座

【目的】当施設における手外科医とハンドセラピスト(以下セラピスト）間の診療・研究における連携

の現況と実績を報告し，その利点について考察する．

【連携方法】当施設の手外科スタッフは，セラピスト8名，手外科専門医数2名，手外科研修医2名，整

形外科研修医1名である．手術数は，200件/年で，過半数は変性疾患か末梢神経障害である．術前に

セラピストは患者の可動域，筋力，感覚，総合機能の定量評価，装具作成を手外科医の指導下で行う．

手術日は腱移行(移植)術，関節授動術に立ち会い，腱緊張度と可動域を確認する．毎週1回スタッフ

全員で回診し，入院患者の局所状態外固定，装具，後療法についてベッドサイドで検討する．さ

らに外来患者の問題点などを検討し合う．研究連携では，セラピストは毎週1回の英語論文抄読会に

参加し，手外科医と共同で臨床･基礎研究を計画･推進し筆頭演者として口答発表と論文作成を行う．

【過去2年間の連携実績】診療上のトラブルは1例もなく，目的とした治療成績が得られた．各セラピ

ストは計4回の英語論文の抄読会発表を行った．セラピストが筆頭演者で発表した手外科関連の演題

数は13題で，発表学会はASSH,IFSSH,日手会，全国作業療法学会であった．またセラピストが筆頭

著者として発表した査読のある学術論文数は5編である．同期間に1名のセラピストが医学部修士課

程を修了し，現在2名のセラピストが医学部修士・博士課程に在籍している．

【考察】当施設における手外科医とセラピストの緊密な連携は，有効かつ安全な診療効果をもたらし

ている．セラピストは診療のスキルアップが得られ，手外科医には患者の要求・現症をリアルタイ

ムに把握可能である．さらにセラピストはキャリアアップ，講座は研究業績向上が得られる利点も

ある．
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地方病院でのハンドセラピストの育成および連携

TheUpbrmgingandCoopemtionoftheHandTherapistmtheDistlictHospital

福 田祥 二

津山中央病院整形外科

演者は2002年に岡山県県北にある当院に赴任し手外科診療を開始した．手外科の歴史のない一地方

病院で作りあげてきたハンドセラピストの育成の方法と連携の状況，今後の課題等を反省をふまえ

ながら報告する．まずOTの中から手の担当を選び各症例の治療を通じて指導し，ある程度の知識・

技術が得られた者から手外科専門施設に研修にいかせた．また各種学会・研修会参加や，院内勉強

会を通じて知識の研鎖に努めた．幸い手に興味があるOTも多く，現在では5名のOTにハンドセラピ

ストとして協力してもらっている．手術例では後療法のクリティカルパスを作成し，必要があれば

術前評価・手術見学・スプリント作成・術後評価をおこない，非手術例の拘縮やCRPSの治療も担当

している．また，全症例の状況は週一回のカンファレンスで検討し，異常時の報告は随時受けてい

る.2003年1月から2011年9月までの当院のリハビリ症例数は1724例で，植皮・皮弁が20例，骨折脱

臼靭帯損傷が1053例，腱損傷が150例，末梢神経損傷・障害が113例，循環障害がl例，先天異常が1

例，関節変成疾患が43例，炎症性疾患140例，腫瘍および腫瘍類似疾患が32例，拘縮が123例，手関

節疾患14例，特殊な外傷17例，四肢のマイクロサージヤリー13例，内視鏡手術3例，装具1例と症例

の83.2％は外傷由来であった．（分類は手外科専門医研修カリキュラムに準じ，病名が複数あるとき

にはリハビリの主となるもの一つとした.）当院の手外科の患者数は手術例だけで年間平均410例あり

ハンドセラピストの存在なしには診療が成り立たない状況であるが，その専門性とは裏腹に彼らの

認知度は低い．今後認定ハンドセラピスト制度を活用して改善していきたいが，認定条件をみれば

地方民間病院では取得が難しそうである．ハンドセラピイ学会の今後の動向に期待したい．
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手外科医とハンドセラピストとの連携一当院での実際一

CooperationwithaHandSurgeonandaHandTherapistinOurHospital

○戸部正博1,阿部幸一郎1,山口利仁1,南川義孝1,平瀬雄_2
Ⅱ東京手の外科スポーツ医学研究所，2四谷メディカルキューブ

【目的】手外科の治療計画や術後のリハビリテーションを行う上でハンドセラピストとの綿密な連携

は非常に重要である．当院は手外科専従医総数8名，ハンドセラピスト5名，年間の手外科手術件数

も約2000件を行う手外科に特化した医療機関であり，当院での手外科医とハンドセラピストとの連

携について，当院での実際について報告する．

【当院での実際】当院では週1回手外科医とハンドセラピストとの合同カンファレンスを行い，入院

患者は原則的に術翌日から1日2回，外来患者は可能な限りハンドセラピーを施行している．手外科

の手術は全例ハンドセラピスト立ち会いで行い，特に腱の手術に関しては手術室で術後プログラム

を決定する．さらに外来患者の診察でも基本的にハンドセラピスト同席で意見交換をしながら行う．

また神経伝動速度の測定や知覚検査はハンドセラピストが行い，リハビリプログラムに役立ててい

る．

【手外科医の立場から】演者は2012までは大学病院というかなり制約ある施設に勤務しており，理学

療法士がハンドセラピーを代行していた．現在の施設に移ってからは，今までの経験より驚くほど

成績が良い面も多かったが，腱移行術などで従来のある程度の腱癒着を念頭に置いた緊張の決め方

が術後に緊張不足になる例も移籍当初に散見した．

【ハンドセラピストの立場から】当院は個性的な3名の手外科代議員が在籍している．彼たちは独自の

専門的知識と技術を持って診療を行っているため，ハンドセラピストも彼らの指示に対応できるよ

う準備が必要である．また機能再建法，術後プログラム，保存療法や手術療法の選択など，ハンド

セラピストの意見も求められるためセラピスト自身も自分の考えを持たなければならず，自ずと向

上心が育まれる．
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当院におけるハンドセラピィの現状とハンドセラピィストの育成
PracticesofHand'IYlerapyandEducationofHnadtherapistsinOurHospital

○有薗行朋，日野龍穂，渡海守人，木下博和，浜田良機
みつわ台総合病院整形外科

【はじめに】手外科疾患においてハンドセラピストとの連携は不可欠で，その能力が治療成績に大き

く関与する．当院は病床数250で平均10人の作業療法士が在籍する総合病院である．しかし，はじめ

から，ハンドセラピストの獲得は困難で，作業療法士の教育が重要課題である．今回当院における

ハンドセラピイの現状，作業療法士との連携，その教育方法について報告する．

【対象･方法】対象はH20年7月から3年間にハンドセラピイの処方があった手の外科疾患で，処方件数，

疾患の内訳，実施内容を作業療法カルテから調査した．

【結果】処方件数は骨折,脱臼224,絞拠性神経障害92,関節拘縮35,腱断裂21,切断指10,靱帯断裂8，

神経断裂7，関節症6,CRPS4,他4例，計411例であった．実施内容は，評価，治療計画，治療，自

宅指導で治療は物理療法，マニュアルセラピー，筋力増強，装具は動的装具9例，静的装具14例が作

製されていた．絞拒性神経障害では，ほぼ全例SemmesWeinsteinTestと二点識別検査が作業療法

士によって施行されていた．

【考察・結語】一般病院においてハンドセラピストの育成は重要であるが，実際には3～5年で入れ替

わる作業療法士を教育することは難しく，短期間でいかに彼らのmotivationを上げるかが重要であ

る．当院では作業療法士とのカンファレンスを週1回行って，レントゲン，手術方法の詳細を十分説

明し，定期的な勉強会では，手の機能，解剖の習熟および機能障害の評価法，装具作成などの手技

の熟知を手外科医と確認，さらに，作業療法士の手洗い実習，手術見学もおこなっている．このよ

うな手外科医と作業療法士との密な連携の結果，現在では治療計画の立案，実施，装具作成，患者

と医師との橋渡しを行えるハンドセラピストが常に2.3人は育っており，その技術は常に後輩へ引き

継がれている．
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治療に難渋した小指屈筋腱断裂の一例

mexor'IbndonRuptureinaPatientwithMentalProblem:ACaseReport

○阿部薫1，池上博泰2，佐藤和毅2，中村俊康2，戸山芳明2
1慶應義塾大学病院リハビリテーション科，2慶應義塾大学整形外科

症例は31歳，女性，主婦．包丁で右小指基節部掌側を切って受傷した．近医で創縫合を受けたが小

指屈曲が不能のため，受傷3日後に当院を受診した．右小指FDS・FDP断裂の診断で受診同日に腱縫

合術を外来手術室で施行した.FDS,FDPは腱交叉の5mm近位で断裂しており，各々を端々縫合し

た．しかし，術直後より患者は精神不安定な状態を呈し，暴言や異常行動を繰り返し，術翌日に固

定を自己抜去した．受傷3カ月後に再断裂に対して環指FDSを用いた腱移行術を施行し，手関節中間

位,MP屈曲40｡,PIP･DIP軽度屈曲位で2週間キャスト固定後にOTを再開した．腱移行術後3カ月

で腱剥離術を施行し，術後6週でPPDO.5cm,PIP・DIP伸展-5｡,日常生活の支障は解消し，本人の満

足度は高い．患者の暴言，異常行動により治療に難渋した一例であった．暴言・異常行動の原因の

一つは外傷による動揺と過度の不安と考えられた．主治医，リハ担当医,OT,患者相談室で患者情

報を共有し，診察や訓練時の患者態度・発言とそれに対するスタッフの対応を情報交換し，問題発

生時の対処法を検討した．主治医･OT間では，診療毎にリスク・問題点やアプローチ法を話し合っ

た．二回目手術(腱移行術)後は｢腱断裂しない(させない)」ことを暫定目標として固定期間を長めに，

患者の自己訓練は控えめにした．訓練では腱の滑走を促し，患者には可動域改善を具体的角度で示

して不安を解消するように努めた．医師,OT,その他のスタッフが一貫性のある治療方針を共有し

たこと，患者の性格や理解度に合わせて各時期に獲得すべき機能目標を明確にしたことが良好な結

果につながったと考える．精神的問題を抱える患者の治療には，部署を超えての連携が重要である

ことを再認識する症例であった．
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屈筋腱手術の後療法

SurgeonandTherapistIsCooperativeApproachfOrRehabilitationofmexorT℃ndonRepair

○牧裕'，土田尚美2
1(財)新潟手の外科研究所，2新潟中央病院リハビリテーション部

【医師側】屈筋腱手術には端々 縫合，腱移植や腱移行などがあり，後療法に早期自動運動を選択する

場合が多い．セラピストに術中の腱の縫合状態と動きを見てもらい後療法の組み立てに役立てる．

早期運動を選択する場合，翌朝スプリント下のドレッシングを薄くしながら患者に後療法の意義を

説明するが，セラピストの指示に従うこと，自己判断の勝手な運動は腱を再断裂させることを話す．

痛みのコントロールは十分に行なう．患者とのやり取りの中で，患者の性格，理解力を推察する．

スプリントの肢位，バーの位置や牽引ゴムの強さなど，セラピストが作成した装具を術後1日目夕方

に必ずチェックし，術者自ら指の動きを確認し修正点，注意点をセラピストに伝える．セラピスト

が慣れた人であればその後ほとんどを任せることもできる．

【セラピスト側】患者は後療法開始前に既に医師から腱の再断裂防止の注意を受けている．しかし術

前，術直後の緊張状態下での説明は，しっかり理解されているとは言いがたい．不十分な理解と過

度な不安感は後療法の妨げとなるため，訓練に先立ちセラピストから患者に腱の縫合法，腱の癒合

過程，後療法の目的を患者の性格や理解力を評価しながらしっかりと説明しなおす．患者が可能な

限り正しく理解できた状態で後療法が開始できるように努める．腱の癒合過程に従った後療法のプ

ログラムがあるが，患者の手の状態(腫れ，痛み，拘縮など)や理解度に応じて柔軟に変える．無理

をして再断裂をきたすよりは，関節拘縮さえ残さなければ，腱癒着に関しては腱剥離を行なえばよ

いと考える．問題が生じた場合はその都度医師と連絡を取り，可能であればセラピストが同席した

状態で診察し，後療法の変更などを検討する．腱の治療でも患者を挟んで医師とセラピストの連携

が重要である．
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上腕骨外側上穎炎の治療

TherapyofLateralEpicondylitisofHumerus

○新井猛1，高岩亜紀子2，大森みかよ2，清水弘之1，別府諸兄】
'聖マリアンナ医科大学整形外科学講座，2聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部

【はじめに】上腕骨外側上穎炎の診断と治療における手外科医とハンドセラピストの連携の実際につ

いて報告する．

【症例紹介】37歳，男性．右利き．職業は会社員．趣味はテニスで週2回の頻度で実施．平成X年右肘

の瘻痛出現．近医にてステロイド注射，鍼灸，マッサージ加療し痛みは一時鎮静化．前医初診より

1年後にテニスの頻度増加に伴い，瘻痛が増悪し当院を受診した.MRI,超音波検査，理学的所見よ

り右上腕骨外側上穎炎と診断した．画像診断にて関節内病変を認め，手術適応があったが活動制限

による短僥側手根伸筋の炎症鎮静化を図る目的で保存治療を指示した．

【保存治療の経過】OTにて，機能評価後，癌痛回避動作，負荷量軽減，手関節背屈筋群のストレッチ

を指導し，約2カ月間実施しかし，瘻痛改善認めず保存治療は奏功しないと判断し，手術治療方針

とした．術前に手外科医より手術内容説明の他，セラピストから術後セラピイの説明，テニス復帰

時期の目安などを提示した．

【関節鏡視下手術後の経過】保存治療後，術前セラピイを1ヶ月実施後，関節鏡視下滑膜切除術，短僥

側手根伸筋腱切除術を施行．術直後より瘻痛軽減を認めたため，術後セラピイは術後6日に手関節背

屈筋群のストレッチ指導,術後2週に手関節背屈筋群の筋力トレーニング指導を順当に開始した．キー

ボード操作において過用傾向あり，瘻痛回避動作，負荷量軽減の必要性の再指導を実施した．

【考察】上腕骨外側上穎炎の治療において重要なことは，症例の重症度や活動量に応じて保存治療の

限界を見極め，速やかな手術治療への移行に医師・セラピストが情報を共有し，治療方針のコンセ

ンサスを得ておくことである．また術後は手外科医から手術内容の情報を共有し，セラピストはそ

れに基づいたセラピィ内容のカスタマイズをすることが重要である．
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開業医における手外科医とハンドセラピストの連携

CooperationwithHandSurgeonandHandTherapistintheOrthopedicChic

○斎藤和夫1，木原仁2，別府諸兄3
’渕野辺総合病院リハビリテーション室，

2木原整形外科医院，3聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

当院ではインターネットで手外科専門医を調べ，セカンドオピニオンを求めて来院する患者が増加

傾向にあり，手外科医とハンドセラピストとの連携は大変重要である．現在，週に1日ハンドセラピ

ストと共に手に関する症例の連携を行っている．リハビリ室は診察室と隣接しており，必要に応じ

てレントケン写真を供覧しながらリハビリ指示が可能であり，また出来上がったスプリントの確認

や患者を交えた治療方針を確認できるなど,隣接しているからこそ迅速な対応が出来ている．今回は，

比較的遭遇することの多い母指CM関節症に対してどのように連携・治療しているかを報告する．母

指CM関節症に対する保存療法では，手外科医は痛みの管理と進行について確認を行い，ハンドセラ

ピストは，スプリント療法と生活指導を主に行っている．スプリントはCM関節の安静を目的に作製

し，可能な時間帯に装着する．さらに避けるべき動作や手の使い方を指導している．それぞれの立

場から評価し,保存療法が無効で適応がある場合,大学病院と連携し関節鏡視下手術を実施している．

術後は，手外科医は術部や創部の管理を行い，ハンドセラピストは早期から介入し，術後1週間ごと

に許可となる運動について，可能な動作を実際に行いながら指導する．対立動作は，術後4週より許

可となり，術後6週ごろには日常生活動作で使用可能となるが，瘤痛を誘発させる動作は具体的に指

導し制限する.CM関節の瘻痛は，術後3カ月経過した時点より低下することが多いが,6カ月程度ま

で残存する場合がある．癖痛が残存する症例や不安を示す症例では,特に医師との連携が重要であり，

痛みや不安を傾聴しながら連携して対応し治療を行っている．このように開業している手外科専門

医とハンドセラピストが良い連携をもち仕事をすることが可能である．
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整形外科医が行う慢性瘻痛疾患の診断と新しい鎮痛剤

三木健 司

尼崎中央病院整形外科

大阪大学瘤痛医療センター

行岡病院リウマチ科

1,運動器瘻痛の重要性

日本整形外科学会を中心として｢ロコモティブシンドローム｣の啓発運動が行われている．ロコモテイ

ブシンドロームとは｢運動器の障害｣により「要介護になる」リスクの高い状態になることである．

腰痛症:2400万人，関節症:1560万人と数千万人に及ぶと考えられている．運動器の障害の原因と

しては｢運動器自体の疾患」「加齢による運動器機能不全｣が挙げられている．「健康寿命の短縮｣，「ね

たきりや要介護状態｣を避けることが高齢化社会が進展する中で重要になる．

2，侵害受容性瘻痛と神経障害性瘻痛

痛みの原因が侵害受容性瘤痛と神経障害性瘤痛のどちらかもしくは，混合型であるかを診断する必

要がある．通常多くの運動器瘻痛は侵害受容性癌痛であるが，時に神経障害性瘻痛が混ざってくる

ことがある．簡単なスクリーニングテストなどを紹介する．まず，痛みがある患者を診た場合には，

その機序を類推し｢痛み｣を神経障害性瘻痛と侵害受容性痙痛か診断し治療を行うことが近道である．

3，腎障害

近年，腎臓内科では腎機能低下が慢性的に継続するCKD(慢性腎臓病）という新しい疾患概念を

提唱して，腎機能低下を阻止する必要性を訴えている.eGFRが60mL/min/1.73m2以下である場

合,NSAIDsは腎機能を低下させるために投与中止を考慮すべきとされる．当院の整形外科外来

患者でNSAIDsを服用中でクレアチニン値を把握できた174例でeGFRを算出したところ,34例が

60mL/min/1.73m2以下で，全例が60歳以上であった．したがって,NSAIDsによる胃粘膜障害や高

齢者に多い腎機能低下例ではNSAIDsを中止してオピオイド系鎮痛薬に切り替えることを考慮すべき

である．通常のNSAIDsで効果が不十分，もしくは腎障害，胃粘膜障害で継続が困難な場合にはオピ

オイド系鎮痛薬が効果的である．欧米では長い歴史があるが本邦では一般的には使用されていない．

実臨床での注意点などを解説する．
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当科における舟状骨偽関節の治療成績

TreatmentfbrScaphoidNonunion

濁協医科大学整形外科

○亀田正裕，長田伝重，高井盛光，

山本格 ，野原裕

【目的】舟状骨骨折は，受傷時に医療機関を受診

しても初期のX線で骨折が見逃されやすく，痛

みが軽度の場合は受診もせず放置され，偽関節

になりやすいということが広く知られている．

舟状骨偽関節に対し，当科ではMRIでの評価を

行い，ブロック状の遊離腸骨移植を主に行って

いるので，その治療成績を報告する．

【対象】平成8年から現在まで当科で手術治療を

行った舟状骨偽関節37例のうち，遊離腸骨移植

を行い経過観察し得た26例を対象とした．全例

男性で，手術時年齢は平均233歳，右手は15例，

左手は11例であった．受傷原因はスポーツ中の

転倒15例,交通事故3例,転倒2例,物を殴った3例，

不明3例であり，受傷から手術までの期間は平均

26.8ヵ月であった．骨折型は，背側舟状月状靭帯

付着部である舟状骨背側突起よりも遠位での骨

折(遠位型)が15例，近位での骨折(近位型)が11

例で，それぞれDISI変形を10例,1例に認めた．

手術は全例遊離腸骨移植を行い,Herberttype

screw固定が21例,K-wire固定が3例，両者併

用が2例であった．術後外固定は平均6.6週行い，

2例に低出力超音波パルス療法(LIPUS)を併用し

た．

【結果】全例で骨癒合を認め，骨癒合までの期間

は平均14.5週であった、遠位型では術前僥骨月

状骨角(RL角）は-17.1度が術後-8.6度，近位型で

は術前-3.6度が術後-2.4度と改善した．偽関節部

の骨硬化部分を切除し残った舟状骨が小さく血

行が乏しい2症例において,LIPUSを使用するこ

とで骨癒合までに長期間を要したものの，骨癒

合が得られた．

【まとめ】舟状骨偽関節に対する遊離腸骨移植を

用いた手術成績はおおむね良好であった．遠位

型では近位型に比べDISI変形をきたす症例が多

く認められた.LIPUSを使用することで，血管

柄付き骨移植の適応をより限定させることがで

きる可能性が示唆された．

2-5-2

襄胞型舟状骨偽関節(遷延治癒)に対する

関節鏡支援手術

Arthroscope-assistedTieatmentfOrCystic-typeScaphoid

Nonunions(DelayedUnions)

淀川キリスト教病院整形外科

○金城養典，日高典昭，山村一正

【目的】舟状骨偽関節(遷延治癒)のうち池田らの

分類による嚢胞型に対する治療は，小切開裸子

固定または従来の偽関節手術．骨移植のいずれ

かが選択される。しかし，前者では骨癒合が得

られなかったり，遷延したりする場合がある．

我々は，こうした症例に手関節鏡支援手術を行

い，良好な成績を得たので報告する．

【対象と方法】受傷後6週以上を経過した舟状骨偽

関節で，嚢胞型を呈し手根骨配列異常のない5症

例を対象とした．男性4例，女性1例，平均年齢

は34歳であった．受傷から手術までの期間は平

均4か月で，術後の平均経過観察期間は7か月で

あった.手術方法は，1)手根中央関節に3つの

刺入口を作成し，偽関節部をノミ，エレバトリ

ウム等で解離し，介在する嬢痕を切除2)生じた

空隙に嚢胞の大きさに応じて人工骨充填または

自家骨移植を行い，近位または遠位の小切開か

ら裸子固定’とした．評価方法は，骨癒合の有

無骨癒合までの期間，臨床成績(Mayowrist

score),偽関節部骨嚢胞の面積(斜位像にて計測）

とした．

【結果】全例で骨癒合が得られ，骨癒合までの期

間は平均9週であった．2例に人工骨，3例に自

家骨移植を行った．最終経過観察時の平均関節

可動域は，手関節伸展55｡，屈曲61.で,Mayo

wristscoreは優2例，良2例，可1例であった．骨

嚢胞平均面積は，人工骨充填群で3mm2,自家骨

移植群で13mm2であった．

【考察】襄胞型舟状骨偽関節に対する手関節鏡支

援手術は有効であった．本法は裸子固定のみに

比べて骨癒合が確実で，従来の偽関節手術と異

なり手関節掌側の皮切や手根骨間靭帯の切離を

必要としない利点がある．本研究では嚢胞の小

さい例に対して人工骨充填を行ったが，できれ

ばすべての症例について人工骨充填のみで骨癒

合を得ることが望ましく，その適応については

さらに検討が必要である．
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受傷後10年以上経過した舟状骨骨折偽関
節に対する骨接合術の治療経験

SurgicalTreatmentofScaphoidNonumonmorethanTbn

YearsafterPrimaryFracture

'兵庫医療大学リハビリテーション学部，2兵庫医

科大学整形外科，3神戸大学大学院医学系研究科
整形外科

○藤岡宏幸1，常深健二郎2，国分毅3，

美舩泰3，田中寿－2

【目的】舟状骨骨折偽関節が放置されと変形性手

関節症に至る．本研究では，受傷後10年以上経

過した舟状骨骨折偽関節に対して腸骨移植術と

骨接合術を行った症例の治療成績を報告する．

【対象】2004年1月から2011年4月までに手術を

行った受傷後10年以上経過した舟状骨骨折偽関

節は10例(男性9例，女性l例)であった．骨接合

術を行った際の年齢は28歳から53歳平均41歳

であった．舟状骨骨折から当科での手術までの

期間は10年から40年で平均20.2年であった．舟状

骨骨折の部位は中央部が9例で，近位部での骨折

が1例であった．いずれの症例も,X線上，僥骨

舟状骨関節には関節症性変化がみられた．手術

方法：舟状骨骨折の部位が中央部の症例は掌側

進入で腸骨移植とDTJscrewによる骨接合術を，

近位部の症例は背側進入で，腸骨移植とDTJ

miniscrewによる骨接合術を行った．検討項目：

手術前後における瘻痛，握力，可動域,X線所

見などについて検討した．

【結果】手関節可動域は，背屈は術前平均61度か

ら術後平均53度，掌屈は術前平均60度が術後平

均47度と，可動域制限が増悪する傾向にあっ

たが統計学的有意差はなかった．握力は術前平

均42kgが術後平均37.8kgと術前後で有意差はな

かった．骨癒合に関しては，近位型骨折1例で癒

合不全を認めたが，10例中9例で骨癒合が確認で

きた．

【考察】舟状骨骨折偽関節に由来する変形性手関

節症では，進行すると部分手関節固定術や近位

手根列切除術などの関節形成術が行われる．本

研究では，骨折後10年以上経過し初期関節症性

変化が出現した症例でも，腸骨移植と骨接合術

で骨癒合を獲得できる可能性を確認できた．し

たがって，舟状骨骨折後の長期経過症例にも，

積極的に骨接合術を行ってもよいと考えられた．

2-5-4

手術が行われたにもかかわらず骨癒合の

得られなかった舟状骨偽関節の検討

NonunionoftheScaphoidDespiteOperativeTreatments

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

○池上博泰，松村昇，佐藤和毅，

中村俊康，戸山芳昭

【はじめに】私たちは，当院で治療を行った舟状

骨偽関節のうち前医で手術が行われていない98

例(1987-2001年)を検討して，82例(84%)が受傷

時医療機関を受診し(残り16例は捻挫と自己判断

あるいは接骨を受診)，舟状骨骨折と診断されて

いたのはわずか3例であったことを過去に報告し

た．今回は，舟状骨骨折と診断され手術治療が

行われたにもかかわらず，骨癒合の得られてい

ない例について検討したので報告する．

【対象と方法】1997年から2010年までの間に治療

を行った舟状骨偽関節のうち，既に1回以上手術

が行われたにもかかわらず,骨癒合の得られてい

ない17例(男14,女3),年齢19から61歳(平均28)

について検討した．

【結果】17例のうち，初回手術が受傷後3カ月以内

に行われた新鮮例は11例であった．この11例の

うち,5例は経舟状骨月状骨周囲脱臼例であった．

偽関節6例のうち5例は腸骨からの骨移植とl例は

血管柄付き骨移植が行われていた．新鮮例11例

の骨癒合の得られていない理由として，不適切

な裸子の位置が5例，大きな外力による受傷が4

例，金属アレルギーが1例，手術後繰り返す外力

が1例であった．また偽関節6例では，受傷後10

年以上の長期間経過した例が4例あった．骨癒合

の得られなかった17例に対して2回目以降の治療

として，血管柄付き骨移植術を10例に，骨釘移

植術を3例に，経過観察を4例に行った．

【考察および結語】舟状骨骨折は，内固定材料の

進歩により従来では保存療法の適応であったA2

などにも積極的に手術が行われ，外固定期間の

短縮とともに良好な成績が得られている．ただ，

脱臼に伴う例，不適切な手術，金属アレルギー

などで，新鮮例で手術をしても骨癒合の得られ

ない例があること，また受傷後10年以上の長期

間経過した偽関節例で骨癒合を得ることは容易

ではないことに注意する必要がある．
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き第2中手

骨基部骨移植術の検討

AssessmentofVascularisedSecondMetacarpalBase
GraftfOrScaphoidNonunion

'日本医科大学整形外科学教室，2日本医科大学武

蔵小杉病院整形外科

○小寺訓江1，澤泉卓哉1，南野光彦2，

堀口元2，高井信朗】

【目的】難治性の舟状骨偽関節の治療成績の向上

のために，種々の血管柄付き骨移植術の方法が

考案されてきたわれわれは舟状骨偽関節に対

する手術法として，1999年より牧野法に準じて

血管柄付き第2中手骨基部骨移植術を行い，良好

な治療成績を報告してきた．一方，単純レント

ゲン像で偽関節と診断するも，術中に癒合所見

を認めるという不顕性癒合の報告や，骨吸収像

を呈する症例でもスクリュー固定のみで骨癒合

が得られた症例の報告も散見することから，偽

関節の中でも難治性のものから経過良好なもの

まであり，その鑑別ははっきりしない．今回，

血管柄付き第2中手骨基部骨移植術を行った舟状

骨偽関節の治療成績を報告するとともに，成績

不良因子について検討したので報告する

【対象と方法】症例は1999年から2010年までの11

年間に手術加療した舟状骨偽関節40例である．

男性34例，女性6例で手術時平均年齢は24歳で

あった手術は全例，背側及び掌側から血管柄

付き第2中手骨基部骨移植術を行った．治療成績

はCooneyらの機能評価法を用いた．

【結果】全例に骨癒合を獲得し，骨癒合までの平

均期間は11週であった．関節可動域は掌屈が平

均55.3.,背屈が平均59.8°で，握力は術後平均

38％改善していた．年齢，受傷から手術までの

期間，偽関節部位，術前レントゲン像での転位，

骨硬化像，骨吸収像の有無に関して，臨床成績

と比較した．有意差は受傷から手術までの期間

のみで認められた．

【考察・結論】舟状骨偽関節に対する手術法とし

て血管柄付き第2中手骨基部骨移植術は有用と考

えられた．

2-5-6

舟状骨偽関節に対するスティック状血管

柄付骨移植術

TreatmentofScaphoidNonunionbyVascularizedStick-
likeBoneGraft

'浜松赤十字病院整形外科，2静岡市立静岡病院整

形外科，3磐田市立総合病院整形外科，4浜松医科

大学整形外科

○荻原弘晃1，佐野倫生2，森本祥隆3，

澤田智－4

【背景】従来の舟状骨偽関節の血管柄付骨移植術

では，掌屈変形の完全な矯正は困難で，移植骨

の固定性や近位の硬化した骨片に血行を再建で

きるかなどの問題点を有している．

【目的】我々はスティック状血管柄付骨移植によ

る再建法を考案し，その有用性を検討した．

【対象】舟状骨近位骨片の壊死を伴う舟状骨偽

関節症例11例を対象とした．年齢は15～30歳

で，偽関節部位は腰部9例，近位部2例であった．

受傷から手術までの期間は1ヶ月から9年(平均

26.1ヶ月)で，4例がDISI変形を有していた．

【方法】手術法は,まず偽関節部に骨移植を行い，

DISI変形を有する症例では,掌側に皮質骨付き腸骨

の移植し変形矯正を行った.次にZaidembergの方

法に準じて1-2intercompartmentalsupraretinacular

arteryを茎とする血管柄付僥骨を採取しこれを

4mm幅に細く形成してスティック状に採型した．

末梢背側より近位骨片に至る骨孔を開け，移植骨

を中枢骨片まで貫くように深く挿入した．鋼線も

しくはDⅣスクリューによる内固定を行い，術後

は6～12週間の外固定を行った．

【結果】術後約3ヶ月で全症例の骨癒合が得られ

た．瘻痛の残存はなかった.DISI変形を有した

症例も改善した．移植骨の逸脱などの問題は生

じなかった

【考察】本法は掌側より掌屈変形を矯正して腸骨

移植を行った後に血管柄付移植骨を挿入するた

め，十分にDISI変形を矯正できる．また，背側

遠位より移植骨が挿入されるため，掌側より鋼

線もしくはスクリューの固定を干渉なく行うこ

とができる．また移植骨の茎の移動距離がほと

んどないため，血管のvariationがあっても対応

可能で，移植骨片の逸脱のリスクもない．よっ

てどのような舟状骨偽関節にも対応できる方法

と考える．

【結語】本法は骨欠損の大きさや偽関節の部位や

状態にかかわらず，再建が可能な方法である．
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2-5-7

舟状骨中枢1/3偽関節に対する血管柄付き

骨移植術

VaScularlizedBoneGraftingfbrtheScaphoidNonunion
intheProximalPole

'広島大学病院整形外科，2広島大学大学院保健学

研究科上肢機能解析制御科学

○児玉祥'，砂川融2，中島祐子1,

鈴木修身'，越智光夫！

舟状骨偽関節に対する手術療法のgoldstandard

は骨移植と内固定であるが，中枢1/3の偽関節に

限れば本法の骨癒合率は50%程度と限界を認め

る．本偽関節に対し僥骨からの血管柄付き骨移

植術を行ないその問題点について報告する．

【対象と方法】慢性の手関節痛を呈する5例で，平

均年齢33歳，受傷から手術までの期間は6カ月か

ら7年(不明2例),X線像上中枢骨片の分節化を

認めたのが3例，僥骨舟状骨間の初期OA合併が

3例であった．手術では背側侵入で偽関節部を展

開，掻爬の後，1，2区画間動静脈を茎とする血管

柄付き骨を榛骨背側から挙上し，偽関節部にin

lay移植した．内固定としてminiHerberttype

screw固定を中枢から行なったのが3例，骨片の

分節化が高度で,K鋼線固定しか行なえなかっ

たのが2例であった．僥骨背側縁に骨鰊形成を認

めた2例ではこれの切除を追加した．これらの症

例の骨癒合の有無とそれまでの期間，瘻痛の有

無等について調査した．術後経過期間は6ヵ月か

ら2年であった．

【結果】良好な骨癒合を獲得できたのは中枢骨片

に分節化がなくScrew固定が行なえた2例のみ

で,分節化のあった3例は部分癒合にとどまった．

瘻痛が残存したのは2例で，いずれも部分癒合で

OA合併例であった．

【考察】舟状骨偽関節に対する治療成績は良好で

あるが，中枢1/3での偽関節に限れば満足する結

果は得られていない.血管柄付き骨移植を行なっ

ても癒合率は57％であるとの報告があり，今回

の症例でも中枢骨片に分節化を認めた3例ともに

部分癒合にとどまり，舟状骨の形態を完全回復

することはできず,同時に関節症性変化が始まっ

ている2例では瘤痛を遣残していた．分節化が高

度であったり，関節症性変化が始まっている例

では血管柄付き骨移植でも限界があり,salvage

手術を考慮する必要がある．

2-5-8

難治性舟状骨偽関節に対する血管柄付き

骨移植術50例の検討一成績向上のために

いかなる工夫が必要か？

Studyof50PatientswithVascularizedBoneGraftingfbr

RefractoryScaphoidNonunion-NeedfbranyIdeasto

lmprovePelfbnnance？

'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,

富田一誠2，上野幸夫2

【はじめに】1.舟状骨近位部偽関節例，2.受傷

後長期経過例，3.術後成績不良例，4.近位部

骨壊死例は難治性舟状骨偽関節と定義され，

Zaidemberg法(Z法)やMakino法(M法)などの血

管柄付き骨移植術の適応となる．これまで当科

で難治性舟状骨偽関節に対して両法の血管柄付

き骨移植術を行ってきたが，今回我々はZ法とM

法の両者の治療成績を比較し，その問題点及び

対策(工夫)について検討した．

【対象と方法】難治性舟状骨偽関節例は,Z法:M

法それぞれ31:19手であり，平均年齢は35.7:

33.9歳，受傷から手術までの期間は7.5：8.8ヶ月

であった．手術方法は，移植骨片の背側設置が

24：17手は，掌側設置が7：2手，Screw固定が

17:19手,k-wire固定が14:0手であった．これ

らの症例に対して，臨床成績はCooneyscoreを，

画像所見は骨癒合とRLangleを，術中所見とし

て移植骨片の面積の計測を行った．

【結果】Z法:M法で比較すると,Cooneyscore

は83.0:86.6point,可動域で背屈57.5:66.8｡,掌

屈45.5：544｡，握力は90.4:84.8kg,骨癒合は

28(90.3％）：16(84.2％)手で得られ，術後のRL

angleは3.9:6.5.であった．移植骨片の面積は

72.2:55.8cm2で，前者が有意に大きかった．

【考察】舟状骨偽関節の中でも,humpback

defOrmityを有する症例では，掌側に支柱となる

大きな骨移植が必要となり,Z法では掌側への

長い血管茎の挙上に,M法では大きな骨移植に，

難点を有していた．そのため，榛骨茎状突起先

端の部分切除で掌側への近道(Z法)と，採骨時に

ノミが斜めに入るように，血管茎と対側の皮質

骨を一部切除することで，大きな海綿骨付きの

皮質骨の採取が可能となった．血管柄付き骨移

植の技術に，様々な工夫を加えることによって

より良い成績が得られる．
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成長期体操選手の舟状骨障害の治療

SurgicalTretmentofScaphoidlnjuryinAdolescent
Gymnast

'兵庫医科大学整形外科，2兵庫医療大学リハビリ

テーション学部

○高木陽平'，田中寿一'，藤岡宏幸2，

常深健二郎1,加藤洋規’

【目的】成長期体躁選手に生じた舟状骨障害の治

療経験を報告する．

【対象】1999年から2011年に当科で手術を行った

24症例(男性21例，女性3例）を対象とした．平

均年齢は16.1歳(12-18歳),全例体躁競技選手

であり手関節痛を主訴に受診した単純X線像，

MRI,CTにて舟状骨疲労骨折及び偽関節と診断

した．

【方法と結果】疲労骨折l1例，偽関節例が13例で

あった疲労骨折1l例に対してはdoublethread

screwを用いて小皮切，骨接合術を行い，その

内疲労骨折8例には僥骨茎状突起先端部の切除を

追加した偽関節例13例のうち10例には骨移植

を併用して骨接合を行い僥骨茎状突起先端部の

切除を行った．2例は成長期体操選手で術中所

見より骨移植は不要と判断した．1例は他院術後

の再偽関節例であり，骨移植に加え骨釘とDTJ

screwでの固定を要した.23例中22例で骨癒合

を得られたが1例で骨癒合不全のため再手術を行

い，最終的には全例に骨癒合を得た．

【考察】本競技では手関節を過度に背屈して荷重

関節として使うことが多い．そのため僥骨茎状

突起と舟状骨が繰り返し衝突し慢性的な外力が
かかることにより舟状骨障害を生じると推察さ

れる．手関節痛を有する状態で無理に競技を続

けることにより疲労骨折から偽関節に至ると考

えられる．一般的な保存療法では，原因である

僥骨茎状突起との衝突が考慮されておらず再発

が問題となった．このため，できるだけ早く診

断し，偽関節に至る前の疲労骨折の段階でScrew

固定と僥骨茎状突起先端の切除を同時に行うこ

とにより早期復帰が可能で，再発も認めず良好

な結果が得られると考える．

【結語】体躁競技選手に生じた舟状骨疲労骨折，

偽関節に対しScrew固定と僥骨茎状突起先端の

切除を同時に行うことにより良好な成績を得た

2-5-10

舟状骨偽関節の関節症性変化についての

検討

TheNaturalHistoryofScaphoidNonunion

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

○堀内孝一，佐藤和毅，中村俊康，

戸 山 芳 昭 ， 池 上 博 泰

【目的】舟状骨骨折は早期に診断し適切な治療を

行われれば良好な治療成績が得られる．一方で，

本骨折は初期に正しく診断されないことや，患

者自身が放置してしまうことも多い．初期に適

切な治療が施されず，当院で偽関節手術を行っ

た症例の関節症変化について検討した．

【対象と方法】1991-2011年の21年間に当院を受

診した手舟状骨偽関節85例を対象とした．症例

は，男性73例，女性12例，初診時年齢は平均28

歳，受傷から当院受診までの期間は平均1132日

であった診療録より受傷原因と罹患期間(骨

折を受傷したと思われるepisodeから当院受診ま

での期間)，単純X線像よりSL角(舟状骨-月状骨

角),RL角(僥骨-月状骨角）とDISI変形(単純X線

手関節側面像でSL角70.以上，またはRL角-10．

以下と定義)の有無およびScaphoidNonunion

AdvancedCollapse(以下,SNAC)wrist発症の

有無とstage(1:舟状骨-榛骨間,2:舟状骨-有頭

骨間，3：有頭骨-月状骨間の関節症性変化)を調

査した．

【結果】DISI変形は85例中42例に認めた.DISI

変形群の平均罹患期間は1812日であり，非DISI

変形群43例の578日と比べて明らかに長かった．

SNACwristは85例中27例に認め,stagel:21

例，2：4例，3：2例であった．平均罹患期間は

stagel:1727日,2:4869日,3:2526日であり，

stage間に有意差を認めなかった．しかし，非

SNACwrist群とSNACwrist群を比較すると後

者が有意に長かった．また,DISI変形群42例中

14例に，非DISI変形群43例中13例にSNACwrist

を認めた．

【結語】DISI変形とSNACwristとの間に明らかな

相関関係を認めなかった．
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月状骨脱臼及び月状骨周囲脱臼の治療に

おける靭帯修復術・背側関節包固定術の

成績
TheTifeatmentfbrtheLunateandPerilunateDislocations

北海道大学整形外科

○松井雄一郎，岩崎

船越忠直，三浪

倫政，西田欽也，

明男

【目的】月状骨脱臼，月状骨周囲脱臼整復後に手

根不安定症が高頻度に発生することは知られて

おり，舟状月状骨解離は，手根不安定症の中で

最も代表的なものである．舟状月状骨解離に対

する手術治療は,靭帯修復術,背側関節包固定術，

靭帯再建術，部分的手関節固定術などが上げら

れるが，我々はその重症度に応じて，手術方法

を選択している．当科における，月状骨脱臼及

び月状骨周囲脱臼整復時及び整復後に生じた舟

状月状骨解離に対する背側関節包固定術を併用

した靭帯修復術の治療成績を調査したので報告

する．

【対象と方法】対象は，当科で治療した14例16手

で，手術時年齢は，16～57(平均33)歳で全例男

性であった．内訳は月状骨脱臼が4手，月状骨周

囲脱臼は12手であった．受傷から手術までの平

均期間は37日で1週間以内が7手，1ヶ月以内が5

手，2ケ月以内が2手，11ケ月が1手であった．手

術は，舟状月状骨間靭帯の修復術とBlattもしく

はSzabo法に準じて背側関節包固定術を行った．

手術後の可動域，握力，手術後のX線で手根骨

の配列(SL距離,SL角)及び臨床成績をGreenら

の成績判定基準に準拠し評価した．

【結果】術後観察期間は，8～72(平均38)ケ月で，

術後手関節屈曲/伸展は患側で平均59./65.,健

側で平均77./78.と屈曲/伸展共に患側は健側と

比較して有意に低下したが，握力は患側が平均

38kgf,健側が平均40kgfと有意差を認めなかっ

た．術後X線でSL角は平均49｡で,1例でSL距離

が4mmと開大が残存した．臨床成績は平均86点

(100点満点)と良好な成績が得られた．

【考察】舟状月状骨解離及び高率に同解離が発生

することが危倶される場合には，舟状月状骨間

靭帯の修復術と背側関節包固定術の合併手術は

有効であると考えられた．

2-5-12

SLACwristに対する部分手関節固定術：

1Tianglefixationforfourcornerfusion
LimitedWristArthrodesis:TriangleFixationfOrFour
ComerFusion

l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

○香月憲一1，上村卓也2，池田幹則2，

高松聖仁l,米田昌弘】

【目的】SLACwristに対する部分手関節固定術に

おいて3本のDTJスクリュー⑧を用いた新しい固

定法を考案したので，本法を紹介するとともに，

その力学的強度および臨床成績について報告す

る．

【対象･方法】手関節模型を用い,有頭,有鉤,月状，

三角骨間を4本の鋼線で固定した群(以下K群）と

3本のDTJスクリュー②で三角形に固定した群

(以下S群)を作成し，力学試験を行った．島津製

作所のEZGraphを用い，クロスヘッドスピード

1mm/minで有頭骨と有鉤骨が解離破断するまで

の最大応力を測定した．一方,SLACwristに対

する部分手関節固定術を行った臨床例は14例で，

K群は9例，男性7例，女性2例，手術時年齢平均

50歳，経過観察期間平均38ケ月,S群は5例，前

例男性で手術時年齢平均60歳経過観察期間平

均23ヶ月である．両群とも舟状骨を切除し,有頭，

有鉤，月状，三角骨間固定を行い，術後外固定

期間はK群7-8週,S群3-4週間であった2群間で

術後の手関節痛，掌背屈可動域，握力，骨癒合

の有無を比較検討した．

【結果】力学試験の結果はK群72.4±13.ON,S群

596.0±130.7Nで，統計学的優位差を認めた．臨

床例では両群とも全例骨癒合を獲得し，手関

節痛は消失，掌背屈可動域は健側比平均でK群

55%,S群56%,握力はK群83%,S群75%で，

両群間に統計学的有意差はなかった．

【考察】SLACwristに対する部分手関節固定術は

原法では鋼線固定のため，術後の外固定期間が

長く，骨癒合後に鋼線を抜去する必要があった．

その後環状のプレートとスクリューで内固定す

る方法が報告されてきたが，内固定材料の破損

や偽関節などの合併症発生率高く，推奨されな

い．本法は鋼線固定に比べ固定性が強固で，術

後の外固定期間短縮が可能となり，抜去手術の

必要もなく，従来法と同様の臨床成績が得られ

る優れた方法といえる．
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小児上腕骨遠位骨端離開の治療経験
TreatmentfOrFracture-separationoftheDistalHumeral

Epiphysis

聖マリア病院整形外科

○ 坂 井健介，吉田健治，吉田史郎

【はじめに】今回，平成10年から平成23年8月まで

に当科で治療した小児上腕骨遠位骨端離開の治

療成績を検討した．

【対象】症例は15例(男児9例，女児6例)であり，

その受傷時平均年齢は2歳5ケ月(5ケ月～7歳2ケ

月)であった．罹患側は左:9肘，右:6肘であり，

治療法は初期の一例だけに保存療法を，その他

の症例はすべて手術的に加療し，その内訳は経

皮的鋼線刺入固定が7例，観血的整復固定が8例

行なわれていた．

【方法】今回，受傷時年齢分布，初療医の正診率，

X線学的評価(初診時の上腕骨軸に対する尺骨軸

の内側転位およびThurston-Hollandsign(以下

T-Hsign)の有無，最終時carryingangle),可動

域，術後合併症の有無について検討した．

【結果】初療医の正診率は26.7％と非常に低く，そ

の発症年齢は2歳以下が80％を占めていた．全例

骨癒合を認め，手術例の平均肘関節可動域は伸

展-1.9.,屈曲132.と良好であったが，唯一の保

存例は高度な内反変形および可動域制限を併発

し，二期的に矯正骨切りが追加されていた．初

診時のX線では約87％の症例で尺骨軸は上腕骨

軸より内側へ偏位しており，5か月児を除くすべ

ての症例でT-Hsignが認められていた．手術例

のcarringangleは平均2.1.であり，健側平均5.1.

と比べ有意差を認めていなかった．術後合併症

として感染が1例認められていた．

【考察】上腕骨遠位骨端離開はX線上外頚骨端核

出現時期に起こりやすい損傷で初診時の正確

な診断が最も大切である．正診率向上のポイン

トは上腕骨軸に対する尺骨軸の内側転位とT-H

signの存在を見逃さないことであり，本シリー

ズから得た知見を含めて本症のピットフォール

をさらに考察する．

2-5-14

小児上腕骨内側上穎骨折手術治療例の検討

SurgicalTreatmentofMedialHumeralEpicondyle
FractureinChildren

'新潟中央病院整形外科，2(財)新潟手の外科研

究所

○倉石達也1,森谷浩治2,坪川直人2,

成澤弘子2，牧裕2

【目的】小児上腕骨内側上頚骨折に対する保存治

療は有効であるが，私達は骨折に付随する肘関

節不安定性を見逃さないこと，内側上穎骨折後

の偽関節例が再度肘関節脱臼を受傷した場合の

治療が難治であることを理由として，手術治療

を選択している．今回，当科で手術を施行した

小児例の治療成績について報告する．

【対象と方法】2006～2011年の小児26(男19,女7）

例を対象とした．平均年齢は12.2(5～15)歳，骨

折型はWatsonJonesl型が4例,2型が18例,3型

がl例，4型が3例で，そのうち脱臼例は6例であっ

た．受傷機転は転倒15例,転落7例,投球動作1例，

その他3例であった．受傷から手術までは平均4.5

(1～10)日であった．手術は鋼線締結法が19例，

2本のKirschner鋼線による固定が5例，縫合糸ま

たは軟鋼線による骨皮質の締結が2例であった．

術後外固定期間は平均22.7(11～35)日であった．

合併損傷および最終診察時の屈伸可動域(伸展十

屈曲)，合併症,X線所見について調査した．

【結果】非脱臼5例で内側側副靭帯断裂を認め，内

3例に靭帯縫合を追加した．また脱臼1例で外側

側副靭帯断裂に対して靭帯縫合を施行した．最

終診察時の可動域は平均134.4(70～160)｡と良好

あった．感染や神経損傷は認められなかったが，

脱臼例の2例で異所性骨化が生じ，伸展制限(25.

と50｡)が遺残した．手術までの期間および外固

定期間内固定法の差違と最終診察時の可動域

に明らかな相関はみられなかった．偽関節例は

なく，全例骨癒合が得られたが，異所性骨化を

生じた症例では術後16,27日目のX線写真で骨

化巣が認められた．

【考察】本骨折は靱帯損傷の合併も多いため，偽

関節になりやすい保存治療に固執することなく，

全身麻酔または腕神経叢ブロック下に不安定性

評価を施行し，適応があれば内固定および靭帯

修復を選択すべきと思われる．
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2-515

上腕骨外側穎模状骨切り術を施行した上

腕骨小頭離断性骨軟骨炎の検討

Cl加calResultsofYOshizu'sOsteotomyfOr

OsteochondritisDissecansoftheHumeralCapitellum

'新潟中央病院整形外科，2(財)新潟手の外科研

究所

○原敬l,吉津孝衛2,牧裕2,

坪川直人2，森谷浩治2

【目的】近年，上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(OCD)

の病型分類や病巣部位と治療成績の関係が様々

報告されている．今回，短期ではあるが上腕骨

外側穎模状骨切り術の治療成績と病型や病巣部

位の関連について調査した．

【対象・方法】2007～2010年に骨切り術を施行し

た46例(全て男性)を対象とした．手術時年齢は

10-17(平均13.1)歳，吉津の病型分類では初期分

離型2例，晩期分離型31例，遊離型7例，混合型6

例であった．岩堀の病巣分類では外側型5例，中

央型18例，広範囲型23例だった．スポーツへの

復帰率は94％だった．経過観察期間は6-48(平均

18)力月であった．術前・後の関節可動域(ROM)

の変化,X線所見の変化を調査した．

【結果】全例の肘関節平均ROMは術前で4/133｡

が最終診察時-1/134.となり，伸展は有意に改善

していた．遊離体は晩期分離型4(外側1，中央3）

例で発生し，うち2例は摘出した．遊離体発生

例を除いた病型別の平均ROM改善角度は初期分

離型-1.5.,晩期分離型2.8.,遊離型18．，混合

型3.3.で，遊離型は晩期分離型に比べて有意に

ROMが改善していた.X線所見では僥骨頭肥大

が術前37例，最終診察時では44例に認められた．

ほんの僅かな変形症が肘関節内側で2(晩期分離・

中央1,遊離・中央1)例に術後新たに出現したが，

その一方2(晩期分離・中央1，混合・中央1)例で

正常化していた．鉤状突起では13(外側1,中央6，

広範囲6)例，肘頭では10(中央6例，広範囲4)例

に極軽度の変形症が認められた．

【考察】本骨切り術によるROM改善効果は遊離型

で最も優れていた．その理由として，上腕骨小

頭OCDの末期に該当する遊離型は術前ROMが他

の病型と比べて悪いこと，関節軟骨が欠損した

遊離型に対しても骨切り効果がもたらすリモデ

リングは十分働くことが挙げられる．

2-516

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する手術

療法の検討

TheOperativeTreatmentofOsteochondritisDissecansof

theHumeralCapitellum

'広島大学医学部整形外科，2広島大学保健学研

究科

○大坪晋1,砂川融2,鈴木修身1,

中島祐子'，越智光夫】

【目的】進行した上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対

して，スポーツ復帰又は変形性肘関節症の予防

として手術を要する場合がある．今回我々は上

腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対して手術を行った

症例について検討したので報告する．

【対象及び方法】対象は平成15年以降に当科もし

くは関連病院にて手術を行った31例31肘，平均

年齢14.9歳であった．原因スポーツは野球28例，

バスケットボール2例，柔道1例で全て利き手側

の受傷であった．22例で大腿骨外穎非荷重面よ

り採取した骨軟骨柱1～2本を掻爬した病巣部に

移植した．比較的大きな外側型の5例に骨軟骨柱

と吸収ピンによる分離骨軟骨片の固定を行った．

その他，関節内に遊離体が存在するものの損傷

軟骨部が小さい2例に遊離体の除去とドリリング

を施行し，関節軟骨面が1部だけ剥離した1例に

吸収ピンによる剥離部分の固定を行った．また

既に関節症性変化を認める1例にドリリングを施

行したドリリングを行った症例は術直後より，

また骨軟骨柱を移植した症例もプレスフイット

に移植出来た症例は10日間程度，そうでない症

例は術後約3週間の外固定の後に可動域練習より

開始し，術後6ケ月までに元のスポーツへの完全

復帰を目指した．

【結果】全ての症例で元のスポーツに復帰した．

膝からの骨軟骨柱の移植を施行した6例で術後膝

関節の腫脹を認めたが，術後8週の時点では消失

した．また1例で術後1年経過した時点で遊離体

を認めたため鏡視下に摘出した．

【まとめ】進行した上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の

手術では術前考えられるよりも様々の病態を呈

することが多い．そのため病態に応じた対応が

出来るように治療方法を準備しておく必要があ

ると考える．
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ONIplateとMayocliniccongruent
elbowplatesystemによる成人上腕骨遠
位部骨折の治療経験

SuIgicalTreatmentofFractureofAdultDistalHumerus

withONITianscondylarPlateandMayoClinicCongment
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】我々は成人の上腕骨遠位部骨折の治療を

2003年よりONIplate,2005年よりMayoclinic

congruentelbowplatesystemを用いて行ってき

たので，その治療成績について報告する．

【対象】ONIplateを用いた8例(以下ONI群）と，

Mayosystemを用いた8例(以下Mayo群)を対象

とした．男性7例，女性9例で，手術時平均年齢

は61歳(23～86歳)であった．骨折型はAO分類で

A2が12例,C2が3例,C3がl例だった．これら

の症例について術直後と最終調査時のhumeral

angle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Jupiterらの成績評価基

準を用いた．

【結果】手術方法は,ONI群では全例に内側の固

定に中空Screwを追加した.Mayo群では全例

doubleplatingとした．平均経過観察期間は10.4

(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，

ONI群で4.0.減少していた．平均肘関節可動域は

ONI群で伸展-6.3｡,屈曲120.6｡であり,Mayo群

では伸展-10.6｡,屈曲117.5.だった．成績はONI

群がExellent4例,goodl例,fairl例,poorl例．

Mayo群はExellent4例,good4例であった．

【結論】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

化が生じなかったものと考えられた.ONIplate

使用時も内側にはplate固定を追加することが望

ましいと考える．

2-5-18

上腕骨通穎骨折に対する各種治療法の比

較検討

SurgicalProceduresfbrTranscondylarFracmresofthe
DistalHumerus

'昭和大学医学部整形外科学教室，2昭和大学附属

豊洲病院，3昭和大学横浜市北部病院

○丸山博史1，富田一誠2，川崎恵吉3，

池田純'，稲垣克記！

【背景】上腕骨穎部はその解剖学的形状から骨折

部は薄く，接触面積は小さく，付着する前腕筋

群により不安定なために固定法の選択に苦慮す

る事がある．高齢者では，さらに骨粗霧症を基

盤とした骨質の問題も考慮する必要がある．今

回我々は，当科における上腕骨通穎骨折に対す

る各治療法の治療成績を比較検討したので報告

する．

【対象･方法】過去10年間で当科及び関連施設にて

治療を行った上腕骨遠位端骨折のうち追跡可能

だった通穎骨折16例(プレート固定7例,pinning3

例，保存療法6例）を対象とした．女性11名男

性5名，平均年齢は65.4(26-92)歳であった．プ

レート固定にはMayoCHnicCongruentElbow

PlateSystem(以下MayoPlate)を使用した．術

後成績は肘関節可動域および総合評価として

JupiterおよびMayoElbowPermrmanceScoreを

用いて調査した．

【結果】プレート群は全例骨癒合を得た．一方，

pining群で1例，保存群で2例偽関節を認め，後

日プレート固定を施行した．最終観察時平均関

節可動域は，プレート群(屈曲130．伸展-11･)･

pinning群(屈曲115･伸展-35)・保存群(屈曲

116.伸展-22･)であった．

【考察】【長期の外固定を必要とした保存群と

pinning群は，転位の少ない骨折であっても骨癒

合が得られず，可動域が不良であった．通穎骨

折に対してプレート群は良好な結果が得られた．

今後はプレート固定による侵襲を最小にする工

夫を行う必要性がある．
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上腕骨遠位端骨折に対する手術的加療の

検討

InternalFixationwithaDoublePlatingTbchniquefbr
DistalHumeralFracmres

金沢医療センター整形外科

○納村直希，池田和夫

【目的】上腕骨遠位端骨折に対するダブルプレー

トによる手術成績および術後肘伸展位固定が可

動域改善に有効かを検討した．

【方法】対象は2007年から2011年に手術的加療を

行った成人上腕骨遠位端骨折18例で，男性7例，

女性11例，平均年齢は61歳であった．骨折型は

AO分類でA2;7例,A3;1例(A群),Cl;l例，

C2;4例,C3;5例(C群)であった．使用したプレー

トはlockingcompressionplatedistalhumerus

plate(LCP-DHP)が15例,Mayocliniccongruent

elbowplatesystemが3例であった．後療法は，

ドレーン抜去後から可動域訓練を開始したが，

7例は術後2週間夜間肘伸展位でシーネ固定を

行った．肘伸位固定群と非固定群およびAO分類

のA群とC群間に対し，術後JOAスコア，屈曲，

伸展角度，合併症について統計学的に比較検討

を行った．

【成績】肘伸展位固定群は伸展4度，屈曲133度，

JOAスコア95点，非固定群は伸展-20度，屈曲118

度,JOAスコア87点といずれも肘伸展位固定群が

有意に成績良好であった．骨折型ではA群,B群

間で可動域,JOAスコアとも有意差は認めなかっ

た.LCP-DHPの外側プレートが近位設置となっ

た1例と神経梅毒の1例が偽関節となった．合併症

として術後一過性の榛骨神経麻痒が1例，尺骨神

経領域のしびれが残存したのが2例であった．

【結論】上腕骨遠位端骨折は，遠位骨片が小さく

強固な固定を得るのが困難である．しかし，今

回使用したダブルプレート，特にLCP-DHPは

ロッキング機構により良好な位置に設置できれ

ば大きな矯正損失なく骨癒合が得られた．また，

本骨折は伸展制限が残存することが多いが，夜

間に肘伸展位固定を行うことで伸展制限を減少

させることができた伸展位固定を行っても屈

曲角度に悪影響を及ぼすことはなく，術後早期

の可動域訓練と合わせて行ってよい方法と思わ

れた．

2-5-20

肘頭粉砕骨折に対するmultipletension

bandwiring法とIockingplate法の治療
成績

SurgicalTreatmentofComminutedOlecranonFracmres

'東海大学八王子病院整形外科，2東海大学大磯病

院整形外科，3東海大学外科学系整形外科学

○齋藤育雄l,池田全良2,岡義範2,

小林由香3

【目的】肘頭の粉砕骨折は，腕尺関節面の正確な

整復と強固な固定が得難く治療に難渋すること

が多い．従来の汎用プレートでは近位骨片の固

定が困難であり，当施設では腸骨ブロックで粉

砕骨折部を置換しmultipletensionbandwiring

(以下M-TBW)で固定する方法を施行してきた．

近年，近位骨片の固定性を向上させた肘頭骨折

用のlockingplate(以下LP)が開発されてきた．

本発表の目的はM-TBW法とLP法の術後成績を

後ろ向きの比較検討しその有用性を検討するこ

とである．

【対象および方法】対象は肘頭粉砕骨折で手術治

療を行った16例でM-TBW法10例とLP法6例であ

る.男性14例,女性2例,受傷時平均年齢は39歳(で

あった．骨折型はMayo分類のIIB:9例,IIm:

7例で，開放骨折は9例であった．

【結果】肘関節可動域は,M-TBW群が-15/135｡,

LP群が-18/130.であった．M-TBW群では全例で

腸骨を全層ブロックで移植し,LP群では5例に

半層腸骨とchipを移植した.LP群で偽関節，遷

延治癒を各1例認めた．待機期間は平均10日，術

後固定期間は平均7日，術後経過観察期間は平均

24ヶ月であった．術後成績はMorreyの機能評価

でM-TBW群が平均92.9点,PL群が93.7点であっ

た．

【考察】肘頭粉砕骨折の内固定では，肘頭滑車

関節半径を縮小させないことが重要である．

M-TBW法は粉砕した背側皮質を腸骨で置換し

半径を保持させる方法だが，適正な半径とする

にはイメージによる確認と術者の技量に委ねら

れる.LP法は2natomicalなlockingplateであり

粉砕部を置き換えることなく近位骨片と骨幹部

を強固に固定でき肘頭滑車関節半径を保たせや

すい．治療成績はM-TBW法とLP法には差はな

かったが,LP法ではプレートの皮下突出の違和

感を訴える症例が見受けられた．
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2-6LS12-1

狭窄性屈筋腱腱鞘炎における屈筋腱と腱鞘の超音波検査による評価

亀山真

東京都済生会中央病院整形外科

狭窄性屈筋腱腱鞘炎(以下，腱鞘炎)は，ばね指現象,Alpulley上の圧痛，指の他動的伸展時痛を診

断根拠とするが，実際にはこれらの症状を伴わず，診断に窮することも稀ではない．演者は外来診

療の場で自ら超音波検査を行い，腱鞘炎の診断に役立てているので，その実際を紹介する．使用機

種は，携帯型超音波検査装置LOGIQe(GEHealthcare)で，探触子はリニア式，周波数は症例によ

り10～12MHzを選択している．長軸走査では,MP関節を中心に屈筋腱の軸に沿って探触子を当て，

他動的に指を屈伸させながら，腱のたわみによる輝度の消失(Darktendonsign),腱の滑走障害，

靭帯性腱鞘の肥厚腱周囲組織の帯状低エコー像の有無を動画で評価する．Darktendonsignには，

①腱が腱鞘にひっかかり腱線維が垂直方向へたわみ内部エコー輝度が低下し，腱のひっかかりが解

除されると,腱線維が正常の走行に戻り，内部エコーが正常の輝度に戻る(On-OHtype),②腱が結

節状に肥厚，硬化し，内部エコーが低下した腱症を形成し，指の屈伸に同期して腱症が左右に動く

(Tendinopathytype),③掌側板に対向する位置で腱の内部エコーが，指の屈曲角度によらず絶えず

低輝度を示すもので,Alpulleyの肥厚により屈筋腱が恒常的にZ状にたわみながら滑走するために

発生する(Permanenthypoechoictype),④①～③を種々 の程度に含む(Combinedtype),の4つの

出現様式がある．短軸走査では，屈筋腱の軸に垂直に探触子を当てて,MP関節レベルでの屈筋腱周

囲の輪状低エコー像の厚さを頂点の位置で評価する．検査は健常指を含め，左右で所見を比較する．

以上の操作で病態が不明の場合は,A2puney遠位の病変，あるいはスティックタイプの探触子を用

いて指深屈曲位での腱のひっかかりの有無を検討する．
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2-6LS12-2

高精細デジタルCアームを使用した檮骨遠位端骨折治療

SuIgicalTreatmentofDistalRadiusFI･acmresbyUsmgHighResolutionlmagingSystem

坂 野裕昭

平塚共済病院整形外科・手の外科センター

僥骨遠位端骨折での治療は現在掌側ロッキングプレート固定術がGoldStandardになっている．

この手術には透視装置は必須アイテムである．関節外骨折であっても骨折部の整復，特にcondylar

stabilizing法を使用した整復には透視の使用は必須の条件である．術中の整復位の獲得や術後の整

復位の保持には関節軟骨近傍にいかに正確にロッキングスクリューを刺入出来るかは重要な因子に

なってくる．また，関節内骨折ではその整復を鏡視で行うか透視で行うかは議論のあるところであ

るが，関節面の転位の状態を正確に把握し，いかに正確に整復出来るかは関節症性変化の発症を低

減する目的においても重要である．

透視を使用した場合，使用するイメージ機器の解像度により転位骨片の把握には大きな違いが生

じてくる．関節内骨折の正確な整復には術前の3DCTとCTのMPR像による骨折部の正確な把握と術

中の高精細デジタルCアームを用いた骨片整復が有効である．われわれは高精細デジタルCアームを

用いて関節内骨折の整復を行い掌側ロッキングプレート(VLP)固定を行ってきた．

今回，関節内骨折の高精細デジタルCアームを用いた関節面の透視下整復法の実際と透視下整復後

に鏡視で確認した整復成績及び総合的な臨床成績について述べる．
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2-7-1

手指基節骨骨折に対する保存療法

一テープ固定によるBurkhalte霞法
ClosedTreatmentofFracmIesoftheProximalPhalanges
-BurkhalterTypeTaping

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．手術での固定が好まれるが，可動

域制限を残すことも多い．保存療法として，

Burkhalter法等のギプス固定法が知られている．

これは，整復後にMP関節を70～90.の屈曲位で

固定し，早期からIP関節の自動運動を開始する

方法である．しかし，原法は手技に習熟を要し，

また健指に不必要な固定を行う．今回同方法

を応用しテープ固定による保存療法を行った．

【方法】対象は12例14指(示指1例，中指1例，環指

3例，小指8例)．平均37歳，テープ固定期間は平

均34日間であった．1週間はアルフェンスシーネ

固定を併用し，以後は患者自身でのテープ交換

を許可した.関節内骨折,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例

は除外した．

【結果】受傷から平均94日後に評価を行った．関節

可動域は,MP関節は全指でful1,Pr関節は4指で

伸展制限(平均-10｡)を残した.高齢者(平均544歳）

に伸展制限が残る傾向にあった.%TAM法で

は全指がexceUentに該当した．合併症として，

1例でPP関節上の皮膚潰瘍を生じた．

【考察】手指基節骨は周囲を腱組織で囲まれ，骨

折に伴う癒着，可動域制限を生じやすい．早期

運動療法を目的に手術が行われるが，手術に伴

う癒着も問題となる．一方で，伸展位固定によ

る保存療法は手指の拘縮を生じやすい．本法は，

拘縮,回旋変形,伸筋腱癒着等の合併症を予防し，

また伸筋腱の緊張により骨折部の固定力が増強

する利点もある．安価，かつ非常に簡便に行う

ことが出来，また手術に伴う合併症を考慮する

と有用な治療法である．

2-7-2

中指MP関節周囲のプレス外傷における

MP関節再建とBrand変法による側索再建

を用いた3手の治療経験

SurgicalTreatmentfbrthePunchedOutlnjuryaroundMP

JointofMiddleFinger

'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1，殿谷一郎1,日比野直仁1,

山野雅弘2，坂東義勝3

【目的】労災等で手背部中央を機械に打ち抜かれ中

指のMP関節(以下MP)周囲が傷害されるプレス

外傷がある．関節と腱の修復は必須だが内在筋側

索の修復は困難でPIP及びDP関節(以下r)の伸

展障害を生じる．麻揮手の再建法に長榛側手根

伸筋腱に長掌筋腱を移植し4指の側索を再建する

Brand法がある．受傷後(以下略),早期にMP形

成術を,3-6M後にBrand法を中指に用いIPの伸展

再建(以下Brand変法)をした3例を検討した．

【症例】全例に中指の伸筋腱断裂,中手骨頭の粉砕

骨折，内在筋及び側索の損傷，屈筋腱と正中神

経及び浅掌動脈弓の不全損傷を認めた．（症例1）

20歳男性．左手合併損傷;環・小指CM脱臼，

環指中手骨頭骨折.MP再建は1週に，残存した

中手骨頭軟骨に腸骨移植し3週固定.3MにBrand

変法と伸筋腱剥離.6Mに屈筋腱剥離.MPで基

節骨の掌側脱臼を生じた為,9Mに中手骨の短縮

矯正骨切りとMP整復を行いイリザロフミニ創外

固定(以下IM)で保持.(症例2)56歳男性．左手

合併損傷;左示指伸筋腱断裂.MP再建は2週で肋

軟骨移植による中手骨頭全置換.3Mに屈筋腱剥

離.6MにBrand変法と伸筋腱剥離（症例3)62

歳女性．右手合併損傷S中指PIP関節内開放骨

折，右小指不全切断．MP再建は受傷日に有頭骨

遠位・中手骨基部から骨・軟骨移植による関節

面部分置換と術後可変式のIMで固定し早期運動

療法を行った．5MにBrand変法と伸筋腱剥離

【成績】全例にPの有用な自動運動が,MPの良好な

運動が症例2で得られた．症例1は基節骨の掌側亜

脱臼が再燃症例3は偏心性の関節運動となった．

【結論】本外傷にBrand変法は有用だが,MPの動

きと安定性の回復に注意が必要で，再建時期は

急がない．MPの再建は側副靭帯の損傷も多く，

肋軟骨移植による中手骨頭全置換が幅を広く採

型でき安定し，成績もよかった中指MPの可変

式創外固定による関節運動の再現は困難で固定

法がよかった
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中手骨骨折に対する既製J字型髄内ピンの

有用性

IntramedullaryFixationofMetacarpalFracmreswith

Ready-madeJ-shapedNail

'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'，小川泰史1，國吉一樹2

【目的】我々はこれまで中手骨頸部および骨幹部

骨折に対してKirschner鋼線で作成したJ字型髄

内ピンを用いて治療(従来法)を行い，その有用

性を報告してきた2011年3月以降はこれを基に

作成した既製のJ字型髄内ピン(新型NODEピン）

を用いている(新法)．今回，これらの治療成績

を比較し，新法の有用性を検討する．

【方法】2007年10月から2011年9月までの間に当

科で髄内ピン固定術を行った未発表の中手骨骨

折症例のうち，合併症損傷のない単発骨折24例

(従来法16例，新法8例)を対象とした．従来法群

(A群）は第2,第4および第5中手骨がそれぞれ1

例，4例および11例，新法群(B群)では第3,第4

および第5中手骨がそれぞれ1例l例および6例

であった．骨折部位はA群が頸部8例，骨幹部8

例であり,B群が頚部5例，骨幹部3例であった．

両群の治療成績を比較した．

【成績】手術時間はA群とB群それぞれ21分と22分

で差はなかった．術後の再転位はA群で2例に見

られたが,B群にはなかった．骨癒合はA群とB

群の全例で得られた．皮層や伸筋腱に対する合

併症は両群とも見られなかった．

【結論】新法は少なくとも従来法と同等あるいは

それ以上の有用性が期待できる．

2-7と4

中手骨の形態から見たJ字型髄内ピンの形

状に関する検討

IdealFormofJ-shapedNailoflntramedullaryFixation

fbrMetacarpalFractures

'鹿島労災病院整形外科，2千葉大学附属病院整形

外科

○小川泰史1,板寺英･--1,国吉一樹2

【はじめに】当院では中手骨頚部骨折・骨幹部骨

折に対しJ字型髄内ピン(J釘)固定を行っている．

髄内ピン固定法は広く行われているが未だ完成

された手技とは言えず，インプラントの形状に

ついても十分な検討がなされてはいない．今回

我々は，成人の正常中手骨CT画像を用い中手骨

の形状を分析し，最適な髄内ピンの形状につき

検討した．

【方法】比較的軽微な上肢の外傷にて当院整形外

科を受診し，手部の単純CT画像検査を施行した

5患者におけるCT画像を計測・分析した.J釘は

髄内釘理論に基づいた固定法であり，髄腔内正

中に極力径の大きな髄内釘を挿入することでよ

り強固な固定が可能となる．今回の検討では，

最狭部正中への正確な刺入が可能となるようにJ

釘刺入位置は背側近位端縁正中とした．そのう

えで，髄腔最狭部正中までの長軸方向の距離(遠

近位方向）．および短軸方向の距離(掌背側方向）

を測定した．

【結果】J釘刺入孔から髄腔最狭部までの長軸/短

軸方向の平均距離は各中手骨において以下のと

おりであった．第5中手骨4.5mm/21.8mm,第4中

手骨4.4mm/24.8mm,第3中手骨5.3mm/26.8mm,

第2中手骨6.0mm/29.5mm.(長軸方向/短軸

方向）これらを総合し平均値を算出すると，

5.1mm/25.7mmとなった

【結論】刺入孔から長軸方向へ26mmの位置にあ

る最狭部に至るまでに，短軸方向へ5mmのカー

ブが理想と考えた．今回の計測結果を元にJ字型

髄内ピンを作製することにより，より安全．か

つ強固な固定が得られると考えられる．
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2-7-5

陳旧性小指PIP関節梼側側副靭帯損傷に
対する治療経験

TTeatmentofOldRadialCollateralligamentlnjuryof
SmallFinger

宮崎大学医学部整形外科

○崎濱智美，矢野浩明，山口志保子，

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．

当院で陳旧性小指PIP関節榛側側副靭帯損傷に対

し異なる治療法を選択した2症例の術後2年の経

過を報告する．

【症例】症例1．58歳女性，20数年前にバレーボー

ルで受傷しテービング等していたが，徐々に小

指の尺側偏位を来たし，整容面の改善を主訴に

受診，初診時小指の38度の尺側偏位を認めたが，

瘻痛なく可動域制限も認めなかった．徒手的に

良好に整復できたことから，浅指屈筋腱を用い

た僥側側副靭帯の再建術を施行した．術後2ヶ月

より徐々に尺側への再偏位を認め，術後1年で瘻

痛も出現し，最終的に術後1年9ヶ月で関節固定

術を施行した.症例2.53歳女性30年前にバレー

ボールで受傷するも放置．徐々に小指の尺側偏

位を来たし，整容面の改善を主訴に受診，初診

時小指の40度の尺側偏位を認めた．瘤痛なく可

動域制限も認めなかったが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2年

で瘤痛・可動域制限なくアライメントも矯正さ

れ，患者の満足度は高い．

【考察】陳旧性小指PIP僥側側副靭帯損傷はPIP関

節の尺側偏位に加え,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1の靭帯再建によるアライメント矯正では術

後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．

2-7と6

指PIP関節側副靭帯断裂の積極的手術と

早期可動域訓練による治療経験

AffinnativeOperationandEarlyROMThFainingfOr

RuptureofHngerPIPjointCollateralLigament

'福岡新水巻病院整形外科，2埼玉成恵会病院・埼

玉手外科研究所

○篠根理孝'，金澤洋介1,児島忠雄2,

福本恵三2

【目的】指PIP関節側副靭帯断裂の症例に対して積

極的に手術を行い，術後早期から可動域訓練を

開始したところ経過良好であったので報告する．

【対象と方法】対象は2010年7月～2011年8月にか

けて手術を行った11例12指で，男性9例，女性2

例，年齢ll～77歳，平均44.2歳であった．右6指，

左6指で示指1例，中指2例，環指4例，小指5例で

全指僥側の完全断裂であった．受傷から受診ま

で平均2.3日，受傷から手術まで平均9.7日であっ

た．初診時のストレスX線撮影で,PIP関節の開

大角度は平均28度であった．11指はMitekmicro

boneanchorを用いて靭帯を骨に固定し,1例は

ナイロン糸で縫合した．手術後はPIP関節のみを

伸展位で外固定し,手術1週間後からPIP関節可

動域訓練を開始した．その際，屈曲伸展運動は

制限せず側方への運動は禁止した．

【結果】PIP関節屈曲可動域は平均92.6度であっ

た．全例で関節の癌痛，不安定感の訴えはなく，

側方動揺性は認めなかった.fullgripは可能で日

常生活における制限は認めなかったが，2例に伸

展制限を認めた．スポーツ時に受傷した全例に

おいてスボーッヘの復帰は可能であった.Quick

DASH機能障害/症状スコアは平均2.1,選択項目

スコアは平均1.25であった．

【考察】指PIP関節側副靭帯断裂は保存的に治療さ

れる場合が多く，3週間程度の外固定で,PIP関

節の不安定性や瘻痛が残存する場合に靭帯形成

が行われるとされる．しかし，積極的に手術を

行い早期可動域訓練を行うことで良好な関節機

能が得られた．また，固定期間の短縮により患

者のADL向上や社会復帰が早まることが考えら

れた．
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2-7-7

手指PIP関節側副靭帯損傷の治療成績

ThfeatmentofCollateralLigamentlnjuryofFingerPIP

JointTifeatmentofCollateralLigamentlnjuryofFinger
PIPJoint

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，五谷寛之，山本研，

田中祥貴，山野 慶 樹

【目的】関節不安定性を呈する手指PIP関節側副靭

帯損傷に対して靱帯修復術を施行しており，そ

の治療成績を報告する．

【方法】2003年1月以降に手術を施行した24例を

対象とした．男性21例，女性3例，年齢15～81

(平均36.2)歳，右14例，左10例，示指4例，中指

4例，環指8例，小指8例，受傷機転はスポーツ12

例，転倒5例，交通事故4例，労災事故2例，傷害

l例，経過観察期間2～11(平均3.5)か月であった．

断裂部位は基節骨穎部よりの剥脱16例，基節骨

頚部より小骨片を伴った剥離骨折2例，中節骨穎

部よりの剥脱l例，靭帯実質部断裂5例であった．

掌側板損傷は20例，うち8例で剥離骨折を伴って

いた．観血的骨接合術が必要な中節骨基部掌側

関節内骨折を伴っていたのは2例であった．術

式は靭帯実質部の断裂に対しては縫合術，骨よ

りの剥脱あるいは剥離骨折を伴う断裂に対して

はスーチャーアンカーあるいはプルアウトワイ

ヤーを使用した修復術を施行した．術前tilting

angleは12～45(平均29.6)度であった．術後2週間

はPIP関節伸展位でのシーネ固定,2～4週にかけ

て隣接指とテーピングした状態で可動域練習を

施行し，術後4週時での伸展0度・屈曲90度を目

標とした．術後の不安定性，瘻痛,ROM(術後4

週時，最終時)を調査した．

【成績】全例不安定性が消失した．4例に軽度の

瘻痛が残存した．平均ROMは伸展-2度，屈曲

95度であった．最終時に伸展制限が残存した症

例は3例(2例が－10度,1例が-20度)で,3例と

も術後4週時でのROMが不良(arcで60度,55度，

40度)であった．

【結論】術後4週のROMが最終ROMに影響するた

め，初期の可動域練習が重要である．

2-7-8

手指MP関節伸筋腱脱臼に対する手術治療
について一腱間結合での補強の有用性－－

SurgicalTreatmentfOrDislocationoftheExtensorTbndon
atMetacarpophalangealJoint

'鈴鹿回生病院整形外科，2三重大学医学部整形外

科，3名古屋大学手の外科

○森田哲正l9藤井渉1,藤澤幸三1,

辻井雅也2，平田仁3

【目的】手指MP関節伸筋腱脱臼の保存療法では再

発例や不良例が散見されるため当院では積極的

に手術療法を行っている．手術は固定期間の短

縮と再発防止，簡便な手技の観点より単なる縫

合縫縮に腱間結合での補強を追加している．そ

の治療成績を報告し，腱間結合使用の有用性を

考察した．

【対象および方法】過去6年間に腱間結合で補強を

行った21例23指を対象とした．男14例女7例で発

症年齢は平均38.6歳であった(11-77歳)．罹患側

は右17指左6指で罹患指は中指21環指2であった．

損傷形態は特発性が18指，外傷性が5指で，手術

時新鮮例がll指，陳旧例が12指で,8例が他院で

の保存療法不良例であった．脱臼は僥側が2指，

尺側が21指であった．手術は矢状索損傷例では

修復，明らかな損傷がないものは矢状索を縫縮

した．さらに全例で脱臼側の腱間結合を切離し，

翻転して矢状索と縫合し補強した．術後は2週

間MP関節のみ固定し,PIP,DIP関節は自動運

動可能とした．術後経過観察期間は平均6.3か月

(3-15か月）で，再発の有無，可動域，圧痛など

を観察した．

【結果】術後再脱臼例はなかった．圧痛は3か月で

全例消失し，可動域は全例3か月後には術前の可

動域に改善し，隣接指可動域にも異常を認めな

かった．

【考察】腱間結合での補強の利点は早期よりの自

動運動が可能となるだけでなく，脱臼側の腱間

結合を切離することにより手指を屈曲しても伸

筋腱が腱間結合に引っ張られなくなることで再

脱臼予防になると考えている．しかし腱間結合

の位置には個体差があり，そのままでは使用で

きない症例もあり注意を要する．これらは一工

夫加えることにより使用可能であった．
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2-7と9

母指MP関節側副靭帯損傷の臨床的検討
一とくに骨折をともなうStenerlesionに

ついて一

ClinicalSmdyoflnjuryofCollateralLigamentofThumb
MPJoint-StenerLesionwithAvulsionFracmre-

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

【目的】母指の外傷の中でMP関節の側副靭帯損

傷は日常比較的多く経験する外傷である．特に

尺側側副靭帯の完全断裂では，手術の絶対的適

応となるStenerlesionか否かが問題となる．今

回当院で経験した僥側，尺側の側副靭帯損傷

について，断裂部位，裂離骨折の有無Stener

lesionの有無を調査し，珍しい裂離骨折をともな

うStenerlesionを中心として報告する．

【対象】1995年から2011年までに経験した母指MP

関節側副靭帯完全断裂で手術した症例は，32例

で，年齢は12～71歳(平均31.2歳),男性26例，女

性6例である．

【結果】僥側側副靭帯損傷は10例で，断裂部位は

近位が5例，遠位が5例であり，遠位の5例はすべ

て裂離骨片を伴っていた．尺側側副靭帯損傷は

22例で，近位断裂は3例で骨折はl例も伴ってい

なかった．遠位断裂ではStenerlesionは12例で

そのうち3例は裂離骨折であり，9例は骨折はな

かった.Stenerlesionではない症例は7例であっ

た．手術は全例原位置に骨孔をあけ,pull-out法

にて修復した．術後成績は良好で,ROM,不安

定性とも問題はなかった．

【考察】側副靭帯損傷に伴う裂離骨折は遠位側に

生じ，近位側損傷は靭帯付着部の断裂である．

Stenerlesionは22例中12例,55%にみられ，比

較的多く，尺側側副靭帯損傷に対しては，積極

的に手術をすべきであることが裏付けられた．

またそのうち3例は裂離骨折の形態をとってい

た．これまで骨折をともなうStenerlesionの報

告はなく，これを｢骨性Stenerlesion」と呼ぶこ

とを提唱する．

2-7-10

陳旧性母指MP関節梼側側副靭帯損傷に対

する手術長期成績の検討

OperativeLongTbmResultsofChronicRadialCollateral

LigamentlnjuriesoftheThumbMetacarpophalangeal
Joint

札幌医科大学整形外科

○平岩哲郎，射場浩介，和田卓郎，

森 谷 珠 美

【目的】母指MP関節側副靱帯(RCL)損傷は，尺側

(UCL)と比較して発症頻度が低く，手術成績の

報告は少ない．一方,RCL損傷の保存的治療後

においても運動時の瘻痛と不安定性が持続する

症例を認める．今回は陳旧性の母指MP関節RCL

損傷に対して手術を行った症例の長期成績につ

いて検討を行った．

【対象と方法】2002年から2009年までに手術を行

い，術後2年以上経過観察可能であった陳旧性母

指MP関節RCL損傷6例6手(男3,女3)を対象と

した．受傷時平均年齢は，24歳であり，受傷か

ら手術までの期間は平均35カ月であった．手術

適応は,MP関節僥側に運動時痛を呈すること，

RCLに圧痛を認めること，尺屈ストレスにて10

度以上の不安定性を有するものとした．術後平

均観察期間は，3年10ヵ月であった．術後評価は，

瘻痛・不安定性の有無,MP関節可動域，握力，

ピンチカを測定した．DASHを用いた上肢機能

評価と職場復帰状況についても検討した．

【結果】術中所見は，全例でRCL近位側付着部の

嬢痕化と，靭帯緊張の消失を認めた．手術は，

搬痕組織を切除し，スーチャーアンカーを用い

て，中手骨に再縫着した．全例，短母指外転筋

(APB)の腱成分を半切して，背側を補強靭帯と

して使用した．最終調査時では全例において瘻

痛と関節不安定性は消失し，握力・ピンチカの

改善を認めた．MP関節可動域は平均で伸展5.,

屈曲65.であり，健側と比較して軽度の屈曲制限

を認めた．全例で受傷前の職業への完全復帰が

可能であった.最終経過観察時においても,生活・

仕事上の支障を認めず,DASHスコアは，平均4

点であった．

【考察】陳旧性の母指MP関節RCL損傷の6例にお

いて良好な術後成績を認めた.APB腱の半裁腱

を用いた再建術は簡便であり,RCL損傷後の機

能不全症例に対して有用な方法と考える．
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拘縮に対するllizamvminifixatorの応用

TheatmentofContractureintheHandbyllizarovMini
Hxator

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，西村礼司，

内田満

【目的】母指内転拘縮，関節拘縮例に対しIlizarov

mini6xatorを用いた受動術を経験したので報告

する．

【対象】対象は，母指内転拘縮5例，関節拘縮13例

である．関節拘縮例の罹患指は示指2中指7環指

6小指4指で，受動した関節はPIP関節12．MP関

節8指であった．

【方法】母指内転拘縮例では第1中手骨と第2，3中

手骨にM4unitを組み立て，各unit間をロッド等

で連結し徐々に指間を開大した.PIP関節例は，

基節・中節骨のunitを組み立て，プレート，ロッ

ドなどを用いM4関節受動モデルを組み立てた．

MP関節例は中手骨，基節骨にunitを装着した．

2～5MP関節伸展拘縮例では中手骨用特注リン

グを作製した．創外固定用ワイヤーは径1.5ミリ

メートルのワイヤーを使用した．

【結果】母指内転拘縮例では外転が40.改善し母指

対立が可能となった.PIP関節平均36｡,MP関

節平均28｡のROM改善を得た．GVHD後の著し

い全身拘縮の第1指間形成に応用した例で,母指・

示指間の側方つまみ動作を獲得できた

【考察】外傷後母指内転拘縮に対するIlizarovmini

fIxatorの良好な成績は，五谷らが報告している．

我々の5例中3例の外傷例に同様の方法で行った．

関節拘縮に対する創外固定器応用の報告は，水

関らが最初でそれ以降報告が散見される．我々

は，最大82｡のROM改善を得たが1例で悪化した．

Tlizarovminifixatorは,M4unitに様々 なパーツ

を用い自由な組み立てが可能で，牽引方向を随

時変更できる特性を持つ.Handtherapyは関節

可動域維持と再拘縮防止のため重要である．本

法は様々な拘縮に対応可能な最小侵襲手術であ

り，拘縮治療の重要な1選択肢になると考える．

2-7-12

術中指の自動屈曲を可能にした超音波ガ

イド下前腕部神経ブロックと前腕ターニ

ケットを用いた屈筋腱縫合術の試み

HexorTbndonRepairwithUltrasound-guidedFOreaml

BlockandFOrearmTbumiquet,whichEnables

IntraoperativeActiveFingerFlexion

春日井市民病院整形外科

○久保田雅仁，立松尚衞

【目的】屈筋腱縫合術において術中，指の自動屈

曲を可能とするため超音波ガイド下前腕部神経

ブロックと前腕ターニケットを用いた手術を試

みているので報告する．

【対象と方法】超音波ガイド下前腕部において正

中，尺骨，榛骨各神経を必要に応じてブロック

し，前腕にターニケットを装着し手術を行った．

腱縫合後，指の自動屈曲を行ない腱の滑走状態，

縫合部のGap形成の有無などをチェックした

2010年5月より2011年8月までにこの方法で屈筋

腱縫合術を行ったのは7例7指である．全例男性

で手術時年齢は10才～55才(平均29．9才)であっ

た．受傷部位はZone2が5例,Zone3が2例であっ

た．術中の自動屈曲の状況，ターニケット使用

時間ならびに治療成績について調査した．

【結果】全例で追加麻酔無しで手術を遂行できた．

ターニケット使用時間は平均54.7分であった．麻

酔が効き過ぎたため2例で術中の自動屈曲が弱く

不十分で，1例では不可能であった．術後TAM

は平均246･であった．再断裂を含め合併症は特

に認めなかった．

【考察】術中指の自動運動を可能とした方法と

してLolandeはエピネフリン添加リドカインを

皮下浸潤麻酔として用いる方法(wideawake

approach)を報告しているが，我が国では指に

おける同剤の使用は添付文書上禁忌となってい

る．また静脈内区域麻酔では止血帯の繰り返し

の使用が困難という問題がある．本法では知覚

神経のみをブロックすることにより外来屈筋に

よる指の自動屈曲が可能となる．また1時間程度

のターニケット使用は可能である．術野の除痛

を得てなおかつ指外来屈筋の麻揮を生じさせな

いための至適な麻酔部位と局所麻酔薬量につい

ては更なる検討が必要である．
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早期自動運動療法を施行したzoneⅡ手指

屈筋腱損傷における浅指屈筋腱断裂の影響

TheEffectofConcontantFlexorDigitorumSuperfiCialis

LacerationonTbtalActiveMotionFollowingHexor

TbndonRepairinZonenwithYOshizulTbchniqueand

EarlyActiveMobilization

'(財)新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形

外科

○森谷浩治1,吉津孝衛l,牧裕1,

成澤弘子l,渡辺牧人2

【目的】Zonell手指屈筋腱損傷において，合併

する浅指屈筋(FDS)腱断裂が治療成績にどのよ

うな影響を及ぼすかは未だ不明である．今回，

FDS腱断裂の観点から吉津1法施行後に早期運動

療法を行った症例の臨床成績を調査・検討した．

【対象と方法】1993-2009年の17年間に治療した

zonell手指屈筋腱損傷64例74指を対象とした．

男性47例53指，女性17例21指，手術時年齢は

9-82(平均36)歳であった．損傷指は示指25指，

中指19指，環指13指，小指17指，術前状態が良

好なもの46例，不良は18例であった．近位指節

H(PIP)関節の掌側板損傷は11指に合併してい

た．経過観察期間は12-64(平均27)週であった．

以上の症例の最終診察時総自動運動域(TAM)を

調査し,FDS腱断裂の有無,FDS腱とPIP関節

掌側板の二重損傷，損傷指,FDS腱の断裂部位，

断裂したFDS腱の処置法との関係を検討した．

【結果】最終診察時のTAMは143-286(平均228)｡

であった.FDS腱断裂は68指に合併していたが，

断裂の有無や掌側板の二重損傷とTAMに関係は

なかったFDS腱断裂を合併する場合，小指は

他指よりも有意にTAMが劣っていた．腱交差部

周辺のFDS腱断裂では伸展制限が有意に増加し

ていたFDS腱を切除した症例のTAMは平均

205.であり，修復(平均231｡）や放置(平均239｡）

した症例よりも有意に低値であった．また，小

指ではFDS腱の切除例が有意に多かった．

【考察および結論】FDS腱断裂の有無はTAMに影

響していなかったが，小指の治療成績が劣って

いた．その原因はFDS腱の切除に起因すると推

測され，極力切除は避けるべきといえる．腱交

差部周辺のFDS腱断裂例はPIP関節の屈曲拘縮

が生じやすく，慎重かつ十分な可動域訓練によ

り極力防がなくてはならない．

2-7己14

屈筋腱損傷に対する多血小板血漿の影響
EHHectofPlatelet-richPlasmawithFibrinMatrixon

HealingoflntrasynovialFlexorTbndons

'山形県立総合療育訓練センター整形外科，2泉整

形外科病院整形外科，3山形大学医学部整形外科，

4日本海総合病院整形外科，5北新東病院整形外科

○佐藤大祐1,高原政利2,成田淳3,

山川淳一4，荻野利彦5

【目的】多血小板血漿(platelet-richplasma: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をフィブ

リンと共に腱断裂部へ投与して成長因子を徐放

させ，それらが断裂屈筋腱の修復に与える影響

について検証した

【方法】全麻下に日本白色家兎73羽の第3，4腓側

趾屈筋腱156本をAlとA2pulley間で完全に切離

した.5-O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．兎

の自己血を遠心してPRPを作製した．断裂部

に,PRPとフイブリンを投与する群(PRP-F群),

PRPのみを投与する群(PRP群),フイブリンの

みを投与する群(F群),および何も投与しない

群(対照群)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．足趾の浮腫と癒着形成の程度

を点数化し,HE染色にて断裂部腱修復の半定量

的評価を行った．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，癒着の程度は各群間に有意

差を認めなかった．組織学的評価点は，2週で

はPRP-F群(3.8点)が対照群(1.1点)と比較して有

意に高値を示した(P<0.01).3週ではPRP-F群

(4.3点)が対照群(3.0点）よりも高値を示したが，

有意差を認めなかった．最大破断強度は,0日

では9.0Nであった.2週ではPRP-F群(14.7N)が

対照群(10.ON)と比較して有意に高値を示した

(P<0.05).3週ではPRP-F群(16.1N)が最高値を

示した.6週では各群間に有意差を認めなかった．

【考察】PRPとフィブリンの混合投与は，靭帯性

腱鞘内断裂屈筋腱の縫合後早期の力学的強度を

増強した．また，副作用としての浮腫や癒着形

成を増強しなかった.PRPとフィブリンの混合

投与は，手指屈筋腱断裂の有効な治療法として

臨床応用が可能であると考えられた．
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FK506の神経再生に与える影響及びその

実際について一トランスジェニックマウ

スを用いた多角的な検討を行って一

TYleEffectofFK506inNerveRegeneration-The

ExperimentalSmdyUsingThansgenicMicewhichAxons

ExpresQCFPRuorescence-

'順天堂大学医学部形成外科，2ワシントン大学

セントルイス

○林礼人'，水野博司1,

マイカテインテレンス2，マツキノンスーザン2

【目的】FK506は,T細胞の免疫応答による拒絶

反応を防ぐ免疫抑制剤として開発され種々の同

種移植に使用されているが，神経再生を促進す

る作用があることも明らかになり，注目を集め

ている．今回我々は，軸索が蛍光発色するトラ

ンスジェニックマウスを用い,FK506の神経再

生に与える影響について検討したので報告を行

う．

【方法】実験には，神経軸索がCFP発色するThyl-

CFP23mice及び蛍光ではないC57BL/6Jマウス

を使用した.C57BL/6Jマウスの坐骨神経をlcm

採取し,Thyl-CFP23miceの坐骨神経欠損に移

植した．コントロールとして追加治療を行わな

いものを第1群，移植神経を7週間冷凍保存し無

細胞化したものを第2群,FK506を用いたものを

第3群，副刺激シグナルをブロックで免疫抑制を

行うAnti-CD40及びCTLA41gを用いたものを第

4群と4つの群を作成した．移植神経内に進展す

る再生軸索をLiveimagingを用いて5日毎に観察

し，再生速度の比較を行った．移植後4週で移植

神経内の軸索数を形態学的に評価した．また，

移植後6週で前脛骨筋群を採取し，どれだけの再

生軸索が神経終末と結合しているかを評価した．

【結果】FK506で治療を行った3群では，移植後10

日で移植神経の遠位に再生軸索が到達しており，

他の群よりも再生速度が早かった．移植後4週の

移植神経内の再生軸索の形態学的評価では，免

疫抑制剤を投与した3，4群で他の群より多くの

再生軸索を認めた．また，前脛骨筋群の神経終

末への再生軸索の結合については，3群でもっと

も高率の結合を認めた

【考察】これらの結果から,FK506は神経再生を

促進する働きがあると考えられ，特にその再生

速度を増幅させると考えられた．トランスジェ

ニックマウスの使用により，その様子をより具

体的にとらえ，比較検討することが可能であっ

た．

2-7-16

末梢神経再生へのiPS細胞の応用

-iPS細胞播種ハイブリッド型人工神経を

用いたマウス末梢神経再建一

TheApplicationoflnducedPluripolentStemCeMsfbrPeripheralNeweRegenemtion

-ExperimentalStudyonMpheralNerveRegenemtioninaMouseModelUsingihe

BioabsorbableNerveConduitCIeatedbyiPSCell-deivedNemsphelEs

'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2，池田幹則'，

岡田充弘l,中村博亮】

【目的】近年，マウス脊髄不全損傷に対する人工

多能性幹細胞(iPS細胞)移植治療の有効性が報告

され,iPS細胞が中枢神経の再生医療に応用され

ている．しかしiPS細胞による移植治療を末梢神

経再生に応用した研究はほとんどない．今回わ

れわれはiPS細胞による末梢神経再生を行うため

に,iPS細胞から神経前駆細胞塊(neurospheres)

を分化誘導して，人工神経をscafbldとしたiPS

細胞播種ハイブリッド型人工神経を作成し，マ

ウスの坐骨神経完全欠損部を再生した．

【方法】マウスiPS細胞からsecondaryneurospheres

を分化誘導し，独自開発した人工神経(外径

2mm･内径1mmの二層構造;外層:PLAメッシュ，

内層:PLA/PCLのスポンジ状共重合体，長さ

7mm)上で14日間3次元培養(5×106個/本)し,iPS

細胞播種ハイブリッド型人工神経を作成した．マ

ウスの坐骨神経完全欠損部(gap5mm)にこれを

移植し(iPS群:n=10),control群は人工神経のみ

を移植した(n=10).マウスの下肢機能回復につ

いて経時的(4,8,12週目)に比較検討した．また12

週目に人工神経を採取し，再生神経について組織

学的に評価し統計学的検討を加えた．

【結果】マウスの下肢知覚・運動機能回復ともに4,

8,12週目のいずれにおいても,iPS群で統計学的

に有意に回復した．12週目の人工神経中央部の

組織像では，両群ともに人工神経は圧潰せず内

腔に再生した軸索を認めた．免疫染色の画像解

析の結果,iPS群で統計学的に有意な有髄神経の

再生を認めた．

【結語】iPS細胞播種ハイブリッド型人工神経を用

いることで，マウス末梢神経完全欠損に対する

iPS細胞移植治療の有効性を確認した．末梢神経

再建においてiPS細胞を用いた人工神経による末

梢神経再生は，自家神経移植の代替治療法とな

る可能性がある．
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当科における神経再生誘導チューブ

RNTCO6の臨床試験成績
AClinicalTrialofaNerveConduitRNTCO6

熊本機能病院整形外科

○星野秀士，中島英親，寺本憲市郎，

田 口学，楊井哲

【目的】これまで神経再建には自家神経移植が行

われてきたが，近年再生医療の発達により人工

神経による神経再建が注目されている．今回当

科では，東洋紡績株式会社の依頼により神経再

生誘導チューブRNTCO6の国内における多施設

臨床試験の一施設として治験を行った．海外で

は神経再生誘導チューブがすでに発売されてい

るがRNTCO6の使用経験はなく，国内では医師

による自主研究としての使用経験しかない．今

回当科におけるRNTCO6による知覚神経再建の

臨床試験成績を報告する．

【方法】RNTCO6はポリグリコロール酸(PGA)糸

で編んだ筒状物にコラーゲンスポンジを充填し

た神経再生誘導チューブである．対象は手関節

以遠で神経損傷による神経欠損のあるものと切

断指再接着後の知覚回復不良例に対して神経切

除，神経再建を行うものとした．神経欠損部は

長さ40mm以下，太さ4mm以下とした．評価は

Semmes-Weinstein(SW)法にて術前術後4週，

8週，12週，24週36週に行った.SW法の結果

が正常1.65～2.83及び軽度知覚低下3.22～3.61を

優，防衛知覚低下3.84～4.31を良，防衛知覚欠如

4.56～665を不可とした．

【結果】症例は男性5例女性3例．年齢は20歳から

62歳平均43歳．受傷から手術までの期間は2日か

ら20ヶ月であった．移植したRNTCO6の直径は

0.5mmから2mm,長さは7mmから38mmであっ

た術後36週のSW法による成績は優が4例，良

が4例，不可が0例であった．また，有害事象が

発生した症例や治験を中止した症例はなかった．

【考察】4mm以下と比較的短い知覚神経の欠損で

はRNTCO6を用いての再建は良好な結果が得ら

れた．従って手指や手掌の知覚再建にはよい適

応であると思われる．今後は，より長い神経欠

損や運動神経の再建についての研究が期待され

る．

2-7-18

脱細胞化末梢神経による神経欠損部の架橋

BridgingofNerveGapwithaDecellularizedPeripheral
Nerve

'河北総合病院整形外科，2東京医科歯科大学物質

材料研究機構

○伊藤聰一郎1，王巍2，高久田和夫2

【目的】脱細胞化とは生体由来の組織・臓器の細

胞外マトリクスを温存しながら全ての細胞を除

去し立体的生体足場材料を作製する技術である．

抗原性は殆ど消失するが基底膜や細胞外器質の

構造は温存される．本研究では末梢神経を脱細

胞化し，神経架橋効果を検証した

【方法】1)SDラットの坐骨神経と日本白色家兎の

正中神経を脱細胞処理し，透過型電顕(SEM)と

免疫組織化学で観察した．2)この脱細胞化坐骨

神経，正中神経をウイスターラットの坐骨神経

欠損部に移植後4週で採取し，免疫組織化学で観

察した．3)脱細胞化SDラット坐骨神経と家兎正

中神経を用い，ウイスターラットの坐骨神経欠

損部に15mmの架橋移植を行った(順にratN群，

rabbitN群).3ケ月後に採取するまで1ケ月ごと

に知覚と運動機能回復を評価した．採取時，電

気生理学的検査と組織学的再生軸索の定量を行

い，自家神経移植と比較した．

【結果と考察】SEM像で脱細胞化神経は連続した

基底膜を有する空の基底層管であること，免疫

染色で基底層管が1および4型コラーゲンからな

り，基底膜表面にはラミニンとファイブロネク

チンが残存することが示された．移植後4週で採

取した脱細胞神経の実質は細くなっており，再

生軸索が効率よく移植部位を通過し，成熟過程

で絞掘されないためには，太いdonor神経を脱細

胞処理して移植するのが良いと思われる.ratN

群,rabbitN群の貧食細胞浸潤は顕著ではなく，

いずれの群でも移植後早期から残存する基底層

管内に神経軸索が進入し，再生軸索を取り囲む

ようにSchwann細胞が存在してminifasciclesを

形成していた．以上より，脱細胞神経の基底層

管は同種，異種神経を問わず神経再生の足場材

料(scafold)として有効であることが示唆され

た．現在，神経架橋移植後における機能評価を

含む神経再生効果を比較，検討中である．

-S313-



2-7-19

ラット腕神経叢引き抜き損傷モデルと神

経切断モデルにおける瘻痛発生機序

TheDifferenceofPainBehaviorandActivationofSpinal
MicrogliabetweentheBrachialPlexusAvulsionand

PeripheralNerveslnjuryModelinRats

'千葉大学大学院医学研究院整形外科学，2東京女

子医科大学

○松浦佑介l,岩倉菜穂子2,村上賢-1,

鈴木崇根l,國吉一樹［

【目的】腕神経叢引き抜き損傷は,末梢神経切断損

傷より神経障害性瘻痛の発生頻度が高いが,発生

機序の違いは明らかでない.今回,腕神経叢引き

抜き損傷モデルと末梢神経切断モデルにおける

瘻痛行動と，脊髄,DRGでのグリア細胞活性を

比較検討した．

【方法】雄性Wisterラット30匹を用い，右腕神

経叢下神経幹を展開そのまま閉創したsham

群(以下S群)，下神経幹を引き抜いたavulsion群

(以下A群)，下神経幹を切断したCut群(以下C

群)を使用した(各群10匹).瘻痛行動は機械刺激

(vonFrey)及びCatWalk(歩行解析）を使用し，

術後0,3,6,9,12,15,18,21日に評価した.組織学的評

価は術後7．21日目に脊髄･DRGを採取，免疫

組織化学染色法を用い脊髄をGFAP(astrocyte)

及びIba-1(microglia)で,DRGをCGRP(神経炎

症のマーカー),ATF3(神経損傷マーカー),

p75NTRで染色した．

【結果】vonFreyはS群に比しA群が瘤痛過敏を

呈したのに対し,C群では感覚脱失を認めた一

方でCatWalkの立脚時間はA群,C群ともS群に比

し有意に短縮した.免疫染色は,GFAP,Ibal陽

性細胞数はA群,C群はS群に比し有意に増加し，

Ibal陽性細胞数はA群ではC群に比し有意に増加

を認めた.ATF3陽性細胞数はS群に比しA群，

C群において有意な増加を認めたが,A群とC群

の間に有意な差を認めなかった．また,CGRP

陽性細胞数は有意な差を認めなかった．

【考察】腕神経叢引き抜きモデルと神経切断モデ

ルでは瘻痛の発生機序が異なることが示唆され

た．特に脊髄でのmicroglia活性が瘻痛過敏に関

与しており，脊髄障害性瘻痛の因子の可能性も

考えられた．

2-7と20

MotoneuronlntegratedStriated
Muscles(MISM)に対する繍支的電気刺激
EぽectofPe1℃utaneousElecmcalStimulationto

MotoneuronlntegratedSmatedMuscle

名古屋大学手の外科

○加藤宗一，栗本

西塚隆伸，平田

秀，岩月 克之，

仁

【目的】末梢神経損傷により脱神経された骨格筋

は経時的に萎縮し不可逆な変性に陥る．それゆえ

筋機能は神経再支配なしには再建できない．我々

は脱神経筋を支配する末梢神経にmotoneuronを

移植し機能再建した骨格筋(MISM)に対して機能

的電気刺激を組み合わせることで運動機能を再

建しようと試みている．しかし1つの問題として

脱神経により引き起こされる筋萎縮がある．本

研究の目的はMISMに対する経皮的電気刺激は筋

萎縮防止効果があるかを評価することである．

【方法】ラットの両坐骨神経を切断し両断端を結紮

した．切断した左脛骨神経内に胎生14日目のラッ

ト脊髄神経細胞を移植した．右脛骨神経内には

Control群として培地を投与した．術後1日目から

10週間毎日両腓腹筋に対して経皮的電気刺激を

行った神経細胞移植群(StimMISM)と電気刺激を

行わなかった神経細胞移植群(UnstimMISM)に分

け電気生理学的，組織学的に解析を行った．

【結果】10週間後,神経細胞移植群の蛍光免疫染色

において脛骨神経内で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.Toluidineblue染色にてControl群

では有髄軸索を確認することはできなかったが

神経細胞移植群では有髄軸索を確認することが

できた．平均軸索数はStimMISM群で285±213,

UnstimMISM群で412±458と有意差はなかった．

神経伝導速度検査では左腓腹筋からCMAPが得

られ足関節の底屈が確認された.StimMISM群の

MCVは4.1±1.0m/s,UnstimMISM群は3.5±1.4

m/sで有意差はなかった．筋湿重量においても両

群間に有意差はなかった．

【考察】末梢神経内に投与されたラット胎児の

Inotoneuronが軸索を伸張して機能的なInotor

unitsを形成することを確認した．神経細胞移

植後早期から電気刺激を与えたが経皮的な電気

刺激では明らかな筋萎縮防止効果は認められな

かった．
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糖尿病絞掘性神経障害ラットに対するブ

ロスタグランデインE1の効果

EffectofProstaglandinElonEntrapmentNeuropathyof
DiabeticRats

名古屋大学医学部手の外科学

○夏目唯弘，倉橋俊和，西塚隆伸，

山 本 美知郎，平田仁

【目的】糖尿病性神経障害はその病態を背景に絞

掘性神経障害が合併しやすい.その発症機序に

は繰り返しの外傷や虚血が深く関与していると

考えられている．我々はこの二つの因子を有

すると考えられる絞掘性神経障害糖尿病(DM)

ラットモデルを作成しプロスタグランデインEl

(PGE1)の効果について調べた．

【方法】DMラットは1)control(untreated)group

(C群),2)30"g/kgtreatedgroup(30"g群),

3)100"g/kgtreatedgroup(100"g群)の3群に
振り分けた.PGE1投与は4週間経口投与を行っ

た.C群と正常対照(N群）には蒸留水を4週間，

経口投与を行った.DMラットはwiregridfloor

で飼育し，正常ラットはplasticfloorで飼育し

た．投与開始後0週・2週・4週に神経伝導速度検

査(NCS),VonFreyhairtest(VFT),4週後に

CatWalkAnalysis(歩行解析)および組織学的

(toluidinebluestain)に神経繊維密度および有髄

神経線維径を調べた．またRealTimePCRにて

脛骨神経・DRGでのNGFの発現と脛骨神経での

VEGFの発現を調べた．

【結果】MCVは2週後よりDM群で有意に低下して

おり,PGEl群において4週後でいずれも有意に

C群と比べ改善していた.Amplitudeに関しても

同様にPGE1投与により改善がみられた.VFT

では4週後にPGE1投与群はC群と比べ瘻痛閾値

が上昇していた．歩行解析ではPGEl投与により

Maxcontactintensity(瘻痛の指標）・TFI(脛骨

神経機能の指標)の改善を認めた神経繊維密

度は100"g群で高くなる傾向を認めた.PG投与

群において脛骨神経でNGFmRNAの抑制がみら

れ,VEGFmRNAの上昇がみられた．

【結論】PGEl製剤の投与により絞扣性神経障害モ

デルDMラットのNCS・疾痛改善効果を認めた．

同剤投与が絞抓性神経障害(主に糖尿病に合併す

る)に有効であることが示唆された．

2-7-22

絞掘性神経障害に対するtriamcinolone

局所注射の効果

～ラットChronicConstrictionlnjury
(CCI)モデルを用いた検討～

TheEffectofLocallnjectionofTriamcmolonefOr

EntrapmentNeuropathy～ExaminationUsingaRat

ChronicConstrictionlnjury(CCI)Model~

千葉大学大学院医学研究院整形外科学

○芝山昌貴，松浦佑介，村上賢一，

岩倉菜穂子，國吉一樹

【目的】手根管症候群(CTS)の治療としてステロ

イド局所注射は一定の有効性が報告されている

が，その標的組織や有効性の機序に関する詳細な

検討はなされていない．そこでまず,CTSにおけ

るステロイドの正中神経に対する効果を確認す

る目的で，ラット坐骨神経部分損傷モデルであ

るChronicConstrictionlnjury(CCI)モデルを使用

し,triamcinolone(Tr)局所投与が神経障害の回

復に及ぼす効果を行動学的・免疫組織学的に評価

した．

【方法】8週齢ラット(平均255g)の坐骨神経をナイ

ロン糸で緩く4箇所結紮してCCIモデルを作成．

Allodyniaが増強するとされる術後7日目に再度坐

骨神経を展開し，絞掘部位にTrO.1mg,同0.5mg,

生食をそれぞれ投与した0.1mg群,0.5mg群，コ

ントロール群(C群),および坐骨神経の展開の

みを行ったSham群(S群)を作成し，計4群で比較

した．行動学的評価としてCCI作成前,CCI作成

後3，7日目，薬剤投与後3,7,14日目に，von

Freytestによる痙痛行動評価およびcatwalkに

よる歩行解析を行った投与後14日目に灌流固

定し,L4,5後根神経節(DRG)を摘出し,CGRP(炎

症性瘻痛マーカー）・ATF-3(神経障害マーカー）

の免疫染色を行った．統計にはnon-repeated

measuresANOVAと多重比較検定を用いた．

【結果】行動学的評価では,vonFreytestおよび

catwalkともに0．1･0．5･C群でS群に比し有意に

瘻痛過敏を呈したが0.1･0.5．C各群間に有意差

を認めなかった.DRGにおけるCGRPとATF-3

陽性細胞数は,0.1．0.5･C群でS群に比し有意に

増加したが0.1･0.5．C各群間に有意差を認めな

かった．

【考察】CCIモデルに対するTr局所投与において，

瘻痛行動，炎症性癌痛，神経障害の発現は抑制

されなかった.CTSに対するステロイド局所注

射の有効性は神経自体に対する作用によるもの

ではない可能性が示唆された．
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ラット坐骨神経損傷モデルに対するvein

wrappingの効果と作用機序
TheEffectsandMechanismsofVeinWrappinginaRat

ChronicConstrictionlnjuryModel

'千葉大学大学院医学研究院整形外科学，2東京女

子医科大学整形外科，3千葉大学大学院医学研究

院環境生命医学

○村上賢一'，岩倉菜穂子2，松浦佑介1,

鈴木崇根3，國吉一樹】

【目的】臨床において再発性の絞掘性神経障害な

どに対するveinwrappingの有効性が報告され

ているが，機序の詳細は明らかにされておらず，

基礎研究の報告もほとんどない.本研究ではラッ

ト坐骨神経損傷モデルに対するveinwrappingの

効果と作用機序を検討した．

【方法】ChronicConstrictionlnjury(CCI)モデル

を用い,CCIモデルにveinwrappingを行ったV

群,CCIのみを行ったコントロール(C)群，坐骨

神経の展開のみを行ったSham(S)群の計3群(各4

匹)を作成して比較検討した．行動学的評価とし

てvonFreytestによる瘤痛行動評価とCatWalk

による歩行解析を術後1,4,7,14日目に行った．

術後14日目に還流固定の後にL4-5後根神経節

(DRG)を摘出し,CGRP(炎症性瘤痛のマー

カー),ATF-3(神経障害のマーカー)の免疫組織

化学染色を行った．術後1,3,7,14,28日目にELISA

法で坐骨神経におけるnervegrowthfactor

(NGF),vascularendothelialgrowthfactor

(VEGF),hepatocytegrowthfactor(HGF)の濃

度を調べた．統計にはnon-repeatedmeasures

ANOVAと多重比較検定を用いた

【結果】行動学的評価ではvonFreytest,CatWalk

ともにV・C群でS群に比し有意に瘻痛過敏を呈

したが,V群ではC群に比し改善していた.DRG

におけるCGRPとATF-3陽性細胞数はV･C群でS

群に比し有意に増加したが,V群ではC群に比し

有意に低かった．坐骨神経中のNGFは術後3日目

までV・C群で高かったが,V･C群間に有意差は

なかった.VEGFは術後3日目までV群で他の2群

に比し有意に高かった．HGFは術後3日目から28

日目までV群で他の2群に比し有意に高かった．

【考察】CCIモデルにおいてveinwrappingを行う

ことで，瘻痛行動，炎症性瘤痛，神経障害等の

発現を抑制させることができた.veinから放出

されるVEGFとHGFがその機序に関わっている

可能性が示唆された．
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手外科医も知っておきたいロコモの知識

大江隆史

名戸ケ谷病院整形外科

日本ロコモテイブシンドローム研究会

【症例】67歳女性.既往歴に特記すべきことなし.駐車場でつまずいて転倒受傷した右僥骨遠位端骨折．

volartilt-25｡,ulnavariance+3mmの転位あり.volarlockingplateでORIFを行った．術後3月

で骨癒合完了し,ROMは手指も手関節もほぼ正常に復帰．その他の合併症もなく,ADLでも困らな

くなった．さて手外科医であるあなたは今後この女性に対してどのような指導をすべきでしょうか？

最新の骨粗繧症の治療ガイドラインによればこの女性に勧めるべきはBMD測定で，それがYAM

の80%未満であれば骨粗籟症の薬物療法を開始することが推奨されています．もしこの女性のBMD

がYAMの65%と低下しており，血中のNTxが高値であれば，あなたはビスフオスフオネート製剤を

処方するかもしれません．では運動器の専門家であるあなたはこの女性に対して薬物療法を行うだ

けでよいのでしょうか？

この女性が次の1年に再び転倒する可能性は高くはないでしょうか？転倒して脊椎圧迫骨折を生じ

てあなたの病院に搬入される可能性は高くはないでしょうか？あなたがそれを知るためにはこの女

性の総合的な移動能力を知る必要があります．バランス能力と下肢筋力が易転倒性に強く関連する

ことが知られており，これらは体力の一項目です．これらの体力を測定する方法は何でしょうか？

片脚起立時間，片脚立ち上がりの座面の高さ，2ステップ値などがこれらの体力の指標となること

が知られています．ではこれらの体力指標が低下していた場合,あなたは何を指導すればよいでしょ

うか？

手術を主な業務としてきた手外科医にも超高齢社会の波は押し寄せてきています．上記のことを

自ら行うにせよ，誰かに依頼するにせよ，手術だけで済ませるわけにはいかなくなってきています．

もしあなたがこの女性に関わらなかったとして，この骨折が保存的に治療され骨折が変形治癒した

としてこの女性がこうむる不利益と，その後指導を行わなかった場合にこの女性が1年後にこうむる

脊椎圧迫骨折による不利益が比べられるのが，超高齢社会です．

手外科医がその専門性を生かしつつ，総合的な運動器の専門家として社会に貢献するためにはほ

んの少しのロコモの知識を持っていただきたいと考えます．講演ではそのための知識を簡潔に，楽

しくお話ししたいと思います．
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当科における手根管開放術の臨床成績

ClinicalResultofOpenandEndoscopicCarpalTimnel
Release

'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l,三好直樹1,

松野丈夫1,多田博2

【はじめに】内視鏡下手根管開放術(ECTR)は，一

般に従来の手根管開放術(OCTR)に比べて利点

が多いとされている．当科では2003年よりECTR

を導入したが，今回当科で行った手根管開放術

の内訳とECTRの有用性について検討したので報

告する．

【対象】2003年5月より2010年ll月まで手根管開

放術を行った138例158手を対象とした．年齢は

24～82才(平均61.9)才，男性34例，女性104例．

ECTR,OCTRとも原則局所麻酔下に,ECTRは

Chowの2portaltechniqueに準じて行った．

検討1:ECTR/OCTRの内訳と合併症について

調査した．

検討2：同一術者によるECTRとOCTRの手術時

間を比較した．

検討3：術後6ヶ月以上経過観察できた特発例を

ECTR群とOCTR群に分けて比較した．検討項目

は,Kelyの評価基準による自覚症状改善の程度

術後3ヶ月・最終経過観察時における創部痛の有無

とした．

【結果】

検討l:ECTRが73手,OCTRが85手で,ECTR

を試みたが術中にOCTRに変更した例が7例あっ

た．合併症はECTR群で内視鏡刺入時放散痛l

手，環指浅指屈筋腱損傷疑l手，術後創感染1手，

OCTRで術後創感染1手であった．

検討2:ECTR群60手,OCTR群59手(ECTR-

OCTR変更例は除外)の手術時間の平均はそれぞ

れ37.1分，39.6分で有意な差はなかった．

検討3:ECTR群22手,OCTR群35手(ECTR-･

OCTR変更例は除外)において，術後の症状改善

度には有意な差はなかった．創部痛は，術後3ヶ月

でECTR群16手中11手,OCTR群24手中16手，最

終経過観察時でECTR群15手中5手,OCTR群29手

中3手に存在し,ECTR群に多い傾向がみられた．

【考察】ECTRはOCTRに比べて有用とは言えな

かった．初期にECTRからOCTRへ変更した症例

が多く,ECTRには技術的な影響が大きいと考え

られた．

2-7-25

鏡視下手根管開放術の内視鏡挿入時の新

しい試み

ANewTrialfOrInsertion:EndoscopicCarpalReleasefOr

Carpal'nlnnelSyndrome

長野市民病院整形外科

○小松雅俊，松田智，山本宏幸，

藍葉宗一郎，藤沢多佳子

【目的】鏡視下手根管開放術(ECTR)の合併症と

して神経損傷，直視下手根管開放術(OCTR)'､

の変更がある．これらの合併症を予防するため

の新しい試みで良好な結果が得られたので報告

する．

【方法】2011年4月から24例31手に対して,より細い

オリンパス社のの2.7mmの内視鏡と，‘4×5mm

のEMI社製カニューレを使用した．カニューレ挿

入時の抵抗を軽減するために,.2mmのフレー

ジャー型吸引管の外筒を中枢から，内筒を末梢

から挿入し，外筒を抜いてから内筒にシリコン

カテーテルをかぶせ中枢から挿入し，リレーす

るようにした．また，シリコンカテーテルは太

さが漸増しており，太い方の端をカニューレの

外筒にかぶせてから，シリコンカテーテルを引っ

張ることで導くようにカテーテルを挿入した．

合併症を以前の①4.0mm内視鏡の14例20手と比

較した．

【結果】挿入困難(狭窄やしびれによる入れ直し）

はシリコンカテーテル使用前は6手(30%),シリ

コンカテーテル使用ではO例(0％)だった．挿入

時の放散痛は軽度のものを含めると使用前が10

例(50%)，使用後は6例(19%)であった．正中神

経損傷,OCTRへの変更はともになかった．

【考察】挿入困難，挿入時の放散痛はシリコンカ

テーテルを使用した群で優位に少なかった．こ

の方法は，より細い内視鏡の使用し，シリコ

ンカテーテルで先端がカバーし導くようにカ

ニューレを挿入することで，先端が神経を押さ

ないという利点がある．
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1ボーータル鏡視下手根管開放術は安全かつ
有効な術式か？

SinglePortalEndoscopicCarpalTimnelReleaseisaSafe
andEHectiveProcedure？

'笠岡第一病院手外科・上肢外科センター，2寺岡
記念病院整形外科

○兒玉昌之'，橋詰博行l,後藤峰範1,
小坂義樹2

【はじめに】本邦において開発され広く行われて

いる1ポータル鏡視下手根管開放術(奥津法)は，

合併症なく行われ他の方法と同等の成績が得ら

れる限りにおいて，手根管症候群に対する最も

侵襲の少ない術式である．我々は当センターの

症例を用いてその前提が成り立つか否かを検討

した．

【対象と方法】2005年4月から2011年3月の6年間に

当センターで施行された奥津法による鏡視下手

根管開放術，861例1152手を対象とした．そのう

ち血液透析や先天疾患によるもの以外で誘発筋

電図を用いた経過観察が行えたのは678例906手

で，性別は男性153例，女性525例，年齢は平均

64歳，経過観察期間は平均6.4ヵ月であった．全

症例を対象に周術期の合併症を，906手を対象に

Kellyの術後評価および術前と最終の誘発筋電図

所見を調査した．

【結果】外套管の破損とフックナイフの折損を各1

手に生じ皮切の拡大を余儀なくされた．術後に

神経損傷を疑う所見を2手に認めたが動脈損傷を

生じた症例はなかった．血液透析例72手中3手で

術後早期に再手術を要した．術後に対立再建を

行ったのは1手のみであった．術前に知覚障害の

みを認めた614手の2％，筋萎縮を認めた66手の

11％，対立障害を認めた227手の19%,全体では

7％がKellyの術後評価で可または不可と評価さ

れた．術前に知覚神経伝導速度(SCV)が測定可

能であった613手のうち十分な回復が認められな

かった(運動神経遠位潜時>7msもしくはSCV測

定不能もしくは術前より不変・悪化)のは8％で

あり，測定不能であった293手では40％と高率で，

全体では19%であった、

【考察】周術期の合併症は非常に少なく,Kellyの
術後評価も概ね良好と思われた．しかし最も客

観的な指標である誘発筋電図では明確な回復を

得られていない症例が少なくなく，有効な術式

であるか否かはさらなる検討を要する．

2-7-27

鏡視下手根管解放術を安全に行うために

TheSafetyTbchniqueofEndoscopicCarpalnmnel
Release

香川大学医学部整形外科

○加 地 良 雄 ， 今 泉 泰 彦 ， 中 村 修 ，

山本哲司

【はじめに】現在，神経損傷などの合併症の問題

から小切開手根管解放術(miniOCTR)が鏡視下

手根管解放術(ECTR)より安全と考えられる傾

向がある．しかしminiOCTRでは創嬢痕がしば

らく有痛性となることも多く，肥厚性嬢痕化す

れば症状は長期化する．またECTRは習熟する

と神経などの介在は稀であり，屈筋支帯をより

拡大して詳細に観察できるため，特に支帯近位

部の切離時はminiOCTRでの狭い視野よりもス

トレスが少なく，安全と考えている．今回我々

の考えるECTRを安全に行うための注意点を紹

介し，術後成績を併せて報告する．

【方法】ECTRはtwo-portaltechniqueを用いた
注意点は,1.ECTR開始時は十分な指導を受け

る．2.術前説明では術中OCTRに変更する可能

性を説明し,ECTR困難例では強行をしない．

3.手根管内を剥離する際，屈筋支帯の最近位に

も介在組織が残らぬよう挿入部から丁寧に剥離

を開始し，広範囲を剥離する(軟部組織の介在を

防げる)．4.外套挿入時は先端で有鉤骨鉤を触知

し確実に手根管尺側に入れる．5.外套が入れば

綿棒で屈筋支帯を擦り滑膜様組織を除去する(支

帯の横走線維が明確になり神経との鑑別が容易

になる)．6.支帯切離時はゆっくりと安全確認し

ながら行うなどである．これまで223例のECTR

を行ってきた．内訳は男52例，女171例，平均年

齢は58.9歳であった．

【結果】術前後の各種平均検査値はSWtest

3､4／2.7(術前/術後6か月),s2PD5.5/4.0mm,

m2PD3.7/3.0mm,振動覚閾値21.0/ll.1G,運

動神経遠位潜時7.4/4.7ms,感覚神経遠位潜

時5.7/3.4ms,感覚神経伝導速度25.7/39.1m/s,

QuickDASH28.6/17.9であり，神経機能,ADL

は術後良好に改善していた．全例において神経・

血管損傷は認めなかった．

【結論】ECTRは手技を習熟すれば危険は少なく，

患者さんの満足度も高いと考える．
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USEシステムを用いた鏡視下手根管開放

術の適応と限界

IndicationandSurgicalLimtationofEndoscopicCarpal
TimnelRelease

'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，白石将史2

【目的】我々は原則として鏡視下手根管開放術

(ECTR)を行ってきたが，症例により従来法

(OCTR)を選択してきた．最近はECTRの術中

に超音波検査(US,12MHz)を行い,ECTRの適

否の判断に有用であったので報告する．

【方法】1998年6月～2011年10月の手術例164例の

病因,手術の内訳を調査した．また,ECTR後6カ

月以上観察した41例47手(男性7手女性40手．平

均60.3歳）の術前後のしびれ感,Pinch力，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)を評価した．手術成績にはKeny

分類を用いた．またECTR6例にUSを用い，外套

管挿入前後の正中神経と尺骨動脈間距離を手根

管近位部と遠位部で動的に評価した．

【結果および考察】164例中ECTRは146例(特発

性143例，透析例3例),OCTRは18例(OCTR後

の再手術2例，榛骨遠位端骨折術後3例，手根管

内占拠性病変4例,Kienb6ck病1例，対立再建7

例,ECTR手術時の外套管挿入困難1例)であっ

た.ECTR後の再発，神経血管損傷は認めなかっ

た．術前のしびれ感,SCV,DML,Pinch力は

術後それぞれ有意に改善し，成績は優28例良7例

可12例不可0例と良好であった.US短軸動画像(6

例)で外套管挿入前の正中神経は手指屈伸で僥尺

側へ良好な可動性を認め，正中神経は尺骨動脈

から最長で10.2±3.09mm(手根管近位部),9.86

2.36mm(手根管遠位部)榛側に認めた．外套管挿

入時にそれぞれ8.50±3.00mm,8.66±l.76mmで

挿入後距離の開大は認めず(p<0.05),正中神経

分枝が靭帯貫通型でも外套管挿入時の牽引損傷

は考えにくく,hookknifeが尺側に向かない限り

尺骨動脈損傷も生じにくいと考えられた．

これまで手根管内占拠性病変，鏡視困難と予想

される例，外套管挿入が困難な例にはOCTRを

行ってきた.USにて正中神経，外套管，血管の

位置関係は明瞭であった．このためUSを併用す

れば,OCTRを行った症例でも今後ECTRで対

処しうる可能性がある．

2-7-29

血液透析患者に対する手根管開放術後の

pillarpainの検討
AnAssessmentofPillarPainafterCarpalTimnelRelease

inPatientsonHemodialysis

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】Pillarpainは手根管症候群(以下CTS)の術

後合併症の一つであり，正中神経掌側皮枝の損

傷が一因であると言われているが，はっきりと

した原因は未だに不明である．我々は血液透析

に伴うCTSに対する手根管開放術後のpillarpain

の特徴について，特発性CTS患者群と比較検討

を行ったので報告する．

【対象と方法】対象は2008年3月から2011年7月ま

でに手掌部小切開にて初回手根管開放術を行い

3ヶ月以上経過観察が可能であったCTS症例で，

血液透析(中央値17年)に伴うCTS28例33手(男

性13手，女性20手),特発性CTS107例127手(男

性32手，女性95手)である．創部の榛側尺側を

母指で圧迫し痙痛を訴えたものをpiUarpainあり

と定義し，術後1．5，3，6，9か月の時点でそれ

ぞれpnlarpainの有無の評価を行った．性別によ

る影響また血液透析CTS群においては血液透

析期間やシャント側が与える影響に関しても検

討を行った．

【結果】術後1．5，3，6，9か月の時点で，血液透

析CTS群では43,13,8,0%,特発性CTS群で

は70，50，24，19％にpillarpainを認め，優位

に血液透析CTS群で少ないことがわかった．ま

た両群において概ね男性に比べて女性の方が

pillarpainが多く発生する傾向を認めた．血液透
析CTS群において血液透析期間の長短や患側が

シャント側かどうかによるpillarpain発生率には

有意差を認めなかった．

【考察】直視下手根管開放術後だけではなく，鏡

視下手根管開放術後にもpillarpainが発生するこ

とから考えると，その原因は正中神経掌側皮枝

の損傷だけでは説明できない．本研究で特発性

CTSに比べて血液透析CTSではpnlarpain発生

率が明らかに少ないことが示されたため,pillar

painの発生は血液透析に伴うアミロイド沈着な
どの合併症や活動性低下などにより影響を受け

ていることが示唆された．

-S320-



2-7と30

小皮切法による手根管症候群術後の創部
周辺の瘻痛について

ThePalmarPainafterLimitedOpenCarpalTimnel
Release

労働者健康福祉機構浜松労災病院

○河本正昭

手根管症候群(以下CTS)の術後創周辺部の瘤痛

は患者満足度を低下させる．手掌基部皮下神経

枝損傷はその一因である．同部を温存するため

当科では手掌内皮切法もしくは二皮切法で対処

している．同法にて加療したCTS開放術後の創

周辺の痙痛に関して調査した．

【対象・方法】2006から2011まで当科で加療した

CTS開放術は47例54手であった．そのうち術前

障害程度術後転帰について評価可能な32例38

手を調査対象とした．

【手術術式】手掌内皮切または二皮切法により実

施した．遠位手首皮線から遠位に少なくとも

lcm内には皮切を加えないようにしたスリッ

ト付エレバトリウムを使用し,DHFFRも含めて

切離した．

【評価】CTS-6に準じ夜間痛，知覚障害の範囲，

SWTによる知覚評価,Phalenテスト,Tinel兆候，

母指球筋委縮について評価し,浜田の分類を以っ

て病期評価とした．術後成績はKellyの評価法に

拠った．さらに術後創部周辺の痙痛についてそ

の発生部位と持続期間を調べた．

【結果】平均年齢は平均66歳(33～84歳)，男4例4

手，女28例34手であった．浜田病期分類gradel

が19手，2が8手，3が11手であった13例14手

(36.8％）に創部周辺の術後痙痛が出現した術

前症状が消失しても創部周辺痛のためADLの障

害が残る傾向を認めた．瘤痛が持続したのは術

後平均4.8か月(2～12か月)であった．

【結語】小皮切法による手根管開放術後，創部周

辺痛を36.8％に認めたが，一過性であった．本法

の手掌基部皮神経枝に対する侵襲は比較的少な

いものと考えられた

2-7-31

手根管開放術後の手掌部痛

一発生頻度と持続期間一

PalmarPain&TbndernessafterOpenCarpalTimnel
Release:Frequency&Duration

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，

森実圭，松井裕帝

【目的】手根管症候群術後は創部に一致した瘻痛

や圧痛(scartenderness,ST),舟状骨結節周

囲痛(radialpillarpain,RPP)や有鉤骨鉤周囲痛

(ulnarpillarpain,UPP)が生じる．その発生頻

度と持続期間を調査．

【対象】対象は2007年から2010年に同一術者が

行った72例．内訳は男性19手，女性53手，年齢

60.7歳(29～89).関節リウマチや透析などの基礎

疾患のある例，滑膜切除例，母指対立形成合併

例は除外．手術は局所麻酔下に手掌部に2-3cmの

縦皮切，手首皷線部にlcmの横皮切の2皮切から

直視下で開放した.STとPP(RPPとUPP)は同一

検者が圧痛の有無を調査．術後1ヵ月から調査を

開始し圧痛が無くなるまで1ヵ月ごとに調査．持

続期間は圧痛が無くなった時点とした．

【結果】ST有りは36手で持続期間3.2カ月(2～7),

PP有りは49手で持続期間4.0カ月(2～8)であっ

た.PP有りのうち,RPPとUPPの両方有りは30

手で持続期間3.8カ月であり,RPPのみは10手で

持続期間3.8カ月,URRのみは9手で持続期間5.0カ

月あった.STとPP有りは33手で持続期間はST

が3.2カ月,PPが4.5カ月であった.3つの圧痛の

どれか一つでも有りは52手であった．性別では

PPは女性の71.7%にあり持続期間4.2カ月で，男

性は57.9％にあり持続期間3.3カ月であった.ST

は女性の52.8％にあり持続期間3.5ヵ月で，男性は

42.1％にあり持続期間2カ月であった．

【考察】STやPPについての報告は，様々 である．

今回の調査で2皮切開放術後は72.2％にSTかPP

が出現し，両者とも術後3～4カ月程度持続し，

PP方が多い傾向と多少長期に持続する傾向が

あった.PPの持続期間はUPPの方が長かった．

圧痛は最長8ヵ月持続したが全例消失した．また

STとPPは女性に多く持続期間も長いという結果

が得られた．2皮切開放術ではこれを念頭に置き

治療をする必要があると考えられた．
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手根管症候群の腱滑膜におけるLOX-1の

発現

TheExpressionofLOX-lintheTbnosynoviumofCarpal

TilnnelSyndrome

'熊本大学大学院医学薬学研究部運動骨格病態学分

野，2かとう整形外科光の森，3公立玉名中央病院

○入江弘基1，加藤悌二2，安岡寛理3，

水田博志】

【はじめに】手根管症候群(CTS)の病態の1つに

腱滑膜肥厚が挙げられ，腱滑膜の滑膜増生，間

質の浮腫や線維化，新生血管の増生とともに小

動脈の動脈硬化を認めることが報告されている．

一方，高LDL-C血症では高頻度にCTSを認める

との報告もある．血中LDLの上昇は，酸化LDL

が血管内皮細胞のレクチン様酸化LDL受容体

(LOX-l)と結合して接着分子の発現誘導などを

介して，動脈硬化性疾患の発症と関連すること

が知られている．今回の研究では,CTSの腱滑

膜におけるLOX-1の発現について検討した．

【方法】CTS患者21名(男2名，女19名，平均69

歳)において，手術時に腱滑膜を採取し,LOX-1

に対する免疫染色を行った.LOX-1発現強度を

O～3+に分類し，血管狭窄はBanifscoreを参考

にgradel～3に分類した．全例で，血中LDL値

を術前に測定した．

【結果】全例で間質の線維化および血管狭窄を認

めた．腱滑膜の血管内皮細胞，血管平滑筋細胞

や滑膜表層細胞にLOX-1発現を認めた．血管内

皮細胞と血管平滑筋ではともに10例でLOX-1発

現3＋となった．内皮細胞ではLDL値が高いほど

LOX-1発現が強い傾向にあった．高LDL-C血症

の3例を含む9例で,grade3の高度狭窄を認めた．

高LDL-C血症では，平滑筋細胞でのLOX-1発現

3＋は1例のみであった．

【考察および結論】血管内皮細胞でのLOX-1発現

や血管狭窄は動脈硬化に関連すると考えられる．

血中LDL値が高くなくても，平滑筋細胞や滑膜

表層細胞にLOX-1が発現することから,LOX-1

の活性化により，血管内皮機能低下，接着因子

等のケモカイン誘導される，創傷治癒過程にお

ける細胞外マトリックス形成においても，接着

分子やケモカインの発現が共通することより，

腱滑膜増生に関与する可能性が示唆される．

2-7-33

特発性手根管症候群にアミロイド沈着を

認めた症例の臨床的特徴

TheClinicalFeamresofldiopathicCarpal'Iilmel

SyndromewithAmiloidDeposion

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】基礎疾患のない高齢者の手根管症候群の

発症に，アミロイドの関与が示唆されている．

本研究の目的は，特発性手根管症候群における

アミロイド沈着を認めた症例の特徴を明らかに

することである．

【対象と方法】対象は，特発性手根管症候群と診

断され，手根管開放術を行った125例(男性48例，

女性77例，平均年齢67.5歳）とした．手術時に横

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た．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，両群の年齢，

性別，罹病期間，重症度，伝導速度,MRI所見，

quickDASH,CTSIJSSH,VAS,心電図を比
較した．

【結果】アミロイド陽性群は54例(43.2％）（男性

57.4％，女性42.6％)，陰性群は46例(36.8％）（男

性23.9％，女性76.1％)であり，男性に有意に多

かった(p<0.01).平均年齢は，陽性群(71.7zt

10.1歳)が陰性群(59.9±13.3歳)と比較して有意に

高かった(p<0.01).罹病期間は陽性群(34±30.2

か月）が陰性群(11.4±11.0か月）と比較して有意

に長かった(p<0.01).運動神経遠位潜時は，陽

性群(6.9±2.3ms)が陰性群(5.7±2.8ms)と比較し

て有意に延長していた(p<0.01).MRI所見では，

有鈎骨鈎レベルのコントラスト比は，陽性群

(-0.12±l.9)が陰性群(1.1±l.8)と比べてコント

ラスト比が有意に小さかった(p<0.05).quick

DASH,CTSIJSSH,VASは両群に有意差を認

めなかった．心電図では，房室ブロック，心室

内伝導障害，低電位などの心電図異常を陽性群

43.3％，陰性群8.3％に認めた(p<0.01).

【結論】アミロイド沈着は，男性に多く，高齢，

重症例が多かった．また，陽性群では心電図異

常を43.3％に認めていた．
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手根管症候群重症例の一期的長掌筋腱移

行術(Camitz法)の術後成績
OutcomeofCamitzTbndonTifansferwithSimultaneous

CarpalTimnelReleaseinSevereCarpalTilnnelSyndrome
Patients

松村総合病院整形外科

○田山信 敬

【目的】当科では手根管症候群(以下CTS)の短母

指外転筋(以下APB)萎縮例で,APBからの誘発

電位が導出不能かつ針筋電図で運動単位が認め

られない症例に対し，患者の希望により一期的

に手根管開放とCamitZ法による長掌筋腱移行を

行っている．今回，手根管開放とCamitz法を一

期的に施行した症例の術後の回復と，移行腱の

機能を評価したので報告する．

【方法】手術後1年以上経過した11手のうちfbllow

upできたのは5手であった．術後回復の評価は電

気生理学的に行い,APB終末潜時の導出と，知

覚神経伝導速度を測定し,APB終末潜時が導出

されない場合は針筋電図を行った.Camitz法の

評価は，母指との対立が示指から小指まで可能

かで評価した．

【結果】APB終末潜時が導出されたのは3手で,3.7

から4.8msecの範囲であった.2手が導出されず，

針筋電図でも運動単位を認めなかった．知覚神

経伝導速度は4手で導出され，23から34m/sの範

囲であった．1手は導出されなかった．母指対立

は4手で小指まで対立可能であったが,1手は示

指との対立も困難であった．

【考察】一期的に手根管開放とCamitz法を行う利

点は，神経機能回復より早期に母指対立が獲得

できる事と，運動機能が回復しない場合その機

能を代償できる事である．本検討では概ね腱移

行の成績は良好であったが，移行腱が機能しな

い例がl例認められた本症例は糖尿病の合併が

あり，糖尿病による神経障害のため長掌筋腱が

機能しなかった可能性と，長掌筋採取に際して

手掌腱膜が薄く十分な力源となり得なかった可

能性がある.Camitz法は簡便で有効な方法であ

るが腱移行する際は，術前に神経合併症の確認

と，十分な手掌腱膜を採取する事が重要である．

2-7-35

重度手根管症候群に対する固有示指伸筋

腱を用いた母指対立再建術

OpponensplastyUsingtheExtensorlndicisProprius

TbndonfOrSevereCarpalTilnnelSyndrome

抱生会丸の内病院整形外科

○松木寛之，中士幸男

【目的】母指対立障害を伴う手根管症候群に対し

てはCamitz法や環指の浅指屈筋腱を用いる方法

が広く行われている．しかし,Camitz法は侵襲

が大きく対立時の回内不良やMP関節の伸展制限

などが問題点として挙げられている．また環指

浅指屈筋腱を用いる方法では術後の握力低下や

環指PIP関節の過伸展，屈曲拘縮が問題点として

指摘されている．我々は移行腱として固有示指

伸筋腱を用いるBurkhalter法による母指対立再

建術を行ってきたので，今回それらの追跡調査

を行い治療成績を検討した．

【対象と方法】当院にて母指対立再建術を施行し

た2008年9月以降の13例14手を対象とした．男

性3例女性10例，右8手左6手，手術時平均年齢は

71.4歳(60-81歳),平均術後経過観察期間は21.4カ

月(636ヵ月)であった．手術は小皮切による手根

管開放術を行った後，固有示指伸筋腱をMP関節

部で切離し伸筋支帯近位部に引き出し，さらに

尺骨尺側部の皮下を通して手根管開放部に引き

出し，母指球部の皮下を通して手関節屈曲位で

母指を最大掌側外転位とし短母指外転筋腱に縫

合した.術後成績を母指の関節可動域,ピンチカ，

DASHscoreを用いて評価した．

【結果】僥側外転は平均43.8.,掌側外転は平均

44.2｡,Kapandjitestによる母指対立評価は平

均9.0,MP関節の可動域は屈曲が平均53.8｡,伸

展が平均1.5｡であった．ピンチカは指腹つまみ

が平均4.8kg,側方つまみが平均5.5kgであった．

DASHscoreは術前平均34.5から術後平均14.5'､

と改善した．

【考察】固有示指伸筋腱を用いる母指対立再建術

は，侵襲が小さく，腱採取による機能欠損も少

なく，良好な母指対立運動と十分なピンチカが

得られる有用な方法である．
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2-7-36

母指球筋萎縮を伴う手根管症候群に対す

る同時母指対立再建術(Camitz法)の治療

経験

ClimcalResultofCantz'sOpponensplastyfOrSevere

CarpalTimnelSyndrome

'香川大学医学部整形外科，2屋島総合病院

○今泉泰彦1,加地良雄1,中村修l,

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13例13手を

対象とした．手術時年齢は56～85才，平均74才

であった．男性4例，女性9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．ただし術後半年以降に頚

椎症による症状と考えられる悪化を認めた例が1

例あった．また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13例中ll例であったがそのうちの5例が術後

6ヶ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．

2-7と37

特発性手根管症候群に対する再手術の検討

ReoperationfOrldiopathicCamalTimnelSyndrome

'高知大学医学部整形外科，2フレッククリニック

○谷脇祥通'，中島紀綱2，谷俊一】､

【目的】特発性手根管症候群(以下CTS)で再手術を

必要とする症例は比較的まれである．今回再手術

を施行した8例の検討を行ったので報告する．

【対象と方法】対象症例は再手術を行ったCTS症

例のうち透析性のものを除いた男性2例，女性6

例で，再手術時平均年齢は68.9歳である．術前

評価としては理学所見に加えて神経伝導検査と

MRIによる画像診断を行い，その結果をふまえ

て，神経剥離に加えて母指対立形成を行ったも

のが5例，神経剥離のみを行ったものが1例，鏡

視下手根管開放術を行ったものが2例であった．

これらの症例の初回手術の方法と術後経過，再

手術前の神経伝導検査の結果，再手術までの期

間，術後成績等の検討を行った．

【結果】初回手術の方法は手掌内皮切の手根管開

放術が7例と大半であり，これらは手外科専門医

によるものが4例，手外科研修医によるものが3

例であった．再手術までの期間は7カ月～16年で，

初回手術後症状が不変であったものが5例，増悪

したものが2例，症状の改善が見られたがその後

再発したものが1例であった．再手術前に短母指

外転筋の複合筋活動電位(以下APB-CMAP)が導

出不能であったものが4例であり，残りの4例で

は遠位潜時の遅延を認めた．最終調査時には全

例で自覚症状の改善を認めており，7例では電

気生理学的な改善を認めたが，初回手術前より

APB-CMAPが導出不能であった1例では改善を

認めなかった．

【考察】特発性CTSの術後成績は一般に良好で再

手術例の報告は少ない．我々の症例では再発例

は1例のみであった．初回手術は手外科医(研修

医を含む）による手掌内皮切での手根管開放術

が大半であり，小皮切での手術の一つの問題点

と言えるかもしれない．今回の調査では術前評

価にはMRIが有用であり，神経伝導検査の結果

とあわせて手術適応や術式選択の決定に有用で

あった．
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2-7-38

MRIにおける尺骨短縮術前後のTFCCの

形状変化の検討：外傷性損傷例と変性損

傷例での比較

ComparisonofChangesinShapeofthe'Iriangular

FibrocatilageComplexinMagneticResonancelmaging

befOreandafterUlnarShorteningProcedureinCasesof

ThaumaticlnjuryandDegenerativeChange

'慶應義塾大学整形外科，2産業医科大学整形外科

○山中芳亮''2，中村俊康1,佐藤和毅1,

戸山芳昭'，池上博泰】

【目的】TFCCの外傷性損傷例と変性損傷例で尺

骨短縮術前後のTFCCの形状変化に相違がある

か否かMRIを用いて検討したので報告すること

である．

【対象】尺骨短縮術前及び術後に手関節MRIの撮

影が可能であった79例81手関節を対象とした．

外傷性損傷例(以下T群)が38手関節，変性損傷

例(以下D群)が43手関節であった．現病歴で痛

みの原因となる明らかな外傷の既往を認める症

例をT群とし，それ以外をD群とした．両群間

の尺骨短縮術前後におけるTFCCのdiscproper

中央部の厚みの変化(以下,TFCthickness変化

率）とTFCCの榛骨付着部から水平に引いた直線

とTFCCのdisc中央を結んだ角度の変化(以下，

TFCangle変化量）の比較，および両群それぞ

れでのTFCthickness変化率,TFCangle変化

量と年齢，性別，術後MRI評価時期，術前ulnar

variance(以下，術前UV),尺骨短縮量の相関を

評価した．

【結果】両群間でTFCthickness変化率，および

TFCangle変化量に有意差は認められなかった．

T群で,TFCthickness変化率と術前UVに負の

相関を認めた(R=-0.57p<0.01)が，その他には

明らかな相関は認めなかった．

【結論】外傷性損傷例と変性損傷例で尺骨短

縮術によるTFCthickness変化率，すなわち

TFCの厚みの増加，およびTFCangle変化量，

すなわちTFCの引き下げ効果に相違はなかった．

また，外傷性損傷例では術前UVが小さいほど，

術後にTFCの厚みの改善が期待できることが示

唆された．

2-7-39

尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術

の月状三角骨靭帯への影響

EffectoftheUnarShortemngOsteotomyfOrUlnocarpal

AbutmentSyndromeontheLunotriquetralhtercarpal

Ligament

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

○岩月克之，建部将広，山本美知郎，

篠原孝明，平田仁

【目的】尺骨突き上げ症候群に対する手術法とし

て，尺骨短縮術が広く行われている．手術時の

手関節鏡にて月状三角骨靭帯(LTIL)の損傷や月

状三角骨関節(LTj)の不安定性を認めることが

少なくない．今回，尺骨短縮術時およびの抜釘

時におけるLTjの変化につき検討を行った．

【対象と方法】1996年から名古屋大学附属病院で

尺骨突き上げ症候群に対する，尺骨短縮術時及

び抜釘時に関節鏡でLTILおよびLTjの不安定性

を評価した症例を対象とした．手術前後での不

安定性の評価にはGeisslerの分類を使用した．

【結果】尺骨短縮術の手術時および抜釘時にLTj

の評価を行った患者は50例であり，うち尺骨短

縮手術時にGeisslerの分類がGradel以上であっ

たのは，23例23手であった．23例のGeisslerの

分類はGradel:8手,Grade2:12手,Grade3:2手，

Grade4:1手であった男性11例，女性12例，年

齢は18～67歳(平均35.8歳)で，右14手，左9手で

あり，尺骨平均短縮量は3.13±0.52mmであった．

抜釘時にGradel以上と判断されたのは23例中13

手であり,LTjのGradeの変化は，改善13例，不
変8例，悪化2例であった．また尺骨短縮術直後

にLTjの再鏡視を行った患者2例では，いずれも

LTjの安定性が増強されていることが確認でき

た．ロジスティック回帰分析では，尺骨短縮術

時にLTjの不安定性とともに，舟状月状骨関節

(SLj)の不安定性も認めた患者でLTjの不安定

性が残る事が多く，年齢，尺骨短縮量の影響は

少なかった．

【考察】尺骨突き上げ症候群において,LTjに不

安定性がある患者においても，尺骨短縮術単独

の治療のみで，良好な臨床成績が得られること

を過去に報告してきた．抜釘時の所見ではLTj

の不安定性は改善する症例が多くみられ，尺

骨短縮術は尺側部を減圧する効果のみならず，

LTjの不安定性を改善する可能性が考えられる．
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尺骨短縮術による遠位榛尺関節の変化と

術後成績への影響

RadiographicChangeoftheDistalRadioulnarJointafter

UInaShorteningOsteotomyandClinicalResults

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

尺骨短縮術は尺骨突き上げ症候群やTFCC損

傷の治療にて良好な成績が得られるが，術後の

遠位僥尺関節の不適合による術後成績への影響

が危倶される．今回，われわれは尺骨短縮術

後の遠位僥尺関節の変化と術後の臨床成績を

retrospectiveに検討した．また，関節症性変化

のリスク要因も検討した．

【対象】当院にて2㈹3～2帥9年の間にTFCC損傷と

尺骨突き上げ症候群に対して尺骨短縮術を施行

し，術後2年以上経過を観察しえた56例59手とし

た．右29手，左30手，両側3例で，男性17例，女

性39例，年齢は，15～73歳(平均41.7歳)であった．

平均経過観察期間は,48.0カ月(24～96カ月)であっ

た.短縮量は,Ulnava面ance陽性例は,neutralを，

Ulnavariance非陽性例には,2-3mmを目標とし

(平均2.lmm)横骨切り後,AO-LC-DCP4または

5穴plateにて固定した．術後のX線像でsigmoid

notchinclination(SI),ulnarseatinclination(UI),

骨鰊形成，軟骨下骨硬化を検討した．臨床成績

の評価には中村の評価法を用いた．

【結果】最終経過観察時点での僅かな骨鰊形成，軟

骨下骨硬化以上の関節症性変化は15手(25％)に

見られた.Remodehgによると考えられる関節

の再適合が,20手(34%)にみられた．術後成績は，

Excellent49手,Good9手,Fairl手,PoorO手で

あった．関節症性変化例のうち11手は,ExceUent

であったSInegative22手のうち8手(36%),

SI/UI差では>20.の20手中,6手(30%),>30｡の

8手中，4手(50%)に，また僥骨遠位端骨折の既往

があった3手全てに関節症性変化がみられた．

【考察】尺骨短縮により遠位僥尺関節には関節症性

変化より関節が再適合する場合が多く，また関節症

性変化例が必ずしも臨床成績は悪くない.関節症性

変化のリスク因子はSInegative,SI/Ⅲ差>20｡,

僥骨遠位端骨折の既往が考えられた．

2-7-41

尺骨短縮術の合併症の検討：抜釘後の骨折

FractureattheOsteotomySiteafterPlateRemovalofthe

mnarShorteningProcedure

慶應義塾大学医学部整形外科

○中村俊康，西脇正夫，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【目的】尺骨短縮術の合併症には遠位榛尺関節の

変形性関節症性変化，抜釘後の骨折，骨切り部

の遷延癒合・偽関節が挙げられる．今回，抜釘

後の骨折例を検討した．

【方法】1991年以降に単一の術者が施行し1年以上

経過を観察した尺骨短縮術施行例533例562手(男

287,女246,右281,左223,両側29,平均38歳）

の中で尺骨のplate抜釘後に骨折を認めた症例を

対象とした．骨折の発生頻度，男女差，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】抜釘後の再骨折は13例14手で，男3,女10

と女性に多かった．右6，左6，両側1と左右差は

なかった．骨折の発生頻度は2.4％であった．13手

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4年後まで多

岐に渡ったが(平均182日)，特に期間の長かった

3例(76,186,1020,1440日）を除くと平均15日で

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10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，後に

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5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,11手では

doubleplate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12,良2と良好であった．

【結語】尺骨短縮術の合併症で抜釘後の骨折は女

性に多く，抜釘術後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，抜釘

時には患者に注意を喚起しておく必要がある．
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前腕骨骨切り術に対する低出力超音波パ

ルス(LIPUS)の治療効果

EHectofLow-IntensityPulsedUtrasoundonBone

HealmgfbrForeannOsteotomy

'北海道大学大学院医学研究科整形外科，2北海道

整形外科記念病院

○瓜田淳'，岩崎倫政1,西尾泰彦1･2,

近藤真2，三浪明男］

【目的】低出力超音波パルス(Low-IntensityPulsed

Ultrasound以下LIPUS)は音圧波により体内に発

生する機械的ひずみに対する骨反応により骨形

成を促進させるもので難治性骨折，粉砕骨折な

どに用いられているが，骨切り術後の骨癒合に

対する効果は不明である．本研究の目的は前腕

骨骨切り術後の骨癒合に対するLIPUSの効果を

明らかにすることである．

【方法】前向き無作為比較臨床試験にて行った．

前腕骨骨切り術を施行した29例(尺骨骨切り術

25例，僥骨骨切り術4例）を対象とした.LIPUS

使用群は14例，非使用群は15例であった．手術

時平均年齢はLIPUS使用群52歳(34-70),非使

用群42歳(20-56)，手術は全例プレート固定に

て行い，術後は2週間の外固定を行った.LIPUS

使用群は術後1週から1日1回20分のLIPUS照射を

術後12週まで行った．調査項目は術前後の臨床

成績(Mayowristscore)と術後2,4,6,8,12,

16,24週でのX線での骨癒合を骨皮質の架橋，

骨内膜性癒合で評価した．

【成績】臨床成績に関して,Mayowristscoreは

LIPUS使用群が術前52点から88点，非使用群が

57点から94点に改善しており，両群間に有意差

は認めなかった．骨癒合までの期間はLIPUS使

用群が骨皮質の架橋が平均57日，骨内膜性癒合

が平均121日，非使用群が骨皮質の架橋が平均77

日，骨内膜性癒合が平均147日であり,LIPUS使

用群で有意に早かった．

【結論】LIPUS使用群において前腕骨骨切り術後

の骨癒合期間は有意に短かった前腕骨骨切り

術後のLIPUS使用は骨癒合の促進に有用である

と考えられた．
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前腕良性軟部腫瘍に対する臨床成績
ClinicalOutcomeofBenignSoftTYssueTumorsofthe
FOreann

横浜市立大学整形外科

○上石貴之，堀武生，松尾光祐，

松本里沙，齋藤知行

【目的】前腕は各区画に神経血管が走行しており，

手術時には注意が必要な部位である．前腕に発

生する良性軟部腫瘍に対して，その手術適応を

判断するのに苦慮することがある．そこで，当

科で手術治療を行った前腕の良性軟部腫瘍の手

術成績を調査し，手術適応について検討したの

で報告する．

【方法】対象は2007年1月～2011年10月までに当科

で手術治療を施行した前腕深部発生の腫瘍で，

病理組織検査にて良性軟部腫瘍と診断された24

例である．男性10例，女性14例，平均年齢は56

歳，平均術後観察期間は23ヵ月であった．腫瘍

の内訳は，脂肪腫12例，神経鞘腫6,腱鞘巨細胞

腫3，血管腫，平滑筋腫色素性絨毛結節性滑膜

炎がそれぞれ1例であった．これらについて，発

生部位，術前の症状，神経症状などの術後合併

症および再発を調査した．

【結果】腫瘍の発生部位は，前腕屈側が21例

(88％)，前腕伸側が3例(13％)であった．術前症

状では，無痛性腫瘤が18例(75%)であり,Tinel

様徴候を残りの6例(25％)に認めた．手術は全例

腫瘍辺縁切除術を行った術後翌日の評価では，

新たに神経症状が出たものが4例(17%)，術前の

神経症状が増悪したものが4例(17％)であり，合

わせて8例(33%)に神経障害を認めた．最終調査

時では7例(29%)に神経障害を認めたが，このう

ち5例(21％)の症状は改善傾向で軽度のしびれの

残存のみであった．残りの2例(8％)は比較的強

い症状が残存しており，1例は近位伸側の脂肪腫

で術前からの後骨間神経麻痒が残存し，もう1

例は屈側近位の神経鞘腫で再発を認めた症例で

あった．

【考察】本報告では最終調査時に29％に神経症状

の増悪を認めた．多くは改善傾向となるものの

症状が残存する例もあるため，術前から神経症

状があり良性腫瘍が疑われる場合は慎重に手術

適応を判断すべきである．

2－82

上肢の有痛性軟部腫瘍

PainfUlSoftTissueTilmorsoftheUpperExtlEmity

'日本医科大学多摩永山病院整形外科，2日本医科

大学整形外科

○北川泰之1,玉井健介1,金竜1,

林幹彦'，高井信朗2

【目的】日常の外来診療においてX線診断が有用

な骨腫瘍と異なり軟部腫瘍では臨床所見のみで

診断することは難しいことが多い．痛みは数少

ない有用な臨床所見の一つであり軟部腫瘍の診

断根拠となるのみならす痛みがきっかけで有痛

性小腫瘍の診断治療がなされることもある．今

回，上肢に発生した軟部腫瘍と痛みの関連につ

いて検討した．

【方法】最近6年間に当科において診療した腫瘍ま

たは腫瘍類似病変で組織診断をしたものを対象

とし痛みとの関連について検討した．

【結果】対象患者は191人，199病変であり，その

うち安静時痛,運動時痛，圧痛，放散痛などの

痛みを有したものは76人，80病変(40%)であっ

た．部位別痛み発生頻度は，肩や上腕では低く

(10～30%),肘，前腕，手関節，手において高

かった(45～56％)．痛みを伴った腫瘍は神経鞘

腫(17病変)，血管脂肪腫(5病変)，類皮嚢腫(5病

変)，血管腫(4病変)，血管平滑筋腫(4病変)，ガ

ングリオン(4病変)などが主であった．そのうち

放散痛を伴った病変は22例で15例は神経鞘腫で

あったが7例は他の腫瘍による末梢神経圧迫病変

であった．放散痛を伴わない有痛性病変は血管

平滑筋腫(7病変)，類皮嚢腫(7病変)，血管内乳

頭状内皮過形成(5病変)，ガングリオン(5病変)，

血管脂肪腫(4病変)などであった．痛みを有した

病変は長径の平均が2.6cmであり痛みを有さない

病変(平均4.3cm)よりも小さい傾向にあった．

【考察】今回の検討から，上肢では軟部腫瘤の約4

割に痛みを伴っていること，放散痛があっても

神経鞘腫以外の病変により末梢神経が圧迫され

生じていることがまれではないこと，有痛性腫

瘤には血管平滑筋腫や血管脂肪腫などの小病変

が多いことに留意する必要があることが示唆さ

れた．
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手部に発生した脂肪腫における神経障害

の検討

NeuropathyofLipomaintheHand:ClinicalStudy

駿河台日本大学病院整形外科

○大幸英至，長尾聡哉 ，長岡正宏

【目的】脂肪腫は良性腫瘍の中で最も頻度の高い

腫瘍であるが手掌深部に発生した報告は少なく，

さらに腫瘍の圧迫により神経障害を合併した症

例は稀である．手部発生脂肪腫症例で神経症状

を呈した症例につき検討したので報告する．

【対象】当大学病院および関連病院において切除

術または生検術を行い，病理組織学的診断の確

定した脂肪腫から，手部発生したものを抽出し

た18例につき検討した．神経症状を呈した群(A

群)5例と神経障害を呈さなかった群(B群)13例

にわけその特徴について検討した．

【結果】A群は男性3例,女性2例,年齢は62-74

歳，平均65.2歳.B群は男性4例,女性9例,年齢は

27-72歳,平均52.2歳．自覚症状から手術まで

はA群で1年-40年,平均16年2カ月,B群3カ月-

13年,平均3年1カ月であった.A群において腫瘤

自覚から神経障害出現時期まではllカ月-39年

8カ月，平均15年10カ月であった.神経症状から

手術までは1ケ月-12年,平均5.4カ月であった．

神経障害は母指のみ1例,示指のみ1例,示指･中

指2例,小指のみ1例であった.発生部位はThenar

spaceA群はなくB群3例,Mid-palmarspaceA

群4例．B群4例，その他A群l例．B群6例であっ

た.全例辺縁切除を行った.摘出検体の大きさは

A群20×20×10-70×60×40mm,平均54×40x

28mm,B群15×13×10-150×150×60mm,平均

52.8×40.8×21.8mmであった.全例で局所再発は

なかった．

【考察および結論】手に発生する良性軟部腫瘍の

なかで脂肪腫が占める割合は諸家らの報告によ

ると5％以下とされ，手掌深部に発生した脂肪腫

は手掌腱膜が隔壁となり比較的大きくなるまで

発見されにくいのが特徴であり無症状のことが

多い．脂肪腫により神経障害が出現した症例は

Mid-palmarspaceに発生し罹病期間が長いほど

発生しやすく早期の切除が望ましいと考える．

2－84

手の血管内乳頭状内皮増殖

IntravascularPapillaryEndothelialHypexplasiaofthe
Hand

'日本医科大学多摩永山病院整形外科，2日本医科

大学整形外科

○北川泰之1,玉井健介l,金竜1,

林幹彦1,高井信朗2

【目的】血管内乳頭状内皮過形成は血栓に関与し

て生じるとされる比較的稀な反応性疾患である．

痛みを生じることが多いが摘出により治癒する．

しかし，皮膚上から青く透見され血管腫と間違

われやすく，また，組織学的にも内皮細胞の増

殖が血管肉腫と間違われやすいことで知られて

いる．今回，当科で経験した血管内乳頭状内皮

過形成の6例の診断と治療につき検討したので報

告する．

【方法】最近8年間に当科において経験した血管内

乳頭状内皮過形成の症例について診療記録をも

とにレトロスペクテイブに検討した．

【結果】組織学的に確認された血管内乳頭状内皮

過形成は6例でありいずれも前駆病変を伴わない

purefOrmであった．男4例，女性2例で，平均年

齢は39歳であった．発生部位は，母指1例，示指

l例，環指4例で全例指発生であった．腫瘤自覚

から初診までの期間の平均は9.5ヶ月で比較的長

期であった．病変は皮層から青く透見され軟ら

かく圧痛を有した.MRIではT1,T2で軽度高信

号をとり，さらにT2では周囲に高信号を伴って

いることが特徴的であった．穿刺吸引細胞診で

は主に血液が吸引されたがわずかに紡錘形細胞

を混在していた．臨床診断は血管腫または血腫

の疑いであった．摘出手術により症状は消失し

た．組織学的には増殖した血管内皮は異型性や

核分裂像に乏しく血管内乳頭状内皮過形成と診

断された．術後平均経過観察期間21ヶ月で全例

で再発を認めていない．

【考察】血管内乳頭状内皮過形成は比較的稀な疾

患であるが手指における小腫瘤病変の鑑別診断

として重要である．臨床的および画像診断学的

特徴を総合して判断することで術前診断も可能

であることが示唆された．
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前腕悪性骨腫瘍の再建

ReconstructionofMalignantBone'IilmorinFOreann

'佐々 木研究所附属杏雲堂病院整形外科，2東京労

災病院整形外科，3順天堂医院整形外科，4順天堂

浦安病院整形外科

○富田善雅1,長濱靖1,楠瀬浩--2,

鳥越知明3，原章4

【はじめに】悪性骨腫瘍は原発骨病変を含む周囲

軟部組織の切除が行われるため，骨や広範な組

織欠損の再建が必要とされてきた.2006年以降

に当科及び関連施設で手術を行った上肢原発悪

性腫瘍は11例であり，その内前腕悪性骨腫瘍の3

例について再建法と手指前腕機能について検討

を行った．

【対象・方法】症例は僥骨遠位端悪性巨細胞腫

(MGCT)2例，尺骨骨幹部ユーイング肉腫1例で

あった．症例1：43歳，男性．1998年僥骨遠位

端骨巨細胞腫(GCT)発症，掻爬と再発を繰り返

しMGCTにて2006年病巣切除・血管柄付腓骨移

植術を行った．症例2:12歳，女性2007年尺骨

骨幹部ユーイング肉腫発症，同年広範囲腫瘍切

除・血管柄付腓骨移植術を行う．3カ月後僥骨神

経合併切除による手指伸展障害に対して腱移行

術を用いて再建術を行った．症例3：19歳，女

性．2009年榛骨遠位端GCT発症,2010年再発し

MGCTとなり，広範囲腫瘍切除・有茎液体窒素

処理自家骨・腱移行術を用いて再建を行った．

【結果】症例1：術前と比し術後手関節可動域制限

を認めるものの手指手関節機能は温存されてい

た．局所再発も認めなかったが2010年肺転移に

より死亡した．症例2：手関節屈曲制限と軽度前

腕回外制限を認めるが，手指前腕機能は良好で

術後4年経過し再発を認めない．症例3：手関節

屈曲制限を認めるが，手指前腕機能は良好で術

後20カ月を経過し再発を認めない．

【考察】前腕骨骨幹部欠損の再建では，長管骨の

ため血管柄付腓骨移植は良い適応であり，その

機能再建は切除範囲に左右される．手関節近傍

悪性骨腫瘍の再建では切除部位液体窒素処理・

自家骨移植は解剖学的な手関節の再建が可能で，

軟部組織の再建のみで良好な手指前腕機能を得

られる方法であった．本法は低悪性度骨腫瘍の

再建術式として有用と考える．

2－86

熱傷後癌痕性合指に対する術式の工夫

TheOperativeLaborerfbrtheSyndactylismofBurnScar
Contracmre

独立行政法人国立病院機構仙台医療センター形

成外科・手外科

○鳥谷部荘八，牛尾茂子

【はじめに】小児手指の熱傷後搬痕拘縮は比較的

多く経験するものの，適切な治療を行わなけれ

ば成長障害や機能障害をもたらし，その治療は

専門性が高い．なかでも合指をきたす場合，拘

縮解除後に単純に全層植皮術を施すだけでは再

拘縮を高率にきたす可能性がある．それらを回

避するために,我々はさまざまな工夫をおこなっ

ている．この度術式の工夫について詳細に報告

する．

【対象と方法】2010年4月～2011年3月にかけて仙

台医療センター形成外科・手外科にて手術を施

行した4症例を対象とした．術後12カ月後に日本

手外科学会手の機能評価表を用いて評価を行っ

た．

【術式】嬢痕はできるだけ切除し，拘縮は完全に

解除させる．合指に対しては約6×12mmの背側

M型皮弁を作成し指間形成を行う.PIP関節など

関節部にはdigitolateralHapなど小皮弁で被覆す

る．全層植皮は鼠径部または内穎下方より採皮

し,tie-over固定とし,1.0mmK－ワイヤーを指

尖部より挿入しMP関節まで固定する．

【結果】全例皮弁及び植皮は完全生着し，拘縮は

解除された．また機能的にはE評価であり，再

拘縮は認めていない．

【考察】嬢痕による合指をきたす場合には再拘縮予

防のために慎重なデザインを要する．一般に先天

性合指症に用いられている背側M型皮弁を用いる

ことにより近位指皮線部が結果的にZ形成のよう

に仕上がり，水かき様拘縮の予防に一役かってい

る．また可能な限り関節部に小皮弁を適応させる

ことにより，植皮の収縮による関節部の拘縮が起

こりにくくしている．全層植皮片はその辺縁がジ

グザクとなるようなデザインとすることにより，

再拘縮の予防となっている．小児手指の熱傷後嬢

痕性合指はこれらのような細かな工夫を積み重ね

ることによって，将来にわたる再拘縮の予防につ

ながるものと考えている．
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手および前腕の分層植皮術における頭皮

の有用性

ReconstmctionofHandandFOreannwithSplit-tmckness
SkinGraftsfromtheScalp

'濁協医科大学形成外科学，2足利赤十字病院形成

外科

○福田憲翁1，朝戸裕貴1,高田悟朗1,

渡邉未来子'，田村亮介2

【目的】手や前腕部に対する分層植皮術において

は，非露出部である大腿や殿部から分層植皮片

を採取することが一般的と思われる．しかし，

術後に植皮片の色素沈着や採皮部の創傷遅延・

醜状嬢痕を認めることも稀ではない．我々は，

整容面から積極的に頭皮を採皮部として選択し

良好な結果を得ている．多くの利点を有するた

め，検討しここに報告する．

【対象と方法】2008年1月から2011年10月までの間

で，7例8肢の手・前腕に対して頭皮からのシー

ト状分層植皮術を施行した．内訳は男性6例，

女性l例で，年齢は1～67歳(平均42.0歳)であっ

た．原疾患は，新鮮熱傷4例，外傷性皮膚欠損2

例，懐痕拘縮1例であった．頭部の採皮にあた

り毛髪は採皮の範囲に限定した剃毛を行い,air

dermatomeを用いて厚さ1000分の10～12inchで

採取した.植皮片は移植後tieover固定を行った．

採皮部は軟膏処置あるいは創傷被覆材による湿

潤療法を行った．

【結果】植皮は全例で完全生着を認め，経過観察

中に強い色素沈着をきたしたものはなかった．2

例で植皮部に毛襄炎様の小潰瘍の出現をみたが，

保存的に治癒した．採皮部の治癒が遅延した症

例や禿髪をきたした症例は認めなかった．

【考察】手および前腕の分層植皮では，機能とと

もに整容的な側面も重視されるが，同じ露出部

である頭皮からのシート状分層植皮は適してい

る．また，頭部は採皮部としても治癒が早い，

採取後の懐痕が目立たないという大きな利点を

持ち，理想的な部位と思われた．植皮後の毛嚢

炎様の小潰瘍予防のためには，採皮片の毛髪を

除去することが重要と考えた．

2－88

インドシアニングリーン(ICG)リンパ管

造影を用いた上肢リンパ浮腫評価

IndocyanineGreen(ICG)LymphogaphyfbrEvaluation

ofAnnlymphedema

東京大学医学部形成外科

○山本匠，成島三長，大島梓，

三 原誠，光嶋勲

【背景】乳がん術後などに発症する上肢リンパ浮

腫は，浮腫による形態的変化のみならず，リン

パ循環異常により蜂窩識炎を繰り返し，長期経

過では血管肉腫を発症し生命予後にも関わる，

決して看過してはならない疾患である．がん治

療同様に早期診断・早期治療が重要であり，イ

ンドシアニングリーン(ICG)リンパ管造影によ

るリンパ浮腫評価が広まりつつある．

【方法】20名の片側性乳がん術後リンパ浮腫患者

に対し，両上肢ICGリンパ管造影を行った．患

側のICGリンパ管造影所見を臨床的重症度・浮

腫期間・健側ICGリンパ管造影所見と比較し，

リンパ浮腫に特徴的な造影所見を分類した．リ

ンパ浮腫の重症化に伴う造影所見の変化から，

早期診断に有用な病態生理に基づいた新しい重

症度分類を開発した．

【結果】ICGリンパ管造影所見は正常所見であ

るLinearpatternと異常所見であるDermal

Backflow(DB)patternに大きく分類された.DB

patternは更に3つに細分化され，リンパ浮腫の重

症化に伴いSplash,Stardust,DiHUseと変化して

いった.DBpatternは腋窩に近いほどよく観察

される傾向にあった(P=0.001).浮腫期間が長

いほどDBpatternがよく観察された(P=0.032).

造影所見に基づいた重症度分類ArmDB(ADB)

stageは臨床的重症度と相関していた(P<0.001).

【結論】ICGリンパ管造影は安全で簡便なリンパ

浮腫評価方法であり，リンパ循環異常を可視化

することでリンパ浮腫の病態生理的評価が可能

となる.ICGリンパ管造影所見に基づいたADB

stageは乳がん術後上肢リンパ浮腫の早期診断に

有用な重症度分類である．
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上肢リンパ浮腫に対するリンパ管細静脈

吻合術

IymphaticovenularAnastomosis(I_M)fOrtheTreatment

ofAnnLymphedema

東京大学医学部形成外科

○山本匠，成島三長，戸所健，

三原誠，光嶋勲

【背景】乳がん術後などに発症する上肢リンパ浮

腫は，浮腫による形態的変化のみならず，リン

パ循環異常により蜂窩識炎を繰り返し，長期経

過では血管肉腫を発症し生命予後にも関わる，

決して看過してはならない疾患である．局所麻

酔下に小皮切から施行可能なリンパ管細静脈吻

合術(LymphaticovenularAnastomosis:LVA)

が，難治性のリンパ浮腫に対する有効な治療法

として広まりつつある．

【方法】14名の片側性乳がん術後リンパ浮腫患者

に対し，局所麻酔下にLVAを施行した.1-2cm

の皮切からリンパ管・細静脈を11-0.12-Oで吻合

するが，約3時間の手術時間内に可能な限り吻合

した．手術前後のUELindexの変化，圧迫療法

からの離脱(Freefi･omcompression:FFC)を

outcorneとして,ISLstage,ADBstage,LVA

吻合数による評価を行った．

【結果】全例局所麻酔下に有害事象なくLVAが施

行された．平均LVA吻合数は5.5±l.6本で,UEL

indexは術前後で127.1±21.1vs.114.9±16.3と有

意に減少(改善)し,FFCは6/14(42.8%)であった．

UELindex減少率はISLstage･ADBstage間で

有意差はなかったが,LVA吻合数との正の相

関を認めた(r=0.618,P=0.001).FFCはISL

stage間では有意差は認めずLVA吻合数との有意

な相関を認めなかったが,ADBstage間では軽

症stageで有意に高い傾向にあった(P=0.030).

【結論】LVAは低侵襲に施行可能な安全な治療法

である．圧迫療法抵抗例にもvolumereduction

が期待できるが，可能な限り多くの吻合を行う

ことが重要である．圧迫療法不要とするために

は早期LVAが有効で,ICGリンパ管造影による

早期診断が重要である．

2-810

腕神経叢麻簿に対する肘屈曲再建術後の

肘屈曲力定量分析による比較

ComparisonbyQuantitativeAnalysisofElbowHexion

StrengthafterReconstructionfOrBrachialPlexusPalsy

小郡第一総合病院整形外科

○福田誠，土井一輝，服部泰典，

坂本 相 哲 ， 高 木 岳 彦

【目的】腕神経叢麻痒後の肘屈曲再建には，神経

移植nervegraft(NG),神経交叉縫合術nerve

transfer(NT),筋肉移植術doublefi･eemuscle

transfer(DFMT)･singlefreemuscletransfer

(SMT)等が用いられている．過去，術後成績は，

肘屈曲角度とMMTによって評価され，定量的分

析による比較はされていない．今回は腕神経叢

麻痒患者の術後肘屈曲力について定量分析を施

行し，各種再建術の獲得筋力の比較を行ったの

で報告する．

【方法】1996年から2011年までに当院で診療した

腕神経叢麻鹿患者は257例であり，その内,KIN-

COM(ジャパンチャタヌガ社)により，肘屈曲力

を測定できた全型麻揮患者42例，上位型麻痒患

者12例の計54例を対象とした．施行術式は全型

がDFMT30例,SMT7例,NT5例，上位型が

NTである肋間神経移行8例,Oberlin法4例，術

後経過期間は全型で平均3年，上位型で平均1.9

年であった．またKIN-COMでの測定結果は健側

比をもとにそれぞれの治療群で比較を行った．

【結果】全型患者のKINCOM測定値健側比は

DFMTが18.6%,SMT15.9%,NT9.1%と統計

学的有意差を認めた．上位型は肋間神経移行が

15.4%,Oberlin法29.4%で統計学的有意差を認

めた.MMT及びROMでは，全型，上位型共に

各治療群で有意差は無かった．

【考察】全型患者ではKIN-COMによる客観的定量

評価において,DFMTが最も獲得筋力が強い再

建術であることが示され，またDFMTとNT"

で有意差を認めた．上位型患者ではOberlin法の

獲得筋力が強い結果となったが，これは残存し

た前腕筋の筋力によるSteindler効果の影響や対

象症例数が少ないことも影響しており，一概に

結果を論ずることはできず，今後検討を要する．

MMTとROMは，治療群間の差が出にくく，治

療方法の厳密な評価にはKIN-COMの方がより適

していると考える．
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腕神経叢損傷に対する横隔神経移行によ

る肘屈曲再建術後の肺機能の検討
PulmonaryFunctionafterRestorationofElbowHexionin

BrachialPlexusInjurywithPhrenicNerveTiansfer

'関西医科大学滝井病院整形外科，2関西医大枚方

病院整形外科

○齋藤貴徳1,谷川暢之1,飯田寛和2

【目的】平成8年より全型引き抜き損傷の肘屈曲再

建に横隔神経を用い肘屈曲再建を施行してきた．

今回は術後10年以上経過した症例の肺機能の変

化について検討した．

【対象と方法】横隔神経は胸空鏡を用いて横隔膜

へのmotorpointの直前で切断し，第2あるいは

第3肋間から皮下に出し，腋窩部の皮下トンネル

を通して筋皮神経と端端縫合を行った．対象は

現在まで本法を行った全型完全損傷の17例中,術

後10年以上経過した7例を対象とした．術後経過

観察期間は平均10年8ヶ月である．

【結果】肘屈曲筋力は全例3+以上で，重錐の保持

では1.5kgが2例,2kgが2例,3kg以上が3例であっ

た．術後1年の時点での肺機能はVC%の術前と

比較した低下率で-2％から12.5%,平均72%低下

していた．術後5年以上経過した症例での最終検

査時のVC%による肺機能は-15%から-7%であり

術前と比較すると平均12%逆に向上していた.7

例中5例では単純レントゲン上も最大吸気時の横

隔膜の下降は改善していた．また，自覚症状で

の日常生活動作における呼吸機能にも問題はな

かった．

【考察】今回，術後10年以上経過した症例での肺

機能を，術前や術後1年の時点での肺機能と比較

してみると明らかに改善していることが明らか

となった．この理由としては横隔神経切断後対

側の横隔神経が一部切断側の横隔膜を支配し始

めることが考えられるが現時点では不明である．

2-8-12

DaVincirobotを用いたOberlin法による

肘関節屈曲再建術
Oberlin'sProcedurefbrRestorationofElbowFlexionwith

aDaVinciRobot

'順天堂大学整形外科，2ストラスブール大学手の

外科教室

○内藤聖人l･2,リベルノフイリツプ2

【目的】ロボット手術では最大40倍の視覚倍率，

および10倍の手術動作倍率を得られるだけでな

く，外科医の｢ふるえ｣を制御することができる．

これらのプロパテイは四肢，特に腕神経叢にお

ける低侵襲手術の発展に有用であると考えられ

ている．本研究の目的は,DaVincirobotを用い

たOberlin法による肘関節屈曲の回復の可能性を

検討することである．

【対象と方法】対象は肘関節屈曲麻痒を呈する4例

(平均年齢31歳)であり,C5,6レベルの腕神経叢

損傷が3例と鎖骨下型腕神経叢損傷が1例であっ

た．DaVinciSrobotを用いたOberlin法は受傷

後約8ケ月において行われた．3例に対しては従

来のアプローチ方法(テクニック1)を使用し，最

後のl例に対しては小切開アプローチ(テクニッ

ク2)を使用した.術後の肘関節屈曲(上腕二頭筋）

の強度をBritishMedicalResearchCouncilを用

いて評価した．

【結果】約1年の経過観察において，4例すべてで

肘関節屈曲の回復を認めた．尺骨神経領域には

感覚・運動障害のどちらもみられなかった．し

かし，テクニック2では術野を視覚化することが

困難であったため，テクニックlへの変換を余儀

なくされたが，テクニック1においては技術的な

問題はなかった．

【結語】われわれの結果は，ロボット支援による

Oberlin法実現の可能性を示唆するものである．

DaVinciSrobotを用いる際に，感覚フィード

バックの欠如は問題ではなかった．小切開アプ

ローチを改善するためには新たなリトラクター

やインストゥルメントを開発する必要がある．
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2-813

上位型腕神経叢損傷における肘屈曲再建

を目的とした部分尺骨神経移行術と肋間

神経移行術の比較

ComparisonbetweenPartialUlnarNerveTigansferand

InterCostalNelveThFansferfOrReconstructmgElbow

FlexioninPatientswithUpperBracmalPlexusInjuries

'京都大学大学院医学研究科整形外科，2京都大学

附属病院リハビリテーション部

○野口貴志l,柿木良介1'2,太田壮-1,

藤田俊史1，貝澤幸俊］

【目的】上位型腕神経叢損傷の症例における部

分尺骨神経移行術(PUNT)と肋間神経移行術

(ICNT)の肘屈曲機能再建を比較する．

【方法】対象は2001年～2010年にかけて当院で手

術加療を行った上位型腕神経叢損傷18症例．平

均年齢は38歳．それぞれPUNT群9症例,ICNT

群9症例であった．観察期間はPUNT群平均138

週間,ICNT群平均129週間であった．損傷神経

高位及び数，手術後から肘屈曲徒手筋力テスト

(MMT)1および3が達成されるまでの期間，最終

診察時のMMTを後ろ向きに各群において調査

した．

【結果】損傷神経数はPUNT群(平均2.1本)に比較

しICNT群(平均3.7本)が優位に多かった.PUNT

群では一過性の感覚障害を認める症例があった

が改善した．また明らかな運動麻痒は認めなかっ

た.MMT1およびMMT3を獲得するまでの期間

は,PUNT群が優位に短かった．しかし，手指

及び手関節との動きの分離にPUNT群では時間

を要した．最終診察時のMMTはPUNT群(4.1)

がICNT群(3.8)よりも高かったが，統計学的優

位差は認めなかった

【結論】PUNTは手技が比較的容易で合併症も少

なく，筋の再支配も早い．ただし，指屈曲及び

手首の動きと肘屈曲との分離にある程度の期間

を要する．

2-814

母指多指症治療における関節造影の有用性

PracticalValueofArthrographyfbr'IreatmentofThumb

Polydactyly

札幌医科大学医学部整形外科

○射場浩介，和田卓郎，金谷耕平，

大木豪介，山下敏彦

【目的】母指多指症の病型分類はX線像に基づく

Wassel分類が広く用いられる．一方，乳幼児の

骨核未熟時期では軟骨成分が多く,X線像によ

る病態判定が困難な症例を認める．今回は母指

多指症の診断と治療における関節造影検査の有

用性について検討した．

【方法】当科で手術を行った母指多指症の中で，

IP関節またはMP関節で分岐(Wassel2または4

型)を認め，関節造影を行った13例14母指を対象

とした．男9例，女4例であり，右側8母指，左側

4母指，両側1母指であった.Wassel分類では2型

が4母指，4型が10母指であった.手術時年齢は

平均13カ月，術後平均観察期間は20カ月(6-45カ

月）であった．検討項目は，造影所見と単純X線

像との比較，術中所見，手術方法，日手会機能

評価表による術後母指機能評価とした

【結果】関節造影所見では重複母指がIPまたはMP

関節を共有した症例を7母指(50％)に，独立した

症例を7母指(50%)に認めた．重複母指間での軟

骨性連続を7母指(50%)に認め，末節骨間を2母

指に，基節骨間を2母指に，末節骨基節骨間1母

指に，基節骨中手骨間を2母指に認めた術前単

純X線所見による関節造影所見の予測は困難で

あった．術中所見は関節造影所見と一致してい

た．手術は僥側過剰指切除に加えて，関節造影

所見に基づいた余剰軟骨成分の切除，関節面の

shaving,側副靭帯の再建を症例に合わせて行っ

た．術後成績は19母指が優であり，1母指が良で

あった．

【考察】関節造影所見により母指分岐部における

関節独立の有無，重複母指間での軟骨性連続の

有無について判定可能であった．母指多指症に

対する関節造影はX線像で診断が困難な軟骨成

分の状態を把握することが可能であり，正確な

手術を行う上で有用な検査法と考える．
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母指多指症術後における温存母指の骨成長

BoneGrowthofPreservedThumbafterOperationin
ThumbPolydactyly

弘前大学医学部整形外科

○鈴木雅博，湯川昌広，藤哲

【目的】母指多指症は四肢先天異常では最も多く，

余剰指の切除が広く行われている．温存母指は

低形成なことが多く整容的な問題を生じること

があるが，その形態は一様ではない．今回，母

指多指症術後の残存母指の形態の変化を調査し

たので報告する．

【対象と方法】2001年以降，当科にて手術を施行

した母指多指症患者で，術後3年以内の追跡調査

が可能な13例13手を対象とした．男児7手，女児

6手，右側9手，左側4手.Wassel分類でtypelが

1手,type2が3手,type3がl手,type4が6手，

type5が2手であり，分岐高位により末節型4手，

基節型7手,中手型2手に分類した.手術時年齢9ケ

月～1才9ケ月（平均1才0ケ月)，経過観察期間は1

年～9年(平均3年1ヶ月）であった．術前と術後3

年までの受診時におけるレントゲン撮影から母

指全体長として末節骨遠位端から中手骨基部ま
○

での距離を測定し，末節骨，基節骨，中手骨そ

れぞれの長さと幅も測定した．それらの値から

術前を100%とした成長比を計算した．

【結果】残存母指の全体長は術後3年で術前の

147%に成長していた．そのうち中手骨の成長

比は171%だったが，基節骨は159%,末節骨は

151%であり，遠位に位置する骨ほど長軸方向の

成長比が低下していた．さらに末節型と基節型

では分岐高位から遠位の成長比が低下していた．

短軸方向の成長比には分岐高位や骨による変化

は認められなかった．

【結論】母指多指症術後における残存母指の長軸

方向の成長には分岐高位が影響していたが，短

軸方向の成長は分岐高位に関わらず均一だった．

2-816

屈指症における近位指節間関節周囲形態

の治療前後の変化

TheMorphologicalChangesaroundPIPJointsin

CamptodactylybefbreandafterTiPeatment

国立成育医療研究センター

○谷渕綾乃，関敦仁，福岡昌利，

中村千恵子，高山真一郎

【はじめに】屈指症における基節骨頭変形の報告

は散見されるが，詳細に評価した報告はない．

今回屈指症のPIP関節周囲の形態を定量的に評価

し，さらに治療成績との関連について検討した．

【対象・方法】単純X線側面像で，a基節骨頭扁平

率(骨頭に重なる楕円の横径に対する縦径の比

率),b頚部くびれ率(骨幹部背側の延長線から骨

頭の最も前方凸な点，最もくびれている点への

距離の比率),c中節骨近位骨端核前方拡大率(前

後径の前1/4,後1/4での縦径の比率)の3つのパ

ラメーターを設定した．これを用いて，(1)屈指

症罹患指35指，非罹患指18指の比較，(2)装具に

よる4ヶ月以上の保存療法および手術を施行した

27指(平均治療期間24.8ケ月)の治療前後の比較お

よびPIP関節拘縮改善度との関連について検討し

た．

【結果】(1)罹患指，非罹患指の比較では，a扁平

率(0.67±0.11,0.84±0.10,p<0.001)bくびれ率

(0.71±0.06,0.75±0.06,p<0.05),c骨端核前方

拡大率(1.20±0.28,0.97±0.11,p<0.001)といず

れも有意差を認めた.(2)PIP関節の屈曲拘縮は

治療前後で77±22°から31±24.へと有意に改善

した．a扁平率は0.64±0.11から0.75±0.09,bく

びれ率も0.70±0.07から0.79±0.07へと有意に改

善したが，c骨端核前方拡大率は1.29±0.36,1.20

±0.24と変化なかった．拘縮改善度と年齢に相関

(4歳未満，4歳以後で有意差あり）がみられたが，

各パラメーターとの相関は明らかでなかった．

【考察】今回設定したパラメーターを用いて，屈

指症におけるPIP関節形態変化を定量的に評価

できた．また治療による屈曲拘縮の改善に伴い，

これらのパラメーターも改善することが明らか

となった．
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2-817

Mih分類タイプⅡ,IⅡ握り母指症一疫学及

び治療成績

MihTypell/mClaspedThumb-Characteristicsand
TreatmentOutcomes

'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1,堀井恵美子1,服部達哉2f

広石将之l,大塚純子】

【目的】我々が経験したMih分類タイプⅡ及びタイ

プIII握り母指症例の特徴と治療成績を検討した．

【方法】1987年1月～2011年1月に初診し,2年以上

経過観察した37例の医療記録を調査した.Mih

分類タイプ別に年齢，性別，合併症，家族歴の

有無，治療法を調べた．治療成績はWeckesser

らの基準で評価した．我々の基本的な治療方針

はまず装具療法をおこない，十分改善せずかつ

母指機能障害がADL障害の原因である場合手術

を施行し，術後も装具を続行した．

【結果】タイプIIは9例で，男性7名女性2名，初診

時平均年齢2歳，両側罹患5側，家族歴は認めな

かった．治療法は装具のみ4例，手術5例で，手

術時平均年齢5歳，術式は局所皮弁形成術4例，

腱移行術l例で複数回手術を要した症例はなかっ

た．平均経過観察期間74ヶ月，治療成績は優5例，

良l例，不可3例であった．タイプIIIは28例

で，男性21名女性7名，初診時平均年齢2歳，両

側罹患25例，家族歴を10例に，全身合併症を19

例に認めた．9例では装具のみ，19例では手術を

施行した．手術時平均年齢4歳，全例拘縮解離・

局所皮弁形成術を施行した．手指に関して複数

回手術を施行した症例が5例あった平均経過

観察期間75ケ月，治療成績は優9例，良7例，可3

例，不可9例であった．タイプII･IIIの成績不可

群12例は初診時年齢49.4(SD36.8)ケ月で，可以上

群12.4(SD23.0)ヶ月と比較して有意に高かった．

(p<0.01)また，合併症のため手術できなかった

症例が4例あった．

【結論】本症は早期に治療を開始し成長終了まで

継続することが重要である．乳幼児期に手術を

した症例でも装具治療の継続が困難となると拘

縮は再発する傾向が強く，患者および家族への

指導が極めて重要であった．タイプⅡ．mには

様々な病態が含まれており，症例に応じた細か

な治療プロトコールが必要であった．

2-8-18

腕神経叢損傷における神経移行を利用し

た肘・肩機能再建術の検討

ReconstructionofElbowandShoulderFunctionsUsing

NerveTransferafterBracmalPlexuslniury

'だいいちリハビリテーション病院，2高知大学整

形外科，3田中整形外科病院

○野口政隆1,谷脇祥通2,中島紀綱2,

佐藤智弘3

【目的】我々が1983年以降，腕神経叢損傷に対し

て行った神経移行を利用した肘・肩機能再建術

の成績を報告する．

【症例及び再建方法】症例は男性19例,女性2例で，

年令は15-68(平均26.9)歳であった．麻痒型は全

型11例，上位型10例であった．肋間神経移行に

よる肘屈曲機能再建を行ったのが12例,Oberlin

(1)法による肘屈曲機能再建を行ったのが5例で，

この内3例では副神経を肩甲上神経へ移行して肩

機能再建を行った．93年以降は全型節前損傷新

鮮例や肋間神経移行，筋移行の成績不良例に対

して薄筋を用いた遊離筋肉移植を行い，肘屈曲

機能再建を2例に，肘屈曲・手関節伸展機能再建

を5例に行った．移植筋の作動神経として副神経

を6例に，肋間神経を1例に移行した．受傷から

手術までの期間は，肋間神経移行では平均3.3カ

月,Oberlin法では2.6ヵ月，筋肉移植では29カ月

であった．

【結果】肋間神経移行では術後平均52カ月の時

点で，肘屈曲力はMMT4:3例,3:2例,2:6例，

1:1例であった.Oberlin法では術後平均33ヵ月の

時点で肘屈曲力はMMT5:1例,4:2例,3:1例，

2:1例であった.MMT3以下の2例は50歳以上で

あり,Steindler法による肘屈曲機能再建を追加

してMMTは1段階改善した.肩機能に関しては

再建した3例でMMT4以上の外旋筋力が得られ

た．筋肉移植では術後平均52ヵ月の時点で,土井

の評価によるM5:3例,M4:3例,M1:1例(受傷

時48歳)であった．

【考察及び結論】我々の肋間神経移行の成績は不

安定であった.Oberlin(1)法は簡便で良好な成

績が期待でき，上位型麻痒に対して第一選択に

考えられるが，中高年者に対してはOberlin(2)

法やSteindler法も合わせた再建を考慮する必要

がある．若年者での筋肉移植の成績は良好で安

定しており，信頼できる方法である．
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腕神経叢損傷全型麻揮における神経修復
術による肩機能再建

ShoulderReconstructionfbrTbtalBrachialPlexusInjury

小郡第一総合病院整形外科

○高木岳彦，土井一輝，服部泰典，

坂本相哲福田誠

【目的】腕神経叢損傷全型麻痒に対する機能再建

の主眼は,手指･肘機能再建に向けられているが，

再建した上肢をコントロールするための肩機能

の再建も重要である．神経修復により肩機能再

建術を施行した全型麻痒例の獲得肩機能につい

て報告する．

【方法】1997年以降,当科で治療を行った全型麻痒

147症例中，肩機能再建を行い，術後2年以上追

跡可能であった症例は56例であった．肘・手指

機能における主再建術の他，肩機能再建術を目

的に肩甲上神経修復(C5根(C5):32例，対側C7根

(CC7):15例,横隔神経(PN):6例,副神経(SAN):

3例）を行った.C5,CC7には血管柄付き神経

移植を併用した．このうち長胸神経麻痒を合併

した25例に同神経の修復(C5:5例,CC7:10例，

肋間神経(ICN):7例,PN:3例）を行った．肩甲

上神経，長胸神経修復に用いたドナー神経毎の

術後肩自動ROMを調査し，肩機能再建に有用な

神経修復法について検討した．更に肘屈曲筋力

関与も調査した．

【結果】l)肩甲上神経修復では肩外転，回旋アー

クでPN>SAN>C5>CC7の順に統計学的有意差

を認めた．屈曲，外旋もPN,SANで良好な成績

が得られた．2)長胸神経修復では肩外転でICN

>PN>C5>CC7の順に有意差を認めた．その他

の角度もICNで良好な成績が得られた.3)肘屈

曲力と肩ROMの相関は少なかった．

【考察】腕神経叢損傷の肩機能再建には肩甲上神

経，長胸神経の修復が必要である.C5根節後損

傷の場合,C5根からの神経移植で修復するが，

C5根中枢も完全に正常でなくその損傷状態に

より成績は左右される.C5根節前損傷の場合，

CC7では再教育が困難なことや移植神経の長さ

の問題のため期待通りの成績が獲得できない．

これら代わるドナー神経として肩甲上神経修復

にPN,SANが有用であるが，同時に長胸神経の

ICNなどでの修復が不可欠である．

2-8-20

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

FunctioningFreeMusclemansferfOrReconstructionof

BrachialPlexuslnjuryAssociatedwithSubclavianArtery

Injury

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井－輝，坂本相哲，

福田誠高木岳彦

【目的】鎖骨下動脈損傷(以下SAI)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

の適応が制限されることである．よって，筋肉

移植を行う際には,SAIの再建が必須と考えら

れる．しかし,SAIの再建は大出血の危険性な

ど手技的にも困難で，中枢での損傷では再建自

体が不可能である．最近，われわれはSAIを合

併したBPIに対し,SAIの再建を行わずに筋肉移

植を試みているので，その術式と短期成績につ

いて検討したので報告する．

【方法】1995年から2011年6月までのSAIを合併し

たBPIは42例で，筋肉移植による再建を行ったの

は22例であった．このうち,SAIの再建を行わ

ずに筋肉移植を行った8例を対象とした．全例男

性，平均年齢は33歳(22～55)，受傷から初診ま

で平均9.3ケ月(2～27)で，すべて全型損傷であっ

た．3例ではdoublemuscle法を,5例では主に肘

屈曲再建目的にて筋肉移植を行い，計11筋肉移

植を行った.作動神経は副神経が6,肋間神経が5，

レシピエント動脈は胸肩峰動脈が6，胸背動脈が

4，頸横動脈が1であった．このうち,SAIの部

位より中枢の側副血行に重要でない枝を使用し

たのが3例，末梢の側副血行からの逆行性の血流

を有した枝を使用したのが8例であった．

【成績】血行障害を起こすことなく，すべての移

植筋が生着6ヶ月以上経過した8筋肉では，平

均3.9ケ月で神経再支配が得られた．1.5年以上経

過した4例では，自動肘屈曲は平均104度(90～

125)であった．

【結論】SAIを合併したBPIに対して，側副血行に

重要ではない枝を使用することにより,SAIの

再建を行わなくても筋肉移植による再建が可能

であった．
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先天性榛尺骨癒合症に対する手術治療

SurgicalTreatmentfOrCongenitalRadio-ulnarSynostosis

'名古屋第一赤十字病院整形外科手の外科，2服部

整形外科皮フ科

○堀井恵美子1,洪淑貴1,広石将行1,

大塚純子1,服部達哉2

先天性榛尺骨癒合症に対する治療として近年授

動術の報告が多くみられる．当院では骨切術を

主体とした治療を行ってきたので手術方法とそ

の治療成績を報告する．

【対象】1991年以降手術治療を施行した32症例に

ついて，後ろ向きにその治療方法，術後成績を

検討した.上肢に合併異常を有する症例は除外

した．男児23名,女児9名で,初診時平均年齢は5.2

歳(6カ月-17歳)であった.19名は両側罹患で，

僥骨頭は，39肘は後方脱臼，9肘は前方，3肘は

脱臼なしであった．

【結果】手術は43肘(84%)に施行した．術後平均

経過観察5.4年であった．手術方法により5群に

分類した.A群は，ロッキングを主訴として来

院した3肘で，全例前方脱臼であった．関節鏡下

の授動術のみ施行した．他は骨切りを施行した

群で,B群は近位癒合部で(4肘),C群は僥骨頚

部(3肘),D群は僥骨骨幹部(30肘),E群は僥骨

および尺骨骨幹端部(3肘)で骨切りを行った．骨

切り部の固定を,B群はk-wire,C･E群はプレー

ト,D群はギプスで行った．各群の手術時平均

年齢は16,5.7,6.1,5.2,13.8歳で,A･E群で高かっ

た．骨切り施行群の前腕の平均回内肢位は，術

前後で,B群76から33度,C群34から10度,D群

71から0度,E群72から13度と改善した．術前回

内位の高度のB･D．E群を比較すると,B群で

有意に矯正不足であり,D群で最も良好な矯正

が得られた．

【考察】僥骨骨幹部での回旋骨切り術は，骨形成

の良好な低年齢に対しては，低侵襲で合併症も

なく，確実な矯正が可能であった．中間位まで

矯正ができると，肩関節の代償作用によりADL

での機能障害は少なく，症例ごとに手術方法の

適応を決定すべきと考えられた．

2-8-22

短母指外転筋移行による母指対立再建術
AnOpponensplastybyAbductorPollicisBrevisThansfer

'国立成育医療研究センター整形外科，2国立病院

機構埼玉病院整形外科，3慶應義塾大学医学部整

形外科

○高山真一郎l,関敦仁1,福岡昌利1,

森澤妥2，高木岳彦3

【目的】母多指症術後・先天性握り母指などでは，

しばしば短母指外転筋(APB)停止部掌側偏位が

対立障害の原因となる．これに対し短母指外転

筋(APB)腱移行による母指対立再建術を考案し，

2006年の本学会で報告した．今回本術式の有用

性と問題点を評価するため，手術結果を分析し

た．

【症例及び結果】症例は60例79手，男40例女20例，

手術時年齢は1.9歳から69歳5歳未満30手，5－9

歳27手と小児例が大多数であった．疾患は母多

指症術後障害10,母指形成不全症10,先天性握

り母指15,先天性多発性関節拘縮症(AMC)32,

その他の先天異常7，分娩麻揮及び神経麻痒5で，

術後観察期間は平均39.8ヶ月であった．手術目的

は母指の対立のみならず,MP関節安定性およ

び伸展力獲得であったが，術前のAPB筋力評価

は困難で，術中直視下に観察し適応を決定した．

伸筋腱癒着例では，54手で腱剥離後に移行筋を

長母指伸筋腱の深層を通してMP関節尺側に導

いた．46手で第1指間撮影法による画像評価，8

手でFunctionaldexteritytest(FDT)による機

能評価を行った．術後母指の掌側外転だけでな

く，母指回内により指腹つまみおよびMP関節の

安定性が得られ，70手ではほぼ期待通りの結果

が獲得された．移行筋の壊死や縫合不全はなく，

成績と年齢との相関は明らかでなかったが，年

長児のMP関節適合不良例では安定性が獲得で

きなかった．著明なMP関節の不安定性が残存し

たAMCの3例,Antley-Bixler症候群のl例及び著

しい過伸展拘縮に陥った母指形成不全の1例では

MP関節固定を,APBの筋力不足が成績不良原

因と判断された母指形成不全の2例では小指外転

筋移行術を追加した．

【考察】本法は極めて簡便で，種々の疾患に適応

できる母指対立再建術で，その成績は安定して

いた．術前のAPB筋力評価，適切な縫着位置設

定などが今後の検討課題である．
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合短指症の治療成績

TheTiBatmentfbrSymbrachydactyly

札幌医科大学医学部整形外科

○花香恵，射場浩介，金谷耕平，

大木豪介，和田卓郎

【目的】合短指症は指が短く皮膚性合指を伴うも

のから切断様の形態異常を示すものまで表現型

は多様であり，手指機能障害の程度も症例によ

り異なる．今回は当科で加療を行った合短指症

の特徴と治療成績について検討した．

【方法】2005年4月から2011年3月の間に当科で加

療を行った18例19手を対象とした．男性15例，

女性3例，右6手，左11手，両側1例であった．病

型は2000年版手の先天異常分類マニュアルに基

づき分類し,手関節型1手,単指型l手,二指型3手，

三指型2手，四指型l手，合短指型9手，肘型1手，

前腕型1手であった．検討項目は形態的特徴，手

指機能をつまみ・握り動作の可否とFunctional

Dexteritytest(FDT)あるいはテープメジヤー

(メジャー法)を用いた他覚的評価で行った．日

常生活障害については(障害あり，軽度障害あり，

障害なし，健側と同じ)の4段階で，患者または

保護者により主観的評価を行った．手術症例に

ついては手術方法と術後成績を検討した．

【結果】形態的特徴として，手指欠損(部分欠損を

含む）は10手，欠損を含む母指機能障害は5手，

Poland症候群の合併は3例であった．手指機能障

害を6手に認めた．日常生活障害は,障害あり4手，

軽度障害ありO手，障害なし13手，健側と同じが

2手であった．手術施行例は19手中6手であった．

手術方法は指間形成4手，全層植皮4手，中手骨

軟骨移植1手，仮骨延長l手，痕跡指切除1手，中

手骨回旋骨切術l手であった．術後全例で手指機

能の改善を認めた．また，日常生活で障害を感

じていない症例は19手中15手(79%)であった．

【考察】手指欠損を半数以上に認めたが母指機能

障害を呈する症例は少なかった．手術症例は全

例で術後に機能改善を認め，多くは指間形成の

みで良好な成績が得られた．病態は様々である

が，日常生活障害を感じていない症例が多かっ

た．

2-824

先天性異常手における第1指間形成術

FirstWebPlastyfbrCongenitalHandMalfbrmation

埼玉成恵会病院埼玉手外科研究所

○小久保健一，児島忠雄福本恵三，

村 中 秀 行 ， 久 能 隼 人

【目的】我々の行った先天性異常手に対する第1指

間形成術について検討したので報告する．

【方法】平成10～23年の間に第1指間形成を施行し

たのは40例(男27例,女13例)で,手術時年齢は9ヶ

月-11歳(平均31.9ケ月)であった．

疾患は，裂手症15例，先天性拘拒輪症候群8例，

横軸形成障害7例，母指多指症6例，僥側列形成

不全2例，母指屈指症1例，握り母指1例，術式は

三角皮弁12例(植皮併用が9例),SpinnerFlap(以

下SF)8例,4HapZplasty(以下4Z)7例,5Hap

Zplasty(以下5Z)5例,Snow-Littler法(以下SL)5

例,Upton法2例などであった．

第1指間狭小の程度を，軽度，高度，母示指合指

に分類した所，軽度が23例(4Z:7例,5Z:5例，三

角皮弁:3例,SL:3例,Z形成:1例),高度が13例(三

角皮弁:6例,SF:5例,SL:1例,Upton:1例),母示

指合指が4例(三角皮弁:2例,SL:1例,Upton:1例）
であった．

【成績】術後観察期間は7ケ月-9年(平均46.4ケ月）

で,40例中2例が皮弁部分壊死(SL:1例,三角皮弁:1

例）をきたしいずれも母示指合指の分類であっ

た．指間形成が不十分で再手術に至ったのは6例

で軽度:1例高度:2例合指:3例，疾患は裂手3例，

拘掘輪症候群2例，横軸形成障害1例であった．

【結論】

我々は母指多指症などの指間狭小の軽度なもの

では4Zや5Z,横軸形成障害や先天性拘掘輪症候

群などの指間狭小の高度なものでは三角皮弁や

SFを用いている．特に指間の深さを出す必要が

ある横軸形成障害では三角皮弁が，示指の皮層

に余裕がある拘掘輪症候群ではSFが良い適応で

ある．又，裂手症の母示指合指例は初回手術で

十分な指間を形成することは現在の術式では困

難である．
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母指形成不全の手指機能評価における

FunctionalDexterity~mstの有用性
PracticalValueofFunctionalDexterityTbstfbrFunction

AssessmentofDysplasticThumb

'札幌医科大学医学部整形外科，2国立成育医療研究セン

ター臓器･運動器病態外科部，3大阪府立母子保健総合医

療センター整形外科，4名古屋第一赤十字病院整形外科

○射場浩介1,高山真一郎2,川端秀彦3,

堀井恵美子4，日本手外科学会先天異常委員会

【目的】先天異常手の機能評価では対象が幼少児

であることが問題となる.Functionaldexterity

test(FDT)は簡便な把持・つまみ機能評価法で

あり，幼小児で使用可能であることを報告した

(日手会誌2006).今回は母指形成不全患者を対

象に手指機能評価におけるFDTの有用性につい

て病型と治療法を限定して検討を行った．

【方法】対象は3歳から5歳(平均年齢3.5歳)の母指

形成不全患者ll例12手とした.Blauth2型(B2)

であること,Huber-Limer法(HL法)施行後6から

12ヵ月であることを条件とした(手術群).FDT

は16個のペグすべてを片手操作でボードの穴か

ら抜き，上下を反転させて同じ穴にもどすのに

要する時間を計算する．把持，つまみ機能の評

価が可能であり良好な機能を呈する症例ほど時

間が短縮する．手術群のFDT値をBl型群(4手，

平均年齢4歳)，保存的治療を行ったB2型群(4手，

平均年齢4.1歳)，過去に調査した健常群(3-5歳

で各10手)のFDT値とそれぞれ比較検討した．

【結果】手術群のFDT値は平均54.3秒であり,1型

群の平均46.1秒と比較して有意差を認めなかっ

た．保存治療群では平均76.3秒であり，手術群

と比較して延長していた.年齢別では3歳が60秒，

4歳が56秒，5歳が47.3秒であり，健常群の52.2秒，

44.2秒，37.4秒と比較して延長していた．

【考察】B2型の術後FDT値は1型と比較して同様

の値を呈し，保存的治療を行った2型と比較して

短縮していた．一方，手術群は年齢の増加とと

もに値は短縮したが，健常群と比較していずれ

の年齢でも延長していた．以上の結果よりFDT

は母指形成不全B2型の手指機能変化を反映して

いると考えられた．今後は先天異常手の手指機

能評価におけるFDTの有用性について多施設で

の研究を続ける予定である．

2-826

MTER連合における檮側列異常とその治

療について

'neatmentofRadialDeficiencyinMTERAssociation

国立成育医療研究センター病院整形外科

○中村千恵子，高山真一郎，関敦仁，

福岡昌利，谷渕綾乃

【目的】VATER連合では,50-70%に榛側列異常

を合併すると言われているが，まとまった報告

は少ない．今回,VATER連合における榛側列

異常の病態とその治療について検討した．

【症例および結果】2003-2011年にVATER連合

で当科を受診した患者は13例(男児9例，女児4例）

であった．母指多指症は2例に認められ，いずれ

も母指尺側に余剰指型の小さな母指が存在する

非典型的な形態を呈していた．僥側列形成不全

は11例に認められ，うち両側例は6例であった．

ModifiedBayne分類では,typeO:2,typel:5,

type2:2,type3:2,type4:6であった．これらの

症例の母指は,BlauthtypemA:2,typeⅡ田:4,

typelV:6,typeV:5で，患肢のBayne分類と

Blauth分類の重症度に相関が認められた．また僥

側列形成不全の重症度と合併する5大奇形の数と

には，関連は認められなかった．母指形成不全

の5例に対して手術を行ったが,BlauthtypemA

に対してHuber-Litder法,BlauthtypeⅡ田と1V

に対して中足骨移植と筋移行の組み合わせによ

る母指温存再建術,BlauthtypeVに対して母指

化術を選択した．手術時期は，母指多指症では

通常1歳頃，母指形成不全では2歳頃としている

が，今回の症例のうち3例では全身合併症等によ

り手術時期が4歳以降となった．

【結語】本シリーズは手の障害を主訴に整形外科

を受診した症例であるため,VATER連合にお

ける僥側列異常の合併率は明らかではないが，

本症に合併する榛側列異常は重症型が多いこと

が特徴的であった．また合併症等により，手術

時期が遅れる症例が約半数であった．
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横軸形成障害に対する遊離趾骨移植と指

間分離による治療

TreatmentfbrThansverseDeficiencyoftheHandbyFree

TbePhalangealGraftCombinedwithPosteriorSyndactyly
Release

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

○福本恵三，児島忠雄，村中秀行，

久能隼人，小久保健一

【目的】横軸形成障害，いわゆる合短指症に対し

て遊離趾骨移植術を行った後に指間分離を追加

した症例について報告する．

【方法】1998～2011年に横軸形成障害に対し遊離

趾骨移植術を行い，指間分離を追加したのは8例

であった．趾骨移植はBuck-Gramckoの方法に準

じて2趾骨づつ行われ，移植に用いたのは基節骨

15趾骨，中節骨l趾骨であった．性別は男6例女2

例，初回手術時年齢は1～2歳(平均l.1歳)で，分

類は合短指型4例，中手型3例，三指型1例であっ

た.術後観察期間は14～82カ月,平均50カ月であっ

た．移植部位は第1中手骨上が3趾骨，第2中手骨

上が2趾骨，第3中手骨上が6趾骨，第4中手骨上

が4趾骨，示指基節骨上がl趾骨であった．指間

の分離術は趾骨移植後5～51ヵ月で行った．多指

間を分離する場合には2～3回に分けて分離した．

分離した指間は母示指間4手，示中指間4手，中

環指間4手，環小指間3手であった．分離に用い

た術式は，母示指間については三角皮弁と遊離

植皮術，他の指間については掌側三角皮弁，背

側矩形皮弁と遊離植皮術，またはY型皮弁と遊

離植皮術を用いた．

【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7～9mm(平

均8.2mm)で，経過観察時は11～16mm(平均

14.6mm)と78%の成長を得た．合短指型では指

の延長による整容的が得られた．中手型，3指型

では母指と他指によるつまみ機能が獲得された．

【結論】指末梢の形成が比較的良好な合短指型に

intercalaryに趾骨を移植して，指間の分離を追

加すると，視覚的な指の延長効果により大きな

整容的改善が得られる．母指の低形成な症例や

指骨の無い中手型では母指と他指を指骨移植で

再建し，第1指間を分離する事でつまみ機能が獲

得できる．横軸形成障害に対する遊離趾骨移植

術と指間分離は有用な方法である．

2-8-28

Metachondromatosisの経過に伴うX線

像の変化

VarietyinRadiograpmcFeaturesofMetachondromatosis

国立成育医療研究センター整形外科

○関敦仁，高山真一郎，福岡昌利，

中村千恵子，谷渕綾乃

Metachondromatosisは多発性軟骨性外骨腫症

と同様に過誤腫症を呈する疾患で，1971年に

Maroteauxが報告した．手足に多発性の骨隆起

があるが，骨盤や長管骨骨幹端では内軟骨腫様

変化が見られ，関節軟骨にみられる小石灰化陰

影が特徴である．稀な疾患とされているが，多

発性外骨腫症と診断された91家系のうち3．3％

が本疾患を疑う症例であったとの報告があり，

経過に伴う画像の変化を吟味することは今なお

有意義と考える．

【対象と方法】2002年から2011年までに当院で経

験した本疾患患者4名のX線画像を対象として，

手・手関節を中心に経過に伴う特徴とその変化

を評価する．

【結果】軟骨の小石灰化陰影はおもに手根骨にあ

り，全例に1-4個認めた．1例は母指中手骨近位

骨端背側に認めた．この症例は脛骨近位骨端と

腓骨遠位骨端にも軟骨内石灰化を認めたため片

肢性骨端異形成症との関連を疑ったが成長とと

もに本来の骨化核と一体となり，脛骨穎部の変

形を来さず，姉妹例であったため本疾患と診断

した．手指骨に多発する外骨腫は全例に認めた．

形状は中手骨遠位骨幹端から末梢方向に伸びる

もの，基節骨近位骨幹端から中枢へ突出するも

のといずれも関節方向に伸びていたが，関節内

石灰化と区別できない例も認めた.MP・PIP関

節周囲の腫瘍は経過観察とともに消退して機能

障害に至るものは無かったが，中節骨頭に連続

して突出した例ではDIP関節の変形と運動制限

を認めたため腫瘍を切除して関節形成を行った．

【まとめ】当院で経験したmetachondromatosisの

4例からその経過に伴う画像の変化と特徴を検討

した本疾患を疑う場合，骨性隆起の自然消退

が期待できるが，関節面に連続する外骨腫によ

り機能障害を来した際は腫瘍切除と関節形成術

を要する場合がある．
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絞掘輪症候群における中手骨低形成

MetacarpalHypoplasiaAssociatedwithCongenital

ConsmctionBandSyndrome

'山形大学医学部整形外科,2北新東病院整形外科，

3札幌医科大学医学部整形外科

○佐竹寛史1,荻野利彦2,射場浩介3,

江藤淳1，渡邉忠良］

【目的】絞掘輪症候群で見られる手指の切断は外

傷性切断に類似しており，切断高位より近位の

骨に形態異常はみられないと言われている．し

かし，演者らは手指切断を有する絞掘輪症候群

の患者で中手骨に低形成を認めた症例を経験し

た．本研究では切断を有する絞拒輪症候群患者

における中手骨低形成の頻度と特徴を調査した．

【対象と方法】対象は絞拒輪症候群の患者のうち

手指の切断を認め，単純X線像の記録があった

24例，37手である．調査項目は中手骨低形成の

発生頻度，罹患側，罹患指，調査時年齢，およ

び特徴とした．

【結果】中手骨低形成は9例(38％)，11手(30％)に

認められた．男性3例，女性6例であり，左第4中

手骨が最も多く6手，右第4中手骨が4手，左第3

中手骨が4手，右第2，3，5中手骨がそれぞれl手，

左第2中手骨が1手であった．観察時年齢は4～20

歳，平均9歳であった．中手骨低形成がみられた

のは基節骨レベルでの切断症例であり，全例PIP

関節がみられなかった．

【考察】横軸形成障害では短い指の近位の骨に低

形成がみられることが一般に知られているが，

絞掘輪症候群で切断指の近位の骨に低形成がみ

られるという報告はない．絞掘輪症候群におけ

る手指切断症例では,PIP関節がない場合には中

手骨に低形成がみられることがあることを念頭

に置いて診断にあたる必要がある．

2-8-30

当科における巨指症治療の検討

OurSmdyofMacrodactyly

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

○西 村 礼 司 ， 松 浦 愼 太 朗 ， 内 田 満

【はじめに】巨指症は，指の肥大を主症状とする

まれな先天異常であり，原因はいまだ不明であ

る．骨を含む指のほぼ全ての組織に過成長が及

ぶがその程度と経過は症例ごとに多様であり，

治療難度の高い疾患である．今回我々は過去44

年間に診断した症例について検討を加えたので

報告する．

【対象および方法】1968年から2011年にかけて当

科で診断した巨指症32例38手を対象として，手

術時期・手術方法・治療成績を調査した．

【結果】32例の内訳は，男16例・女16例，片側例

のうち右17例・左9例，両側6例であり，21例に

手術が行われていた.Tentamyの分類を基に

した大村の修飾分類では,Truemacrodactyly

のうちsta廿ctypeが13例,progessivetypeが10

例,Hyperostoticmacrodactylyが3例,Proteus

syndromeが2例,Klippel-Webersyndromeが4例

であった．分類ごとの平均手術回数は各々2，6，

4，4，3回であった．症例全例で骨組織まで治療

を行っており，初回骨治療時の年齢は平均10歳(0

から34歳)であった．

【考察】Progr℃ssivetypeとhypemsmticmacmdactyly

は成長後も骨の過成長など変化が大きいため，将

来の追加手術を想定した治療計画が必要になる．

一方,statictypeにおいてはprogressivetypeほ

ど成長に伴うアンバランスな過成長を示さないた

め，手術適応についてより慎重な検討が必要であ

る．手術を行う場合,OA変化による関節可動域

制限残存が生じる場合があり，骨端線閉鎖前に手

術的治療の大半を終了していることが望ましい．

また2回目以降の手術では嬢痕の影響が避けられ

ないため，初回手術が長期経過に影響する程度は

大きい．侵襲の少ない手術を複数回重ねるよりも

初回手術で骨切除，骨端線の処置など積極的な治

療を行うべきと考える．
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母指以外の小児弾発指におけるスブリン

ト治療と非スブリント治療の成績比較

ComparisonofSplintingVersusNon-splintinginthe

TreatmentofPediatricTTiggerFinger

'信州大学整形外科，2波田総合病院整形外科，

3北海道大学整形外科

○塩澤律l,内山茂晴1,杉本良洋2,

岩崎倫正3，加藤博之！

【目的】小児における母指以外の弾発指の頻度は

少なく治療法に関する報告は少ない．特にスプ

リント治療の効果については不明である．この

点を明らかにするために過去30年間に治療した

症例の後ろ向き調査を行った

【方法】対象は小児25人で，総指数は49指，12人

は両手罹患であった.罹患指別の内訳は示指4指

中指30指，環指ll指，小指4指であった．初診時

年齢はO～9歳(平均2歳)で，初診時に罹患指を伸

展位スプリント治療したスプリント群が24指，

経過観察のみの非スプリント群が25指であった．

初診時の弾発状態を重症度別に分類すると，軽

症型から順にII型21指，Ⅲ型19指,IV型:9指で

あった．2～18年(平均5年)後の経過観察時の重

症度分類では,I型:25指,II型:17指,III型:5指，

IV型:2指であった．可動域制限がなく，かつ弾

発現象が解消した指を治癒，重症度分類で1ラン

ク以上改善した指を改善，その他を不変と評価

した．経過観察時に治癒が得られなかった24指

のうち，これ以上の治療を望まない2指をのぞい

た22指には手術治療を行った.1)治癒に至った

率，2)手術を要した率をスプリント群と非スプ

リント群で比較した(x2乗検定，有意水準5%).

【成績】スプリント群では治癒16指，改善4指，不

変4指であった．非スプリント群では治癒9指，

改善l指，不変15指であった．治癒率は，スプリ

ント群で67％，非スプリント群で36％であり，

スプリント群の治癒率は非スプリント群より有

意に高かった．手術を要した率は，スプリント

群で29％，非スプリント群で61％であり，スプ

リント群では非スプリント群より手術を要する

指の率は有意に低かった．

【結論】小児弾発指の治療においては静的スプリ

ントを初診時に装着することが有効である．

2-832

強剛母指の自然経過

TheNaturalHistoryofPediatricTriggerThumb

'千葉県こども病院，2千葉こどもとおとなの整形

外科

○柿崎潤1,西須孝1,瀬川裕子1,

萩原茂生1，亀ケ谷真琴2

【目的】強剛母指の自然経過を調査したので報告

する．

【対象と方法】1989年から2011年の22年間に当科

を初診し，強剛母指と診断された184人238指を

対象とした．調査項目として，発覚時年齢，性

差，罹患側，合併症,Kaplan-Mayer法による累

積治癒率，罹患側と健側母指の基節骨長差など

を調査した.Tumortype(杉本の臨床基準1型),

Snappingtype(2･3型のうちSnappingを観察で

きたもの),Lockingtype(3．4型)の3段階で評

価し,Tumortype・症状の完全消失を治癒と判

断し,Kaplan-Mayer法で解析を行った．また，

XPで母指基節骨の骨長について検討もおこなっ

た．

【結果】初診時平均年齢は3.1歳(0.44～15.16歳),

平均観察期間は3.0年(0.08～10.38年),最終観察

時平均年齢は5.57歳(0.53～14.03歳),発覚時平均

年齢は1.8歳(生後～5.5歳)であった．性別は男児

86人・女児98人で，罹患側は右77指・左53指・

両側54指であった.Kaplan-Mayer法による累積

治癒率50%は5.7歳,60%が6.4歳,70%が7.3歳，

80％は9.2歳，90％がll.6歳であった．また，片

側罹患例で両側のXP撮影をされていた31例中8

例で，患側が健側と比べ，骨長差が1mm以上短

縮していた．その撮影時平均年齢は7.6歳(4.47～

10.51歳)であった．

【考察】自然経過では，7.3歳で70%の症例が治癒

することがわかり，この時期までは治癒が期待

できる．この時期で治癒しない場合には，基節

骨長に差が生じた年齢が平均7.6歳であったこと

からも，それ以降の年齢では，骨などへの影響

がでる可能性もあり，手術治療を考慮するのが

良いのではないかと思われた．

【結語】強剛母指の自然経過を調査し報告した．
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アイスキャンディースティックを用いた

強剛母指に対する副子療法

SplintTherapyUsinglcePopStickfbrTriggerThumbin
Childl巳、

'美杉会佐藤病院手外科センター，2大阪医科大学

整形外科，3城山病院上肢機能再建研究所

○白井久也1,杉本裕宣1,植田直樹2,

阿部宗昭3

【目的】強剛母指の治療は副子や装具による保存

的治療と手術的治療法があるが，最近では保存

療法の方が多く行われている．しかし幼少児の母

指に適合する副子や装具の作製は必ずしも容易

ではない．我々は，親でも作れるアイスキャン

ディースティック（以下アイス棒)を用いた副子

療法を行ってきた．今回，その具体的方法と前

向きに調べた治療成績を報告する．

【対象と方法】対象は,2003-2009年の期間，他動

伸展制限のある強剛母指に対してアイス棒固定

法を行った17例(21指)である．強剛母指の発症

年齢は平均2.4歳，治療開始年齢は平均2.8歳(1.5

～4.4歳)であった．アイス棒を母指長の長さに

切って母指の背側にあて，先ず基節部をテープ

で固定する．次に，手関節とMP関節屈曲位でIP

関節を最大伸展させて末節部をテープで固定し

て完了である．副子の作り方と装着の仕方の実

際を親に示し，入浴時以外は常時装着するよう

指導した．伸展0度が得られれば，さらにl-3カ月

夜間装着を指示した．治療開始後1，3，12カ月

時と調査時(平均38カ月）の母指の状態アイス

棒装着の継続性を調査した．

【結果】治療前のIP関節の他動伸展は平均-36度

であり，調査時に完全伸展が得られたのは19指

(90%)であった．完全伸展までの期間は平均

2.7ヵ月(0.5～12ヵ月）で，ほとんどが2ヵ月以内で

あった．副子装着期間は平均5ヵ月であった．調

査時，全く症状がなかったのは8指(39％)，改善

したがばね現象が残っていたのが9指(43％)，伸

展制限が残っていたのは4指(19％)であった．

【考察】本法は安価で，簡便であるが，これまで

の装具療法の治療成績と同等の成績が得られて

いた．アイス棒はアルミシーネより安全であり，

親の治療への動機づけが得られやすく，手外科

専門病院でなくても治療が行える有用な方法と

考える．
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舟状骨中央遠位偽関節に対する遊離骨移
植術の治療成績

SurgicalOutcomeofFreeBoneGraftfOrMiddleand

DistalScaphoidNonumons

'順天堂大学医学部整形外科，2東京労災病院整形

外科，3順天堂東京高齢者医療センター整形外科，

4杏雲堂病院整形外科

○有冨健太郎1，楠瀬浩一2，岩瀬嘉志3，
富田善雅4

【目的】舟状骨偽関節に対する手術には様々な方

法がある.今回我々は舟状骨中央,遠位の偽関節

に対してFernandes法に準じた遊離骨移植手術

を行うことで良好な結果を得たので報告する．

【方法】2004年7月～2010年9月まで手術治療を

行った舟状骨中央遠位の偽関節のうち遊離骨移

植手術を施行した14例(男性13例,女性l例)を対

象にした.手術時平均年齢は26歳(15～63歳)，受

傷側は右9例左5例,受傷から手術までの期間は平

均11カ月（1.5～31カ月）であった．経過観察期間

は平均9.2ヵ月(15～31カ月)である.術前偽関節の

分類はFilan-Herbert分類を使用,D2が1例,D3が

13例であった.部位別に分類すると，中央11例,遠

位3例であった.2例はスクリューでの骨接合術後

であった.手術方法であるが,全例掌側アプロー

チで行った偽関節部を骨髄内まで十分に掻爬

し,生じた欠損部を測定.腸骨より一辺のみ皮質

骨を残し模状にブロックで採骨.掻爬部に採取し

た海綿骨のチップを充填し,humpbackを矯正し

て腸骨ブロックの皮質骨が掌側になるように打

ち込み,スクリュー固定とした.術後は4週間の手

関節外固定を行った．

【結果】全例で骨癒合を得た．瘤痛や手関節の制

限等の臨床症状は認めず,術後合併症も認めてい

ない．

【考察】舟状骨偽関節の対する治療は,血管柄つ

き骨移植遊離骨移植,経皮スクリュー固定など

様々な方法があり，適応に関してあまり明確な基

準がない.遊離骨移植は手術手技上比較的容易で

あるが,術後偽関節が報告されている．原因とし

ては,手術までの期間が長いこと，不適切なスク

リューの位置,再手術偽関節部の掻爬不足,近位

偽関節などがあげられる.骨癒合を得るには十分

な掻爬,骨移植確実なスクリュー固定が必要と

考える．

2-9-EP2

舟状骨偽関節に対する治療方針と成績

The'IreatmentofScaphoidNonunion

'岡山市立市民病院整形外科，2笠岡第一病院手外

科・上肢外科センター

○楢崎慎二1，橋詰博行2，兒玉昌之2

【目的】舟状骨骨折は偽関節となって受診するこ

とが比較的多い．舟状骨と月状骨の相互関係が

崩れると不安定性が出現しDISI変形(dorsinexed

intercalatedsegmentalinstability)を生じる．さ

らに関節症が発生すればSNACwrist(scaphoid

nonunionadvancedcollapse)へと進展する．舟

状骨偽関節に対する治療成績を検討したので報

告する．

【方法】舟状骨偽関節に対して手術を行った24例

26手を対象とした．全例男性で，年齢は15歳～

68歳(平均32.7歳)，受傷から手術までの期間は

3カ月～48年(平均8.7年）であった．術前X線は

Herbert分類typeD120手,typeD26手であった

またSNACwristが6手あり,stagel3手,stage

21手,stage32手あった．経過観察期間は3カ月

～8年(平均18.5カ月）であった．術式は関節症を

生じていない症例には腸骨からの自家骨移植術

とスクリュー固定を行った.SNACwriststagel

には自家骨移植術とスクリュー固定および僥骨

茎状突起切除を行った．その他の症例に舟状骨

部分摘除と腱球置換術を行った．術後X線学的

検討およびCooneyclinicalscoringchartでの臨

床評価を行った．

【結果】臨床成績はexcellentl3手,goodlO手，

fair2手,poorl手であった．骨接合術を行った23

手中22手で骨癒合を得た．近位部骨折の1例で骨

癒合を獲得できず，再手術で舟状骨部分切除と

腱球置換術を行った．また初回手術で腱球置換

術を行った症例の成績が不安定であった．

【考察】骨接合術を行った症例の成績は概ね良

好であったが,DISI変形を伴う症例ではその

矯正は充分でなかった．その要因はHumpback

defOrmityの矯正不足や舟状月状靱帯の損傷など

が考えられる．またSNACwristではstageに応

じた適切な術式の選択を行うべきであると考え

た．
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2-9=EP3

舟状骨偽関節の治療成績

一新鮮例との比較一

AssessmentoftheOperativeTreatmentofScaphoid
Nonunions

愛媛大学医学部運動器学

○ 今 井 浩 ， 清松悠，竹葉淳，

三 浦裕正

【目的】舟状骨偽関節の手術成績は新鮮例と比較

し骨癒合率は低くhump-back変形の残存は関節

炎や手関節背屈可動域制限を引き起こす．この

研究の目的は舟状骨偽関節の手術治療成績を新

鮮例の成績と比較することで初期診断及び治療

の重要性を確認することである．

【方法】2004年5月から2011年5月までに当院およ

び関連施設において観血治療を施行した舟状骨

骨折42例43手が対象である．手術時平均年齢30

歳，男性36手，女性7手，この中で偽関節は24例

24手，新鮮例18例19手であった．検討項目は舟

状骨骨折におけるFilan&Herbert分類，手術ま

での期間，骨癒合期間，骨癒合率，術後最終調

査時のROM(健側比),握力(健側比)及び機能評

価(Cooneyの評価)そして画像評価である．

【結果】Filan&Herbertの分類は，新鮮例で

TypeA2が2手,TypeB1が5手,B2がll手,B3

が1手であり，偽関節はTypeDlが3手,D2が14手，

D3が5手,D4が2手であった．手術までの期間は

偽関節575日，新鮮例18日，骨癒合までの期間は

それぞれ13週と10週骨癒合率は87%と100%,

術後掌屈可動域はそれぞれ健側比で84％と84％，

背屈は87％と90％，握力は71%と92%,最終調査

時の機能評価は86点と94点であった画像評価

ではradio-lunateangle(RLangle)は術後それぞ

れ-4.5度と1.6度であり，偽関節手術におけるRL

angleの改善は7度であった．

【考察】偽関節の手術治療成績は骨癒合率，握力，

機能評価,RLangleにおいて新鮮例と比較し劣っ

ていた．一方でRLangleの矯正が十分でなかっ

たにも関わらず術後手関節可動域制限は軽度で

あった．

2-9-EPL4

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

ConventionallliacBoneGrafffOrTieatmentofScaphoid

NonunionwithHumpbackDefbnnity

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，貝澤幸俊

【目的】われわれは2005年以降舟状骨遠位部偽関

節症例に対し背側皮切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自家骨移植症例との成

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V清屈Df僥屈RD尺屈UD)と握

力の健側比,MayoWristscore(MWS),VAS

score,X線評価による骨癒合までの期間Radio-

Lunate-angle(RLA)Carpal-Height-Ratio(CHR),

の比較検定を行った．

【成績】骨癒合I群(平均14.8週)に対しV群(平均

10.8週)術後固定はI群(平均17.1週）に対しV群

(平均12.9週)が有意に短かかった(p<0.05).骨

癒合に至らなかった症例はI群3例(20%)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79%V群82%)RD(I群92%V群86%)

UD(I群71%V群53%)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2.6．

V群2.2｡)CHR(I群53%V群55%),最終VASscore

(I群1.4V群2.4)MWS(I群83.1V群78.6)も両群間

に有意差は認めなかった．合併症に関して両群

間に差はなかった．

【結論】血管柄付き骨移植による舟状骨偽関節の

治療は，腸骨移植に比べ早期骨癒合，固定期間

の短縮を期待することができ，より安定した成

績であった．
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2-9-EP5

舟状骨骨折遷延癒合・偽関節に対する手

関節鏡手術

WristArhoscopyfbrDelayedUnionandNonumonof

theScaphoid

市立豊中病院整形外科

○山本浩司，鱒法輪光，難波二郎

【目的】舟状骨骨折の癒合不全に対しては一般に

骨移植術が行われる．しかし遷延癒合例の中に

は不顕性癒合の存在も報告されており，画像所

見だけでは骨移植を行うかどうかの判断が困難

な場合がある．当科では骨移植の適応の決定に

手関節鏡を活用し，また転位のない例に対して

は鏡視下に骨移植術を行って良好な成績を得た

ので報告する．

【対象および方法】2007年3月から2011年9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25例であった．手関節鏡で骨折部

に可動性をみとめなかった1例では骨移植を行わ

ずにScrew固定のみを行った．骨折部の変形矯

正を要すると判断した14例に対しては，骨折部

を展開して従来どおりの骨移植を行ってScrew

で固定した．骨折部に動きはあるが転位がない

10例に対しては，鏡視下に骨折部を新鮮化して

骨移植を行った後にScrew固定を行った．この

内術後3ヶ月以上経過観察し得た23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19例，女性4例．手術時年令は平均29才

(14から63才)．右側12例，左側11例．受傷から

手術までの期間は6週から20年．術後の経過観察

期間は平均15ケ月(3から36ケ月)であった．

【結果】全例に骨癒合が得られ，手術から骨癒合

までの期間は平均12週であった．骨移植を行わ

ずにScrew固定のみを行った例では術後9週でXp

上骨癒合と判断した.従来どおりの骨移植を行っ

た群では術後平均13週で,鏡視下に骨移植を行っ

た群では術後平均10週で骨癒合が得られた．術

後の手関節掌背屈可動域の平均は健側比88％，

握力の平均は健側比96％であった．

【結論】手関節鏡は骨折部の状態を詳細に観察で

きるため，舟状骨骨折癒合不全例では骨折部の

評価に有益であるだけでなく，症例を選べば小

侵襲で鏡視下骨移植まで可能な有用な方法であ

る．

2-9-EP6

月状骨脱臼および周囲脱臼の治療成績
Lunate/PerilunateDislocationandFracture-dislocation

会津中央病院整形外科

○サッキャイソラマン，古月顕宗，

高須誠，鈴木裕，富田祥輝

月状骨脱臼および周囲脱臼は比較的まれで，注

意して診察しなければ見逃がされやすい損傷で

ある．対象症例は1991年から2010年の間に当科

で手術的治療を行った新鮮例7例のうち，1年以

上経過観察できた6例(男5例，女1例)である．そ

の内訳はWatson分類で月状骨/月状骨周囲脱臼2

例，経舟状骨月状骨/月状骨周囲脱臼4例である．

受傷時年齢は19歳から73歳，平均35歳で，受傷

から手術までの期間は1日から21日，平均6日で

あった．経過観察期間は13カ月から92カ月，平

均2年7カ月である．

【手術法】月状骨/月状骨周囲脱臼2例のうち1例

は掌側より観血的整復とvolarrentの修復を行っ

たが，もう1例は背側侵入での観血的整復と靭

帯修復を行い,Kワイヤーにて固定した．経舟

状骨月状骨/月状骨周囲脱臼の全例が掌側アプ

ローチでHerberttypescrewによる内固定を

行った．そのうちl例は徒手整復後の小切開にて

cannulatedscrewによる内固定を行った．術後

のギプス固定期間は脱臼のみの例は4週間脱臼

骨折の例は6～7週間であった．

【治療成績】術後の臨床成績は,Green,O'Brien

らのclinicalscoringsystemを参考にし，優2

例，良4例であった．レントゲン所見上carpal

instabilityを生じた症例はなかったが,2例に偽

関節を生じた．偽関節例のうちl例は骨移植術を

行い骨癒合が得られたが，もうl例は再手術を希

望しないため経過観察中である．

【結語】月状骨/月状骨周囲脱臼骨折の観血的整

復，内固定術は掌側アプローチで特に大きな問

題はなく，術後成績が良好であった．ただし，

掌側アプローチの中で偽関節になったproximal

pole骨折の1例は背側アプローチの方がよかった

のではないかと考える．
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2-9-EP7

豆状骨および豆状三角骨関節の障害に起

因する手関節尺側部痛の臨床像

ClinicalExperiencesofUlnarWdstPainOriginatedinthe
PisifbmBoneandPisomquetralJoint

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】手関節尺側部痛の原因として三角線

維軟骨複合体損傷，尺骨突き上げ症候群などが

よく知られている．手関節尺側の掌側の瘻痛は，

豆状三角骨関節または豆状骨そのものの障害に

起因する事があるが，臨床例の報告は少ない．

外傷・変性・炎症に分けて臨床像について報告

する．

【症例および臨床像】1)外傷：豆状骨骨折3例を経

験した．豆状骨骨折は手根骨骨折全体の約1％と

比較的まれであり，約半数は他の上肢損傷と合

併するため見逃され易い．手関節の単純X線像

では豆状骨は他の手根骨と重なるため，見落と

されることが多い．回外斜位や手根骨撮影で骨

折の診断が可能となる．三角骨との関節面や骨

折の詳しい状態の把握にはCTが有用である．治

療としては豆状骨摘出が簡便で有用な方法で合

併症も少ない．豆状三角骨関節脱臼もまれな外

傷であるが，5例を経験した．このうちl例は手

関節の肢位により脱臼と整復を繰り返す症例で

あり，豆状骨摘出を行った．2)豆状三角骨関節

の変性：小指球部の瘻痛を有する高齢者に豆状

三角骨関節の変形性関節症が原因と考えられる

症例を10例経験した．回外位単純X線で診断可

能であり，豆状骨の掌側からの圧迫や，尺側か

ら榛側方向への圧迫による豆状三角骨関節への

ストレスにて疾痛を誘発できる．豆状三角関節

内に遊離体を認める症例が2例あった．痛みの強

い場合は豆状骨摘出術の適応と考え，この2症例

に施行した．3)炎症：尺側手根屈筋の豆状骨付

着部に石灰沈着が生じると，強い痛みと発赤・

腫脹が小指球部に生じる.X線で石灰化を確認

すれば診断可能である．豆状三角骨自体の関節

炎の1例を経験した．関節裂隙の開大を認めた．

保存療法にて症状は軽快した

【結語】豆状骨および豆状三角骨関節の障害に起

因する手関節尺側部痛の臨床像を，外傷・変性・

炎症に分けて報告した．

2-9-EP8

檮骨手根関節の変形性関節症に対する月

状有頭骨関節固定術の治療成績

ClinicalResultsofLunocapitateArthrodesiswith

ScaphoidExcisionfbrOsteoarthrosisoftheRadiocarpal
Joint

埼玉医科大学総合医療センター整形外科

○加藤直樹，吉澤貴弘，酒井宏哉

SLACwristやSNACwristなどの手関節痛を生

じる変形性手関節症に対し，これまで月状･有頭・

三角・有鉤骨間固定術(4corner固定術)に代表さ

れる様々な手関節部分関節固定術が報告されて

きた．我々は舟状骨骨折後偽関節や舟状骨壊死

が原因で，特に榛骨舟状骨関節面を中心に変形

性手関節症が生じた症例に対し，固定関節数を

少しでも少なくする事を考慮して，舟状骨切除

後に月状有頭骨関節固定術を施行している．本

法は特に三角骨の生理的可動性を残す事が出来

る点で優れた術式の1つであると思われるが，本

邦における臨床成績に関する報告は少ない．そ

こで今回，月状有頭骨関節固定術を行った6例に

ついて，その術後成績について報告する．

月状有頭骨関節固定術を行った対象は6名6手，

男性4名，女性2名であり平均年齢は46.5歳(37-58

歳)であった．変形性手関節症の原因は舟状骨骨

折後偽関節3手，舟状骨壊死3手であり，内固定

はAcutrakscrew,Acutrak2screw(Acumed社）

を1本もしくは2本挿入して行い，外固定期間は1

本のもので5週，2本のもので3週とした．評価項

目として,掌屈背屈を含む手関節可動域,握力，

CarpalHeightRatio(CHR)およびDASHscore

のそれぞれについて検討した．1例を除く全例で

手関節痛は著明に改善したが，変形性手関節症

の進行を認めたものやCHRの低下を認めたもの

が有った．本法は1関節のみの固定であり，僥骨

月状骨関節損傷が免れている症例では効果的な

手法であると考えられるが，実際に施行する際

には，月状骨有頭骨のアライメントの取り方や，

Screwの刺入位置に注意を要する事があると思

われた．
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2-9-EP9

SNACwristに対してfourcornerfusion

を行った4例

FouFcornerFusionfbrSNACWrist-FourCasesReport-

'愛知厚生連海南病院整形外科，2尾張温泉リハビ

リかにえ病院3名古屋市立大学整形外科

○遠藤浩二郎'，関谷勇人l,勝田康裕l,

西源三郎2，岡本秀貴3

【はじめに】SNAC(ScaphoidNonunionAdvanced

CoUapse)wristは舟状骨偽関節に続発する手関節

症である.SNACwristに対して舟状骨摘出後，

有頭・有鉤・月状・三角骨関節を固定するmur

cornerfUsionを行った4例を報告する．

【対象】2003から2010年までに手術を行った

SNACwrist4例(男性4例，平均年齢38歳)を対

象とした．原因は全例舟状骨偽関節であった．

全ての症例に外傷歴があり受傷から手術までの

期間が2～17年(平均9.7年)であった．又，4例と

も舟状骨周囲に関節症の波及を認めたstage3で

あった．術後追跡調査期間は平均2年6ヶ月であっ

た．手術前後における瘻痛，握力，可動域など

について検討した．

【結果】いずれの症例も術前に強い手関節痛を訴

えていたが，術後は瘻痛改善が著明であった．

握力は術前平均23kgで術後平均33kgと改善して

いた.手関節背屈は術前平均33度,術後平均35度．

手関節掌屈は術前平均28度，術後平均38度と術

前と比較して改善していた．

【考察】部分手関節固定術は関節症に陥っていな

い僥骨月状関節を温存することで，手関節の可

動域を少しでも残しながら，瘻痛のない手関節

を再建する術式である．今回我々の症例では有

頭･有拘・月状･三角骨を同時に固定することで，

偽関節発生率の低下が期待できるfOurcorner

fusionを選択し良好な結果を得ることが出来た．

2-9EP10

手関節鏡視により診断可能であった

predynamicscapholunateinstability
ArthroscopicDiagnosisofPredynamicScapholunate

Instability

'聖マリア病院整形外科，2久留米大学整形外科

○吉田史郎'，吉田健治'，坂井健介1，

仲摩憲次郎2

【目的】静的な手根不安定の診断は比較的容易で

あるが，前動的な手根不安定症の診断は困難で

ある．青壮年の手関節外傷例に対し鏡視を行い

predynamicscapholunateinstabilityを診断し，

その発症メカニズムを含め文献的考察を加えて

報告する．

【対象および結果】対象は2010年から2011年まで

に当院で治療を行った6か月以上経過観察できた

5例を対象とした．手術時平均年齢は31歳(19~

44歳)で全例男性であった．受傷から手術までの

期間は平均17.2日(8～44日)，観察期間は平均11

か月(6～18か月)であった．症例の内訳は舟状月

状骨間靭帯単独断裂l例，僥骨遠位骨折にとも

なったものが4例であり，その中でもChauHeur

骨折が3例でl例がDiePunch骨片をともなう関節

内骨折であった．受傷原因は作業中の手関節背

屈強制やバイクによる交通事故など強い外力を

受けていた．全例に鏡視下デブリドマンおよび

一時的ピンニング行った．術後8週で抜釘を行っ

た．

【考察】Predynamicscapholunateinstabilityの診

断は困難であり関節鏡検査が必須である．今回

僥骨遠位関節内骨折(特にChaufeur骨折)にSL靭

帯の断裂を認めた．高齢者のlowenergyによる

僥骨遠位骨折と違い，青壮年ではより大きな外

力が加わって骨折しており,SL靭帯をはじめと

する軟部組織の複合損傷をきたす可能性が考え

られた

【まとめ】青壮年の手関節外傷における手関節鏡

はPredynamicscapholunateinstabilityの診断に

有効であり，特にChaufeur骨折は手根靭帯損傷

の可能性を念頭に置きながら治療を進める必要

がある．
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知覚・痛覚定量分析装置(PainVision@)

による肘部管症候群に対する最小電流域

値評価

QuantitativeEvalutionofCurrentPerceptionThreshold

byPerceptionQuantitiveMeasuringDevice(PainVision)

fOrCubitalmlnnelSyndrome

'鹿教湯病院整形外科，2信州大学整形外科，

3信州大学リハビリテーション部

○村上博則l,中村恒-2,井戸芳和3,

内山茂晴2，加藤博之2

【目的】知覚･痛覚定量分析装置(PainVisionO

ニプロ，大阪）による電流感覚閾値(Current

PerceptionThreshold:CPT)測定が肘部管症候

群(以下CubTS)の感覚障害の定量化に有用か検

討した．

【対象と方法】CubTS群：病歴，自覚症状，臨床所

見よりCubTSと診断し手術された患者24例，平均

64歳(24～82歳)，男性17例，女性7例,McGowan

分類でGradel:3例,Grade2:6例,Grade3:15

例．一方Ctrl群は整形外科的疾患および神経学的

疾患のない正常成人18例で平均53歳とした.示指，

小指掌側に貼った電極を通して漸増性の電流を流

し，電流を感じた時点で被験者が直接ボタンを押

して測定．3回の平均値をCPT値とした．各指の

CPT値を比較(t検定),定量率は測定可能なCPT

値,MCV,SCV,2PD,SWtestを解析した．

【結果】CubTS群の患側小指CPT値は22.1"A.

患側示指CPT値は13.9"A.健側小指CPT値は

13.伽A.一方Ctrl群小指CPT値は7.6"Aであ

り患側小指CPT値と有意差を認めた(p<0.05).

定量率は,MCVが83%,SCVが33%,2PDが

33%,SWtestが88%であったがPainVision⑧は

100%定量された．

【結論】CubTSの感覚障害の定量化にPainVision

は有用と思われる．今後症例数を増やし術後の反

応性の検討，基準値の設定が必要である．

2-9EP12

マルチモダリテイによるFusionimaging
技術を使用した肘部管症候群の画像診断

DiagnosticlmagingofCubitalTimnelSyndromeUsing

theFusionlmagingTbchnology

駿河台日本大学病院整形外科

○豊泉泰洋，長尾聡哉，長岡正宏

【はじめに】近年，医用画像装置の急速な発展に

ともない医用画像の複数種類画像の重ね合わせ

を行い診断に利用されている．今回われわれは

超音波とMRI,CTといった異なったモダリテイ

を合わせ術前診断に利用，有用であったので報

告する．

【対象と方法】当院を受診した肘部管症候群患者3

例3肘である．全例男性で罹患側は右2例左1例．

術前に患側肘部のMRIとCTを撮影の後，超音波

検査を実施した．使用機器はGE社LOGICE9.

CTやMRIのデータを用いて超音波断層像と同一

断層像を作成し，これを参照画像として超音波

画像と比較できることが可能となる．超音波画

像と他モダリティの画像合わせは用手的手法で

ある．超音波が有効である尺骨神経やガングリ

オンとCTが有用である骨鰊などの骨性要素との

関連が術前情報として得ることが可能となり，3

例中2例はガングリオンによるもの，1例は骨鰊

によるものと判断できた．

【考察】確実にCTやMRIで同定可能できる情報

と，異なるモダリテイである超音波を合わせる

ことで目的病変の認識や治療の精度を向上させ

ることができるようになる．複数のモダリテイ

をデジタル形式で活用していくことが今後もさ

らに拡大していくと考えられる．
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2-9-EP13

MRIで計測した肘部管症候群患者の尺骨
神経断面積
CrossSectionalAreaoftheUlnarNervemPatientswith

theCubitalmmnelSyndromeMeasuredbyMRI

'信州大学整形外科，2東京女子医科大学整形外科

○寺山恭史1'2,伊坪敏郎1,中村恒-1,

内山茂晴l,加藤博之Ⅱ

【目的】一般に肘部管症候群では尺骨神経は絞拒

部の近位で腫大しているとされている．超音波

による計測では，尺骨神経の最大腫大部の断面

積は18～19mm2と報告されている．しかし，尺

骨神経の腫大範囲や麻揮重症度との関係につい

ては不明である．これらの点を明らかにするた

めに,MRIを用いて以下の研究を行った．

【方法】肘部管症候群の術前に肘部MRI撮像を

行った21例21肘を対象とした(以下CubTS群).

平均年齢は66.0歳であり，病因は変形性肘関節

症が12例，特発性が5例，その他が4例であった．

赤堀分類はstage1,11の軽度例が6例,111,1V,V

の重度例が15例であった.MRI撮像はSIEMENS

社製l.5Tを用い，上腕骨と尺骨の骨軸に垂直な

T2強調横断像を撮像した．撮像範囲は上腕骨内

側上穎頂点をはさんで6cmの範囲をlcm刻みで7

高位とし，これら7高位での尺骨神経横断像から

断面積を計測した．対照群として他疾患で肘部

MRI撮像を行った12例12肘を用いて同様の計測

を行った．

【結果】7高位における尺骨神経の平均断面積は，

CubTS群:12.1±6.4mm2,対照群:7.1±2.8mm2で，

CubTS群で有意に大であった.CubTS群におけ

る各高位別の断面積の比較では，上腕骨内側上

穎とその近位lcmで他の高位に比べて有意に大

であった．さらに尺骨神経麻痒軽度例の断面積

は9.5±2.1mm2,重度例は13.2±2.8mm2で，重度
例の断面積は有意に大であった．また軽度例6例

の断面積は対照群12例に比べ有意に大であった．

【考察】本研究は肘部管症候群患者の尺骨神経断

面積をMRIを用いて検討した初めてのものであ

り,1)尺骨神経の腫大部の範囲は上腕骨内側上

穎を挟んで近位遠位に6cmと長いこと,2)上腕

骨内側上穎付近が最大腫大部であること，3)麻

陣が重度になると腫大の程度も大きくなること，

を明らかにした．

2-9-EP14

局所麻酔による肘部管症候群手術の経験

CubitalmlnnelSyndromeOperatedUnderLocal
Anesthesia

筑波大学医学医療系整形外科

○松本佑啓，西浦康正，原友紀，

中島佳子，落合直之

【目的】われわれは，2006年12月以降，症例を選

んで，局所麻酔下に肘部管症候群の手術を行っ

ている．今回これらの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】対象は，当科で局所麻酔による手

術を行い，1年以上経過観察が可能であった肘

部管症候群症例21例22肘である．男性13例14肘，

女性8例8肘，年齢は平均64.7歳であった．主に，

高齢者や力仕事をしない女性などを適応とし，

本人の希望を聞いて行った．原因は，変形性関

節症18例19肘,RAl例1肘，滑車上肘筋1例1肘，

尺骨肘頭骨折後1例1肘であった．病期は赤堀分

類で，3期12肘，4期10肘であった．入院中であっ

たl例以外，外来で手術を行った．術式は，単純

除圧16肘，皮下前方移動術2肘，内上穎部分切除

4肘であったエピネフリン含有1％リドカインを

用い局所麻酔を行い，非駆血下に肘部管を開放

した後，肘の他動屈伸を行い，尺骨神経が内上

穎でimpingeする場合，内上穎の部分切除を加え

た．その場合，必要に応じ，駆血下に1％リドカ

インによる局所静脈内麻酔で行った．術後評価

は，赤堀の評価を用いた．

【結果】手術時間は，39分～1時間40分であった．

術中，強い痛みを訴えた症例はなかった赤堀

の評価では,優8肘,良4肘,可9肘,不可1肘であっ

た．不可は，糖尿病の合併例であった．

【考察】術後成績は，概ね良好であった．肘部管

症候群の多くは，外来手術で局所麻酔による手

術で十分な除圧が可能である．医療スタッフの

負担が少なくてすみ，経済的にも低コストであ

る．
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2-9EP15

肘部管症候群重症例に対する示指外転機能

再建術の治療経験-Neviase絃を用いて一

SurgicalReconstructionfbrSevereCubitalTilnnnel

SyndromebyNeviaser'sProcedure

'依田窪病院整形外科，2特定医療法人新生病院

○古作英実1，橋爪長三2，榊原政裕2

【目的】肘部管症候群の中でも神経伝導検査にて

小指外転筋の複合筋活動電位が導出できない重

症例では尺骨神経の除圧術を行っても術後の手

内在筋筋力の回復は不良であり，つまみ動作に

支障が残る症例やその改善に長期間要する症例

もあるため，当科では肘部管症候群の重症例に

対しては尺骨神経の除圧術と同時にNeviaser法

による一期的示指外転機能再建術を行っている．

今回その術後成績について検討したので報告す

る．

【対象と方法】肘部管症候群の重症例で早期のつ

まみ動作の改善を望む患者に対し一期的示指外

転機能再建術を行った6例6手を対象とした．男

性4例，女性2例で，右肘5例，左肘1例であり，

手術時平均年齢は74.7才(70～80才)で，原因は全

例が変形性肘関節症であった．赤堀分類の4期が

3例，5期が3例であった．手術は尺骨神経前方移

行術とともに大菱形骨に付着する長母指外転筋

腱のうちの1本を切離し長掌筋腱で延長し第1背

側骨間筋腱付着部に縫合するNeviaser法を行っ

た．約3週間外固定を行ないその後に可動域訓

練を開始した．術後経過観察期間は平均8.5ヶ月

(6～17ケ月)であった．

【結果】術後成績は赤堀の評価法で優0例,良2例，

可4例であった．可の症例は全例でFroment徴候

が残存した．握力は術前平均14.4kgが術後平均

15.0kgに，ピンチカは術前平均1.7kgが術後2.4kg

に改善した．平均対側握力比は79.2％から80.5％，

平均対側ピンチカは42.1％から55.0%に改善した．

【考察】全例でピンチカは術前より改善したが術

後にFroment徴候が消失しない症例がみられた．

母指内転機能再建術を併用していないことや,高

齢者に行っているため機能転換がうまくできな

いこと,腱縫合の際の緊張度などの問題,術後経過

観察期間が短いことなどが影響しているのでは

ないかと推察された．

2-9-EP16

母指CM関節形成術の予後予測に関節母
指中手骨面の傾斜角と隣接MP関節の評価
が重要である

EvaluationoflstMetacarpalProximalArticular
InclinationandMPJointDefOnnityarehnportantin

ProspectiveFactorsofTifeatmentfbrtheCarpometacarpal
Osteoarthritis

健康保険鳴門病院整形外科

○殿谷一朗，浜田佳孝，日比野直仁

【目的】母指CM関節症に対してKaarela法による

関節形成術を施行した症例の治療成績を，特に

術前，術後の画像所見から成績に与える影響因

子を中心として検討した．

【対象】対象は13例14関節，男性1例，女性12例．平

均年齢は67.1歳,Eaton分類stage24関節,stage3

7関節stage43関節平均経過観察期間は15カ月．

【方法】舟状骨-第1中手骨底距離長を母指列短縮の

指標として測定し，また中手骨関節面が中手骨背

側骨皮質の垂線から傾斜する角度(volartilt)を測

定し，術後成績不良因子となり得るかどうか検

討した.VisualAnalogueScale(VAS)で臨床的に

評価した第1中手骨基部背側，僥骨茎状突起部

でEPBとAPLの間より展開．大菱形骨を切除し，

APLの1～2本を近位で切離し,FCRに数回巻きつ

け，第1中手骨に作成した骨孔を通して固定．術

後3週で外固定を除去して自動運動を開始．

【結果】舟状骨-中手骨底距離長は術前平均10.8mm,

術直後6.0mm,術後6ヵ月3.5mmであった.VASは

術前平均9点から術後22点へと改善した．舟状骨

-中手骨底距離長は全例で漸減し，1例は術後短期

間で過度の低下を認めた．満足度が高くなかった

2例3関節は，いずれもvolarmtが大きかった．母

指MP関節の高度な過伸展変形を合併した4関節の

うち2関節に経皮的伸展ブロックピン固定を行っ

たが,1関節で中手骨矯正骨切り術を要した．

【考察】過度の舟状骨-中手骨底距離長の低下は臨

床成績に関与すると思われた．Volartiltが大き

い症例はCM関節での中手骨の求心性の改善が得

られず，術後成績不良因子の指標になり得ると

思われた．高度なMP関節過伸展変形合併例では，

MP関節の安定化の追加処置を検討する必要があ

ると思われた．

【結語】13例14関節のうち，2例3関節を除き，良

好な術後成績を得た.Volartiltの増加とMP関節

の高度な過伸展変形は，単純X線上の術後成績

不良因子であった．
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母指CM関節に対する新しい徒手検査法

NewPhysicalTbstfOrThumbCarpometacarpalJoint

手稲渓仁会病院整形外科

○察栄浩，佐々木勲

【はじめに】共同演者である佐々木医師は以前母指

CM関節炎を発症したときに母指を最大内転しか

つ手掌平面に対して垂直方向に背側に過伸展させ

た肢位で母指CM関節掌側に痛みが強く誘発され

ることに気づいた．我々はその肢位を取らせるこ

とが母指CM関節炎の診断に利用可能であると考

え母指内転伸展テストと命名した．我々は母指

CM関節炎もしくは関節症と診断された患者に対

してCM関節症の徒手検査法として知られている

グラインドテスト，デイストラクションテスト，

更に母指内転伸展テストを施行し比較した．

【対象と方法】2007年ll月から2011年10月までの

間に外来受診した母指CM関節炎または関節症を

発症している患者39例47指にグラインドテスト，

ディストラクションテストおよび母指内転伸展

テストを施行し各々のテストの陽性率を得た．

対象症例の平均年齢は54.8歳，性別は女性35例

43指,男性4例4指,罹患側は右21指,左26指であっ

た．母指CM関節炎もしくは関節症の確定診断は

日常生活動作等でCM関節の痛みがあることおよ

びX線評価で行った．

【結果】グラインドテストは41指中11指で陽性，

デイストラクションテストは32指中9指で陽性，

母指内転伸展テストは47指中45指で陽性となっ

た.以上より感度は順に27％,28％,96％であった．

【考察】1999年Doershuckらは母指CM関節炎は

AnteriorobUqueligament(AOL)の障害から始ま

り,CM関節掌側の軟骨変化が続発すると報告し

た．母指内転伸展テストは中手骨を最大内転し

背側へ過伸展することで第一中手骨基部が掌側

へスライドし母指CM関節掌側のAOLに緊張を

かけ鋭い痛みを誘発しているものと考えられる．

母指内転伸展テストは既存の2つの徒手検査法と

比較して感度がよくかつ誘発される痛みも強い

ためCM関節炎の診断に有用であると考える．

2-9-EP18

母指CM関節症に対する木森変法の手術

成績
TheResultsofModifiedKimoriMethodfbrThumb

CarpometacarpalJointArtMtis

国立病院機構東広島医療センター整形外科

○今田英明，渋谷早俊，岸和彦

【はじめに】母指CM関節症に対して2002年木森

は大菱形骨を切除後，僥側手根屈筋腱(FCR)

半切腱により2重束のanteriorobliqueligament

(AOL)を再建しさらにFCRと長掌筋腱(PL)から

作成した腱球を挿入するligamentreconstruction

withtendoninterpositionarthroplasty(LRTI),

木森法を考案しその良好な治療成績を報告して

いる．私達は当初，原法通り靭帯再建に加え腱

球の挿入を行っていたが，実際に行ってみると2

重の再建靭帯による第一中手骨基部への良好な

支持性を実感できることから，2006年からは靭

帯再建を行いつつ腱球は挿入しないLRwithout

TI法(木森変法)を行ってきた．今回その中期の

治療成績を報告する．

【対象】対象は8例(女性5例男性3例)9関節である．

手術時年齢は62.4歳(50～71歳),術後経過観察期

間は2年7ケ月(4ヶ月～5年7ヶ月）であった．術前

Eaton分類はtypellが1例,typelllが5例,Type

IVが3例であった．手術では第一中手骨基部背

側，掌側からそれぞれCM関節面に向けて穴を開

けその部分にFCR半切腱を通すことにより2重束

のAOLを再建した後，引き出したFCRを折り返

して十分な緊張下で半切腱同士を縫合固定した．

腱球は挿入せず，第1，2中手骨間のK-wireによ

る仮固定も行わなかった．術後は3週間の母指対

立位ギプス固定を行った．

【結果】術後痛みが消失したもの7関節労作時

軽度の痛みを認めるもの2関節であった．術後

握力比，ピンチ比は術後それぞれ平均134.7％，

131.2%へ増加した．大菱形骨切除後のスペース

と第一中手骨長との比は術直後0.15が最終0.13'､

軽度減少していた．

【考察】木森の考案した2重束AOL再建法は良好

な支持性を有しており，腱球を挿入せずとも中

期ではあるが術後良好な除痛効果と第一中手骨

安定性を獲得できている．
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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

ArhoscopicJointDebridementoftheFirst

CarpometacarpalJoint:AShortTbnnResult

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，

森実圭，松井裕帝

【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】対象：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週から瘤痛にあわせ使用．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.,僥側外転28・

→31.．握力：平均78.7％→92.5％、ピンチカ：
－

Tip86.1%→89.1%,Key88.2%→88.5%."

痛：術前平均78.8mm→3カ月39.8→6カ月25.3-'

最終ll.7mm.Q-DASH:術前平均40.9→3カ月

42.9→6カ月28.8→最終13.3.Hand20:術前平均

44.7→3カ月58.8→6カ月31.3→最終13.8．復職：平

均6.8カ月．

【考察】関節鏡視下CM関節形成術は，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．

2-9-EP20

母指CM関節形成術時におけるMP関節過

伸展変形に対する仮固定の効果

EHectsofaTbmporaryFixationfbrMPJoint

HyperextensiononArthroplastyoftheThumbCMJoint
Arthritis

福岡山王病院整形外科

○松永渉，副島修，木村一雄

城石達光，木山貴彦

【はじめに】母指CM関節症の術後合併症として

MP関節過伸展変形を生じることが知られてい

る．術後のMP関節過伸展変形に伴う不安定性

や瘻痛を予防するため,母指CM関節形成術では

MP関節制動術を併用することがあるが,MP関

節の処置に関しては一定の見解が得られていな

い．今回我々はMP関節過伸展変形に対するMP

関節仮固定の効果について検討した

【対象と方法】2006年～2010年に母指CM関節形成

術(Thompson法)を行った症例で,術前にMP関

節不安定性を認め,MP関節仮固定を併用した9

例9手を対象とした．男性1例，女性8例で平均年

齢は64.6歳(53-85歳)であった．術後経過観察期

間は平均17ケ月(7ケ月-3年)で，術前X線評価に

てEaton分類stage2が1例,stage3が7例,stage4

が1例であった．術前，術後半年，最終時の各時

点において安静位で撮影したX線母指MP関節伸

展角度の経時的変化･MP関節の瘻痛について検

討した．

【結果】9例中3例に術前と比較し,MP関節過伸展

変形の進行を認めたMP関節伸展角度は術前平

均7.8度から術後半年には平均2.7度へと一旦改善

するものの，最終時には平均10.5度へと進行を

認めた．過伸展変形の進行を認めなかった6例で

は術前MP関節伸展角度は平均16.6度，過伸展変

形の進行を認めた3例では平均4度であり，術前

MP関節伸展角度と過伸展変形の進行には相関を

認めなかった．また過伸展変形の進行をきたし

た3例でMP関節痛の増悪をきたした症例は認め

なかった．

【考察】MP関節仮固定を行った9例中3例でMP関

節過伸展変形の進行を認めたが，瘻痛との関連

は明らかではなかった．また術前・術後のMP関

節伸展角度には相関を認めず,MP関節仮固定の

適応や,MP関節制動術によりどの程度MP関節

過伸展が予防できるかについては今後更なる検

討が必要であると考えられた．
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ヘバーデン結節に対する関節固定術の短
期成績

Short-tennResultsFollowingArthrodesisfbrHeberden's
Nodes

四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサー

ジャリーセンター

○ 桑 原眞人，平瀬雄一，宮本千里

【目的】Heberden結節に対してheadless

compressionscrewを用いた関節固定術の成績を

報告する．

【症例】68例118指，男性2例，女性66例，平均年

齢59.6歳(42～84)，術後平均観察期間3.9か月(3

～6)であった．内訳は母指3指，示指39指，中指

30指，環指19指，小指27指であった．

【方法】手術は2通りの手技を用いた．第1法(92指）

は遠位指節間関節(DIP関節)背側から経皮的に骨

鰊と関節軟骨を可及的に掻爬した後にheadless

compressionscrewを挿入した．スクリュー刺入

位置と方向は爪母の損傷と術後指尖部のしびれ

を防ぐために，側爪郭中枢部で側正中線上から

骨長軸に近い斜方向に刺入した．第2法(26指)は

DIP関節背側横切開から関節を展開した上で，骨

鰊と関節軟骨を切除し，スクリュー刺入位置は

深指屈筋腱付着部のやや遠位とした．いずれも

術後外固定は行わず，術翌日から日常生活動作

を許可し，過度の負荷は術後2ヶ月経過後とした．

【結果】骨癒合期間は平均9.1週であった．第1法の

6指で術後2か月時点の骨癒合が確認できなかっ

た(nonunionrate7%).そのうち，刺入スク

リューが13mm以下の4指では関節動揺性を認め

たため第2法による再固定術を行った．他の2指

は線維性強直状態で瘤痛や日常生活上の支障が

ないため経過観察中である．第2法は全例骨癒合

を得たが2指で術後3か月時点のスクリュー刺入

部しびれ感を訴えた．全例で爪変形,PIP関節可

動域制限は見られなかった．

【結論】第1法，2法とも諸家の報告と比較して骨

癒合率や術後合併症の発生率は概ね良好であっ

た．第1法の短所は側方偏位を伴うような骨欠損

が存在する症例において，固定部の接触面積が

小さいために骨癒合に時間を要したり，矯正損

失が生じる場合がある．そのような症例では第2

法を用いることで良好な術後成績を得ることが

できた．

2-9-EP22

ヘバーデン結節に対するHeadless

compressivescrewを用いた関節固定術
JointArthrodesiswithHeadlessCompressiveScrewina
TreatmentofHeberdenNodes

'高知大学医学部整形外科,2フレッククリニック，

3だいいちリハビリテーション病院

○加藤友成1，谷俊--1,貞廣哲郎2,

中島紀綱2，野口政隆3

【目的】ヘバーデン結節の治療としてテーピング

や外用剤の使用など保存的治療が一般に行われ

るが，それらが無効な場合には手術が行われ

る事がある．今回我々はヘバーデン結節に対し

headlesscompressivescrew(以下HCS)による

関節固定術を行った症例の術後成績の調査を

行ったので報告する．

【対象と方法】当科並びに関連施設においてヘ

バーデン結節に対してHCSを用いて関節固定

術を行った15例16手33指を対象とした．男性l

例l指，女性14例32指で手術時年齢は41～82(平

均57.9)歳であった．罹患指は示指11指，中指9

指，環指5指，小指8指であった．全例伝達麻酔

下に背側より関節内の処置を行った後，伸展位

で指尖部からScrewを挿入し固定を行った．用

いた内固定材はメイラ社製DTJscrewを12指，

DTJminiscrewを4指,Zimmer社製Herbert

minibonescrewを1指,ACUMED社製Acutrak

fUsionを12指,Acutrakminiを4指に使用した．

術後は瘤痛が軽減するまでの短期間簡単な外固

定を行い，可及的早期より指ROM訓練を行った．

【結果】術後経過観察は3～32(平均10.1)力月で，

33指中32指(97.0%)で骨癒合が得られた．偽関

節例を除いた32指の骨癒合までの期間は6～16

(平均10.3)週であった．隣接するPIP関節の可動

域制限が術前より増悪している例は認めず，術

後合併症として感染等は認めなかったが，偽関

節を1指に，爪変形を2指に認めた．

【考察およびまとめ】保存的治療が無効なヘバー

デン結節に対しては，骨練切除や関節固定など

の手術が適応となる．今回報告したHCSによる

関節固定術は，手技が簡便で強固な固定が得ら

れるため，早期からのリハビリテーションが可

能であり，確実な除痛が得られる．しかし不適

切なインプラント選択や手術手技は爪変形や偽

関節へ繋がるため，細心の注意が必要である．
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手指粘液襄腫に対する最小侵蘂手術法

MinimumlnvasiveSurgelyfOrMucousCystsofFinger

国家公務員共済組合千早病院

○細川哲，菊池克彦

【目的】手指の粘液襄腫は切除と局所皮弁により

治療されることが多いが，皮切が大きくなる，

ROM制限が生じやすいなどの欠点もある．今回

我々は嚢腫の茎を切除することでのう腫と関節

包の交通を断つことにより局所皮弁を用いずに

治療したので報告する．

【対象および方法】症例は手指のDIP関節近傍に

粘液嚢腫を生じた5例(男性1例，女性4例)であっ

た．平均年齢，67歳追跡期間1.5年であった．

手術方法は指ブロック下でDIPに色素を注入し

嚢腫の染色を試みる．嚢腫の近位半周を切開し

皮層を持ち上げ嚢腫と関節包の交通路を徹底的

に焼灼する．嚢腫の交通路がはっきりしない場

合には交通路と思われる部位を焼灼する．また，

伸筋腱の嚢腫側外側より骨鰊を切除する．皮膚

を縫合し手術を終了とする．

【結果】嚢腫の染色により交通路をはっきり確認

できたのは2例のみであった.1例に部分的な皮

層壊死を認めたが，保存的に治癒した．そのほ

かは明らかな合併症なく治癒し，再発も認めな

かった．

【考察】粘液嚢腫の単純切除では再発や閉鎖困難

を起こすことがあるため，局所皮弁を用いた治

療が行われることが多い．しかし，皮切が大き

くなったり，可動域制限が生ずることが問題と

なる.deBekerらはcyst半周を切開しHapとして

挙上し,cystの茎を焼灼することにより治療す

る方法を報告している．また，星野らも同様の

方法で良好な成績を報告している．今回我々も

cystに直接触らないnapでの治療に加え可及的に

骨鰊を切除することにより良好な成績が得られ

た．

2-9-EF24

高度なBouchard結節に対する表面置換

型人工関節置換術の治療成績

SurfaceReplacementArthroplastyfbrProximal

InterphalangealJointOsteoartmtis

広島共立病院整形外科

○市川誠，田中玄之，森雅典，

田尻隆彦

【目的】高度なBouchard結節に対する表面置換型

人工関節置換術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．

【対象および方法】対象は6例6指で，全例女性で

あり，手術時年齢は平均58.7歳(50～72歳)であっ

た．職業は，事務職2例，介護士l例で，無職(主

婦業)が3例であった罹患指は，環指が4指で中

指，示指がそれぞれ1指であり，使用機種はナカ

シマメデイカル社製の石突式人工関節が5指，同

社のSelfLockingFingerJointSystemが1指で

あった全例に掌側アプローチにて本法を施行

し，術後5日目より隣接指とのテーピング下に

ROM訓練を開始した．術後経過観察期間は平均

3年5カ月(9カ月～7年5カ月)であった．

【結果】全指で瘻痛はほぼ消失し，自動伸展は術

前平均-24度(-10～-35度),調査時平均-

19度(0～-35度）で，自動屈曲は術前平均55度

(52～60度),調査時平均71度(65～75度)であっ

た.1指で手術中に中央索付着部が骨鰊とともに

骨折し，術後カペナー装具を使用した．また1指

にコンポーネントのゆるみを認め可動域が軽度

減少していたが，瘤痛はなく日常生活には支障

を来していなかった．術後改善した関節可動域

および屈曲角は調査時においても比較的良好に

保たれていたが，中期経過例では短期経過時よ

りやや減少していた．

【結論】高度なBouchard結節を有し強い瘻痛や機

能障害を訴える症例に対して掌側アプローチに

よる人工関節置換術は有用であり，中期的にも

成績は比較的良好である．しかし良好な可動域

を獲得するためには伸筋腱やその付着部に対す

る愛護的な操作や適切な緊張度に人工関節を設

置することが重要であると思われた．
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2-9-EP25

変形性PIP関節症に対する掌側アプロー

チによる人工指関節置換術の治療経験

TheExperienceofProximalInterphalangealJoint

ReplacementfbrOsteoarthritisUsingWlarApproach

山口大学大学院医学系研究科整形外科

○橋本貴弘，重冨充則，村松慶一，

富永康弘，田口敏彦

【緒言】2001年に南川らによりセルブロッキング

PIP人工関節が報告され当科でも慢性関節リウ

マチ(以下RA)や一次性変形性指PIP関節症(以

下PIPOA)の症例に使用している．そのPIPOA

に対する人工関節の報告はRAほど多くはなく，

今回当科での治療経験について検討し報告する．

【対象】2例6指で手術時年齢は平均61歳，経過観

察期間は平均21カ月，全例掌側アプローチを用

いた．これらの関節可動域，自覚症状，ゆるみ

や骨鰊形成などについて調査した．

【結果】可動域は術前38.から術後83｡へ改善した．

ゴルフ練習中の瘤痛を訴えるl指以外は瘻痛を訴

える症例はなかった.X線学的にはゆるみを認

めたものはなかったが，骨鰊形成を2指に認めそ

のうちl指に受動術を行うことで可動域を再獲得

できた．

【考察】人工指関節置換術後の可動域は50.前後と

の報告が多く,OAに限ると60｡程度とも報告さ

れている．今回の結果は比較的良好な結果と考

えた．

OAに対する手術ではRAの様に指背側の処置

をあまり必要としないことが一つの特徴である

が，故に掌側アプローチを用いることで伸筋腱

癒着を予防でき，より積極的なリハビリテーショ

ンを行えるなどのアプローチによる利点も可動

域の獲得に寄与しているものと考えた．

一方OAに対する人工指関節置換術において経

年的に可動域が減衰する症例があることも報告

されている．今回も6指中1指において術後1年ご

ろより徐々に可動域が減衰しはじめ術後4年6ケ

月時に受動術を行った．白川らの報告でも6例9

指中,1例2指に受動術を行い再び可動域を獲得

できたとされている．

経年的に可動域が悪化する例もあるが受動術

が有効であり，人工指関節置換術はPIPOAに

対し有用な治療法の一つであると考えた

2-9-EP26

ST｢関節症に対する舟状骨遠位部分切除

術の治療経験

ClinicalResultsofDistalScaphoidPartialResectionfOr
STTOsteoarthritis

和歌山県立医科大学整形外科

○山中学，谷口泰徳，浅井宣樹，

辻 本修平，吉田宗人

【目的】一次性大菱形小菱形舟状骨間関節症(以下

STT関節症）に対する外科的治療としてSTT関

節固定術の報告は見られるが，舟状骨遠位部分

切除術の報告は本邦において見られない．今回

我々は,STT関節症に対し舟状骨遠位部分切除

術を行った症例について検討したので報告する．

【対象】過去5年間にSTT関節症に対して舟状骨遠

位部分切除術を施行した4例を対象とした．その

内訳は，性別は女性4例で年齢は58歳～72歳(平

均65.5歳)で，患側は3例が右手関節,1例が左手

関節であった．4例とも手関節痛を主訴として来

院していた．全例,STT関節部に圧痛を認めた．

職業は農業,専業主婦,裁縫業,ヘルパーであり，

内2例は趣味でバレーボールをしていた．

【方法】(1)手関節単純X線像よりCrosby分類に

よるSTT関節症のgrade,(2)Carpalheightratio

(以下CHR),Radio-lunateangle(以下R-L角),

DISI変形の有無,(3)術後の臨床成績について検

討した．

【結果】(1)Crosby分類によるSTT関節症変化は

grade2が1手,grade3が3手で重度の関節症で

あった．(2)術前CHR平均0.45,術後CHR平均0.43

と減少していた.R-L角は術前平均-9.8｡,術後平

均-20.5.と術後は減少していた．4例ともDISI変

形の進行を認めた．(3)追跡期間5カ月から1年の

調査時には，全例とも手関節痛は消失しており，

職場復帰を果たし，患者の満足度も高かった．

【考察】今回，手術を行った症例はCrosby分類に

てgrade3または4と重度の関節症変化を来してい

た．術後X線画像上,全例,手根骨の軽度の圧潰，

DISI変形の進行が見られたが，手関節痛は消失

しており仕事復帰を果たせていた．このことか

ら，重度のSTT関節症における術式として舟状

骨遠位部分切除術は,STT関節固定術より低侵

襲であり，職場復帰も早く有効な手術法として

推奨される．
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2-9-EP27

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

ColTelationbetweenUltrasonograpmclmagingand
ClinicalFindingsinPatientswithCarpal'Iimnel

SyndromebefOreandafterOperation

群馬大学大学院整形外科

○田鹿毅，小林勉，山本敦史，

金子哲也高岸憲二

【目的】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(神経伝導速度,CTSIJSSH,Quick

DASH)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6人6手(年齢30歳

～85歳)女性13人17手(年齢38歳～69歳)計19人23

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A:豆状

骨，舟状骨高位B: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．また術

前，術後6か月におけるSNAP潜時,CMAP潜時，

CTSI-JSSH機能,症状スコア,QuickDASH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，遠位僥尺関節高位

における正中神経断面積値は術前に比べ術後6か

月では有意に減少していた(P<0.001).CMAP

潜時,SNAP潜時,QuickDASH機能,症状スコア，

CTSIJSSH機能，症状スコアは術前に比べ術後

6か月にて有意に減少していた(P<0.001).遠位

僥尺関節高位における正中神経断面積値の術前

術後の変化値とQuickDASH症状スコアにおけ

る術前術後の変化値間(改善度)に有意な正の相

関を認めた(r=0.49P=0.017).

【考察と結論】CTS患者の超音波断面像で認めら

れる正中神経腫大像は，手根管開放術後6か月

にて有意に減少を示した．遠位僥尺関節高位に

おける正中神経断面積値の術前術後の変化値と

QuickDASH症状スコアにおける術前術後の変

化値間に有意な正の相関を認めた．超音波検査

はCTS患者の術後の病態評価を行う有用な画像

評価ツールになりうる可能性が考えられた．

2-9-EP28

手根管症候群の術後満足度に影響する要

因について

FactortoInHuenceSatisfactionafterCarpal'nmnel
Release

'公立置賜総合病院2山形大学医学部整形外科，

3泉整形外科病院4北新東病院

○渡邉忠良'，佐竹寛史2，江藤淳2，

高原政利3，荻野利彦4

【目的】手根管開放術後のアンケート調査では，

満足度とCTSR･DASHの結果が異なることがあ

る．術後に発症したばね指が影響していると仮

定し,アンケートを用いて調査を行った.その他，

満足度に影響する要因も検討した．

【対象と方法】対象は,2008～2009年に手根管開

放術を施行した47例55手中，アンケートに返答

のあった35例42手(74％)で，男性は12例，女性

は23例であった．罹病期間は平均3.8年であった．

既往に糖尿病4例，透析3例，手関節周囲の骨疾

患2例，頚髄・尺骨神経障害2例，関節リウマチ1

例を認め，特発性は23例であった．手術時平均

年齢は63歳であった．手根管開放と同時に腱鞘

切開を7例に施行した．上記の症例に，手術の満

足度，残存している症状の程度，こわばり，曲

げにくさ，弾発感,CTSI,DASHのアンケート

を郵送した．アンケートで得られた結果と満足

度との関連を検討した．

【結果】術後から調査時までの平均経過期間は1.8

年で，手術に対する全対象の満足度は86％で

あった．調査時に弾発現象を自覚している例は

37％であった．その満足度を比較すると，非弾

発群は95％，弾発群は69％で有意な差を認めた．

非弾発群と比べ弾発群は，残存症状，こわばり

感曲げにくさのVASが有意に不良で,CTSI¥

DASHには有意差はなかった．既往と満足度の

関係は，特発性87％，糖尿病50％，その他全例

は100%が満足であった．糖尿病と透析例は，特

発性例と比べ調査時のCTSIは良好であったが，

DASHは有意に不良であった．糖尿病例は，曲

げにくさが有意に不良であった．手根管開放時

に腱鞘切開併用の有無はアンケート結果に差を

生じなかった．

【結論】調査時に弾発現象を自覚している例は満

足度が低下していた．糖尿病を有する場合にも

低下する可能性があり，その際CTSIは良好な回

復を示しても,DASHは不良であった．
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2-9-EP29

手根管症候群における患者立脚型評価と

客観的評価の検討

SubjectiveandObiectiveAssessmentinCarpal'nmnel
Syndrome

千葉市立青葉病院整形外科

○山田俊之，六角智之，小林倫子，

赤坂朋代

【目的】手根管症候群の機能評価や電気生理検査

は患者の自覚症状と一致しないことが少なくな

い．今回手根管症候群術前患者を対象にCTSI,

QuickDASHによる患者立脚型評価と各種の客

観的評価を行い，比較検討した．

【方法】手根管症候群術前患者19例20手を対象と

した．男性1例，女性19例，平均年齢60歳(37～

78歳)であった．両側例以外では患側利き手が14

例，非利き手が3例であった．患者立脚型評価

として日手会推奨のCTSI-SS,FSおよびQuick

DASHを調査した．客観的評価として母指掌側

外転の徒手筋力，手掌から母指指腹までの掌側

外転距離，巧綴機能評価にはペグボードを用い

たfunctionaldexteritytest(以下FDT),電気生

理検査では短母指外転筋の遠位遷時(以下DML)

を測定した．統計解析はスピアマンの順位相関，

マンホイットニーU検定を用い,P値5%未満を

有意とした．

【結果】母指掌側外転筋力，掌側外転距離,FDT

はCTSI-SS,FS,QuickDASHのすべてにおい

て相関がみられなかった．DML8msec未満群と

CMAP導出不能群間でもCTSI-SS,FS,Quick

DASHの有意差はみられなかった．

【結論】対象患者数が少ない問題はあるが，今回

の検討では患者立脚型評価と客観的評価の相関

はなかった．実際，母指球筋の萎縮が高度で対

立障害が強い患者でも経過が長いと順応し，巧

綴運動機能が保たれ,ADL障害を訴えない患者

がみられた．母指対立再建の手術適応など治療

法については客観的評価だけでなく，患者立脚

型評価も合わせて考慮することで患者の満足度

がより高くなると思われた．

2-9-EP30

重度手根管症候群に対するCamitz変法に

対する一考察

AClinicalReviewofModifiedCamitzOpponensplasty

fbrSevereCarpalTimnelSyndrome

'昭和大学医学部整形外科学教室，2昭和大学附属

豊洲病院，3昭和大学横浜市北部病院

○池田純1,前田利雄1,稲垣克記l,

富田一誠2，川崎恵吉3

【はじめに】手根管症候群(以下CTS)の病期が進

行すると母指球筋が委縮し，母指の対立機能不

全が生ずる．母指は日常生活動作でキーとなる

指であり，その障害は日常生活に大きな不都合

をきたす．以前より，正中神経低位麻痒に対し

ては各種の術式が報告され，その成績が検討さ

れてきた．当科ではCTSに合併した母指の重度

対立障害に対してCamitz変法(以下本法)を用い

て対応してきたが，手掌部の創痛が出ないか？

手関節部で皮膚線をまたいで創ができるための

嬢痕拘縮に至らないか？実際に母指対立機能が

どこまで改善したのか？という疑問があった．

本報告の目的はこれらの疑問を調査し，今後の

治療に反映することである．

【対象と方法】当科でCTSと診断された症例の中

で，高度な母指球委縮を認め，電気生理学的検

査で運動神経,知覚神経ともに反応を認めなかっ

た症例のうち本法で母指対立機能を再建した最

近の7手を対象とした平均年齢73歳，男性1例

女性6例であった．血液透析に続発した男性の1

手を除き，残りの6手は特発性であった．術前平

均罹病期間は2.8年で，術後平均経過観察期間は

約2年であった．術後の本人の満足度は主観で評

価し,CTSIJSSH-FS(以下FS)も参考にした．

【結果】手掌創部の著明な瘻痛や手関節部の癩痕

形成は一例も認めなかった.FSは術前平均2.8が

2.1に改善していた．しかし手指のしびれは短期

的にはあまり改善しない傾向にあった．一方で

対立機能に関する満足度は高く，一様に｢手術し

て良かった｣との反応を得た．

【考察】本法による母指対立機能再建は予想以上

に期待でき，筋力の低い高齢者でも特別な後療

法を必要とせず，また比較的短期での対立機能

の再獲得が可能であることが確認された．本法

は創部の瘻痛や目立った嬢痕形成もなく，比較

的簡便で有用な術式であると思われる．
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腱反射を定量評価しての手管根症候群の

重症度の評価

ElectrodiagnosticEvaluationofCarpalTImnelSyndrome

bymeasurementofTbndonRenex

'協立病院整形外科，2四条畷学園

○澁谷亮一'，河井秀夫2

【目的】日常診療に於いて神経障害の診断評価に

腱反射はよく用いられているが，その定量的な

評価は確立していない．今回，手根管症候群症

例(CTS)に対し，腱反射を用いた電気生理学的

評価を行った．

【対象】CTS患者72名126手を測定した．その内，

術後経過を追えたのは21名31手であり，術後経

過期間は平均10.7カ月(3-15カ月),平均年齢58

歳(28-82歳)であった．

【方法】短母指外転筋(APB)に電極を貼付し，そ

の7cm近位にて正中神経を経皮的電気刺激して

M波を導出し,onsetlatencyを終末潜時(MDL)

とした．次に,APBの腱をテンダーハンマー

TA-420B(日本光電社製）にて叩打して誘発さ

れた電位T波を100回加算平均し，頂点潜時を

測定した.20mm45mmの短潜時のものをT1,

45mm-70mmの長潜時のものをT2とした．T1は

筋紡錘からIa線維を介する反射,T2はその他の

より遅い神経線維を介する反射を反映するとさ

れている．

【結果】MDL,T1,T2の潜時は互いに高い(p<0.NO1)

相関関係を示した．術前後の経過を追えた31手

を術前にT1,T2の両方とも導出されたI群(4例

5手),T2のみ導出されたII群(17例21手),どち

らも誘発不能であったIII群(4例5手)に群分けし

た．術前のMDLはI群5.7±0.5ms,II群8.0±2.0ms,

III群9.5±0.8msと術前ではI群が他群より有意に

(p<0.05)短かく,II群,III群間には有意な差は

なかった．しかし，術後6ケ月に計測したMDL

はII群では4.6±0.4ms,III群では6.1±1.3msとII

群よりIII群の方が有意(p<0.05)に回復が遅れ

た.I群は6ヶ月以内に全例でMDLが正常範囲内

になっていた．

【考察とまとめ】反射波の誘発の有無と潜時は

CTSの重症の程度を反映し，術後のMDLの回復

にも有意な差を示し，予後予測の一助となる可

能性が示唆された．

2-9-EP32

Martin-Gmber吻合を伴う重度手根管症候

群の神経伝導検査所見～第2虫様筋複合筋

活動電位の術後経時的変化の分析から～

NerveConductionSmdiesatSevereCarpalTimnel

SyndromewithMartin-GruberAnastomosis

'米沢市立病院整形外科，2－関病院整形外科

○長谷川和重'，松原吉宏2

【はじめに】手根管症候群(CTS)の重症例では短

母指外転筋複合筋活動電位(APB-CMAP)が導出

不能であることが多い．一方,Prestonらが報告

した手掌に導出電極を置く方法(P導出)で正中神

経刺激を行うと第2虫様筋活動電位(SL-CMAP)

が導出される．この波形はAPB-CMAPが導出

不能の重症CTS例でも導出可能であることが多

いとされている．私たちは重症CTSの電気生理

学的評価にSL-CMAPを用いているが,MCV計

測のため肘部正中神経刺激でP導出を行うとSL-

CMAPに先行する明瞭な波形(MG-CMAP)が出

現し,MCVが計測不能となる症例を経験した．

これらの症例の手術後経過からMartin-Gruber吻

合の存在を推察したので報告する．

【対象と方法】術前NCS評価でAPB-CMAPが導

出されず,P導出でMG-CMAPとSL-CMAPが導

出された重症CTS手術例5例を対象とした．全

例女性で平均年齢68歳(50～77)，平均経過観察

期間15カ月(12～24)であった．検討項目1)母指

掌側外転筋力(MMT)とAPB-CMAP,2)肘部正

中神経刺激時のP導出波形(MG-CMAP)と尺骨

神経刺激時のP導出波形(INT-CMAP)の比較，

3)SL-CMAPの経時的変化【結果】母指掌側外転筋

力は全症例でMMT4以上に回復しAPB-CMAPが

導出可能となった．術前MG-CMAPの平均潜時

6.5±0.5ms,肘部刺激のINT-CMAPの平均潜時6.3

±0.3msとほぼ一致していた.MG-CMAPは振幅

が小さいがINT-CMAPの波形に類似していた．

SL-CMAPの潜時，振幅が経時的に改善してくる

と,MG-CMAPはSL-CMAPに次第に融合して消

失し，最終的にはMCVが計測可能となった．

【考察】MG-CMAPは肘部刺激のINT-CMAPと潜

時が一致して経時的に変化がないことから前腕

部で尺骨神経から正中神経に至る交通枝の存在

が推察される．本シリーズでは術前の母指掌側

外転筋力が保たれている症例が多かったが,MG

吻合と関連している可能性がある．
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他医での手根管開放術後に再手術を行っ

た症例の検討

Re-operationfOrtheCarpalTimnelSyndromewhichwere

OperatedbyOtherSurgeons

'金沢医療センター整形外科，2金沢大学医学部整

形外科

○池田和夫'，納村直希'，多田薫2

【目的】他医で行われた手術後に，再手術を要す

る場合には中の様子がわからないので注意が必

要である．透析例を除いた7例について検討を

行ったので報告する．

【方法】他医で手術を受けてから再手術までは，5

年，7か月，6か月，3か月がそれぞれ1例で,1か

月以内が3例であった．前回の手術は鏡視下開放

術(ECTR)が3例で，直視下開放術(OCTR)が4

例であった．

【成績】前回の手術がECTRの3例では,2例は正

中神経損傷があり，1例は屈筋支帯の切り残し

があったOCTRで,5年後の再発が1例，母指

球枝損傷が1例，正中神経損傷が1例，屈筋支帯

の切り残しが1例であった．術後経過観察は3か

月から10年であった.OCTR後の再発の1例と切

り残しの2例(OCTRとECTR)は，術後にしびれ

の改善を認めた．lか月以内に再手術を行えた神

経損傷のあった2例(OCTRとECTR)では，神経

はほぼ正常に回復した．3か月後に再手術をした

OCTRのl例は剥離操作により正中神経を余計に

損傷し，しびれが残存した.ECTRで半年後に

再手術を行った症例は，前の症状から神経損傷

が考えられた．しかし，術中は剥離操作が困難

なため，除圧に留まった．そのため痛みは軽減

したが，しびれは残存した．

【結論】手根管症候群の他医による手術のやり直

しは，lか月以内であれば，神経損傷があって

も，術後成績は良かった．切り残しや再発例も

術後成績は良かった．陳旧例になってからでは，

損傷部位を確認することが不可能なことも多く，

神経剥離にとどまる場合もあり，成績は良くな

かった．また，癒着を無理に剥がそうとするあ

まりに，正常な部分も損傷する危険性もあるの

で注意すべきである．他医から相談があるなら，

可及的速やかに再手術を行うべきである．

2-9-EP34

先天性榛側列形成不全に対するcarpal
ulnarization-術後5年での臨床成績一

CrpalUInarizationfOrRadialClubHand.ClinicalResults
afterFiveYears

弘前大学大学院医学研究科整形外科

○湯 川 昌 広 ， 鈴 木 雅 博 ， 藤 哲

【目的】僥側列形成不全における手関節内反変形

は，整容・機能の両面において障害となる．当

科では,DrorPaleyが提唱した手関節安定化法

(以下,carpalulnarization)を2005年より2例に

行った．本発表では本法の術後5年での治療成績

について述べる．

【症例】2例の女児．手術時年齢は両例ともに3歳

であった．症例1はBayne分類typelVで術前手

関節可動域は背屈/掌屈:10度/90度，症例2は

typelllで，術前手関節可動域は掌屈/背屈:20

度/90度であった骨延長前の前腕長差はそれぞ

れ3.5cm,2.5cmであった．

【結果】症例1ではCarpalulnarizationと尺骨骨切

りを同時に行い，延長終了まで手関節は創外固

定器でも固定し,50mmの骨延長を行った．術

後5年では，手関節は安定しているものの，尺

骨遠位端は僥側・掌側へ成長している．手関節

の可動域は，背屈15度，掌屈30度であった．前

腕長の差が8cmとなり,2回目の骨延長を行っ

た．症例2ではCarpalulnarization後1年で尺骨の

bowingの矯正と26mmの骨延長を行った．術後5

年でも手関節は安定しており，可動域は背屈0.,

掌屈40.と保たれている．尺骨の弩曲変形はある

ものの，現在前腕長差は3.5cmで経過観察中で

ある．

【考察】本法は,radialpocket内に尺骨頭を挿入

するもので，矯正が容易であり，関節包と縫合

することで新たな関節となり安定する．2例では

あるが,機能･整容ともに良好な手関節となった．

本法の問題点としては，手関節の安定化には約1

年を要し，尺骨の延長は二期的に行うべきであ

ること．尺骨は遠位骨端線で主に長軸方向へ成

長するため,radialpocket内に尺骨頭が安定化

していない場合，前腕の成長を阻害する可能性

があると思われる．
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手根骨中央化手術を要した梼側列欠損の
3症例

OperativeCentralizationfbrRadialClubHand

京都大学医学部整形外科

○太田壮一，柿木良介，藤田俊史，

野口貴志，貝澤幸俊

【目的】当院で行った手根骨中央化手術を行った

3症例の術後手関節の機能および手根骨中央化手

術と同時または追加して行った手術についてそ

の結果を報告する．

【方法】男性3名で,Bayneの内反手の分類では

3型2例，4型が1例であった．全例で母指の欠損

もしくは低形成をみとめ，完全欠損1例,Blauth

分類3b型が1例,4型がl例であった.3例中l例は

肘関節屈曲不能で，残存する上腕二頭筋を尺骨

に縫着した．手術は1才1ヶ月より1才8ヶ月までに

施行されていた．全例で僥側手根伸筋腱を尺側

に移行し，手関節部背側皮膚はbilobularHapで

形成した．手関節固定用のK-wireは術後4ケ月か

ら5ヶ月半で抜去されていた．

【成績】手関節背屈可動域は5度から40度で平均22

度,掌屈可動域は10度から70度で平均43度であっ

た，全例とも榛尺屈は著しく制限されていた．

1例で約15度の内反変形を呈していた．しかし全

例とも手根骨は巨大化した尺骨頭上にあり，脱

臼しているものはなかった．肘関節屈曲再建を

おこなった症例の肘関節屈曲MMTはM5-であっ

た．全例で尺骨の屈曲変形を認めるが，その矯

正手術は施行していない．3例中2例で母指化手

術を施行されていた．母指完全欠損の症例では

示指の母指化手術を,Blauth分類3bのl例は血

管柄付き関節移植術を施行されていた．残り1例

では，両親の希望が強く，血管柄付き足趾移植

を4才頃に予定している．

【結論】手関節中央化手術は，手部の安定性を

与え，患者のADLの向上に貢献している．

2-9-EP36

上肢に発生したDysplasiaepiphysialis
hemimelica(TTevordisease)の治療経験

DysplasiaEpiphysialisHenmencainHand

関西労災病院整形外科

○川口杏夢，中川玲子，堀木充，

田野確郎

【はじめに】Dysplasiaepiphysialishemimelica

(以下DEH)は骨端軟骨が片側性に過成長する稀

な疾患である．今回我々はその中でもさらに稀

な，前腕以下の僥側列の過形成を来したDEHを

経験したので報告する．

【症例1】5歳女児，既往症なし．手関節背屈制限

を認め当科受診．受診時瘻痛はないが，手関節

の背屈，僥屈制限と背側の圧痛を認めた単純

Xpで舟状骨骨化核の肥大,MRIにて舟状骨背側

軟骨の隆起を認め,DEHと診断した．手関節背

屈制限に対し背側軟骨切除術を行い，可動域の

改善を得た．術後5年で再発なく可動域制限を認

めない．

【症例2】11歳男児，既往症なし．検診で偶然手関

節変形を指摘され当科受診受診時癖痛やADL

制限はないが，手関節背側に腫瘤を認め，手関節

背屈，榛屈制限を認めた．単純Xpで僥骨以遠の

僥側列過形成,Mmで舟状骨背側に骨軟骨性の膨

隆を認めDEHと診断した．経過中EPL,EC冊腱

鞘炎を来し舟状骨背側腫瘤のインピンジによる腱

鞘炎と診断し，背側骨軟骨切除術を行い，瘤痛の

改善を得た．術後3年で再発を認めない．

【考察】DEHは骨端軟骨の片側性過成長を来す，

100万人に1人の発生率である稀な疾患である．通

常15歳までに発見されることが殆どで，男性，下

肢に発生することが多い．通常骨端線閉鎖と共に

過成長は停止し，悪性化の報告もないことから，

瘻痛やADL制限がない場合は保存的治療が可能

とされているが，症状を有する場合は手術治療が

必要になる．今回我々の経験では，舟状骨背側に

骨軟骨性の隆起を来したことにより手関節の著明

な背屈制限や背側伸筋腱腱鞘炎を来したため，手

術的治療を行い良好な経過を得た．病変が関節内

に及ぶ場合は，手術的治療で早期の変形性関節症

を来す可能性もあり，治療方針の選択には慎重な

検討を要すると考えられる．

-S362-



2-9-EP37

骨変化を伴った手指腱鞘巨細胞腫の画像

および臨床所見
ClinicalResultsofResedtionofGCTofTbndonShath

withBoneDefOnmty

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】今回，われわれは骨変化を伴った手指腱

鞘巨細胞腫の臨床および画像所見について調査

したので報告する．

【対象と方法】2002年～2010年の間で，手術を施

行した手指腱鞘巨細胞腫25例のうち，術前の単

純X線像で骨変化を認めた7例を対象とした．年

令は平均43才，性別は男性1例，女性6例，罹病

期間は平均2.8年，術後観察期間は平均4年であっ

た．調査項目は，臨床所見として症状，腫瘍の

大きさ,ROM制限の有無について調べ，また，

画像所見として単純X線の骨変化の形態と部位，

関節裂隙の変化,MRIでは腫瘤の信号，腫瘤お

よび骨変化の描出について調べた．また，発生

頻度と手術内容，再発の有無について調べた．

【結果】症状は腫瘤形成を7例全例に認め，自発痛

および運動痛は認めなかった．圧痛は1例のみで

あった．腫瘍最大径は平均14mmで,ROMは2例

に屈曲制限があった．単純X線像における骨変

化の形態としては，嚢腫様変化を7例中2例に認

め，骨皮質の陥凹を4例，骨皮質の肥厚を2例に

認めた．関節裂隙の狭小化は2例に認めた．骨変

化の形態において，襄腫様変化を有する浸潤型

と骨皮質の陥凹を認める圧痕型に分類した．浸

潤型は2例，圧痕型は5例に認めた.MRIを施行

した6例中，浸潤型は2例で，腫瘍信号はT1強調

画像では低～等信号,T2強調画像では低信号に

等または高信号を混在した．骨浸潤を伴う腱鞘

巨細胞腫の発生頻度は，今回の症例では28％で

あった．手術は全例腫瘍切除と，骨浸潤を生じ

た2例に対しては，単純掻爬術を加えた．浸潤型

の2例に再発を認めた．

【結語】1．骨変化を有する手指腱鞘巨細胞腫7例

の画像所見と臨床所見について検討した．2．腫

瘍切除および骨単純掻爬を行ったが，浸潤型の2

例に再発を認めた．

2-9-EP38

手指・手関節腱鞘巨細胞腫の検討

TheClinical/ImageEvidenceofGiantCellTilmorof
TbndonSheath

聖マリアンナ医科大学整形外科

○吉田典之，清水弘之，内藤利仁，

重 松 辰 祐 ， 別 府 諸 兄

【目的】腱鞘巨細胞腫は，手指末梢に好発する良性

腫瘍であるが，再発率は比較的高いことが知られ

ており,再手術を要することも少なくない．今回，

当科で手術を行った腱鞘巨細胞腫について画像所

見と再発例を中心に調査,検討したので報告する．

【対象および方法】2006年から2011年11月までに当

科で手術加療を行った手指・手関節腱鞘巨細胞腫

21症例について，現病歴，罹患部位，術前の画像

所見，術中所見および再発の有無等術後の経過に

ついて調査を行った．

手術時年齢は23歳から87歳，平均44.6歳であった．

性別は男性7名，女性14名，罹患側は右10例，左

11例，罹患部位は母指5例中指7例，環指1例，

小指6例，手関節2例で,DP(および母指IP)関節

周囲に7例,PIP関節周囲に5例,MP関節周囲に3

例,PIPからDIP関節周囲に及ぶもの3例,MPか

らPIP関節周囲に及ぶものがl例であった．手関節

は榛骨手根関節掌側，背側にl例ずつ認めた

【結果】画像所見：単純X線像で骨浸潤を認めるも

のが6例，骨皮質圧排による陥凹が4例，骨浸潤と

陥凹両方を認めるものがl例であった.Mmは15

例に施行したが，4例に骨浸潤，7例に骨びらんを

認めたT1強調画像にて低から等信号,T2強調

画像にて低から高信号が混在する像を認めた．術

前の超音波検査は11例に施行され，主に腱や骨に

接する分葉状に発育する低エコー病変として描出

された．

手術所見：全例全摘出を施行したが，8例に関節

内浸潤を認めた．骨浸潤例は骨掻爬を追加した．

再発は4例に認め，2例は再発を繰り返し3度の手

術を要した．罹患部位は中指3例，小指1例であっ

た．術後再発までの期間は3カ月から3年，平均2

年7カ月で，術中所見では2例に骨浸潤，1例に関

節内への浸潤を伴っていた．

【考察】再発例は術前の画像診断では骨浸潤，関節

内浸潤しているものが多く，取残しに注意が必要

である．とくに術前，術中に骨内に浸潤している

症例では,再発を念頭に経過観察する必要がある．
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2-9-EP39

左手正中神経から指神経にかけて発生し

た極めて稀な蔓状神経鞘腫の1例
AExtremelyRareCaseofPlexifbnnSchwannomaofthe

MedianandDigitalNerve

藤崎病院

○宮城光晴，大久保康一，中井生男

【はじめに】神経鞘腫は通常末梢神経に単発に発

生することが多い．多発性の神経鞘腫として1神

経に束状あるいは数珠状に増殖する蔓状神経鞘

腫(plex肋rmschwannoma)がある．蔓状神経鞘

腫は極めて稀な末梢神経鞘由来の良性腫瘍であ

り，多くは皮層または皮下に発症するが，今回

我々は末梢神経本幹の正中神経から指神経にか

けて発生した極めて稀な蔓状神経鞘腫の1例を経

験したので報告する．

【症例】34歳男性

【主訴】左手掌～示指・中指のしびれ

【現病歴】約10年前に左中指の腫瘤に気付いてい

たが放置，徐々に増大傾向を認め近医を受診し

た.MRIで神経原性腫瘍が疑われ当科を紹介さ

れた．

【現症】左中指～手掌～手関節に至る約5×17cm

の腫瘤を認め，腫瘤は弾性軟，充実性，可動性

が無く,Tinel徴候を認めた．

【経過】局所麻酔下に切開生検を施行，病理組織

診断では神経鞘腫が疑われ，全身麻酔下に顕微

鏡下腫瘍切除術と神経移植術を行った術後6カ

月では示指にしびれ，中指に知覚鈍麻を認める

も再発なく経過は良好である．

2-9-EP40

病的骨折を伴った手指内軟骨腫の治療

TreatmentofEnchondromaComplicatedwithPathologic
BoneFracture

'南和歌山医療センター整形外科，2和歌山県立医

科大学整形外科教室

○辻本修平1，谷口泰徳2，下江隆司2，

山中学2，吉田宗人2

【目的】骨折を伴う手指内軟骨腫に対して骨折治

療の完成後，病巣掻爬を行うか，骨折治療と病

巣掻爬を同時に行うかは，その選択に議論があ

る．今回我々は，病的骨折を伴う内軟骨腫に対

して一期的に骨折治療および病巣掻爬，人工骨

移植を行った症例の治療成績を検討したので報

告する．

【対象および方法】対象は骨折後骨癒合の完成を

待たず治療を行った内軟骨腫5例で，性別は男3

例,女2例,手術時年齢は19歳～39歳(平均29.2歳）

であった．腫瘍発生部位は基節骨3例，中手骨2

例であった．

【治療方法】手術は背側より侵入し，愛護的に

K-wireとノミで骨皮質を開窓し，鋭匙で腫瘍を

正常な骨が露出するまで十分掻爬した．生食で

洗浄後，人工骨を充填した．使用した人工骨の

素材の内訳は，ハイドロキシアパタイト(HA)が

4例．β－リン酸三カルシウム(6-TCP)が1例で

あった．すべての症例において骨折に対して内

固定の骨接合術は施行せず，術後ギプス固定3週

間とし，その後手指の自動運動を開始した．

【結果】経過観察期間は6カ月～2年で，すべての

症例において骨癒合は完成し，日常生活に支障

をきたすような手指の関節可動域制限や瘻痛な

どの合併症は見られなかった．また内軟骨腫再

発例や術後再骨折例はなかった．

【考察】一般に手指内軟骨腫に対する治療として，

病巣掻爬と人工骨移植は臨床成績,X線学的成

績ともに良好であると多数報告されている．そ

して病的骨折を伴う場合，骨癒合を完成させて

から，病巣掻爬を行う方が，合併症が少ないと

されている．しかし今回我々は，骨折治療と病

巣掻爬，人工骨移植を一期的に行うことで，術

後良好な結果を得た．手指内軟骨腫では病的骨

折の転位は軽度である症例が多く，一期的に病

巣掻爬を行う治療は，治療期間が短縮され患者

に対する負担も少なく有用である
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2-9-EP41

中年以降の進行期キーンベック病に対す

る，ロッキングブレートを用いた榛骨模

状骨切り術の治療成績

RadialWedgedOsteotomyfbrKienb6ckDiseasewith

LockingPlateSystemafterMiddleAge

'島根大学医学部整形外科学教室，2若草第一病院

○山本宗一郎1，辻本由美子2，山上信生1，

内尾祐司’

【はじめに】進行期キーンベック病に対しての治

療法にはまだ一定の見解は得られていない．わ

れわれは中年以降のキーンベック病に対して，

ロッキングプレートを用いた僥骨模状骨切り術

を行い，早期に可動域訓練を行ってきた．その

治療成績を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は2008年から2010年までに

Lichtmanstage3bに対して僥骨模状骨切り術を

行い，2年以上経過した5例5手とした．手術時平

均年齢は57歳，全例女性で，術後経過観察期間

は28ヵ月であった．手術はulnarvarianceをOmm

にし，かつ榛骨の月状骨関節面が骨幹軸に対し

て90.となるように骨切りを行った．術後外固定

は行わず，早期より自動可動域訓練を指導した．

術後評価は単純X線によるcarpalheightratio

(CHR),Stahl'sindex,関節症変化の有無，可

動域,VASとしたまた臨床評価をNakamura

scoreで行った．

【結果】全例3カ月以内に骨癒合が得られ，2カ月以

内に日常生活への復帰が可能であった．CHRは

0.48から0.47に,Stahl'sindexは29から27にそれ

ぞれ低下した．軽度関節症性変化は1例に見られ

た．可動域は掌屈23.が49.に，背屈44.が50.に

改善した.VASは8から2に改善し,Nakamura

scoreではgood4手,fairl手であった

【考察】単純X線像ではCHR,Stahl'sindexともに

若干低下し，分節部の癒合は得られていなかっ

たが，除痛効果は保たれており，可動域も改善

していた．画像検査での改善は乏しいが，臨床

評価は良好であり，早期に日常生活への復帰が

可能であった．

【結語】中年以降の進行期キーンベック病に対す

る榛骨模状骨切り術は有効な術式であると考え

る．

2-9EP42

Kienb6ck病に対する有頭骨部分短縮骨切

り術の成績
ClinicalOutcomeofKienbockDiseaseTreatedwith

ArthroscopyandPartialCapitateShortemng

'大阪労災病院整形外科，2東住吉森本病院

○矢野公一'，恵木丈1，川端確2

【目的】当院ではKienbock病に対して鏡視下滑膜

切除の後森友らが報告した有頭骨部分短縮骨切

り術を施行している．追試した成績を検討する．

【方法】2006年以降，症候性Kienbock病に本法を

施行し，術後1年以上経過観察(平均25カ月,12-

36)できた8例を対象とした．男性3例，女性5

例で，手術時平均年齢は53歳(27-73)であった．

Lichtman分類では,stage2:3例,3A:4例，

3B:1例であった.Ulnarvariance(UV)は，平

均+0.8(-1-+2)であった．手術は手関節鏡視下に

関節内評価および必要ならば処置を行い，その

後森友らの方法に準じ，有頭骨の月状骨関節面

に対して約2mmの短縮を行った．術前後の手関

節可動域および握力,carpalheightratio(CHR),

Stahlindex,Lichtman分類,MRIの変化を検

討した．臨床評価はNakamuraの評価基準と

Q-DASHscoreを用いた．臨床評価に関連する因

子を統計学的に検討した．

【成績】最終観察時，4例が瘻痛消失，4例に労作

時のみ軽度瘻痛があった．手関節掌背屈可動域

は術前平均99度から術後120度，握力の健患側比

は術前平均43％から術後71％へと各々有意に改善

した．Nakamuraの評価基準では，優:1例，良：

4例，可：2例，不可：1例であった.Q-DASH

scoreは，術前平均39.9点から術後2.3点へと改善

した.CHRおよびStahlindexが悪化しなかった

のはそれぞれ3例認めた.Nakamuraの評価基準

では，年齢，鏡視下処置が必要な病変の存在，

Lichtman分類の悪化が関連し，術後のQ-DASH

scoreでは年齢が関連した.CHR悪化は術前

Lichtman分類と有意に関連した．

【結論】術前stage3A･Bの症例はstage2に比べて

術後CHRが悪化したが,UVに関係なく瘻痛は全

例で改善した．
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2-9-ER43

KienbOck病に対する榛骨短縮術と有頭骨

短縮術の治療成績

RadialShorteningandCapitateShorteningfbrKienb6ck
Disease

'豊橋市民病院整形外科，2浜松医療センター

○申正樹1,井上五郎1,佐伯将臣1,
浅野研一2

【目的】Kienb6ck病に対する手術方法は病期や

ulnavarianceにより選択されることが多い．

我々 はLichtmanstage3については,ulnaminus

varianceの症例に対しては頭骨短縮術を,plus

varianceの症例に対しては有頭骨短縮術を，ゼ

ロvarianceの症例にはいずれかを施行し，今回

その治療成績について検討した．

【対象と方法】1999年以降手術治療を行った

Kienb6ck病14例のうち，僥骨短縮術もしくは有

頭骨短縮術を施行した10例を対象とした．男性9

例，女性l例．手術時年齢は14～40歳(平均23歳）

で，術前のstageは3Aと3Bが各5例であった．僥

骨短縮術を6例(R群)に，有頭骨短縮術を4例(C

群)に行った．観察期間は平均30か月(12～36か

月）で，術後成績はNakamuraのscoresysteInで
評価した．

【結果】術後成績は優'例，良6例，可3例であり，

C群は，良2例，可2例とR群(優1例，良4例，可1

例）より若干成績が劣ったが，これは主に手関節

可動域の増加がR群の方がよいことに由来した．

瘻痛に関しては8例が消失し，2例(R群,C群各1

例)で軽い痛みが残存した.Stahl'sindexはR群

では全例が術前より不変もしくは低下したのに

対し,C群では1例で術前よりも増加し，骨硬化

像や分節化の改善などのremodelingが認められ
た．

【考察】今回の結果でR群に対してC群の成績が

劣った原因として，平均年齢がR群(21歳)よりC

群(26歳)の方が高いこと，術後の手関節可動域

はC群も健側とほぼ同程度まで改善しているこ

とから，術前の可動域がC群の方が良く保たれて

いたため改善率としてはあまりよくならなかっ

たと考えられる.C群でremodelingが認められ

た症例はplusvariance(その他の3例はゼロ)であ

り,plusvariance症例に対しては有頭骨短縮術

は有用な方法の1つと考えられた．

2-9-EPL44

UInotriquetralligamentsplittearを伴っ
たTFCC損傷の2例

TheCaseReportofUlnotriquetralLigamentSplitTbar

withTFCCIIUury

'昭和大学附属豊洲病院整形外科，2昭和大学医学

部整形外科学教室，3昭和大学横浜市北部病院

○富田一誠1,稲垣克記2,池田純2,

久保和俊2，川崎恵吉3

【はじめに】手関節尺側部痛は診断治療に難渋

する病態である．しかしMRI検査と手関節鏡の

発達により，近年特にTFCC損傷に対する診断

は進歩してきた．今回,Bergerが提唱してい

る手関節尺側部痛の原因となるUInotriquetral

ligamentsplittear(以下UT靭帯縦裂損傷)を伴

うTFCC損傷を経験したので，その小経験を報

告する．

【症例ll20歳女性．右手関節痛．高校生時のテニ

ス中に明らかな外傷なく主訴出現．大学1年時

に再び無理に手関節を捻って打って痛み再発．3

か月間保存療法するも痛み改善せず手術となる．

Foveasign(+),DR町動揺性やや(+).MRI検査

はFoveaで剥奪．手関節鏡でTFCCの動揺性と

UT靭帯の縦裂損傷を確認．関節鏡視下に経尺骨

TFCC縫合とUT靭帯縫合を施行．術後9カ月で痛

みなくテニスに復帰している．

【症例2】43歳男性右手関節痛．空手中に殴って

痛み出現保存療法にて軽減．再び空手中に受

傷し手術となる.Foveasign(+),DRUJ動揺性

(+).MRI検査でFovea付着部に高輝度.DRm

鏡でFovea付着部は嬢痕組織のみ，手関節鏡視

下にTFCCの動揺性とUT靭帯に縦裂損傷を確

認関節鏡視下に経尺骨TFCC縫合とUT靭帯縫

合を施行．術後8カ月で痛みなく空手に復帰して

いる．

【考察】UT靭帯は，手関節尺掌側で掌側僥骨尺

骨靭帯から三角骨へ斜走する靭帯で，この靭帯

が線維方向に裂けるように断裂した状態をsplit

tearと称している．この病態は，手関節回外背

屈強制により発症することが多く,FoveaSign

が陽性で,DR町の動揺性を認めないのが特徴で

ある．本邦ではまだ報告はないが,UT靭帯縦

裂損傷は，手関節尺側部痛の原因となる重要な

病態の1つであり，鑑別診断として念頭に置く必

要があると考えた．
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2-9-EPL45

梼骨頭骨折に合併したTFCC損傷

(Essex-Loprestilikelesion)
TFCCI可urywithRadialHeadFractul℃

(Essex-LoprestiLikeLesion)

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

○鎌田雄策，中村俊康，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【目的】僥骨頭骨折に遠位僥尺関節(DRm)脱臼

を伴わないTFCC損傷の症例は現在までに報

告されていない．今回僥骨頭骨折に合併した

TFCC損傷5例に対し縫合術もしくは再建術を

行ったため，報告する．

【対象および方法】症例は2004年から2011年に当

院で加療を行った5例を対象とした．男性3例，

女性2例，手術時年齢は平均34.2(29～37)歳で，

受傷から手術までの期間は平均177.2(16～561)

日，術後観察期間は平均17(2～39)ヶ月であった．

受傷機転は交通外傷2例，スポーツl例，転倒2例

であった．榛骨頭骨折は5例ともMason2型であ

り，4例に保存的加療，1例にTFCC縫合と同時

に観血的整復を行った．全例にて関節痛とDRm

不安定性を認めた.TFCC損傷はslit損傷3例に

対して鏡視下に縫合，尺骨小窩からの裂離2例の

うちl例は直視下に縫合，1例は再建術を行った．

術後は3週間上腕までのシーネ固定を行い，以後

可動域訓練を開始した．

【結果】全例で僥骨頭の骨癒合は得られた．短期

フォローのl例を除き，手関節・前腕の可動域制

限とDRUJ不安定性は認めず，手関節痛を訴える

症例も見られなかった．

【考察】僥骨頭骨折にDR町脱臼を伴わずTFCC損

傷を合併する症例は,Essex-Loprestilesionの新

しいentityとして扱っても良いかと考えられる．

5例ともX線上はDR町の脱臼は見られず,DR町

の不安定性を認めた．来院時から手関節痛に留

意し,MRI,関節造影および関節鏡で確診に至っ

た．転位の小さい榛骨頭骨折の場合,TFCC損

傷の有無につき注意する必要がある．

2-9-EPL46

母指MP関節可動域における左右差の検討

DiHerencebetweenRightandLeftROMoftheThumb
MPJoint

佐倉整形外科病院整形外科

○中里順子，江畑龍樹，徳永進，

高橋勇次，阿部圭宏

【目的】母指MP関節の可動域は個人差が大きく，

診断に際して，もともと可動域が小さい症例な

のか，疾患が存在するのか，判断に苦慮する場

合も少なくない．このような場合には，健側の

可動域が重要な指標となる．健常成人における

母指MP関節可動域の左右差が，どの程度である

かについて検討し報告する．

【対象】母指に特に既往のない健常者150人(男性

75名,女性75名,平均年齢36.1歳)の母指MP関節，

300関節を対象とした．加齢に伴う変性疾患を除

外するため年齢は20歳以上,50歳未満とした．

【方法】母指MP関節の屈曲角と伸展角をゴニオ

メーターで1.間隔で測定し,角度の分布,男女差，

左右差の統計処理を行った．

【結果】屈曲角は平均59.5｡(16｡～90｡),伸展角は

平均7.9｡(-32｡～58｡)，屈曲，伸展ともに男性に

比し女性の値が有意に大きかった．屈曲角の左

右差は平均4.8｡(O｡～28｡),伸展角の左右差は平

均6.4｡(0｡～36｡)，屈曲角左右差の上側100%P点

(スチューデントt分布)はP=0.05で10.6｡,P=0.01

で15.1｡,伸展角左右差の上側100%P点はP=0.05

で14.3｡,P=0.01で20.4.であった．

【考察】屈曲角の最大値90°と最小値16°の差は74｡,

伸展角の最大値58.と最小値-32°の差は90°で，い

ずれも非常に大きく，健側との比較なしに可動

域が正常であるか否かを判断することは，極め

て困難であると考えられた．また上側100%P点

の値から，屈曲角で11.以上，伸展角で15｡以上

健側に比し低下している場合，疾患の存在を疑

う必要があり，屈曲角で16.以上，伸展角で21.

以上健側に比し低下している場合，疾患の存在

が極めて強く示唆されると考えられた．
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2-9-EP47

基節骨骨折・伸筋腱損傷術後の拘縮に対

する有茎筋膜弁を用いた伸筋腱剥離術の

経験

ExtensorTbnolysiswithThansferofaPedicledFascial

HapfbrExtensorAdhesionwithPIPJointContracture

afterProx加alPhalanxFractureandExtensorlnjuryofa

Finger

きっこう会多根総合病院整形外科

○須賀久司，長嶋秀明，松村健一，

本 城 昌

【目的】腱剥離後も再癒着によって成績が不良と

なることが多い基節部における骨折・伸筋腱断

裂術後に対して有茎脂肪弁を用いることにより

良好な成績が報告されている．今回我々は同様

な症例に対して背側中手動脈穿通枝を用いた有

茎筋膜弁を用いて比較的良好な成績を得ること

ができたので手術手技を含め報告する．

【対象】対象は2010年10月より伸筋腱剥離・観血

的授動術を施行した3例3手4指．2例が基節骨骨

折，一例はPIP関節脱臼を伴う伸筋腱断裂であっ

た．骨折例は2例ともプレートによる内固定術を

施行されていた．平均年齢は43歳(30-51)，初回

手術からの待機期間は平均6.3ヶ月(48)であり，

全例性別は男性であった．

【方法】手術はMP関節近位からPIP関節に至る背

側アプローチとし，側索および中央索の剥離操

作及び必要があればPIP関節の側副靭帯切離，背

側関節包切除を行い他動的に十分な可動域が得

られるようにしてから，術前にマーキングして

いおいた中手骨間遠位における中手背側動脈か

らの穿通枝の位置をpedicleとし，皮膚を脂肪層

と伸筋腱の浅筋膜間で剥離し伸筋腱のparatenon

を残しつつ滑膜ごと浅筋膜を挙上識転しターニ

ケットを解除して筋膜弁からの出血を確認後に

基節部からPIP関節背側で伸筋腱の下にしきつめ

周囲軟部組織に筋膜弁を固定した．術後の固定

は行わず可能な限り術当日から可動域訓練を開

始した

【結果】術前・術後のPIP関節自動可動域は各平均

66.25および90｡,DIP関節自動可動域は50および

71.50｡,%TAMの平均値は98%(70-123)と良好で

あった．全例合併症はなく職場復帰をしている．

【まとめ】伸筋腱の再癒着を予防するための有茎

脂肪筋膜弁の適応は効果的と考えられるが，今

回はより薄くするために脂肪を含まない筋膜弁

としたが血行も良好であり良好な結果を得るこ

とができた．

2-9-EPL48

外傷後の高度PIP関節屈曲拘縮に対して

digito-lateralflapを併用した観血的授動
術の術後成績

ClinicalResultsfOrUseofDigito-lateralFlapinSkin
DefectsafterReleaseofPIPJointFlexsionContracture

fOrFingerInjuries

'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1,坂野裕昭1,瀧上秀威1,

中村祐之'，齋藤知行2

【目的】高度PIP関節屈曲拘縮に対して関節授動術

を施行し，拘縮解離後に生じた皮層欠損に対し

て我々 は積極的にdigito-lateralHapを用いて一期

的に皮膚欠損部を閉鎖し，術後早期より可動域

訓練を開始している．今回，高度指PIP関節屈曲

拘縮に対して,digito-lateralfiapを併用した観血

的授動術の術後成績について報告する．

【対象と方法】2009年4月から2011年10月までの期

間で，保存治療に抵抗する指PIP関節屈曲拘縮例

を対象とした．対象は4例7指で，全例男性，年

齢は平均47.0歳(34～69)であった．罹患指は中

指1指，環指4指，小指2指であった．手指拘縮の

原因は，屈筋腱損傷後6指，基節骨折後l指で，

すべて観血的授動術施行後，生じた皮膚欠損に

対してdigito-lateralHapで被覆した．皮弁作成部

位は基節部6指，中節部l指で，術後経過観察期

間は平均10か月(4～12)であった．皮弁のdonor

siteは一時的に閉鎖し，術後外固定せず，指の可

動域訓練を術翌日から開始した．

【結果】PIP関節は，伸展は術前-74.3±152｡,屈曲

90.7±13.7.が，調査時，伸展-16.9±6.1｡,屈曲90.7

±22.8°に,PIP関節可動域は16.4±8.5.から73.9r

215.に改善した.(P<0.05).また，術前%TAM

は48.5±3.9％から，調査時%TAMが71.3±14.1%

に改善した.(P<005).術後皮弁の血行トラブ

ル，壊死などは認めず全例で皮弁は生着した．ま

た，皮弁とrecipientsiteとのtexturematchは良好

でcosmeticな面でも良好な結果を得た．

【まとめ】指PIP関節屈曲拘縮の高度な症例に対し

て観血的授動術を施行し，生じた皮膚欠損に対

して一期的にdigito-lateralHapで被覆することに

より，術後翌日から可動域訓練を開始でき可動

域を獲得でき比較的良好な成績を得ることがで

きた．
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2-9-EP49

手指PIP関節拘縮・強直に対する

DynamicDistractionApparatusを用い
た治療

TifeatmentwithDynamicDistractionApparamsfbr

ContracmreandAnkylosisofProximallnterphalangeal
JointintheHand

大阪厚生年金病院整形外科

○野口亮介，田中啓之，島田幸造

【目的】手指PIP関節内拘縮・強直に対して可動

域再獲得目的にDynamicDistractionApparatus

(DDA)創外固定器を用いて手術を行い，術後早

期可動域訓練を行った症例を3例経験したのでそ

の有用性と問題点を報告する．

【症例1】53歳女性．転倒し受傷．骨傷認めず2週

間の外固定．その後腫脹・癌痛持続し,PIP関節

屈曲拘縮となる．術前ROMは伸展-50｡,屈曲80。

(以下-50/80｡)．受傷より331日目に拘縮解離

DDA装着．術後10か月経過し-5/80.と改善ある

も，15°のextensionlag認め，伸展機構の再建予

定である．

【症例2】60歳女性．自転車で転倒し受傷．右小指

PIP関節掌側板付着部剥離骨折を認め，屈曲位に

て3週間外固定．その後PIP関節背側の創処置を

行い，受傷後2か月経過してから可動域訓練を開

始するも拘縮残存．術前ROMは-54/72｡.受傷後

220日目に拘縮解離,DDA装着．術後9か月経過

し,-10/72。と改善あるも,30.のextensionlag

を認め，伸展機構の2期的再建中である．

【症例3】60歳女性．右環指にBouchard結節を認

め，レントケン上骨性強直を来しており可動性

はなかった．肋骨骨軟骨移植により関節再建を

行い,DDA装着．術後拘縮を起こしたため，術

後7か月で関節面の形成，骨鰊切除を行い，再度

DDAを装着再手術後8か月経過し,-8/56.と可

動性を再獲得している．

【考察】DDAはラバーバンドを力源とし関節に牽

引をかけ，かつ基節骨頭の回転中心にピンを刺

入することで,PIP関節に負荷をかけずに同部位

を中心とした運動を行える．そのため，術後早

期からのROM訓練が可能であり，拘縮・強直に

対してもDDAを用いることは有用であると思わ

れる．しかし，拘縮期間が長期で伸展機構が破

綻していた場合,ROMが改善したとしても伸展

機構の再建が必要となる．今後はDDAの装着と

伸展機構の同時再建が課題である‘

2-9-EP50

右第3,4中手骨骨頭部の骨折後に生じた

Iockingfingerの一例
ACaseReportofLockingFingerafterRight3rdand4th

MetacarpalHeadFracmre

藤崎病院整形外科

○中井生男，大久保康一，宮城光晴

指MP関節のlockingfingerは中高年者が手を強

く握った際によく発生し,その原因は,中手骨骨

頭の掌外側にあるvolarlipに側副靭帯の副靭帯

(fanlikeportion)が引っかかり発生すると報告さ

れている.今回我々は,中手骨骨頭骨折後に発生

したlockingfingerの一例を経験したので報告す
る．

症例は15歳男子,転倒した際に右手をつき，その

直後より右中環指MP関節の伸展が出来なかっ

たが放置していた.約1ヶ月後,伸展不能状態が続

くため,近医より伸筋腱断裂の疑いで紹介来院し

た.受診時,右中環指のMP関節は伸展不能で,レ

ントゲン所見では第3,4中手骨頭に転位のある骨

折を認め,すでに骨癒合していた．このことから，

転位した中手骨頭の骨折部に副靭帯がlockingし

たものと診断し手術的に加療した

手術法は,右環指MP関節掌側より進入し腱鞘を

切開,屈筋腱を尺側によけ掌側板の僥側を縦切開

してMP関節に達した.転位した骨折部に副靭帯

がlockingしているのを認めた．この骨折部の突

出した部分を切除することによりlockingは解除

された.右中指も同様の所見であった．

術後経過は,右中環指MP関節の自動伸展可能で，

可動域制限は認めていない．

我々の渉猟しうる限りにおいて，中手骨骨頭部

の骨折後に発生したlockingfingerの報告はなく，

極めてまれな症例であると考えられた．
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2-9-EP51

第5中手骨基部骨折の治療成績

'ITeatmentofFractureofBaseofFifthMetacarpalBone

行岡病院整形外科

○ 久保伸之，正富隆，行岡正雄

【目的】CM関節内に及ぶ第5中手骨基部の骨折を

複数経験したため，その治療成績について検討

する．

【方法】症例は7例7手(右手5左手2)．男6例女1

例であった．平均年齢36歳(23～69)．保存治療

2例，手術治療5例(うちORIF4例，経皮ピンニン

グ1例）であった．平均経過観察期間は5カ月で

あった．可動域及び術後のADL,X線像につい

ての評価を行った．

【結果】全例で骨癒合を得られ，可動域制限はわ

ずかであった.ADLに大きな制限は認めなかっ

たが，労作時，運動時に軽度の瘤痛を訴えた症

例を4例認めた．X線所見では，第5CM関節の亜

脱臼が残存している症例は見られなかったが，

関節面の粉砕の強かった5例で関節面の変形の残

存が見られた．

【考察】第5中手骨基部骨折は逆ベネット骨折と呼

ばれることもあるが，比較的まれな中手骨骨折

である．受傷機序としてはボクサー骨折として

知られる第5中手骨頚部骨折同様，何かを殴る，

物を持った状態で転倒して手を突く，など，中

手骨に遠位から近位への軸圧がかかることによ

る．第5CM関節は約30°の可動域を持ち，その可

動性はfullgripの際に重要である．同部の関節面

の適合を維持することが手指の機能温存のため

に重要である．

2-9-EP52

手指指節骨骨折に対するTwo-DIOWの治

療経験

PhalangealFractureThFeatmentwithTwo-dimensional

IntraosseousWiring

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセン

ター

○山本研，田中祥貴，寺浦英俊，

五谷寛之，山野慶樹

【はじめに】不安定型骨折や関節内骨折において，

外固定やK-wireによる固定では固定力に問題が

あり早期可動域訓練が行えず有用な可動域が得

られない.一方，プレート固定では固定力は強い

ものの,伸筋腱癒着による障害のため十分な腱滑

走を得ることができない.森谷らは2011年十分

に腱滑走を得る早期運動を可能とする強固な骨

固定法Two.DIOWを報告した.今回われわれは

可動域獲得を目指してTwo-DIOW固定法を施行

したので報告する．

【対象および方法】Two-DIOW固定法を施行した

手指骨骨折の4例5指を対象とした.性別は全例男

性，受傷時年齢は平均年齢42.3才(30-58才),受傷

原因は機械による圧挫などの労災事故4例,自転

車による転倒1例であった.症例は手指完全切断

1例2指(示指Tamai分類zone4,中指Tamai分

類zone3),基節骨開放骨折(伸筋腱完全断裂合併

例)1例,陳旧性基節骨基部関節内骨折1例,基節骨

骨幹部骨折l例であった.受傷から手術までの期

間は,偽関節の症例(35日）のl例を除いて全例当

日緊急手術を施行した.平均経過観察期間は8-17

(平均11か月）であった.評価は骨癒合の有無,術

後合併症,術後可動域(TAM)について調査した．

【結果】全例骨癒合は得られた.術後骨折部の再転

位,ゆるみなどの合併症は認められなかった.術

後可動域(TAM)は追加手術を要する1例を除い

ては平均215(184-238｡)であった．

【考察】Two-DIOWは手指の挫滅開放骨折,特に

腱損傷合併例などに対しては腱癒着や関節拘縮

などの合併症を予防するための早期可動域運動

が可能であり有用な方法であると考えられる．さ

らに,今後早期可動域訓練を開始するために閉鎖

骨折や関節近傍での骨折,偽関節などの症例にお

いても適応を広げてもよいものと思われる．
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陳旧性PIP掌側板損傷による白鳥頚変形
に対する治療経験

TreatmentofWlarPlatelnjuriesofProximal
InterphalangealJointsofHngers

丹後中央病院整形外科

○山川知之，西島直城

【緒言】掌側板損傷が陳旧性になるとPIP過伸展変

形かつ自動屈曲が困難となり，白鳥頚変形を生

じ強い支障を来す．陳旧性の掌側板損傷による

PIP過伸展変形に対してpull-outwireとextension

blockによる固定法にて良好な成績を得たのでそ

の手術方法を中心に報告する．

【対象と方法】平成19年～平成22年の間に手術を

行った陳旧性掌側板損傷は7例であった．男性

5例，女性2例で年齢は17歳から41歳，平均26歳

であった．受傷から手術までの期間は平均8.5ヶ

月(4か月～13か月）であったPⅣ関節をK-wire

でextensionblockした後，短縮した掌側板が中

節骨基部の元の付着部に前進できるかを確認し，

可動性がなければ掌側板背面を剥離し，副靭帯

を少しずつ切離することで容易となり，掌側板

付着部で特に強固な中節骨近位外側部を新鮮化，

pull-outwire固定した.K-wireを4週で抜去し，

自動運動を開始した.Pull-outwireは5週で除去

した．その後は自動運動を中心にリハビリテー

ションを行い，屈曲拘縮が生じた症例には6週以

降夜間スプリントで屈曲拘縮を矯正した．

【結果】経過観察期間は平均6ケ月(3ケ月～12ケ月）

であった.PIP関節の可動域は屈曲が平均97.5。

(80～110｡),伸展が平均-7.5｡(-15～0｡)であっ

た．術後6週で-30.以上の伸展障害がみられた4

例には夜間スプリントを使用した．最終的に強

度の屈曲拘縮を生じたものはなく，瘤痛を訴え

る症例はなかった．

【考察】陳旧性PIP掌側板損傷では損傷を受けた

掌側板が非薄化，癒着により再建組織としては

不適応であるとの報告があるが，今回の検討の

結果から，十分に強固な掌側板が残存しており，

中節骨基部への前進が困難な症例でも副靭帯を

切離することによって容易に可能であった．

2-9EP54

スポーツクライマーに発生した中節骨骨
端損傷

EpiphyseallnjuryoftheMiddlePhalanxinSport
Climbers

千葉市立青葉病院整形外科

○六角智之，山田俊之，小林倫子，

赤坂朋代

【はじめに】近年，スポーツクライミングの人気

により若年者の競技人口も増加している．若年

スポーツクライマーに発生したPIP関節部中節骨

骨端損傷を経験したので報告する．

【症例】症例は3例4指で，全例中指であった．症

例1:男性16歳クライミング歴2年で，徐々に

左中指PIP関節痛，腫脹が出現した．し線にて

Salter&Harristype3の中節骨背側の骨端損傷が

見られた．クライミング中止と安静指示にて経

過観察したが，最終経過観察時にも骨癒合はみ

られず軽度瘤痛を残した．症例2：女性，左発症

時13歳.右発症時14歳クライミング歴10年.徐々

にPIP関節痛出現した．し線にて症例1同様の所

見であった．左は3ヶ月のクライミング中止，安

静で骨癒合を得たが，右は骨片が転位したため

手術を施行した．術後2ヶ月で骨癒合を得てクラ

イミングを再開し，現在ユース選手として活躍

中である．症例3：男性16歳．クライミング歴4

年で，左中指の腫脹瘤痛が徐々に出現した．し

線にて症例l同様の所見で，3ヶ月のクライミン

グ中止で骨癒合を得た．

【考察】近年愛好者の増加しているスポーツクラ

イミングは，本来荷重関節ではない手指に多大

な負荷がかかり，様々な障害を来す可能性があ

る.1997年Kochholzerらが最初にクライミング

による中節骨骨端損傷の報告を行い，2005年に

24例の報告を行っているが，本邦では渉猟した

限りまとまった報告はみられない．過去の報告

もふまえた本損傷の特徴として，1.中指，環指

中節骨骨端背側に発症する2.成長期後期に発

症する3急性骨折としてではなく徐々に発症

する4.クリンプ(DIP関節過伸展PIP関節強屈曲

位)保持を多く行って発症している5.多くは安

静で骨癒合を得るが挙げられる．

若年クライマーはがむしゃらに練習を行う傾向

があり，本損傷の予防につとめる必要があると

考える．
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徒手整復不能であったPIP関節掌側回旋

脱臼の症例報告およびシステマティック

レビュー

IrreduciblePalmarRotatoryDislocationoftheProximal

InterphalangealJoint.ACaseReportandaSystematic
Review

'済生会川口総合病院整形外科，2東京医科歯科大

学整形外科，3土浦協同病院整形外科

○菅田祐美1,太田剛1,若林良明2,

石突正文3

【はじめに】手外科の疾患は多岐にわたり，まれ

な疾患は症例数が少ないために疫学や治療成績

が明らかでないことが多い．この場合に系統レ

ビューを用いることで疾患の全体像にアプロー

チすることが近年奨励されている．今回我々は

まれで観血的整復を要する例が多いとされてい

る徒手整復不能なPIP関節掌側回旋脱臼の一例を

経験したので，症例を報告するとともに，系統

レビューを用いて疫学を調査した．

【症例】29歳男性，バスケットボールで受傷した．

徒手整復不能であり観血的整復を行ったところ，

僥側側副靱帯および僥側側索と中央索の間の

aponeurosisが断裂し，僥側側索がPIP関節内に嵌

頓していた．整復，断裂部を修復し，術後1週ま

でシーネ固定，術後3週までbuddytapingを行っ

た．術後5週でPIP屈伸可動域95度を獲得した

【対象と方法】Pubmed･医中誌をキーワード

検索し，1966～2011年において我々が定めた

inclusionおよびexclusioncriteriaを満たした論

文を抽出，さらに各々の参考文献を調査して該

当するものを追加し，最終的に採用論文とした．

症例が重複する報告は片方のみ採用とし，また

一つの論文中に該当しない症例も混在するもの

については該当症例のみ抽出して採用とした．

【結果】30論文45例，平均31.6歳，男15例，女30

例,罹患指は示指に26例と多かった.受傷機転は，

洗濯機等20例，ドリル等巻込6例，犬や馬の綱・

球技が5例ずつ等だった．整復阻害因子は(1)側

索(2)側索十中央索が各々ほぼ半数を占めた．最

終PIP関節可動域は平均78.だった．

【考察】PIP関節掌側回旋脱臼はまれであるが基本

的に予後は良好であり，整復阻害因子を適切に

判断し整復へ導くことが重要であると考えられ

た．
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榛骨遠位端骨折における利き手・非利き

手別術後成績の比較検討

EvaluationfOrSurgicalTi℃atmentoftheDistalRadius

FracmrebyDominantHands/non-donnantHands

'広島大学大学院整形外科学，2広島大学

○中林昭裕'，砂川融2，鈴木修身'，

四宮陸雄1,越智光夫！

【目的】僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプ

レート固定術を施行した症例において,術後成績

を利き手・非利き手別に調査し，その特徴を明

らかにすることでより良好な術後成績獲得の一

助とすること．

【対象と方法】過去3年間に掌側ロッキングプレー

ト固定術を行った43例43手関節(利き手21例,非

利き手22例）を対象とした．多発外傷重篤な合

併症がある症例は除外した.AO分類AlからC2群

(非C3群)34例,C3群9例の2つの群で,利き手と

非利き手における可動域,握力(患健側比)につい

て比較検討した.平均外固定期間は非C3群,18.8

日,C3群,28.8日であった．

【結果】平均可動域は非C3群では利き手／非利き

手で各々 伸展53.1.／66.6.,屈曲53.4｡/60.9｡,回

外73.0.／86.7.,回内84.2｡／83.8.で，非利き手の

伸展が有意に大きかったが，その他は非利き手が

大きい傾向はあるものの有意差は認めなかった．

平均握力は82.5％／73.9％であり，利き手が良好で

あったが有意差は認めなかった.C3群では，利

き手／非利き手で各々 ，伸展56.0｡/49.3｡,屈曲

55.0｡/43.7｡,回外67.0｡/69.3｡,回内72.1｡/68.5｡

握力68％／61.6％であり，可動域，握力ともに利

き手群が良好な傾向を認めたが有意差を認めな

かった．

【考察】利き手受傷例は巧級性や利用頻度も高い

ため，回復も早く成績も良いのではないかと予

測し今回の調査を行った.握力はそうであったが

非C3群の可動域は逆に非利き手の方が良好な結

果であった.その一因として使用頻度は少ないも

のの,利き手による患者自身の他動練習が可能で

あることが一因として挙げられ,手の使用頻度は

握力の回復には影響を与えるが,可動域の改善に

は貢献しない可能性があり，十分な機能回復には

積極的な後療法が必要であることが示唆された．

2-10ER2

榛骨遠位端骨折AO分類A2およびA3に対

する掌側ロッキングブレートと髄内釘の

比較検討

ComparisonoftheWlarLockingPlateandlntramedullary
NailfOrDistalRadiusFracmresofAOClassificationthe

A2andA3

'磐田市立総合病院整形外科，2浜松医科大学整形

外科

○森本祥隆1,猿川潤一郎1,山崎薫1,

澤田智－2，松山幸弘2

【はじめに】近年，榛骨遠位端骨折の手術治療は

掌側ロッキングプレートが主流であり，良好な

成績が報告されている．掌側ロッキングプレー

トの侵襲は小さく，固定力も良好であるが，骨

膜の剥離や方形回内筋の切離が必要となる.我々

は軟部組織への侵襲をより小さくする目的で，

僥骨遠位端骨折AO分類A2およびA3に対して掌

側ロッキングプレート以外に，髄内釘固定も使

用している．今回我々は僥骨遠位端掌側ロッキ

ングプレートと髄内釘(WRIGHTMEDICAL社

製MICRONAIL)で治療した僥骨遠位端骨折AO

分類A2およびA3症例について比較検討したので

報告する．

【対象と方法】2009年以降,2011年10月までに当

科で手術を行った僥骨遠位端骨折AO分類A2お

よびA3の46例(男性11例，女性35例)を対象とし

た．掌側ロッキングプレートによる手術を行っ

た(以下プレート群)のは30例，髄内釘治療によ

る手術を行った(以下髄内釘群)のは16例であっ

た.骨折型はAO分類A2は32例(プレート群20例，

髄内釘群12例),A3は14例(プレート群10例，髄

内釘群4例)であった．これらの症例に対し，術

後の関節可動域,X線学的検討，斉藤の評価，

術後合併症などについて検討した．

【結果】平均手術時間はプレート群75分，髄内釘

群59分であった．最終経過観察時の可動域の平

均は両群とも健側比80％以上となった．合併症

はプレート群では手根管症候群2例のみであっ

た．髄内釘群は僥骨神経浅枝損傷1例，髄内釘の

脱転により掌側ロッキングプレートへの入れ替

え手術が必要となったものが1例あった．

【考察】MICRONAILによる髄内釘固定では手術

も簡便で軟部組織への侵襲が少ないため，術後

の回復もよく，固定性も良好で掌側ロッキング

プレートとほぼ同等の成績であった.AO分類

A2およびA3においては髄内釘も第一選択たりう

ると考える．
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高齢者榛骨遠位端粉砕骨折に対する術中

創外固定を用いた掌側ロツキングブレー

ト固定の有用性

WlarLockingPlatingUsingTbmporalyIntraoperative
ExternalFixationfbrComminutedDistalRadiusFracture

ofElderlyPerson

'星ヶ丘厚生年金病院整形外科，2四条畷学園大学

リハビリテーション部

○蒲生和重l,大浦圭一郎1,上杉彩子1,

栗山幸治1,河井秀夫2

【目的】当科では高齢者僥骨遠位端粉砕骨折に対

して術中に創外固定を用いて掌側ロッキングプ

レート固定を行っている．今回我々は，その術

後成績を調査し，その有用性を検討したので報

告する．

【対象と方法】2009年10月から2011年8月までに，

当科で術中創外固定を用いて掌側ロッキングプ

レート固定を行った7例を対象とした．手術方法

は，全例リストフィックス手関節用創外固定器

(BIOMET)を用いて手関節部に牽引を加えて整

復位保持を行い，必要であれば鋼線による仮固

定を追加し,Acu-Loc(Acumed)を用いて掌側

ロッキングプレート固定を行った．創外固定は，

プレート固定直後に抜去した症例は，男性が

2例で女性が5例であり，手術時平均年齢は76.4

歳であった．骨折型は,AO分類C2が2例で,C3

が5例であった.AO分類C3の中の3例が開放骨

折であった．単純X線評価(骨癒合の有無,volar

tilt,radialinclination,ulnarvariance)を行い，

臨床評価は最終経過観察時の健側との可動域お

よび握力の比，日手会評価，合併症の有無を調

査した．

【結果】術後経過観察期間は平均248日間であっ

た．全例骨癒合が得られ，大きな合併症を認め

なかった．日手会評価はexcellentが5例,goodが

1例,fairが1例であった．

【考察】掌側ロッキングプレート固定を行う場合，

整復位を保持するために鋼線による仮固定を行

うことが多いが，高齢者の場合，骨質に問題が

あり安定した固定力を得ることが難しい．特に

粉砕骨片を伴うAO分類C2やC3の症例ではなお

さらである．本法は，術中に創外固定を用いる

ことにより,ligamenttaxisで関節面の大まかな

整復と骨長の維持を行い，最終的に良好な整復

位で強固な掌側ロッキングプレート固定を行う

ことができるため，高齢者榛骨遠位端粉砕骨折

に対して有用な術式と考えられた．

2-10-EP4

榛骨遠位端骨折に対するSynthes2.4mm
VariableAngleLCPの使用経験
TreatmentofDistalRadiusFracturesw汕Synthes2､4mm

VariableAngleLCP

新潟労災病院整形外科

○善財慶治，後藤剛，原夏樹

【目的】僥骨遠位端骨折に対して主として用いら

れてきたvolarfixed-angleplateの弱点を補うべ

く各種のpolyaxiallockingplateが開発されてき

ている．今回我々 はVariableAngle(以下VA)

LCPを使用して治療を行い，その成績を調査し

たので報告する．

【対象･方法】2011年2月から7月までにVALCPを

使用した僥骨遠位端骨折症例35例中，3か月以上

経過観察可能だった34例35手を対象とした．平

均年齢68歳男性8例，女性26例．骨折型はAO

分類でA2:2手,A3:8手,Cl:7手,C2:12手，

C3:6手であった．術後平均観察期間は5.3か月．

臨床成績評価にはCooneyscore及び日手会版

quickDASHを用いた．またX線評価には術直

後及び最終評価時のulnarvariance(以下UV),

volartilt(以下VT),radalinclination(以下RI)

を測定して術後矯正位損失を求めた．

【結果】Cooneyscoreは平均82点,q-DASHは平

均12点であった．術後矯正位損失はUVO.4mm,

VT+0.1度,RI+0.9度であった．合併症として長

母指伸筋腱断裂l手，軽度正中神経障害を3手に

認めた．

【考察】Volarfixed-angleplateはその設置位置の

自由度の低さから，遠位設置型における屈筋腱

損傷や関節内粉砕骨折に対する固定性などの問

題が懸念されるようになってきており，これに

対処するため各種のpolyaxiallockingplateが開

発されている.VALCPも30度の振り幅のロッ

キング機構を有しており,watershedlineの近位

に設置した上でsubchondralsupportを得ること

や尺側die-punchfragment内を狙ってScrewを挿

入できるといった特徴がある．このため関節外

骨折・関節内骨折ともに有用であり，今回の検

討において短期成績は比較的良好であった．一

方VAdrillsleeveの使い難さなど改良が望まれ

る部分もある．
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榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

ブレート-HeartyPlateの治療成績一
DistalRadiusFracmreTreatmentwithHeartyPlate

l倉持病院整形外科，2山口整形外科医院，3濁協
医科大学

○亀井秀造1，山口哲彦2，長田伝重3

【目的】我々は2010年12月よりDRVlockingplate
の後継機種である瑞穂医科工業社製掌側ロッキ

ングプレートHeartyplateを用い僥骨遠位端骨

折の手術加療を行ってきた．今回は短期成績で

あるが本プレートの治療成績を検討したので報

告する．

【対象と方法】2010年12月より僥骨遠位端骨折に

て手術加療を行った54例中術後3カ月以上経過観

察を行った52例を対象とした．男性11例，女性

41例で手術時平均年齢は61歳であった．骨折型

はAO分類でA2型11例,A3型8例,B1型l例,B2

型1例,B3型1例,Cl型15例,C2型7例,C3型13

例であった．受傷から手術までの平均期間は2.9

日で骨幹端の粉砕の強い症例を除きほぼ全例で

方形回内筋を温存しプレート固定を行った．合

併する尺骨茎状突起骨折は基部骨折の場合に骨

接合を行った．術後は軟部組織の損傷が高度

な症例を除き術翌日より可動域訓練を開始し

た．上記の症例に対して単純X線計測値を測定

し，骨癒合時，術後3カ月，術後6カ月，術後9カ

月，最終観察時の可動域・握力,DASHscore,

PRWEscoreを測定した．術後平均経過観察期

間は6.5カ月であった．

【結果】最終観察時の可動域は平均で手関節伸展

84度，屈曲81度前腕回外87度，回内86度，手

関節僥屈15度，尺屈36度，健側比握力は81%

であった．最終観察時のDASHscoreは9.8点，

PRWEは7.3点であった．

2-10-EP6

不安定型檮骨遠位端骨折に対するSCmW

に振れ幅を持つ掌側Iockingplate(VA-
LCP)の短期治療成績

TheShortTbnnResultsoftheVA-LCPOsteosynthesisfbr
UnstableDistalRadiusFracture

'出水郡医師会立阿久根市民病院整形外科，2南風

病院整形外科，3福岡輝栄会病院整形外科，4鹿児

島大学大学院整形外科

○恒吉康弘1，吉野伸司2，牧信哉3，
小宮節郎4

【目的】昨年の本学会において不安定型榛骨遠

位端骨折に対するStryker社製VariAxの短期治

療成績について報告したが，良好な成績が得

られた反面，高齢女性にはplateが大きくsize

variationに課題を残した．そこで2011年より

plateがやや小さく，かつ最遠位に4本のScrew設

置が可能なSynthes社製VA-LCPを導入し，その

短期治療成績についてVariAxと比較検討を行っ

たので報告する．

【方法】対象は2011年より不安定型僥骨遠位端骨

折に対しVA-LCPを使用し，術後3か月以上経

過観察を行った26例である．男性4例，女性22

例，手術時年齢は平均71歳，受傷機転は転倒24

例，転落2例であった．経過観察期間は平均4か

月,AO分類においてはA2:1例,A3:9例,C1:4例，

C2:6例,C3:6例であった．以上の症例とVariAx

を使用した36例とを比較検討した．

【結果】受傷時X線でVolartilt(VT)は平均-15｡,

Radialtilt(RT)は平均17｡,Radiallength(RL)

は平均4.5mmであった．最終評価時のVTは平均

14.5｡,RTは平均25｡,RLは平均10.8mmといず

れも改善しVariAx群との有意差は無かった．最

終評価時での矯正損失はそれぞれ平均0.1｡,0.8｡,

0.8mmと僅かであったがRLの矯正損失がVariAx

群と比し有意に小さかった．治療成績はCooney

の評価基準で優22例，良4例で,VariAx群より

有意に優れていた．

【考察】VA-LCPはVariAx同様にWatershedline

を超えず，至適位置へのScrew刺入が可能で関

節面の支持に有利である．さらにVariAxと比較

しsizevariationが多く，高齢女性などの小さな

骨へのhttingに優れる．また最小sizeでも最遠位

への4本のScrew刺入が可能でより強固な固定が

期待でき，それが今回の結果に有利に働いたと

考えられた．
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PolyaxialLockingPlate:VA-TCPを用
いた梼骨遠位端骨折の治療成績
ClimcalResultsoftheDistalRadiusFracmresTreated

withthePolyaxialLockingPlate:VA-TCP

'昭和大学医学部整形外科，2昭和大学横浜市北部

病院整形外科

○前田利雄19川崎恵吉2,稲垣克記1,

上野幸夫1,池田純】

【はじめに】最近僥骨遠位端骨折に対して，遠位

のスクリューの角度に自由度のあるPolyaxial

LockingPlate(以下PLP)の使用が増えてきた．

我々 はこれまでPLPであるAPTUS2.5とVariAx

plateを使用し，その有用性を報告してきた．新

たに日本に導入されたシンセス社製のVA-TCP

も,PLPであり有用なプレートと考えられる．

今回本プレートを使用した僥骨遠位端骨折例の

治療成績を検討した．

【対象と方法】これまで僥骨遠位端骨折に対し，

VA-TCPを用いて手術を行った40例を対象とし

た．平均年齢は62.4歳，男女比は15：25例，平

均経過観察期間は4.3カ月，骨折型はAO分類で

A:B:C型が6例:2例:32例であった．臨床成績は

CooneyScoreを，画像所見はUV,VT,RIなど

の各種パラメーターの計測を行った．

【結果】臨床成績:Cooneyscoreは平均82.8point

であった.X線評価:術後と最終診察時との差(矯

正損失)は,UVがl.1mm,VTがl.2｡,RIが1.2.で，

整復位が比較的保たれていた．合併症として関

節内へのスクリュー突出，近位スクリューの弛

み,長母指伸筋腱断裂をそれぞれ1例ずつ認めた．

【考察】本プレートは,3-columntheoryに基づい

た形状を持つPLPであり，遠位ロッキングスク

リューは刺入方向に30.の自由度を持つ.PLPで

はスクリューの弛みが問題となる可能性がある

が，本研究では概ね良好な整復位が保たれてお

り，本プレートのlockinginterfaceの強度は信頼

できると考えられた．また固定力向上のために

は，我々 が以前より報告しているDouble-tiered

SubchondralSupport法(以下DSS法)が有用であ

るが，本プレートはDSS法を行うのに十分なス

クリュー可変幅を持つと考えられた．プレート

が厚い，手技がやや煩雑といった欠点はあるが，

粉砕症例等には有用なプレートであると考えら

れた．

2-10-EP8

遠位梼尺関節障害と榛尺骨遠位端骨折に
対するDarrach法の治療成績
ClimcalResultsofDalTachProcedurefOrDistal

RadioulnarJointDisordersandDistalRadiusandUlna

Fracmres

鶴岡市立荘内病院整形外科

○後藤真一，河内俊太郎

【目的】Darrach法は握力低下，尺骨断端部障害，手

根骨尺側偏位などの合併症があり，第一選択とさ

れることは少なくなってきた．しかし，その簡便

さより，当科では高齢者を中心にDRm障害例や榛

尺骨遠位端骨折例(以下骨折例)に対してDarrach法

を症例を選んで施行している．今回その成績を調

査した．

【対象と方法】2M年10月～2010年10月までに

Darrach法を施行し,1年以上経過観察できた23例．

DR町障害例は11例で，男性7例,女性4例，平均年

齢74歳，経過観察期間は平均4年1カ月．骨折例は12

例で男性l例，女性11例，平均年淵9歳，経過観察

期間は平均2年6カ月．両群について瘻痛，尺骨断

端部障害，可動域，握力，手根骨尺側偏位，肘関

節OA変化について調査した．

【結果】DRw障害例では全例瘻痛を認めなかった．

l例に回内外でDRUJにcUckを認めたが，愁訴とは

なっていなかった．手根骨尺側偏位を1例に，患

側優位の肘関節OA変化を3例に認めたが無症状で

あった．握力は健側比98%，伸展，屈曲は，86%，

90%，回内，回外は，94%，95％であった．骨折例

では2例に軽度の尺側痛を認めた．尺骨断端部の不

安定性は認めなかった．手根骨尺側偏位を2例に認

めたが無症状であった．肘関節に患側優位のOA変

化を認めなかった．握力は健側比79%，伸展，屈

曲は,98%,90%，回内，回外は98%,97%であった．

【考察】DRw障害例では握力の健側比平均は良好

ではあったが，2例で握力低下を自覚していた．2

例はいずれも70歳代の男性であった．可動域は低

下傾向であったが愁訴とはなっていなかった．骨

折群では握力の健側比は低下傾向ではあったが，

当科の尺骨頭を温存した症例と比較すると遜色な

かった．

【結語】DR町障害に対するDaITach法は，高齢とい

えどもその活動性に注意して適応を決める必要が

ある．一方，榛尺骨遠位端骨折例ではほとんどが活

動性の低い高齢女性であり良好な結果が得られた．
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梼骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位部骨折に
内固定は必要か？
DoseDistalUlnaFractureswithConcomitantDistal

RadiusFractureRequirethelntemalFixation？

帝京大学医学部附属病院外傷センター

○黒住健人，王耀東，佐々木源，

松 下隆

【目的】高齢者の僥骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位

部骨折にもしばしば遭遇する．小さな内固定材

料の開発に伴いこの部位への内固定の有効性を

示唆する報告も増えている一方，変形癒合や偽

関節にも関わらず臨床上問題ない症例も経験す

る．上記をふまえて，僥骨遠位端骨折に伴う尺

骨遠位部骨折に内固定は必要かどうかについて

後向き調査で検討した．

【対象および方法】当センター開設の2009年5月以

降に観血的治療を行い，術後概ね1年以上経過し

た2010年12月までの64手関節部骨折のうち，僥

骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位部骨折(茎状突起骨

折をのぞく）は16手であった．これらのうち小児

の5手と青壮年の高エネルギー外傷1手をのぞき，

比較的低エネルギー外傷の10手を対象とした．

全例女性で，右3手，左7手，年齢は62-86歳(平

均75.2歳)，受傷原因は転倒4手，段差での転落3

手,椅子からの転倒2手,自転車転倒1手であった．

開放骨折を7手に認めた．内固定は，全例僥骨に

はプレート固定が行われており，尺骨にはプレー

ト固定5手,Kwire固定2手,保存的治療3手であっ

た．これらについて画像所見,手関節部の可動域，

握力，癌痛ADLなどについて後ろ向きに調査し

た．

【結果】尺骨をKwire固定した2手は共に偽関節と

なっていた．健側比2/3以下の掌背屈制限は5手

に，回内制限は肘関節脱臼を合併した1手に認め

た.握力低下や軽度の違和感を訴える症例はあっ

たが全例日常生活には問題なかった．

【考察】掌背屈制限を示した5手のうち4手は榛尺

骨共にプレートを行った症例であった．尺骨を

Kwire固定し偽関節となった2手はいずれも握力

低下や違和感は訴えたものの可動域制限はわず

かであった．高齢者の榛骨遠位端骨折に伴う尺

骨遠位部骨折には必ずしも内固定は必要ないと

考えられた．

2-10EP10

榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨

折の治療一移植骨としての尺骨切除術一

SurgicalTreatmentofDistalUlnarFracmresAssociated
withDistalRadiusFractures

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，

橋 本貴士，清水良

【目的】僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨

折の頻度は約5％といわれ，比較的まれである．

骨粗繧症強い80歳以上の高齢者の尺骨遠位端骨

折は強固な内固定が困難で，加えて僥骨の粉砕

が著しい例が多い．我々は確実な骨癒合と早期

可動域訓練をめざし尺骨骨折に対して尺骨遠位

端切除を行い，切除した尺骨を粉砕した僥骨に

移植し内固定を行ってきたので術後成績を報告

する．

【対象】2005年以降の4例で，平均年齢82歳，全例

女性であった．僥骨骨折型は,AO分類typeA3,

C3がそれぞれ2例，尺骨骨折型はBiyani分類1型，

4型がそれぞれ2例であった．手術方法は，榛骨

の骨接合に対してAcu-LocPlateを3例,Synthes

DistalRadiusPlateを1例に用い，全例切除した

尺骨を僥骨に移植した．検討項目は手関節およ

び尺骨断端部痛，可動域，握力とX線学的評価

としてvolartilt,radialinclination,radiallength

について術直後と調査時を比較し矯正損失量を

計測した．成績を日本手外科学会僥骨遠位端骨

折の治療成績評価基準を用い評価した．経過観

察期間は平均12ヵ月であった．

【結果】手関節痛および尺骨断端部痛を認めな

かった．平均可動域は伸展67.,屈曲45.,回内

90.,回外90.で,平均握力は健側比49％であった．

volartilt,radialinclination,radiallengthともに

矯正損失を認めなかった．日本手外科学会手関

節機能評価でexcellent3例,goodl例であった．

【考察】僥骨遠位端骨折は掌側ロッキングプレー

トにより強固な固定が可能であるが，尺骨遠位

端骨折は強固な内固定の手段がなく長期の外固

定による可動域制限を生じる可能性がある.我々

は骨折した尺骨遠位端を切除し，僥骨の整復で

生じた骨欠損部に移植することで僥骨の骨癒合

の促進と，早期可動域訓練を行い良好な可動域

の獲得が可能であった．
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榛骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位端骨折の

治療成績～LockingPlateを用いて～
ClinicalResultsofLockinPlatefOrDistalUnlarFracmre

withDistalRadiusFracture

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージェリー

センター

○森実 圭 ， 大 井宏之，神田俊浩，

向田雅司，松井裕帝

【目的】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位端骨折の

発生は5～10％程度と報告があるが，これに対す

る治療法としてplateを用いることが報告されて

いる．今回我々はより強固な固定を行い解剖学

的整復位の維持のために尺骨遠位端骨折に対し

てLockingPlateを使用した．今回その治療成績

について報告する．

【対象と方法】当院で2008年4月から2011年7月ま

での3年3か月の間で僥骨遠位端骨折に対して

plate固定を行った症例のうち，尺骨遠位端骨

折を伴い,Lockingplateで治療した12例であっ

た．男性3例女性9例，平均年齢70.1歳，平均経

過観察期間10.2か月であった．尺骨の骨折型は

Biyani分類でtypelが5例,2が2例,3が2例,4

が3例であった．尺骨に用いたLockingplateは

Synthes社CompactLockmandible7例,radial

columplatel例,LCP-smallplatel例,Stryker

社VariaxHandLockingplate3例であった．術

後成績として関節可動域，握力,DASHscore,

単純X線像でのRI,PT,UVについて検討した．

【結果】最終調査時での関節可動域は術後平均背

屈66.掌屈55.,回内78.回外81.,握力は健側比

85%,DASHscoreは9.09であった．単純X線像

での評価では術直後m24｡,PT9.7｡,UV-0.4mm,

最終調査時RI23｡,PT8.5｡,UV-0.1mmであり，

著明な矯正損失はなかった．全例で骨癒合を得

た．

【考察】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位端骨折は

骨脆弱性を伴う高齢者に伴うことが多い.Plate

を用いての内固定の報告が散見されるが，今

回我々はより強固な固定を行うためにLocking

plateを用いて,alignmentを維持することがで

きた．より遠位で骨折している症例では従来の

low-profileplateでは十分な安定性を保つことが

できないが,Lockingplateを用いることで脆弱

な骨でもangularstabilityにより強固に固定する

ことができると考えられる．

2-10ER12

高齢女性における梼骨遠位端骨折に合併

した尺骨遠位端単純関節外骨折に対する

髄内釘法

IntramedullaryTheatmentofExtra-articularFracmresof

DistalUlnaComplicatedtoDistalRadiusFracturesin

ElderlyWomen

'昭和大学病院医学部整形外科，2昭和大学横浜市

北部病院

○筒井完明19稲垣克記1,川崎恵吉2

【目的】高齢者の榛骨遠位端骨折に合併する尺骨

遠位端骨折の治療法について，現状では一定の

コンセンサスが得られていない．我々は高齢女

性における僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位

端単純関節外骨折に対し，肘頭からの髄内釘法

に工夫を加えて行っている．今回その治療成績

を調査したので報告する．

【対象と方法】当科で僥骨遠位端骨折に合併した

尺骨遠位端単純関節外骨折で治療を受け，3ヶ月

以上経過観察が可能であった，60歳以上の女性

患者11手を対象とした平均年齢76.3歳，右4例，

左7例，平均観察期間13.5ヶ月であった．治療は

まず僥骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプ

レートを設置する．尺骨は整復後に，肘頭から

1本1.8～2.0mmのk-wireを挿入して，長さ計測の

ために一旦抜去し，逸脱予防に近位端を180°曲

げて切った，3本の細工した鋼線を，髄内釘とし

て挿入し，肘頭の皮質骨に打ち込んだ．術後評

価としてX線評価,Cooneyscore,回内外の可

動域を用いた．

【結果】全例に僥骨尺骨ともに骨癒合が得られた．

矯正位損失はUVが0.78mm,VTが-0.87｡,RIが

-2.であった．Cooney評価は平均86.8点で，回内

/回外の平均可動域は86｡/90.であった．骨癒合

までの間に鋼線が抜けてきたのは3例3本のみで

あった．

【考察】今回我々が用いた肘頭からの髄内釘法は，

容易で，有用な治療法であると考えられた
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榛骨遠位端骨折に対する術前CTでの計測

の有効性
MeasurementandPredictionhrDistalRadiusFractures

inPreoperationComputedsedTbmography

豊後大野市民病院整形外科

○ 二宮直 俊 ， 古 庄 耕 史，原紘一

今回我々は，僥骨遠位端骨折に対してSYNTHES

社製VA-TCP(以下,VAplate)を用いた内固定

を行う際，術前CTでの計測により，術中使用す

るlockingscrew長および関節面からの距離を予

測し，また術後CTでそれを確認し有用性を得た

ので報告する．

【対象】2011年5月から9月まで，当院でVAplate

を用いて骨接合術を施行した5例5手を対象とし

た．全例女性．手術時年齢は平均73.4歳，骨折

型は全例AO分類A3.

【方法】術前に両僥骨遠位端のCTを撮影．骨折

部を整復しWatershedlineにVAplateを設置す

ると仮定した上で，各screwholeからのlocking

screw長を計測する．遠位骨片が粉砕していると

きは健側で代用する．各Screwにおけるplateが

軟骨下骨に最も接する点とscrewheadまでの距

離(以後Dlとする)およびその点での軟骨下骨と

の最短距離(以後D2とする）を計測する．術中透

視で至適位置にScrewを挿入し，その計測値およ

び術後CTでD1,D2を計測する．術後のpalmar

tilt,radialinclination,ulnarplusvarianceを計

測し，術前後のD1,D2を計測，比較した．

【結果】術後のpalmartilt,radialinclination,

ulnarplusvarianceの平均値は7.42｡,+1.2mm,

21.3.であった．術前後Screw長の誤差平均は

1.23mmであった.D1,D2の術前後誤差平均は，

それぞれD1:1.3mm,D2:0.6mmであった．

【まとめ】僥骨遠位端骨折に対してlockingplate

で内固定する場合，遠位lockingscrewを軟骨下

骨に挿入し関節面を整復保持することが重要で

あるが，その際Screwが長すぎると背側にScrew

が突出し，術後伸筋腱損傷の合併症を起こす可

能性がある．術前CTでScrew長と軟骨下骨での

支点までの距離を計測しておくことにより，術

中Screw長決定の補助となり，手術時間の短縮

につながる．また,背側へのScrew突出を回避し，

術後合併症予防につながる．

2-10EP14

梼骨遠位端骨折に対するMIPO法術後の

長母指屈筋と掌側ロツキングブレート間

の軟部組織の厚みに関する超音波検査を

用いた調査

SurveyofThicknessofSoftTYssuelj/ingbetweenFPL

andVblarLockingPlateafterMIPOfbrDistalRadius

FracmresbyUltrasonography

'大阪府立急性期総合医療センター整形外科，2緑

風会病院整形外科

○藤原達司1,杉本瑞生2

【目的】近年僥骨遠位端骨折術後の掌側ロッキン

グプレートによる屈筋腱損傷合併症例が多数報

告されているが，この予防法として，軟部組織

による確実なプレートの被覆が推奨されている．

しかしMIPOでは展開が小さいため，軟部組織

によるプレートの被覆を行っていない．今回の

目的は，長母指屈筋と掌側ロッキングプレート

が接触していないかをMIPO法・従来法それぞ

れの症例でエコーを用いて確認し比較した

【対象と方法】2008年7月から2010年12月まで掌

側ロッキングプレートを用いて手術した僥骨遠

位端骨折症例を対象とした．その中で6ヶ月以上

Follow-upし，最終診療時超音波検査を行えたも

のを対象とした．対象となった症例は軟部組

織でプレート被覆を施行し得た18例(男性6例，

女性12例．平均年齢65.7歳．平均経過観察期間

13.1か月)(Cover群),MIPO法で軟部組織によ

るプレート被覆を行わなかった13例(男性3例，

女性10例．平均年齢65.6歳平均経過観察期間

ll.2か月)(NoCover群)であった．評価項目は

患者背景，最終診療時のプレート設置位置，ま

た最終診療時の超音波検査による長母指屈筋と

プレート間の軟部組織介在の有無とした．

【結果】患者背景では有意差を認めなかった．プ

レートの設置位置については,Cover群3.1mm,

NoCover群4mmとNoCover群の方が有意に近

位設置であった(p<O.01).超音波検査によるプ

レートと長母指屈筋間に軟部組織介在を認めた

症例はCover群で18例中12例,NoCover群では

13例中2例と有意差を認めた(p<0.01).

【考察】NoCover群では有意にPlateが近位設置

であったにも拘らず，長母指屈筋とプレートの

遠位端が接触する症例がCover群に比べ有意に

多かった長母指屈筋損傷を予防する観点より，

軟部組織によるプレート被覆の重要性を再確認

させられる結果であった．
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榛骨遠位端関節内骨折掌側ロツキングプ
レート固定術後に撮影したCTの検討

一骨とimplantの関係一
Computed'IbmographyFollowingFixationofWlar
LockingPlatefbrlntra-articularFracturesofDistalRadius

-RelationofBoneandlmplant-

'神戸赤十字病院整形外科，2兵庫県災害医療
○長谷川康裕1,中後貴江2

僥骨遠位端骨折に対する,掌側ロッキングプレー

トによる固定は良好な成績が報告されている．

しかし，ロッキングプレートではスクリューの

角度がプレートに対し決まっているため，関節

内骨折では骨欠損や整復が不完全な場合は関節

内へのスクリューの穿破やプレートの遠位が骨

より浮き上がる可能性がある．また，インプラ

ントに関連した腱断裂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固定後に撮

影されたCTより，骨とインプラントの関係を検

討した．

【対象および方法】2008年1月以降に掌側ロッキン

グプレート固定を行った榛骨遠位端関節内骨折

で，術後にCTを撮影した33例を対象とした．男

9例，女24例，年齢は19～81歳，平均年齢64歳，

受傷側は右14例，左19例，骨折型はAO分類で

C1:4例,C2:9例,C3:20例であった．これら

のCTの画像より，遠位のスクリューの設置位置，

長さを，また，プレートの設置位置と骨との沿

い具合を検討した

【結果】腱断裂を来たしたものはなく，明らかな

腱の刺激症状やインプラントの関節内への突出

を疑わせる症状を呈したものはなかったが，遠

位のスクリューが背側骨皮質を貫通していたも

のは4例7本であり，うち2本はLister結節周囲を

スクリューが貫通していた．スクリューが関節

内に露出した可能性のあるものは5例5本であっ

た．プレートの遠位端が骨に沿っていなかった

ものが5例あった．

【考察】プレートの遠位端が掌側に突出すること

は長母指屈筋腱を傷害する可能性がある．また，

背側のスクリューの突出は伸筋腱を傷害する可

能性がある．関節内のインプラントの露出は許

容できるものではない．これらの評価にCTは有

用であり，これらを認めた場合は再手術もしく

は骨癒合後の早期の抜釘が望まれる．

2-10EP16

梼骨遠位端骨折に対するPolyaxial
Iockingplateの臨床課題と解決案
一トルクレンチ使用の有用性一

ClinicalChallengesandSolunonsofPolyaxialLockingPlatefbr

DistalRadiusFractulps-TheUseftllnessofUsingaTbrqueWrench-

'昭和大学横浜市北部病院整形外科，2昭和大学医

学部整形外科，3札幌第一病院整形外科，4金沢大

学理工研究域機械工学系

○川崎恵吉l,中村祐介2,青木光広3,

山越憲一3，稲垣克記2

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対して，我々はこ

れまでAPTUS,VariAx,VATCPの3種類の

polyaxiallockingplate(以下PLP)の有用性と問

題点を報告してきた.VATCPはスクリュー締め

付けの目安となるトルク検知を有するが，他の2

種の締め付けは術者の勘と慣れに依存し，その

トルク値は未知で，術後評価との関係も不明で

あった．今回，特にAPTUSのスクリュー固定に

トルクレンチを用い，その有用性を評価した．

【対象と方法】人工骨SAWBONE及び新鮮屍体僥

骨を用い，これらにプレートを設置し，トルク

測定器(プロテック社製インプラントネジトルク

測定器と杉崎計器社製デジタルトルクレンチド

ライバー）を利用して，締め付けた際のトルク曲

線を計測した．人工骨で刺入角度を変えた場合，

および屍体僥骨遠位端の近位部(対側骨皮質を貫

通）と遠位部(貫通せず)でのトルク値を計測し，

僥骨軸方向の静荷重負荷試験との関係から至適

トルク値を割り出した．

【結果】締め付けに伴うトルク曲線は，初期の小さ

い山(第一波)と，その後の大きな山(第二波)とい

う2つの山が存在した．人工骨でのそれらの平均

値は，刺入角0｡/5｡/10｡/15.において，それぞ川4:

l.1/0.3:1.0/0.4:1.0/0.3:1.ON･mであった．屍体骨

使用の場合，近位部/遠位部で0.5:1.1/0.4:0.9N｡m

であった．荷重負荷試験結果を踏まえ，第一波を

超えて第二波を超えないトルク値を至適トルクと

した時，その値は0.8N．mであった．屍体骨を用

いた負荷試験で，トルクレンチの使用の有無で比

較すると，使用有りの方は最大負荷荷重が約8.5％

以上増加した．

【考察】PLPの骨固定にはトルクレンチは有用で

あった．PLPのこれまでの弛みの臨床報告も，

締め付けトルクが強く関与している可能性が考

えられた．
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榛骨遠位端骨折一口ツキングブレート用

ブロックガイドの有用性一

DistalRadiusFracrture-UsefUlnessofBIockguidefbr
LockingPlate-

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】僥骨遠位端骨折の治療にロッキング

プレートを使用する機会が増え，治療成績が向

上している．しかし，ロッキングプレートには

手技上の問題がある．問題を改善すべく，ブロッ

クガイドを作成した．

【開発の経緯】ロッキングプレートによる骨接合

術の問題点をあげると，1)ロッキングプレート

をK鋼線で仮固定する際にプレートが至適位置

からずれやすい．2)手術野が深く見づらいため，

絶えず筋鈎で軟部組織をよける必要がある．軟

部組織をなんども強く引くと，整復した骨片の

転位や正中神経損傷のリスクが高まる.3)K鋼

線やドリル操作時に軟部組織を巻き込み，正中

神経を損傷する可能性がある．一方，従来から

あったロッキングプレート用のガイドは金属製

の筒状のものや，小さなブロックガイドであり，

いずれも遠位用のガイドで，薄いために筋鈎操

作が必要であった．これらの問題点を解決すべ

く，ブロックガイドを開発した．

【特徴,利点】ブロックガイドはロッキングプレー

トの形状とほぼ同一で，高さが25mmのX線透過

性プラスチック製ガイドである．ブロックガイ

ドにはプレートと一致したK鋼線用の穴および，

ネジ用の穴がある．高さが25mmと高く皮層外

に出ており，筋鈎が不要である．皮層から出て

いるブロックガイドを手で持ちながら容易にプ

レートを至適位置に設置できる．ブロックガイ

ドに開けた穴からK鋼線，ドリル，ネジを直接

刺入できるため，正中神経損傷を予防できる．

プレート至適位置の決定，プレート仮固定，ド

リリング，ネジ固定が全てブロックガイド下に

スムーズに行えるので，ストレスなく手術が可

能である．

【欠点】ブロックガイドを入れるために皮切が若

干長くなる．またネジ固定の順番がDistalfirst

の症例には使用できない．

2-10-ER18

MicrOnail髄内釘刺入時における梼骨神経

浅枝障害の回避のための工夫

SulgicalTbchniquetoAvoidSuperficialBranchofRadial
NerveinUsingMicronailfbrDistalRadiusFracmre

'佐久総合病院整形外科，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，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，4同愛記念病院整形外科

○若杉琢磨1,佐藤哲也4,若林良明2,

二村昭元3

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対するMicronailを

用いた骨接合術は低侵襲手術として行われるが，

僥骨神経浅枝障害の発生が報告されている．今

回我々は本手術の展開の際，僥骨神経浅枝を剥

離保護する方法と神経を剥離しない方法の術後

の僥骨神経浅枝障害の発生につき比較検討した

のでこれを報告する．

【対象と方法】対象は2009年4月～2011年10月まで

に当院でMicronailにて加療した僥骨遠位端骨折

30例．従来法(A群)では皮切の後に術野内の僥

骨神経浅枝を剥離して愛護的によけながら手術

操作を行い，非剥離法(B群)では皮切の後に僥

骨神経浅枝を視認するが剥離せず，その掌側の

皮静脈など軟部組織を介在させた状態で神経を

術野から原則的に背側によけながら手術操作を

行った.A群は20例で男性2例女性18例.B群は

10例で男性1例女性9例．平均年齢はA群75.3歳，

B群78.4歳．平均経過観察期間は256日．僥骨神

経浅枝障害は自発的なしびれ感の有無とlight

touchでの知覚低下の有無を調査した．手術時間

はB群10例と直近に行ったA群10例とを比較検討

した．

【結果】僥骨神経浅枝障害は,A群ではしびれ感

を訴えた症例が1例(5％)，愁訴は無いが知覚低

下が起きた症例が5例(25％)．いずれも全例保存

的に軽快した.B群では10例全例に僥骨神経浅

枝障害を認めなかった手術時間は直近10例の

A群で平均62.8(45-80)分,B群46.2(31-62)分と有

意差を認めた．

【考察】Micronail挿入時に出現する僥骨神経浅枝

は茎状突起近位4-5cmで掌側に枝を出した後の背

側へ向かう本幹と考えられる．神経掌側の軟部

組織と一塊として背側へ避けることで僥骨神経

により愛護的な操作が可能となると考えられた．
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榛骨遠位端骨折後に発症した腱皮下断裂

TbndonRupmreaftertheDistalRadiusFracture

'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1,日下部虎夫l,

藤原浩芳2，久保俊一2

【目的】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～2011年10月に僥骨

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.性別は,全例女性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,FDP1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カ月

(2ヵ月～34ヵ月）であった.骨接合術は全例volar

lockingplateを用いて固定した治療法として

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l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】腱皮下断裂の原因として,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

ト内圧上昇および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鰊による慢性的

な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治療期間にかか

わらず,発症の可能性があることに留意すべきで

ある．

2-10-EP20

遠位骨片の非薄化した梼骨遠位端骨折

の偽関節および遷延癒合症例に対する

PinFix固定

PinFixExternalFixationofDelayedUnionandNonumon
ofDistalRadiusFractures

名古屋大学医学部手の外科

○栗本秀，新井哲也，建部将広，

篠原孝明，平田仁

【はじめに】僥骨遠位端骨折は骨癒合が良い部位

の骨折であり，偽関節になることは稀である．

偽関節や遷延癒合により遠位骨片が非薄化した

症例では，プレート固定のみで十分な固定性が

得られない．我々は，刺入するpinを骨内で交差

させ,pin同士をballjointで自由な角度に固定可

能な新しいタイプの創外固定器PinFixを開発し，

骨モデルを用いた強度比較試験において従来型

創外固定を上回る強度があることを，昨年の本

学会で報告した．非薄化した遠位骨片をPinFix

とプレートを用いて固定し良好な成績を得たの

でその結果を報告する．

【方法】症例1は25歳女性で，近医で僥骨遠位端骨

折(Smith'sfracture)に対し経皮的鋼線刺入術を

受けたが偽関節となった．受傷後4か月で再手術

を行った．症例2は24歳女性で，近医で僥骨遠位

端骨折(Colles'fracture)に対しギプス固定によ

る保存加療を受けたが背屈転位が進み遷延癒合

となり受傷後7週で手術加療を行った．どちらの

症例も遠位骨片は非薄化していたため，腸骨か

らの自家骨移植のプレート固定に加え，骨内で2

本のKirshnerwireを交差させたPinFixを用いて

固定した．

【結果】両症例ともに骨癒合と健側とほぼ同等の

可動域が得られ，握力は症例1で健側比70%,症

例2では80％であった．レントゲン上Volartilt,

Radialinclination,Ulnarvarianceは症例1でそ

れぞれll度,24度,1mm,症例2でそれぞれ-3,

27度,1mmであった．

【考察】PinFixは簡便な操作性と軽量化を実現し

た創外固定器で，仮固定用のKirshnerwireをそ

のまま固定pinとして用いることができる．本症

例のように僥骨遠位端骨折折部での異常可動性

により，遠位骨片が非薄化し，遠位骨片をプレー

トのスクリューで固定することが困難な僥骨遠

位端骨折偽関節症例に対して,PinFixの有用性

が高いことを確認した．
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掌側口ツキングブレーによる治療で発牛

した榛骨遠位端骨折遷延治癒・偽関節
DelayedUnionandNon-unionofDistalRadiusFractures

TreatedUsingVolarLockingPlates

'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l,松井秀和1,山縣朋宏l,

佐々木孝2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する治療法として，

掌側ロッキングプレートが普及するにつれ，従

来の方法ではみられなかった合併症が散見され

るようになった．我々が経験した，偽関節・遷

延治癒例について報告する．

【症例】症例1．39歳，男性，転倒受傷．糖尿病加

療中，喫煙者．骨折型はAO分類A3.リン酸カ

ルシウム骨ペーストを併用し，掌側ロッキング

プレートで固定した．術後3か月の時点で骨癒合

せず,5か月でロッキングスクリューが破断した．

腸骨移植と創外固定により，骨癒合を得たが，

背屈変形を残したため，初回手術よりllか月後

に矯正骨切り術，骨移植術を行った．その後も

癒合遷延傾向にあったが,LIPUSを併用し骨癒

合を得た．症例2．48歳，男性，喫煙者．交通事

故で受傷骨折型はA3.6-TCPを併用し，掌

側ロッキングプレートで内固定した．術後3か月

の時点で,6-TCPが吸収され骨癒合が得られな

かったためLIPUSを開始し，開始後7か月で骨癒

合を得た．症例3．66歳，女性，転倒受傷．骨折

型はA3.2年前よりSLEの診断でステロイドの

内服治療をしている．掌側ロッキングプレート

による内固定を行ったが，術後3か月で骨癒合が

得られず,LIPUSを開始し,現在癒合傾向にある．

【考察】3例ともA3型骨折であった.2例に骨補填

材料が使用されていたが，これが癒合遷延の要

因になっていたか，骨補填材料を必要とするほ

どの粉砕が主因であったのかは不明である．喫

煙，ステロイド，糖尿病は骨癒合の阻害因子と

考えられるが，骨折部が吸収されても短縮が生

じない強固なロッキングプレートの固定性が癒

合遷延の一因になっている可能性もある．癒合

が遷延した場合，青壮年では金属疲労による固

定材料の破断のリスクが高いため，時期を見て

LIPUSや偽関節手術を選択する必要がある．

2-10-EP22

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
ForeannFractures

社会医療法人若弘会若草第一病院

○香川亮介，仲宗根素子，辻本由美子，

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2011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17例とした．受診時平均年齢はll歳(7～17

歳)，僥骨遠位端骨折単独が11例，尺骨茎状突起

骨折合併が1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12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．関節

鏡にてTFCC損傷があり不安定性があった例は，

同時にTFCC修復術を行った．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，全例で瘤痛および圧痛，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8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10

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6例，掌側関節包付着部で

の損傷が2例であった．損傷を認めた内の8例は

l～2mm大と軽度で緊張も良好，不安定性がな

く経過観察とした．2例はTFCCの緊張低下，不

安定性がありTFCCの修復を同時に行った．

【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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Flexibledoublepinning(Desmanet法）
による小児榛骨遠位骨折の治療

FlexibleDoublePinning(Desmanet'sProcedure)fOr
DistalRadiusFractureinChildren

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，

増田陽子，大関覚

【目的】Flexibledoublepinning(以下Desmanet

法)は1989年の報告以来，国内外で成人以降の僥

骨遠位骨折に対する鋼線固定法の一つとされて

いる．同法を小児僥骨遠位骨折の治療に用いて

極めて有用であったため報告する．

【対象と方法】対象は2008年4月～2011年8月まで

にDesmaet法で治療した年齢6才～16才(平均10.5

才）の骨端線閉鎖以前の榛骨遠位骨折12例12手

で，男性11例，女性l例であった．骨折型は僥骨

遠位骨端線損離解(Salter-Harrisll型)2例，骨幹

端骨折10例（うち4例は尺骨骨幹端骨折合併)．受

傷機転はすべて転倒転落であった．これらに対

して全身もしくは伝達麻酔下にDesmanet法を用

いて経皮鋼線固定法を施行した．用いた鋼線は

年齢によりl.4mmもしくはl.6mmのC-wireとし

た．術後は骨幹端骨折では上腕部までの副子固

定を2週間，その後前腕部の副子固定を骨癒合確

認時期まで施行した．骨端線離解例では術後6週

間の前腕部副子固定を施行した．これらの治療

成績を検討した．

【成績】手術時間は平均20.3分．全例骨癒合を認

め，変形治癒例はなかった．2例で治療期間中に

鋼線断端の皮下迷入を認めたが，そのまま経過

し骨癒合後に局所麻酔下に抜去した．経過中に

鋼線刺入部位周囲の神経，腱損傷はなかった．

【結論】小児僥骨遠位骨折での手術治療は経皮的

鋼線刺入が主体で，骨折部を横切り皮質骨同士

を1～2本の鋼線で固定する一般的鋼線固定法

かIntrafocalpiningを用いる事が多い．しかし

骨幹端骨折において骨折部をまたぎ皮質同士を

鋼線固定する操作は非常に困難で,Intrafocal

pinning手技を用いても安定性を獲得することは

困難である．この様な特に小児骨幹端骨折に対

してDesmanet法は有用であった．

2-10-EP24

多発外傷を合併した檮骨遠位端骨折の治

療成績

ClinicalResultsofDistalRadiusFracturewithMultiple
Trauma

'東海大学外科学系整形外科学，2東海大学大磯病

院整形外科，3東海大学八王子病院整形外科

○小林由香1,池田全良2,齋藤育雄3,

岡義範2

【目的】高エネルギーが機転となる多発外傷にお

いては，頭部外傷，腹腔内臓器損傷や骨盤骨

折などの重度な外傷が初期治療の対象となる

が，当院では，四肢骨折の治療開始基準として

InjurySeverityScore(以下ISS)で外傷の重症度

を評価し治療に当たってきた．本発表の目的は，

多発外傷における僥骨遠位端骨折を調査し，そ

の治療成績と外傷の重症度との関連について検

討した．

【対象】2007年から2010年で，多発外傷に僥骨遠

位端骨折を合併し当院救命センターで治療を

行った24例を対象とした．年齢は13歳から75歳，

男性17例，女性7例．受傷原因は交通事故13例，

転落ll例であった．骨折型はAO分類A2:1例，

A3:5例,B3:4例,C1:1例,C2:5例,C3:7例，

開放骨折は8例であった．経過観察期間は平均18

カ月，治療成績はMayoModifiedWristScore(以

下MMWS)を用いて評価した．

【結果】ISSは9から50点であり,MMWSでは

ExceUent:4例,Good:9例,Fair:10例,Poor:1例

であった．当院で重症度の基準としている18点

以上(A)群と17点以下(B)群に分け関節内骨折の

みで検討すると,A群は8例でB群は9例であった．

手術待機期間はA群で平均17日,B群で6.3日と有

意差を認めたが,両群の治療成績に差はなかった．

またX線上でも両群のUT,UV,VTに有意差を認

めなかった．

【考察】今回の検討からは，多発外傷の重症度と

僥骨遠位端骨折の治療成績に明らかな関連は見

出せなかった.ISSは，四肢の骨折と骨盤骨折を

合併していてもl骨折のみとカウントされ，他部

位の骨折が反映されないことが要因である．実

際の治療成績を左右した因子は手根骨骨折，手

関節脱臼骨折，肘関節骨折，開放骨折の合併で

あった．
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前腕GustilotypelⅡ開放骨折後にSauve-
Kapandji手術を行った症例の検討
Sauve-KapandjiProcedurefOrGustiloTypenlOpen
FracmresoftheForearm

'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

【目的】Sauve-Kapandji手術(以下SK手術）は，

RAやOA,外傷など種々の原因による手関節障

害に対して広く行われている．われわれは，前

腕Gustilotypelll開放骨折後に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】2006年1月から2010年12月の5年間に，前

腕のGustilotypeⅢ開放骨折後にSK手術を行っ

た症例は4例であり，内訳は男性2例，女性2例で，

受傷時の年齢は平均61歳であった．全例右利き

であったが，受傷側は右3例，左1例で，骨折部

位は遠位端3例，骨幹部1例であった.Gustilo分

類では,IHA1例,HIB1例,IIIC2例であった．

受傷からSK手術までの期間は平均5ケ月(1～7ケ

月),SK手術前の手術回数は平均3回(1～5回),

SK手術後のfOllowup期間は平均llケ月(6～17ケ

月）であった.IIIAのl例を除いて，同時に軟部

組織の操作も加えていた．

【結果】術前に手関節尺側部の瘻痛を訴えていた

ものは1例のみであったが，術後には瘻痛の軽減

が得られた．最終診察時の前腕回内/回外可動域

は自動で平均55/65.であったが，術前に比較し

てもあまり改善はみられなかった．原職へ復帰

したものは1例のみであり，ほかは就労断念，定

年退職，軽作業を求職中である．

【結論】Gustilolll開放骨折は軟部組織損傷の範

囲程度も多岐にわたり，個々の症例に応じた

治療方法，治療時期を選択する必要がある．軟

部組織損傷の強い症例では拘縮も強く,SK手術

を行ってもROMの改善はわずかであった．尺骨

偽関節があり，骨接合や骨癒合により将来関節

可動域の低下が予測される場合や，遠位僥尺関

節の不安定性による瘻痛が有る症例において，

SK手術の適応があると考えられる．

2-10-EP26

指MP関節の機能的可動域測定一第3報

ADL別の指可動域pattern-
FunctionalRangeofMotionintheMetacarpophalangeal
Joint:FingerPatternClassifiedbyTwentyADLMotions

'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,井戸芳和1,

内山茂晴2，加藤博之1,2

【背景と目的】演者らはl軸電気角度計を用いて

指MP関節可動域(ROM)を測定してきた．前々

回の本会ではその測定精度を報告し，前回本

会ではADL遂行に必要な機能的関節可動域

(funcitonalROM:fROM)を報告した．今回は

ADL別の各指fROMから手指運動のパターン分

類を行った．

【対象と方法】健常成人12人の右手の示，中，環，

小指MP関節の背側皮膚に，それぞれl軸電気角

度計F35型を装着し20項目のADLを5回続けて繰

り返し遂行した．各指ごとに1回ごとのADL遂

行におけるMP関節の最小屈曲角度と最大屈曲角

度を測定し，両端の値を排除した3回の計測値を

平均して各指のfROMとした．各ADL別に得ら

れたfROMを示指から順に中指，環指，小指と

並べ,ADL別にfROMの規則性を分析した．

【結果】fROMの規則性は4patternに分類可能で

あった.Patternlは示指から尺側指列につれて

fROMの屈曲角度が大きくなるもので,9ADL(携

帯電話操作，書字，鍵を回す，ナイフの使用な

ど)であった.Pattern2は4指の眼0Mは類似して

広い可動域を要するもので,7ADL(ペットボト

ル開閉，ハンドル操作など)であったPattern3

はpatternlとは逆に示指から尺側指列につれて

屈曲角度が小さくなるもので,3ADL(キーボー

ド操作，ボタンかけ）であった.Pattern4は4本

の指のfROMは類似して狭い可動域を要するも

ので,2ADL(洗顔，グラス把持)であった．

【考察】MP関節のfROMに焦点をあてて各ADL動

作を分析すると，手の運動はADLの種類により

異なったMP関節可動域の組み合わせを示すこと

が明らかとなった.MP関節機能改善の治療にお

いては，獲得すべきADLの種類と罹患指列によ

り異なった関節角度のゴール設定が必要である

ことが示された．
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中手骨頚部骨折に対するAcutrakマイク

ロスクリュウの応用：人工骨を用いた回

旋強度計測

RotationalStrengthofthelnternalFixationofMetacarpal

NeckFracturebyAcutrakMicroScrews:ABiomechanical

AnalysisbyUsingSawBoneModels

'札幌第一病院整形外科,2札幌医科大学整形外科，

3清恵会病院整形外科

○青木光広l,田中祥貴3,射場浩介2,

金谷耕平2，和田卓郎2

【はじめに】骨折の回旋転位で生じる指の重なり

を防止するために，中手骨頚部骨折では正確な

整復固定が必要である．我々は中手骨頚部骨折

に対してAcutrakマイクロスクリュウによる内

固定を行い，回旋トルクを加えて固定強度を計

測した．

【材料と方法】20本の人工中手骨(Sawbone:密

度20ポンド）を用いて頚部斜骨折をつくり，

Acutrakマイクロスクリュウ1本と0.9mmK-鋼線

1本により固定しGroupl(n=10)とした．対照群

として斜骨折部を0.9mmK-鋼線2本により固定

しGroup2(n=10)としたトルクメーターを基

節骨の中心軸に設置して,0.025Nmで増加する

回旋トルク負荷を加えた．拡大ビデオ映像を用

いて基節骨表面マークの回旋方向への移動距離

を計測し，距離が0.25mm,0.5mm,1mmでの回

旋トルク値を計測した．

【結果】回旋トルクが増加すると骨切り部は徐々

に回旋した.Group2の0.25mm,0.5mm,1mm

変位での平均回旋トルク値(SD)はそれぞれ0.21

Nm(0.07),0.332Nm(0.091),0.56Nm(0.148)

であり,Group2ではそれぞれ0.104Nm(0.027),

0.15Nm(0.033),0.226Nm(0.054)であった．

Grouplの値はGroup2より有意に大きかった

(P<0.01).

【考察】Manketelowらの報告(PRS1980)によれ

ば，中手骨に生じた1mmの回旋変形で指先部に

lcmの重なりが発生する．また，外側ピンチに

伴い指骨に回旋ストレスが加わる．従って，指

の回旋変形が指尖部距離で0.25cmを超えない

0.25mm回旋変位でのトルク値が,K-鋼線固定よ

り有意に大きいAcutrakマイクロスクリュウ固

定は，中手骨頚部骨折の内固定に有用な方法と

推定される．

2-10-EP28

強度実験によるAcutrakminiscrewの力
学的特性の検討
MechanicalAnalysisofAcutrakMiniScrew

'明倫会宮地病院整形外科，2兵庫医科大学整形外

科，3兵庫医療大学リハビリテーション学部

○大迎知宏1，田中寿－2，藤岡宏幸3，

常深健二郎2，高木陽平2

【はじめに】舟状骨骨折の代表的な骨接合材料で

あるAcutrakminiscrewに対し模擬骨折モデル

を用いた実験を行い，強度特性の分析・検討を

行った．

【対象と方法】強度実験は22mm長Screwと

SAWBONEを2分割して作製した模擬骨折モデル

を用いた．対照実験はメイラ社DTJscrew22mm

長を使用，測定は引き抜き5mm/秒で各5回行っ

た．1.骨折部位による強度変化を検討するため，

模擬骨の分割位置はScrew中心を基準に計9ヶ所を

測定した.2.screw過挿入のテクニカルエラーを

想定し適正位置から1回転･2回転の過挿入を行い，

至適位置まで戻した後強度測定した．3．ドリル過

挿入のエラーを想定し，ドリル長を標準+2mm,+

4mm,+5mm,+6mmで測定した．

【結果】1.引き抜き強度は骨折部がScrew中心に

ある場合で最大であった．骨折部が中心より外

れるほどに強度が減弱した．対照のDTJScrew

ではほぼフラットな強度特性を示した．2.過挿

入1回転で8.8％，2回転では13.5％の強度低下を

認めた.3.+2mmでは226.8N,+4mmで114.4N,

+5mmは69.4Nで,+6mmで50.4Nとなった．

【考察・結論】Acutrakminiscrewはフルスレッ

ドスクリューであるため，引き抜き強度は接触

するスレッドの数に比例する．このため骨折部

が偏在するに従って強度が低下する結果となっ

た．舟状骨では近位部骨折の様に骨折部が偏在

する場合の使用には問題があると思われる．ま

たテクニカルエラーにおいても強度が著しく低

下するため，慎重な手術操作が必要である．
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我々が開発した創外固定器PinFix
ANovelFractureFixationDevice'PinFix'

名古屋大学手の外科

○新井哲也，栗本秀，夏目唯弘，

岩月克 之 ， 平 田 仁

【目的】第54回日本手外科会において，我々が開

発した創外固定器PinFixを報告した．前回に引

き続き回旋負荷等を加え補足的試験を行ったの

で報告する．

【方法】模擬骨で作成した骨折モデルとInstron型

試験機を用いて,PinFixとBridge型創外固定器の

強度比較(軸圧，剪断，回旋)を以下の3モデル，

TypeA:ピン4本+PinFix,TypeB:ピン2本十

PinFix,TypeC:Bridge型創外固定器で行い,荷

重対偏位(軸圧と剪断で3mm偏位時，回旋で20

度回転時の最大負荷)を比較検討した．

【結果】軸圧では,PinFixを用いたTypeA,

TypeBはそれぞれ327.0±21.2N,188.6±43.5N

でBridge型創外固定器のTypeC49.7±8.ONに対

して有意(P<0.05)に，また剪断でもTypeA,

TypeBはそれぞれ101.1±20N,67.4±14.7Nで

TypeCの29.8±4.6Nに対して有意(P<0.05)な強

度を示した．回旋ではTypeA,TypeBがそれ

ぞれ58.8±4.8in・lb,37.3±1_lin．lbでTypeCの

24.4±2.4in．lbに対して有意(P<0.05)な強度を

示した．

【考察】多くの創外固定器は構造学の分野におい

て，いわゆる片もち梁構造をとっている．その

構造上，梁の接続部分に大きな負荷が加わり，

それを支持するため機構が肥大化する傾向があ

る．他方我々が考案したPinFixは構造学上強固

なトラス構造をとっており，単純だが力学的に

従来型創外固定器に遜色ない強度を保持してい

る．またその簡便な機構から容易な操作性と軽

量化を実現した新しいデバイスと言える．

2-10-EP30

手関節部慢性屈筋腱腱鞘炎の病因学的検討

PathophysiologicalSmdyofChromcHexorTbnosynovitis
oftheHand

濁協医科大学整形外科

○山本格，長田伝重，高井盛光，

亀田正裕，野原裕

【目的】慢性屈筋腱腱鞘炎は日常診療において原

因特定に難渋することがある．本研究の目的は

当科で治療した手関節部慢性屈筋腱腱鞘炎に対

して病因学的検討を行うことである．

【対象と方法】1988年以降，当科において手術治

療を行った屈筋腱腱鞘炎45例のうち，急性発症

例や明らかな細菌感染例を除外した手関節部慢

性屈筋腱腱鞘炎7例を対象とした．内訳は男性3

例，女性4例で，平均年齢は平均49歳(44～61歳）

であった．それぞれの罹患部は左前腕遠位部か

ら手掌部が6例(1例は伸筋腱腱鞘炎を合併してい

た)，前腕遠位部から手指がl例であった．全例，

罹患部を含めその周囲の腱鞘滑膜切除術を施行

し，得られた組織は病理学的検査，一般細菌培

養検査，真菌培養検査，抗酸菌培養検査,PCR

(polymerasechainreaction)を施行した．これ

ら7例に関し，病歴血液学的検査所見，各種培

養検査,病理検査所見,術後経過に関し検討した．

【結果】原因別内訳は結核菌がl例，非定型抗酸菌

(Mycobacteriumterraeを含む）が2例，関節リ

ウマチ類似疾患が1例，特定不能が3例であった．

全例明らかな外傷歴はなかった結核菌または

非定型抗酸菌と診断された3例の病理学的特徴は

Langhans型巨細胞を伴う類上皮肉芽腫と壊死組

織であった．関節リウマチ類似疾患の例では，

necrobioticnodulesを認めた．原因不明の3例で

は特異的な病理学的所見はなかった．

【考察と結語】血液学的検査，各種培養検査，

PCR,病理学的検査にて病因不明の慢性屈筋腱

腱鞘炎があり，病因特定はときに困難な場合が

ある．今後，さらなる病因学的調査を重ね，十

分に検討する必要があると考えられる．
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化膿性腱鞘炎に対するセイラムサンブ
チューブを用いた閉鎖性持続洗浄療法の

経験

CIosedContinuousIrrigationwithSalemSumpTilbein

theTieatmentofPyogenicnexorTbnosynovitis

'公立陶生病院整形外科，2臨港病院整形外科，

3名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科

○小栗雄介1,相良学爾1,谷口祥-1,

千田博也2，岡本秀貴3

【はじめに】化膿性腱鞘炎は適切な治療を行わな

いと著しい機能低下をきたす疾患である．今回，

セイラムサンプチューブを用い持続洗浄療法を

施行し良好な結果を得たので報告する．

【対象と方法】2011年4月から9月の間に治療を

行った4例を対象とした.受傷時年齢は平均59歳．

受傷起点は鰊指し，針刺し，咬傷，1例不明．既

往として1人が糖尿病であった．診断はkanavel

の四徴の有無,MⅢ所見で判断した．術前から

抗生剤治療を開始．手術は観血的滑膜切除後に，

持続洗浄装置の留置を行った．持続洗浄装置は

二重管構造になっているセイラムサンプチュー

ブ8Frを用い作成した．本ドレーンは1本でin-

Outを行うことができ,inから生理食塩水を流入，

Outから持続吸引を行った．術中細菌培養，病理

提出を行った．術直後からリハビリを開始持

続洗浄は術後約1週間,抗生剤治療は約2週間行っ

た．

【結果】術中の所見としてはLoudon分類にて2例

がstage2,1例がstage3,1例がstage4.術中の細

菌培養は2例が陰性，2例でブドウ球菌が検出さ

れた．滑膜病理所見は4例ともに炎症性細胞の浸

潤，好中球浸潤を伴った膿瘍といえる所見を示

した．術後1週で瘻痛，腫脹の軽減,CRPが低下

し持続洗浄を抜去．術後2週以内に感染の再燃な

く退院となり，術後1ヶ月でROMはFlynnの機能

評価にて2例がGood,2例がfairとなった．

【考察】化膿性腱鞘炎の治療として手術療法後，

術後持続洗浄療法を行う治療報告は多数散見さ

れる．一般的な持続洗浄療法は流入と排出のド

レーンをそれぞれ挿入し行われているため煩雑

になりやすい．セイラムサンプチューブを用い

ることにより手技，装置を簡便にし，漏出トラ

ブルなく良好な結果を得ることができた．

2-10EP32

非結核性抗酸菌による手指感染症の治療
経験

Nonmbel℃ulousMycobacterialTbnosynovitisinthe

FingerandThumb

十善会病院整形外科

○辻本律

【はじめに】慢性化膿性感染症の起炎菌として非

結核性抗酸菌があり，診断・治療に難渋するこ

とがある．当院での非結核性抗酸菌による手指

慢性化膿性腱滑膜炎について検討をおこなった．

【症例】2008年6月から2011年10月までに当院で

治療した手指慢性化膿性腱滑膜炎で起炎菌が非

結核性抗酸菌であったものは2例，非結核性抗酸

菌が疑われたものは5例であった．その内訳は男

性4例女性3例，年齢は31～66歳,CRP検査は1例

のみ陽性であった．抗酸菌培養･PCR検査で非

結核性抗酸菌を認めたもの2例(Mycobacterium

Intracellularel例,Mycobacteriummarinuml

例)，抗酸菌培養･PCR検査では陰性であったが

病理検査でLanghans多核巨細胞を認めたもの2

例であった．また，一般菌培養・抗酸菌培養・

PCR検査すべて陰性，病理検査で特異的炎症所

見を認めないもの3例であった．この3例はペニ

シリン系・セフェム系・ニューキノロン系抗生

剤などの治療は効果がなかった．4例でトゲが刺

さったエピソードがあり，誘因のない症例は農

業従事者と土木従事者であった．治療は6例で

EB・CAM・RFPの3剤投与を行った.1例は薬

疹のため経過中にCAM･RFPの2剤投与に変更

した．投与期間は6例で6か月，1例は3.5か月で

あった．全例投与開始後速やかに腫脹が軽快し，

内服中止後も再燃は認めていない．

【考察】非結核性抗酸菌による手指感染症の培養

検査の陽性率は低いことが知られている．検体

が少量しか採取できないことも一因と思われる．

当院でも起炎菌を同定できたのは7例中2例しか

なかった．菌を同定できなくても，病理検査や

エピソード・職業から非結核性抗酸菌が疑われ

るときにはEB･CAM・RFPの3剤投与を考慮す

べきと思われた．
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感染を合併した外傷性上肢皮層欠損例の
治療経験

InfectedCaseswithThaumaticSkinDefectintheUpper
Extremity

'広島大学整形外科，2広島大学大学院保健学研
究科

○鈴木修身l,砂川融2,中島祐子1,
四宮陸雄l,越智光夫】

【目的】上肢の皮層欠損に対して遊離皮弁による

再建を要した症例のうち，感染合併例の治療経

過を報告し，最近行っている対策を紹介する．

【対象】2006年以降に皮弁で再建した上肢皮層欠

損例のうち，皮弁手術前に開放創から細菌が検

出されたのは5例で,受傷時年齢は19から76歳(平

均46歳)であった．合併損傷として榛・尺骨の骨

折が3例に，上腕骨の骨折がl例にあった．起炎

菌は緑膿菌が3例，メチシリン耐性ブドウ球菌

(MRSA)が1例，腸球菌とセラチアの混合感染が

1例であった．再建方法は，前大腿外側皮弁が4

例で，鼠径皮弁と血管柄付き腸骨移植を同時に

行ったものが1例であった．皮弁は5例全例で生

着した．

【結果および考察】5例中4例では術後の感染はみ

られなかったが,1例に遊離皮弁術後の再燃が

あり，腸球菌とセラチアの混合感染例であった．

皮弁手術前に感染があるとき，最近の症例では，

手術室にて麻酔下にデブリードマンと洗浄(以下

廓清)を複数回行っている．感染例5例のうち3回

まで廓清したものが2例,1回廓清が3例であった．

感染が再燃したl例では，皮弁手術前は廓清1回

のみであった．再燃後に皮弁の深層を1回廓清し

た後には感染はなく，術前に十分に廓清してい

れば，再燃を防止できた可能性がある．上肢の

開放創に感染をきたしたとき，内部にスペース

がなく創閉鎖も不可能なため，閉鎖的持続洗浄

や抗生剤入りセメントビーズによる治療を適応

し難い．また骨折を合併している例では非麻酔

下での洗浄は不十分となりやすい．このような

状況では麻酔下での十分な廓清は，感染鎮静化

に有効な方法と考えている．

【まとめ】感染を合併した外傷性上肢皮膚欠損例

の治療経過を報告した．麻酔下での廓清を複数

回行うことは，感染の鎮静化に有効である可能

性がある．

2-10-EP34

手根管部におけるtriggerwristの治療経験
TriggerWristCausedbyMovementoftheRngersinthe
CarpalTilnnel

'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済生会川口総合病院整形外科

○志村治彦1,若林良明2,二村昭元2,

太田剛3，大川淳2

【はじめに】手指運動により手根管部で弾発現象

を伴うtriggerwristは稀な病態である．今回わ

れわれはtriggerwrist4例の治療を経験したの

で，文献的考察を加えて報告する．

【症例】対象は2007年より2010年に治療を経験し

た4例である．全例女性であり平均年齢は76.2才

(70-84才）であった．右手3例左手1例であり，

示指から小指に弾発を認めたのは3例,1例は中

指環指のみであった．既往歴として僥骨遠位端

骨折後(3年前)を1例，慢性関節リウマチ(RA)を

l例認めた．4例のうち手根管症候群を合併した

のは1例であった．手術は手根管開放術十滑膜切

除術が3例(RAが1例，非特異性滑膜炎が2例),

手根管開放術十嬢痕摘出術が1例(僥骨遠位端骨

折後）であった．経過観察期間は平均17.3ケ月

(6-36ケ月）であり，最終経過観察時に症状の再

発は認めなかった．

【考察】AIPUTJEYでの狭窄による手指の弾発現

象は日常診療において頻繁に遭遇するが，手根

管部での弾発現象はまれであり,triggerwrist

と呼ばれている．荻野らは，手関節部での弾発

現象について，指の屈伸，手関節の運動，前

腕の回内外運動の3つに分類している．今回の

4症例は，指の屈伸に伴うものであり広義での

triggerwristと考えられる．北澤らは，原因疾

患としてRAの滑膜炎や軟部腫瘍が多く，手根

管症候群を高率に合併しており（68％)，また平

均年齢は41歳であったとの報告している．自験

例は4例とも高齢，手根管症候群の合併は1例で

あり，過去の報告とは若干異なる傾向があった．

高齢化社会が強まるにつれて慢性滑膜炎が増加

する可能性が考えられ，単独指での弾発現象や

手根管症候群を合併しない症例では本疾患を念

頭に入れて診察することが重要と考えられた．
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2-10-EP35

ばね指を合併したDupuytren拘縮例
'IriggerFingerinDupuytrenContracture

西宮協立脳神経外科病院整形外科

○阿部宗樹，瀧川直秀

【目的】Dupuytren拘縮でばね指を合併する要因

には,palmaraponeurosispulley(以下,PAプー

リー)の肥厚や病的腱膜の関与によるものといっ

た疾患由来のものと，疾患とは無関係なものが

ある．しかし，その病態や臨床像は不明な点が

少なくない．本報告の目的は，自験例を調査し，

その病態や臨床像について検討することである．

【対象と方法】病理組織学的にfibromatosisの診断

を得たDupuytren拘縮例で，ばね指を合併した5

例(6手7指)を対象とした．全例男性であり，年

齢は平均65.8歳(38～82歳)であった．弾発現像

を呈した罹患指は示指:1指，中指:3指，環指:3

指で,Myerding分類ではgradeO:2手,gredel:

4手であった．経過観察期間は平均8．4か月(2～

23か月）であった．これらの症例に対して臨床経

過，手術所見を調査した．

【結果】手術所見によるばね指の原因で，

Dupuytren拘縮由来と考えられるものが6手中3

手であった．そのうち2手は，ばね指の診断で腱

鞘切開術を行ったが，術後早期に再発したもの

であり，残りのl手は，手根管症候群に対する手

根管開放術後2か月で環指のばね指を発症したも

のである.Dupuytren拘縮の合併を疑い再手術

を行ったが，いずれの症例も全周性に肥厚した

病的腱膜がAlまたはPAプーリー部を巻き込む

ように存在していた．病的腱膜を切除すること

で弾発現象は消失した．

【考察】ばね指を合併するDupuytren拘縮は，多く

が初期の症例であるため，単なるばね指として

治療されることが多い．また，自験例では初回

手術による手掌腱膜への侵襲によりDupuytren

拘縮の病状が急速に増悪したと思われる症例が

あった．ばね指患者で手掌部(特にPAプーリー

部）に結節を有する症例に対しては慎重な対応

が必要であり，手術を要する場合はAlプーリー

の開放だけではなく，手掌腱膜の切除やPAプー

リー部の確認も行うことが望ましい．

2-10-EP36

一般住民における手指屈筋腱腱鞘炎の疫
学調査

EpidemiologyoftheFingerFlexorTもnosynovitisin
GeneralPopulation

群馬大学大学院整形外科学

○金子哲也，田鹿毅，山本敦史，

小 林 勉 ， 高 岸 憲 二

【はじめに】手指屈筋腱腱鞘炎は日常診療において

一般的な疾患であるが，一般住民における疫学に

ついての報告はない．我々は，母指を含む手指

AlpuUey直上の圧痛またはばね現象を呈するも
のを手指屈筋腱腱鞘炎と定義し，一般住民におけ

る手指屈筋腱腱鞘炎の疫学調査を行ない，関連因

子の統計学的検討を行なったので報告する．

【対象・方法】農林観光業を主産業とする山村で

地域検診を行い，目的とする全ての調査項目を

評価し得た408人(25-87歳，平均年齢64歳）を対

象とした．対象は全住民の約7％にあたり，男性

121人，女性287人であった．診察は15年以上の

診療経験のある1人の整形外科医が行ない，問

診は年齢性別，利き腕，手作業の有無,Euro

QOL,BMI,手指屈筋腱腱鞘炎治療歴の有無な

どについて調査した．また，手指屈筋腱腱鞘炎

診断の有無で被検者を2群に分け，問診内容との

関連をロジステイック回帰分析により検討した．

【結果】一般住民における手指屈筋腱腱鞘炎の有

病率は10.4%であった．性別の有病率では，男性

7.4％,女性11.8％で,統計学的有意差はなかった．

年齢別では60歳代が最も多かった指別の検討

では母指，示指，中指の罹患が多く，利き腕側

の罹患がやや多かった．また，関連因子の検討

では過去の手指腱鞘炎治療歴は有意な説明変数

であり，この群のEuroQOLは手指屈筋腱腱鞘

炎なしと診断された群に対し統計学的有意に低

下していた．

【考察】今回の検討では腱鞘炎治療歴と現在の手

指屈筋腱腱鞘炎の存在には統計学的に関連が認

められており,診断の妥当性が示唆された．また，

年齢を調整したロジステイック回帰分析の結果，

EuroQOLの値は手指屈筋腱腱鞘炎が存在する

群では存在しない群に比べ有意に低値で，指屈

筋腱腱鞘炎の存在がQOLに関わることが示唆さ

れた．
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2-10-EP37

生体内吸収性プレートを用いた上肢骨折
の治療

TreatmentofFractul℃sofUpperExtremtyUsing
BioabsorbablePlates

'草加市立病院整形外科，2東京医科歯科大学整形

外科

○多嶋佳孝1，二村昭元2，若林良明2

【目的】生体内吸収性プレートは，ピンニング術後

のピン突出部の管理の煩わしさや，金属製のプ

レート・スクリュー特有の合併症の問題などを解

消しうる新しい内固定材として期待されている．

今回，上肢の骨折に対する生体内吸収性プレート

を用いた内固定術の短期成績を報告する．

【対象と方法】対象は10例(男5例，女5例)で，骨

折部位は，僥骨頭・頚部3例，尺骨遠位部2例，

中手骨2例，基節骨3例であった．手術時年齢は

平均40.5歳(15～65歳),経過観察期間は平均5.0ケ

月(3～7ケ月)であったプレートはポリーL-乳酸

とハイドロキシアパタイト微粒子の複合体から

成るスーパーフイクソーブ(タキロン株式会社，

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社)を用

い，骨折部の形状に合うようにプレートを裁断，

脅曲させてスクリューで固定した．術後は，僥

骨頭・頚部骨折と尺骨遠位部骨折例は2週間の外

固定後に可動域訓練を,中手骨,基節骨骨折例は，

buddytaping下に術後早期に可動域訓練を行っ

た．以上の症例について,X線学的評価(骨癒合，

転位，インプラントの状態)，可動域，合併症を

検討した．

【結果】術後約2ヶ月以内で全例骨癒合を認めた．

また，最終観察時に関節可動域はほぼ正常に回

復し，問題となる合併症はなかった．

【考察】今回使用したプレートはPLLAとHA微粒

子の複合体からなる．生体内においてPLLAは

分解吸収性と骨置換性があり,HAは骨伝導性を

有している．さらに，プレートは湾曲させるこ

とで力学的な強度が増加する．また，プレート

を骨折部の形状に合わせて形成出来，抜釘が不

要である等の利点があり，上肢骨折に対して有

用な固定材料の一つと思われた．

2-10-EP38

Mayocliniccongruentelbowplate

systemを用いた上腕骨遠位端骨折の治療
成績

ClinicalResultsofDistalHumerusFracmresUsingMayo

ClinicCongruentElbowPlateSystem

'平塚共済病院整形外科手外科センター，2横浜市

立大学整形外科

○瀧上秀威'，坂野裕昭1，勝村哲l,

中村祐之1,斎藤知行2

【目的】Mayocliniccongruentelbowsystem(以

下Mayoplate)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．

【方法】対象は2008年から2011年までにMayo

plateを用いて治療した上腕骨遠位端骨折10例10

関節(閉鎖骨折9例，開放骨折1例）とした．年齢

は平均69歳(28-94)，男l例，女9例，右4例，左6

例，受傷原因は転倒6例，交通事故4例であった．

骨折型はAO分類でA2が3例,B1が2例,C1がl例，

C2がl例,C3が3例であった．受傷から手術まで

は平均9日間であり，手術は全例肘頭を骨切し関

節面を展開して整復を行い，内外側にplate固定

が9例，外側のみplate固定が1例であった．骨欠

損部には7例に対しオスフェリオンを使用した．

術後経過観察期間は平均9.8ケ月であり，治療成

績は肘関節の可動域,JOAscore,骨癒合，合

併症を評価した．

【結果】術後2ヶ月で肺炎で死亡した1例を除き，

肘関節の可動域は伸展-16｡(-30～O),屈曲116。

(70～130)であった.JOAscoreは平均85点で

あった．全例に骨癒合が得られ，整復位は保

持され転位を生じた例はなかった合併症は，

1例に尺骨神経領域にしびれを認めた.Screwの

looseningやbackoutを認めた例はなかった．

【結論】上腕骨遠位端骨折はしばしば関節面も粉

砕し，特に高齢者においては偽関節も生じやす

く治療に難渋することが多い．Mayoplateは内

外側にplateを設置することや，本シリーズのよ

うに肘頭を骨切して展開することから侵襲は大

きくなるが，両側から遠位骨片に多くのScrew

で固定することができ,locking機構を有してい

なくとも強固な固定を得ることができた．
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2-10-EP39

尺骨肘頭骨折に対する手術治療について

SurgicalTreatmentfOrFractureofOlecranon

'香川大学整形外科，2香川県済生会病院整形外科

○中村修1,加地良雄19今泉泰彦1,

山本哲司l,杉田英樹2

【緒言】尺骨肘頭骨折に対する術式としては，

tensionbandwiring(以下TBW)法が一般的であ

る．その他の術式として我々は髄内キャンセラ

ススクリュー固定(以下Screw)法やロッキング

プレート固定(以下Plate)法なども行ってきた．

これらの術式について術後成績を比較し，考察

を行った．

【方法と対象】対象は2006年以降に当院および関

連施設において手術を行った19例19肘で，男性8

例，女性ll例，平均年齢57.5歳．術後経過観察期

間は平均6.7カ月．術式はTBW法が9例,Screw

法が3例,Plate法(Synthes社）が7例であった．

骨折の術前X線評価はMayo分類を用いた.TBW

法およびScrew法ではType2A9例,Type2B2

例,Type3B1例であった.Plate法はType2B2例，

Type3B5例で，すべて粉砕骨折例であった．術

後成績は，骨癒合の状態，可動域(屈曲/伸展)，

関節症性変化の有無を評価した．

【結果】すべての症例で骨癒合が得られた．最終

時平均関節可動域はTBW法およびScrew法で

は，非粉砕例が133｡/-4｡,粉砕例が123｡/-5.であ

り，粉砕例で若干の屈曲制限が残存した．また，

粉砕の高度であった2例に術後関節症性変化を認

めた．一方,Plate法では132｡/-10.であり，高度

粉砕例が多いにも関わらず比較的良好な関節可

動域を獲得でき，関節症性変化は認めなかった．

【考察】TBW法やScrew法は比較的簡便で，術後

成績も良好であるが，高度粉砕骨折例に対して

は整復位を保つのが困難なことが多く，変形性

関節症を招く恐れもある．また，外固定期間が

長くなり，関節拘縮が生じる危険性もある．そ

のため我々は高度粉砕例に対してPlate法を積極

的に施行してきた．粉砕骨折例に対するプレー

ト固定は角度安定性に優れ，整復位を維持しつ

つ早期運動を可能にすることから良好な治療成

績が得られ，有効な治療手段であると思われた．

2-10-EPL40

手足仮骨延長法の検討
CallotasisfOrHandandFoot

濁協医科大学整形外科学

○高井盛光，長田伝重，亀田正裕，

山本格，野原裕

【目的】先天性或いは外傷後の骨の短縮に対し，

仮骨延長法は広く用いられている．本研究の目

的は当科で行った手足の仮骨延長法の治療成績

を検討することである．

【対象と方法】対象は16例23肢(男性8例，女性8

例)，平均年齢は18歳(6～52歳)で，このうち外

傷性は7例8肢，先天性は9例15肢であった．延長

骨は僥骨が3肢，尺骨が1肢，中手骨が8肢，中足

骨が9肢，基節骨が2肢であり，骨切り部は当初

は主に骨幹部で行い，平成16年以降は可能な限

り骨幹端部で行った．骨切り後，各種創外固定

器を使用し,waitingperiod(WP)後に骨延長を

行った．各症例のWP,延長期間,獲得延長距離，

healingindex(HI)をそれぞれ算出した．対象を

外傷群と先天群に，骨切り部位別に骨幹部群(16

肢）と骨幹端部群(7肢)に分けて，両群間で各因

子の検討を行った．

【結果】全症例のWPは10日(5～13日),延長期間

は58日（10～136日)，獲得延長距離は22mm(7~

39mm),HIは85日(32～294日）であったHIは先

天群が外傷群より有意に低かったが，延長期間

や獲得延長距離に統計学的有意差はなかった

仮骨形成不良にて骨移植を要した症例は4例5肢

(先天性1肢，外傷4肢)で全例成人であった．創

外固定器除去後の骨折が外傷性のl肢にみられ，

骨移植を追加した．延長後の瘻痛にて早期に延

長を中止した先天性例が1例1肢あった．

【考察と結語】HIは先天疾患群が外傷群より有意

に低かったが，骨切り部位での結果に有意差が

みられなかった．仮骨形成不良例は成人多く，

成人に対する仮骨延長法では細心の注意が必要

であると思われた．
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Hand20の信頼性および妥当性に関する統計学的検討

○森友寿夫1，今枝敏彦2，五谷寛之3，百瀬敏充4，安部幸雄5，

大井宏之6，根本孝一7
Ⅱ大阪大学医学部整形外科、2金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科、

3清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター、4諏訪赤十字病院整形外科、
5済生会下関総合病院整形外科、6聖隷浜松病院手の外科．マイクロサージヤーリーセンター

【目的】Hand20の信頼性および妥当性に関して統計学的検討を行うこと．

【方法】日本国内？施設の整形外科外来に新規に通院した上肢機能障害を持つ患者56名が研究に参加

した．対象はばね指51名，手根管症候群5名であった．患者はベースラインで上肢の機能状態の自

己報告式アンケートに回答した．ばね指の患者51名のうち，治療を受けた47名は，ベースラインか

ら3ケ月後に再度ベースラインと同じ質問に回答した．患者は，調査参加への説明を受けた同意し

た後に，調査票に回答した．調査票には上肢機能状態を測定するHand20,DASH,包括的健康関

連QOL調査票SF-36ver.2が含まれていた．信頼性は，内的整合性を検討した．内的整合性(internal

consistency):はCronbachのα係数を使用し，再テスト法再現性(reproducibility)は割愛した．妥当

性の検討には，以下の解析を実施した．収束的妥当性と尺度の一次元性を検討するために主成分分

析を行った．同時的妥当性の検討のために,DASH,SF-36との相関係数を求めた．基準関連妥当性

の検討は，以下の仮説を検討した:Rand20得点は性や年齢とは関連しない．反応性はばね指の患者

の手術治療前後の得点からstandardizedresponsemean(SRM;meanchange/SDofchange)とeffect

size(meanchange/SDofbaselinevalue)を計算して検討した．統計解析ソフトはSPSS17.0Jを使用

した．

【成績】年齢,Hand20,DASH,SF-36下位尺度に関する正規性をKolmogorov-SmirnovandLiliefOrs

probabilitytestsを用いて検討した．結果は年齢,Hand20,DASHに正規性が見られ,SF-36の下位

尺度は全て正規性が見られなかった．

l.患者の特性

56名中，男性は19名(63.9(12.1)),女性は37名(61.4(10.1))であった．平均年齢は62.2(10.8)才(37

～86才)であった．男女による年齢差はなかった(p=0.42).

2.Hand20の欠損値

Hand20の欠損値：すべて欠損値は2項目以内であった．したがってRand20値は全ての例で計算

可能であった．

3.Hand20,DASHとSF-36の記述統計量

Hand20,DASHとSF-36下位尺度の平均と範囲をTablelに示す．

Hand20に関しては床スコアと天井スコアはなかった．

4.Hand20の信頼性分析

Hand20のCronbachのα係数は0.967であり十分な内的整合性が得られた．20項目中1項目ずつを

省いた19項目で，20通りのα係数を計算したところ,0.964-0.968の範囲であり，内的整合性を大

きく変化させる項目はなかった．

Hand20の主成分分析を行った．第1主成分の固有値は14.65で第2主成分(1.43),第3主成分(1.06)以降
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の固有値との差が大きいことから(Fig.1),Hand20の一次元性が強いことが示された．第1主成分

の因子負荷量はすべて0.4より大きく(Table2),十分な収束的妥当性が得られた．

同時的妥当性の検討

Hand20とSF-36の下位尺度の相関係数はr=-0.17～-0.61であった(Table3).

Rand20とDASHの相関係数は0.83と強い相関が見られた(Table3,p<0.01).

すなわち,Hand20の妥当性が高いと思われる．

性別でHand20得点を比較する際に，男女では年齢差はないため(p=0.42),男女別のHand20得点を求

め，その平均値の差の検定を行った．男性40.5(SD=24.4),女性45.3(SD=23.6)でHand20得点には性

差がなかった(p=0.479).

Rand20得点と年齢の相関は低かった(r=-0.043,p=0.758).

【結論】Hand20は十分な信頼性および妥当性があり，上肢の患者立脚型機能評価法として有用である．
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肘部管症候群の重症度分類(赤堀分類、McGowan分類)の

検者内、検者間再現性

○内山茂晴1,5,今枝敏彦2．5，井戸芳和1,面川庄平3,5,金谷文則4,5
］信州大学整形外科，2金城学院大学，3奈良県立医科大学整形外科，4琉球大学整形外科，

5日本手外科学会機能評価委員会

肘部管症候群の重症度分類における赤堀分類とMcGowan分類は本邦において比較的使用頻度が高

い．今回2つの分類法の検者内および検者間再現性を評価した．方法身体所見および神経伝導速度検

査,MRIで肘部管症候群と診断され手術を行った患者48例,女12,男36人,年齢は24～80歳,平均63歳．

手術前1か月から入院1週間前までの期間に1回目の身体所見を筆頭演者(SU)が，手術前日にはSUが

2回目，作業療法士(KI)が1回目，合計3回身体所見を記録した．神経伝導速度検査(SCV,MCV)は手

術前2か月以内に一度のみ施行した．身体所見は小指外転筋，第一背側骨間筋萎縮の程度，鉤爪様指

変形の程度，筋力，痛覚脱出を評価し，総合的に赤堀分類では5段階に,McGowan分類では3段階

にそれぞれの検者が重症度を決定した．2つの分類，それぞれの身体所見について，検者間・検者内

信頼性計数(x値)を求めた．結果検者内K値：赤堀分類;0.776,McGowan分類;0.749検者間x値；

赤堀分類;0.578,McGowan分類;0.335検者内托値が最も高かったのは第一背側骨間筋萎縮の程度；

0.518，最も低かったのは知覚鈍麻の程度;0.223であった.McGowan分類で,SUがstage2としたとこ

ろをYIが3としたものが11例,SUが1としたころとをYIが2としたものが7例あった．考察赤堀分類と

McGowan分類の再現性に関する報告はない．今回，検者内再現性は高かったが，完全に一致してい

なかった．その原因として，第一回目と第2回目の診察期間が2か月から1週間と差があり，その間に

患者の状態が変化した，痛覚脱出は患者の反応によるため一定でない可能性がある，筋力低下の評

価に一貫性がないことなどが考えられる．検者間再現性は予想通り検者内より低値であったが，そ

の主な原因は小指外転筋萎縮と筋力の評価の違いであった
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尺骨突き上げ症候群に対する手くびの評価日本語版(PRWE-J)の反応性

○面川庄平1，今枝敏彦2，澤泉卓哉3，百瀬敏充4，五谷寛之5，

安部幸雄6，森友寿夫7，金谷文則8
Ⅱ奈良県立医科大学整形外科，2金城学院大学生活環境学部，

3日本医科大学大学院医学研究科外科系感覚運動機能再建学分野，4諏訪赤十字病院整形外科，
5清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター，6済生会下関総合病院整形外科，

7大阪大学大学院医学系研究科外科系臨床医学専攻器官制御外科学講座，
8琉球大学大学院医学研究科医科学専攻整形外科学講座

【目的】PRWE(Patientratedwristevaluation)は機能尺度と瘤痛尺度から構成される患者立脚型の手

関節評価である．第53回本学会で,PRWEを文化的に適合させ作成したPRWE-Jの妥当性，信頼性を

検証した．今回,尺骨突き上げ症候群(以下UCA)に対するPRWE-Jの反応性を評価したので報告する．

【方法】単純レントゲン,MRIなどの画像所見と理学的所見とからUCAと診断した32例(男性14例女性

18例，平均年齢56歳)を対象とした利き手罹患は20例であった．保存的治療を6例，手術的治療を

26例におこなった．治療前，治療後3ヵ月で,PRWEJ,ShortForm36(以下SF-36),Disabilitiesof

theArm,ShoulderandHand(以下DASH)の質問調査をおこない，客観的所見として手関節前腕可

動域，握力を計測した．それぞれの質問票，計測値の反応性について,SRM(Standardizedresponse

means),ES(Efectsize)を算出した.PRWBJと客観的所見の関連性について,Spearmann相関係

数を算出し判定した．有意水準は0.05未満に設定した．

【結果】PRWE-JのSRMは1.35,ESはl.43であった.DASHのSRMは0.81,ESは0.87であり,PRWE-J

より低値であった.SF-36のSRMは-0.38～－1.19,ESは-0.46～-l.83であり,Bodilypain以外の

ドメインはPRWBJより低値であった．手関節前腕可動域健側比のSRMは0.01～－0.29,ESは0.01~

-0.27であった．握力健側比のSRMは-0.36,ESは-0.29であった.PRWE-Jの機能尺度と回内外可

動域の健側比が有意に相関した．

【結論】PRWE-Jは手関節尺側痛を有する疾患である尺骨突き上げ症候群に対して良好な反応性を有し

ており，その治療効果の判定に有用である．
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日本手外科学会再接着肢、手、指の機能評価基準の統計学的検証

－玉井の評価基準、Hand20,DASH,SF36との検証を含めて一

○五谷寛之1,今枝敏彦2,安部幸雄3,百瀬敏充4,森友寿夫5,

大井宏之6，面川庄平7，澤泉卓哉8，金谷文則9
1清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター，2金城学院大学生活環境部，

3済生会下関総合病院整形外科，4諏訪赤十字病院整形外科，
5大阪大学大学院医学系研究科外科系臨床医学専攻器官制御外科学講座，

6聖隷浜松病院手の外科．マイクロサージヤリーセンター，7奈良県立医科大学整形外科，
8日本医科大学大学院医学研究科外科系感覚運動機能再建学分野，

9琉球大学大学院医学研究科医科学専攻整形外科学講座

【目的】日本手外科学会再接着肢，手，指の機能評価基準(以降切断指日手会基準)におけるl)各項目

間の相関を統計学的に検討2)日手会基準と玉井の評価基準(手指再接着),Hand20,DASH,SF-36との

相関を検討することにより切断指日手会基準を検証した．

【対象及び方法】検討した切断指は再接着術により生着した39指であり，このうち玉井のZonelは3指，

Zone2は12指,Zone3は10指,Zone4は14指であった．指別では母指6指，示指12指，中指8指，環指

4指，小指9指であった．各患者に切断指日手会基準，玉井の評価基準,Hand20,DASH,SF36への

回答を経過観察時に依頼した．切断指日手会基準における各項目間の検討では20点項目(ROM,知覚，

MMT)及び10点項目(瘤痛，機能，満足度，生活・仕事能力)の各項目間での相関を検討した．また，

切断指日手会基準とHand20,DASH,SF-36との相関をSpearman検定により検定した．

【結果】l)切断指日手会基準総合と各項目の相関係数はROM(0.931,**1%以降同じ),知覚(0.889,窯難),

MMT(0.819,**),瘻痛(0.590,.蝋),機能(0.886,**),満足度(0.755,寧索),生活，仕事(0.889,**)であった．切断指

日手会基準総合点と玉井評価の相関係数は0.885(**l)で最も高い相関を示した.Hand20では0.736(**),

DASHでは0.608(**)であり,SF-36の内有意であったのはRolephysical(0.431,*5%以降同じ),Bodily

pain(0.731**),Roleemotional(0.421*)でった．

【結論】医師立脚評価である切断指日手会基準は項目間で高い相関を示した．また,Hand20,DASH

と有意な相関を示した他,SF-36の3つの下位尺度と一定の相関を示した．
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榛骨遠位端骨折診療ガイドライン報告

抄録

4月20日(金)13:50～14:50

第3会場(501）



ガイドライン策定の経緯と方法

澤泉卓哉

日本医科大学整形外科

僥骨遠位端骨折診療ガイドライン策定は日本整形外科学会の事業の一環であり，実際のの策定作業

は日本手外科学会から選出された12名の委員と担当理事が2007年から開始した．診断，治療，リハ

ビリテーション，機能評価・予後の大項目を細分化し,Q&A項目として相応しいクリニカルクエス

チョン(cQ)を練り上げていくことから始めた．その際，手術的治療を積極的に行わない一般開業医

の視点も考慮した保存療法を十分に盛り込むこと，また最近2-3年の治療法の変化に相応しいcQも

盛り込むことに注意した．この時点で，作成したcQ項目を日本手外科学会評議員に提出し，批判と

訂正を得た．抽出した過去20年の僥骨遠位端骨折に関する文献は3679編であったが，僥骨遠位端骨

折の治療は，近年著しく変化しているため，手術的治療に関する文献は原則的に過去10年までとし，

症例数が20例以上，観察期間が6ヶ月以上であることを条件とした．診断や予後については過去15年

まで遡って検索した．また合併症については症例数の把握のため症例報告を含んで抽出することと

した．以上の条件を満たした文献の中から，各cQにkeywordから絞り込み，最終的に1448編の文

献の採用を決定し，日本手外科学会代議員に依頼して構造化抄録を作成した．作成された構造化抄

録をもとに文献内容を批判的に吟味し，各文献のエビデンスレベルと各cQに対する推奨度を判定し，

Q&A項目に回答する形で推奨度のついた回答とその解説，回答の根拠としてscientificstatementを

記述した．このような過程を経て最終的に診断9，治療総論6，保存的治療6，手術的治療26,そのほ

かの骨折治療法6，リハビリテーション5，機能評価・予後2で計60項目のQ&Aとなった
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檮骨遠位端骨折診療ガイドライン報告

一檮骨遠位端骨折の診断について一

南 野光彦

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科

僥骨遠位端骨折の『診断』については，8問のclinicalquestionを作成致しました.cQ1推奨できる骨

折型分類はあるか？推奨Gradel．特に1つだけ推奨できる骨折型分類はない．海外ではAO分類，

Frykman分類などが汎用されているが，どの分類法においても検者間および同一検者内でのばらつ

きは比較的少なく，分類法による差は明らかではない．国内ではAO分類や齋藤分類が多く用いら

れているが，再現性について統計学的なエビデンスの報告はない.CQ2単純x線計測値の基準は？

palmartilt,radialinclination,ulnarplusvarianceがよく用いられている．健側の各平均値を述べる．

CQ3単純X線正面･側面像の2方向以外にどのような撮影方法が有効か？推奨GradeB､手関節斜位像，

X線装置の管球を遠位に30.傾斜した手関節背掌像，管球を遠位に15｡または22.傾斜した側面像が有

効である.CQ4関節内骨折の診断にCTは有効か？推奨GradeA.有効であり推奨する．特に冠状断

や矢状断の2D-CTが有用で，さらに3D-CTを加えることでより正確で詳細な関節内骨折の評価が行

える.CQ5不顕性骨折の診断にMRIは有効か？推奨GradeB.有効である．臨床的に骨折が疑われ，

単純X線で明らかな骨折線を認めない不顕性骨折の診断に,MRIは有効である．CQ6TFCC損傷の

合併率とその診断方法は？とCQ7舟状月状骨間靭帯損傷の合併率とその診断方法は？、榛骨遠位端

骨折におけるTFCC損傷と舟状月状骨間靱帯損傷の診断には，手関節鏡,MRI,手関節造影などが

用いられ，各検査方法における合併率及びCQ8尺骨茎状突起骨折の合併率は？について述べる．
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檮骨遠位端骨折診療ガイドライン：治療総論

森友寿夫

大阪大学整形外科

僥骨遠位端骨折において関節外骨折と関節内骨折とでは病態治療成績が大きく異なることからこ

れらを分けて考える．また高齢者はベースに骨粗霧症があること，活動性が低いため変形が残存し

ても症状が出にくいことから高齢者と青壮年者と分けて考える.cQ1.手術的治療は保存的治療よ

り有効か？1.関節外骨折青壮年者の不安定型関節外骨折に対して手術的治療は保存的治療より有効

である【GradeBl.高齢者に対する手術療法は必ずしも保存的治療より有効ではないが，活動性が

高い患者には手術を考慮してもよい【GradeCl.2.関節内骨折年齢にかかわらず転位のある関節内骨

折に対して手術的治療は保存的治療より有効である【GradeBl.CQ2.徒手整復後の残存変形の許

容範囲は？1.関節外骨折青壮年者では徒手整復・ギプス後のdorsaltiltlO｡未満かつ尺骨プラス変異

(ulnarplusvariance)2mm以下(健側差)であればほぼ許容される【GradeBl.高齢者では許容され

る値はより大きくなるが，活動性が高い高齢者であれば青壮年者と同様に考えてもよい【GradeCl.

2.関節内骨折青壮年者ではX線上step-o丘またはgapがlmm以下の関節内骨折はほぼ許容される

【GradeB】高齢者では許容される関節内骨折の転位程度の結論はでていない【Gradell.
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保存的治療

長 尾聡哉

駿河台日本大学病院整形外科

僥骨遠位端骨折診療ガイドラインにおける保存的治療の項目について，クリニカルクエスチヨン

(以下cQ)を提示し，その推奨度と根拠について解説する．

【クリニカルクエスチョンと推奨度】

保存的治療のクリニカルクエスチョンは5つであり，以下にその概略を述べる．

CQ4:高齢者に徒手整復は必要か？

高齢者僥骨遠位端骨折に対する徒手整復については未だ議論の残る点であるが，高度な転

位を伴う例について徒手整復を行うことが望ましい(GIzdeCﾉ．

CQ5:徒手整復にnngertrapは必要か？

fingertrapの有無で整復度に差が生じることはなく，使用してもよい手技である(GradeCﾉ．

CQ6:徒手整復に麻酔は有効か？

徒手整復における麻酔の有無で整復度に差は生じないものの，患者の苦痛を軽減するため

に行うことが望ましい(GIadeCﾉ．

CQ7:外固定の範囲とその期間は？

僥骨遠位端骨折における外固定は必要であるが，その範囲や期間についてのエビデンスは

ほとんどなく(GZade",今後の検討課題と考えられる．

CQ8:外固定時の手関節と前腕の肢位は？

手関節の固定肢位については未だ議論の残る点であるが，強い掌尺屈位(いわゆるCotton-

Loder肢位)は避けるべきである(GmdeD2ﾉ．また，前腕の固定肢位についても今後の検討

課題と考えられる．

保存的治療についてエビデンスの高い文献は非常に少なく,RCT(RandomizedControlTrial)に

ついても結果に有意差がでない報告がほとんどであったため，推奨Gradeを低く設定せざるを得ない

という結果となった．今後，改定に向けて保存的治療についての報告数増加およびエビデンスの高

い報告を期待したい．
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手術的治療

西 浦 康 正

筑波大学医学医療系整形外科

僥骨遠位端骨折診療ガイドラインにおける手術的治療に関してのクリニカルクエスチョン(cQ)とそ

の推奨度を提示し解説する．

＜クリニカルクエスチョンと推奨＞

CQ9適切な手術時期はいつか？【推奨】GradeC早期に手術を行うことが望ましい．

cQ10高齢者に手術的治療は必要か？【推奨】GradeC高齢者に対する手術的治療は必ずしも保存

的治療より有効ではないが，活動性が高い患者には手術を考慮してもよい．

cQ11関節内骨折で透視下整復は有効か？【推奨】GradeB有効である．

CQ12関節内骨折に関節鏡視下手術は有効か？【推奨】GradeC行うことを考慮してもよい
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手術的治療：経皮鋼線刺入術・創外固定術

坂 野裕昭

平塚共済病院整形外科・手の外科センター

僥骨遠位端骨折診療ガイドラインにおける手術的治療の経皮鋼線刺入術と創外固定術に関してク

リニカルクエスチョン(cQ)とその推奨度を提示し解説する．

＜クリニカルクエスチョンと推奨＞

【経皮鋼線刺入術】

CQ13経皮的鋼線固定法は有効か？【推奨】GradeB:青壮年では行うことを推奨する.GradeC:

高齢者では行うことを考慮してもよい．

CQ14推奨できる経皮的鋼線固定法はあるか？(鋼線の数,サイズ,抜去時期,術後固定期間を含む）

【推奨】Gradel:特に1つだけ推奨できる経皮的鋼線固定法はない．

【創外固定術】

CQ15Bridging創外固定術は有効か？【推奨】GradeA:関節内骨折に対しては保存的治療より創

外固定術を推奨する.GradeD1:非骨粗霧症年齢の関節内骨折には創外固定術よりはプレート固定

術を推奨する.GradeB:創外固定術にはK-wireによる追加固定の併用は有効である．

CQ16Non-Bridging創外固定術は有効か？【推奨】GradeB:青壮年者の単純関節内骨折や関節外

骨折に対してはBridging創外固定術よりnon-Bridging創外固定術を推奨する．

CQ17fracturevoidを有する患者の創外固定術に有効な追加処置は？【推奨】GradeB:fracture

void*を有する僥骨遠位端骨折の創外固定術では鋼線固定術または骨補填を追加することを推奨す

る．

CQ18創外固定術は合併症が多いか？【推奨】なし．解説のみ．

CQ19創外固定器の装着期間は？【推奨】Gradel:創外固定器の装着期間の結論は出ていない．
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手術的治療：プレート固定術

長田伝重

濁協医科大学整形外科

現在，僥骨遠位端骨折の手術治療において最も一般的な方法であるプレート固定について，クリ

ニカルクエスチョン(cQ)を提示し，その推奨度と根拠について解説する．

〔クリニカルクエスチョンと推奨〕

CQ20掌側ロッキングプレートは有効か？【推奨】GradeA:有効であり強く推奨する．

CQ21掌側ノンロッキングプレートは有効か？【推奨】GradeD,:掌側ノンロッキングプレートよ

りは掌側ロッキングプレートが有効である．

CQ22背側ノンロッキングプレートは有効か？【推奨】GradeD,:背側ノンロッキングプレートよ

りは掌側ロッキングプレートが有効である．

CQ23掌側ロッキングプレートに骨(人工骨)移植は必要か？【推奨】Gradel:掌側ロッキングプレー

トに骨(人工骨)移植は必要かどうかの結論は出ていない．

CQ24関節内粉砕骨折に複数プレートは有効か？【推奨】Gradel:関節内粉砕骨折に複数プレート

が有効かどうかの結論は出ていない．

CQ25掌側ロッキングプレート固定後の外固定は必要か？【推奨】GradeB:骨折部の固定性に不安

がある場合は術後外固定を推奨する．

CQ26プレートの抜去は必要か？【推奨】GradeB:合併症の発生が危倶される場合はプレート抜去

を推奨する．

CQ27プレートの術後合併症は？【解説】掌側および背側プレート固定後には伸筋・屈筋腱損傷，正

中・尺骨・榛骨神経障害，複合性局所瘻痛症候群，コンパートメント症候群，感染，インプラント

折損などがある．
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D､その他の骨折，治療法

戸 部正博

東京手の外科スポーツ医学研究所

CQ28超音波パルスや電気刺激は骨癒合の促進に有効か？【推奨】

GradeB超音波パルスは有効である．

GradeC電気刺激は行うことを考慮してもよい．

【解説】

超音波パルスや電気刺激は骨癒合を促進し，遷延治癒例や新鮮骨折の治療に使用されている．僥

骨遠位端骨折に使用する場合には，創外固定法やギプスなどの外固定除去時期を早める効果がある

が,僥骨遠位端骨折では骨折部位が海綿骨の豊富な骨幹端であり,遷延癒合となる症例自体が少ない．

【サイエンテイフイックステートメント】

・超音波パルスは僥骨遠位端骨折の骨癒合を促進し，ギプス固定期間中の整復状態の悪化を減少さ

せるという高いレベルのエビデンスがある(EVlevell-2).

・創外固定使用時の掌側骨皮質の適合できない症例でも電気刺激を併用することで転位がなく，骨

皮質の癒合に有利に働くという低いレベルのエビデンスがある(EVlevellH-2).

【エビデンス】

・徒手整復・ギプス固定で治療した僥骨遠位端骨折の骨癒合期間はプラセボ群(98±5日）に比べて超

音波群(61±3日)が有意に短かった(p<0.0001).X線で観察される骨癒合の各過程も，プラセボ対

照群に比べて超音波治療群で有意に促進された．プラセボ対照群に比べて超音波治療群では,X

線評価での掌側屈曲変形の角度によって決定される整復不良の程度が有意に少なく（超音波群：

20±6％，プラセボ群43±8%;p<0.01),同様に整復状態の悪化が停止する迄の時間も有意に短縮

した(超音波群:12±4日，プラセボ群25±4日;p<0.04).超音波パルスは僥骨遠位端骨折の骨癒

合を促進し，癒合期間中の整復状態の悪化を減少させる(RFOO687,EVlevell-2).

・徒手整復・ギプス固定で治療した僥骨遠位端骨折の骨癒合期間はプラセボ群に比べて超音波群が

喫煙者，非喫煙者ともに有意に短かった(RCOOO50,EVlevell-2).

・創外固定を使用した不安定型僥骨遠位端骨折の治療で掌側骨皮質不適合群(A群)21例と掌側骨皮

質適合群(B群)30例に分けて，それぞれ骨交流電気刺激装置を使用．手関節可動域と握力に有意

差なし.MayoWristScore(Cooneyの評価法)ではA群83±9点,B群85±9点で有意差なし．掌側

骨皮質の適合できない症例でも電気刺激を併用することで転位がなく，骨皮質の癒合に有利に働

いた(RJO1521,EVlevellll-2).

【文献】

l)RFOO687KristiansenTK,RyabyJP,McCabeJ,etal・Acceleratedhealingofdistalradial
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2)RCOOO50

3)RJO1521

fractureswiththeuseofspecific,low-intensityultrasound.Amulticenter,

prospective,randomized,double-blind,placebo-controlledstudy.JBoneJointSurg

Aml997;79(7):961-973

CookSD,RyabyJP,McCabeJ,etal.Accelerationoftibiaanddistalradiusfracture

healinginpatientswhosmoke.Clinicalorthopaedicsandrelatedresearchl997

(337):198-207

亀山真,斉藤憲太,手塚正樹僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創外固定法における

骨電気刺激の有用性.骨折2009;31(1):130-133

CQ29榛骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折に内固定は必要か？

【推奨】

GradeC 行うことを考慮してもよい

【解説】

尺骨茎状突起骨折が偽関節になった場合に成績不良因子となりうるという報告もあるが，報告年度

も古くエビデンスレベルは低い．その多くは僥骨遠位端骨折を創外固定法や経皮的鋼線固定法など

の固定法で行っている．掌側ロッキングプレート法では，尺骨茎状突起骨折の偽関節は手関節尺骨

部痛や治療成績に影響を与えないという中等度レベルのエビデンスがある．僥骨遠位端骨折の固定

法の違いによって合併する尺骨茎状突起骨折が機能評価に与える影響を示したエビデンスのある報

告はなく，未だ結論は出ていない．

【サイエンテイフイックステートメント】

・僥骨遠位端骨折を掌側ロッキングプレート法で治療した場合，合併した尺骨茎状突起骨折は転位

の有無や程度に関わらず，放置しても臨床評価には影響が無いとする中等度レベルのエビデンス

がある(EVlevelll).

・僥骨遠位端骨折を創外固定法や経皮的鋼線固定法で治療した場合，尺骨茎状突起骨折合併例は成

績不良因子となりうるとする低いレベルのエビデンスがある(EVlevellll).

・掌側ロッキングプレート法による僥骨遠位端骨折の治療で，尺骨茎状突起骨折の偽関節は尺骨部

痛に影響を与えないとする低いレベルのエビデンスがある(EVlevelHI).

【エビデンス】

・僥骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート固定された症例では,2mm以上離開している茎

状突起基部骨折を未治療としても，尺骨茎状突起骨折のない例とX線評価・機能評価共に同じ成

績が得られる(RFO1711,EVlevelH-2).

・榛骨遠位端骨折に対して創外固定と経骨髄的鋼線固定を行った症例では斎藤の評価での臨床成

績でgood7例中6例に尺骨茎状突起の骨折があり，そのうち5例は調査時に偽関節となっていた．

excellentの40%,goodの86%が尺骨茎状突起の偽関節例であった．尺骨茎状突起骨折合併例は成

績不良因子である(RJOll39,EVlevellll-2).

・僥骨遠位端骨折に対して経皮鋼線固定法もしくはノンロッキングプレート固定を行った130骨折中

14(11%)骨折が，急性か慢性の遠位僥尺関節(distalradioulnarjoint:DRUJ)不安定症を呈してい

た．DR町不安定症を呈した全ての僥骨末端骨折は，尺骨茎状突起骨折を伴っていた．より大き
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な骨片や転位の大きいことが不安定症の危険因子となっていた(RFOO963,EVlevelIII-2).

･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臨床成績は良好であり，術直後より外

固定なしの早期運動療法をおこない，関節可動域，握力の早期改善を得た．尺骨茎状突起骨折，

Base群,Tip群，骨折なし群において，最終調査時の成績に有意差は無かった．合併した尺骨茎

状突起骨折の最終調査時の骨癒合率は32％であり，最終調査時に尺骨部痛が残存した症例は12％

であった．また尺骨茎状突起骨折の偽関節は，尺骨部痛に影響を与えなかった(RJOO697,EV

levellll-3).
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献
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文
ｊ

ｌ
１ SouerJS,RingD,MatschkeS,etal.EHectofanunrepairedfractureoftheulnar

styloidbaseonoutcomeafterplate-and-screwfixationofadistalradialfracture・J

BoneJointSurgAm2009;91(4):830-838

納田真也,成山雅昭，岡崎辰也ほか.僥骨遠位端関節内骨折に対する創外固定および

経骨髄的鋼線固定成績不良例と尺骨茎状突起骨折との関連．日本手の外科学会雑誌

2004;21(4):501-504

MayMM,LawtonJN,BlazarPE.Ulnarstyloidfracturesassociatedwithdistal

radiusfractures:incidenceandimplicationsfOrdistalradioulnarjointinstability.J

HandSurg[Am]2002;27(6):965-971

善家雄吉,森谷史朗,前原孝ほか.僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固

定の治療成績尺骨茎状突起骨折の有無と臨床症状の関連に着目して．中国・四国整

形外科学会雑誌2007;19(2):201-207

2)RJO1139

3)RFOO963

4)RJOO697

CQ30変形治癒に対する矯正骨切り手術の適応は？

【解説】

僥骨遠位端変形治癒骨折に対する矯正骨切り術は大きく分けて関節面の変形矯正，僥骨の短縮に対

する矯正，軸転位や回旋転位に対する矯正術があるが，変形の程度と症状は一致しない事が多く，

その適応は何らかの症状を有する症例に対して行われる事が多い．

関節面に対する矯正骨切り術は関節軟骨を維持し手関節の正常の機能を獲得する事を目的としてX

線パラメータ(2mm以上が適応とされる事が多い),瘻痛，可動域制限などを改善させるため，青壮

年者で活動性が高く将来的に症状のさらなる悪化が予想される変形治癒骨折に適応される．

僥骨の短縮や軸転位や回旋転位に対する矯正骨切り術は主に痛みや前腕回旋制限などを改善さ

せるために僥骨の短縮では尺骨短縮術が，軸転位や回旋転位では模開き骨切り術(openwedge

osteotomy)や模閉じ骨切り術(closedwedgeosteotomy)などが選択される．遠位僥尺関節(distal

radioulnarjoint:DRUJ)の変形が生じる前に行う事を推奨する．

青壮年に対する矯正骨切り術はその機能的予後を改善させるという低いレベルのエビデンスは存在

するが，高齢者で活動性の低い患者の変形治癒が機能的予後に影響するというエビデンスは存在し

ない(【5章機能評価・予後CQ3:変形治癒は機能的予後に影響するか？】を参照の事).

手術の時機はなるべく早期に行う事が良好な成績につながるとする低いレベルのエビデンスがある．

また，最近ではコンピュータ補助手術，掌側ロッキングプレート，人工骨の使用などによりX線パラ

メータも元に近い状態に改善されるとの報告もある．

ただし，矯正骨切り術は正常な機能回復を保障するものでなく，正確な初期治療が重要であり，高
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度な関節変形に対しては部分もしくは全関節固定術などのサルベージ手術が適応となる．

【エビデンス】

･50歳以上の榛骨遠位端骨折保存療法後のX線評価と患者立脚型評価は相関しなかった(RFOO379,

EVlevellll-1)(RFO1053,EVlevellll-4).

・矯正骨切り術はなるべく早期に行う事が良好な成績につながる(RFO1464,EVlevelC-Ib).

・青壮年者僥骨遠位端骨折後の関節外変形治癒に対するopenwedgeosteotomyの機能評価は術後に

著名な症状改善を認めたが，健側の状態までには至らなかった．初期治療における変形治癒の防

止が重要である(RFOO195,RFO1607,EVlevellV).

【文献】

1)RFOO379

2)RFO1053

3)RFO1464

4)RFOO195

5)RFO1607

JaremkoJL,LambertRG,RoweBH,etal.Doradiographicindicesofdistalradius

fracturereductionpredictoutcomesinolderadultsreceivingconservative

treatment?.ClinRadiol2007;62(1):65-72

GehrmannSV,WindolfJ,KaufmannRA.Distalradiusfracturemanagementin

elderlypatients:aliteraturereview.JHandSurg[Am]2008;33(3):421-429
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CQ31榛骨遠位端骨折に合併する遠位榛尺関節不安定性の診断とその対策は？

【解説】

急性期の客観的な診断としてはCTを使用した遠位僥尺関節(distalradioulnarjoint:DRUJ)の適合

性の判定を行っている論文が多い．その他ではX線側面像による尺骨頭脱臼の有無や関節造影など

があるが，異常所見があっても無症状の事もあり.DRUJ不安定性の評価は理学的所見,X線像，健

側との比較を加えたCT像，関節鏡などの総合評価が必要である．慢性期の診断として,X線学的

所見を伴う前腕回旋障害があるものとする論文がある．主観的評価として徒手的検査であるDRUJ

ballottementtestなどがある．

僥骨遠位端骨折に合併するDR町不安定性の原因にはsigmoidnotchの骨折や尺骨頭の骨折,TFCC

損傷や尺骨茎上突起骨折によるものがあるが，三角線維軟骨複合体(TriangularFibroCartilage

Complex:TFCC)損傷や尺骨茎上突起骨折の全てがDRmの不安定性に関与するわけでは無い.僥骨

の整復固定後に徒手的にDRUJの不安定性が残る場合には尺側の安定化を考慮すべきであるが、治療

法についてはその時期、方法ともにエビデンスのある報告は無い．

慢性期のDR町障害として，榛骨遠位端変形治癒ではdorsaltilt25o以上，短縮5mm以上でDRUJ

の機能障害が起こるとされている．慢性期の治療としてはTFCCの再建術や尺骨短縮術,Sauve-

Kapandji(S-K)法やDarrach法，棚形成術が行われる.S-K法やDarrach法，棚形成術はDRUJ関節面

の破壊が著しい場合に適応となりのサルベージ手術であり，除痛効果や術後の回旋運動の改善は得

られるが，若年者や重労働者では長期成績が良くないとの報告もある．
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【エビデンス】

・多くの尺骨茎状突起骨折はDR町の安定性には関与しない．尺側の不安定性を伴う骨折の場合，

放置されると慢性的な不安定性，前腕回旋時痛，関節症などを生じる．尺骨茎状突起を手術的に

とめることが機能評価に影響するか否かについては有用な文献がない．僥骨を整復固定しても尺

骨茎状突起骨折またはTFCC損傷による不安定性が残る場合，いくつかの選択肢がある．保存的

には，約45.回外位で4から6週sugar-tongタイプの外固定をすることである．徒手的にDR町が整

復できない場合は，尺骨茎状突起をtensionbandwiringまたはスクリューで固定するか,TFCC

をintraosseoussutureで固定する.Sigmoidnotchの骨折あるいは尺骨頭の骨折による不安定性が

ある場合は手術的治療が必要である．尺骨頭によるもので整復が不能な場合，後にDarrach法や

Sauve-Kapandji法が必要になる場合もある(RFOO459,EVlevelC-II)

･DRUJの関節適合性はCTによって最も良好に描出できる.TFCCの診断は関節造影が最も発見し

やすいが,MRIでは特異的に診断することは不十分で，関節鏡が最も良いとされている．僥骨遠

位端骨折時の関節鏡検査が有用である.TFCC合併損傷例に対し，修復を行うと良好な成績が報

告されているが，修復しなくても不良ではないとの報告もある.DRmの障害の原因はさまざま

で，安定機構もさまざまであるので，どこまで治療して安定性を獲得すれば手関節機能が良好に

なるのかは明らかにされていない.DRUJの靭帯の緩みが治療成績に影響している可能性がある

(RFOOO73,EVlevelC-Ia).

・急性DRUJ損傷の場合は僥骨の整復後DRUJが安定していれば固定は不要，部分的に安定していれ

ば4～6週の固定，複合したDRUJ損傷の場合で整復できない場合は観血的整復が必要であり，全

方位に不安定性があり尺骨茎状突起骨折がある場合は観血的整復固定，尺骨茎状突起骨折がない

場合はTFCC修復および4～6週間のDRUJの鋼線固定を行う．陳旧性DRUJ損傷の場合はDRUJの

変性がある場合はサルベージ手術(Darrach法,Sauve-Kapandji法，部分切除)を行う，変性はな

いが骨の変形がある場合は僥骨あるいは尺骨の骨切術，あるいは骨形成術と軟部組織安定化を行

う．骨の変形がない場合は軟部組織の安定化を行う(RFO1466,EVlevelC-Ia).

・僥骨遠位端骨折のみの治療を行ったTFCC完全断裂ll例中10例でDR町の不安定性を認め,TFCCの

部分断裂もしくは断裂の無かった32例中7例でDRmの不安定性を認めた.TFCC完全断裂とDR町

不安定性には相関を認め,DR町の不安定性は機能評価に影響する(RFOO931,EVlevellI2).

・青壮年の榛骨遠位端骨折の治療成績は遠位僥尺関節不安定性の有無に左右され,X線学的所見と

は関係ない(RFOO351,EVlevellll-2).

・僥骨遠位端骨折130骨折中，71(55％)が茎状突起骨折を伴っていた.14(11%)骨折が，急性か慢性

のDRUJ不安定症を呈していた.10例は急性で何らかの処置をされ,4例は慢性で無処置であった．

骨片のサイズと転位の両方ともが,DR町不安定症発現の危険因子であった(RFOO963,EVlevel

III-2).

・僥骨遠位端関節内骨折において,DRUJの解剖学的整復が不十分な場合に機能障害が生ずること

が判明した．また，尺骨茎状突起骨折の合併は,DR町における機能障害を引き起こす一因とな

ることがわかった(RFO1096,EVlevellll-2).

・臨床症状を有さないDRUJでも転位の範囲が広いことが示された.DRwの亜脱臼の診断は容易で

はない．異常所見があっても無症候なことがあり,DR町不安定性の評価には臨床症状，所見単純

線X線に加えて左右両側で撮影したCTによる総合評価が必要である(RFOO361,EVlevelm-2).

･DRUJ不安定症に対する手術療法としてTFCC縫合術のみではなくて，尺骨短縮術に伸筋支帯を

用いたTFCC安定化術を用いた再建術を使用することにより良好な機能評価が得られた(RJO1156,

EVlevellV).
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･S-K法は有効ではあるが，絶対的ではない．術後回旋運動の改善を言う点では明らかだが，瘻痛

の改善という点では絶対的ではない．職場復帰の点に関しては，重労働に従事している人ほど復

帰が困難であった．特に若年者で成績が悪く，手関節に大きな負担のかかる若年者に対するS-K

法の適応は限られたものである(RFOO771,EVlevellV).

･S-K法は除痛効果が大きく.74%の患者に満足が得られ，可動域の改善も良好であった.Mayo

WristScore(Cooneyの評価法)は20関節がexcellent,34関節がgood,18関節がfair,12関節がpoor

で合併症は比較的少なかった(RFOOO21,EVlevellV).

【文献】

l)RFOO459FaiermanE,JupiterJB.Themanagementofacutefracturesinvolvingthedistal

radio-ulnarjointanddistalulna.HandClinl998;14(2):213-229

2)RFOOO73LindauT,AspenbergP.Theradioulnarjointindistalradialfi･actures.ActaOrthop

Scand2002;73(5):579-588

3)RFO1466MulfOrdJS,AxelrodTS.Traumaticinjuriesofthedistalradioulnarjoint.Orthop

ClinNorthAm2007;38(2):289-297,vii

4)RFOO931LindauT,AdlercreutzC,AspenbergP.Peripheraltearsofthetriangular

fibrocartilagecomplexcausedistalradioulnarjointinstabilityafterdistalradial
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independentworseningfactorindistalradialfi･actures.ClinOrthopRelatRes2000

（376):229-235
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8)RFOO361PanCC,LinYM,LeeTS,etal.Displacementofthedistalradioulnarjointof

clinicallysymptom-fi･eepatients.ClinOrthopRelatRes2003(415):148-156

9)RJO1156石垣範雄,中士幸男,立岩裕ほか.遠位僥尺関節障害に対する尺骨短縮術と遠位僥尺関

節安定化術併用例の治療成績.日本手の外科学会雑誌2004;21(5):591-593

10)RFOO771CarterPB,StuartPR.TheSauve-KapandjiprocedurefOrpost-traumaticdisordersof

thedistalradio-ulnarjoint.JBoneJointSurgBr2000;82(7):1013-1018

11)RFOOO21DeSmetLA,VanRansbeeckH.TheSauve-KapandjiprocedurefOrposttraumatic

wristdisorders:fUrtherexperience.ActaOrthopBelg2000;66(3):251-254

CQ32TFCC損傷は修復すべきか？

【推奨】

GradeC 僥骨遠位端骨折に合併する三角線維軟骨複合体(TriangularFibroCartilageComplex:

TFCC)損傷全てを修復する必要はなく，合併する遠位僥尺関節(distalradioulnar

joint:DRUJ)の不安定性を認める場合に縫合術や再建術などの修復を考慮してもよい．
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【解説】

僥骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷は頻度としては骨折型を問わず約62%に合併したとの報告がある

(RJO1236).TFCCのdisc部のsht損傷は放置しても構わず，手関節尺側部痛が発現したら手術すればよ

い．またTFCC損傷のうち小窩付着部での裂離損傷などによりDRmの不安定性を放置した場合に機能

評価が悪くなるという報告がある．従って，榛骨遠位端骨折の固定性が得られた後にTFCCの緩みや

損傷によりDRmの不安定性を認める場合にTFCCの縫合や再建を考慮すべきあるが，僥骨遠位端骨折

の固定方法の違いによる影響,急性期に手術を行うべきか否かなど不明な点も多く，結論が出ていない．

【サイエンテイフイックステートメント】

･TFCC完全断裂とDRm不安定性には相関を認め,DRUJの不安定性は機能評価に影響するという

中等度のエビデンスレベルの論文がある(EVlevellI-2).

oTFCC損傷を伴う榛骨遠位端関節外骨折において,TFCC修復は機能評価に影響が無いという中

等度のエビデンスレベルの論文がある(EVlevelll-2).

oTFCCのdiscproper損傷は放置しても何ら問題は無く，尺骨茎状突起骨折またはTFCC尺側部断

裂によりTFCCに緩みを生じた症例は，尺骨茎状突起の内固定またはTFCCの鏡視下縫合により

比較的良好な機能評価が得られるというエビデンスレベルの低い論文がある(EVlevellll-2).

・僥骨を過矯正気味に掌側ロッキングプレートで固定する事により，尺側不安定性を予防できると

いうエビデンスレベルの低い論文がある(EVlevellH-2).

【エビデンス】

oTFCC損傷は62%,関節内外の骨折に問わず存在した(RJO1236,EVlevellV).

・僥骨遠位端骨折のみの治療を行ったTFCC完全断裂ll例中10例でDRUJの不安定性を認め,TFCCの

部分断裂もしくは断裂の無かった32例中7例でDR町の不安定性を認めた.TFCC完全断裂とDR町

不安定性には相関を認め,DR町の不安定性は機能評価に影響する(RFOO931,EVleveln-2).

・ギプス固定で治療を行ったTFCC損傷を伴う僥骨遠位端関節外骨折において,TFCC修復は機能

評価に影響が無い(RFOOO47,EVlevelll-2).

･TFCCのdiscproper損傷は放置しても何ら問題は無い．尺骨茎状突起骨折またはTFCC尺側部断

裂によりTFCCに緩みを生じた症例は，尺骨茎状突起の内固定またはTFCCの鏡視下縫合により

比較的良好な成績を得た(RJO1089,EVlevelHI-2).

・尺側不安定を合併した榛骨遠位端骨折はあえて尺骨組織に手を加えなくても，僥骨の正確な解剖

学的アライメントを得た後，健側に比し'～l.5mmulnaminusvariantとなるよう過矯正位で固

定するcondylarstabilizing法により，尺側部痛の発生を軽減できる(RJO1218,EVlevelHI-2).

【文献】
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afEkenstamF,JakobssonOP,WadinK.RepairofthetriangularligamentinColles!

fracture.Noefectinaprospectiverandomizedstudy.ActaOrthopScandl989;60
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4)町01089

5)RJO1218

河野正明,今井浩，日野和典ほか.榛骨遠位端骨折に合併したTFCC損傷の治療.日本手
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清重佳郎,石垣大介.榛骨遠位端骨折における尺側部痛Condylarstabilizing法による

改善効果.日本手の外科学会雑誌2006;23(4):404-407
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ﾘハビリテーション

泉山公

聖マリアンナ医科大学整形外科

僥骨遠位端骨折のリハビリテーションに関するクリニカルクエスションは以下の3つに決定され、こ

れらについて解説する.1)外固定期間中のリハビリテーションは有効か？,推奨GradeB.手指,肘，

肩関節のリハビリテーションは有効である．外固定期間中から手指，肘，肩関節の自他動可動域訓

練のリハビリテーションを行うと行わなかった場合と比較して，外固定除去後の手関節可動域が良

好で，手指拘縮が予防されたという報告があった．なお，リハビリテーションの主たる目的は関節

拘縮と瘤痛の予防であり，初診時や術後の外固定後からすぐに，手指，肘，肩関節の自動可動域訓

練を行うことが重要とされている．2)外固定除去後のリハビリテーションは有効か？，推奨Grade

A.手関節を含めた上肢のリハビリテーションは有効である．外固定除去後，手指，手関節，肘関節，

肩関節のリハビリテーションにより機能評価が改善したという複数の報告があった．リハビリテー

ションの方法については，セラピストによるリハビリテーションは，医師またはセラピストが指導

した自宅での自動運動療法と比較して患者の満足度は高かったが，機能評価では有意な差を認めな

かった報告があった．3)手関節可動域と握力の回復にどれくらいかかるか？，手関節可動域の回復

課程は握力と比較して早く，ほぼ正常に回復するまで，受傷後(術後)3～6カ月間要した報告が多い．

一方，握力の場合は6カ月で70～90%まで回復したが，健側までの回復には1年から10年近くまで要し

たという様々な報告があった．なお,変形治癒例では手関節の可動域制限や握力の低下が生じるため，

正常までの回復が困難な場合がある．これらのクリニカルクエスションに対する推奨程度の判断基

準となったエビデンスについて述べる．
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機能評価・予後及び，総括

面 川 庄 平

奈良県立医科大学整形外科

機能評価・予後における質問に対して，解説とそれを支持するエビデンスについて論じた.[cQ1"

汎用されている評価法は？］過去12年間の文献3,679編のうち,Cooneyの評価法は143篇と最も使用頻

度が高く,GartlandandWerleyの評価(Sarmientによる修正版含む)を使用した論文は138篇であっ

た.DASHスコア93篇PRWE25篇,MHQ6篇SF-36は16篇であった．国内での使用頻度は，斎

藤の評価が最も高く244篇であった.[CQ2.妥当性の検証されている評価法は？］すべての患者立脚

型評価法は，その妥当性や信頼性に関して科学的に検証されている．一方，斎藤の評価,Gartland

andWerleyの評価に代表される医療者側評価の妥当性は検証されていない.[CQ3.変形治癒は機能

的予後に影響するか？］関節内変形治癒は機能的予後に影響するというエビデンスは存在するが，長

期的な機能予後の悪化を引き起こすという高いレベルのエビデンスは存在しない．青壮年に生じた

関節外骨折の変形治癒が機能的予後に影響するというエビデンスは存在するが，高齢で活動性の低

い患者の変形治癒が機能予後に影響するというエビデンスは存在しない.[CQ4.骨折の不安定性(再

転位)を予測する患者因子，骨折因子は何か？］現在まで提示されてきた予測因子は，患者因子とし

て年齢，骨折因子として背側粉砕，僥骨短縮(尺骨変異の増大)，背屈転位の増大，僥骨傾斜の低下，

尺骨骨折の合併，関節内骨折などがあげられる．
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Supermicrosurgeryの手外科への応用

東京大学医学部形成外科

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，

suopermicrosurgery)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l).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)による低侵襄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(periorator-to-perfOratorflap)】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(SCIPHap)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

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．短所としては皮弁挙上・

血管吻合にやや高度の技術が必要なことである．
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講師略歴

光嶋勲（こうしまいさお）

東京大学医学部形成外科

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|II奇医科大学形成外科（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）

東京大学附属病院副院長
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TFCCについて

名古屋大学手の外科

建部将広

【はじめに】TFCC損傷を含む手関節尺側部痛は外来診察で遭遇する機会の多いものである

が，その診断と治療についてはまだ議論が残る．しかし近年TFCCの解剖学的な構造をは

じめ，様々な治療方法について詳細な研究がなされ優秀な成績が得られてきている．

【構造】TFCCはDRUJの僥骨と尺骨を連結する構造であり，前腕・手関節の運動を理解す

る必要がある．3次元的な立体構造を持つTFCCの構造で最も解剖学的に重要なのは前腕

の回転中心である尺骨遠位fOveaへ付着する線維であると考えられている．尺骨遠位を覆

うようにdiscが存在し，手関節～前腕の運動および尺側部の荷重の制御を担っている．

【TFCC損傷の診断】TFCCの障害により尺側手関節痛をきたすが，様々な疾患との鑑別診

断が必要かつ困難で，注意を要する．詳細な病歴の聴取と理学診察が重要であり，外傷の

有無や上肢の使用程度等を確認し，詳細に理学所見を取り，各種誘発テストを行う．画像

診断としてはまず単純x線画像を行うが，前腕の肢位により尺骨のバリアンスは変化(回

内で増加，回外で減少)するため，撮影は中間位での評価を基本とする．追加して通常は

MRIを行う.TFCCの構造や損傷部位の確認，関節液の貯留や月状骨近位尺側の信号変化

を確認できる．なお,TFCCdisc部分の断裂は加齢とともに増加するため，病的意義につ

いては注意を要する．

関節鏡に関しては通常手術療法にあわせて最終的な評価として行っている．僥骨手根関節

(RCJ)/手根中央関節(MCJ)/遠位僥尺関節(DRUJ)から鏡視する.RCJからの鏡視でdiscの

断裂や膨隆，月状骨の変化が確認できる.MCJからは合併する手根不安定症の有無を確認

できる.DRUJからfOveaへの付着部の確認を行っている．

【TFCC損傷の治療】保存療法：各種の装具を用いる．比較的活動性の低い方に用いるが，

装具のみで症状の軽減する症例も多い．まず試してみて良い方法である．

TFCC縫合術(再建術):DRUJの不安定性が強く，関節鏡で断裂部位を確認でき，縫合可

能な状況であれば行う．縫合が不可能な状況にある場合は再建術の適応となる.方法は様々

であるが，近年関節鏡視下縫合法の報告がされている．

尺骨短縮術:Dynamicな要素を考慮する必要があるが，僥骨に対して尺骨の長い尺骨プラ

スバリアントの患者のTFCC損傷によい適応がある．

【まとめ】現状において重要なものは正確な診断とそれに対しての適切な治療と考えられ

る.TFCCを始め尺側手関節障害は不明なことも多く，さらなる検討が必要である．
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講師略歴

建部将広（たてべまさひろ）

名古屋大学手の外科

略歴

1995年3月

1995年4月

1997年4月

1999年4月

2002年4月

2005年9月

2007年4月

名古屋大学医学部卒業

安城更生病院研修医

安城更生病院整形外科

知多市民病院整形外科

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学専攻

名古屋大学医学部附属病院医員

名古屋大学医学部附属病院助教
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Dupuytren拘縮について

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

松 浦愼太郎

ケルト民族あるいはゲルマン民族に特有の疾患と考えられていたDupuytren拘縮は，近

年ではわが国でも珍しいものではなく，我々手の外科医もその重症例に遭遇する機会が多

くなっている.Dupuytren拘縮は,BaronGuillaumeDUPUYTRENが,19世紀初めに｢手

掌腱膜の疾患に続発する指の収縮について」という題で，その病態，病因論について記述

した疾患であり，その記述の大半は約200年後の現在でも通用する内容である．初発症状

はMP関節掌側の皮下結節で，環・小指に多く発生し，関節の拘縮はMP関節,PIP関節，

DIP関節の順に進行していく．

手術適応は，原則として関節の拘縮が存在する場合である．特にPIP関節の拘縮は進行

とともに関節症が生じ，関節可動域の回復が困難となるため早期に手術を行う必要がある．

手術は止血帯装着下に手術用拡大ルーペを使用して行う．皮層切開は，基本的にSkoog法

に準じたデザインで行っているが，症例によりVYadvancementを併用した掌側zigzag切

開を用いる場合もある．基本的な術式は，手掌では拘縮を起こしている組織のみを切除す

る選択的腱膜切除術，指では拘縮の原因となりうる組織を全て切除する全腱膜切除術を行

うが，皮弁の血行，リンパの流れなどを可及的に障害することのない低侵襲な手術を心が

けている．

病的拘縮索(cord)のヴァリエーションは多く，腱膜切除に際しpretendinouscord,

centralcord,natatorycord,lateralcord,spiralcord,retrovascularcordなどの病理解剖

や神経血管束との位置関係を十分に理解していなければならない．止血は丁寧に行い，必

要に応じてドレーンを留置する．拘縮を解除した指は伸展位にシーネ固定する．術後は，

handtherapistの協力を得て，夜間伸展装具の作製と自動屈曲運動など，術後早期からリ

ハビリテーションを行っている.Dupuytren拘縮手術後にCRPS(complexregionalpain

syndrome)が発症することはよく知られており，その予防のためにも可能な限り手術侵襲

を少なくしようとする世界的な傾向がみられる．また,CRPS初期の徴候を見逃さず，早

期に適切な対処を行うことが重要である．

近年，欧米でクロスリジウム属バクテリアから抽出したSinglepolypeptidechain

(XIAFLEX)を病的拘縮索内へ注入する治療法が試みられている．海外の臨床試験では，

MP関節で約77%,PIP関節で約40%の拘縮改善を認めたと報告された．日本でも近い将来

認可される可能性があり,Dupuytren拘縮の治療方法が大きく変わるかもしれない．

本講演では，現在までに経験した手術症例について，病期分類，治療成績，術後合併症

などについて述べ，症例を供覧する．また，新しい治療法についても可能な限り紹介する

予定である．
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講師略歴

松浦愼太郎（まつうらしんたろう）

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

略歴

1985年3月

1987年5月

1989年1月

1991年9月

1992年1月

1994年1月

1996年12月

1997年1月

2000年1月

2004年1月

2009年1月

東京慈恵会医科大学卒業

東京慈恵会医科大学形成外科学講座助手

東京厚生年金病院形成外科

テキサス大学サンアントニオ校(米国)留学

河野臨床研究所附属北品川第三病院形成外科

東京慈恵会医科大学附属第三病院形成外科

学位(医学博士)受領

埼玉成恵会病院形成外科部長

東京慈恵会医科大学附属第三病院形成外科診療部長

東京慈恵会医科大学形成外科学講座講師

町田市民病院形成外科部長

東京慈恵会医科大学附属病院形成外科

現在に至る
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整形外科周術期感染

東京医科大学整形外科

山本謙吾

整形外科手術の多くは無菌的手術として行われるが，人工関節，脊椎instrumentation,

骨折手術・変形矯正手術などに際して用いられる内固定材料など大きな金属(異物)が体内

に挿入されることが多く，ひとたび術後深部感染が生じると，これらの抜去を余儀なくさ

れることが多い．その結果，治療期間の長期化とともに大きな機能障害をもたらし，患者

の身体的・精神的苦痛，また医療経済面での損失も計り知れない．

日本整形外科学会学術プロジェクト研究による人工関節置換術および脊椎instrumentation

手術後の感染発症に関する調査によると人工関節置換術後および脊椎instrumentation手術

後の感染発生率はそれぞれ1.36%と3.73%であった．手術部位感染(SSI)に関与する因子と

しては，年齢，性別，体重，原疾患，術前合併症，術前ステロイド注入歴,totalprotein･

Albumin量術者の医師経験年数・人工関節の種類・骨セメント・同種骨移植の使用,HA

穎粒の使用,固定椎間数,手術時間,出血量他家血輸血量,ジェット洗浄器の使用,洗浄量，

二重術衣の使用，術前入院期間，ドレーン抜去までの期間，術前抗菌薬の投与タイミング

等が挙げられた．これら多くの因子が相互に複雑に関連しながら，術後感染を惹起すると

考えられる．これら全ての因子に対して常に最大限の注意を払いながら，手術に臨むこと

は容易ではないが，われわれはこれらの危険因子を熟知し，感染率を少しでも減らすべく

周術期の管理に臨まなければならない．

また一方で統計学上有意差がないから感染予防手段として不適切と画一的に判断してし

まうことはきわめて危険と考える．多くの規制がゆるむにつれ，人の考え方や動きがこの

規制ラインをさらに低下させることは避けなければならない.SSI予防の基本は周術期の

清潔操作であり，清潔に対する概念の乱れのないよう徹底したスタッフ教育も重要と考え

られる．手術に携わる医師のみでなく，すべての医療スタッフが感染予防に対する高い意

識を共通して持って行動することが重要である．

今回は，前述した国内における整形外科術後感染の実態調査の現状とCDCの手術部位感

染防止ガイドラインならびに日整会骨関節術後感染予防ガイドラインに基づき我々が取り

組むべき手術部位感染の予防対策について述べる．
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講師略歴

山本謙吾（やまもとけんご）

東京医科大学整形外科

略歴

1983年3月

1983年4月

1987年1月

1987年4月

1988年12月

1990年1月

1997年2月

1998年7月

肇
０召

、
、

東京医科大学卒業

東京医科大学大学院医学研究科整形外科学専攻博士課程入学

東京医科大学大学院医学研究科整形外科学専攻博士課程学位取得

東京医科大学病院整形外科学教室臨床研究医

東京医科大学整形外科学教室助手

右田病院整形外科医長

東京医科大学整形外科学教室講師

アメリカ合衆国ロマリンダ大学留学(1999年6月まで）

人工関節におけるバイオメカニクス研究のため

東京医科大学整形外科学教室主任教授

#

2004年4月
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榛骨遠位端関節内骨折について

(財)新潟手の外科研究所

森 谷浩治

【歴史的な治療変遷】

人類が被ってきた外傷の中には，僥骨遠位端関節内骨折が含まれていたはずである．僥

骨遠位端骨折に関する最初の認知は紀元前400年頃のヒポクラテスまで遡れるが，正確な

ものになると19世紀初めになってしまう.1838年のBartonによる手関節脱臼骨折の報告や

1844年にNelatonが骨折部の粉砕程度を詳細に検討した頃までには，僥骨遠位端関節内骨

折の存在も明確になってきたと推測されるが，当時は剖検標本などによって確認するしか

調査手段がなかった．そこにもたらされた1895年のR6ntgenによるX線の発見は，僥骨遠

位端関節内骨折の診断や治療の一転機になったことは言うまでもない.1901年Beckは関

節面の可及的な復元を強調したが，当時の治療手段は徒手整復と外固定に限られていた．

1951年Gartlandによって保存治療の成績が不良であると報告されてから，関節内骨折は

様々な手術治療で解剖学的修復を目指していくことになる．

【演者の治療変遷】

恩師斎藤は1978年頃にngamentotaxisで整復位を保持するpins&plaster法を僥骨遠位端関

節内骨折に導入し，さらに牽引によっても整復されない関節骨片のみ観血的に整復する補助

観血整復術を考案した.1984年からはbridging型創外固定器の使用,1998年からは背側プレー

トによる内固定へと治療法は変遷していった．演者は斎藤の方法にならい治療していたが，

2002年からは最終的な固定材として掌側ロッキングプレート(PLP)を常用している．

【治療戦略】

僥骨遠位端部といえども関節内骨折治療の原則に従って加療する．つまり，正確な関節

面の再建，強固な固定，早期運動の3つであるが，骨軸不良は関節変性を促進するため関

節外アライメントの解剖学的整復も重要となる．これを成し遂げるためには骨折型の正確

な把握が不可欠であり，徒手整復後に多断面再構成画像や3次元画像のCTを必ず施行する．

把握した骨折型を斎藤分類にあてはめ，それに推奨された治療法を実施するが，画像上，

整復位が得られていない関節面は何らかの観血的整復操作が必要になる．現在，関節面や

関節外アライメントを少ない矯正損失で保持するためにPLPやnon-bridging型創外固定器，

髄内釘が用いられている．

【PLPを用いた場合の注意点】

関節面の粉砕が軽度であっても，従来の近位設置型PLPによって月状骨窩が矢状面中央

で掌・背側に二分する骨折を確実に固定することは不可能である．そのため月状骨窩関節

面のdouble-tiredsubchondralsupportが可能なPLPの選択や手技，または補助内固定の併

用が必要になる．
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講師略歴

森谷浩治（もりやこうじ）

（財)新潟手の外科研究所

略歴

平成7年

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

平成

8年

9年

11年

11年

14年

16年

18年

20年

21年

新潟大学医学部卒業

同整形外科学教室入局

新潟中央病院整形外科

佐渡総合病院整形外科

新潟大学医学部整形外科

聖隷浜松病院整形外科

立川綜合病院整形外科医長

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

同 主任医長

(財)新潟手の外科研究所

同研究部長
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手指の先天異常

長崎大学医学部形成外科

田中 克 己

手指の先天異常の治療では，個々の疾患の頻度や病態が多様であるため，その診断や治

療法の選択が難しくなることも少なくない．また，治療経過中，機能的な面と整容的な面

のいずれも良好な結果でなければ，患児や家族の満足を得ることができないところも問題

を複雑にしている．さらに疾患が先天的であることを考えると，親が患児に対して手指に

ついてどこまで説明しているのか不明であり，長期の経過観察を難しいものにしている．

手の機能は就学前後にはある程度確立するため，治療時期はたいへん重要となる．一方，

整容的な面を考えると，当初は両親を含め家族の評価が中心であるが，思春期前後からは

患児自身が直接自分自身の手指を見て，また，健側や他人と比較し，不満足な場合には整

容的改善への欲求が強くなり，思い悩むようになる．成人になるとさらにその傾向が強く

なり，機能的よりも整容的な面の改善を希望することが多くなる．

手指先天異常においては，機能と整容の両立を図り，両親への心理的なサポートまで含

めて治療計画を立てる必要がある．他の疾患と同様にしばしば初回の治療でその結果が決

まるため，診断，治療方針ならびに手術はたいへん重要となる．そのため手外科医にとっ

ては少なくとも基本的な診断や治療法の習得は必須のものと考えられる．

そこで今回の研修会では比較的よく遭遇する疾患について，おもに診断，分類，治療法

について解説を行い，併せて成績不良例などの二次修正術に対しても詳述する．

【分類】日本手外科学会による分類法に基づき，各疾患に対しての診断，治療について述べ

る．

【多指症】手指の先天異常では高頻度にみられる疾患のひとつである．本邦では母指に多い

が，分岐形態より治療法が異なる．また変形に対する二次修正術が必要なことも少なくな

い．

【合指症】一般的には隣接指との癒合のある状態を指すが，狭義の合指症以外に合短指症，

裂手，先端合指症などの病態を合併する場合もある．

【裂手】指列誘導障害によるものであるが，列の欠損状態をはじめとして病態が多岐にわた

るため，個々の変形に対する治療が必要となる．

【榛側列形成不全症】長軸形成障害のひとつである．母指，手関節榛側，肘関節を含めた診

断と治療が必要になる．

【その他】屈指症，巨指症，短指症，斜指症，絞掘輪症候群など
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講師略歴

田中克己（たなかかつみ）

長崎大学医学部形成外科

略歴

昭和59年

同年

平成4年

平成11年

平成15年

平成19年

長崎大学医学部卒業

長崎大学医学部形成外科入局

長崎大学医学部形成外科助手

長崎大学医学部形成外科講師

長崎大学医学部形成外科助教授

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科形成外科准教授
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演者索引

有水淳

有光小百合

アンカイナン

安藤佳幸

安藤亮

【あ】

藍葉宗一郎S318

青木孝文S262

青木光弘S128,S187,S188,

S192,S205,S380,

S386

青山隆S94

赤川誠S209

赤坂朋代S115,S359,S371

明石健-S254

赤羽学S102,S224,S241

秋田恵一S16,S206

秋田鐘弼S178

秋本峰克S148

阿久津祐子S165,S282

浅井宣樹S170,S357

朝倉透Slll

麻田義之S213

朝戸裕貴S331

浅野研-S366

浅原弘嗣S160

浅見昭彦S59

安食孝士S143,S144,S270

東夏奈子S142

麻生邦-S96,S309

阿達啓介S107

阿部薫S288

阿部幸一郎S286

阿部耕治S168,S181

阿部宗昭S5,S344

阿部宗樹S121,S390

安部幸雄S65,S223,S241

阿部圭宏S367

アマディオピーター

S139

新井猛S161,S164,S211,

S214,S227,S290

新井健S179

新井哲也S181,S382,S387

荒川雄一郎S79,S92,S234

有島善也S129

有薗行朋S287

有田清三郎S162

有富健太郎S108,S345

S122

S192,S273

S139

S97

S211

Amadio,PeterC.

An,Kai-Nan

Chen,AlvinCY

Christian,Matthew

Chmg,KevinC.

Gupta,Ranjan

Hadoush,Hikmat

Hurst,LawrenceC.

Jeong,Jmyoung

Jupiter,JesseBernard

Levm,LawrenceScott

Orbay,JorgeL.

Payvandi,Soheil

Szabo,RobertM.

Seitz,WilliamH.,Jr.

Seitz,WilliamH.,m

Tsai,Tsu-Mm

Zhao,Chmfeng

S188

S204

S7

S191

S23

S219

S169

S41

S191

S15

S32

S229

S191

S212

S191

S191

S203

S188

S188,

【い】

飯島準一

飯島裕生

飯田昭夫

飯田寛和

飯田博幸

生田義和

井汲彰

池上博泰

S141

S144

S52,S126,S193

S136,S140,S333

S29,S122

S2,S243

S66

S137,S140,S168,

S181,S225,S246,

S288,S294,S297,

S325,S326,S326,

S367

S174,S213

S33,S182,S302,

S361

S153

S20,S188,S272,

S301,S359,S366,

S376

S302,S384

S73,S74,S298,

S312

Slll

S348

S59

S124

S116

S139,S232

S148

S29,S122

S89

S320

S17,S267,S348,

S372

S22,S227

S91,S36

S257,S306,S306

｜

’

池 口 良 輔

池田和夫

池 田 幹 則

池田純

池田全良

池田幹則

池田

石井

石井

石井

石垣

石川

石川

石河

石田

石津

石突

崇

宣－

英樹

義則

大介

浩三

心介

利之

治

恒彦

正文

公
孝
一

典
英

山
貝
寺

泉
磯
板
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市川

市川

伊坪

亨
誠
郎敏

岩月克之 大 石 崇 人

大 泉 尚 美

大植睦

大浦圭一郎

大江隆史

大上仁志

大川淳

S254

S356

S84,S85,S85,

S123,S207,S216,

S244,S284,S351

S85,S85,S185,

S284,S350,S385

S313

S160

S20,S66,S128,

S188,S269,S272,

S296,S301,S359,

S366,S376,S378,

S380

S142,S149,S175

S114,S151

S254

S75

S89

S30,S366

S208

S86

S95,S165,S167,

S205,S309,S334,

S339,S340,S342,

S386

S53

S63

S19,S154,S183

S346

S268,S319,S324,

S392

S210,S353

S16,S59,S268

S50

S94,S106

S318

S322

S172

S120,S314,S315,

S316

S79,S234

S52,S78,S180,

S298,S327

S343

S171

S102

S345

S82,S314,S325,

S387

S132,S132,S180

S258

S176

S118

S279

S257

S253,S374,S64

S46,S162,S317

S269

S78,S82,S106,

S206,S389

S165,S167,S334,

S339

S364,S369

S186

S329

S57,S163,S237,

S259,S322

S331

S111

S101,S384

S37,S334,S346,

S362

S17,S267,S372,

S389

S82,S181,S253

S96,S124,S168

S99,S257

S255,S336,S338

S129

S169

S322

S226

S300

S96

S163,S256

S124,S168

S320

S74,S86

S97

S133

S235,S386

S140

S138

S290

S159,S176

S201,S273

S302,S384

S63

S60,S77,S111,

S258

岩本

岩本

岩本

卓士

勇樹

幸英

井戸芳和

【う】

上杉彩子

植田直樹

上野幸夫

上羽宏明

上原浩介

植村和司

上村卓也

伊藤聰一郎

伊藤義晃

稲垣克記

S64,S253,S374

S49,S344

S269,S296,S376

S145,S154

S46,S108,S162

S98

S73,S250,S298,

S312

S98,S152,S239

S70

S151,S262,S264

S147,S330

S250

S365

S310,S342

S148,S161

S78,S84,S85,

S85,S123,S185,

S207,S216,S244,

S284,S343,S350,

S351,S385

S271

S327

S136,S140

大 木 豪 介

大久保康一

大久保宏貴

大幸英至

大茂壽久

稲田有史

稲見浩 平

乾健太郎

犬飼智雄

井上亜美子

井上五郎

井上貞 宏

井上林

射場浩 介

剛
正
聡
子
範
司
満
樹
晴

和
茂
恒
祐
栄
茂

美

村
山
佐
尾
山
尾
田
沼
山

植
植
宇
牛
後
内
内
内
内

大島

大嶋

大関

太田

梓
人
覚
一

直
壮

太田剛

太田英之

大 田 大 良

大谷和裕

大塚純子

大塚隆信

大塚尚

大塚弘剛

大塚隆信

大坪晋

大西正展

大西哲朗

大西正展

大 野 克 記

大 野 義 幸

大橋弘嗣

大日方嘉行

大迎知宏

大村直人

大森信介

大森みかよ

大山峰生

岡 久 仁 洋

岡義範

岡崎敦

岡崎真人

伊原公一郎

今井恒志郎

今井晋二

今 井浩

今 泉泰 彦

浦田

瓜田

漆崎

郎
淳
弥

士
亜

今田英明

今谷潤也

今村惠一郎

今村宏太郎

入江徹

入江弘基

入船秀仁

岩倉菜穂子

【え】

江川博昭S235

恵木丈S365

江藤淳S86,S342,S358

江畑龍樹S67,S367

エルネホルガー

S145

遠藤浩二郎S349

遠藤健S171,S305,S381

岩 崎幸 治

岩崎倫政 【お】

王興栄

王耀東

大井宏之

S128

S377

S99,S105,S149,

S261,S321,S354,

S378

岩崎

岩澤

岩城

岩瀬

正
直
修
志

倫
幹
啓
嘉
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金谷貴子

金谷耕平

岡田

岡田

岡田

潔
人
弘

正
充

S76

S95,S205,S334,

S339,S386

S186

S269

S71,S358,S390

S293

S17,S78,S82,

S267

S367

S97

S328,S363

S375

S160

S68

S343

S293,S387,S392

S21,S303

S64,S253,S374

S117

S143

S360,S374

S265

S133

S59

S158,S260,S362

S243

S20,S269,S272,

S296,S301,S359,

S366,S376,S378,

S380

S93

S138

S376

S174

S149,S175

S136

S73

S61,S166

S55,S83,S83

S254,S271,S365

S340

S262,S264

S40,S248

S99,S105,S149,

S261,S321,S354,

S378

S51,S177,S199

S209,S301

S73,S74,S153,

S250,S312

S67,S187

S129,S226,S349,

S388

S121,S169

S177

S47,S66,S119,

S157

S257,S306,S306

S61,S166

S73

S86,S263,S311,

S342,S358

S76,S84,S107,

S295

S240,S240,S265,

S274

S129

S22

S173,S382

S77,S88,S215

S249

S388

S134,S177

S238

S293,S375,S387,

S392

S71

S302,S361

S63

S130,S143,S173

S159,S176

S55,S83,S83

S39,S45,S125,

S152,S159,S160,

S169,S184,S233,

S239,S296,S300,

S373,S389

S10,S157,S351

S160

S93,S150,S153

S60,S61,S62,

S175,S224,S241

S90,S168

S52,S58,S87,

S96,S97,S102,

S124,S126,S128,

S133,S137,S138,

S168,S175,S192,

S193,S196,S273

金谷

金谷

金子

金城

鏑木

文則

裕司

哲也

養典

秀俊

岡 本聖司

岡本秀貴

【か】

ガードナー岡本

岡本

小川

雄
雄
健

雅
道

トーマス

S145

S37,S334,S346,

S362

S94

S268,S324

S383

S343

S37,S334,S346,

S362

S273

S149,S175

S268,S319,S324,

S392

S60,S61

S51,S128,S136,

S137,S138,S192,

S199,S201

S62,S224,S241

S250,S298

S103,S226,S349

S143

S63,S255,S368,

S391

S62,S283

S80,S82,S314

S322

S355

S348

S109,S297

S171

S13,S78,S84,

S85,S85,S98,

S123,S185,S207,

S216,S244,S284,

S343,S350,S351,

S385

S120

S103,S259,S263

S243

S307

鎌田雄策

釜野雅行

上石貴之

亀 井 秀 造

亀井直輔

亀井陽一

亀ヶ谷真琴

亀 田 正 裕

亀山真

蒲生和重

萱岡道泰

河合生馬

河井秀夫

川上直明

川上裕史

川上幸雄

川口杏夢

河越宏之

川崎恵吉

貝澤幸俊

小川

沖

沖永

荻野

泰史

貞明

修二

利彦

英二

好男

亮介

潤

良介

貝田

香川

香川

柿崎

柿木

荻原弘晃

柿本

鍜治

加地

友大

大祐

良雄

奥井 伸幸

奥田 敏治

奥田実佐子

奥田良樹

奥津一郎

奥野宏昭

小栗雄介

尾 崎敏 文

小笹泰弘

長 田伝重

粕渕賢志

片岡利行

片山

香月

勝田

勝見

勝村

健
一
裕
和
哲

憲
康
泰

長田龍介

納村 直希

織田崇

小田良

小田桐正博

越智健介

越智光夫

川崎由美子

川嶋広貴

河内俊太郎

川那辺圭一

川西弘一

川西洋平

川野健一

河野正明

河野友祐

川端確

川端秀彦

河原三四郎

河村健二

神田俊浩

桂

加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

理

宗一

悌二

友成

直樹

洋規

浩康

博之

落合直之

鬼塚奈緒子

小野 真平

小野浩史 加藤

加藤

角西

金澤

治
洋
寛
介

義
義
洋

小原由紀彦

面川庄平
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【き】

菊 田敬 三

菊田朋朱

菊池克彦

菊 地淑人

喜久本朝矢

木 佐貫修

岸 和彦

岸陽子

岸田愛子

北川泰之

喜多島 出

北 山稔 大

木野義武

木下博和

木 下光 雄

木原仁

木 股敬 裕

木 村一 雄

木村和 正

木村 豪 太

木村元

木 森研治

木 山貴彦

清重佳郎

清松悠

金潤壽

金竜

金城政樹

久保俊一 古月顕宗

小寺訓江

後藤真一

後藤剛

後藤峰範

後藤渉

小西池泰三

小畠康宣

S130,S143,S173,

S382

S370

S75

S310

S148,S161

S175,S299

S266

S166,S266,S315

S82,S163,S274,

S314,S382,S387

S64,S253,S374

S63

S118,S185

S377

S270

S145

S72,S92,S355

S347

S72,S263,S295

S376

S374

S162,S319

S67

S87,S218

S40,S58,S133,

S196

S143,S144

S148

S71,S358,S390

S115,S359,S371

S226

S302,S384

S84,S318

S129,S375

S21,S217

S267

S16,S59,S268

S327

S102

S122

S356

S225

S265

S273

S210,S353

S276

S130

S328,S329

S48,S94

S147

S100

S287

S49

S227,S291

S231

S354

S101,S384

S174

S214

S243

S354

S116

S346

S79,S92,S234

S328,S329

S186

久保伸之

久保田力

久保田雅仁

熊澤憲一

倉石達也

倉田佳明

倉橋俊和

栗 本 秀 小林英司

小林康一

小林勉

小 林 倫 子

小林正明

小林由香

小 松 雅 俊

小宮節郎

小見山貴継

近藤高弘

近 藤 秀 則

近藤真

栗山

黒坂

黒坂

黒住

黒田

黒田

桑原

治
望
弘
人
司
司
人

幸
昌
健
浩
眞

【こ】

洪淑貴 S255,S280,S336,

S338

S34,S182,S331,

S332

S110,S155

S54

S74,S260

S321

S178

S157

S167

S76,S118,S185,

S294

S54,S170,S339,

S341

S162,S319

S352

S136,S140

S54,S170,S230,

S272,S307,S339,

S341

S183

S259

S150,S245,S252,

S308,S370

S159,S296

S19,S154,S183

S162,S319,S345

光嶋勲 【さ】

西須孝

齋藤育雄

斎藤和夫

斉 藤 憲 太

斉藤忍

S343

S302,S384

S291

S246,S60

S67,S70,S121,

S200

S139

S232

S134

S333

S254,S137

S255,S328,S363,

S368

S63,S391

S25

S366

S57,S135,S163,

S237,S259,S322

S299,S349

S167

S112

S348

S130

S352

S254,S271

幸田

河野

河村

河本

香山

神山

小海

国分

男
平
吾
昭
造
翔
夫
毅

久
亮
真
正
幸
康

齊藤

斎藤

斎藤

齋藤

齊藤

齋藤

晋
晋
一
徳
毅
行

太
貴
知

【〈】

久我尚之

日下部虎夫

草野恒輔

草野望

櫛田学

楠瀬浩一

S115

S382

S270

S186,S270

S197

S108,S117,S330,

S345

S36

S121,S70

S70,S120,S121,

S165,S187,S187,

S2M,S257,S306,

S306,S314,S315,

S316

S230,S272,S339,

S341

S366

小久保健一

小坂

古作

児島

児島

樹
実
新
雄

義
英
忠

斎藤

齋藤

佐伯

酒井

知行

良輔

将臣

昭典

楠原

国司

國吉

久
一
樹

廣
俊
一

小島

小関

五谷

秀人

和彦

寛之

坂井

酒井

酒井

酒井

堺

榊原

坂口

介
隆
英
哉
慎
裕
一

健
直
伸
宏
政
公

久 能隼 人 児玉

児玉

兒玉

祥
人
之

成
昌久保和俊
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申正樹S366坂中秀樹S150

坂野裕昭S63,S113,S255,

S304,S368,S391

坂本相哲S332,S337,S337,

S64

相良学爾S388

崎濱智美S307

佐久間隆S250

佐久間悠S132,S132,S180

笹益雄S24

佐々 木勲S171,S305,S353,

S381

佐々木源S377

佐々木康介S254,S271

佐々木孝S258,S383,S8

佐々木英幸S19

佐々木宏S110,S283

笹沼秀幸S269

佐竹寛史S263,S342,S358,

S86

貞廣哲郎S104,S355

サッキャイソラマン

S347

佐藤彰博S70

佐藤亜由美S385

佐藤攻S238

佐藤和毅S77,S168,S225,

S246,S288,S294,

S297,S325,S326,

S326,S367

佐藤光太朗S25,S68,S141

佐藤潤香S124

佐藤大祐S311

佐藤琢哉S24,S161

佐藤哲也S381

佐藤智弘S336

佐藤宗範S186

佐藤亮三S109

里浦雅也S100

里中東彦S239,S98

真田 茂S138

佐野和史S101,S384

佐野倫生S76,S295

猿川潤一郎S373

澤泉卓哉S72,S262,S263,

S295

澤田智-S76,S84,Sll8,

S295,S373

良
馬
滋

英
一

澤田

沢辺

山藤

S256

S139,S232

S52 【す】

須賀久司S368

菅田祐実S17

菅田祐美S267,S372

菅沼省吾S33,S138,S182

菅谷久S66

菅谷啓之S221

頭川峰志S71

杉田英樹S392

杉本裕宣S344

杉本瑞生S379

杉本良洋S343

鈴木修身S39,S45,S125,

S152,S159,S160,

S184,S239,S296,

S300,S373,S389

鈴木克侍S13

鈴木康-S93

鈴木茂彦S139

鈴木大介S62,S224,S241

鈴木崇根S165,S187,S187,

S200,S314,S316

鈴木拓S132,S132,S180

鈴木裕S347

鈴木正孝S267

鈴木雅博S335,S361

鈴木実佳子S163,S183

鈴木康S74,S260

鈴木善明S141

須藤啓広S98,S152,S239

ストラウチロバート

S145

砂川融S39,S45,S125,

S152,S159,S160,

S169,S184,S233,

S239,S296,S300,

S373,S389

角光宏S256

【し】

塩澤律

信責厚生

重冨充則

重松浩司

S343

S260

S357

S96,S97,S124,

S168

S363

S115

S307

S80,S166,S240,

S240,S253,S256,

S265,S266,S267,

S274,S325,S382

S39,S45,S125,

S152,S169,S184,

S233,S239,S373,

S389

S130

S11

S315

S259

S210,S353

S360

S50

S222,S320,S369

S141

S134

S86

S102,S248,S273

S58

S13,S22,S50,

S161,S164,S198,

S211,S214,S227,

S290,S363

S377

S106,S389

S79,S88,S154,

S170,S172,S364

S176

S134

S344

S320

S348

S354

重松

志田

篠根

篠原

祐
輝
孝
明

辰
義
理
孝

四宮陸雄

柴田定

柴田実

芝山昌貴

渋谷純一郎

渋谷早俊

澁谷亮一

萎沢利行

島田幸造

嶋村正

島村安則

清水克時

清水隆昌

清水弘毅

清水弘之

良
彦
司

治
隆

清水

志村

下江

【せ】

瀬川裕子

関敦仁

S343

S53,S134,S335,

S338,S340,S341

S145

S182

S133

健
夫
也
史
郎
光

琢
久
将
律
達

下戸

十字

白井

白石

白坂

城石

康弘

征央

昌之口

関
関
関
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関谷勇人

善家雄吉

高見昌司

高見博昭

高村敬晴

高群浩司

高山真一郎

S103,S226,S349

S57,S163,S237,

S259

S374

S388

S101,S125,S251

田 中 英 城

田中啓之

S151

S96

S75

S134

S53,S90,S217,

S335,S338,S340,

S340,S341

S255,S368,S391

S269,S296

S121,S390

S149

S53,S144,S357

S313

S174,S194

S184

S16,S59,S268

S21

S124

S346

S154,S183

S66

S94

S60,S111,S258

S71,S358,S390

S116,S251

S25,S68,S141

S391

S356

S141

S138,S182,S33,

S361

S318

S48,S94

S178

S382,S80,S166,

S238,S240,S240,

S274,S325

S310

S142

S38

S271

S27,S109,S235,

S236,S249,S294,

S297,S386

S252,S308

S47,S66,S119,

S188

S356

S122

S177,S222,S320,

S369

S164,S211

S58,S87,S96,

S97,S102,S124,

S126,S133,S168,

S193,S196,S248

S370,S150,S205,

S386

S57

S179

S324,S355

S333

S388

S79,S88,S154,

S170,S172,S357,

S364

S119

S335,S340,S341

S324,S336

S328,S329

S1,S40,S196

S166,S61

S117

S320

S331

S323

財
田
馬

善
千
千

慶治

博也

誠悦

田中雅尋

田中康仁

【そ】

副島修

添田晴雄

曽我まゆ子

十河英司

曽田是則

園畑素樹

園淵和明

高松聖仁

瀧上秀威

瀧川宗一郎

瀧川直秀

田北武彦

田口敏彦

田口学

竹内久貴

竹内実知子

竹下歩

武田和樹

武田光宏

竹葉淳

竹村宜記

武本雅治

田崎和幸

田崎憲一

田鹿毅

田嶋光

田島克己

多嶋佳孝

田尻隆彦

田尻康人

多田薫

S29,S122,S354

S147

S310

S57

S89

S59

S174

S312

田中梓貴

勝久

剛

俊一

暢之

祥一

泰徳

田辺

田邊

谷

谷川

谷口

谷口

【た】

平良貴志

田浦夏希

高井 信朗

S262,S264

S232

S72,S262,S263,

S295,S328,S329

S119,S146

S293,S387,S392

S290

S332,S337,S337,

S338

S161

S27,S109,S236,

S249,S297,S386

S71,S358,S390,

S67

S313

S347

S54,S247

S284

S377

S331

S55,S105,S254

S38

S157,S158,S195

S119,S146

S367

S130

S103,S202,S259,

S263,S311,S358

S74,S153,S250,

S298

悠
乃
通
介
進
之
雄
一
介
敬

綾
祥
健
貴
文
竜
亮
信

口
渕
脇
井
井
井
村
村
村
山

谷
谷
谷
玉
玉
玉
田
田
田
田

高井通宏

高井 盛光

高岩亜紀子

高木 岳彦

高木正之

高木陽 平

【ち】

高岸憲二 察
察

栄美

栄浩

S120

S171,S305,S353,

S381

S112

S61,S166

S93,S150,S153

S307

多田博

立花新太郎

立石耕司

建部将広

高久田和夫

高 須誠

高瀬勝己

高田明 子

高 田治彦

高 田悟 朗

高野勇人

高橋国宏

高 橋明 子

高橋光彦

高橋勇次

高畑直司

高原政利

千野博之

千葉恭平

チャンケビン

帖佐悦男

立松

田所

田中

田中

田中

尚衞

憲治

克己

健司

寿一

【つ】

辻英樹

辻井雅也

S155,S266

S98,S152,S239,

S308

S70

S79,S88,S154,

S170,S172,S357,

S364

S365,S383

S388

對馬均

辻本修平

田中祥貴

田中利和

高松聖仁 辻本由美子

辻本律田中玄之
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中川夏子

中川玲子

土田尚 美

士田芳彦

土持兼之

土谷 一晃

土屋 大志

土屋弘行

筒 井完明

常深健二郎

徳永邦彦

徳永進

徳永大作

戸所健

殿谷一郎

殿谷一朗

戸張佳子

土肥浩右

土肥浩平

土肥慎二郎

土肥大右

土肥義浩

戸部正博

S178,S277

S57,S158,S260,

S362

S380

S233

S367

S385

S313

S45,S125,S233,

S239,S281,S296,

S300,S389

S67

S104,S324,S336,

S355

S50

S351

S368

S383

S98,S323

S169

S58,S87

S87,S102,S126

S271

S108,S330

S159,S160,S373

S177

S349

S94,S48

S55,S83,S83

S163

S268,S319,S324,

S392

S84,S85,S85,

S123,S216,S244,

S350,S351

S142

S53,S335,S340,

S341

S53,S77,S127,

S137,S140,S156,

S168,S181,S225,

S246,S288,S294,

S297,S325,S326,

S326,S367

S73,S74,S153,

S312

S89

S159,S176

S63

S120,S367

S130

S332

S100,S305

S173,S352

S141

S264

S264

S264

S264

S60,S61

Sll4,S151,S262,

S264,S286

S269,S272,S296,

S301,S359,S366

S79,S92,S234

S347

S108,S330,S345

S65,S144,S357

S257,S99

S127

S77,S127,S137,

S140,S160,S181,

S246,S288,S294,

S297,S325,S326,

S326,S367

S44,S350

S128

S330

S147,S330

S178

S289

S155,S172,S266

S129

S133

S103

S33,S138,S182

S378

S27,S109,S235,

S236,S249,S294,

S297,S386

S129,S375

S59

S69,S114,S18,

S28,S299,S300

S54,S170,S230,

S272

S80,S89,S95,

S123

中後

中崎

中里

中島

中島

中島

貴江

蔵人

順子

菊雄

英親

祐子

康弘

憲治

直人

恒吉

角田

坪川

中島一郎

中島紀綱

中 島 浩 志

中島佳子

長鴫秀明

仲宗根素子

中 土 幸 男

中西一義

仲西康顕

中野健一

中野智則

長濱靖

中林昭裕

中原龍一

仲摩憲次郎

中道健一

中道憲明

中村英一郎

中村修

津村卓 哉 富田一誠

泰次

祥輝

善雅

康弘

貴司

裕二

芳昭

鶴田敏 幸 富田

富田

富田

富永

冨山

友利

戸山

【て】

手塚正樹

寺浦英俊

S21

S150,S245,S252,

S308,S370

S178

S58

S225

S86

S313

S120,S351

S57,S158,S260,

S362

S252,S347

浩
司
樹
夫
郎
史
郎

康
忠
信
伸
市
恭
確

憲

島
田
田
林
本
山
野

寺
寺
寺
寺
寺
寺
田

豊泉泰洋

豊島洋一

鳥越知明

鳥谷部荘八

難波二郎韓法輪光

中村恒一

人
文
仁
俊
男
子
宏

聖
貴
利
正
生
賀
悦

多

１鯰
藤
藤
藤
藤
井
井
尾

内
内
内
内
中
永
中

【と】

土井一輝 S333

S172

S24,S363

S29

S364,S369

S44

S157,S158,S164,

S195

S56

S44,S228,S329,

S350

S44,S228,S329,

S350

Sll2
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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55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：平成24年4月20日（金）12時40分～13時40分

会場：学術集会第4会場(パシフイコ横浜5階502号室）

内 容 ： 症 例検討

会費:1000円(昼食代込み）

応募方法：平成24年3月末日までにe-mailで症例の概要を写真とともにお送り下さい．なお，

症例数の関係で当日に検討できなかった症例につきましては先天異常委員会で

検討のうえ，後日報告させていただきます．

郵送先：〒534-0021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．
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日本手外科学会先天異常委員会

委員長香月憲一



第35回末梢神経を語る会

第35回末梢神経を語る会は、第55回日本手外科学会学術集会が開催される横浜で行います。

今回は｢末梢神経の画像診断と臨床応用｣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。

日時：2012年4月20日（金)18:30～20:30

（第55回日本手外科学会学術集会終了後）

会場：パシフイコ横浜会議センター501(第3会場）

テーマ：末梢神経の画像診断と臨床応用

講演1．「末梢神経損傷・障害のMRneurography」

防衛医科大学校整形外科

講演2．「末梢神経障害の超音波診断と治療への応用」

虎の門病院リハビリテーション科

講演3．「超音波ガイド下の区域麻酔・神経ブロック」

香川大学医学部麻酔科

*本会は以下のとおり認定されています。(1単位1000円）

･日本整形外科学会教育研修単位(専門医資格継続）：2単位

･日本手外科学会教育研修単位：2単位

･日本形成外科学会生涯教育基準点数：1点

*参加費1000円を徴収させていただきます。

当番世話人駿河台日本大学病院

河北総合病院

防衛医科大学校

共催末梢神経を語る会

エーザイ株式会社
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白神豪太郎

長岡正宏

伊藤聰一郎
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第24回日本ハンドセラピイ学会学術集会のご案内

第55回日本手外科学会学術集会会長の別府諸兄教授はじめ，日本手外科学会の諸先生方のご支援

により，第24回日本ハンドセラピイ学会学術集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｢ClinicalAssessmentの構築に向けて｣でございます．

学術集会のテーマと同じパネルディスカッションに先立ち，基調講演として,NPO法人iHOPE上

羽康夫先生をお迎えし，「ハンドセラピイによる手の機能改善評価法の構築｣をテーマにご講演いた

だきます．パネルディスカッションでは，「日本手外科学会の手の機能評価について」を奈良県立医

科大学の面川庄平先生に，「ハンドセラピィのための評価ガイドライン(仮称)作成の目的とその方向

性｣を弘前医療福祉大学の佐藤彰博OTRに，「患者立脚型評価の必要性について｣を星城大学の飯塚照

史OTRにそれぞれお話いただきます．基調講演とあわせて，活発なディスカッションの場も設けて

おります．そのほか，リサーチャーズミーティングと題して研究と評価に関する初学者向けの教育

的セッション，ランチョンセミナー，一般演題(口述/ポスター)を行います．

ご多用の折とは存じますが，ぜひとも手外科に携わっておられます先生方にご参加いただき，ご

指導，ご助言を賜りますようご案内申し上げます。

学術集会会長大森みかよ

(聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部）

記

日時：平成24年(2012年)4月20日(金)～4月21日(士）

場所：はまぎんホールヴイアマーレ(横浜市桜木町）

テーマ:ClinicalAssessmentの構築に向けて

参加費：日本ハンドセラピイ学会会員6000円非会員9000円

（セラピストは事前登録のみ）

日本手外科学会会員の医師は無料でご参加いただけます．

◆第55回日本手外科学会学術集会会長別府諸兄教授のご高配により，作業療法士・理学療法士は，

第55回日本手外科学会学術集会に2000円で参加することができます．セラピスト受付にて日本ハ

ンドセラピイ学会会員証，日本作業療法士協会会員証，理学療法士・作業療法士免許証の写しな

ど身分を証明するものをご提示下さい．
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プログラム

2012年4月20日（金）

13：30～16：40リサーチヤーズミーティング一ハンドセラピイ領域の研究入門一

メインホール

提言 ： ハ ン ド セラピィ領域の研究課題

新潟医療福祉大学大山峰生OTR

レクチャーI:ハンドセラピィ領域の量的研究

札幌徳洲会病院北海道外傷センター越後歩OTR

レクチャーⅡ：ハンドセラピィ領域の質的研究

帝京科学大学近藤知子OTR

2012年4月21日(土）

9：40～10：30基調講演

メインホール

｢ハンドセラピィによる手の機能改善評価法の構築」

NPO法人iHOPE上羽康夫先生

10：30～12：20パネルディスカッション一CIinicalASsessmentの構築に向けて一

メインホール

パネルI:日本手外科学会の手の機能評価について

奈良県立医科大学面川庄平先生

パネルⅡ：ハンドセラピィための評価ガイドライン(仮称)作成の目的とその方向性について

弘前医療福祉大学佐藤彰博OTR

パネルⅢ：患者立脚型評価の必要性について

星城大学飯塚照史OTR

ディスカッション

12：40～13：20ランチョンセミナー 提供：酒井医療株式会社

メインホール

｢ローゼンスコアについて」

埼玉県立大学保健医療福祉学部中田眞由美先生

13：40～14：30一般口述演題’（メインホール)/一般ポスター演題’（ラウンジ）

14：40～15：30一般口述演題|'（メインホール)/一般ポスター演題II(ラウンジ）

15：40～16：30一般口述演題|||(メインホール)/一般ポスター演題|||(ラウンジ）

◆第24回日本ハンドセラピイ学会学術集会のお問い合わせ先

ホームページ:http:/4hts-meeting24jpn.org/

メールアドレス:24th-hand@marianna-u.acjp

学術集会事務局：216-8511川崎市宮前区菅生2-16-1

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部

Tel:044-977-8111(6153)Fax:044-977-9486
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謝辞

本学術集会開催にあたり、下記の皆様よりご協力いただきました。

ここに深甚なる感謝の意を表します。

三笠製薬株式会社

日本臓器製薬株式会社

メイラ株式会社

科研製薬株式会社

株式会社日本ユニテック

中外製薬株式会社

大正富山医薬品株式会社

小林メディカル株式会社

久光製薬株式会社

第55回日本手外科学会学術集会

会長別府諸兄

【共催企業】

ファイザー株式会社

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ヤンセンファーマ株式会社

GEヘルスケア・ジャパン株式会社

小野薬品工業株式会社

日本ストライカー株式会社

日立アロカメディカル株式会社

シンセス株式会社

株式会社イトー医科器械

【協賛企業・病院】

旭化成 フ ァ ーマ株式会社湘南病院

シン セス株式会社株式会社ツムラ

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社エーザイ株式会社

第一三 共 株 式会社アステラス製薬株式会社

三笠製薬株式会社中外製薬株式会社

【展示企業】

メイラ株式会 社アコマ医科工業株式会社

株式会社フオーエスメディカル 株式会社エム・イー・システム

瑞穂医科工業株 式会社小林メディカル株式会社

株式会社アラタ株式会社キーラー．アンド・ワイナー

ア ルケア株式会社タクト医療株式会社

株式会社イトー 医 科 器 械 株 式 会 社河野製作所

株式会社オーシーメデイックHOYA株式会社

酒井医療 株式会社日本シグマックス株式会社

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社株式会社エムエムアンドニーク
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ジンマー株式会社

日本メデイカルマテリアル株式会社

日本ストライカー株式会社

株式会社日本エム・デイ・エム

バイオメット・ジャパン株式会社

帝人在宅医療株式会社

株式会社ロバート・リード商会

株式会社EMIファクトリー

株式会社日本ユニテック

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

スミス．アンド･ネフューエンドスコピー株式会社

株式会社べアーメデイック

ジャパンフォーカス株式会社

オットーボック・ジャパン株式会社

ナカシマメデイカル株式会社

日本メデイスペック株式会社

日本マーチン株式会社

株式会社竹虎

ライト・メディカル・ジャパン株式会社

シンセス株式会社

株式会社メディカルユーアンドエイ

株式会社イソメデイカルシステムズ

カールツァイスメディテック株式会社

GEヘルスケァ・ジャパン株式会社

【広告企業】

メ イ ラ 株式会社日本臓器製薬株式会社

金 原出版株式会社日本イーラ イ リ リ ー 株 式 会 社

協和発酵キリン株式会社ジン マ ー 株 式 会 社

株式会 社文光堂日本メデイカ ル マ テ リ ア ル 株 式 会 社

中外製薬株式会社望星サイ エ ン ス 株 式 会 社

大正富山医 薬 品 株 式 会 社 株 式会社南江堂

第一三共株式会社有限会 社ナップ

M SD 株式会社ライト・メディカル・ジャパン株式会社

大日 本 住 友 製薬株式会社アステラス製薬株式会社

サンメデイッ ク ス 株 式 会 社 グ ラ ク ソ･スミス・クライン株式会社

三笠製薬株式会社エーザイ株式会社

田辺三菱製薬株式会社株式会社メジカルビュー社

スミス.アンド･ネフューオーソペデイックス株式会社

この他にも多数の個人、団体よりご協力をいただきました。

(敬称略、順不同）
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日本手外科学会雑誌
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第55回日本手外科学会学術集会
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弘済会館ビル

ー般社団法人日本手外科学会

-S455-



メイラ

端榛僥骨遠位端
プレートシステム

爵．

輻品も

F

◆骨折部を強固に固定するロッキングブレート

◆Pプレート(Proximal設置型>、Dプレート(Distal設置型>それぞれ豊富な

サイズバリエーション(左右8種類ずつ計16種類)で様々な症例に対応

◆骨幹端部骨折､MiPO手術に対応するため､ロングタイブを用意

L尋

騨登＄
鐸驚噂

P-Plate

屈筋里断裂の防止

アナトミカルデザイン

ゞ

D-Plate 、
、

WatershedLineを越えて関節内の、
需謹術にプレート設伍可能

ロッキングビンの連位一段目は打ち下げ、

二段目は打ち上げにより挙側･背傭の

軟骨下骨審篭因【こ支持

、

、 歴趣

亀琴夢

、蓮

ｄ
凶
■
一

F

齢一
『

“…元苓メイラ株式会社
〒453-0015名古屋市中村区椿町17－15TELO52－45g－1277FAXO52－45g－12B2

メイ 式

URLhttp://www.meira.co.jp
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『人と医療』のパートナー

⑲ サンメディックス株式会社
本社T103-0024東京都中央区日本橋小舟町13-3日本橋IPピﾙ4F

TELO3-3663-3060FAXO3-3663-3070

ロ東京第一支店

心東京第薫支店

ロ 横浜支店

ロ相模原支店

ロ宇都宮支店

ロ 長野支店

口首罐鰄ｾﾝﾀｰ

ﾖ用賀営業所

副多摩営業所

訂千葉営業所

ヨ満兵南営業所

訂川崎営業所

〒179-OO75東京都練馬区高松6-35-15篠田ビルTEL:03-5923-6235(代)FAX:03-5393-3057

〒124-OO14東京都葛飾区東四つ木1-9-10TEL:03-5698-7601(代)FAX:03･5698-6020

〒240-OOO6神奈H|県構浜市保土ケ谷区星川317-18TEL:045-331-1717(代)FAX:045-333-3600

〒252-0236神奈)||県相模原市中央区富士見6152TEL:042-756-4234(代)FAX:042-776‐9092

〒320-OO74栃木県宇都宮市細谷町388-1TEL:028-616-1580(代)FAX:028-623-7350

〒387-0015長野県千曲市鋳物師屋181-2TEL:026-261-3466(代)FAX:026-272-6289

〒143-0006鯨説駆平鵬6｡;.1薪硫馳ﾝﾀー 噸3FTEL:03-5764-5710(代)FAX:03-5764-5119

03･5491-7283(代）属厚木営業所O46-296-2822(代）尼水戸営業所029-305･6125(代）

O42-348-5011(代）ロ小山営業所O285-30-3388(代）厩埼玉営業所O48-813-3711(代）

O43-233-7018(代）ロ佐野営業所O283-21-1007(代）厩嬢零両営業所O4S3-21･7310(代）

O45-780-5535(代）に筑波営業所029･877-3636(代）

044.870-6377(代）原前橋営業所O27-280-4433(代）

URL:http://www｡sunmedix.co｡jpE-mail:maMbox@sunmedixoco.jp
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医療機器製造販売承認番号20800BZYOO545000：クーンラツド／モレー人工肘関節

⑰鯏鮒
●カスタマーサービス(商品のご注文） Te1.0550-89-8522

1週x､Ol20-89-3570

T℃1.0120-33-8507

Te1.03-6402-6602

ジンマー株式会社

本社〒105-0Ml東京都港区虎ノ門四丁目1番17号神谷町ブライムプレイス7階

Te1.03-6402-6600(代表)Fax.03-6402-6620

http://www.zimmer.co,jp

●修理のお問合せ

●製,品のお問合せ
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より綴密で正確な技術が要求

される僥骨遠位端骨折の再

建。OSRプレートに搭載された

スライディング･ラック機構は､ド

ライバーの回転のみでイメージ

通りの微細なvariance調整を

可能にしました。

ここにRadiusPlatingSystemの

進化形66OSRプレート"誕生です。

医療機器承認番号[22000BZXOO111000]
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お知らせ

日本メデイカルマテリアル株式会社は､2012年4月1日より、

京セラメテイカル株式会社に社名を変更いたします。

‐_震震…hWk
an

日本メテ¥力ルマテリアル株式会社h廿p://www.immc.iP/大阪市淀川区宮原3丁目3－31（上村ニツセイビル10F)〒532-0003

東京支社

札幌営業所

東北営業所

大宮営業所

名古屋営業所

京都営業所

東京都新宿区西新宿2丁目4-1（新宿NSビル10F)

Tel:011-2806020Fox:011-281b525
Tel:022-216-5176Fox:022-2167116

Tel:0486407779Fox:048641-5828

Tel:052-9301481Fox:052-938-1377

Tel:075-353-4322Fox:075-343-3118

〒163-0810Tel:03-5339-3645Fqx:03-3343-3097

大阪営業所Tel:0663501017Fox:06C3508157
神戸営業所Tel:078-2302531Fox:078-2302536
岡山営業所Tel:086803-3620FOx:086225-2289
広島営業所Tel:082-212-1003Fox:082-211-3008
九州営業所Tel:092-452-8140FOx:092-452-8177



望星サイエンス

｢健康で快適な人生｣をめざして
社員一人一人の英知と知識を持って、

未来の扉を開くお手伝いをさせていただきます。

当社は昭和52年創立以来、一貫して優秀な医療器

械、医療用具、医薬品、試薬などの医療用品全般を

供給することにより、社会全体のニーズに答えると

ともに、今何が望まれているか、何をすべきかを常

英知と知識の向上を図ると共に社会に貢献する意

識を常に持ち、企業の存在意義を全うするため、長

期的視野に基づいた事業展開をすすめております。

当社の未来は医療とともに人類の"無限の発展"を

に考え実行に移す事を第一としています。

ホスビタルロジスティック･一一一一一

HospitaILogistics

院内物流の合理化

過剰在庫をなくし在庫管理の

明確化･効率化

物流センター←－－－－

DiStributionCenter

配送雲務の効率化

主な取引先：横浜市立市民病院他

主な仕入先：テルモ株式会社他

会社概

商号

設立年月日

資本金

役員

要

望星サイエンス株式会社

昭和52年（1977〉6月29日

4,500万円

会長伊東昭一郎

代表取締役曽我喜三郎

http://www.bousei.co.jp

取扱商品

医療機器

医療器具

医療用消耗品

介護用品

什器備品

事務用機器

X線装置､CT､MRi､ICU､脳波計、

心電計等

治療・検査用器具等

ディスボーザブル製品、

衛生材料等

ベッド、車椅子、紙おむつ等

机 、 椅子等

コンピュータ及び周辺機器等

業務内容

･医療機器､医療器具､医療消耗品、

濠薬品他の販売

･計測機器

（電子機器､各種計測器及び部品)の販売

･事務機器及び事務用品の販売

･売店の設計及び運営管理

･病院の設計及び運営管理

･薬局の設計及び運営管理

･病院･医院･老健施設の開院サポート業務

･物流管理サポート業務

ent

。、

管理

【本社】〒113－0033
/gEREEハ東京都文京区本郷5丁目5番14号

V陰務部】潮廩鵲長谷26.-2,
望墓サイエンス株式会社【神奈川営業所】了裂嵩叩嬰

神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎東4丁目7番19号

TEL.03(3818)6531(代）

FAX.03(3814)7720

TEL､046(270)6051(代）

FAX､046(270)6054

TEL､045(948)0055(代）

FAX.045(948)0618
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MICRONAILT"
|ntramedullaryDistal

RadiusSystem5

マイクロネイル僥骨遠位端用髄内釘

I

EVOWE｡ll
MODULARRADIALHEADIMPI－ANT

エボルブモジュラーラジアルヘッドシステム

|18mmHeadComponent追加I

、､＝

OlyMPIN
TOTAIｰSHOULDERSYSTEM

オリンピア人工肩関節システム

窟~…

DARC0｡
LockingPIateSystem
ダルコロッキングプレートシステム

『

‐一〒q

製造販売元
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

東日本営業所TEL:03-5753-3505／FAX:03-5753-3540

大阪営業所TEL:06-6121-7240/FAX:06-6121-7249

福岡営業所TEL:092-437-5315／FAX:092-437-5317

カスタマーサービスTEL:03-5767-8132／FAX；03-5767-8133
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馥零令蛾鈩誕零葺…鑑壺、

繊溌蕊開始年鍬層":']《:許學蟻鑓鋒理､和§ゞ ．
~』’生

2010処方せん霞薬品注意一礒師等の処方せんにより使用すること
末梢性神経障害性瘻痛治療剤

■ロ日日拘カプセル

工
運
対
治

｜
一 垂ﾖ簿

疾患に"
3J§

診断薬

主イ 賑 の工 I■■■■

:露
:職騨

疾患リヅカ｡一一一ー⑰Z5mg･75m9.150mg

lブﾚガパﾘﾝカプセル…｡…ぃ卿cA…L裏｜

製造販売ミフアイザー株式会社／販亮擢携:エーザイ株式会社

2008；生物由来製品劇薬処方せん塵薬品”
、ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤

し可ミヲ鼠湧撫2
1鰯鱒照蹴警…HUM1RA」

製造販売(輸入>元アボッI~ジャパン様式会社識/販売元エーザイ株式会社

2007鶴撫繍箪謡駕鞠,…＝
；日本薬局方リセ極ﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠

ア引一ネj匪錠側5mg
：体外診断鬮塵蕊驫
畷ｶﾙポｷｼﾙ化ｵｽテｵｶﾙｼﾝｷﾂﾄ：醗涜中低カルポキシル化オステオカルシン<ucCC)測定用僕謹黒

施料収載I薬価基準収載｜厘

鯵豐緊柵茎“
唾…．

畷砺蕊葵

2010-2020

末梢性神経障害治療剤
I984

堂〃K
坊せんにより使用すそ

麺〃’X

錠253帽
細粒9.1％

<メコバラミン製剤＞、

処方せん医薬品:注意…医認等の処方せんにより使用すること

末梢性神経障窪治療剤
津ｷ

i"のOC
注射液500鰹9

<メコパラミン製剤＞

‐~.､？~

処方せん爆薬黒:麺≠･…医師等の処方せんIこより使閣すること

筋緊張改善剤

<電気化学発光免疫灘定法〉

1983
”02』辮繍:溌憲“篝の畦撞んにより瞳鯛すること

；日本薬鰯方リセドロン酸ﾅﾄﾘｳﾑ錠

アリリーネJU錠2｡5mg
ヱニ

1999！、蝿禰ノエルナグ"7@m9伽珀
＃〈フエルビナク貼付剤〉

-雁 錠50"
穎粒10％

<エペリゾン壌醸轆薙〉

末梢性神経輝書治療剤
1981

K重〃錠5”"9

〈メコバラミン製剤〉



治療者力湖りたい情報を網羅〃日常診療での治療法選択に必携〃

懐冒遠腫疏攪栃
‐
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．
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曙
拭
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ロ
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輝
轆
干

＃
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謬
騨
爵
謬
藷
彰
諫進歩と治療法の選択

臨冨斎藤英彦聖隷浜松病院顧問森谷浩治新潟手の外科研究所

’
僥骨遠位端骨折に対する種々の治療法をそれぞれの第一人者が

紹介,解説した｡榛骨遠位端骨折の歴史的趨勢分類から,治療成績

評価法や最新の治療法,リハビリテーションまで,治療者が知りたい
情報を網羅した｡日常診療で遭遇する僥骨遠位端骨折に対する適切な 品一一一一一一⑪‐-＄~~L課ざ:~－寵~く

』鄙晶-.鍔，-士~,~ざ-普玲~申

治療法の選択および実施に必携｡整形外科医外科医のみならず,コメディカルにも役立つ－冊。

…総論/治療法/特殊な骨折型別の治療法/檮骨遠位端骨折のリハビリテーション／
治療中に発生する合併症とその対策／変形治癒例に対する治療／治療成績評価法

需罰整形外科医外科医救急医

2011．12

噂金原出版 〒113-8687東京都文京区湯島2-31-14TELO3-3811-7184(営業部直通)FAXO3-3813-0288
振替00120－4－151494ホームページhttp://www.kanehara-shuDDan.co.iD/ehara-shuppan.co.jp/p

KYoMKⅡRUN
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下

用使

識’謬
一般名：エポエチンアルファ

製 造 販 売 元 ［ 資 料 謂 求 先 ］

協和発酵キリン株式会社
東京都千代田区大手町一丁目6番1号〒100－8185

www,kksmile､com

2009年12月作成
⑨登録商標

効能･効果､用法･用量､禁忌を含む

使用上の注意等につきましては製品添付文書をご参照ください。

噌

恥
鍔

牡金武椋願出愈食＃灘
識

ー ’

鵠

B5判296頁 定価9，975円(本体9,500円十税5％） ISBN978－4－307－25147－1



|#参関節鏡下手術ｽｷﾙを身につけるためのｽﾀﾝダードﾃ
」好評
シリーズスキル関節鏡下手術アトラス

‐
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■

監修越智光夫広島大学教授

篝手･職関節雛霧嚇
逼集別府諸兄聖ﾏﾘｱﾝﾅ医科大学教授

i麗総駕謹蹴憲価15,75．円(本俸15…幸観5%)

【好評ｼﾘ副

整形外科Knack&Hrfh"s監修岩本幸英九州大学教授

零
纏集金谷文則癖大学教授

I麗慾;親達蝋定繊18,90･円《本俸幅….税5%)

＠文光堂qhttp:"www.bunkodoに｡jp〒113-0033東京都文京区本郷7-2-7telO3-3813-5478/胸x.03-3813-724D
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蕊篭蕊簿驚駕羅瀞

惑迩鐵聯零蕊鰄燕鳥鑿蕊嬢
啓

●効能･効果用法･用量､禁忌を含む

使用上の注意等については

製品添付文書をご参照ください。

経皮吸収型鎮痛･抗炎症剤扉章硬調

－可⑨

ノ
50mg
OOmg

ロ
デ

○裟黛瓢…〃
販売元(資料消求先）

○第一三共株式会社
D2li“Smkm束京郁中央lXH本橋本町3－5－1ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤

2009年9月作成(1109
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¥卜曾騨

灘
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劇薬／非ステロイド性消炎･鎮痛剤

囎
囎

２
４

ロルノキシカム製剤

｢効能効果｣、「用法用量｣、「禁忌を含む使用上
の注意｣、「用法･用舅に関連する使用上の注意」
等は添付文書をご参照ください。

発売[資料請求先］

大正富山医薬品株式会社
〒170-8635東京都菖皇Iﾇ高田3-25-1

製造販売

大正製薬株式会社
〒170-8633東京都豊島区高用3-24-1

LCB522010,11
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K息溌恵あし I

骨粗髭症治療薬

勲鷺ｦｼ旬蕊熟留
e

劇暖処方せん賑亜皐上注意-医師等の処方せんにより使用すること〈薬価基準収馳>

【効能･効果】、【用法･用量】、【用法･用量に関連する使用

製捲訴売元［資料鯛求先］

MSDMsD株式会社
〒102.8667東京都千代田区九段北1-13-12北の丸スクエア

http://www･msd.c0.1p／

2011年7月作成

上の注意】、【禁忌を含む使用上の注意】は､製品添付文書
をご参照ください。
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器大日本住友製薬
www､ds－pharma､CO､jp
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声
経皮吸収型鎮痛・消炎剤廩而屋軍反詞

鰄五五．"U通う翠伽
ノ

”』S鳳剛P4恥フルルビプロフエン貼付剤

経皮吸収型鎮痛・消炎剤｜薬価基準収載’

⑧"U迦刀汐α"g
フルルビプロフェン貼付剤

ﾀﾉ晩』
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“AS卿刷P8QF一
《
一
《 I鋤

J初

製造販売元〔資料請求先〕

○=存製薬株式会社
凄

儒l》』
〒176-8585

『東京都練馬原書ﾓ北23-’
http://wwwmikasaseiyaku.co.jp/鯛鰐締I

ノ I 砧‘I
●｢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。

2011年8月作成



抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤匡面壷薊祠

Lミケー暁点滴静注用100
REMICADE.fo｢Lv・lnfusIonl“（インフリキシマブ(遺伝子組換え)製剤）

､

斑

⑥ 匡覇菌莱蕊冨1厘藁1庵を7壺藁司(注意-医師等の処方せんにより使用すること）

※効能･効果､用法･用量､警告､禁忌を含む使用上の注意等に

ついては､添付文書をご参照ください。 〃
製造販売元く資料請求先〉

田辺三菱製薬株式会社
大阪市中央区北浜2－6－18

2009年10月作成

TRIGENヒューメラルネイルは､機能性と

術者にとっての使いやすさを徹底追求した

上腕骨骨折用の髄内釘です。

※TRlGENヒユーメラルネイルには､2種類のブﾛｷｼﾏﾙネイル(ペント･ｽﾄﾚー ﾄ）とロングネイルがありま魂

※ご使用に際しては､「使用上の注憲j等を添付文書･手技薯で必ずご確認ください。

スミス｡アンド・ネフユーオーソペディックス株式会社
本社：〒105－0011東京都港区芝公園2丁目4番1号ダヴインチ芝パークA館3階

TEL.03-5403-8001(代表）FAX.O3-5403-8002

◎2006Smith&NephewOrthopaedicsKK.｡1TademarkofSmith&Nephew

>tsmith&nephew
TRIGEN｡
HumeralNailSystem

販 売 名
承認番号

販 売 名

承認番号

販売名

届出番号

トライジェンヒューメラルネイル
21700BZYOO403000

トライジェンストレート
ヒューメラルネイル
21800BZY10001000

SN骨手術用器械
13B1XOO305000004
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皮下注キットBOOILg
テリパラチド(遺伝子組換え)注射剤
’ 骨 粗 髭 症 治 療剤一’

処方せん医薬品｜薬価基準収載｜
(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。

■

戦_‘

！
ノ下行性瘻痛抑制系賦活型

多這獅篭謨面諺塞謹魂鱸総鋳
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＞

痙痛(非オピオイド、非シクロオキシゲナーゼ阻害）

スモン醤漬症状(冷感･異常知覚･痛み)､アレルギー性鼻炎･そう痒

ノイロトロF串個注射液3.6単位
|里雍頭頚|処方せん医薬品塾|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

●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、添付文書をご参照下さい。
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製造噸売元日本臓器製薬
〒541-0046大阪市中央区平野町2丁目1番2号

資料請求先2学術部

蓼零章蕊鑓

､

、

くすりの相談窓口缶06,6233.6085

土･日･祝日を除く9:00～17:00

2009年12月作成
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日本イーライリリー株式会リー株
凰7丁目1番5長〒651－0OBS神戸市中央区磯上通
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10，000例に及ぶ著者の症例経験を基軸に，手の外科のすべてを詳解。
著津下健哉

騨手の外科の実際…""…”副■--』

■A4変型判;"734頁2011.12．定価26,250円(税込）IsBN97B4-52426217-5
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伊藤恵康

［善］

諺震謡篭臘勇塚溌
エビデンスに基づいた診断・治療，

患者さんへの説明のよりどころとなる，
整形外科医必携のシリーズ。

文献アブストラクトを収載したCD－ROM付き。

一

際

－－－－~…職●編集日本整形外科学会Q＆A委員会

整形外科卒後研修Q&A問題編/解説編(改訂第6版)!
■B5判・676頁2011.9．定価12，600円（税込）＊分売不可

紗驚●編集日本整形外科学会

整形外科学用語集(第7版）

･es判…,皿,定緬4,620円(",,|
匝掴南江 堂〒''3-8410東京都文京区本郷三丁目42－6（営業)TELO3業)TELO0束 －3811－7239FAXO3－3811－723
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唾翻整形外科･スポーツ傷害罎動器の
運 動器 の

超音波診断
rも職叫砺､的鞠戟酷曄1…陣”ﾔ喉1W鏥輔詔

診察八ンドブック超音波診断 謹襄］
監訳：別府諸兄 監訳：別府諸兄，中島浩志

唖

樋■謡蝋爵”
典､‐:…－¥≠-@185以上の評illi法・テストを収録。

錨触診の項目では解剖lxlを砿ねた写真を掲救。

惑検者・被検者の肢位や評価手順について段階的に説明。

ー

できる。

岬ME
〒111~0056東京都台東区小島1-7-13NKビル

imitedTELO3-5820-7522/FAXO3-5820-7523 http://www.nap-lid.co.jP/ナツプ
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主要目次’

1．傷害の診察プロセス

2急性病態の評価と管理

3.エビデンスに基づい

た診断の実際

4.用語

5．筋骨格系の診断法

6.姿勢の評価

7.歩行の評価

8．足と足趾

9．足関節と下腿

10.膝
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|処方せん侯エ昂(謹一医師等の処方せんにより使用すること)I

アリクストラ寝鴇:誰
AriXtra｡lniectionﾌｫﾝダバﾘﾇｸｽﾅﾄﾘｳﾑ注剰液

※「効能･効果」、「効能･効果に関連する使

用上の注意｣、『用法･用量｣、「用法･用量

に関連する使用上の注意」、「警告､禁忌

を含む使用上の注意』については添付文

書をご参照ください。

製造販売元（資料請求先）

グラクソ･スミスクライン株式会社
〒151‐8566東京都渋谷区千駄ヶ谷4‐6‐15

グラクソ‘スミスクラインの製品に関するお問い合わせ･資料鮪求先
TEL:0120-561-007(9:00～18:“/土日祝日および当社休業日を除く）
FAX:0120.561-047(24時間受付）

2009年6月作成

整形外科英語論文の執筆を強力サポート！「習う｣より｢倣う｣のサポートツール

菫
』

1_E

霞 三原研一昭和大学藤が丘ﾘﾊビﾘﾃｰｼｮﾝ病院ｽボｰﾂ整形外科講師

整形外科の英語論文執筆時に実際に使用された例文と頻用される表現・フレーズを

論文の構成に沿った章立てで掲載。Evidencelevelの示しかたやCoverletterの

書きかた,日本語から必要な表現を探せる逆引き辞典などを盛り込み,確かに使える

ツールとなる一冊。

…
ｉ
■
ず

⑤
函
③
③

◆整形外科英語論文執筆サポーター

論文を書き始める前に

int『oduction

Subjects葛対象

ClinicaIsignsandSymPtoms：
臨床徴候･症状

理学(身体)検査"診察法の表現

補助診断(画像診断など)の表現

ClassifIcation＆Statistics：

分類･統計の表現

Treatment:治療の表現

ResuIts葛結果･根本の表現

Discussion:考察･討論･論述の表現

解剖･病態･Biomechanicsの表現

比較･時間､角度の表現

日本人の苦手な文法上の表現

EvidenceIeveIの示しかた

図(figure)に用いられる記号(symbols)
の使いかた

Coverletterの書きかた

◆頻出表現の日本語逆引き辞典

E＝I
‐田……－－……狸'卑詞

畿箪劃
※ご注文お問い合わせは最寄りの医書取扱店または直接弊社営業部まで。

〒162-0845東京都新宿区市谷本村町2番30号TEL.03(5228)2050FAX.03(5228)2059

http://www.medicalview.co.jpE-mail(営業部)eigyo@medicalview.co.jp、ﾒジｶﾙピｭー 社

盛 ＆鐸
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骨粗霧症治療剤(活性型ビタミンD3製剤）

劇薬処方せん医薬品注）｜薬価基準収載｜

塵ｴ呈廻型勤ブｾﾙ,雛
EDﾉROL"ｴﾙデｶﾙｼﾄｰﾙｶプｾﾙ

注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

⑧中外製薬株式会社登録商標

※｢効能･効果｣、「用法･用量｣、「禁忌を含む使用上の注意｣等詳細については､添付文言をご参照ください。
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