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1-1-PL

私の手の外科３０年
My 30-year experience in Hand surgery

○田中 寿一

兵庫医科大学整形外科

昭和５０年に鳥取大学医学部を卒業し、神戸大学整形外科学教室に入局、２年目に神戸労災病
院、藤原朗先生の指導の下で、手外科治療の基礎を学びました。昭和５５年より、西ドイツ留
学し、教室の指示の下、手外科専攻に進みました。エッセン大学手外科Koop教授の下で、ドイ
ツ流のおびただしい数の手術症例の下、臨床研修し、さらに、ドイツ語圏の手外科専門施設[１
０施設]を訪問・研修しました。昭和58年の帰国すぐに兵庫医科大学へ赴任し、私自身の手の外
科診療が始まりました。国内の学会参加はもとより、国際交流の重要性から、国際学会
（IFFSH、ASSH,APSFH、ドイツ手の外科学会）へ積極的に参加し、さらに2つのTravelling-
fellow ship（GOTS:1991/ AOA -travelling-fellow1996）で、欧州と全米を代表する手外科施
設（大学・研究施設）を訪問・口演してまいりました。この時期の見聞・交流は、私にとっ
て、世界的視野での取り組みを再考するいい機会になり、自身最も大きな糧となりました。こ
れらの経験から、『相手は世界である！』との認識の下、医療器具（DTJ screw/ TJ screw
system）の開発を手掛けてきました。また、我が国の同世代の手外科医が、大学の垣根を払っ
て本音で話し合えるグループ“Hand club 50”を結成し、お互い手を取り合って、横の絆を深
めてきました。この30年、大学は、診療の最後の砦という自負の下、決して疾患から逃げるこ
となくいつもチャレンジしてきました。このことで、多くの患者と共に喜びを分かち合えたこ
とは我が人生の最大の喜びであります。しかし、予期せぬ結果で、寝られぬ夜を過ごしたこと
も多々あり、個の多様性の中、医療の難しさを、今なを痛感する毎日です。講演では、私の30
年の手外科経験を述べ、今までお世話になった方々へのお礼と、これから手外科を志す若い先
生方に伝えたい私の手外科流儀を述べたい。
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キーンベック病が包含する手外科の魅力
Kienböck disease implicates the charm of Hand Surgery.

○上羽 康夫

NPO健康医療評価研究機構

[緒言] キーンベック病の成因や治療法は未だ確立されていない。過去の文献を検索し、自己の
標本所見を分析した結果を再検討した。
[摘出標本組織が示唆するキーンベック病Stageの変化] 晩期キーンベック病２4症例から得た月
状骨の組織を調査し、検討した。表面軟骨は摩耗し、時に消失していた。骨には１本の主骨折
と多数の微小骨折があり、月状骨の形状は前後径が長く、軸方向に短縮していた。主骨折線は
水平型、斜２方型、縦型の３型に分類された。骨内には壊死部と生存部が混在し、境界部に新
生骨を認めた。Lichtman分類によるX線像変化と組織所見とを総合的に勘案し、キーンベック病
の発生過程を推論した。即ち、先ず手関節炎などで手関節内圧が上昇し、圧迫による細静脈の
閉塞により月状骨内に鬱血が起こり、動脈血が流入しなくなる。酸素供給を断たれた骨細胞は
死に至り、骨壊死が起こる。鬱血内のCaは沈着し、X線像で硬化像を示す。月状骨は一旦壊死に
陥るが、関節内圧が低下し、血流が再開すると修復期に入り、壊死骨梁が吸収され、骨の強度
は低下する。骨折が起り易く、月状骨は変形する。そして、骨周囲に関節症が発生する。
[Stageの変化に対応すべき治療法] 成因を理解すれば、治療法も変わる。手関節内圧が上昇
し、静脈が圧迫・閉塞される時期には関節内圧を減じる処置を行う。修復期に月状骨の強度が
低下すれば、骨折予防の手段が必要である。月状骨々折が起こり、関節症が生じれば、骨のみ
ならず軟骨修復にも配慮した手術が必要となる。
[結語] キーンベック病は広く研究されてきたが、未解決の課題も多い。キーンベック病を学ん
で、手外科の魅力を知り、手外科を学んで、新しい手外科を拓いて欲しい。それが継承したい
私の手外科である。
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手指関節固定術を駆使した陳旧性機能障害手の再建術
Reconstructive surgery for damaged hand by using finger joint arthrodesis

○石井 清一

札幌医科大学　名誉教授

　私は昭和43年から1年間、New YorkのColumbia 大学付属病院に留学して、Robert E. Carroll
教授から直接、手外科を学んだ。Carrollは整形外科専門医でもあり、外傷、炎症、先天異常、
神経麻痺による重度障害手に対しては、力強い握り・つまみ機能を確実に再建することを重視
していた。
　当時のNew York周辺には、LittlerやCurtisなどの形成外科出身の手外科医も活躍していた。
詳細な機能解剖学の知識に基づいた腱形成術を駆使して、絶妙な手の機能を再現することに力
を注いでいた。手の機能的アーチを確保した上で、手指に効果的な動きを与えるCarrollの治療
方針とは趣を異にしていた。
　その後私は40数年にわたって陳旧性の機能障害手の治療にあたってきた。試行錯誤を重ねて
いるうちに、Carrollの治療方針に沿った再建術を実施する場合が、徐々に多くなった。比較的
短い治療期間で、力強い握り・つまみ機能が確実に可能になった時の患者の満足度が高いこと
が分かったからである。
　Carrollの治療方針は機能的アーチの確保を第一に考えるために、必要であれば母指MP関節あ
るいは2－5指PIP関節の固定術を効果的に用いるのが特徴である。”Cup and cone” type
arthrodesisと呼ばれる術式は簡単で、任意の角度での固定に失敗することは殆んどない
（Operative Hand Surgery, 3rd Ed. edited by D. P. Green, P 102-104, Churchill
Livingstone 1993）。
　シンポジウム「伝承したい私の手外科」を担当するにあたり、（１）陳旧性の重度機能障害
手の再建術における指関節固定術の役割、（２）”Cup and cone ”type arthrodesisの実際に
ついて説明する。今後伝承していきたい手外科の先人の知恵である。

S3



1-1-S1-3

裂手症、中央列多指症と合指症は、なぜ同じ範疇の先天異常なのか.
Common early changes of formation of abnormal induction of digital number, including central

polydactyly, osseous syndactyly and cleft hand

○荻野 利彦

北新東病院札幌手外科・手の先天異常センター

【目的と方法】裂手症、中央列多指症と合指症は、同一患者の同じ手、あるいは両手に高頻度
に合併する。演者らは手板内に誘導される指放線の数の異常が裂手症（中央指列欠損）、中央
列多指症と合指症を発現させると仮説を立てた。この仮説を証明するために、演者らは臨床例
の分析を行い、臨床例と類似の疾患モデルを抗癌剤のブスルファンを用いてラットに作成し
た。
　【臨床例の分析結果】臨床例の分析結果から、中指と環指の合指症及び中央列多指症で隣接
指との骨性癒合が近位に及ぶことにより裂手症が成立する過程が観察された。両側罹患例61例
では、両手に同じ異常が発現した例が47例、異なった異常の組合せが14例であった。また、同
一家族内で裂手症、中央列多指症と合指症が各種の組合せで発現しており、単一遺伝子異常に
よりこれらの先天異常が発現する可能性を示唆していた。
　【動物実験の結果】動物実験では、これら先天異常の臨界期が一致しており、縦軸形成障害
に含まれる橈側列および尺側列形成障害より遅い時期であった。すなわち、発生の同一時期に
同一障害が加わることにより裂手症、中央列多指症と合指症が発現することを確認した。次に
これらの先天異常の形成過程の初期の異常を観察した。その結果、これらの先天異常に共通し
て見られる異常所見は、生理的細胞死を伴わないで形成される手板中央の陷凹であることが判
明した。手板中央の上皮頂堤の狭い範囲の活動の抑制によりこの陷凹が形成される可能性が考
えられた。この所見は遺伝性の裂手・裂足形態異常の動物モデルで認められる所見に矛盾しな
いものであった。
　【結語】裂手症、中央列多指症と合指症が類似の機序により発現することから、これらの異
常を指列誘導異常という同じ範疇の先天異常に分類することが妥当であると考えられた。
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末梢神経麻痺の診断
Diagnosis of peripheral nerve paralysis

○長野 昭

浜松医科大学　名誉教授

　手外科医に求められる能力は、1）正確な診断、2）患者個々にあった治療法の選択、３）高
度な手術手技、４）後療法に対する熱意である。この中で、外科医という意識からか、若い外
科医の興味は手術手技が中心で、診断等に対する熱意が不十分であると感じることが少なくな
い。診断が正しくなければいくら上手な手術を行っても目的は達しえない。したがって、高度
な手術手技の習得の前に高いレベルの診断力を習得することが必須である。すなわち、技能を
鍛えるとともに頭を鍛えてもらいたい。
末梢神経麻痺に対する治療方針は障害部位と病態が診断できれば自ずと決まってくる。すなわ
ち、診断がすべてといっても言い過ぎではない。関節・脊椎疾患においては画像診断という診
断に有用な補助診断法があるが、末梢神経疾患の診断では十分な病歴聴取と詳細な診察のみが
唯一の手段で、それらからそれぞれが持つ意味を論理的に組み立て診断を行っていくことにな
る。末梢神経麻痺の診断の中で特に誤りが多いのが徒手筋力テストであり、この習得が不十分
である。時間の関係上徒手筋力テストを中心にその注意点を述べる。
なお、手術手技については、上手であるのは当然で、それを生かすのは、手術部位の解剖を熟
知するとともに、術前に皮膚の上から術野を展開した後の病変をほぼ正確にイメージできる訓
練が必須である。
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末梢神経修復術の実際
Repair of Peripheral Nerve Injury

○平澤 泰介

京都府立医科大学　名誉教授

　神経修復術に関しては未だ多くの問題点がある。神経幹内・外剥離術の適応、神経縫合術に
おけるcritical gapの問題、神経線維束の判別、自家神経移植術の適応、縫合術を含めての
misdirectionの問題などがある。後療法としては感覚の再教育、筋萎縮などへのbiofeedback療
法、腱損傷合併症時のCPMの適応などがある。さらには中枢におけるperceptionの異常の検討と
対応も重要である。
　神経修復術の実際について述べると、まず術前の神経損傷部と考えられる圧痛点に対しての
マーキングである。術中においてはまず神経損傷部を露出したら駆血帯を除去して神経幹の緊
張をとり、損傷神経の上下を十分に剥離して、できるだけ緊張のかからない走行になるように
神経を移動させる。近位・遠位両神経断端の新鮮化を神経束が明らかになるまで行う。関節を
屈曲して、関節可動域の1/2以内の屈曲で端々縫合できる場合には、一般に端々縫合を用い
る。3～4㎝の欠損では、神経上膜縫合が可能なことが多い。神経上膜の縫合が終了した時点
で、関節を伸展して縫合部に離開が生じないことを確かめておく。このような場合、神経束縫
合術は縫合部の強度の点で適応となりにくい。術後3週目から関節を徐々に伸展していく。
　神経欠損の大きな場合には、新鮮化による短縮も加わるため神経移植が必要となる。通常の
神経縫合同様に、緊張のない状態で移植術の適応を判断する。供与神経としては腓腹神経、外
側前腕皮神経、内側前腕皮神経の前枝などが使用される。供与側の神経脱落症状あるいは神経
線維のmisdirectionの問題が生じるので、適応を十分考慮しなくてはならない。
　術後の中枢におけるperceptionを考慮してリハビリテーションアプローチを行う。
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筋肉移植による麻痺上肢機能再建
Innervated Free Muscle Transfer for Reconstruction of Paralyzed Upper Extremity

○土井 一輝

小郡第一総合病院整形外科

遊離筋肉移植術は、腕神経叢麻痺など麻痺上肢の機能回復に有用な再建手術である。肘屈曲再
建、手指屈伸再建に広く使用されている。演者は、2012年12月までに371例の筋肉移植を行って
きたが、麻痺上肢再建への大半は、腕神経叢損傷再建に対する機能再建であるが、多発性関節
拘縮症の肘屈曲再建にも応用してきた。伝承すべき手術として、筋肉移植術の代表症例（腕神
経叢損傷に対するDouble free muscle transferの第１回目筋肉移植：薄筋移植による肘屈曲、
手指伸展再建）をビデオ提示しながら、その手術のポイントについて説明する。
【手術の手順とポイント】
１． レシピエント部位の展開、レシピエント神経（副神経の展開）
a. 副神経僧帽筋中下部線維への枝の同定には、頸横動状脈からの僧帽筋栄養血管が目印
b.術後移植筋のbowstring予防のための滑車の作製方法
２． 移植薄筋の採取
a. 血行モニター皮弁のデザインの工夫
b. 薄筋神経血管茎の同定、剥離
c. 術後血行モニター用のCMAP電極の挿入
３． 移植筋の移行と神経血管縫合
a. 移植筋中枢の鎖骨への縫着
b. 副神経・移植筋運動神経と縫合
c. 血管吻合：胸肩峰動脈と橈側皮静脈と移植筋栄養血管との吻合
d. 腱縫合：総指伸筋腱との2 weaves-interlacing sutureでの強固な縫合
４． 創閉鎖
a. CMAPでの血行の確認
b. ドレーン（数本）での排液の確認
c. 血行モニター皮弁の確認
d. スポンジ・スプリントでの固定
５． 術後管理
a. CMAPでの血行観察
b. 術後1週からの早期他動運動
c. 筋電図バイオフィードバックを利用した筋力増強訓練
特に、神経縫合と術後管理について詳細に紹介する。
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上肢のスポーツ障害・外傷(肩・肘関節を除く)
Sports Injuries of the Arm and Hand

○伊藤 恵康, 岩部 昌平, 古島 弘三

慶友整形外科病院

スポーツによる手の外科領域の新鮮外傷は日常診療で多く見られる. 一方外傷の陳旧例慢性的
小外傷の蓄積の結果生じるスポーツ障害は治療, 時には診断にも難渋することが少なくない．
球技で多い骨性槌指は, 新鮮例では石黒法が広く行われ, 良好な結果が得られているが, 陳旧
例, 骨片反転例では治療に難渋する． 1983年に発表された佐々木法はどこにでもある注射針と
soft wireを用いて良好な整復位と固定性が得られる優れた方法である． 有鉤骨鉤骨折はCTの
使用で見逃されることはなくなったが,骨癒合を目指すより, 切除の方が実用的である．切除術
には術後の違和感が少ない小指球尺側縁から進入するとよい．
指血行障害は局所のみでなく, 胸郭出口症候群の合併も考慮しなければならない．投球側の示
指, 中指の血行障害は虫様筋管内での一種のcompartment症候群であり, 肥大した虫様筋による
血管神経束の圧迫と, 固有指部の支持靭帯による圧迫である．
オーバーヘッドスポーツ選手に多い環, 小指のしびれ, 脱力は尺骨神経脱臼が原因と考えられ
がちであるが, 障害高位が肘部管のみでなく, より近位の, いわゆるStruthers’ arcadeによ
る圧迫, あるいは胸郭出口症候群も関与していることが多い．
上肢のスポーツ外傷は防ぐことはできなくてもスポーツ障害は防ぐことが可能である．より早
くスポーツに復帰させるために, 外傷は初期治療の段階で確実に診断し治癒させなければなら
ない.
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手外科から膝関節外科に
From hand surgery to knee surgery.

○越智 光夫

広島大学　整形外科

現在私は日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会理事長を務めております。その理事長がなぜ
この手外科学会でランチョン講演をと思われるかもしれませんが、私は1977年広島大学整形外
科に入局し、津下教授のもとで最初はサブスペシャリティーとして手外科ことに末梢神経を選
択し、博士号の実験は「末梢神経が再生する際、どのようにその再生方向は決定されるの
か。」というものでした。この論文により、Lund 大学のLundborg先生に留学の機会が与えられ
まし、腕神経叢損傷に対する手術見学のためのため、ウィーンのMillessi教授やスイスローザ
ンヌのNarakas先生のもとに1983年留学し、帰国後も腕神経叢の手術を行ってまいりました。手
外科と膝関節の関係は、1981年帰局した時、当時の生田講師（現名誉教授）からサブスペシャ
リティーは2つ持ったほうが良いのではと指導いただいたことに由来します。臨床で膝のチーフ
になった後も、末梢神経の基礎実験は夢が感じられました。膝関節外科関連の実験を企画する
ようになっても、手外科で学んできた腱や神経の実験のアイデアは、大変参考になりました。
私自身は大学院に進学しておりませんので、基礎をきっちり学ぶということを行っておりませ
ん。が、2つの領域を行ったことで、整形外科領域での基礎や臨床を少し俯瞰できたのではない
かと思っております。最初から専門一筋で掘り下げるのではなく、整形外科に関する幅広い知
識を学ぶことも必要であり、いつか役に立つと確信しています。
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Sports Injuries of the Hand

○Richard A. Berger

Mayo Clinic, Orthopedic Surgery, USA

Injuries of the hand, wrist and distal radioulnar joint are common in the athlete.  The injuries can occur
from direct contact of the upper extremity with the ground, structures, other competitors or from the use
of an implement such as a club, racquet, stick or ball.  The injuries may involve any combinations of
tissues and structures, including skin, muscle, tendon, nerve, vasculature, cartilage, ligaments and bone.
In general, these injuries are the same injuries that can occur with any activity and during any part of life.
What differentiates the sports-related injuries from others are the expectations of performance level
recovery after the injury has healed.  Understanding the injury, the healing potential, the sport
requirements and the athlete in all regards are fundamental to a successful outcome.  In order to
accomplish this, the care provider must thoroughly understand the sport and the specific requirements of
the injured athlete to participate, understand the need to maintain fitness in the body parts not directly
affected by the injury, understand the treatment options available which will provide the optimal results
and follow a rehabilitation plan with the athlete, their therapist, their trainer and even team managers that
will safely and efficiently return the athlete to performance levels as completely and quickly as possible.
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骨片を伴った槌指に対する治療ーExtension block pinを利用した
closed reduction（石黒法）についてー

Extension Block with Kirschner Wire for Fracture Dislocation of the Distal Interphalangeal Joint

○石黒 隆

いしぐろ整形外科

［目的］骨片を伴った槌指は球技を受傷原因とすることが多い。長軸方向からの強いストレス
によっておこる関節内骨折で伸筋腱自体に損傷はない。背側骨片に伸筋腱が停止しているた
め、治療に難渋する骨折である。演者は背側骨片をextension block することでclosed
reductionを可能とした。本法を報告してから２５年経過し、改めて本法の有用性について検討
を加えたので報告する。［方法］本法の適応は受傷後５週までのextension block 可能な大き
さの骨片を有するものである。本法の手技を簡単に説明する。局所麻酔、イメージ透視下に行
う。指を最大屈曲し、extension block pinを中節骨骨頭に刺入し、末節骨基部を持ち上げるよ
うにして整復する。整復後はDIP関節を経皮的に固定し、アルフェンスシーネによる外固定を行
う。術後は強い握り動作を制限し、術後４週で鋼線を二本とも抜去する。鋼線抜去直後は、術
者自身により末節骨基部を持ち上げるようにしてDIP関節の屈曲位拘縮を一度取り除く。［成績
］以前に報告した84症例の検討では術後８週の時点において既に約60度の可動域が獲得されて
いた。DIP関節の伸展不足角が10度未満のものが78例（平均2.3度）であった。末節骨骨軸が掌
側に転位しているものが陳旧例17例中６例にみられたが、新鮮例67例では僅かに３例のみであ
った。［考察］骨性槌指は背側骨片に伸筋腱が停止しているため，骨折面に圧迫力を加えるこ
との難しい骨折である。背側骨片を微小螺子にて固定し、DIP関節の早期可動域訓練を可能にす
る方法も報告されているが、再転位している症例もみられる。［結論］確実に背側骨片を
extension block する本法は現在においても、確実な骨癒合を早期から獲得する有用な方法と
いえる。
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手指PIP関節脱臼骨折の治療
Treatment of dislocation fracture of the PIP joint of the finger

○石突 正文1, 白坂 律郎2, 石井 宣一2

1石岡市医師会病院　整形外科, 2土浦協同病院

【はじめに】われわれは指PIP関節背側脱臼骨折78例79関節を経験し、その治療経験から得られ
た治療戦略について報告する。【症例および結果】指PIP関節背側脱臼症例を過伸展損傷と軸圧
損傷に分け治療法を検討した。過伸展損傷は38例39関節。軸圧型損傷は40例であった。われわ
れは第30回本学会で23例の PIP 関節の過伸展損傷の手術による治療成績を報告した。今回、比
較的大きな骨片を有し、回転を伴うものも15症例16関節に手術せず早期自動運動を行った。受
傷指は小指：10指、中指：3指と小指に多く、受傷原因はバレー・バスケットなどのスポーツ外
傷が多かった早期運動療法の治療後の可動域は平均88°（伸展 -4°, 屈曲 92°）と好成績が
得られた。軸圧損傷例に対し、保存療法を行ったのは8例で、手術を要したものは32例であっ
た。手術療法の内訳はEaton 法で加療した9例は平均観察期間2年で平均可動域伸展／屈曲　-
29/82°で2例に再脱臼を認めた。側方アプローチをよび矢部法に準じた手技は8例に行い、平均
観察期間4年6ヶ月で平均可動域伸展／屈曲-16/82°であった。ショットガン・アプローチによ
る手技を6例に応用し、平均観察期間2年で平均可動域伸展／屈曲-8/85°であった。陳旧例で亜
脱臼が残存している症例8例に対してHastingの関節形成術を1例、人工指関節置換術を7例に行
った。人工関節置換術の平均観察期間7年6ヶ月で平均可動域は術前15°が術後40°と改善し、
術前の痛みは軽減した。【結語】過伸展損傷に対して早期運動療法で好結果が得られることを
報告した。軸圧損傷に対しては、骨折型に応じた適切な術式を選択することが肝要で、術後早
期可動域訓練が大切なことを強調した。
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陳旧性母指MP関節橈側側副靱帯損傷に対する手術成績
Surgical treatment for chronic radial collateral ligament injuries of the thumb metacarpophalangeal joint

○射場 浩介, 金谷 耕平, 大木 豪介, 山下 敏彦
和田 卓郎

札幌医科大学　整形外科

はじめに母指MP関節側副靱帯損傷は頻度の高い手のスポーツ外傷である。橈側（RCL）損傷は尺
側（UCL）損傷と比較して手術方法や術後成績についての報告は少ない。今回はスポーツ活動で
受傷した陳旧性母指MP関節RCL損傷の術後成績について検討した。対象と方法対象は陳旧性母指
MP関節RCL損傷5例5手とした。条件としてスポーツ活動中に受傷したこと、受傷後3週間以上経
過して当科へ初診となったこと、術後2年以上の経過観察が可能であったこととした。男性
3例、女性2例で手術時平均年齢は21歳であった。スポーツ種目はバスケットボールが2手、野球
が1手、スノーボードが1手、柔道が1手であった。受傷から手術までの平均期間は28か月、術後
平均経過観察期間は45か月であった。検討項目は母指MP関節の疼痛と不安定感、IPとMP関節の
可動域、握力、ピンチ力、DASHスコアーであり、術前後で比較した。スポーツ復帰状況につい
ても検討した。手術方法は瘢痕化したRCL断裂部を新鮮化し、suture anchorを用いて中手骨顆
部外側に再縫着した。さらに短母指外転筋(APB)の背側半裁腱を用いてRCLを補強した。術後は3
週間の外固定を行った。結果　疼痛と不安定感は術後全例で消失した。術前後でIP関節の可動
域制限を認めた症例はなかった。MP関節は術前屈曲82°、伸展4°であり、術後屈曲79°、伸展
3°であった。術後に軽度の屈曲可動域低下を認めたが有意差はなかった。握力は健側比で術後
9%の増加を認め、ピンチ力は64%の増加を認めた。術後の平均DASHスコアーは0.8点であった。
全例で受傷前のスポーツに完全復帰した。考察　APB半裁腱を用いたRCL靱帯再建手術は陳旧性
母指MP関節RCL損傷に対して有用な手術方法と考えられた。
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スポーツ選手の手指基節骨・中手骨骨折に対する手術成績
Surgical treatment of phalangeal and metacarpal fractures in athletes

○辻原 隆是1, 小田 良2, 藤原 浩芳2, 久保 俊一2

1財団法人京都地域医療学際研究所附属病院整形外科

2京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学

【目的】転位や不安定性の強い手指基節骨・中手骨骨折に対する代表的な手術法として，スク
リューやプレートを用いた観血的骨接合術と鋼線を用いた経皮鋼線固定術がある．今回，スポ
ーツ選手における各術式の術後成績を比較検討した．
【対象および方法】2005年から当科で観血的治療を施行したスポーツ選手の基節骨・中手骨骨
折(関節内骨折は除く)のうち経過観察可能であった91例96指(基節骨骨折40例40指，中手骨骨折
51例56指)を対象とした．観血的骨接合術のうちスクリュー固定群(S群)は25例27指，平均年齢
22.5歳(14～42歳)，プレート固定群(P群)は36例39指，平均年齢21.6歳(14～37歳)で，両群とも
術後外固定は行わなかった．一方，経皮鋼線固定群(K群)は30例30指，平均年齢17.9歳(13～
29歳)で，術後平均4.2週で鋼線を抜去した．これら3群に対し，骨癒合の有無，骨癒合までの期
間，%TAMによる最終獲得可動域の評価と可動域と握力改善までの期間および合併症を比較検討
した．
【結果】各群とも全例骨癒合を得ることができ，骨癒合までの期間も合併症例を除き各群間に
差を認めなかった．最終獲得可動域も各群間で差を認めなかったが，%TAMが90％以上に改善す
るまでの期間は，S群4.9週，P群4.5週に対しK群7.7週と有意に期間を要した．また握力が健側
の80％に改善するまでの期間はP群，S群，K群の順で有意に期間を要した．合併症として，術後
早期のスポーツ復帰による再受傷をS群で3例，K群で1例認めた．
【考察】スポーツ選手に頻度の高い基節骨・中手骨骨折の治療には保存療法も含め様々な治療
法があるが，早期の機能回復が期待できることから早期スポーツ復帰を望む場合はプレート固
定がよいと考えた．
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スポーツ外傷としての母指CM関節脱臼骨折
Fracture Dislocation of the Thumb Carpometacarpal Joint due to Sport Injury

○佐藤 和毅, 岩本 卓士, 松村 昇, 戸山 芳昭
中村 俊康

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

【目的】スポーツ外傷としての母指CM関節脱臼骨折について検討した。
【対象および方法】2003-2012年に治療を行い骨癒合まで経過観察し得た母指CM関節脱臼骨折27
例28骨折のうち、受傷機転がスポーツである17例17骨折を対象とした。17例は男性14例、女性
3例、年齢は16-60 (平均31)歳、吉村らの分類でⅠ型(掌側靱帯付着部骨折)3例、Ⅱa型(定型的
Bennett骨折)10例、Ⅲa型(Rolando骨折)3例、Ⅲb型 (粉砕骨折)1例であった。全例に手術を施
行した。徒手整復可能例には経皮的ピンニング、不能例には観血的整復固定術を行った。Ⅰ型2
例に靱帯修復を追加した。経過観察期間は4-25(平均8)ヵ月であった。臨床評価は斉藤らの
Bennett脱臼骨折に対する治療成績評価基準(一部改変)を用いた。
【結果】全例が骨癒合を獲得し、術後15週までにスポーツ復帰可能となった。評価基準の全項
目を調査し得た1４例は、優10例(Ⅰ:3、Ⅱa:6、Ⅲb:1)、良4例(Ⅱa:1、Ⅲa:3)で可・不可はな
く、Rolando骨折の治療成績がBennett骨折よりもやや劣る傾向があった。同期間に治療を行っ
た非スポーツ外傷群10例11骨折(男性4例、女性6例、19-91(平均59)歳、Ⅱa:8、Ⅲa:2、Ⅲb:1、
平均経過観察期間8ヵ月)のうち、評価全項目を調査し得た8骨折の治療成績は優3例(Ⅱa:3)、良
4例(Ⅱa:2、Ⅲa:2)、可1例(Ⅲb:1)であった。年齢分布や受傷型が異なるため単純比較は困難で
あるが、スポーツ外傷群の治療成績が勝る傾向があった。
【結語】本脱臼骨折は関節面の解剖学的整復と不安定性を残さない治療を行うことにより概ね
良好な成績が得られ、早期のスポーツ復帰が可能になると考えられた。
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有鉤骨鉤骨折の治療
Treatment of fracture of the hook of the hamate

○古島 弘三, 伊藤 恵康, 岩部 昌平

慶友整形外科病院

【目的】　有鉤骨鉤骨折はスポーツ選手に多く，主にグリップエンドの衝突による直達外力で
発症する骨折である．スポーツ選手における治療では早期復帰が重要であり，鉤切除術が有用
である.しかし，皮切によって違和感や疼痛を残したり，また，切除する際には尺骨神経にも十
分に注意が必要である. 今回我々は，本骨折における当院での術式と治療成績を報告する.【対
象と方法】当院において過去86例（スポーツ78例，非スポーツ8例）の有鉤骨骨折について調査
した．この中で鉤骨折は83例であった．平均年齢は26.2歳，スポーツ種目は野球57例（プロ
11例），ゴルフ11例（プロ1例）などであった．鉤切除術は80例に行った．皮切は手掌尺側が
58例，鉤直上15例であった.【結果】鉤切除を行ったスポーツ選手は6週～3ヶ月で全例もとのス
ポーツへ復帰した．合併症状は，屈筋腱軽度損傷が4例（受傷後平均6ヶ月），高度損傷は3例
（受傷後平均4年）であった．屈筋腱断裂は1例で，仕事によって受傷から1年が経過しており長
掌筋腱移植を行った．術後尺骨神経障害は4例あり，術後1ヶ月以内に3例で改善したが，術後1
年で1例に残存した．創部の問題では，術後3週でヘッドスライディングして創部がめくれた症
例が1例であった．バッティング時の痛みは2例に認めたが，約3ヶ月で愁訴はなくなっ
た．【考察】スポーツ選手には鉤切除が有効であったが，手術操作による尺骨神経障害のリス
クが伴う．鉤切除による術後長期経過では，握力低下，手根骨横軸アーチの破綻などが危惧さ
れるが，術後15年でも問題は生じていない．また，受傷後長期経過例では，屈筋腱損傷を伴っ
てくるため，本骨折は症状がなくても注意が必要である．
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スポーツ選手の ＴＦＣＣ 損傷に対する治療戦略とその成績．
Strategy and Treatment for Athlete with TFCC injury

○藤尾 圭司

関西電力病院整形外科

スポーツ選手の手関節尺側部痛は ＴＦCC損傷が最も多く、特に尺骨小窩部での損傷が遠位橈尺
関節不安定症を起こし、保存的治療に抵抗することが多い。 【対象および方法】我々はＴＦC
Ｃ の尺骨小窩損傷を２００ 例以上手術しているが、その中でスポーツ選手は58例であっ
た。（　トップレベルのアマチュアあるいはプロの選手は２７例）  内訳は野球1１例
（５例）、テニス８例（３例）、ラグビー６例（４例）、柔道７ 例（７例）、ボクシング４例
（３例）、サッカー４例（１例）、バレーボール３ 例（３例）、その他1２ 例であった。手術
方法は鏡視下に縫合を行った。 術後３ 週間上腕ギプスを装着し、その後の３ 週間は自動運
動、６ 週から他動運動を始め、可動域が改善したところで現場に復帰させた。これらの症例に
ついて、疼痛、可動域、握力、仕事、スポーツへの復帰、復帰までの期間を調べた。 【結果】
外傷歴があった患者は４７例で、はっきりしない患者は１１例であった。 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。受傷から手術までの期間が早期復帰を望むためか一
般患者より短かった。 疼痛は外傷歴のある症例では9例に、繰り返しの損傷の２例に時々の痛
みを訴えていたがその他は完全に消失した。一流スポーツ選手では平均約３ヶ月で現場に復
帰、その後全例元のポジションに復帰した。 【考察及び結語】一般的な患者においても ＴＦ
ＣＣ 尺骨小窩での損傷による遠位榛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る。 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と考える。 今後さらにギプス固定範囲、
期間の短縮が可能かどうか検討し．早期復帰を目差さねばならないと考えている。
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糖尿病を合併した橈骨遠位端骨折患者は、骨密度が高いにも関わら
ず骨折部の短縮の程度が大きい

Distal Radius after Low-Energy Colles Fractures is More Shortened despite No Decrease in Bone Mineral

Density in Postmenopausal Women with Type 2 Diabetes Mellitus

○酒井 昭典, 目貫 邦隆, 善家 雄吉, 山中 芳亮
古川 佳世子

産業医科大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折女性患者において、糖尿病合併の有無により、骨密度や骨折の転位の
程度に違いがあるか否かを明らかにする目的で本研究を行った。
【方法】2007年1月～2010年12月までに、当科及び関連病院を受診した患者のうち、目の高さか
らの転倒により受傷した50歳以上の橈骨遠位端単独骨折女性患者、連続110症例を対象とした。
このうち糖尿病合併例は12例であった。血液・尿検査、腰椎骨密度検査、健側握力・開眼片脚
起立時間の測定を行った。骨折整復前の単純X線像で橈骨遠位端骨折の転位の程度を評価した。
糖尿病群と非糖尿病群で比較した。
【結果】年齢、身長は糖尿病群と非糖尿病群間に差がなかった。体重、BMIは糖尿病群が有意に
高値であった。尿中NTx、ucOCは両群間に差がなかった。eGFRは糖尿病群が有意に低値であっ
た。握力、開眼片脚起立時間は両群間に差がなかった。糖尿病群の腰椎骨密度はYAMの89.4％で
あり、非糖尿病群76.3％と比べて有意に高かった。骨折整復前の単純X線像におけるulnar
varianceとradial inclinationは両群間に差がなかった。ステップワイズ回帰分析の結
果、ulnar variance（骨折部の短縮の程度）が大きいことに関連した有意な独立した因子は、
糖尿病合併（p=0.002）と開眼片脚起立時間が短いこと（p=0.001）であった。
【考察】低エネルギー外傷において、糖尿病群では骨折による橈骨の短縮の程度が大きいこと
から、骨質が劣化していることが示唆された。
【結論】糖尿病を合併した橈骨遠位端骨折女性患者の腰椎骨密度は、合併していない骨折女性
患者と比べて有意に高い。骨折部の短縮の程度が大きいことに関連した有意な独立した因子
は、糖尿病があることと開眼片脚起立時間が短いことである。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定-若年者と高齢
者の比較-

Surgical Treatment for Distal Radius Fractures young versus Elderly -A Nested Case-Control Study -

○加藤 宗一, 篠原 孝明, 建部 将広, 栗本 秀
平田 仁

名古屋大学　手の外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレートを用いて治療した患者における若年者
と高齢者の術後機能回復について検討した。【対象と方法】平成18年4月から平成19年3月まで
に関連15施設において、橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートを用いて治療した
prospective cohort 241例244骨折を対象とし、そのうち12週間以上経過観察可能であった20歳
以上の片側受傷例194例を65歳未満(A群)、65歳以上(B群)に2分した。さらに両群の性別、骨折
型をマッチさせ最終的にA群67例、B群67例が対象となった。他覚的評価項目として最終診察時
の手関節・前腕可動域(ROM)、握力を調査し、単純X線写真で矯正損失について検討した。自覚
的評価項目として患者立脚型上肢機能評価Hand20を用い、疼痛はHand20第19項目のNRS scoreを
抽出した。Hand20は術後6、12、18か月の時点で評価した。【結果】掌背屈・回内外平均ROM、
握力は健側比においていずれも両群間に有意差はなかった。単純X線写真ではRIの矯正損失に差
があったが、1.3度の差であり臨床的な意義はなかった。Hand20の平均scoreはそれぞれ6か月時
A群14.2(±17)、B群22.8(±24)、12か月時A群10.0（±13）、B群17.7（±19）、18か月時A群
10.7（±15）、B群17.8（±21）であった。疼痛は6か月時A群2.4(±2)、B群2.5(±3)、12か月
時A群1.8（±2.0）、B群2.3（±3）、18か月時A群1.6（±2）、B群2.4（±3）であっ
た。Hand20および疼痛はA群で6か月から12か月の間でスコアが改善しているのに対し、B群では
スコアの改善は認めらなかった。合併症の発生率に群間の有意差はなかったが、手根管症候群
の発生についてA群2例、B群7例とB群で多い傾向が認められた。【考察】高齢者において上肢能
力評価や疼痛の回復が遷延することが示された。
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超高齢女性における橈骨遠位端骨折
Distal radius fracture in the late elders

○上里 那沙, 藤原 祐樹, 伊藤 英人, 尾崎 智史

静岡済生会総合病院　整形外科

【目的】今回われわれは80歳以上の超高齢女性の橈骨遠位端骨折患者の骨折型を検討し、その
傾向を分析したので報告する。【対象および方法】2006年4月から2012年10月までに当院を受診
した80歳以上の超高齢女性の橈骨遠位端骨折患者119例の初診時2方向単純X線像と単純CT像から
骨折型を検討した。また、骨折型（AO分類・Frykman分類・斉藤分類・Fernandez分類）の他
に、年齢、性別、受傷前ADL、受傷機転、合併損傷、治療法について調査した。【結果】骨折型
はAO分類でのA22（関節外骨折：背側転位型）が最も多く(n=34:28.6％)、Frykman分類では2型
（関節外骨折＋尺骨茎状突起骨折）が最も多かった(n=36:30.3％)。また、関節内骨折は42.9％
（n=51）に認め、斉藤分類でのb5（粉砕関節内colles骨折）が最も多かった(n=29:24.4％)。ま
た、尺骨茎状突起骨折の合併は63.7％(n=76)に認めた。Fernandezらの遠位橈尺関節の損傷分類
では、Type2（不安定型）・Type3（潜在的不安定型）は合わせて47.9％（Type2:12.6％・
Type3:35.3%）であった。【考察】同時期に当院を受診した18歳以上の男性60例（18～36歳）と
50歳以上の女性60例（50～59歳）を比較対象として同様の調査を行ったが、超高齢女性群では
これらの若年男性群や中年女性群と比し、粉砕骨折が多く、骨片の転位が大きく、尺骨茎状突
起骨折の合併率や遠位橈尺関節の不安定性が高く、骨折型のみを考慮すれば、高齢であるほど
手術適応の症例は増えると思われる。しかし実際には80歳以上の症例での治療目標は必ずしも
高いとは限らず、このような超高齢者ではADLや骨脆弱性も加味した治療法の選択が必要であ
る。個々の症例に合わせた治療目標が骨折型から設定できるような、治療に直結する骨折分類
が望まれる。
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高齢者橈骨遠位端関節内粉砕骨折AO分類C3型に対する治療成績の
比較

Treatment of comminuted intra-articular fractures of the distal radius in the elderly people: comparison of

the wrist-bridging external fixation combined with an alternating electric current electrical stimulation

with the palmar locking plate fixation

○伊藤 聰一郎, 木幡 一博, 幸若 俊英, 吉岡 太郎

河北総合病院整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内粉砕骨折AO分類C3型に対する通常のブリッジ型創外固定器(NEF)と交
流電気刺激装置付きブリッジ型創外固定器(EF)および掌側ロッキングプレート(LP)の治療成績
を比較検討した。【対象と方法】対象は橈骨遠位端関節内粉砕骨折で手術を受けたC3型骨折71
例(女性53 例、平均年齢65.8±11.5歳)である。EF固定を26例に施行した。16例にK-ワイヤー固
定を併用して、5-6週後創外固定器を抜去した（EF群）。LP固定を20例に施行した。3例にK-ワ
イヤー固定を併用し、6例にβ-TCP移植を行った(LP群)。14 例にEFとLP固定を併用し、4例には
β-TCP移植を行って、3-4週後創外固定器を抜去した(EF+LP群)。NEF固定を11例に施行し、7例
にK-ワイヤー固定を行って、7-8週後創外固定器を抜去した（NEF群）。術後6～9か月間リハビ
リを継続し、術直後と最終診察時X-Pからradial length: RL, radial inclination: RI,
palmar  tilt:  PT損失量を計測した。さらに、最終診察時関節可動域と握力を測定し
た。【結果】尺骨茎状突起骨折をEF群12例、LP群2例、NLP群4例で合併した。創外固定器装着期
間はEF群がNEF群より有意に短かった。全例で骨癒合が得られたが、NEF群1例で橈骨関節面の
4mm step offを認めた。RL減少量はEF群がLP群より有意に小さかったが、それ以外のレントゲ
ンおよび機能的因子では各群間に有意差がなかった。また、手関節痛や合併症も各群間で有意
差がなかった。【考察】粉砕の強い関節内骨折C3型においてはLPのスクリュ－では軟骨下骨の
骨片を十分に支持できないこと、EFでは交流電気刺激を併用することにより仮骨の成熟が促進
されてNEFより早期に創外固定器を安全に抜去できること、LPとEFを併用する場合は骨吸収と早
期の骨形成が最大になる4週間以上電気刺激を継続する必要があることが示唆された。
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中高齢者女性の橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折は骨密度
と関連するか

The relation between bone mineral density and distal ulnar fractures associated with distal radial fractures

of middle and old age women.

○古川 佳世子, 酒井 昭典, 善家 雄吉, 目貫 邦隆
村井 哲平

産業医科大学　医学部　整形外科

【目的】本研究の目的は中高齢者女性の転倒に伴う橈骨遠位端骨折のなかで、尺骨遠位端骨折
を合併するか否かは骨密度と関連するかを明らかにすることである。【対象・方法】2007年10
月から2012年10月まで当院で手術的治療を行った50歳以上の女性の背側転位型橈骨遠位端骨折
で、受傷機転が転倒（目の高さからの転倒）である78例78肢を対象とした。転落や交通事故に
よる症例は除外した。尺骨骨折なし群は27肢、尺骨茎状突起骨折群は41肢、尺骨遠位端骨折群
は10肢であった。尺骨遠位端骨折あり群（合併群）10肢、尺骨茎状突起骨折のみ＋尺骨骨折な
し群（非合併群）68肢で2群間比較を行った。比較検討項目は、年齢・身長・体重・BMI・骨密
度検査とした。骨密度の測定はHOLOGIC社製DELPHI Wを使用した。腰椎は、第2から第4腰椎、大
腿骨は頚部、橈骨遠位は、Totalと、UD・MID・1/3部を測定した。以上の9項目に対し統計学的
検討を行った（Mann-Whitney U-test、P＜0.05を有意差ありとした）。【結果】合併群、非合
併群の2群間比較においてP値はそれぞれ、年齢；P=0.028、身長；P=0.011、体
重；P=0.036、BMI；P=0.737、第2から第4腰椎；P=0.118、大腿骨頸；P=0.003、橈骨遠位
端；Total  P＜0.0001（UD；P＜0.0001、MID；P＜0.0001、1/3；P＜0.0001）であっ
た。【結論】尺骨遠位端骨折を有する症例は、有意に年齢が高く、身長と体重が低く、橈骨遠
位端の骨密度が低く、大腿骨頚部の骨密度が低い。
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橈骨遠位端骨折に対するMIPO法による治療成績
Minimally invasive plate osteosynthesis for Distal Radius Fractures

○島村 安則1, 野田 知之1, 斉藤 太一1, 中原 龍一1

尾崎 敏文1

1岡山大学, 2光生病院　整形外科

【目的】我々は橈骨遠位端骨折に対して小皮切にて方形回内筋を温存し、掌側ロッキングプレ
ートにて内固定を行うMIPO法をfirst choiceとして加療を行っている。このたびその治療成績
ならびに手術のコツ・ピットフォールに関して報告する。【方法】2007年4月より手術加療を行
った橈骨遠位端骨折でAO分類B、C3.3 typeを除外し、6ヵ月以上フォロー可能であったMIPO法施
行症例120例120肢を対象とした。手術はWatershed lineに相当する橈骨遠位端部と骨幹部にそ
れぞれ約2、1 cmの皮切を加え骨折部・関節面など整復の後、方形回内筋層下にプレートを挿入
しスクリュー固定を行っている。術後の外固定は行わず重労作以外は制限を加えなかった。術
後1, 3, 6ヵ月、最終観察時の関節可動域、握力、VAS score、DASH scoreを、またレ線学評価
としてpalmar tilt、volar tilt、ulnar valiance等を計測した。【結果】全例においてX線学
的に矯正位損失も認めずまた遷延することなく良好な骨癒合が得られた。術後3ヵ月時のROMは
掌屈68°背屈73°回内76°回外86°、握力74％、平均VAS scoreは0.8点、DASHは12点で早期に
良好な機能回復が得られていた。合併症としては3例に一過性の手掌のしびれを認めたが、最終
調査時には軽快していた。また遅発性の屈筋腱皮下断裂、正中神経障害などは認めなかっ
た。【考察】MIPO法は術後早期の機能回復が得られるため、今後も推奨されるべき手術方法で
ある。一方で関節面の高度粉砕例で整復が困難な場合は小皮切にこだわらず確実に関節面の整
復を行うべきであり、プレートの遠位設置を余儀なくされた症例では可及的早期の抜釘を推奨
する。
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橈尺骨遠位端に対するアプローチ　第２報　Dual Window Approach
の有用性の検討

The Novel Approach for Distal Radius and Ulnar: Dual Window Approach

○久能 隼人, 山口 利仁, 平良 貴志, 河原 三四郎
小松 一成

高月整形外科 東京手の外科スポーツ医学研究所

【目的】第55回手外科学会学術集会にて橈尺骨遠位端に対する新たなアプローチを発表した。
橈骨遠位端骨折で遠位橈尺関節近傍(lunate-facet fragment)の骨片を伴い回旋転位を有する症
例や橈尺骨遠位端骨折で尺骨の内固定が考慮される場合に本法を用いている。皮切は前腕中央
部にある長掌筋腱(PL)直上から遠位を橈側へHockey-Stick状にカーブさせた約5-6cm程度の皮切
線をデザインする。Dual Window Approachと名付けたこのアプローチは１つの術野で屈筋腱群
を吊り上げ橈尺側へと牽引することでRadial及びUlnar Windowという2 つの展開野を作成しそ
れぞれの展開野から橈骨及び尺骨遠位端骨折部の展開及び整復固定を行うことができる。今回
症例数を加えその臨床成績及び問題点について評価、検討した。
【方法】2011年8月からの橈骨遠位端骨折及び橈尺骨遠位端骨折の計15例を適応とした。症例内
訳は平均年齢63.9歳、男性4例、女性11例、橈骨遠位端骨折9例、橈尺骨遠位端骨折6例である。
橈骨は骨折型によりプレートを選択、尺骨は掌側ロッキングプレート(Acu-Loc VDU plateR)を
用いた。臨床成績評価として解剖学的整復度及び術後可動域、握力を評価した。また患者立脚
型評価尺度として術後6ヶ月時のQuick DASH scoreを評価した。
【成績】術後X線パラメーターの平均はVT11°、RI22°、UV0.4mmであった。術後6ヶ月時の可動
域の健側比平均は掌屈89.5%/背屈96.8%/回内93.6%/回外99%であった。術後合併症として神経損
傷や皮膚障害は認めなかった。
【結論】本アプローチによる展開で橈骨尺骨遠位端骨折の良好な整復を得ることができた。術
後可動域獲得は良好で大きな機能障害を残すことはなかった。アプローチに関連する術後合併
症はなく安全に行うことができると考えられた。発表ではアプローチの詳細についても述べ
る。
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橈骨遠位端骨折を合併した尺骨遠位端骨折の治療　－生体内吸収性
骨接合材（SuperFIXSORB-MX）を用いて－

Clinical Results of Distal Ulna Fracture With Bioaborbable Osteosynthetic Implants -Second Report-

○村井 哲平1, 酒井 昭典1, 目貫 邦隆1, 善家 雄吉1

大茂 壽久2

1産業医科大学　整形外科, 2戸畑共立病院　整形外科

【背景】我々は第54回本学会において、橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する生
体内吸収性骨接合材（SuperFIXSORB-MX）の治療成績を報告した。今回、第2報を報告す
る。【方法】対象は、2004年11月から2011年9月までに手術を施行した24症例(男:女=2:22、平
均年齢71.4歳)で、平均経過観察期間は7.8か月であった。全例、橈骨遠位端骨折に対しては掌
側ロッキングプレートを使用し、2009年5月までの12例はチタン製プレート（T群）、それ以降
の12例は吸収性骨接合材（B群）を用いた。術後4週、8週、12週、最終観察時に手関節の自動関
節可動域（ROM）、握力（患健比）、Quick  DASHスコア、X線学評価としてulnar
variance（UV）を評価した。【結果】両群とも全例で橈尺骨の骨癒合を認めた。B群の最終観察
時の平均は、背屈68度、掌屈72度、回内89度、回外88度であった。握力は93％（患健比）まで
回復していた。UVの矯正損失は+0.8mmでほぼ良好な整復位が保たれていた。術後
4週、8週、12週、最終観察時のいずれの時点においても、ROM、握力比、UV矯正損失、Quick
DASHスコアはT群と比較して有意な差を認めなかった。神経・血管障害や感染、無腐性腫脹等の
合併症は認めなかった。B群において、術後CRPS様の痛みを訴えた症例を1例、吸収性スクリュ
ーのバックアウトを1例に認めた。代表症例を供覧する。【まとめ】尺骨遠位端骨折に対する新
たな内固定材料である吸収性プレートは従来のチタンプレートと同等の治療成績であり、有効
な手段と考えられる。特に粉砕が強い場合は、プレートを半円状に加工することで、包み込む
ように固定できる点、抜釘が不要な点は有利である。
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橈骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側ロッキングプレートとβ-TCP
補填による矯正骨切り術の術後成績

Clinical results of corrective osteotomy for malunited distal radius fractures

○竹元 暁1, 坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 岡崎 敦1, 齋藤 知行2

1平塚共済病院　整形外科・手の外科センター, 2横浜市立大学　整形外科

【目的】当科では橈骨遠位端骨折変形治癒に対する治療として,自家骨は使用せずに掌側ロッキ
ングプレートとβ-TCP補填による橈骨矯正骨切り術を行っているのでその術後成績を報告す
る.【方法】2009年4月以降,橈骨遠位端骨折変形治癒に対し矯正骨切り術を行い,術後6か月以上
経過観察可能であった11例を対象とした.男性1例,女性10例,骨折型は背側転位型9例,掌側転位
型2例であった.手術時平均年齢は58.5歳(21～75歳),受傷から手術までの期間は平均7.9か月(1
～17か月)であった.全例掌側ロッキングプレートで固定し骨欠損部にβ-TCPを充填した.術後経
過観察期間は平均11.7か月(6～18か月)であった.調査項目はX線評価として術前,術直後,最終調
査時のpalmar tilt(PT),radial inclination(RI),ulnar variance(UV)を計測し矯正損失を算出
した.また骨癒合期間,β-TCPの置換状態を調査した.臨床評価としては手関節可動域,握力,疼痛
について調査しDASH, Mayo wrist scoreを用いて評価した.【結果】全例骨癒合が得られた(平
均6.2か月).β-TCP吸収期間は平均10.7か月であった.X線学的には背側転位型は術前平均PT-
28.2°から術後3°,RI13.9°から17.1°,UV6.4mmから3.1mmに改善した.最終調査時の矯正損失
は平均PT0.9°,RI0.3°,UV0.1mmであり,DASHは平均6.9点,Mayo wrist scoreは平均80点であっ
た.掌側転位型は術前平均PT30°から術後5.5°,RI16°から26°,UV7mmから1.3mmとなり矯正損
失は平均PT2.5°,RI1.5°,UV0.3mmであった.DASHは平均4.2点,Mayo wrist scoreは平均90点で
あった.【結論】橈骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側ロッキングプレートとβ-TCP補填の併用
は良好な成績が得られた．本法は自家骨採取の必要性がなく簡便で安全な方法であると考えた.
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粉砕を伴う橈骨遠位端骨折に対する人工骨ブロックを用いた整復
法：REGO（Radius En-Grafting Osteoplasty）の有用性

Effective Reduction Technique for Collapsed Distal Radius Fracture by Using Artificial Bone Block:

Radius En-Grafting Osteoplasty

○蜂須賀 裕己, 濱田 宜和, 松尾 俊宏, 濱崎 貴彦
杉田 孝

国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　整形外科

【はじめに】粉砕・圧潰を伴う橈骨遠位端骨折では，骨欠損が生じているために整復操作に難
渋することが多い．当科では人工骨ブロックを接ぎ木状に骨折部にはめこんで移植し，容易に
整復を行う方法（Radius En-Grafting Osteoplasty (REGO)）を用い，良好な術後成績を得てい
るので，これを報告する． 【手術方法】1)掌側侵入で骨折部を展開．2)骨たたきを近位骨幹部
の髄腔に打ち込み，骨溝を作成する．3)骨たたきと同じ断面積の人工骨ブロックを骨溝にはめ
込み，凸状に形成する．4)凸状部を末梢骨片の骨欠損陥凹内にはめ込むと，アラインメントと
関節面がブロックに支えられ同時に整復される．5)掌側ロッキングプレートによって固定す
る．【対象と方法】症例は当科でREGOを施行し，術後6カ月以上経過した19例（右10手，左
9手）．平均年齢74歳（62‐81）．全例女性である．内固定材料はAcuLoc:9例，メイラＤタイ
プ:2例，メイラＰタイプ:3例，SYNTHES VA:5例であり，人工骨は全例ネオボーンを用いた．骨
折型はAO分類でA3が5例，C2が7例，C3が7例であった．検討項目は可動域，術後レントゲ
ン，Mayo Wrist Scoreとした． 【結果】平均可動域は背屈72°，掌屈62°であった．最終経過
時のレントゲン評価では全例で良好な骨癒合を得，1例のみ矯正損失を認めた．橈骨遠位端尺側
傾斜は平均20°，掌側傾斜は3°，尺骨変位は0mmであった．Mayo Wrist Scoreは優10，良5，可
4，不良0例であった． 【考察】橈骨遠位端骨折の整復方法にはKapandji法やプレートの彎曲を
利用する方法などがあるが，粉砕骨折では骨片の破損を招く危険性がある．欠損部の充填と整
復位保持のためでなく，整復操作簡便化のために骨移植するという概念は逆説的である．しか
し，REGOは骨質の脆弱な患者に使用することも可能な有用な方法であると考える．
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橈骨遠位端骨折の治療の現況と問題点（スコアリングシステムの妥
当性を検証して）

The current state and problem in the treatment of distal radius fracture

○児玉 成人1, 竹村 宣記1, 松末 吉隆1, 上羽 宏明2

佐々木 英幸2

1滋賀医科大学　整形外科, 2近江草津徳洲会病院　整形外科

【目的】当科および関連施設で治療された橈骨遠位端骨折骨折症例のデータを集積し、橈骨遠
位端骨折の治療指針決定の簡便なツールとして、我々が考案したスコアリングシステム（日手
会誌25, 101-105, 2008）の妥当性と治療の現況、問題点について検証した。
【対象・方法】当科および関連施設ですでに治療された橈骨遠位端骨折のうち1年以上の追跡調
査ができた症例を無作為に抽出し、当科の手外科専門医1名と各施設の日本整形外科学会専門医
1名が点数化し、その合計ポイントで治療指針を判定した。その判定の妥当性を実際に行われた
治療の治療成績から検証した。その際、各施設での橈骨遠位端骨折の治療状況についても検証
した。評価法はMayo wrist score (以下MWS）, Q-DASH, PRWE-Jを用いた。
【結果】164例（男性29例、女性135例、年齢19-93歳）の橈骨遠位端骨折のデータが集積され
た。保存療法群76例、治療成績はMWS 79.8点 Q-DASH 9.9点 PRWE 15.8点、手術療法群88症
例、MWS 82.5点 Q-DASH 6.5点 PRWE 9.8点で、実際にスコアの判定通り治療が行われていた症
例のほうが治療成績は有意によかった。治療状況は各施設により保存療法、手術療法どちらか
に偏重する傾向にあった。手術は各施設で整形外科専門医、非専門医の区別なく行われてい
た。合併症は保存療法群では手指の拘縮を15%に、外観上の変形を60%に認めた。手術療法群で
腱断裂を6%に、腱鞘炎症状を20%に認めた。ガイドラインはほとんどの施設で認知、使用されて
いなかった。
【考察】今回の結果からスコアリングシステムの妥当性が検証され、その過程で判明した治療
の現況として、過剰な保存療法、手術療法が散見され、合併症が少なからず存在していた。ガ
イドラインをはじめ、明確な治療指針と治療の標準化の啓蒙が必要である。　
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橈骨遠位部骨折術後の評価時期によるダーツスロー、oppositeダーツ
スロー・モーション面ROMとDASHスコアとの関係

A Relationship between Dart-Throwing Motion Plane ROM, Opposite Dart-Throwing Motion Plane

ROM and the DASH Score after Distal Radius Fracture.

○粕渕 賢志1, 土肥 義浩2, 山口 史哲3, 福本 貴彦4

小野 浩史5

1白鳳女子短期大学　総合人間学科　リハビリテーション学専攻

2社会福祉法人　東大寺福祉療育病院　整形外科

3平成記念病院　リハビリテーション課, 4畿央大学 健康科学部　理学療法学科

5国保中央病院　整形外科

【目的】手関節の機能的な運動方向として橈背屈から掌背屈のダーツスロー・モーション（以
下　DTM）が注目されている。我々はこれまでに橈骨遠位端骨折術後症例のDTM面ROMを計測して
検討してきた。今回はDTMに直交するopposite ダーツスロー・モーション（以下　ODTM）面ROM
の評価も加え、術後成績（DASH）との関係を術後期間により調査した。
【方法】対象は橈骨遠位端骨折症例24例24手、平均年齢65.7歳、男性6例、女性18例で、骨折型
はAO分類type A5例、typeB2例、TypeC17例であった。治療方法は24例とも掌側プレートであっ
た。評価項目は掌背屈、橈尺屈、回内外、DTM面、ODTM面のROMと握力の患健比とし、術後成績
はDASHにて評価した。DTM面、ODTM面ROMは開発したゴニオメーターで測定した。術後1～6か月
8例、7～12か月9例、13か月以降7例に分け、各時期のDASHと身体機能のPearson相関係数を求め
た。(p＜0.05)
【成績】術後1～6か月ではDASH（22.5±14.1点）とDTM面ROM（66.9±15.0）に有意な相関を認
め（r=-0.712，p=0.047）、術後7～12か月ではDASH（18.9±25.2）とDTM面ROM（66.7±
21.0）（r=-0.892，p=0.001）、ODTM面ROM（67.2±21.0）（r=-0.956，p=0.001）、握力（0.79
±0.3）と相関を認めた（r=-0.802，p=0.009）。術後13か月以降ではDASH（11.1±24.6）とDTM
面ROM（86.4±19.9）（r=-0.769，p=0.043）、ODTM面ROM（59.3±20.9）（r=-
0.789，p=0.035）、握力（0.94±0.1）と相関を認めた（r=-0.829，p=0.021）。
【結論】DASHをADLの指標とすると、橈骨遠位端骨折の術後早期はDTM面ROMの回復がADL能力を
改善し、ODTM面ROMと握力もADL能力の改善に関与することが示された。このことからODTMで行
うような動作には握力が必要であることが示唆された。
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DASH、Quick DASH、PRWE、Mayo wrist scoreによる橈骨遠位端骨
折術後の機能評価

Functional evaluation using DASH, Qucik DASH, PRWE, Mayo wrist score after operation in the

patients with distal radius fracture.

○岡崎 敦1, 坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 竹元 暁1, 斎藤 知行2

1平塚共済病院　整形外科, 2横浜市立大学附属病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折の術後評価は、他覚所見のみではなく、患者立脚型の評価の重要性が
指摘されている。今回我々は術後機能評価法として、DASH、Quick DASH(以下Q-DASH)、PRWEお
よびMayo modyfied wrist score(以下Mayo score)を用いたのでこれを報告する。【方法】対象
は橈骨遠位端骨折手術例31例31手、男性12例、女性18例、年齢は平均62.5才であり、全例で掌
側ロッキングプレート固定を行った。術後評価として術後6、12ヶ月でDASH、Q-DASH、PRWEおよ
びMayo scoreを調査した。【結果】DASHは術後6ヶ月で平均11.0点が術後12ヶ月で12.5点に、Q-
DASHは11.4点が12.0点に、PRWEは11.2点が11.0点に、Mayo scoreは87.8点が93.7点になっ
た。Mayo scoreは術後12ヶ月で術後6ヶ月と比較し有意に改善したが(P＜0.05)、これは握力の
項目の改善(改善率20.3％)が主な要因であった。評価法同士の相関では、Mayo scoreは術後6ヶ
月では他の評価法との相関は認めなかったが、術後12ヶ月ではDASH、Q-DASHと有意な相関を認
めた(P＜0.05)。DASH、Q-DASH、PRWEは互いに有意な相関を認めた(P＜0.05)。【考察】DASHとQ
-DASHは強い相関を認め、患者の負担の少ないQ-DASHで十分代用可能であると考えた。DASHと
PWREはどちらも患者立脚型の評価法であるが、疼痛に関する項目はDASHでは13％を占めている
のに対しPRWEでは50％と大きな割合を占め、逆に、動作に関する項目はDASHでは77％に対し
PRWEでは50％であった。今回Mayo scoreがPRWEとは相関せずにDASHと相関したのは、握力の改
善が動作の改善に反映され、それが動作の項目が多いDASHと相関したことが原因と考えた。現
在各種の評価法が存在しているが、それぞれの評価法の特徴を理解して用いることが重要であ
ると考えた。
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臨床における橈骨掌側二重輪郭
The double contour of the volar distal radius in clinical approach

○清水 弘毅1, 西田 圭一郎2

1岡山労災病院　整形外科, 2岡山大学人体構成学

【はじめに】演者らは、手関節X線写真側面像において橈骨遠位端掌側に二重の輪郭が存在し、
その掌側の輪郭が橈骨月状骨窩掌側骨性隆起(以下月状骨窩隆起)をあらわし、その背側の輪郭
が舟状骨窩掌側の骨皮質をあらわしていると報告した。【目的】臨床における橈骨掌側二重輪
郭の有用性を調査する。【対象と方法】2011年12月から2012年8月までの間に診療のために撮影
した手関節X線写真のうち、骨折、変形等を除いた204症例(男95例女109例、平均年齢53.4歳)の
X線側面像より橈骨掌側二重輪郭について次の項目を測定した。a.月状骨窩隆起の高さ。b.橈骨
掌側二重輪郭の高低差。c.橈骨掌側二重輪郭の近位始点から月状骨窩隆起の頂点(以下L点)まで
の距離。【結果】手関節X線写真側面像では、56%に橈骨掌側二重輪郭がみられた。このうち15
歳以上に限ると、64%にこの二重輪郭が見られた。13歳以下では、橈骨掌側二重輪郭は見られな
かった。a.月状骨窩隆起の高さは、平均9.4mm標準偏差1.6。b.橈骨掌側二重輪郭の高低差は、
平均2.7mm標準偏差1.0。c.橈骨掌側二重輪郭の近位始点からL点までの距離は、平均8.4mm標準
偏差2.4であった。【考察】演者らは、第53回本学会で、L点から橈側約10mmで長母指屈筋腱(以
下FPL)、示指深指屈筋腱が滑動していると報告した。これにより橈骨掌側二重輪郭の背側輪郭
の掌側でFPLが走行していると推定され、この橈骨掌側二重輪郭はプレート設置位置、プレート
のデザイン改良のための指標になる可能性がある。そのためにも、再現性のあるのX線写真撮影
法の確立が重要になると考察する。
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橈骨遠位端骨折変形治癒に対する新しいデバイスを用いた矯正骨切
り術の術後3DCTによる矯正角度の検討

Examination of corrective osteotomy with a new device for distal radius malunion

○丹治 敦, 奥山 邦昌, 吉岡 淳思, 栄 利昌
菊池 謙太郎

静岡市立清水病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術は、変形癒合部を骨切りして分離
した骨を適切な位置関係にしなければならないため難しい。われわれは、容易に適切な位置関
係を得られるデバイスを用いた矯正骨切り術を行い、良好な成績が得られたので報告する。
【対象】対象は女性５例で、手術時平均年齢は70歳であった。いずれも、受傷時の橈骨遠位端
骨折は関節外骨折であった。骨折型はColles型骨折４例、Smith型骨折１例であった。
【方法】術前に患側、健側ともに前腕全長のCT撮影を行った。CTデータからコンピュータシミ
ュレータ上で三次元モデルを作成した。患側モデルをミラーリングし、健側モデルと近位部を
重ね合わせ、骨切りラインを決定した。シミュレータ上で骨切りを行い、遠位部を健側モデル
と重ね合わせた。健側モデルと患側モデルの重なり合わない部分から移植骨片の大きさを決定
した。健側モデルの骨にデバイスを設置固定し、デバイスの位置と形状を記録した。健側モデ
ルの骨を骨切り前の位置関係に戻すことでデバイスを変形させ、形状を記録した。記録した２
つの形状から実際のデバイスの形状を設定した。術中にデバイスを骨に設置し鋼線で固定し骨
切りし、２つ目のデバイスを設置することで矯正を行った。術後、3DCTによる評価を行った。
【結果】健側と患側の差は、radial inclinationが術前平均12.3度から術後1.3度に、ulnar
varianceが術前5.8mmから術後1.4mmに、volar tiltが術前32.8度から術後2.5度に、回旋転位が
術前7.2度が術後0.7度に改善していた。
【結論】橈骨遠位端骨折変形治癒例に対して新しいデバイスを用いた治療を行った。各種指標
において良好な成績が得られた。本方法は、橈骨遠位端骨折変形治癒例に対して有用な方法と
思われた。
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橈骨遠位端骨折におけるPolyaxial Locking Plateの有用性ー
APTUS２．５の力学的強度試験・人工骨と新鮮凍結屍体を用いてー

Strength test of Polyaxial Locking plate APTUS 2.5 in distal radius fracture model

○中村 裕介1, 川崎 恵吉2, 門馬 秀介1, 青木 光広3

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学教室, 2昭和大学附属横浜市北部病院, 3札幌第一病院

目的】我々は臨床においてPolyaxial Locking plate(以下PLP)であるAPTUS2.5でDSS法を行い良
好な治療成績を報告してきた。しかしPLP及びDSS法の力学的強度に関しては詳細な報告がな
い。そこで我々は人工骨と新鮮凍結屍体を用い橈骨遠位端骨折モデルを作成し力学的強度試験
およびDSS法の有用性を検討した。方法】Osadaらの報告に準じて、人工骨SYNBONEを用いて、AO
分類A型の擬似骨折モデルを作成し橈骨遠位掌側から荷重負荷し、(実験１)軸方向静特性試
験、(実験２)繰返し荷重特性試験(1000、2000、3000回)、(実験３)曲げ静荷重、(実験４)曲げ
繰り返し荷重(3000回)を行った。また、新鮮凍結屍体を用いて(実験５)AO分類C-２型の骨折モ
デルを作成し、静荷重負荷試験にて、DSS群とNon-DSS群の力学的強度を計測した。結果】(1)と
(２)にて剛性と曲げモーメントは繰り返し荷重実験伴に全群間に有意差はなった。(３)と(４)
にて曲げ剛性と曲げモーメントは2列目のスクリュー本数の増加に対して若干の増加傾向が認め
られたが、全群間に有意差はなかった。しかし、対照のMonoaxial Locking palte（以下MLP）
とほぼ同様な力学的強度を認めた。全骨折モデルにおいてもロッキング機構のゆるみ、破損は
認められなかった。(５)DSS群の降伏点の平均は490N・mで、non-DSS群360N・mと比較して有位
に高値であった。考察）人工骨においてAPTUS2.5の力学的強度MLPと比べて同等であったが、2
列目のスクリュー本数や角度の違いによる固定力に有意な差は認められなかった。新鮮凍結屍
体において、DSS法の強度はnonーDSS群に比べ高く、有用性が認められた。
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掌側ロッキングプレートにおける螺子突出とskyline viewの有用性
Efficacy of skyline view for the detection screw protrusion related to a volar locking plate of distal radius

○角田 憲治1, 石井 英樹1, 園畑 素樹2, 浅見 昭彦1

1佐賀社会保険病院　整形外科, 2佐賀大学医学部　整形外科

【はじめに】
橈骨遠位端背側骨皮質は凹凸が多い特徴的な形状をしている。そのため、掌側プレートを使用
する場合、遠位螺子の背側突出が検出されず、伸筋腱断裂の原因となることがある。単純X線撮
影におけるskyline viewは手関節掌屈位で橈骨遠位端背側骨皮質に対し接線方向にX線を照射し
撮影する手関節軸位撮影方法であり、skyline viewは側面像に比べ螺子突出の検出率が高いと
報告されている。今回、掌側ロッキングプレート術後の遠位螺子突出の有無を術後単純X線
skyline view撮影を用いてレトロスペクティブに調査したので報告する。
【対象と方法】
2009年2月から2012年1月までに当院で掌側ロッキングプレートを用いて治療した橈骨遠位端骨
折のうち、skyline viewを撮影できた20例を対象とした。この症例に対し、skyline viewを用
いて螺子突出の有無、螺子突出の部位を確認し、螺子突出による臨床症状、術者の経験値を調
査した。術者の経験値は、整形外科専門医であるかどうかを基準とした。
【結果】
遠位螺子総数は20手127本であった。そのうち、突出している螺子数は4手5本であり、突出の割
合は3.9％であった。腱の刺激症状や腱断裂を認めるものはなかった。螺子突出はすべて尺側
で、術者では、経験の少ない非専門医に多く、専門医で認めたものは関節内背側骨片を有して
いた。
【考察】
今回、術中に螺子の突出がないことを確認した症例の中に、臨床症状は認めないが螺子の突出
を認める症例が存在した。特に尺側の螺子、経験年数の少ない術者、背側に骨片を有する骨折
は螺子の突出が多く、注意が必要である。skyline viewを術中単純X線透視、もしくは術中単純
X線撮影で用いれば、螺子突出の見逃しを防ぐことができ、螺子突出による伸筋腱断裂などの合
併症の予防策となりうる。
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手関節外傷・疾患の病態・診断・治療―最新の知見を含めて
Pathomechanics, diagnosis and treatments of wrist disorders

○中村 俊康

慶應義塾大学　医学部　整形外科

複雑な複合関節である手関節の病態は多岐にわたり、近年の手術器械の発展により橈骨遠位端
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、舟状骨偽関節の治療、舟状月状
骨間靭帯損傷、DRUJ不安定性を呈するTFCCなどの治療はいまだ困難である。中枢骨片が壊死に
陥った舟状骨偽関節に対しては血管柄付きの骨移植と強力なheadless screwであるAcutrak
screw®およびAcutrak 2 screw®の併用が有用である。また、舟状月状骨間（SL）帯損傷に対し
ては背側手根骨間（DIC）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法や有頭有鉤骨間（CH）靭帯の中枢1/2を骨付きで採取したCH BLB（bone-ligament-
bone）を舟状骨と月状骨に小screwで固定する方法によって、比較的良好な成績が得られ
る。DRUJ不安定性が軽度かつ尺骨plus variance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ることから、
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。また、関節面
の不整を伴う橈骨遠位端関節内骨折に対しては手関節鏡視下での整復固定術の優位性が大き
い。今回はこれらの手術について詳細を解説する。
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骨代謝から見たリスクファクタ―
Risk factor in bone metabolism and osteoporosis

○楊 鴻生

兵庫医科大学ささやま医療センター　整形外科

橈骨遠位端骨折は骨粗鬆症に伴う代表的な脆弱性骨折の一つである。脊椎骨折や大腿骨近位部
骨折と異なり、生命予後に大きな影響を与えないため、骨代謝や骨粗鬆症との関わりについ
て、あまり関心が持たれていない。
脆弱性骨折としての本骨折の発生頻度は、萩野らによれば女性330-420/10万人年、男性は50-
140/10万人年で女性に多く、50から70年代の比較的若い年代に多く発生する。佐久間らの佐渡
島での調査では他の脆弱性骨折と異なり、屋外での受傷が64％であった。活動性があり前方へ
転倒することにより本骨折を受傷している。血中ビタミンD濃度と転倒の関係が最近注目されて
いる。ビタミンD投与により転倒予防が報告されており、骨代謝に影響するビタミンDが転倒と
関連することが注目されている。特に新しい活性型ビタミンD投与により橈骨遠位端骨折が有意
に抑制されていることが注目されている。
骨粗鬆症との関連では、Oyen（JBJS 2011）らは749例の本骨折とAge-matchしたコントロールよ
り、男性も女性も有意に骨粗鬆症症例のほうが骨折を引き起こしていたと報告している。ラロ
キシフェンの大規模RCT試験であるMORE studyでは、コントロール群において最初の骨折は橈骨
遠位端骨折が３％、脊椎骨折が３％であり、この2つの骨折が骨粗鬆症の進行において同じ程度
に発生することが報告されている。Sontagらは、骨代謝異常に伴う骨粗鬆症の発見に脊椎骨折
と同じ程度に重要な骨折であり、骨粗鬆症の最も問題となる骨折連鎖の最初の骨折としても注
目すべきであると指摘している。
脆弱性骨折としての橈骨遠位端骨折は、骨代謝を調整する多くの骨粗鬆症治療薬にて骨折頻度
を抑制でき、予防可能な骨折であることを知る必要がある。また橈骨遠位端骨折は大きなQOL障
害を引き起こす骨折連鎖の最初の骨折であり、骨粗鬆症の診断と治療開始の良いきっかけとな
る。
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保存治療の臨床成績
Clinical Results of the Conservative Treatment for Distal Radius Fractures

○高畑 智嗣

上都賀総合病院　整形外科

近年我が国では，プライマリケアの医療施設において，転位した橈骨遠位端骨折を治療せずに
転送する傾向が出て来た．そして転送先の病院には手術治療の流れができていて，保存治療は
必ずしも十分に尽くされていない．すなわち保存治療を積極的と消極的に分けると，積極的保
存治療は減少している．そうなった理由は，整復目標が高くなり，保存治療ではその達成が困
難で，達成出来ないと臨床成績が悪いと思われているからである．くわえて外固定中はADL制限
が高度で，外固定除去後は関節拘縮が難治と思われている．しかし昨年完成した橈骨遠位端骨
折診療ガイドラインは，青壮年者の整復目標はdorsal tilt 10°未満で，高齢者では許容され
る値はより大きいとしており，整復目標を高く設定する必要は無い．また，高齢者に対する手
術治療は必ずしも保存治療より有効ではないとしており，手術治療の適応は少ないと言わざる
を得ない．また，演者の前腕キャストはつまみ動作が容易でADL制限は軽度であり，最終的な
ROMも良かった．演者の保存治療73例の初診時のpalmar tiltを－30°，－20°，－10°で区切
り，転位の大きい順に1群から4群に分けてその平均値を比較したところ，１群(12例)は初診時
－33.9°が骨癒合時1.3°，２群(30例)は初診時－24.4°が骨癒合時－3.0°，３群(18例)は初
診－14.7°が骨癒合時0.4°，4群(13例)は初診時－4.6°が骨癒合時－0.9°であった．すなわ
ち初診時の転位が高度であっても保存治療で整復位を保持できた例が多かった．保存治療の成
績は元々悪くないのに近年は誤解されている．高齢者の橈骨遠位端骨折の多くは保存治療で患
者の満足が得られるので，保存治療を見直すべきである．
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート ―使用されている
プレートの現況―

The Current State of the Treatment of the Distal Radius Fracture in Japan-Trends of the Locking Plates-

○澤泉 卓哉1, 南野 光彦2, 小寺 訓江1, 友利 裕二1

高井 信郎1

1日本医科大学　整形外科, 2日本医科大学　武蔵小杉病院　整形外科

橈骨遠位端骨折の手術成績はロッキングプレートの開発により飛躍的に進歩し
た．2000年，Orbayは橈骨遠位端骨折に対して，軸圧を受けてスクリューが近位方向へ傾斜して
くるのを防ぐためのangular  stabilityと唯一強固な支持性のある軟骨下骨を支える
subchondral supportという２つの概念をもとに掌側ロッキングプレートを開発した． Orbayは
2002年の論文の中で，これにより腱損傷を軽減しうると述べているが，2003年にはすでにロッ
キングプレートによる屈筋腱断裂の報告が散見されるようになった．そこでOrbayは
2005年，watershed lineの概念を提唱し，このlineを越えないプレート設置が望ましいと報告
した．ロッキングプレートは主にこの流れに沿って開発され，現在使用可能なプレートは20種
あまりにのぼっている．本邦で2001年から初めて使用可能になったLCP-DRP(シンセス)は遠位設
置型であったが，2003年に本邦で初めて開発されたDRV Locking plate System(瑞穂医科) はす
でに近位設置型の設計となっており，その後watershed lineの形状や屈筋腱の走行を考慮した
近位設置でより薄い設計が主流となってきた．DVR(バイオメット)やStellar II(日本ユニテッ
ク),Hearty plate(瑞穂医科)に代表される，関節面を掌背両面から支えるためにロッキングス
クリューを2列の配置にした構造に変化する一方，Aptus2.5(MEシステム)やVariAx(日本ストラ
イカー)，VA-TCP(シンセス)に代表される，ロッキングスクリュー固定を多軸性にして軟骨下骨
をより正確に広く支持しうる構造へと進化してきている．しかし関節面に近い骨折では
Aculoc(小林メディカル)のような遠位設置型が必要で，骨折型によって取捨選択する必要があ
る．
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我が国の橈骨遠位端骨折に対する髄内釘を用いた治療の現況
Current State in Japan in the Treatment of Distal Radial Fractures with an Intramedullary Nail

○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

1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

現在橈骨遠位端骨折に対する手術治療の中心となっている掌側ロッキングプレートは，早期運
動に十分な内固定力を有している一方，大きな内固定材が骨の表面に存在することより軟部組
織への侵襲が小さいとはいえず，腱皮下断裂の合併症も多く報告されている．そこで，軟部組
織への侵襲をより小さくするために橈骨遠位端骨折用の髄内釘が開発された．本邦でも2006年
よりWright Medical社製MICRONAILが使用可能となり，現在年間約700例に使用されており，主
にcase seriesでの良好な治療成績が報告されている．
MICRONAILを用いた手術では，すべての筋肉および骨折部周囲の骨膜が温存され，近位横止めス
クリュー以外のすべての内固定材料が骨内に埋没するため，軟部組織への侵襲は最小限であ
る．一方内固定力に関しては，ほとんどの骨折型に対して強固な固定力を有する掌側ロッキン
グプレートと異なり，MICRONAILで十分な固定性が得られる骨折型は限定されているため，適応
の選択が重要である．背側転位型関節外骨折に対してはいずれの報告でも早期運動に十分な固
定性が得られており，良い適応である．関節内粉砕骨折は適応外であるが，単純な関節内骨折
や掌側転位型骨折に対する適応に関しては意見が分かれている．抜釘は基本的に不要である
が、抜釘を行った場合は大きな骨欠損が生じるため注意が必要である．長期成績の報告はな
く，術後再転位や再骨折などで再手術が必要となった場合の対処法の検討は不十分である．
したがって，背側転位型関節外骨折に適応を限定すれば，理論的には低侵襲性と強固な固定性
を兼ね備えた優れた治療法であるが，検討が不十分な問題も残されており，今後，多数の症例
と長期経過観察期間を有する質の高い比較研究が望まれる．
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橈骨遠位端骨折の治療と現況　合併症と遺残変形治療
Complications and malunions: distal radius fracture

○建部 将広, 平田 仁, 篠原 孝明, 山本 美知郎
栗本 秀

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】橈骨遠位端骨折は上肢の骨折で最も高頻度に認めるものであり、その治療は近年volar
locking plate（以下VLP）の使用により、解剖学的整復位保持と早期運動が可能になり成績の
向上が認められる一方、VLPによる合併症の報告も散見される。また、CRPSについてはある一定
の割合で遭遇するものである。また、遺残変形に対し、解剖学的矯正を目指し治療を行うべき
であるが困難であることも多い。今回我々はVLP使用群での合併症についての報告と変形癒合に
対しての治療を検討し報告する。
【方法】我々の診療グループで施行した361例のVLPによる治療群から術後合併症について調査
した。変形癒合に関して、橈骨矯正骨切り術（Openning wedge osteotoy+骨移植）を施行した
25例と遺残変形が主に橈骨短縮の症例に尺骨短縮術のみ単独で施行した18例を後向きに調査し
た。
【成績】術後合併症は11％に認められていた。最も多いものが手根管症候群であり、他に重篤
なものとしては長母指屈筋腱断裂が一例に認められていた。橈骨矯正骨切り術・尺骨短縮骨切
り術ともに術後成績の改善が得られていたが、尺骨短縮に関してはradial inclinationと短縮
量により握力に差が認められた。VLP治療群の中にCRPS発症による加療を必要としたものは見ら
れなかったが、変形癒合の症例のうち、修正手術の前に疼痛コントロールを3例に有していた。
【結論】合併症を定義することは困難であるが、昨年の日手会抄録集からはおよそ数％から20
％ほどであり、決して稀ではない。正中神経障害・腱障害（伸筋腱/屈筋腱）の頻度が高
く、VLPの施行に関しては何らかの見直しが必要と考えている。変形癒合の二次修正に関しては
掌背側の変形だけでなくradial inclinationや最終的な骨切り量も考慮に入れて術前の計画す
る必要がある。
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橈骨遠位端骨折後のハンドセラピィの実際
Hand Therapy for distal radius fracture

○櫛辺 勇, 藤岡 宏幸

兵庫医療大学　リハビリテーション学部

橈骨遠位端骨折は、上肢の骨折の中でも、臨床でハンドセラピィの行うことの多い外傷の１つ
である。近年、掌側ロッキングプレート内固定術の普及により、不安定型橈骨遠位端骨折に対
しても、術後早期に手関節のセラピィを行うことが可能になってきた。また、長期間の外固定
が不要となり、術後成績も向上している。
一般的に、橈骨遠位端骨折の一次的合併症として、TFCC損傷、尺骨茎状突起骨折、長母指伸筋
・長母指屈筋腱断裂、正中神経損傷、CRPSなどがある。特に、掌側ロッキングプレート内固定
術後の二次的合併症には手根管症候群や伸筋腱障害・屈筋腱障害の報告例も多い。
橈骨遠位端骨折後のハンドセラピィでは、運動療法、スプリント療法、物理療法、治療器具な
どを用いた方法などが行われ、良好な成績を獲得するには、適切な評価やセラピィを実施する
ことが不可欠である。運動療法では、浮腫・腫脹、手指の関節拘縮、腱の癒着を予防するとと
もに、手関節の運動による矯正損失に注意しながら、手関節・前腕の関節可動域や筋力を再獲
得することが目的となる。スプリント療法では、TFCC損傷などの手関節尺側部痛や前腕の回旋
障害に対するスプリントが用いられている。また、在院日数の短縮に伴い、自宅での自主トレ
ーニングや家事動作などの具体的なADL指導も術後成績やQOLの向上に重要である。セラピィを
行う上で最も重要なことは、手外科医と連携を保ちながら、合併症に留意し疼痛を生じさせ
ず、ゆっくりと愛護的にセラピィを実施し、症状に応じて臨機応変に対応することである。
掌側ロッキングプレート内固定術後のプロトコルとともに、運動療法、スプリント療法を中心
に、橈骨遠位端骨折後のハンドセラピィの実際について述べる。
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橈骨遠位端骨折に対するアキュロックプレートの使用経験
Acu-Loc plate for the surgical treatment of distal radius fracture

○安部 幸雄, 吉田 紘二

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する現在の手術治療の主流は掌側ロッキングプレート固定で
あることは明らかである．アキュロックプレートはロッキングプレートの中でも比較的早期に
本邦に導入された．当初その特徴はchauffeur 骨片を尺側近位からスクリューを打ち上げ固定
することにあったが，昨今の他のプレートと比較すると，関節面中央の軟骨下骨をsingle
tieredで支えるデザインであること，monoaxial のロッキングタイプであること，watershed
line を超えた遠位設置であること，また最近導入された flag-loc screw system は背側骨片
を強固に固定できる，などである．問題点は遠位設置であるため屈筋腱皮下断裂を生じる危険
性が高い，関節面との接点がロッキング部分より遠く，稀にスクリューが折損すること，など
が報告されている．今回，当科における使用経験について報告する．【対象】当科では2006年
より本プレートの使用を開始し，現在までに170例を超える症例に使用してきた．【結果】屈筋
腱皮下断裂は1例で長母指屈筋腱の断裂であり術後3年で生じた．原因は palmar tilt の整復不
十分によるプレートの掌側骨皮質からの浮き上がりであると思われた．スクリューの折損は3例
に認めたが，いずれも矯正損失はわずかであった．【考察】使用感としては小侵襲手術にはガ
イドが大きいが，反面スクリュー挿入時のブレが少ない．数少ない遠位設置であり，掌側骨片
が小さい場合はbuttress が得られる．屈筋腱の断裂は整復を正確に行いプレートの浮き上がり
をなくし，さらに方形回内筋，骨膜による被覆，フォロー時の聴診によるモニタリングによ
り，危険を早期に察知し抜釘を行うことにより予防できる．
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橈骨遠位端骨折に対するメイラ橈骨遠位端プレートシステムのコツ
とピットフォール

Knack and Pitfalls for Meira Distal Radius Plate System for Distal Radius Fractures

○森谷 浩治, 牧 裕, 坪川 直人, 成澤 弘子
吉津 孝衛

財団法人新潟手の外科研究所

【目的】2009年に私達は掌側皮質骨の整復を前提とするP-Plateと軟骨下骨支持を獲得するため
にwatershed line上の設置となるD-Plateを備えたメイラ橈骨遠位端プレートシステム(MDRPS)
を開発した。今回、実際の治療成績を呈示し、本プレートシステムを使用する際のコツとピッ
トフォールについて報告する。【対象と方法】2010年の1年間にMDRPSを用いた橈骨遠位端骨折
123(男性33、女性90)例を対象とした。手術時年齢は19-85(平均59.3)歳、骨折型はAO分類でA2
49例、A3 1例、B3 3例、C1 39例、C2 1例、C3 30例であった。全例、関節内・外骨折を問わず
軟骨下骨支持よりも掌側皮質骨の整復を重視し、111例をP-Plate、残りの12例をD-Plateで内固
定した。経過観察期間は12-75(平均36.9)週であった。以上の対象について、術後合併症、X線
計測および2010年森谷・斎藤橈骨遠位端骨折治療成績評価法(MS2010)を調査した。【結果】D-
Plateを使用した症例に手根管症候群(CTS)と長母指屈筋腱断裂が1例ずつ、P-Plate使用の1例で
もCTSが術後認められた。皮質骨の粗鬆化が著しい2例で近位螺子の弛みが発生した。X線パラメ
ータの整復位損失は尺側傾斜2.4°、掌側傾斜1.4°、尺骨バリアンス0.9mm、関節面間隙0mm、
段差0.02mmであった。2例で関節面の段差が増大し、いずれも月状骨窩が矢状面中央で掌・背側
に二分する骨折(月状骨窩二分骨折)に対してP-Plateを使用した症例であった。MS2010では優
101例、良21例、可1例であった。【考察】MDRPSにおいてX線パラメータの損失を極力抑えるた
めのコツは掌側皮質骨の整復に尽きる。D-PlateでのCTSや腱断裂の発生、皮質骨高度粗鬆例、
月状骨窩二分骨折に対するP-Plateの使用には注意を要する。予防には適切なプレート選択や手
術手技に徹することが必要である。
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Stellar 2 plateによる掌側ロッキングプレート固定術のknack and Pitfall
Knack and pitfall of volarlocking plating by using Stellar2 plate

○坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 岡崎 敦1, 竹元 暁1, 齋藤 知行2

1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

【はじめに】橈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鬆症を基
盤とした高齢者に生じる低エネルギー外傷がある．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や関節面が多骨片に
骨折している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．【stellar
plate】2005年にmonoaxial volar locking plateであるstellar plateを開発し臨床使用を開始
した．日本人の橈骨遠位端形状より多くの症例に適合出来るようにプレートサイズは3種類．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，プレートの橈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ャンセラススクリューを開発した．本プレートシステムを使用したマ
ルチセンタースタディーデータを基に合併症が少なくより強固な固定性が得られるstellars 2
plateを開発した．stellars 2 plate は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double raw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Watershead lineに拘らず橈側にbuttress効果を有する形状を踏襲した．今回は Stellar 2
plateによる固定術のコツと落とし穴について述べる．
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橈骨遠位端骨折に対するHearty  plate固定のコツとピットフォール
The art and pitfalls of Hearty plate fixation for distal radius fractures

○長田 伝重1, 高井 盛光2, 亀田 正裕2, 玉井 和哉2

野原 裕2

1獨協医科大学日光医療センター　整形外科, 2獨協医科大学　整形外科学

掌側ロッキングプレート(VLP)固定法が橈骨遠位端骨折手術治療のgold standardとなって以
来、近位設置型や遠位設置型、単軸性や多軸性ロッキング機構など、多種多様のプレートが使
用されている。また近年、VLPの問題点として屈筋腱損傷、正中神経麻痺、関節内骨折に対する
固定性の限界が課題となっている。われわれは屈筋腱や軟部組織損傷の軽減、関節内骨折の固
定性向上を目的として、単軸性・近位設置型であるDRV Locking plate の発展型であるHearty
plateを開発使用している。Hearty plate固定のコツ：プレートの固定性を最大限発揮するため
に、術中にテンプレートを橈骨遠位部に当てて尺側はlunate facet、橈側は橈骨茎状突起に
locking pinが刺入できる適切な幅のプレート（standerd型21.5mm幅、wide型24.5mm）を選択す
る。軟骨下骨にlocking pinが刺入されるよう適切な位置にプレートを設置する。また、関節内
骨折ではlunate facet にlocking pinを可能な限り2本刺入するように心掛ける。関節内骨片で
背側骨片の引き寄せが必要であれば Locking half screwを用いる。Condylar stabilizing法を
行う際は、任意の角度に固定可能な専用固定器をプレートに設置することで本法が正確に容易
に行える。関節内骨折で関節面の陥凹再転位が危惧されるときにはK-W刺入ガイドを用いて格子
状固定を行う。ほとんどの骨折型で人工骨の補填は考慮しなくて良い。ピットフォール： プレ
ートの設置位置を誤ると橈骨茎状突起にlocking pinが刺入不可能となり、関節内骨折では固定
性が不良になることがある。骨幹部用スクリューのデプスゲージは2mm出るよう設計されている
ため、プレートと橈骨に隙間のある状態ではスクリューが予想以上に背側に突出することがあ
る。本プレートを用いた治療例を示し、治療成績についても言及する。
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DVR® Anatomic Volar Plating Systemによる橈骨遠位端骨折の手術治
療

Clinical results of osteosynthesis of distal radius fractures using DVR Anatomic Volar Plating System

○渡邉 健太郎

名古屋掖済会病院　整形外科

【緒言】当科は1970年代より橈骨遠位端骨折に対してプレート固定術を行っており、2000年か
らは掌側ロッキングプレートを導入してきた。これまで数種類のプレートを使用してきた
が、2011年からはDVR® Anatomic Volar Plating System（バイオメット・ジャパン）を使用し
ている。
【DVR Anatomicプレートの特徴】1.プレートの橈骨接触面が解剖学的形状でかつプレート先端
がwatershed lineを超えない。2.遠位骨片を固定する2列のロッキングスクリューが交差し関節
面を3次元的に軟骨下支持する。3.プリセットされたロッキングガイドによりドリリングを容易
にし手術時間を短縮する。
【症例】これまで使用した症例数は135例138肢でこのうち術後6週間以上観察し得た112例115肢
を対象とした。男性28例、女性84例で平均年齢は64歳であった。骨折型はAO分類
A2：29肢、A3：3肢、C1：8肢、C2：39肢、C3：36肢であった。追跡期間は平均111日であった。
【手術方法と後療法】手術は傍FCRアプローチを用い、方形回内筋は一時的に橈側より切離反転
しプレートを設置した。骨移植や追加固定は行わなかった。骨折型にかかわらず術後3日目より
ギプスシーネを除去し手関節の自動可動域訓練を開始した。
【術後評価】最終評価時の可動域対健側比は、回内97％、回外95％、背屈87％、掌屈84％、橈
屈89％、尺屈90％で、握力は72％であった。レントゲン像は、volar tilt 8.4度（健側
11.8度）、ulnar variance 1.8mm（健側1.6mm）、radial inclination 24.0度（健側25.8度）
であった。各パラメータとも矯正損失はほとんどなかった。1例に術後1か月でEPLの皮下断裂を
生じたが、感染やFPL断裂、正中神経障害を生じた症例はなかった。
【結語】DVR Anatomicプレートは多様な関節内骨折にも対応できる汎用性の高い掌側ロッキン
グプレートである。
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橈骨遠位端骨折に対するVariAx plateの治療成績とピットフォール
Clinical Results and Pit-fall of Distal Radius Fractures using VariAx Plate

○戸羽 直樹1, 岡田 祥明1, 下門 範子2, 三浦 裕子2

1北九州総合病院　整形外科, 2北九州総合病院　リハビリテーション科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する手術療法では、掌側ロッキングプレートが第一選択とな
ってきている。我々はリハビリを含め3ヵ月間の治療メニューを作成し実践している。手術では
できる限りintermediate  columnを支えることに留意する。使用機種はVariAx
plateで、Watershed lineを考慮しながら、尺掌側の月状骨窩骨片へのバットレス効果が期待で
きる尺側凸の形状と、スクリューが±15度の振り幅で挿入できることが特徴とされている。今
回我々はVariAx  plateの短期治療成績の報告とピットフォールを検討したので報告す
る。【症例】症例は2010,1月より2012,6月までに手術を行った106例（女性89例、男性17例、平
均年齢65.6歳）で、骨折型はAO分類A型39例、B型7例、C型60例であった。手術は掌側プレート
の単独使用で、追加手技は、βTPCの補填が34例、橈骨骨軸に長く骨折線を認めた2例に横止め
を行った。【結果】術後3ヵ月での平均矯正損失はRIが-0.48°、PTが-1.37°、UVが-0.42mmで
あった。矯正損失がRI,PTで5°以上、UVが2mm以上を転位群とすると,RIでは2例(2%)、PTが7例
(7%)、UVが2例(2%)であった。平均DASHスコアーは20.7。可動域は背屈65.2°、掌屈57.5°、回
内77.9°、回外85.8°であった。【合併症】3ヵ月を超え現時点まで、深部感染・腱断裂は無
く、手根管症候群が2例、C3-1の１例に橈骨手根関節掌側亜脱臼を認めた。【問題点】プレート
サイズが大きな症例を8例、スクリューの緩みを1例に認めた。【結論】VariAx plateは橈骨遠
位端骨折の治療に有効なPlateである。
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APTUS2.5を用いた橈骨遠位端関節内骨折に対するdouble-tiered
subchondral support法のコツとピットフォール

The Knack and Pitfal of the Double-tiered Subchondral Support Method for Distal Radius Joint Fractures

with APTUS2.5

○富田 一誠1, 川崎 恵吉2, 稲垣 克記3, 池田 純3

上野 幸夫4

1昭和大学附属　豊洲病院　整形外科, 2昭和大学横浜市北部病院整形外科

3昭和大学医学部整形外科学教室, 4太田総合病院附属太田西の内病院整形外科

【はじめに】治療に難渋する橈骨遠位端関節内骨折は、関節面を解剖学的に整復し、その整復
位を保持し、早期に可動域訓練を可能にすることが重要である。我々は、透視下に関節面の整
復を確認後、polyaxial locking plate（以下PLP）の遠位2列のスクリューで、関節面の背側と
中央を支えるdouble-tiered subchondral support法（以下DSS法）を行い、これまでその有用
性について報告してきた。しかし、その強度や透視・手術時間の延長、手技の煩雑さなどの問
題点も存在する。今回は、AP TUS2.5を用いた関節内骨折に対するDSS法の治療成績、及びその
コツとピットフォールについて報告する。【対象と方法】対象は、橈骨遠位端関節内骨折に
APTUS2.5を用いて治療を行った81例で、遠位2列に2本以上交差させたDSS法のD群58例と遠位1列
のみの非DSS法のN群23例に分けた。D群：N群の平均年齢は63.5：55.9歳、経過観察期間は
11.6：11.9ヶ月、骨折型はColles/Smith typeが51/7：17/6手、AO分類C3型が48：20手であっ
た。今回、両者の画像評価と臨床評価を比較検討した。【結果】Cooney scoreの平均はD群：N
群で、89.5：87.6poinであった。X線評価で各種パラメーターの矯正損失は、UVが-0.8：-
0.7mm、VTが-0.5：2.0°、RIが-0.8：-0.5°で、VTでD群が有意に整復位を保持してい
た。【考察】APTUS2.5によるDSS法は、粉砕骨片の整復位の保持に優れており、関節内骨折にも
有用であった。DSS法は、関節面の背側と中央の軟骨下骨を捉えることが重要であるが、その手
術手技の煩雑さや強度に対しては、特殊な3連スリーブやガイディングブロック、トルクレンチ
の使用が一助になると考えた。
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橈骨遠位端骨折に対するVA-TCP®固定のコツとピットフォール
The knack and pitfalls of surgical treatment of distal radius fractures with Variable Angle Two-Column

Distal Radius Plate (VA-TCP®)

○池上 博泰, 眞宅 崇徳, 吉澤 秀, 武者 芳朗
金子 卓男

東邦大学医学部整形外科学講座

【はじめに】現在、国内で使用可能な橈骨遠位端骨折に対するプレートは種々のものがあり、
ロッキングプレートだけでも10種類以上ある。このなかで、シンセス株式会社が扱っている
Variable Angle Two-Column Distal Radius Plate 2.4mm（以下VA-TCP®）についてその特徴、
手術のコツとピットフォールについて報告する。
【VA-TCP®の特徴】1.サイズバリエーションが豊富で、プレート幅が19.5, 22.0, 25.5mmと3種
類あり、長さも2-5穴(42-77mmまで)と各4種類、計12種類ある。2.橈骨遠位端の骨形状にフィッ
トするように3次元プレベンディングされている。3.±15度の振れ幅を有する可変式ロッキング
機構で、トルクリミテーションアタッチメントを装着したドライバーがある。4.プレート中央
の穴から骨折部への操作が可能である。
【VA-TCP®のコツとピットホール】プレートの最遠位部の仮固定用のKワイヤーホールを使うこ
とで、プレートの設置は容易である。多くの骨折例では、ガイディングブロックを用いること
で、簡易なステップで正確にスクリューを挿入可能である。角度可変モードを用いる際には、
専用の漏斗型スリーブを用いることで±15度の振れ幅を確保できるが、スクリューの関節内穿
破には十分に注意する必要がある（私たちは軟部組織損傷の評価も兼ねて固定前後に関節鏡を
行っている）。DSS(Double-tiered Subchondral Support)法も可能であるが、遠位2列目は2本
しかスクリューが挿入できないので、その刺入角度は慎重に決定する必要がある。
【結語】すべての橈骨遠位端骨折を1種類のプレートで治療するには限界があるので、それぞれ
のプレートの特性を十分に理解して、適正なプレートを用いることが大切である。
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手術する手外科開業医の楽しみと苦しみ　－その中から推奨する手
術：de Quervain病に対する腱鞘再建手術－

Joy and Agony of the Practioner of Hand Surgeon-My Recommended Surgery: Reconstrution of the

Pulley for De Quervain's Disease-

○麻生 邦一

麻生整形外科クリニック

大分市内に無床診療所を開設して18年になる。それまで国立病院、県立病院、国立大学病院に
勤務して来たが、非能率的、官僚的な診療を肌で感じていた。自分の思い通りに自由に、そし
て効率的に診療したいと考えて開業した。開業時どういう開業医になりたいかと自問し、これ
まで勉強してきた手の外科と好きなスポーツ整形外科を旗印にして、そしてメスは捨てずに行
こうと考えた。外来手術なので上肢は伝達麻酔であるが、ほとんど腋窩ブロックを行い、橈骨
神経領域を完璧に効かしたい場合にのみKulenkampff麻酔を用いる。斜角筋間ブロックを上手に
行えば鎖骨から肩の手術も可能である。全身麻酔や腰椎麻酔が必要な症例には教室の後輩がい
る市内の民間病院に行って一緒に手術をしている。この病院と病診連携を諮り、risk
managaementも委ねている。自院の手術は毎朝外来診療前の8時過ぎから始め、10時頃から外来
診療を行うことが他院と違う点であろう。また経皮的腱鞘切開などのごく簡単な手術は外来処
置室で行っている。ちなみに2011年の手術例数は、自院317例、他院88例、合計405例であっ
た。すべての症例に対して、初診時から最終診察まで自分が診る、これが開業医の大きな魅力
でもある。しかし苦労も多い。患者が多すぎたらきついと言い、少なくなれば心配するのは開
業医の常である。最大の苦労は人事である。とくにスタッフが辞めていき、なかなか補充され
ないときは辛いものがある。開業してからたくさんの手術を経験した中から、ドケルバン病に
対する腱鞘再建手術（腱鞘腔拡大手術）を推奨したい。従来より背側第1区画を切離するだけの
手術がなされて来たが、腱の狭窄を開放すると同時に、腱脱臼を予防するべく腱鞘を再建する
方法を考案した（日手会誌、18：792－794，2001）。優れた成績であり、推奨したい。
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手外科医と開業（専門性を持った家庭医）
Hand Surgeon (Family doctor with the specialty)

○山下 仁司

医療法人慶仁会　やました整形外科

　19年間の大学中心の手外科の研鑽、3年間の関連病院勤務の後、2001年4月に開業した。直接
の動機は、勤務病院の理事長の薦めがあったことであり、勤務病院のすぐ近所での開業であっ
た。水曜日を休診とし、勤務していた病院での手術を続ける形式である。病院へ直接入院する
整形外科症例や当院からの手外科入院症例を、大学から派遣された2名の後輩とともに、手術し
ている。外来手術は、自院でも行う。手術症例は、2001̃2011年までで、1825例であった。地域
内の手外科症例検討会の開催等により、専門性の高い症例の相談・紹介等の連携も多い。日本
の医療保険制度の下では、手術手技料は安く抑えられており、一人開業医が手術のみで生計を
たてることは難しく、外来診療に時間を裂いた方が経営的には有利である。忙しくなる、訴訟
のリスク負うなどの欠点もあり、開業時にコンサルタントは手術を続けることを奨めなかっ
た。しかし、専門性を持った手術を続けることは、a.家庭医としての評価の向上、b.自分自身
のモチベーションの維持、c.技術を生かした社会貢献及び卒後教育への参加、d.病院医師不足
に対する人的サポートなどの長所も多い。ストレスもあるが、今も手術は続けている。開業
後、241例に行った経皮的腱鞘切開術は患者のNEED、満足度ともに高く、外来手術として最も推
奨する手術である。指先の感覚を頼りにしたラーニングカーブの勾配が緩やかな手技ではある
が、有用な方法であった。
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パネルディスカッション手術する手外科開業医の楽しみと苦しみそ
の中から私が推奨する手術

Pleasure and hardships of a practicing hand surgeon

○政田 和洋

政田整形外科リウマチ科

【開業に至るまで】演者は1978年に大学を卒業し1983年に大学の助教になって以来　先天奇形
　外傷　骨延長　リウマチ手と手外科一筋に歩んできた．1998年からは大阪労災病院で安田匡
孝先生と一緒に年間約400例の手術を行ってきた．このまま手術をしながら定年を迎えることに
決めていたが諸般の事情により2004年に大阪労災病院の門前で政田整形外科リウマチ科を開業
した．
【医院の特徴】開業に際しては勤務医時代に専門としていた手外科の手術を引き続き行うこと
にした．外来手術は医院内で行い全麻下の手術は近くの病院（五谷寛之先生の清恵会病院と岡
久仁洋先生のベルランド総合病院）で行うこととした．
【手術】開業以来8年間に行った手術は550例（外来手術517例　全麻下手術33例）である．
【手術の楽しみと苦しみ】ささやかながらも手術を継続できること　遠くから手術を希望して
来院する患者さんがいることは手外科をやってきてよかったと思う瞬間である．手術は安定し
た成績が得られることが必要でありchallengingな手術ができないのが苦しみであろう．
【私が勧める手術】全麻下の手術は二つに絞っている．リウマチに対するmodified Sauve-
Kapandji法と母指CM関節症に対するKaarela法である．いずれも手慣れた手術であり安定した成
績が得られる．mucous cystは骨棘切除のみで治ることも開業して初めて知った．
【考察】手外科の手術は股関節や脊椎の手術と異なり術後の歩行が可能であり術後の出血も問
題にならないので開業後も手術を続けることが可能である．今後手外科専門医の開業は増加し
ていくものと思われるがバネ指や手根管症候群の手術は基幹病院ではなく熟練した手外科開業
医が行う方がよいと考えている．
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無床診療所における手術への挑戦
The Challenge of Operation in the Clinic

○吉村 光生

吉村整形外科医院

【目的】無床診療所を23年前に開業したが、それまでの大学勤務医時代と同じ治療を目指した
ので、当然日帰りで手術を行わざるを得なかった。日帰り手術を安全に行うため、手術方法・
麻酔法・術後管理などを工夫し、また小皮切手術、鏡視下手術、微小外科など低手術侵襲を心
がけた。連携病院と協力することにより、再接着術、遊離組織移植、血行再建術など血栓形成
の恐れのある手術にも対処した。【対象と方法】麻酔は各種神経ブロックの単独またはそれら
の組み合わせや局所麻酔を多用したが、全身麻酔や腰椎麻酔も行った。全身麻酔は29例で、う
ち25例は12歳以下であった。しかし浸潤神経ブロックを考案して以来、5歳以上であれば神経ブ
ロックで手術可能となった。　帰宅後の注意や合併症について、術前後に繰り返し説明し、患
者から常時連絡可能な体制を整え、連携病院への受診や連絡法も説明した。　年間の手術件数
は約650件で、当院で600件、連携病院で50件であった。手の外科の主な疾患はバネ指、手根管
症候群、肘部管症候群、腱の手術、骨折、ガングリオンなどであった。微小血管外科はストレ
スが多いが積極的に取り組み、術後は連携病院に転医し術後管理を行った。切断指再接着術は
145例193指で生着率99.5%で、麻酔は神経ブロックが大部分で、全麻は6例のみでうち4例は小児
であった。足趾移植による手指の再建は133指で、足趾の採取は腰麻、手は神経ブロックで行っ
た。　腱損傷で早期運動療法、腱剥離術、関節受動術など頻回の通院が必要な場合はやや問題
であった。【結語】無床診療所でも種々の手術が可能で、さらに連携病院と協力すれば、ほと
んどの手術が可能で、特に問題となった症例は経験していない。
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手術する手外科開業医の楽しみと苦しみ
Pleasure and suffering that can be obtained by the practitioner of Hand surgeon to the surgery

○後藤 均

ごとう整形外科クリニック

2002年に開業し10年になる。現在年間700件以上の手術を行っている。開業３ヶ月目に局所静脈
麻酔で事故を起こした。15歳男児の手掌軟部腫瘍摘出で、15分以内に手術が終わり、タニケッ
ト解除直後に全身の痙攣発作とともに意識消失した。痙攣により開口困難だったが、何とか挿
管し救急センターへ搬送した。新人看護婦による薬剤取り違えと確認の怠りによる麻酔中毒で
あった。３日間意識が戻らなかったものの、その後ほとんど後遺症なく社会復帰した。５年で
示談になったが、その間は生きた心地のしない日々であった。事故後は職員のヒヤリハットを
習慣化させ、安全管理の教育を行うとともに何事にも2名以上での確認を徹底することで、重大
事故は起きていない。手術の50％は腕神経叢麻酔で、残りは局所ブロック麻酔での日帰り手術
である。医師の携帯番号を患者に知らせておき、急変時には対応できる体制をとっている。術
後は夜間に患者自宅へ電話をかけ、状況確認を行っている。術後早期からOT介入を行い、医師
の負担や見落としを最小限に抑えている。最近では楽天イーグルスの手の外傷治療も行うよう
になった。治療だけではなく患者の家族や社会的事情にも踏み込んだ関係がもてるのも開業な
らではと考える。入院を置かないことで週末休みは自由にとれ、趣味である登山や自転車、家
族との時間に集中できオンオフのメリハリがついている。福利厚生で職員旅行を行い、職員間
の関係も良好になっている。ただ女性職員が多いため、結婚退職や産休などの欠員が悩みの種
になっている。さらに募集してもなかなか応募がなく、人員確保には苦労させられる。現在宮
城手のリハ研究会を毎年行っておりOT育成を図っている。今後は当院の医師を増員し手外科医
の後進育成を行っていきたい。
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手術する手外科開業医の楽しみと苦しみー開業してからの２１年間
を顧みてー

Reflecting on what I did in 21years as a practicing hand surgeon.

○石黒 隆

いしぐろ整形外科

大学を卒業して４０年になる。手外科専門医になったのはかなり経ってからであるが、１９年
間大学および関連病院で多くの症例を経験した。在局時代は頚髄損傷患者の上肢機能再建と取
り組み、伸筋腱皮下断裂に対する減張位早期運動療法やマレット骨折に対するclosed
reduction（石黒法）などを報告した。４３歳でいしぐろ整形外科を箱根の無医地区で開設し
た。開業当初から時間的なゆとりを持つため、診療所は３日半の診療とし、横浜の病院を手伝
うことにした。担当日には手外科症例を集めて頂き、多くの症例を経験した。箱根の患者も横
浜まで手術を受けに来てくれて、術後は箱根で診療した。開業しても学会活動は続けるという
強い意志を持っていた。開業後にも、１）指基節骨・中手骨骨折に対するＭＰ関節屈曲位での
早期運動療法（いわゆるナックルキャスト）、２）PIP関節の背側脱臼骨折に対するclosed
reduction、３）PIP関節の掌側脱臼骨折に対するclosed reduction、４）橈骨遠位端骨折に対
するclosed reduction、５）上腕骨近位端骨折に対する下垂位での早期運動療法、６）陥入爪
に対するアルミホイル挿入療法などの治療上の工夫などを報告してきた。当時から保存的治療
を優先していたので、手術的治療は本当に必要な手術に限って行っていた。簡便で治療成績の
良いこれらの方法は患者さん達に現在でも喜ばれている。平成２２年（６２歳）で小田原市に
診療所を移転した。院長が他界し、横浜の病院は閉院されたので、現在は外傷などの限られた
手術しか行っていない。逆に、交通の便が良くなり，大学や関連病院の手外科専門医に患者さ
んを紹介するようになった。開業当初から既存の病院と連携することによって手術的治療を自
分自身で行うという形を選択したが、私にとっては非常に良い選択であったと思う。
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PIP関節の屈曲拘縮を伴うばね指の手術―「たかがばね指,されどば
ね指」―

Complete release of A2 pulleys on the snapping fingers with flexion contracture of PIP joints.

○貞廣 哲郎1, 中島 紀綱1, 柴田 敏博2

1医療法人ハンズ高知　フレッククリニック, 2医療法人柴田会　しばた整形外科

【目的】PIP関節に屈曲拘縮を合併するばね指に対し,A2 pulleyを完全に解離することにより,
容易に治療できるという報告を追試し,その問題点を検証すること.【対象】対象は2011年8月か
ら2012年3月までの間に,このような手術を行った24例43指である.麻酔は吉村変法による腋下腕
神経ブロックを用いる.皮切は麻生邦一氏の再提唱されたMP関節padのcreaseに沿う縦切開と
し,proximal finger crease及びdistalまたはmiddle palmar creasesを超えないものとし,この
切開からA2 pulleyの完全切開音が感じられるまでの切開を行い,術翌日からfull ROMを目指す
運動療法を開始した.【結果】24例43指中3例3指(7%)にbowstringによると思われるPIP関節屈曲
制限を生じた.【考察】まず我々の従来の治療方針は,弾発現象のある症例には田中寿一本学会
長に教えて頂いた経皮的腱鞘切開を行う.弾発現象のあきらかでないものに対してA1 pulleyの
切開に加え,中枢のaponeurotic pulley及び,腱滑膜切除に加えてA2 pulleyの中枢部分の切開を
行い,翌日よりセラピスト指導下に運動療法を行う.数日,または数週の観察でPIP関節の完全伸
展の困難な症例に対し,joint jackを処方するものである.今回A2 pulley切開を行ったもののう
ち,3指(7%)に危惧された通りのbowstringと思われる症状を認めた.従来A2 pulleyを切開すると
このような現象が生じることは常識であったと思われる.しかし我々の症例でもその頻度は極め
て少ない.そこで,報告者の方法との違いや,文献的考察を加えて報告する.
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手外科を目指す形成外科医へ：手外科conceptから全身の再建術が生
まれる

For plastic surgeons learning hand surgery :Concepts of hand surgery creates new reconstructive surgery

○光嶋 勲

東京大学医学部形成外科

手外科の歴史を顧みると、手の機能と感覚、整容の改善を目的とする術式の開発は常に進化し
続けとどまることがない。手外科の進歩は現在までに至る形成再建術の源流となるものであっ
た。これまでの再建外科の歴史を顧みると多くのconcept、新術式が手外科から始まっている。
切断指再接着の成功（1965年）は遊離組織（皮弁）移植や趾移植につながり、橈骨偽関節への
腓骨移植（1973年）から各種血管柄付き骨移植が開発された。Volkman拘縮への大胸筋移植術
（1976年）は各種筋移植術の開発につながり、正中神経欠損に対する有茎尺骨神経移植は各種
の離血管柄付き神経移植に発展し、橈側前腕皮弁の発見からALT,　DIEP,　TAP flapなどの全身
の穿通枝皮弁が開発されてきた。そして、指尖再接着の成功からsupermicrosurgery(超微小外
科）の応用が始まり1990年ごろより，本格的な穿通枝、リンパ管、神経終枝（直径0.3-0.8mm）
の剥離吻合がなされ始めた。この手技を用いた穿通枝皮弁による再建術は，日本から発進され
1997年以後世界中で講習会が開催され続けている。このような挫滅された指末節再接着、最小
限の部分足趾移植による指尖再建や先天指欠損の再建、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，また、過去20年間にわたる局麻下のリンパ管
細静脈吻合術や血管柄付きリンパ管移植の有効性も確認され、乳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。さらに、各種遊離穿通枝皮弁（足底皮弁，flow-through型
前大腿＆広背筋穿通枝皮弁など）による低侵襲再建術も進歩し続けている。今回は、手外科基
本手技とconceptの取得こそ未来の新しい形成再建術式開発のための必須条件となるものである
ことを強調したい。
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手の外科における保険診療
Hand Surgery Practices in the Japanese Medical Insurance

○牧野 正晴

新潟逓信病院　整形外科

平成22年度、および24年度の医療保険大改訂年度に手の外科関連の術式を含め手術点数の大幅
改訂が行われたことは我々外科医にとって大いに歓迎するところであった。この成果を得るた
めには先輩達から受け継いできた厚生労働省に対する、日本手外科学会および日本整形外科学
会等の社会保険委員会、またそれらを構成単位とする外科系学会社会保険委員会連合（外保
連）活動を通した活動がある。
平成25年度は小改訂の年度であるが、その中で行われた手の外科に影響する変更点の紹介およ
び解説を予定している。
例年聴衆の関心の高いQ&Aをできるだけ多く用意する予定である。例題として提示する保険請求
計算式は、医科点数表の解釈（通常、青本）にのっとっているが、必ずしも全国の支払い基金
で一律同様の解釈がなされているわけではないことを付け加えたい。
このほか、概観であるが、日本の国民皆保険医療制度を諸外国の保険制度と比較し、今後の我
が国の保険制度のあり方を考えてみたい。
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前骨間神経麻痺の砂時計様くびれに対する神経束間神経剥離術
Interfascicular Neurolysis for the Treatment of Hour-glass like constrictions in the Anterior Interosseous

Nerve Palsy

○砂川 融, 中島 祐子, 四宮 陸雄, 中林 昭裕
越智 光夫

広島大学大学院医歯薬保健学研究院上肢機能解析制御科学

【目的】当科で行なっている特発性前骨間神経麻痺に伴う砂時計様くびれに対する神経束間神
経剥離術の実際について紹介する。【手術方法】肘関節レベルでTinel様徴候のある部位を中心
に正中神経を展開する。手術用顕微鏡下に神経束を注意深く観察し、神経束の腫脹や線維化の
有無を確認する。１ないし２本の神経束に上記病変が確認されるとその周囲の神経周膜をでき
る限り鋭的に剥離していく。他の神経束と比較し明らかに浮腫状に腫脹している神経束があれ
ばその中枢に線維化を伴うくびれが確認できる。１本の神経束に複数個のくびれが存在するこ
とがあるので腫脹した神経束の末梢ではくびれの有無を必ず確認する。軽度のくびれであれば
線維化を解除することでくびれの軽減を確認できる。【対象】 2002年以降完全麻痺あるいは高
度の不全麻痺で発症後３ヵ月以上回復傾向のない５例５手と完全麻痺で発症後早期に超音波検
査でくびれの確認できた１例１手に本法を施行した。全例男性で平均年齢37.2歳(29～49歳)で
あり、誘因なく上肢の激痛が先行していた。発症からの手術までの期間は平均8ヵ月であった。
術中神経束の、1～4カ所にくびれまたは蛇行と他の神経束と比べ黄白色調であることが確認で
きた。神経周膜を剥離することにより、くびれ、蛇行は改善した。くびれ部を切除しての再縫
合や神経移植を行なった例はない。発症および術後からの回復開始までの期間、MMT4以上に回
復するまでの期間、最終回復筋力を調査した。【結果】術後症状の悪化した症例はなく、回復
開始までの期間は、発症後平均9.8カ月、術後平均10.3週、MMT4以上回復までの期間は発症後平
均11.6カ月、術後平均5.5カ月、最終回復筋力は全例MMT4～5であった。【まとめ】本法は手術
用顕微鏡下にatraumaticな操作を心がければ安全で有用な方法と考える。
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手指基節骨・中手骨骨折のナックルキャストによる保存的早期運動
療法

Closed treatment for proximal phalangeal and metacarpal fractures with Knuckle cast

○坂本 相哲, 土井 一輝, 服部 泰典

小郡第一総合病院　整形外科

【はじめに】基節骨、中手骨骨折治療の重要点は、回旋変形をきたさないこと、関節拘縮、腱
癒着を予防することである。観血的治療により骨折の解剖学的整復ができても、関節拘縮や腱
癒着を生じると著明な機能障害が残存する。石黒らが発表したナックルキャストによる保存的
早期運動療法はこれらの問題を回避することができ、当院においても積極的に行っている。し
かし、このキャスト手技には若干のコツがあり、十分なMP関節屈曲位が得ることがポイントで
ある。今回、手指基節骨、中手骨骨折におけるナックルキャスト手技をビデオで紹介し、その
治療成績、有用性について検討した。
【対象】2006～2011.7にナックルキャストで保存的加療した90例98指を対象とした。基節骨骨
折62指（骨頭1、頚部9、骨幹部15、基部37）、中手骨36指（骨頭4、頚部9、骨幹部10、基部
13）であった。固定期間は平均4週であった。
【結果】全例で骨癒合がえられた。ギブス後に積極的に自動運動を行えなかった2例を除き全例
で健側比90%以上の可動域を獲得した。併用したbuddy tappingが不適切で1例に軽度の回旋変形
が残存したが、これを除く全例で回旋変形はなかった。
【考察】ナックルキャスト早期運動療法は、MP関節を屈曲位に保持することで側副靭帯の短縮
を防ぎ、隣接指とともに早期運動することで回旋変形と腱の癒着、関節拘縮を防ぐことができ
る。適応は、腱損傷や高度な軟部組織損傷が無いこと、高度な短縮や不安定性がないもの、関
節面の転位が軽度のもの、多発性でないものであり、適応は幅広く日常診療において有用な方
法である。
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橈骨遠位端骨折に対する“標準的”掌側ロッキングプレート固定術
Standard Technique of a Volar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fractures

○今谷 潤也, 近藤 秀則, 森谷 史朗, 桐田 由季子

岡山済生会総合病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定法は，その良好な初期固定
性から急激に普及した．その一方で，術後合併症として伸筋腱および屈筋腱障害，スクリュー
の関節内穿孔をはじめとするImplant failureなどが報告されており，二次的手術を要するよう
な重大合併症は他の術式よりもむしろ多いというSystemic reviewもある（Diaz Garcia,
2011）．さらにその原因の多くは術者のtechnical errorによるとの報告が散見される．今後，
本法を誰にとっても安心・安全な術式に進化させるためには，人工関節手術のように術式の
“標準化”が必要と考える．今回我々が行っている標準的手術方法を紹介する．【方法・結
果】各手順を以下の５つのStepに分け，使用するインプラントにかかわらず共通した手技およ
び普遍的な注意点やコツを網羅した．Step I:橈骨掌側面におけるプレート設置面の確保
（Intermediate fibrous zone（2005 Orbay）の鋭的剥離展開），Step II:十分な骨折部の整復
位の獲得（Key stoneの確実な整復と背屈・回旋変形の遺残防止），Step III:正確なプレート
設置位置の決定（使用するインプラント固有のWatershed line（2005 Orbay）を越えない位
置，かつプレート遠位縁を遠位骨片掌側面に密着させる），Step IV:安全なスクリュー刺入
（伸筋腱損傷や関節内穿孔の防止，イメージやＸ線撮影による確認方法の工夫），Step V:
Intermediate fibrous zoneおよび方形回内筋によるプレート遠位部分の被覆およびスムースな
屈筋腱走行床の再建．【まとめ】これらのStepを順次，確実に履行することで，大多数の橈骨
遠位端骨折については各種合併症を回避しより安全に手術を施行できると考える．
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カスタムメイド骨切りガイドを用いた矯正骨切り術の実際
Corrective osteotomy for malunited forearm fractures using custom-made osteotomy guides.

○村瀬 剛1, 三宅 潤一1, 片岡 利行1, 田中 啓之1

森友 寿夫2

1大阪大学　整形外科, 2大阪行岡医療大学

【目的】変形治癒骨折に対して解剖学的矯正を目指すために、コンピューターシミュレーショ
ンに基づくカスタムメイド骨切りガイドを開発・臨床応用し、極めて良好な手術成績を収めて
きた。本発表では、ビデオを供覧して実際の手術手技を解説する。
【方法】ビデオでは、従来の手術手技では正確な矯正の難しい骨幹部中央1/3での前腕両骨骨折
変形治癒を取り上げる。橈骨はHenryアプローチで前方より進入し、円回内筋付着部を切離して
骨切り部を展開する。カスタムメイドガイドをフィットさせてスリット通りに骨切りする。尺
骨は尺側手根伸筋・屈筋間からアプローチして、同様にガイドを用いて骨切りを行う。次に、
整復用ガイドを用いて解剖学的整復を保ちながらプレートで両骨の内固定を行う。前腕可動域
が正常化したことを確認して、円回内筋付着部を修復・閉創して手術を終える。術後は早期よ
り前腕可動域訓練を行う。
【結果】前腕骨幹部骨折変形治癒20例（手術時平均年齢18歳、受傷から手術までの平均期間33
ヶ月）に対して14例に両骨骨切り、6例に橈骨の骨切りを行った。単純エックス線上の平均変形
角度は21°から1°へ改善し、前腕回旋可動域制限のあった18例では、術前回内59°、回外16°
から回内81°、回外71°に改善した。近位もしくは遠位橈尺関節の反復性脱臼を有した5例はい
ずれも症状改善を認めた。
【考察】本法は、従来の方法では治療限界のあった前腕骨折変形治癒に特に有用であるが、橈
骨遠位端骨折変形治癒、内反肘矯正骨切り術などの矯正手術も正確に再現性高く実施すること
が可能である。コンピューターソフトウェアや3Dプリンターの発達とともに、同様の方法は世
界的に普及していくことが見込まれ、今後の動向を注視していくことが望ましい。
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肘部管症候群に対する鏡視下皮下前方移行術
Subcutaneous anterior transposition of the ulnar nerve with endscopic assistance

○村田 景一1, 面川 庄平1, 中野 健一1, 田中 康仁1

玉井 進2

1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】肘部管症候群の手術的治療法として近年、低侵襲な内視鏡手術が報告され注目されて
いる。我々は肘部管症候群で従来皮下前方移行術の適応としていた症例に対して鏡視下に同法
を施行し、短期経過ではあるが良好な術後成績を得ている。本法の適応、手術手技、合併症お
よび術後成績を調査し文献的考察を加え報告する。　
　【対象および方法】本法の適応は習慣性神経前方脱臼や外反肘変形などの従来から我々が皮
下前方移行術の適応としていた症例と鏡視下単純神経剥離術を施行した後、術中に肘関節最大
屈曲位で神経の前方脱臼を認めた症例とした。症例は6例7肘（男性2例、女4例）、年齢は13～
79歳、平均年齢39歳であった。病因は特発性が2肘、反復性尺骨神経脱臼が2肘、外反肘変形が
2肘、滑車上肘筋による神経圧迫が1肘であった。術前の重症度はMcGowan分類のGrade Iが
4肘、Grade IIが1肘、Grade IIIが2肘であった。術式は2cmの皮切を用いて鏡視下に上腕骨内上
顆を中心に末梢および中枢に各約8cmの範囲で神経上膜上組織を切離した後、神経周囲を鈍的に
剥離した。剥離した神経を皮下前方に移行し、Eaton法を用いて筋膜にて隔壁を作成し移行神経
を制動した。　
　【結果】平均観察期間は3-10ヵ月（平均6.1ヶ月）で術後成績は赤堀の予後評価基準で
優:4例、良:2例、可:2例と良好であった。術後最終調査時のDASHスコアは術前に比べ有意な改
善が認められた。尚、合併損傷、再発や再手術例はみられなかった。　
　【結語】本法は低侵襲かつ安全で、従来の皮下前方移行術の適応であった症例に対して適用
できる有用な方法であると考えられた。
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遠位橈尺関節不安定性を伴うTFCC尺側部損傷に対する鏡視下深層
浅層同時縫合術

Arthroscopic Repair of Deep and Superficial Layer of TFCC for Ulnar Side Tear with DRUJ Instability

○恵木 丈, 矢野 公一

大阪労災病院　整形外科

【目的】尺骨小窩でのTFCC深層断裂を代表とするTFCC尺側部損傷が治癒しなければ、遠位橈尺
関節（DRUJ）の不安定性を惹起するので、TFCC深層のみならず浅層も同時に修復するのが、最
近の生体力学的研究結果から鑑みて合理的である。我々は関節包を切開することなく完全な鏡
視下に、TFCC両層同時縫合術を施行しているので、短期成績と手術手技を報告す
る。【方法】DRUJ不安定性を伴ったTFCC尺側部損傷9例(男性：6例、女性：3例)が対象である。
手術時年齢は平均32歳(14-59)で、受傷から手術までの期間は平均11か月（4-25）だっ
た。Ulnar varianceは、平均+0.8mm（0-3）だった。手術はDRUJ鏡視下にTFCC深層損傷の確定診
断と尺骨小窩の廓清を行う。尺骨茎状突起近位の小皮切から、透視下およびDRUJ鏡視下に尺骨
小窩に向けて1.5mm径 K鋼線を用いて骨孔を2穴作成する。その骨孔からMeniscus menderを刺入
しTFCCに貫通させ、橈骨手根関節ポータルから誘導した縫合糸をMeniscus menderのループに通
し引き抜くことでTFCC深層を尺骨小窩に再接合させる。これでTFCC深層に対するfoveal repair
が関節包の切開なしに完了したことになる。TFCC浅層縫合は通常の鏡視下capsular repairを行
う。術後外固定は原則4週間施行した。【成績】Mayo wrist scoreは、術前平均66.7が術後3か
月では79.3、6か月では90.8と改善した。握力は、術前健側比平均79.1％が術後3か月では
80.1％、6か月では95.3％と改善した。Q-DASH scoreは、術前平均25.8が術後3か月では19.8、6
か月では9.1と改善した。【結論】従来報告されている尺骨小窩へのTFCC縫合術は、鏡視下縫合
術を謳っていても関節包の小切開を施行しており完全な鏡視下手術ではなかった。我々は橈骨
手根関節鏡ならびにDRUJ鏡視下にTFCCの解剖学的修復を施行し、良好な結果を獲得した。
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変形性遠位橈尺関節症(DRUJ関節症)に対するHemiresection-
interposition arthroplasty(HIA)変法の術後成績

Clinical Outcomes of Modified Technique of the Hemiresection-Interposition Arthroplasty for the DRUJ

arthritis.

○飯田 昭夫1, 面川 庄平1, 藤谷 良太郎2, 重松 浩司3

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科, 2医真会八尾総合病院　整形外科

3東大阪市立総合病院　整形外科

【目的】遠位橈尺関節障害に対する治療として、遠位尺骨頭切除、Sauve-Kapandji法など、種
々の術式が存在する。今回、Hemiresection-interposition arthroplasty （HIA）の術式に若
干の変更を加えて行ったので、その術後成績を報告する。【方法】対象は2001～2012年に手関
節尺側部痛で受診、DRUJ関節症と診断した10例（男２、女8例、平均60歳）である。橈骨遠位端
骨折後3例、尺骨骨幹部骨折後1例、Essex-Lopresti骨折後1例、前腕形成不全骨延長後1例、特
発性4例であった。手術は、第2－6伸筋支帯遠位2/3を尺側ベースで採取し、形成した尺骨頭に
全周性に巻き付け縫合固定した。術前後のVAS、前腕回内外可動域、握力、Mayo wrist score、
患者立脚型評価をstudent’s t-testを用いて比較し、p＜0.05を有意差ありとした。また、レ
ントゲン評価として橈尺骨間距離を計測した。【結果】、術後経過期間は平均14カ月であっ
た。術後1例に尺骨神経刺激症状が生じ、別の1例で回外制限が生じたため、再手術を施行し
た。術前後の平均値は、VASが72から20mm(p＜0.01)、握力が12から16Kg(p＜0.05)、Mayo wrist
scoreが47から70点(p＜0.05)と有意に改善を認めた。前腕回外は55から79度(p＝0.06)と改善傾
向を認め、回内は79から79度と変化を認めなかった。DASHは37から19点(p=0.15)と改善傾向で
あり、PRWE74から34点(p＜0.05)と有意に改善した。術後最終経過時の橈尺骨間距離は、平均
3.4mmであった。【結論】HIAにおける手術の工夫として、尺骨頭全周を伸筋支帯でくるむこと
により、回内外時の支帯にかかる緊張の均衡が得られるとおもわれる。術後、遠位橈尺間距離
が保たれ、短～中期成績は良好であった。本手技はDRUJ関節症に対するHIA変法の１つとして有
効であると考えられた。
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円筒状自家骨軟骨移植による手指関節面再建術
Articular Reconstruction of a Finger Joint by Cylindrical Osteochondral Autograft

○島田 幸造1, 轉法輪 光1, 野口 亮介1, 田中 啓之2

久保 伸之3

1大阪厚生年金病院　整形外科, 2大阪大学　医学部　整形外科, 3行岡病院　整形外科

成人の関節軟骨面欠損の修復・再建法として我々は円筒状自家骨軟骨柱移植術を考案し、手指
の機能再建を行っているのでその手技を紹介する。【コンセプト】関節軟骨面の欠損に対し、
同部の不良組織を完全に切除・掻爬する。軟骨欠損面をその直径のままに円筒状に掘り下げて
骨孔を作製し、それに合った自家骨軟骨組織を採取して圧し込み軟骨面を再建す
る。【対象】10症例10関節17部位（手術時年齢28～68才、平均51才）に対して円筒状自家骨軟
骨移植を行った。内訳はMP関節2例3骨、PIP関節8例14骨で、いずれも外傷や炎症、加齢変性に
よる関節症を有していた。運動時痛や可動域制限の改善を目的に本法を行った。【手術方法】
関節面障害部位の軟骨下骨を髄腔に向けて円筒状に約10mm掘り進める。欠損部の径に応じて第
3CM関節（5例）または肋軟骨移行部（5例）を採取して2～3mmの軟骨厚を有する高さ10mmの骨軟
骨柱を成形する。四角柱に成形することが多いが、その場合、断面の対角線が骨孔の直径より
もわずかに大きくかつ先端を細く形作る。骨釘の要領で打ち込むと対角線でプレスフィットし
て安定する。表面の軟骨面をメスで周囲の関節面と適合するように形成する。術後は8例では創
外固定器（DDA）で患部の除圧を図りながら可及的早期に可動域訓練を指導した。【結果】移植
骨は全例骨癒合したが、経時的に関節面が沈下した例が2例ありレントゲン的に関節症の進行を
見たが疼痛は改善している。半年以上（平均18ヶ月）経過観察し得た8例の罹患関節の屈伸可動
域は術前平均13度（屈/伸=29/-16）が術後平均48度（屈/伸=59/-11）と機能改善が得られた。
術後軽度の運動時痛を2例に認めたがその他は無痛であり、患者は可動域の改善におおむね満足
した。今後も観察が必要であるが、本法は手指関節面再建の有用なオプションである。
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腱付き橈側前腕皮弁（fresh cadaverを用いた皮弁挙上手技）
Reverse Flow Radial Forearm Flap with Vascularized Tendons

○矢島 弘嗣1, 青木 光広2

1市立奈良病院　四肢外傷センター, 2札幌第一病院　整形外科

【目的】腱付き前腕皮弁は、腱の欠損を伴う手部の軟部組織例に対して一期的な再建が行える
非常に有用な方法である。今回、手外科専門医を目指す医師に対する手術手技トレーニングを
目的に、fresh cadaverを用いて皮弁の挙上を行った。そのビデオを紹介して実際の手術の参考
にしていただくために、今回発表を行う。【方法】皮弁の挙上はfresh cadaverの1上肢を用い
て行った。標本は－20℃で冷凍保存されていたものを22℃の室温で12時間かけて解凍したもの
を使用した。年齢は76歳で血管補填剤であるMicrofilの注入を行った後に施行した。【手術手
技】皮弁遠位を切開して長掌筋腱と橈側手根屈筋腱を確認する。皮弁は尺側から筋膜上で挙上
し始めるが、長掌筋腱付近から筋膜を皮弁に含めるようにする。この時点で必要な長さの腱を
切離して、皮弁の中に含めるようにする。橈側手根屈筋腱のところから深部に剥離を進めると
橈骨動脈が確認できる。つぎに橈側から剥離を行うが、腕橈骨筋を避けるようにすると橈骨動
脈に達する。皮弁の中枢で血管束を結紮後、血管束を遠位に向かって剥離していくと、皮弁が
島状に挙上できる。【臨床成績】男性7例、女性3例の11手に対して本手術を施行した。再建し
た腱は長母指屈筋腱1例、総指伸筋腱9例、長母指伸筋腱1例であった。皮弁に含めた腱は長掌筋
腱単独が5例、長掌筋腱と橈側手根屈筋腱が6例であった。皮弁は全例完全に生着し、3例で腱の
剥離術を施行した。母指再建例の可動性は良好で、指再建例のMP関節の可動域は平均66°であ
った。【結論】Microfilの注入を行ったfresh cadaver dissectionは、通常の手術よりも細か
い血管が明確であり、また組織も非常に柔らかいために、皮弁の手術を行おうとする手外科医
の医療技術のスキルアップとして非常に有用であることが結論付けられた。
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Osteochondral Reconstruction In The Radio-Carpal Joint

○Duke Whan Chung

Dept. of orthopaedic surgery, Kyung Hee University, Seoul, Korea

Joints should covered with healthy chondral components and strong enough bony structures for good
motion and stability. In such a situations as traumatic loss, bone tumor, infective defects of distal radius
and proximal carpus. Author review and report the vascularized osteochondral graft for management of
these conditions

Kienböck's disease :

Advantages of vascularized bone graft are its capabilities of revascularization to the ischemic necrotizing
bone,primary bone healing without creeping substitution and can accelerate fracture healing in lunate
collaps or fragmentation due to ischemic pathologic fracture. We underwent muscle bone pedicled
revascularization with pronator quadrates muscle pedicled distal radius and dorsal metacarpal artery
branch pedicled such as intercompartemental supra-retinacular artery based distal radius bone graft to the
necrotic lunate. From Jul. 1991 15 patients treated with PQMP bone graft for Kienböck's disease. We
suggest that PQMP bone graft is one of useful methods in moderate involved Kienböck's disease

Giant cell tumor of distal radius

We performed FVFHG( Free vascularized fibular head graft) on patients with extensive giant cell tumors
of the distal radius We enrolled 12 patients who had undergone FVFHG for the treatment of giant cell
tumors of the distal radius. We preferred the ipsilateral fibula since we found that the articular surface of
the contralateral proximal fibula had dorsal tilting. Wrist arthroplasty with a free vascularized fibular head
is a useful treatment option for large bony defects created after wide exision of Enneking stage 2 giant
cell tumors of the distal radius.
Traumatic defects and tumor resection cases in pediatric patients around wrist joint: Transplanted bone
should have healthy cartilage with epiphyseal plate and soft tissues for local stabilization to donor and
enough vascular supply to maintain epiphyseal function and survival of grafted cartilage. We underwent
12cases of wrist joint reconstruction with free vascularized fibular head in the children. The articular
cartilage of the donor bone survived with expectable outcome in 11 cases, maintained continuous growth
potent was observed in both volume and length of the bone and cartilage. Adoptive changes of the
transplanted osteochondral part were observed in 10 cases. Free vascularized osteochondral
transplantation to the defective joint portion radio-carpal portion in children can utilize as an one of the
most challenging methods in profound joint lesions that has no effective solutions with conventional
modalities. The proximal osteochondral part of the fibula can serve very effective donor in this procedure.
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Advance in Arthroscopic Surgery of the Wrist - from Misty to Mighty

○Pak-Cheong Ho

Department of Orthopaedics & Traumatology Prince of Wales Hospital The Chinese University of   Hong Kong

1.  Portal Site Local Anaesthesia with Tourniquet

One of the breakthroughs in arthroscopic surgery of the wrist is the use of portal site local anaesthesia (PSLA) without tourniquet.
We have employed the technique since 1998. In a recent review of 111 consecutive cases of wrist arthroscopy performed between
January 2007 to December 2009, the indications included: chronic wrist pain of unknown origin (30), Post-traumatic arthritis (27),
Rheumatoid arthritis (5), Ganglion (30), TFCC injury (14) and carpal instability (4). No sedation was needed.

Wrist arthroscopy was performed under digital traction device. No tourniquet was used. Two to 9 ml of 1% lignocaine with
adrenalin was injected into the various standard portal sites down to the level of capsule with or without intraarticular infiltration.
The average duration of the procedures was 73 min. (range 20 - 255 min.) Therapeutic procedures were performed in all 111 cases
in addition to routine diagnostic inspection. These included: synovectomy (88), ganglionectomy (30), TFCC Repair (3), radial
Styloidectomy (2), partial ulnar osteotomy (4), thermal shrinkage (2), distal scaphoidectomy (1) and synovial biopsy (4). All 111
procedures could be completed uneventfully. Most patients tolerated the procedure well throughout the operation and satisfaction
level was high. No complication was documented.

2. Osseous Reconstruction

A. Arthroscopic Bone Grafting for Scaphoid Nonunion

Standard procedure includes take-down of non-union site a mid-carpal joint with motorized shaver and curettage till healthy
bleeding cancellous bone encountered. Tourniquet is not inflated so that vascularity of both poles can be accurately appreciated. The
fracture is reduced with DISI deformity corrected by close manipulation and fixation under fluoroscopic guidance. Cancellous chip
graft is delivered to the fracture site through arthroscopic portals. From Mar 1997 to Nov 2009, we have performed the procedure in
68 cases. Overall union rate was 92.7% (63/68). The average radiological union time was 12 weeks. Good bleeding at scaphoid
nonunion site predicted union in 40 out of 42 cases (95.2%), but poor intra-operative bleeding of proximal scaphoid still permitted
union in 16 out of 19 cases (84.2%). Complications were few.

B. Partial Wrist Fusion

Arthroscopic partial wrist fusion potentially can generate the best possible functional outcome     by preserving maximum motion
attributed to it’s minimal trauma to the capsular-ligamentous structures. From Nov 1997 to Mar 2011, the author has performed 24
procedures, including 3 arthroscopic STT fusions, 6 scaphoidectomy and four-corners fusions, 4 scaphoidectomy and capitolunate
fusions, 2 LT fusion, 3 scapho-capitate fusion , 4 radio-scapho-lunate fusions and 2 radio-lunate fusion. Through the corresponding
joint, the articular surfaces are denuded of cartilage using burr and curette. Fused bones are transfixed with K wires percutaneously
after alignment corrected. Cancellous chip bone graft or bone substitute is impacted to the fusion site through arthroscopic cannula.
Final fixation is converted to cannulated screw system whenever appropriate. Uneventful union was obtained in 21 cases, stable
fibrous union in 2 cases and failure in 1 case requiring revision.
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3. Soft Tissue Reconstruction

a. Anatomical TFCC Reconstruction with Tendon Graft

Anatomical reconstruction of the distal radio-ulnar ligaments is now regarded as the ultimate solution for painful chronic DRUJ
instability. Between Nov 2000 and Oct 2009, we have performed 17 operations entirely under arthroscopic control in 15 patients.
Drill holes are created on distal radius near sigmoid notch and fovea of ulnar head to simulate origin and insertion of the radio-ulnar
ligament. The isometric point of fovea can be precisely located under direct arthroscopic view. Palmaris longus tendon graft is then
introduced into the joint arthroscopically and brought back through drill hole on fovea to outside ulna where knot is secured after
appropriate tensioning of the tendon graft to achieve DRUJ stability. Full range of prono-supination can be obtained without
jeopardizing DRUJ stability. Follow up result at average of 62 months showed excellent outcome and superior range compared to
open procedure. Pronation-supination range improved from 77% to 96% at final follow up. Grip power improved from 60% to 83%.
Wrist performance score improved from an average of 25 to 38 out of a 40-point scale. Pain score decreased from 10 to 2 out of a 20
-point scale. Recurrence occurred in 2 cases and required revision surgery.

b. Anatomical Scapholunate Ligament Reconstruction with Tendon Graft

The dorsal and palmar portion of the scapholunate ligament can be restored anatomically and simultaneously through reconstruction
with palmaris longus tendon in box-like structure. With the assistance of arthroscopy, a combined limited dorsal and volar incision
can expose the scapholunate interval where bone tunnel can be made by drilling on the proximal scaphoid and lunate. Palmaris
longus tendon graft is then used to connect the two bones in box-like fashion. Once diastasis reduced and DISI malrotation
corrected, the tendon graft can be knotted on the dorsal surface in shoe-lacing manner. Scapholunate or scaphocapitate joint is then
transfixes with 2-3 K wires. From Oct 2002 to June 2011, the treatment method was applied in 14 patients of chronic SL instability
of average duration of 10.4 months (3-18 months). There were 9 male and 5 female of average age 45.4. There were three Geissler
grade 3 and eleven grade 4 instability cases. The average pre-op SL interval was 4.7mm (3-9mm). Concomitant procedures were
done in 5 patients. The average follow up was 34.9 months.

All except one patient had improvement or resolution of symptom. The functional wrist score improved from 23.1 to 34.4 out of a
40 points scale. Pain score decreased from 12 to 4.4 out of 20 points scale. There was no pain in 10 patients and exertion pain in 3.
Grip power improved from 73.9% to 89% of the opposite hand. The average SL interval at final follow up was 3.6mm (2-7mm).
Ischaemic change of proximal scaphoid was noted in one case without symptom or progression. There was no major complication.
All except one were satisfied with the procedure and treatment outcome.

4. Cartilage Reconstruction

Arthroscopic Osteo-chondral Grafting

Arthroscopic assisted osteochondral bone graft can be performed in patient with chronic symptomatic post-traumatic osteochondral
lesion of the lunate fossa. Graft is being harvested over the lateral femoral condyle of the knee using a special osteochondral graft
harvester. The graft is delivered to the defect through arthroscopic portal by stable impaction. Preliminary result in 4 patients is
encouraging with regeneration of hyaline cartilage confirmed by repeated arthroscopy.
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TFCC冠状損傷における生体工学的検討
Coronal tears of triangular fibrocartilage complex: A biomechanical study

○福岡 昌利, 中村 俊康, 西脇 正夫, 戸山 芳昭
名倉 武雄

慶應義塾大学　整形外科

[目的]
三角線維軟骨複合体（以下TFCC）損傷にはPalmer分類以外に様々な部位に損傷が生じることが
明らかになってきた。しかし、どの部位の損傷が遠位橈尺関節（以下DRUJ）の不安定性を生じ
るのか、どのような治療法が良いのかはわかっていない。今回、最近報告されたTFCCの冠状損
傷について生体工学的に検討を行った。
[方法]
上肢未固定屍体6肢を用いた。上腕骨、尺骨を肘関節90°屈曲位で固定器に固定し、橈骨手根関
節は中間位で中手骨より挿入したK-wireで固定した。尺骨骨幹部遠位部を1 cm切除し、尺骨頭
を反転、TFCCを近位側から観察、処置した。正常、TFCC冠状損傷、3 mm尺骨短縮、縫合糸によ
る修復の4種類のモデルを作成した。中間位、回内60°、回外60°の3肢位で、橈骨遠位に掌背
側方向の変位を1.25mm/秒の速度で荷重試験器にて加え、得られた変位―荷重曲線からDRUJの
stiffnessを計測した。
［結果］
正常な状態に比べてTFCC冠状損傷では、どの回内外肢位でも有意（P＜0.05）なstiffnessの低
下を認めた。尺骨短縮、修復術は、TFCC冠状損傷に比べ、いずれの肢位においてもstiffnessの
増加傾向を認め、統計学的な有意差（P＜0.05）を尺骨短縮での中間位、回外位（掌背側方向）
および修復術での中間位の掌側方向に認めた。
［考察］
TFCC冠状損傷はPinalとNakamuraによって報告されたTFCC損傷で、冠状方向に走行する損傷が三
角靭帯（橈尺靭帯）基部に達し、掌側および背側portionの連結が断たれることによりDRUJの不
安定性を生じると考えられる。その治療は尺骨短縮術、修復術があげられる。修復術は手技的
に複雑であり、術者により成績が左右される可能性が高く、今回の実験においても安定した結
果が出せなかったが、尺骨短縮術では安定した支持性の回復が得られた。
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TFCC辺縁部損傷の分類
Classification of Peripheral Tear of TFCC

○木村 洋朗, 中村 俊康, 岩本 卓士, 佐藤 和毅
戸山 芳昭

慶應義塾大学　医学部　整形外科

【目的】三角線維軟骨複合体（TFCC）の損傷形態はPalmer分類が広く用いられ、三角線維軟骨
の辺縁部損傷は１B損傷（尺側損傷）として扱われている。近年、この分類に含まれない背側損
傷が報告された。今回、自験例でTFCCの辺縁部損傷の分類を試みた。【対象】1994～2010年ま
でに同一術者によって手関節鏡を施行され、TFCC辺縁部損傷と診断した33例33手関節である。
年齢は平均31歳(13歳－58歳)、男性25例、女性8例、右23左10である。辺縁部の評価は鏡視所見
とprobeによる触診で行った。三角線維軟骨（TFC）尺背側1/2までに限局する損傷を尺側損傷
（classic 1B）、尺背側1/2を超え、背側まで至る損傷を背側損傷（1E）、TFCの尺掌側部の損
傷（1F）、尺側損傷から水平方向に損傷が拡大する（1G）に分類した。治療はいずれも鏡視下
での関節包への縫合（capsular縫合）を行った。臨床成績も併せて検討した。【結果】TFCC辺
縁部損傷は尺側(1B) 12例 、背側(1E) 12例、掌側(1F) 2例、尺側＋水平断裂(1G) 7例に分けら
れた。33手中6例に複合損傷（1A：1例、1D：1例、2A：2例、三角靭帯損傷：2例）を認めた。鏡
視下TFCC capsular縫合術の臨床成績は優27例、良3例、可3例と良好であった。【考察】TFCC辺
縁部損傷はTFCと関節包間の裂離損傷で、Palmer分類では1Bに分類されてきたが、今回の検討で
TFC尺背側1/2に限局するclassicな1B損傷に加えて、尺背側1/2を超えて背側に損傷が連続する
背側損傷（1E）、TFCの尺掌側にslit損傷が生じた掌側損傷（1F）、尺側損傷から水平方向へ損
傷が連続する尺側＋水平損傷（1G）に分類できた。これらの損傷に対する鏡視下縫合術の成績
は良好であった。
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三角線維軟骨複合体損傷に対する四肢専用MRIと手関節鏡所見の比
較検討

Comparison of Dedicated Extremity MRI and Wrist Arthroscopy for Triangular Fibrocartilage Complex

Tears

○依田 拓也, 森谷 浩治, 成澤 弘子, 坪川 直人
牧 裕

新潟手の外科研究所

【目的】全身用MRIによる手関節の描出には限界がある。今回、四肢専用1.5T MRIを使用した画
像所見と手関節鏡の所見を比較検討した。【対象と方法】対象は手関節尺側部痛があり、MRIで
三角線維軟骨複合体（以下TFCC）損傷を疑い、手関節鏡を施行した9例である。MRI画像の評価
は損傷部位を1)TFCC橈骨付着部、2)TFCCディスク、3)TFCC尺骨茎状突起付着部、4)三角靱
帯、5)月状骨軟骨面、6)三角骨軟骨面の6部位とした。手関節鏡ではTFCC損傷、軟骨損傷の有無
を観察した。本研究では遠位橈尺関節（以下DRUJ）鏡による三角靭帯の鏡視をしていないた
め、プロービングによるTFCCの緊張低下を三角靭帯損傷ありとして判定した。【結果】MRIでの
損傷部位は1)橈骨付着部0例、2)ディスク部2例、3)尺骨茎状突起部6例、4)三角靱帯7例、5)月
状骨軟骨面2例、6)三角骨軟骨面2例であった。関節鏡所見での損傷部位は1)橈骨付着部0例、2)
ディスク2例、3)尺骨茎状突起部6例、4)TFCCの緊張低下（三角靭帯）7例、5)月状骨軟骨面
6例、6)三角骨軟骨面1例であった。各部位での損傷に対するMRIの精度は1)特異度100％、2)感
度100％、特異度100％、3)感度100％、特異度100％、4)感度100％、特異度100％、5)感度
100％、特異度43％、6)感度50％、特異度100％であった。【考察】TFCC損傷に対するMRIの精度
は感度、特異度ともに100％であった。今回は後ろ向き研究であり、対象をTFCC損傷を疑った患
者に限定していることがこのMRIの読影結果に影響した可能性は充分考えられる。また、全例
DRUJ鏡を施行しておらず、三角靭帯損傷に関しては正確な評価とは言えないことも問題点とし
て挙げられる。TFCC損傷に比べて軟骨損傷に対するMRIの精度は高くなかった。これは軟骨表面
の損傷があってもMRIで骨髄に輝度変化を及ぼさない可能性があるためと考えられる。
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スポーツによるTFCC損傷の診断および治療戦略
Diagnosis and treatment of TFCC injury

○新井 猛, 別府 諸兄, 清水 弘之, 重松 辰祐
内藤 利仁

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座

（目的）スポーツ障害によるTFCC損傷は慢性的なストレスによる場合や手を突く、捻るなどの
前腕回内外が強制されて受傷する場合が多い．当科では保存療法抵抗例に関節鏡視所見より鏡
視下手術や尺骨短縮骨切り術を中心に治療を施行している．今回，スポーツに起因するTFCC損
傷の治療経験と成績を報告する．（対象および方法）2002年3月から2012年6月までの10年間に
手関節鏡施行は103例であった．このうちスポーツに起因する症例は26例であった．手術法の内
訳は鏡視下滑膜切除術14例，鏡視下TFCC部分切除8例、鏡視下TFCC縫合術4例，また追加手術と
して尺骨短縮骨切り術8例であった．手術成績はmayo wrist performance scoreを用いて評価し
た．（結果）手術成績はexcellentが20例，goodが4例，fairが2例であった．Fairの2例は鏡視
下TFCC縫合術と鏡視下TFCC部分切除術の症例であった．（考察）TFCC損傷の治療方針である
が，単純X線のプラスバリアンスまたはゼロバリアンス例はMRI所見も参考にDRUJ軽度の不安定
症例で鏡視所見から尺骨突き上げ症候群ないしTFCC中央部損傷では尺骨短縮骨切り術を施行
し，DRUJの不安定性のない症例では鏡視所見で滑膜炎であれば滑膜切除およびTFCC橈側または
中央部損傷では部分切除術を施行する.単純X線上マイナスバリアンス例ではMRI所見も参考に
DRUJの不安定性が高度でさらに鏡視所見上TFCC遠位尺側部橈尺靭帯損傷では鏡視下縫合術を施
行する．DRUJ不安定症の尺骨短縮骨切り術の効果は，当講座のTFCC周囲の靭帯軟部組織構造の
研究で明らかとなった，尺骨三角骨靭帯の緊張により尺骨手根関節の圧変化や安定化に大きく
関与していると考える.
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TFCC損傷に対する装具療法の患者立脚型評価
Patient-based Evaluation of Orthotic Treatment for Triangular Fibrocartilage Complex Injury

○大西 正展1, 重松 浩司1, 面川 庄平2, 田中 康仁2

1東大阪市立総合病院　整形外科, 2奈良県立医科大学医学部整形外科学教室

【目的】今回我々はTFCC損傷患者に対して装具療法を行い、その効果を患者立脚型上肢機能評
価（Hand20）を用いて評価したので報告する。
【対象と方法】対象は2009年6月～2012年5月に当科で診断したTFCC損傷患者20例21手で、男性
11例、女性9例であり、発症時平均年齢は40歳（19歳～65歳）であった。受傷機転は外傷を契機
にしたものが16手で、残り5手は明らかな誘因を認めなかった。診断は手関節尺側部痛があ
り、DRUj instability、fovea signの少なくとも一項目以上が陽性で左右差があり、MRIでTFCC
に異常信号を認めるものをTFCC損傷ありとした。全例、当科で作成したTFCC装具（手関節を採
型したポリプロピレン製装具と外側のバンドで2重に固定）を装着した。検討項目は年齢、徒手
検査、装具開始期間、装具装着期間、Hand20とし、治療期間中に手術に移行した症例をA群
（n=5）、非移行症例をB群（n=16）とし両群間で上記の項目を比較検討した。なお、Hand20 の
評価時期は装具装着前、A群の手術直前、B群の最終経過観察時とした。
【結果】両群間で年齢や徒手検査では有意差を認めなかったが，平均装具開始期間はA群が
16週、B群が8.6週でA群が長い傾向にあった。装具装着前のHand20ではA群:平均69、B群:平均78
であり両群に明らかな差を認めなかった。A群の手術直前値は72で改善は得られなかったが、B
群の最終経過観察時は9.6であり著明な改善を認めた。
【考察】装具療法は治療期間が長期に及ぶこともあるが、簡便であり有用な治療法と考えられ
ている。本調査でもB群でHand20の著明な改善を示した。しかし、装具療法に抵抗する症例もあ
り、手術に移行したA群の5例は装具開始期間が長い傾向にあった。これは装具装着まで長期に
橈尺間の不安定性が継続するため、TFCCの治癒が遷延化することが原因の一つと考えられた。
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TFCC1B損傷に対する掌側進入修復法
Palmar Surgical Approach for Repair of Type 1B TFCC Injuries

○日高 康博

神野病院　整形外科

【目的】TFCC1B損傷に対する修復術は、背側進入法、尺掌側進入法、鏡視下法などが報告され
ている。できるだけ関節支持組織を損なわずに進入し、小窩部の掻把を確実に行ない、TFCCを
縫着することが重要である。この観点から、当院では尺側手根屈筋腱と深指屈筋腱間から進入
し、TFCCを修復する術式を開発したので報告する。
【術式】鏡視でTFCC1B損傷を確認したのち、尺側手根屈筋腱の橈側に遠位橈尺関節をはさんだ
約3センチの縦皮切をいれる。軟部組織を剥離し、深指屈筋腱を橈側によけると直ちに関節へ至
る。TFCCと尺骨頭の間で関節包を1cm弱横切し、プローベとX線透視で小窩部を同定し歯科用小
鋭匙で十分に掻把する。小窩部へ尺骨骨幹端から穿孔し、ここへループ鋼線を通し、ループを
関節外へ引き出す。次に津下ループ針付き3-0をTFCCへかけ針を小窩部方向ヘ出し、これをルー
プ鋼線を用いて尺骨骨幹端部へ引出す。しっかりとTFCCを小窩部へ引き寄せ締結する。術後
は、肘上シーネ3週間固定後、TFCC装具へ変更し、5週間以降から積極的に可動域訓練をさせて
いる。
【症例と結果】３か月以上の保存療法で軽快しない新鮮例と初診時陳旧例であったTFCC1B 損傷
11手（男7名、女4名）に掌側進入TFCC縫合術を行った。平均年齢38歳（17～61歳）であった。
発症から手術までの平均期間は7ヵ月であった。術後平均経過観察期間は5ヵ月であり、最終観
察時、やや回外制限のある1手を除き可動域制限はなく、軽度の痛みを残した1手以外、疼痛は
消失していた。全例が復職し、平均復帰期間は2.5ヵ月であった。
【まとめ】従来法と比較して、本法は進入が低侵襲性であり、手術手技も容易である。合併損
傷である1C損傷も直視下で同時に修復できるのも利点である。術後成績は、従来の報告と比較
しても遜色なかった。
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TFCC尺骨小窩剥脱損傷に対する診断と治療
The diagnosis and Treatment for the Foveal Dissociation of Triangular Fibrocartilage Complex

○富田 一誠1, 池田 純2, 久保 和俊2, 川崎 恵吉3

稲垣　 克記2

1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

【はじめに】診断に難渋する手関節尺側部痛の中で、TFCC損傷は、診断力が向上し、手関節鏡
の技術により治療法も発展してきた。当科ではFovea sign陽性でDRUJ関節動揺性を認める症例
をTFCCの尺骨小窩剥脱損傷と考え、画像所見で証明され保存療法が無効な症例に対して、経尺
骨TFCC縫合術を行ってきた。今回我々はその診断と治療成績を調査した。【対象と方法】当科
及び関連施設にてTFCC尺骨小窩剥脱損傷と診断し手術加療した症例は25例で, 男性14例、女性
11例, 平均年齢は32歳であった。鏡視下縫合はoutside-in法で行い、経尺骨にpull-outし
た。【結果】全例尺骨小窩剥脱を呈していた。TFCのradial side tearが10例・大断裂が1例,掌
尺靭帯損傷6例, DRU靭帯損傷4例, SL靭帯損傷3例, LT靭帯損傷が1例, ECU subseath損傷1例,茎
状突起偽関節骨片2例,変形性関節症が1例合併していた。23例は関節鏡視下で縫合を行い、2例
は背側アプローチで直視下縫合を行い、尺骨茎状突起偽関節2例には掌側アプローチで骨片を摘
出した。1例に尺骨短縮術を行った。全例痛みは術前より改善したが、3例は痛みが残存し
た。【考察】TFCC損傷の中で、痛みと動揺性の原因となる尺骨小窩剥脱損傷を診断することが
重要であるが、Fovea signは有用な方法の一つであった。MRIは必須と考えるが、手術を考慮す
る場合は、関節造影検査も損傷部位と程度、合併損傷を検討するうえで有用と思われた。TFCC
の尺骨小窩剥脱損傷に対しては、基本的に関節鏡視下手術で十分処置できるが、追加処置する
部位と組織により掌側と背側の両アプローチを経験する必要がある。直視下と関節鏡視下アプ
ローチ間に臨床成績の有意差は認められない報告もあるが、関節鏡視下経尺骨TFCC縫合術は低
侵襲で良好な治療成績を得る有用な方法と考えた。
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鏡視下TFCC縫合術（capsular縫合術）のsecond look関節鏡所見
Post-operative Arthroscopic Findings of the Triangular Fibrocartilage Comlex

○稲葉 尚人, 中村 俊康, 岩本 卓士, 佐藤 和毅
戸山 芳昭

慶應義塾大学　医学部　整形外科

[はじめに] TFCC損傷に対する 鏡視下capsular縫合術はPalmer分類の1Bを代表とする辺縁部損
傷に対して良好な治療成績が報告されている。一方、鏡視下縫合術後のsecond look所見のまと
まった報告は少ない。今回、我々はTFCC鏡視下縫合後のsecond  look所見を検討し
た。[方法]1994年から2011年の間にTFCC損傷に対し鏡視下capsular縫合術を行った症例は33例
33手で、そのうち同意を得てsecond look関節鏡を施行した13例13手を調査対象とした。男性
11、女性2、平均年齢は30.9歳（16～45歳）であった。受傷から手術までの期間は平均13ヵ月
（3～36ヵ月）であった。初回手術時におけるTFCC損傷の断裂形態はPalmer分類で1B
：4例、1B+1A: 1例、1B+1D：1例で、Palmer分類で分類不可能な背側損傷5、掌側損傷2、1B+水
平断裂1が含まれていた。背尺側損傷と背側損傷は6R portalからoutside-in縫合を行い、掌側
損傷例では6U portalからoutside-in縫合を行った。second look鏡視は初回手術から平均8.5ヶ
月（6.5～18ヶ月）後に施行した。Second look所見、DRUJ評価システムによる臨床成績評価を
行った。[結果] second lookでは13手中12手でTFCCの完全な修復が確認できた。そのほかの1例
は部分的な修復が認められ、再縫合を施行したところ修復を得た。最終的な臨床成績は優
10手、良2手であった。[考察] TFCC辺縁部損傷に対する鏡視下capsular縫合術は良好な成績が
報告されているが、そのsecond look所見の報告は少ない。今回の検討では13手中12手で縫合部
位の修復が認められた。術後の臨床治療成績も鏡視所見同様に良好であった。
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TFCCの2か所の損傷：”double lesion”
Two tears co-exist on TFCC: The double lesion

○安部 幸雄, 吉田 紘二

済生会下関総合病院　整形外科

【目的】三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷の分類には従来 Palmer 分類が使用されてきたが，
手関節鏡の普及，手技の発達により様々な損傷形態が存在することが明らかとなってきた．今
回，TFCCに2か所の損傷を同時に認めた損傷形態を “double lesion” と定義し，診断，治療
の注意点について検討した．【対象】336関節のTFCC損傷症例を調査した．分類はオリジナル分
類（Abe Y, et al. Hand Surg. 2012; 17(2): 191-198.）を用いた．【結果】38例38手関節に
double lesion を認めた．年齢は14歳～84歳，平均50歳，男14例，女24例，右18例，左20例で
あった．術前診断はTFCC損傷16例，橈骨遠位端骨折14例，尺骨突き上げ症候群4例，尺骨頭亜脱
臼2例，橈骨遠位端骨折変形治癒，Galeazzi 脱臼骨折各1例であった．Double lesion の合併様
式は，裂状＋尺骨茎状突起剥離が18例で最多であり，以下尺骨茎状突起剥離＋尺骨小窩：5例，
背側＋尺骨小窩：3例，裂状＋遠位，裂状＋水平，背側＋尺骨茎状突起剥離：各2例，裂状＋背
側，裂状＋尺骨小窩，弁状＋尺骨茎状突起剥離，水平＋尺骨茎状突起剥離，背側＋水平，橈側
＋尺骨小窩：各1例であった．これらは尺骨茎状突起剥離＋尺骨小窩のような連続する合併損傷
（連続型11例）と，裂状＋尺骨茎状突起剥離のような損傷部が離れた合併様式（非連続型
27例）が存在した． 【考察】TFCC損傷は治療法から実質部損傷と辺縁部損傷に分類できる．前
者は掻爬，後者は縫合の適応となる．合併損傷の多くは実質部＋辺縁部の非連続型損傷であ
り，実質部の損傷をみつけたことで安心してしまうと，辺縁部損傷の合併を見逃すこととな
る．適切な治療法を選択するには手関節鏡による詳細な観察と“double lesion” の存在を認
識しておくことが重要である．
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難治性手関節尺側部痛に対するTFCCデブリードマンの意義
Value of TFCC Debridement for Recalcitrant Ulnar-sided Wrist Pain

○西塚 隆伸, 平田 仁, 建部 将広, 篠原 孝明
山本 美知郎

名古屋大学　大学院　医学系研究科　手外科学

【目的と対象】今回の目的は難治性手関節尺側部痛に対するTFCCデブリードマンの治療意義を
明らかにする事である。2008年から2010年の間に当院を受診した手関節尺側部痛患者の内、3か
月の保存治療で改善しなかった難治性患者66例を対象とした。（1）UlnarVarianceが3mm以上か
つ、関節鏡でTFCC disk/月状骨軟骨面のいずれかに異常所見を認める患者、UlnarVarianceが
3mm未満だがTFCC disk/月状骨軟骨面のいずれにも異常所見を認める患者は尺骨突き上げ症候群
として尺骨短縮術（USO）を施行し（n=24）、（2）尺骨突き上げ症候群ではないが、DRUJ
instability testが陽性でかつ、関節鏡でTFCCのfoveaからのdetachを認める症例には、DRUJ不
安定症として関節鏡下TFCC縫合術(Repair)を施行した(n=15)。（1）（2）のいずれにも該当し
ない患者にはTFCCデブリードマン(Debri)を関節鏡下に施行した(n=14)。手術を拒否した患者は
保存治療継続とした（n=13)。術後18か月までHand20、Pain Scoreを毎月調査し、治療成績を比
較した。【結果】平均経過観察期間は36.0±12.0か月であった。USO群とRepair群で
は、Hand20、Pain Scoreのいずれも術後2～5か月の段階で術前より有意に改善し以降18か月ま
で安定し有意差が継続していた。一方、Debri群のscoreは保存治療群と同様に推移し、明らか
な治療効果は認められなかった。術前と18か月時の握力の比較でも、USO群とRepair群だけが有
意に改善していた。【考察及び結論】今回我々は、TFCC　diskの外傷性or変性断裂でUSOや
Repairの適応のないものに厳密に適応を絞って、TFCCデブリードマンを施行したが、その治療
効果は明らかではなかった。今回の結果からはTFCC　diskの断裂は痛みの原因とは考えにく
く、今後はこういった症例の痛みのメカニズムを解明する事が必要であると考える。
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遠位橈尺関節不安定性を伴うTFCC尺骨小窩部断裂に対するanchor
sutureを用いた鏡視下靭帯修復術の治療成績

Surgical Results of Scope-assisted Repair for TFCC Foveal Avulsion using Anchor Suture

○村田 景一1, 面川 庄平1, 清水 隆正1, 田中 康仁1

玉井 進2

1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橈尺関節（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 関節鏡援助下にanchor sutureを使用した靭帯修復術を施
行してきたので、その治療成績を報告する。
【方法】症例は17例（男性6例、女性11例）、17手関節、手術時年齢は平均34歳（16-53歳）で
ある。全例で手関節尺側部痛を訴え、DRUJ不安定性を認めた。尺骨突き上げ症候群の合併が3例
に認められ、2例にはMilch法、1例にWafer法を併用した。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、尺側の皮膚小切開から小窩部の掻爬を行い、同部に
anchor sutureを用いて靭帯を縫着した。14例では掌背側TFCCの浅・深層を一体として小窩部に
縫着し、3例では掌側のみ縫着した。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。術前後の症状および機能を比較評価し、仕事・スポーツへの
復帰状況を調査した。
【結果】術後調査期間は平均12.4ヵ月（6-12ヵ月）で、術後、全例で疼痛の消失または軽快、
握力およびDRUJ不安定性の改善を認めた。ModifiedMayo Wrist Scoreは59から92に、DASHは術
前40 から術後17に、PRWEは術前54から術後22に有意に改善を認めた。
【考察および結語】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。術中所見
から損傷されている靭帯部位を把握し、鏡視と小切開からの観察を併用して正確に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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Transosseous TFCC repairにおける至適縫合位置の検討
Sweetspot of transosseous TFCC repair

○松本 泰一1, 藤尾 圭司2, タン ピーター3

ストラウチ ロバート3, ローゼンワッサー メルビン3

1倉敷中央病院　整形外科, 2関西電力病院　整形外科

3Department of Orthopaedic Surgery, Columbia University

【目的】TFCC fovea損傷におけるtransosseous法はDRUJの安定化を図る上で非常に有効な術式
である．しかしTFCC実質およびfoveaの至適縫合位置について言及した論文はない．今回我々は
新鮮凍結死体を用いてTFCC実質およびfoveaにおける至適縫合位置の研究を行ったので報告す
る．【対象および方法】新鮮凍結死体7体を使用した．靱帯，骨間膜を残しすべての筋肉を除去
し手根骨以遠を関節離断した．尺骨を遠位部で骨切りしたのち遠位に反転し，TFCC fovea付着
部を切離した． TFCC縫合ポイント6か所（TFCC1-6）に伸縮しない糸をあらかじめ通しておき，
またfoveaには骨孔を6か所（fovea1-6）作成した．TFCCに通した6本の糸をfoveaの6つの骨孔に
順に通し，計36通りのTFCCとfoveaの縫合部位の相違について検討した．前腕最大回外位から最
大回内位まで5肢位における糸移動距離を計測した．Fovea6か所のそれぞれにおいてTFCCの縫合
ポイント間に糸の移動距離の有意差があるか調べた．またTFCC縫合ポイント6か所のそれぞれに
おいてfoveaに穿った骨孔ポイント間に移動距離の有意差があるか検討した．【結果】36通りの
糸移動距離のパターンは平均2.4±1.3mmであった．Fovea2と5はTFCC1-6すべてにおいて移動距
離は小さかった．foveaをx軸としTFCC1-6の折れ線グラフを描いた．Fovea2 と5は明らかに移動
距離が小さく，fovea2に関してはTFCC1-6間の有意差は無かった．Fovea5に関してはTFCC4値は
TFCC3より有意に小さく（p=0.002），TFCC5はTFCC3より有意に小さかった
（p=0.004）．【結語】TFCC修復におけるTransosseous法は，fovea2に骨孔を穿った場合はTFCC
実質の縫合位置は特に規定されず良好な結果であった．Fovea5に骨孔をあけた場合はTFCC4又は
5が良好な結果であった．
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橈骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷縫合後の再鏡視所見と治療成
績

Second-look arthroscopic evaluation and treatment outcome of triangular fibrocartilage complex tears in

distal radius fractures

○辻本 由美子1, 領家 幸治1, 山上 信生2, 香川 亮介3

内尾 祐司2

1若草第一病院　整形外科, 2島根大学　医学部　整形外科, 3隠岐病院　整形外科

【目的】当科では橈骨遠位端骨折の骨接合時及び抜釘時に可能な限り手関節鏡を行っている。
本研究の目的は、橈骨遠位端骨折の骨接合時に、合併するTFCC損傷を縫合した症例の抜釘時再
鏡視所見と臨床成績を、その他の症例と比較検討することである。【方法】対象は2005年から
2012年の間に橈骨遠位端骨折の骨接合時及び抜釘時に手関節鏡を行った60例、男性15例、女性
45例、初回手術時平均年齢は60歳（16－85歳）、骨接合から抜釘までの平均期間は1年4カ月で
あった。内訳は初回鏡視下にTFCC損傷を認めなかった14例（N群）、TFCC損傷を認め骨接合後も
明らかなDRUJの不安定性を有し縫合を行った14例（R群）、損傷を認めたが縫合を行わなかった
32例（T群）、とした。抜釘時再鏡視によりTFCCの状態を確認し、DASH scoreを比較検討した。
その他、Xp、尺側部痛、DRUJの不安定性、手関節・前腕可動域、握力患健側比を調べ
た。【成績】抜釘時鏡視でTFCCは、N群で8例(57.1%)に変性断裂を、T群では8例(27.3%)に自然
修復を認め、R群では全例で緊張が保たれていた。DASH scoreの平均値はN群10.6±11.0点、R群
9.6±12.9点、T群12.3±15.8点で各群間に有意差はなかったが、T群のscoreがやや劣る傾向に
あった。R群の術後DASH scoreは年齢との相関（相関係数0.46）があり、近似直線からは、61歳
以上でN群の平均scoreより悪くなる結果であった。T群のうち1例で骨接合術後尺側部痛の訴え
があり、術後2カ月でTFCC縫合を行った。【結論】橈骨遠位端骨折の骨接合時に、合併するTFCC
損傷を縫合した症例では再鏡視時その緊張が保たれており、治療成績はTFCC損傷を認めなかっ
た症例に遜色なかった。
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橈骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷の傾向とその治療
The incidence and tendency of TFCC injury associated with distal radius fracture

○安部 幸雄, 吉田 紘二

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折にTFCC 損傷が合併することはよく知られている．近年，その治療
方針について，遠位橈尺関節（DRUJ）の不安定性が生じるものは一期的な治療の対象と提案さ
れている．今回，橈骨遠位端骨折に合併するTFCC 損傷の頻度と断裂形態，治療方針について検
討した．【対象】症例は243例247関節，男52例，女191例，右93関節，左154関節，年齢は16歳
～85歳，平均62歳，骨折型は AO 分類にて A2:6, A3: 51, B2: 1, B3: 9, C1: 66, C2: 21,
C3: 92，分類不能: 1であった．TFCC 損傷はオリジナル分類（Abe, Y. et al. Hand Surg.
2012; 17(2): 191-198.）を用いた．【結果】247関節中151関節（61.1％）にTFCC 損傷を認め
た．実質部損傷は82関節，周辺部損傷は80関節（合併損傷11関節）であった．細分は（実質
部）slit: 57, flap: 24, horizontal: 1, （周辺部）ulnocarpal: 2, dorsal: 1, ulnar
styloid: 18, fovea: 3, radial: 4, そしてdegenerative: 52 であった．変性断裂を除くと外
傷性断裂は99関節（40.0%）であった．治療はfovea, dorsal, radial は縫合し，実質部損傷は
青壮年者を中心に掻爬した．【考察】近年，橈骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折は
DRUJ の不安定性がなければ固定は不要とされる．本骨折に対する鏡視下手術によりTFCC損傷の
合併も明らかとなっており，DRUJ の不安定性を来す尺骨小窩損傷は修復すべき，との意見もあ
る．一方，実質部損傷や他の周辺部損傷に対する一期的治療はいまだ治療指針が示されていな
い．実質部の外傷性損傷は慢性尺側部痛を来す疾患の多くを占め，また無血行野であり修復の
可能性は期待できず掻爬の対象と考えている．しかし放置しても症状が生じない例が多いこと
も事実である．橈骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷の治療方針について言及したい．
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橈骨遠位端骨折に合併した遠位橈尺関節不安定性の検討
Instability of the distal radioulnar joint associated with distal radius fracture

○三竹 辰徳, 中尾 悦宏, 高橋 明子, 中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【目的】当院では外来を受診した橈骨遠位端骨折に対して、全例に伝達麻酔を施行し透視下整
復術を行った後にCTを撮影し、治療方針を決定する。本研究の目的は、術前CTにて評価した尺
骨遠位骨折と術中のDRUJ不安定性を調査し、その術後成績に及ぼす影響を検討することであ
る。
【対象と方法】2010年9月から2012年7月までに当院で掌側ロッキングプレートを用いて手術を
行い、12週以上追跡調査可能であった橈骨遠位端骨折34例を対象とした。男性9例、女性25例、
手術時平均年齢は56歳（15～82歳）、平均経過観察期間は27週（12～50週）であった。評価項
目は術前CTにおける尺骨骨折の有無と転位の程度、橈骨骨接合後の術中DRUJ不安定性、最終診
察時のHand20、関節可動域、握力とした。
【結果】尺骨の骨折部位は茎状突起先端5例、中央部4例、基部水平8例、基部斜2例、遠位骨幹
部4例であった。術中のDRUJ不安定性は9例に認め、そのうち1例は茎状突起先端、4例は基部水
平、3例は尺骨遠位骨幹部骨折を合併していた。DRUJ不安定性のある群（A群）で尺骨骨折部の
転位（絶対値）の平均値は掌背側へ1.6mm、橈尺側へ1.3mm、長軸方向へ1.5mmであった。DRUJ不
安定性のない群（B群）の尺骨骨折部の転位の平均値は掌側へ0.61mm、橈側へ0.52mm、遠位方向
へ0.52mmであった。A群とB群を比較すると、掌背側と長軸方向の転位度において統計学的に有
意差を認めた。A群では最終診察時のHand20は平均20.1点、B群では14.1点であった 。
【考察】統計学的に検討すると、DRUJ不安定性が残存した群では術前CTにて掌背側、長軸方向
への骨片の転位が大きい傾向が見られた。術前CTにてこのような転位を認める場合は特に、術
中のDRUJの不安定性に留意し、尺骨遠位骨片の骨接合術や上腕からのギプス固定などの治療を
工夫することが良好な成績につながる。
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DRUJ lockingの病態と治療
Pathomechanics and treatments of DRUJ locking

○中村 俊康1, 吉川 泰弘2, 寺田 信樹3, 西脇 正夫1

戸山 芳昭1

1慶應義塾大学　医学部　整形外科, 2駒沢病院整形外科

3藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院整形外科

はじめに：今回、自動回内は可能であるが自他動回外が不可能となるDRUJ lockingを19例経験
したので、その病態、治療法について報告する。方法：症例は男9、女10、年齢は14から47歳
（平均30歳）、右10左9手で、発症原因は原因不明10手、軽微な外傷後8、転倒1であった。14手
は回外0から20度でロックし、それ以上の回外は不可能であったが、4手では45～60度まで回外
可能であった。1手は回外は-70度の著明に制限されていた。回内可動域は17手で正常であった
が、2手では60度程度に制限されていた。尺骨varianceは+5 mm 1手、+3 mm 4手、+2 mm 1手
で、他の13手はneutral varianceであった。関節造影では13手でTFCCが尺骨頭と重なる舌状像
を呈した。治療法、病態について検討した。結果：初期の3手では全麻または局麻下で徒手整復
を行い、TFCの背側断裂を生じながらDRUJは整復された。10手では直視下でTFCCを持ち上げるよ
うに整復すると回外が可能になり、この内5手では尺骨短縮術を併施した。6手では鏡視下に整
復可能であり、内1手で尺骨短縮術を併施した。三角靭帯の背側portionが尺骨頭に陥頓した例
9手、掌側portionが陥頓した例8手、TFCのflap損傷がDRUJ内に陥頓したもの1手であった。鏡視
下で整復できた症例は掌側portionかTFCのflap例であった。全例で術後の平均回内外可動域は
回内90度、回外83度と良好であった。最終経過観察時にDRUJロッキングの再発は認めない。考
察: DRUJロッキングは尺骨頭がdiscから解離し不安定になった三角靭帯背側または掌側portion
に陥頓するものが大半であったが、discのflap損傷による例が1例あった。徒手的に解除すると
TFCC損傷を惹起する可能性があるため、鏡視下または直視下に確実にロッキングを解除するこ
とが重要である。
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慢性手関節尺側部痛に対する尺骨短縮骨切り術の成績とその問題点
Ulna Shortening Osteotomy for the Treatment of Chronic Ulnar Wrist Pain

○竹内 実知子1, 砂川 融2, 鈴木 修身1, 中島 祐子1

越智 光夫1

1広島大学　大学院　医歯薬学総合研究科　整形外科

2広島大学大学院医歯薬保健学研究院上肢機能解析制御科学

【目的】当科で行った慢性手関節尺側部痛に対する尺骨短縮術の治療成績とその問題点を報告
する。【対象と方法】発症後6ヵ月以上経過した慢性手関節尺側部痛に対し過去5年間に関節鏡
と尺骨短縮術を施行した16例を対象とした。診断はTFCC損傷が11例、尺骨突き上げ症候群が5例
であった。右13例、左3例、男6例、女10例、平均年齢37.9 (18-62) 歳であった。先行手術は2
例に直視下TFCC縫合術、1例に鏡視下デブリードマンを施行した。手術方法は、鏡視下にTFCC損
傷があれば部分切除を行ない、尺骨骨幹端で2mm尺骨短縮を行った。骨切り部をSmall DCP
plate 固定したものは15例、AO small cortical screw 固定したものは1例で、尺骨短縮後再度
鏡視しTFCCの状態を観察した。術後は3週間上腕からシーネ固定した。術後約1年で抜釘と関節
鏡検査を行なえたものが13例であった。評価は術前後の疼痛の程度、Mayo wrist score、徒手
的DRUJ不安定性の有無を行なった。【結果】術前DRUJ不安定性ありは14例、不安定性なしは2例
であった。関節鏡所見はTFCC損傷11例、TFCCの緩み5例であった。骨切り部が癒合しなかった1
例に再固定術、疼痛が残存した1例に追加鏡視下デブリードマンを行なった。治療成績は、疼痛
消失が13例、軽度残存が1例、疼痛ありが1例、CRPSが1例であった。Mayo wrist scoreでは
excellent 13例、good 1例、poor 2例であった。疼痛残存した2例にDRUJ不安定性が遺残した
が、その他は不安定性は消失した。抜釘後骨切り部の骨折をきたしたものが2例あり若年女性で
骨切り部を打撲していた。【考察】高度TFCC断裂がある症例では尺骨短縮骨切りだけではDRUJ
の不安定性と疼痛が残存し、TFCCの縫合や再建の併用が必要と考えられた。尺骨の細い女性は
抜釘後に容易に骨切り部の骨折が生じることがあり注意を要する。
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尺骨短縮術の骨癒合に対する喫煙の影響
How Does Smoking Impair the Healing of Ulna Shortening Osteotomy ?

○三戸 一晃1,2, 中村 俊康1, 佐藤 和毅1, 岩本 卓士1

戸山 芳昭1

1慶應義塾大学病院　整形外科, 2練馬総合病院

【目的】　　尺骨短縮術は尺骨突き上げ症候群やTFCC損傷の治療に行われるが、骨癒合不全が
合併症として挙げられる。喫煙は骨癒合に悪影響を及ぼすことは広く知られているため、今
回、尺骨短縮術施行例での骨癒合経過について喫煙者群と非喫煙者群を比較検討した。【対象
および方法】2008～2009年に関連施設で尺骨短縮術を施行した93例101手を対象とした。このう
ち喫煙者群(S群)は20例25手（右13手、左12手）（男15例、女5例）、非喫煙群（N群）は73例76
手（右47手、左29手）（男31例、女42例）であった。手術時平均年齢は、S群36.2歳、N群
38.7歳、術後経過観察期間は平均2年11ヵ月であった。単純X線像で骨癒合期間と骨修復様式を
後向きに比較検討した。【結果】　喫煙群2手、非喫煙群1手に偽関節が生じた。平均骨癒合期
間は、両群とも265.6日であった。骨癒合様式は仮骨形成や骨吸収なく癒合する型（1-1型)、僅
かに骨吸収をみた型(1-2型)、仮骨形成後骨癒合した型(2型)、骨切り部に明瞭な骨吸収の後に
骨癒合する型（3-1型）、骨吸収後の偽関節(3-2型)の5型に分類すると、S群は 1-1型:4、1-
2型:9、2型:2、3-1型:8、3-2型: 2手、N群で各々、13、43、6、13、1手であり、S群で有意に3
型の割合が高かった(p=0.027)。【結論】  偽関節率は、S群8.0％、 N群1.3％と喫煙者群で高
く、同群では偽関節になりやすい状態といえる3-1型が有意に多かった。喫煙により摂取される
主要な生理活性物質とされるニコチンの骨代謝への影響の詳細は諸説あり未だ統一されていな
いが、今回の検討では、ニコチンが骨修復段階で骨吸収を優位にし、骨癒合を阻害する可能性
が示唆された。
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手の外科専門病院における四肢専門Optima MR430s 1.5Tの使用経験
The usefulness of dedicated Extremity Optima MR430s 1.5T in an upper extremity hospital.

○坪川 直人

一般財団法人新潟手の外科研究所 新潟手の外科研究所病院

昨年、50床の入院施設を持った日本初の手外科、上肢外科専門病院を設立した。画像診断機器
としては、一般撮影、CTに加えGE 社の Optima MR 430s 1.5Tを導入した。本装置は、RFシール
ドは必要であるが、磁場シールドは不要で、推奨施設面積が23m2 で済むことが大きな利点であ
った。また新設病院であったため搬入の心配もあったが、通常のドアからの搬入が可能であ
り、ランニングコストが抑えられている点も小規模施設には適していると思われた。また、専
用の椅子に座る楽な姿勢で、上肢の小さな関節に対しても精細な画像が撮影可能であるため、
上肢外科、特に手外科、手関節外科、肘関節外科を専門とする当病院に最適と思われる機種で
ある。
ルーチンの検査では通常、冠状断、矢状断、横断像の3方向撮影を行っている。しかし、三角線
維軟骨複合体（TFCC）損傷では、冠状断像での情報が多いため、矢状断、横断像は撮影してい
ない。同様に、肘関節靭帯損傷でも冠状断像の撮影を行っている。撮影方法は spin echo 法、
T1 強調画像、fast spin echo 法、 T2 強調画像、gradient echo 法 T2＊強調画像、脂肪抑制
画像 STIR 法（Short T1 Inversion Recovery 法）を撮影している。特に TFCC、靭帯などの線
維成分の多い組織ではT2＊強調画像、STIR画像が有効で、骨組織ではT1強調画像、T2強調画像
が有効である。
　上肢で MRI が診断に必要となる疾患は多い。軟部腫瘍、骨腫瘍、手関節外傷（舟状骨骨折、
偽関節、橈骨遠位端骨折）、TFCC断裂、肘関節靭帯損傷、RAなどの炎症、腱滑膜炎、無腐性壊
死、上腕骨離断性骨軟骨炎、神経麻痺筋の同定、手関節滑膜炎、関節リウマチなどの関節炎な
どの診断に有用である。それぞれの症例の画像を提示し、画像の特性、診断について述べる。
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デジタルフルオロガイド下での橈骨遠位端骨折治療の戦略と実践
Surgical Treatment of Distal Radius Fractures by Using High Resolution Digital Imaging System

○坂野 裕昭

国家公務員共済組合連合会　平塚共済病院　整形外科・手の外科センター、横浜市立大学大学院医学研究

科　運動器病態学（整形外科）

橈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Gold Standard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，重要なポイントは2つある。1つは関節内骨折の治療においては的確な
整復を行うためには術前の3DCTとCTのMPR像による関節内骨片転位の正確な把握とそれに基づい
た術前のプランニングが重要である。2つ目は使用するイメージ機器の解像度により転位骨片の
把握と軟骨下骨の同定には大きな違いが生じてくる。従って、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
下整復法の戦略と実際について述べる。
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指デグロービング損傷の再建
Reconstruction of Finger Degloving Injury

○平瀬 雄一1, 福本 恵三3, 山口 利仁2, 稲見 浩平4

桑原 真人1

1四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

2高月整形外科東京手の外科スポーツ医学研究所, 3埼玉成恵会病院埼玉手外科研究所

4東京臨海病院形成外科

手指のデグロービング損傷の再建例を検討したので報告する。その再建に当たってはＰＩＰ関
節機能が温存できているかどうかで再建法を分けた。　症例　最近１２年間の症例で全周性の
指デグロービング損傷例22例を対象とした。搬送時に再接着を行えなかった多くの症例では腹
壁皮下に埋入し、数日後に再建術を行った。再建方法としては逆行性前腕皮弁が多く、指背側
を被覆し、被覆できない掌側は腹壁有茎皮弁で覆ったり、複数指の場合は一旦は合指状に再建
して、後に指列を分割した（5例）。側頭筋膜弁移行も行った（２例）。また、爪再建を行った
14症例では、足母指からの骨と爪を含めたwrap-around flapと２指からはhemi pulp flap を組
み合わせたtwisted wrap-around (TWA) flap にさらに第一指間から足背までの足背皮弁を連合
させた大きな皮弁Extended TWA flapを採取して利用した。結果　Extended TWA  flapの一例に
皮弁の半分を失ったが、他は全例で問題なく生着した。ＰＩＰ関節機能が温存できた症例で
は、制限は残るものの比較的良好な可動域を得ることが出来ている。考察　緊急手術として行
うには再建手術が長時間に及ぶことと、患者に十分な検討時間を与えるために、一旦、腹壁皮
下でバンキングしながら時間を作ることは有用である。また、Extended TWA flap は整容的な
爪が再建でき、ＰＩＰ関節の運動機能が残るため再建指の満足度は極めて高いと考える。
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四肢外傷における遊離皮弁の血糖値測定によるモニタリングの使用
経験

Usefulness of flap glucose monitoring in limb trauma

○小林 由香1, 池田 全良2, 齋藤 育雄3, 持田 讓治1

1東海大学　医学部　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

【目的】軟部組織欠損を伴う四肢外傷の治療では、早期に血流の良好な皮弁で覆うことが感染
率を減少させるための極めて有効な手段の一つとなる。遊離皮弁術後は、色調と温感に加
え、capillary refillや出血などの肉眼的観察を行うが、皮弁手術の経験が少ないと、うっ血
か否かの判断に迷う場合がある。近年、糖尿病患者用の血糖値測定キットを用いて皮弁の血糖
値を測定し、静脈血栓によるうっ血では血糖値が低下するとの報告がなされている。本研究で
は、遊離皮弁移植術後に同測定方法を用いた３例（４皮弁）について検討した。【対象および
方法】症例は、手部挫滅の２例と開放骨折を伴った足部挫滅１例である。年齢は30から67歳。
遊離皮弁は上腕外側皮弁２例、前外側大腿皮弁１例、深下腹壁動脈穿通枝皮弁１例であった。
術後経時的に皮弁と指尖部の血糖値を測定した。【結果】２例は術後より、皮弁血糖値/指尖部
血糖値の比は80％前後で推移し血流障害を起こすことなく生着した。１例は未治療の糖尿病の
合併例で、皮弁そのものの血糖値は高値であったが、血糖値比が30から60％と低下しており静
脈血栓により皮弁壊死が生じた。その後、新たに遊離皮弁を作成し血糖値比は80％前後で推移
し生着した。【考察】皮弁生着のカギには的確なマイクロ技術が不可欠である。しかし、我々
は色調、温感やcapillary refillなどの主観的判断に頼り皮弁の状態を適切に判断することが
できず、再手術のタイミングが遅れ、結果としてうっ血が進行し壊死となった症例を経験して
きた。今回施行した血糖値測定は、簡便で血糖の定量的数値が得られ皮弁の状態を判断する上
で有用であった。しかし、糖尿病の合併例では皮弁、指尖部ともに血糖値が不安定なため、肉
眼的観察も慎重に行う必要があった。
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血管柄付き腓骨移植術による手関節固定術の経験
Wrist Arthrodesis with Vascularized Fibular Grafting

○矢島 弘嗣1, 河村 健二1, 小畠 康宣2, 村田 景一2

面川 庄平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】腫瘍や外傷などが原因で手関節周辺に広範囲の骨欠損を伴う症例に対して、血管柄付
き腓骨移植術(VFG)による手関節固定術を適応してきた。また最近の1例においてVFGを用いた部
分手関節固定術を施行した。今回その成績について報告し、本法の適応について検討す
る。【方法】対象とした症例は男性4例、女性3例の7例で、手術時の年齢は17歳～60歳(平均
38歳)であった。6例は橈骨遠位端発生の骨巨細胞腫で、1例は手関節周辺の非定型性抗酸菌性骨
髄炎であった。移植腓骨長は6～14cm、平均10.7cmで、全例に皮弁(モニター用も含む)を付けて
採取した。移植腓骨遠位端の骨接合部位は第3 中手骨に2例、有頭骨に4例、月状、舟状骨に1例
(部分手関節固定)であった。recipient側の動脈は橈骨動脈(6例)および尺骨動脈(1例)に、静脈
は橈側皮静脈に縫合した。X線による骨癒合時期の判定と固定角度の計測を行い、握力および前
腕の回内外可動域測定、およびEnnekingの術後患肢機能評価により機能を判定した。【結果】
経過観察期間は10ヵ月から102ヵ月、平均57ヵ月であった。移植後吻合血管によるトラブルはな
く、皮弁は全例生着した。骨癒合期間は2～6ヵ月、平均4.1ヵ月であった。手関節の固定角度は
0～20度、平均13度で、部分手関節固定術例の手関節掌背屈域は40度であった。前腕回内外可動
域は80～180度、平均131度で、握力は対健側比平均61%であった。Ennekingの術後患肢機能評価
では、80～93％、平均85%であった。経過観察期間中に骨巨細胞腫の局所再発を1例に認めた
が、掻爬により切除可能であった。【結論】手関節部において広範囲骨欠損を伴うような症例
に対して、VFGによる手関節固定術は有用な治療手段である。近位手根列が温存できるような症
例では、舟状骨と月状骨とに固定をかける部分手関節固定術が勧められる。
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内側足底動脈穿通枝皮弁を用いた手指再建
Free Medial Plantar Perforator Flaps for the Resurfacing of Finger

○林 明辰, 山本 匠, 戸所 健, 成島 三長, 光嶋 勲

東京大学医学部付属病院　形成外科

【目的】これまで多用されてきた筋皮弁・筋膜皮弁から筋・筋膜を除去し，筋間穿通血管また
は筋間中隔穿通血管のみを茎とする穿通枝皮弁は，微小血管吻合技術の確立により短血管茎の
遊離皮弁として臨床応用がされてきている．今回われわれは，穿通枝皮弁の一つである内側足
底動脈穿通枝皮弁を用い，手指再建を行い，その有用性を考察した．【症例】1）18歳男性，外
傷による右示指指腹欠損に対し遊離内側足底動脈穿通枝皮弁で再建を行った．内側足底動脈穿
通枝を指動脈に，皮弁の皮静脈を指掌側皮静脈に吻合した．2）1歳女児，炊飯器の蒸気による
右中指の熱傷後, 瘢痕拘縮に対し遊離内側足底動脈穿通枝皮弁で再建を行った．皮弁の足底動
脈を指動脈にflow-through吻合し，皮弁の皮静脈を指掌側皮静脈に吻合した．3）37歳男性，外
傷による右示指指腹・指掌側部欠損に対し遊離内側足底動脈穿通枝皮弁で再建を行った．内側
足底動脈穿通枝を指動脈に，皮弁の皮静脈を指掌側皮静脈に吻合した．【結果】母指内転筋の
内側縁に内側足底動脈からの穿通枝数本を認め，これを穿通枝のレベルまたは内側足底動脈数
センチを含めた短茎皮弁として採取することができた．穿通枝皮弁を用い，皮弁採取部を従来
よりも足底の内側の薄い部位にデザインすることで，指掌側に用いても柔らかい質感の皮膚再
建が可能となった．【考察】The best tissue is the same tissueは，手の外科領域における
皮膚再建治療の原則である．穿通枝を用いることで主要血管が温存されるという従来からの利
点に加え，穿通枝皮弁の概念を理解するとことで，主要血管を吻合に用いた場合でも軸走動脈
から離れて皮弁をデザイン可能になり，皮弁の自由度が増し，本症例のようにより欠損部に適
合した質感と薄さを両立できる皮弁が拳上可能となる．
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手、前腕発生悪性腫瘍の臨床成績と患肢温存再建手術
Sarcoma in the forearm and hand: Clinical outcome and microsurgical reconstruction for limb salvage

○村松 慶一1, 橋本 貴弘1, 富永 康弘1, 伊原 公一郎2

田口 敏彦1

1山口大学　医学部　整形外科, 2関門医療センター整形外科

【目的】　手、前腕に発生する悪性腫瘍は非常に稀であり、臨床成績や化学療法の効果には議
論が分かれ標準的な手術方法が確立しているとは言いがたい。解剖学的に軟部組織に乏し
く、腱、神経、血管が近接した構造となっているため広範切除術は大きな機能損失に直結す
る。本発表では、当科治療例より腫瘍学的治療成績や組織移植を応用した患肢機能再建術の適
応について検討した。【方法】　これまで当科にて加療した26例（男15女11、平均年齢55歳）
を対象とした。このうち軟部腫瘍は18例、骨腫瘍は8例で病理診断はMFH、骨肉腫がそれぞれ最
多であった。Ennekingの進行度分類ではIA:1例、IB:6、IIA:11、IIB: 7、III:1で、高悪性度１
区画内が最多であった。術後平均観察期間は12から204ヶ月、平均87ヶ月であった。【結果】　
前腕発生の17例は、初回手術で全例腫瘍広範切除後遊離または有茎組織移植を受け患肢温存が
可能であり、骨再建は全て遊離腓骨移植であった。手発生の腫瘍はほとんどが指列切断、移行
が行われていた。4例で局所再発があり、最終的に1例で上腕切断を行った。４例に遠隔転移を
認め、2例が腫瘍死した。5年生存率は88％で体幹近位発生例と比較して良好な予後であっ
た。Ennekingの上肢機能評価は術後37ヶ月で20～30点、平均25点（83％）と良好な機能が獲得
されていた。【考察】　手、前腕発生の悪性腫瘍は肺などに遠隔転移するが、化学療法の成果
もあり予後は良好である。初回手術に十分な切除縁を確保することが重要で、腱滑走を考慮し
術前に縦方向の切除範囲を拡大設定し計画すべきである。切除後の再建にはマイクロサージャ
リーを応用した組織移植が必要不可欠であり、皮膚、神経、筋、腱、骨の欠損に応じたドナー
の選択をすれば、安全でより高い機能を有する手の再建が可能である。
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Interactive teletriageを利用した名古屋市における重度手指外傷患者に
対する救急搬送円滑化の試み

Attempts to facilitate emergency transport for patients with severe hand trauma in Nagoya City using

interactive teletriage

○夏目 唯弘, 栗本 秀, 山本 美知郎, 篠原 孝明
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】近年、名古屋市及びその近隣で発生する手指切断などの重度手指外傷患者の救急搬送
において医療機関への受け入れ困難例が多発し、大きな問題となっていた。そこで我々名古屋
大学医学部手の外科と名古屋市消防局と協力し、重度手指外傷患者の適切且つ円滑な救急搬送
が行えるよう新たな試みを行っているので報告する。【方法】傷病者発生時、救急隊が患者の
同意を取った上でスマートホンによる患指の撮影を行った。患者情報を救急隊員が直接当院医
師に電話し、画像はemailで送付、それを基に患者の重症度を判断した。我々はこれを
interactive teletriageと名付けた。受傷肢の重度度により適切な治療施設への搬送を促し
た。【結果】過去1年間に名古屋市内で発生し救急搬送された重度手指外傷患者は117例であっ
た。うちTeletriageによる手指外傷の重症度評価を行うことができた症例は30例であった。重
症度評価の結果、比較的重症度・緊急度が低い症例は18例（60％）であった。血行再建が必要
と判断した症例は9例（30％）、デグロービング・ローラー損傷など高度な専門治療が必要と判
断した症例は3例（10％）であった。【考察】重度手指外傷の受け入れ困難の原因として搬送時
のオーバートリアージなど救急隊と医師側との重症度のミスマッチが一つの要因と考えられ
る。Teletriageは重症度を判断することで搬送病院の片寄りを改善でき、救急搬送の円滑化に
有効と考えられた。またアンダートリアージも防ぐことで適切な治療ができる病院への搬送を
促すことができると考えられた。今後は医師会を通じ各病院との連携を深めるとともに、デー
タ収集・分析を行い普遍的に使用できるトリアージとしての重症度の具体化・スコア化を行う
試みを進めている。
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指尖部切断再接着における石川subzone分類別の治療成績
Categorical outcome of fingertip replantation by Ishikawa subzone classification

○門田 英輝, 今泉 督, 佐次田 保徳, 石田 有宏

沖縄県立中部病院　形成外科　

【目的】指尖部切断再接着を石川分類subzone I～IVに分けてその治療成績を比較し、subzone
ごとの特徴および問題点について報告する。
【対象・方法】1999年5月から2012年7月まで指尖部完全切断で再接着を行ったのは26例、27指
で、切断レベルは石川分類subzone I：3指、subzone II：12指、subzone III：10指、subzone
IV：2指であった。男性22例、女性4例、年齢は平均37歳（2～80歳）、受傷指は母指2指、示指
5指、中指10指、環指9指、小指1例であった。subzone別に治療成績を比較検討した。
【結果】全体の生着率は81.5%（22/27指）であった。石川分類別の生着率はsubzone
I：100%（3/3指）、subzone II：91.7%（11/12指）、subzone III：60%（6/10指）、subzone
IV：100%（2/2指）であった。動脈吻合はsubzone II：2指とsubzone IV：2指で2本であり、そ
の他23指で1本であった。静脈吻合を1本以上行ったのはsubzone I：33.3%（1/3指）、subzone
II：58.3%（7/12指）、subzone III：10%（1/10指）、subzone IV：100%（2/2指）であった。
術後に寫血処置を行ったのは18指であった。壊死した5指中3指（subzone II：1例、subzone
III：2例）は術後に瀉血を行うもうっ血が進行し壊死となっていた。
【考察】subzone I、II、IVと比較しsubzone IIIの低い生着率（60%）が問題である。subzone
IIIで静脈吻合を施行したのが10指中1指のみであるのが原因のひとつと思われた。subzone
I、IIより組織量が多いsubzone IIIではうっ血に対して瀉血処置のみでは対応できない可能性
があり、積極的に静脈吻合を行う必要があると考える。
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切断指再接着術の骨の固定に関する検討
Analysis of Osteosynthesis in repalntation of digit.

○日比野 直仁1, 山野 雅弘2, 浜田 佳孝3, 土岐 俊一1

吉岡 伸治1

1健康保険　鳴門病院, 2健康保険　鳴門病院　形成外科

3徳島県立中央病院　整形外科

【緒言】切断指再接着時の骨の固定はキルシュナー（以下k-wire）などで簡易固定が行われる.
当院では生着が確認されれば骨折部の安定化を図るため内固定,創外固定等の追加固定を行うこ
とが多い.今回再接着指の骨の固定に関し調査したので報告する.【方法】2011.1-2012.10月ま
でに再接着術を施行した症例は40例　51指,このうち生着した40指に関し切断レベル,初期の骨
固定法,骨に関する追加手術ついて調査した.【結果】切断レベルは玉井の分類でZone
I:13指,II:18指,III:2指,IV:6指,V:1指.初期固定法としてk-wire 33例,interossous wiring 6
例であった.Zone III以遠はk-wire固定,近位はinterosseous wiringで固定されていた.追加固
定方法として髄内埋没型の圧迫screw(髄内screw)固定20例,創外固定2例,追加固定を行わなかっ
た例は7例あった.末節骨骨接合,DIP関節固定には髄内screwが使用されていた. PIP関節離断,基
節骨切断には創外固定が使用されていた.全例骨癒合が得られたが,何らかの固定を追加したほ
うが早期に可動域訓練を開始でき可動域が良好であった.【考察】指尖部切断の場合,髄内screw
による内固定は再接着時に挿入したk-wireをガイドに挿入することが可能であり,血行を阻害す
ることなく低侵襲で強固な内固定が可能で直後から可動域訓練を開始でき有効であった.PIP関
節近傍の切断の場合,創外固定も比較的低侵襲に安定性を獲得でき早期にハンドセラピーを開始
できた.再接着指もより高次の機能を再獲得するために生着後強固な骨固定を追加することは有
用であると思われた.
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65歳以上高齢者における切断指再接着
Finger replantation for eldery patients over 65 year old.

○五谷 寛之1, 田中 祥貴1, 鈴木 啓介1, 寺浦 英俊1

山野 慶樹1

1清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

2静岡理工科大学総合技術研究所

（はじめに）切断指症例はそのほとんどが労災症例である。ここ数年の傾向として作業に熟練
した比較的高齢者の受傷症例が目立ってきた。合併症も目立つなど若年者と比べて困難ではあ
るが、接着のみならず機能回復を目標とした当センターの取り組みを紹介する。なお、現状に
鑑み本発表においては65歳以上の再接着症例を65歳以上と定義して検討した。（方法及び結
果）受傷時65歳以上の再接着症例は21人で30指であった。男性16人女性5人で、玉井分類では
Zone1が5指、Zone2が11指、Zone3が8指、Zone4が６指であった。鋭利切断が９指、挫滅、局所
挫滅が14指、引き抜きが7指であった。糖尿の合併が４指、心血管系のカテーテル、手術後５
指、消化管手術後６指、脳血管既往５指であった。部分壊死例含め生着は26指であった。追加
手術として神経移植施行が3指、屈筋腱移行３例、腱剥離施行が7指、創外固定による拘縮解離
及びROM訓練施行が6指であった。Zone3、4で生着して追加手術を行えた症例では経過観察でき
ている4指で平均TAMが54%であった。母指示指挫滅切断で示指接着後創外固定器で緩徐な母指化
術を行った希有な1例もあった。Zone3、Zone2合計で４本の再接着ですべて生着後腱剥離を希望
するも社会的に条件が整わず断念した症例もあった。再度就業した症例は確認できた者で11症
例であった。また、。近年安全性を期してヘパリン使用症例にはACTの測定を施行してい
る。（考察及びまとめ）高齢者特有の問題として、合併症、社会的要因（個人経営など）など
がある。しかし、ある意味若年層より接着への期待が高いケースもある。総合的に術前の全身
状態、合併症をしっかり把握した上で適応をつける必要があり、機能を考えた上では異所性再
接着によっても母指再建は優先させる必要がある。
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多数指切断例の検討
Analysis of multiple fingers amputation

○平良 貴志, 山口 利仁, 河原 三四郎, 小松 一成
久能 隼人

東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院

【はじめに】手指切断は整形外科、形成外科医が扱う疾患の中で時間的制約を有する外傷のひ
とつである。当院は31床と小規模の病院であるが、非常勤医を含めマイクロサージャリ―技術
を有する医師が複数常駐している。そのため、緊急手術が必要な手指切断例を積極的に受け入
れ、高齢者や挫滅損傷例であっても可能な限り再接着術を試みている。熟練した医師が全例対
応することは難しいため初療にあたる医師の技術や経験はマクロサージャリ―初学者から熟練
者まで幅が広く、術後成績にばらつきがでるという欠点もあるが、血栓除去や動脈皮弁、腱剥
離など二次手術以降は上級医師がサポートにはいることで後遺障害の軽減につなげている。
【対象と方法】平成19年1月から平成24年2月までに当院で行われた多数指切断23例（2指切断
14例、3指切断8例、4指切断1例）を対象に、初療時の術式、再接着指の生着率、リハビリ開始
時期、症状固定までの手術回数、症状固定時の手指機能、原職復帰率を調査した。
【結果】切断形態は挫滅、圧挫、引き抜きとさまざまであり、切断指全てに再接着を施行した
のは12例29指であった。完全生着は16指（55％）、部分生着は3指（10％）であった。初回手術
に全指断端形成を施行した2例を除いた21例に複数回の手術を施行した。単指切断と比較して原
職復帰率は低かった。
【考察】多数指切断では切断指の重要度を考慮し、優先順位をつけて初療にのぞむ必要があ
る。単指切断より複数回手術を要することが多く、治療が長期にわたるため原職復帰率も低
い。切断指生着後、できる限り早期にリハビリを開始することで治療期間を短縮するために、
初回手術の時点で強固な内固定を行う必要がある。
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手指切断に対する仮骨延長法
Phalangial Bone Lengthening of amputation stamp Using Callotasis Technique

○前川 尚宜1, 小畠 康宣2, 中野 健一2, 面川 庄平2

田中 康仁2

1奈良県立医科大学　救急科, 2奈良県立医科大学整形外科

【はじめに】手指の欠損・指長の短縮の再建方法として組織移植による再建、骨移植、骨延長
術など様々な方法が用いられている。今回我々の外傷後切断に対する指節骨仮骨延長の経験に
ついて報告する。【対象および方法】外傷後切断の手指欠損に対して仮骨延長術を施行した症
例は14例17指で、延長時の平均年齢は27.4歳（7～49歳)であった。うち皮弁術後が4例5指であ
った。使用した創外固定器はIlizarov  Mini：10指,  Hoffmann-mini：4指,  penig
mini：1指，Stellbrink型：2指で、複数指の同時延長は2例5指、同一指での2部位での延長を1
指で行った。骨延長量（骨延長率）、骨癒合期間、Consolidation　Index（以下C.I.）、追加
手術、合併症などの検討を行った。【結果】全例で目標とする骨延長量は獲得できたが6例
（35%)で追加骨移植を行なった。獲得骨延長量は10.2mm、獲得骨延長率は80.7%であった。骨癒
合は平均93日で得られ、骨延長量を骨癒合期間で割ったC.I.は92.3days/cmであった。経過中の
合併症として早期癒合を1例みたが骨切りなどを追加することで延長を行った。軟部組織の短縮
に伴う骨尖破、創の問題、ピン刺入部感染や折損、可動域の低下などの合併症は認めなかっ
た。【考察およびまとめ】今回の報告では手術時年齢が比較的高いこともあり他の部位に比べ
仮骨の成熟は遅い印象があるが外傷例でも創外固定器の進歩もあり十分可能になっていると考
える。また皮弁後の仮骨延長は十分可能であり、指長補正の選択肢であると思われた。
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重度外傷指の再建に創外固定を用いた骨延長は有用であるー本邦発
の骨移送症例を含めてー

Usefulness of bone lengthning using external fixator for severe traumatized finger-Including first case of

bone transport in Japan-

○五谷 寛之1, 田中 祥貴1, 鈴木 啓介1, 寺浦 英俊1

山野 慶樹1

1清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

2静岡理工科大学総合技術研究所

（はじめに）重度外傷により亡失した手指再建法としてマイクロサージャリーや骨延長による
再建がある。近年指尖切断においても指骨延長が可能となり爪甲も同時に延長し得る。また、
中節が挫滅で欠損した再接着指では短縮せずワイヤーで指長を確保しておき骨移送により再建
した。本邦発の手指骨骨移送症例も含めこれらの詳細を報告する。（症例及び方法）症例は21
指で年齢は19から67（平均52歳）であり、小指3、環指5、中指5、示指4指母指4指であった。ま
た、基節骨延長例は11指、中節骨延長例は6指、末節骨延長例は４指であった。骨延長には
Ilizarov mini創外固定器を用い、直径3mmのロッドで構成されるM3ユニットを主として使用し
た。特殊な例として中節骨の欠損ないし部分欠損例に対しての基節骨の骨移送（bone
transport）例は4指（中指2指、環指2指）である。受傷時の欠損に対しては再接着時にワイヤ
ーで末節骨と残存した中節骨あるいは基節骨の間隙を可及的に保持する。再接着したのを確認
した後、基節骨の骨延長を行った。中節欠損例では延長骨である基節骨の近位部で延長中に屈
曲角をつけ把持の改善を図った。（結果）骨延長が2cm以内の症例9例ではHealing indexは
48(39-71)であり、平均延長量は14mmであった。骨延長量が2cm以上の症例12例ではHealing
indexは71（42-102）で平均延長量は24mmであった。延長骨の屈曲角をつけた4指（中指2指、環
指2指）では手掌へ接触可能になる他、ピンチが改善された。（考察とまとめ）重度外傷指に骨
欠損がある場合の再建方法は将来の整容と機能双方の回復を念頭に置く必要がある。指骨の一
部を欠損した場合でも一時的にワイヤーで仮固定を行い、指長を保ち、二期的に手指骨骨移送
を考慮する必要性がある。また、末節骨も爪甲とともに延長され有用であった。
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当科におけるイリザロフミニ創外固定器を使用した15症例22指の治
療経験

Treatment with Ilizarov Minifixator for Hand Surgery - 15 cases and 22 figers our experience -

○東盛 貴光, 櫻井 裕之

東京女子医科大学　形成外科

　手指用イリザロフ創外固定器　Ilizarov Minifixator（以下IM）（イトー医科器械社、東
京）は、専用のワイヤーを目的に応じて自由に折り曲げて固定器に装着することで刺入部位や
方向、固定器本体の位置を自由に変えることができるため、従来の創外固定器と比較し様々な
症例への適用が可能である。今回われわれは、外傷や先天異常を含む手外科領域の様々な疾患
に対してIMを適応し、いささか興味ある知見を得たため、若干の文献的考察を加えて報告す
る。対象は、2008年から2012年までの過去5年間における15症例22指であり、平均年齢は40歳、
男性10例、女性5例であった。原疾患の内訳は、挫滅切断や挫滅創、熱傷などの重度手の外傷が
最も多く11例、先天異常が3例であった。これらに対し術式における経過予後、感染を含めた合
併症の有無について検討した。全例における平均装着期間は99日であった。骨延長は9指で最も
多く、固定期間は平均109日、骨切り矯正後の固定は2指で45日であった。骨髄炎に対する安静
目的に適応した1指は最長で300日の固定を要した。感染を認めたのは、近位指節関節拘縮の解
除に併用した2指のうちの1指のみであった。骨延長では9指中1指で仮骨形成不良により骨移植
を余儀なくされたが他指はおおむね良好であった。IMは、2002年に国内で発売後も現在まで様
々な用途や使用方法が緒家らにより報告されている。五谷らは、重度手の外傷症例や関節拘縮
症例に適応し良好な成績を報告した。澤泉らは、骨片の小さい末節骨での延長を行い良好な成
績を報告した。本デバイスは、個々の症例に応じた最適な位置に設置することが可能であり有
用な方法であると考えた。
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遊離骨移植と皮弁による鉤爪変形の治療
Correction of a claw nail deformity with a bone graft and flap

○石河 利広, 平塚 宗久, 吉川 勝宇, 鈴木 茂彦

京都大学　大学院　医学研究科　形成外科

【はじめに】指尖部損傷後に鉤爪変形が生じることはまれではない。爪の長さを保つよう鉤爪
変形を矯正するためには、爪床の支持組織である末節骨の再建が必要である。指末節への骨移
植は骨吸収されることが多いとされ、その報告は少ない。我々が行なっている遊離骨移植と皮
弁による鉤爪変形の治療について報告する。
【対象と方法】症例は、末節骨欠損部に腸骨より骨移植を行い皮弁により指尖部を再建した
3例。経過観察期間は1年から2年で、鉤爪変形改善の有無、X線像上の移植骨の吸収程度につい
て検討した。症例１：15歳男性、左示指末節切断を受傷、局所皮弁による断端形成術後に鉤爪
変形を生じた。末節骨基部に13x6x5mmの骨移植を行い手掌皮弁により被覆した。症例2：24歳男
性、左示指末節切断を受傷、近医にて断端形成術を受け、その後、鉤爪変形を生じた。末節骨
基部に12x8x8mmの骨移植を行い、脂肪弁付き拡大逆行性指動脈皮弁と分層爪床移植により被覆
した。症例3：45歳男性　左環指末節骨部分欠損および掌側皮膚軟部組織欠損を受傷、近医で保
存的に加療され瘢痕治癒し鉤爪変形を生じた。末節骨に15x9x8mmの骨移植を行い、hemipulp
flap により被覆した。骨固定は、各症例ともキルシュナー鋼線により行った。
【結果】全例鉤爪変形は改善した。X線像上、移植骨の吸収は10から20％であった。
【考察】移植骨を生着させるためには、血流のある末節骨基部を移植床とすること、周囲を瘢
痕でない軟部組織で被覆すること、骨癒合が得られ次第指を使用させ負荷を加えることが重要
であると考えている。皮弁の選択は、欠損部の面積により小範囲であれば手掌皮弁、それ以上
であればhemipulp flap、または、逆行性指動脈皮弁が適当であると考える。
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指尖部切断における徐放化basic fibroblast growth factorの有用性　-
perionychial graft on flap法への応用―

Usefulness of slow releasing b-FGF in fingertip  reconstruction using perionychial graft on method.

○楠原 廣久, 徳井 琢, 伊谷 善仁, 西脇 仁
磯貝 典孝

近畿大学　医学部　形成外科

【背景】指尖部切断再接着において、石川分類Subzone1ではcomposite graft（以下CG）でも生
着し、Subzone3、4では動脈と静脈の吻合が不可欠となる。しかし、Subzone2では、CGでの完全
生着は難しく、また血管吻合をするには、吻合可能な静脈をみつけるのが困難である。動脈の
みの吻合でも生着するが、術後鬱血きたし治療に難渋する。血管吻合が困難なSubzone2症例に
対し、当科ではperionychial  graft  on  flap法（以下PGF法）を用いている。しか
し、perionychial graft（以下PG）に末節骨を含むため生着が困難な場合がある。今回我々
は、PGF法に徐放化したbasic fibroblast growth factor（以下bFGF）を組み込み検討し
た。【対象・方法】Subzone2での指尖部切断例で、本法に対し同意が得られた症例を対象とし
た。皮弁を挙上し、次に切断指の指腹を切除しPGを作成する。PGと皮弁を縫着する際、接地面
にあらかじめ作成した徐放化bFGFを塗末した。【結果】全例において生着し、整容的、機能的
に満足のいく結果であった。【考察】以前我々は、Subzone2の指尖部切断において、CG群、動
脈のみ吻合した群で徐放化bFGFを使用し、報告した。結果生着率の改善を認めたが、安定した
結果は得られず、今回PGF法への応用を試みた。PGF法はそのままCGとするより組織量が小さ
く、接着面積も拡大するため生着しやすい。末節骨は含めると生着しにくいが、鉤爪の予防に
は不可欠である。Subzone2での指尖部切断において、本法はより確実な爪および爪周囲組織の
生着が期待でき、再接着術に代わる治療となる可能性が示唆された。
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当科における指尖部損傷に対する再建術式の変遷：逆行性指動脈島
状皮弁の有用性

The usefulness of the reverse digital artery island flap.

○樫村 勉

日本大学　医学部　形成外科学系　形成外科分野

【目的】指尖部は、機能的・整容的な重要性が高い部位であり、薄くcolorおよびtexture math
の良い皮弁による再建が求められる。静脈皮弁はこれらを満たす皮弁であり、1989年以降われ
われは101例の静脈皮弁による再建を行い、その中で37指の指尖部再建を施行してきた。その
後、マイクロサージャリ―を必要とせず、簡便な術式として逆行性指動脈島状皮弁による指尖
部再建を現在まで行っている。今回、逆行性指動脈島状皮弁による指尖部再建例を検討しその
有用性を検討したため、若干の文献的考察を加えて報告する。【対象・方法】2001年1月から
2012年10月までに逆行性指動脈島状皮弁による指尖部再建を行った26例27指について
retrospectiveに検討した。男性が24例24指、女性が2例3指であった。平均年齢は56歳、平均観
察期間は3年6ヵ月であった。皮弁には神経を含めず、皮弁採取部位には手関節からの全層植皮
を行なった。検討項目として術後形態、患者の満足度、合併症の有無について検討し、さら
に、術後知覚について日本手外科学会の評価法を参考に検討した。【結果】皮弁は26例が完全
生着し、1例に部分壊死を認めた。全例とも、指尖部の形態は良好に再現されており患者の的満
足度は高かった。知覚の回復については、全例とも術後３－６ヶ月後にはS2―S３まで回復して
おり日常生活に大きな不便を訴える患者は認めなかった。合併症については皮弁採取部に軽度
の拘縮を3例に認めた。【考察】本皮弁は、特に指腹部において本来の形態に近い再建が可能で
あり、神経を含めなくとも指尖部の知覚回復は比較的良好であるため、指尖損傷における再建
法として有用性が高いと思われる。
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指尖損傷に対する動脈皮弁術後の機能評価
Functional Evaluation of Artery Flap for Finger Tip Injury

○鍜治 大祐1,2, 川西 弘一1, 藤谷 良太郎3, 面川 庄平2

田中 康仁2

1田北病院　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

【目的】指尖部損傷に対する動脈皮弁術後の詳細な機能評価の報告は少ない。今回われわれは
術後1年以上経過した症例について、Performance Testを含む機能評価を行ったので報告す
る。【方法】2003年3月から2011年9月までの9年7か月間で、当院及び関連病院において動脈皮
弁を行った13例13指を後ろ向きに調査した。術式の内訳は逆行性動脈島状皮弁10例、Oblique
triangular flap2例、神経血管付き島状皮弁1例であった。男性9例、女性4例、平均年齢52歳
(35歳～72歳)、術後平均経過期間54.7カ月(13～105カ月)、受傷指は示指8例、中指5例であっ
た。評価項目は関節可動域、ピンチ力、知覚などの客観的所見に加えて、手術の満足度、受傷
指の使用状況、患者立脚型評価(QuickDASH、Hand20)、さらに受傷手のパフォーマンステスト
(Purdue pegboard test)を調査した。【結果】92％の症例が手術に満足していたが、受傷指の
使用状況は1例を除いて「無意識下では使用する頻度が少ない」と回答した。客観的所見は、％
TAM健側比が平均81.5％、ピンチ力対健側比は平均81.2％、Semmes Weinstein Testの平均は
0.38gであった。QuickDASHは平均7.46、Hand20は平均10.2であった。Purdue pegboard
testは、Assembly評価における平均値は患指非使用では基準値の81.5％であり、患指を使用し
た状況では60.0％であった。【考察】今回の調査では、満足度や客観的所見、患者立脚型評価
などは良好であったが、実際の日常生活での患指の使用状況は少なかった。また、客観的な巧
緻機能検査において、患指を使用させると明らかに不良なPerformanceを示した。今回の調査
は、指尖部再建後の客観的所見や立脚型評価と、患指の使用状況(Performance)に乖離がある結
果であり、今後術式の選択を決定するために、さらなる解析が必要と思われる。
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労災事故による指尖部切断症例の検討 -再接着・皮弁形成・断端形
成術の比較-

Examination of the cases due to work related finger tip amputation -comparison of replantation & flap

plasty & stump plasty-

○善家 雄吉1, 篠根 理孝2, 古川 佳世子1, 福本 恵三3

酒井 昭典1

1産業医科大学　整形外科, 2福岡新水巻病院, 3埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】当院関連施設において治療を行った労災事故による指尖部切断症例（玉井分類Zone1・
2）について、各治療法の臨床成績、治療期間、治療費などを検討した。【対象と方法】過去6
年間に労災事故で指尖部を切断し治療を行った切断指は145例223指であった。うち単独指の切
断で一期的に再接着術・皮弁形成術・断端形成術を行い、最終経過観察時に症状固定と判断し
て治療を終えた70例70指を対象とした（＊再接着25例、皮弁形成35例、断端形成10例）。平均
経過観察期間は5.6ヵ月（1～29ヵ月）（＊再接着：5.9ヵ月、皮弁形成：6.0ヵ月、断端形
成：2.4ヵ月）。方法は後ろ向き調査で、自覚症状、客観的機能評価（関節可動域）、治療期
間、休業期間、全治療費（入院・外来）などを比較検討した。【結果】それぞれ、再接着・皮
弁形成・断端形成群の順で、平均年齢は、43・41・49歳、性別（男性/女
性）は、22/3例、33/2例、10/0例であった。皮弁形成術群の術式内訳は、oblique triangular
flap16例・掌側前進皮弁6例・逆行性島状皮弁6例・その他7例であった。平均入院期間は、19・
9・4日、平均入院費用は、174・58・44万円、平均外来費用は、22・15・3万円であった。平均
休業期間は、113・58・25日であった。再接着群のPIP関節可動域は平均88°、皮弁形成群は
96°であった。断端形成群では10例中7例で軽度も含めた術後断端部痛を訴えた。日常生活にお
ける支障の残存は、再接着群：8例（32.5%）、皮弁形成群：4例（11.4%）、断端形成群：5例
（50%）であった。【考察】条件が許す限り再接着術を試みるが、種々の要因により、皮弁作
成、断端形成術を選択することもある。本研究の結果より皮弁作成術は、3群間において、日常
生活における支障の残存が最も少なく、費用・休業期間の面からも推奨し得る術式である。
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指末節部切断再接着術の動脈再建のための静脈移植
Vein Grafting for Arterial Reconstraction of Digital Replantation

○神田 俊浩, 大井 宏之, 向田 雅司, 鈴木 歩実

聖隷浜松病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】指末節部切断の再接着術では、それより近位での切断と異なり、骨の短縮が困難であ
ることや、切断部の骨接合後の吻合のための作業領域確保が困難であることから、静脈移植に
よる動脈再建がときに効果的である。今回私たちは当センターでの指末節部切断再接着術にお
ける動脈再建での静脈移植利用状況について調査したので報告する。
【対象と方法】2008年から2012年までに当センターで再接着術もしくは血行再建術を施行した
切断指・不全切断指139指のうち、末節部切断の61例68指を対象とした。男性46例女性15例、平
均年齢43.5歳（6～81歳）であった。切断レベルは石川分類subzone 1が8指、2が32指、3が
17指、4が11指であった。これら対象症例において、切断の損傷程度、動脈再建における静脈移
植の有無、生着率について調査した。
【結果】68指全体の生着率は73.5％であった。68指中動脈再建に静脈移植を用いたものは28指
であり、その28指での生着率は64.3%であった。術中判断で静脈移植を行った例、および一度端
々吻合をしてから静脈移植に変更した例が8指あり、そのうち生着は1指のみであった。損傷程
度は、68指中鋭的切断は21指であり、静脈移植例28指中でも鋭的切断は8指あった。
【考察】指末節部切断再接着術では、術中判断や初回吻合失敗後に静脈移植を行われることが
あるため、静脈移植例での生着率は低くなる。まず端々吻合を試みて駄目なら静脈移植を行う
というのでは遅い。必要な場合はたとえ鋭的切断であっても予め静脈移植を行う計画で手術に
臨むべきである。
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上肢の軟部組織損傷に対する陰圧閉鎖療法の使用経験
Experience of negative-pressure dressing for soft tissue injury of an upper limb

○杉原 佳奈, 田中 克己, 高橋 国宏, 平野 明喜

長崎大学　医学部　形成外科

（目的）上肢外傷に対して、関節拘予防を目的に陰圧閉鎖療法を使用し、良好な結果が得られ
たため報告する。（方法）2010年10月～2012年10月までに長崎大学形成外科を受診した上肢軟
部組織損傷に対して、`negative-pressure dressing(陰圧閉鎖療法)を12例に使用した。 症例
は、手部6例、前腕・上腕6例であった。使用原疾患は感染創のデブリードマン後皮膚欠損創
3例、非感染性の壊死組織除去後皮膚欠損創8例、コンパートメント症候群後解放創に１例であ
った。それらは、外傷後の皮膚欠損創に対してwound bed preparation12例、うち4例には皮膚
移植後の固定にも陰圧閉鎖療法を引き続き使用した。陰圧閉鎖療法はVacuum-assisted
closure.A.T.S. Therapy systemを利用した症例が11例、ガーゼとベッドサイドの壁吸引を利用
したドレッシングが1例であった。 使用目的はデブリードマン後のwound bed preparationおよ
び皮膚移植後の移植皮膚の固定に用いた。（成績）いずれも陰圧閉鎖療法を装着したドレッシ
ングの状態で手指や関節運動を許可した。創治癒も良好で、術後の関節拘縮や腱の癒着も最小
限にすることが可能であった。特に手部に対して遊離植皮術後に使用した症例では、植皮後、
早期運動を可能にし、植皮片の生着も良好で、手指関節可動域の制限も生じなかった。
（結論）上肢における陰圧閉鎖療法の使用は、手部に関しては早期からの運動療法を併用する
ことで関節拘縮の予防を行い、さらに遊離植皮術においても手指の運動を行いながら生着を可
能とした。また腋窩や肩関節周囲など包帯が巻きにくい所での植皮片固定にも使用したとこ
ろ、良好な固定を可能にした。
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手指瘢痕拘縮に対する外科治療
Surgical treatment for scar contracture of hand and fingers

○小俣 美香子, 松浦 愼太郎, 宮脇 剛司, 内田 満

東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

【目的】熱傷瘢痕、外傷や手術後に生じた手掌または指瘢痕拘縮に対する外科治療例について
検討したので報告する。【方法】2009年1月から手術を行った20例を対象とした。内訳は男13例
女7例で、年齢は7歳から55歳平均26.5歳であった。罹患側は右12手左8手で、罹患部位は母指
3指、示指10指、中指10指、環指6指、小指7指、手掌3手、指間背側1手であった。手術は、遊離
全層植皮術、digito-lateral flapやZ形成術などの局所皮弁を単独または併用して行った。指
間背側の瘢痕拘縮はSTAR plastyを応用した。術後は夜間伸展装具を作製しhand therapy を継
続した。【成績】全例で瘢痕拘縮の解除が得られ伸展角度が改善した。特に指間上昇を伴う拘
縮例ではdigito-lateral flapにより指間が深く形成され満足度も高かった。指間背側の瘢痕拘
縮でおこなったSTAR plastyは、症例数は少ないが良好な指間が形成された。【結論】指間の上
昇を伴う指基部瘢痕拘縮の治療で選択する皮弁は、指側面の皮膚を局所皮弁として用いる
digito-lateral flapを第1選択としている。また多数指にまたがる掌側水かき形成例で
は、dorsal flap with double-opposing lateral digital extensionsが有用であった。手指瘢
痕拘縮は、症例により拘縮の程度や皮膚の状態などが様々であり、症例ごとに術式を検討する
必要がある。われわれが行った代表的症例を供覧する。
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脂肪筋膜弁を用いた手指軟部組織再建
Soft tissue reconstruction of hand and fingers using adipofascial flap

○小林 義尊, 江尻 荘一, 川上 亮一, 高橋 洋子
紺野 慎一

公立大学法人福島県立医科大学整形外科

【目的】外傷や腫瘍切除後の手指軟部組織欠損に対して、有茎脂肪筋膜（皮）弁を用いた再建
術を施行したので報告する。
【対象と方法】対象は2005年6月～2011年12月までに手術を行った13例である。性別は男性
9例、女性4例であった。受傷時年齢は、23～69歳、最多年代層60歳代、平均50歳であった。経
過観察期間は1～32ヵ月、平均13.4ヵ月であった。受傷から再建までの期間は0～84日、平均20
日であった。受傷機転は、外傷が12例、腫瘍広範切除が1例であった。再建方法は、橈骨動脈を
血管茎とする脂肪筋膜弁が5例、皮弁が6例、後骨間動脈を血管茎とする脂肪筋膜弁が2例であっ
た。
【結果】皮弁および脂肪筋膜弁は全例で生着した。手術合併症として、採取部皮膚壊死1例、後
骨間神経麻痺1例、後骨間動脈損傷1例が生じた。追加手術として、腱剥離を３例に、皮弁形成
を２例に、腱移植、腱移行、骨接合、および病巣掻爬を各1例ずつに行った。術後1年以上を経
過した7例の平均total active motion（以下TAM）は、示指206°、中指191°、環指176°、お
よび小指188°であった。また、この7例では、腱損傷のない指（TAM213°）は、腱移行もしく
は腱移植を行った指（TAM142°）と比較して、可動域が有意に良好であった（p＜0.05）。7例
のうち外傷に起因する6例では、手術待機期間とTAMにおいて負の相関が認められた（r＝-
0.63）。
【考察】前腕からの有茎脂肪筋膜（皮）弁は、複雑な手指軟部組織欠損や機能の再建に有用な
再建方法である。今回の結果から、術後に良好な手指可動域を得るためには、受傷早期の再建
と、腱損傷指のリハビリが重要と考えられた。
【結論】外傷および腫瘍切除の手指軟部組織損傷に対して有茎脂肪筋膜（皮）弁を用いた再建
術を施行し、良好な結果が得られた。腱損傷指への対策が今後の課題である。
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内側足底動脈を用いた1血管茎2皮弁による多数指皮膚欠損の再建
Combined Medialis Pedis and Medial Plantar Fasciocutaneous Flaps for Coverage of Skin Defects of

Multiple Digits

○岡田 充弘1, 斎藤 英彦2, 香月 憲一3, 中村 博亮1

1大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科, 2西山ウエルケア

3大阪市立総合医療センター　整形外科

【目的】固有指における多数指皮膚欠損の治療の一つとして、1つの大きな皮弁で被覆し、血流
が安定した後に皮弁を分離するという術式がある。この治療法では、それぞれの固有指に皮弁
を分離するために、複数回の皮弁の分離手術が必要となる。今回我々は、内側足底動脈を共通
の血管茎とする2皮弁を内側足底から採取し、多数指皮膚欠損の治療を行ったので、その臨床成
績を報告する。
【方法】多数指皮膚欠損の3症例に対し、内側足底動脈を血管茎とするmedialis pedis flapと
medial plantar flapを用いて治療した。medialis pedis flapとmedial plantar flapは内側足
底動脈の異なる分枝で栄養されるため、皮弁拳上時にそれぞれ分離して採取が可能である。症
例全てが男性で、手術時年齢は18歳～33歳（平均24歳）であった。皮膚欠損部位は、掌側示指
・中指・環指の3指の皮膚欠損が1例と、掌側環指・小指と背側中指・環指の2指の皮膚欠損が2
例であった。皮弁分離術の回数と最終経過観察時の%TAMを調べた。
【結果】全例とも壊死することなく生着した。掌側示指・中指・環指の症例で1回の皮弁分離術
を必要としたが、その他の2症例には皮弁分離術は必要なかった。最終経過観察時の%TAMは、平
均85%であった。
【結論】多数指皮膚欠損の治療に対し、内側足底動脈を血管茎とするmedialis pedis flapと
medial plantar flapを用いた。皮弁拳上時に分離した皮弁を用いることで、皮弁分離術の回数
を減らすことができた。初回の手術から皮弁を分離した状態で移植でき、更にmedialis pedis
flapとmedial plantar flapは手指の皮膚と性状も似ており、皮弁の厚さも薄いため、良好な可
動域を得ることができた。

S113



1-4-42

指背・手背における分層植皮の植皮縁設定に関する検討
Ideal setting of split thickness skin grafts in the dorsal side of hands

○福田 憲翁1, 朝戸 裕貴1, 渡邉 未来子1, 高田 悟朗1

今西 理也2

1獨協医科大学　形成外科学, 2足利赤十字病院　形成外科

【目的】指背・手背部における分層植皮の長軸の縫合線は側正中あるいは、やや掌側にずらし
たデザインが拘縮が少なく、整容的にも良好な結果となることが報告されている。しかし、短
軸の縫合線の設定に関しては報告がない。実際、複数枚の分層植皮術を行う場合に、関節部に
一致して植皮片を配置するか、関節部をまたいで配置するか迷うことがある。我々は、植皮片
の配置によって臨床的な違いが生じるか検討を行ったため報告する。
【対象と方法】2005年1月から2012年10月までの間に、指背・手背部にシート状の分層植皮術を
施行した症例のうち長期間経過観察が可能であった9例11肢を対象とした。分層植皮は1000分の
10から12 inchの厚さで採取した。分層植皮片の辺縁と関節部との位置関係に注目し、肥厚性瘢
痕、植皮辺縁の瘢痕幅、植皮の収縮の各項目を評価した。
【結果】植皮の辺縁部に一致した肥厚性瘢痕の出現をみた症例が存在したが、関節との位置に
無関係であった。植皮片の収縮は関節をまたいで配置した症例に目立ち、植皮縁の瘢痕幅も広
くなる傾向があった。植皮片によると思われる明らかな関節可動域制限をきたした症例は認め
なかった。
【考察】手背部の植皮では機能とともに、整容的な側面も重視されるが、関節に植皮片の辺縁
を一致させることによる整容的な不都合は生じないと思われた。一方、関節をまたいで植皮を
することによって、植皮片の収縮と辺縁部の瘢痕幅が広くなる可能性が示唆された。
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内側足底部を利用した指尖部と指掌側皮膚軟部組織の再建
Reconstruction of fingertips and volar defects of finger using the instep as a donor site with the emphasis

on the aesthetic aspect

○今泉 督, 門田 英輝, 佐次田 保徳, 石田 有宏

沖縄県立中部病院　形成外科

【はじめに】
内側足底部の皮膚は手指掌側皮膚と酷似し、皮膚軟部組織とともに神経や動脈も採取でき、瘢
痕も隠れるため 整容性を重視した指の軟部組織再建において利用価値の高い部位である。
【方法】
爪床の半分以上が残存する指尖部組織欠損例には脂肪筋膜指交叉皮弁と内側足底皮膚の全層植
皮の組み合わせ、または内側足底動脈穿通枝皮弁で再建する。
中節部や基節部の掌側皮膚欠損に神経欠損を合併例では通常のmedial plantar flapより上方に
皮弁をデザインしたmedial plantar artery perforator-based(MPA pref-based) flapとするこ
とでより薄い皮弁とし、同時に内側足底神経の分枝を含め指神経の同時再建を行う。一方掌側
皮膚欠損に固有指動脈欠損を合併している場合にはmedialis pedis(MP) flapを用い指動脈の同
時再建を行う。これらの再建で皮膚欠損が手背側皮膚と掌側皮膚の境界線を含んでいる場合に
は、内側足底部の足背側と足底皮膚の境界線を含むように皮弁をデザインする。
【結果】
脂肪筋膜指交叉皮弁は４例に施行した。一例で全層植皮の部分壊死を生じた。３例で再建部は
健側指に近い形態となった。内側足底動脈穿通枝皮弁は１例、MPA pref-based flapは３症
例、MP flapは４例であった。MPA pref-based flapの２症例、MP flapの３例で皮弁の減量術を
要した症例では良好な色調（皮膚移行部のグラデーション）、質感、輪郭が再現されている。
【考察】
我々の方法でほとんどの症例で優れた形態が再現できたが。MPA pref. FlapやMPA pref-based
flapでは初回手術時にデザインの工夫や顕微鏡下での除脂肪術を行ったが、術後に皮弁減量術
を要する症例が多かった。
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皮弁による手指再建例の術後満足度の検討
Patient's Satisfaction with Finger Reconstruction by Flaps

○高橋 信行1, 金谷 耕平1, 倉田 佳明2, 磯貝 哲2

1札幌医科大学 整形外科, 2札幌徳洲会病院 外傷センター

【はじめに】
手指の軟部組織欠損のうち骨や腱が露出した欠損創は，二次創傷治癒や植皮による再建では十
分な治癒が期待できず，皮弁による再建が必須である．これまで多くの皮弁が開発され様々な
症例に応用されているが，それぞれの方法で患者にどの程度満足が得られているかは明らかで
はない．今回，手指の軟部組織欠損に対し各種皮弁による再建を行った症例について検討し，
術後の満足度について調査を行ったので報告する．
【対象と方法】
対象は，2009年から2012年に手指の軟部組織欠損例に対して皮弁による再建を行った，27例
33指．男性21例，女性6例．平均年齢44.2歳．左手23指，右手10指．母指3指，示指8指，中指
8指，環指12指，小指2指．欠損の原因は，切断18例，挫創11例，外傷後変形3例，感染1例．再
建方法は，rotation flap1指，前進皮弁2指，oblique triangular flap3指，拡大母指球前進皮
弁2指，逆行性指動脈皮弁8指，reverse kite flap2指，静脈皮弁3指，hemipulp flap4指，腓骨
動脈穿通枝皮弁1指．これらの症例について，皮弁生着の有無，術後合併症，ドナー側の障害，
術後満足度について検討した．
【結果】
皮弁の部分壊死を1例認めたが，全例皮弁の生着を得た．術後合併症はなく，ドナー側の障害も
ほとんど存在しなかった．再建方法によらず，いずれの例も高い満足が得られていた．
【考察】
本研究では，欠損創の大きさ・部位などの条件により各種皮弁が選択され，再建後の満足度は
いずれも高かった．本研究で用いられた皮弁以外にも多くの皮弁が存在するが，いずれの方法
にも一長一短が存在する．術後の高い満足度を得るためには，様々な皮弁に精通し，症例に応
じて適切な再建を行う必要がある．
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マイクロ手外科
MicroHand Surgery

○山野 慶樹, 五谷 寛之

清恵会病院　大阪マイクロサージャリーセンター

【目的】繊細で重要な機能を要する組織が密に存在する手の手術では、Bunnellの述べるごと
く、精細で組織に愛護的な手術手技が必要で、これが遂行に顕微鏡視下のを検討す
る。【方法】この目的に沿い手の手術、種々の組織の剥離操作や血管、神経や腱、小骨片、関
節の修復を行ってきた。特に神経縫合、血管吻合やnomans landの腱縫合の手術では精密な手術
ができるので顕微鏡視下に行ってきた。【成績】血管吻合や血管移植では内膜の整合が容易で
閉塞しにくく、さらに指尖部の切断も小血管をUltramicrosurgery手技で吻合でき再接着でき、
整容上また手指の機能上有用であった。良好な血管吻合で、指尖部切断の鋭的切断では100％の
生着率であった。神経では神経剥離を容易に行え、神経縫合では対応するfuniculus patternが
よくわかり、より良い整合ができ、神経移植を含め、成績は良好であった。また指神経の縫合
は指尖部の分枝部まで縫合できた。腱縫合はよりスムーズな縫合が可能で、腱鞘縫合も無理な
くでき、癒着がすくなく術後の滑走がよ買った。指再接着でも指の屈伸は優れてい
た。【結論】顕微鏡視下に行うMicro-Hand 手術はBunnell の言うatraumaticな繊細な手技に最
も適応する手技で、この手技を用いることにより、これまで行えなかった手術が可能であり、
機能的および整容的により良好な成績が得られる。　
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新鮮凍結屍体を用いた後骨間神経の解剖学的検討
Anatomical Study of the Posterior Interosseous Nerve in Fresh Cadavers

○小川 泰史, 國吉 一樹, 鈴木 崇根, 橋本 健
助川 浩士

千葉大学　大学院医学研究院　整形外科学

Introduction後骨間神経(PIN)はFrhoseのArcadeを通過した後、前腕背側筋群に分布するが、分
岐は複雑でその報告は1939年のWeinbergerらによるもの以降、意外なほど少なく、特に本邦で
はほとんど行われていない。そこで今回我々は、新鮮凍結肢体を用いた後骨間神経の解剖学的
検討を行ったので報告する。 Materials&Methods新鮮凍結屍体(8体16上肢)を使用。男性6体・
女性2体、平均年齢は85.5歳(76-89)。橈骨神経は上腕筋―腕橈骨筋間で同定し遠位へ展開。展
開後、PINの走行を解剖学的に計測し記録した。 ResultsPINは伸筋群表層へのShort branchと
深層へのLong deep branchに分岐していた。分岐部位は、７肢(47%)で回外筋遠位端より遠位、
６肢(40%)で回外筋遠位端、２肢(13%)で回外筋内であった。Short branchはED・ECU・EDMへと
分枝を出し、EDM枝は9肢(60%)でED枝・６肢(40%)でECU枝に付随して存在した。平均分枝数は
ED3.4本・ECU2.8本・EDM2本。Long deep branchは全例でAPL・EPB共通枝の分岐が初めにみら
れ、回外筋遠位から共通枝までの平均距離は17.2±11.9mm 、平均分枝数はAPL1.7本・EPB1.4本
であった。以降の分枝パターンはEPL-EIP12例(80％)・EIP-EPL２例(13.3%)・EIP&EPL-EPL1例
(6.7%)であった。回外筋遠位からの平均距離はEPL64.3±22.9mm・EIP93.8±33.2mm、平均分枝
数はEPL2.2本EIP1.2本であった。 Conclusionshort branchとlong branchのterritoryについて
は過去の報告と概ね一致していたが、各分枝数と分岐パターンは個体差が大きく多様性を認め
た。PIN遠位での障害・外傷症例においては様々な症状を呈する可能性があり、損傷部位を正確
に診断するうえではPINの解剖学的特徴を十分理解しておく必要がある。
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前骨間神経の解剖学的検討－尺骨神経高位損傷に対する神経移行術
を目的として－

Anatomical study of anterior interosseous nerve-For the purpose of nerve transfer for high level ulnar

nerve injuries-

○助川 浩士1, 國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 橋本 健1

小川 泰史1

1千葉大学　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

【背景】
尺骨神経の高位損傷の治療成績は不良とされてきたが、前骨間神経移行術とその良好な成績が
報告され今後は第一選択となる可能性がある。しかし、報告数も少なく支配筋の至近で移行す
るための具体的な手技については十分に調査されていない。
【目的】
尺骨神経に対する前骨間神経移行術の具体的な手技を確立するための調査をすること。
【方法】
新鮮凍結屍体7体14上肢を用いた。前腕を展開し、前骨間神経が正中神経より分岐し方形回内筋
に達するまでの分枝数、方形回内筋枝前の最終分枝神経、最終分枝神経から方形回内筋枝まで
の距離を移行可能な神経長とし計測した。同時に尺骨神経を展開し、方形回内筋枝を最短距離
で移行し、神経断端が尺骨神経に到達する位置を豆状骨よりの距離で計測した。方形回内筋枝
が尺骨神経運動枝と感覚枝の分岐部まで到達しない場合は、運動枝と感覚枝を分離していき方
形回内筋枝到達部まで分離可能か確認した。最後に両神経縫合部の標本を作成し軸索数を測定
した。
【結果】
分枝数は5.2±1.1、最終分枝神経は長母指屈筋枝7上肢、深指屈筋枝7上肢で、移行可能な神経
長は76±16mmであった。方形回内筋枝は深指屈筋下を通し尺骨神経へ緊張ない位置へ移行し
た。神経断端は豆状骨より55±8mmに達した。全例で尺骨神経分岐部の近位に達していた。2例
は尺骨神経を鈍的に分離可能な位置に、12例は鋭的に分離する必要がある位置に達した。Guyon
管部より尺骨神経を鈍的に分離可能なのは37±9mmで、鋭的に分離したのは19±9mmであった。
軸索数は方形回内筋枝、尺骨神経運動枝それぞれ403±38個、2015±548個であった。
【結論】
本研究では方形回内筋枝は尺骨神経運動枝へ移行可能であるが、尺骨神経運動枝を鋭的に分離
する必要がある。方形回内筋枝の軸索数は尺骨神経運動枝の約1/5であった。
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ヒト肘外側側副靭帯複合体の本態について－解剖学的再考－
The true nature of the lateral collateral ligament complex in human elbow joint -Anatomical

reconsideration-

○三浦 真弘1, 土肥 有二2, 麻生 邦一3

1大分大学 医学部 生体構造医学講座, 2大分三愛メディカルセンター 整形外科

3麻生整形外科クリニック

【緒言】近年、肘後外側回旋不安定症（PLRI）が肘外側側副靭帯複合体（LCLC）の構造破綻に
起因するとした考えから、同症治療においてLCLCの機能的再建の重要性が提唱されている。し
かし本来生理的外反を呈する腕尺関節において、LCLC発達やその運動制御能の存在については
形態学的観点から疑問が残る。本研究では、PLRIの責任構造とされるLCLC所属外側尺側副靭帯
（LUCL）の本態とその運動制御能について解剖学的検討を試みた。【方法】検索には器質的変
化のない解剖体20肘を用いた。LCLCの解析には線維解析剖出法、走査電子顕微鏡（SEM）ならび
に超音波エコーを用いた。【結果】橈側側副靭帯と輪状靭帯は独立した線維を呈したが、LUCL
は全例で固有の靱帯構造を呈さなかった。外側上顆から起こる伸筋群は、同じく同顆から起こ
る筋間中隔と共通腱板を形成した。前腕伸筋群と肘筋はそれぞれ５つの筋間中隔によって区画
された。そのうち第III、第IV中隔は指伸筋や尺側手根伸筋（ECU）の起始腱と強く癒合した。
特に第IV中隔は回外筋表層を横走した後、手根にて第VI伸筋腱区画に移行した。ECUの発達例で
は第IV中隔の発達が顕著であった。画像検索において、伸筋群と各中隔線維束は外側上顆を中
心軸とした扇状の層構造として観察できた。【考察】前腕深層を走行する第IV中隔はその走行
的特徴から剖出過程に温存される可能性が高いことが示唆される。従って、LUCLは剖出人工産
物としての第IV中隔と相同と見做される。研究者間で生じるLUCLの定義やその発達形態差は、
第IV中隔の構造強度がECUの発達状況に強く影響されることで十分説明できる。また、LUCLは他
のLCLC構成靭帯とともに外側上顆から層的線維束として走行するため、SEMならびに検索画像に
おいて第IV中隔線維とLUCLとの鑑別診断は困難と考えられる。
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pronator quadratusのvariation
Variation of the pronator quadratus muscle fascicli

○清重 佳郎, 石垣 大介, 本間 龍介

山形県立保健医療大学　理学療法学科

【目的】pronator quadratus(PQ)には, 線維が横走する回内位でのみ作用するsuperficial
headと, 回内および回外位で橈尺骨を引き寄せるdeep headの2頭が存在するとされているが,
更に骨間膜 線維方向と平行な薄い第3の筋束の存在を示唆する記載が2文, 2文献にのみ存在す
る(A group of fibers occasionally was noted deep to both heads, running at right
angle to them and paralleling the direction of the fibers of the interosseous
membrane. In Johnson RK, JHS 1976., In some specimens a distinct retinaculm ran over
the anterior interosseous neurovascular bundle. In Stuart PR, JHS(Br) 1996). 今回, 一
般人口における第3筋束の出現率をMIRにて調査した.
【対象と方法】過去3年間に,  前腕を65 °以上回内して撮像された手関節MRI 像のうち, PQの
線維が骨間膜上, 中間, 表層の冠状断3スライスで観察できた65症例を対象とした. 3スライス
をMIP再構築してPQを3次元的に観察した.
【結果】冠状断像で65例中19例(29.2%)に, 骨間膜掌側で近位橈側から遠位尺側へ斜走する第3
筋束が確認できた. 軸状断像でdeep headは全例に存在した. それらの栄養血管は, 骨間膜上を
走行し第3筋束遠位縁でそれぞれの筋束に分岐していた.
【考察】現在のところ第3筋束の機能は判っていないが, その線維方向と骨間膜掌側に位置する
ことから, 骨間膜遠位部と同様, 尺骨頭の背側亜脱を動的に抑制しているのではないかと考え
られた. 遠位橈尺関節の安定性を議論する上で考慮すべきvariantと考えられた.
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手指化膿性腱鞘炎に対する治療成績の検討
Surgical Treatment for Pyogenic Tenosynovitis of the Hand

○納村 直希, 池田 和夫

金沢医療センター　整形外科

【はじめに】手指化膿性腱鞘炎は、適切な抗生剤投与開始や手術的加療のタイミングが遅れる
と、重度の機能障害を残す可能性がある。当科で手術的加療を行った手指の化膿性腱鞘炎10例
について治療成績を検討した。【対象および方法】対象は2007年から当科で手術的加療を行っ
た化膿性腱鞘炎10例であり、平均年齢は64歳であった。罹患指は示指2例、中指5例、環指2例、
小指1例であった。原因は、外傷5例、腱鞘内注射1例、ばね指術後3例、原因不明が1例であっ
た。基礎疾患は、糖尿病1例、ステロイド内服2例、透析1例であった。起炎菌が同定できたのは
5例であった。術前にKanavelの4徴を認めたものは9例あった。Loudon分類は、I期3例、II期
3例、III期2例、IV期2例であった。Flynnの機能評価で臨床成績を評価した。【結果および考
察】発症から手術に至るまでの期間は、2日から2か月であった。Flynnの機能評価は、Good
6例、Fair 1例、Poor 3例であり、感染は全例鎮静化することができた。Poor3例のうち2例は浅
指屈筋腱の切除を要した。発症後の当科初診時に化膿性腱鞘炎と診断し、抗生剤投与を開始し
たのは8例であり、そのうち2日以内に手術を施行した6例中5例の成績はGoodであった。抗生剤
投与で劇的な改善がなければ、直ちに外科的処置を行うことが成績不良を招かない重要な要素
と思われた。また、ばね指術後感染が3例あったが、術後1週間前後で患指の腫脹が出現し、そ
の数日後に術創部から排膿していた。術創部から排膿していれば診断は容易であるが、排膿を
伴っていない場合は、術後の浮腫性変化と考え、抗生剤を投与せずにしばらく経過をみてしま
い治療が遅れる危険性があった。ばね指術後で、1週間前後で急に患指の腫脹が出現した場合
は、化膿性腱鞘炎の合併を常に考慮し治療を行うことが重要であると考えた。
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化膿性腱鞘炎に対する手術症例の検討
Operative Treatment for Pyogenic Tenosynovitis of the Hand

○舩橋 伸司, 大石 崇人, 森岡 聡, 伊藤 禎志
藤田 倫匡

富士宮市立病院　整形外科

【目的】当院にて化膿性腱鞘炎と診断し手術加療を行った症例について検討を行い報告す
る。【対象】2009年1月から2012年7月の間に当院にて手術加療を行った化膿性腱鞘炎17例（母
指3例、示指3例、中指6例、環指1例、小指2例、手掌部2例）を対象とした。平均年齢は61.3歳
（33-81歳）、男性10例女性7例であった。手術は掌側zig-zag切開にて侵入し病巣掻爬、腱滑膜
切除を行った。【結果】発症より手術までの期間は平均21.7日(1-118日)であった。外傷や腱鞘
内注射の既往など誘因を認めるものが11例あった。易感染性を呈する基礎疾患としてコントロ
ール不良の糖尿病が2例、膠原病に対するステロイド内服が1例あった。Loudonの病期分類では
stage1が5例、stage2が7例、stage3が3例、stage4が2例であった。細菌培養検査にて9例で起因
菌が同定され、内訳はStaphylococcus aureusが5例、MRSAが1例、Streptococcus Pyogenesが
1例、G群Streptococcusが1例、Streptococcus constellatus等の混合感染が1例であった。8例
で起因菌が同定できなかったが、病理結果から非定型抗酸菌感染症と考えられた症例が1例あっ
た。前医での抗生剤投与の有無による起因菌検出率に差は見られなかった。Flynnの術後機能評
価ではgoodが7例、fairが6例、poorが4例であった。再手術を要した症例は3例であった。培養
検査にてStreptococcusが検出された3症例は、いずれも急性発症で臨床症状が強く、術後機能
評価も不良であった。【考察】化膿性腱鞘炎は早期に適切な治療を行う必要があり、感染が遷
延化すると重篤な機能障害を残す症例がある。今回の症例でも発症から手術に至るまでの経過
や起因菌の種類によって、術後機能評価が不良となった症例が見られた。可能な限り早い病期
で手術加療を行うことが重要と考えられた。
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当科における手および手指感染症
Hand and digital infection at our institution

○千葉 充将, 金谷 耕平, 射場 浩介, 和田 卓郎
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【目的】当科で治療した手および手指感染症の病態と治療について検討する。
【対象と方法】対象は、2002年から2012年までに当科で治療された手および手指感染症の10例
10手である。性別は、男性が5例で女性が5例、平均年齢は53.8歳（38～77歳）であった。患側
は右が5手、左が5手であった。発症から初回手術までの期間は、平均35.5日（2～133日）であ
った。既往歴は、乾癬1例、糖尿病1例、慢性腎不全1例であった。検討項目は診断、治療法、手
術回数、合併症、治療成績である。
【結果】診断は化膿性腱鞘炎5手、化膿性関節炎4手、結核性腱鞘炎1手であった。治療法は、全
例で手術を行い、平均手術回数は2.1回（1～4回）であった。合併症は、骨髄炎が4手、屈筋腱
の癒着が2手、伸筋腱の断裂が1手であった。治療成績は、化膿性腱鞘炎の5手中3手で感染の沈
静化が得られた。沈静化が得られなかった1手は感染が前腕まで波及し、橈尺骨の骨髄炎を合併
し前腕切断術が施行された。1手はdrop outした。感染の沈静化が得られた3手中2手の％TAMは
平均95.5％（94%、97％）であった。化膿性関節炎の4手中2手で関節固定術が施行された。2手
は関節の洗浄で感染の沈静化が得られたが、骨髄炎を合併した1手は関節強直が認められた。8
手の平均治療期間は4.9か月（35日～8.4か月）であった。前腕切断となった1例は、乾癬、糖尿
病と慢性腎不全の既往歴があり、MRSA感染例であった。骨髄炎を合併した4手中3手は発症から
手術までの期間が20日以上であった。
【考察】骨髄炎の合併では手術までに時間を要している傾向を認め、手および手指感染症では
観血的治療の時期を逸しない事が重要と考えられた。
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膠原病と抗酸菌感染症の鑑別が問題となった手関節周囲腱鞘滑膜炎
の検討

Wrist Tenosynovitis caused by Collagen Disease or Mycobacterium Infection

○兒玉 昌之1, 橋詰 博行1, 後藤 峰範1, 小坂 義樹2

1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

【はじめに】手外科の日常診療において，外傷に起因しない手関節の腫脹を主訴に来院する患
者に遭遇することは稀でなくその鑑別診断は必ずしも容易でない．特に亜急性もしくは慢性に
発症し主に屈筋腱周囲の腱鞘滑膜炎を呈する症例において，膠原病によるものと抗酸菌感染症
を鑑別することはその治療方針が正反対であることから非常に重要である．【対象と方
法】2005年４月以降に当センターで滑膜切除を行った手関節周囲腱鞘滑膜炎４例５手を対象に
その臨床経過を検討した．関節炎が主体であったり瘻孔形成等明らかに感染症を思わせる経過
を有するものは除外した．【結果】症例は男性２例，女性２例，両側例１例以外はすべて右手
であり，全例70歳以上の高齢者であった．発症前からMCTDの診断で治療を受けていた１手以外
の４手に膠原病の既往はなく手関節の腫脹と同時に手根管症候群を発症していた．病理診断は
２手が関節リウマチ，１手が非特異的滑膜炎とされたが再発時に抗酸菌感染症と診断さ
れ，MCTDの治療中の１手が膠原病にとされたが抗酸菌培養陽性であった．左手でLanghans巨細
胞が同定され抗酸菌感染症とされた１例では，約２年後に生じた右手の病理診断が関節リウマ
チであり，左右とも抗酸菌培養陰性であった．【考察】病理組織での類上皮肉芽腫の証明もし
くは抗酸菌染色，培養，PCRいずれかの陽性をもって抗酸菌感染症と確定してよいと仮定すれ
ば，今回検討した５手中３手は抗酸菌感染症であり２手は関節リウマチと診断できる．しかし
１手は初回手術時に抗酸菌感染が証明できず，症状持続しリウマチ因子陽性であったため関節
リウマチとして治療されて増悪し再手術時の病理所見によって抗酸菌感染が判明した．抗酸菌
感染症を完全に否定することは困難であることを常に念頭に置いて治療を行う必要がある．
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手に発生した非結核性抗酸菌感染症に対する治療
Treatment for Nontuberculous Mycobacterial infection of the hand.

○山口 幸之助1, 加地 良雄1, 中村 修1, 香川 好男2

山本 哲司1

1香川大学　医学部　整形外科　, 2かがわ整形外科クリニック　

【目的】手に発生する非結核性抗酸菌症（抗酸菌症）をしばしば経験するが、一定の治療法は
確立されていない。当院では、化学療法および温熱療法が奏功するM.marinumには化学療法を、
それ以外の抗酸菌症には滑膜切除の後、呼吸器抗酸菌症で推奨されているエタンブトール
(EB)、リファンピシン(RFP)、クラリスロマイシン(CAM)による1年間の3剤併用療法（3剤法）を
行っている。今回これまでに経験した抗酸菌症の治療経過とその問題点に関して検討した。
【方法】平成13年以降に経験した抗酸菌症13例（男8例、女5例、平均年齢64.1歳）を対象とし
た。起炎菌はM.avium complex  5 例、M. marinum　4例（疑い例2例）、 M. chelonae　1例、
同定不能3例であった。発生部位は腱周囲11例、関節内2例であった。これらの症例に対し、行
われた治療方法、治療経過、副作用等について検討した。
【結果】M.marinum感染症に対してはミノサイクリン投与と温熱療法の併用を行い、4例とも手
術することなく治癒した。その他の抗酸菌症に対しては滑膜切除の後3剤法を行ったが、副作用
を6例に認め、内訳はEBによる視力障害3例、RFPによる肝機能障害または下痢3例であった。視
力障害例ではEBを中止した。RFPの副作用に対しては減感作療法を行うことで1年間の服薬を継
続できた。8例が治癒し、EBを中止した1例で再発した。
【考察】M. marinumはミノサイクリンに感受性を持つことが多く、高温では発育できないこと
を利用すれば手術や抗結核薬の使用を回避できる可能性がある。そのほかの抗酸菌症では3剤法
が有効と考えられたが、副作用発生率は高く、いかに化学療法を完結するかが再発防止に重要
である。特にEBの副作用例では休薬を余儀なくされるため、有効な代替え療法を模索する必要
があると考えられた。
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手の毒蛇（マムシ）咬傷に対する減張切開の適否
Indication of relaxation incision for mamushi bite in the hand

○菅又 章1, 吉澤 直樹1, 呉屋 圭一1, 岡田 宇広2

1東京医科大学八王子医療センター形成外科, 2佼成病院形成外科

【目的】手指にマムシ蛇毒による高度の腫脹が生じると、末梢血管の圧排による血流障害やコ
ンパートメント症候群の原因となる。われわれは、8例の手指のマムシ咬傷を経験し、そのうち
7例に減張切開を行って良好な結果を得たので報告する。【対象】2006年9月から2012年9月まで
の6年間に受診した手指のマムシ咬傷患者8例（9指)を対象とした。患者の年齢は8～46歳で、性
別はすべて男性であった。【減張切開】最初の1例を除き、マムシ咬傷を受傷した手指に腫脹が
生じ、皮膚の変色や知覚障害が発現してきた場合を減張切開の適応とした。伝達麻酔下に、最
初の切開を受傷指の側部おいて皮膚の色調や腫脹の改善を観察し、改善が認められないものに
は、手背、母指球橈側に切開を追加した。これらの切開でも症状の改善傾向が得られないもの
や、手全体の腫脹が極めて高度のものは手根管切開も行った。減張切開の創面は腫脹が消褪し
た受傷後1～3週の間に縫合閉鎖した。【結果】減張切開を行わなかった最初の１例で皮膚の1.5
×1.5cmの範囲の壊死が生じ、植皮手術を行った。この症例では咬傷部抹消の指尖の知覚障害が
固定した。減張切開を行った症例では、受傷指側切開のみのものが1例、手背と母指球側切開を
加えたものが3例、さらに手根管解放を追加したものが3例であった。受傷後4時間と7時間目に
減張切開を行った2例に咬傷部の小範囲の皮膚壊死を認めたが、保存的に閉鎖可能であった。受
傷後3時間以内に切開を行った症例には皮膚壊死を生じたものはなかった。減張切開群では4時
間目に切開した1例にのみ指尖の小範囲に知覚鈍麻を生じたが改善中であり、固定した知覚障害
を残した症例はなかった。【結論】減張切開は咬傷部からの蛇毒の排出に極めて有効であると
判断された。
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当院における咬傷後の手部感染症の検討 ‐感染率は10％以下と有意
に低かった‐

A study of Infection on the hands and fingers after bite Injury in our hospital

○瀬川 真以, 権東 容秀, 松村 一, 白井 瑶子
渡辺 克益

東京医科大学病院　形成外科

【目的】近年ペット等の動物は身近で愛玩される一方、接し方を誤ると、咬傷事故が起こるこ
とも少なくない。創は小さくても深部に達し、重大な感染症に至る例もある為初期治療と適切
な抗生剤の投与が必要である。今回我々は約3年間に279例を経験し、分離菌及び抗生剤の使用
について検討した。【対象と方法】2010年1月1日から2012年9月30日に当院を受診した動物咬傷
279症例のうち感染を認め、創培養を行った手の症例である18例の分離菌、治療期間、転帰につ
いて検討した。【結果】対象の患者は18例（男性8例、女性10例）平均48.8歳。原因は犬9例、
猫8例、猿1例であった。分離菌は犬でpasteurella sp.、pasuteulla multocidaとブドウ糖非発
酵グラム陰性桿菌とα-溶連菌であり、猫はpasuteulla multocida, coagulase-negative
staphylococcus（CNS）が検出され、猿はmicrococcus sp.であった。骨髄炎を合併した症例は
2例、どちらもpasuteulla multocidaが検出された。腱損傷に関してはMP部の伸筋腱損傷の患者
が1例であった。【考察】動物咬傷のうち犬が70～90％、猫は5～18％を占め、感染率は犬が5～
20％猫は30～50％と言われている。犬は猫に較べて感染率は低いが、受傷時に適切なデブリー
ドマン、創洗浄が必要といわれている。猫の歯は長く鋭い為、創は深い傾向にあり、骨や腱ま
で達する例も多数あり受傷後24時間以内の感染は共にpasuteulla multocidaが多いとされてい
る。当院でも同菌が多く検出されていた。しかし、感染率は、6.4%と低い結果を得られた。こ
れは初診時のデブリードマン、創洗浄が適切に行われている結果と思われる。動物咬傷では
pasuteulla multocidaへの注意が必要で、感受性の高いペニシリン系、第2・3世代セフェム
系、クロラムフェニコール系等を使用し感染予防をすることが必要と思われる。
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上肢壊死性筋膜炎における死亡、患肢切断、コストの予測因子 ‐
DPCデータベースを用いて‐

Predictors of mortality, limb salvage and costs in necrotizing fasciitis of the upper extremities: data from

the Japanese Diagnosis Procedure Combination Database

○上原 浩介1, 康永 秀生2, 坂井 邦臣1, 大江 隆史1,3

森崎 裕1

1東京大学 医学部 整形外科・脊椎外科

2東京大学大学院医学系研究科・医療経営政策学, 3名戸ヶ谷病院

【目的】上肢壊死性筋膜炎の死亡、患肢切断、コストの予測因子を同定するこ
と。【方法】DPC（Diagnosis Procedure Combination Database）データベースを用い、上肢壊
死性筋膜炎の症例を抽出し、解析を行なった。2007年から2010年までのデータを用いた。死
亡、患肢切断においては単変量解析とロジスティック回帰分析を行ない、得られた予測因子を
用いてコスト分析を行なった。 【結果】DPC登録患者11613000人のうち、上肢壊死性筋膜炎の
症例は157例抽出された（男性106名、女性51名、平均年齢64.8歳、SD±19.3）。22例が入院中
に死亡、115例が外科的治療を受けており、7例が初回手術で患肢切断、6例が2回目の手術で患
肢切断となっていた。初回手術で切断したかどうかは死亡とは関連がなかった（P = 0.983）。
入院してから手術までの期間も死亡とは関連がなかった。ロジスティック回帰分析では、死亡
は70歳以上の高齢であること（オッズ比 3.35; P = 0.034）、腎機能障害があること（オッズ
比 11.7; P ＜ 0.001）との関連が強かった。患肢切断は、敗血症（オッズ比 7.82; P =
0.002）、糖尿病（オッズ比 4.50; P = 0.017）との関連が強かった。コスト解析では、医療費
は敗血症、腎機能障害がある場合に1人あたりそれぞれ1527520円（ P ＜ 0.001）、3153920円
（ P ＜ 0.001）高かった。【結論】上肢壊死性筋膜炎においては、死亡とは高齢、腎機能障害
が関連しており、患肢切断とは敗血症、糖尿病が関連していた。敗血症、腎機能障害がある場
合に医療費が高くなっていた。
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正常の手関節単純X線計測値の加齢推移
The influence of age and gender on the normal database of radiographic measurements of the wrist

○片山 健1, 小野 浩史1, 古田 和彦1, 鈴木 大介1

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】変形性関節症変化がない正常手関節単純X線で手関節形態, 関節裂隙の男女差及び加齢
による男女別推移を明らかにする【方法】手関節正側2方向X線撮影で関節症性変化のない全184
例(男87例,  女97例)を対象とした.  測定項目は手関節形態でX線正面像のradial
inclination(RI), carpal height ratio(CHR), ulnar variance(UV), X線側面像のvolar
tilt(VT), radiolunate角(RLA), radioscaphoid角(RSA)を計測した. 関節裂隙距離を相対する
関節面の接線との最短距離と定義し, Ulna-Lunate間距離を除く近位列からRadius-Ulna(distal
radioulnar), Radius-Lunate, Scaphoid-Lunate, Lunate-Triquetrum, Scaphoid-Capitate,
Lunate-Capitate, Capitate-Triquetrum, Hamate-Lunate, Hamate-Triquetrum, Capitate-
Hamate間の実測値と, 各関節裂隙距離を第3中手骨長で除した補正値を計測した. 各項目の男女
差と男女別の加齢との相関を検討した. 有意水準5％未満を有意差ありとした. 【結果】男女で
有意差を認めた項目は手関節形態がCHR, UVであり, 関節裂隙距離の実測値はRadius-Ulna,
Radius-Lunate, Lunate-Triquetrum, Scaphoid-Capitate, Lunate-Capitate, Capitate-
Triquetrum, Hamate-Triquetrum, Capitate-Hamate間はいずれも女性で短かった. 有意差を認
めないが RIは女性, VT, RLA, RSAは男性で小さく, Scaphoid-Lunate, Hamate-Lunate間の実測
値は女性が短く, 補正値は男女差がなかった.また, 加齢との相関は男性がUV/RI/radius-ulna
間距離, 女性はUV/RI/VT/radius-ulna間距離に認めた. 【考察】男性は女性よりCHRが大, UVが
小であり, 関節裂隙距離の実測値は全項目で女性は短かく, 補正値では男女差がなかった. さ
らに加齢により男女ともUVが増加, RI, radius-ulna間距離が減少し, 女性はさらにVTが減少す
る.
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胸郭出口症候群に対する腕神経叢造影Dynamic 3DCTの検討
Analysis of Bracial Plexography Dynamic 3DCT in Thoracic Outlet Syndrome

○斧出 絵麻1, 高松 聖仁1, 上村 卓也2, 岡田 充弘2

香月 憲一1

1大阪市立総合医療センター　整形外科, 2大阪市立大学　整形外科

胸郭出口症候群 (以下TOS) に対する画像診断としては血管造影と腕神経叢造影があるが、われ
われは胸郭出口部の詳細な解剖学的検討のために腕神経叢造影後に同部位の3DCTを施行してき
た。さらに最近では上肢下方牽引位での3DCTも撮影しており、通常の3DCTと併せて腕神経叢造
影Dynamic 3DCTとして検討を加えているため報告する。
【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と診断した
女性11例、男性3例の計14例 (平均年齢38.6歳) とした。頸椎疾患は頸椎MRIで、他の拘扼性末
梢神経障害は電気生理学的検査で除外した。以上の症例について腕神経叢造影を上肢挙上位お
よび下方牽引位で撮影し、熊大分類のtype1-4に分類した。ついで腕神経叢造影後に仰臥位・上
肢下垂位で、東芝Aquilion PRIME (80列ヘリカルスキャン) を用いて3DCTを撮影し、さらに上
肢下垂位から上肢を下方に牽引した3DCTを撮影し、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評価した。以上の腕神経叢造影およびDynamic 3DCTの所見を対比さ
せ検討を加えた。
【結果】上肢下方牽引位の3DCTでは、1) 通常の腕神経叢造影像・下方牽引位の牽引所見が3DCT
でも観察可能であった。2) さらに3DCTでは造影された腕神経叢に垂直な再構成画像において、
腕神経叢が鎖骨下を通過するレベルでの鎖骨下-第一肋骨間隙の計測が可能で、3) 上肢下方牽
引による鎖骨下間隙の狭小化が評価でき、4) さらに腕神経叢周囲の造影剤の扁平化も観察可能
であった。
【結語】従来の腕神経叢造影3DCTに下方牽引位での3DCTを加えたDynamic 3DCTによる検討
で、3DCTにおいても動的な検討が可能となり、さらに上肢下方牽引位での鎖骨下間隙の狭小化
が定量化できたことは胸郭出口症候群の診断の一助となるものと考えられた。
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手外科における4次元シミュレーションシステムの開発
Development of four-dimensional simulation system for hand surgery

○山本 美知郎1, 村上 幸己2, 建部 将広1, 村木 隆信2

平田 仁1

1名古屋大学　手の外科, 2トヨタケーラム

【はじめに】ソフトウエアの発達により術前検査画像に様々なデザインを加えることが可能と
なった。上肢の骨関節手術において術前3D画像に関節運動軸を与えて4Dのシミュレーションム
ービーを作成し手術に応用しているので報告する。【対象と方法】前腕骨骨折変形治癒3例、陳
旧性橈骨頭脱臼2例および変形性肘関節症4例を対象とした。前腕骨骨折変形治癒は患側のみの
前腕全長CTを用いて骨切りをデザインし、3D画像に前腕回旋軸を与えて回内外運動の4Dムービ
ーを作成し可動域を予測。陳旧性橈骨頭脱臼は健側と患側のCTを用いて橈尺骨の長さを3Dで計
測。尺骨近位3分の1のレベルで骨切りし延長を加えて橈骨頭を整復するようデザインした。更
に上腕骨遠位と前腕骨の形状から肘屈伸軸と前腕回旋軸を算出し肘屈伸と前腕回内外の4Dムー
ビーを作成した。変形性肘関節症は患側の肘関節3DCT画像を用いて上腕骨遠位の形状から屈伸
軸を算出し4Dムービーを作成。目的とする屈伸可動域における上腕骨と橈尺骨の干渉部位を解
析した。【結果】前腕骨骨折変形治癒の回内外可動域は術前平均125度から術後平均158度に改
善した。陳旧性橈骨頭脱臼は2例とも尺骨の長さが3Dで測定すると患側が短く、橈骨頭を整復す
るために尺骨の延長を要した。1例は橈骨頭の変形が高度で手術を見合わせた。もう1例は尺骨
延長骨切りと橈骨頭の整復を行い術前肘屈曲100度から術後125度に改善した。変形性肘関節症
はopenまたは鏡視下の関節形成術を行い、肘屈伸可動域が術前平均91度から術後平均126度に改
善した。【考察】骨表面の形態にbest fit法と目視法を組み合わせることで軸の算出が可能で
あった。およそ単軸関節とされる部位の3D画像に回転軸を与えると4Dムービーが作成できる。
術前にムービーを見ておくことで安全性や正確性が高まると考える。
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Diffusion tensor tractographyを用いたGuyon管部における尺骨神経描
出の試み

Diffusion Tensor Tractography of the Ulnar Nerve at the Guyon's Canal

○山部 英行1,2, 中村 俊康2, 吉岡 大1

1カリフォ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

【目的】
研究では拡散テンソルトラクトグラフィー（diffusion tensor tractography：DTT）を用
い、Guyon管部における尺骨神経の描出による定性評価とfractional anisotropy（FA）値・
apparent diffusion coefficient（ADC）値計測による定量評価を行い、臨床における尺骨神経
DTTの有用性を検討することを目的とする。
【方法】
ボランティア8名、8手関節（男性8、32～52歳（平均42.3歳）、右4、左4）を対象とした。３T
の臨床MRI（Philips社製Achieva、Ingenia）を用い、拡散テンソル画像（diffusion tensor
imaging：DTI）を撮像した。定性評価としてDTI横断像の各スライスで尺骨神経領域をtracking
し尺骨神経DTTを作成した。橈骨茎状突起レベルを基準に、近位12mmから遠位20mmまでの範囲で
FA値・ADC値の定量評価を行った。コントロールとして同範囲での正中神経のFA値・ADC値を計
測し、尺骨神経との比較を行った。
【結果】
神経は近位12mmから遠位20mmまで描出可能であった。Guyon管は遠位4mmから12/16mmの領域に相
当し、同部での深枝、浅枝の分岐を確認できた。尺骨神経のFA値は近位から遠位に向けて減少
し（r=-0.83 ～ -0.81）、ADC値は増加する（r= 0.50 ～ 0.51）傾向にあった。正中神経と比
較するとFA値は全領域において低値で、ADC値は高値であった。特に遠位Guyon管内（4mm～
12mm）でADC値は正中神経のものと比較して有意に高値（p＜0.05）だった。
【考察】
手根管内における正中神経と比較し、Guyon管内における尺骨神経のFA値は低値で、ADC値は高
値であったが、その原因として神経の走行方向および周囲の解剖学的構成要素の違いによる内
圧の相違が関与していると推察された。Guyon管部における尺骨神経DTTは十分な定性的、定量
的評価が可能であり、Guyon管症候群の診断に有用であると考えられた。
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近赤外光による手指血流の評価
Assessment of the finger blood flow with using the near-infrared light

○深澤 克康1, 小林 康一1, 黒島 永嗣2, 木村 理夫2

1関東労災病院　整形外科, 2帝京大学　整形外科

【背景】　生体透過性が高く、ヘモグロビンへの特異的吸収性をもつ近赤外線は、血流の非侵
襲的診断機器として注目されている。しかし現状の透過型近赤外線観察装置、Genial
Viewer（Genial Light株式会社）では微小血管の画像化は可能でも動静脈の区別ができない。
この問題を解決すべく、手指を対象として本装置及び追加開発した時間微分解析ソフトを検証
した。【対象と方法】健常者6人12手の手指を対象として測定領域の位置、周囲光源の影響を検
証し、再接着指2指で術後血流を検討した。またラットの総頚、大腿動静脈を展開し、動脈描出
の有無を確認した。【結果】指先に近いほど振幅の大きい波形が出現した。近赤外光の含まれ
る自然光のもとでは血管は描出できないが、蛍光灯下では描出できた。再接着指では動脈、静
脈ともに描出できなかったが、微分解析により血流を確認できた。ラットの露出展開した動脈
は、拍動する血管として描出できた。【考察】時間微分解析とは、対象の光スペクトル情報の
微分解析を経時的に行うもので、この手法により、均一に見える領域でも脈波に一致したspike
波形を描出できた。初期のソフトウェアはoff-lineでの解析だったが、リアルタイムに波形を
検知できるように改良した。リアルタイムに血行動態が分析可能となれば、今後新たな客観的
診断機器として期待できる。ラットの露出した動脈は検知可能であったが、わずかな皮下組織
の介在で血管描出は困難となるなどの解決すべき課題が判明した。（本研究は独立行政法人労
働者健康福祉機構「病院機能向上のための研究活動支援」によるものである）
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上肢軟部腫瘤における触診とElastographyによる硬さの評価の比較
The comparison of palpation and sono-elastography in assessing stiffness of soft tissue masses of upper

extremities

○上原 浩介, 森崎 裕, 澤田 良子, 篠田 裕介
河野 博隆

東京大学 医学部 整形外科・脊椎外科

【背景】軟部腫瘤の組織型は病理診断をもって確定診断とするが、侵襲的な処置が必要になる
ため理学所見や画像所見から腫瘍の組織型を推測し、生検を行うべきか判断する。理学所見の
うち、硬さの評価は検者の触診による主観的な評価により定性的に行うが熟練を要する。近
年、超音波装置を用いて組織弾性の測定を行う事が可能となり種々の分野で応用されてい
る。【目的】定量的に軟部腫瘤の硬さを評価し、骨軟部腫瘍専門医師の定性評価との比較を行
い、その有用性を検討すること。【対象と方法】上肢に軟部腫瘤を有する患者22例（男性
11例、女性11 例、平均年齢50.3 歳）を対象とした。骨軟部腫瘍専門の医師が触診で硬さを評
価した後に、結果を知らされていない別の医師が超音波装置（日立アロカメディコHI-VISION
AVIUS）のElastographyで組織弾性を評価した。音響カプラ―（日立アロカメディコ）を装着し
た18Hzのプローベを用いた。腫瘤の硬さは音響カプラーに対する硬さの比で算出した。触診の
硬さは軟、弾性軟、弾性硬、線維性硬、骨性硬の5つに分類した。【結果】触診では弾性軟8
例、弾性硬11 例、線維性硬3 例であった。軟と骨性硬を示したものはなかった。触診の硬さと
超音波による硬さの評価の関係は、弾性軟が中央値1.37、弾性硬が中央値5.62、線維性硬が中
央値12.9であり、Kruskal-Wallis 検定ではp=0.001と有意な差がみられた。【考察】上肢軟部
腫瘤の硬さの評価に関して、Elastography を行うことで骨軟部腫瘍専門の医師が触診で判断し
たものとほぼ同等の結果が定量的に得られる可能性があり、診断の一助となりえる。
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手指に発生した腱鞘巨細胞腫19例の検討～術前MRI診断はどこまで
可能か～

Various MR imaging of giant cell tumor of tendon sheath in hands and digits : experience with 19 cases

○湯川 充人, 千野 博之, 三橋 真, 前田 和洋
丸毛 啓史

東京慈恵会医科大学　整形外科

【目的】手指に発生する軟部腫瘍は多種多様で，MRIでは非特異的所見を呈するものが多い．腱
鞘巨細胞腫（以下GCTTS）はヘモジデリン沈着を有することからMRIではT2強調像で低信号を呈
するのが一般的といわれているが，手指，とくに指尖部に発生する場合には典型的な信号変化
を呈さないこともあり，術前診断に難渋することがある．今回，我々は手指に発生したGCTTSの
術前MRI診断と術後病理診断についてretrospectiveに検討したので報告する．【方法】2006年1
月から2012年12月の間に手術を行った19例を対象とした．男；14例，女；5例で平均年齢36（10
～66）歳であった．初回手術が17例，他病院での手術後に再発した症例が2例であった．発生部
位は母指；6例，示指；1例，中指；6例，環指；1例，小指；4例，手掌；1例であった．術後の
経過観察期間は平均７か月（2週～5年1か月）であった。【結果】19例中15例（79%）がT1強調
像で低信号，3例（16%）が等信号，1例が高信号を呈していた．T2強調像においては低信号を呈
するものが19例中9例（47%），高信号を呈するものが4例（21%）であり，6例は高信号と低信号
が混在していた．T2強調像で高信号を呈する症例ではMRIの正診率が低下する傾向にあり，非特
異的な所見として悪性腫瘍との鑑別を要するものもあり，これらに対しては開放生検術（1例）
や術中迅速診断（2例）が行われていた．【考察】隔壁を有しヘモジデリン沈着を認める
localized typeはMRIでも典型的な所見を呈し術前診断での正答率が高い傾向にあった．その一
方，MRI所見で境界不明瞭かつT2強調像で非特異的所見を呈する症例も少なからず存在してい
た．GCTTSの診察に際しては悪性腫瘍を含め他の軟部腫瘍との鑑別を要する症例もあることに留
意すべきである．
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手に発生した腱鞘巨細胞腫の治療成績
Clinical results of giant cell tumor of tendon sheath of the digits

○瓜田 淳, 船越 忠直, 本宮 真, 松井 雄一郎
岩崎 倫政

北海道大学　整形外科

【目的】腱鞘巨細胞腫は関節周囲の腱鞘または関節包から生じる線維性組織球腫の一亜型であ
り、手指に発生する良性軟部腫瘍ではガングリオンに次いで多いと言われている。しかしなが
らその発生機序はいまだ不明で、局所再発が高いと言われている。その治療としては摘出術の
他に再発を低下させるために放射線照射を行うといった報告もあるが未だに一定の見解は得ら
れていない。今回我々は当科における手指に発生した腱鞘巨細胞腫について検討したので報告
する。
【対象と方法】2002年から2012年までに手指腱鞘巨細胞腫にて手術加療を行った9例9手指を対
象とした。男性3例、女性6例、手術時平均年齢は43歳(22－60歳)である。全例摘出術のみを行
った。調査項目は罹患指、発生した指レベル、画像所見、腫瘍の範囲、腫瘍の肉眼所見、再発
の有無とした。
【結果】罹患指は母指5例、示指1例、中指2例、小指1例と母指が最も多かった。発生した指レ
ベルは母指IP関節1例、MP関節1例、DIP関節1例、基節部4例、中節部1例、中手骨部1例と基節部
に最も多く発生していた。関節内浸潤は3例(母指IP関節1例、MP関節1例、DIP関節1例)に認め
た。再発は2例（再発率22%）に認め、いずれも母指で関節内浸潤を認めていた。
【考察】腱鞘巨細胞種は再発率が高く過去の報告では4－29％と言われているが、我々の施設で
も22％と高い再発率であった。関節内浸潤していた3例のうち2例(67%)が再発しており、再発し
た2例はいずれも母指で関節内での癒着が見られた。今回の検討で関節内浸潤や周囲との癒着が
ないものは再発率が低いが、関節内浸潤し周囲と癒着を認める症例では再発率が高く、再発さ
せないためには取り残しがないように十分切除することが重要であると考えられた。
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手腱鞘巨細胞腫発生部位の検討
Origin of Giant Cell Tumor of Tendon Sheath in The Hand

○六角 智之, 山田 俊之, 河野 元昭, 木内 均
赤坂 朋代

千葉市立青葉病院整形外科

【はじめに】腱鞘巨細胞腫（以下GCT）は手に発生する良性軟部腫瘍では日常よく遭遇する。そ
の名称から、腱鞘に発生するものが一般的のような印象を受けるが、明らかに関節内より発生
したと思われるものも見受けられる。今回自験例につき、GCTの発生部位について検討し
た。【対象と方法】1999年より2011年までに当科にて手術加療した手発生のGCT症例66例を対象
とした。これら症例につき、診療録より、性別、手術時年齢、罹患側、腫瘍存在部位、発生部
位、再発の有無について調査した。【結果】男性17例、女性49例であった。手術時平均年齢は
49.5歳、右手37例、左手29例であった。母指13例、示指12例、中指13例、環指8例、小指12例、
手掌部2例、手関節5例、複数指1例であった。明らかに関節より発生していたものは30例であ
り、関節から発生した疑いが強いもの6例であった。DIP関節16例、PIP関節8例、MP関節5例、IP
関節4例、手関節2例であった。再発例は5例あり、そのうち関節発生例は3例であっ
た。【考察】腱鞘巨細胞腫はその名称より、腱鞘より発生するものが主体という印象を受ける
が、関節内に病変を認めるという報告は散見される。しかしこれらを関節内発生とはしていな
いものが多い。演者は以前より関節内発生と思われる症例を経験し、摘出に際しては注意深く
発生部位を確認してきた。この結果、疑いも含めた関節内発生は55％とほぼ半分であった。ま
た、遠位の関節に発生する傾向が強かった。これらは摘出に際して取り残しをしやすく、再発
の原因となり得る。再発例の60％は関節内病変であり、注意を要すると思われた。石田らの提
唱するように、本症は滑膜巨細胞腫とするのが妥当である。
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爪変形を来たす爪周囲腫瘍
Tumor around the nail causing nail deformity

○中村 恒一, 平瀬 雄一, 桑原 眞人

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

【目的】爪変形を来たす爪周囲腫瘍はさまざまなものが存在する．当院における爪変形を来た
す腫瘍の内訳，特徴，および治療方針，治療成績について報告する．【方法】対象は当院にて
爪変形を来たした爪周囲腫瘍症例25例，25指である．全例手術による摘出術を行った．腫瘍の
内訳，臨床症状，画像所見の特徴，およびその治療方針，治療成績について調査し
た．【結果】爪変形を来たした25例の内訳は，爪下Glomus腫瘍が17症例であり，粘液嚢腫が4症
例であり，hemangioma, epidermal cyst, benign fibroadipose tissueが各1症例であり，不明
が1例であった．圧痛はGlomus腫瘍全例と，epidermal cystで認め，粘液嚢腫では認めなかっ
た．Glomus腫瘍の80％は超音波検査により描出可能で，爪床内に腫瘤を認めた．粘液嚢腫は皮
下に腫瘤を認め，ほとんどが後爪郭に存在した．爪下epidermal cystも超音波で描出可能であ
り，爪床上に腫瘤が存在した．爪下腫瘍に対しては，われわれは抜爪せずに爪甲剥離子，爪甲
剪刀をもちいてコの字に爪甲を切開し爪半月部で爪甲を反転することで爪床を露出し，腫瘍を
摘出した．後爪郭部の粘液嚢腫に対しては腫瘍摘出後，局所皮弁により皮膚を覆っている．全
例，術後約半年ほどで新しい爪に生えかわり爪変形は消失している． 【考察】爪変形を来たす
腫瘍は，腫瘍の局在，臨床症状，超音波検査により鑑別可能である．その局在に応じた手術方
法により整容的，機能的に良好な成績を得ることが可能である．
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上肢静脈奇形における3%ポリドカノールを用いた経皮的硬化療法
Percutaneous Sclerotherapy with 3% Polidocasklerol for Venous Malformation

○牛尾 茂子, 鳥谷部 荘八

仙台医療センター　形成外科・手外科

【はじめに】これまで静脈奇形は海綿状血管腫と呼ばれ、腫瘍性病変として切除が第一選択と
されてきた。しかし近年では先天的な血管走行異常という認識が徐々に定着し、治療の首座は
経皮的硬化療法が切除にとって代わりつつある。今回我々は上肢静脈奇形患者に対し3%ポリド
カノールを用いた経皮的硬化療法を施行し良好な結果を得たので報告する。【対象】2010年6月
から2012年10月の2年4か月間に3%ポリドカノールを用いて経皮的硬化療法を行った19例で、内
訳は男性6例、女性13例、手術時年齢は2歳から64歳で、治療部位は手指3例、手部3例、前腕
7例、上腕3例、肩3例であった。術前症状としては、肉眼的隆起のみが2例、違和感が2例、自発
痛は14例、出血が1例であった。術前に運動障害や知覚障害を認めた症例はなかった。【方法】
全例において全身麻酔下もしくは局所麻酔下で手術を施行した。超音波ガイド下に注射針を病
変内に刺入し、静脈血の逆流を確認した後、造影剤を少量注入しながら透視下で病変の状態を
確認し、用手的圧迫で正常血管への流出を抑止し硬化剤を1～2mlずつゆっくり注入した。硬化
剤注入時は超音波装置でモニターした。硬化剤は3％ポリドカノールと空気を1：4で混和しフォ
ームにしたものを使用した。【結果】術後治療部位の知覚低下や腫脹を訴えた症例は17例で、
全例で1か月以内に症状の改善を得られた。また全例において術前症状の改善を認め
た。【結論】静脈奇形は良性疾患であり必ずしも切除が必要とは言えない。そればかりか部位
によっては術後機能障害は免れず、術後の回復にも時間がかかる。経皮的硬化療法は病変のみ
をターゲットに治療することができ、術翌日から日常生活に戻ることができ非常に有効な治療
法と言える。
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指粘液嚢腫に対する治療法の問題点について
The problems of the treatment for digital mucous cyst.

○坪川 直人, 牧 裕, 成澤 弘子, 森谷 浩治
吉津 孝衛

新潟手の外科研究所

【はじめに】指粘液嚢腫（指DIP関節ガングリオン）は再発を繰り返し、時に難治性化膿性関節
炎を引き起こす。今回手術症例を検討し、成因、治療法について検討した。
【症例】手術治療を行った粘液嚢腫31例35指、男性6例7指、女性25例28指であった。年齢は46
～82歳、平均60.0歳であり、罹患指は母指4、示指5、中指22、環指1、小指3であった。経過観
察期間は3か月から3年2か月、平均1年2か月である。嚢腫の大きさは2～7mm、平均4mm、35例中
14例で爪変形をきたしていた。2例で爪周囲の発赤を認めたが、抗生物質内服、発赤消失後に手
術を行った。
【手術方法】粘液嚢腫切除および皮弁は全く行わず、皮切はeponichiumを含めたcurve
incisionを20指、DIP関節上にL字または横皮切を15指に用いた。35指中、大きな嚢腫16指に対
しては手術1週間前に嚢腫内容物を吸引し、菲薄化した皮膚の上皮化を待って手術を行った。手
術は母指IP関節および指DIP関節のcyst、滑膜、骨棘を伸筋腱終末両側にわたり切除した。
【結果】再発例、感染例はない。疼痛は28指でなく、7指で軽度残存した。新たな爪変形は発生
していないが、術前存在した爪変形は残存していた。術後可動域は伸展-6°から屈曲43°と術
前よりわずかに低下していた。
【考察】全例に関節内ガングリオンが関係していた。嚢腫切除のみを行い、皮弁形成しても再
発する危険性があり、徹底した関節内デブリードマンが必要と考える。粘液嚢腫の切除は必要
ないため皮弁の使用もないが、嚢腫が大きく皮膚が不良な状態での手術が不安な場合は、1週間
程度前に嚢腫内容物を吸引しておくと、嚢腫部の皮膚が上皮化して厚くなり手術が行いやす
い。
【結語】粘液嚢腫は関節内ガングリオンであり、関節内の徹底したデブリードメンで再発が防
止できる。
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１８G針を用いた手指の内軟骨腫の低侵襲掻爬法
Minimally Invasive Curettage of Enchondroma in Hand Utilizing 18G Needle

○捶井 隆1, 秋山 宏一郎1, 大数加 光冶2

1東芝病院　整形外科, 2おおすか整形外科

【背景】内軟骨腫は適切に治療を行えば予後良好な疾患である。もともと愁訴が少ない症例が
多いため低侵襲の治療法が望ましいが、再発防止のためには確実な病巣掻爬が必要である。わ
れわれは１８G針を用いた低侵襲かつ簡便な手術法を行っているので紹介する。
【手術法】１８G針を用いて手術中に自作の鋭匙（curette）を作成する。針先端の鋭な部分を
除去、９０度程度の適当な角度に曲げて、骨内腔の掻爬に使用する。
病巣に応じて１～３ｃｍ程度皮切をおく。骨皮質を適宜開窓、骨内腔の腫瘍を十分に掻爬す
る。骨の向こう側は通常の鋭匙などまっすぐな器具、手前側は自作の１８G鋭匙を用いて掻爬す
る。さらに同じ１８G鋭匙を用いて骨内腔に生食を注入、圧をかけて洗浄する。骨欠損部には原
則人工骨を充填するが、省略も可能である。
骨折を合併している例では骨癒合が得られてから手術を施行した。
【症例】１９９５年より２０１１年までの１７年間に、当院にて手術を行った手指の内軟骨腫
は１４例である。手術時平均年齢は３９．３歳（１４～７４歳）、発生部位は中手骨３例、基
節骨２例、中節骨８例、末節骨１例であった。１例を除き腋窩伝達麻酔で行った。手術時間は
平均４８分であった。人工骨移植を１１例、自家骨移植を１例に行い、２例では骨移植を行わ
なかった。術中骨折が１例で発生したが、その他には合併症を認めなかった。術後経過観察期
間は平均１０．７か月（４～４２か月）で再発例はなかった。
【結語】１８G針を用いた内軟骨腫の掻爬は有用な方法と思われる。
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glomus腫瘍の臨床的検討―爪下部以外の発生例を中心として―
Clinical Study of Glomus Tumor focused on extrasubungul occurrence

○麻生 邦一

麻生整形外科クリニック

【目的】glomus腫瘍は指、足趾の皮膚、皮下に多く存在する血管球に由来する腫瘍であり、疼
痛、圧痛、寒冷時痛、青色斑を主徴とする。爪下部発生がほとんどあるが、それ以外の部位か
らの発生も稀に見られ、診断に苦慮する場合もある。今回当クリニックで経験したglomus腫瘍
の症例から、爪下部発生以外の発生例を中心に検討したので報告する。【対象】2003年から
2012年10月までに経験したglomus腫瘍は、18例、20部位であった。27～75歳（平均52歳）、男
性3例、女性15例と、中年、女性に多く発生していた。爪下部発生12例、13指では母指7例、示
指2例、中指1例、環指3例となり、母指が多かった。爪下部発生以外の症例は、7例、7部位であ
り、いずれも指腹部であった。うち1例は第1足趾の指腹部である。他院で手術を受けた症例が
母指に2例あった。【手術法】爪下部では爪甲を全切除し爪床を縦切し、腫瘍を大きく露出し、
切除することを原則としたが、発生部位によっては爪甲部分切除を行うが、それは2例であっ
た。【結果】環指腹部の1例で疼痛、知覚異常が残存しているが、これ以外の症例においては術
後疼痛はほぼ消失し、再発例はなかった。しかし術後爪変形は6例にみとめられた。51歳、女性
例では左環指，左中指の爪下部発生に加えて左環指の指腹部に多発していた。【結論】爪下部
以外で発生した本腫瘍では診断上見落としがないように注意すべきである。また術後の爪変形
をいかに生じさせないかが課題であるが、しかし爪根部を大きく展開し、再発しないように切
除することの方が大事であると考えている。
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手指グロムス腫瘍の検討
Glomus Tumors in the Hand

○申 正樹1, 井上 五郎2, 浅野 研一3, 佐伯 将臣1

田中 宏昌1

1豊橋市民病院　整形外科, 2江崎病院, 3浜松医療センター

【はじめに】グロムス腫瘍はまれな有痛性の良性腫瘍である．手指の末節部に好発し，発作性
の疼痛，限局性の圧痛，寒冷時誘発痛の特徴があるが，腫瘍が非常に小さい場合は画像診断が
困難で，診断に迷うことも少なくない．今回我々は，手術治療を行った手指グロムス腫瘍症例
について検討したので報告する．【対象】1996～2012年の17年間に手術を行って，病理診断で
確定した15例を対象とし，内訳は男性2例，女性13例，手術時年齢は18～72（平均46）歳であっ
た．発症から手術までの期間は2か月～15年（平均6.6年）であった．患側は右8例，左7例，患
指は母指5例，示指2例，中指3例，環指2例，小指3例であった．爪下部発生が9例，指腹部が
5例，指尖部1例であり，全例単発例であった．術式は，直視下もしくは顕微鏡視下に爪下部例
は爪甲を全抜爪もしくは部分抜爪して爪床を縦切して腫瘍摘出した．指腹・指尖部例は腫瘍の
直上を切開して摘出した．臨床所見，画像所見，術後成績を検討した【結果】自発痛は12例に
認め，圧痛は全例に認めた．X線検査は6例に行い2例に骨圧排像を認めた．MRIを施行した5例中
4例で同定可能であり，T2強調画像で高信号像を呈し，ガドリニウムにて造影された．疼痛は全
例で軽快した．術後11カ月で再び疼痛が生じ再発をきたした症例が1例あったが，再摘出術によ
り疼痛は軽快し、その後再発なく経過良好である．【考察】画像検査ではMRIが80％で同定可能
であり有効であった．再発率は約10％と報告されており，自験例（6.7％）も同等であった．自
験例では術後1年以内の再発であることから不完全摘出による再発と考えられた．再発を予防す
るためには腫瘍を完全摘出することが重要であり，健常組織をなるべく損傷せずに腫瘍部分の
みを確実に全摘するためには顕微鏡視下手術が有効と考えられた．
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極めてまれな成人手掌Rabdodi Sarcomaの治療経験
Cutaneous malignant rhabdoid tumor in the palm of adult

○藤岡 正樹1, 林田 健志1, 村上 千佳子1, 西條 広人1

伊東 正博3

1国立病院機構 長崎医療センター 形成外科

2国立病院機構長崎医療センター 臨床研究センター 外科治療研究部機能再建外科研究室

3国立病院機構　長崎医療センター　病理科

Malignant rhabdoid tumor は小児の腎臓や脳神経に発生する腫瘍で,まれにそれら以外の部位
からの発生が報告されているが,生後直ちに診断され2年以内に死亡に至っている. 私たちは成
人の手掌に発生した極めてまれなmalignant rhabdoid tumor の治療経験を得たので報告する.
患者は27歳男性で6カ月の経過で腫大してきた4.0 x4.5-cmの硬く突出した右手掌の腫瘍を主訴
に当科を受診した.生検でepithelioid sarcomaと診断された.CTでは右腋窩リンパ節への転移も
認められたが,全身転移は明らかではなかった. 第5指切断を含む広範囲切除術と,腋窩リンパ節
廓清を行った後,oxorubicin (30mg) とifosfamide (5g)による化学療法を4クール,手掌と,腋窩
に対する60 Gy の放射線療法を行った.切除腫瘍の組織免疫染色はS-100(+), GFAP(+), bête-
catenin(+), EMA (+), whereas CAM5.2(-), AE1/AE3(-), CK 14(-), alpha smooth muscle
actin(-), CD-34(-), HMB-45(-), desmin(-), HHF35(-), p63(-), HMB45(-), MelanA(-),
MiTF(-), HLIB45(-), glypican 3(-), and miogenin(-), SMARCB1/INI1 (BAF47)(-)であり,こ
れらから極めてまれな成人発症のmalignant rhabdoid tumorと診断された. 腎臓,脳神経以外の
malignant rhabdoid tumorはrhabdoid cell の存在で特徴づけられており,極めて悪性度が高
い.成人例の皮膚malignant rhabdoid tumorは世界で過去8例が報告されており,本症例が9例目
であるが全例7年以内に死亡している.本症例は初回手術8か月後に上腕に再発し,再切除術と放
射線療法を行っている.
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橈骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断裂の原因に関する検討
Rupture of Extensor Pollicis Longus Tendon Accompanied with Distal Radius Fractures

○廣藤 真司, 小田 明彦, 松本 和寛, 金 基中

畷生会脳神経外科病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断裂の発生原因については種々の報告がある。
過去20年間に我々が経験した8症例および本邦での報告例について発生原因に関して検討したの
で報告する。【対象および方法】過去20年間に我々が経験した橈骨遠位端骨折後に長母指伸筋
腱断裂を生じ固有示指伸筋腱移行術を行った8症例を対象とした。女性6例、男性2例。平均年齢
52.9歳（42～81歳）。骨折型はFrykman分類1型5例、3型3例。受傷から腱断裂までの期間は平均
183.1日（14日～3年6ヵ月）であった。Lister結節部の転位した骨折の有無、受傷から腱断裂ま
での期間、手術時の腱断端の所見について調査した。【結果】Lister結節部の転位した骨折を
認めた3例では受傷から腱断裂までの期間が平均19日（14～28日）であり腱断端はささくれてい
た。Lister結節部の転位した骨折を認めない4例は受傷から腱断裂までの期間が平均284.6日
（28～3年6ヵ月）で3例では腱断端にささくれを認めず、1例は部分断裂を呈し第3区画内で腱は
幅１mm程に狭窄し第3区画の遠位および近位では正常の太さであった。【考察】橈骨遠位端骨折
後の長母指伸筋腱皮下断裂の発生原因として機械的要因、阻血性要因、複合要因の報告があ
る。腱断端の形状からLister結節部に転位した骨折を認めた症例では腱断端がささくれていた
ため主に機械的要因、同部に転位した骨折を認めない症例では阻血により腱が第3区画内で細く
なり断裂を生じた可能性が示唆された。また、機械的要因によるものが阻血性要因よるものよ
り受傷後早期に腱断裂を生じ易いと考えられた。【まとめ】Lister結節部骨折の形状により長
母指伸筋腱断裂の主な発生原因が異なることが示唆された。腱断裂原因の解明は橈骨遠位端骨
折後の腱断裂の予測に役立つものと考えられる。
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陳旧性長母指伸筋腱断裂の原因と治療について―固有示指伸筋腱欠
損症例への対処―

Clinical study on the old rupture of  extensor pollicis longus tendon.

○鳥谷部 荘八, 牛尾 茂子

仙台医療センター形成外科・手外科

【はじめに】一般に陳旧性長母指伸筋腱断裂の原因として橈骨遠位端骨折後に代表される外
傷、リウマチなどの炎症性疾患、変形性関節症などがあげられる。また治療について固有示指
伸筋腱(以下EIP)による腱移行術が標準的治療とされている。今回我々は当科における陳旧性長
母指伸筋腱(以下EPL)断裂の原因と手術術式、術後療法について調査し、特にEIP欠損に対する
対応について考察した。【対象と方法】2004年から2012年にかけて東北大学形成外科・手の外
科及び仙台医療センター形成外科・手外科において外来受診した患者43例を対象とし
た。【結果】男性20例、女性23例、平均年齢は59.7歳、右手18例、左手25例であった。受傷原
因として橈骨遠位端骨折31例（AO分類　TypeA 18例、TypeB 1例、TypeC 2例、不明10例）、関
節リウマチ4例、手関節打撲・捻挫4例の順であった。手術法は全例腱移行術が行われ、固有示
指伸筋腱移行術は37例であった。しかし同腱欠損症例は３例認めたため、固有小指伸筋腱移行
術1例、長掌筋腱移行術1例、短撓側手根伸筋腱移行術1例であった。また日手会機能評価におい
て「良」以上の症例は全例70歳以下の症例であった。受傷～EPL再建までの期間と手術結果に相
関は認められなかった。橈骨遠位端骨折の程度と手術結果に相関は認められなかっ
た。【考察】一般に陳旧性長母指伸筋腱断裂の原因として橈骨遠位端骨折後が多く報告され、
骨折として比較的転位の少ないものやLister結節近傍の骨折に多いとされている。治療は一般
的にEIP移行術が標準的であるが、欠損例も少なからず存在することがわかった。力源として
EDM、PL、ECRL、ECRBなどがあげられているが、当科としては同一術野で採取可能なECRBが良い
と考えている。術前に超音波検査にて評価し、EIP欠損への対応を十分行う必要がある。
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長母指伸筋腱皮下断裂に対する固有示指伸筋腱移行術　-局所麻酔下
自動運動による腱緊張度の決定法と他法との比較-

Tendon Transfer of Extensor Indicis Proprius for Extensor Pollicis Longus Rupture. Comparison between

Active Motion under Local Anesthesia and Other Methods in Decision of the Tendon Tension.

○湯川 昌広, 上里 涼子, 鈴木 雅博, 藤 哲

弘前大学　大学院医学研究科　整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折や関節リウマチにはしばしば長母指伸筋腱（EPL）皮下断裂が合併し，固有示指
伸筋腱（EIP）移行術が一般に選択される。腱の緊張度決定には様々な方法があるが，適切でな
い場合には伸展不全の残存や屈曲制限をきたすことがある。
本発表では局所麻酔下自動運動により腱緊張度を決めたEIP移行術症例と，それ以前の他の方法
で緊張度を決定した症例を比較検討した。
【症例、方法】
症例は当科で手術を施行したEIP移行術症例12例で，2009年以後に施行した自動運動法群
（A群）6例（男性1例，女性5例，平均年齢69.0歳）と2009年以前の非自動運動群（NA群）6例
（男性2例，女性4例，平均年齢61.7歳）を比較した。腱断裂の原因は，両群とも橈骨遠位端骨
折5例，関節リウマチ1例ずつであった。NA群での腱の緊張度は，手関節20～30º背屈位で母指を
握った状態で最大緊張としたものが4例，手掌を台につけた状態で母指が少し浮く緊張としたも
のが2例であった。両群の母指のTAMおよび％TAM，日手会腱損傷機能評価を行った。
【結果】
A群の平均％TAMは95.3％（85.7～100％）で，伸展不足角度が10ºを超える症例はなく，日手会
機能評価は全例優であった。NA群の平均％TAMは81.0％（70.0～100％）で日手会評価は優5例，
良1例であった。
【考察】
森谷らが報告している通り，局所麻酔下でのEIP移行術では，即時に母指の伸展が可能となっ
た。自動運動を行わせることで腱の緊張度を調節することが可能であり，非常に有用な方法と
思われる。また，機能転換も即時に完了するため，腱の緊張が適切であれば，速やかに受傷前
のADLへの復帰が可能となった。
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複数指に生じた手指MP関節特発性伸筋腱脱臼
Spontaneous dislocation of the extensor tendons of the metacarpophalangeal joint of multiple fingers

○藤井 裕子, 鶴岡 裕昭, 渡森 一光, 石丸 泰光
松坂 隆範

市立宇和島病院　整形外科

【目的】MP関節部伸筋腱脱臼はしばしばみられるが、単数指罹患例の報告がほとんどで複数誌
罹患例の報告は少ない。今回、複数指に生じた特発性伸筋腱脱臼を経験したのでその病態を示
し、治療結果を報告する。
【対象・方法】2006年以降における、外傷や関節リウマチなどの既往のなく特発性と判断され
た複数指伸筋腱脱臼6例である。性別は全例女性、年齢は36～78歳、罹患指は中環小指罹患が
5例、示中環小指罹患が1例、全例尺側脱臼で、MP関節背側部痛や弾発現象を伴う疼痛を認め
た。対象症例について手術時所見、手術法、術後再脱臼の有無などを調査した。
【結果】3例は弾発指の診断で腱鞘切開術後に伸展不全が出現した症例であった。2例を除き指
背腱膜腱帽や矢状索の断裂は認めず、中環小指罹患例では示指中指間の腱支持組織、示中環小
指罹患例では示指橈側の腱支持組織の変性を認めた。指背腱膜腱帽や矢状索の断裂を認めなか
った4例では示指および中指橈側変性部位の腱膜縫縮術を行うことで全指の脱臼が制動された。
残りの2例にはMcCoyに準じた腱制動術を行った。術後伸筋腱再脱臼例はなく可動域制限もきた
していない。
【考察】複数指脱臼を生じた原因として、腱支持組織の変性による菲薄化・弛緩により示指も
しくは中指橈側の腱下腱膜が弛緩・断裂し、腱間結合を介して他指の伸筋腱の尺側方向へのモ
ーメントが増強したことが考えられた。特に腱鞘切開術後症状をきたした症例では、伸筋腱脱
臼を呈する状態で腱鞘が切開されたことにより伸筋腱の掌尺側方向へのモーメントが増強した
と思われた。腱制動術、腱膜縫縮術を行い良好な結果を得た。
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伸筋腱損傷を伴う前腕開放骨折に対する一期的再建術の検討
Primary reconstruction for open injuries of distal radius and extensor tendons

○谷川 暢之1, 飯田 寛和2

1関西医科大学附属滝井病院　整形外科, 2関西医科大学附属枚方病院　整形外科

【目的】高エネルギー外傷に伴う前腕開放骨折の場合、腱断裂の合併や、術後腱癒着・関節拘
縮を生じ治療に難渋する。我々は、伸筋腱損傷を伴う前腕開放骨折に対して、一期的腱縫合・
腱移行・骨接合術・Suave-Kapanji（以下S-K）法を施行し、その有用性を検討した。【対象と
方法】機械への巻き込み、交通外傷により受傷した9例（43歳から64歳；平均55.4歳）を対象と
した。軟部組織損傷はGustilo 分類type IIが5例、 type III-3が4例であった。骨折型は、AO
分類23.A-3が1例、B-3が3例、C-2が4例、22.C-2 が1例であった。全例golden hour内に骨折内
固定術を行った。また一期的S-K法を3例に施行した。伸筋腱損傷は、全例Zone VII・VIIIでの
開放性断裂であった。EPL引き抜き損傷6例にはPL又はEIPへの一期的腱移行術、EIP引き抜き損
傷5例にはEDC IIへの側々吻合術、EDC（2指）損傷2例には側々吻合術を施行した。EDC引き抜き
損傷1例には端々吻合するも回復が悪く、FCRによる二期的腱移行術を追加した。術後ギプス・
シャーレ・創外固定器にoutriggerを装着して、早期運動療法を開始した。術後成績は、% TAM
にて損傷部位別に評価した。【結果】S-K法3例中2例に橈骨側の転位が生じ再骨接合術を要し
た。%TAM は手指81.4%、母指87.4%、前腕回内外可動域では91.8％であった。【考察】伸筋腱引
き抜き損傷に対する一期的腱移行術は、機能再教育が容易な腱を選択し、早期運動療法を併用
することにより、良好な機能回復に繋がる再建術と考えられた。両前腕骨骨折に対する一期的S
-K法は、回内外可動域獲得に繋がる有用な再建術であるが、偽関節発生の可能性を念頭に置く
ことも必要であった。
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伸筋腱zone1における開放性伸筋腱断裂の治療成績の検討
treatment of open mallet extensor injury

○向田 雅司, 大井 宏之, 神田 俊浩

聖隷浜松病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】伸筋腱zone1における腱断裂で、非開放性損傷の治療結果の報告はよくみられるが、開
放性断裂の報告はあまりない。そのため、今回、その治療結果を検討してみた。
【対象と方法】2007年4月から2012年3月までの間で、当院で治療を行った示指～小指の伸筋腱
zone1の開放性腱断裂を対象とした。その中で、血行再建手術例・屈筋腱損傷合併例・観血的骨
折治療を必要とした症例は除外した。対象となった症例に対して、DIP関節の仮固定を行ったも
のはその期間とピン刺入部感染の有無、DIP・PIP関節の最終的な可動域を調べた。なお、途中
で通院しなくなり可動域の評価ができなかった症例も他の項目の評価のため含めた。
【結果】対象は女性3例、男性7例の計10例で、平均年齢39歳であった。全症例ともDIP関節のピ
ンニングによる仮固定が行われており、仮固定期間は平均47日であった。ピンの感染は2例
（20％）であった。最終的なDIP関節の可動域は平均で伸展-3°屈曲52°で、ピン感染症例を除
くと伸展-0.8°屈曲61.8°であった。一方、ピン感染例では伸展-10°屈曲22.5°であった。ま
たPIP関節の可動域は平均で伸展8.1°屈曲100.6°であった。
【考察】一般的に伸筋腱zone1での断裂に対する治療としては、DIP関節の仮固定もしくは伸展
位でのスプリント固定を約6週間行うことが多い。今回、全症例でワイヤーによる仮固定が選択
されていたのは、開放損傷のため、手術室で処置が行われたためと考えられる。DIP関節の可動
域は、過去の文献での非開放性の腱性マレット指の結果（伸展不足角8.8°・可動域47°）等よ
り良好な結果となった。直視下に腱断端を寄せることができ、伸筋腱の延長が防止できたため
と考えられる。
【まとめ】伸筋腱zone1の開放性断裂でDIP関節の仮固定を行った場合には、ピンの感染に注意
が必要である。
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小児弾発指の手術および病理組織学的所見の検討
Operative and Histopathological Study of the Trigger Finger in Children

○志津 香苗1, 早川 克彦2, 中根  高志2, 鈴木 克侍1

西尾 真1

1藤田保健衛生大学　医学部　整形外科, 2愛光整形外科

【目的】小児弾発指が成人弾発指と異なる点は、腱鞘側の炎症反応や肥厚性変化が乏しい一方
で、屈筋腱の腫瘤性肥厚が認められることである。今回我々は、小児弾発指に対し比較的年長
児に手術をおこなう機会を得たので、それらの術中所見、および病理組織学的所見につき検討
し報告する。【対象および方法】乳幼児期から存在する小児弾発指の長期経過例のうち、平成
23年5月以降当科関連施設で手術を行い、腱鞘および腱膨隆部を採取できた３例4指を対象とし
た。手術時年齢は11歳から18歳で、全例女児、罹患指は母指３指、中指１指であった。臨床像
は全指snapping型で、杉本の2型が１指、3型が３指であった。【結果】手術は腱膨隆部を切除
し、腱鞘はA-1 pulleyを切除することで指屈伸運動は平滑になった。手術時の肉眼的所見で
は、腱鞘の中枢端に隣接する腱表層部に腫瘤性肥厚を認めた。病理組織像では、腱膨隆部では
疎な膠原線維と散在性の繊維芽細胞の増生を認めたが、粘液基質は認めなかった。腱鞘組織は
ほぼ正常像を呈し、成人弾発指でみられるような表層細胞の重走化や炎症細胞浸潤は認めなか
った。【考察】腱の肥厚性腫瘤を擁する小児弾発指では、腱鞘には病的因子が無くとも
snappingを繰り返し、これによる機械的刺激が腱内の線維芽細胞をさらに活性化して腱の肥厚
性腫瘤の形成を助長していると推察された。【結論】保存療法では改善をみない小児弾発指で
は腱の腫瘤性肥厚が残存している可能性が高く、手術治療を考慮する必要があると考えられ
た。
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10歳以下の小児屈筋腱断裂の治療成績
Clinical outcome of flexor tendon repair in children 10 years old or younger

○高井 盛光1, 長田 伝重2, 亀田 正裕1, 玉井 和哉1

野原 裕1

1獨協医科大学　整形外科学, 2獨協医科大学日光医療センター　整形外科学

【目的】小児屈筋腱縫合後の後療法は固定法が一般的であるが，腱癒着、再断裂等の成績不良
例が問題となることがある．今回，母指を除く10歳以下の手指屈筋腱断裂症例の術後成績を検
討した．【対象と方法】1992年から2012年5月までの15例19指を対象とした．男児11例，女児
4例，平均年齢5歳(1～10歳)，罹患指は示指4指，中指6指，環指4指，小指5指であった．受傷か
ら手術までの平均期間は18日(0～77日)で，損傷部位はZone1が9指，2が4指，3が5指，4が1指で
あった．FDP単独断裂5指，FDP＋FDS断裂14指であった．FDPの縫合は2，4，6strand で症例ごと
に異なっていた．後療法は，2007年12月以前の症例は3週間の固定後に自動運動を行い，2007年
12月以降の症例のうち6strandで縫合できた症例は，患側で物を持つこと以外に制限を設けず，
自由に手指を動かすことでの早期自動運動を行った．【結果】術後平均観察期間は2年(3ヵ月～
9年)であった．平均%TAMは94%で，成績不良例は低年齢の症例が多かった．術後追加処置を要し
たのは3指で，腱の再断裂に対して長掌筋腱移植を1指，腱剥離を2指に行っており， 全指とも3
歳以下の症例であった．後療法別では，15指が固定法を，4指が早期自動運動を行った．術後追
加処置を要した3指はともに固定法の症例であった．早期自動運動を行った症例は固定を行った
症例よりも入院期間が長くなったが(24日vs 7日)，術後成績は良好な傾向にあった．【結語】
小児手指屈筋腱断裂症例のうち，Y1法等で強固な縫合が行えた場合，患側で物を持つ事以外に
制限を設けず，自由に指を動かすことでの早期自動運動は治療成績の向上に繋がるものと思わ
れた．
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小指屈筋腱皮下断裂の4例
Subcutaneous Rupture of Flexor Tendon of small finger;Report of four cases

○奥山 峰志1, 入江 徹1, 研谷 智1, 多田 博2, 伊藤 浩1

1旭川医科大学　整形外科, 2函館協会病院　整形外科

【はじめに】小指屈筋腱皮下断裂は関節リウマチ、有鉤骨鉤骨折・偽関節に合併して発症する
ことが多いとされる。今回我々は、このような基礎疾患を有さない小指屈筋腱皮下断裂を4例経
験したので報告する。症例1：49歳男性、大工。発症後5ヶ月で手術施行。小指深指屈筋腱(以下
FDP)は手根管出口付近で断裂しており、環指浅指屈筋腱(以下FDS)を小指FDPに腱移行した。症
例2：70歳女性、無職。発症後20日で手術施行。画像上、豆状三角骨間関節のOAを認めた。術中
所見では同部で屈筋腱滑走床が破綻しており、小指FDPはこの付近で断裂していた。豆状骨を切
除し、小指FDP遠位断端を環指FDPに編み込み縫合した。症例3：52歳男性、鮮魚加工業。発症後
3ヶ月で手術施行。画像上、有鉤骨鉤にのう胞を認めた。術中所見では有鉤骨鉤橈側皮質骨の手
根管内への露出を認め、小指FDPはこの付近で断裂していた。環指FDPにも部分断裂を認めたた
め、有鉤骨鉤を切除した後に環指FDSを小指FDPに腱移行した。症例4：60歳男性、大工。発症後
13日で手術施行。術中所見では有鉤骨鉤橈側皮質骨の手根管内への露出を認め、小指FDPはこの
付近で断裂していた。有鉤骨鉤を切除し、長掌筋腱を用いて小指FDPに橋渡し腱移植を行っ
た。【結果】4例の最終経過観察時の平均％TAMは79.0％(69.8～90.0)、平均握力患健比は
0.79(0.64～1.00)で、全例復職していた。【考察】小指屈筋腱皮下断裂は関節リウマチや有鉤
骨鉤骨折・偽関節に合併することが多いとされる。自験例ではこのような基礎疾患は有さなか
ったが、高齢女性である症例2を除く3例は、手関節尺屈位で手を酷使する職業の患者に発症し
ていた。また、初期の症例で観察不足だった症例1を除き、屈筋腱の滑走床に何らかの所見がみ
られた。今回、これらについて文献的考察を加えて報告する。
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小指外傷性変形性PIP関節症に発症した屈筋腱皮下断裂の１例
The rupture of little finger flexor tendon depends on PIP joint osteoarthritis; A case report

○山崎 豊弘, 臼井 透, 日南田 博臣, 佐藤 啓二

愛知医科大学　医学部　整形外科教室

【はじめに】屈筋腱皮下断裂は比較的稀な病態であり,その原因として関節リウマチ,キーンベ
ック病,石灰沈着,豆状三角骨間関節症,急激な負荷,有鉤骨・橈骨・舟状骨骨折,偽関節が報告さ
れている. 今回我々は小指外傷後50年経過した変形性PIP関節症に屈筋腱皮下断裂を発症した稀
な1例を経験したので報告する.【症例】76歳男性,20歳時にソフトボール中捕球時に右小指を突
き指し受傷.PIP関節が外反伸展変形し自己で整復し放置した.その後特に問題なく自動運動可能
であったがゴルフ中右小指自動屈曲不能となり当院初診.初診時小指PIP,DIP関節の自動屈曲は
不能であり,画像上単純レントゲンでPIP関節過伸展亜脱臼,関節症変化を認め echo,MRIにて小
指PIP関節掌側での屈筋腱実質が描出不能であった.以上よりPIP関節亜脱臼位とゴルフスイング
時のflexion against forceにより屈筋腱断裂したものと考え手術を行った.術中屈筋腱は
FDP,FDS伴に断裂しており腱断端の遠位をA4 pulley内,近位をA1 pulley内に確認し,腱断端表面
は鈍で滑膜組織に覆われていた.PIP関節を屈曲45°でtension band wiringにて関節固定後,FDP
のみY1法にて腱縫合を行った.術後8か月の現在%TAM40%握力25(健側30)kgだがゴルフのラウンド
は可能でQuick DASH Score 4.5と満足度は高く経過良好である.【考察】屈筋腱皮下断裂は全屈
筋腱断裂中Haldeman 3％,富田ら3.4％,浅井ら4.8％と比較的稀な病態である．その発生には前
述の原因が報告されているが,渉猟しえた範囲では変形性PIP関節症後の屈筋腱皮下断裂は確認
できず極めてまれな1例を経験した.本症例はPIP関節背側脱臼後側副靱帯, volar plate損傷未
治療により過進展変形が残存し,基節骨頭の掌側突出による腱の血行障害,摩耗とゴルフスイン
グ時のflexion against forceにより断裂したものと考えた.
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屈筋腱損傷に対する新しい試み～禁忌とされるエピネフリン入りの
局所麻酔薬による指ブロックを用いて

A new treatment concept for flexor tendon repair using local anesthesia with epinephrine

○池田 純1, 久保 和俊1, 川崎 恵吉2, 富田 一誠3

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学講座, 2昭和大学横浜市北部病院　整形外科

3昭和大学附属豊洲病院　整形外科

【はじめに】早期の一次縫合と後療法により手指屈筋腱損傷の成績は安定してきたが、未だに
成績不良例を散見する。再断裂は主に縫合部とプーリーのインピンジで術後比較的早期に生
じ、さらに癒着形成や拘縮は縫合部の滑走障害に加え、縫合部の強度に自信を持てない術者
が、いたずらに後療法を遅らせる影響が大きい。これらの問題は創閉創前に患者に自動運動を
行わせて腱縫合部に問題の無い事を確認できれば軽減できる。通常、屈筋腱損傷の手術は無血
野（駆血帯の使用）で行われることが推奨され、伝達や全身麻酔下に施行される。今回我々は
指に対して禁忌とされるエピネフリン入り局所麻酔下にセデーションや駆血帯を使用せずに手
術を施行し良好な成績を得たので報告する。【対象と方法】８例、全例切創。患指は母指２
例、示指2例、中指２例、環指２例。平均年齢28歳。受傷から手術までの期間は平均6日間。縫
合法はＹ-1法。全例術中に自動運動を指示、プーリーで縫合部の通過障害を認めた症例は縫合
部もしくは腱鞘をトリミングして滑走障害を解決し閉創した。術後は直後より他動屈曲、自動
伸展を開始、自動屈曲は１週間で開始した。外出時と夜間のみ４週間の背側シーネを指示し
た。【結果】全例でほぼ完全な可動域を獲得。平均％TAMは92％であった。【考察】閉創前の自
動運動で縫合部の問題を確認することが極めて有用なのは明らかであるが、局所麻酔での手術
が必須で無血野での手術が望ましい。今回、エピネフリンを添加した指ブロックで何ら問題を
認めなかった事に加え出血の予防などの利点があった。指へのエピネフリン使用は医学教育上
禁忌だが、医学的根拠に基づいたものではなく、我々は臨床の場で適切にエピネフリンを添加
した指ブロックを施行することを推奨したい。
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Zone IIにおける深指屈筋腱損傷一次修復，早期自動運動療法後のPIP
関節屈曲拘縮の発生要因についての検討

Clinical factors of flexion contracture of PIP joint following early active mobilization after primary repair

of flexor tendon in zone II

○松澤 翔太1, 大山 峰生2, 森谷 浩治1, 土田 尚美1

吉津 孝衛1

1(財)新潟手の外科研究所, 2新潟医療福祉大学大学院

【目的】
我々は，zone IIにおける深指屈筋腱（FDP）断裂一次修復後に早期自動運動療法を実施してき
た．しかし，zone IIにおいてはPIP関節屈曲拘縮が問題となり，我々も残存例を経験してき
た．本研究では，更なる治療成績向上を目的にPIP関節屈曲拘縮の不良要因を検討したので報告
する．
【方法】
過去20年間にzone IIでFDPを縫合し，早期自動運動療法を実施した63例74指（33±15歳）を対
象とし，治療最終時のPIP関節伸展角度－15度を境に伸展良好群と不良群に分類した．次いで年
齢，損傷指，PIP関節の掌側板損傷，浅指屈筋腱（FDS）断裂，高度の浮腫，術後3週経過時の
PIP関節屈曲拘縮の有無を要因として多重ロジスティック回帰分析を用いてPIP関節屈曲拘縮と
の関係を調べた．さらにFDS断裂合併例については，FDS断裂部位（近位，裂孔，交叉部），処
置法(縫合，切除)の各項目の占める割合を両群間で比較した．また，両群の術後3週以降のPIP
関節伸展可動域の推移についても調査した．
【結果】
PIP関節伸展良好群は50指，不良群は24指であった．PIP関節屈曲拘縮は，FDS断裂，浮腫，術後
3週経過時のPIP関節屈曲拘縮の有無が有意な要因となっていた．FDS断裂合併例においては，伸
展不良群に交叉部断裂例が多く，特にFDS切除の割合が多かった．PIP関節伸展可動域は，術後3
週以降は常に伸展不良群は良好群より劣っていた．
【考察】
本研究により，FDS断裂や浮腫はPIP関節屈曲拘縮の要因となることが判明した．特に交叉部で
のFDS断裂例に多かったが，これは同部で同時に損傷される短腱紐からの出血，それに起因する
FDS遠位断端を含めたPIP関節掌側部の瘢痕化の結果と考えた．また，術後3週経過時のPIP関節
屈曲拘縮の存在も最終可動域に影響を与えることから，早期から浮腫をコントロールし屈曲拘
縮を防ぐ必要があると考えた．
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Zone II屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法 -治療成績に影響を与
える因子の検討-

Analysis of factors influence outcome in early active mobilization for flexor tendon injury in zone II of

the hand

○金城 養典, 日高 典昭, 横井 卓哉, 太田 光俊
福田 誠

淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】
早期自動運動療法の導入によりZone II屈筋腱損傷の治療成績は飛躍的に向上したが，優以外の
症例がわずかながら存在する．治療成績に与える因子について検討を行ったので報告する．
【対象と方法】
母指を除くzone II屈筋腱損傷に対して6-strand腱縫合および早期自動運動療法を行った21例23
指を対象とした．性別は男性16例，女性7例，受傷時平均年齢は35歳，平均経過観察期間は7か
月で，受傷指は小指11指，環指7指，示指4指，中指1指であった．鋭利損傷が16指，鈍的損傷が
2指，損傷腱は，浅指屈筋腱(FDS)・深指屈筋腱(FDP)両腱が13指，FDP単独が10指であった．受
傷から手術までの期間は，0-34日（平均7日）であった．早期運動療法は牧らの報告に準じて行
った．機能評価はStricklandの評価基準を用い，治療成績に与える因子について統計学的解析
を行った．
【結果】
屈曲不全を呈した症例に対して追加の腱剥離術を2指に行った後の最終評価では，優 16指
（70%），良 6指，可 1指であった．再断裂，感染やCRPSなどの重篤な合併症はなかった．年齢
・受傷から手術までの期間・FDS損傷の有無・受傷指いずれも最終成績と関連はなかったが，術
後4週時点でのDIP/PIP関節の伸展不足の和と最終成績に相関を認めた（p＜0.05）．PIP/DIP関
節の屈曲角度の和とDIP関節の屈曲角度に相関を認めた（p＜0.05）．
【考察】
Zone II屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法は，7割で優が獲得されており，比較的良好な成
績であった．術後4週目の伸展不足が最終成績に影響しており，この原因を解析し，より伸展を
意識した後療法が治療成績の向上に重要であると考えられた．指の屈曲角度の良好な症例はDIP
関節の屈曲が良好な症例であり，FDPの滑動状態が指全体の屈曲に重要な役割を果たしているこ
とが示された．
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Zone3,4屈筋腱皮下断裂に対する腱移植を併用した腱移行術の治療成
績

Tendon Transfer and Bridge Tendon Graft for Subcutaneous Flexor Tendon Rupture in Zone 3 and 4

○幸田 久男1, 松崎 浩徳2, 間庭 圭一3, 吉津 孝衛4

1燕労災病院整形外科, 2新潟臨港病院整形外科, 3新潟大学整形外科

4新潟手の外科研究所

【目的】zone3および4における屈筋腱皮下断裂に対する腱移植を併用した隣接指FDPへの腱移行
術の治療成績を報告する。
【対象と方法】1993～2010年までに当院および関連施設での屈筋腱皮下断裂8例を対象とした。
男性6例女性2例、年齢は39～76歳(平均61.3)、断裂腱は小指FDPのみが6例、小指FDP・FDSが
1例、中指FDP・示中指FDSが1例だった。原因は慢性滑膜炎が2例、有鉤骨鉤偽関節・豆状三角骨
関節変形症・キーンベック病・屈筋腱腱鞘炎に対するケナコルト注射が1例ずつ、基礎疾患がな
く伸展強制と考えられるものが2例であった。全例で長掌筋腱を用いた遊離腱移植を併用し、罹
患指FDPを隣接指FDPへ移行した。FDS断裂を合併した2例ではFDSの修復は行わなかった。後療法
は全例で早期自動運動療法を行った。1例でMP関節屈曲拘縮を合併し、腱剥離術を追加した。術
後経過観察期間は5～24か月であった。日手会評価法で判定を行った。
【結果】治療成績は優4例、良4例、%TAMは76～94%(平均86.8)であった。
【考察】屈筋腱皮下断裂に対する手術法はさまざまな報告がなされている。断裂腱の遠位断端
へのFDSの移行は握力が強いとされているが、縫合張力の決定が難しいなどの欠点がある。隣接
指への腱移行は陳旧例などで断裂腱の滑動距離が制限されている場合などに有効である。しか
し、遠位断端が短く縫合部が遠位寄りになると、隣接指FDPの滑動が罹患指FDPに効率よく伝達
されないことが問題となる。遊離腱移植を用いた腱縫合術は、手技が煩雑となり癒着の可能性
もあるが、早期運動療法を行うことで回避可能と考えられるようになっており、われわれは隣
接指FDPへの移行を行う際にも積極的に遊離腱移植を併用している。また、橋渡し腱移植に比べ
移植腱を短くでき、必ずしも手根管開放を要さないことも大きな利点と考えられる。
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早期自動運動療法を施行した手指屈筋腱断裂症例における再断裂例
の検討

Rupture of Flexor Tendon Repairs of the Fingers during Early Active Mobilization

○森谷 浩治, 吉津 孝衛, 牧 裕, 坪川 直人
成澤 弘子

(財)新潟手の外科研究所

【目的】現在、強い張力を有した腱縫合と早期運動療法の組み合わせが新鮮手指屈筋腱断裂治
療の主流になっている。良好な治療成績が多数報告されている反面、当然再断裂例も散見され
ている。今回、早期運動療法中に再断裂をきたした手指屈筋腱断裂症例について調査検討し
た。【対象と方法】1993-2009年の17年間に吉津1法による腱縫合後に早期運動療法を施行した
手指屈筋腱断裂101例112指中の再断裂6例6指を対象とした。男性5例、女性1例、手術時年齢は
24-62(平均38.5)歳、損傷部位はzone I 2例、II 4例であった。浅指屈筋(FDS)腱損傷の合併は4
例に認められ、損傷部位は腱交差部以遠3例、腱裂孔より近位1例であった。受傷時の状態が良
好であったもの5例、不良は1例であった。経過観察期間は15-51(平均30)週であった。以上の症
例の罹患指および再断裂時期、再断裂後の処置方法、最終診察時の総自動運動域(TAM)を調査し
た。【結果】損傷指は示指1例、中指4例、環指1例であり、中指に多く再断裂が発生していた。
その時期は2-7(平均4.5)週であった。断裂腱は全例再縫合され、その後の後療法は固定法
4例、Kleinert変法2例であった。最終診察時TAMは160-270(平均226)°、Strickland評価では優
3例、良2例、可1例であり、腱剥離を要した1例および可の1例はいずれも固定法であっ
た。【考察】屈筋腱縫合後の早期自動運動療法における再断裂率は2.8～9.4%と報告されてお
り、本研究でも5%と同様な結果であった。罹患指別では中指に多く認められ、その原因は中指
が完全屈曲するために長い腱滑走距離や大きな力を要するためではないかと推測される。再断
裂例に対しては再縫合し、後療法としてKleinert変法が行えれば比較的良好な治療成績が獲得
できると思われた。
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手関節部での屈筋腱皮下断裂の検討
Subcutaneous flexor tendon rupture at the wrist joint

○鈴木 志郎1, 代田 雅彦1, 白川 健1, 菅田 祐美1

志村 治彦2

1さいたま赤十字病院　整形外科, 2国立印刷局東京病院　整形外科

【目的】2010年から2012年までに経験した、関節リウマチやKienbock病などの基礎疾患を有し
ない、手関節部での屈筋腱皮下断裂について検討した。　【症例】対象例は7例、全例小指深指
屈筋腱断裂(以下FDP5)で、内1例は小指浅指屈筋腱断裂を合併していた。受傷時平均年齢は58～
81歳(平均75歳)であった。断裂の原因は、豆状三角関節(以下PT)の変形性関節症(以下OA)が
5例、遠位橈尺関節(以下DRUJ)のOAが2例であり、3例（PT-OA2例、DRUJ-OA1例）に同側の橈骨遠
位端骨折の既往を認めた。PT-OA症例では、手術を希望しない1例を放置とし、4例で豆状骨を切
除して三角骨面を可及的に軟部組織で覆い、DRUJ-OA症例では、骨棘切除または手関節形成(S-
K法)と関節包開口部の閉鎖を行い、どちらもFDP5断端間に長掌筋腱移植を行った。　
【考察】FDP5の皮下断裂の原因として比較的多いとされる有鈎骨鈎偽関節例は無かったが、7例
中2例に比較的稀とされるDRUJ-OAを原因とする例が存在した。DRUJ-OAでは背側亜脱臼する尺骨
頭による伸筋腱断裂の発症を多く認めるが、その変形や脱臼方向によっては屈筋腱断裂も発生
しうるので、屈筋腱皮下断裂の原因検索する際にはDRUJのOAも念頭に置く必要があると考え
る。　7例中3例（PT-OA2例、DRUJ-OA1例）に認めた橈骨遠位端骨折の既往との関連は、手掌を
つくなど受傷機転が類似する場合も多く、橈骨遠位端骨折受傷時に合併したPT関節の圧挫傷や
靭帯損傷が契機となりPTの不安定症や関節症を起こした事、または合併したTFCC損傷や橈骨の
変形治癒が契機となりDRUJの不安定症や関節症を起こした事が、推察された。橈骨遠位端骨折
の初療時にはこれらの合併損傷にも注意を払うべきと考える。
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患者満足度アンケートからみる当院における超音波ガイド下腋窩ブ
ロックの実際

The questionnaire for ultrasound guided axillary plexus block for upper extremity surgery

○熊谷 洋, 田中 利和, 小川 健, 野内 隆治
落合 直之

キッコーマン総合病院　整形外科

【目的】当院は平成23年より超音波ガイド下腋窩ブロックを導入した。麻酔方法を紹介すると
ともに患者満足度アンケートから上肢手術における有用性について検討した。
【対象と方法】平成23年1月から24年9月までに超音波ガイド下腋窩ブロックを行った160例
(男91例、女69例)、平均年齢51.2歳(13－90歳)を対象とした。右側81例、左側79例であった。
手術部位は指部72、手部28、手関節53、前腕部4、肘部3例であった。術式は骨折手術69、骨内
異物除去術24、腱手術14、靱帯縫合・再建術14、その他39例であった。平均手術時間は69分(7
－275分)、麻酔開始から執刀までの平均待機時間は21分(3－40分)であった。麻酔方法は腋窩ア
プローチとし、超音波走査面と平行に針を進め針の全長を描出する平行法で行う。薬液の拡が
りを確認しながら筋皮、正中、橈骨、尺骨各神経の周囲へ注入する。薬液は0.75％ロピバカイ
ンと1％リドカインを3：1の割合で混和したもの10－15mlほど使用する。無記名式のアンケート
を郵送し、患者満足度について回答を得た。
【結果】回収率は48.1％(77例)で、無記名式であるため、症例の内訳は不明である。手指が動
き始めた時間は術後平均6.51時間、疼痛が出現した時間は術後平均6.94時間であった。手術部
位の疼痛は、感じなかった48例、あまり感じなかった11例(有効率77％)であった。疼痛がある
場合は局所麻酔を追加した。1例のみ静脈麻酔を追加し、全身麻酔に移行した。次回も同様の手
術を受けるとしたら、伝達麻酔45例、どちらとも言えない27例であった。
【結論】我々の行っている超音波ガイド下腋窩ブロックは概ね良好な満足度が得られており、
上肢手術において有用と考えられた。

S162



1-6-18

エピネフリン含有局所麻酔薬を用いた上肢のwide awake surgery
Wide awake surgery in hand using lidocaine with epinephrine

○柏 隆史1, 金谷 耕平2, 射場 浩介2, 和田 卓郎2

山下 敏彦2

1市立室蘭総合病院　整形外科, 2札幌医科大学　医学部　整形外科

3函館五稜郭病院　整形外科

我々はエピネフリン含有局所麻酔薬（以下、E局麻薬）を用いて手の外科wide awake surgeryを
行ってきたので、その治療成績と有用性・安全性を報告する。【対象】2010年8月から2012年4
月までに札幌医科大学病院および関連病院でE局麻薬（キシロカイン注射液「1％」10万倍エピ
レナミン含有）を使用した前腕以遠のwide awake surgeryの204例で、男性85例、女性119例、
平均52.3（9～88）歳であった。検討項目は、術式、麻酔法、E局麻薬の使用量、手術時間、麻
酔および手術に伴う合併症である。【麻酔法】覚醒下にE局麻薬を局注した。駆血帯、鎮静薬は
使用しなかった。【結果】術式は手根管開放術70例、腱鞘切開56例、骨接合術38例、腫瘍切除
術25例、関節固定術10例、腱縫合術6例、腱移行術6例、抜釘術5例、その他9例であった。局所
浸潤146例、指ブロック58例、使用量は平均14.9（2～30）mlであった。手術時間は平均15.7（1
～70）分であった。手指の壊死など重大な合併症は一例も認めなかった。【症例1】42歳女性。
長母指伸筋腱皮下断裂の診断で固有示指伸筋の長母指伸筋への腱移行を行った。E局麻薬を局所
浸潤し、使用量は10ml、手術時間は35分、合併症は特に認めなかった。術中に自動運動が可能
であり、腱の緊張が確認できた。【症例2】66歳女性。右小指屈筋腱癒着の診断で腱剥離術を行
った。E局麻薬を局所浸潤し、使用量は9ml、手術時間は60分、合併症は特に認めなかった。腱
剥離後は腱の滑走が改善し、術中に自動可動域の改善を確認できた。 [考察]  E局麻薬の利点
には、麻酔時間の延長、出血の減少があり、wide awake surgeryの利点には、自動運動が可能
なことがある。腱移行術、腱剥離術では術中に腱の緊張や滑走が確認できるため、wide awake
surgeryのよい適応であると思われた。
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長母指外転筋腱の解剖学的破格に着目したde Quervain病の手術方法
Excision of Aberrant Abductor Pollicis Longus Tendon Slips for Decompression of de Quervain's Disease

○岡田 充弘1, Kutz J.E.2, 中村 博亮1

1大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科

2Christine M. Kleinert Institute for Hand and Microsurgery

【目的】de Quervain病の手術方法として、一般的に伸筋腱の第一背側区画の開放が行われてい
る。第一背側区画開放手術は容易であるが、不十分な開放による症状の残存や、過剰な開放に
よる伸筋腱の脱臼等の合併症を引き起こす可能性がある。今回我々は、第一背側区画内を通過
する長母指外転筋腱の解剖学的破格に着目し、新しい術式を開発したので、その方法と結果を
報告する。
【対象と方法】症例は21例、24手（男性2例、女性19例）である。うち女性3例は両側発症例で
ある。手術時平均年齢45.3歳（28―81歳）であった。いずれの症例も保存加療は無効であっ
た。手術は伸筋腱の第一背側区画を開放せず、第一中手骨底部に停止する以外の長母指外転筋
腱を部分的に切除し、伸筋腱の第一背側区画内の除圧を行った。除圧後、長母指外転筋腱と短
母指伸筋腱との間に中隔が存在する場合は、第一背側区画内から切離を行った。術後は、固定
はせずsoft dressingのみを行った。
【結果】全例において、術前に認めた疼痛は消失した。12手において、長母指外転筋腱と短母
指伸筋腱との間に中隔が存在した。伸筋腱の脱臼等の合併症は認めなかった。長母指外転筋腱
の部分切除による母指の可動域制限は認めなかった。術後平均15日で復職可能であった。
【結論】今回我々の新しい手術により、一般的に行われている伸筋腱の第一背側区画開放で発
生する可能性がある合併症を予防することができた。この手術では術後の固定が必要でないた
め、早期の復職が可能であったと考える。
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上腕骨内側上顆骨折、肘頭骨折に対する編み糸操作による骨片整復
法

Method of handling yarn for medial humeral epicondyle fracture and olecranon fracture

○倉石 達也1, 森谷 浩治1, 牧 裕1, 坪川 直人1

渡邊 牧人2

1新潟手の外科研究所, 2新潟大学　整形外科

【はじめに】上腕骨内側上顆骨折、肘頭骨折では骨片に筋肉が付着しているため、整復しよう
とすると反対方向への牽引力が働く。我々は編み糸を利用し整復することで骨接合を簡便化し
ている。本法を用いた症例について検討しその利点を述べる。【手術手技】非吸収性の編み糸
（０ニューロロン、０サージロン）をループ状にして両端を針につけ、骨片の靭帯または筋肉
の付着部にかける。針を外して両端をループに通してロックさせ、これを引っ張ることで筋肉
の牽引力に抗し骨片を整復せしめる。【対象と方法】対象は平成22年3月から平成24年6月まで
に非吸収糸の編み糸を用いて骨片を整復し、骨接合術を行った上腕骨内上顆骨折10例、肘頭骨
折9例である。その術後成績、合併症を調査した。【結果】全例骨癒合が得られていた。術中骨
片が粉砕した症例はなかった。術後感染を生じた症例はみられなかった。術後の平均屈伸可動
域（屈曲＋伸展角度）は上腕骨内側上顆骨折が136度、肘頭骨折が118度で良好であっ
た。【考察】本法の利点は（1）骨片が小さい場合や骨質が不良の場合に、骨把持鉗子で骨片が
粉砕する危険性が少ない。（2）上腕骨内側上顆骨折では整復時に肘関節を屈曲回内させるため
整復状態の直視が不十分になることがあるが、本法ではその肢位に囚われずとも整復できるた
め視野が良好で整復位が確認しやすい。（3）肘頭骨折では肘伸展位で整復するが、本法では屈
曲位で鋼線刺入できるためハンドピースが上腕部と干渉しない。（4）骨把持鉗子では咬んだ位
置によって整復方向が規定されるが、本法では編み糸を引っ張る方向によっていかなる方向に
も整復できる。（5）整復に使用した編み糸は整復後除去することもできるが、固定の補強とし
ても使用できる。以上より編み糸操作による骨折整復法は有用な方法と思われた。
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Ring removal　―その指輪、切る前に―
Ring Removal -To cut, or not to cut: that is the question-

○三島 吉登, 岩澤 幹直, 加藤 浩康

長野赤十字病院　形成外科

【はじめに】手外科手術術前など、指輪をはずす必要のある機会は多い。通常容易にはずせる
が、浮腫が強いとはずしにくい。指輪を切断せざるを得ないこともあるが、専用の器具がない
と困難で、高額なものや結婚指輪などでは躊躇する。これまで報告された指輪をはずす方法を
さらに改良して報告する。
【方法】荷物梱包用ポリエチレン製フィルム状テープ(以下PEテープ、商品名すずらんテープな
ど) を13mm(1/2inches)幅に裂き90cm(3feet)に切る。楕円形ペーパークリップ(以下クリップ、
通称ゼムクリップ)の折り返し3か所のうち、端に近い折り返し２か所を伸ばしてU字にする。PE
テープを指の末梢から中枢に向けて、テープの幅の半分ずつを重ねてきつく巻いていき、指輪
まで巻く。浮腫が強い場合はしばらく待った後、一度ほどいて再度巻きなおす。U字にしたクリ
ップの残った折り返し部分を指輪と指の間に中枢から末梢に向けて差し込む。指輪から出た折
り返し部分に、巻いてきたPEテープの端を通し、クリップを中枢に引き戻すことでPEテープを
指輪の下にくぐらせる。くぐらせたPEテープを末梢に向けて引っ張ると指輪が前進するため、
巻いたPEテープがほどける方向に回しながら引っ張っていく。このとき指輪の下でPEテープの
みが滑って引き出されないよう丁寧に指輪を前進させる。指輪がPIP関節を通過すれば容易には
ずすことができる。
【結果】対象は浮腫が著明で、石鹸による潤滑や糸を巻きつける方法で指輪をはずせなかった6
例6指。すべて容易に指輪をはずすことができ、要した時間は10分程度、軽い痛みと発赤のみ
で、皮膚損傷は認めなかった。
【考察】本法は浮腫が強くても適用でき、調達が容易な物品で、短時間に、低侵襲に指輪をは
ずせる優れた方法である。
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手外科医が知っておきたいCRPS
Complex Regional Pain Syndrome for Hand Surgeons

○ 

外傷，神経損傷，不動から生じる不釣合いな痛み，腫脹，拘縮，皮膚萎縮などを有する疾患群
をかつては反射性交感神経性萎縮症，カウザルギー，肩手症候群と呼称してきた．1994年，国
際疼痛学会はこれらをCRPS（限局性局所疼痛症候群）と定義し，診断基準を示した．わが国で
は厚生労働省CRPS研究班が新しい診断基準を提案した．それによると，①皮膚，爪の萎縮性変
化，②関節可動域制限，③痛覚過敏，④発汗の亢進/低下，⑤浮腫のうち2項目を満たすものを
補償，訴訟を除き臨床的にCRPSと判定してよいことになっている．この中では演者の経験から
③痛覚過敏と⑤腫脹が早期の重要なサインと考える．
手外科の日常診療では早期CRPSに遭遇することは決してまれではない．外傷が原因となる場合
はType１では橈骨末端骨折に続発することが圧倒的に多い．Type２では指神経損傷後が多かっ
た．一方，手術が原因のType1はばね指手術から肩板修復術まで多様であった．Type ２は神経
縫合術後が多かった．
　神経障害などが原因の場合にはこれを除去する手術が適応となる．多くの場合は原因がはっ
きりしないが故に治療法も様々であるが，一般的には薬物療法，理学療法，心理療法の3本柱か
ら成る．薬物療法としてNSAIDｓ，ノイロトロピン，リリカ，ステロイドが挙げられるが長期
投与に向いているのはノイロトロピンである．理学療法は浮腫を減少する目的と拘縮を改善す
る目的で温冷交代浴，マッサージ，可動域訓練が行われる．治療期間は総じて長期間になる．
早期に治療を開始したものは早期に回復する．CRPSを発症しやすい性格的な素因が指摘されて
いる．慢性化する前の段階で心理的なサポート，治療に対する精神的な支援が必要である．
　CRPSの診断が遅れたり，患者医師間の信頼が醸成されず，医療機関と転々としている間に治
療期を逃した例では完治は難しい．患者の利益を考えると，不釣合いな痛み，腫れ，可動域の
制限を呈する患者にはCRPSに準じた治療を可及的速やかに開始することが望まれる．
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突き指に対する超音波検査の小経験
Ultrasonography of Jammed Finger

○中島 祐子1, 砂川 融2, 鈴木 修身1, 四宮 陸雄1

越智 光夫1

1広島大学病院　整形外科, 2広島大学大学院　医歯薬保健学研究院

【目的】指のスポーツ外傷としてよく知られる突き指は、指先に大きな外力が加わって起こる
様々な外傷の総称で、側副靭帯損傷、マレットフィンガー、掌側板損傷、ジャージーフィンガ
ー、骨折・脱臼などを含んでいる。単なる突き指と放置されているものの中にも、早期に適切
な加療を必要とするものもある。今回当科で突き指に対して行なった超音波検査について報告
し、その有用性を報告する。
【方法】外傷による突き指が疑われた13例を対象とした。罹患関節はDIP関節4例、PIP関節
5例、MP関節4例であった。これらに超音波検査を行い、損傷部位と病態を診断し、これらの画
像所見を検討した。
【結果】超音波画像診断は、側副靭帯損傷6例（PIP関節:2例、MP関節:4例）、腱性マレットフ
ィンガー3例、PIP関節掌側板損傷（骨折合併）2例、ジャージーフィンガー1例、関節内骨折1例
であった。側副靭帯損傷では靭帯の腫脹とfibrillar patternの消失を認め、完全断裂例では断
裂した靭帯断端が確認できた。また、動的観察では関節の不安定性を認めた。腱性マレットフ
ィンガーでは断裂部の腱が非常に薄く、はっきりと確認できたものは1例であったが、指の他動
伸展にて中枢での腱の滑走が確認できず連続性がないと判断した。術後は他動運動にて中枢の
腱の滑走を認めた。PIP関節掌側板損傷では中節骨基部掌側の小骨片を認め、屈筋腱との関係や
運動時の骨片の不安定性を確認できた。ジャージーフィンガーでは深指屈筋腱が末節骨付着部
から引き抜かれ、中枢に退縮している断端が確認できた。Pull-out固定を行なったが、術後に
中節骨レベルでの深指屈筋腱と骨との間での癒着を認めた。関節内骨折では関節面の段差を認
めた。
【考察】スポーツ現場でも検査が可能である超音波検査は、突き指の病態把握が可能で有用な
検査と考える。
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野球による手指血行障害の病態と治療
Circulatory Disturbance of the Fingers in Baseball Players

○岩部 昌平, 伊藤 恵康, 古島 弘三

慶友整形外科病院

【目的】 野球の投球と捕球、打撃の繰り返しは手に多大な負荷を与え様々な手指の血行障害が
発生する。 我々は保存療法に抵抗する野球による手指循環障害に対して積極的に手術療法を行
い、良好な結果が得たので報告する。【対象】治療を行った症例は２３例で、いずれも男性
で、年齢は１７歳から３０歳であった。競技レベルはプロ選手：８、社会人：１、大学生：１
０、高校生：４であった。 罹患側は投球側：１８、捕球側：５であり、その内訳は示指：６、
中指２、示＋中指：１０、示＋環指：３、環＋小指：１、示＋中＋環指：１であった。競技時
の指先の冷感と痛みが全例にあり、２１例で潰瘍形成や萎縮など皮膚の障害を認めた。病態は
指皮膚靱帯による圧迫：１、虫様筋管症候群：９、虫様筋症候群と指皮膚靱帯圧迫の合併：１
１、尺骨動脈閉塞：１，橈骨・尺骨動脈閉塞：１であった。合併症（重複あり）は胸郭出口症
候群：６、四辺形間隙症候群：４であった。虫様筋管症候群に対しては手掌腱膜切離を行う虫
様筋管の開放を行った。指皮膚靱帯圧迫に対しては両側の横支靱帯とCleland靱帯の切離を行っ
た。動脈閉塞には除圧と動脈外膜切除を行った。合併症に対しても手術を施行し、胸郭出口症
候群に対しては第一肋骨切除を、四辺形間隙症候群に対しては広背筋腱膜部分切離を行った。
術後１から２ヶ月で投球を再開し、２から３ヶ月で本格的投球練習を許可した。【成績】全例
で症状は改善し、元のポジションで競技に復帰した。捕球側障害の１例で冷感が残存したが、
その他の症例では循環障害による症状は著明改善した。指、手掌の手術瘢痕による競技の支障
は認めなかった。【結論】野球による手指血行障害の病態は多彩であったが、いずれも手術療
法が有効であった。
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新しく開発した動的牽引型創外固定器を使用したプロ野球選手の手
指関節内骨折の3例

Use of dynamic distraction external fixator for complex intraarticular phalangeal fractures in professional

baseball players

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 鈴木 修身1, 中島 祐子1

越智 光夫1

1広島大学　医学部　整形外科, 2広島大学保健学研究科

【目的】手指関節内骨折に対して，当科で開発した動的牽引型創外固定器を用いて加療したプ
ロ野球選手の3例を経験したので報告する．【方法】対象はボールが直接指に当たり手指関節内
骨折を生じ，術後3か月以上経過観察したプロ野球選手3例，29歳投手，28歳，32歳内野手であ
った．診断は各々右小指MP関節，左示指PIP関節，右中指DIP関節内粉砕骨折であった．手術で
はイメージ下に徒手あるいは鋼線で整復し鋼線固定を行ない当科で開発した動的牽引型創外固
定器を装着し，関節への侵襲を最小限にした．MP症例では骨片の整復に関節鏡も併用した．
MP，DIP症例は術後1週間以内に他動可動域訓練を開始，PIP症例は骨幹部にも粉砕を認めたため
3週間の外固定後，可動域訓練を開始した．【創外固定】K鋼線を関節中枢骨頭頚部回転中心に
1本，末梢側骨幹部に2本イメージ下に刺入し装着する片側型である．【成績】全例骨癒合は得
られ，1軍選手2例は受傷後約2ヵ月でシーズン復帰した．MP症例の創外固定器は術後2週で緩み
のため抜去，PIP，DIP症例はそれぞれ術後6週，4週で抜去した．最終経過観察時における関節
可動域はMP症例のMP関節伸展0度，屈曲85度，PIP症例のPIP関節伸展-17度，屈曲90度，DIP症例
のDIP関節伸展0度，屈曲65であった．【結論】関節面の陥没骨折や脱臼骨折例に対する動的牽
引型創外固定器の有用性については数多く報告されている．当科では自主開発した小さく装着
の容易な動的牽引型創外固定器を整復位の保持と罹患関節への侵襲を最小限にする目的で，様
々な関節内骨折に応用している．本創外固定器は小さくDIP関節にも装着でき，術後早期から関
節可動域訓練が可能という特徴がある．関節内骨片の適合性は経時的に得られることが多く，
早期復帰を望むスポーツ選手には特に有用であると考える．
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スポーツにおける有鉤骨鉤骨折の手術成績の検討
Clinical operative treatment of hamate hook fractures in sports

○谷野 善彦1, 岡崎 真人2, 中村 俊康2, 佐藤 和毅2

岩本 卓士2

1社会保険栗林病院　整形外科, 2荻窪病院　整形外科, 3慶應義塾大学　整形外科

【目的】スポーツにおける有鉤骨鉤骨折では、早期の競技復帰が求められる。われわれは、こ
れまで先端部骨折を除いて鉤摘出術を選択してきたので、その臨床成績について報告す
る。【対象】鉤摘出術を施行した50例の本骨折について受傷原因、受診までの期間、確定診断
方法、復帰期間、握力、術後合併症の有無を検討した。鉤摘出術は鉤直上からのアプローチで
施行した。画像診断は、X線および手根管撮影を施行し、症例に応じて補助診断を追加し
た。【結果】受傷原因は野球24例、ゴルフ14例、テニス5例、水球2例、ホッケー2例、剣道
2例、器械体操1例であった。野球受傷では、競技レベルが高いあるいは練習量の多い選手が多
かった。受傷1週間以内に来院しCTで骨折部を確認しえた14例では、手根管の有鉤骨部の骨皮質
の骨硬化象を11例に認めた。手根管撮影で確定診断がついた症例は50例中32例であり、断層撮
影、CT、有鉤骨鉤撮影を追加することで全例、把握することができたものの、初診時の見逃し
を5例に認めた。野球受傷の症例では、平均3.8週で競技復帰を果たし、握力については、最終
調査時で健側平均88％と良好な回復を示した。術後合併症は、グリップ時の圧痛2名と術後１カ
月の尺骨神経領域の痺れであった。【考察】有鉤骨鉤骨折は、特定のスポーツに発生する傾向
があり、パワーグリップを必要する手具を用いたスポーツで発生していた。受傷機転として
は、直達外力だけでなく、各スポーツの共通動作である手関節尺屈および掌背屈動作のストレ
スが持続的にかかることによって発生する疲労骨折の要素を持ちあわせた骨折であると思われ
た。治療方針としては、早期のスポーツ復帰を念頭におくならば、今回の鉤摘出術は満足いく
結果であり、同部の骨硬化像が確認できる症例では、骨摘出がより確実であると思われた。
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当院における上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する手術成績の検討
Surgical Treatment of Osteochondritis Dissecans of the Humeral Capitellum

○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】当院では上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する観血的治療においては術中ICRS分類
に基づき手術法を最終決定している。今回半年以上経過観察が可能となった症例の術後成績を
報告する。【対象・方法】対象は15例である。全例男児、手術時平均年齢は14歳（12～
16歳）、術後平均経過観察期間は33か月（6～66か月）であった。X線病型は透亮型2例、分離型
6例、遊離型7例で部位別では中央型7例、外側型2例、外側広範型6例であった。術中ICRS分類で
はgrade2が3例、3が6例、4が6例であった。これらの症例に対してICRS分類2のうち1例にはドリ
リングを、2例には骨釘移植術を、3，4の12例に対しては膝からの骨軟骨柱移植術を行っ
た。【結果】術前X線病型で透亮型と思われた2例はICRS分類ではそれぞれ3、4が1例ずつであり
X線所見と実際の軟骨損傷とは必ずしも一致しなかった。骨軟骨柱移植術を行った症例の最終
JOAスコアは平均97（91～100）と安定した高成績であった一方で、中央分離型に対して骨釘移
植術を行った1例では肘関節伸展制限が残存し最終JOAスコアは81と最も低かった。【考察】今
回の調査の結果、術前ICRS分類と術後成績とは必ずしも一致しておらず骨軟骨柱移植術は術
前、軟骨損傷が高度な症例でも良好な成績を示していた。中央型で術中、ICRS分類の2か3で判
断に迷う症例に対しては積極的に骨軟骨柱移植術を選択することにより良好な成績が獲得でき
るのはないかと考えている。
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母指CM関節症に対するThompson変法の短中期成績　
Thompson's Suspension Arthroplasty for Osteoarthritis of the Carpometacarpal Joint of the Thumb

○神 裕道1, 藤 哲2

1大館市立総合病院　整形外科, 2弘前大学医学部附属病院　整形外科

【目的】我々は、進行した母指CM関節症に対し、大菱形骨を全摘出し長母指外転筋腱を用いた
suspension arthroplasty(Thompson法)を施行している。これらの術後成績を述べるとともに、
特徴や問題点を検討する。
【対象および方法】2008年5月から2012年10月までに当院で手術を施行した14例17指(両側3例)
のうち術後6ヶ月以上経過した17指を対象とした。女性13例、男性１例、手術時年齢は53～80歳
（平均64.5歳）、術後経過観察期間は6～53ヶ月（平均26.4ヶ月）だった。レントゲン写真の
Eaton分類（1984年版）は、stage3が13指、stage4が4指だった。これらの疼痛（VAS）、可動
域、握力、ピンチ力、DASH（disability）を評価した。また、suspension効果は、大菱形骨ス
ペースを基節骨長で除したtrapezial space ratio（TSR）で評価した。これらの項目は、術前
と最終評価時を比較し、ウィルコクソン符号付順位検定により統計解析した（P＜0/05）。
【結果】VASは70.1mmから9.7mmへ著明に改善した。可動域は、橈側外転・掌側外転・対立が温
存されるが、MP関節の屈曲とIP関節の伸展は有意に減少していた。握力とピンチは有意に増大
した。TSRは、術前に比べて低下したが、術後１か月以降大きな変化はなく、最終観察時でも良
好に維持されていた。また、DASH（disability）も有意に改善していた。
【考察】Thompson法は、除痛効果が非常に高く、ピンチ力や握力も改善し、日常生活の活動性
を高める特徴があると思われた。また、母指のMP関節屈曲とIP関節伸展は減少しZigzag変形の
傾向を呈するが、CM関節の可動域は温存されるといえる。　　
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母指CM関節症に対する関節形成術の治療成績
Clinical outcomes of ligament reconstruction tendon interposition arthroplasty for thumb carpometacarpal

osteoarthritis

○森重 浩光, 杉田 英樹

香川県済生会病院　整形外科

【目的】当科では母指CM関節症に対する手術的治療としてligament reconstruction tendon
interposition arthroplasty（LRTI法）を施行し、靭帯再建にはTJ screw（メイラ）を使用し
てきた．しかしscrew挿入に難渋することがあり、近年はIP lock（ナカシマメディカル）を使
用している．今回、TJ screw及びIP lockの症例について治療成績を比較検討したので報告す
る．【対象及び方法】平成17年～24年までLRTI法を実施した25例のうち、TJ screwを使用した
13例(男2例、女11例、平均60歳)、IP lockを使用した12例(男1例、女11例、平均59歳)に分け比
較検討した．評価項目は疼痛・ADL障害・ピンチ力・可動域・単純X線像とし、臨床成績は二見
らの評価法を用いた．また両群における手術時間を比較検討した． 【結果】疼痛、ADL障害は
両群とも消失または軽減し、TJ  screw群はexcellent4例、good9例、IP  lock群は
excellent6例、good6例だった．ピンチ力・可動域は両群とも改善し、両群間での有意差はなか
った．X線では両群とも大菱形骨切除間隙の短縮を認めたが、アンカーの緩みはみられなかっ
た．平均手術時間はTJ screw群121.7分、IP lock群平均93.8分でありIP lock使用例で短縮傾向
を示した．【考察】両群とも概ね良好な術後成績が得られた．IP lockは骨孔内に皮質骨を介さ
ず直接挿入できるため、手技が比較的簡易である．TJ screwと比べ固定力や安定性に若干の不
安感があるが、CM関節での靭帯再建においては、IP lockで十分な固定性が得られると考えた．
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母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術の治療成績
Clinical results of arthroscopic interposition arthroplasty for thumb carpometacarpal osteoarthritis

○篠原 孝明, 建部 将広, 山本 美知郎, 栗本 秀
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【はじめに】2008年1月より行っている母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術の治療成績につ
き報告する。【方法】対象は、母指CM関節症に対して鏡視下関節形成術を行い、1年以上経過観
察可能であった20例（男性4、女性16）、21母指（右側12、左側9）である。平均年齢60.0歳、
平均経過観察期間は24.3ヵ月、術前のレントゲン評価は全例Eaton分類stage3であった。手術
は、長母指外転筋腱の橈側、尺側および掌側部に3つのポータルを作製し、関節鏡視下に関節内
遊離体摘出、滑膜切除、大菱形骨関節面の部分切除を行い、関節鏡のポータルから長掌筋腱ま
たは伸筋支帯を関節内に充填する手技を行った。術後はギプス、装具もしくはピンニングで3週
間固定を行った。片側罹患13例、両側罹患7例で、両側罹患のうち2例は両側に手術が行われ、1
例は両側とも鏡視下関節形成術、1例は片側には関節固定術が行われた。術後成績は術前後の上
肢機能評価表Hand20と最終経過観察時のピンチ力、握力を用いて評価を行った。【結果】片側
罹患例の手術側におけるピンチ力と握力は平均5.4、21.5kg、両側罹患例の手術側は
6.0、20.4kgと同等であったが、片側罹患例と両側手術例のHand20は術前平均51.1から術後14.4
と改善していたにもかかわらず、片側手術のみを行った両側罹患例のHand20 は術前平均29.4か
ら術後35.4と改善は得られなかった。これは反対側の症状悪化を反映していた。【考察】鏡視
下関節形成術は比較的低侵襲な手術手技であり、ある程度の除痛、ピンチ力、握力の改善は期
待できる。しかし、両側罹患例の場合は、反対側の症状を補うまでの機能回復は望めないと考
えられた。

S175



1-6-30

母指CM関節症に対し、独自の靭帯形成術を用いたtitanium implant
arthroplastyの中長期成績―５年以上の経過例の検討―．
Long Term Outcomes of Implant Arthroplasty  for  Carpometacarpal Joint of Thumb

○金 潤壽1, 富田 泰次1, 根本 高幸1, 岩崎 幸治1

後藤 昭彦2

1太田総合病院　手外科センター, 2東急病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対するimplant arthroplastyは、implantの安定性や長期成績などが問
題として指摘されている。我々は1996年以来Swanson titanium basal thumb implant を用いて
いるが、implant の脱臼を防止するためにSwanson の原法とは異なる掌橈側進入路で、橈側手
根屈筋腱の半腱を第一中手骨と大菱形骨にあけた骨孔に通し強固に固定する方法を応用したと
ころ、脱臼は皆無でimplant の固定性も極めて良好であった。今回は靱帯形成術を中心にその
術式をビデオで供覧し、術後５年以上の中長期経過観察例について報告する。【対象と方法】
症例は51例53関節中、術後５年以上を経過した男性5例、女性13例18例20関節を対象とした。手
術時年齢は48歳から83歳、平均70.7歳で、術前の病期はEaton分類のstageIIおよびIIIに限って
本法の対象とした。術後経過観察期間は5年から最長12年である。これらの症例に対して疼痛、
握力、ピンチ力、ADL動作、ROMを術前、後で評価し、さらに手術の満足度、合併症の有無、疼
痛寛解までの期間などを調査した。【結果】術後、疼痛は全例で改善し、visual analogu
scale ( VAS )では術前平均8.7が術後0.75と改善し、うち9関節でほぼ消失していた。また握力
は、術前10.9Kgが術後16.4Kgに改善した。疼痛寛解までの期間は平均7か月で、手術に関しては
ほぼ満足が得られていた。長期経過例ではX線所見においてimplantのstemの偏位や大菱形骨の
migrationが認められたが、いずれも臨床的には問題がない。【考察】本法の長期臨床成績は良
好であり、母指CM関節症のEaton分類stageII、IIIの症例で、良好な可動性を残存させながらも
除痛を目的とする高齢者には特に良い適応と思われた。しかし、長期にわたりimplantを安定さ
るためには、我々の強固な靱帯再建術を行うなどの工夫が必要である。
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母指CM関節症に対する関節固定術におけるインプラントの選択に
ついて

Instrument selection for arthrodesis of thumb carpometacarpal osteoarthritis

○中山 政憲, 中村 俊康, 岩本 卓士, 佐藤 和毅
戸山 芳昭

慶應義塾大学　整形外科

[はじめに]母指CM関節症に対する手術療法の1つとして、関節固定術がある。しかし、固定に用
いるインプラントの選択に一定のコンセンサスはなく、術者の経験や好みに委ねられているの
が現状である。われわれは主にスクリュー固定と鋼線締結法を用いており、これらの自験例を
retrospectiveに評価、検討した。[対象]2004年から2012年に関節固定術を施行した21例25母指
を対象とした。そのうち、アキュトラックスクリュー(小林メディカル)を用いて固定した群(以
下S群)が9例11母指(男1例女8例)、鋼線締結法を用いて固定した群(以下T群)が12例14母指(男1
例女11例)であった。手術時年齢は（S群：T群、以下同様）64.1±9.7歳：64.4±9.08歳、術前
観察期間は平均26.2ヵ月：17.2ヵ月、術後観察期間は平均43.7ヵ月：40.8ヵ月であった。術前
XP評価はEatonの分類に基づき、S群がII：5例、III：6例、T群がII：4例、III：10例であっ
た。手術時間、最終観察時の疼痛、偽関節ならびに隣接関節の関節症性変化の有無について検
討した。[結果] 平均手術時間はS群71分に対しT群94分と有意にS群が短かった(P＜0.05)。最終
観察時疼痛が残存したのがS群3例(27%)、T群4例(29%)、偽関節となったのはS群2例(18%)、T群3
例(21%)、STT関節に関節症変化を来たしたものがS群3例(27%)、T群4例(29%)であったが、これ
ら疼痛、偽関節、STT関節症の発生率に有意差は認められなかった。MP関節の関節症性変化は両
群ともにみられなかった。 [考察・結論]関節固定術後に最も問題となるのは疼痛の有無であ
り、その大きな原因となるのは偽関節と隣接関節の関節症性変化であるが、これらは両群間で
有意差が見られなかった。手術時間の短縮が見込めることから、母指CM関節症に対してアキュ
トラックスクリュー固定は有用な方法と考えられた。
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母指CM関節症における大菱形骨単純切除術と靭帯形成術との比較
検討

Comparison of simple trapezium excision and ligamentplasty for Osteoarthritis in the Carpometacarpal

Joint of the Thumb

○中村 敏夫巳1, 玉井 進1, 村田 景一2, 面川 庄平2

田中 康仁2

1奈良西部病院　奈良手の外科研究所, 2奈良県立医科大学付属病院　整形外科

【緒言】当院における母指CM関節症の治療は、Eaton Stage1,2に対しては、第1中手骨骨切り術
を行い、stage3で比較的活動性の高い症例には、関節固定か大菱形骨切除＋靭帯形成＋腱球挿
入術(L群)を、高齢で活動性の低い症例には大菱形骨切除術(T群)を行っている。Stage4には関
節固定術以外の方法を適宜選択している。今回は、T群とL群の成績を比較検討したので報告す
る。【目的】2006年1月～12年10月、手術を行った母指CM関節症のうち大菱形骨切除術をT群、
大菱形骨切除＋靭帯形成＋腱球挿入術をL群として、術前後の関節可動域・握力・ピンチ力・Q-
DASHにより調査した。母指短縮の指標として大菱形骨長の第1中手骨長に対する比率を比較し
た。 【結果】年齢は47～86歳、男性5例、女性36例、右19例、左22例、T群17例、L群24例であ
った。平均掌側外転角は、T群術前 38.3°から術後44.5°、L群39.5°から44.2°と両群ともに
改善傾向を示した。平均ピンチ力は、T群0.61kgから0.83kg、L群1.22kgから1.20kg、Q-DASH は
T群37.5から20.4、L群31.7から25.6と有意差はなかった。大菱形骨スペース/中手骨比は、T群
術前 18.1％から術後14.1％と低下したが、L群は23.0％から21.6％と維持していた。【考察】
関節可動域は、両群に差はなかったが、レントゲン像で大菱形骨切除後のスペースはT群ではよ
り狭小化していた。しかし、大菱形骨単純切除術は手術侵襲が少なく高齢者には適応されても
よい術式と考えられた。L群では仮固定ピンの抜去後もスペースが保たれていたので、靭帯形成
による関節の安定性はより優れていると考えられた。
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母指CM関節症に対するハンモック法による短期治療成績
The short term outcome of hammock ligamentoplasty for treatment of first carpometacarpal arthritis

○桑原 眞人, 平瀬 雄一, 中村 恒一, 戸田 千里
伊川 真実

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

【目的】母指CM関節症に対する外科的治療法として関節固定術と関節形成術が広く行われてい
る。さらに関節形成術には長母指伸筋腱を用いた種々の吊り上げ法が報告されている。我々は
2008年にMathoulinらが報告したハンモック法を実施しており、その短期治療成績について検討
する。
【方法】症例は当院で手術を行い3か月以上経過観察可能であった10例10指、右4指、左6指、全
例女性で平均年齢は58.5歳（53-71）であった。術前単純X線像におけるEaton stage分類では
stage2が1指、stage3が7指、stage4が2指であった。手術はMathoulinらの報告に習い、長母指
伸筋腱（APL)を3等分し、その内2本を大菱形骨付着部から近位6cmのところで切離翻転する。大
菱形骨を切除した後、深層を走行する橈側手根屈筋（FCR）を見出し、これに先ほど採取した
APL2本をそれぞれ3回程度巻き付ける。その際2本は逆方向に巻き、それぞれの断端は第1中手骨
底の骨膜に縫着する。術後は3週間のthumb spica castを装着する。
【成績】手術前後でDASH-JSSH disability score、visual analogue scale（VAS）は有意に改
善した。ただしstage4の1指で手術前後の症状が不変であった。術後の握力は平均14.83kg（健
側比71％）、母指示指ピンチ力は平均2.4kg（健側比51％）、橈側外転は平均66度、掌側外転は
平均71度であった。3指で母指屈筋腱A1プーリー由来の疼痛を訴えた為、腱鞘内ステロイド注射
を実施した。
【結論】ハンモック法はAPLを利用する関節形成術の中で、手技が比較的容易で安定した成績が
得られる方法と考えられた。
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母指CM関節症に対するWeiland法
Weiland Procedure for Carpometacarpal Arthritis of the thumb

○河野 正明1, 森実 圭1, 玉井 貴之1, 千葉 恭平1

沖 貞明2

1興生総合病院　整形外科, 2県立広島大学　保健福祉学部

【目的】母指CM関節症の手術療法には関節固定術、人工関節、人工関節以外の関節形成術、骨
切り術などがある。我々は、人工関節を用いない関節形成術のうち、Weilandらの報告した大菱
形骨を切除した空隙に腱球などを充填せず、FCRの半腱を使用して靱帯形成を行う方法を用いて
いる。術式をビデオで紹介するとともに成績を提示し、本術式の有用性を検討する。
【術式及び後療法】大菱形骨を切除した空隙から橈側手根伸筋腱の半腱を引き出し、第2中手骨
基部まで十分に剥離する。この半腱を第1中手骨の関節面に穿った穴から骨幹部背側の穴に通し
反転して同腱に引っ掛けた後中手骨骨幹部に固定する。術後２週間はスプリント固定。3週目か
らROM訓練開始し、訓練時以外はスプリント固定を術後8週まで継続する。8週目以降は通常の生
活に復帰する。
【方法】2007年以降に本術式を施行した症例のうち、術後2年以上経過した18例を対象とした。
内訳は男性4例、女性14例。平均年齢58.8歳。Eaton分類StageIIIが12例、IVが6例であった。平
均罹病期間は20.3か月。術後平均経過観察期間は28.5カ月であった。
痛みおよび満足度、可動域、握力、切除した大菱形骨空隙の変化につき調査した。
【成績】痛みは全例軽減ないしは消失しており、満足度は高かった。橈側外転は平均50.2°で
健側比82.5%、掌側外転は58.4°で健側比86.5%、握力は24.4kgで健側比84.5%であった。大菱形
骨腔は術直後は平均13.0mm、最終調査時は平均10.5mmで狭小率は18.7%であった。術前MP関節の
過伸展を呈していた症例では改善はしておらず、何か工夫が必要であると考えられた。
【結論】本法は手技が容易で、後療法も簡便で、成績の安定した比較的良い方法であると考え
た。
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母指CM関節症に対する長掌筋腱を用いたLRTI法の治療成績
Clinical Results of Ligament Reconstruction and Tendon Interposition Arthroplasty using Palmaris longus

tendon graft for Thumb Carpometacarpal Joint Arthritis

○渡辺 直也1, 本宮 真1, 船越 忠直1, 岩崎 倫政1

河村 太介2

1北海道大学　整形外科, 2NTT東日本札幌病院

【はじめに】Burtonらが報告した母指CM関節症に対するLRTI法(Burton法)は安定した長期成績
が報告されている方法である。当科では保存治療に抵抗する症例で関節可動域の温存を希望す
る症例に対して、長掌筋(PL)腱を用いたLRTI法(Burton変法)を施行してきたので、その治療成
績について検討した。
【対象と方法】2008－2011年までに当科および関連施設にて手術を施行した症例のうち、1年以
上経過観察可能であった9例9指を対象とした。手術時年齢は平均63歳(51-77歳)、X線変化は
Eaton分類でStage 3：5例、Stage4：4例であった。手術方法は、Burton法で橈側手根屈筋(FCR)
半腱を用いて行う靭帯再建を、遊離PL腱を替わりに用いて行った。術後経過期間は平均25ヶ月
(12-46ヶ月)であった。術後臨床成績とX線像を検討した。
【結果】疼痛(VAS)および機能(DASH)は、反対側の母指CM関節症を合併する1例を除き、改善が
認められた。X線評価では、第1中手骨基部から舟状骨遠位部の距離を第1中手骨長軸の距離で除
したTrapeziometacarpal ratio(TMR)が、術前に比べ最終経過観察時で減少していた。PL腱採取
部の愁訴は認めなかった。術後の満足度は多くが80点以上と良好であった。
【考察】CM関節症に対するPL腱を用いたBurton変法の治療成績は、過去のBurton法の報告と同
様に良好な成績であった。Burton法ではFCR腱採取に伴う手技の煩雑さや採取部の愁訴などの問
題が指摘されているが、PL腱を用いるBurton変法は手技も簡便で、採取部の愁訴を軽減できる
有用な方法の一つであると考えられる。
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母指CM関節症に対するSuspension arthroplastyの術後中期成績
Middle-term result of suspension arthroplasty for osteoarthritis of carpometacarpal joint of the thumb.

○齋藤 憲1,2, 射場 浩介2, 金谷 耕平2, 大木 豪介2

和田 卓郎2

1札幌医科大学　整形外科, 2札幌医科大学　整形外科

【はじめに】母指CM関節症に対する関節形術の成績については多くの報告を認める。これまで
に演者らはAPL副腱を用いた関節形術後の短期成績について報告した（121回北海道整形災害外
科学会）。今回は症例を増やして、その中期成績を検討した。
【対象・方法】2009年～2011年までにAPL副腱を用いて関節形術を行った母指CM関節症7例7手を
対象とした。全例女性であり、右4手、左3手であった。X線によるEaton分類は
stageIII3手、stageIV4手であった。手術時平均年齢は73歳（62～81歳）、術後平均観察期間は
17.7ヶ月（12～34ヶ月）であった。検討項目は合併症、中手骨‐舟状骨間距離、疼痛（VAS）、
関節可動域、握力、Key pinch、DASH scoreとした。
手術は大菱形骨を全切除後にAPLの最橈側の副腱を筋腱移行部で切離して、EPB・APLの下を通し
ECRLの第2中手骨停止部に縫合し、母指を安定化させた。術後は3週間の装具固定を行い、その
後可動域訓練を開始した。
【結果】術後の疼痛はVASで66点から8.6点へと改善した。母指CM関節可動域は、腱側比で橈側
外転が72.6％から92.3％に、掌側外転が70.1％から88.1％に改善した。握力は19.2％から
98.9%に、Key pinchは41.7％から114.1％へと改善した。DASHスコアは67.4から26.0点へと改善
した。最終観察時のX線評価では中手骨－舟状骨間距離が平均1.8mm短縮した。術後合併症とし
て一過性の橈骨神経領域の痺れを2手に認めたが経過観察のみで改善した。
【考察】母指CM関節症の術後成績については多く報告を認めるが、術式については一定の見解
がない。ACL副腱を用いた本術式は他の術式と比較して簡便であり、疼痛、握力、DASHの改善に
優れた有用な術式と考えられた。
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職業音楽家の母指CM関節症に対する外転位装具療法
Abduction Brace for Musicians with the Trapeziometacarpal Arthrosis

○酒井 直隆1,2

1東京女子医大附属青山病院　整形外科, 2宇都宮大学大学院工学研究科

【目的】母指CM関節症の装具療法は母指外転を制限するものが一般的であるが，職業音楽家で
は母指橈側外転の制限が楽器演奏に支障をきたす．このため逆の発想で母指を橈側外転位に矯
正する装具を考案して治療したところ，良好な結果を得たので報告する．【方法】対象は職業
音楽家の母指CM関節症18例20指であり，平均年齢は57歳，男2・女16例，左5・右11・両側2例で
あった．楽器別ではピアノが15例，ヴァイオリン2例，チェロ1例であり，全例右利きであっ
た．母指関節症はEaton分類でStage2が12指，Stage3が8指であった．装具は母指中手骨を橈側
外転方向に圧迫するもので，外転角が改善する度に装具の中手骨圧迫部を矯正した．装具装着
期間は平均14.7カ月であった．【成績】全例が装具装着後4～6週で母指CM関節の「居心地の良
さ」を実感したと述べ，調査時に疼痛が軽減し楽器演奏時の活動性も改善した．装具装着前後
で母指CM関節橈側外転角が35.8±7.7度から40.8±8.2度まで有意(p＜0.05)に，また母指と小指
の最大外転時の指尖部間距離（ハンドスパン）が装具装着前188.5±11.4mmであったものが，調
査時196.2±9.7mmまで有意に(p＜0.05)改善していた．三次元CTで母指CM関節の適合性について
も検討した．【結論】母指CM関節症の保存的治療では，疼痛を誘発する母指橈側外転を制限す
るのではなく，装具で橈側外転を促進し母指の内転拘縮を除去する方法が有効である．
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母指CM関節症におけるX線所見の臨床的意義
Correlation with X ray findings with other parameters of CM osteoarthrosis of the thumb.

○上原 浩介1, 柿原 伸次1, 森崎 裕1, 坂井 邦臣1

三浦 俊樹2

1東京大学　医学部　整形外科, 2JR東京総合病院

【目的】母指CM関節症患者のX線像における骨棘形成、骨嚢胞、骨硬化、母指MP関節過伸展角
度、CM関節背側亜脱臼率などと診察所見、DASH、Hand20、JHandなどとの関連性を検討し、臨床
的意義を明らかにすること。【方法】CM関節症患者38例（男性16例、女性22例、平均年齢
64.1歳）を対象に、診察所見（握力、側方つまみ力、母指掌側外転、Kapandji index、圧痛
点、関節可動域など）、X線所見、DASH、Hand20、JHand、患者基本情報（性別、年齢、既往歴
など）などのデータを収集し、各パラメータ間の関連性を検討した。X線所見（骨棘形成、骨嚢
胞、骨硬化、母指MP関節過伸展角度、CM関節背側亜脱臼率、Eaton Stage）各々との関連性を調
べた。【結果】第一中手骨基部の骨嚢胞は、DASHの「書く」や質問項目「冷蔵庫をあけるのが
困難」、「ペットボトルをあけるのが困難」、「雨傘をさすのが困難」と有意な関連があっ
た。骨棘の有無は、JHand「靴ひもを結ぶのが困難」と関連があった。X線上のMP関節過伸展と
有意な関連のある質問項目はなかった。【考察】母指CM関節症患者において、X線指標の差異
（骨棘の程度や骨嚢胞の程度など）により疼痛や日常生活における障害の種類が異なる可能性
が示唆された。
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母指CM関節症におけるMP関節過伸展角度と種子骨の関係
Relationship between sesamoid bones and hyperextension of metacarpophalangeal joint in

carpometacarpal joint arthritis of the thumb

○菅原 留奈, 上原 浩介, 坂井 邦臣, 三浦 俊樹
森崎 裕

東京大学医学部附属病院　整形外科・脊椎外科

【はじめに】母指CM関節症におけるMP関節過伸展は対応に難渋する病態として認識されている
が、原因はわかっていない。今回我々は、母指CM関節症におけるMP関節過伸展角度と、種子骨
間軸-中手骨軸直行軸のなす角度の間に関連があると仮説をたて、検証した。
【対象と方法】母指CM関節症と診断された93手を対象とした。内訳は男性23手、女性70手であ
った。単純レントゲン正面像でMP関節種子骨間軸 (橈側種子骨中央と尺側種子骨中央を結ぶ軸)
と中手骨軸に直行する軸がなす角度をMetacarpo-Sesamoid angle（以下MC-S angle）として計
測した。MP関節過伸展角度は、側面像で中手骨軸と基節骨軸との角度を測定した。
【結果】93手のうちMP関節過伸展を呈した症例が80手、そのうちMC-S angle≧10°の症例が35
手あった。Pearson product-moment correlation coefficientにて検定すると、MC-S angle≧
10°では、MC-S angleと過伸展角度の間に有意な正の相関がみられた(r＝0.506, p=0.002）。
【考察】母指MP関節の安定性には側副靭帯・副靭帯・掌側板が寄与し、そのうち副靭帯は種子
骨に付着する。単純レントゲン像では種子骨間軸は中手骨軸と通常直行するが、側副靭帯損傷
にさらに副靭帯損傷が加わると、この関係性が損なわれると言われている。種子骨間軸-中手骨
軸直行軸のなす角度と過伸展角度が正の相関を示した事は、母指CM関節症におけるMP関節過伸
展の一因として、側副靭帯と副靭帯の両者の損傷が関与している可能性を示唆する。
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母指CM関節症に対する関節固定術の治療成績
Our Treatment Results of Arthrodesis for thumb Carpometacarpal Joint Arthritis

○小寺 秀樹1, 森田 哲正1, 藤澤 幸三1, 辻井 雅也2

平田 仁3

1鈴鹿回生病院　整形外科, 2三重大学医学部運動器外科, 3名古屋大学医学部手の外科

【目的】母指CM関節症に対する関節固定術の長期成績は安定しているとされるが、生活機能評
価を行っている報告は少ない。当院の関節固定術例に対しDASHなどで評価を行い、中長期成績
を評価した。【対象・方法】平成13年から平成22年までに母指CM関節症に関節固定術を行った
54例に手紙によるアンケート調査を行い、Kapandji test、DASH、Hand20を評価した。DASHが10
点以上の症例を成績不良群、10点未満を成績良好群とした。【結果】有効回答は31例31手であ
った。平均年齢58.4歳、VAS平均2.3、Kapandji test平均 8.3、DASH平均12.1、Hand20 平均
17.0。25例で術前X線画像が確認出来、Eaton分類(1984) stage2 5例，stage3 17例，stage4 3
例であった。術後X線画像を25例で評価し偽関節率は12.0％であった。成績良好群と不良群の比
は症例数19対12、VAS 1.3:3.5、Kapandji test 8.2:8.5、DASH 4.4:24.2、Hand20 6.6:30.6、
偽関節2:1であった。【考察】当院の関節固定術例のKapandji test結果は関節形成術の報告に
劣るが、DASH,Hand20は遜色なかった。当院の成績良好群と不良群をDASH,Hand20の各項目で比
較すると巧緻運動を評価する項目は2群間に大差なく、Kapandji testでは成績不良群の方が高
得点であったことから、関節固定術による可動域制限が生活機能に及ぼす影響は少ないと考え
られる。一方、ピンチ力や握力、疼痛を評価する項目で成績良好群、不良群に大きな差が出
た。本報告の成績不良例では、関節固定術では本来安定しているとされるピンチ力や握力、疼
痛の改善が不十分で生活機能に悪影響を及ぼしたと推測される。　本報告ではEaton分類stage2
5例に対しても手術療法が行われており、1例は成績不良であった。当院での装具療法による治
療成績は良好であり、stage2に対してはまず装具療法を試みるべきと思われる。
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母指CM関節症に対するHematoma distraction arthroplastyについての
考察

Hematoma Distraction Arthroplasty for Thumb Trapeziometacarpal Joint Arthritis

○山本 博史, 藤田 俊史

三菱京都病院

【目的】母指CM関節症に対してはさまざまな術式があるが、この中でhematoma distraction
arthroplasty（HDA）を行ってきた。この術式について、経験を踏まえて考察を加えた
い。【対象】2007年から2011年に同術式を行った6例、7関節で、手術時年齢は平均65歳（53～
80歳）であった。両側の関節リウマチ性関節症の1例以外は、原発性変形性関節症であった。術
式は、大菱形骨をpiecemealに切除した後、橈側手根屈筋腱の半切を第2中手骨基部に付着した
まま採取し、第1中手骨近位関節面中心に作成した骨トンネルに移行し、第1/2中手骨間の安定
化を図った。さらに、初期の第1例以外は、母指掌側外転40度、水平外転20度で第1/2中手骨間
をK-wireで一時固定した。術後は、thumb spicaタイプのギプス固定を4週間行い、ギプスを外
すと同時にwireを抜去した。結果は、K-wireでの固定をしなかった一例を除いて、可動域、握
力ともは健側と同等まで回復し、疼痛も消失し、日常の不便はなくなった。【考察】母指CM関
節症の治療法として、様々な術式があるが、いずれも良好な結果が得られており傑出するもの
はない。本術式の注意点として、K-wireによる一時固定をしなかった1例で第1中手骨のsinking
が起こり、握力の低下を訴えたため、K-wireでの一時固定は必要と考えている。特徴とし
て、CM関節固定の様な可動域制限をきたさず、舟状骨大菱形骨間の変形性関節症を伴う場合も
適応となり得る。また、関節リウマチの場合、十分な滑膜切除が可能となり骨の再生が得られ
てきている。デメリットとして、大菱形骨の切除に比較的手間がかかること、術後の固定期間
が不便となることがあるが、手術操作にバランスや角度調整を考慮する必要がないため比較的
容易で、両側罹患例でも手術を希望したことからも勧められる術式である。
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母指CM関節症に対するhematoma distraction arthroplastyの治療成績
Hematoma distraction arthroplasty for thumb carpometacarpal osteoarthritis

○白井 久也1, 杉本 裕宣1, 植田 直樹2, 渡辺 千聡2

1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

【目的】母指CM関節症に対する関節形成術は靭帯再建を伴う大菱形骨切除術が一般的である．
近年，靭帯再建の追加は必要ではないとする報告があるが，本邦での知見は乏しい．我々は，
大菱形骨切除後に一時的鋼線固定だけを行うhematoma and distraction arthroplasty（HDA）
を追試してきたので，その治療成績を報告する．
【対象と方法】対象は2007年以降，HDAを行い，2年以上（24～54ヵ月）経過観察した７例であ
る．平均年齢64歳，全例女性であり，非利き手側が5例であった．大菱形骨切除部の間隙を保つ
第1-2中手骨間固定の鋼線を5週で抜去し，可動域訓練を開始した．評価は，疼痛レベルのVAS，
母指のROM, 母指-小指のspan，握力，ピンチ力，DASH score，X線評価で行った．
【結果】疼痛VASは術前79，調査時14で統計学的有意差を認め，全例，疼痛はほとんどないか，
全くなしと答えた．母指のROM，母・小指spanは術前後に差はなかった．握力は健側比70%が調
査時98%に，キーピンチは72%が93%に改善した．DASHは40が調査時10に減少した．全例，手術に
満足され，同じ手術を受けるかに対しては6例がイエスと答えた．舟状-中手骨間のgapは経時的
に減少し，鋼線固定中は平均8.5mm，術後2ヵ月で5.8mm，調査時は3.9mmであった．
【考察】最近のsystematic reviewの論文において，靭帯再建を伴う関節形成術は，腱の採取と
移行による合併症の比率が単純大菱形骨切除術より高いとされるが，HDAとの比較は明らかでな
い．自験例の対象は比較的活動性の低い女性であったが，全例，他覚的，自覚的評価の改善認
めた．最小のリスクに主眼を置くのであればHDAはシンプルな方法で良好な結果が得られ，本邦
においても推奨できる術式であると考える．
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STT関節症に対する鏡視下舟状骨遠位部切除術の治療成績
Arthroscopic Resection of Distal Scaphoid for Isolated Osteoarthritis of Scaphotrapeziotrapezoid Joint

○飯田 竜1,2, 辻井　 雅也2, 植村 剛2, 平田 仁3

須藤 啓広2

1永井病院 整形外科

2三重大学 大学院 医学系研究科　運動器外科学・腫瘍集学治療学　整形外科学

3名古屋大学　大学院　医学系研究科　手の外科学

【目的】STT関節症の発生率は,X線で15～29%,屍体解剖で83.3%と高いが,症状を有するものは
11%と少ない.しかし病態が進行すると母指,手関節機能の低下を生じ外科的治療を要する.STT関
節固定術,観血的舟状骨遠位部切除術などが一般的であるが,手関節可動域制限,手根不安定症な
どの問題点がある.そこで本疾患に対して関節鏡視下手術を行い,良好な成績が得られたので報
告する.【方法】症例はSTT関節症6例で平均年齢65.8歳（50～76歳）,全例女性で,右2例,左4例
であった.保存的治療（平均13.2ヵ月）に抵抗し,母指CM関節症のないSTT関節症を適応とした.
伝達麻酔・牽引下にポータルはSTT-RとSTT-Uを用いた.滑膜切除と舟状骨遠位部分切除を行い,4
例で長掌筋腱を関節内に充填した.VASによる疼痛と,術前後の関節可動域,術後1年以上経過例
（5例）の単純X線を評価した.【結果】平均経過観察期間は33.6ヵ月(8～53ヵ月)であった.VAS
は術前平均7.8（7～10）より術後平均1.2（0～3）と全例著明に改善し,3例は症状が消失した.
腱球充填を行った4例,充填を行わなかった2例の術後平均VASはそれぞれ1,1.5と良好であった.
術後手関節可動域（屈伸）は健側比平均101.4%（78～129%）と良好で,SL角は術前平均61.35°
より術後平均59.85°で明らかなDISI変形を認めなかった.STT間隙は術直後平均6.0mmより術後
5.3mmと減少したが,大菱形小菱形有頭骨の輪郭の乱れは認めなかった.【考察】近年,Thamらは
STT関節症に対する鏡視下舟状骨遠位部切除術の有効性を報告している.本術式は手関節可動域
が維持でき,さらにSTT関節掌背側の靭帯付着部が温存されるため,手根不安定症が回避される利
点があり,今回のシリーズでも,患者の満足度が高かった.本法は小侵襲で除痛効果に優れ,機能
性も保持されており,本疾患に対する有用な治療法であると考えた.
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変形性膝関節症と手指変形性関節症のＸ線学的重症度の関連
Association of radiograhic severity of knee osteoarthritis and osteoarthritis of finger joints

○岩瀬 嘉志1, 清村 幸雄1, 澤 満美子1, 有富 健太郎2

黒澤 尚1

1順天堂東京江東高齢者医療センター　整形外科, 2順天堂大学整形外科

【目的】加齢により生じる変形性関節症で疼痛、機能障害を起こすものとして変形性膝関節症
とHeberden結節、Bouchard結節、母指CM関節症がよく知られている。本研究の目的はそれぞれ
の間にどのような相関があるか調査し加齢による変形性関節症の発生機序について考察するこ
とである。【方法】対象は2012年7月から9月に膝痛を主訴に当院を訪れた変形性膝関節症患者
22名で、女性21名男性1名、年齢は53から85（平均72.1歳）であった。変形性関節症重症度のX
線分類はKellgren/Lawrence(KL)grede(0-4)を用いた。変形性膝関節症と手指変形性関節症の重
症度と年齢、疼痛について統計学的解析を行った。【結果】変形性膝関節症による膝痛を主訴
に来院した患者で手指関節症による疼痛のあったものは22名中12名であった。手指関節症のX線
学的重症度と手指の疼痛に相関はみられなかった。統計学的に有意な相関があったものは、変
形性膝関節症と母指CM関節症（相関係数0.50）、Bouchard結節と変形性膝関節症(相関係数
0.51)のX線学的重症度であった。変形性膝関節症とHeberden結節のX線学的重症度の間に相関は
みられなかった。【考察】手指の変形性関節症と変形性膝関節症のX線学的重症度について
Cooperらは弱い相関があるとしFelsonらは相関はないとしている。われわれの調査では一部相
関がみられたが明確なものはなかった。変形性関節症の発生機序の解明には今後更に症例数を
増やした検討が必要である。
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手指関節用テーピングテープで治療した手指変形性関節症
Application of Phalangeal Taping in the Treatment for Osteoarthritis of Fingers

○佐竹 寛史, 江藤 淳, 高木 理彰

山形大学　医学部　整形外科

【目的】手指変形性関節症に対する保存療法として、消炎鎮痛軟膏、湿布剤、およびテーピン
グ固定などが一般に行われている。本研究では市販の手指関節用テーピングテープで治療した
手指関節症患者を前向きに調査し、その有用性を評価した。【対象と方法】2010年4月から手指
関節用テーピングテープ（商品名ディップエイド、竹虎社製）で治療した手指関節症患者20例
50指を対象とした。遠位指節間（DIP）関節症16例44指、近位指節間（PIP）関節症4例9指であ
った。年齢は38～84（平均63）歳、男性4例、女性16例であった。治療前と治療後1、3、6か
月、最終観察時に症状の改善状況を問診し、機能障害はDisability of the Arm, Shoulder,
and Hand, 以下DASHで評価し（0～100点、0点が障害なし）、手指の痛みは手くびの評価
（Patient Related Wrist Evaluation; PRWE）の質問項目を用いて平均点で評価した（0～
10点、0点が痛みなし）。【結果】痛みが変わらない、ふやけて使えない、認知が増悪したなど
の理由による継続使用困難が、DIP関節症3例、PIP関節症2例あった。残りの15例（75%）は症状
が軽快し、DIP関節症は81%、PIP関節症は50%が改善していた。継続可能であった主な理由は、
一部開窓されているのがよい、締め具合を調整できる、当たっても痛くなくなったなどであっ
た。術前DASHは9.5～75（平均38.3）点、PRWEは1.1～8.8（平均5.3）点であった。経過観察期
間は1～24（平均8.3）か月であり、最終観察時DASHは0～57.8（平均24.6）点、PWREは0～
7.2（平均3.6）点であった。【考察】手指関節用テーピングテープは貼付しやすいH状の形状
で、弾力性と伸縮性があり、防水性のため日常生活で使用しやすい特徴がある。特にDIP関節症
に対しては有効で、手指関節症に対する治療の一つとして勧められる。
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Heberden結節のアンケート調査
Survey of Heberden's node in Kawasaki Municipal Kawasaki Hospital

○堀内 孝一, 堀内 行雄, 河野 友祐, 越智 健介
中道 憲明

川崎市立川崎病院　整形外科

手指のDIP関節の変形性関節症であるHeberden結節は、1802年にHeberdenが報告して以来、数多
くの報告がなされているが、未だにその病態・経過は明らかになっていない。治療法に関して
も、その疼痛が自然軽快することも多いため、積極的な治療が行われずに放置されていること
が多い。当院においてHeberden結節で6か月以上経過を見ることができた患者にアンケート調査
し、回答の得られた125例を対象に検討した。
症例：男性4例　女性121例
年齢：43～88歳（平均63歳）
罹患側：右のみ1例、左のみ2例、両側122例
罹患指：983指（母指98指、示指235指、中指235指、環指198指、小指229指）
発症年齢：20～80歳（平均52歳）
初診時の主訴（複数回答可）は、疼痛が102例、変形が82例、腫脹が51例であった。初診時に86
例がHeberden結節と診断されていたが、そのうちの51例は放置されていた。
専業主婦55例で、そのうちの19例に5年以上疼痛の残存する重度のHeberden結節を生じていた。
そのほとんどが編み物や楽器演奏、ガーデニング等の手を使う趣味があると回答しており、手
を酷使する作業をしていないと回答したのは3例のみであった。
3指以上の多数指に及んだものは125例中117例であり、Bouchard結節を合併していた症例は48例
174指であった。その他変形性関節症で治療を受けているものは49例であった。親族に同様の変
形を有したものは57例であった。力学的ストレスのみならず、General osteoarthritis
syndromeや遺伝的因子などの関与が考えられる。
また、125例中56例が発症から10年以上経過しており、そのうち未だに26例に疼痛が残存してい
た。本症ではself-limiting diseaseの経過をとるものと、長期間疼痛の残存する、もしくは進
行し続けるものが存在し、今回の結果を踏まえ、今後その傾向について検討を重ねていく。
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ピアニストに発生したヘバーデン結節の病態と手術治療の検討
Surgical Treatment for Heberden's Nodes in Pianist

○仲尾 保志

元赤坂診療所

【目的】過度に手指を使用する職業ピアニストに発生したヘバーデン結節では、保存治療では
疼痛をコントロールできず演奏に支障をきたすことが少なくない。しかしながら、その専門性
の高さを理由に、手術的治療が患者、医師両者より敬遠されていることが多かった。今回我々
は、K-wireを用いた関節固定術を行い、良好な臨床経過を得たので、その病態と手術法に考察
を加えて報告する。【対象および方法】過去６年間に当院で手術を施行した職業ピアニストの
ヘバーデン結節は12例13手（全例女性）で、結節の発生部位は、母指3示指3中指1環指4小指19
と小指が格段に多かった。手術を行った指は、そのうち示指２、小指11であり、手術時年齢は
37～66（平均51.7）歳であった。手術方法は、DIP関節の背側横切開で侵入し、顕微鏡下に骨棘
削除と関節面の掻爬整合の後、骨移植をしてK-wireで固定した（原則直径0.8mm3本）。関節固
定角度は屈曲０度とし、余剰皮膚のトリミングも行った。平均6週の外固定を行い、抜釘は両サ
イドの2本を平均７週、中央の１本を平均12週で行った。【結果】職業ピアニストの場合、ヘバ
ーデン結節は、オクターブの演奏などで斜めに力が入り、かつ骨性構造の細い小指に多発して
いた。術後偽関節を生じた症例はなく、全例で疼痛は消失し、演奏活動に復帰した。関節を固
定することにより、術前より演奏のパーフォーマンスが低下したとする症例はなかっ
た。【考察】女性の小指では、末節骨は非常に細く、さらに変形したDIP関節の固定は容易では
ないが、細いK-wireを用いて長期に固定することで、確実に骨癒合が得られることがわかっ
た。角度０での固定であっても、疼痛を有する屈曲した術前の指に比べて、術後の演奏パーフ
ォーマンスは上昇することがわかった。
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本邦における手根管症候群の有病率とADLに及ぼす影響の疫学的検
討

Epidemiological study of the prevalence and  the effects on the ADL of carpal tunnel syndrome in Japan

○佐々木 信幸1, 川上 亮一1, 江尻 荘一1, 紺野 慎一1

福原 俊一2

1福島県立医科大学医学部整形外科学講座, 2京都大学大学院医学研究科医療疫学分野

【目的】本邦では、手根管症候群の有病率について疫学調査により検討した報告は存在しな
い。本研究の目的は、本邦における手根管症候群の有病率とADLに及ぼす影響を検討することで
ある。【対象と方法】対象は2010年に福島県南会津・只見地区で行われた住民健診で運動器健
診に参加した2314名とした。正中神経領域にしびれや知覚障害を有する者のうち、手根管圧迫
テスト陽性者を手根管症候群と診断した。ADLの評価はQuick DASH日本語版を用いた。統計学的
検討はstudent-t検定を用い、有意水準を5％とした。【結果】対象者は男性が936名、女性が
1378名であった。受診時年齢は39歳から89歳、平均68歳、最多年代層70歳代（42.8％）であっ
た。上記の診断基準で手根管症候群と診断された者は42名（1.8％）で、男性8名、女性34名で
あった。右側のみ罹患しているのは18名、左側のみ罹患しているのは14名、両側罹患している
のは10名であった。Quick Dashスコアは手根管症候群の診断基準を満たす群では31.1±1.7、手
根管症候群の診断基準を満たさない群では19.9±0.2であり、手根群症候群の診断基準を満たす
群で有意に高値であった(p＜0.05)。【結論】海外の一般人口における手根管症候群の有病率は
約4％と報告されているが、本研究の結果は約1.8％であり、それらより低かった。本研究の診
断基準からみた手根管症候群罹患者はDashスコアからみたADL障害度が有意に高かった。すなわ
ち、手根管症候群はADLに悪影響を及ぼすといえる。
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患者主観評価を中心にした特発性手根管症候群に対する手根管開放
術の成績と予後関連因子

Prognostic factors for patients with idiopathic carpal tunnel syndrome treated by minimal open carpal

tunnel release

○矢野 公一1, 恵木　 丈1, 川端　 確2

1大阪労災病院　整形外科, 2東住吉森本病院　整形外科

【目的】特発性手根管症候群に対する手掌内小皮切手根管開放術の術後成績と予後関連因子を
検討した。
【方法】2007年4月から2011年10月の間に当院で手根管開放術を行い、術後1年以上経過し評価
可能であった101例(女性80例、男性21例)、127手（両手罹患26例）を対象とした。罹病期間は
平均40か月（1-269）、手術時年齢は平均69歳(28-84)、術後経過観察期間は平均41か月（13-
68）であった。患者主観評価の術後のしびれ、痛み、満足度(10点満点)をアウトカムとし、性
別、手術時年齢、術前罹病期間、喫煙、飲酒、糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、高中
性脂肪、心血管イベント、body mass index(BMI)、術前神経伝導検査(4群：1；短母指外転筋終
末潜時[DML]導出なし、感覚神経伝導速度[SCV]導出なし、2；SCV導出なし、3；DMLとSCV遅
延、4；SCVのみ遷延)を予後関連因子とした。両者を後向きに統計学的に検討した。
【成績】術前の症状はしびれが全手、痛みは71手にあった。術後手のしびれは消失：76手、軽
減：35手、不変：10手、悪化：6手、痛みは消失：63手、軽減：6手、悪化：2手であった。術後
満足度は平均8点であった。術後しびれは高コレステロール血症、痛みは神経伝導検査、満足度
は65歳以上、罹病期間、高コレステロール血症、心血管イベント、BMIと強く有意に関連した。
【結論】痛みは97%、しびれは87%の症例で消失あるいは軽減した。術後しびれ、疼痛、満足度
に、性別、年齢、罹病期間以外に神経伝導検査、脂質代謝異常が強く関連することが分かり、
本研究結果は症例毎の術後予後予測に関して有用である。
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特発性手根管症候群における性別による術後経過の差異-DASH score
による比較-

A Comparison of Postoperative Recovery in Male and Female Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome using

DASH score

○鶴田 敏幸, 峯 博子

医療法人友和会　鶴田整形外科

【はじめに】
特発性手根管症候群（CTS）において，性別による臨床的背景や臨床症状回復期間の差異につい
て検討された報告は散見されるが，上肢障害評価（DASH score；The JSSH Version）を用いた
報告は我々が渉猟しえた限りないようである。今回，CTSにおける術後経過の性別による特徴
を，DASH scoreに着目して検討した。
【対象と方法】
2009年2月より鏡視下法を施行した症例のうち，手術時年齢が50歳以上で，術後6ヶ月まで追跡
調査可能であった男性18例21手（平均67.9歳），女性36例39手（平均69.7歳）を対象とした。
評価項目として，DASH scoreを術前ならびに術後2・4・6・8・10・12週，4・5・6か月時に行
い，神経伝導速度・握力・ピンチ力・中指知覚・第2虫様筋・APB筋力を，術前より術後6か月時
まで1か月毎に測定した。
【結果】
神経伝導速度は男性では術後8週時から，女性においては術後4週時から術前と比べて有意な改
善が認められた（P＜0.05）。知覚は，女性のみ術後4・6か月時に有意な改善が認められた
（P＜0.05）。握力は，男女とも術後有意に低下するも，男性のみ術後5か月時から有意な改善
が認められた（P＜0.05）。DASH scoreは術後2週時に男女とも高値となるも，男性のみ術後12
週時から有意な改善が認められた（P＜0.05）。
【まとめ】
CTSにおける術後成績の性差については，男性のほうが女性よりも治りにくい印象があるという
意見や，男性では術前の症状が軽度でも成績が良くないものが多かったとの報告がある。確か
に，先行研究と同様，本研究でも神経伝導速度と知覚については，男性は女性より改善が遅い
結果であった。しかし，今回DASH scoreにおいては男性のほうが女性より回復が早い結果であ
ったことから，術後の日常生活・社会生活への復帰は男性のほうが早いと考えられた。
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不安傾向や抑うつ状態が手根管症候群の手術に及ぼす影響について
Effect of State Trait Anxiety Inventory and Self-rating Depression Scale on Open Carpal Tunnel Release

○岩倉 菜穂子, 寺山 恭史, 加藤 義治

東京女子医科大学　整形外科

【目的】近年，腰痛や関節リウマチ，腕神経叢損傷と抑うつ状態や不安傾向の関係に注目した
研究が多く見られる．しかし手根管症候群との関係を調査下報告はない．本研究の目的は不安
尺度やうつ性の自己評価尺度が手根管症候群の術前後の成績に及ぼす影響について検討するこ
とである．【方法】対象は2011年4月から2012年6月までに手根管開放術を行った患者のうち3ヶ
月以上経過追跡を行うことのできた患者18名19手を対象とした．平均年齢は69.6歳，平均経過
観察期間は7.0ヶ月，男性6手，女性13手．術前に不安測定として信頼の高い日本語版STAYとう
つ性の自己評価尺度であるSDSを評価した．また術前と術後3ヶ月に上肢障害評価表Quick
DASH，CTSI-JSSHを評価した．これらをSTAYの特性不安あるいはSDSの高い群と低い群に関して
調査した．【結果】Q-DASH『機能障害/症状スコア』，CTSI-JSSHの『症状の重症度スコア』
『機能的状態のスケール』はいずれも特性不安が高い群では改善なく，低い群では有意な改善
を認めた．またSDS40点以上の患者群ではいずれのスコアでも改善を認めなかったが，40点未満
の患者群では全てのスコアが有意に改善した．【考察】STAYの特性不安尺度は比較的安定した
性格特徴で，不安傾向を示すと言われている．またSDSで40点未満は「抑うつ状態はほとんどな
し」とされている．今回の結果ではQ-DASHやCTSI-JSSHスコアは不安傾向や抑うつ状態がある場
合には有意な改善を認めなかった．以上より不安傾向や抑うつ状態がある場合，手術による機
能的な改善や自覚症状の改善が得られにくい可能性が示唆された．
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手根管症候群肥満例の特徴
Characteristics of Carpal Tunnel Syndrome Patients with obesity (body mass index over 30)

○浜中 一輝1, 奥津 一郎1, 吉田 綾2

1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

【目的】近年、本邦において肥満の患者が増加しつつある。今回、手根管症候群患者でbody
mass index (BMI)≧30およびBMI＜30の症例の特徴を調査する。【症例】2011年10月から2012年
8月の間に内視鏡下手根管開放除圧術を行った長期血液透析例以外の手根管症候群患者82症例
103手である。このうち13手（12.6%） がBMI≧30であった。【方法】BMI≧30群とBMI＜30群の
術前身長、体重、血圧、手術時平均年齢、罹病期間、術前知覚神経遠位潜時 (DSL) 、術前運動
神経遠位潜時 (DML) 、術前指最大自動屈曲位平均手根管内圧を比較した。検定はWilcoxon’s
rank-sum testで行った（p＜0.05）。【結果】BMI≧30群の症例は男性1症例1手、女性10症例
12手、術前平均身長153.4cm、平均体重75.7kg、平均BMI32.2、術前平均収縮期血圧182.1mmHg、
拡張期76.4mmHg、手術時平均年齢65.8歳、罹病期間72.2か月、術前DSLは測定不能9手、測定可
能手の平均値5.16msec、術前DMLは測定不能6手、測定可能手平均値は6.91msec、術前平均手根
管内圧は264.3mmHgであった。BMI＜30群の症例は男性10症例14手、女性61症例76手、術前平均
身長155.5cm、平均体重56.6kg、平均BMI23.3、術前平均収縮期血圧170.4mmHg、拡張期
70.1mmHg、手術時平均年齢62.8歳、罹病期間47.6か月、術前DSLは測定不能43手、測定可能手の
平均値4.28msec、術前DMLは測定不能17手、測定可能手平均値は7.21msec、術前平均手根管内圧
は248.4mmHgであった。術前平均体重と手根管内圧において2群間で有意差が認められ
た。【考察】肥満により、手根管内脂肪組織が増加したことが手根管内圧上昇の原因となり手
根管症候群を発症する可能性がある。
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手根管症候群に対する手根管開放術における電気生理学的評価と手
根管症候群質問表の相関―術後経過の比較検討―

Post operative course after carpal tunnel release: Evaluation for electrophysiological assessment and

carpal tunnel syndrome instrument.

○高田 治彦, 藤本 吉範, 山田 清貴, 橋本 貴士
中前 稔生

厚生連広島総合病院

【目的】手根管症候群に対する手根管開放術後の予後を予測することは、手術のインフォーム
ドコンセントをするうえで重要である。電気生理学的検討は散見されるが、電気生理学的評価
と症状や機能の重症度を比較検討した報告は少ない。今回我々は手術前後の電気生理学的経過
と手根管症候群質問表の相関を比較検討した。【対象および方法】対象は2010年4月以降手根管
症候群に対して手根管開放術を施行した72例である。男性23例、女性49例、平均年齢70歳で、
手術は手掌部小切開にてナイフライトを用いて手根管開放術を行った。評価方法は、短母指外
転筋終末潜時(DML)、知覚神経伝導速度(SCV)を計測し、これを金谷の分類を一部改変しstageを
5期に分類した。Stage1はDML,SCVともに正常、stage2はDML遅延、SCV正常またはDML正常、SCV
遅延、stage3はDML遅延、SCV低下、stage4はDML遅延、SCV測定不能、stage5はDML,SCVともに測
定不能とした。重症度スコア（SS）と機能的状態のスケール（FS）の経過を術前、術後3,6,12
ヵ月で比較検討した。【結果】電気生理学的に術前stage1は術後12ヵ月で1、stage2は
1、stage3は2.2、stage4は1.7、stage5は3.6に改善した。SSとFSの術後12ヵ月での改善率
は、SSではstage1は100%、stage2は95％、stage3は75%、stage4は95％、stage5は68%で、FSで
はstage1は100%、stage2は82％、stage3は73%、stage4は92％、stage5は69%であっ
た。【考察】今回stage5の電気生理学的に重症例でも、自覚的に約70％の症状と機能の回復が
得られることがわかった。最終的にstage5の症例は1例で罹病期間が6年と非常に長い例であっ
た。対立再建術の要否に関して予測は困難であるが、術前の約7割の症状が改善することは手術
のインフォームドコンセントをするうえで重要な所見と考えられた。
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手根管症候群の電気生理学的重症度と臨床症状との関連
Association of Electrophyiological Severity with Clinical Symptoms in Carpal Tunnel Syndrome

○織田 崇1,2, 今井 恒志郎2, 徳永 邦彦2, 村岡 幹夫2

渡辺 研二2

1市立根室病院　整形外科, 2亀田第一病院　整形外科

【はじめに】手根管症候群（CTS）の自覚症状と正中神経機能の障害との関係には不明な点があ
る．今回、CTS症例の電気生理学的重症度と自覚症状、知覚機能とを比較し、その関連について
検討した．
【方法】2010年1月より2012年3月までに、臨床症状や身体所見よりCTSと診断し電気生理学的検
査を施行した104手のうち、糖尿病や膠原病などの合併例を除外した73例90手を対象とした．男
18例、女55例、平均年齢66.3歳であった．有症状期間、しびれ・痛みのVAS値、夜間・早朝痛と
Tinel様徴候の有無を調査した．Semmes-Weinstein test（SWT）で母指－中指指腹部の知覚を測
定した．知覚神経および運動神経終末潜時を測定し、Padua分類により重症度を評価した．重症
度と有症状期間、VAS値、夜間痛の有無、知覚障害の程度との相関関係をSpeamanの順位相関関
数の検定により解析した．
【結果】Padua分類では、extreme（E群）  11手、severe  （S群）26手、moderate
（Mo群）46手、mild （Mi群）3手、Normal （N群）4手、該当しない2手であった．平均有症状
期間は、E群23.1ヵ月、S群27.3ヵ月、Mo群13ヵ月、Mi群8.8ヵ月、N群4.6ヵ月であった．平均
VAS値は、E群6.82、S群6.48、Mo群4.58、Mi群4、N群6.5であった．夜間・早朝痛は、E群9%、S
群27%、Mo群46%、Mi群33%、N群50%で認められた．重症度と有症状期間、VAS値とは正の相関が
あり、夜間痛とは負の相関があった． SWTで母－中指が赤を示した割合は、E群45-64%、S群28-
36%、Mo群9-14%、Mi群およびN群0%であり、各指の知覚障害の程度と重症度は相関した．
【結論】電気生理学的な重症度と有症状期間、VAS値、知覚障害の程度には相関があり、夜間痛
の有無には負の相関があった．自覚症状は正中神経機能障害と関連し、夜間痛は他の要因によ
り付加的に関与することが示唆された．
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高齢者手根管症候群における手根管開放術後一年での電気生理学的
回復についての検討

One-year postoperative electrophysiological recovery after carpal tunnel release in elder patients

○金谷 貴子1, 名倉 一成1, 国分 毅2, 美舩 泰2

黒坂 昌弘2

1神戸労災病院整形外科, 2神戸大学整形外科

目的】高齢者(≧70歳)の手根管症候群において手根管開放術を施行した症例を対象に電気生理
学的重症度分類を用いて、術前、術後1年での電気生理学的回復を検討した。対象と方法：2005
-2011年に70歳以上で手根管開放術を行った93手(右55手、左38手、平均年齢77.5±5.2歳)を対
象とした。診断基準はDML≧4.5ms, SCV≦40.0m/sとして重症度分類(1期:DML,SCV共に正常,
2期:DMLのみ遅延, 3期:DML遅延およびSCV低下,4期:DML遅延およびSCV測定不能, 5期:DML,SCV共
に測定不能)に基づき術前を評価し、術後1年での変化を比較検討した。1,2期を軽症、3期を中
等度、4,5期を重症とした。統計はχ二乗検定を用いた。【結果】術前は1期: 0手, 2期: 2手,
3期: 6手, 4期: 26手, 5期: 59手であった。重症例4,5期は91%を占め、最も重症の5期は63.4%
であった。術後は1期: 11手, 2期: 27手, 3期: 20手, 4期: 27手, 5期: 8手となり、1,2期の軽
症への回復が見られ(術前2手: 2%→術後38手: 41%)、有意であった( p＜0.0001)。また術後の
重症度分類別での結果は、2期の2手は1期; 1手, 2期; 1手へ、3期の6手は 1期; 2手, 2期;
3手, 3期; 1手へ、4期の26手は 1期; 5手, 2期; 8手, 3期;10手, 4期; 3手へ、5期の59手は
1期; 3手, 2期; 15手, 3期; 9手, 4期; 24手, 5期: 8手となり、80手(86%)が1期以上に改善
し、2,3,4期のままであった5手もDML値が改善した。以上より、術前は重症4,5期が多数を占め
たが、術後全体的に改善を示し、軽症例への回復も有意にみられた。【考察】高齢者の手根管
症候群は臨床的に重症例が多いと報告されている。電気生理学的にも術前は重症例がほとんど
であったが、術後の回復は良好であり、高齢者に対する手根管開放術の効果は期待でき
た。【結論】高齢者での手根管開放術後一年の電気生理学的回復は良好である。
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重症手根管症候群における第2虫様筋複合筋活動電位の有用性につ
いての電気生理学的検討

Relationship between preoperative 2nd lumbrical muscle CMAP and postoperative APB-CMAP in severe

carpal tunnel syndrome

○鈴木 英嗣1, 若林 良明1, 二村 昭元2, 鏑木 秀俊1

大川 淳1

1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

【目的】短母指外転筋複合活動電位（APB-CMAP）の導出不能な重症手根管症候群（CTS）におい
ては、第2虫様筋複合筋活動電位（SL-CMAP）が有用であるとされているが、国内での報告はま
だ少ない。今回我々は重度手根管症候群における術前SL-CMAPと、術後APB-CMAPの回復の関連性
について電気生理学的検討を行ったので報告する。
【対象と方法】2007年1月から2011年12月までに手根管開放術を施行した症例のうち、術前APB-
CMAPが導出不能であった重症CTS 20例20手を対象とした。男性5例・女性15例、右12手・左
8手、手術時平均年齢72.9歳（58～89歳）、母指対立再建術を併用したのは6例であった。術後
のAPB-CMAPの導出の可否について術後１年まで追跡し、術前のSL-CMAP導出結果との関係を検討
した。
【結果】術前にSL-CMAPが導出可能であったのは20例中16例であり、残りの4例では導出不可で
あった。SL-CMAPが術前に導出可能であった16例では、全例で術後1年以内にAPB-CMAPが導出可
能となった。術前SL-CMAPが導出不可であった4例のうち2例では術後1年以内にAPB-CMAPが導出
可能となったが、残りの2例は1年経過時でも導出不可のままであった。2×2分割表にてFisher
の正確確率検定を用いて検討したところ、術前SL-CMAPの導出と術後APB-CMAPの回復は有意に相
関していた（ｐ＜0.05）。
【考察】母指対立障害を認めるような重症CTSに対して母指対立再建術の適応を検討する際に
は、術後の筋力回復の予後が議論の対象となる。本研究ではSL-CMAPが導出可能であれば、APB-
CMAPは術前に導出不能でも、術後全例で電気生理学的な回復を認めており、重症CTSに対する術
前検査としてのSL-CMAPの有用性が示唆された。

S202



1-7-10

手根管症候群における神経障害性疼痛の術後経過
Postoperative course of neuropathic pain in the patients with carpal tunnel syndrome

○園畑 素樹1, 峯 博子2, 鶴田 敏幸2

1佐賀大学　医学部　整形外科, 2鶴田整形外科

【はじめに】痛みは、侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛、非器質的心因性疼痛の3種類に分類さ
れる。手根管症候群は、何らかの原因により手根管内圧が上昇し、正中神経が圧迫されること
により発症するが、その痛みについての質的評価を行った報告は少ない。今回、手根管症候群
における神経障害性疼痛の術前、ならびに術後経過について調査した。【対象と方法】臨床的
に手根管症候群と診断し、手根管開放術を行った61例63手を対象とした。狭窄性腱鞘炎の合
併、外傷の既往やデータの欠損症例を除外し、最終的に18例18手を対象とした。男性4手、女性
14手、平均年齢66歳だった。平均罹病期間は15か月だった。調査項目は、神経障害性疼痛の評
価、上肢機能評価、神経生理学的評価、疼痛評価とした。調査は、術前と術後4週目に行った。
神経障害性疼痛はpainDETECT、上肢機能の評価はDASH（the disabilities of the arm,
shoulder and hand; The JSSH Version）の機能障害/症状スコア、神経生理学的評価は正中神
経遠位潜時、疼痛はvisual analogue scale （VAS）で評価した。【結果】術前は神経障害性疼
痛の可能性がある症例が9手（50％）であったが、術後は3手（17％）と有意に低下していた
（p＜0.05）。DASHは、術前71、術後60と有意な変化を認めなかった。正中神経遠位潜時は、術
前9.5m・sec、術後8.4 m・secと有意な変化を認めなかった。VASも術前71mm、術後60 mmと有意
な変化を認めなかった。【考察】4週間という比較的短期間では、DASH、遠位潜時、VASの有意
な改善は認めなかったが、神経障害性疼痛は有意に改善していた。手根管症候群における神経
障害性疼痛は、手根管開放術によって早期に回復傾向を認めることが明らかになった。
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特発性手根管症候群手術症例における正中神経の形態的特徴につい
ての検討

Morphological Characteristic of The Median Nerve inThe Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome Operation

Cases

○斉藤 忍1, 国司 俊一1, 國吉 一樹2

1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

【はじめに】特発性手根管症候群（以下CTS）は絞扼性神経障害として認識されており、神経に
対する圧迫を解除する目的で手術的治療が広く行われている。しかし手術による正中神経の形
態的変化についてはいまだに不明な点が多い。今回我々はCTS手術施行例に対し術前後に手根管
部のMRIを撮像し、手根管および正中神経の形態的特徴について比較検討した。【対象および方
法】対象はCTS患者２２例２４手、男性４例女性１８例、平均年齢６５歳であった。これら症例
に対し初診時および術後３ヶ月に1.5T MRI（撮影条件：FE T2*、マイクロコイル使用）にて中
手骨基部より橈骨遠位までスライス厚2.5mm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術前後で比較し
た。【結果】初診時においては、扁平率は手根管内でほぼ同じ値を示した。断面積、占拠率は
遠位で低い値をとり、中央部より近位レベルで高い値となりさらに近位になると減少するS字パ
ターンを呈した。軟性手根管面積は遠位に比べ近位でやや高い値を示した。それに対し術後で
は、扁平率は初診時とほぼ変化がみられず、断面積および占拠率は近位で初診時と比べ低い値
を示し、特に占拠率は豆状骨より近位の広い範囲で有意に低下していた。軟性手根管面積は初
診時に比べ豆状骨より遠位での値が有意に増加していた。【結論】今回の結果より手術による
正中神経の形態的変化の特徴は、軟部手根管は遠位で開大し、正中神経はそれより近位で術前
に比べ腫大傾向が減少し、手根管内での占拠率の低下が認められた。しかし偏平化に関しては
改善傾向がみられなかった。
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拡散テンソルMRIを用いた手根管症候群患者の正中神経の術前と術
後の評価

Pre- and post-operative diffusion tensor MRI of the median nerve in carpal tunnel syndrome

○山上 信生1, 山本 宗一郎1, 辻本 由美子2, 田中 直美1

内尾 祐司1

1島根大学　医学部　整形外科, 2若草第一病院　整形外科

【はじめに】拡散テンソルMRI(DTI)は水分子の拡散の異方性を利用して拡散係数の最大方向を
追跡する画像解析法であり，当科では手根管症候群の診断におけるDTIの有用性について報告し
てきた．今回，手根管症候群患者における正中神経の術前と術後の状態を，DTIを用いて計測
し，その変化および神経伝導検査との関連を検討したので報告する．【対象と方法】手根管症
候群に対して手根管開放術を行った症例，6名9手を対象とした．男性2名3手，女性4 名6手，手
術時平均年齢67歳であった．DTIは術前および術後半年に撮像し，手根管中央において正中神経
のFA値，ADC値を測定した．術前と術後の値を比較評価し，統計処理にはpaired t-testを用い
た．また，DTI撮像と同時期に神経伝導検査も行い，術前と術後のFA およびADC値の変化量と，
運動神経遠位潜時の変化量との相関を，ピアソン相関係数を求めて検定した．【結果】術前FA
値は0.34±0.06，術後は0.38±0.07であり，術後のFA値は術前に比べて有意に高値を示してい
た(p＜0.05)．術前のADC 値は1.24±0.02，術後は1.11±0.02であり，術前に比べて術後に低値
を示したが有意差は認めなかった．運動神経遠位潜時は，術前8.9±3.9ms，術後4.9±1.2msで
あり，術後に有意に低値を示していた．術前術後における遠位潜時の変化量とFA値の変化量と
は負の相関を認めていた(r=-0.69)．【考察】FA値が脱髄やWaller 変性などの組織学的な変化
と対応して低値をとること，ADC 値は浮腫などで水分子が動きやすい状態にあると高値をとる
ことが報告されている．手術で神経が除圧されることにより，FA値は有意に増加し，ADC値は低
下する傾向があった．さらに，遠位潜時とFA値の改善の程度は相関を認めていた．DTI(とくに
FA値の測定)により神経障害の改善の程度を評価できる可能性がある．
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手根管症候群に対する術前のMRIでの占拠性病変の検討
Preoperative MRI search for space occupying lesions in carpal tunnnel syndrome

○河野 慎次郎, 関口 浩五郎, 吉川 陵

埼玉医科大学病院　整形外科

【緒言】鏡視下手根管開放術においては術中に占拠性病変などを確認することが困難であり、
占拠性病変を放置してしまい手根管症候群が再発する可能性が考えられる。当院では特発性手
根管症候群や透析性手根管症候群に対して第1選択として鏡視下手根管開放術（ECTR）をおこな
うが、術前にMRIを撮影し占拠性病変などの異常があれば直視下手根管開放術（OCTR）での占拠
性病変の除去に変更している。今回2009年6月から当院で手根管症候群に対する手術を行った症
例のうち術前MRIの検討によって手術法を変更した症例数を明らかにし、さらに変更群と非変更
群について比較検討したので報告する。【対象と方法】症例は2009年6月より当院で手根管症候
群に対して手術を行った86例中、初診時に特発性あるいは透析性手根管症候群と診断し、術前
にMRIを行った74手（63名）であり、術前のMRIによって手術法が変更を要した症例を変更群、
要さなかった症例を非変更群とし両群の数、変更群の全体における割合、変更の理由を明らか
にした。また変更群と非変更群において、男性の比率、年齢、透析の有無、両側罹患の有無、
罹患から初診までの期間、初診から手術までの期間、伝速での重症度、浜野分類での重症度に
ついて検討した。【結果】変更は12手、非変更は62手、全体に対する変更群の割合は16.2％、
変更群はガングリオン5例、痛風結節1例、関節リウマチ5例、多発性骨髄腫による有頭骨病変
1例、骨内ガングリオン2例、正中神経分岐異常1例であった。検討項目については両者に有意な
差を認めなかった【考察】今回手術法が変更となった症例にECRTを行った場合に術後に再発す
るかどうかはなんとも言えないが、変更となった症例が全体の16％もあることを考える
と、ECTRの術前にMRIを行うことはきわめて有用と考える。
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鏡視下手根管開放術前後の手根管の形態変化～MRIによる評価～
Morphologic changes after endoscopic carpal tunnel release : an evaluation by magnetic resonance

imaging

○谷脇 祥通1, 中島 紀綱2

1高知大学　医学部　整形外科, 2ハンズ高知フレッククリニック

【はじめに】今回我々は特発性手根管症候群（以下CTS）に対して鏡視下手根管開放術（以下
ECTR）を行った症例の術前後の手根管形態の変化をMRIにて評価し、臨床症状および電気生理学
的検査の経過との比較を行ったので報告する。【対象と方法】当科にてCTSと診断され、ECTRを
行った症例のうち、術前後にMRIでの評価が可能であった49例57手を対象とした。男性20例
24手、女性29例33手で、手術時平均年齢は71.1歳であった。MRIにて有鉤骨鉤と大菱形骨結節間
距離（以下a）の測定と屈筋支帯の掌側への張り出し（以下b）の測定を行い、術前後での比較
を行った。また術前、術後3か月、6か月にそれぞれ日手会版手根管症候群質問表（以下CTSI-
JSSH）による評価と、短母指外転筋の複合筋活動電位（以下APB-CMAP）における遠位潜時の測
定を行った。【結果】距離aは術前後で平均が20.7mmから22.0mmへ、距離bも2.5mmから6.7mmと
全例で増加していた。bをaで除したFlexor retinaculum bulging ratioは術前平均0.119から術
後平均0.303と増加していた。CTSI-JSSH症状スコアは術前平均27.9が術後3か月では21.8、6か
月では20.1と経時的に改善し、またAPB-CMAPの遠位潜時もそれぞれ8.32msが5.47ms、5.06msへ
と改善していた。MRI計測における各パラメーターや変化率とCTSI-JSSHの各項目、電気生理学
的な改善に関して明らかな相関は認めなかった。【考察】近年MRIによる手根管形態変化の報告
が散見されるが、臨床症状との関わりは明らかではない。横手根靱帯切離に伴う手根管形態や
筋バランスの変化が術後の疼痛や握力低下など患者の自覚評価を下げる要因になっていると仮
定して、今回ECTR術前後でのMRI計測を行ったが、形態変化と自覚症状や電気生理学的な改善の
間には明らかな相関は認めず、今後さらなる検討が必要と思われた。
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超音波検査による手根管部正中神経変異と遺残正中動脈の検索
Ultrasonography for Detection of the Anatomic Variations of the Median Nerve and the Persistent

Median Artery

○中道 健一1, 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)手根管部の正中神経と動脈には解剖学的変異があるが，近年の低侵襲手術では視野が限
られ，特に変異例では損傷の危険性がある。したがって，術前に変異を検出できれば手術計画
の立案に有用と考えられる。今回，超音波検査(US)により上記の変異を検索したので報告す
る。(対象と方法)特発性手根管症候群176(男18,女158)名255手(47-81(平均61)歳)を対象とし
た。US横断像を用い手根管の近位から遠位へ正中神経を追跡し，本幹とこれより分岐し母指球
筋に向かう運動枝を観察した。関連変異として遺残正中動脈(PMA)も検索した。(結果)運動枝は
164手(64%)で描出できた。分岐部位は本幹橈側154手，中央9手，尺側1手であった。運動枝の神
経束は手根管内で独立していたため，extra/subligamentous typeの区別は困難であっ
た。transligamentous typeとして運動枝の絞扼を5手に認めた。本幹は全手で描出でき，変異
として高位分岐を22手に認めた。PMAは16手に存在し，12手は高位分岐手で橈，尺側の神経の間
にあったが，4手は非分岐手で神経本幹の尺側に認めた。手術は14手に行った。open法による3
手には変異はなく，US所見と合致した。残る11手は小皮切法によるため，術中十分な検索はで
きなかった。(考察)正中神経の運動枝の描出率は64％であったが，本幹は全手で描出可能で変
異(高位分岐)も検出できた。PMAは高位分岐手に多いとされるが，非分岐手にも存在し，この場
合は神経本幹の尺側に存在した。これは手術時，屈筋支帯の切離部位に相当するため，その検
索は重要と考える。本調査では手術対比手が少数という制約があるが，上記の近位から遠位へ
の神経本幹と運動枝のUS追跡は，手術時の直視下確認法をUSにより再現したもので信頼しうる
方法と考えている。(結語)USは手根管部正中神経変異とPMAの検索の一助となりうる。
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手根管開放術後の正中神経の超音波所見
US Findings of Median Nerve after Carpal Tunnel Release

○長田 龍介, 頭川 峰志

富山大学　医学部　整形外科

【はじめに】手根管開放を行った患者において、正中神経の断面積と指運動に伴う神経移動が
手術前後でどのように変化するか検討した。【方法】症状と電気生理学的所見から手根管症候
群と診断された患者で小切開の展開により直視下に手根管開放を行い症状が軽快した9症例9手
（全例女性、平均年齢61.2歳）を対象とした。US検査は被検者の前腕を回外位として手関節部
皮線上にて14MHz linear array transducerを前腕の軸に垂直に当て、手関節部の横断面を描出
し正中神経の断面積を計測した。次いで被検者に指運動（finger counting, grip and
release）、手関節の最大屈曲伸展を行うよう指示し、その間の超音波画像所見を25
images/secで記録した。一連のイメージ画像から指運動、手関節運動に伴うTS、および手関節
運動に伴う正中神経の浅深方向への移動距離をそれぞれ計測した。計測は手術前1-7日の時点
（術前）と術後6-7カ月の時点（術後）に行った。統計学的処置はWilcoxon t-testにより行な
った。【結果】正中神経の断面積は平均0.18cm2から0.10 cm2に減少した。FCに伴うTSは平均
5.0mmから7.3mmに増加した。手関節運動に伴うTSは平均4.1mmから7.6mmに増加した。手関節運
動に伴い神経は屈曲時に深く位置し伸展時に皮膚表層に近づき、浅深方向への移動距離は平均
2.8mmから4.2mmに増加した。以上の術前後の変化はいずれも統計学的に有意であっ
た。【考察】本研究により、手根管症候群に見られる正中神経の腫大、および指、手関節の運
動に伴う神経の移動性低下は、ある程度可逆性であることが示された。これらのエコー所見は
手根管症候群の診断、あるいは術後経過観察に有用であると考える。
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手根管開放術前後の正中神経の形態・動態変化
Morphological and dynamical change of the median nerve after carpal tunnel release

○中林 昭裕1, 砂川 融2, 鈴木 修身1, 中島 祐子1

越智 光夫1

1広島大学大学院　整形外科, 2広島大学大学院　保健学研究院

【はじめに】超音波検査は正中神経の形態, 動態が観察でき, 手根管症候群(CTS)においても有
用性が報告されている. しかし, 術前後でその変化を検討した報告は少ない.  【目的】CTS患
者の手根管入口部における正中神経の横断面の面積と手指屈伸での移動距離を手術前後で比較
し,その特徴を検討することである. 【対象と方法】CTSで術前後に超音波検査を行った7例(男
性1例, 女性6例), 平均年齢68.4歳を対象とした. 全例小切開での直視下手根管開放術を施行し
た. また, 健常人6例(平均年齢37.5歳)を正常群とし同様の検査を行なった. 超音波検査にて遠
位手首皮線高位での正中神経の断面積, 手関節を固定した状態での手指自動最大屈伸時の正中
神経横断面移動距離を術前後で比較した. 移動距離の計測には超音波装置に付属したtracking
systemを使用した. 臨床評価は自覚症状とSemmes-Weinstein (SW) testで行なった. 術後経過
観察期間は平均5.9カ月であった. 【結果】全例で自覚症状は消失, 軽快し，SW testでも回復
傾向を認めた. 正中神経の横断面積は平均で術前21. 6mm2, 術後18.5mm2, 正常群11.4 mm2で術
後に減少していたが, 正常群と比較すると大きい値であった. 手指運動に伴う正中神経の移動
距離は術前で正常群よりも有意に大きく, 有意差はないが術後に減少する傾向があった.
【考察】CTSでは, 手指の運動による正中神経の長軸方向への可動性が低下すると報告されてい
る. 今回の結果では横断面の動きが正常群と比較し術前CTS群で大きい値を示した. 理由として
過去の報告のように長軸方向への動きが制限されることで, 手指の運動に伴う正常な動きが制
限され, 神経のたわみが生じたためと推測した. また, 術後に横断面の移動距離が減少したが,
症状が改善していることより正常な動きへ近づいたことが示唆された.
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アスリートの手関節や手指の外傷と障害
－診断、治療、早期競技復帰への支援－

Athletic Injuries and Disorders of the Wrist and Hand

- Diagnosis, Treatments, Support for the Early Return to Sports Activity -

○中尾 悦宏

中日新聞社健康保険組合　中日病院

スポーツによる手関節、手指の外傷や障害について、適切な診断法や治療法を概説する。アス
リートの場合、日常の診療手順に加え、競技の特性、選手のポジションや競技レベルを十分に
知り、治療時期にも配慮する必要がある。レクリエーショナルプレーヤーのみならず広く活躍
するトップアスリートやプロフェッショナルプレーヤーの症例を交えながら、早期競技復帰へ
の取り組みを紹介する。
手根骨骨折で最も多い舟状骨骨折はMRI にて早期診断が可能となった。新鮮安定型骨折は経皮
的骨接合にて早期スポーツ復帰が可能となる。遷延治癒や偽関節は手根配列に留意した骨接合
術の適応である。骨壊死疾患として、キーンベック病は十代発症のほとんどがスポーツ由来で
ある。また稀に有頭骨骨頭壊死や中手骨骨頭壊死にも遭遇する。関節面の形態を維持すべく治
療にあたるが、時として長期間を要する。TFCC損傷やDRUJ不安定症など尺側手関節障害につい
て、保存的治療、手術治療を紹介する。尺骨短縮術は三ヶ月程度のブレースの装着を要するが
成績は安定しており、以前のパフォーマンスを取り戻したアスリートも多い。指の外傷とし
て、MP関節やPIP関節の靱帯損傷、PIP関節脱臼骨折、槌指骨折等についても、トップレベルの
競技者の症例を紹介し手術や後療法について述べる。
アスリートの競技復帰には、適切な診断や治療に加え、競技や選手の特性を熟知したハンドセ
ラピストやトレーナーとの連携が必須である。障害に対する作業療法や装具療法のみでなく、
再始動に向けた段階的トレーニングの指導など、多角的にサポートにあたる。このような積極
的な支援が、早期のスポーツ活動への復帰を可能とし、パフォーマンスの向上につながると考
えている。
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手根管症候群における横手根靭帯の弾性変化
Comparative Study on the Stiffness of Transverse Carpal Ligament between Normal Subjects and Carpal

Tunnel Syndrome Patients

○三浦 俊樹1,3, 宮本 英明2, 上原 浩介3, 森崎 裕3

1JR東京総合病院　整形外科, 2ストラスブール大学　整形外科, 3東京大学　整形外科

【はじめに】横手根靭帯（以下TCL）の弾性は手根管内圧と関連していることが動物や屍体標本
を用いた研究で報告されている。一方近年、超音波エラストグラフィーを用いて生体内での軟
部組織弾性を測定することが可能となってきた。【目的】TCLの弾性変化が手根管症候群に関与
するかを生体内で明らかにすること。【対象と方法】健常人17人34手と特発性手根管症候群と
診断した患者13人18手を対象とした。超音波装置（HIVISION, 日立アロカメディカル株式会
社）を用いて豆状骨のレベルでの短軸像からTCLの厚みと弾性を計測した。弾性の評価にはエラ
ストグラフィー機能を用い、TCLの歪みに対するプローブに装着した音響カプラの歪みとの比を
指標とした。手根管症候群患者については疼痛に関するvisual analog scale(VAS)と罹病機関
との関連も調査した。【結果】健常人のTCLは年齢とともに硬くなる傾向があったが、厚みと年
齢との相関はなかった。健常手と手根管症候群患者のTCLとの比較では、厚みは各々
1.1mm、1.3mmで有意差があった（P = 0.01）。また弾性に関する歪み比も各々6.0、8.1であ
り、TCLは患者において優位に硬くなっていた（P = 0.03）。重回帰分析の結果、TCLの硬化と
肥厚は患者のVASに関与していた。また、TCLの硬さと罹病機関には中等度の相関があっ
た。【考察】TCLの弾性低下と手根管内のボリューム増大が手根管内圧の上昇をきたし手根管症
候群の発症に関与する要因と考えられる。エラストグラフィーを用いた今回の結果から手根管
症候群患者のTCLの弾性が低下していることが生体内の評価においても示された。TCLの硬化は
持続的に手根管内圧を上昇させることにより強い疼痛と罹病機関の長期化に関与していると推
測された。【結語】生体内でのTCLの弾性変化が手根管症候群の発症と重症化に関与している。
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手根管症候群に対する内視鏡を併用した小切開手根管開放術の検討
Assessment of open carpal tunnel release assisted with an endoscope for carpal tunnel syndrome

○桑原 眞人, 平瀬 雄一, 中村 恒一, 戸田 千里
伊川 真実

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

現在、手根管症候群に対する手根管開放術は小切開法（OCTR）もしくは鏡視下法（ECTR）が広
く行われており、それぞれの利点、欠点が報告されている。当院では2011年6月以降小切開法に
よる手根管開放術に際して、従来の小切開法を行った上で、創部から内視鏡を挿入し、横手根
靭帯近位部から前腕遠位部にかけて神経絞扼所見が残存の有無を確認している。通常の小切開
法を実施した90手と、小切開法＋内視鏡確認を行い、少なくとも術後3ヶ月以上経過した76手を
検討した。手術前後のDASH-JSSHの結果は両群とも有意に改善していたが、それぞれの手法の改
善率に関して両群間に有意差は見られなかった。ただし、前腕筋膜の正中神経圧迫による神経
症状のため再手術を要したものが従来の小切開法群のうち3例存在した。内視鏡併用群では再手
術に至った例は無かった。小切開手技において横手根靭帯を十分に切離できたと判断した場合
でも内視鏡所見では横手根靭帯の連続性が確認される例や、前腕筋膜部分で正中神経が圧迫さ
れている所見が確認される例が存在した。これらの所見は正中神経の残存横手根靭帯間におけ
る嵌頓や前腕筋膜部でのkinkingを生じさせ、その結果、正中神経と周囲組織の癒着へとつなが
る可能性が示唆される。内視鏡併用小切開法はOCTRあるいはECTR単独手法よりも有利な手技で
あると考えられた。
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超音波エコーを補助とした内視鏡下手根管開放術
Ultrasonographic assisted endoscopic carpal tunnel release

○亀山 真, 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

目的： 手根管症候群に対する2-portal内視鏡下手根管開放術（Chaw法）の施行前に，超音波エ
コーで重要組織を確認することの有用性を紹介する．
方法：2009年10月以降61手に本法を行った．近位手首皮線上に超音波エコーの探触子を置き，
正中神経をマーキングする．手根管入口部では正中神経と尺骨動脈の間隔を確認する．手根管
出口部では尺骨動脈が有鉤骨鉤の橈側か尺側かを確認する．手首皮線の正中神経との交差部よ
り中，環指指間に向かう線に沿って探触子を置き，円形に拍動する浅掌動脈弓を探る．小指球
の皮膚上に浅掌動脈弓の位置を示す線をマーキングしこの線が手首皮線と並行になるようにす
る．Entry portalは正中神経の尺側縁，exit portalは浅掌動脈弓を示すマーキングより近位に
置く．以下，Chaw法の手技に従い手術を施行する．なお，別に外来で超音波エコーを行った151
手に対し，手根管出口部での尺骨動脈の有鉤骨鉤との位置関係を合わせて検討した．
結果：Exit portalを浅掌動脈弓の近位に設置できず，直視下法に変更した例は1例あった．重
篤な神経，血管損傷を生じた例はなく，術前の症状は全例改善した．超音波エコーで有鉤骨鉤
の橈側を尺骨動脈が走行していたものは41手（27%）にみられた．
考察：内視鏡手術では手根管の内側からの視野に限られるため，尺骨動脈，神経を含むギヨン
管の位置を判定できない．Entry portalを正中神経から離して尺側に設置しすぎるとギヨン管
床をナイフが切り込み，尺骨動脈損傷，屈筋支帯の不完全切離の危険がある．尺骨動脈が有鉤
骨鉤の橈側を走行している場合，exit portal作成時にこれを損傷する危険がある．これらを回
避する手段として，術前に超音波エコーで重要組織の位置を把握しておくことは極めて重要と
考えている．
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溝付きガラス管を用いた鏡視下手根管開放術の短期成績
The short-term results of endoscopic carpal tunnel release using grooved glass tube

○丸山 真博, 高原 政利, 平野 知恵子, 根本 忠信

泉整形外科病院手肘スポーツ

【目的】溝付きガラス管を用いた鏡視下手根管開放術(ECTR)の後ろ向き全例調査。【対象と方
法】手根管症候群に対し溝付きガラス管を用いたECTRを施行した88例109手の全例を対象とし
た。平均年齢63(28-91)歳、男18例、女性70例、両側27例、右37例、左24例であった。短母指外
転筋M波の導出可能88手(遠位潜時：平均6.9ms)、導出不能21手であった。局所麻酔下に奥津法
に準じ溝付きガラス管を挿入し4 mm鏡視下に屈筋支帯を切離した。4 mm鏡視用ガラス管挿入困
難例(n=6手)では2.7mm鏡視用の細いガラス管を用いた。ばね指26手38指に対し腱鞘切開を同時
に施行した。1例に対立再建を行った。経過観察期間は平均4.7か月(1日-14か月)であった。術
後1か月以内、3か月、6か月でのしびれ、手掌痛、術後合併症について調査した。しびれは消
失、軽快、不変、悪化で評価した。成績と遠位潜時や術中狭窄との関係を検討した。【結果】
最終調査時のしびれは消失68%、軽快31%、悪化0%、不明1%(術翌日以降来院しなかった1手)であ
った。1か月以内(n=109手)では消失36%、軽快40%、不変23%、悪化0%、不明1%、3か月(n=77手)
では、消失59%、軽快36%、不変5%、悪化0%、6か月(n=44手)では消失80%、軽快20%、不変0%、悪
化0%であった。手掌痛は1ヵ月69%、3ヵ月43%、6ヵ月14%に認めた。神経血管損傷はなかった。M
波の導出不能例や4 mm鏡視用ガラス管挿入困難例ではその他の群に比べて3か月でのしびれ改善
が有意に少なかった。導出不能例のうち3か月以上経過した17手(対立再建術1例を除く)のつま
み動作の改善は71%（平均4か月）に認め、29%（平均4ヵ月）には認めなかった。【考察】全経
過期間内で1例の不明（経過1日）を除き、悪化はなかった。本術式は安全確実で成績は良好で
あった。ガラス管挿入困難例やM波導出不能例ははゆっくりだが回復した。
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Extra-ligamentous approachを用いた1-portal法による鏡視下手根管開
放術の治療成績

endoscopic carpal tunnel release by one portal method using extra-ligamentous approach

○鈴木 康一, 川崎 由美子, 稗田 寛

慶仁会　川崎病院　整形外科

【目的】
我々は第54回学術集会にてextra-ligamentous approachによる2-portal鏡視下手根管開放術を
行い,その治療成績について報告した.今回1-portalに改良した方法で手術を行い,その治療成績
を検討したので報告する
【方法】
対象は当科で治療した特発性手根管症候群82例91手とした.術後経過観察期間は3～16ヵ月（平
均6.1ヵ月）であった.年齢は36～87歳（平均71.5歳）であった.浜田分類ではgrade1が
25手,grade2が51手,grade3が15手であった.手術方法は遠位手掌皮線から近位2cmに小切開を加
え,手掌腱膜と横手根靭帯の間に皮下トンネルを作成し,自作のダイレーターを挿入する.次に池
田らの報告する溝付きエレバを参考に作製したプラスチックの溝付きヘラを手根管内に挿入す
る.ダイレーター内に手関節鏡（径2.7mm）を挿入し,横手根靭帯を観察しつつ長剪刀,電気メス
を用いて切離した.術後成績はKellyの評価法を用いて評価した.また術後の手掌部痛を評価する
ために圧痛計を用い,術後の手根管直上の圧痛閾値を測定した.
【結果】
全例に症状の軽快を認め,excellent59手,good23手,fair9手,poor0手であった.手掌部痛はほと
んどの症例において早期から消失を認め,術後1ヶ月の時点で91手中84手(92.3%)が疼痛閾値4kgf
以上であった.
【考察】
手根管症候群に対する鏡視下法は低侵襲であり,早期の社会復帰が可能である.しかし,一方でラ
ーニングカーブの問題,神経・血管損傷など副損傷のリスクが伴う.直視下法は近年多くの施設
が小切開で行うことで低侵襲化してきているが,不完全な視野での操作による副損傷の可能性も
否定できない.我々の鏡視下法は横手根靭帯の切離を安全,かつ確実に行うことができ,操作も比
較的容易である.今回2-portalから1-portalに術式を改良したことで術翌日からの洗顔が可能と
なり,術後のADLの改善が見られた.
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鏡視下手根管開放術後の一時的尺骨神経麻痺に関する考察
Temporary Ulnar Nerve Palsy after Endoscopic Carpal Tunnel Release

○喜多島 出1, 山本 精三2, 中道 健一3, 立花 新太郎4

1虎の門病院分院　整形外科, 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

【目的】当院では，手根管症候群（CTS）に対し，鏡視下手根管開放術（ECTR）を施行後に一時
的尺骨神経麻痺を生じた症例を2例経験している．文献的にも術後Guyon管症候群，尺骨神経麻
痺として報告がある．ECTRを安全に行うためには，その原因を解明することが不可欠と考え
る．今回，われわれはECTR施行前後に超音波検査を施行し，Guyon管の形状の変化を分析した．
若干の文献的考察を含めて考察する．【対象と方法】対象は当院にて手根管症候群に対して鏡
視下手根管開放術を施行し，術前後に超音波検査を施行した症例25例である．男性5例，女性
20例，血液透析患者10例，平均年齢64.4±15.5歳であった．術前，術直後，術後1週間におい
て，超音波検査を用いて大菱形骨結節と有鉤骨鉤間の距離（以下THD）および舟状骨結節と豆状
骨間の距離（以下SPD）を測定し，屈筋支帯切離がGuyon管に及ぼす影響を計測した．統計学的
検索にはstudent’s t-test， Mann-Whitney’s U testを用いて比較した．【結果】THDは術
前，術直後，術後2週間でそれぞれ21.8±2.7mm, 25.4±3.4mm, 22.0±2.8mmであった．SPDは術
前，術直後，術後2週間でそれぞれ27.5±3.8mm,  30.8±2.7mm,  28.0±3.5mmであっ
た．THD，SPDともに術前の測定値と術直後の測定値に統計学的に有意差を認めたが，術前と術
後2週間での測定値に有意な差を認めなかった．THDの術直後と術前の差は3.61±2.08mm，SPDで
は3.24±2.17mmで統計学的に有意にTHDの差の方が大きかった．【考察】ECTRにおける屈筋支帯
切離により術直後にGuyon管形状が大きく偏位していた．ECTR術後の一時的尺骨神経麻痺は
Guyon管の偏位が関与している可能性がある．
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重症手根管症候群に対する腱移行術の適応決定における針筋電図検
査の重要性

Needle Electromyography is necessary to decide the indication of tendon transfer in carpal tunnel

syndrome

○原 友紀1, 西浦 康正2, 中島 佳子3, 野澤 大輔1

落合 直之3

1筑波大学　医学医療系　整形外科

2筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育ステーション

3取手北相馬保健医療センター医師会病院, 4キッコーマン総合病院外科センター

われわれは重症手根管症候群患者における母指対立再建術を検討する際には短母指外転筋(APB)
の針筋電図検査を行いAPBが完全麻痺に陥っているか否か診断している。今回、術前APB筋力が
【1】以下で母指対立再建術を行わなかった症例の術後経過を検討したので報告する。【対象と
方法】2001年4月～2012年3月の間に神経伝導速度検査により診断した手根管症候群432例のう
ち、術前APB筋力が【1】以下で母指対立再建術を行わなかった特発性手根管症候群症例39例42
手（男性11例、女性28例）を対象とした。術前筋力・手術時年齢・罹病期間・術後1年時のAPB
筋力を調査した。【結果】手術時年齢は平均61.7歳（43-79歳）、罹病期間は平均5.1年（6か月
～40年）であった。術前MMT【0】であった8例9手では、術後1年のAPB筋力がMMT【3】以上が4例
5手、MMT【2】以下の症例が4例4手であった。術前MMT【1】であった31例33手では、術後1年の
筋力がMMT【5】14例15手、MMT【4】15例16手、MMT【3】4例4手で、【2】以下の症例はなかっ
た。このうち、1年後のMMTが【3】にとどまった4例は75歳以上か罹病期間が10年以上の症例で
あった。【考察】針筋電図検査は侵襲的であるとの理由から絞扼性神経障害の術前診断では実
施されないことが多い。著者らが行った日本手外科学会会員を対象とした2008年のアンケート
調査においても、針筋電図検査で母指対立再建術の適応を決定している手外科医はわずか9%に
留まった。今回の結果から、術前にAPB随意収縮時の運動単位電位が確認できる患者は一期的母
指対立再建術の必要はないと考えられた。手根管症候群患者の母指対立再建術の適応決定に針
筋電図検査は必須であると考える。
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重度手根管症候群における電気生理学的および短母指外転筋筋力回
復の検討

Electrophysiological assessment and abductor pollicis brevis muscular power in advanced carpal tunnel

syndrome

○澤田 智一1, 松山 幸弘1, 荻原 弘晃2, 宮城 道人2

佐野 倫生3

1浜松医科大学　整形外科, 2浜松赤十字病院, 3静岡市立静岡病院

【はじめに】母指球萎縮を伴う手根管症候群の母指対立障害に対しては、手根管開放術のみを
行うか、一期的に対立再建を行うか意見の分かれるところである。また、術後回復不良例に対
し、いつ頃、対立再建を行うかは明確ではない。【目的】母指球萎縮があり短母指外転筋の複
合活動電位(APB-CMAP)導出不能例に対して行った手根管開放術のAPB-CMAP導出時期および、短
母指外転筋(APB)筋力を検討すること。【方法と対象】当科において手根管開放術を施行し、1
年以上経過観察可能であり、術前にAPB-CMAP導出不能であった24例25手(透析例を除く)を対象
とした。術後3ヶ月、6ヶ月、1年で神経伝導速度検査を施行し、術後最終APB筋力を評価し
た。【結果】術後APB-CMAPが導出可能になった症例は19手、術後1年経過しても導出不能例は6
手であった。導出可能時期は術後3ヶ月6手、6ヶ月8手、1年以上5手であった。術後最終APB筋力
は、MMT3以上12手(48%)、3未満13手であった。手術時年齢と導出の可否、最終筋力との間に相
関はなかった。罹病期間と導出の可否については有意差が見られたが、最終筋力との間には有
意差がなかった。一方、術後導出可能時期が早いほど有意に最終筋力の改善がみられた。特に
術後導出可能時期が6か月以内の症例はMMT3以上の筋力の回復が多くみられた。【考察】APB筋
力回復の予後因子としては、術前の予測因子は不明という報告と、年齢や罹病期間、電気診断
により予測可能という報告がある。今回の検討では術前の年齢・罹病期間で筋力回復の予測は
困難であった。一方、術後はAPB-CMAP導出可能時期が早いほど最終筋力の改善がみられた。術
後6か月以上導出不能例では早期に対立再建なども考慮してもよいと考えた。
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手根管症候群に対するCamitz法における長掌筋腱の効果
The Effects of Palmaris Longus of Camitz Procedure for Carpal Tunnel Syndrome

○加家壁 正知, 福本 恵三, 村中 秀行, 菅野 百合
小平 聡

埼玉成恵会病院埼玉手外科研究所

【目的】手根管症候群に伴う強い母指球筋萎縮は母指対立機能を障害し、手根管開放術のみで
は母指対立機能回復に時間を要することがあり、早期の機能回復を希望される場合にCamitz法
をはじめとする一期的腱移行術が考慮される。Camitz法で移行された長掌筋腱（以下PL）は、
滑走することを前提にプーリーを作製する変法などの報告もある一方、術後早期のinternal
splintとしての役割しか持たない考えもある。実際に移行されたPLは滑走しているのか超音波
を用い検討した。【方法】当院で2008年から4年間で手根管症候群に対して手根管開放術ととも
にPLを用いてCamitz法原法を施行し、本調査に同意した9例9手（手術時年齢平均65.1歳、男性
2例、女性7例）。超音波検査装置（MyLabFive／HITACHI）を用い、手関節遠位皮線より3cm中枢
のPL直上で計測する。肘関節90°屈曲、前腕回外90°とし、手関節0度から母指対立位にしつつ
手関節50°まで屈曲させ、PLの動きを録画する。これを、Dilleyのframe by frame cross
correlation法を用いて画像処理しPLの滑走距離を測定した。【結果】Camitz法で移行したPLは
平均2.64mm、移行していないPLは平均1.75mmの滑走を認めた。なお、健常者8人16手でのPL平均
滑走距離は1.20mm(最小0.02mm/最大5.99mm)【考察】Camitz法で移行されたPLは移行されていな
いPLと比べると滑走距離が大きくなる傾向を認めた（P＜0.05）。他の腱移行と異なり、Camitz
法では移行されたPLは実際に腱としての滑走は小さく、かつ力源としての強度も弱いた
め、internal  splintとしての役割が強いと思われる。
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重度手根管症候群に対するBunnell法の治療成績
Bunnell procedure for severe carpal tunnel syndrome

○大谷 和裕, 冨山 貴司, 赤木 將男

近畿大学　医学部　整形外科

【目的】手根管症候群は頻度の高い絞扼性神経障害である。手術治療として直視下もしくは鏡
視下に手根管開放術が行われることが一般的である。しかし、母指球筋の萎縮が高度で母指対
立障害を認める症例にはしばしば再建術が必要となる。母指対立再建術にはさまざまな方法が
ある。今回、当科で施行した環指FDS腱を用いたBunnell法に準じた母指対立再建術の術後成績
につき検討した。【方法】対象は当科で手根管症候群に対し母指対立再建術を施行した25例で
ある。このうちCamitz法を施行した14例とBunnell法11例について比較検討を行った。他の手術
を同時に行った症例は検討から省いた。両群の手術時間、握力、ピンチ力につき検討し、日手
会DASHスコアの比較検討を行った。【結果】手術時間はCamitz法は85～115分、平均
98分、Bunnell法は105～195分、平均136分と有意にCamitz法で短かった。握力はCamitz法12ｋ
ｇ、Bunnell法18ｋｇ、ピンチ力はCamitz法2.9ｋｇ、Bunnell法4.5ｋｇと後者で有意に強かっ
た。握力およびピンチ力の改善率で比較するとピンチ力は術後有意な改善を認めたが、握力に
差は認めなかった。DASHスコアはCamitz法15.9点、Bunnell法7.8点と後者で良好な傾向にあっ
た。【考察】母指対立再建術にはさまざまな方法がある。長掌筋腱を用いるCamitz法は手根管
開放術の創をそのまま利用して行える簡便な方法であるが厳密な母趾対立再建術ではないため
ピンチ力が弱いのが欠点である。一方環指FDSを用いる再建術は力強いピンチ力が再建できた。
しかし、尺側手根屈筋腱でプーリーを作成する必要があり手術操作が煩雑で手術時間が長いの
が欠点である。両手術法での比較ではピンチ力の改善には有意差を認めたが握力やDASHスコア
に有意差は認めなかった。個々の症例に応じて適応を決定するのが良いと考える。
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手根管症候群に対する最小侵襲母指対立再建術
Minimally invasive thumb opponensplasty surgery for carpal tunnnel syndrome

○細川 哲, 菊池 克彦

国家公務員共済組合連合会　千早病院

【はじめに】重度手根管症候群に対する母指対立再建術ではCamitz法が広く行われているが、
決して低侵襲とは言えない。今回ECTRに加えて環指浅指屈筋腱を用いた小皮節での対立再建方
法を考案したので報告する。【対象と方法】母指対立障害があり、母指球萎縮が高度な2症例に
本法を行った。手術方法は1.奥津法に準じた1-portal 法でECTRを行う。2.環指浅指屈筋腱
(FDS4)を切離し、ECTRのportalより引き抜く。3. ECTR portalを利用しGyon 管の掌側手根靭帯
をpulley として母指球部の皮下を通す。 4.MP関節橈側に約1.5cmの皮切を加えFDS4を皮下を通
して母指MP関節部に引き抜く。 5.FDS断端を短母指伸筋腱を通して翻転し縫着する。 【結果】
症例1　78歳女性　数年前より右手のしびれがあり徐々に細かい動作がしにくくなってきたため
当科紹介。初診時右手は著明な母指球筋委縮を呈し、ペットボトルのふたを開けづらい等母指
対立運動障害を伴っていたいためECTRに加えて本法を施行した。術後2週の外固定ののち、日常
生活動作を許可した。術後1カ月でコインつまみ、4カ月でボタンかけが可能となった。症例2
84歳男性　数年前より右手のしびれ、巧緻運動障害があるも放置。しびれ、巧緻運動障害が高
度なため当科紹介。初診時母指IP関節の関節症変化もあり母指対立が不能であった。本法施行
後術後3カ月でコインつまみが可能となった。【考察】本法の利点としては手技が簡便で手術時
間も1時間程度と短い。早期からの運動療法が可能。また、Pulleyの位置が豆状骨方向に近く、
移行腱が掌側外転方向のみならず、母指回旋方向にも作用する。皮切が1～1.5cmX3ヶ所で施行
できる。Pillar zoneに侵襲を加えずに施行できる等が挙げられる。短所としては握力の低下の
可能性がある。
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変形性肘関節症における肘部管の三次元形態解析
Three Dimensional Morphological Analysis of Cubitul Tunnel with Osteoarthritis of the Elbow

○川西 洋平1, 三宅 潤一1, 片岡 利行1, 村瀬 剛1

島田 幸造2

1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)

2大阪厚生年金病院

【目的】肘部管形態に関する研究は主に新鮮屍体を用いて行われてきたが、いまだ変形性肘関
節症における肘部管形態の詳細は不明である。また実際の肘部管症候群は変形性肘関節症と関
連するものが最も多いとされる一方で、変形性肘関節症において肘部管症候群を併発しない例
も多く、病態が不明な点も多い。本研究の目的は、変形性肘関節症における肘部管形態を明ら
かにし、肘部管症候群発症との関係を調査することである。【方法】関節形成術を行った一次
性の変形性肘関節症38肘を対象とした。肘部管症候群を伴うもの（A群）が13肘、伴わないもの
（B群）が25肘であった。各群の平均年齢は56歳(28～73)、40歳(19～64)、女性の内訳は3例、1
例であった。最大伸展位、屈曲90度位、最大屈曲位で撮影したCTデータから三次元骨モデルを
作成し、各肢位における肘部管断面を再現し、その形態を定量化し、二群間で比較検討し
た。【結果】肘部管面積は、A群では屈曲に伴い段階的に減少したが、B群では屈曲90度位で一
旦増加し、最大屈曲位で再び減少した。二群間の比較では、肘部管に占める骨棘の割合はA群が
全肢位で有意に大きく、肘部管面積は最大屈曲位でA群が有意に小さかった。また内側骨棘形態
に差が認められ、上腕骨側では、骨棘の高さ、幅、面積は、それぞれ、全肢位、最大伸展位と
屈曲90度位、最大伸展位においてA群で有意に大きかった。尺骨側では、最大伸展位における高
さが、A群で有意に大きかった。【考察】肘部管症候群の原因として、神経の圧迫、牽引力、ね
じれ、オズボーン靭帯の解剖学的特徴など様々な要素が指摘されているが、今回の結果から変
形性肘関節症における肘部管症候群に関しては、単純に内側骨棘の存在が大きく関与している
可能性が示唆される。
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肘部管症候群患者における尺骨神経MRI横断像の面積と形態
Cross sectional area and shape of the ulnar nerve measured by MRI in patients with the cubital tunnel

syndrome

○寺山 恭史1, 加藤 博之2, 内山 茂晴2, 岩倉 菜穂子1

加藤 義治1

1東京女子医科大学　整形外科教室, 2信州大学　整形外科

肘部管症候群(CubTS)における尺骨神経の断面積と横断像の形態の変化を明らかにするため，肘
部MRIを計測し対照群と比較した．さらに断面積と麻痺重症度との関係を検討した.
【対象】過去2年間にCubTSで手術を行った30例30肘を対象とした．対照群は他疾患で肘部MRI撮
像を行った31肘とした．CubTS群の年齢は平均65歳であった. 肘部管内に占拠性病変のある例は
除外した．CubTS群の赤堀分類はstage I, IIの麻痺軽度が9例，stage III～ Vの重度が21例で
あった. MRIは1.5Tを用い肘関節最大伸展位で上腕骨と尺骨の骨軸に垂直なT２強調横断像とし
た．撮像高位は上腕骨内側上顆を基準点とし，近位と遠位に3cmずつの6cmの範囲で1cm刻みの7
高位とした．これらの7高位の尺骨神経MRI横断像から断面積を計測し，麻痺軽度群と重度群で
比較した．尺骨神経横断像形態の指標として，短径を長径で除した縦横比を求めた．
【結果】断面積は, 7高位においてCubTS群が対照群に比べて有意に大であった（unpaired t-
test, P＜0.05）． CubTS群を高位ごとに比較すると，神経断面積が最大となるのは上腕骨内側
上顆から近位１cmの高位で，その面積は18.3±4.6mm2（平均±SD）あった．同高位において，
麻痺重度群の断面積は，平均20.0mm2であったが，麻痺軽度群の断面積は平均14.6mm2であり，重
度群は軽度群に比べて断面積が有意に大であった（unpaired t-test, P＜0.05）．縦横比は両
群ともに上腕骨内側上顆の高位で最も小さく，その高位での縦横比はCubTS群：0.56，対照
群：0.65で有意差はなかった．
【考察】過去の報告は尺骨神経の最大腫大部の面積のみをMRIや超音波で計測している．本研究
はCubTS患者の尺骨神経は肘部管部6cmの範囲で腫大していることと形態には変化がないことを
明らかにした．
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肘部管症候群の重症度と知覚障害の検討
The relation between the sevirity and sensory disturbance for cubital tunnel syndrome

○野々村 秀彦1, 横井 達夫1, 濱田 知1, 大野 義幸2

鈴木 康3

1岐阜県総合医療センター　整形外科, 2岐阜市民病院　整形外科

3岐阜県立下呂温泉病院　整形外科

【目的】我々は1996年よりCurrent Perception Threshold(CPT)検査を肘部管症候群(CubTS)の
知覚評価法に導入し、2000Hz（Aβ線維に相当）、250Hz（Aδ線維に相当）、5Hz（C線維に相
当）それぞれ別個に知覚神経の状態を評価している。第54回当学会で、我々はCubTS患者48名64
手の知覚過敏例と重症度の関係について報告した。今回はCubTSの知覚障害に対する各知覚検査
毎の感度と重症度との関係を検討した。【方法】CubTSの60名79手（14～89（平均
59.9）歳、男；28，女；32、Mc Gowan分類 1型；36, 2型；29, 3型；14）を対象とし
た。CPT、static 2PD（s-2PD）、Semmes-Weinstein（S-W）を測定し、知覚障害の感度を求め
た。【成績】軽症例であるMc Gowan分類1型では、感度は高い方からs-2PD(48.6%)、CPT
250Hz(38.9%)、2000Hz(33.3%)、S-W(25.7%)、5Hz(25.0%)の順であった。進行例の2型では、感
度は高い方からs-2PD(71.4%)、S-W(58.6%)、2000Hzおよび250Hz（いずれも55.2%)、5Hz(41.4%)
の順であった。重症例の3型では、感度の高い方から250Hz(92.9%)、2000Hz(85.5%)、s-2PD・S-
W・5Hz（いずれも78.6%)の順であった。【結論】手根管症候群(CTS)ではs-2PDは最も知覚障害
の感度が低いのとは対照的に、CubTSではMcGowan分類１型・2型ではs-2PDが最も鋭敏であっ
た。McGowan分類１型の軽症例ではS-Wの感度は低い事が判明した。McGowan分類3型では250Hzが
最も鋭敏であった。CTSとCubTSで知覚検査毎の感度の傾向に大きな違いがみられ、両者の病態
に違いがある事が示唆された。
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肘部管症候群の感覚神経活動電位による病期とその予後
The stage and prognosis of the cubital tunnel syndrome assessed by sensory nerve action potential

○宮城 道人1, 澤田 智一2, 荻原 弘晃1, 西田 達也1

松山 幸弘2

1浜松赤十字病院　整形外科, 2浜松医科大学　整形外科　

【はじめに】肘部管症候群では、運動神経伝導速度の低下が強いが感覚神経伝導速度に異常が
ない症例など運動障害と感覚障害に解離がある症例にしばしば遭遇する。われわれは第55回学
会で遠位複合筋活動電位（CMAP）振幅の健側比で運動障害の病期を分類し、その術後成績を報
告した。今回、感覚神経活動電位（SNAP）振幅の健側比と感覚障害の術後成績の関係を検討し
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131例のうち、症状が片側のみで、合併症のない33例33肘である。全例に対しking変法
を行った。検討項目は年齢、発症から手術までの期間、術前赤堀分類、術後1年成績（赤堀の予
後評価基準に基づく）、術前SNAP振幅の健側比とし、それらの関係を調査した。
【結果】平均年齢64歳、男性23例、女性8例、右21例、左10例であった。手術までの期間は平均
8ヵ月であった。術前の赤堀分類は、第III期10例、第IV期8例、第V期7例、分類不能6例であっ
た。術前SNAP振幅の健側比は平均35％（0～100％）で0％～10％（A群）が13例、10％以上
（B群）が18例であった。術後評価はA群：良5例、可7例、不可1例、B群：優14例、良4例、であ
りB群が有意に予後良好であった。
【考察】肘部管症候群は、術前の麻痺の程度が術後の予後に影響する。1999年に信田らはCMAP
振幅による予後判定が可能と述べており、過去のわれわれの報告でも、CMAP振幅の健側比が予
後の指標となり得た。しかし、これは運動神経の経過を追ったもので、感覚神経の経過は反映
しない。そこで今回SNAP振幅の健側比で、感覚障害の予後予測が可能か検討したところ、予後
の指標となり得た。肘部管症候群の予後を予測する因子として、CMAPとSNAP両者の振幅健側比
が重要であることが示された。
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知覚・痛覚定量分析装置（Pain Vision®）による肘部管症候群の術
後評価

Postoperative evaluation of cubital tunnel syndrome by perception quantitative measuring device (Pain

Vision).

○村上 博則1, 井戸 芳和2, 中村 恒一3, 内山 茂晴3

加藤 博之3

1長野県厚生連鹿教湯病院　整形外科

2信州大学医学部附属病院リハビリテーション部, 3信州大学整形外科

【目的】知覚・痛覚定量分析装置（Pain Vision®）を用いた電流知覚閾値（CPT）測定による
肘部管症候群の術後評価を行った．従来の評価法，すなわち神経伝導速度（NCV），2PD，SW
test，VAS（しびれ）との関連性について検討した．【方法】当院で手術を行った肘部管症候群
で術後12か月間経過観察可能であった14例15肢（両側1例）を対象とした。内訳は、手術時平均
年齢68.9歳で，男性9例，女性5例であった．術前，術後1，3，6，12か月時にPain Vision®よ
る患側小指示指CPT，患側小指/示指CPT比，神経伝導速度，2PD，SWtest，VASスコアによる評価
を行った．患側小指CPTおよび小指/示指CPT比と，従来の評価法との相関関係をSpearman順位相
関係数にて調べ、危険率5%未満を有意差ありとした．【結果】患側小指CPTは術前28±17μA，
術後1か月19.6±6，3か月23±13，6か月19±10，12か月15±3であった．患側小指/示指CPT比は
術前1.9±1.6，術後1か月1.3±0.5，3か月1.4±0.9，6か月1.3±0.8，12か月1.1±0.2であっ
た．CPTと中等度以上の相関があったものは術前ではSW testおよび2PD，術後1か月2PD，3か月
2PDおよびNCV，6か月VASおよびSW test，12か月ではいずれの評価法とも有意な相関を認めなか
った．患側小指/示指CPT比と中等度以上の相関が得られたものは術前～術後3か月では2PD，6か
月ではSW test，12か月はVASであった．【考察】術後CPTは継時的に低下し12か月ではほぼ正常
化していた．患側小指/示指CPT比も継時的に低下し12か月でほぼ患側示指と同等であった．術
後12か月間のCPTの推移は従来の感覚評価法とは，必ずしも一致せず，相関は一過性，限定的で
あった．Pain Vision®を用いたCPT測定による感覚評価は,尺骨神経機能の回復を反映している
と考えられるが，その臨床的意義については今後の検討を要する。
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若年者の肘関節部尺骨神経障害に対しての手術治療
Surgical Treatment for Ulnar Nerve Neuropathy around the Elbow Joint in Youth

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科

【目的】20歳未満で肘関節部近傍の尺骨神経障害で手術した症例について，検討を加えて報告
する．【方法】1996年4月から当科で手術治療した15例15肘を対象にした．内訳は男性13例，女
性2例で，手術時年齢は14～18歳，平均16.2歳であった．罹患側は右10例，左5例で，スポーツ
によるものは1例を除いて利き手側であった．発症から手術までの期間は2か月から3年，平均で
10か月を要していた．症状は肘関節痛が13例に，小指のしびれが8例にみられ，発症原因はスポ
ーツが12例，尺骨神経の前方脱臼が3例であった．スポーツ種目では野球が9例と最も多く，9例
とも肘関節痛のため満足に投球できない状態であった．術前の神経伝導速度検査で遅延を3例に
認め，全例で手指の外転筋力がMMTで3～4に低下していた．手術は15例全例に尺骨神経の皮下前
方移動術を行った．術後の経過観察期間は6か月から2年，平均1年2か月であった．【成績】1例
で軽度の肘関節痛が残存していたが，12例で疼痛は消失していた．しびれを訴えていた8例全例
でしびれは消失していた．健側比の握力は術前の90％から103％に，ピンチ力は86％から113％
に増加していた．スポーツが原因の12例は全例がスポーツに復帰できていた．【結論】若年者
の肘関節部での尺骨神経障害はスポーツ活動か，尺骨神経の前方脱臼により発症する．前方脱
臼が原因の症例は小指のしびれを訴え，神経の脱臼を認めることから診断しやすい．一方，ス
ポーツが原因の症例は大部分が肘関節痛を主訴とし，ハイレベルでのスポーツ活動ができなく
なり，診断が困難な場合が多い．診断には尺骨神経領域の筋力低下，疼痛部位が尺骨神経上か
その近くに局在していることが参考になる．
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屈筋回内筋筋膜切離を要した肘部管症候群
The Flexor-pronator Aponeurosis Release  for the Patient with CubitalTunnel Syndrome

○有野 浩司, 尼子 雅敏, 伊藤 雄也, 山元 浩治
根本 孝一

防衛医大　整形外科

肘部管症候群の絞扼部位として、fibrous band部が多く、近位のStruthersのアーケード、内側
筋間中隔、滑車上肘筋・靱帯なども報告されているが、肘部管遠位の屈筋回内筋筋膜に関する
報告は少ない。肘部管、同近位の剥離を行うも症状が残存し、屈筋回内筋筋膜を切離後に軽快
した症例において、MRIで屈筋回内筋筋膜部の尺骨神経がT２高信号変化を呈していた。肘部管
遠位の尺骨神経がT２高信号を呈する肘部管症候群に対してfibrous band部の神経剥離に加え、
屈筋回内筋筋膜切離を選択的に行ったので報告する。　症例と方法、屈筋回内筋切離を選択的
に行った７例である。性別は男性3例、女性4例、年齢は平均50歳（15-69歳）、左右は右4例、
左側3例であった。1例は肘部管と近位の神経剥離術後に症状が残存したための再手術である。3
例は両側手術例で、対側に屈筋回内筋筋膜の切離を含まない肘部管での神経剥離術を行った既
往がある。MRI矢状断でfibrous bandより遠位にT2脂肪抑制で連続して高輝度変化が見られるも
のに屈筋回内筋筋膜切離を行った。切離はfibrous bandの剥離に加えて近位約1cm皮切を延長
し、皮下を持ち上げるようにして行った。　結果、全例症状が軽快した。再手術と両側例の4例
では術中所見で屈筋回内筋筋膜全体または2－3か所の肥厚が見られ、患者の評価で初回または
対側の手術より症状が術後早期に軽快した。残り3例では屈筋回内筋筋膜の肥厚は見られなかっ
た。　考察、肘部管症候群は絞扼部位が複数ある場合があり、部位の診断が難しいことがあ
る。fibrous band部のみならず肘部管遠位の絞扼も考慮する必要がある。MRIで屈筋回内筋筋膜
部の尺骨神経がT２高信号変化を示す例は同部の神経の炎症、絞扼の可能性があり、屈筋回内筋
筋膜の切離を検討した方が良いと思われる。
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特発性肘部管症候群に対するUSE systemを用いた内視鏡補助手術の
McGowan Grade別術後経過

Postoperative Clinical Results following Endoscopically Assisted Management for Idiopathic Cubital

Tunnel Syndrome Patients

○吉田 綾1, 奥津 一郎2, 浜中 一輝2

1取手北相馬保健医療センター医師会病院, 2おくつ整形外科クリニック

【目的】Universal Subcutaneous Endoscope (USE) systemを用いた肘部管症候群の内視鏡補助
手術は、肘部管部の3cmのポータルから尺骨神経の絞扼が発生する可能性のある部位を全て観察
・解除可能な低侵襲手術である。術前McGowan分類Grade 別の術後成績を調査し、経時的な臨床
症状改善経過について検討した。
【対象】特発性肘部管症候群の診断で手術を受け、術後2年以上経過観察可能であった15手14症
例（Grade I:1手；II:8手；III:6手）である。術前・術後の臨床症状（尺骨神経領域のしびれ
感、痛覚、触覚、MMTによる小指外転筋(ADQ)筋力と第一背側骨間筋(1stD1O)筋力）について調
査し、経時的な回復状況を検討した。また尺骨神経内視鏡所見における神経病変の範囲につい
ても検討した。
【結果】手術時平均年齢は61歳、術後平均追跡期間4.4年。全例で肘部管部の神経病変を認め、
術中尺骨神経内視鏡所見では肘部管を中心とし中枢平均6cm、末梢平均4cmに変性や血流障害を
認めた。臨床症状回復率は最終的に、術前Grade I／II／IIIの順に、しびれ感の消失100％／88
％／83％；痛覚障害の回復100％／100％／100％；触覚障害の回復100％／100％／83％で認め
た。ADQ筋力の正常化をGrade II／IIIの順に88％／83％；1stDIO筋力の正常化を88％／50％で
認めた。術後Gradeは、正常:1肘／6肘／3肘；Grade I:0肘／1肘／0肘；Grade II:0肘／1肘／
2肘；Grade III:0肘／0肘／1肘であった。肘部管症候群に対するUSE systemを用いた内視鏡手
術の術後経時的回復は術前Grade I／II／IIIの順に、知覚障害の回復が概ね術後1／18／18ヶ
月、運動障害の回復が(-)／12／12ヶ月で平衡状態になっていたが、術後4.4年程度まで改善傾
向は認められた。
【結論】回復率の違いはみられるものの、Grade I以外はほぼ同様の回復経過をたどることがわ
かった。
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ガングリオンによる肘部管症候群に対する鏡視下前方移行術
Endoscopic anterior transposition of the ulnar nerve for the patients with cubital tunnel syndrome caused

by ganglion

○小西池 泰三, 町田 芙美, 竹下 歩

岡山赤十字病院整形外科

我々は2007年より肘部管症候群に対して鏡視下前方移行術を行っているが、ガングリオンによ
り生じた症例を経験したので報告する。【対象および方法】1年以上経過観察を行った34手
(男21、女13手、平均年齢60歳)中2例にガングリオンを認めた。症例１は87歳女性（McGowan分
類Grade3）、肘部管近位にガングリオンを認めた。症例2は71歳女性（McGowan分類Grade2）、
肘部管遠位にガングリオンを認めた。いずれもガングリオンを切除後、尺骨神経を前方移行
し、肘部管を閉鎖した。術後評価は赤堀の評価を用いた。【結果および考察】症例1は術後3年
で再発を認めず、赤堀評価の可であった。症例2は術後2年で再発を認めず、赤堀評価の良であ
った。肘部管症候群の原因としてのガングリオンはまれではあるが、見逃せない問題である。
特に小切開でのsimple decompressionでは視野が狭く、MRIやエコー、インチング法による電気
生理学的検査により拘約部位の特定などの術前検査が必要である。USE systemでは約20cmの神
経の観察が可能である。問題があれば、小切開にこだわることなく個々の技術や必要に応じて
切開を広げ、適切な処置を行えばいいと考えている。simple decompressionをより確実に行う
手段としてもUSE systemは有用であると考える。
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肘関節可動域制限を伴う肘部管症候群に対する尺骨神経の除圧と関
節鏡視下デブリドマンの併用

Ulnar nerve decompression and arthroscopic debridement for cubital tunnel syndrome with osteoarthritis

○山本 宗一郎, 山上 信生, 田中 直美, 内尾 祐司

島根大学　医学部　整形外科

【はじめに】中年以降の肘部管症候群は変形性肘関節症が原因になることが多い。このため可
動域制限を合併する症例もあり、尺骨神経の除圧とともに関節授動術を行うこともある。今
回、尺骨神経の除圧とともに関節鏡視下デブリドマンによる関節授動術を行った症例の術後成
績を検討したので報告する。【対象と方法】2007年から2011年までに肘部管症候群に対して尺
骨神経の除圧術と関節鏡視下デブリドマンを行った6例6肘を対象とした。全例男性であり手術
時平均年齢は54歳であった。赤堀の分類では第3期3例、第4期2例、第5期1例であった。手術は
全身麻酔に腕神経叢ブロックを併用し、側臥位で行った。まず関節鏡視下デブリドマンを行
い、次に尺骨神経の処置を行った。尺骨神経の除圧はKing変法を4例、肘部管形成術を2例に行
った。術後平均経過観察は28ヵ月であった。調査項目は術前と最終経過観察時の肘部管部での
運動神経伝導速度、肘関節の可動域、赤堀の術後評価とした。【結果】運動神経伝導速度は術
前　38.5m/sから、術後49.8m/sに改善した。肘関節可動域は屈曲が術前　103°から術度
125°に、伸展は術前-18°から術後-7°に改善した。赤堀の術後評価は優3例、良2例、可1例で
あった。【考察】肘関節鏡は側臥位で行うが、側臥位で尺骨神経の除圧は十分に可能であり、
体位変換も不要であった。肘部管症候群の手術に関節鏡視下デブリドマンを併用することで、
小侵襲で肘関節可動域の改善を得ることができた。関節鏡視下に切除が困難であるとされる、
内側後方の骨棘は直視下に切除することで、十分な可動域を得ることができると考え
る。【結語】肘関節の可動域制限のある肘部管症候群には関節鏡視下デブリドマンで授動術を
行うことは有用であると考える。
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可動域制限を伴う肘部管症候群症例に対する鏡視下関節形成術の経
験

Arthroscopic debridement arthroplasty for cubital tunnel syndrome with reduced range of motion

○植村 剛1, 辻井 雅也1, 藤澤 幸三2, 平田 仁3

須藤 啓広1

1三重大学大学院医学系研究科　整形外科, 2鈴鹿医療科学大学

3名古屋大学医学部手の外科

【目的】変形性肘関節症(OA)による肘部管症候群(CuTS)では、不自由さは訴えないが機能的可
動域が不足する症例を経験する。このような症例に対し、我々は鏡視下での前方骨棘切除を追
加しており、その治療成績を報告する。【対象と方法】2008年9月以降、当科で手術を施行した
可動域制限を伴ったCuTS12例を対象とした。手術時平均年齢は70歳（52～82歳）、男性8例、女
性4例、術後経過観察期間は3ヶ月～3年7ヶ月で平均1年9ヶ月であった。術前の赤堀分類では3期
5例、4期6例、5期1例であった。手術は仰臥位で関節鏡下に鉤状窩周囲や鉤状突起の骨棘切除を
行った後に尺骨神経を皮下前方移行ないしは内視鏡補助下除圧を行った。術後評価は赤堀分類
で、可動域、JOA scoreを術前後で評価し、尺骨神経の除圧のみ行った22例を対照群とし平均手
術時間、合併症の有無についても検討を行った。【結果】赤堀の評価では優5例、良4例、可3例
で不可はなかった。可動域は伸展では差はほぼ認められなかったが、屈曲は平均で16度増大し
た。JOA scoreは術前平均74点から術後平均88点と改善を得た。平均手術時間は対照群で平均94
分に対し本法では平均146分であった。合併症は対照群、本法ともに認めなかった。【考察】OA
に起因するCuTSでは可動域制限を伴うことが多い。今回の症例では可動域制限の改善を希望し
た症例はないが、本法では手術時間の延長も1時間程度であり神経剥離に追加しうると考えられ
た。術後早期より洗顔動作やボタンかけなどのADL動作の改善も認められており、鏡視下前方骨
棘切除はOAに伴うCuTSに対する手術術式の選択肢の一つとして考慮して良い方法と考えた。
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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成績
Tendon Transfer to Restore Index Finger Abduction for Severe Cubital Tunnel Syndrome

○信田 進吾1, 八田 卓久2, 園淵 和明2

1東北労災病院　整形外科, 2東北大学整形外科

【目的】小指の鉤爪変形や知覚脱失を呈する肘部管症候群の重症例の中で、神経伝導検査で小
指外転筋（ADM）の複合筋活動電位（CMAP）が導出不能のより重症の症例に対して早期のピンチ
力獲得を目的として、示指外転機能再建術（Bruner法）を一期的に行ってきたので、治療成績
を分析し本手術の有用性を検討した。【対象と方法】2002年以後に本手術を行った肘部管症候
群の重症例で術後１年以上経過観察できた23例24手を対象とした。男性20例21手、女性3例3手
で年齢は平均67歳である。臨床的病期の赤堀分類は、Froment徴候に加え小指の鉤爪変形を示す
４期が17手、小指の痛覚脱失を伴う５期が７手である。手術は尺骨神経剥離術と、短母指伸筋
腱を母指MP関節部で切離し皮下を通して第一背側骨間筋腱へ移行し縫合するBruner法を一期的
に行い、３週間の外固定を行った。術後経過観察期間は平均16カ月であった。【結果】術後成
績は、赤堀の評価法で優が６手、良が12手、可が６手、不可が０手であった。可の６手中１手
は知覚障害が残存し、５手はFroment徴候が残存していた。全例に筋力の改善を認め、握力(kg)
は術前18±8から術後25±9となり、ピンチ力(kg)は術前2.8±1.8から術後5.0±1.8と有意に改
善していた(p＜0.001)。Froment徴候が陰性化した19手の陰性となった時期は術後平均５カ月で
あった。片側例22例におけるピンチ力の対健側比は術前が平均38％、術後３カ月が46％、術後
６カ月が58％、術後１年が71％であり、経時的に増大していた。母指MP関節伸展力の低下はみ
られなかった。【結論】肘部管症候群の重症例に対するBruner法は、手技が簡便で術後早期に
ピンチ力の回復が得られる良い手術法である。
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高齢者の肘部管症候群における術前病期分類と治療成績：一期的示
指外転再建術の有効性

Clinical Results of Cubital Tunnel Syndrome in Elderly Based on Preoperative Grade of Palsy: Effects of

Simultaneous Tendon Transfer to Restore Index Abduction

○加藤 直樹, 吉澤 貴弘, 酒井 宏哉

埼玉医科大学総合医療センター　整形外科

【目的】
近年、社会の高齢化とともに、保存療法に反応しない肘部管症候群の診断で、高齢者に対して
も手術を行う機会が増加してきた。今回、当科において手術を行った肘部管症候群のうち、65
歳以上の高齢者の治療成績を一期的示指外転再建術の成績も含めて検討したので報告する。
【対象と方法】
2010年10月以降に臨床所見と電気生理学的検査によって肘部管症候群と診断し、手術を行った
65歳以上の高齢者の症例は12例12肘（男性9名、女性3名）で、手術時年齢は平均71歳であっ
た。平均罹病期間は2年3ヵ月であり、赤堀の術前病期分類では第3期が3例、第4期が6例、第5期
が3例と大半が重症例であった。King変法を6例に、尺骨神経溝に骨棘形成を認める6例に対して
は皮下前方移行術を行った。これらのうち摘み障害が高度であり、早期の運動機能回復を希望
した6例に対しては一期的に示指外転再建術（Neviaser法）を施行した。治療成績については赤
堀の予後評価基準を用いて評価し、加えて術前後のピンチ力、知覚障害、筋萎縮の改善につき
検討した。
【結果】
予後評価基準では優3例、良4例、可が5例であった。病期分類第3期の症例は全例が優であり、
第5期の症例では全例が可であった。術前後のピンチ力を病期分類第4期に限って健側比で比較
すると、一期的示指外転再建群では18%が63%に改善し、行わなかった群（術前35%、術後50%）
より有意に改善度が高かった。筋萎縮は第4期では6例中4例で改善を認めず、第5期は全例改善
しなかった。
【考察】
高齢者でも病期分類第3期であれば良好な回復が期待出来るが、第4期以上では示指外転再建を
一期的に行った方が良いと思われた。第5期では機能的回復が期待出来ないため、早期の治療を
促す事が重要であると思われた。
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V.A.C. ATS治療システムによる上肢皮膚欠損創20例の検討
Treatment of upper extremity skin defect using of V.A.C.ATS system

○島田 賢一, 岸邊 美幸, 台蔵 晴久, 川上 重彦

金沢医科大学　医学部　形成外科

【はじめに】 2010年４月よりV.A.C. ATS治療システムが日本の保険制度において使用可能とな
り，当科では創傷治療に際し積極的に本法を適応してきた。今回，本法を施行した上肢皮膚欠
損創20症例の詳細を検討したので報告する。【対象】2007年2月～2012年6月，当科において
V.A.C. ATS治療システムを用いて，創傷治療を施行した20例（治験症例を含む）。【結果】 症
例は20例（男性16例，女性4例）。平均年齢は45歳（20～86歳）。症例の内訳は急性創傷13，亜
急性創傷７例。 原因疾患は外傷19，腫瘍切除後欠損創１例。 部位は上腕２，前腕８，手背
２，手掌１，手指４，指３例。平均使用期間は12.5日，V.A.C.交換回数は平均4.4回であった。
V.A.C. 治療効果は肉芽の増生，創の縮小率で評価した。全例におちて創の改善を認めた。合併
症として健常皮膚の浸軟を手掌・手指の７例に認めた。適用部位の疼痛は自制内で治療継続が
できない症例はなかった。V.A.C.終了後18例が創閉鎖された（植皮術16，皮弁形成術２）。２
例で保存治療が継続された後，瘢痕治癒した。V.A.C.を用いた植皮片の固定を５例に行い，全
例生着した。人工真皮との併用症例が６例あった。【考察】上肢におけるV.A.C.症例はほとん
どが外傷による急性創傷であった。手指・手掌症例では健常皮膚の浸軟を認めた。滲出液のコ
ントロールを含めた予防策が必要である。創閉鎖後手指の機能障害（腱癒着等）を来した症例
はなく，早期創閉鎖にV.A.C.治療は有用と思われた。
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上肢新鮮外傷に対するV.A.C.ATSシステムの使用経験
Vacuum-Assisted Closure Therapy for Upper Extremity Trauma

○中後 貴江1, 長谷川 康裕2, 森田 卓也2, 松橋 美波2

1兵庫県災害医療センター　整形外科, 2神戸赤十字病院　整形外科

【目的】当院では2010年7月よりV.A.C.ATSシステム（以下VAC）が導入され、2012年9月までに
四肢新鮮外傷53例に対して使用した。今回、VACを使用した上肢新鮮外傷11例について検討を行
った。【対象および方法】対象は男性8例、女性3例、受傷時年齢は平均39.9歳であった。VAC使
用に至った疾患は神経・血管・腱損傷を伴う皮膚欠損1例、伴わない皮膚欠損2例、開放骨折
6例、コンパートメント症候群に対する筋膜切開後2例であった。コンパートメント症候群を来
して受傷後1日経過して紹介された1例を除き、受傷当日に洗浄とデブリドマンを行ったうえ
で、骨折に対しては創外固定やK-wireでの固定を行い、二期的に治療を行った。VAC使用期間、
二期的手術の内容、合併症等について検討した。【結論】VAC使用期間は2日から28日まで平均
14日であった。VAC後に行った二期的手術は、縫縮4例、植皮5例、皮弁3例、断端形成1例、開放
骨折症例に対する内固定術3例であった。皮弁の種類はradial forearm adipofascial flap
1例、ALT free flap 2例で、皮弁は全例生着した。二期的手術前の感染はなく、術後創部感染
が2例あった。VACに関連する合併症はなかった。【考察】　VACを使用することで浮腫を軽減し
創面積が縮小するため、以前は植皮が必要であった症例でも縫縮のみで対応可能であった。ま
たVACはinfection control toolとして有用であり、術前感染率を低下させることにより二期的
手術への移行が円滑となり、またmicrosurgical reconstructionを要する開放骨折において従
来のearly reconstructionの期間が延長される可能性がある。
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1-ST-3

Galeazzi骨折の治療法の検討～TFCC縫合および再建術の重要性～
Treatment strategy for chronic Galeazzi fracture: the importance of  TFCC repair and reconstruction

○森岡 健, 中村 俊康, 別所 祐貴, 佐藤 和毅
戸山 芳昭

慶應義塾大学　整形外科

【はじめに】陳旧性Galeazzi骨折は治療に難渋する事が多い。われわれは橈骨や尺骨の矯正骨
切り術に加え，DRUJの完全な修復を企図し、TFCCの直視下縫合術または再建術を行った症例に
ついて検討を行った。【方法】症例は2002年から2011年までに治療を行った20例20手、性別は
全例男性20例、平均年齢は27.8歳(13～61)であった。受傷から当院での再手術まで平均8ヵ月
（1～60ヶ月）であった。全例他院での治療を受けていた。その内訳は保存的治療9例、橈骨の
ピンニング1例、橈骨ピンニング＋創外固定2例、橈骨プレート固定6例、創外固定のみは2例で
あった。術前の症状、尺骨茎状突起偽関節の有無、治療法、術後成績を検討した。【結果】全
例で著明な回外制限、疼痛、握力低下を認めた。全例でDRUJは背側脱臼を呈していた。尺骨茎
状突起偽関節は17例に認め、内1例に骨接合術が行われていた。全例TFCCには治療が行われてい
なかった。治療としては橈骨矯正骨切りを8例、尺骨茎状突起偽関節接合術とTFCCの直視下縫合
術を7例に、単独のTFCCの直視下縫合を7例に、TFCCの再建を3例行った。全例回外の改善を認め
たが、2例に再度授動術を行った。回外可動域は術前平均23度から平均84.7度と改善し
た。【考察】Galeazzi骨折後にDRUJの脱臼が残存すると回外制限を呈する。今回の検討では尺
骨茎状突起偽関節例では茎状突起を解剖学的位置に固定した上で、TFCCの縫合を行うこと、尺
骨茎状突起偽関節がない場合にはTFCCに対する直視下縫合や再建を行うことで良好な結果が得
ることができた。

S238



1-ST-4

手指再接着の骨接合に対しplate固定した症例の検討
Clinical Outcome of Replantation of Digits for Plate Fixation

○松井 裕帝, 土田 芳彦, 村上 裕子, 磯貝 哲
辻 英樹

札幌徳洲会病院外傷センター

【はじめに】手指の再接着の骨接合には、pinningが簡便であるため繁用されるが、固定強度の
脆弱性、軟部組織との干渉等で、術後リハビリの妨げとなる場合が多い。一方、plateはより強
固な固定が可能でpinningの欠点を改善できる。今回、当院で治療を行った切断指再接着のう
ち、初回手術でplate固定を行った症例の術後成績を検証した。【方法と対象】過去2年間に当
院で演者らが手術、生着した切断指（不全切断を含む）を対象とした。症例は7名9指、受傷時
平均年齢48.1歳（20歳～64歳）、男性5名、女性2名。完全切断6指（玉井zone3 2指、zone4
3指、zoneT3 1指）、不全切断3指（玉井zone3 1指、zone4 1指、zoneT3 1指）、内訳は母指
2指、示指2指、中指3指、環指2指であった。骨癒合の有無、骨癒合までの期間、骨短縮
量、plate設置部、抜釘の有無、追加手術の有無を調査した。術後成績は%TAM、DASH
score、HAND20で評価した。【結果】平均経過観察期間11.3か月（7～18か月）、全例骨癒
合、plateは全て背側設置、骨癒合の期間は平均82.55日（35～240日）、骨短縮は平均5.41mm(0
～12.4mm）、plate折損1例、抜釘3例（同時施行した腱剥離2例、回旋変形に対し再骨接合
1例）、動脈皮弁1例（縫合部の皮膚欠損に対して）であった。術後成績は平均％TAM64.4％（母
指は健側比で54.2％）、複数指切断症例の％TAMが不良であった。DASH  score
Disability27.18、HAND20 34.52であった。【考察】再接着にplate固定は、その固定の強固さ
により術後リハビリにおいて有利である。本研究でも可動域は比較的良好であった。plateが全
例背側設置で、切断指の腱滑動面は不良であることが多く、症例により側方設置などの工夫が
有用である。また、複数指切断や母指切断症例は可動域が不良な傾向にあり、今後成績向上の
余地がある。
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1-ST-5

手指切断後の皮膚欠損・有痛性瘢痕に対する島状掌側前進皮弁
Bipedicled palmar advancement island flaps for digital amputations and painful scars

○成田 裕一郎1, 千馬 誠悦1, 野口 英明2, 白幡 毅士2

1中通総合病院　整形外科, 2由利組合総合病院　整形外科

【目的】再接着不能な手指切断例や再接着不成功例における皮膚欠損や有痛性瘢痕に対して，
両側の神経血管束を茎とする島状前進皮弁を用いて治療したので報告する．【対象と方
法】2004年から2013年までの間に当科で加療し，4か月以上経過観察可能であった8例10指を対
象とした．男6例，女2例，右4例，左4例で，罹患指は示指6，中指1，環指3であった．末節部で
の切断が7例7指，中節部での切断が2例3指で，経過観察期間は4か月から2年，平均11か月であ
った．本法を行うまでの経過は，指切断受傷後すぐに手術を行ったものが3指，密封療法など保
存的治療の後に手術を行ったものが4指，再接着ないしcomposite graftが生着せずにサルベー
ジ手術として本法を行ったものが3指であった．手術方法は，末節部での切断に対してはPIP関
節部の掌側横切開で（O'Brien法），中節部での切断に対しては指基部の掌側横切開で（児島
法），両側の神経血管束のみを茎とした島状皮弁を作成し，遠位に8～12mm前進させて欠損を被
覆した．横切開よりも中枢に生じた皮膚欠損には小指球尺側からの遊離全層植皮を行った．皮
弁形成と併せて断端神経腫の切除を行ったものが1指，一部開放創として密封療法と組み合わせ
て治療したものが5指であった．【結果と考察】皮弁は全例で生着した．全例で術後早期に皮弁
部皮膚のしびれが見られたが，経過とともに軽減した．本法は両側の神経血管束を用いるた
め，一側からの島状前進皮弁と比較して血行の点でより安全と考えられ， VY皮弁に比較して植
皮を要する欠点があるものの神経血管束の広い範囲の剥離を必要とせず，手指の皮膚欠損に対
して有用な方法のひとつと考えられた．
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1-ST-6

手指MP関節リウマチに対する人工関節置換術の成績
Silastic metacarpophalangeal joint arthroplasty in patients with rheumatoid arthritis

○犬飼 智雄, 久保田 力, 高村 敬晴

国立福井病院　整形外科

【目的】関節リウマチ（RA）手指MP関節の障害として、掌側脱臼や指の尺側偏位が生じる。尺
側偏位に伴い伸筋腱脱臼が生じ、MP関節の伸展が困難となり、ADL障害や整容上の問題が生じ
る。当科では変形高度症例に対してシリコンインプラントを用いたMP人工関節置換術を行って
いるので報告する。【対象と方法】当科でインプラントMP関節形成術を施行した10例10手37指
関節について検討した。ライトメディカル社製SWANSON人工指関節を使用した。全例女性。示指
9関節、中指10関節、環指9関節、小指9関節であった。手術時平均年齢は62.5歳（50～76歳）。
術後平均観察期間は24カ月であった。手術適応はFearnley分類でstage3以上とした。Stage1の
自動矯正可能な症例には保存的治療を, stage2症例には軟部組織再建を行い, stage3症例には
軟部再建に加えて人工関節置換術を行った.軟部組織の再建として橈側の側副靭帯縫着、関節包
の縫縮、伸筋腱の中央化を行った。これらの症例に対し、疼痛・腫脹、指関節屈曲角度・握力
・DASH score、X線所見について検討した。【結果】関節の腫脹・疼痛は全例で軽快していた。
感染などの術後合併症はなかった。指関節屈伸角度は術前平均に比して約80%に減少していた
が、伸展は改善していた。手指伸展の改善により、術後手の使用頻度は増加し、外観の改善も
あり患者満足度は高かった。握力は平均10%増加しており、DASH scoreは術前62.4から最終調査
時48.9に改善していた。X線所見では尺側偏位の矯正が良好であり、短期ではあるが、インプラ
ントの破損等は認められなかった。【考察】シリコンインプラントを用いたRA手指MP関節形成
術は、滑膜切除のみで対処できない尺側偏位、掌側脱臼を生じた高度変形例に対して選択を考
慮すべき有用な手術である。
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1-ST-7

手指に生じ手術を施行した痛風結節の4例
Four cases of tophus in hands

○赤坂 朋代, 六角 智之, 山田 俊之, 河野 元昭
木内 均

千葉市立青葉病院　整形外科

【目的】手指に痛風結節が生じ手術を行った4例を経験したので報告する。【症例1】75歳男
性。約9ヶ月前より左中指PIP関節・DIP関節に腫脹が出現し当科紹介受診。高尿酸血症の既往も
あり、外見からも痛風結節と思われた。手術にて結節を除去し、病理検査提出。痛風結節との
病理診断であった。【症例2】45歳男性。5年前より右母指に誘因なく腫脹あり、3日前から疼痛
・腫脹が増強し来院。感染も考慮し抗生剤投与を行った。初診時の血液検査では尿酸7.6mg/dl
と正常値であったが、1週間後には9.7mg/dlと高値だった。疼痛の原因は痛風発作による可能性
も考えられた。疼痛と腫脹が続き、手術を施行した。術中に出てきた結節を病理検査に提出す
ると痛風結節であった。【症例3】62歳男性。15年前から右示指MP背側に腫瘤が出現、徐々に増
大し近医受診し当科紹介受診。痛風の既往あり、外見上も痛風結節と考えられた。手術にて痛
風結節を摘出した。術後、創部から結節の排出があり創部の治癒遅延もあったため、2ヵ月後に
再度手術を施行。術後は経過良好であった。【症例4】64歳男性。左環指ばね指にて3年前より
近医通院していた。軽快せず当院紹介受診。スナッピングがあり、PIP関節の拘縮もみとめられ
た。手掌部には結節がみられた。ばね指を疑い手術を行ったところ、腱鞘部に結晶の沈着があ
り、病理検査に提出したところ痛風結晶であった。【まとめ】外見上明らかな痛風結節もある
が、ばね指様症状や、感染との鑑別が困難な症例もある。また、過去の報告では手根管内に発
生して正中神経障害を生じたり、腱断裂をきたした症例もある。痛風結節は外来で遭遇する頻
度は低いが、高尿酸血症は増加傾向にあるため、痛風結節が生じていることも考慮する疾患の
一つと思われる。
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1-ST-8

手外科領域におけるAcutrak 2 micro screwの使用経験
Clinical Experience of Acutrak 2 micro screw in Hand Surgery

○川端 確1, 佐々木 康介1, 坂口 公一2, 明石 健一3

乾 健太郎1

1東住吉森本病院整形外科, 2済生会千里病院整形外科, 3明石整形外科クリニック

【目的】整形外科手術においてheadless compression screwは広く普及し、現在では多様な手
術に使用されている。Acutrak 2 micro screwは近位径2.8mm、遠位径2.5mmとスクリュー径が小
さいことで、従来のcompression screwを選択しにくい小骨片の骨接合術や小関節の関節固定術
などにおいて適応が広がった。今回、当院で施行したAcutrak 2 micro screwの使用成績を報告
する。
【対象と方法】Acutrak 2 micro screwを使用し3ヶ月以上経過観察可能であった27例（男性
9例、女性18例）を対象とした。平均年齢は62.7歳、平均経過観察期間は7.0ヵ月、手術の内訳
は骨折内固定が25例25骨折（尺骨茎状突起骨折16、橈骨頭骨折6、尺骨鉤状突起骨折1、上腕骨
遠位端骨折1、母指末節骨骨折1）、関節固定が2例4関節（変形性DIP関節症4）であった。これ
ら計29件の手術について、臨床症状として疼痛（特にインプラント刺入部や偽関節部）、X線学
的に骨癒合とスクリューのloosening、およびその他の合併症の有無を検討した。
【結果】尺骨茎状突起骨折は16例中3例が偽関節となっていた。スクリューのlooseningは2例で
茎状突起骨折部より近位にあり、1例で骨折部の近位、遠位の両方ともに認めた。尺骨茎状突起
骨折後偽関節となった3例で尺骨茎状突起周囲の疼痛の訴えはなかった。その他の症例では全例
骨癒合が得られ、インプラントによる疼痛の残存はなかった。その他の合併症は認めなかっ
た。
【考察】尺骨茎状突起骨折は3例が偽関節となり、固定性に不安の残る結果であったが、その他
の症例では良好な結果であった。Acutrak screwは強固な固定性が期待できるスクリューであ
り、本研究のmicro screwにおいてもおおよそ良好な結果を得たが、対側が骨質不良の海綿骨で
ある場合などその固定性には限界があると考えられた。
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1-ST-9

小児上腕骨骨幹端骨折に対するPinFix創外固定の有用性
Usefulness of PinFix external fixator for the metaphysis fracture of humerus in children

○水島 秀幸1, 平田 仁2

1刈谷豊田総合病院　整形外科, 2名古屋大学医学部　手の外科

（はじめに）小児上腕骨骨幹端骨折は骨折部に不安定性を認めることが多いため、保存的には
治療が難しいことが多い。また手術的治療においても骨折部が骨端線に近いこともあり強固な
内固定が難しく治療に難渋することが多い。今回小児上腕骨骨幹端骨折3例に対しPinFix創外固
定器を用い良好な治療結果が得られたため報告する。（症例１）　8歳男児　転倒して受傷。近
医にて左上腕骨近位骨幹端骨折と診断のうえ保存的治療を受けていたが徐々に転位が進行した
ため当科紹介となった。受傷より2週間経過しており徒手的な整復が困難であったため観血的整
復、鋼線固定およびPinFix創外固定器による創外固定を行った。術後4週にて創外固定器の抜去
を行い、以後骨折部の矯正損失、可動域制限などなく良好に治癒した。（症例２）　10歳　男
児　競技用自転車より転落し左上腕骨遠位骨幹端骨折を受傷した。手術的に初期治療を行う
も、徐々に矯正損失を生じ変形治癒となってしまったため、受傷後9か月矯正骨切り術、鋼線固
定およびPinFix創外固定器による固定を行った。術後経過は良好であり、術後7週にて創外固定
器を抜去、以後良好に治癒した。（考察）PinFix創外固定器はball　jointにより骨接合に用い
た鋼線を創外にて自由な角度で架橋できるデバイスであり、鋼線同士を架橋することにより骨
折部の固定性を高めることが可能となっている。小児上腕骨骨幹端骨折の場合、鋼線固定のみ
では固定性に不安が残ることが多いが、PinFix創外固定器を併用することにより骨折部の固定
性が高められ、良好に治療を行うことが可能であると考えられた。

S244



1-ST-10

血管柄付き腸骨皮弁移植を行った骨・軟部組織欠損を伴う重度手外
傷の２例

Vascularized Iliac Bone Graft for Severe Hand Injuries with Bone and Soft Tissue Defect

○森岡 康祐1, 栗原 幸司1, 仲沢 弘明2, 櫻井 裕之3

1鹿児島市立病院　形成外科, 2日本大学　医学部　形成外科

3東京女子医科大学　形成外科

【目的】重度の手外傷においては時に、骨・軟部組織欠損を伴う場合があり、治療に難渋す
る。今回、骨・軟部組織欠損を伴う手挫滅創において、二期的に血管柄付き腸骨皮弁移植を行
い良好な結果を得た２症例を経験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。【症例・方
法】（症例１）60歳、男性。草刈り機を使用中に右手背皮膚軟部組織とMP関節を含む第２～４
中手骨を欠損する挫滅創を受傷した。緊急手術として創を清浄化し可及的に骨整復と創閉鎖を
行った。後日、手背軟部組織欠損に対して有茎腹部皮弁移植を行った。一旦、完全な創閉鎖を
得た後に、骨欠損部に対して血管柄付き遊離腸骨皮弁移植を行った。（症例２）57歳、男性。
ローラー機械にて皮膚軟部組織と第１中手骨基部欠損を伴う右母指不全切断を受傷した。緊急
手術として可及的にプレートを用いて骨を固定して再接着術を行い、皮膚欠損部には人工真皮
を貼付した。後日、軟部組織欠損に対して有茎鼠径皮弁移植を行った。一旦完全な創閉鎖を得
た後に、血管柄付き遊離腸骨皮弁移植を行った。【結果】いずれの症例も移植骨は良好に生着
してピンチ機能も獲得し、職場に復帰した。【考察】骨・軟部組織欠損を伴う重度手外傷は汚
染創を呈する場合が多く、先ずは創感染を生じることなく良好な創閉鎖を得ることが肝要であ
る。この際、皮膚軟部組織欠損に対しては、必要に応じて人工真皮移植や植皮、皮弁移植など
も併用する。当科では骨欠損に対する再建は、一旦完全な創閉鎖を得た後に二期的に骨移植を
行っている。再建材料として、皮膚軟部組織も同時に再建できる血管柄付き腸骨皮弁は有用で
あると思われた。
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1-ST-11

エピネフリン入り局麻剤での指麻酔による腱剥離術
Tenolysis by digital block using the local anesthesia with epinephrine

○中村 恒一1, 平瀬 雄一1, 桑原 眞人1, 山口 利仁2

福本 恵三3

1四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

2東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科病院

3埼玉成恵会病院　埼玉手の外科研究所

【目的】手指における腱剥離術時に，腱が完全に剥離されているかどうか確認をすることは重
要である．全身麻酔，伝達麻酔下や，タニケット使用下では指の自動運動が不可能であるた
め，さまざまな工夫がなされている．われわれは，従来指ブロックで禁忌とされてきた，エピ
ネフリン入りリドカイン液による指ブロック麻酔での腱剥離術を行っており，これにより無血
野での剥離手技と，自動運動での残存癒着の有無の確認が可能である．これらの手技，経験に
ついて報告する．【手技】Zone2での屈筋腱癒着患者6例に対して以下の方法で指ブロック麻酔
をかけて，腱剥離術を行った．10万倍希釈のエピネフリン＋100倍希釈のリドカイン液（エピレ
ナミン含有１％キシロカイン注射液®）を手掌指節間皮膚線中央部よりtransthecal digital
block(腱鞘内注入)の方法で3ｍｌ注入．指掌側が蒼白になるまで約3分待ったのち，腱剥離術を
行った．剥離後，手指自動屈曲運動を行ってもらい，十分に剥離されていることを確認し創閉
鎖した．【症例】平均手術時間40分，出血はすべての症例でごく少量であった．剥離操作中，
術野は無血野で行うことが全例で可能であり，神経，血管損傷，その他の合併症はなかった．
全例術中に自動運動による十分な屈曲角度の獲得が可能であった．また，術後，血行障害など
の合併症を来たした症例はなかった．【考察】この方法により，少ない麻酔量で，腱剥離術に
支障がない程度の無血野を保ちつつ腱の自動運動が可能であり，術者と患者がともに十分な腱
の剥離ができたことを確認できるという利点がある．1時間以内の手術であれば安全に確実な腱
剥離術が可能である． 痛み少ない指ブロックについても知見を述べたい．
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1-ST-12

示指固有伸筋腱を用いた母指対立再建
Extensor indicis proprius opponenplasty

○松浦 愼太郎, 小俣 美香子, 野嶋 公博, 内田 満

東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

【目的】母指は手の中で最も重要で複雑な運動を担っており、その対立運動障害は日常生活に
多大な不自由さを与える。今回、母指球筋萎縮を伴う手根管症候群(CTS)、外傷や腫瘍切除後低
位正中神経麻痺、母指形成不全に対し示指固有伸筋腱(以下EIP )を用いた対立再建術を行った
ので報告する。【方法】男3女5例の8例を対象とした。年齢は13から80歳、CTSは4例で平均年齢
70.5歳、外傷などは3例平均54.7歳、母指形成不全1例13歳であった。術式は森谷らの方法に準
じた。MP関節でEIP腱を切断し手背の横切開から手関節背側に引き出し、さらに手背から尺骨
頭、手関節掌側に作成した皮下トンネルから手根管部へ、さらに短母指外転筋から第1中手骨背
側にEIP腱を引き出し短母指外転筋腱停止部にsuture anchorを用い固定した。術後は3週間ギプ
スで固定した。再建に遊離皮弁を行った2例では、対立位保持のため創外固定器を用い
た。【成績】Kapanji母指対立評価は、手根管症候群や腫瘍切除神経麻痺ではstage8,9、前腕挫
滅例はstage5、母指形成不全はstage4であった。【結論】母指対立再建術は、長掌筋腱や環指
浅指屈筋腱を用いた方法が広く行われている。Burkhalterは豆状骨をプーリーとするEIPを用い
た母指対立再建術を報告した。森谷らは母指球萎縮の著しい手根管症候群例に対し尺骨頭をプ
ーリーとする方法を報告し、EIP腱の良好な滑動性、母指と運動野が近い示指のEIPと母指球筋
は共同運動を行う、腱の破格が稀など本法の利点について述べた。今回、母指対立障害8例に本
法を応用したので文献的考察を加え症例を供覧する。
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1-ST-13

当院における橈骨神経麻痺に対するRiordan変法を用いた再建方法の
検討

The treatment for Radial Nerve Palsy with tendon transfer

○楊井 哲, 中島 英親, 寺本 憲市郎, 星野 秀士
田口 学

熊本機能病院　整形外科

橈骨神経麻痺は日常診察において比較的遭遇しやすい神経障害の１つである。特に神経麻痺を
きたした症例の中で、神経の回復が悪いものに対しては腱移行が行なわれる。1897年にRocket
が最初に報告して以来、橈骨神経麻痺に対する腱移行術は多くの再建方法が報告されてきた
が、現在では橈側手根屈筋腱を用いて、骨間膜を通して背側に移行し、総指伸筋腱に移行する
Riordan変法が一般的となっており、当院でも橈骨神経麻痺に対する手術方法の第一選択となっ
ている。しかし、これに対して術後成績を検討した報告は多くない。そのため今回　われわれ
は当院においてH17年より行った橈骨神経麻痺に対するRiordan変法を用いた再建について検討
を行った。症例は９例で、内訳は男性8例、女性1例であった。年齢は11歳から78歳で平均43歳
であり、原因別では外傷が３例、上腕骨骨折術後が２例、特発性後骨間神経麻痺が４例であっ
た。評価方法として手関節・手指自動可動域測定を行い、手関節可動域は手指伸展時および屈
曲時の手関節自動背屈および掌屈角度を測定し、手指可動域は中指MP関節の自動伸展および屈
曲角度を測定した。また母指に対しては母指伸展・外転角度を測定した。術後成績として比較
的安定した結果が得られたが、問題点もみられた。そのため手術方法や術後結果など再度検討
し報告する。
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1-ST-14

長母指伸筋腱を切離しない母指伸展機能再建術の試み
A Modification of the Palmaris Longus to Extensor Pollicis Longus Transfer for Radial Nerve Palsy

○越智 健介1, 堀内 行雄2, 中村 俊康3, 佐藤 和毅3

松村 崇史4

1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

2川崎市立川崎病院　整形外科, 3慶應義塾大学　整形外科, 4松村外科整形外科

【目的】われわれが行っている長母指伸筋(EPL)腱を切離しない母指伸展機能再建術の成績を検
討する。【方法】EPL麻痺の5例を対象とした。これらのうち、特発性後骨間神経麻痺に伴うも
のが2例、外傷性橈骨神経麻痺に伴うものが3例であった。特発性後骨間神経麻痺症例では発症
後10か月以上、外傷性橈骨神経麻痺では発症後3か月以上経過しても回復兆候のないもののう
ち、腱移行を希望した症例に機能再建術を行った。【術式】長掌筋(PL)腱の遠位に手掌腱膜を
約3cm連続させてその末梢で切離したのち、PL腱を十分に剥離して滑走性を得た。PL-手掌腱膜
の剥離に際しては、遠位手くび皮線をまたがないように、手掌部と前腕遠位部に別皮切を加え
た。末梢を切離したPL-手掌腱膜を第1コンパートメント遠位で長母指外転筋腱/短母指伸筋腱の
下をくぐらせて平行としたのち、EPLと編み込み縫合した。術後は3週間の外固定を行っ
た。【結果】術後平均17か月の母指平均自動可動域はIP関節過伸展3°、橈側外転41°、掌側外
転59°であり、日常生活や仕事（報道カメラマン、警察官など）に支障はなかった。【考察】
有連続性の橈骨神経麻痺や後骨間神経麻痺は、神経再支配により麻痺筋が回復する可能性があ
るので、腱移行術では、麻痺筋腱を切離しない方法が望ましい。そこでわれわれは、これらの
EPL麻痺に対しては本法を用いて来た。PLに手掌腱膜を連続させることで十分な移行腱長が確保
できるため、EPLを切離せずに強固な編み込み縫合が可能となるからである。今回の検討から、
本術式によって満足すべき結果が得られることが明らかとなった。【結語】回復する可能性の
あるEPL麻痺では、本術式による機能再建術は良い適応である。
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1-ST-15

全指EDC皮下断裂に対する断裂腱中枢部を用いた再建法
Reconstruction for Complete EDC Rupture Using Elongated Proximal Stump

○新井 健1, 田邊 剛2, 水野 早季子3

1東京歯科大学　市川総合病院　リハビリテーション科

2独立行政法人　国立病院機構　村山医療センター　整形外科

3慶應義塾大学　医学部　整形外科

【目的】全指EDC皮下断裂では、EIPにすべてを移行すると伸展力の低下や再断裂が問題とな
り、他の腱の移植や移行では健常腱を犠牲にする。我々は、これまでに多指伸筋腱皮下断裂に
対する腱移行と断裂腱中枢部をもちいた再建法を報告したが、今回、腱移行を行わず断裂腱中
枢部のみを用いた再建を行い比較的良好結果が得られたので報告する。【対象と方法】 症例は
4例4手（関節リウマチ3例）、伸展不全を呈した指は、中環指1手、中環小指2手、示中環小指1
手であった。全例、全指EDC断裂をみとめた。手術は、まず、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5 cm中枢まで半裁し結紮部を中心に反転し延長、次に、各腱
について半裁する前の中枢断端と末梢断端を津下法で縫合し縫合時の緊張を決め、延長した腱
をインターレースで末梢腱に縫合した。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、手関節軽度背屈位でMP関節伸展0°程度とした。関節リウマチの症例には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】全例でMP関節自動伸展0°以上、屈曲75°以上であった。3例は健側に比し
て15°以上の手関節屈曲制限を認めた。【考察】本法は、腱移行が可能な健常EDCが存在しない
際に、健常腱を犠牲にすることなく比較的太い健で伸展機能再建が可能である。しかしなが
ら、断裂後短縮した伸筋腱が経時的に伸張することから、縫合時の腱の緊張を決めるのが困難
である。今回の方法で手関節の屈曲制限を来したものの、ADL障害は少なく患者の満足度は高か
った。本法は、全指EDC皮下断裂の際に有用な方法と考えられた。【結語】全指EDCに対し、断
裂腱中枢部による再建を行い良好な結果が得られた。
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1-ST-16

第5中手骨頚部骨折に対する掌側アプローチでの手術手技
Surgical technique for the fifth metacarpal neck fracture by Kapandji method from palmar side

○篠根 理孝1, 金澤 洋介1, 畠山 英嗣1, 福本 恵三2

善家 雄吉3

1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

3産業医科大学　整形外科

【はじめに】第5中手骨頚部骨折に対する手術治療では，鋼線髄内固定法や経皮鋼線刺入固定法
が行われることが多く，その場合，鋼線の刺入は背側からが一般的である．当院では，第5中手
骨頚部骨折に対して掌側アプローチで骨接合術を行っている．掌側に小切開を加え，1本の
Kirschner鋼線を用いてKapandji法により骨折部を整復・固定したところ経過良好であったので
報告する．【対象と方法】症例は2011年8月～2012年7月にかけて当院で手術を行った10例で全
員男性，平均年齢は30歳(12～71歳)，受傷から手術まで平均8日(3～20日)であった．術前X線評
価で頚部の掌屈角度は，平均43度(27～70度)であった．【手術手技】手術は腋窩伝達麻酔下で
行う．遠位手掌皮線上に小切開を加え，骨折部まで軟部組織を剥離する．径1.2mm Kirschner鋼
線を第5中手骨尺側から骨折部に差し込み，Kapandji法で整復・固定を行う．対側骨皮質を貫く
際はパワードリルを使用するので，神経血管束，小指屈筋腱を損傷しないようにドリルスリー
ブを用いる．【結果】Kirschner鋼線抜去まで平均4.8週(2～9週)で，術後平均観察期間は92日
（44～143日）であった．全例で骨折部の再転位なく骨癒合が得られた．全例で神経血管束，小
指屈筋腱の損傷は認めなかった．小指MP関節可動域制限を認めず，全例でfull grip可能であ
り，疼痛の訴えはなく，ADL障害は認めなかった．また，最終経過観察時のQuick  DASH
scoreは，全例で0であった．【考察】本法の長所は，小指の関節運動を阻害しないこと，1本の
Kirschner鋼線で整復・固定するため簡便であることである．短所は，神経血管束および小指屈
筋腱を損傷する可能性があることだが，Kirschner鋼線を第5中手骨の尺側から刺入すること，
およびドリルスリーブを用いることで回避できると考える．
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1-ST-17

新しく開発した創外固定器PinFixの臨床的使用経験
The clinical use of a new fracture fixation device

○新井 哲也, 山本 美知郎, 栗本 秀, 夏目 唯弘
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科学

【目的】我々は独自に開発した創外固定器PinFixで模擬骨を用いた力学試験を行い、従来型創
外固定器を上回る強度を示したことを第55回本学会にて報告した。本器は従来型創外固定器の
片もち梁構造と異なり、強固なトラス構造をとっており、力学上単純だが高い強度を維持して
いる。
今回、引き続き本器での臨床応用を行ったので報告する。
【方法】調査項目は、症例数、性別、年齢、疾患、骨癒合並びに合併症の有無、受診から手
術、手術から抜釘までの期間、さらに術後観察期間とした。
【成績】症例は7例(男性3例、女性4例)、平均年齢は13.00±7.16歳、新鮮例は上腕骨外顆骨折
の１例で、その他は外傷後変形治癒5例(肘周辺4例、手関節１例)、多発性外骨腫による変形が
１例であった。受傷から手術までが平均310.00±406.18日、手術から抜釘までが平均38.43±
14.25日、術後観察期間が平均348.29±299.48日であった。全例に骨癒合が得られ目立った合併
症もなく経過は良好であった。
【結論】全例骨癒合を得ることができたが、全体として若年者が多かったことも関係あると思
われた。今回は若年者の矯正骨切り術の固定に用いた症例が多かった。これらの固定はPinのみ
で行える症例も多いが、それだけでは固定性が不安な場合もあり、かと言ってbulkyな内固定材
の使用も躊躇われる。本器は通常のPinningの後に、コネクタをPinにそのまま装着するだけの
構造であり、あくまでPinningの延長線上にある簡便な固定器と言える。簡便性と強固な固定性
を同時に得たい小児例などがよい適応となるため今回のような結果となった可能性がある。ま
た外来での抜釘が簡単に行えるため、その点でも小児に使用しやすい。
本器は上腕、前腕、下腿といった長管骨であれば原則全てに使用可能であり、今後新鮮骨折も
含め適応症例を増やしていきたい。
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1-ST-18

軟部組織再建が必要な重度前腕・手部外傷における再建前の局所陰
圧閉鎖療法(NPWT)は有用か？－NPWT使用の有無での比較検討－

The Efficacy of Negative Pressure Wound Therapy in the Management of Soft Tissue Reconstraction for

Severely Injured Upper Limbs

○畑下 智1,2, 土田 芳彦1, 磯貝 哲1, 辻 英樹1

倉田 佳明1

1札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

2公立大学法人福島県立医科大学　整形外科

【目的】重度前腕・手部外傷の治療において、最大限の機能予後を獲得するためには、早期の
適切な軟部組織再建が必要である。また、重度四肢外傷に対する局所陰圧閉鎖療法(以下NPWT)
の有用性が報告されている。今回我々は、軟部組織再建を必要とした重度前腕・手部外傷に対
して、再建前のNPWT使用の有無で比較検討したので報告する。
【方法】当院で治療した軟部組織再建を必要とする重度前腕・手部外傷のうち、再建前にNPWT
を行った(N群)9例と、行わずにwet dressingとした(W群)11例を対象とした。N群におけるNPWT
開始時期、交換回数、中止の有無を調査した。また両群間で軟部組織再建の施行時期、生着
率、再建後の感染の有無を比較検討した。統計学的検討にはMann-Whitney U-testを用いた。
【結果】NPWT開始時期は平均受傷3.7日目、交換回数は平均1.3回、使用日数は平均6.7日であっ
た。自己抜去による中止を1例認めた。軟部組織再建の施行時期はN群が平均11.3日、W群が平均
5.9日であり、統計学的有意差は認めなかったがN群に遅い傾向を認めた。軟部再建後の深部感
染はW群2例、N群2例で有意差を認めなかった。感染した症例を除き両群共に全て生着した。
【考察】N群で軟部組織再建の施行時期が遅い傾向を認めたが、両群間で感染率に差は認めなか
った。すなわち、NPWTを行うことで軟部組織再建の時期が遅れても感染率を上昇させない可能
性がある。しかし、特に前腕・手部は機能肢としてより早期の軟部組織再建が求められ、NPWT
の使用によって不必要に遅らせることがあってはならない。早期軟部組織再建のためには、よ
り短期間で確実なデブリドマンを重視し、早期に再建範囲を確定化させた後の軟部組織再建計
画が重要である。重度前腕・手部外傷では、NPWTは早期軟部再建までの副次的な存在として認
識すべきと考える。
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1-ST-19

指体部掌側瘢痕拘縮に対する手術法の選択　
Operative treatment options for flexion scar contracture of finger

○小松 一成, 山口 利仁, 平瀬 雄一

東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院

目的；指体部掌側の瘢痕拘縮は手外科医が日常診療よく扱う病態であるが、体系化された手術
治療戦略はない。指体部瘢痕拘縮に対する各種手術法の有用性、問題点を検討する。方法；わ
れわれの施設で2004年より2013年の9年間に指体部瘢痕拘縮に対して手術を行った101例116指を
対象に、患者背景、拘縮部位、術式（皮弁の種類）について調査した。成績；平均年齢は
41歳、左手61例、右手40例、瘢痕拘縮部位は末節部36例、中節部42例、基節部63例（いずれも
重複を含む）であった。術式別にみると、Z形成術が38例、Multiple Z形成術が33例、瘢痕切除
縫縮もしくは植皮術が26例、Digitolateral flapが22例、5-Z形成術が4例、Bilobed flapが
3例、VY形成術が2例、背側中手骨間動脈皮弁が1例（いずれも重複を含む）であった。結論；指
体部の瘢痕拘縮解除術では拘縮の程度に応じた手術法の選択が必要であり、術後瘢痕拘縮の再
発を予防するためには皮弁デザインの基本原則を守ることが重要であると考えられ
た。Digitolateral flapは同一指内での皮弁が挙上でき、主要血管を使用しない等の利点があ
り、指体部瘢痕拘縮には有用な手術法であると考えられた。
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1-ST-20

手指 MP関節伸筋腱脱臼の治療
Treatment for Dislocation of Extensor Tendon at Metacarpophalangeal Joint

○田山 信敬

松村総合病院　整形外科

【目的】当院ではADL障害があるMP関節伸筋腱脱臼は積極的に手術療法を行っている。今回当科
で行っている手術法とその治療成績につき報告する。【対象および方法】過去4年で手術を行っ
た5例5指を対象とした。男性2例女性3例で発症年齢は13から57歳（平均37.4歳）。罹患側は右2
指左3指ですべて中指だった。損傷形態は特発性が4指、外傷性が1指で、手術時新鮮例2指、陳
旧例が3指であった。すべて尺側脱臼だった。手術は駆血帯を使用せず1％エピネフリン入りリ
ドカインにて局所麻酔後、矢状索損傷例では修復、瘢痕が認められるものは瘢痕切除し矢状索
を縫縮した。明らかな所見がないものは適切な部位で軟部組織と矢状索を縫縮した。術中患指
を自動運動させて脱臼しないことを確認し、縫縮部の離開が危惧される場合は縫縮を追加し
た。術後は2-3週MP関節のみ軽度屈曲位で固定した。術後経過観察期間は2-4ヶ月（平均2.8ヶ
月）だった。再発の有無と可動域を評価した。【結果】全例再脱臼なく、可動域も術後2ヶ月で
術前の可動域に回復していた。【考察】本手術の利点は、術中自動運動で脱臼しないことを確
認でき、縫縮部の離開が危惧される場合は、縫縮追加し補強できることである。今のところ縫
縮術に追加処置を要する症例はなかった。
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1-ST-21

伸筋腱皮下断裂に対する腱再建術の治療成績－ダイナミックスプリ
ント法とテーピング法の比較検討－

Results of Reconstruction for Extensor tendon rupture-Dynamic splinting and Tapping methods-

○松木 寛之1, 中土 幸男2

1岡谷市民病院　整形外科, 2抱生会 丸の内病院　整形外科

【目的】手指伸筋腱皮下断裂に対しては，従来固定療法やダイナミックスプリントを用いた早
期運動療法が行われてきたが，近年では腱移行例に対し減張位早期運動療法が行われるように
なってきている．我々は手指伸筋腱皮下断裂に対してダイナミックスプリント法とテーピング
法による後療法を行ってきたので，今回それらの追跡調査を行い治療成績を比較検討した．
【対象と方法】2007年以降に腱移植による手指伸筋腱再建術を施行し術後評価が可能であった
22例22手を対象とした．男性5例・女性17例，手術時平均年齢は66.1歳（53-85歳），関節リウ
マチ（RA）16例・変形性関節症（OA）6例，罹患指は小指のみが4例，環・小指が14例，中・環
・小指が4例，平均術後経過観察期間は28ヵ月（6-60ヵ月）であった．手術は全例でSauvé-
Kapandji法と遊離腱移植術を施行した．後療法はダイナミックスプリント法を12例，テーピン
グ法を10例に行った．術後成績を手指の関節可動域を用いて評価した．
【結果】腱断裂指の平均自動可動域はダイナミックスプリント法においては，MP関節の屈曲が
84.4°，伸展が-5.8°，PIPの屈曲が93.6°，伸展が0.2°であった．テーピング法では，MP関
節の屈曲が84.7°，伸展が-4.5°，PIPの屈曲が92.6°，伸展が0°であった．MP関節の伸展角
度が-20°以下の症例はダイナミックスプリント法のRA例で1例，OA例で1例，テーピング法のRA
例で1例認めた．MP関節の屈曲角度が70°以下の症例はダイナミックスプリント法のOA例で
1例，テーピング法のRA例で2例認めた．
【考察】腱移植術を施行した手指伸筋腱皮下断裂例に対して，ダイナミックスプリント法とテ
ーピング法による後療法を行ったが，両方法ともに十分な術後可動域が得られた．
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1-ST-22

母指ＣＭ関節に対する内転伸展テストの有用性：注射施行例の検討
Sensitivity of adduction-extension test for thumb carpometacarpal osteoarthritis in evaluation for cases

treated with injection

○蔡 栄浩, 西田 欽也, 佐々木 勲

手稲渓仁会病院　整形外科

【はじめに】我々は第55回日本手外科学会学術集会において母指CM関節症もしくは関節炎に対
する新しい徒手検査法として内転伸展テストを提案した。その手技は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ることであり、判定はCM関節掌側に疼痛が誘発さ
れれば陽性とした。またCM関節に対する既存の徒手検査法であるグラインドテスト、ディスト
ラクションテストと内転伸展テストの感度を比較し前2者よりも感度が高いことを報告した。今
回我々は疼痛が強く治療法として注射を選択した患者に対して注射前後で内転伸展テストを施
行し、このテストがCM関節の治療効果の指標となりうるかを検討した。【対象と方法】2007年
11月から2012年5月までの間に外来受診した母指CM関節症もしくは関節炎を発症していてかつ注
射を希望した患者13例15指に対して1%キシロカイン1ｍｌおよびリンデロン2.5ｍｇ（0.5ｍｌ）
を注射した。注射前にグラインドテスト、ディストラクションテストおよび内転伸展テストを
施行し、注射後3分経過した時点で内転伸展テストを再度施行した。【結果】注射前グラインド
テストは15指中3指で陽性、ディストラクションテストは15指中3指で陽性、内転伸展テストは
15指中15指で陽性であった。注射施行後内転伸展テストは15指中14指で陰性化した。残り1例は
陽性であったが誘発される痛みは半減した。【考察】我々の経験ではCM関節炎もしくは関節症
に対するグラインドテスト、ディストラクションテストの感度は低く注射を希望された症例に
限ってはそれぞれ20％しか陽性とならなかった。一方内転伸展テストは15例全例に陽性で注射
後14例が陰性化したことから注射の治療効果判定にも有用であると考えられた。
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1-ST-23

母指CM関節症に対する関節形成術後の単純X線写真像における空隙
の経時的変化

Serial Assessment of the Gap after Weilby Tendon Interposition Arthroplasty for Osteoarthritis of the

Trapeziometacarpal Joints.

○高本 康史, 大江 隆史, 石山 典幸, 柘植 信二郎

名戸ヶ谷病院　整形外科

【背景】保存療法に抵抗し疼痛が持続する母指CM関節症に対して多様な術式が存在する。大菱
形骨切除を行う術式は空隙を生じ、その距離は時間とともに狭小化し第1中手骨が近位方向へ沈
み込み、結果として母指列短縮・疼痛などが生じることがある。我々はWeilby法に準じて関節
形成術を行ったが、 Weilby変法における空隙の経時的変化についての報告は少ない。我々は今
回その点に注目し検討した。
【目的】術後の単純X線写真像での空隙が短縮する割合と時期について調べた。疼痛・満足度等
についても調査した。
【方法】2008年から2012年までに当院で手術を行った12例13関節（女性11例、男性1例）を対象
とした。手術時年齢は41-80歳（平均62.4歳）、右6関節・左7関節、術後経過観察期間は6-31ヶ
月（平均13.5ヶ月）、Eaton分類はstage3が12関節・stage4が1関節であった。Weilbyの方法に
準じた関節形成術を行い、第1中手骨と2中手骨間をKirschner鋼線で経皮的に固定し、後に抜去
した。経時的に空隙を測定し、第1中手骨長との比を算出し評価した。
【成績】空隙の距離の減少率は、術前と比し平均で術直後6%、Kirschner鋼線抜去直後31%、術
後3ヶ月35%、術後6ヶ月36%、最終診察時37%となった。
【結論】空隙はKirschner鋼線抜去直後に短縮し、以降空隙は保持された。本手術法は大菱形骨
切除に加えて、橈側手根屈筋腱の半裁腱を用いて第1中手骨基部を安定化させて空隙を充填する
簡便な関節形成術である。疼痛も軽減し患者の満足度も高く、空隙保持の点からも有用な方法
の一つと考える。
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1-ST-24

母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術の治療成績
Effect of Arthroscopic Arthroplasty for Carpometacarpal Osteoarthritis of the Thumb

○藤田 章啓, 山下 優嗣, 豊島 良太

鳥取大学　医学部　整形外科

【目的】母指CM関節症に対して鏡視下大菱形骨部分切除＋長掌筋腱充填を行った症例におい
て、骨切除面の形状を関節安定性を重視して陥凹型とした群と、関節可動域を重視して傾斜型
とした群との間で、臨床成績を比較した。【対象と方法】2010年8月から2012年7月までの間
に、当科にて手術を行った7例7関節を対象とした。男性2例、女性5例、平均年齢は67.7歳であ
った。Eaton分類はstage 2が3関節、stage 3が4関節、術後経過観察期間は平均6.3か月であっ
た。術式は鏡視下に大菱形骨の関節面を海綿骨が露出するまで切除し、生じた腔に長掌筋腱を
採取して充填した。1例で長掌筋腱が欠損していたため、橈側手根屈筋腱を半裁して使用した。
術後は鋼線でCM関節を仮固定した。3週で鋼線を抜去し、ROMを開始した。術後X線像にて、大菱
形骨切除面の形状、亜脱臼の有無などを評価した。臨床成績はROM（橈側外転、掌側外転）、及
びDASHスコアで評価した。【結果】大菱形骨の切除面の形状は陥凹型が４例、傾斜型が3例であ
った。両群を比較すると、陥凹型では掌側外転が縮小する傾向にあった。またCM関節の掌側又
は背側への亜脱臼が見られた。傾斜型では橈側外転の改善が乏しい傾向が見られた。DASHスコ
アは5例で改善し、両群間で明らかな差は見られなかった。傾斜型の1例で改善がなかったが、
同側の尺骨突き上げ症候群、DeQuervein 病を合併していた。陥凹型の1例で増悪を認めたが、
転倒して患側の手をつくというエピソードがあった。【結語】母指CM関節症に対する鏡視下関
節形成術において、大菱形骨の切除面の形状と臨床成績との関連について検討した。短期経過
において、術前後のROMの変化については両群間で差が見られたが、DASHスコアには差はなかっ
た。中長期経過での評価が、今後の課題と思われた。
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1-ST-25

母指CM関節固定術の中長期臨床成績
Results of Trapeziometacarpal Arthrodesis for Osteoarthritis

○森澤 妥1, 林 俊吉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独立行政法人国立成育医療研究センター　臓器・運動器病態外科部

【目的】母指CM関節症の治療法の一つである関節固定術は長期の安定した除痛、ピンチ力の改
善が期待できるが不十分な内固定では偽関節が発生する。我々は、HCS  スクリュー
(Synthes社）1本と鋼線を用いており、その手技と中長期臨床成績を検討した。
【方法】対象はHCS スクリュー 1本と鋼線で固定した11例11手で、男性2例女性9例、右4例、左
7例、Eaton  stage 2 :2手、stage 3:8 手、stage 4:1手、年齢は51～84歳（平均64.7歳）、経
過観察期間は8～33カ月（平均18カ月）であった。適応は日常生活で痛みがあり、肉体労働や手
指を酷使する症例で保存治療に抵抗するものとした。検討項目は骨癒合、CM関節周囲のOAの有
無、関節可動域（橈側外転、掌側外転）、日常生活機能評価、Kapandji's stage、ピンチ力
（術前を1として）とした。
【結果】全例で骨癒合はえられた。CM関節周囲のOAは認められなかった。関節可動域は母指橈
側外転平均64度、掌側外転平均59度、日常生活機能評価は良好な結果が得られた。Kapandji's
stageは平均9.5、ピンチ力は平均3と改善を認めた。
【考察】固定術の利点は強いピンチ力の獲得と長期の安定した除痛効果である。HCS スクリュ
ーでは圧迫調節機能と挿入深度調節機能により、十分な圧迫がかけられるため骨癒合が得られ
やすい。固定法には圧迫スクリューを2本刺入する方法やtension band wiring法などがあるが
本法はその各々の利点を有している。また、我々はCM関節部の軟骨下骨切除を必要最小限にす
ることによって鞍状関節の形態を残し、固定部をより密着させ母指の短縮を防止し、固定角度
の調整を容易にしている。
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1-ST-26

TJスクリューを用いた母指CM関節形成術の治療成績－Thompson法
－

Suspensionplasty for the painful thumb carpometacarpal joint using the TJ screw

○岡本 秀貴1, 関谷 勇人2, 勝田 康裕2, 立松 尚衛1

大塚 隆信1

1名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科, 2厚生連海南病院整形外科

【目的】母指CM関節症には多くの手術法が報告されている。我々は可動を温存できるCM関節形
成術（Thompson法）を第一選択としており移行腱をより強固に固定すべくTJスクリューを用い
ている。その治療成績を報告する。【方法】2008～2012年に本法を施行した5例を対象とした。
男性2、女性3、平均66歳。右3、左2。Eaton分類stage3が2例、stage4が2例、他院でCM関節固定
後偽関節1例。術後経過観察期間は平均1年11か月。術式は大菱形骨全切除後に長母指外転筋腱
をTJスクリューで第2中手骨に固定し、その後で原法の如く短橈側手根伸筋腱に2回編みこみ縫
合を行った。術後は対立位鋼線固定とギプス固定を3週間行った。評価は橈側外転および掌側外
転、握力（健側比）、ピンチ力（健側比）、Quick DASH、VAS、第1中手骨-舟状骨間距離/第1中
手骨長比（間隙）で行った。【結果】最終経過観察時には橈側外転は術前平均34°から
33°に、掌側外転は術前平均38°から平均42°に、握力は術前平均0.87から0.90に、ピンチ力
は術前平均0.67から0.64と術前値を維持した。Quick  DASHは術前平均
disability/symptom：30.68から11.82、Work：37.5から8.75、Sports/music：41.67から13.75
と著明に改善した。VASは術前平均5.25から2.2と大幅に減少した。間隙は術後約1か月の平均
0.19から最終平均0.14と第1中手骨-舟状骨間を保っていた。【考察および結語】母指CM関節症
は慢性疼痛により日常生活が大きく制限される疾患で患者の苦痛は計り知れない。本法はVAS値
からも確実な除痛が得られ、術前の可動域、握力、ピンチ力を温存でき、日常生活での不自由
を減少させる有効な方法と考える。1例ではあるがCM関節固定後偽関節にも行いsalvageでき
た。長母指外転筋腱が残存していることが適応条件になるが選択肢として考慮してよい術式と
思われた。
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1-ST-27

母指CM関節症に対する骨切除を行わないロール状腱挿入関節形成
術

Tendon anchovy interpositional arthroplasty without bony resection for the painful thumb carpo-

metacarpal joint

○清重 佳郎1, 高木 理彰2

1山形県立保健医療大学　理学療法学科, 2山形大学　医学部　整形外科

【背景】母指CM関節症の原因は未だ不明であるが、靭帯不全による関節不安定性とAPLの牽引力
による関節亜脱によって進行する。Eaton RGはFCR半裁腱を用いた掌側靭帯の再建による関節安
定性獲得法を報告したが、その後、stageの進んだ症例には関節裂隙が消失しているという理由
で、骨棘や関節軟骨を切除して腱をinterpositionする関節形成術を適応した。その後同法は
「大菱形骨＋切除FCR部分腱挿入＋FCR半裁腱による靭帯再建」へと発展した。透視下にCM関節
の動きを観察すると、stage 1では亜脱は徒手整復されるがstageが進行すると中手骨は大菱形
骨の鞍上に整復されず橈側縁上でhinge様に動いていることがわかる。演者らは本症を、元々の
靭帯不全・関節弛緩性による亜脱位での“拘縮”の結果と考え、大菱形骨を切除しない
interpositional  arthroplastyを行っている。
【方法】手術は、複数あるAPL腱のうち中手骨基部に停止する腱を第1伸筋区画近位で切離・翻
転し、CM関節上に引き出す。開いたCM関節橈側からモスキートを挿入して、遠位に牽引して母
指の長軸alignmentが正常化するまで関節包内から拘縮を解除する。出来た空隙に翻転したAPL
腱anchovyを挿入して橈側関節包を縫縮し、Kirschner wireで3週間仮固定する。
【成績】1.5年以上経過した症例は3例である。関節裂隙は保たれ、母指機能は6ヶ月で健側の60
～90%、1.5年で90%以上に回復していた。
【考察】本法は、拘縮を解除しligament balanceを再獲得した後に生じた空隙にtendon
anchovyをspacerとして挿入する方法であり、人工膝関節手術におけるHDP spacer挿入と同様の
考え方である。ligament balance が得られ、元々の関節弛緩分をtendon anchovyで埋めれ
ば、interpositional arthroplastyに骨切除は必要ないことをvideoにて示す。
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1-ST-28

へバーデン結節に対するHeadless compression screwによる関節固定
術

Distal interphalangeal joint arthrodesis for Heberden nodes

○犬飼 智雄, 久保田 力, 高村 敬晴

国立福井病院　整形外科

【目的】へバーデン結節の高度変形や疼痛が強い症例は、ピンチ力の低下や巧緻運動障害、ま
た整容上の問題が生じる。今回、我々はヘバーデン結節に対してHeadless compression
screw（HCS）による関節固定術を行った症例の術後成績を調査したので報告する。【対象と方
法】当科で関節固定術を行った15例16指を対象とした。全例女性。手術時平均年齢は65.5歳
（50～76歳）。罹患指は母指2指、示指3指、中指４指、環指４指、小指3指であった。術前に
PIP関節およぶMP関節の可動域制限がないことを手術適応とした。手術方法は背側Y字皮切で伸
筋腱と側副靭帯を切離DIP関節をshotgun様に開放。骨棘をトリミングし、ボーンソーで軟骨部
分を確実に除去するように関節面を削除、固定角度を約10°となるように指を保持したまま、
指尖部よりACUMED社製Acutrak compression screwを挿入し、圧迫力をかけながら固定した。骨
質が弱く, 骨粗しょう症が疑われる症例には回旋防止に1.0mm K-wireをcross pinning施行し
た。創部痛が軽減するまでの約1週間外固定を行い、可及的早期より指ROM訓練を行っ
た。【結果】骨癒合期間は平均9.4週で全例骨癒合が得られた。2例に術後3か月まで患指のしび
れ感を認めた。スクリューの骨外突出や皮膚壊死、指尖部知覚異常を認めた症例はない. ピン
チ時痛, 爪変形やPIP関節の可動域制限を生じた症例もなかった.爪変形やPIP関節の可動域制限
を生じた症例はなかった。【考察】HCSによる関節固定術は手術手技が比較的簡便で強固な固定
力が得られるため、早期からのリハビリテーションが可能である。また、除痛が得られるため
患者満足度が高い手術である。しかし、高齢女性が多く、骨脆弱性の問題や高度変形の場合の
適切な骨切除には細心の注意を要する。
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1-ST-29

スポーツによるPIP関節損傷
Injury of proximal interphalangeal joint in athletes

○太田 光俊, 金城 養典, 福田 誠, 横井 卓哉
日高 典昭

淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】
PIP関節損傷はスポーツ活動において頻発するが，しばしば治療開始が遅れて重篤な機能障害を
残す．当科における治療成績を調査検討したので報告する．
【対象と方法】
対象は当科を受診したスポーツによるPIP関節損傷のうち3か月以上の経過観察がなされ，51例
52指とした．性別は男37指，女15指，受傷時平均年齢25(11～43)歳で，損傷様式は脱臼骨折26
例27指，脱臼を伴わない関節内骨折18例18指，靭帯・掌側板損傷7例7指であった．検討項目は
損傷指，種目，受傷から治療開始までの期間，治療法，関節可動域とし，臨床成績は石田の基
準で評価した．また，受傷から治療開始までの期間が3週未満のA群(39例40指)と3週以上のC群
(12例12指)に分けて成績を比較した．
【結果】
損傷指は示指12，中指6、環指5，小指29であった．原因スポーツは，バスケットボール12，野
球・ソフトボール11，バレーボール8，サッカー7，その他14であった．保存療法は19指、手術
療法は33指に施行していたが，C群で手術療法を行った11指のうち，早期に治療すれば手術を回
避できたと考えられるものが7指存在した．A群の平均関節可動域は伸展-12°，屈曲94°で，臨
床成績は優22，良8，可7，不可3であり，C群の平均関節可動域は伸展-24.6°，屈曲89.2°で，
優1，良5，可3，不可3であった．手術療法を行った症例に限ると，A群(22指)の平均関節可動域
は伸展-14.4°，屈曲94°，優9，良6で，C群(11指)の平均関節可動域は伸展-24.6°，屈曲
89°，優1，良5，であり，A群の成績が良い傾向にあったが統計学的な有意差は認められなかっ
た．
【考察】
スポーツによるPIP関節周囲損傷は小指に多く，手でボールを扱う種目に多かった．治療開始が
遅れると成績が劣る傾向にあり，受傷後早期に医療機関を受診するよう啓発していくことが必
要と考えられた．
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1-ST-30

手指ボタンホール変形に対する伸展機構2期的再建
Two stage extensor mechanism reconstruction for boutonniere deformity of the finger

○野口 亮介, 轉法輪 光, 島田 幸造

大阪厚生年金病院　整形外科

【目的】当院では手指ボタンホール変形に対し、初回手術に人工腱を用いた2期的伸展機構再建
を行っている。本手術の術後成績につき報告する。
【方法】対象は2009年7月以降に本手術を行った5例5指。男性1例、女性4例。受傷部位は右小指
4例、左中指1例。初診時年齢は平均49歳。術後経過観察期間は3か月から34か月（中央値7か
月）。本手術の目的は、虫様筋と同じ作用での伸展機構の再建と移植腱の癒着防止である。手
術方法は、初回に虫様筋の走行と同じ様に、人工腱をPIP関節背側から横中手靭帯の掌側を経て
手背まで通し、手背部で総示指伸筋(EIP)腱に側々縫合する。初回術後平均4.4か月時に2回目手
術として人工腱を抜去、作成されたルートに長掌筋腱移植。遠位は中節骨基部のcentral slip
付着部に縫着し、近位はEIP腱に腱移行を行う。初診時・最終観察時のPIP関節可動域、追加手
術、合併症につき検討した。
【結果】全例初診時にはPIP関節拘縮を認めており、事前に拘縮解離術を施行したものが2例、
初回手術時に拘縮解離術を同時に行ったものが1例、初回、2回目ともに拘縮解離術を行ったも
のが1例であった。初診時PIP関節平均屈曲80°、伸展-44°、最終観察時屈曲81°、伸展-20°
であった。術後合併症としては、初回手術後に創部感染による皮膚欠損を生じ、2回目に皮弁形
成を行ったものを1例認めた。
【考察】腱移植後には、外固定が必要となり移植腱の癒着を来すことがあるが、軟部組織の乏
しい手指伸展側で特に問題となる。本手術では人工腱を留置することにより、pseudo-sheathが
作成され、移植腱の癒着を軽減することができる。また、生理的な方向への伸展機構の再建に
より、術後のPIP関節自動伸展は良好であった。複数回手術を要することは問題である。
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1-ST-31

成人肘頭骨折の骨折型の検討
Analysis of the olecranon fracture in adults

○藤原 祐樹, 上里 那沙, 尾崎 智史, 伊藤 英人
樋口 善俊

静岡済生会総合病院　整形外科

【目的】当院で経験した肘頭骨折患者の初診時撮影画像を評価し、肘頭骨折とその合併損傷に
一定の傾向がないか調査を行ったので報告する。
【対象と方法】2006年6月～2012年8月に当院で治療を行った受傷時年齢が18歳以上の肘頭骨折
患者62例(男性24例、女性38例、平均年齢56.5歳)を対象とし、初診時に撮影した単純X線の肘関
節正面像、側面像を評価した。また、肘関節CTを撮影した43症例ではCT像も併せて評価を行っ
た。評価は合併する鉤状突起骨折、橈骨頭骨折の骨折型、脱臼型、肘頭骨折の粉砕部位、肘頭
第3骨片の有無について行った。
【結果】肘頭骨折の骨折型はMayo分類1A10例、2A24例、2B18例、3A3例、3B7例であった。肘頭
の背側骨皮質を含む第3骨片は16例25.8%で認められた。2mm以上の関節面のstep offは17例
27.4%で認められたが、そのうち14例は肘頭中央部が第3骨片となっており、残り3例は関節面の
圧潰のみで第3骨片は認められなかった。肘頭近位骨片の粉砕は15例24.2%で認められた。合併
損傷として鉤状突起骨折を8例12.9%で認め、内訳はO’Driscoll分類のType1が1例、Type3が7例
であり、この7例全てにおいて鉤状突起骨片に内側側副靭帯付着部が含まれていた。橈骨頭骨折
の合併は3例4.8％に認められ、全例で鉤状突起骨折Type3を合併していた。脱臼を10例16.1%で
合併し、その内訳は経肘頭脱臼骨折9例、Monteggia骨折 Bado分類Type2が1例であった。
【考察】本研究では、肘頭骨折に合併する鉤状突起骨折にはType3が多く、その骨片には内側側
副靭帯付着部が高率に含まれること、肘頭骨片や肘頭中央部の粉砕が24例38.7％と比較的高率
に見られることなど、肘頭骨折にはいくつかの傾向があることが判明した。初診時に肘頭骨折
と診断した際にこれらの傾向を考慮して治療法の選択を行うことが重要であると考えられた。
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1-ST-32

小児上腕骨外顆骨折における単純X線側面像による評価と固定方向
Assessment of lateral condylar fractures of humerus in children using lateral radiograph and angle of

fixation

○江藤 淳, 佐竹 寛史, 豊野 修二, 高木 理彰

山形大学　医学部　整形外科

【背景】小児上腕骨外顆骨折は骨折形態の把握が困難な場合があり、経過中に転位したり偽関
節や変形治癒を生じることがある。本骨折の単純X線側面像に着目した報告は少なく、筆者らは
昨年の本学会誌において本骨折を単純X線側面像から4つに分類した。すなわち、骨折線が不明
瞭または骨折線のみで転位のない骨折線型、後方に骨性の膨隆を認める膨隆型、後方に三日月
様の骨片を認める三日月型、および後方部分に陥凹がある陥凹型である。本研究では偽関節や
変形治癒の発生に固定の方向が関与していると考えさらに検討を行った。
【対象と方法】対象は小児上腕骨外顆骨折54例、男児41例、女児13例、平均年齢5.5歳、平均経
過観察期間6.2か月であった。単純X線側面像から、骨折形態を上記4つに分け、偽関節率と変形
治癒率を調査した。また、手術症例に対して、キルシュナーワイヤー（以下K-wire）の刺入方
向により前方から後方に刺入されている前方刺入群と後方から前方に刺入されている後方刺入
群とに分け、偽関節と変形治癒の発生率を検討した。
【結果】骨折線型22例、膨隆型5例、三日月型18例、および陥凹型9例であった。骨折線型と膨
隆型は全例骨癒合が得られ、偽関節は三日月型1例と陥凹型1例に生じていた。変形治癒は三日
月型と陥凹型でそれぞれ1例ずつ発生していた。手術症例は22例で、K-wire前方刺入群が13例、
後方刺入群が9例であった。前方刺入群で偽関節が2例、変形治癒が2例発生していた。後方刺入
群では偽関節や変形治癒はみられなかった。
【考察】本研究による単純X線側面像の分類は骨折型の重症度を考える上で１つの指標となり得
ると思われる。手術時のK-wireの刺入方向は後方からの方が望ましい。
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1-ST-33

小児上腕骨顆上骨折の治療経験
Treatment of Supracondyler Fractures of the Humerus in Children

○桐田 由季子, 今谷 潤也, 森谷 史朗, 近藤 秀則

岡山済生会総合病院　整形外科

【はじめに】小児上腕骨顆上骨折は小児の肘関節周辺骨折で最も頻度が高く，転位の大きい症
例や腫脹の著明な例では循環障害や神経障害の発生が懸念され，早期に整復固定を要すことも
ある．今回われわれは当科で整復処置を必要とした症例の治療成績を調査したので報告す
る．【対象および方法】1997年から2012年8月までに当科で治療を行った小児上腕骨顆上骨折53
例（男児36例，女児17例）を対象とした．平均年齢は6.6歳（1～14歳），平均経過観察期間は
15ヵ月であった．骨折型，治療法，合併症及び合併症に対する治療を調査した．【結果】骨折
型はSmith-阿部分類で2型が18例，3型が13例，4型が22例であった．治療は，非観血的整復後に
外固定を行ったものが5例，非観血的整復後に鋼線刺入を行ったものが34例，観血的整復後に鋼
線刺入を行ったものが14例であった．鋼線刺入の方法は，22例は外側のみ，7例は外側と肘頭窩
近位から，20例は内外側からであった．合併症は橈骨神経障害が6例，正中神経障害が3例，尺
骨神経障害が2例，前骨間神経障害が1例であり，尺骨神経障害の1例は術後発症で内外側から鋼
線刺入を行った例であった．動脈損傷，Volkmann拘縮を生じた症例はなかった．神経障害は全
例経過期間中に保存的治療で改善し，手術的治療を要したものはなかった．【考察】小児上腕
骨顆上骨折の治療においては，神経・血管損傷やコンパートメント症候群に対する適切な処
置，変形癒合の回避などが大切である．今回の症例群において，整復困難な症例や術前に神経
障害の所見があった症例には非観血的整復に固執することなく観血的整復を行い，整復不良や
神経障害を遺残させず治療できた．また鋼線刺入方法に関しては骨折部の粉砕や不安定性によ
り固定法を適宜選択することで，おおむね矯正損失を起こさず治療できていた．
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1-ST-34

Transolecranon fracture-dislocation of the elbowの治療経験
Clinical review of transolecranon fracture-dislocation of the elbow

○王 耀東, 黒住 健人

帝京大学医学部附属病院　外傷センター

【はじめに】Transolecranon fracture-dislocation of the elbowとは、肘頭骨折に橈骨頭前
方脱臼を合併した脱臼骨折である。Monteggia骨折と異なり近位橈尺関節は破綻せず、根本的な
病態は腕尺関節の骨性支持の喪失であり、靭帯修復は必要ないとされる。基本的に高エネルギ
ー外傷で受傷し、開放骨折の場合も多く、治療戦略としてdamage control orthopedics（DCO）
が重要となる。【対象と方法】2010年4月から2012年3月までに当院で治療を行った、肘頭骨折
に橈骨頭脱臼もしくは橈骨近位端骨折を合併した5例を対象としたが、1例はMonteggia骨折に分
類され4例（開放骨折3例）となった。初診時平均年齢は54歳（42～78歳）で、男性3例、女性
1例。尺骨近位端の粉砕を3例に、橈骨近位端骨折を1例に認めた。初期治療は架橋型創外固定
3例、外固定1例。術前待機期間は平均7.8日（5～10日）。全例LCP olecranon plateを用い、術
直後より関節可動域訓練を開始した。平均観察期間は15ヵ月（7～26ヵ月）。受傷機転、合併損
傷、術後合併症を検討した。【結果】高齢女性1例のみ転倒による単独外傷であった。高エネル
ギー外傷3例（交通事故2例、転落1例）は、頭部外傷、胸部外傷、骨盤骨折、四肢多発骨折など
を合併しDCOを考慮する必要があった。初期治療が外固定の1例のみ、肘頭部皮膚壊死に対し遠
隔皮弁を要した。3例に抜釘を要し、関節症性変化を2例に認めている。【考察】高エネルギー
外傷で合併損傷がある場合のDCOだけではなく、軟部組織の管理や評価が容易である点で、初期
治療として創外固定は非常に有用と考えられた。治療目標は、尺骨近位端の解剖学的整復と強
固な内固定による早期関節可動域訓練である。創外固定で当面の安定性を獲得し、全身および
軟部組織状態をみながら、万全の体制で内固定に臨むのがよいと考える。
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1-ST-35

肘部管症候群における簡易上肢機能検査 (STEF) による手指巧緻運
動障害の術後評価

Postoperative evaluation for dexterity measured by STEF in patients with cubital tunnel syndrome

○井戸 芳和1,2, 伊坪 敏郎1,2, 林 正徳2, 内山 茂晴2

加藤 博之1,2

1信州大学　医学部附属病院　リハビリテーション部, 2信州大学　医学部　整形外科

【目的】肘部管症候群 (CubTS) では物体の把持機能が障害される．本研究では，どのような把
持動作が障害されやすいか，障害された把持動作が術後どの時期に回復するか，を検討した．
【方法】手術治療したCubTS例で術後1年間観察可能であった39肢を対象とした．手術年齢は平
均64歳で，McGowan分類はGrade II: 16肢，III: 23肢であった．全例を簡易上肢機能検査
(Simple Test for Evaluating Hand Function: STEF) で評価し，以下の1)，2) を検討し
た．STEFでは10種の異なる物体を把持し特定の場所に移動させ，その所要時間から得点を計算
する（各検査項目10点満点，合計100点満点）．1) 術前の各肢におけるSTEFの10種の検査項目
間の点数を比較した (Steel-Dwass test)．2) 術前，術後3，12か月時のSTEFの総点数と個別検
査項目の点数を各時期間で比較し (Holm法によるWilcoxon signed rank test)，反応性を検出
した．
【結果】1) 検査1～7の術前平均点は9.6～9.8点でほとんどの肢で満点であった．一方，検査
8「金円板」は8.5点，検査9「小球」は9.4点，検査10「ピン」は9.0点で，多くの肢は満点では
なかった．検査8は他の検査1～7に対して有意に劣っていた．検査9と10は検査1～7に対して劣
っている傾向があった．2) 全例のSTEF合計平均点は術前95.2，術後3か月97.8，12か月98.1点
であり，術後3か月で有意に改善した．検査8，9，10では術前平均点が8.5，9.4，9.0点から術
後3か月で平均点がそれぞれ9.3，9.7，9.5点となり，有意に改善した．反応性は検査8が最も高
値で，総得点よりも鋭敏あった．
【考察】STEFでは大きな物体をつまみ上げる動作の障害はほとんどみられなかった．厚さ2mmの
金円板，次いで直径3mmの円筒状のピン，さらに直径6mmの小球を平面からつまみ上げる動作が
障害され，いずれも術後早期に改善した．

S270



1-ST-36

投球による陳旧性尺骨鉤状結節剥離骨折にLIPUS治療が有効であっ
た2例

The effect of low-intensity pulsed ultrasound therapy in avulsion fracture of the sublime tubercle of the

ulna

○渡辺 千聡, 植田 直樹, 藤澤 幸隆, 根尾 昌志

大阪医科大学　整形外科

【はじめに】内側型野球肘の中で尺骨鉤状結節剥離骨折は，内側側副靱帯の機能が障害される
ため手術治療が必要となることが多い．今回，我々は陳旧性の裂離骨折に対しLIPUSを用いた保
存療法で骨癒合を得た2症例を経験したので報告する．【症例１】15歳の男性．野球歴9年の投
手．4か月前から肘関節内側の痛みと連投時の小指のしびれを自覚していた．単純X線で尺骨鉤
状結節部の剥離と骨片の硬化像を認めたため陳旧性剥離骨折と診断した．超音波検査では著名
な肘関節外反動揺性を認めた．本人と家人との同意を得てLIPUS治療を開始した．開始後4か月
の単純X線で仮骨形成を認めた．6か月で投球を再開し，9か月で野手として野球復帰．12か月で
痛みやしびれの自覚がなく，投手に完全復帰した．1年3か月での超音波検査では肘関節外反動
揺性は消失していた．【症例2】15歳の男性．野球歴9年の捕手．5か月前から肘関節内側の痛み
を自覚していた．単純X線では症例1と同様の所見であり，陳旧性鉤状結節剥離骨折と診断し
た．LIPUS治療開始後2か月での単純X線で仮骨形成を認め，3か月で投球を再開した．5か月の超
音波検査で肘関節外反動揺性を認めず，野球に完全復帰した． 【考察】投球による尺骨鉤状結
節剥離骨折の報告は少ない．陳旧例の鉤状結節剥離骨折の治療に関する過去の報告では，デブ
リードマンや靱帯再建術などの手術療法が選択されている．近年，野球肘の上腕骨小頭離断性
骨軟骨炎や上腕骨内側上顆障害に対するLIPUS治療の有効性が報告されおり，我々は陳旧性鉤状
結節剥離骨折の2例に対しLIPUS治療を選択した．2例とも骨癒合が得られ野球に完全復帰し，患
者の満足度は非常に高いものであった．完全復帰まで最低5か月を要したが，陳旧性鉤状結節剥
離骨折の治療にLIPUSは考慮すべき治療法の一つである．
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1-ST-37

超音波検査が診断に有用であった乳児の上腕骨遠位骨端線離開の1
症例

Ultrasonic Diagnosis of separation of the distal humeral epiphysis in a infant:a case report

○竹内 実知子1, 砂川 融2, 鈴木 修身1, 中島 祐子1

越智 光夫1

1広島大学　大学院　医歯薬学総合研究科　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

【目的】超音波検査が診断に有用であった乳児の上腕骨遠位骨端線離開の1症例を経験したので
報告する。【症例】6ヵ月男児、姉がうつぶせを仰向けにしようと左前腕を捻ってから左肘が腫
れ動かそうとしなくなり、翌日当科を受診した。左肘に腫脹と内反変形を認め、屈曲は90度
で、肘を動かすと泣き出した。手指の動きは良好であった。X線にて上腕骨に対し前腕の後内側
転位を認めた。超音波検査で、上腕骨遠位外側の長軸像で骨幹端に対し骨端が後方へ転位して
いた。以上より上腕骨遠位骨端線離開Salter-Harris type 1と診断した。全身麻酔の下に徒手
整復できず、観血的骨接合術を行なった。外側アプローチで侵入、骨端部は後内側へ転位して
いた。肘外反、回内位で整復しk-wire 3本で固定した。超音波検査で後方に転位していた骨端
が整復されたのを確認した。術後4週で仮骨形成を認めk-wireを抜去し、6週でギプスを除去し
た。以降適時外来で超音波検査を行い仮骨の状態や転位の有無を確認している。【考察】乳児
の上腕骨遠位骨端線離開はまれな損傷で診断が困難なことがある。診断にはX線、MRI、関節造
影、超音波検査の報告がある。超音波検査は外来で非侵襲的に行うことができ、X線では不明な
成長軟骨板の損傷を明らかにし病態の診断に特に有用であると考える。
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1-ST-38

橈骨頭脱臼を伴った尺骨塑性変形に対して経皮的角状回旋骨切りを
行った1例

Treatment of Plastic Bowing of the Ulna with Radial Head Dislocation Using Minimally Invasive,

Bending and Rotational Osteotomy: A Case Report

○福原 徹太郎1,2, 三宅 潤一1,3, 飯田 剛4, 黒川 義隆1,5

三宅 晴夫1

1三宅整形外科病院, 2八戸の里病院整形外科, 3大阪大学整形外科

4済生会茨木病院整形外科, 5大阪医科大学整形外科

【はじめに】尺骨塑性変形を伴った橈骨頭脱臼は、稀なモンテジア脱臼骨折の亜型であるが、
診断が遅れた場合など徒手整復不能な場合がある。脱臼整復に際して尺骨変形矯正の必要性も
示唆されているが、いまだ一致した見解は得られていない。我々は橈骨頭脱臼を伴った尺骨塑
性変形に対して経皮的角状回旋骨切りをおこなったところ、良好な結果が得られたので報告す
る。【症例】症例は6歳男児。ジャングルジムから転落受傷し、受傷後2週で肘外側周囲の腫れ
と痛みの持続を主訴に当院を受診した。肘関節可動域は伸展‐20°、屈曲100°であった。前腕
側面像で橈骨頭前方脱臼と尺骨全体のなだらかな伸展変形を認め、健側との尺骨形状を比較し
たところ、15°の伸展変形を認めた。前後像では明らかな変形は認めなかった。両側のCT横断
画像による変形評価では25°の外旋変形が存在した。全身麻酔下に徒手整復困難を確認後、尺
骨を経皮的に骨切りしK-wireをガイドに屈曲・内旋矯正したところ、橈骨頭は自然整復され、
どの前腕肢位においても安定した動態を呈した。術後3週間のギプス固定後、旺盛な仮骨形成が
認められたため可動域訓練を開始した。術後5週で完全な骨癒合を確認できた。術後6週で左右
差ない肘・前腕可動域が獲得でき、その後も経過良好である。【考察】本症例の尺骨塑性変形
は、伸展・外旋変形を伴っていたが、これは4例の変形を検討した過去の報告と同様であった。
尺骨変形の2要素を同時矯正することで骨間膜作用によって橈骨頭の自然整復が得られ、安定し
た前腕動態獲得につながったと考えられた。また経皮的矯正骨切りの利点は、創ができない、
ドリリングで血流を刺激し骨膜も温存するため早期の骨癒合が期待できる、抜釘手術が不要と
いった利点を有し、小児においては有用である。
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1-ST-39

余剰仮骨による前腕回外運動障害が一因と考えられた橈骨骨幹部骨
折後偽関節の1例

A case report of radius nonunion due to redundant callus impingement in forearm supination

○岩橋 徹, 野口 亮介, 轉法輪 光, 島田 幸造

大阪厚生年金病院　整形外科

【はじめに】余剰な仮骨により回外運動が障害され，結果として偽関節を来すに至り手術を要
した橈骨骨幹部骨折の症例を経験したので，報告する。【症例】44歳男性。転倒し左橈骨骨幹
部骨折を受傷。前医にて受傷4日後にプレートを用いた観血的整復固定術を受けた。術後骨癒合
が得られず偽関節を来し，手術目的に当院紹介となった。当院初診時，前腕の疼痛を伴う回外
制限を認めた。単純レントゲン，CT像では，骨折部は偽関節となっており，橈骨の近位骨片よ
り連続する板状の仮骨が橈尺骨間の遠位方向に伸びていたが，遠位骨片とは連続していなかっ
た。初回手術後10ヶ月で手術を行った。プレートを固定しているスクリューには著明な緩みを
認めた。プレート抜去後，遠位・近位骨片にそれぞれ回外動作を加えたところ，遠位骨片では
可動良好なのに対し近位骨片は回外が強く制限されていた。橈骨の近位骨片より連続する板状
仮骨が相対的に背側に突出し，回外動作時に尺骨や遠位骨間膜に衝突するため，近位骨片の回
外を障害していた。仮骨を除去したところ，近位骨片の回外動作も良好となった。偽関節部に
は骨欠損を認めたため，腸骨より骨移植を行いプレートを用いて固定した。術後2ヶ月の最終診
察時，骨癒合は良好で過剰な仮骨は見られず，可動域は回内80°，回外50°で改善しつつあ
る。【考察】初回手術時の橈骨骨折部に第3骨片があり回旋位が正確に同定できなかった可能性
がある。近位骨片の仮骨が相対的に背側に形成され，尺骨や骨間膜と衝突するため骨折部に負
荷がかかり，その結果として偽関節に至ったと考えられた。
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1-ST-40

低侵襲手術を目的に開発したターゲットデバイスが装着可能な橈骨
遠位端骨折用掌側ロッキングプレート

Radius Distal Volar Locking Plate which targeting device could attach for less invasive surgery

○廣岡 孝彦1, 橋詰 博行2, 名越 充3, 藤井 淳一1

1尾道市立市民病院　整形外科, 2笠岡第一病院, 3名越整形外科医院

【はじめに】掌側locking plate（以下LP）にguiding blockを装着すると、方形回内筋を損傷
することなく手術を行うことは困難なことが多い。今回、targeting device（以下TD）を装着
することで方形回内筋の下にLPを滑り込ませ、方形回内筋をほとんど損傷することなく手術が
おこなえるLPの開発に携わったので報告し、術後成績を調査した。【設計】遠位locking screw
はnarrowが3本、broadが4本挿入可能で、最橈側部は橈骨茎状突起への挿入とした。中空typeを
採用することで遠位screwの関節内への誤挿入を防止した。近位はnon-locking screwを採用し
た結果、近位部のplateの厚みは1.6ミリとlow profileであった。透視化手術が容易に行えるよ
うTDはカーボン製とした。骨折部を整復後、方形回内筋の遠位端よりTDを装着した掌側LPを滑
り込ませる。全てのscrewが適切に挿入された後にTDを外す。【対象と結果】29例(AO分類
Atype17例、Btype1例、Ctype11例)に手術を行い、Ulnar  Tilt術直後18.2°、最終
18.2°、Volar Tilt術直後9.0°、最終8.7°、Ulnar Variance術直後0.0ミリ、最終0.2ミリ、
最終関節可動域は背屈66.8°、掌屈67.4°、回内85.8°、回外87.0°であった。【結語】本
plateは遠位screwが1列であるため、関節内骨片の整復を必要としないAO分類A typeには有効な
plateである。C typeでも背側侵入で骨折部を整復すれば十分に対応可能であり、術中に方形回
内筋の損傷を控えることができる有効なplateと考えている。
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AO分類C型橈骨遠位端関節内骨折に対する治療成績－Polyaxial
Locking Plate とMonoaxial Locking Plateでの比較検討－

Surgical Treatment of AO Type C Distal Radius Fractures -Comparison with Polyaxial Locking Plate and

Monoaxial Locking Plate-

○石井 英樹1, 浅見 昭彦1, 園畑 素樹2, 角田 憲治1

1佐賀社会保険病院　整形外科, 2佐賀大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対するロッキングプレートは、大きくわけると遠位ロッキングスク
リューが設定範囲内で固定角度を選択できるpolyaxial locking plateと固定角度が一定の
monoaxial locking plateの2種類となる。それぞれのプレートにも特徴があり、どちらのプレ
ートも良好な成績が報告されている。今回我々はこれらのプレートで橈骨遠位端骨折を治療し
たので、その成績を単純X線写真的検討と共に有用性と注意点などを踏まえ報告する。
【対象と方法】2008年4月より当院にて治療した橈骨遠位端骨折132手中、術後3か月以上経過観
察することができたAO分類C型の関節内骨折68手を対象とした。使用したプレートは、MES社製
APTUS Locking Plate（APTUS群）、Biomet社製DVR Anatomic Volar Plate System（DVR群）の2
種類で、前者が46手、後者は22手であった。更にAPTUS群46手をDouble-tiered Subchondral
Support(DSS)法を使用した20手と使用しなかった26手に分け、DVR群を含め、それぞれ最終経過
観察時の関節可動域ならびに握力による機能評価と、単純X線撮影でのulnar valiance、volar
tilt、radial inclinationにおける矯正損失の程度を比較検討した。
【結果】最終平均関節可動域や握力は全ての群で健側比80％以上と良好に改善しており、単純X
線学的評価も含め、全ての項目で有意差を認めなかった。一方APTUS群の中で、DSS法を使用し
なかった群の２手に遠位ロッキングスクリュー転位に伴う矯正損失を認めた。
【考察】橈骨遠位端関節内骨折に対する治療において、今回の検討ではどちらのplateも同様に
良好な成績を得ることができた。しかし、polyaxial locking plateでDSS法を使用しない症例
では、遠位ロッキングスクリューが転位する可能性があると考えられ、同プレートではDSS法の
併用が推奨されると考えた。
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橈骨遠位端関節内粉砕骨折に対するDVRプレートを用いたcondylar
stabilizing法

Condylar stabilizing Method using DVR plate for the treatment of Comminuted Distal Radius Fracture.

○加地 良雄1, 中村 修1, 山口 幸之助1, 香川 好男2

山本 哲司1

1香川大学　医学部　整形外科, 2かがわ整形外科クリニック

【目的】橈骨遠位端関節内粉砕骨折（関節内骨折）において、粉砕が強くなければ徒手整復で
十分な整復位を得たのちプレート固定を行えるが、粉砕が強い場合には十分な整復位が得られ
ないことも多い。condylar stabilizing法(CS法)を追加すれば更なる整復位が得られるが、関
節内粉砕骨折では関節面の整復位を保ったままCS法を行う必要がある。DVRアナトミックプレー
ト（DVR:Biomet）はwatershed lineを考慮した形状であり、double-tiered subchondral
support法(DSS法)により関節面を広範に支えるため、CS法を行う際に関節面のずれを生じにく
い。また短軸性でスクリューのロッキング強度が強いため、CS法施行時にロッキング機構の破
綻も起こりにくいと考えられる。今回関節内骨折に対するDVRを用いたCS法の治療成績を検討し
たので報告する。
【方法】橈骨遠位端骨折のうち関節内骨折（AO C型）にCS法を行った22 例（男6例、女16例）
を対象とした。平均年齢は67.8歳であった。手術は可及的に骨折部の整復・仮固定をした後、
遠位骨片にロッキングスクリューを挿入し、CS法によりさらなる整復と固定を行った。評価
は、術直後および最終時のvolar tilt (VT)、radial inclination (RI)、ulnar variance(UV)
および矯正損失を検討した。またMayo wrist scoreを用いて臨床成績を評価した。
【結果】術直後のVT、RI、UVはそれぞれ8.1º、17.8º、0.4mmであり、最終時の矯正損失は0.4º、
0.3º、0.2mmで良好な整復位が維持されていた。Mayo wrist scoreの平均は83.1pointで良好で
あった。
【考察】DVRによるCS法により関節内粉砕骨折であっても、良好な整復位が得られ、関節面の整
復位維持にも有用であった。ただし、粉砕および関節面の転位があまりに高度な例では本法の
適応にならないことがあり、適応は慎重に決めている。

S277



1-ST-43

DVR-Aを用いた橈骨遠位端骨折の手術治療成績
Clinical results of DVR-A for distal radius fractures.

○小島 安弘1,2, 石河 利之3, 里村 健志1,2, 久和 成吾4

内藤 正俊3

1長崎県病院企業団　対馬いづはら病院　整形外科

2福岡大学病院　整形外科・研究員, 3福岡大学病院　整形外科教室

4対馬いづはら病院　リハビリテーション科

【目的】橈骨遠位端骨折に対し、DVR-Aを用いて手術を行った症例の手術治療成績・合併症を調
査し、その有用性を検討した。【対象と方法】2011年6月以降、同plateを用いて手術を行い、
術後6ヶ月以上経過観察(平均10.1ヶ月、範囲6-12ヶ月)を行った30 例30手を対象とした。平均
年 齢 6 5 . 9 歳 ( 範 囲 1 6 - 9 0 歳 ) 、 男 性 3 例 、 女 性 2 7 例 。 骨 折 型 は A O 分 類 で
A2:1例、A3:8例、C1:9例、C2:4例、C3:8例。以上の症例について術後早期(3週以内)・最終経過
観察時の放射線学的検査(multi-slice CT・単純X線)を用いた矯正損失・合併症評価と、Cooney
評価法の改変(C法)・2010森谷-斎藤評価法(MS-2010法)を用いた臨床評価を行った。【結果】術
後早期の放射線計測値(平均値)はRadial tilt(RT):23.6°、Volar tilt(VT):8.9°、Ulnar
variance(UV):0.25mm、最終経過観察時はRT:23.8°、VT:9.0°、UV:0.27mmであり、術後再転位
は認めなかった。臨床評価はC法においてExcellent:25例、Good:5例。MS-2010法で
Excellent:26例、Good:4例であった。合併症に腱断裂、手根管症候群、CRPS等は認めなかった
が、pegの背側皮質逸脱・伸筋腱鞘刺激による手指屈曲制限を1例(C1)、背側骨片の髄内陥入に
よるpeg刺入不良を1例(C3)、前骨間神経障害を1例(C3)、OA進行を1例(C3)に認め
た。【考察】DVR-Aは2列のpegによる三次元的なやぐら構造が関節面を支える特徴を有する掌側
fixed-angle plateであり、Orbayらはその設置において軟骨下骨背側の支持・掌側皮質骨の支
持・watershed lineに配慮すれば、骨粗鬆症例や粉砕骨折例に対しても有用であることを述べ
ている。我々の検討においても矯正損失は明らかでなく良好な治療成績が得られ、plate自体の
問題による明らかな合併症を認めなかった。手技的な配慮が十分であれば合併症も少なく有用
な固定法と思われる。
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橈骨遠位端骨折に対するDVR anatomic plateの使用経験
Treatment of Distal Radius Fractures with DVR Anatomic Plate

○田口 学, 中島 英親, 寺本 憲市郎, 星野 秀士
林田 洋一

熊本機能病院　整形外科

【目的】当院では橈骨遠位端骨折に対し、VariAxを使用し比較的良好な成績を報告してき
た。VariAxはスクリュー刺入角度に自由度があるPolyaxial Locking Plateであり、Double
stierd support法を行えるなどの利点を有するが、プレート遠位幅が広く、特に女性ではスモ
ールプレートの適応となることが多いなど改善すべき点も存在する。今回われわれは、DVR
anatomic  plateを用いて橈骨遠位端骨折の加療を行ったので、その治療成績を報告す
る。【方法】2011年2月以降に手術を行った57例のうち、術後3ヶ月時の評価がすべて可能であ
った34例（女性25男性9例、平均年齢64.8歳）を対象とした。骨折型はAO分類
A3:11例、C1:9例、C2:3例、C3:11例であった。尺骨骨折を22例（茎状突起16例、遠位端6例）に
認めた。Ｘ線学的評価としてRadial inclination(RI)、Volar tilt(VT)、Ulnar varience(UV)
を術直後・術後３ヶ月時に計測し、矯正損失を調査した。臨床評価は、術後３ヶ月の手関節可
動域、握力健側比、上肢障害評価表(DASH)、Mayo modified wrist score(MMWS)で評価し
た。【結果】全例で骨癒合を得た。 X線上の矯正損失は、RIが0.18°、VTが0.62°、UVが
0.12mmと少なく比較的良好な整復位が維持できていた。術後３ヶ月の手関節平均可動域は掌屈
50.9°、背屈50.7°、握力の健側比は69%、DASH scoreは平均21.7、MMWSは平均73.1点であっ
た。腱断裂などの合併症は認めなかった。【結論】DVRはVariAx同様Watershed lineを考慮した
プレートであり屈筋腱障害を軽減しやすく、Fixed angle plateであるため、polyaxial
locking systemよりも比較的容易にDouble stierd support法を行うことが可能である。一
方、VTの整復不十分な症例では、プレート近位設置となり遠位掌尺側骨片の固定が不十分にな
るため、症例に応じた検討を要する。
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橈骨遠位端骨折に対するPolyaxial Locking Plate: Synthes VA-TCPの使
用経験および再手術例

Treatment of Distal Radius Fracture and reoperation with Polyaxial Locking Plate: Synthes VA-TCP

○細川 高史1, 角田 和彦1, 岡田 純幸2, 高岸 憲二3

1深谷赤十字病院, 2済生会前橋病院, 3群馬大学医学部整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折の治療は現在掌側ロッキングプレートが主流となり、遠位スクリュー
設置角に自由度があるPolyaxial Locking Plate（PLP）も増えてきた。今回我々は橈骨遠位端
骨折に対し2011年より日本に導入されたVA-TCPの治療成績を調査した。再手術を要した1例につ
いても報告する。【対象と方法】対象は2011年4月から2012年7月までに橈骨遠位端骨折で手術
を行い術後3か月以上の経過観察を行えた26例である。平均年齢58歳、男性13例、女性13例。骨
折型はAO分類でA2:4例、A3:10例、B3:2例、C1:5例、C2:3例、C3:2例であった。C2、C3（再手術
時）の各1例に創外固定を併用した。臨床成績評価はCooney score、X線評価は受傷時、術直
後、最終評価時の ulnar variance(UV) 、volar tilt(VT) 、radial inclination(RI) を計測
した。【結果】全例に骨癒合が得られた。使用サイズはextrasmall:5例、
small:17例、standard:4例であった。Cooney scoreは平均89.5点であった。X線最終評価は
UV1.0mm、VT11.6度、RI19.7度で矯正損失はUV0.4mm、VT0.4度、RI0.6度と他の報告同様良好で
あった。1例は術後1週で掌側骨片の転位と手根骨掌側脱臼を起こし再手術を要した。創外固定
を用い、プレートをより遠位に再設置した。最終Cooney scoreは75点、X線評価はUV2.2ｍ
ｍ、VT10度、RI10度であった。【考察】VA-TCPは3種類のサイズがあり遠位に6から7本のロッキ
ングスクリューが設置可能な30度可変式PLPである。川崎らが報告するDouble-tiered
Subchondral Support法(DSS法)も可能で有用なプレートであると考える。ただ他の掌側ロッキ
ングプレート同様、掌側遠位の小骨片をスクリュー固定することはできないため、プレートが
遠位設置となったり、創外固定の併用を要したりと、症例によっては十分に検討が必要と思わ
れる。
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APTUS2.5 を用いた橈骨遠位端骨折の治療成績と矯正損失
Clinical and radiologic outcomes of distal radius fracture treated with APTUS2.5 plate

○平川 明弘, 大野 義幸, 加藤 充孝

岐阜市民病院　整形外科

【目的】近年橈骨遠位端骨折に対してPolyaxial Locking Plate (PLP)の使用が増えてきたが、
矯正損失例も報告されている。今回、我々はPLP であるAPTUS2.5 を用いた橈骨遠位端骨折の治
療成績を、矯正損失を含めて評価し報告する。【方法】2009年10月以降当院において橈骨遠位
端骨折に対してAPTUS2.5 を用いて手術的加療を行い3ヶ月以上follow up 可能であった40例
（男性 10例 女性 30例）を対象とした。手術時年齢は22～85歳（平均64.9歳)、骨折型は AO
分類 A2:12例, A3:13例, B1:2例, B2:1例, C1:1例, C2:4例, C3:7例、平均経過観察期間は6.5
か月（3～28か月）であった。評価方法は X 線評価として手術直後と最終経過観察時のRadial
inclination(RI), Volar tilt(VT), Ulnar variance (UV)を測定し矯正損失値を求めた。ま
た、側面像においてPlate と任意のLocking screwとの角度(Plate-screw angle:PSA)を計測し
た。臨床評価はCooneyの評価法を用いた。【結果】全例で骨癒合が得られ、矯正損失値は
RI:1.3 ± 1.1 °, VT:1.3±3.3°, UI:1.2±1.6 mmであった。5例においてPSAの明らかな減少
を認め、うち3例はVT 5 °以上の矯正損失をきたしていた。Cooney score は80.1±7.5　point
であった。合併症として1例にEPL断裂を認めたが、屈筋腱の損傷は認めなかった。【考察】Tri
-Lock とよばれる特殊なLocking機構についてはやや問題があった。これはDrill sleeveやトル
クレンチが装備されていない為、Locking手技が術者の感覚に依存していることも影響している
と考えられた。上記デバイスの作成が望まれるとともに、APTUS 2.5使用時にはロッキング機構
が破綻をきたす可能性があることを認識し、症例によってはDouble-tired subchondral
support 法や鋼線補助固定等の追加手技を考慮する必要がある。
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種々の骨折型に対応可能なADAPTIVE　plateを用いた橈骨遠位端骨
折の治療成績

Clinical Result of ADAPTIVE plate which is available for variable type Distal Radius Fracture

○久保 和俊1, 川崎 恵吉2, 池田 純1, 富田 一誠3

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学教室, 2昭和大学横浜市北部病院

3昭和大学附属豊洲病院

【目的】橈骨遠位端骨折の手術療法では初期の安定した整復固定が肝要である。尺側のdie
punch lesionのような部位を確実に固定することが重要である一方でWatershed lineに注意し
なければ屈筋腱への影響などが問題となる。今回我々はこのような問題を解決すべく新たにデ
ザインされたMES社製のpolyaxial locking plate（ADAPTIVE）を用いてDouble-tiered
Subchondral  Support（DSS）法にて加療した橈骨遠位端骨折の治療成績を調査したので報告す
る。【対象.方法】2012年4月以降に当院および関連施設で加療した橈骨遠位端骨折に対して
ADAPTIVE　plateを使用した症例は40例40手、骨折型はAO分類A3：5例B2：1例B3：3例C1：4例
C2：5例C3：22例であった。男性6例6手、女性34例34手で右11手、左29手、平均年齢は69.2歳で
あった。術後平均観察期間は17.5週であった。臨床成績評価にはCooney scoreを用い、X線学的
評価として術直後と最終観察時のulnar variance（UV）、volar tilt（VT）、radial
inclination（RI）を計測して矯正損失を評価した。術後の屈筋腱に関しての問題も評価し
た。【結果】全例で骨癒合を得た。最終観察時の平均可動域は掌屈57.5°背屈71°回内85°回
内89で握力健側比は78％であった。矯正損失はUV＋0.9ｍｍ、VT－0.6°RI＋1.4°であった。屈
筋腱の問題が生じた症例はなかった。【考察】近年初期安定性を高めるためにDSS法は優れた手
術法として確立しつつある。本プレートは尺側に照準を合わせて設置するが橈側もある程度自
由に挿入することができガイド越しにDSS法も行なえるという利点がある。諸家の報告と比較し
て矯正損失に有意な差異がみられないことや屈筋腱の問題も生じていないことから本プレート
は有用な骨接合プレートのひとつであると考えられた。
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1-ST-48

橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート術後の屈筋腱断裂に対する
検討

Flexor Tendon Ruptures after Palmar Locking Plate Fixtation for Distal Radius Fractures

○原 敬, 森谷 浩治, 牧 裕, 坪川 直人, 吉津 孝衛

(財)新潟手の外科研究所

【目的】掌側ロッキングプレート(PLP)固定術後に生じた屈筋腱断裂については様々報告されて
いる。今回、橈骨遠位端骨折に対しPLPが使用され、術後に屈筋腱断裂が生じた症例について調
査したので報告する。【対象・方法】　2007～2011年にPLP固定術後に屈筋腱断裂が生じた6例
を対象とした。手術時年齢は28-79歳（平均58歳）、男性3例、女性3例であった。患肢は右
4例、左2例であった。骨折型はAO分類でA2 2例、C1 1例、C3 3例であった。プレートの機種は
Striker社製 Matrix Smart-Lock1例、SYNTHES社製 Distal Radius Plate2例、メイラ社製橈骨
遠位端プレートシステムD-Plate１例、小林メディカル社製 Acu-Loc1例、日本ユニテック社製
Stellar1例であった。損傷した腱は長母指屈筋腱が4例（うち1例は部分断裂）、示指深指屈筋
腱が2例であった。橈骨遠位端骨折術後より屈筋腱断裂の症状が出現するまでの期間は4-72か月
（平均24か月）であった。上記の症例に対して、X線計測と再手術での術中所見を調査した。X
線では掌側傾斜(PT)、尺側傾斜(UI)、尺骨バリアンス(UV)を計測した。【結果】X線計測では平
均PT-6.5°(2°～-12°)、平均UI17°(12°～23°)、平均UV+3mm(+1mm～+5mm)であった。再手
術時の術中所見では、5例でプレート遠位部が軟部組織で被覆されていなかった。部分断裂した
1例で関節包周囲に腱が癒着していた。4例で腱鞘滑膜炎が生じていた。【考察】背屈変形が遺
残すると腱滑走時に屈筋腱へかかる緊張は強まり、これも腱断裂を誘発する一因になると思わ
れる。橈骨遠位端骨折治療での腱損傷の予防にはプレートを軟部組織で被覆することに加え
て、適切なプレート設置と正確な背側転位の矯正を行い、腱の滑走状態を生理的な範囲に留め
る事が重要であると思われた。
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1-ST-49

橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折(茎状突起骨折を除く)に
対する固定法の検討

Treatment for distal ulna fractures associated with distal radius fractures

○下田 信

長野中央病院　整形外科

【目的】橈尺骨遠位端骨折の治療成績を調査し，橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の
固定法について検討した．
【方法】2007年9月から2012年4月までに手術した10例10手で，全例女性．手術時年齢は59～85
歳(平均73.5歳)．橈骨骨折型はAO分類A3:5，C1:1，C2:3，C3:1手．尺骨骨折型はBiyani
Type1:3，2:1，3:3，4:3例であった．初回手術で創外固定を装着し，2期的手術を行ったものが
5手で，橈骨固定は1手のみ創外固定，9手が掌側ロッキングプレートであった．尺骨固定はロッ
キングプレート4，フックプレート1，スクリュー1，ピンニング2，固定なし2手であった．創外
固定を含めた外固定が平均3.5週，術後経過観察期間は5.5か月～1年6ヵ月(平均11.3ヵ月)であ
った．術直後，調査時のレントゲン像でulnar  variance(UV)，volar  tilt，radial
inclinationの各パラメーター，術後合併症，Quick DASHを調査し，日本手の外科学会手関節障
害の機能評価基準で評価，検討した．
【結果】尺骨ロッキングプレートの4手はCooneyの評価法改変と斎藤の評価とも優であった．尺
骨ピンニング1例とスクリュー固定1例が尺骨の偽関節となったが臨床評価は良であった．フッ
クプレート固定症例は手指拘縮をきたし，Cooneyの評価法改変で可となった．術後から調査時
までのUVは，偽関節の2例が3mm，創外固定のみの1手が2mm矯正損失した．前腕回旋可動域は，
フックプレートの1手が150°，固定なし1手が155°と制限があった．QuickDASHは0～36.3点(平
均5.2点)で，フックプレートと偽関節の１手が悪かった．
【結論】尺骨ロッキングプレートの成績は良好であった．尺骨が強固に固定できなかった2例が
偽関節となり，1例が成績不良であった．橈骨に掌側ロッキングプレート固定を行い早期に可動
訓練を行うならば，尺骨も強固な固定が必要である．
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1-ST-50

関節内橈骨遠位端骨折術後のCTによるSigmoid notchの評価と手関節
機能

Evaluation of the Sigmoid Notch with Computed Tomography and Wrist Function after Operative

Treatment of Intra-articular Distal Radius Fractures

○栗山 幸治, 上杉 彩子, 蒲生 和重, 河井 秀夫
濱田 雅之

星ヶ丘厚生年金病院　整形外科

【目的】関節内橈骨遠位端骨折術後に手関節CTでsigmoid notchの評価を行い、手関節機能への
影響を検討することを目的とした。【対象と方法】掌側locking plateを用いて手術加療を施行
した関節内橈骨遠位端骨折のうち、術後にCTを施行した34例（男性7例、女性27例）を対象とし
た。手術時平均年齢58（20～82）歳、骨折型はAO分類でC1: 14例、C2: 9例、C3: 11例であっ
た。手関節機能評価として術後約6ヶ月の時点での健側比掌屈・背屈・回内・回外可動域、健側
比握力、DASH、PRWEを測定した。また術後CTでsigmoid notchの状態を評価し、手関節機能との
関係を検討した。【結果】34例中14例にCTでsigmoid notchの不整を認めた。不整を認めた14例
は不整を認めなかった20例と比較し、握力と背屈が有意に不良であった。掌屈、回内、回
外、DASH、PRWEには有意な差を認めなかった。【考察】Sigmoid notch不整の残存は握力低下、
背屈可動域減少の一因となる可能性が示された。しかし、Sigmoid notchの正確な評価にはCTが
不可欠であり、術後に正確に評価されていることは少ない。掌側locking plateは橈骨遠位関節
面のsubcondral supportと同時にsigmoid notchのangular stabilizerとしても機能しているこ
とを認識する必要がある。術中にskyline viewなどでsigmoid notchの正確な整復を行い、最尺
側のlocking screwを至適位置に挿入することが重要であると考える。
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1-ST-51

橈骨遠位端骨折に対するロッキングプレート固定術後の骨癒合時期
判定における信頼性

Reliability in the fusion  judgment after rocking plate fixation for the distal radius fracture

○伊坪 敏郎1, 内山 茂晴1, 藤永 康成2, 今枝 敏彦3

加藤 博之1

1信州大学　整形外科, 2信州大学放射線科, 3金城学院大学食環境栄養学科

【背景と目的】ロッキングプレート（LP）固定は橈骨遠位端骨折に対する治療の第一選択とし
て普及しているが，骨癒合時期判定においては意見が一致していない．そこで，橈骨遠位端骨
折LP固定後のＸ線像による骨癒合における検者間，検者内判定の信頼性を検討した．【対象と
方法】LP固定を行った橈骨遠位端骨折83例を対象とした．男性7例，女性76例，年齢は53－86歳
（平均70.2歳）であった．内固定術の直後，術後1から6か月各月に手関節単純X線像（正面，側
面）を撮影した．１検者内信頼性：治療に関与していない１人の整形外科専門医が2週間以上の
間隔を空けて2回各Ｘ線像を読影し以下の5項目の時期を評価した．1．骨折線周辺の骨硬化像出
現時期，2．皮質骨の連続性に関して何らかの変化が出た時期，3．皮質骨の連続性に関して完
全に橋渡しができた時期，4．リモデリング開始時期，5．骨折線が消失した時期．これら5項目
の級内装関係数（ICC）を算出した．２検者間信頼性：治療に関与していない整形外科専門医2
人と放射線科専門医1人の3人の評価者が個別に1回各画像を読影して前述の評価を行い，評価者
間のICCを算出した．統計ソフトはSPSS (ver14.0)を用いた．【結果】各項目の検者内ICC１
（正面，側面）および検者間ICC２（正面，側面）は，項目1・１（0.39，0.66）２
（0.52，0.58），項目2・１（0.26，0.49）２（0.26，0.27），項目3・１（0.34，0.40）２
（0.45，0.43），項目4・１（0.57，0.34）２（0.28，0.23），項目5・１（0.59，0.66）２
（0.11，0.11）であった．【考察】橈骨遠位端骨折の骨癒合判定の単純X線像評価において，検
者間および検者内での信頼性は高くはなかった．ＬＰ固定術後の骨癒合過程に関する信頼性の
高い評価基準を設定する必要性があると思われた．
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1-ST-52

橈骨遠位端骨折後変形治癒にMicronailを用いた低侵襲矯正手術の治
療成績

Treatment of Distal Radial Malunion with Micronail Intramedullary Implant

○高橋 光彦, 殿谷 一朗, 高橋 芳徳, 加藤 真介
安井 夏生

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部　運動機能外科

【目的】橈骨遠位端骨折では保存的治療の結果、変形治癒により手関節機能障害を遺残するこ
とも多い。拘縮などをきたしていることも多く、変形治癒の治療には早期からの訓練や日常生
活への復帰を可能とする治療が望ましい。我々はMicronailを用いて低侵襲の矯正術を行ってお
り、その治療成績を報告する。【対象】現在まで3例3手に手術を行ってきた。全例女性で手術
時年齢は61～70歳であった。初回受傷からの期間は28日から約10ヶ月であった。術前の掌背屈
可動域は60～95度（健側比34～56％）、回内外可動域は30～160度（同17～89％）であった。手
術は髄内釘エントリーポイントを作成してから、背側小切開でなるべく経皮的にopening wedge
osteotomyを行い、主に人工骨を間隙に充填した後に髄内釘固定を行った。術後は外固定は用い
ずに早期より可動域訓練を行った。日手会評価基準に従って可動域、X線計測などを調べ
た。【結果】最短で5ヶ月の術後経過観察が行われており、それまでに人工骨移植部に骨梁構造
が確認できる状態に癒合していた。最終時に掌背屈可動域は130～155度に、回内外可動域は150
～180度に改善していた。画像上、術前平均radial inclination、volar tilt、ulnar variance
はそれぞれ19.5度、-24.5度、4.1mm（それぞれの健側が26.7度、12.0度、1.5mm）が、術直後で
はそれぞれ28.2度、5.0度、2.2mmに改善し、最終時（それぞれ28.0度、5.0度、2.0mm）まで維
持されていた。【考察】橈骨遠位端骨折治療で一般的な掌側プレートを用いる方法では、主に
背屈転位した骨片の掌側からの骨切りは容易ではない。また整復後の背側にできた骨間隙を掌
側から支えるために力学的に不利と思われる。本例では皮切を最小とし、外固定も必要とせず
早期からの訓練が可能となる優れた方法と思われた。
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1-ST-53

Desmanet変法と掌側ロッキングプレートの併用手術による粉砕
Colles骨折の臨床成績

Combined operation of modified Desmanet's intramedullary pinning and volar locking plate fixation for

the comminuted intra-articular Colles' fractures of the distal radius

○佐々木 伸, 濱畑 智弘, 荒神　 裕之, 須賀　　 潤
宮本 哲

厚生中央病院　整形外科

【目的】掌側ロッキングプレートは粉砕Colles骨折においても橈骨遠位端骨折の標準的な外科
治療法であるが、1枚の掌側ロッキングプレートでは不十分と思われる症例がある。このような
症例に対してDesmanet変法と掌側ロッキングプレートの併用手術を用いてきた。Desmanet変法
は橈骨遠位端のおおまかな整復が低侵襲かつ短時間で得られる方法として優れており、またそ
の後の繊細な整復の自由度が保たれる。粉砕Colles骨折の手術方針はある程度標準化しておく
べきで、最初に橈骨骨幹端部の整復を行うことで、その後に粉砕した関節面の詳細な整復と掌
側ロッキングプレートによる固定を比較的容易に行うことができる。今回この併用手術の粉砕
Colles骨折に対する臨床成績を後ろ向きに調査し適応を考察した。
【対象・方法】17症例の粉砕Colles骨折をX線像と臨床成績を調査した。骨折型はAO分類でC2
9例、C3 8例、また斎藤の分類でdorsal split depression 7例、ulnodorsal split 9
例、central depression 1例であった。
【結果】掌側傾斜角4.3±3.1°、橈側傾斜角22.9±3.6°、尺骨偏位0.5±0.6mmで、矯正損失は
わずかであった。斉藤のdemerit point systemで1.1±1.2点(0～4点)の減点であった。２例で
手指の拘縮を認めたがKirschner wireに起因する合併症はなかった。
【結論】粉砕Colles骨折に対する併用手術の術後臨床成績は良好であった。背側に整復固定す
べき転位した骨片がある症例と、経験的に1枚の掌側ロッキングプレートでは固定性に不安を感
じる脆弱な骨である場合の多い60歳以上の女性の粉砕Colles骨折は本法の適応であると思われ
た。
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1-ST-54

Fragment specific classificationに沿ったIntrafocal intramedullary pinning
による掌側ロッキングプレート固定術の治療成績

Treatment for the intraarticular fracture of distal radius, reduction with intrafocal intramedullary pinning

by fragment specific classification

○富田 善雅1, 長濱 靖1, 楠瀬 浩一2, 有冨 健太郎3

野池 勝利4

1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目白病院　整形外科

(はじめに) 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート(VLP)法は、矯正損失の少ない優
れた術式であるが、骨折部が関節内に及ぶとその整復が手術成績を左右する。我々は関節内骨
折に対してはMedoffらのfragment specific classificationに従いIntrafocal IntraMedullary
Pinning法(以下IIMP法)を用いて整復後VLPを用いて内固定し手術を行っているのでその成績及
びコツとピットフォールについて報告する。(対象・方法)当科及び関連施設で手術を行った橈
骨遠位端骨折327例の内、関節内骨折に対してIIMP法を用いて整復し、VLPを用いて内固定を行
い術後3カ月以上観察可能な47例を対象。男性16例　女性31例　受傷時年齢22～83歳(平均58歳)
　AO分類B3；4例、C1；11例、C2；9例、C3；23例。術前に3DCTを行い関節内骨片の評価後IIMP
法を用いて背側には1～2本、橈側には1本刺入固定。wireのbendingやcondylar stabilizing法
(CS法)の追加によりradial inclination(RI)とvolar tilt(VT)を矯正後monoaxial typeまたは
polyaxial typeのVLPにて固定。X線学的評価はRI、VT、Ulnar variance(UV)を、臨床評価は
Cooney評価を用いた。(結果) RI、VT、UV の矯正損失は平均1.2°、0.5°、0.8mmで、臨床評価
は優31例、良14例、可2例であった。RI、VT、UVの矯正にはChinese finger trapによる牽引と
IIMP法による髄内弾性固定に加えwireのbendingやCS法を用いて過矯正や矯正不足を調整
し、DRUJ関節面の整復は尺骨頭からの介達圧迫により行った。遠位ロッキングスクリューの背
側への突出による伸筋腱損傷の確認は術中透視の軸射で確認した。(まとめ) 橈骨遠位端骨折に
対する内固定のコツとピットフォールについて整復操作や合併損傷の回避を中心に報告した。
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1-ST-55

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートを用いた骨接合術
の検討

Clinical Outcome of Osteosynthesis for Distal Radius Fracture using Volar Locking Plate

○国分 毅1, 美舩 泰1, 乾 淳幸1, 名倉 一成1, 黒田 司2

1神戸大学大学院　整形外科, 2新須磨病院　整形外科

【目的】近年、橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートを用いた内固定術の良好な治
療成績が報告されている。今回、AcuLoc plateとVariAx plateの臨床成績を比較検討したので
報告する。
【対象と方法】橈骨遠位端骨折50例に対し掌側ロッキングプレートを用いて観血的治療し、3か
月以上の経過観察が可能であった43例を対象とした。AcuLoc群（A群）が24例、VariAx群
（V群）が19例であった。AO分類でA群はtype A 7例、type B 1例、type C 16例、V群はtype A
1例、type B 3例、type C 15例であった。検討項目は、関節可動域、握力（健患比）、単純X線
評価でのVolar Tilt（VT）、Radial Inclination（RI）、Ulnar Variance（UV）の矯正損失、
合併症の有無で、臨床成績としてはMayo wrist scoreを用いた。
【結果】全例で骨癒合が得られ、最終調査時の掌屈はA群59.4°、V群64.0°、背屈はA群
69.2°、V群66.1°、握力はA群77.2%、V群71.6%であった。X線評価での矯正損失は、VT、ITは
両群ともに1°未満、UVは両群ともに1mm未満であった。Mayo wrist scoreはA群で83.3点、V群
で82.9点であり、いずれも両群間に有意差は認めなかった。術後合併症としてA群の1例におい
て長母指屈筋腱損傷および正中神経障害を認めた。
【考察】掌側ロッキングプレートであるAcuLoc plateとVariAx plateの臨床成績はともに良好
であった。合併症予防のためには解剖学的整復と良好なプレート設置位置が重要であると考え
られた。
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1-ST-56

橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術後に要した追加手術
の検討

Secondary operation after corrective osteotomy for the malunion of the distal radius fracture

○鎌田 雄策1, 中村 俊康2, 岩本 卓士2, 佐藤 和毅2

戸山 芳昭2

1大久保病院　整形外科, 2慶應義塾大学　医学部　整形外科学教室

【目的】愁訴のある背側型橈骨遠位端骨折変形治癒に対しては腸骨移植術を併用した矯正骨切
り術が標準手術であるが，付随する軟部組織損傷に対し同時または二期的に手術を要する場合
がある．われわれの症例の治療成績および要した追加手術について検討した．
【対象と方法】対象は15例（男性3例，女性12例），手術時年齢は14～73歳（平均49歳）であっ
た．全例背側転位型橈骨遠位端骨折変形治癒で，自家腸骨移植を行い，内固定材は掌側ロッキ
ングプレートが4例（全例APTUS2.5），背側プレートはAO 2.0Tプレートをダブルで使用6例，AO
2.4Tプレートをダブルで使用2例，AO 2.0T,2.4Tプレートを使用1例，ACEシンメトリープレート
を2例であった．骨癒合，X線評価，追加手術，臨床成績を検討した．
【結果】 全例で骨癒合は得られた．Ｘ線評価ではpalmar tiltは術前平均-20.7°から術後平均
2.8°，radial inclinationは術前平均16.2°から術後平均18.7°，ulnar varianceは術前平均
3.5 mmから術後平均1.6 mmへと改善した．抜釘は全例に行い，抜釘までの期間は平均11.7ヶ月
であった．追加手術を10例に要した．その内訳は長母指伸筋腱剥離（2手），関節鏡視下授動術
(2手)、尺骨短縮術(2手)，TFCC直視下縫合(2手)，TFCC再建(1例)，背側プレートが折損した1例
で掌側ロッキングプレートへの入れ替えを行った．5例では橈骨矯正骨切り術+腸骨移植術のみ
で症状の消失が得られた．
【考察】橈骨遠位端骨折変形治癒のうち，3割の症例で矯正骨切り術のみで症状の消失が得られ
た．追加手術例の1/3は手関節尺側部痛もしくは回内外制限で，TFCC損傷などの適切な治療を行
うことで手関節の愁訴は軽快し良好な成績を得ることができた．
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1-ST-57

橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の検討
Examination of Corrective Osteotomy for Malunion of Radius Fractures

○竹村 宜記1, 児玉 成人1, 今井 晋二1, 上羽 宏明2

松末 吉隆1

1滋賀医科大学　整形外科学講座, 2近江草津徳洲会病院　整形外科

【目的】橈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について検討し
た。【方法】2007年以降、当科で橈骨遠位端骨折変形治癒に対して矯正骨切り術を施行した10
例（全例Colles型骨折）を対象とした。男性3例、女性7例、手術時年齢は21から72歳であっ
た。当科での橈骨の骨切りは基本的に背側のopen wedge osteotomyとし、内固定は背側からの
2.0 double plating法としている。骨移植は自家腸骨移植としていたが、最近の5例は人工骨移
植のみとしている。術後経過観察期間は1年以上とし、評価項目は骨癒合の有無、X線評価
（ulnar  variance(UV),  volar  tilt(VT)）、手関節機能評価(Mayo  wrist
score)、DASH（JSSH）とした。【成績】全例で骨癒合が得られた。術後のUVは0～2mm、VTは－5
～13°と全例改善した。手関節機能評価は10例全例でFair, PoorからGood, Excellentに改善し
た。DASHも全例で改善を認めた。抜釘は５例で行ったが、伸筋腱障害によるものは１例のみで
あった。１例でプレートの折損を認めた。【結論】近年ロッキングプレートの出現により、矯
正骨切り術においても掌側からのアプローチの報告が増加している。しかし背側からの骨切り
術は解剖学的整復と骨移植がしやすい利点があり、欠点である伸筋腱障害もdouble plating法
により回避可能であった。骨移植については、人工骨のみの移植でも成績良好なことから、極
力患者さんに負担をかけないという観点から考慮すべき手法である。
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1-ST-58

橈骨遠位端骨折の合併症としての腱皮下断裂
Subcutaneous tendon rupture, as a complication of distal radius fracture

○長尾 聡哉, 長岡 正宏, 豊泉 泰洋, 山口 太平
冨塚 孔明

駿河台日本大学病院　整形外科

【はじめに】今回われわれは、橈骨遠位端骨折(以下DRFx)の代表的な合併症である腱皮下断裂
例をまとめたので報告する。
【症例】DRFxに合併した腱皮下断裂症例は31例32手、年齢は12～91歳(平均58.5歳)、性別は男
性10例、女性21例、罹患側は右13例、左17例、両側1例であった。断裂腱は長母指伸筋腱(EPL)
が26例27手、長母指屈筋腱(FPL)が2手・示指深指屈筋腱(FDP2)＋浅指屈筋腱(FDS2)、FDP2の
み、固有示指伸筋腱(EIP)＋示指総指伸筋腱(EDC2)が各1手であった。そのうちFPLの1例および
FDP2、EIP+EDC2の例は掌側locking plate固定(VLP)後に発症していた。EPL断裂例のほとんどは
骨折の転位が軽微であったのに対し、屈筋腱断裂例では掌側転位骨片あるいはVLP不適切設置に
伴うplate遠位端の突出を伴っていた。また、EPL断裂1手およびEIP+EDC2断裂1手はplate固定後
の遠位screwの背側突出が原因と思われた。EPL断裂12例12手にEIP移行術、FPL断裂例に長掌筋
腱移植術、FDP2＋FDS2断裂例にFDP3への縫合術、FDP2断裂例にFDS2移行術、EIP＋EDC2断裂に
EDC3への縫合術を施行した。術後経過は概ね良好であったが、FDP2+FDS2断裂例は示指の独立屈
曲ができなかった。
【まとめ】DRFx後のEPL皮下断裂は、骨折部での摩擦による機械的要因と二次的なcompartment
内圧の上昇による阻血的要因が関与していると云われている。本報告例の大半が骨折自体の転
位に伴う機械的・阻血的要因によると考えられるが、手術時の内固定材の関与が疑われる例も
存在した。また、まれではあるが他の腱の皮下断裂も考慮にいれる必要があり、特に掌側に突
出した小骨片は屈筋腱断裂の原因となりうるので整復あるいは除去を要すると考えられた。近
年、DRFxに対するVLPの適応が拡大しており、VLPに伴う腱断裂はFPLだけでなくFDPや伸筋腱の
断裂も考慮する必要がある。
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1-ST-59

橈骨遠位端骨折の保存的治療中に生じる長母指伸筋腱断裂の検討
Anatomical examination of extensor pollicis longus tendon rupture after distal radius fractures

○久我 研作, 田野 確朗, 堀木 充, 中川 玲子
川口 杏夢

関西労災病院

【目的】橈骨遠位端骨折の保存的治療中に起こる長母指伸筋腱（EPL）断裂は0.4～1.0％に生じ
る合併症とされているが、その発症機序の詳細は明らかでない。今回我々は、保存的治療中に
生じたEPL断裂に関して、解剖学的見地から考察を加え報告する。【対象および方法】2010～
2012年までに当科で手術加療を行った6例6手を対象とした。男性1例、女性5例、右5手、左
1手。年齢は43～80才、断裂までの期間は受傷後1日～9日の急性期断裂が3例、１か月～5年の遅
発性断裂が３例であった。前医での診断は、１例のみ橈骨遠位端骨折と診断され、５例は原因
不明との診断であった。ｘ線像での変形角度、並びにCTでの変形部位について検討を加え
た。【結果】x線正面像では平均radial　inclinationは19.8度（健側20.8度）、plus　
valianceは0.8mm（健側0.6mm）と明らかな転位は認めなかった。しかしx線側面像では、掌側骨
皮質のgapはないものの、volar　tiltが1.5度（健側12.5度）と軽度の背屈転位していた。また
Lister結節と掌側骨皮質の幅は21.8mm（健側18.8mm）と開大していた。急性期群と遅発性群で
のx線パラメーターの差異は認めなかった。CT画像では、急性期断裂の２例に背側骨片の突出を
認めた。【考察】EPL断裂は転位の微小な橈骨遠位端骨折後に起こるとされており、原因となる
骨折が見落とされることも少なくない。今回の検討でもX線正面像では健側と比し明らかな転位
は認められなかったが、側面像ではvolar　tiltの減少とLister結節の背側への転位が認められ
た。EPL断裂の原因は諸説あるが、急性期断裂例では背側骨片がdirectに腱損傷をきたし、遅発
性断裂例では仮骨との摩擦により断裂する可能性が示唆された。
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1-ST-60

伸筋腱の嵌入を伴った小児橈骨遠位端骨折の経験
Distal radius fractures with extensor tendon entrapment in children

○中島 菊雄1, 藤 哲2

1市立函館病院　整形外科, 2弘前大学附属病院院長

【目的】われわれは、徒手整復が困難な小児橈骨遠位端骨折で、術中に伸筋腱の嵌入を認めた
症例を2 例経験したので、考察を加えて報告する。【症例】症例は9歳の男児と6歳の女児で、
橈尺骨遠位端の閉鎖性骨折であった。橈骨はSmith typeの骨折であり、受傷原因はいずれも自
転車での転倒・衝突で、比較的高エネルギーの外傷であった。１例は局所麻酔下に、もう１例
は全身麻酔下に徒手整復を試みたが十分な整復が得られず、観血的整復固定術を行った。術前
は指の自動屈伸は軽度可能であり、腱の嵌入の判定はできなかった。術中、総指伸筋腱、長母
指伸筋腱が骨折部に嵌入しているのが認められた。腱の嵌入を解除することで骨折部の整復は
可能となった。Pinning、castingにて骨癒合が得られ、最終診察時には指の伸展障害はみられ
なかった。【考察・結論】橈骨遠位端骨折時に腱の嵌入を生じた症例の報告はわずかしかな
い。小児の伸筋腱は非常に細く、これが骨折部に嵌入したまま治療を続けた場合、指の自動運
動が著しく制限されることとなる。これを腱の癒着や拘縮と考えて無理なリハビリを続けた場
合、腱の断裂を生じる恐れがある。臨床症状から、腱の嵌入を判別するのは難しいため、徒手
整復操作にて良好な整復が得られないものは、観血的に整復するべきである。特に、徒手整復
操作にて掌背両側の皮質骨が開いてしまうものは、腱の骨折部への嵌入を疑うべきと考える。
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1-ST-61

手指骨折に対するナックルキャストによる保存療法の治療成績
The results of conservative treatment of proximal phalangeal fractures and metacarpal bone fractures with

knuckle cast

○楢崎 慎二, 門田 康孝

岡山市立市民病院　整形外科

【目的】手指骨折に対する治療目標は整復位での骨癒合と良好な機能獲得である。そのために
は良好な整復位維持での早期可動域訓練が重要である。MP関節屈曲位でナックルキャスト固定
を行い、早期可動域訓練を行う保存療法（以下ナックルキャスト法）は、この点を重視した治
療法である。今回我々は本法を用いて治療した手指骨折について検討したので報告する。【対
象と方法】ナックルキャスト法を用いて保存療法を行った手指基節骨および中手骨骨折11例12
指を対象とした。年齢は14～82歳（平均44.3歳）で、基節骨骨折が9指、中手骨骨折が3指であ
った。10指が受傷時単純X線で転位を認め、徒手整復を必要とした骨折であった。全症例におい
て石黒らの方法に準じた手関節を固定しないナックルキャスト固定を行った。固定期間は28～
42日（平均31.0日）であった。これらの症例について最終調査時の疼痛・変形の有無および可
動域測定を行い、設楽らの判定基準に基づいた臨床成績評価を行った。【結果】excellent8指
good4指であり、概ね良好な成績であった。全例で骨癒合を獲得し、疼痛や明らかな変形が残存
した症例はなかった。TAM（total active motion）は225°～260°（平均246°）であり機能的
にも良好であった。【考察】MP関節周辺の手指骨折は関節拘縮を生じやすい問題点を有してお
り、いかに整復維持した状態で早期可動域訓練を行うかが重要であると考えている。外科的治
療による内固定と早期可動域訓練でも良好な成績獲得が可能であるかもしれないが、その外科
的侵襲は無視できない場合が多い。この点でナックルキャスト法は侵襲なく整復位を維持し
て、さらに早期可動域訓練を行うことが可能であり良好な成績獲得を期待できる。転位がある
場合でも徒手整復可能であれば適応となり、有用な治療方法と考える。
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1-ST-62

当科における骨性マレット指の手術治療成績
A Clinical Results for Boney Mallet Fingers

○平原 博庸1, 妻鳥 毅史　1, 武本 雅治2, 吉澤 利之3

稲垣 克記4

1目蒲病院　整形外科, 2武本整形外科, 3よしざわ整形外科クリニック

4昭和大学　整形外科

【目的】過去３年間に当科にて観血的に治療した骨性マレット指の治療成績について報告す
る。【方法】症例は32例、男22、女10。年齢は13から63歳、平均33.4歳。罹患指は示指7、中指
8、環指10、小指７。術式は石黒法19例、ワイヤリング法５例、微小スクリュー固定法５
例、DIP関節仮固定法３例。術式の選択には年齢、骨片の大きさ、手術までの期間、日常生活動
作も考慮した。後療法は石黒法、ワイヤリング法では４から５週間でKワイヤー抜去後自己ROM
訓練と４週間の夜間副子固定。微小スクリュー固定法ではシーネ等の外固定を生活状況にあわ
せて使用。DIP関節仮固定法では骨癒合が確認後Kワイヤーを抜去しROM訓練を開始。全32例のう
ち転医５例、ドロップアウト１例、再手術となった２例、抜釘前１例を除いた2３例について蟹
江の基準で評価した。【成績】全体では優14例、良３例、可３例、不可３例であった。手術術
式別の結果では石黒法14例中、優９、良１、可２、不可２。ワイヤリング法３例中、優２、可
１。微小スクリュー法４例中、優２、良２。DIP関節仮固定法３例中、優1、良１、不可１であ
った。年齢別の結果では10代７例、２０代３例はすべて優であった。３０代の４例中、優１、
良１、可２。４０代の４例中、優２、可２。50才以上の５例中、優１、可１、不可３であっ
た。罹患指別では示指６例中、優３、良１、可１、不可１。中指８例中、優６、可１、不可
１。環指６例中、優４、良１、不可１。小指３例中、優１、良１、可１であった。【結論】骨
性マレットの手術療法では術式間、罹患指間の成績差より、手術時年齢による差が顕著であっ
た。３０歳未満ではいかなる術式においても良好な結果であった。50歳以上の症例では良好な
結果は得にくいことを考え患者の日常生活に応じた治療法の選択が重要と考える。
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1-ST-63

陳旧性骨性槌指の治療成績
Results of chronic mallet fingers

○上野 啓介, 板寺　 英一

鹿島労災病院　整形外科

【緒言】陳旧性骨性槌指に対し観血的整復内固定術で治療した症例の成績を報告する。
【方法】2007年4月から2011年3月の期間に手術した受傷後4週以上経過の陳旧性骨性槌指7例を
対象とした。受傷から手術までの期間は平均13.1週（4週～28週）であった。手術時年齢は平均
35歳（13～61歳）。患指は示指２例、中指１例、環指１例、小指3例であった。手術は全例に観
血的整復内固定術を施行した。方法はKirschnar鋼線のみで固定した4例とスクリュー固定を併
用した3例で、全例でKirschnar鋼線によるextension blockを施行した。固定期間は平均7.1週
であった。
【結果】最終DIP関節可動域は伸展平均-8°(0～-20°)、屈曲平均40°(30～60°)。治療成績は
蟹江の評価基準では優3例、良1例、可1例、不可2例であった。軽度の痛みは2例に残存したが、
全例で骨癒合を認めた。
【考察】陳旧性骨性槌指においても良好な治療成績を残している報告も認められているが、我
々が経験した症例では成績不良例も認めた。また若年者の症例では術後成績が良好な報告も多
いが、今回若年者の症例であっても、手術までに期間を要した例においては伸展制限が残存し
てしまった。このことからも手術は可能な限り早期に行うことが勧められる。
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1-ST-64

手指PIP関節内骨折の手術的治療の経験
Surgical Treatment of Intra-articular Fractures of Proximal Interphalangeal Joints

○佐藤 智弘, 野口 政隆, 贄田 隆正

だいいちリハビリテーション病院　整形外科　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】手術的治療を必要とする不安定性の強い手指PIP関節内骨折は, 時に治療に難渋し最終
的に可動域制限を残すものもある. 我々は, 手指PIP関節内骨折に対して種々の手術的治療を試
みてきたので, その術式と成績について検討する.
【対象と方法】 対象は2006年より手指PIP関節内骨折にて手術的治療を行った20例20指で, 男
性15例, 女性5例, 受傷時年齢は15歳から67歳平均35歳, 受傷指は, 示指1例, 中指2例, 環指
9例, 小指8例, 受傷原因は, スポーツ10例, 転倒5例, 交通事故4例, 労災1例であった. 手術ま
での待機期間は, 1から90日平均13日, 経過観察期間は, 2から9ヵ月平均4.5ヵ月であった.  脱
臼を伴うものは, 背側脱臼8例, 掌側脱臼1例, 側方脱臼3例であり, 関節面陥没骨折を伴うもの
は,  9例であった. 手術方法は, Pull out wire 5例, Pinning11例, スクリュー6例, プレート
1例, 創外固定(DDA)3例であり, 併用したものもあった. これらの症例の最終診察時PIP関節お
よびDIP関節の可動域を計測した.
【結果】全例に骨癒合を認め, 骨折部の著明な転位は認めなかった. 最終診察時のPIP関節の可
動域は, 平均伸展－8°屈曲91°, DIP関節は,  平均伸展－1°屈曲64°であった. Pinningと創
外固定を行った症例で各々1例可動域が不良なものが認められいずれも関節面の陥没粉砕が高度
な症例であった.
【考察】我々は関節面の陥没骨折についてはイメージ下にHintringer法にて可及的に整復を行
なっているが, 骨折が粉砕でありその程度が高度なものだと整復にも限界があり良好な可動域
が得られない原因となり得ると考えられた.

S299



1-ST-65

手指骨骨折に対するVariAx Hand Locking Plate Systemを用いた骨接
合術の治療経験

Operative Treatment of Metacarpal and Phalangeal Fractures using VariAx Hand Locking Plate System

○牧野 健1, 黒田 司2

1六甲アイランド甲南病院　整形外科, 2新須磨病院　整形外科

【目的】近年、保存的治療が困難な手指骨折に対して、強固な内固定と早期運動療法を目的と
して、low profile plateを用いた骨接合術が報告されている。今回、手指用のロッキングプレ
ートであるVariAx Hand Locking Plate Systemを用いて、骨接合を行った治療経験について報
告する。【方法】2011年12月から2012年8月までに手術を施行した手指の骨折9例9指を対象とし
た（男性5例、女性4例）。手術時年齢は16歳から70歳（平均49.2歳）であった。受傷原因は、
転倒5例、スポーツ1例、労災1例、交通事故1例、その他1例であった。受傷指は母指2例、示指
1例、環指1例、小指5例、骨折部位は中手骨6例、基節骨3例であった。術後経過観察期間は1ヵ
月から10ヵ月で平均5.4ヵ月であった。治療成績はレントゲンでの骨癒合、Fordら、Bosschaら
に準じてTAMにて評価した。【結果】治療成績はexcellent 7例、good 2例で、全例で骨癒合は
得られた。経過中にプレートの折損を生じた例を基節骨の1例で認めたが、骨癒合が遷延し、超
音波骨折治療を使用した症例はなかった。抜釘術は基節骨の3例を含む4例に行い、うち2例に腱
剥離術を施行した。【考察】手指骨折に対する手術法は、経皮ピンニングや鋼線髄内固定法が
行われているが、高齢者においては、髄腔が広く、また骨質劣化のため、十分な固定性が得ら
れないことがあり、骨折部の短縮や再転位の可能性がある。また、鋼線の逸脱や突出のため、
十分な可動域訓練ができず、関節の拘縮をきたすことがある。VariAx Hand Locking Plate
Systemは、ロッキングプレートによる整復位保持と強固な内固定が可能なため、早期の可動域
訓練が可能であり、特に軟部組織に余裕のある中手骨では、伸筋腱の滑走障害をきたすことが
ほとんどなく、良好な成績が得られたと考えられた。
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1-ST-66

第4，5CM関節脱臼骨折の受傷形態と治療
Injury pattern and treatment of fourth and fifth carpometacarpal joint fracture-dislocations

○矢崎 尚哉1, 矢島 弘毅2, 渡邉 健太郎2

1江南厚生病院　整形外科, 2名古屋掖済会病院　整形外科

【目的】第4，第5CM関節の脱臼または脱臼骨折の受傷形態をCT画像で評価し，治療成績を検討
した．【方法】2009年1月から2012年7月の間に当院で治療した第4CM関節または第5CM関節脱臼
の症例，第4および第5CM関節脱臼の症例は11例あった．そのうちCTを撮影した9例を対象とし
た．全例男性で右手の受傷であった．平均年齢は34歳．受傷機転は転倒または転落した際にぶ
つけたのが6例，殴打2例，自転車事故1例であった．第4CM関節に脱臼を認めなかったのは2例
で，7例に脱臼を認めた．7例のうち2例は中手骨基部掌橈側の骨片を伴っていた．5例は中手骨
基部が掌背側に骨折しており，そのうち2例に陥没骨片を伴っていた．第5CM関節に脱臼を認め
なかったのは1例のみであった．陥没骨片を伴う第5中手骨基部のピロンタイプが1例あった．2
例は第5中手骨基部の掌尺側に骨片を認めたが，4例は基部の骨片はなかった．有鉤骨の前額面
骨折を6例に認めた．手根中央関節面に達する骨折が1例あった．有鉤骨のCM関節面の陥没を1例
に認めた．有鉤骨骨折合併例と陥没骨片合併例は背側アプローチで観血的に治療し，それ以外
の2例は経皮的鋼線刺入固定を行った．平均経過観察期間は108日であった．【結果】環指，小
指の総可動域の平均はそれぞれ260度，256度，手関節背屈は69度，掌屈63度で，可動域制限を
認めた症例は無かった．握力の健側比は84%であったが，power gripで疼痛を残した症例は無
く，全例が原職またはスポーツに復帰した．【考察】第4，5CM関節脱臼骨折は，多彩な中手骨
骨折，有鉤骨骨折を合併していた．単純X線では脱臼骨折の存在はわかるが，骨同士が重なって
しまうため，受傷形態の正確な判断は難しい．関節面の状態や陥没骨片の有無などには3D-CTと
矢状断像が有用であった．
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1-ST-67

舟状骨-大菱形骨間癒合症に対する3次元動態解析
Three-dimensional motion analysis for scaphoid-trapezium coalition

○行岡 千佳子1, 森友 寿夫2, 正富 隆1, 吉田 竹志3

行岡 正雄1

1行岡病院, 2大阪行岡医療大学 理学療法学科, 3よしだ整形外科

(諸言）手根骨癒合症はまれであり、不完全癒合である場合、診断も困難であることが多い。ま
た骨癒合症のある手根骨がどう動いているかはよくわかっていない。今回我々は3次元CTを用い
た動態解析が舟状骨-大菱形骨（S-T）間癒合症の診断と治療に有用だった一例を経験したので
報告する。（症例、方法）11歳女児、ダンスの練習中に左手をついて手関節橈掌側部痛が出現
した。S-T関節に圧痛を認め、手関節背屈30°, 掌屈60°と可動域制限を認めた。単純X線にてS
-T間に不整像を認めたがS-T癒合症と確定診断できなかった。そこで両側手関節掌背屈2肢位で
CT撮影を行い大阪大学式３次元動態解析を行い骨モデルを用いたS-T関節運動の3次元動画を作
成した。また他の関節の代償運動を調査した。（結果）動画では患側のS-T間は掌橈側を蝶番と
する奇異なbook-open運動を呈し、不全骨癒合を強く疑わせた。S-T関節の動きは患側13°（健
側39°）と低下していたが橈骨舟状骨関節は患側84°（健側95°）と橈骨手根関節の代償を認
めた。遠位手根列間、中央列でも代償運動があり橈骨手根関節：手根中央関節の比率は健側は
5:5、患側は6:4であった。これらの結果よりS-T間を固定しても手関節可動域制限は少ないと予
想しS-T関節固定手術を施行した。術中所見、病理所見も不全骨癒合症として矛盾はなかった。
術後5か月で骨癒合を認め、疼痛は完全消失し 可動域は背屈90°(健側90°), 掌屈75°(健側
85°)を獲得した. （考察）手根骨癒合症の頻度は0.2%と極めてまれでありX線を用いた二次元
的な評価では確定診断や固定術後の可動域制限の予想は難しく、治療選択に慎重にならざるを
えなかった。3次元動態解析によって不完全骨癒合症を診断でき、S-T固定しても他の関節が代
償して十分な可動域が得られることを予想できたことは有用であった。
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1-ST-68

舟状骨偽関節に対する治療方針と手術成績
The Treatment and Surgical Outcome of Scaphoid Nonunion

○佐藤 信隆1, 大北 弦樹1, 長澤 晃樹2, 佐藤 栄一1

波呂 浩孝1

1山梨大学　医学部　整形外科, 2北杜市立甲陽病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節に対して当院ではAcutrak screwを併用した遊離腸骨移植を用いたWinged
graft法もしくはZaidemberg法を利用することで良好な成績を得たので報告する．
【方法】2006年4月～2012年9月までに手術を行い6か月以上経過観察可能であった14例（男性13
例女性1例）を対象とした．手術時平均年齢は29歳（16～75歳）．受傷側は右7例左7例，受傷か
ら手術までの期間は平均18.9ヵ月（3ヵ月～10年）であった．経過観察期間は14.9ヵ月（6～28
ヵ月）であった．術前X線ではHerbert分類でtypeD1 4例，typeD2 10例，受傷箇所で中央11例，
近位3例に分類された．術式はWinged graft法（12例）を基本とし近位で技術的に困難な症例に
対してはZaidemberg法（2例）を行った．SNAC wristを認める3例に対しては橈骨茎状突起切除
を追加した．術後評価はX線学的検討・Modified Mayo Wrist Score・DASH scoreを用いた．
【結果】骨癒合は14例中13例に認めた．近位1/3の症例に対し遊離腸骨移植を行った１例は骨癒
合が得られなかった．術後固定期間は平均7.2週間であった．Modified Mayo Wrist Scoreでは
術前平均42.5が最終観察時平均82.1に改善した．DASH scoreでは術前平均16.3が最終観察時平
均4.8に改善した．
【考察】Winged graftによりhumpback deformityの改善が得られた．中枢１/3における舟状骨
偽関節の1例を除き骨癒合は得られた．遊離骨移植のみでは困難な症例に対しては有茎骨移植を
行うことで骨癒合が得られた．DASH score，Modified Mayo Wrist Scoreでは術前に低い評価の
ものは術後も低くなる傾向があった．手術術式にさらなる改善の余地があった．
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2-1-S4-1

母指CM関節症に対する関節固定術
Trapeziometacarpal Arthrodesis for Thumb Basal Joint Osteoarthritis

○林 正徳1, 内山 茂晴1, 伊坪 敏郎1, 百瀬 敏充2

加藤 博之1

1信州大学　整形外科, 2諏訪赤十字病院　整形外科

【はじめに】母指CM関節症に対する関節固定術は高い除痛効果と強いつまみ力が得られる一方
で，術後に隣接関節の変性が進行することが指摘されている．演者らは母指CM関節症に対する
関節固定術後２年以上経過例において，術後成績を調査したので報告する．【対象および方
法】2005年から当院および関連施設において関節固定術を行ったCM関節症患者のうち２年以上
経過した12例13関節を対象とした．手術時年齢は48～69歳（平均58.8歳），性別は男性4例，女
性8例で，術前のEaton分類は全例stage IIIであった．CM関節固定術の方法は、直視下に関節面
の掻爬と自家骨移植を行い，Kirschner鋼線の１関節を除いた全関節をT-plateで固定した．術
前後に、疼痛，ADLや仕事への影響，手術に対する満足度，DASH score，ピンチ力，単純X線撮
影による母指MP関節と舟状大菱形骨（ST）関節の関節症性変化を調査した．経過観察期間は2年
～7年５か月である．【結果】術前の疼痛は全例軽減したが，術後にMP関節に痛みを生じた症例
が２例あり，母指基部に痛みを生じた症例は２例（VAS値はいずれも５）であった． ADL上の支
障については，無いが5例，少しあるが困らない程度が7例であった．仕事上の支障について
は，無いが5例，少しあるが困らない程度が5例であった．また手術に対する満足度は大変満足
が3例，満足が9例であった．DASH scoreは術前平均37.5，術後平均13.6．ピンチ力は術前平均
4.8kg、術後平均6.5kgで，いずれも術前と比べ有意に改善した．X線像は術後3関節にST関節の
関節症性変化の出現または進行が認められた．【考察】本術式の術後2年以上の臨床成績は良好
であった．CM関節固定によるADLや仕事の支障はほとんどなかった．ST関節に変性を生じる症例
が約1/4にみられたが同部の症状は軽度であった．
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2-1-S4-2

母指CM関節症に対する靭帯再建術
Ligament Reconstruction for Osteoarthritis of the Thumb CM Joint

○水関 隆也, 森重 真奈美

広島県障害者リハビリテーションセンター　整形外科

母指CM関節症に対する手術治療は多様である．われわれは母指CM関節の亜脱臼に対する整復術
としてEaton-Littler等により報告された靭帯再建術（以下，EL法）の適応を拡大し，亜脱臼が
原因で生じた進行期関節症に対しても本法を用いて治療し概ね良好な成績を得ている．2年以上
経過した中長期例についてその成績をまとめた．【症例および方法】当センターでEL法を施行
し，2年以上経過した症例は22例26母指である．内訳は男性8例，女性14例，手術時年令は28～
68（平均54）才であった．Ｘ線学的に術前，全例でＣＭ関節の亜脱臼を認めた．1984年版Eaton
　Stage分類ではStage I: 3指，Stage II:12指，Stage III:11指であった．手術はEatonの報告
に準じた母指CM関節亜脱臼に対する靱帯再建術を行った．術後経過期間は20年4月～2年2月（平
均9年4月）であった．これらの症例に対し術前後のＸ線所見，理学所見，自覚的愁訴，quick
DASH等の変化について調査した．【結果】X線学的に術後亜脱臼はStage IIの2例で側方亜脱
臼，Stage IIIの１例で背側亜脱臼が残存した．関節症変化はStage IIの2指で進展していた．
関節裂隙の進行した狭小化を2例に認め，1例には線維性強直を認めた．理学所見は握力が術前
25kgから術後28kgへ，ピンチ力が術前4.1kgから術後5.0kgへ改善していた．Kapandji testは術
後9.4点であったが，完全なrepositionができない例が11例あり，1例に再手術を要した．痛み
は亜脱臼が残った3指で不変，6指で強いピンチ時の鈍痛が残った．Quick DASHは術前平均40点
から術後9点へ改善していた．【まとめ】母指CM関節症に対する本法は亜脱臼を伴うStage III
にも適応があることが分かった．長期的に関節裂隙の狭小化が進行する例，母指のreposition
に制限を残す例もあるが安定化した母指の臨床成績とは無関係である．
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母指CM関節症に対するsuspension plastyの長期臨床成績
Tendon suspension arthroplasty using a interference screw for thumb carpometacarpal joint arthritis:A

long-term study

○藤岡 宏幸1, 奥野 宏昭2, 常深 健二郎3, 高木 陽平3

田中 寿一3

1兵庫医療大学リハビリテーション学部, 2たつの市民病院, 3兵庫医科大学整形外科

【目的】母指ＣＭ関節症に対し関節固定術は除痛において優れた結果が得られるが可動域制限
に不満を訴える症例も多い。このため可動域の温存を目的にTendon Junction(TJ) screwを用い
たThompson変法を行ってきた。今回、その手術手技および長期成績について報告す
る。【方法】手術方法は大菱形骨を全摘出したのち長母指外転筋(APL)腱を同定し、筋腱移行部
で切離、反転する。次いでAPL腱の太さを測定し、第1中手骨ではAPL腱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、また第2中手骨においては中手骨近位部から背側にかけて骨孔
を作製する。この後、骨孔にAPL腱を引き通しTJ screwを用いて第2中手骨近位背側の骨孔出口
で腱を固定する。後療法はギプスシーネ固定を約3～4週間行い可動域訓練を開始す
る。【成績】対象は2000年11月から2007年12月までに本法を行い、術後5年以上経過観察可能で
あった16症例とした。男性2例、女性14例、手術時平均年齢は63歳、平均経過観察期間は6年11
ヶ月であった。最終経過観察時においてCM関節部の疼痛は軽減し、関節可動域においても改善
していた。【結論】母指CM関節症に対するsuspension plasty は疼痛の軽減と可動域の温存・
改善が得られ安定した成績が得られる術式である。我々が行っているTJ screwを用いた腱固定
方法の利点としては、初期固定力が強固であり、移行腱を骨孔内で固定することが可能である
ためlow profileであること、手術手技が煩雑でないことなどがあげられる。【結論】母指CM関
節症に対するTJ screwを用いたsuspension plastyは除痛性、可動性、また手技の簡便性を利点
とする有用な手術方法であると考える。
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母指CM関節症に対する、長母指伸筋腱を用いたsuspension
arthroplasty Mathoulin法の中期成績と問題点

Abductor pollicis longus suspension arthroplasty for thumb carpometacarpal joint arthritis

○小平 聡, 福本 恵三, 村中 秀行, 菅野 百合
加家壁 正知

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】母指CM関節症に対して2009年以降我々が行っている、Mathoulinによって報告された
Hammock法の変法についての中期成績と問題点を述べる。【方法】術式は大菱形骨を完全に摘出
後、長母指外転筋腱を2本採取し、橈側手根屈筋腱に巻きつけるsuspension arthroplastyであ
り、術後3週間の外固定を必要とする。症例は男性8例、女性20例、手術時年齢は平均62歳、病
期はEaton分類stage2が5例、stage3が8例、stage4が15例であった。術後経過観察期間は1年～3
年4か月、平均1年8か月であった。【成績】大菱形骨摘出後の第1中手骨底部と舟状骨遠位端の
距離は、術直後5.8mm、3か月時5.1mm、6か月時5.0mm、1年時4.9mmと、1例を除く27例で良好に
維持されていた。術後疼痛評価は優14例、良11例、可1例、不可2例であった。可および不可の
原因は、MP関節の変形性関節症、第1中手骨と舟状骨のインピンジメント、橈骨神経損傷による
CRPSであった。術後ADL評価は優20例、良4例、可4例、不可0例であった。可4例のうち3例は疼
痛評価が可および不可の症例であり、残りの1例はMP関節過伸展変形が残存し、装具が必要であ
った症例である。合併症は創部感染1例、橈骨神経浅枝麻痺8例、CRPS1例、FCR疼痛12例であっ
た。【結論】Suspension arthroplastyは、いずれの方法でも概ね良好な成績が報告されている
が、術中の橈骨神経浅枝損傷に注意が必要であり、術前からMP関節の変形性関節症を評価する
とともに、MP関節過伸展変形に対しては制動術を検討するべきである。FCR疼痛は成績不良因子
とはならないが、その可能性について患者に説明する必要がある。
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母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術
Arthroscopic tendon suspension arthroplasty for trapeziometacarpal osteoarthritis

○面川 庄平, 仲西 康顕, 中野 健一, 吉良 務
田中 康仁

奈良県立医科大学　医学部　整形外科

【目的】今回、母指CM関節症に対して靭帯再建術を併用した鏡視下関節形成術を試みたので、
その中期成績について報告する。【方法】2008年以降、母指CM関節症を有し3か月以上の保存的
治療に抵抗した連続する患者34例に対して鏡視下手術を行ってきた。今回、18か月以上の観察
期間を有する21例の臨床成績を報告する。男性2例、女性19例、平均年齢63歳、Eaton分類で
Stage3：20例、Stage4：1例であった。鏡視下に大菱形骨を部分切除した後に、長母指外転筋腱
の半載腱を付着部から約5ｃｍ採取する。半載腱を第2中手骨基部に誘導し、TJ screwで固定し
た。術後約3週間の外固定ののち、運動療法を開始した。評価項目は疼痛（VAS）、ピンチ
力、DASH日手会版、カパンジテストで、術前後の成績を統計学的に比較し、p値が0.05未満を有
意差ありと判定した。レントゲン評価でCM関節亜脱臼の有無を調査した。【成績】観察期間は
平均28カ月であった。術前後の疼痛VASは74/14であり、術後有意に改善した（p＜0.01）。DASH
日手会版は術前の45から術後18と有意に改善した（p＜0.05）。術前後のピンチ力は2.7から
3.8kgに改善した（p＜0.05）。カパンジテストは8.9から9.2に改善した。術後合併症として、3
例で一過性の橈骨神経刺激症状を認めた。レントゲン評価では術前存在した橈背側への亜脱臼
は術後改善し、経時的な観察でCM関節の亜脱臼や狭小化の再発は認めなかった。【結論】今回
の調査から、靭帯形成術を併用した鏡視下関節形成術は、母指CM関節症に対して疼痛と日常生
活を改善させることが明らかになった。中期の経過観察で関節安定性は保たれており、鏡視下
靭帯再建は術後の関節機能の向上に寄与すると考えられた。
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母指CM関節症に対する有茎脂肪移植による関節形成術
Soft tissue interposition arthroplasty for thumb carpometacarpal osteoarthritis

○藤原 浩芳, 小田 良, 玉井 和夫, 勝見 泰和
久保 俊一

京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学

【目的】我々は保存的治療が奏功しない進行期母指CM関節症に対して、有茎脂肪移植による関
節形成術を行っている。その手術手技を紹介し、術後成績を報告する。
【対象及び方法】症例は29例(男8例女21例)。手術時年齢は平均64才(55才-71才)。疼痛発現よ
り手術までの期間は平均1年10ヵ月年(6カ月-5年)で追跡期間は平均8年3ヵ月(1年-13年3ヵ月)で
あった。重労働に従事するものは1例のみ(板金工)であり、Eaton分類3型が25例、4型が4例であ
った。手術方法は、変性したCM関節の軟骨を切除した後、嗅ぎタバコ窩より皮下脂肪組織と結
合組織を有茎で採取し、掌側の関節包に縫着した。術後、3週間の外固定を行った。手術時間、
合併症、疼痛が消失するまでの期間、術前後のQuick DASH、可動域、握力、ピンチ力を調査し
た。また、関節裂隙の変化を単純X 線で、有茎脂肪弁の変化をMRIで追跡した。
【結果】平均手術時間は約1時間であった。1例に術後一過性の橈骨神経浅枝障害が生じた。疼
痛の改善は27例に見られ、術後平均3ヵ月（1ヵ月-12ヵ月）で疼痛が消失した。疼痛が残存した
2例に対し、関節固定術を行った。Quick DASHの機能障害/症状スコアは、平均で術前18.6点か
ら術後4.5点に改善した。橈側掌側外転可動域は健側比で、術前平均76%,78%から術後平均
91%,93%にそれぞれ改善した。握力、ピンチカも有意に改善した。CM関節の不安定性が高度な症
例では疼痛緩解が得られ難い傾向を認めた。X線検査では術後関節の強直に陥った症例はなく、
関節裂隙の拡大が認められた。術後1年のMRIでは脂肪弁は吸収され、CM関節に線維軟骨と思わ
れる組織の介在している所見が得られた。
【考察】本法は手術手技が容易であり、疼痛緩解率も高いため有用な方法であると考えた。有
茎脂肪弁を介在させる意義としては、術後早期にスベーサーとしての機能は失われるが無痛性
の偽関節形成に役立っているものと思われた。CM関節の不安定性が高度でない症例を選べば
Eaton分類4型に対しても本法は適応になると考えた。
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シリコン製大菱形骨インプラントを用いた母指CM関節形成術
Silicon Trapezium Implant Arthroplasty for the Basal Joint of the thumb

○牧野 正晴

新潟逓信病院　整形外科

（はじめに）シリコンインプラントが手の外科領域でほとんど用いられなくなって久しいが、
弾力性があり組織親和性に富んだ材質は今でも臨床上捨てがたい。過去に合併症として注目を
集めたシリコン滑膜炎はインプラントが破綻し、その結果生じたシリコン粒子に対する組織反
応であり、インプラントの磨耗等が起きなければ発症しない。本手術は適応症例の選択が重要
であると考える。（症例および方法）2000年から現在まで術後1年以上経過した症例は14例17関
節、右10関節左7関節、男性2例3関節、女性12例14関節である。手術時年齢は52歳から93歳、平
均76歳であった。手術方法はSwansonの原法に準じたが、靭帯再建にFCRではなくAPLを用いるこ
とが大きく異なる。術後は4週間のギプス固定後6週目からリハビリを開始している。症例中11
例14関節は術後5年以上経過している。内・外転可動域、握力、疼痛、ADLを調査し
た。（結果）内転は術前に比べ母指指尖部がより尺側に到達でき、1・2中手骨間角度で求めた
外転は34度から39度に改善した。握力は13kgから25kgに改善し、3例だけが軽度の疼痛を訴えて
いた。ADLではピンチ動作の改善により針仕事等の細かい手作業が可能となったことを喜んでい
た。シリコン滑膜炎例はなかったが、両下肢切断のため上肢で体重を支えていた1例にインプラ
ント脱臼が生じ、再置換術を行った。（考察）自分の身の回りの世話程度の軽作業を必要とす
る高齢者にインプラント置換術の適応があると考える。手術の要点、置換された母指の動きを
ビデオで供覧する。
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Hand Clinic for the Aged People

○Robert M. Szabo

Orthopaedics, UC Davis Medical Center, USA

The proportion of the world population aged >60 years will increase from 11.0% in 2010 to 21.8% in
2050 while the portion aged >80 years will increase from 1.5% to 4.3%. As life expectancy in our society
continues to increase, orthopaedists must become more knowledgeable in dealing with upper extremity
problems common to geriatric patients.  As our population ages, we are seeing more problems in the
upper extremity which can be ascribed to two conditions: osteoporosis and arthritis.  The geriatric
population sustains a high number of fractures, in part due to an increased incidence of osteoporosis.
Osteoporosis present in these patients affects surgical management of difficult fractures. Osteoarthritis
and rheumatoid arthritis disproportionately affect this age group. In the upper extremity, degenerative
osteoarthritis most frequently affects the distal interphalangeal joints of the hand of senior citizens. The
second most common site is the thumb carpometacarpal joint. Unique requirements of the elderly may
dictate certain treatments in other afflictions of the upper extremity which are seen in the general
population. Acquired soft tissue disorders such as nerve compression, nerve injury and Dupuytren's
contractures will often require operative intervention to restore hand function. Many procedures can now
be done under wide awake local anesthesia as an outpatient and recovery is simplified. The primary aim
of orthopedic treatment for elderly patients must be return of function, yet in some the aim of treatment
should be return to independent life, that is, independent, dressing, toilet functions and eating. A variety
of conservative and operative treatments are available to improve quality of life in these patients.
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Volar and Dorsal Ligaments Reconstruction for Scapho-Lunate Instability

○Beng Hai Lim

Centre For Hand And Reconstructive MicroSurgery(Charms) Pte Ltd, Singapore

Scapho-lunate (SL) instability is one of the most common wrist instability pattern seen. Stabilisation of
this joint is important in preventing continued deterioration of the instability pattern which may result in
rotatory subluxation of the lunate and flexion of the scaphoid and eventually degenerative arthritic
change.
The dorsal SL ligament needs more than 300N tensile stress to fail compared to the volar ligament which
fails at 150N. The width of the dorsal ligament is about 4.2 mm.
Both the volar and dorsal SL ligaments are important in stabilizing the joint.
In our approach to stabilize and correct the rotatory subluxation the SL joint, we aim at the following
        Prevention of scaphoid flexion
        Restore the integrity of the volar and dorsal ligaments
        Non violation of the mid-carpal and the radial lunate joints
This involves the following
        Proximal scaphoid 2.7mm drill hole
        Distal scaphoid 2.7 mm drill hole
        Lunate 2.7mm drill hole
        Harvesting of 1/3 of the flexor carpi radialis(FCR) tendon
The procedure involves tunneling of the FCR tendon through the distal scaphoid hole first followed with
the lunate hole from dorsal to volar. The free end of the FCR is then tunneled back to the dorsal aspect of
the wrist through the proximal scaphoid hole.
The end of the tendon graft is then anchored with 4 0 fibrewire and the SL joint is then stabilized with a K
wire for 6 weeks. The tendon graft is augmented with a fibrewire 2.

Results showed restoration of good wrist motion and improvement in grip strength wrist pain.
Radiological corrections have been good.
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Correction of malunion of the distal radius and ulna

○Dietmar Pennig

St. Vinzenz-Hospital GmbH, Germany

Introduction:
Forearm deformities in children and adolescents may be congenital or developmental, or result from
trauma or iatrogenic damage to the growth plates. Correction of axis and length of forearm deformities
using monolateral external fixations was evaluated in a prospective study.

Materials and Methods:
Twenty-two children and adolescents with forearm deformities (31 forearm, bilateral deformity in six
cases) were treated at a mean age of 7,9 years. In ten patients the ulna was lengthened, in five patients
lengthening of the ulna was combined with corrective osteotomy and osteosynthesis of the radius. In three
patients a hemichondrodiatasis of the distal radius was undertaken and in one case the radius was
corrected and lengthened. As causes posttraumatic injury to the growth plate of the distal ulna or radius
were identified in eleven patients, congenital shortening of the ulna in four, MHO in six (twelve forearms)
and in one case fibrocartilaginous dysplasia of the ulna (three lengthening procedures). Preoperative
radiographs and CT scans were used to plan pin placement and osteotomy sites and assess the rotational
deformity. Careful planning of pin insertion allowed for correction of rotation and control of the bone
axis, with translation where necessary.

Results:
Mean follow-up was 60 months after completion of distraction. The total period of distraction ranged
from two to eight weeks and the time period between surgery and fixator removal averaged 10 weeks.
Absolute increases in length were 31 millimetres on average corresponding to a mean percentage increase
of bone length of 22 percent. Target length and correction of the deformity was achieved in all cases.
There were three complications: Two cases of delayed callus maturation, in one case pin-tract infection of
the distal pin group led to early removal of the fixator pins. Neurovascular compromise was not
encountered. In all patients the appearance, wrist motion and forearm rotation were improved.
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Fusion versus arthroplasty in the treatment of destructed finger joints

○Daniel Herren

Schulthess Klinik, Switzerland

The management of painful destructed PIP and and DIP so far included either a joint replacement or a
joint fusion. The advantages of the arthrodesis are the possibility to correct pre-existing joint deformity
and the procedure provides complete pain relief and a good aesthetic results, however of the obvious cost
of the mobility. There are several fusion techniques which can be used in order to achieve a secure
fixation. A compression screw or plate technique, either with a conventional 2.0 mm screw system or a
headless high compression screw (HCS) provides a firm fixation and a high primary stability with an
excellent fusion rate. As an alternative treatment joint arthroplasty is a well established method in the PIP
joint. The results with different implants are quite predictable, although the mobility seldom reaches more
than 50% of a normal joint. Encoured with the results of the PIP, we started to implant silicone spacers in
selected cases also in the DIP joint. Especially the ulnar finger rays profit from a mobile DIP joint in
order to hold smaller objects. So far we limited this treatment option to joints with no major instability or
pre-operative deviation. The frist results are promising, showing a high patient satisfaction, good pain
relief and a quick recovery after surgery. However, almost all joints show a extension lag of up to 20°
and a residual mobility limited to about 40° in maximum. The key point in this intervention ist the
management of the extensor tendon. So far the optimal tendon approach has not been found yet. Extensor
tendon splint or a tenotomie with tendon suture seems to produce similar results. Nevertheless especially
the IP joint of the thumb and the DIP V joint may profit from this intervention, which can be an
alternative to joint fusion.
The different indications, implants and techniques for these interventions and their results will be
presented.
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高齢者キーンベック病に対する保存的治療
Conservative Treatment for Kienbock's Disease in Elderly Patients

○谷口 泰德, 辻本 修平, 浅井 宣樹, 下江 隆司

和歌山県立医科大学　運動機能障害総合研究開発講座

【目的】キーンベック病では保存的治療を含め様々な外科的治療が報告され、それらの有用性
が報告されている。キーンベック病では、若年者、青壮年者そして高齢者で病態、予後は異な
るとされている。今回我々は、高齢者キーンベック病における保存的治療の臨床成績について
調査し報告する。【対象及び方法】初診時年齢が60歳以上で、1年以上追跡した15症例16手関節
を対象とした。男5例5手関節、女10例 11手関節、初診時年齢は61歳～77歳、(平均65.1歳)であ
った。追跡調査期間は2年から9年10ヶ月（平均5年4ヶ月）であった。症例の保存的治療法は、
装具による固定9手関節、外固定なし7手関節であった。X線所見として、Lichtman病
期、CHR(carpal height ratio)を初診時と追跡調査時に判定計測した。追跡調査時の臨床成績
を判定した。【結果】(1)初診時病期はstage IIが3手関節、 stage IIIaとstage IIIbがそれぞ
れ5手関節、そしてstageIVが4手関節であった。追跡調査時の病期は全例stageIV に進行してい
た。(2)CHRは、初診時が平均0.47、今回の調査時は平均0.45であった。CHRは、初診時に比較し
追跡調査時有意に低下していた。(3)臨床成績は、優9手関節、良7手関節であり、可及び不可の
症例は無かった。全例ADLに問題なく良好であった。【考察】高齢者キーンベック病では、保存
的治療後も手根骨の圧潰、関節症変化は進行していたが、臨床成績は良好であった。高齢者で
は若年者と異なり血管柄付き骨移植、橈骨短縮骨切り術、STT関節固定術、有頭骨短縮術、骨釘
移植などを行っても月状骨壊死の回復、圧潰の改善は期待できない。そのため高齢者のキーン
ベック病では保存的治療が第一選択されて良い。
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若年者キーンベック病に対する仮STT固定術
Temporary Scaphotrapeziotrapezoidal Joint Fixation for Pediatric Kienbock's Disease

○河村 健二1, 矢島 弘嗣1, 重松 浩司2, 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】若年者のキーンベック病は極めて稀である。若年者では月状骨のリモデリング能力が
高いことから、成人とは異なった治療計画が必要である。若年者キーンベック病に対する月状
骨の除圧を目的とした仮STT固定術について報告する。【対象】20歳未満のキーンベック病に対
して仮STT固定術を施行した3例4手を対象とした。症例は11歳女児、14歳男児（両側例）、16歳
女児であった。4手ともLichtman分類でstage IIIAであった。4手に対してK鋼線を用いた経皮的
仮STT固定術を施行した。術後ギプス固定を4週間行い、鋼線抜去までシーネ固定を施行した。
鋼線抜去は8～12週で施行した。術後経過観察期間は40～59ヵ月であった。MRIで月状骨の再血
行化、X線でCHR(carpal height ratio)とSI(Stahl index)の計測による月状骨扁平化の改善
（リモデリング）を評価し、手関節可動域と握力を計測した。【結果】11歳と14歳の2例3手は
術後MRIで月状骨の再血行化が確認出来た。16歳の症例では再血行化が得られなかったため、21
ヵ月後（18歳時）に橈骨短縮骨切り術を施行し、再血行化が得られた。仮STT固定術が有効であ
った3手はCHRとSIはいずれも最終観察時には術前より増加し月状骨のリモデリングを認めた
が、無効であった1例は術前より両値ともに低下した。手関節掌背屈可動域は術前平均83゜から
術後平均173゜に改善し、握力も術前平均9kgから術後平均30kgに改善した。【考察】月状骨の
リモデリング能力が高い若年者キーンベック病に対しては、低侵襲である仮STT固定術は有効な
治療法であると思われるが、16歳女児の無効例も認めた。骨端線が閉鎖した女児では、仮STT固
定術はstage IIIAの症例に対しては不十分である可能性が考えられた。
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キーンベック病に対する有頭骨部分短縮骨切術
Partial capitate shortening for Kienbock disease

○森友 寿夫1, 島田 幸造2, 正富 隆2, 村瀬 剛4

行岡 正雄3

1大阪行岡医療大学　理学療法学科, 2大阪厚生年金病院　整形外科

3行岡病院　整形外科, 4大阪大学　整形外科

【目的】有頭骨短縮骨切術は尺骨プラスバリアントのキーンベック病に対しても行える有用な
手術である。われわれはできるだけ低侵襲な手術として有頭舟状骨関節を温存し有頭骨の月状
骨側関節面だけを短縮骨切りする有頭骨部分短縮骨切術を行ってきたのでその中長期治療成績
について報告する。【方法】2001年以降有頭骨部分短縮骨切術行ったキーンベック病35例を対
象とした。男性17例、女性18例、手術時年齢は平均37歳(15～75歳)、観察期間は平均37ヶ月(12
～132ヶ月)、Lichtman 分類 ではstage 2:1例、3A:29例、3B:5例であった。尺骨バリアンスは-
2～+2mmであった。手術法は背側3cmの皮切より手根中央関節を展開し有頭骨の月状骨側関節面
のみを逆L字型に骨切りし1-２mm短縮した後ヘッドレススクリューで固定した。【結果】疼痛は
26例で消失し8例で軽い痛みが残存したが1例で術後4年に再発した。可動域、握力の改善は良好
でcarpal height ratio(CHR)が低下したのは5例のみであった。22例で骨硬化や分節化の改善な
どの月状骨のremodelingが認められた。Nakamuraの評価法にて優17例，良16例、可1例、不可1
例であった。【考察】生体力学実験で有頭骨部分切除により橈骨月状骨間の圧は51％低下する
ことがわかっている。有頭骨部分短縮骨切術は小皮切であること、尺骨バリアンスに無関係で
あること、有頭舟状骨関節を温存できるという利点がある。また従来の有頭骨短縮術では術後
CHRが低下することが多いが有頭骨部分短縮骨切術ではCHRを変えずに月状骨の効果的な除圧が
できると考えられた。【結論】キーンベック病は手術法によらずよい成績が報告されているこ
とからできるだけ低侵襲な手術を選択すべきである。有頭骨部分短縮骨切術は低侵襲かつ効果
的でありキーンベック病に選択されてもよい手術法の一つである。
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キーンベック病に対する有頭骨短縮術・有頭有鉤骨間固定術
Capitate Shorterning with capitate-hamateArthrodesis  for Kienböck disease

○大井 雄紀1, 高木 陽平1, 常深 健二郎1, 藤岡 宏幸2

田中 寿一1

1兵庫医科大学病院　整形外科, 2兵庫医療大学リハビリテーション学部

【はじめに】キーンベック病に対する手術方法は種々の手術方法が考案されているが、我々は
Almquistの報告に準じて有頭骨・有鉤骨間固定を併用した有頭骨短縮骨切り術を行ってきた。
本報告ではその手術方法や治療成績について報告する。【手術方法】手関節背側より侵入。有
頭有鉤骨関節に縦切開を行い、骨膜下に剥離して有頭骨背面を露出する。有頭骨中央部で約2-
3mm程度短縮骨切りを行い、中枢骨片を末梢骨片に引き寄せるようにしてDTJ screwで固定を行
い、月状骨に対する除圧を行う。有頭有鉤骨間関節に先に切除した薄い板状の有頭骨骨片を介
在させ、有頭有鉤骨関節の固定をDTJ screwで行う。【対象】2000年1月～2011年12月の間に手
術を行ったLichtman 分類Stage3の41症例(男性22例女性19例)平均年齢43.4歳(14歳～78歳)に対
して、疼痛、手関節可動域、Carpal height ratio、Stahl index、などを検討した。【結果】
有頭骨短縮骨切り部および有頭有鉤骨関節固定部のいずれも良好に骨癒合が得られた。術後に
Stahl indexが悪化する症例はあったが、stage が進行していた症例はなかった。臨床評価では
全例で改善を認め、本法はstage3と進行した症例においても有効であった。【考察】有頭骨短
縮骨切り術と有頭有鉤骨関節固定術は月状骨への力学的負荷を軽減するとともに、周囲の血流
改善する効果が関与していると推察されている。有頭骨短縮術・有頭有鉤骨間固定術の成績が
比較的安定しており、またcannulated screwが利用できるので、最近はulnar varianceや
carpal height ratioに関わらず、Lichtman 分類stage 2～4の症例に対して広く適応するよう
にしている。本法は長期経過では有頭骨短縮などによる手根骨の配列の問題から生じる関節症
などは危惧されるが、キーンベック病に対する有用な手術方法であるといえる。
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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

Treatment of patients with advanced Kienböck disease composed of  bone peg graft, bone marrow

transplantation , external fixation, and LIPUS

○西浦 康正1,2, 原 友紀3, 村井 伸司2, 小川 健4

落合 直之4

1筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育ステーション, 2霞ヶ浦医療センター整形外科

3筑波大学医学医療系整形外科, 4キッコーマン総合病院整形外科

【目的】われわれは、これまで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（以下、EF）・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、さらに進行した症例に対し、骨釘移植・濃縮骨髄血移植・EF・LIPUS
を行い良好な結果を得たので報告する。
【対象および方法】対象症例は17歳女性、54歳男性、23歳男性、53歳女性の4例である。術前、
全例で手関節痛、可動域制限、握力低下を認めた。単純X線・MRIで、症例１は完全骨折、症例
2、3では骨折による圧潰、症例4では大きな嚢胞性変化を認めた。[手術法]症例１は掌側進入、
症例2、3、4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3
㎜の骨釘１～3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
―橈骨間をEFで固定し、術後、LIPUSを併用した。EFは、術後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、疼痛、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11ヶ月～3年である。
【結果】いずれの症例も疼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、17点と改善を認めた。単純X線では、全例骨癒合が得られた。症例2と3で
は軽度の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、4は仕事に復帰している。
【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。本法は、比較的低侵襲で有用な方法であると考えられる。
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Stage 3,4のキーンベック病に対する骨釘移植術
―手術後5年以上経過例の中期成績―

The Midterm Results of Bone Peg Transplant to Kienbock Disease at Stage 3 or 4

○池上 博泰1, 堀内 行雄2, 眞宅 崇徳1, 金子 卓雄1

武者 芳朗1

1東邦大学医学部整形外科学講座, 2川崎市立川崎病院　整形外科

【目的】1997年以降、stage3,4の進行したキーンベック病に対して、骨釘移植による治療を行
っている。今回、この手術後5年以上経過した中期成績について報告する。
【対象および方法】Stage3以上のキーンベク病に骨釘移植を行った37例のうち、術後5年以上経
過観察可能であった31例を対象とした。手術時年齢は17-59歳(平均29)、術後観察期間は、60-
165か月(平均88)である。手術は、橈骨短縮術後、分節化した月状骨に骨釘を用いて骨接合術を
行った例が5例、さらに術後に創外固定器を6-12週間装着した例が26例である。骨釘は橈骨ある
いは尺骨から採骨している。治療成績を、Lichtmanの関節機能の評価、Dornanの作業能力の評
価、およびＸ線、MRIを用いて評価した。
【結果】術後に職を変えたものはなかった。原職復帰までの期間は11-24週で、手関節可動域、
握力は27例で改善が認められた。Lichtmanの評価では、satisfactory 29例、unsatisfactory 2
例で、Dornanの評価ではexcellent 22例、good 9例であった。術後にcarpal height ratioが著
明に改善した例が19例あった。MRIの月状骨輝度変化の改善には、長期間が必要であった。術後
5年以上経過して周囲の手根骨と同じ輝度に戻ったのは17例であった。
【考察】進行したキーンベック病で月状骨が分節化しているような例では、血管柄付き骨移植
術で用いる海綿骨はその強度が必ずしも十分ではなく、再度の圧壊を生じる可能性がある。一
方、今回用いた骨釘の強度および術後の創外固定装着では、再度の圧壊が生じにくい。また骨
釘は、分節化している月状骨の骨接合材料としても有用である。今回の術後5年以上経過観察し
た結果から、その中期成績は十分満足のいくものであり、Ｘ線での改善よりもMRIでの改善には
長期間を要したが、ほぼ半数の例でMRIでの輝度変化も改善していた。
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キーンベック病に対する月状骨救済手術― 橈骨骨切り術、血管柄付
き骨移植併用手術 ―

Treatment of Kienbock's disease- Radial osteotomy and vascularized bone graft to the lunate -

○中尾 悦宏, 中村 蓼吾, 高橋 明子, 三竹 辰徳

中日病院　名古屋手外科センター

【目的】病期が進行し月状骨の温存不能な症例は、月状骨摘出、手関節部分固定術等を選択せ
ざるを得ないが、月状骨救済が可能な例には橈骨骨切り術を施行している。また月状骨に骨折
や早期の分節化を認める症例には、併せて月状骨への血管柄付き骨移植術を行っている。単一
術者が治療した症例について術式を紹介し、経過、画像所見、成績を報告する。【対象と方
法】骨切り術は、橈骨を掌橈側より展開し階段状に骨切りしplateにて固定する。骨移植は、橈
骨より第4-5伸筋腱区画間動静脈を柄とした骨を挙上し月状骨背側に開けた小孔に挿入する。骨
切り術18手(男9女9、平均31歳、右10左8、stage II:4、IIIa:7、IIIb:7、経過観察平均
4.0年)、骨移植併用17手(男13女4、35歳、右10左7、IIIa:8、IIIb:9、3.6年)の成績をまとめ
た。【結果】疼痛は全手で軽減し26手(74%)で無痛となった。健側比可動域は、骨切り術、背屈
術前69%から術後90%、掌屈62%から85%、握力55%から87%、骨移植併用、背屈64%から80%、掌屈
50%から76%、握力53%から85%へ改善した。carpal height ratioは、骨切り術で術前0.52術後
0.48、骨移植併用で0.51、0.50であった。骨折や分節化は後者術式にて12手(71%)で癒合を認め
た。MRIで2～5年ほど月状骨輝度を追うと、T2WIにて先に改善を認め、続いてT1WIでも改善を見
た。この所見は骨移植併用でより早期に認めた。【考察】橈骨骨切り術は、月状骨への力学的
負荷の軽減が得られ長期的に安定した成績が報告されてきた。近年、手関節近傍の血行を改善
する効果も示唆され、関節外手術として利点は大きい。血管柄付き骨移植は、骨質を直接的に
改善する効果を有し、治療期間の短縮が図れる。骨切り術との併用にて骨折や分節化を治癒さ
せ、形態悪化を最小限に留め、長期的に良好な手関節機能の維持が可能と考える。
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キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術
Treatment of Kienboeck's disease using vascualrized bone graft

○柿木 良介, 太田 壮一, 野口 貴志, 貝澤 幸俊
松田 修一

京都大学　医学部　整形外科、リハビリテーション部

【目的】キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術(VBG)の術後成績を検討し、その適応につ
いて考察する。【方法】対象は、キーンベック病にVBG施行例のうち術後２年以上経過観察でき
た51症例52手である。男性36例37手、女性15例15手。移植骨はすべて橈骨遠位端背側より採取
し、その大きさは、5-6X5-6X10-13mmであった。手術時年齢は16-66才（平均34才）。術前のキ
ーンベック病のステージ分類は、stage 1；1手、stage 2；４手、stage 3A；22手、stage
3B；25手であった。手術は橈骨短縮骨切り術(RS)+VBG１例、有頭骨短縮骨切り(CS)+VBG６
例、CS+RS+VBG７例、橈骨楔状骨切り術(RWO)+VBG+CS１例、一時的有頭舟状骨固定(TSCF)+VBG
36例、TSCF+RS+VBG１例であった。（TSCFは４ヶ月間施行した。）このうち６例でRSを、１例で
RWOを当院初診時にすでに施行されていた。これらの術前及び最終診察時の手関節可動域、握
力、CHR、Stahl’s index, 舟状橈骨角を、最終観察時でのmodified Mayo wrist score、疼痛
VAS  scoreを計測した。術後観察期間は、13ヶ月から148ヶ月（平均33ヶ月）であっ
た。【成績】VBG+TSCF施行後４年後に、手関節疼痛、月状骨の骨折、圧潰が進行し、STT固定術
を追加した１例以外、追加手術、再手術は行っていない。この症例以外の症例のMMWSとVASの平
均はそれぞれ72と8であった。CS+VBG+RSを施行した４例中３例で舟状、月状、三角骨間の骨癒
合がおこった。CS施行例で手関節可動域は不良であった。【結論】VBGは、stage3Bまでの症例
に適応があり、特に手関節の除痛効果にすぐれていた。CS併用例では、関節可動域が不良であ
ったが、TSCF併用例では比較的良好な関節可動域が獲得できた。
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超音波エコーを用いたばね指の定量評価と治療効果の検討
Quantitative Ultrasonographic Analysis of Trigger Digits following Corticosteroid Injectio

○重松 浩司

東大阪市立総合病院　整形外科

【目的】ばね指患者に対するステロイド腱鞘内注射前後の超音波学的定量評価を経時的に行う
ことで、治療効果を予測可能か検討した。
【対象と方法】127例140指を対象として超音波検査を施行した。男性47例56指、女性80例84指
で、母指43指、他指97指、平均年齢63歳であった。測定はA1プーリーでの横断像を用い屈筋腱
のa.前後径とb.横径、A1プーリーのc.天蓋部と両側の壁d.e.の厚さを測定し、健側との比較を
行った。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47例で腱鞘内注射後6ヵ月での再発の有無から再発群と非再発群の2群にわ
け比較し、注射後0日、1ヵ月、3ヵ月の経時的変化で6ヵ月後の予後予測が可能かどうか検討し
た。統計学的処理にはMann-Whitney Student t-test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（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47
例中11例に再発を認め、非再発群との比較では、腱鞘内注射後1ヵ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か月では非再発群は改善を維持していたが、再発群で
は5測定点すべてで測定値の再上昇を認めた(p＜0.05)。
【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。また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。経時的な評価から全例で腱鞘内注射後1ヵ月では改善を認めたが、再発群では臨床
症状の有無にかかわらず腱鞘内注射後3ヵ月で測定値の再上昇がみとめられ、経時的な測定によ
り予後予想が可能となると考えられた。

S323



2-1-P5-2

外来診療での超音波エコーによる狭窄性屈筋腱腱鞘炎の診断
Ultrasonographic examination of stenosing flexor tenosynovitis in outpatient settings

○亀山 真, 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

狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下，腱鞘炎）は，ばね指現象を特徴とするが，これを診察時に再現で
きるとは限らない．我々は，超音波エコーを外来診療の場に設置し，腱鞘炎の診断と治療法の
検討に役立てているので，その実際を紹介する．探触子は，甲状腺や乳腺の診断に用いるリニ
ア式で十分であるが，指を深屈曲させての評価が必要な場合はスティックタイプを用いる．長
軸走査では探触子を，MP関節を中心に屈筋腱の軸に沿って当て，他動的に指を屈伸させ病態を
動画で検討する．腱鞘炎で，腱鞘の肥厚，硬化があり，腱の弾性が正常に保たれていれば，腱
は腱鞘にひっかかるところで垂直方向へたわみ，エコー輝度が消失する（Dark  tendon
sign）．逆に腱の肥厚，硬化があり，腱鞘の弾性が正常の場合は，腱が腱鞘を通過する際に腱
鞘の上下運動を確認できる．腱のひっかかりはA1 pulleyの近位側か遠位側かを判断できる．腱
の滑走が指関節の他動運動と同期していない場合は，腱の滑走障害があると判断する．滑走障
害は，示，中，環，小指では，浅指屈筋腱，深指屈筋腱のいずれか，あるいは両方の場合があ
る．短軸走査では，探触子をMP関節レベルで腱の軸に垂直に当て，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．この厚さが1mm以上の場合はほとんどが病的である．検査は
健常指を含め，左右で所見を比較する．腱鞘炎に対するステロイド注入はA1 pulleyの近位側へ
行うことが一般的であるが，母指以外では屈筋腱がA1 pulleyの遠位側でひっかかる場合が多
い．我々は，屈筋腱がA1 pulleyの遠位側でひっかかる場合は，Carlsonの提唱するmid lateral
approachによりステロイドをA1 pulleyの遠位側から腱鞘内へ注入することが合目的と考えてい
る．本法は指関節の屈曲制限が強い腱鞘炎に対しても有効な治療である．
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2-1-P5-3

ばね指に関連するPIP関節炎に対する超音波補助下掌側板貫通法に
よる関節内注射

Volar Approach of Intraarticular Cortisone Injection for PIP Joint Arthritis Associated with Trigger

Fingers

○齊藤 晋, 沢辺 一馬, 石川 浩三

大津赤十字病院　形成外科手の外科

【目的】長期罹患の指の狭窄性腱鞘炎にPIP関節屈曲拘縮が合併することがある。また腱鞘切開
の術後にはPIP関節に関節炎症状が生じ屈曲拘縮を呈する症例に遭遇する。これらはしばしば遷
延し患者のADLを低下させる。炎症性や外傷性のPIP関節炎に対して主に側背側アプローチによ
るステロイドの関節注射が行われるが、その関節裂隙は狭く関節外誤射となることもある。わ
れわれはPIP関節掌側板の運動生理の研究から自動屈曲時には掌側板が上昇し掌側関節腔が拡張
する所見を得た。そこでPIP関節炎に対して掌側板を貫通して関節注射をする方法を開発した。
その手法とばね指の症例に適応した小経験について報告する。【方法】関節注射の適応は長期
の未手術のばね指で屈曲拘縮を呈する患者と、腱鞘切開後に屈曲拘縮を伴う関節炎症状を呈
し、2週以上経過しても改善しない患者とした。薬剤はベタメタゾン酢酸エステル1mgとし、関
節軟骨への影響を考慮し単回投与とした。手技は指の掌側正中線上で近位指節皺線から7-8mm近
位の点を刺入点とし、PIP関節を60度自動屈曲位に保持して針を基節部掌側皮膚に対して約45度
傾斜させて遠位方向に刺入、掌側板を貫通し針先が骨頭に到達した感覚を得た後に薬液を注入
する。超音波機器の併用により液の注入の際に掌側板が浮上することが確認できる。【結果】6
患者7指に同方法を施行した。注射前は全例にPIP関節の腫脹および著明な疼痛を認め、屈曲拘
縮は伸展-10～-20度であった。注射後は1指に屈曲拘縮の遷延を認めたが、6指は疼痛と屈曲拘
縮が消失した。【結語】掌側板貫通法による関節内注射は簡便であり、超音波の併用により確
実な薬液の注入が確認できる点で利点がある。ステロイドの有害性を最小限にするために少量
且つ確実な注射を行う必要がある。
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2-1-P5-4

ばね指に対する超音波ガイド下腱鞘切開術　－超音波診断から治療
への応用－

Ultrasound-guided percutaneous release of the A1 pulley for trigger digits

○國府 幸洋, 杉山 敦樹

柏厚生総合病院　整形外科

【目的】近年、超音波検査装置は高解像度化、画質向上技術の進歩が著しく、微細な構造を有
する手外科領域にも積極的に応用されている。ばね指に対する経皮的腱鞘切開（経皮法）は
open法よりも術後の回復が早く、良好な治療成績が報告されているが、一方で盲目的手技であ
ることから不完全な腱鞘切開や屈筋腱、神経血管損傷といった合併症が懸念される。こうした
問題点を改善するため、超音波を補助的に用い経皮法に応用している。今回、術式の詳細と治
療成績について報告する。【対象と方法】対象は腱鞘内ステロイド注射などの保存療法に抵抗
した成人ばね指症例65例78指。関節リウマチや指屈曲位ロッキングが解除されない症例、腱鞘
ガングリオン合併例は除外した。超音波探触子は12MHzを用い、手術操作（皮切以外）は患指伸
展位、掌側走査による超音波ガイド下に行った。手掌指節皮線部に約2－3mmの皮切を加え、腱
鞘と皮下組織を鈍的に剥離。プロービング後、挿入したフックナイフをA1 pulley近位端へフッ
キングし、遠位に牽引して腱鞘を切開した。最後に挿入したプローブでA1 pulleyの完全切開を
超音波モニター上で確認した。【結果】術後、弾発現象は全例で消失した。創は3-7日（平均
4日）で癒合し、早期に水仕事が可能となった。臨床成績は優74、良4と良好であった。神経血
管損傷や腱断裂などの合併症は認めなかった。【考察】本法の利点として、1.圧迫を受けやす
い手掌部の皮切が不要であること。2.手術器具が神経血管束に対して安全域にあるか確認でき
ること。3.ばね現象の消失だけでなく、プロービングによりA1 pulleyの完全切開を確認できる
ことがあげられる。問題点は超音波画像の確認や探触子の走査に時間と慣れを要することであ
る。本法は従来の経皮法と比べ、より安全で確実性の高い低侵襲手術である。
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2-1-P5-5

ドケルバン病に対する超音波診断と治療
Ultrasonographic examination for de Qervain's disease.

○豊泉 泰洋, 長岡 正宏, 長尾 聡哉, 山口 太平

駿河台日本大学病院　整形外科

ドケルバン病に対する超音波診断の有用性を評価するために、超音波検査を施行し分析をおこ
なった。症例は61人、63手関節である。男性12例女性49例、罹患側は右32関節、左29関節、両
側2関節、平均年齢45.1歳（19～68歳）だった。診断は理学的に、伸筋腱腱鞘第一区画遠位部に
圧痛、腫脹を認め、ならびにFinkelsteinテスト陽性のものをドケルバン病とした。治療は保存
的に行ったもの26関節、手術加療を行ったもの37関節だった。超音波診断手技は手外科医が行
った。走査方法は短軸走査と長軸走査を行った。　超音波短軸走査で隔壁を認めたものは53関
節、隔壁を認めなかったものは6関節であった。保存的加療に抵抗し手術となった37関節のうち
超音波診断下に術前に隔壁を認めたものは33関節、超音波診断下に隔壁の無いもの4関節だっ
た。手術例で超音波に隔壁を認めたものの中で術中の隔壁形態は「完全隔壁型」「不完全隔壁
型」「正常型（隔壁なし）」それぞれ24関節、6関節、3関節だった。ドケルバン病は隔壁の存
在が難治の原因と考えられている。超音波検査は非侵襲的であり、初診時や経過観察中に隔壁
の有無や腱周囲の状態などを観察する良いツールと判断する。隔壁があり、且つ保存療法に抵
抗性の症例にはいたずらに保存療法を長引かせないで手術を勧める判断材料の一つになる。ま
た超音波装置では動的観察が可能でありAPL、EPBを同定することが可能であるため、ステロイ
ドを確実にEPB腱鞘に注入することが可能である。腱鞘内注射による保存療法の成績向上の一助
になりうる。しかし、探触子の当てる角度やコンパートメントに対してどの位置で走査するか
により超音波画像は大きく変わってしまい、判断を誤る可能性もある。本疾患の検査方法とし
て統一された手技と評価方法を今後考案していく必要があると考える。
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2-1-P5-6

尺側手根伸筋腱腱鞘炎に対する超音波診断と治療
Treatment and Ultrasonographic Diagnosis for Stenosing Tenosynovitis of Extensor Carpi Ulnaris

○清水 弘之, 中島 浩志, 新井 猛, 内藤 利仁
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学　整形外科

【目的】手関節尺側部痛をきたす疾患のなかで尺側手根伸筋腱（ECU）腱鞘炎は決して頻度の高
いものではないが,三角線維軟骨複合体（TFCC）などの疾患と鑑別すべきものである.今回,本症
の臨床所見から超音波画像の有用性と治療について検討したので報告する.
【対象と方法】初診時または治療経過中に本症と診断し超音波検査を行った29例（男性11例,女
性18例,平均年齢44歳）を対象とした.誘因はoveruseが18例と最も多かった.超音波検査では尺
骨頭の骨溝を中心に腱および腱周囲の状態を観察し,短軸像で腱の長径と短径を15例に計測し,
健側と比較するとともに本例の臨床所見と治療法を検討した.
【結果】腱に沿う圧痛は全例に,腫脹は20例に認められた.合掌回外テストは16例に認められた.
超音波画像の特徴は短軸像で尺骨遠位部から末梢にかけて,患側で全例に楕円形の高エコー像と
して描出され,腱周囲には腱鞘滑膜の肥厚と考えられる低エコー像が描出された.一方,健側では
患側と比べ腱は細く,平坦化した高エコー像として描出され,腱周囲の低エコー像は描出されな
かった.治療はステロイド腱鞘内注射で18例が軽快し,４例が３ヵ月間の保存治療に抵抗し手術
に移行した.特に治療期間が長く,保存治療に抵抗した症例では腱の楕円形像とその周囲の低エ
コー像の増大がみられた.初診時にTFCC損傷と診断し,超音波検査で本症と診断されたのは４例
であった.
【考察】本症は腱に沿う圧痛が必須で,合掌回外テストは陽性率の高い所見であった.超音波画
像の特徴は腱の楕円形の高エコー像とその周囲の低エコー像の増大であり,この所見が著明なほ
ど保存療法に抵抗した.この像の得られない尺側部痛はＥＣＵ腱鞘炎よりもTFCC損傷を疑う必要
がある.本症の超音波画像は他疾患の鑑別や治療方針を決める指標になりうると考えられた.
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2-2-1

舟状骨腰部骨折と斜骨折の比較検討
―単純X線像と3DCT像の比較―

Comparison of Waist Type and Oblique Type in Scaphoid Fracture. -Comparison of the Fracture Line

with X-ray and 3DCT-

○内藤 利仁1, 清水 弘之1, 新井 猛1, 別府 諸兄1

松下 和彦2

1聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座, 2川崎市立多摩病院　整形外科

【目的】
単純X線像や長軸CT像から舟状骨骨折の骨折線の走行を立体的に把握することは容易ではない．
そのため，われわれは3DCT像をもとに骨折型を４型に分類し，その有用性を報告してきた．特
に，腰部型と近位背側斜走型の鑑別は3DCTによる評価が有用である，今回，両骨折型の画像所
見の違い，retrospectiveにscrew刺入方向の適切性について検討した．
【対象・方法】
2006年2月から現在まで舟状骨骨折（偽関節を含む）の治療を受けた65例のうち，CT撮影を行い
3DCT像を構築して骨折型を評価した56例を対象とした．CT撮影は舟状骨長軸を0.5mmスライスに
て撮影し，長軸CT像および3DCT像を作製した．
3DCT像より骨折型は，骨折線が腰部掌側からdorsal apex of the ridge（以下，DR）より遠位
の腰部背側に向かう腰部型（27例），腰部掌側からDRより近位背側に斜走する近位背側斜走型
（15例），DRより近位に存在する中枢型（13例），遠位背側から近位掌側に斜走する近位掌側
斜走型（1例）であった．
【結果】
単純X線像からは腰部骨折と診断するも，3DCT像では近位背側斜走型であったものが8例（5例が
偽関節）存在した．一方，単純X線像で斜骨折と診断するも，3DCT像で腰部骨折であった症例は
認められなかった．単純X線像で腰部型偽関節と判定し，掌側進入で舟状骨結節部からscrewを
刺入したが，3DCT分類で近位背側斜走型，あるいは近位型であった症例が各1例認められた．こ
の2例は骨癒合が得られず，背側進入で舟状骨中枢端よりscrewを刺入すべき症例と考えられ
た．
【考察】
単純X線像上での腰部骨折型と腰部斜骨折型の鑑別法は森友らも報告している．単純X線像のみ
では骨折型の把握が困難な症例があり，特に偽関節手術の術前計画においては長軸CTに加えて
3DCT分類を用いて骨移植法，screwの刺入方向を検討すべきである．
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舟状骨骨折術後評価におけるインプラントを基準としたCT放射状
MPR画像

Radial MPR findings (CT) on the Basis of the Implant for Postoperative Evaluation of  Fractures of the

Scaphoid

○長谷川 康裕1, 中後　 貴江2, 松橋 美波1, 森田 卓也1

1神戸赤十字病院　リハビリテーション科, 2兵庫県災害医療センター　整形外科

【目的】近年、舟状骨骨折の診断、骨癒合の判定にCTは有用なツールとなっている。我々はCT
画像において、挿入されたインプラントを軸とし、放射状に断面を再構成した画像を作成し
（放射状MPR）、術後評価を行なっている。今回、インプラントを軸とした放射状MPRの有用性
を検討した。
【方法】2008年以降に当院で手術施行し、術後CTを撮影した舟状骨骨折症例10例を対象とし
た。骨折型はHerbert分類でTypeA2：3例、B2：3例、D1：3例、D2：1例であった。撮影方法は主
に16列MDCT　scannerを使用し、CTの舟状骨長軸方向に対する冠状断、矢状断像（１mm幅）とイ
ンプラントの長軸を中心とする15度ずつ回転した画像（12スライス）を作成した。これらの症
例に対し、術後撮影したCTの各断面像で骨癒合判定に有用であったスライス数とインプラント
のほぼ全長が写っているスライス数を調べた。
【結果】骨癒合判定に有用であったスライス数は冠状断で3-5スライス、平均4スライス、矢状
断で2-4スライス、平均3.3スライス、放射状MPRで全スライスで確認できた。また、インプラン
トの全長が観察できるスライスは冠状断で2-3スライス、平均2.8スライス、矢状断で2-3スライ
ス、平均2.2スライス、放射状MPRで全スライスで確認できた。
【考察】CTやMRIで放射状に画像を再構成する方法は、乳がんや股関節など他の部位での報告が
散見される。一方、舟状骨骨折に対するCTでは、その大きさや独特の形状のため、軸を工夫し
ても有用なスライスは中心部の数スライスに限られる。本法は骨折部を含む画像が確実に多ス
ライス得られ、また、軸をインプラントとすることでインプラント挿入位置の評価や再現性に
も優れ、有用な方法と考えられた。
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舟状骨偽関節に対する掌側楔状骨移植：術前X線を用いた実物大移
植骨模型の作成

Wedge bone graft for the scaphoid nonunion; Application of three-dimentional model according to the

preoperative radiograph of the wrist

○片山 健1, 小野 浩史1, 古田 和彦1, 鈴木 大介1

藤谷 良太郎2

1国保中央病院　整形外科, 2医真会八尾総合病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節では舟状骨のhumpback変形から手根骨のDISI変形を生じ, 治療に際し
DISI変形の矯正も必要となる. 舟状骨への骨移植術による舟状骨形態の改善とDISI変形矯正と
の関連と, その結果に基づく実物大模型を作成した術前計画の妥当性を検討した.【対象と方
法】舟状骨偽関節に対して掌側楔状骨移植と螺子内固定を行った28例を調査した. 術前後単純X
線で, 側面像のRLA(radiolunate angle), SLA(scapholunate angle), ISA(interscaphoid
angle)と, 正面像の舟状骨長, CHR(carpal height ratio)を計測し, 術前後の変化量(前後差)
を算出し, さらに舟状骨変形指標(ISA・舟状骨長)と手根骨配列指標(RLA・SLA・CHR)の相関を
検討した. その内4例に対して健側RLAを目標とするDISI変形矯正を術前単純X線の舟状骨変形指
標から予測し実物大移植骨模型を作成した. 模型に合わせた骨移植を施行し, 予測変化量との
差異を評価した.【結果】術前/後でRLA(平均-9.7°/7.3°)、SLA(47.7°/42.5°)、
ISA(31.6°/21.2°)、舟状骨長(21.1mm/22.1mm)に有意差を認めた。さらにISAおよび舟状骨長
の両変化量とRLA変化量に有意な相関を認めた(相関係数0.641と0.503)。実物大模型通りに採型
した骨移植を施行した4症例のRLA/ISA/舟状骨長変化量の予測値との差は平均
2.8°/6.9°/0.4mmであった.【考察】骨移植によりISAは減少し舟状骨長は増加した. この舟状
骨変形の改善により術前の月状骨背屈位（DISI変形）が術後に矯正され掌屈位となった. また,
ISA減少による舟状骨長の改善と月状骨背屈位の改善に相関を認めた. この結果に基づく術前単
純X線の患健差によるRLA変化量から移植骨の大きさが決定できる本法はDISI変形矯正と舟状骨
形態の改善も概ね理論通りに得られ有用である.
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SNAC wristにおける関節症パターンの3次元的解析
Patterns of degenerative change in scaphoid nonunion advanced collapse (SNAC) wrist: a 3-dimensional

analysis.

○大浦 圭一郎1, 森友 寿夫2, 岡 久仁洋3, 片岡 利行1

村瀬 剛1

1大阪大学　整形外科, 2大阪行岡医療大学　理学療法学科

3ベルランド総合病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節を放置するとscaphoid nonunion advanced collapse (SNAC) と呼ばれる
変形性手関節症が発生する。骨折の位置により関節症変化の進行が異なることは知られてい
る。本研究の目的は3次元CT画像を用いてSNAC wristにおける関節症変化の3次元変形パターン
を解析することである。
【方法】SNAC wristの23例を対象とした。手関節3次元CTを撮影し阪大式生体３次元動作解析シ
ステムを用いて骨折線の位置と骨棘形成の部位との関係を調べた。また関節症発生原因を解析
するために14例において3次元動態も調査した。
【結果】骨折線が舟状骨突起（背側舟状月状骨間靭帯の舟状骨付着部）より近位にある症例
（近位型）では橈骨の舟状骨窩背側に広範な骨棘形成を認めたが月状骨窩は変形を認めなかっ
た。骨折線が舟状骨突起より遠位である症例（遠位型）では、橈骨の茎状突起部と月状骨窩と
に骨棘形成を認めた。また、遠位型の中でも、骨折線が橈骨舟状骨関節内にある症例と関節外
にある症例とでは茎状突起部の骨棘形成の性状が異なっていた。
【考察】舟状骨偽関節に関する過去の研究では、近位型では不安定性が少ないが遠位型では骨
片間の動きが大きく、DISI 変形を伴う手根不安定症になりやすいとされている。そのため遠位
型では茎状突起部に加え月状骨窩にも骨棘形成が生じたと考えられた。また遠位型の中でも骨
折線が橈骨舟状骨関節内にある群と関節外にある群とでは茎状突起部の骨棘形成の性状が異な
っていた。関節内の群では橈骨舟状骨関節間の不適合が起こり舟状骨窩を中心に関節症変化が
生じるが、関節外の群では掌屈あるいは橈屈時の茎状突起と舟状骨骨片の衝突が関与すると考
えられた。
【結論】SNACのキネマティクスパターンは骨折線の位置により大きく異なり、関節症変化の位
置もそれに応じて異なる。
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舟状骨骨折治療における経大菱形骨的アプローチを併用したdorsal
insertion technique ―DITTA―

Dorsal Insertion Technique combined with Transtrapezial Approach (DITTA) for the Scaphoid Fractures

○倉橋 俊和, 篠原 孝明, 建部 将広, 山本 美知郎
平田 仁

名古屋大学大学院医学系研究科　手の外科学

【はじめに】舟状骨骨折に対する経皮的スクリュー固定法では、力学的にスクリューを舟状骨
の中心軸に沿って挿入することが重要となる。骨折線が水平方向を走るdorsal typeやproximal
pole骨折にはdorsal approachが推奨されるが、ring signを用いるSlade法は手関節に掌屈制限
のある症例や転位が危惧される症例には適応しにくい。我々は通常のvolar approachと同様の
肢位で経大菱形骨的にガイドピンを刺入し、背側からスクリューを挿入する新しい経皮的スク
リュー固定法、DITTA（Dorsal Insertion Technique combined with Transtrapezial
Approach）を考案し、第53回本学会で報告した。現在、骨移植を要する偽関節例にも本法を応
用している。利点とpitfallを紹介する。
【方法】舟状骨の中心軸は舟状骨近位端からST関節を通過し、大菱形骨掌側面へ至る。そこで
DITTAでは、ガイドピン刺入点を大菱形骨掌側皮質に設定し、手関節を軽度背屈・尺屈して舟状
骨の近位関節面直下まで刺入する。次に手関節を軽度掌屈し、橈骨に干渉しないよう手背へ貫
通させたのち貫通部に約1cmの小切開を加え、伸筋支帯と関節包を切開してスクリューを挿入す
る。偽関節例では、通常の掌側切開による掻爬・骨移植後に同様の手技でスクリュー固定を行
う。
【結果と考察】2009年8月から2012年9月までに、本法を用いて治療した舟状骨骨折は新鮮7例、
線維性癒合2例、偽関節7例、経舟状骨的月状骨周囲脱臼3例であり、うち偽関節1例で再手術を
行った。DITTAは背側進入法におけるガイドピン刺入を容易にし、骨折線に対してより垂直に近
い位置へスクリューを設置できる一方で、骨片や移植骨が転位するリスクが少なく偽関節例へ
の応用も可能である。ガイドピン刺入位置を適切に設定すること、手背への貫通時に伸筋腱を
確実に避けることが重要である。
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陳旧性舟状骨骨折に対する経皮的スクリュー固定
Percutaneous screw fixation of chronic scaphoid fractures

○井上 五郎

医療法人整友会　豊橋整形外科江碕病院

１９８７年より転位の少ない急性舟状骨骨折に対して経皮的screw固定術を考案して、早期の社
会復帰を得ることができた。１９９７年からは陳旧性舟状骨骨折に対しても経皮的screw固定術
を試みるようになった。これらの症例の結果とその適応について述べる。【症例】１４年間に
行った症例は男性１３例、女性３例の１６例である。手術時年齢は１５歳から６８歳（平均２
９歳）であった。受傷から手術までの期間は６０日から１８５日、平均８５日間であった。初
期治療では６例はギプス固定を受けたが、１０例は放置例であった。骨折部位は中1/3が１２
例、遠位1/3が４例で、X線所見は骨折部の硬化像が２例、骨折線の拡大３例、骨嚢包像が１１
例であった。手術は入院・伝達麻酔下が５例、局所麻酔下外来手術が１１例であった。使用し
たscrewは５例がHerbert screw、１１例はDTJ screwであった。術後は初期の４例に平均３週間
のギプス固定を行ったが、１２例は外固定は行わなかった。術後経過観察期間は４ヶ月から１
８ヶ月、平均７．５ヶ月であった。【結果】１５例で骨癒合が得られた。偽関節の１例は骨移
植・K鋼線固定で最終的には骨癒合が得られた。Mayo Wrist coreでは優１３例、良１例、可１
例、不可１例であった。【結論】受傷後２ヶ月以上経過した舟状骨骨折でも骨吸収の少ない骨
嚢包像、骨吸収のない骨硬化像を呈するものは経皮的スクリュー固定術の適応と考える。本法
は局所麻酔で外来手術として行え、術後外固定もほとんど必要ないため患者にとって好都合で
ある。
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嚢胞状骨吸収像を呈した舟状骨骨折に対する経皮的骨接合術の適応
Percutaneous Internal Fixation of Scaphoid Fractures with Cystic Changes

○三浦 一志1, 坪 健司2, 藤 哲3

1西堀病院　整形外科, 2青森市民病院　整形外科

3弘前大学大学院　医学研究科　整形外科学講座

【目的】　舟状骨骨折症例の中には、初期治療が不十分であったり、放置されたりすることで
骨折部に骨吸収像が出現するものがある。Flan, Herbertは、受傷後6週以上経過した舟状骨骨
折をnon-unionに分類しており、転位の少ない嚢胞状骨吸収像を呈する骨折はD1あるいはD2に分
類されるが、分類自体は治療方針には必ずしも反映されない。今回我々は、嚢胞状骨吸収像を
呈した舟状骨骨折に対する経皮的骨接合術の適応を手根中央関節鏡視にて決定し施行したの
で、検討を加え報告する。
【対象と方法】　これまでに加療した舟状骨骨折症例のうち、受傷後6週以上経過し、単純X線
上骨折部に嚢胞状骨吸収像を呈する症例のうち、骨折部に著明な骨硬化像がなく、転位が1mm未
満の症例を対象とした。症例は4例であり、全例男性、受傷時年齢は13～21歳（平均17歳）であ
った。受傷から手術までの期間は2.5～３ヵ月（平均2.9ヵ月）であった。骨折部をMCRポータル
より鏡視、確認後に経皮的にスクリュー刺入を行った。使用スクリューはHerbert-Whipple
screwが2例、Double-thread screwが1例、DTJ screwが1例であった。術後経過観察期間は3～14
ヵ月（平均7ヵ月）であった。
【結果】　全例で手根中央関節鏡視下に骨折部の確認が可能であった。骨欠損あるいは0.5mmを
超える転位のある症例はなく、骨折部は薄い軟骨様組織で連続していた。術後外固定は3～7週
（平均4週）であった。骨癒合は術後3ヵ月時点で全例に得られた。
【結果】　嚢胞状骨吸収像を呈した舟状骨骨折に対して経皮的骨接合術を施行し良好な結果が
得られた。手根中央関節鏡視下に骨折部に転位あるいは骨欠損が無い症例では骨移植は必ずし
も必要ではない。
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舟状骨中央1/3骨折に対する経皮的掌側スクリュー刺入固定の手技の
工夫

The technique of screw fixation using volar approach for middle one third scaphoid fracture

○岩崎 弘英, 坪 健司, 富田 卓, 塚田 晴彦

青森市民病院　整形外科　

【はじめに】舟状骨中央1/3骨折に対する経皮的スクリュー固定は掌側もしくは背側からの方法
が報告されている。今回掌側刺入法における手技の工夫、結果につき考察を加え報告す
る。【症例および手術方法】症例は舟状骨中央1/3骨折に対し掌側刺入法にて加療した26例で、
男性21例、女性5例、平均年齢30.9歳（17‐71歳）、Herbert分類B2が22例、D2が4例であった。
スクリューは全例DTJスクリューを使用した。フィンガートラップにて母指を牽引してST関節を
開き、尖刃にてST関節包を切開する。大菱形骨を押しつけるようにガイドワイヤーを舟状骨の
proximal poleを目指して刺入し、スクリューを刺入する。手関節正面および側面レントゲンに
おいて舟状骨を遠位・中央・近位に三等分し、スクリューの刺入位置を評価した。また正面像
にて骨折線とスクリューの刺入角度を計測した。【結果】全例骨癒合し、平均癒合期間は11.2
週（7‐28週）であった。スクリュー長は平均24.2mm（22‐28mm）であった。スクリューの刺入
位置は、正面像では刺入位置の舟状骨遠位では橈側からの刺入が多く、舟状骨中央・近位では
ほぼ中央に刺入されていた。側面像では舟状骨遠位では掌側が多く、舟状骨中央では11例が掌
側に、15例が中央に位置し、舟状骨近位ではほぼ中央に刺入されていた。スクリュー位置と骨
癒合期間に統計学的有意差は認められなかった。骨折線とスクリューの刺入角度は78.2°であ
り、骨癒合期間との有意差は認められなかった。【考察】掌側刺入では大菱形骨が刺入の障害
となるが、上記工夫により刺入は容易となり、近位骨片中央への十分な長さのスクリュー刺入
が可能で、良好な骨癒合が得られる。

S336



2-2-9

舟状骨中央1/3B1、B2型骨折に対する掌側からの経皮的スクリュー
固定53例の検討

The Evaluation of The Volar Percutaneous Screw Fixation for Herbert Type B1 and B2 Scaphoid Fracture

-53 cases report-

○酒井 健1, 川崎 恵吉1, 西中 直也2, 稲垣 克記3

1昭和大学横浜市北部病院　整形外科, 2昭和大学藤が丘病院　整形外科

3昭和大学医学部　整形外科

【はじめに】森友らは舟状骨骨折のHerbert分類において、骨折線が舟状骨突起より近位に存在
するB1型(distal oblique fracture)や遠位に存在するB2型(complete waist fracture)で内固
定をする場合、骨折線に直行するようにスクリューを刺入するため、B1型では背側から、B2型
では掌側からのスクリュー刺入を勧めている。我々は舟状骨中央1/3骨折に対して、B1型、B2型
に関わらず掌側からスクリューを刺入してきた。今回、その治療成績について検討した。【対
象と方法】2001年以降当科にて手術治療を行った舟状骨中央1/3骨折の新鮮および遷延治癒
例、B1型13例、B2型40例を対象とした。平均年齢はB1：B2型それぞれ30.5：31.0歳、受傷から
手術までの期間は25.2（2～180）：18.0（2～90）日であった。手術方法は、小皮切下に遠位掌
側からスクリュー刺入を行い、k-wireを随時追加した。使用したスクリューはDTJスクリューが
50例、Herbert　Wippleスクリューが3例であった。これらの臨床所見としてCooney scoreを、
画像所見として骨癒合率やSL angleなどを、さらに術後の遺残転位の程度やスクリューの設置
位置を、両群間で比較検討した。【結果】B1型：B2型で比較をすると、骨癒合率は
100：97.1％、術後遺残転位の平均Gapは0.31：0.26mm、step offは0.47：0.31mmであった。ス
クリュー先端の設置位置は、Baumgaertnerらが大腿骨転子部骨折に用いた、TAD（tip-apex
distance）を利用して同様に計測した結果、5.72：6.39mmであった。これらの結果及び臨床成
績において有意差はなかった。【まとめ】B1型、B2型舟状骨中央1/3骨折に対し掌側からスクリ
ューを刺入した場合でも整復位及びスクリュー設置位置が適切である事が、臨床成績を左右す
ると考えた。
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舟状骨偽関節に対する鏡視下骨移植、骨接合術の治療経験
Surgical Treatment of Scaphoid Nonunion by Arthroscopic Bone Graft and Internal Fixation

○小原 由紀彦1, 中村 俊康2

1埼玉社会保険病院　整形外科, 2慶應義塾大学医学部整形外科学教室

【はじめに】受傷後数か月経過した舟状骨骨折は新鮮骨折と捉えるか、偽関節と捉えるか治療
に迷うところである。当院ではこのような症例に手関節鏡を行い、骨折部の状態を確認し、骨
移植の必要性を判断している。また、鏡視下に腸骨移植を行うことで低侵襲な治療を目指して
いる。【方法】垂直牽引下で橈骨手根関節と手根中央関節の鏡視を行い、骨折部軟骨面の連続
性がなく、繊維形成しているものを本方法の適応とした。瘢痕組織をシェーバーにて掻爬し、
腸骨から採取した海綿骨を関節鏡外筒越しに骨移植を行った。内固定は遠位掌側を小切開しス
クリュー固定を行った。月状骨の背屈変形を認める場合、矯正し、月状骨橈骨間を経皮綱線固
定を6週間行った。【結果】本方法の適応となったのは4例で全例男性、平均22.3歳（18-
27歳）、受傷から手術まで平均9か月（3-22か月）であった。4例とも舟状骨中央部骨折で、レ
ントゲン、MRI上、偽関節の状態であった。すべての症例で橈骨手根関節鏡視では軟骨面の連続
性があったが、手根中央関節鏡視では骨折部の繊維形成を認め、軟骨面の連続性はなかった。
手術後平均5か月（2-8か月）で骨癒合が得られ、握力は健側比平均84%（55-106%）、可動域は
健側比平均78%（56-94%）となり、職復帰している。【考察】本術式の利点は、掌側を大きく展
開しない為、舟状骨への血行を維持できること、内視鏡下に偽関節部の掻爬や海綿骨移植が可
能であることである。欠点は偽関節部位への骨移植が背側から行うこととなり、掌側の骨移植
が困難であり、舟状骨の掌屈変形を矯正しにくいことである。本術式はアライメント異常のな
い舟状骨偽関節に良い適応があると考える。【結論】舟状骨偽関節に対して関節鏡支援下骨接
合術を施行し、全例骨癒合が得られた。
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体操選手舟状骨障害の治療経験
Surgical treatment of gymnastic scaphoid injuries

○高木 陽平1, 大井 雄紀1, 藤岡 宏幸2, 常深 健二郎1

田中 寿一1

1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

【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11例、偽関節例が13例であっ
た。疲労骨折11例に対してはdouble thread screwを用いて小皮切、骨接合術を行い、撓骨茎状
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撓
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
め撓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、原因である撓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固定と撓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固定と撓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。
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舟状骨骨折の治療・手術適応の変遷と保存療法
Treatment of Scaphoid Fracture, Indication of Operative Method and Conservative Method

○佐々木 孝

済生会神奈川県病院　整形外科

【保存療法全盛期】1983年のHerbert screwの登場までは、舟状骨骨折新鮮例の治療はほぼ100
％保存療法であった。ギプス固定の肢位や、ギプス固定に母指を含めるか否か、また、肘上か
ら巻くか否かなどの議論がなされていたが、手術が選択されることは開放骨折例などを除けば
ほとんどなかった。また、偽関節例の治療にも、長期間のギプス固定が推奨され、Russe法をは
じめとする骨移植法が行われてはいたが、広く普及するには至っていなかった。【Herbert
screwの登場】Herbert screwの登場により、遷延癒合、偽関節に対する骨移植を伴った両端ね
じ山付螺子による固定が行われるようになり、良好な成績が報告されるようになった。偽関節
における良好な成績に支えられて、舟状骨骨折新鮮例にも両端ねじ山付螺子による固定が、粉
砕骨折や明らかな不安定性を有する骨折を対象に行われるようになった。【新鮮例に対する内
固定の普及】1990年代になると、外固定期間短縮と早期社会復帰を目的に、比較的単純な骨折
型にも両端ねじ山付螺子が使用される率が高くなり、1990年代後半には中空螺子タイプが普及
し、安定型の骨折にも経皮的な螺子固定が行われるようになってきた。保存療法は、手術適応
とならなかった症例に対するものに限られるようになり、明らかその役割は減少してきてい
る。【これからの保存療法】一方で、手術療法例における術後偽関節例には、保存療法を選択
していれば癒合が得られたのではないかと思われる例も散見される。手術適応の変遷と、術後
偽関節発生の問題を検討し、医療費の観点も含めて保存療法の可能性を探る。
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小皮切による舟状骨骨接合術
Osteosynthesis of the Scaphoid Fracture with Minimal Incision

○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

当センターでは1998年頃から舟状骨骨折に対して小皮切による内固定を行ってきた。最
近の当センターでの手術法および結果について報告する。【対象】2005年1月から2011年
12月までの8097件の手術件数のうち舟状骨骨折は76件であった。そのうち同一術者が小
皮切で骨接合を行った33例を対象とした。女性1例以外は全て男性、年齢27.1歳（12-
76）、逆行性5例、受傷から手術までの期間4週（1-12）、関節鏡の併用1例、用いたスク
リューDTJ 31例、Acutrak 2例であった。【手術】順行性：イメージ下にST関節を確認
し、局所麻酔下にガイドワイヤーをいれてスクリュー固定した。逆行性：伝達麻酔下に
Lister結節の最遠位部を横皮切し伸筋腱をよけ、関節包は開けないで手関節を掌屈させ
ガイドワイヤーをいれてスクリュー固定した。両方法とも1週間の外固定のちに軽作業を
許可した。【結果】手術時間：順行性9分（5-17）、逆行性27分（14-47）。スクリュー
長：DTJ 22.1mm（20-23、ただし女性が18mm）、Acutrak 20mm。骨癒合期間：順行性 4.9
週(4-10)、逆行性 8週(6-10)。順行性の1例で骨癒合が得られなかった。可動域・疼痛：
順行性は1例を除き問題なかったが、逆行性の４例が軽度の可動域の低下と背屈時の違和
感を訴えた。【考察】腰部の骨折の多くが順行性に内固定可能で、骨接合で癒合は得ら
れるので、刺入点と方向などを間違えなければ順行性の手術は簡単で勧められる。しか
し骨折が近位の場合や、順行性の刺入部の粉砕がある場合は、逆行性に行うしかない。
多くの報告で舟状骨の中心にスクリューを入れるために逆行性が推奨されているが、腱
損傷を避ける必要があること、イメージングしにくいことなどから、なかなか容易でな
いのも事実であるし、順行性に比べて術後の可動域や疼痛の問題が残る。またその他の
問題点・注意点についても追加し報告する。
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関節鏡を用いた舟状骨骨折・偽関節治療の適応と限界
Indication and limitation in the arthroscopic treatments of scaphoid fracture and nonunion.

○坪川 直人, 牧 裕, 成澤 弘子, 森谷 浩治
吉津 孝衛

新潟手の外科研究所

【はじめに】舟状骨骨折・偽関節に対する手関節鏡の有用性と限界について検討した。
診断における有用性：合併靭帯損傷（舟状月状骨靭帯断裂、月状三角骨関節靭帯断裂、TFCC損
傷）が高頻度（30％以上）で合併し、合併骨接合などからも月状骨周囲脱臼骨折との関連が示
唆できた。偽関節例の13％は鏡視で不顕性癒合と診断し手術、骨移植を回避できた。
治療における有用性:新鮮骨折では鏡視下整復術、介在軟部組織切除が可能である。偽関節では
鏡視下腸骨移植方法を考案し良好な成績を得ている。手根中央関節鏡視でmidcarpal radial
portalから鏡視し長、短橈骨手根伸筋腱間のworking portalから偽関節部線維性組織を鋭匙で
掻爬する。掻爬したdebrisを関節外に洗い出し関節内の生理食塩水を除去する。骨髄生検針で
採取した腸骨海綿骨を手関節鏡外套管に充填、working portalから偽関節部に挿入し海綿骨を
押し出し充填する。逆行性DTJスクリューによる内固定を行う。近位部偽関節では鏡視ポータル
とworking portalを交換し、スクリューも順行性に刺入し内固定する。Hump-back変形、DISI変
形例では偽関節部を掻爬後、変形を矯正し鏡視下腸骨移植を行なっている。35例に鏡視下腸骨
移植を行い、1例を除き早期(2.5ヵ月)の骨癒合が得られており、早期に握力、可動域が回復し
DISI変形も矯正されていた。採骨部の疼痛も軽度で、翌日より歩行可能である。
手関節手術の限界：手根中央関節鏡視で観察できない遠位、近位部骨折で関節鏡は無力であ
る。20年以上経過した非常に硬化した偽関節、強い変形性関節症例、完全な近位部壊死例では
制限が大きい。鏡視下腸骨移植では近位部では注意深い掻爬、軟骨欠損が大きくない場合は2～
3mmの軟骨が切除してしまうことや、関節内へ腸骨が入る危険性がある。
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3次元モデルを用いた舟状骨偽関節の病態解析と手術計画
3D analysis and surgical simulation for Scaphoid Non-union

○村瀬 剛1, 片岡 利行1, 三宅 潤一1, 田中 啓之1

森友 寿夫2

1大阪大学　整形外科, 2大阪行岡医療大学

【はじめに】我々は、独自に開発した3次元解析システムを用いて舟状骨偽関節例の3次元変形
と動態を評価し、手術方針を決定してきた。その方法と知見を紹介する。
【方法】患側手関節のダイナミックCTデータから作成したコンピューター3次元骨モデルを用い
て舟状骨遠位・近位骨片、近位手根列の動態を再現、解析した。手術に際しては、コンピュー
ター上で偽関節モデルの近位骨片と遠位骨片をそれぞれ健側舟状骨鏡像モデルに重ね合わせて
矯正をシミュレーションし、至適なスクリュー刺入位置するとともに、健側鏡像モデルから矯
正後偽関節モデルを引算することで、骨欠損骨の形状・大きさを定量化した。【結果】背側手
根間靱帯や背側舟状月状靱帯の付着部であるscaphoid apexと呼ばれる舟状骨の背側稜の頂点に
注目し、骨折部がapexの遠位にあるものを遠位型、近位にあるものを近位型と分類した。遠位
型では一般的にDISI変形をきたし、掌背屈運動では舟状骨遠位骨片は遠位手根列と、近位骨片
は月状骨と一体となって動き、遠位－近位骨片間でブックオープン様の異常な動きを示した。
橈尺屈運動でも同様の動きを示し、尺屈時に骨片間が離開した。この病的動態により、遠位型
では時間経過とともに骨欠損が大きくなる傾向があった。一方、近位型ではDISI変形を認め
ず、掌背屈・橈尺屈時に遠位骨片と近位骨片は一体となって動き、遠位型と比べると骨片間の
動きが明らかに小さかった。実際の手術では、シミュレーションを実際の手術で実行するた
め、スクリュー刺入位置方向を示した矯正後骨モデルと欠損骨モデルの3次元実体模型を3D造形
機で作成してガイドとすることで、DISI変形の良好な矯正と適切なスクリュー刺入が可能であ
った。
【結論】舟状骨偽関節の3次元解析は、病態解明と手術計画立案・遂行に有用である。
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遊離骨移植による舟状骨偽関節
The treatment of scaphoid non-union for free bone graft

○常深 健二郎1, 田中 寿一1, 高木 陽平1, 大井 雄紀1

藤岡 宏幸2

1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

舟状骨骨折・偽関節の治療はDouble thread screwの出現で固定性が進歩したことにより術後成
績かなり改善されている。しかし、診断の遅れやscrewの不適切な使用により偽関節に陥った症
例では治療に難渋する事が多い。当科では舟状骨偽関節に対して腸骨からの遊離骨移植で治療
を行っている。2000年11月から2012年6月までに舟状骨偽関 節と診断、手術を行った症例は213
症例であった。腰部の舟状骨偽関節に対してDTJ screw、近位型の舟状骨偽関節に対してDTJ
mini screwを使用している。腰部の症例では掌側アプローチで偽関節部を掻爬する。その際に
遠位骨片と近位骨片に直径1.0mmのk-wireを刺入し、こ れをジョイスティックとして偽関節部
を観音開きにしてしっかりと掻爬している。そして海綿骨と皮質海綿骨の楔状移植骨を偽関節
部に挿入し、遠位から至適な 位置にDTJ screwを挿入し固定している。骨接合術後のsalvage症
例においては偽関節部の処置に加え、screwを抜去した後のscrew holeに肘頭からの骨釘を挿入
して、その周囲で骨釘を損傷しない位置にDTJ screwを挿入し固定している。また、近位型では
背側アプローチで偽関節部を掻爬する。この際、中枢骨片のscrew threadの掛かりを悪くしな
いように偽関節部の掻爬は最小限にとどめている。移植骨は腰部の偽関節と異なり海綿骨のみ
移植してDTJ mini screwで固定している。しかし、screwのみでは固定性が不十分な場合は肘頭
から骨釘を採取して、中枢棘からの固定を追加している。最終経過観察時 にはすべての症例で
骨癒合が得られた。近位型で血行があまりにも不良な症例やサルベージ症例では血管柄付き骨
移植術が必要な場合があり得るが腸骨からの遊離骨移植で良好な術後成績が得られると思われ
る。
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血管柄付き骨移植術を用いた舟状骨偽関節の治療戦略
Strategy of scaphoid nonunion using vascularized bone graft

○川崎 恵吉1, 稲垣 克記2, 上野 幸夫2, 池田 純2

前田 利雄2

1昭和大学横浜市北部病院整形外科, 2昭和大学医学部整形外科

【はじめに】Humpback deformityを有する舟状骨偽関節に対して、Jonesらは、Zaidemberg法
（Z法）の骨癒合率が40%と低く、大腿骨内顆からの遊離血管柄付き骨移植術が有用であったと
報告している。このような症例では、掌側に支柱となる大きな骨移植が必要となるが、Z法では
掌側への長い血管茎の挙上に難点を有していた。我々はこれまで、Z法とM法の両法を用いてき
たが、以上の問題点を克服すべく、様々な工夫を凝らして対処してきたので、その治療成績お
よび治療戦略について報告する。【対象と方法】これまで当科で舟状骨偽関節に対して、6ヶ月
以上経過観察しえた血管柄付き骨移植術を行った、Z法39手、M法25手を対象とした。平均年齢
はZ：M法それぞれ34.3：34.0歳、受傷から手術までの期間の平均は6.8：7.2年であった。近位
部例が14：6手で、前回手術の失敗例が6:4手あった。手術方法は、移植骨片の背側設置が
30：21手、掌側設置が9：4手、screw固定が23：22手、k-wire固定（screw温存を含む）が16：3
手であった。これらの症例に対して、臨床成績はCooney scoreを、画像所見は骨癒合とRL
angle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、Cooney scoreは84.3：87.2point、骨癒合は36（92.3％）：21（84.0％）手で得られ、術後
のRL angleは5.7：6.2°であった。移植骨片の面積は70.3：53.6cm2であった。【考察】舟状骨
偽関節の治療には、血管柄付き骨移植の技術に加え、術前CTで採骨部の骨量の評価、採骨時の
ノミの刺入方法、茎状突起部分切除による掌側への近道を作成、橈側一皮切での加療（Direct
lateral approach）、などの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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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の限界
Vascularlized Bone Grafting for the Scaphoid Nonunion

○砂川 融, 鈴木 修身, 中島 祐子, 四宮 陸雄
越智 光夫

広島大学大学院医歯薬保健学研究院上肢機能解析制御科学

舟状骨偽関節に対する手術療法のgold standardは骨移植と内固定であるが、中枢骨片が壊死し
ている場合の骨癒合には限界がある。中枢に壊死が疑われる本偽関節に対し橈骨からの血管柄
付き骨移植術を行ったのでその限界について報告する。【対象と方法】対象は11例で、平均年
齢33歳、受傷から手術までの期間は5年以上が6例であった。偽関節レベルは中枢1/3が6例、腰
部が5例で、X線像上中枢骨片の分節化を認めたのが5例、橈骨舟状骨間の初期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
き骨を橈骨背側から挙上し、偽関節部にin lay移植した。内固定としてDTJを2例にmini
Herbert type screwを9例に使用し、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。橈骨背側縁に骨棘形成を認めた2例ではこれの切除を追加した。以上の症例の骨癒
合の有無、Cooneyの評価について調査した。【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8例で、分節化のあった3例は部分癒合にとどまった。疼痛
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。Cooneyの評価ではexcellent
2例、good 6例、fair 2例、poor 1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例では疼痛を遺残していた。分節化が高度な場合や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。
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舟状骨近位偽関節の治療：観血的整復固定術＋骨移植
Non-vascularized bone graft with Herbert-type screw fixation for proximal pole scaphoid nonunion

○内山 茂晴1, 石川 淳一2, 松木 寛之1, 岩崎 倫政3

加藤 博之1

1信州大学　医学部　整形外科, 2ていね整形外科リハビリクリニック

3北海道大学　医学部　整形外科

舟状骨近位部骨折は近位骨片が血流不全に陥ることが多く、偽関節例が少なくない。近位骨片
への血流再開を目的に血管柄付き骨移植が行れることがあるが、全例に骨癒合が得られるとは
限らず、その適応は不明である。われわれは偽関節部の掻爬と腸骨移植後Herbertタイプのスク
リュー固定を行い良好な成績を得たので報告する。方法症例は1996年から2009年の間に治療を
行った13例の舟状骨近位部偽関節である。年齢は12歳から28歳で、全例男性であり、骨折部位
はSchernberg分類TypeI５例、II ：8例であった。TypeIの３例においては術前単純X線像あるい
はMRIで近位骨片の血流不全が疑われた。手術は全身麻酔下に背側進入し偽関節部を展開し掻爬
した。腸骨より海綿骨を充填し近位骨片を整復し、Herbertタイプのスクリュー１本で固定し
た。術後は肘下thumb spica cast固定を4～6週間行った。術後の骨癒合期間、合併症、Mayo
wrist scoreを調査した。骨癒合の時期は、単純X線像上海綿骨骨梁の連続性が正面像および舟
状骨撮影にて認められた最短の期間と定義した。術後経過観察期間は12～76か月であった。結
果単純X線像上、骨癒合は12例に得られた。骨癒合が得られるまでの期間は12～24週間であっ
た。手根不安定性は認められなかった。骨癒合が得られなかった１例はTypeIで、術中近位骨片
からの血流は確認できず、術後２年で骨片摘出と腱球移植を行ったが、疼痛は残存した。考察
一般的に骨癒合は骨折部の安定性と血流によるところが大きい。TypeIIであれば、近位骨片の
血流不全は少なく、スクリュー把持が十分に可能であるため骨癒合が得られやすい。しかし
TypeIで術中血流が認められない例では骨癒合が得られるとは限らない。
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舟状骨遷延治癒骨折・偽関節へのLIPUS併用治療
LIPUS treatment for scaphoid delayed union or nonunion

○池田 和夫1, 納村 直希1, 多田　 薫2

1金沢医療センター　整形外科, 2金沢大学　医学部　整形外科

【目的】難治性舟状骨骨折の治療は、現在でも困難である。われわれは、積極的にLIPUS（セー
フス®）療法を併用しているので報告する。【方法】症例は2003年からアキュトラックスクリ
ュー®を用いて手術を行った舟状骨骨折で71例あった。腰部が59例、中枢部が6例で、結節部は
6例であった。受傷からの期間には関係なく、転位がないかあっても 2 mm未満を線状型
（39例）、骨折線が嚢胞状透亮像を示すものを嚢胞型（19例）、骨折線が 2 mm以上の転位を示
すか、硬化帯が 1 mm以上ある症例を、硬化・転位型（13例）とした。線状型と嚢胞型には骨移
植なしで、経皮的スクリュー固定のみを行った。最近の嚢胞型の9例にはLIPUSを行った。硬化
・転位型には腸骨移植とスクリュー固定を行い、LIPUSを行った。【成績】線状型で39例中37例
（95%）、嚢胞型で19例中18例（95%）に骨癒合を得た。線状型の骨癒合までの期間は、2.3±
0.9か月であった。硬化・転位型は全例に骨癒合を得られ、その骨癒合までの期間は5.0±2.4か
月であった。骨癒合が得られた嚢胞型の中で、LIPUSを用いていない9例の骨癒合までの期間は
3.4±1.4か月で、LIPUSを用いた9例では2.9±0.6か月であり、有意差はなかった。しかし、硬
化・転位型の骨癒合期間と比較すると、LIPUSを用いた嚢胞型が有意に（p = 0.02）、LIPUSを
用いない嚢胞型より（p = 0.10）骨癒合までの期間は短い傾向にあった。【結論】LIPUSの併用
療法は嚢胞型骨折の骨癒合期間を早める傾向にあり、硬化型舟状骨骨折に対しても全例骨癒合
へと導いた。難治性舟状骨骨折の治療にLIPUS併用治療は有意義である。
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術後偽関節を生じた舟状骨骨折に対するサルベージ骨釘移植
Treatment for nonunion of the scaphoid after surgery , using strut bone graft and double thread screw

○大迎 知宏1, 藤岡 宏幸3, 戸祭 正喜4, 常深 健二郎2

田中 寿一2

1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作業療法学科, 4川崎病院　整形外科

【はじめに】手術手技やスクリューの開発により舟状骨骨折の治療成績はより向上・安定して
きた。しかし、骨接合術を行っても、骨癒合が得られない症例も存在する。今回骨接合術後を
行ったが偽関節となったためにサルベージ手術を施行した症例について検討を加え発表する。
【対象症例】男性21例、女性4例の合計25症例で、サルベージ手術時の年齢は16から45歳平均年
齢26.3歳であった。初回手術時の診断は新鮮骨折14例、偽関節11例であった。初回手術からサ
ルベージ手術までの期間は3ヵ月から20年平均34.2ヵ月であった。サルベージ手術では、抜釘後
のスクリュー孔に骨釘を打ち込み、偽関節部に腸骨移植を行ったうえでDTJ screwやmini
Herbert screwなどで内固定した。
【結果】25例中24例に骨癒合が得られた。骨癒合が得られた24症例の手関節平均可動域は術前
背屈57度から術後70度、掌屈65度から70度、握力は術前36㎏から44㎏に改善し、疼痛も消失し
ていた。
【考察】初回手術で骨癒合が得られなかった原因として、内固定材料の固定力不足9例（内固定
非使用2例を含む）、スクリューの位置不良6例、骨移植を併用すべき2例、月状骨周囲脱臼1例
などが考えられた。初回手術にて適切な内固定材料と術式の選択を行うことが偽関節を防止す
ることが重要であると考えられた。抜釘後のスクリュー孔への骨釘打ち込みと偽関節部への骨
移植を行ったうえ内固定を行う本法は、舟状骨骨折に対するサルベージ手術として有効な治療
方法（骨癒合率96％）と考えられた。しかし、本方法で骨癒合が得られなかった症例の問題点
としては、抜去した初回手術のスクリュー孔に充填する骨の強度などの問題があるのではない
かと推察した。
【結語】本法は舟状骨骨折後の偽関節症例に対するサルベージ手術として有用な治療であると
考えられた。
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舟状骨偽関節に対する遠位骨片摘出術
Distal Scaphoid Resection Arthroplasty for Symptomatic Scaphoid Nonunion

○石河 利之1, 副島 修2, 飯田 博幸3, 松永 渉1

内藤 正俊1

1福岡大学　医学部　整形外科, 2福岡山王病院　整形外科, 3飯田整形外科クリニック

【はじめに】舟状骨偽関節に対する遠位骨片切除術は術後外固定期間は短く、早期の疼痛軽
減、ADL制限の解除を可能にする。術後中期の成績は良好であり、適応を選べば、選択肢となる
べき治療法である。我々の適応と現段階での術後成績を報告する。【対象、方法】手術の既往
があるが骨癒合が得られなかった症例、長期間未治療例のうち、関節症性変化をほぼ認めない
か、橈骨茎状突起－舟状骨間に限局している症例を適応としている。術後成績は1996年から
2011年までの期間に当院と関連病院で行った症例19例のうち、5年以上を経過し、経過観察可能
であった7例について検討した。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9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Modified Mayo
Clinical Scoring Chartと単純X線像での評価を行った。【結果】最終観察時のModified Mayo
Clinical Scoring Chartはexcellentが4例、goodが3例、平均92.8点であった。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】症例数は少ないが総合評価は
excellentが4例、goodが3例と良好であった。経過観察期間が5年に満たなかったため、今回の
術後成績には含まれていないが、橈骨月状骨関節症の早期の進行を2例に認めた。1例は月状骨
周囲脱臼に舟状骨骨折を伴った症例、もう1例はtype2月状骨であった。これらは有頭月状骨間
関節の安定性が十分でないことから関節症性が進行した可能性が考えられた。有頭月状骨間関
節の不安定性が懸念される症例の適応には慎重であるべきと考えている。
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舟状骨偽関節長期例（SNAC wrist）に対する4 corner fusion
Four-corner fusion for the scphoid nonunion advanced collapse wrist.

○香月 憲一1, 高松 聖仁1, 上村 卓也2, 玉井 孝司1

1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

【目的】舟状骨偽関節長期例はscaphoid nonunion advanced collapse wrist（以下SNAC
wrist） と呼ばれる変形性手関節症を合併することがある。その救済手術の一つである部分手
関節固定術（以下4 corner fusion）の治療成績について調査したので報告する。【対象・方
法】SNAC wristに対して4 corner fusionを行った症例は12例で、男性10例、女性2例、手術時
平均年齢は53歳（21～79歳）、罹病期間は平均13年（1～43年）であった。手術法は手関節背側
アプローチで舟状骨を全摘し、有頭骨、有鉤骨、月状骨、三角骨の4つの手根骨を骨移植を併用
して複数のKirschner鋼線かDTJ screwにて固定した。鋼線固定例は術後7～8週で鋼線を抜
去、screw固定例は4週の外固定の後、可動域訓練を開始した。術後経過観察期間は平均2年6ヶ
月（2ヶ月～5年8ヶ月）である。【結果】全例骨癒合を獲得し、感染等の合併症はなかった。手
関節をよく使用した後にだるさを訴える症例はあったが、疼痛は全例で消失した。術後半年以
上追跡できた症例の手関節可動域は掌背屈が健側比平均57％、橈尺屈が67％、握力は健側比平
均79％、全例原職に復帰し、X線像で二次的な関節症変化は認めなかった。【考察】術後成績は
Watsonらの報告とほぼ一致した。SNAC wristの他の救済手術として近位手根裂切除術の選択肢
もあるが、術後有頭骨と橈骨の間の関節症により全手関節固定術を余儀なくされる例があり、
適応には慎重を要する。力学試験では4本の鋼線よりも3本のDTJ screwで固定する方が強固であ
った。固定材料による臨床成績に差はなかったがDTJ screw固定の方が外固定期間の短縮が可能
となった。【結語】SNAC wristに対する4 corner fusionは可動域を残しながら、痛みがなく、
安定した、力強い手関節の再建が可能な、再現性の高い手術法である。

S351



2-2-12

難治症例を含めた舟状骨偽関節の治療成績
Therapeutic results of nonunion of the scaphoid including intractable cases

○高瀬 勝己, 番場 泰司, 河野 亮平, 山本 謙吾

東京医科大学　医学部　整形外科

[目的]舟状骨偽関節の原因には、放置例、舟状骨骨折への不適切な治療例と様々である。今
回、複数回手術を要した難治性舟状骨偽関節13例を含む37例を経験したので報告する。[対象]
舟状骨偽関節37例。男24例、女3例、罹患側は右17例、左20例、手術時平均年齢は28歳であっ
た。手術は、SNAC wristに進行した3例を除く34例に病巣掻爬および腸骨より採取した遊離骨移
植を施行。内固定材料は、k-wireによる固定5例、Acutrak screw 17例、Bold screw
5例、Herbert screw 7例であった。一方、SNAC wristの3例は中枢骨片摘出し、腱球挿入あるい
はGraner変法を応用した部分手根骨固定術を施行した。術後平均観察期間は3年2ヶ月であ
る。[結果]SNAC wristを除外した34例中、骨癒合が得られたのは24例であった。他の10例
は、15年以上の放置例3例、Bold screw 使用2例、Whipple型Herbert screw使用2例、Acutrak
screw折損3例で再偽関節となった。再手術は、1例に再度遊離骨移植、9例に血管柄付き骨移植
術（Zaidemberg法2例、第2中手骨基部7例）を用いた。結果、1例を除く全例に骨癒合は獲得で
きた。最終治療成績は、握力（健側比）50 ～ 114%（平均89）、可動域（flexion-extension
arc）60～180°（平均121）であった。今回の研究結果よりRadio-Lunate angleと臨床成績の相
関関係を検討した。患側RL angleは握力には相関を示さなかったが、可動域の項目では角度と
明らかな相関関係を有していた。また、健側差において15°あるいは20°の差の有無で評価す
ると、両者共に握力では有意差は認めなかったが可動域では20°を境界にすると明らかな有意
差を認めた。[結語]舟状骨偽関節に対する治療成績は満足すべき結果であった。しかし、長期
間放置例や再偽関節例には血管柄付き骨移植術を選択すべきと考えられた。
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Acutwist screwを用いた舟状骨偽関節の手術的治療
Scaphoid nonunion surgery with the acutwist screw

○古町 克郎, 佐藤 光太朗, 亀井 陽一, 田島 克巳
西田 淳

岩手医科大学　医学部　整形外科

【目的】舟状骨偽関節の手術的治療において安定した成績を獲得することは、headless screw
などの内固定材料が利用できる現在においても必ずしも容易ではない。比較的細径の埋め込み
型傾斜ピッチ螺子、Acutwist screwを用いて良好な成績を得たので報告する。
【方法】対象は8例8手（男性6例、女性2例、29-52歳）で、転倒や交通事故などの受傷機転であ
る。罹病期間は4か月- 3年間、偽関節部位は舟状骨腰部6手、近位部2手である。手術歴を有す
る2例を含む。2手でDISI変形を呈していた。
【術式】掌側アプローチで進入し、DISI変形在れば矯正した後に偽関節部をわれわれの骨ボー
ラーで切除し、サイズを適合した、円柱状の移植骨を腸骨より骨ボーラーで採取し移植した。
掌側より2-4本のAcutwist screwにて固定した。術後は8週間のギプス固定を施行した。検討項
目は骨癒合までの期間、ROM、握力、DASH、RS角、SL角である。
【成績】全例で術後8- 16週で骨癒合を認め、ROM、握力、DASH の改善を認め、DISI変形の矯正
も良好であった。螺子の折損例はなく、抜釘手術は2例に施行した。
【考察と結論】本法の利点は細径であるため、複数の螺子を刺入できる点である。移植骨が介
在する舟状骨を１本の螺子で固定した場合は回旋ストレスにはやや脆弱である。本法では複数
の螺子を種々の角度で刺入でき、固定性が良好である。また、細径のため移植骨の破損を生じ
にくい。一方、本螺子の折損例はないものの、刺入には注意が必要である。抜釘手技にはやや
工夫が必要である。今後はギプス固定期間の短縮が可能か検討予定である。
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舟状骨偽関節に対する移植骨の検討
The bone graft for scaphoid non-union

○平地 一彦, 佐久間 隆, 後山 恒範

市立札幌病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節の修復に用いる移植骨として腸骨・橈骨・血管柄付き骨移植が一般的で
ある．腸骨移植には別皮切・疼痛、橈骨は採取量制限、血管柄付き骨移植は煩雑さと創醜形の
問題が存在する．移植骨による治療成績、採取部の問題を調査し、適切な移植骨について検討
した．【方法】1998-2012年に手術を行った18例を対象とした．全例男性で、年齢は15歳～74歳
（平均25歳）、右8手、左10手であった．偽関節部位は舟状骨中央15例、近位が2例、遠位が1例
であった．基本手技は約3-4cmの掌側皮切で偽関節部を展開、海綿骨充填と皮質骨移植で舟状骨
掌屈変形を矯正した．内固定材はHerbert screw 2例、HBS 9例、DTJ 6例、mini DTJ 1例であっ
た．移植骨は2007年以前の11例は腸骨を、2008年以後の7例は橈骨を移植した．橈骨は偽関節と
同皮切から橈骨遠位端を展開し採骨した．骨癒合の有無と癒合期間、手関節機能、採骨部の愁
訴について調査した．観察期間は6ヵ月から3年であった．【結果】18例中16例で骨癒合が得ら
れた．癒合期間は2～5ヵ月であった．骨癒合しなかったのは受傷時期不明の74歳の部分壊死に
腸骨移植した例と39歳マッサージ職の近位端偽関節に対し橈骨を移植した例であった．骨癒合
した16例では疼痛がなく、半数にごく軽度の掌・背屈制限が残るが仕事やスポーツに支障はな
かった．腸骨と橈骨の移植骨の違いによる手関節機能には有意差はなかった．採骨部の愁訴は3
人が腸骨に痛みを訴えた． 【結論】受傷時から数年経過して判明する典型的な舟状骨偽関節で
は通常の骨移植で対処可能で、腸骨より橈骨の方が同一皮切ですむ点が低侵襲であった．近位
端偽関節・壊死・高齢者などの非典型例は血管柄付き骨移植が望ましい．
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Trephineを用いた舟状骨偽関節手術
Surgical procedure for scaphoid nonunion using trephines

○畑中 均, 高崎 実

九州労災病院

【目的】舟状骨偽関節は前方楔状骨移植に内固定を併用することによって治療されることが多
いが、移植骨の採型作業は煩わしくもあり手義的にも習熟を要し、不幸にも漸く採型を終えた
移植骨が偽関節部とぴったりと適合せず安定性を欠き、さらにはその後の内固定作業に困難を
きたすこともある。ひいては、骨癒合に失敗し手術成績の悪化を生じうる。我々は第49回日本
手外科学会でtrephine（円柱鋸）を用いた舟状骨偽関節手術の手技および治療成績について報
告した。症例数が増え新しい知見も得られたので再び報告する。
【対象と方法】2003年から20011年まで当科で手術を行った舟状骨偽関節20例中、経過観察期間
が４カ月に満たない3例、および演者以外の手術を受けた１例を除く16例を対象とした。女性2
例男性14例、平均年齢29才、平均観察期間は14カ月であった。Sladeの分類 (Slade and Dodds,
2006)によれば1, 7, 5, 3例がgrade 3, 4, 5, 6にそれぞれ分類された。
【術式】全身麻酔下に通常の掌側アプローチを行う。舟状骨のhump back deformityを”joy
stick technique”によって矯正後、偽関節部に存在する瘢痕組織および硬化した骨質をまとめ
てtrephineで掘削する。このとき有頭骨・橈骨に接する舟状骨骨皮質をそれぞれ温存しうる最
大直径のtrephineを選択する。次に先ほど用いたtrephineより1ミリ大きな直径のtrephineで腸
骨稜より円柱形の移植骨を採取する。舟状骨に穿たれた骨孔の深さにあわせて移植骨を挿入す
る。移植骨は舟状骨にぴったりと適合し回旋安定性 (Feldman, 1997)を呈する。最後に
Acutrackで内固定する。術後約7週間thumb spica cast を施す。
【結果】全例とも癒合が得られ、癒合期間, 固定期間,％ROM, %握力, Cooney score, DASH
scoreの平均はそれぞれ16週, 7週, 88%, 90%, 81.9, 7.1であった。
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皮質骨付き腸骨移植を併用した舟状骨骨折偽関節に対する骨接合術
の治療成績

Illiac bone grafting with screw fixation for scaphoid nonunion

○乾 淳幸1, 美舩 泰1, 西本 華子1, 国分 毅1, 牧野 健2

1神戸大学大学院医学経研究科外科系講座整形外科, 2六甲アイランド病院整形外科

はじめに；舟状骨偽関節に対する骨接合術として、血管柄付き骨移植など種々の方法による良
好な臨床成績が報告されている。当科で主に行っている皮質骨付き腸骨移植と中空screwによる
骨接合術の治療成績を後ろ向きに検討した。対象と方法；腸骨移植による骨接合術を行った55
手(男性45手、女性10手)を対象とした。手術時平均年齢は31.3歳、受傷から手術までの期間は
平均48.1カ月であった。骨癒合までの期間、手関節可動域、握力健側比、疼痛の有無、X線学的
所見としてRadio  lunate  angle(RL角)の術前後での変化について検討を行った。結
果；91%(50手)に骨癒合が得られ、骨癒合まで平均期間は3.7カ月であった。手関節平均可動域
は術前掌屈51.4度、背屈55.7度、術後は掌屈62.7度、背屈62.3度であり、握力の健側比は術前
78.9%で術後83.2%であった。12例に術後も手関節の疼痛が残存していた。RL角は術前平均-
6度、術後平均-0.7度であった。骨癒合が得られなかった症例の内訳はHerbert分類D2の近位型
骨折が2例とD2であるがMRI上近位骨片に壊死が疑われた1例、及びD3症例が2例であった。考
察；腸骨移植およびscrew固定による骨接合術はおおむね良好な臨床成績であり、X線上も術前
のDISI変形は矯正されていた。しかしながら術前にX線やMRIにて骨壊死が疑われた12例中3例、
及び近位型骨折5例のうち2例では骨癒合が得られておらず、このような症例に対しては血管柄
付きの骨移植等を考慮すべきと考えられた。
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舟状骨偽関節に対する楔状骨移植術の臨床成績とそれに関連する因
子の解析

clinical results of fixation with wedged bone graft for schapoid nonunion

○善家 雄吉1, 酒井 昭典1, 大茂 壽久2, 目貫 邦隆1

山中 芳亮1

1産業医科大学　整形外科, 2戸畑共立病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節に対する手術治療成績を検討したので報告する。【対象と方法】 1998年
4月～20011年8月において、当院および関連施設で手術治療を行った舟状骨偽関節（受傷後2ヵ
月以上経過）で、術後6ヵ月以上経過観察可能であった30症例（男性28例、女性2例）を対象と
した。平均年齢28.1(14～60)歳、受傷から手術までの期間（手術待機期間）は、平均65.9(2.5
～360)ヵ月、Filan-Herbert分類：D1; 4例、D2; 12例、D3; 10例、D4; 4例、骨折部位は、近位
1/3; 7例、中央1/3; 16例、遠位1/3; 7例、平均経過観察期間35.7（6～174）ヵ月であった。手
術法は、全例埋め込み式screw固定を行い、骨移植は皮質骨付き楔状骨移植26例、血管柄付き骨
移植（Zaidemberg法）4例（＊D4症例・近位型に適応）であった。またXpパラメータは術前、術
直後、最終調査時のSL角・CL角・RL角を計測し、また最終調査時の握力（健側比）・手関節自
動可動域を調査した。最終臨床成績評価は、Green & O’brienの評価基準を用いて行っ
た。【結果】 骨癒合は28例(93.3%)に得られた。Xpパラメータは、術前（SL角 62.6、CL角-
8.3、RL角-13.9）°、最終（SL角 53.5、CL角0.8、RL角-2.7）°と有意に改善し、最終握力は
88.7％だった。最終臨床成績は、平均 90.4点、優21例、良7例、可2例であった。優21例(D1; 4
・D2; 9・D3; 6・D4; 2)、良・可9例(D2; 2・D3; 5・D4; 2)の2群間の比較検討を行うと、手術
待機期間、外固定期間に有意差がみられた。【考察】 成績不良症例は、過去の報告同様に手術
待機期間が有意に長かった。また、いわゆるDISI変形の指標となるCL角・RL角は小さい傾向は
あるものの有意差はなかった。今回の調査期間ではDISI変形が残存しても成績良好な症例も少
なくないため、DISI変形の残存は必ずしも臨床成績増悪の因子とは言えない。
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舟状骨偽関節治療における成績不良因子の検討
Treatment for Schaphoid Non-Union -Evaluation of the Poor Results-

○牧野 仁美1, 近藤 高弘1, 川本 祐也1, 鈴木 正孝2

前田 登3

1国家公務員共済組合連合会　東海病院　整形外科　, 2あいせい紀年病院　整形外科

3前田整形外科クリニック

【緒言】舟状骨偽関節の治療には遊離骨移植術が適応される場合が多いが、移植骨の癒合不全
のために再手術を余儀なくされる症例も少なくない。SNAC wristを除く舟状骨偽関節手術症例
の成績を評価し、治療に影響する要因を検討した。【対象と方法】当院で偽関節手術を行った
20例（男19例、女1例、D1 10例、D2 10例、平均年齢27.0歳、受傷後手術までの平均期間9.7ヶ
月)を対象とした。全例に骨移植術が施行されており、腸骨からの楔状骨移植が15例、橈骨遠位
部からの海綿骨移植が5例であった．術前後のradiolunate angle(以下RLA)および治療成績を評
価した。【結果】RLAは術前D1 -5.2±10.7°、D2 -1.9±11.7°、術後D1 4.9±7.0°、D2 3.5
±15.4°であった。15例で初回手術後に骨癒合を確認した。D2の5例のうち1例で移植骨の部分
吸収が生じ、2例では術後1年の時点で骨癒合が見られず、２例で再手術を行った。日手会機能
評価基準はE 14例，G 4例，F 2例で、Fの症例はいずれも経舟状骨月状骨周囲脱臼後の再手術例
で可動域制限と握力の低下を示した。【考察】D1ではD2に比べて偽関節部の転位は少ないもの
の、術前のRLAはむしろD2より悪化している症例が多く、手根部の不安定性は偽関節部の形態に
関わらず確認された。一方術後のRLA改善度や骨癒合はD1の方が良好であり、骨折部硬化型偽関
節は治療成績低下因子のひとつであると推測される。また月状骨周囲脱臼に合併した舟状骨骨
折が初回手術後偽関節に至った症例があることからも、舟状骨偽関節治療時には十分な骨移植
を行うと共に、手根骨間靭帯の損傷を評価し、適切な修復を行うことが骨癒合を得るために重
要な要因であると考える。
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高齢者舟状骨偽関節に対する舟状骨切除術
Scaphoid Resection in Elderly Patients with Scaphoid Nonunion

○下江 隆司1, 谷口 泰徳2, 浅井 宣樹2, 辻本 修平2

吉田 宗人2

1和歌山県立医科大学　救急集中治療医学講座

2和歌山県立医科大学　整形外科学教室

【目的】舟状骨偽関節はしばしば治療に難渋する。今回我々は、高齢者の舟状骨偽関節症例に
対し、遠位骨片切除術または舟状骨摘出術による治療を行ったので報告する。【対象】対象
は、過去に当科で60歳以上の高齢者舟状骨偽関節症例に対し、遠位骨片切除術または舟状骨摘
出術を施行した6例である。性別は男性1例、女性5例で、手術時年齢は62歳から78歳、平均70.8
歳であった。治療法は2例で遠位骨片切除術、4例で舟状骨摘出術が行われた。【調査項目】術
後の臨床症状、握力、手関節可動域を調査した。単純X線検査ではcarpal height ratio(CHR)お
よびradiolunate angle(RL angle)を測定し、術前後で比較検討した。追跡期間は2ヶ月から4年
9ヶ月であった。【結果】術前認めた疼痛は、全例で術後消失ないし改善していた。握力には術
前後で大きな変化はみられず、手関節可動域は4例で術前より改善していた。CHRは術前平均
0.49から術後0.43へ、RL angleは術前平均-15.3から術後平均-23.3へと悪化し、全例で手根骨
圧潰およびDISI変形が進行していた。【考察】舟状骨偽関節に対する治療として、一般的に血
管柄付き骨移植術などに代表される骨接合術、また救済手術として部分手関節固定術などが行
われている。これらの術式に比し舟状骨遠位骨片切除術、舟状骨摘出術は術式および後療法が
単純で、治療期間の短縮が期待できる。短期成績ではあるが臨床症状は改善し、高齢者では治
療の選択肢として考慮されてよい術式と考える。ただし、術後に手根管症候群を発症する症例
があり、また、画像所見では手根骨の圧潰、DISI変形が進行するため長期成績への影響に注意
を要する。
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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
Vascularised Second Metacarpal Base Graft to the Scaphoid Nonunion

○小寺 訓江, 澤泉 卓哉, 南野 光彦, 友利 裕二
高井 信朗

日本医科大学整形外科

【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。我々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2011年までの12
年間に手術加療した舟状骨偽関節38例である。男性34例、女性4例で手術時平均年齢は29歳であ
った。受傷部位は腰部33例、近位部5例、Filan & Herbert分類ではD2が11例、D3が19例、D4が8
例であった。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Mayo Wrist Score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10.3週であった。Mayo  Wrist  Scoreの総合点は平均82.84点だった。内訳は
excellent15例、good17例、fair6例であった。年齢、受傷から手術までの期間、偽関節部位、
術前後のレントゲン像での転位に関して臨床成績と比較した。有意差は年齢と術後のRadio
lunate angleに認められた。【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。
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術ー橈骨掌側と中手骨から
の採取部位の比較と検討ー

Vasculalized bone graft for scaphoid pseudoarthrosis-Comparion between radius volar side and 2nd

metacarpalbone-

○五谷 寛之1,2, 田中 祥貴1, 鈴木 啓介1, 山野 慶樹1

寺浦 英俊1

1清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

2静岡理工科大学総合技術研究所

(はじめに) 演者は、舟状骨偽関節に対し掌側手根動脈を用いた有茎血管柄付き骨移植術と第２
中手骨頚部直下よりの有茎血管柄付き骨移植術を中心に行ってきた。両者は同じ有茎血管柄付
き骨移植術でありながら採取可能な移植骨のサイズや皮質骨の形状など各々異なった特徴を持
つ。今回、両手技の比較検討を行い今後の適応について考察を加える。(対象及び方法)対象は
舟状骨偽関節17例、(男16，女１例、15-64歳、平均29歳)である。 Alnotの分類によると2Aが
8、２Bが7、3Aが2例であった。以下の1)の手術法が12例、2)の手術法が5例である。１）橈骨掌
側面よりの骨移植は遠位橈尺関節近傍の骨膜上に２、３の分枝を伴なう掌側手根動脈を茎とす
る。採取可能な移植骨のサイズは１＊１ｃｍに限局される。皮切は掌側の１皮切で４－７ｃｍ
程度である。橈骨遠位端骨折の掌側プレート時の皮切程度である。２）第２中手骨頚部直下よ
り採取する骨移植は第一背側中手骨動脈を茎とする骨移植で、血管茎は いわゆるkite flapの
血管茎と同じである。 （結果）１）掌側手根動脈は臨床症例12例全例で橈骨掌側面に存在し、
血行のある移植骨を採取できた。全例骨癒合し、レントゲン上骨癒合を外来診察時に確認した
のは術後平均60.4日であった。２）５例で骨癒合した。移植骨は皮質骨の長軸が1cm以上採取可
能で、中手骨の形状に沿って皮質を立体的に採取可能であった。骨癒合まで術後平均69日であ
った。（考察）侵襲は掌側手根動脈を茎とする方法が同一皮切を用いることから小さく、手技
も簡便である。しかし採取骨のサイズが限局されることから大きな骨欠損をもつ症例には他の
方法が選択される。すなわち、より強固な支持性が必要な偽関節や1*1cm以上の移植骨サイズの
必要な症例では背側中手骨動脈を茎とする手術法の適応とすべきである。
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橈骨遠位端骨折におけるロッキングスクリューの骨把持力に影響す
る因子の検討

A review of the factor influence on the bone holding power of the locking screws for distal radius fracture

○泉山 公, 別府 諸兄, 清水 弘之, 内藤 利仁
田中雅尋 田中雅尋

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座

【目的】
第55回本学会にて有限要素法を用いた橈骨遠位端骨折の荷重実験から内掌側骨片を有する橈骨
関節面を4分割した関節内骨折モデルより内掌側骨片の横径がスクリュー内径の約3倍の関節面
を有する6分割モデルでは最大応力値は20％，平均応力値でも27％に増大することを報告した．
今回、実験モデルと同様に臨床例を分類し，矯正損失長からロッキングスクリューの骨把持力
に影響する因子を検討したので報告する．
【方法】
3DＣＴを用いて，関節内骨折を評価した完全関節内骨折　47例のうち，keystone となる内掌側
骨片の関節面がスクリュー内径の3倍より大きい症例をLJ群，小さい症例をSJ群，内掌側骨片の
watershedlineより中枢の掌側皮質骨が横径あるいは縦径どちらもスクリュー内径の3倍より大
きい症例をLV群，どちらかでも小さい症例をSV群に分類した．さらに，内掌側骨片の関節面の
大きさの影響について検討するためにLJ群SJ群，掌側皮質骨の大きさの影響について検討する
ためにLV群SV群の平均合計矯正損失長を比較した．内掌側骨片の関節面積と掌側皮質骨面積は
内掌側骨片の体積に相関することから，LJ群かつLV群とSJ群かつSV群の比較を行った．
【結果】
LJ群3.4±4.0mm，SJ群2.5±2.3mmで有意な差を認めなかった． LV群2.5±1.3mm ，SV群　7.9±
3.3 mmで有意な差を認めた． LJ群かつLV群は25例，SJ群かつSV群は5例であり，平均合計矯正
損失量はそれぞれ，2.5±1.2mm，4.5±1.2mmで有意な差を認めた．
【結論】
骨片の大きさが矯正損失に影響し，watershed-line以下の掌側皮質骨の大きさが少なくともス
クリューの内径の3倍以下の症例では矯正損失を起こしやすいことが示唆された．
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橈骨遠位端骨折に対するVariAxのプレート設置について
plate setting of VariAx for the distal radius fractures

○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

1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

【はじめに】
橈骨遠位端骨折の治療に際し、我々は、polyaxial locking plate（以下PLP）であるVariAxを
用いてDouble tierd Subchondral Support法(DSS法)を行ってきた。PLPは、ロッキングスクリ
ュー挿入に自由度があるため、プレートの設置位置に明確な定めはない。プレートの設置位置
が変わるたびに、スクリューを１本ずつ透視下に確認しながら挿入することは繁雑である。こ
れらの対策のひとつとしてスクリュー挿入については、Semi-Hybrid方式による固定を昨年の本
学会で報告した。しかし、まだ残された問題としてプレートの至適設置位置がある。そこで、
今回Variaxプレート設置の際の、lunate facet掌側骨性隆起からの距離について調査を行っ
た。
【対象と方法】
Sawbone1027を用いて、lunate facet掌側骨性隆起の頂点をF0点とし、骨幹部長軸に合わせて
VariAx（medium）を設置した。遠位ロッキングスクリューは、遠位列はfixed angleで、近位列
尺側２本はvariable angleでDSS法にて固定した。これを近位方向へ1mmずつ移動した点をF0～
F6点とし、それぞれのF点でCT撮影を行い、スクリューに平行なMPR（sagittal像）を作成し、
茎状突起側の２本を除いて関節面からの距離を計測した。５本のすべてのスクリューが軟骨下
骨を支持しているF点を調査した。次に、手術時に直接計測し、術後CT撮影が行えた15例を対象
に、lunate facet掌側骨性隆起からの距離を計測した。この２つの結果を比較し至摘設置位置
を検討した。
【結果】
5本のスクリューが関節面から距離が3mm以内であるF点はF2と3であった。臨床上では、実測平
均3.2（1.5～5）mm、CT上では平均3.9（1.7～4.8）mmであった。
【考察】
橈骨遠位端骨折に対するVariaxプレートを用いたDSS法では、lunate facet掌側骨性隆起からの
距離は2-4mm程度が至摘設置位置である。
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受傷後2週間以降に掌側ロッキングプレートを用いて骨接合術を施
行した橈骨遠位端骨折の治療成績

The surgical therapy of the distal radius fracture in two weeks and more after tarauma.

○有薗 行朋, 日野 竜穂, 守 宏介, 浜田 良機

みつわ台総合病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折は受傷後できるだけ早期に手術を行うことが重要である。しか
し、手術までに日数を要してしまうこともある。この手術の遅れの治療成績への影響を検討す
る為、受傷15日以上経過して手術をした症例の治療成績を検討した。【対象・方法】症例は
2007から現在までに受傷15日以上経過して掌側ロッキングプレートによる手術をおこなった20
例で、平均年齢60.9歳、平均経過観察期間16.5ヶ月で手術までの待機期間は15～42日、平均
20.9日であった。手術が遅れた理由はギプス内での転位5例、受診の遅れが4例、多発外傷、皮
膚障害等が3例、本人都合が3例、その他5例であった。骨折型はAO分類TypeA2の2例とA3の10例
をA群、TypeC１の4例、C2の2例、C3の2例をC群としてX線所見でのUV,PT,RI値とgap,step-
offを、臨床成績は関節可動域と握力の評価、手関節機能評価としてCooneyの評価法を用いて評
価した。そして、同時期の症例で14日までに手術をしたTypeA 19例をB群、TypeC 27例をD群と
し関節内と関節外骨折を別々に比較した。【結果・考察】最終観察時のX線所見ではUVはA群が
0.58、B群、0.55、C群2.1、D群0.89で関節内骨折では手術が遅れると橈骨の短縮は有意に増加
した。PTではA群が-0.29、B群、6.63、C群-0.38、D群7.67で両群間ともに有意差がみられ
た。RIは両群間に差はなく整復状態も良好であった。臨床成績は握力、関節可動域、Cooney評
価で両群間にあきらかな有意差はなかった。受傷後15 日以降の手術の成績は関節内骨折におい
てはVT、橈骨短縮、gap、関節外骨折ではVTの矯正不足がみられ、受傷後早期でより整復状態の
維持が期待できる。短期成績ではADLに支障はないが、特に関節内骨折ではgap、step-offの矯
正が難しくなるため、関節症を予防する意味でも早期の手術が望ましい。
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橈骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側ロッキングプレートを用いた
矯正骨切り術

Clinical Results of Corrective Osteotomy with Volar Locking Plate for Malunited Distal Radius Fractures

○瀧川 直秀, 森内 宏充, 阿部 宗樹, 安井 憲司
江城 久子

西宮協立脳神経外科病院

【目的】橈骨遠位端骨折変形治癒に対して掌側ロッキングプレートを用いた矯正骨切り術の治
療成績と有用性について検討したので報告する。【方法】2009年3月から2012年3月までに手術
を行なった11例11手（背屈型9例、掌屈型2例）を対象とした。男性3手、女性8手で、平均年齢
は71歳であった。受傷から手術までの期間は平均9.4か月、術後経過観察期間は平均13.6か月で
あった。手術は掌側アプローチにて掌側より骨切りを行なった。海綿骨移植を行いcondylar
stabilizing法にてロッキングプレート固定を行なった。検討項目は骨癒合の有無、可動域、X
線評価は術前後のVolar  Tilt（以下VT）,  Radial  Inclination（以下RI）,  Ulnar
Variance（以下UV）を調査した。臨床評価はMayo modified wrist scoreとDASH scoreを用い
た。【結果】骨癒合は全例に得られた。関節可動域(背屈、掌屈、回内、回外)は掌屈型では術
前平均65°,55°,75°,78°が術後平均67°,58°,85°, 86°に、背屈型では術前平均
43°,29°,70°, 71°が術後平均73°,66°,87°, 89°に改善した。術前後のX線評価(VT, RI,
UV)では掌屈型では術前平均29.5°、12°、7.7mmが術後平均7.5°, 24°, 2.1mmに、背屈型で
は術前平均-19°, 14°, 5.4mmが術後平均7°, 22°, 1.6mmに改善した。矯正損失を軽度に認
めた例はあったが、再手術例はなかった。Mayo modified wrist scoreは術前平均53.5点が術後
平均88.5点と改善した。DASH scoreは術前平均41.5が術後平均8.7へ改善した。【考察】橈骨遠
位端骨折変形治癒に対する治療として、背側アプローチによる皮質海綿骨移植は矯正損失の観
点からは強力であるが、掌側ロッキングプレートによる強固な固定により海綿骨移植でも十分
対応できると思われた。
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橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定における関節外骨折と
関節内骨折の治療成績の比較

Comparison of clinical results for intra-articular and extra-articular distal radius fracture with a volar

locking plate

○丹羽 智史1, 田中 健司1, 浦田 士郎1, 篠原　 孝明2

平田 仁2

1安城更生病院　整形外科, 2名古屋大学医学部　手の外科

【目的】橈骨遠位端骨折を掌側ロッキングプレートで治療された患者に対して、関節外骨折と
関節内骨折に注目し、両群の治療成績の比較検討を行った。
【対象と方法】2006年4月から2007年3月と、2010年9月～2011年10月に、当院および関連施設に
おいて橈骨遠位端骨折を掌側ロッキングプレートで治療し、12週以上追跡調査可能であったAO
分類A型118手、C型235手を対象とした。Nested case-control studyとするため、A型の各症例
につき年齢・性別をmatchingさせた1例をC型より抽出し、1：1で治療成績の比較を行った。最
終調査時X線を用いて、volar tilt(VT)、radial inclination(RI)、ulnar variance(UV)、step
offを測定し、関節可動域、握力、Hand20、VASについても評価を行った。
【結果】VT（A型/C型）：7.4 / 6.8°、RI：20.7 / 21.0°、UV：0.5 / 0.6mm、掌背
屈：117.2/ 119.0°、回内外：163.7 /162.9°、握力は 17.5 / 17.5kgであり、いずれも有意
差は認めなかったが、Hand20：10.9 / 15.0、VAS：1.51 / 2.08はそれぞれ有意差を認めた
（P＜0.05）。C型118手において、1mm以上のstep offを認めた症例は20手であったが、VASは
step offあり、なしともに2.1と有意差を認めなかった。
【考察】関節内骨折の治療成績は、関節外骨折と比較して、客観的指標においては差を認めな
かったが、自覚的指標であるHand20、VASにおいて成績が劣っていた。関節内骨折におけるstep
offについては、VASとの関連は認めなかった。
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脱臼を伴う掌側Barton骨折と骨片サイズの関与   ～脱臼・非脱臼例
の比較検討より～

Analysis of volar Barton fracture with dislocation and fragment size

○門馬 秀介1, 川崎 恵吉3, 中村 裕介2, 青木 光広4

稲垣 克記2

1昭和大学　医学部　救急医学講座, 2昭和大学　医学部　整形外科学教室

3昭和大学付属横浜市北部病院, 4札幌第一病院

始めに】我々は掌側転位型橈骨遠位端骨折の治療成績を報告し、その中で受傷時X線で脱臼（亜
脱臼）している症例があり、また脱臼を伴う掌側Barton骨折例で、術後再転位を起こしたため
に、成績不良となった症例も経験している。そこで、脱臼（亜脱臼）を伴う掌側Barton骨折例
を非脱臼例と比較し解剖学的側面より検討した。対象と方法】掌側plate固定術を施行したAO分
類B3（部分関節内掌側転位）型で、6ヶ月以上観察した症例中、脱臼（亜脱臼）を伴う掌側
Barton骨折（D群）は29手、脱臼のないもの（Non-D群）は27手で、平均年齢はそれぞれ
48.8歳、49.4歳、男：女は 17:12、13:14であった。AO分類B3型では両群ともにB3-3型が多かっ
た。単純X線評価とCooney評価を用いた治療成績について比較検討した。また我々は、月状骨が
脱臼する可能性を、Lunate facetの骨片の大きさに左右されると考え、単純Ｘ線側面像にて
Lunate facetの骨片を計測した。またCadaverを用いlunate facet volar extensionを計測し参
考とした。結果】画像所見の各種パラメーターの矯正損失は、UV：VT：RIがD群で
0.9mm:1.3°:0.7°、N-D群で-0.1mm　:0.03°:-0.7°臨床成績で、Cooney scoreの平均
は、88:89pointであった。ＸＰ側面像にて骨片の大きさとの比D:N-D群は69:85%であったが有意
差は認めなかった。Lunate facet骨片の大きさと脱臼との関連性は無かった。考察】受傷時に
脱臼している症例は、再脱臼の傾向があり、月状骨窩のlunate facet volar extensionの小骨
片を壊さずに、しっかりと遠位まで保持することが重要である。脱臼は骨片が大きいものほど
脱臼しやすいが、小さいものでも脱臼しており、骨片の大きさだけではなく、靱帯や関節包な
どと連動して、脱臼を引き起こしている可能性がある。今後脱臼のメカニズムの調査が必要で
ある。
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新しいdistraction deviceを用いた橈骨遠位端骨折のプレート固定法
Plate Ostheosynthesis for Distal Radius Fracture with New Distraction Device

○神田 俊浩, 大井 宏之, 向田 雅司, 鈴木 歩実

聖隷浜松病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】橈骨遠位端骨折に対し橈骨長を獲得して内固定するための方法として、私たちは2008
年にBone Spreaderを用いたプレート固定法を報告した。しかし、この方法ではプレートの近位
にBone Spreaderを掛けるための捨て螺子を挿入する必要があるため、術後螺子穴が残存する。
この問題を解消するための新しいdistraction devie(以下NDD)を開発したのでその術式と成績
を報告する。
【対象と方法】2009年から2012年までにNDDを用いて内固定した橈骨遠位端骨折のうち、部分関
節内骨折を除外した26例26骨折を対象とした。男性4例、女性22例で、平均年齢64.8（25～85）
歳であり、平均経過観察期間は11.1（4～21）か月であった。合併損傷は、尺骨茎状突起骨折を
9例に、尺骨遠位端骨折を3例に認めた。
術式：骨折を整復した後プレートを設置し、遠位ロッキングスクリューを刺入する。柄の先端
が螺子状になった圧着deviceを楕円穴遠位部に挿入し、これとプレート近位穴とにNDDを設置し
てdistrationする。整復位より1～1.5mm distractionした位置で内固定する。
これら対象症例において術後および最終時のX線パラメータ; ulnar variance (UV), volar
tilt (VT), ulnar inclination (UI)、術後尺側部痛の有無、斎藤の評価での術後成績を調査し
た。
【結果】各パラメータ平均値の術後から最終時の変化は、UVが0.1mmから0.4mm、VTが11.6°か
ら11.2°、UIが25.6°から25.6°であった。1例に螺子の逸脱によりUVの3.5mmの矯正損失を生
じたが、それ以外の例で矯正損失はほとんどなかった。尺側部痛は1例のみに認めた。斎藤の評
価ではExcellentが22例、goodが4例であった。
【考察】UVは術後手関節尺側部痛に影響するため、できるだけ橈骨長を獲得し内固定を行うべ
きである。NDDは橈骨長を獲得するために簡便でかつ有用なdeviceである。
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橈骨遠位端骨折に対するStellar２による治療成績
Treatment for distal radius fractures using Stellar2 system

○吉川 泰弘1, 別所 祐貴1, 高野 勇人1, 市川 亨2

1駒沢病院　整形外科, 2金子整形外科

【はじめに】Stellar2（日本ユニテック社）は遠位ロッキングスクリューを2列構造のCross
Locking Mechanismとすることで，lunate facetとscaphoid facetをそれぞれ3-4本ずつのスク
リュー固定が可能という特徴を持つ．今回我々はStellar2を使用した橈骨遠位端骨折の治療成
績について検討したので報告する．
【対象と方法】Stellar2を使用して治療した橈骨遠位端骨折のうち3か月以上の経過観察が可能
だった72例を対象とした。性別は男性20例，女性52例で，平均年齢は65歳（21～88歳），骨折
型はAO分類でA2型13例，A3型12例，B3型7例，C1型6例，C2型3例，C3型31例であった．これらの
症例に対してX線学的にVT，RI，UVおよび関節内骨折におけるgap，step offの変化，治療成
績，合併症を検討し，さらに本プレート使用における工夫や問題点について検討した．
【結果】全例で骨癒合が得られ，Mayo modified wrist scoreでexcellent28例，good37，fair7
例であり，合併症として一過性の正中神経障害を1例に認めた．X線評価では術後に良好な整復
が得られ，矯正損失はVT:0.1°，RI:0.2°，UV:0.3mmであり，gap:0.1mm，step off:0.2mmであ
った．
【考察】Stellar2はStellar1よりわずかに橈側傾斜を抑えスリム化されたため，橈側で
watershed line上に設置されても方形回内筋での被覆が可能であり，屈筋腱障害を生じた例は
なかった．この形状は設置位置の確認が容易で，buttress効果をscaphoid facetまで持たせる
点で有用であった．今回の調査ではlunate facetに対し2本以上のscrew固定が可能であった
が，小さな尺背側骨片には限界があり，症例によっては追加処置を必要とした．また，C3型骨
折に対する治療戦略として，独自に作成したCT横断像用テンプレートや本システムの1mm刻みの
screwバリエーションは有用であった．
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橈骨遠位端骨折に対するpolyaxial locking typeの掌側プレートを用い
た治療成績　　　　　　　

Clinical result of distal radius fractures with polyaxial type volar locking plate

○河野 亮平1, 坂本　 兼太郎1, 江川 誠一郎1, 渡邊 泰央1

三部 順也1

1都立大塚病院　整形外科, 2東京医科大学　整形外科

【目的】近年、橈骨遠位端骨折に対する手術方法として掌側ロッキングプレートを用いること
が一般的となってきている。そのロッキング機構にはmonoaxial typeとpolyaxial typeの2種類
があり、当科では2009年より主にpolyaxial typeのロッキングプレートを使用している。今
回、polyaxial typeのロッキングプレートで刺入したロッキングスクリューが、正確に
subchondral supportを得られているか術後早期にCTを施行し、評価したので報告する。【対象
・方法】polyaxial typeのロッキングプレートで手術加療し、術後早期にCT撮影が可能であっ
た背屈型橈骨遠位端骨折23例23手である。男性5手、女性18手。平均年齢は61.3歳。術後平均経
過観察期間は11.2ヶ月。術後CT撮影までは平均2.4日。骨折型はAO分類でA2：1例　A3：8例　
C1：1例　C2：9例　C3：4例であった。subchondral supportの評価はCT MPR像矢状断で橈骨月
状関節を支えるように刺入されているスクリューが関節面と最も接している距離を計測した。
治療成績はCooneyの臨床評価を使用した。【結果】全例で骨癒合は得られていた。感染、腱損
傷、スクリューの関節内穿破は認めなかった。スクリュー関節面距離は0～2.5mm、平均0.7mmで
あった。Cooneyの臨床評価ではexcellent：16例 good：4例　fair：2例 poor：1例とおおむね
良好な治療成績が得られていた。【考察】スクリューの挿入方向に自由度のあるpolyaxial
typeのロッキングプレートを使用することで、正確なsubchondral supportを得ることが可能に
なったと考えられた。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの設置位置と術後
整復位損失（ulnar variance）の関係

Relation between the position of the volar locking plate and the postoperative loss of the ulnar variance at

the treatment of distal radius fracture

○北條 潤也1, 小野 浩史2, 面川 庄平3, 田中 康仁3

1平成記念病院　整形外科, 2国保中央病院　整形外科, 3奈良県立医科大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の成績不良因子として術後矯正
損失があり、なかでもulnar variance（UV）は重要である。ロッキングプレートの設置位置と
UVの術後損失の関連について検討した。【方法】当院で2007年1月から2012年7月までに橈骨遠
位端骨折に対して掌側ロッキングプレート固定のみを行い3ヶ月以上の経過観察が可能であった
99例を対象とした。AO分類A:25 B:5 C:69 例であった。プレートは5種類使用した。手関節正面
X線像でulnar varianceの矯正損失（術直後と骨癒合時の差）が1mm以上15例(a群)と1mm未満84
例（b群）に分けて比較した。プレート設置位置は術直後の手関節正面X線像にて、橈骨の月状
骨窩近位から遠位尺側のスクリューの刺入部までの橈骨軸に平行な最短距離(c)と遠位橈尺関節
の橈骨縁から遠位尺側のスクリューの刺入部までの橈骨軸に垂直方向の最短距離(d)を計測し
た。【結論】c平均はa群2.72(SD1.42)mm、b群2.77(SD1.36)mm で有意差はなかった。d平均はa
群5.01(SD1.66)mm、b群3.94(SD1.35)mmで有意差を認めた (p=0.03)。【考察】術後の矯正損失
予防には、ロッキングスクリューを軟骨下骨直下に挿入しsubchondral supportを行う必要があ
り、これを実践した結果ｃについては有意差を認めなかったと思われる。一方、プレートの橈
尺方向の設置位置の差が矯正損失の差となっていた。今回の結果より、プレートをより尺側に
設置した方がUVの矯正損失が少なくなると考えられた。
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橈骨遠位端骨折に対する髄内釘と掌側ロッキングプレートによる手
術加療～術後早期の可動域、握力回復の比較検討

Operative treatment for distal radius fractures, compare intramedullary nail with volar rocking plate. Early

recovary of range of motion and grip powar.

○黒田 司

慈恵会新須磨病院　整形外科

【目的】昨年の本学会で、橈骨遠位端骨折手術治療で髄内釘と掌側ロッキングプレートの術後
最終成績は同等なことを報告した。今回、髄内釘の低侵襲性により、掌側プレートよりも早期
に可動域や握力が回復するか、術後3ヵ月までの成績を比較したので報告する。【対象と方法】
髄内釘（マイクロネイル®　Wright Medical社）と掌側ロッキングプレート（アキュロック®
小林メディカル社）症例のうち、術後3ヵ月まで可動域と握力を経過観察できた症例それぞれ32
例を対象とした。髄内釘群（以下N群）は受傷時平均年齢65.8歳（36～87）、骨折型はAO分類A3
型17例、C1C2型15例。掌側プレート群（以下P群）は平均66.7歳（44～86）、A3型16例、C1C2型
16例で、髄内釘導入以前の例や掌側転位型等を対象とした。術後2週、1ヵ月、3ヵ月での手関節
可動域および握力健側比を比較した。【結果】掌背屈可動域はN群で術後2週108°、1ヵ月
127.8°、3ヵ月138.1°、P群はそれぞれ82.5°、97.0°、119.8°と各時点で有意にN群が改善
した（p＜0.01）。橈尺屈は2週N群44.8°、P群34.7°とN群が有意に改善した（p＜0.01）。回
内外は2週でN群146.4°、P群122.4°、3ヵ月でそれぞれ173.8°、166.4°とN群が有意に良好で
あった（p＜0.05）。握力健側比は1ヶ月では有意差は無かったが、3ヵ月でN群78.6％、P群63.7
％とN群が有意に改善していた（p＜0.01）。【考察】筋肉と骨膜が温存される髄内釘は、掌側
ロッキングプレートより侵襲が少ないと考えられるが、その最終成績に大きな差はない。しか
し、髄内釘のほうが術後早期に可動域や握力の改善が得られることが示唆された。髄内釘は適
応を選べば、早期復帰を望む症例には有用な術式と考えられた。
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AO分類C型橈骨遠位端骨折に対するStellar 1 plateの治療成績
Outcome of AO Type C Distal Radius Fractures Using Stellar 1 Plate

○大野 克記1, 石津 恒彦2

1亀岡シミズ病院　整形外科, 2洛西シミズ病院　整形外科

【目的】
AO分類C型橈骨遠位端骨折にStellar 1 plateを使用した手術成績と問題点について検討した.
【対象と方法】
2005年8月～2012年2月に橈骨遠位端骨折にStellar 1 plateにて手術を行った187例中,術後3ヵ
月以上経過観察しえたAO分類C型骨折77例79手を対象とした.内訳は男性27例女性50例,平均年齢
61.8歳であった.C1:19手, C2:40手,C3:20手で,平均観察期間は7.4ヵ月であった.X線評価は術直
後と最終時のradial inclination(RI),ulnar variance(UV),volar tilt(VT)とそれらの矯正損
失を計測した.また最終時の関節可動域(ROM),握力(健側比)を計測し,臨床評価はCooney score
を用いた.術後合併症も検討した.
【結果】
X線評価(術直後,最終)の平均値は全C群でRI(22.6°,21.5°),UV(-0.3mm,0.6mm), VT(12.1°,
11.8°)でRIのみ有意差を認めた(P＜0.05).各C群のRIはC1が(22.6°,21.4°),  C2が
(22.3°,21.7°),C3が(23.3°,21.7°)であり,C1,C3に有意差を認めた(P＜0.05).各C群のUV,VT
は有意差を認めなかった.各群間の矯正損失,ROM,握力にいずれも有意差を認めなかった.臨床評
価は全C群で優48手,良16手,可15手,不可0 手で,各群間の成績に有意差は認めなかった.合併症
はCRPS1例,長母指伸筋腱断裂1例,手指屈伸時に違和感を認めた1例であった.CRPS例はplateから
橈骨茎状突起骨折に固定できず3週間外固定を要した.屈筋腱障害例はplateが遠位設置で抜釘に
て症状は消失した.
【考察】
C型骨折の重症度に関わらず臨床成績は概ね良好であった.しかしStellar 1 plateはplate最遠
位列のlocking機構のみで関節面を支持し,構造上橈骨茎状突起部を固定できない場合もある.RI
が術後有意に減少したことから,関節面橈側の保持が困難と考える.また症例により遠位設置と
なる場合もあり,今後watershed lineを考慮したplateが望ましいと考える.

S373



2-3-13

整復と初期固定に創外固定を併用した掌側ロッキングプレートによ
るAO C3型橈骨遠位端骨折治療の検討

Clinical Results of Volar Locking Plate Fixation with External Fixation for AO Type C3 Intra-articular

Distal Radius Fractures

○澁谷 亮一1, 正富 隆2

1協立病院　整形外科, 2行岡病院　手の外科センター

【目的】遠位骨片が粉砕され、整復とその保持が困難であった、AO C3型橈骨遠位端骨折に対
し、整復と初期固定に創外固定を併用して治療を行った。治療成績を検討し報告する。【対象,
方法】２００９年７月から２０１2年4月までにC3型橈骨遠位端骨折に対して当科で掌側ロッキ
ングプレートに創外固定を併用した20例を対象とした。男性4例、女性1６例（平均６７
歳、）。術後経過期間は６ヶ月から３０ヶ月（平均１３ヶ月）であった。手術は創外固定器の
牽引下にintrafocal pinningを用いながら観血的に操作して良好な整復を保ったまま掌側ロッ
キングプレートにて固定。術後３週間創外固定を装着、１例（６７歳、女性）装着期間が6週に
なった。X線評価、可動域評価とCooney法の臨床評価をした。【結果】手術直後は平均volar
tilt 8.4°、radial inclination 21.2°、ulnar variance 1.1mmであった。関節面については
step　offが２例にそれぞれ1.5mmと0.5 mm、gapが2例にそれぞれ1mmと0.6 mm認められた。最終
調査時矯正損失はなかった。臨床成績は優14例、良6例であった。術後３ヶ月で背屈69.4°、掌
屈58.9°、回内74.4°、回外73.9°。６ヶ月で背屈73.9°、掌屈66.1°、回内74.4°、回外
75.6°と早期に可動域が回復した。回復の遅れた１例は創外固定の装着が６週間であったが、
術後６ヶ月で背屈55.0°、掌屈60.0°、回内75.0°、回外70.0°であった。【考察とまとめ】
遠位骨片が小さくプレートと螺子が直接把持できていない、または脆弱で螺子で十分把持固定
が困難な場合に術後早期に限った創外固定の装着は小骨片の負荷を軽減でき、安全で確実だと
考える。創外固定の装着期間には注意を要する。
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ＡＯ分類Ｃ型橈骨遠位端関節内骨折の関節鏡所見に基づいた分類
Classification based on the Findings of Arthroscopic Assessment for AO type C Intra-articular Distal

Radius Fractures

○寺浦 英俊1, 五谷 寛之2, 坂中 秀樹2, 田中 祥貴2

山野 慶樹2

1東住吉森本病院整形外科

2清恵会病院　整形外科　大阪外傷マイクロサージャリーセンター

【目的】我々は2003年よりAO分類C型橈骨遠位端骨折に対して関節鏡視下整復とロッキングプレ
ート固定を併用して加療している。関節鏡所見に基づいて分類した。【対象と方法】まず透視
下で出来る限り整復、次に掌側骨片を整復、掌側ロッキングプレート仮固定後に関節鏡を施行
した。この時点で関節内骨折の転位残存や修復すべき靱帯損傷を認めれば関節鏡視下手技が必
要となる。対象は本術式で加療した症例のうち軟部組織変性が少ない50歳以下の52例である。
男性40例、女性12例、平均年齢33.2歳、AO分類C1：10例、C2：12例、C3：30例、検討項目は関
節内骨折の骨片数、転位の程度（gap, step off）、軟部組織（TFCC, SLIL, LTIL）損傷の有無
である。各項目を損傷程度により点数化した。骨片数2partsを1点、3partsを2点、4parts 以上
を3点、Gap, step off 0～1ｍｍを0点、1～2ｍｍを1点、2ｍｍ以上を2点、TFCC損傷、Geissler
分類grade III 以上のSLIL損傷、LTIL損傷を認めれば各1点とし、合計１～3点をgrade I、4～7
点をgrade  II、8～10点をgrade  IIIとした。【結果】関節鏡所見は骨片数2～7（平均
3.1）個、gap 0～6（平均1.8）mm、step off  0～4（平均1.2）mm、TFCC損傷28例、SLIL損傷
27例、LTIL損傷16例、各項目の平均は骨片数1.8点、gap 1.3点 , step off 0.9点, TFCC損傷
0.6点　SLIL損傷  0.6点、LTIL損傷  0.3点、合計5.5点であった。AO分類
C1：3.1点、C2：3.8点、C3：6.9点であり、C3はC1、C2に比して有意に点数が高かった。Mayo
Wrist Scoreではgrade I（10例）90点、grade II（29例）89.3点、grade III（13例）82.2点で
有意差は認めなかった。【考察】AO分類C3は、透視下整復および掌側ロッキングプレート仮固
定後での関節鏡視下手技が必要と考えられた。Grade IIIでもgrade I, IIと同等の治療成績が
得られた。
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AO分類C型背側転位型橈骨末端骨折に対する掌側および背側ロッキ
ングプレート固定の経時的変化と各固定間比較　－前向き研究－
Clinical results of volar or dorsal locking plate fixation for AO type C dorsally displaced distal radius

fractures: prospective study

○安藤 佳幸1, 安田 匡孝2, 細見 僚2

1医療法人社団　松下会　白庭病院　整形外科, 2大阪府済生会中津病院

【目的】われわれは，AO分類C型背側転位型橈骨末端骨折に対して，近年は症例に応じて掌側ロ
ッキングプレート固定（VLP，V群）もしくは背側ロッキングプレート固定（DLP，D群）を施行
している．両群の臨床成績を前向きに調査し，比較した．
【方法】われわれの定めた時期（術後6週，3ヶ月，6ヶ月，12ヶ月）の全てに通院しえた31例
（V群：12例，D群：19例）を対象とした．平均年齢は60.2歳（V群：60.4歳，D群：60.0歳）で
あった．AO分類による骨折型はV群ではC1：4，C2：6，C3：2例で，D群では
C1：2，C2：11，C3：6例であった．背側骨片が粉砕もしくは末梢骨片が小さい骨折型に対して
DLPを施行した．各時期における手関節伸展・屈曲および前腕回内・回外の可動域と握力の健側
比を計算し，経時的変化の調査と2群間比較を行った．
【結果】両群ともに手関節伸展，前腕回内・回外可動域，握力は術後12ヶ月時に88％以上を獲
得していた．V群の手関節伸展・屈曲，前腕回外可動域と握力は術後6ヶ月まで，D群の手関節伸
展，前腕回外可動域と握力は術後12ヶ月まで有意に増大していた．V群前腕回内可動域は各時期
で有意な増大を認めなかったが，術後6週と12ヶ月の間では有意に増大していた．手関節伸展，
前腕回外可動域はV群が，手関節屈曲可動域と握力はD群が術後6週，3ヶ月，6ヶ月，12ヶ月の全
ての時期で他群に比して小さかった．
【考察】両群とも術後12か月以上の経過観察が望ましいと考える．V群では手関節伸展，前腕回
外可動域，D群では手関節屈曲可動域，握力が小さかった．前腕掌側もしくは背側のアプローチ
および瘢痕形成が要因であると考えた． 　
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橈骨遠位端関節内骨折に対するPolyaxial Volar Locking Plateを用いた
鏡視下整復固定の試み

Arthroscopic Reduction and Internal Fixation for Intraarticular Fracture of the Distal Radius Using

Polyaxial Locking Plate

○伊藤 博紀

厚生連山本組合総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内骨折に対して、Polyaxial Volar Locking Plateを用いた鏡視下整復
固定を試みているので報告する．【対象・方法】2011年2月以降、本法を行った橈骨遠位端関節
内骨折12例を対象とした．年齢は平均66.7（55～75）歳、骨折型はAO分類C1: 2例、C2:
2例、C3: 8例である。術式は、掌側アプローチにより遠位掌側骨片を整復後に、最遠位列より
ロッキングスクリューを挿入し、中枢骨片と固定した．遠位掌側骨片関節面を解剖学的指標と
し、背側骨片や陥没骨片を鏡視下整復・仮固定し、2列目ホールからロッキングスクリューで固
定した．再鏡視により骨片の固定状況を確認し、軟部組織の評価および処置も併用した．機種
はVariaxを5例に、VA-TCPを7例に使用した．術前後にCTを行い、gapとstep-offを評価し
た．【結果】9例で、掌側プレートによる十分な固定性が確認された．プレート設置位置不良に
より骨片不安定性の確認された1例、および骨片の粉砕した2例に対して、鋼線やスクリューに
よる追加固定を行った．舟状骨-月状骨間靱帯損傷の2例に対して鋼線固定を、TFCC変性断裂の4
例に対してデブリードマンを施行した．スクリューの関節内穿破を2例に認め、入れ替えを行っ
た．Gapは術前2.34±0.90 mmから術後0.61±0.61 mmへ、step-offは術前0.90±0.65 mmから術
後0.36±0.38 mmへいずれも有意に改善した．【考察】先に掌側骨片を固定し、次いで背側骨片
等の鏡視下整復固定を行うという本術式のコンセプトにPolyaxial Volar Locking Plateは合致
し、従来のMonoaxial Locking Plateでは固定の難しかった尺背側骨片の固定も可能な症例もあ
り、有用な内固定材である．関節鏡の併用により、関節内骨片の整復・固定状況やスクリュー
の関節内穿破の確認、さらに軟部組織損傷合併の診断が可能であった．
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橈骨遠位端関節内骨折に対する掌側Locking plate固定後の再鏡視例
の検討

A study of radio-carpal septum for distal radius fracture after volar locking plating

○森実 圭1, 河野 正明1, 玉井 貴之1, 千葉 恭平1

沖 貞明2

1興生総合病院　整形外科, 2県立広島大学　保健福祉学部

【目的】当施設では橈骨遠位端骨折の手術後における関節内の隔壁形成が可動域制限として報
告してきた。今回の調査は関節内骨折症例に対して掌側Locking plate固定を行った症例につい
て抜釘時の関節鏡所見における隔壁の有無について評価し、手関節可動域、Ｘ線学的評価項目
との関連性を後ろ向きに調査を行うことである。【対象・方法】2009年10月から2012年8月まで
に手術的加療を行った橈骨遠位端骨折119例中、関節内骨折に対して掌側locking plate固定を
行い、抜釘時に関節鏡での評価を行った31例（平均年齢64.3歳、男性5例、女性23例）を対象と
した。これらについて関節鏡所見での隔壁の有無を調べ、隔壁の有無により2群にわけて臨床評
価として手関節・前腕可動域、単純Ｘ線評価としてRadial  inclination(RI)、palmar
tilt(PT)、ulnar variance(UV)を計測した。【結果】隔壁を認めたのは31例中10例であった。
最終調査時におけるPTが隔壁（＋）群で5.46°、隔壁（－）群で10.1°であり統計学的有位差
を認めた。ＲＩ，ＵＶについては有意差を認めなかった。手関節可動域については最終調査時
掌屈が隔壁（＋）群53.3°、隔壁（－）群で60°と有意差を認めた。背屈、前腕可動域につい
ては有意差を認めなかった。【考察】手関節外傷後における関節内隔壁については約30％程度
の発生頻度が諸家の報告であるが、それとほぼ同様であった。隔壁発生例の要因として関節内
骨折のgap,step offの残存、外固定期間などの関与が示唆されているが、今回の調査ではＰＴ
に有意差を認め、矯正不良が関与しているものと考えられた。
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橈骨遠位端関節内骨折の骨折パターンには靭帯が関与しているか？
Are ligaments involved in the fracture pattern of intra-articular fracture of the distal radius?

○小川 健, 田中 利和, 野内 隆治, 熊谷 洋
落合 直之

キッコーマン総合病院

【はじめに】橈骨遠位端は手根骨との間に掌背側ともに多くの靭帯があり、安定した遠位手根
関節を形成している。靭帯の弾性に比し、骨は硬く外傷により損傷を受けやすい。本発表の目
的は、橈骨遠位端関節内骨折の骨折パターンと靭帯位置との関係を明らかにし靭帯の骨折への
影響を検討することである。 【対象と方法】当院にて橈骨遠位端骨折に対してCTを施行した
1 0 8 ( 男 3 5 ・ 女 7 3 ) 例 、 平 均 年 齢 は 男 4 8 歳 ・ 女 6 4 . 7 歳 。 A O 分 類 は
C1;8例、C2;29例、C3;71例。Mandziak(JHS(Am), 2011)の報告に基づき、CT横断像にて靭帯と関
節包付着部に合わせて橈骨遠位端の外周を11領域(Zone)に分け、骨折線がどこに及ぶかを分類
した。χ2検定にてp値0.05未満を統計学的有意とした。さらに、男女間、年齢(65歳以上と未
満)、骨折型(C1,C2群とC3群)で、その傾向を比較した。【結果】DRUJ部は背側－掌側の橈骨尺
骨靭帯部に当たるzone9(8例),zone11(6例)に比べ、靭帯の間であるzone10が61例と最も多かっ
た(p値＜0.01)。掌側は長－短橈骨月状骨靭帯部分であるzone1(7例),zone3(16例)に比べ、靭帯
の間であるzone2は35例であった(p値＜0.01)。背側はLister結節から尺側の橈骨手根靭帯部分
であるzone8(48例)、Lister結節から橈側の靭帯のない部分であるzone7(38例), zone6(24例)で
あった(p値＜0.01)。これは、男女間・年齢・骨折型において、同様の傾向を認めた。【結論】
橈骨遠位端掌側・尺側では、骨折部が靭帯間におよぶ傾向を認めたため、靭帯は骨折パターン
に関与している可能性がある。
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橈骨遠位端骨折における関節内迷入骨片-頻度と治療成績
Migrating fragments in distal radial fractures-Incidence and clinical outcome

○岡崎 真人1, 田崎 憲一1, 西脇 正夫1, 斉藤 憲太2

斉藤 朝海3

1荻窪病院整形外科・手外科センター, 2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

【はじめに】昨年われわれは手関節内に骨片が突出あるいは迷入した橈骨遠位端骨折について
報告した。今回はその発生頻度と治療成績について報告する。
【対象および方法】調査１：2006年7月から2011年9月までに手外科専門医が常勤しない単一病
院で治療した新鮮橈骨遠位端骨折269症例を抽出し、後ろ向きに関節内迷入骨片の有無を調査し
た。掌屈転位型38例・背屈転位型162例・転位無し69例、男性110例・女性159例、初診時年齢3-
99歳（平均52.0歳）。調査２：昨年報告した手関節内迷入骨片症例7例の術後成績を調査した。
全例AO分類C型、関節内背屈転位型骨折で、男性2例・女性5例、手術時年齢42～74歳（平均
63.1歳）、術後経過観察期間316-687日（平均483日）。なお、調査１と２は対象症例が同一で
はない。
【結果】調査１：術前CT撮影された123症例のうち、4例に関節内迷入骨片を認めた。全例AO分
類C型、関節内背屈転位型骨折で、女性4例、55-66歳（平均59.8歳）だった。CT検査していない
146症例でも関節内迷入骨片の存在を疑う症例が4例あった。調査２：疼痛VAS0-32mm、可動域健
側比屈曲64-90%・伸展64-100%、握力健側比47-153%、DASH score 0-43.5、modified Mayo
score E4G1F2。
【考察】今回の検討では1.4%（疑い症例も含めると2.9％）に関節内迷入骨片を認めた。佐々木
・山中らは天蓋状骨片の存在率を1%未満と報告しているが、われわれの調査ではCT撮影した症
例が多かったことが関係している可能性がある。迷入骨片が存在する症例はいずれもAO分類C型
骨折であり、治療成績は症例によりばらつきが大きかった。
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Polyaxial volar locking platingによる橈骨遠位端骨折手術に伴う合併症
の検討

Analysis of complications with polyaxial locking volar locking plating for distal radius fractures

○森田 晃造1, Jörg Grünert5, 越智 健介2

中村 俊康3, 堀内 行雄4

1国際親善総合病院　整形外科

2東京女子医科大学付属膠原病リウマチ痛風センター　整形外科

3慶応義塾大学　整形外科, 4川崎市立川崎病院　整形外科

5Kantonsspital St.Gallen

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の中でも刺入角度可変性で
あるpolyaxial volar locking plate（以下PLP）を用いた橈骨遠位端骨折の手術的治療は現在
まで数多く施行されているが、その機能的特徴から特有の合併症の発生を危惧する意見もあ
る。今回われわれは現在までの施行例に対して術後合併症の発症の有無およびその発症要因に
ついて検討したので報告する。
【対象および方法】検討対象は橈骨遠位端骨折に対してPLPにて手術加療を施行した776例787骨
折で、男性287例（37%）, 女性489例 (63%) であった。手術施行時の平均年齢は59才(13～
96才) であった。全例とも使用インプラントはPLPであるAptus2.5 (Medartis) を用いた。
【結果】術後合併症の発生率は10.3%（81例）であった。主な内訳は正中神経刺激症状が
2.8%(22例)、術後矯正損失が1.8%(14例)、スクリューの関節内設置が1.0%(8例)、屈筋腱損傷が
0.4% (3例)、伸筋腱損傷が0.4% (3例)、術後感染が0.5% (4例)であった。また骨折型では発症
例の70％がAO分類Type Cであり、重症度に応じて合併症の発生率が高くなる傾向にあった。
【考察】各合併症において、過去のmonoaxial plateを用いた掌側ロッキングプレート固定にお
ける合併症の報告と比べても特に高率な合併症は見られず、PLP特有の合併症は特には見受けら
れなかった。本研究では手術手技に起因する合併症も散見され、それらの合併症はインプラン
トの特性および手術適応をよく理解し、手術手技を確立することにより回避可能であり、発生
率を減少させられると考えられた。
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橈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における
合併症の検討

Complications of volar locking plate fixation for distal radius fractures

○近藤 秀則, 今谷 潤也, 森谷 史朗, 桐田　 由季子
川上 幸雄

岡山済生会総合病院　整形外科

【はじめに】優れた初期固定性を有する掌側ロッキングプレート（以下VLP）固定術は急速に普
及し、橈骨遠位端骨折に対する手術療法の標準的治療となりつつある。しかし、近年、追加手
術を要するような重大な合併症の発生率は他の治療法よりもむしろ多いとの報告がなされた
（Diaz-Garcia 2011）。今回当科においてVLPで加療した橈骨遠位端骨折における術後合併症を
調査し、その原因と対策について考察する。【対象と方法】当科でVLPを用いて加療した橈骨遠
位端骨折194例を対象とした。手術時年齢は20から95歳（平均67.2歳）、性別は男性33例、女性
161例であった。骨折型はAO分類でA2：21例、A3：55例、B3：6例、C1：14例、C2：29例、そし
てC3：69例であった。これらの症例に対して各種合併症の種類とその発生率、必要となった追
加治療を調査した。【結果】VLP固定術後における合併症の発生率は、全体として24例
（12.4%）とやや高率であった。その内訳は長母指伸筋腱断裂1例、長母指屈筋腱断裂1例、関節
内へのスクリュー穿孔8例、スクリューの脱転1例、偽関節2例、正中神経領域のしびれ
11例、pre CRPS 1例、そして深部感染1例であり、これらうち追加手術を要したものは11例／24
例（45.8%）であった。【考察】われわれは当科における橈骨遠位端骨折に対するVLP固定術の
良好な治療成績を報告してきた（今谷 2008、中道 2012など）。しかし、本固定法における合
併症の発生率は12.4%とやや高く、その45.8%は追加手術を要する重大な合併症であった。これ
らの原因の多くはtechnical errorによるものであり、その対策としては局所解剖の熟知、各
VLPの特徴と使用方法の理解、正しい手術手技による正確な実施、そして手術手技の標準化が重
要であると考えた。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定後の長母指伸筋腱断裂の
検討：スクリュー以外の要因によるものについて

Rupture of Extensor Pollicis Longus Tendon Accompanied with Volar Locking Plate Fixation for Distal

Radius Fracture

○頭川 峰志1,2, 長田 龍介1

1富山大学医学部整形外科, 2黒部市民病院整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート（VP）固定後に長母指伸筋腱（EPL）断裂を
生じる報告が散見され、その多くは突出したスクリューが原因である。我々はスクリューが関
与しないEPL断裂例を経験した。本研究ではEPL断裂を生じる危険因子を解析し、VP固定時に第3
区画を開放しEPLを保護すべき症例の特徴を検討した。【方法】2008年8月～2012年5月にVP固定
した148例（男性28例、女性120例、平均年齢65.1歳）を対象とした。骨折型は掌側転位型が
26例、背側転位型が122例で、AO分類ではA2:7例、A3:70例、B2:1例、B3:3例、
C1:1例、C2:52例、C3:15例であった。このうちEPL断裂を手術時に認めたもの、または術後に生
じたものについて3DCTの特徴と術中所見を解析した。またVP固定時に第3区画の開放群26例と非
開放群122例における術後EPL断裂の頻度を比較した。【結果】EPL断裂は4例(2.7%)で生じた。
背側転位型の2/26例(1.6%)は背側天蓋骨片の転位があり、断裂時には滑走床の骨性隆起を認め
た。掌側転位型の2/122例(7.7%)では背側にsharp edgeを認めた。断裂例はすべて非開放群であ
った。VP術前3DCTで骨折部を評価しえた73例のうち、背側天蓋骨片の転位や滑走床にsharp
edgeを有したものは11例（15.1%）であった。この11例のうち7例は第3区画を開放しEPL断裂を
生じなかったが、4例は非開放であり、2例にEPL断裂を認めた。【考察】掌側転位型において整
復後も背側のsharp edgeが残存する症例はEPLの陥入が考えられ、第3区画の開放を積極的に考
慮する。また、背側転位型ではEPL断裂の頻度は低かったが、3DCTで背側天蓋骨片の転位を有す
る例では、VP固定と同時に第3区画開放、背側天蓋骨片を整復することでEPL断裂を予防できる
可能性がある。
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橈骨末端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後の合併症－
術後1年以上経過例の調査－

Complications of Volar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fractures

○細見 僚1, 安田 匡孝1, 安藤 佳幸2, 大橋 弘嗣1

1大阪府済生会中津病院　整形外科, 2白庭病院　整形外科

【目的】近年，橈骨末端骨折に対して掌側ロッキングプレート（以下VLP）固定術が主流になっ
ているが，その合併症に関する報告も散見される．その中には術後早期に一過性に生じるもの
や，プレートが直接的に関係していないものも含まれる．われわれは，VLPを用いて加療した橈
骨末端骨折の術後合併症に関して，プレートが直接原因と考えられるものを中心に調査し
た．【対象】2005年4月から2011年10月までの間に当科にてナカシマメディカル社製VLPにて加
療した橈骨末端骨折患者144例中，術後1年以上追跡し得た111例（追跡率77％）を対象とした．
男23例，女88例，手術時平均年齢は62歳（20歳～86歳），術後平均追跡期間は34ヵ月（12ヵ月
～89ヵ月）であった． 【結果】合併症を10例（9%）に認めた．その内訳は，2回の伸筋腱断裂
（長母指伸筋腱，総指伸筋腱）1例，屈筋腱刺激症状（長母指屈筋腱，深指屈筋腱）2例，プレ
ート周囲骨折1例，ロックナットの脱転1例，手関節掌側の違和感が3例，手関節背側の違和感が
2例であった．手根管症候群や屈筋腱断裂は認めなかった．伸筋腱断裂は遠位ロッキングスクリ
ューの背側への突出が原因であった．屈筋腱刺激症状や手関節掌側の違和感を訴える例では，
プレートの設置位置が不良であった．手関節背側の違和感は，遠位ロッキングスクリューや近
位スクリューの背側への突出が原因であった．抜釘は14例（13%）で行われており，そのうち合
併症による抜釘は5例であった．【考察】本プレートのロッキング機構の構造上遠位部分に厚み
があるが，平均約3年の術後経過では危惧される屈筋腱損傷はなく，屈筋腱刺激症状も少数であ
った．しかし，術後長期経過例での屈筋腱断裂の報告があり，今後屈筋腱損傷が出現する可能
性は残る．
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橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定術後の長期にわたる遺
残疼痛に対する検討

Residual pain after volar locking plate fixation for distal radius fractur

○篠原 孝明1, 建部 将広1, 山本 美知郎1, 今枝 敏彦2

平田 仁1

1名古屋大学　医学部　手の外科, 2金城学院大学　生活環境学部

【はじめに】橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後の長期経過における遺残疼痛の報
告は少ない。患者の遺残疼痛につき、うつ状態の評価を含めて関連因子を検討した。【方法】
平成18年4月から1年間に橈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90例のうち、全てのアンケートに回答が得られた69例を対象と
した。男性22、女性47例、平均年齢60歳、平均経過観察期間65ヵ月、骨折型はAO分類A型20、B
型4、C型45例であり、最終診察時のvolar tilt、radial inclination、ulnar varianceは5.4±
6.0、20.6±5.4、1.0±2.1とX線パラメーターは概ね良好であった。10段階のnumerical rating
scaleを用いた疼痛評価で3以上を中等度疼痛ありと定義し、中等度以上疼痛の有無を目的変
数、年齢、性別、自己評価抑うつ尺度SDS（Self-Rating Depression Scale）、Hand10、術者の
キャリア年数、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】中等度以上疼
痛あり18例、なし51例と26％で遺残疼痛を認めた。SDSは平均41.4±9.9であり、抑うつ性なし
27、軽度抑うつ性21、中等度抑うつ性21例、Hand10は平均13、術者キャリア年数は平均8年、尺
骨骨折なし33、あり36例であった。多変量解析の結果、Hand10と年齢が有意な説明変数として
抽出された。【考察】術後約5年経過しても、26％の患者に遺残疼痛を認めた。高齢者、上肢の
機能障害を感じている患者に長期にわたり疼痛が残存しやすいと考えられた。遺残疼痛とうつ
状態との関連ははっきりしなかった。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後の正中神経
障害

Median Nerve neuropathy of Distal Radius Fractures with Volar Locking Plates

○角 光宏1, 本田 祐造2

1貞松病院　整形外科, 2長崎労災病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート(以下VLP)固定後に手のしびれを訴え
る症例を時に経験するが、一過性のことも多く看過されてきた印象がある。今回、VLPで加療し
た橈骨遠位端骨折例で、術後に正中神経支配領域に症状を有した症例を調査し、その特徴を検
討したので報告する。【対象と方法】VLPで加療した橈骨遠位端骨折で、術後3か月以上経過し
た275手を対象とした。男性76手、女性199手、平均年齢61歳(17歳～90歳),平均追跡期間13か月
(3か月～61か月)、骨折型(AO分類)は、A2:3手、A3:92手、B3:16手、C1:51手、C2:38手、C3:75
手であった。このうち、術後に正中神経支配領域のしびれや痛みを訴えた症例に対し、その頻
度や特徴を調査し、本合併症の病態と回避対策について検討した。【結果】正中神経障害は23
手(8.4%)に認め、正中神経本幹の障害が16手、掌側皮枝のみの障害が7手であった。治療法別で
は、経過観察のみでしびれが消失:13手、自覚症状の残存:5手、掌側皮枝の神経剥離術:2手、手
根管開放術と神経剥離術の併用:2手、CRPS様症状を呈した保存療法例:1手であった。骨折型別
頻度ではC1:2%、C2:10.5%、C3:16%と関節内骨折の重症度に比例して増加し、またプレート別頻
度では遠位設置型が10.3％で、近位設置型(4%)やpolyaxial型(4.5%)と比べ高い頻度であっ
た。【結語】VLP固定後の正中神経障害例の多くは、術中牽引による一過性のneurapraxiaと考
えられたが、症状が持続し神経剥離を要する例もあり、さらにCRPS発症のリスクファクターに
もなり得る。術中の牽引や駆血時間が正中神経におよぼす影響および神経の走行には個体差が
あると推察され、その低減対策として適切なプレート選択と手術手技の習熟が肝要と考えられ
た。
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橈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最近の話
題

Current Concepts in Volar Locking Plate Fixation for Unstable Distal Radius Fractures

○今谷 潤也

岡山済生会総合病院　整形外科

不安定型橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術は，その良好な臨床治療成績
から手術的治療法のGold Standardとして認知されつつあります。その一方で近年，術後に生じ
る特有の合併症として伸筋腱および屈筋腱障害やスクリューの関節内穿孔をはじめとする
Implant failureなどの報告が散見され，さらに‘他の術式よりも二次的手術を要するような重
大合併症はむしろ多い’といった内容のSystematic review (Diaz-Garcia RJ, et al. J Hand
Surg(Am), 36, 2011)も報告されました.そこで本講演では，これらの合併症を回避しつつ，本
法をより安全で安心な術式とするためには何が必要かについて再考したいと思います．まず掌
側ロッキングプレートのデザインの変遷と現状，手術適応と限界，術後合併症とその対策など
について述べます．特に最も重篤な合併症とされる屈筋腱障害については，これを防ぐための
プレート設置の目安である“Watershed Line (Orbay：Hand Clin., 21, 2005)”に関して解剖
屍体を用いた研究結果をまじえて詳しく述べます．さらにこのような解剖学的研究やMDCTを用
いた橈骨遠位掌側部と屈筋腱との形態学的研究などに基づき，使用するインプラントにかかわ
らず共通した手技および普遍的な注意点やコツを網羅した“術式の標準化”への取り組みにつ
いてもご紹介したいと思います。
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橈骨遠位端骨折後の掌側ロッキングプレート固定術例における長母
指屈筋腱の経時的滑走評価

Gliding assessment of Flexor Pollicis Longus Tendon after Volar Locking Plating for Distal Radius

Fracture

○野中 信宏1, 田崎 和幸1, 宮崎 洋一2, 貝田 英二2

1愛野記念病院　リハビリテーション部, 2愛野記念病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折後における掌側ロッキングプレート固定術後セラピィ時に長母指屈筋
腱（以下FPL）の滑走障害を経験する．そこで，FPLの経時的滑走評価を調査したので報告す
る．
【対象】2011年から2012年6月までに掌側ロッキングプレート固定術と術後セラピィを行った例
で術後1週～8週までに3回以上滑走評価が可能であった52例を対象とした．年齢平均68.7歳，男
性8例，女性44例で使用したプレートはVA-TCPが29例，Acu-Locが21例，APUTUSが2例であった．
【方法】1．母指自動屈曲可動域の健側比（proximal gliding以下PG）の平均値を各週で算出し
た．2．術後4週時から手関節背屈50度位での母指他動伸展制限の有無（distal gliding limit
以下DGL）を調査した．3．術後7週（または8週）時に滑走評価が可能であった例でPGが90%以
上，DGLが無の例を滑走障害なし，それ以外の例を滑走障害ありとして， VA-TCP使用群とAcu-
Loc使用群間および70歳未満群と70歳以上群間で比較した．
【結果】1．2．においては以下，術後経過/調査可能例数/平均PG/DGLありの例数として，1週
/52例/78%，2週/35例/85%，3週/37例/88%，4週/35例/89%/26例，5週/37例/91%/23例，6週/26例
/91%/16例，7週/26例/93%/14例，8週/32例/96%/9例であった．3．使用したプレートや年齢間に
よる有意差は見られなかった．
【結論】術後早期から近位にも遠位にも滑走障害を呈しており，近位滑走は術後8週程度で健側
と同等に改善した．遠位滑走は術後7週までは調査できた症例の半数以上が制限を認めた．VA-
TCPとAcu-Locのプレート使用に関わらず，また年齢による差もなく術後FPLの滑走障害が起きる
ため，強固な癒着形成を避けるためにも手関節可動域訓練等だけでなく，FPL滑走訓練も必要で
あると考える．
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橈骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレート術後に生じる屈筋
腱障害のリスク評価

Risk assessment of flexor tendon irritation after volar looking plate fixation for distal radius fractures

○山崎 宏, 小松 雅俊

相澤病院　整形外科

【背景】橈骨遠位端骨折における掌側プレート固定術後に,プレートと屈筋腱が接触して摩耗・
断裂することがある.指屈伸時に轢音が認められる患者では,抜釘時に屈筋腱が摩耗している事
がある.【目的】屈筋腱損傷を轢音から予測できるか検討する.【研究デザイン】横断的分析研
究（診断）【対象】当施設で掌側ロッキングプレート抜釘術を行った患者:36人【評価】指屈伸
時の音は前腕掌側において電子聴診器を用いて録音した.轢音の有無は検者の主観で判断した.
周波数解析ソフトウェアを用いて,強さ,高さ,周期のゆらぎ，振幅のゆらぎ，雑音を評価した.
単純X線画像はプレート設置位置を評価した.超音波画像は屈筋腱鞘の腫大(滑膜炎)と屈筋腱の
プレートへの接触を評価した.術中評価は屈筋腱の滑膜炎・摩耗と方形回内筋の菲薄化・プレー
ト露出を評価した.【検討方法】録音した音を轢音あり群と轢音なし群に分け,周波数解析から
の違いを検討した. 術中異常所見をGold Standardとして,術前評価の判別特性値を求め
た.【結果】轢音は5人に認め,強さ変化量が有意に大きかった.轢音の屈筋腱異常に対する感度
は50%,特異度は85%,オッズ比は6.0で,超音波画像と同等であった. 単純X線画像では感度は75%,
特異度は21%,オッズ比は0.8であった.轢音の方形回内筋異常に対する感度は29%,特異度は81%,
オッズ比は1.8で, 超音波画像の感度は85%,特異度は81%,オッズ比は27,単純X線画像の感度は
71%,特異度は20%,オッズ比は0.6であった.【考察】轢音は屈筋腱の滑膜炎や癒着を反映し,腱滑
走時の抵抗により生じていると考えられる.腱の状態を知ることができる簡便・有用な診断法で
ある.
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート術後の屈筋腱皮下
断裂を予測できるか？―聴診所見の有用性―

Is it possible to predict rupture of the flexorpollicis longus after volar plate fixation for distal radius

fracture by using a stethoscope?

○吉田 紘二, 安部 幸雄

山口県済生会下関総合病院

〔はじめに〕　掌側ロッキングプレート固定後の屈筋腱皮下断裂は重大な合併症で金谷らは腱
とプレートの摩擦により生じる音で腱損傷を予見できると述べた。私達は抜釘時、指屈伸によ
り生じる音を聴診器にて聴取し健側と比較し、術中所見で腱の状態を評価してきた。第38回骨
折治療学会で報告し、症例数を加え調査したので報告する。〔対象と方法〕　2011年5月以降の
43例44関節を対象とした。男性5例女性38例で平均年齢65.8歳(26～83歳)、症例の内訳は橈骨遠
位端骨折41、変形治癒3関節であった。使用プレートはAcu-Loc　34例、DVR　10例であった。X
線でのプレートの設置位置はSoong分類を用いて評価した。聴診は抜釘時に母指、他指を屈伸さ
せ聴診器で雑音を聴取し、健側と比較し、術中の屈筋腱の肉眼所見との関連性を検討した。〔
結果〕　雑音が聴取されたのは44関節中8関節（FPL7例、FDP1例）の18.1%で、使用インプラン
トは全例Acu-Locだった。Soong分類ではgade0が10、grade1が32、grade2は2関節であった。そ
のうちgrade0で１関節、grade1で6関節、grade2では1関節で雑音を聴取した。grade1の3関節
（6.8％）で腱損傷が認められたが腱断裂症例はなかった。雑音のないものでは腱損傷は認めら
れなかった。DVR10例全例で雑音は聴取せず、腱損傷も認めなかった。〔考察〕本検討において
聴診により腱損傷の状態把握は可能で、抜釘の必要性を判断できると考えられる。また近位設
置型であるDVRでは雑音は聴取せず、腱損傷も現時点では認めていない。骨折線が遠位に至る場
合など近位設置型では対応が困難な症例も存在する。このような場合、骨接合を確実に行える
プレートを選択し、骨癒合を獲得した後にX線所見、腱刺激症状、聴診所見から抜釘の必要性を
評価することが重要と考えた。
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超音波短軸像による橈骨遠位端部における長母指屈筋の腱滑動につ
いて－掌側プレート固定例における患健側の検討－

Ultrasound assessment of the transverse movement of flexor pollicis longus tendon on the distal radius at

various wrist positions with active finger motion in patients with the distal radius fracture

○南野 光彦1, 澤泉 卓哉2, 小寺 訓江2, 友利 裕二2

高井 信朗2

1日本医科大学　武蔵小杉病院　整形外科, 2日本医科大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折のプレート固定例における長母指屈筋腱（FPL）の滑動を調査するため
に，超音波短軸像を用いて，手関節肢位の変化と全指屈伸による橈骨遠位端部でのFPLの腱滑動
について患健側で比較検討した．【対象及び方法】掌側ロッキングプレート固定を行った橈骨
遠位端骨折30例（平均年齢64.9歳）を対象とした．超音波検査は近位手首皮線上でwatershed
line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，橈屈10度における全指伸展，屈曲時のFPLの位置を測定し，プレート側と健側を比較
した．測定の基準点は，watershed line上の橈骨月状骨窩掌側骨性隆起頂点とし，FPLの位置を
橈側と掌側方向の座標点で表した．【結果】FPLはプレート側，健側とも中間位から背屈位，尺
屈位にすると背尺側に移動し，全指屈曲で更にプレートに近づき，12例でプレートに干渉して
いた（平均FPL-橈骨間距離：プレート側0.5mm，健側1.2mm）．一方FPLは掌屈位では橈骨から離
れるように掌尺側に，橈屈位では掌橈側に移動し，全指屈曲でFPLはさらに橈骨から離れる方向
に移動した．またプレート側は健側と比して，FPLが全肢位で背側に位置し，更に全指屈曲で背
尺側に移動した．【考察および結論】超音波長軸像ではFPLが最もプレートに干渉する最大背屈
位での観察が困難で，手指運動時にFPLが橈尺側にも移動するため測定にぶれが生じる可能性が
ある．我々は短軸像で各種手関節肢位での腱滑動が観察可能であることを報告してきた．今回
FPLはプレート側では健側と比して背側すなわち橈骨寄りに位置し，背屈位，尺屈位の全指屈曲
時に最もプレートに近づき，干渉しやすいことが確認された．
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橈骨遠位端骨折術後の長母指屈筋腱断裂予防の試み：“腱刺激症
状”の有用性

Prevention of flexor pollicis longus tendon rupture after volar plate fixation of distal radius

fractures:evaluation of "tendon irritation"

○菅沼 省吾, 多田 薫, 瀬川 武司, 土屋 弘行

金沢大学　医学部　整形外科

【はじめに】
橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術後の合併症として、長母指屈筋（以下FPL）腱断裂
が起こることは広く知られている。当科ではこれまで、FPL腱断裂には母指運動時の違和感や痛
みなどの“腱刺激症状”が先行すると考え、“腱刺激症状”を認める例には抜釘を行うことを
推奨してきた。今回我々は、抜釘を行った症例を前向きに調査し、“腱刺激症状”の有用性に
ついて検討したので報告する。
【対象】
対象は2008年12月から2012年4月に当科および関連病院で抜釘を行った24人、26手である。性別
は男性8人、女性16人、年齢は平均57.8（21～85）歳、右側14手、左側12手、抜去したプレート
は全てAcu-Loc distal radius plate system（小林メディカル）であった。また、骨接合から
抜釘までの期間は平均21.1（4～55）か月であった。全例に対し、術前に“腱刺激症状”の有無
を、術中にはFPL腱損傷の有無を調査した。
【結果】
術中にFPL腱に滑膜炎あるいは粗雑化の所見が認められた場合を「FPL腱損傷あり」と定義した
場合、“腱刺激症状”の感度は85.7%、特異度は33.3%であった。また、FPL腱損傷を粗雑化に限
定すると、“腱刺激症状”の感度は100%、特異度は31.6%であった。
【考察】
我々は、過去に経験したFPL腱断裂例において、断裂腱はいずれも広範に損傷し滑膜様に変性し
ていたことから、腱断裂はプレートによる繰り返す刺激により滑膜炎や粗雑化の状態を経て断
裂に至ると考えた。すなわち、滑膜炎や粗雑化を腱断裂の前段階と捉え、これらを漏れなく検
出することが腱断裂の予防につながると考えた。本研究により、当科で提唱した”腱刺激症
状”は感度が高く、抜釘を行うべき症例をスクリーニングするために評価すべき所見であると
考えられた。
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橈骨遠位端骨折に対する安全な掌側ロッキングプレートの術式: 屈
筋腱損傷予防の観点から

Volar Locking Plate Fixation for the Distal Radius Fracture to Prevent Flexor Tendon Injuries

○加藤 直樹1, 吉澤 貴弘2, 関谷 繁樹2, 酒井 宏哉1

1埼玉医科大学総合医療センター　整形外科, 2赤心堂病院　整形外科

掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折の治療は、安定した成績が得られる事から現
在は標準的治療法としての座を獲得したと言っても過言ではない。しかし症例数が増えるにつ
れ、屈筋腱皮下断裂などの重篤な合併症も多く報告されるようになってきた。我々は当科で経
験した屈筋腱皮下断裂例を検討し、これまで危険因子として着目されてきたWatershed line以
遠への遠位設置だけでなく、遠位骨片の回旋転位の残存によるプレート尺側遠位端の浮き上が
りが原因になりうる事を確認し、近年は整復後に、先に問題となるプレート遠位と遠位骨片を
密着した上で内固定するReduction and Distal First Technique（R&D法）が有効であると考え
実践している。本手法は整復をまず行ってから遠位を先に固定するため、梃子の原理で整復す
る従来のcondylar stabilizing法とは異なる手法であると考えている。今回、本法に基づいて
関連施設で行われた手術症例（35例、平均年齢58.4歳）の結果から、その有効性を検討したの
で報告する。骨折型はA2 10例、A3 1例、B2 2例、C1 6例、C2 14例、C3 2例であり、内固定は
全例DVR anatomic plate system（Biomet社）が用いられていた。評価は術後単純X線像
で、Soongらの報告したvolar prominenceを計測して行った。結果、5例においてvolar
prominenceを認めたが、その突出は最大で2mm、平均1.42mmであり、ほぼ良好な位置に設置され
ていた。この結果から、R&D法は実践が容易で効果的な手法であると考えられた。
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橈骨遠位端掌側ロッキングプレート抜去例における超音波所見と屈
筋腱の損傷状況の対比

Ultrasonographic Findings and Damege of the Flexor Tendons in the Patient Underwent Volar Locking

Plate Removal of the Distal Radius

○鈴木 修身1, 砂川 融2, 中島 祐子1, 四宮 陸雄1

越智 光夫1

1広島大学　整形外科, 2広島大学　医歯薬保健学研究院

【はじめに】橈骨遠位端を掌側ロッキングプレートで固定したとき、最も危惧される合併症に
屈筋腱損傷がある。プレート抜去例のうち、あらかじめ屈筋腱を超音波で観察した症例につい
てその所見と、腱の損傷状況を対比したので報告する。【対象】17例17手関節（男9例、女
8例）が対象で、プレート抜去時年齢は21～71歳（平均50.3歳）であった。橈骨遠位端骨折の固
定後が14例で、橈骨遠位部での矯正骨切り術後が3例であった。抜去の理由は、屈筋腱部の動作
時違和感を訴えたものが6例、母指の屈曲が術後5週で突如不可能となったものが1例であった。
のこりの10例は抜去を希望したものなどで、とくに屈筋腱に関する愁訴はなかった。抜去前の
超音波検査では、屈筋腱とプレートの接触があったものが10例で、母指屈曲不能となった1例で
は長母指屈筋腱の超音波画像の途絶が確認できた。のこりの6例では腱とプレートは接触してい
ないと判断された。【結果】超音波検査で屈筋腱とプレートの接触があった10例のうち、4例で
屈筋腱部分損傷が認められ、損傷の程度はいずれも腱の厚さの1/4までの部分損傷であり再建を
要した例はなかったが、そのまま放置すればいずれ断裂する可能性があると考えられた。腱と
プレートの接触があったのこりの6例では、腱とプレートは近接していたものの、腱損傷はなか
った。母指屈曲不能となった1例では、長母指屈筋腱の完全断裂があった。また腱とプレートの
接触はないと判断された6例では、腱とプレートの間に瘢痕組織が介在し腱損傷は認められなか
った。【まとめ】腱部分損傷例や腱とプレートが近接していた例では、超音波検査で状況が把
握できていた。屈筋腱断裂予防のために、超音波検査は有用な方法と考えられた。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療方針－内固定を行
わないとする立場から－

Treatment for fracture of the distal ulna with fracture of the distal radius-By the policy not to perform an

internal fixation-

○白坂 律郎1, 若杉 琢磨1, 木村 浩明1, 石突 正文2

1土浦協同病院　整形外科　, 2石岡医師会病院

【はじめに】橈骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折の扱いについては意見の一致は見られ
ていない。報告は内固定を勧めるものが多いが、手術症例の方が報告しやすいという一面もあ
り、実際のところは保存療法を選択している施設も少なからず存在すると思われる。今回我々
は、尺骨遠位端骨折に対して内固定を行わなかった症例を検討した。【対象と方法】対象は
2008年以降、少なくとも骨癒合まで追跡可能であった21例である。内訳は男性2例、女性18例、
年齢は32歳～87歳（平均66.8歳）であり、骨折形態はBiyani分類でtype1が9例、type2が
1例、type3が3例、type4が8例であった。術後評価は疼痛（日常生活動作）、可動域、握力、画
像所見（ulna variant、DRUJ変形、骨癒合）で行った。【結果】DRUJや尺骨遠位端部に限局し
た痛みの訴えはなかった。可動域は平均で背屈58.9度、掌屈53.2度、回内67.9度、回外72.6度
であった。握力は平均で健側比約77％であった。Ulna variantの術直後からの変化はおおむね
見られず2mm以上の増大を来した症例が1例あった。DRUJは明らかな関節症性変化は見られなか
ったが、3mm以上開大した症例が2例あった。骨癒合は全例で得られたが、15度以上の屈曲変形
を生じた症例が4例、癒合部の骨肥大が4例で見られた。【結論】日常生活を制限するほどの痛
みは残さず、再手術例もなかった。SK法や尺骨遠位端切除がsalvage手術となり得る高齢者や重
度粉砕症例では内固定は必須とは思われない。　その一方で、解剖学的に正常な形態が得られ
ない症例も散見された。骨折形態によってはやむを得ないと考えているが、若年者においては
固定器具の進歩も合わせて考えると内固定を行ってもよいと考えている。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折に対する内固定の治療
効果の検討

Clinical Effect of Internal Fixation for Ulnar Styloid Fractures Aassociated with Distal Radius Fractures

○澤田 英良1, 篠原 孝明2, 三宅 洋之1, 平田 仁2

1一宮市立市民病院, 2名古屋大学医学部手の外科学

【目的】
橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折に対する内固定が治療成績に影響するかを検討す
ること。
【対象と方法】
2006年4月～2007年3月、2010年9月～2011年10月に、当院および関連施設において橈骨遠位端骨
折に対し掌側ロッキングプレートを用いて治療した320例のうち、尺骨茎状突起骨折を合併した
228例を対象とした。このうち、尺骨茎状突起骨折に対して内固定を施行した19例（男性8例、
女性11例）をcase群とし、各症例につき年齢・性別・尺骨茎状突起骨折の骨折型をmatchingさ
せた2例を抽出し、これら38例（男性16例、女性22例）をcontrol群として比較検討した。平均
年齢はcase群53.3歳、control群54.5歳、橈骨遠位端骨折の骨折型は、case群でAO分類A型
7例、B型2例、C型10例、control群でA型10例、B型4例、C型24例であった。尺骨茎状突起骨折の
骨折型は中村分類のtip・centerを先端部、baseを基部、proximalを近位部とした。case群で先
端部3例、基部14例、近位部2例、control群で先端部7例、基部27例、近位部4例であった。評価
項目は、尺骨茎状突起骨折の骨癒合率、前腕・手関節の関節可動域（以下ROM）健側比、握力健
側比、Hand20、VAS（Visual Analogue Scale）とした。
【結果】
尺骨茎状突起骨折の骨癒合率は（case群；control群）で94.1；34.8％であり、case群で有意に
高かった。ROM健側比は掌背屈93.3；84.7％・回内外95.7；94.0％、握力健側比は81.0；79.4％
であった。Hand20は16.4；11.0、VASは2.4；1.4であった。これらはいずれも有意差を認めなか
った。
【考察】
橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折では、内固定を行うことで良好な骨癒合が得られ
た。しかし、内固定を行わなくても、臨床成績には影響しないことが示唆された。
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当院における橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の治療成
績

Clinical Results of Ulnar Styloid Fractures Associated with Distal Radius Fracture

○市原 理司1, 原 章1, 楠瀬 浩一2, 一青 勝雄1

金子 和夫3

1順天堂大学医学部付属浦安病院　整形外科, 2東京労災病院　整形外科

3順天堂大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折をTip群・Base群・骨折無し群に分類し治
療成績を比較検討すること。【対象と方法】2009年1月～2012年8月までの間に橈骨遠位端骨折
に対し掌側ロッキングプレートで観血的手術を行った100症例を対象とした。AO分類はA1:3例,
A3:3例, B2:4例, B3:4例, C1:22例, C2:8例, C3:56例であった。手術時年齢は14～86歳、平均
52.9歳。受傷側は右46例、左54例で、術後経過観察期間は2～39か月（平均9.7か月）であっ
た。尺骨茎状突起骨折型はTip群:41例、Base群:40例、骨折無し群:19例であった。検討項目はX
線評価項目として受傷時・最終評価時volar tilt（VT）、ulnar variance（UV）を調べた。尺
骨茎状突起骨折の骨癒合判定は最終評価時のＸ線正面像で行った。臨床所見として最終評価時
の可動域、握力、手関節尺側部痛の有無、総合臨床成績は日手会の評価基準を用い
た。【結果】総合臨床成績は3群間で有意差はなかった。最終評価時のUVはBase群で有意に増大
を示した。その他評価項目はいずれも有意差は無いが、骨折無し群で他の2群より良好な成績で
あった。尺骨茎状突起骨折の骨癒合率はTip 39.0%, Base 42.5%で有意差はなかった。受傷側は
右側と比較し左側で有意に骨癒合率が高かった。手関節尺側部痛はBase群で他の2群より高率に
認めた。【考察】最終評価時にdorsal tilt, UV plusの残存した症例で偽関節になる傾向があ
った。手関節尺側部痛は骨折無し群でも発生しており、尺骨茎状突起骨折の存在および骨癒合
の有無との相関は低いと考えられた。一方で最終評価時UV plusは手関節尺側部痛との相関が高
いと考えられた。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する髄内鋼線固定法
Intramedullary pinning for treatment of distal ulnar fracture

○本間 龍介, 石垣 大介, 清重 佳郎

恩賜財団　済生会　山形済生病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折は高齢者に多く発生し、粉砕例が多く、骨
接合の適応及びその方法については未だ議論が分かれる。骨間膜や方形回内筋に牽引されるこ
とによる尺骨骨折部のulnar angulationを予防し、前腕回旋軸を安定させる目的で、演者らは
肘頭からの髄内鋼線固定法を行っている。その成績と有用性について報告する。
【対象と方法】橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対して髄内鋼線固定法を行ったの
は11例であった。全例女性で、1例を除き70、80歳代であった。尺骨遠位端骨折はBiyani分類で
type2が4例、type3が5例、type4が1例、骨幹端骨折が1例であった。橈骨遠位端骨折はAO分類で
A2が3例、A3が7例、C2が１例であった。手術方法は、橈骨を先に固定し、次に肘頭から尺骨遠
位軟骨下骨まで髄内にK-wireを2本挿入した。外固定は行わず、術翌日から可動域訓練を開始し
た。橈骨骨折に対しては掌側プレート固定が10例に、髄内セメント充填が1例に行われていた。
術後3、6、12週での手関節可動域、握力、単純X線で骨癒合時期を調査した。
【結果】術後12週での平均手関節可動域は、掌屈53.3度、背屈61.1度、回内82.2度、回外82.2
度であり、平均握力健側比は60.4%であった。尺骨の骨癒合は全例で得られ、癒合時期は術後平
均5.1週であった。
【結論】橈骨を強固に固定できれば、尺骨は本法のみでも早期可動域訓練が可能で骨癒合も良
好であった。本法は、より低侵襲で手関節部に直接侵襲を加えずに前腕回旋軸を安定させるこ
とができ、橈骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折に対する治療法として有用と考えられ
る。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療法
Fracture Treatment of Distal Ulna Combined with Distal Radius.

○杉田 健, 酒井 和裕

健和会大手町病院

【目的】橈尺骨遠位端骨折合併例でその尺骨治療法は意見が分かれる。そこで今回尺骨茎状突
起骨折を除く自験例を検討した。【対象】過去5年間当科で手術した橈骨遠位端骨折161例のう
ち茎状突起単独を除く尺骨遠位端骨折合併例16例を診療録で後ろ向きに調査した。尺骨は手術
群11例、保存群5例で、性別は男1例女10と女5例、平均年齢は69.1歳と67.0歳であった。骨折型
は橈骨AO、尺骨Biyani分類で評価、手術群は橈骨A2:2例、A3:3、C1:1、C2:2、C3:3、尺骨
1型:1例、2型:3、3型:2、4型:5であり、保存群は橈骨A3:3例、C3:2、尺骨
2型:1例、3型:3、4型:1であった。尺骨手術はhook plate5例、mini plate3、LCP1、K-鋼線髄内
釘1、tension band wiring1であった。【方法】治療成績はMayo wrist scoreとX線像を評価し
統計手法はMann-Whitney U検定を用いた。【結果】Mayo scoreは平均80.5点と79.0であり有意
差はなかった。 細分化するとBiyani 1と3型は手術群Excellent1例、Fair1、Poor1、保存群
Excellent1例、Good2であり、Biyani 2と4型は手術群Excellent4例、Good4、保存群Fair2例で
主減点項目は握力・可動域であった。最終的に全例で骨癒合を得ていた。【考察】本調査で
Biyani 2・4型は手術群が保存群に比べ成績が優れ、櫛田ら(2011)の報告のようにこの型は不安
定型で内固定の必要性が高い。一方、1・3型の成績は手術群でばらつきがあり保存群は優れて
いた。南野ら(2005)の報告のようにこの型は橈骨整復で尺骨安定性が得られ成績良好である。
しかし、今回の術成績不良例は橈骨重度粉砕、遠位橈尺関節脱臼と架橋骨形成等が悪影響して
おり、高エネルギー外傷や重度骨粗鬆症例では整復とTFCCなどにも注意すべきである。成績向
上には橈尺骨の解剖学的整復と早期運動が必要で、手術の適応と術式について文献的にも考察
する。
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尺骨遠位端骨折に対するロッキングプレートを用いた治療経験
Treatment with locking plate for the distal ulna fracture

○木村 和正1, 増田 陽子2, 橋本 智久2, 佐野 和史2

大関 覚2

1越谷誠和病院 整形外科, 2獨協医科大学越谷病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折は各種ロッキングプレートによる治療がほぼ確立されているもの
の、尺骨遠位端骨折には様々な治療法が選択されている。今回、尺骨遠位端骨折に対しロッキ
ングプレートを用いた治療成績とその問題点を報告する。【対象、方法】2009年6月以降、茎状
突起単独骨折を除いた、転位を有する尺骨遠位端骨折に対しロッキングプレートを用いて治療
し、3か月以上経過観察し得た9例(男4,女5)を対象とした。受傷時平均年齢は71歳、受傷から手
術までの期間は平均7日。術前骨折型はBiyani分類3型 4型が各々3例、1型 2例、2型 1例で、8
例で橈骨遠位端骨折を合併した。橈骨尺骨の両者、全例にロッキングプレートを用い、2例の尺
骨骨接合にはc-wire固定を併用した。術後UVの変化、回内外関節可動域、Mayo wrist score、
合併症等を検討した。経過観察期間は平均10か月。【結果】術後平均UV1.1mm、調査時平均
UV1.6mm。調査時平均回内76°、回外57°で平均可動域は144°。臨床成績は
Excellent4例、Good5例。合併症は偽関節とプレート折損を1例ずつ認めた。【まとめ】尺骨遠
位端骨折治療に関する諸家の報告では、保存加療から内固定を強くすすめるものまで異なる。
内固定に関して、Biyani 2型・4型は、1型・3型と異なり、橈側骨片が大きく、骨折面が尺骨軸
に対し鋭角である程、剪断力が働き骨片の転位を来たし易い、特に4型の場合には十分な固定力
を獲得する事は困難な場合が多い等の報告があり、今回、骨癒合が得られなかった症例も
Biyani 4型であった。今回概ね諸家と同様な可動域を獲得していたと思われたがロッキングプ
レートの適切な使用と骨欠損に対する対応が望まれる。
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尺骨茎状突起骨折に対するORIF後の合併症
Postoperative complications after ORIF for ulna styloid fractures.

○難波 二郎1, 轉法輪 光2, 岡本 道雄1, 信貴 厚生1

山本 浩司1

1市立豊中病院　整形外科, 2大阪厚生年金病院　整形外科

【はじめに】尺骨茎状突起骨折は橈骨遠位端骨折にしばしば合併し、例えばDRUJ不安定性を伴
う場合、橈尺靱帯の関与を確認し骨片の観血的整復内固定術(ORIF)を施行している。今回ORIF
後の合併症について報告する。【対象と方法】2009年以降ORIFを施行した尺骨茎状突起骨折13
例を対象とした。男7、女6例で、受傷時年令は21から77才で平均51才であった。全例合併損傷
を有し、背側転位型橈骨遠位端骨折10例、ガレアッチ骨折1例、月状骨周囲脱臼1例、DRUJ脱臼1
例であった。全例に合併損傷を含めて観血的治療を施行した。手術所見、骨片サイズ、様態、
平均術後1年時の臨床成績を検討した。【結果】骨折分類は先端片側2例、中央部1例、基部
6例、基部斜形4例であった。内固定材は鋼線を用いたtension band wiring(TBW) 8例、micro-
screw 4例、糸による骨縫合1例であった。先端片側は橈尺靱帯浅枝のみ、基部斜形1例に尺骨手
根靱帯が、以外は橈尺靱帯浅深枝が付着していた。ガレアッチ骨折例は尺側手根伸筋腱(ECU)々
床損傷が確認された。固定直後から不安定性は消失し回内外制限はなかった。TBW群は全例に尺
側皮膚刺激症状を呈したが抜釘後速やかに症状は消失し、Mayo Wrist Scoreは抜釘前平均74点
から抜釘後82点と有意に改善した。同様に抜釘前平均回旋可動域も138度から抜釘後160度に有
意に改善した。以外の固定材群は刺激症状はなく平均回旋可動域157度であった。全例骨癒合し
たが、micro-screw固定3例に茎状突起先端部骨吸収像が確認された。【考察】細い軟鋼線であ
っても皮膚刺激が必発し、回内外可動制限を生じやすいが抜釘後速やかに解消されることか
ら、茎状突起周囲のECU腱鞘の滑動性阻害が考えられる。埋没型のmicro-screw固定例は刺激症
状はないが術中骨片破壊と先端部骨吸収の危険性がある。
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我が国における橈骨遠位端骨折の現状-ベトナム・ホーチミン市との
比較-

Current state of the distal radius fractures-Comparison of Ho Chi Minh City, Vietnam-

○戸部 正博, 南川 義隆

新橋八九十クリニック

【はじめに】演者は2003年からベトナム・ホーチミン市にて医療技術支援を行っており、ホー
チミン市での実態と、我が国の現状を比較し報告する。
【ベトナムの現状】ベトナムの人口構成は我が国と比べて大きく異なり、30歳未満の人口が総
人口の6割強を占める。交通インフラが未整備なため、主要疾病のうち、多発外傷が第5位、交
通外傷が第8位と外傷性疾患の割合が多い。さらに主要死因の第1位は外傷による頭蓋内損傷、
第5位に交通事故が入る。また、10万人当たりの医師数は日本が224.5人であるのに対しベトナ
ムは64人と日本以上に医師不足であり、病院は大都市に集中するため、地域格差は日本以上に
深刻である。
【橈骨遠位端骨折治療の比較】我が国の橈骨遠位端骨折の治療は現在では掌側ロッキングプレ
ートによる治療が主体となっている。最新のインプラントが国民皆保険制度により、誰にでも
安易に使用する事が出来る。ホーチミン市では外傷性疾患の救命が優先されるため、演者が訪
問している施設では橈骨遠位端骨折患者は外来でfinger trapによるギプス治療を受け、数週間
後にX線上もしくは機能的に問題が出た患者のみ手術加療が検討され、新鮮骨折は基本的に手術
対象とならない。また、高価なインプラントも使用される事は稀であり、基本的にK-wireによ
る鋼線固定法が行われる。
【結語】演者自身、掌側ロッキングプレートの開発を行ってきた経緯があるが、全ての症例に
高価なインプラントを使用する事は日本の医療保険事情を考えると治療に当たる治療に当たる
我々自身の首を絞めかねない事でもあり、症例によって安価な方法の選択という事も考える必
要がある。また、日本は高齢者医療の先進国でもあるので、その技術と経験をこれから長寿化
する諸外国に伝える必要がある。
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橈骨遠位端骨折に対する背屈位ギプス治療の臨床成績～掌側皮質の
整復程度による臨床経過の違いについて～

Cast fixation of the wrist in dorsiflexion for fractures of the distal radius - Clinical association with

anatomical reduction

○長谷川 和重1, 小暮 敦史2

1米沢市立病院整形外科, 2東北大学整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する背屈位ギプス治療において、掌側骨皮質の整復程度と臨
床成績の関連性を明らかにすることを目的とした。【対象と方法】2011年1月から本法で治療し
た背側転位型の関節外骨折、関節面に転位のない関節内骨折32例のうち、3か月以上経過観察可
能であった21例を対象とした。男4例、女17例、右9例、左12例、平均年齢57.1歳、平均経過観
察期間5.9ヵ月（3～12）で、原則として初診時に局所麻酔下に徒手整復とSugar tong型シーネ
固定を行い、翌日再診時のXPで掌側骨皮質の連続性があるか、離解が骨皮質の幅の半分以内の
症例を適応とした。ギプスは6週で除去した。検討項目は、臨床成績（Mayo  wrist
score：MWS）、手関節可動域、XPパラメータ（UV,RI,VT）である。ギプス直後と最終経過観察
時の差をΔとした。整復時の掌側骨皮質の状態を、遠位骨片が近位骨片より掌側にあるものを
Over（O群：4例）、背側にあるものをUnder（U群：6例）、骨皮質が連続しているものを
Just（J群：11例）として検討した。【結果】臨床成績はMWSが平均82.8点、可動域（平均）が
背屈72.0°,掌屈63.8°,回外77.6°,回内75.3°,X線パラメータ(平均)が
UV2.0mm、RI22°,VT9.2°,ΔUV1.6mm,ΔRI-1.6°,ΔVT1.7°であった。O群、U群、J群間
で、MWS、可動域、UV,RI,VTに差がなかった。矯正損失ΔはO群、U群、J群の平均がそれぞれ、
ΔUV2.1mm, 1.7mm,1.4mm, ΔRI-3.5°,-1.0°,-1.0°,ΔVT9.2°,-1.6°,0.1°であり、O群の
ΔVTのみ、U群、J群との有意な差があった。【考察】臨床成績は整復程度によらず良好で、整
復程度がJustのX線パラメータの保持が最も良好であった。整復程度はJustが理想であるが、O
群は全例でVTが経時的に増大し、回外可動域の回復が悪い症例がみられたので注意を要する。
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サッカーにより受傷した小児橈骨遠位端骨折の検討
Causes and consequences of children's distal radius fracture in football

○濱田 知, 野々村 秀彦, 横井 達夫

岐阜県総合医療センター

【はじめに】小児サッカーでは下肢外傷の頻度が高いが、橈骨遠位端骨折もしばしば経験す
る。今回当院で小児の橈骨遠位端骨折の受傷原因において検討したところ、サッカーでの受傷
は「日常生活の中での転倒」に次いで2番目に多く、またスポーツに限れば最も高い頻度であっ
た。当院におけるサッカーにて受傷した小児橈骨遠位端骨折について検討した。【方法】当院
にて2006年11月～2012年6月の間に加療した小児橈骨遠位端骨折170例中、サッカーにて受傷し
た25例に対して、年齢、性別、受傷肢、受傷原因、骨折型（Colles骨折またはSmith骨折）、尺
骨骨折・骨端線損傷合併の有無、治療法および経過について検討した。【結果】年齢は平均
12.3（8～16）歳、性別は男児24例、女児1例、受傷肢は右11例、左14例であった。受傷原因は
転倒15例、クロスプレイでの受傷が5例、蹴られたボールの直撃での受傷が5例であった。骨折
型はColles骨折16例　Smith骨折9例であった。尺骨骨折の合併を6例に認め、橈骨骨端線損傷の
合併は3例に認めた。治療法は保存的治療18例（ギプス固定のみ11例、徒手整復+ギプス固定
7例）、観血的治療（ピンニング）は7例であった。経過は全例良好であり、特に合併症は認め
なかった。【考察】諸家の報告においては、サッカーで最も受傷頻度の高いのは下肢であり、
そのほとんどはクロスプレイによって生じている。それに対し、今回の結果では橈骨遠位端骨
折はサッカーにおいてクロスプレイ以外の状況でも多々発生しており、特に他の選手が蹴った
サッカーボールによる骨折が5例（20％）と予想外に高い頻度であった事が判明した。サッカー
において下肢の骨折が注目されがちであるが、橈骨遠位端骨折も決して少なくない事を指導者
等に啓蒙する必要があると考える。
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小児橈骨遠位骨折に対するFlexible double pinning(Desmanet法)の短中
期成績

Short and middle term results of flexible double pinning(Desmanet's procedure) for treatment of pediatric

distal radius fractures.

○橋本 智久1, 佐野 和史1, 木村 和正2, 増田 陽子1

大関 覚1

1獨協医科大学　越谷病院　整形外科, 2越谷誠和病院　整形外科

【対象と方法】2008年から2012年までDesmanet法用いて14例14手を加療し、骨癒合後も患児お
よび家族の同意を得て追跡可能であった10例10手（男児8例女児2例）を対象とした。受傷時年
齢は平均9歳（2～13歳）。最終経過観察期間は平均24.7ヵ月（5～55ヵ月）。骨折型は、Salter
-Harris 2型の骨端軟骨板損傷4例、骨幹端骨折6例（うち尺骨骨幹端骨折合併2例）であった。X
線評価は最終経過観察時のradial inclination(以下RI)、ulnar variance(以下UV)、橈骨長、
骨端線早期閉鎖を含めた合併症の有無、手関節可動域、握力を計測した。【結果】最終経過観
察時RIは平均22.4°UVは平均-2.2mm（健側-1.0mm）。橈骨長は健側19.7cm（患側19.9cm）、手
関節可動域は背屈81.3°掌屈85.0°回内87.5°回外90°、握力は健側比92.2％であった。骨端
線早期閉鎖、神経・腱損傷は認めなかったが、尺骨の開放骨折と高度転位例では尺骨成長障害
が認めた。【考察】Desmanet法は鋼線の張力により骨折部の安定性が得られるため、小児橈骨
遠位骨折において特に骨幹端骨折では簡便で有用な鋼線固定法であると考える。
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手のこわばりの病態について（関節リウマチとの鑑別）
The pathogenesis of hand stiffness in the carpal tunnel syndrome

○宮坂 芳典

仙塩総合病院整形外科

手根管症候群（CTS）とばね指が合併する事は広く知られている。が両者の関係さらには手のこ
わばり現象との関連については、未だ十分には認識されてはいない。1996年から2010年まで手
根管開放術を施行した241例321手の手根管症候群を対象とした。同時にばね指に対する腱鞘切
開を30例、36手に施行した。男性42例で、女性199例で、両側例は80例で、手のこわばり現象の
有無、ある場合その内容の術前後の変化を検討した。術後に改善した本現象は1)手のこわばっ
た感じを伴い、手指を動かしづらい、2)朝起床時に強く手指の運動により改善する、3)手指の
小関節痛を伴わない、4)伸展より屈曲の方が強いという特徴を有していた。本現象を有したの
は96例126手（40%）で、うち64例86手に術後に改善がみられた（改善率67％）。手のこわばり
の程度の重い群に手指の屈曲障害（可動域制限）を示す症例が38例50手に認めた。そしてMR画
像上屈筋腱腱鞘肥厚を示す群が手の屈曲障害を高率に伴う事が明らかとなった。本現象は手根
管での屈筋腱滑走障害によりもたらされる手の局所的要因によるものであり、関節リウマチで
の朝のこわばりとは独立して定義されるべき現象であることがわかった。手根管症候群、ばね
指、屈筋腱腱鞘滑膜炎などの関連疾患の臨床的観察から、手のこわばり現象の複数の病態を考
察し、これらが互いに関連し、overlapしている関係を報告する。また関節リウマチとの鑑別の
要点などについても述べる。
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当院におけるRA手関節に対する手術療法
Surgical Treatment of Rheumatoid Wrist

○有島 善也1, 南川 義隆2, 恒吉 康弘3, 土持 兼之3

小宮 節郎3

1鹿児島赤十字病院　整形外科, 2東京手の外科・スポーツ研究所

3鹿児島リウマチ研究班

【緒言】当院における過去5年間のRA手関節手術についてretrospectiveに検討した。【対象と
方法】症例は88例100関節（女性85例96関節）、RA罹病期間は平均18（2～37）年、手術時年齢
は平均59（29～86）歳、術後経過観察期間は6か月～5.5年であった。Larsen分類別の術式、臨
床成績を調査した。【結果】術式はSauve-Kapandji法66関節、全固定術11関節、Darrach法6関
節、部分固定・滑膜切除各5関節、tendon interposition arthroplasty4関節、腱移行3関節で
あった。半数に伸筋腱皮下断裂に対する腱移行術を併用していた。Larsen grade2・3では滑膜
切除術や部分固定術の比率が高かった。grade5では半数に全固定術が選択されていた。全固定
術を除外した症例のROMは、術前掌屈22°が調査時に15°になっていた。回内外角は術後若干の
改善をみた。握力は6.1kgから7.2kgと約2割増加した。DASHスコアは術前49点から術後48点へと
不変であった。X線評価では手根骨圧潰、手根骨尺側移動、掌側亜脱臼は、術直後に若干改善し
ており、経過観察期間内では圧潰の進行や手根骨の移動は見られなかった。合併症は表層感染
1例、手根管症候群1例、伸筋腱癒着、CRPS疑い、全固定症例における髄内ロッドの骨外逸脱1例
が見られた。【考察】Larsen  gradeが進行していても、Simmenのankylosis  typeや
osteoarthritis typeでは滑膜切除を併用したSauve-Kapandji法で対応できる症例が多かった。
さらに掌側亜脱臼も強ければ全固定術が考慮されるが、関節温存を希望する場合はtendon
interposition arthroplastyを試みており、短期成績は良好であった。RA罹病期間が長いほど
全固定となる割合が増えたが、今後は薬物療法の進歩とともにこのような症例は減少し、早期
に罹患した部位に限定した手関節部分固定術の症例の割合が増えることが予想される。
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関節リウマチにおける多数指伸筋腱皮下断裂に対する再建法の検討
Comparison of Surgical Treatments for Multiple Extensor Tendon Ruptures in Rheumatoid Hands

○鈴木 拓1, 岩本 卓士2, 池上 博泰3, 戸山 芳昭2

桃原 茂樹4

1那須赤十字病院　整形外科, 2慶應義塾大学整形外科

3東邦大学医療センター大橋病院整形外科　

4東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター

【目的】関節リウマチ (以下RA) における多数指伸筋腱皮下断裂は力源となる腱が不足するた
め治療に難渋するが，術式を比較検討した報告は少ない．今回われわれは多数指伸筋腱皮下断
裂症例の術式を比較した臨床成績について報告する． 【対象および方法】母指を除く4指のう
ち3指以上の伸筋腱皮下断裂に対して当科にて手術を施行したRA患者58例59手 (男性3例，女性
55例) を対象とした．手術時年齢は平均52 (26-76) 歳，術後経過観察期間は平均2.5年 (1-
12年) であった．3指罹患が48手，4指罹患が11手であった．術式は, 長掌筋腱を用いた遊離腱
移植術 (移植群) が18手, 固有示指伸筋腱 (以下EIP腱) を用いた腱移行術 (移行群) が8手,
隣接指への端側縫合術 (端側群) が17手，端側縫合術とEIP腱の移行術を混合した術式 (混合
群) が16手であった．後療法は端側縫合を用いた指に関しては術直後から減張位早期運動療法
を行い，他の指においては術後2週から可動域訓練を開始した．術後成績はMP関節の自動可動域
について測定し，伸展不足角，屈曲角度による独自の基準を用いて評価した. また屈曲45°以
下のものを伸展拘縮と定義した．【結果】3指断裂における術後のMP関節平均伸展不足角は混合
群3° (P = 0.007), 端側群12°, 移行群16°, 移植群21°であった．屈曲に関しては端側群
74° (P = 0.019), 混合群68°, 移植群63°, 移行群62°であった．混合群においては優7手
(47%), 良6手 (40%)と良好な成績を得た (P = 0.012)．また移植群と移行群に1手ずつ伸展拘縮
を認めた．【結論】伸展力の力源が減少している多数指断裂症例では複数の力源を使用する混
合群において良好な成績が得られた．また減張位早期運動療法を併用した端側縫合術は伸展拘
縮を予防するのに有用な術式であった．
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リウマチ手関節手術における骨切り位置による尺骨断端部障害の検
討

problems of proximal ulnar stump after the Sauvé-Kapandji or Darrach procedure in rheumatoid wrist

○白川 健, 代田 雅彦, 鈴木 志郎

さいたま赤十字　整形外科

リウマチ手関節に対するSK法やDarrach法後に、疼痛や不安定症などの尺骨断端部障害が生じる
ことが知られている。断端の制動術を薦める報告もあるが手技が煩雑であるうえに効果が不確
定であり、一方、制動術を行わない従来法でも、術後早期に生じる回旋時痛を除けば断端部障
害を残す例は少ないとも報告されている。そこで、従来法において如何なる例で断端部障害を
生じやすいかを把握することで予防し得ると考え、自験例につき検討したので報告する。
【対象と検討項目】対象は、リウマチ手関節に対し尺骨断端の制動術など特別な処置を加えず
にSK法またはDarrach法を行った31関節。X線では尺骨断端の骨切り位置(UD)および橈尺骨間距
離(RUD)を計測し、最終観察時での尺側部痛、術後の伸筋腱断裂について検討した。
【結果】尺骨断端部痛は3例で認めたが、いずれも疼痛は軽度で日常使用に支障をきたす程では
無く、UDとの関連は認めなかった。伸筋腱断裂は2例で認めた。UDはそれぞれ29mm、27mmと尺骨
断端はいずれも近位よりで、RUDが術前よりも術後に増大していた。全体平均ではRUDは術前よ
りも術後、最終時へと減少する傾向を示したが、術後にRUDが増大した6例は全例ともUD≧25mm
であり、尺骨断端が近位となると断端不安定症が生じやすいことを示唆した。
【考察】SK法、Darrach法後には尺骨断端が橈側に偏位していくことが知られているが、軟部組
織による支持性が弱いリウマチ患者では、尺骨骨切り部位が近位になると方形回内筋や骨間膜
による尺骨の制動機能が弱まるために断端不安定症が生じやすく、より遠位での骨切りが望ま
しいと思われた。また、尺骨断端が近位となり術後に橈尺骨間が開大する例では断端部での伸
筋腱断裂に留意すべきである。
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関節リウマチにおける尺骨棚形成術 (Sauve-Kapandji法) 後に進行し
た変形に影響する形態的因子の検討

The investigaion of morphological factors affectiong the progression of joint deformity after Sauve-

Kapandji procedure  in rheumatoid wrist

○佐久間 悠, 越智 健介, 吉田 進二, 猪狩 勝則
桃原 茂樹

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

【目的】関節リウマチ（RA）では尺骨棚形成術いわゆるSauve-Kapandji (S-K) 法が広く行われ
ているが，その後生じる形態的変化とその因子についての報告は少ない．本研究はRA手に対す
るS-K法の施行後，比較的長期の経過で生じ得る変化と関連する形態的因子について検討するこ
とを目的とした．【方法】当施設でS-K法を施行し，術後平均6.4（3.4～15.1）年経過したRA患
者18名18手の単純X線画像を検討した．術後と直近の手関節正面および側面画像を読影し，手根
骨高（carpal height ratio；CHR）の減少，手根骨の尺側偏位（ulnar carpal shift
ratio；UCSR）および掌側脱臼（palmar carpal shift ratio；PCSR）の進行を比較した．また
橈骨長軸に対する尺骨頭の設置角度（ulnar head angle；UHA），設置のvariance（ulnar
variance；UV），および橈尺骨遠位端の幅（distal width；DW）と上記の変形進行との関連性
を統計学的に検討した．【結果】CHR減少とUCSR進行はいずれも11例，PCSR進行は8例で認めら
れた．UCSRおよびPCSR進行の有無と，UHA，UV，DW各々との関連性を単変量ロジスティック回帰
分析で検討したところ，PCSR進行とulnar plus varianceが有意に関連していた（P=0.03）．し
かしそれら全てを説明変数として解析した多変量ロジスティック回帰分析では，UCSRおよび
PCSRいずれとも有意に関連した因子は認められなかった．【考察】今回の結果からはUVとPCSR
の関連性が示唆された．尺骨頭は通常背側寄りに設置されやすいが，さらに遠位に位置される
ことで手根骨に対し掌側方向の負荷として働いたという可能性は考えられる．しかし総合的に
は形態因子による変形進行への影響は見出だせなかった．より多くの症例における，計測法の
工夫などを含めた今後のさらなる検討が必要である．
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リウマチ治療新時代における手関節リウマチに対する橈骨月状骨間
固定術の臨床成績

Clinical and Radiological Results of Radiolunate Arthrodesis in Rheumatoid Wrists

○本宮 真, 岩崎 倫政, 松井 雄一郎, 瓜田 淳
船越 忠直

北海道大学　整形外科

【目的】リウマチ(RA)治療薬の進歩により、RA治療は昨今劇的な変化を遂げている。今回我々
は、RA治療新時代において、手関節RAに対して橈骨月状骨間固定術（RL固定術）を施行した22
手の最低2年平均7年の臨床成績を検討した。また、術前の手関節Larsen grade がIIIとIVの症
例の臨床成績を比較検討した。【対象・方法】1995～2010年までに手関節RAに対して橈骨月状
骨間固定術を21例24手施行した。そのうち、比較的RAの疾患コントロールが良好な症例で、2年
以上経過観察可能であった19例22手（男13例、女6例）を評価の対象とした。手術時年齢は平均
49歳(24-75歳)、経過観察期間は平均7年(2-16年)であった。Larsen分類ではgrade IIIが
14手、IVが8手であった。術前後の可動域および臨床成績をMayo wrist score（MWS）および
Stanley分類にて評価し、X線所見を検討した。【結果】RL固定術により、伸展/屈曲可動域は術
前43/40から術後36/20へと有意に減少したが、臨床スコアはMWSにて術前37点から術後72点
へ、Stanley分類にて全例Good以上と良好な改善を認めた。X線評価では、手関節のLarsen
gradeは術前3.4から術後3.2と進行を認めなかった。Grade IVではIIIに比べ最終経過観察時に
可動域が小さかったが、両群ともに良好な臨床スコアを獲得した。【考察】RA治療新時代にお
いて、我々の臨床成績は旧来に比べ良好な傾向を示した。RAの疾患コントロールが良好であれ
ば、RL固定術の良好な成績が長期的に維持される可能性があり、手関節RAに対するRL固定術に
おいてもRAの疾患コントロールの重要性が示唆された。また、gradeの進行症例においても良好
な臨床成績を獲得でき、RL固定術は可動域の温存が可能で、変形矯正に優れた有用な治療法で
あると考える。
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関節リウマチによる尺側偏位に対するZancolli変法の短期成績
Short-Term Results of Modified Zancolli's Procedure for Ulnar Drift in Rheumatiod Arthritis

○秋田 鐘弼, 坪井  秀規, 平尾 眞, 橋本 淳
米延 策雄

大阪南医療センター　整形外科・リウマチ科

【目的】関節リウマチによる尺側偏位に対する軟部組織再建術のひとつに、伸筋腱を基節骨レ
ベルで切離し、それを基節骨に腱固定するZancolli法がある。われわれは、関節リウマチのコ
ントロールが良好で、MP関節の破壊がほとんど認められない尺側偏位に対して伸筋腱を切離せ
ずにそのまま基節骨に腱固定するZancolli変法を行っている。今回その短期成績について検討
した。【対象および方法】関節リウマチ患者6例8手29指（男1例、女5例）が対象である。手術
時年齢は平均71歳（67～77歳）である。手術は全指に尺側のlateral band releaseを行い、次
に基節骨に骨孔を開け、伸筋腱を切離せず、そのまま2-0エチボンドで基節骨に腱固定する。た
だし、スワンネック変形を伴った11指に対しては伸筋腱を前進させ腱固定を行った。なお、MP
関節の関節包は開けず、関節内の処置は行っていない。評価は術前、後のMP、PIP、DIP関節の
自動可動域、尺側偏位角度（指伸展位での中手骨に対する基節骨の尺側への傾き）と外観に関
してVisual Analog Scale (VAS)による自己評価を行った。経過観察期間は平均15ヶ月（3ヶ月
～36ヶ月）である。【成績】関節可動域はMP屈曲/伸展が術前平均85°/-39°、調査時平均
84°/-21°、PIP屈曲/伸展が術前平均82°/8°、調査時平均85°/-2°、DIP屈曲/伸展が術前平
均46°/-12°、調査時平均59°/-8°であった。術前/調査時で尺側偏位角度は22°/3°で、外
観に関するVASは 7.3/2.6と有意に改善を認めた。【結論】関節リウマチによる尺側偏位に対す
るZancolli変法の短期成績は良好で、外観の改善度が高かった。
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関節リウマチによる母指スワンネック変形に対する治療経験
Surgical treatment for the thumb swan neck deformity of rheumatoid arthritis

○岩本 卓士1, 谷野 善彦2, 佐藤 和毅1, 戸山 芳昭1

中村 俊康1

1慶應義塾大学　医学部　整形外科, 2社会保険栗林病院

【目的】 母指スワンネック変形は関節リウマチ（以下RA）における母指変形において発生頻度
の高い変形であり，疼痛・機能障害および外観上の問題から手術適応となる症例も少なくな
い．今回我々は母指スワンネック変形に対する手術療法の臨床成績について報告する．
【対象および方法】 対象は術後3ヵ月以上経過したRA患者8例8指．全例女性，手術時平均年齢
は66.3（54-76）歳，平均観察期間は16.3（6-31）ヵ月であった．術前のNalebuff分類では
Moderate 4例， Severe 4例であった．手術はCM関節に対して大菱形骨切除および靱帯再建
（Thompson法：6例，Burton法：2例）による関節形成術を施行した．MP関節はModerate 4例で
は処置を加えず，伸展拘縮の高度なSevere 4例に対しては関節授動術を施行し，このうち1例で
掌側板の縫着を併用した．術前後の関節可動域，母指対立機能（Kapandji Classification），
患者満足度等を調査した．
【結果】 CM関節の橈側外転は術前平均5°から術後平均25°，掌側外転は術前平均25°から術
後平均37.5°と改善した．MP関節は伸展が術前平均47°から術後平均16°，屈曲が術前平均
12°から術後平均24°と過伸展傾向は残存したが屈曲方向への改善を認め，術後全例で
Kapandji stage 8以上の母指対立機能が得られた．1例にスワンネック変形の再発を生じたが，
他の7例では良好な外観の改善が得られ患者満足度は高かった．
【結論】CM関節に対する切除関節形成術は機能的・整容的改善が得られ進行例に対しても有用
であった．MP関節の屈曲は改善が得られたが，過伸展傾向は残存した．MP関節過伸展の高度な
症例では掌側板の縫合・再建あるいは関節固定術の併用を検討すべきと考えられた．
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関節リウマチによる母指typeI変形の可動域と機能障害の検討
Analyses between the range of motion and the function deficiency in typeI thumb deformity due to

rheumatoid arthritis.

○小田 良, 藤原 浩芳, 徳永 大作, 遠山 将吾
久保 俊一

京都府立医科大学大学院医学研究科　運動器機能再生外科学（整形外科学教室）

【はじめに】関節リウマチにおける手指変形のなかでも母指typeI変形は最も多い変形のひとつ
である．可動域制限や機能障害は変形に伴って進行するため，適切な治療的介入のタイミング
が重要である．本研究では母指typeI変形を有するリウマチ手の可動域と機能の関係に着目し，
手指機能を温存するための指標を検討した．【対象と方法】関節リウマチで手指変形を有する
67例134指のうち，母指typeI変形を認め，可動域が測定できた18例27指（全例女性）を対象と
した．平均年令65.0歳（51-76），平均罹病期間22.6年（15-34）であった．母指MP関節および
IP関節の自動運動可動域を測定し，DASH score，modified Kapandji Index，STEFおよび日手会
手の機能評価表による手指機能評価を行った．可動域と機能障害の相関は，単回帰分析および
重回帰分析により統計学的に検討した．【結果】MP関節伸展とIP関節屈曲の可動域は強い相関
があり，MP関節伸展が-30°以上の症例ではIP関節屈曲は30°以上に保たれていた．逆にMP関節
伸展が-30°以下の症例ではIP関節の屈曲が著明に低下し，伸展拘縮をきたす傾向があった．MP
関節の伸展可動域は上肢機能と，IP関節の屈曲可動域は手指機能と強い相関があっ
た．【考察】日常診療でも母指typeI変形による著しい機能障害をきたしている症例に遭遇する
ことは多い．本研究の結果から，MP関節伸展が-30°以下になると手内のワーキングスペースの
減少により上肢機能障害をきたし，さらにIP関節屈曲が不可能になって手指機能障害につなが
ることが明らかになった．MP関節伸展-30°が治療的介入のタイミングの指標になる可能性があ
ると考えた．

S414



2-4-10

FINE  Total Finger Systemを用いた母指MP関節置換術の検討
Examination of Total Finger Arthroplasty for MP Joint of Thumb with FINE Total Finger System

○関口 昌之, 宮崎 芳安, 川上 裕史, 柘植 新太郎
土谷 一晃

東邦大学　医学部　整形外科

【目的】RAによる手指MP関節の関節破壊に対して、関節置換術は重要な関節再建術のひとつで
あるが、安定性を要する母指MP関節には関節固定術が選択されることが多く、人工関節による
再建術の適応は限定される。少数例ではあるが、症例を限定してFINE total finger systemを
用いた母指MP関節置換術を行っているので報告する。【対象および方法】FINE total finger
systemにて母指MP関節の人工関節置換術を施行したRA患者7例7関節を調査対象とした。全例女
性で手術時年齢は55-79歳（平均64歳）、越智分類でMUD 4例, MES 3例であった。6例に術前あ
るいは術後経過中に生物製剤が使用されていた。MP関節置換術と同時にIP関節固定術1例、CM関
節固定術2例、中手骨矯正骨切り術1例が施行されていた。また、5例に他の手指MP関節置換術が
同時に施行されていた。術後経過観察期間は7ヵ月～8年（平均3年1ヵ月）であった。【成績】
調査時のMP関節自動伸展角度は平均+5～-70°(平均-25.7°)、自動屈曲角度は40～85°(平均
67.1°)であり、可動域(arc)は15～70°(平均41.4°)であった。調査時に屈曲角度は良好に保
たれていたが、伸展制限の進行した症例はCM関節の外転拘縮とIP関節の過伸展が進行した。単
純X線像にてセメント周囲のゆるみや沈み込みはなく、implantの破損や変形もなかっ
た。【結論】術後平均3年1ヵ月と短期の経過ではあるが、母指MP関節が安定し可動域を得るこ
とで、書字や食事動作など日常生活が容易となり、患者の満足度は高かった。MUDの症例でも生
物製剤の使用などで疾患活動性のコントロールが得られた症例には、掌側脱臼を制御し安定性
の得られるFINE total finger systemを用いての母指MP関節TFAは有用と考えられた。
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セルフロッキング型表面置換人工関節を用いたPIP関節形成　～長
期フォローアップからの臨床成績～

Surface Replacement Arthroplasty of the Proximal Interphalangeal Joint Using the Self Locking Finger

Joint (SLFJ) implant

○小松 一成, 柴橋 広智, 高徳 智幸, 山口 利仁
南川 義隆

東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院

目的；東京手の外科・スポーツ医学研究所では2004年よりセルフロッキング型表面置換人工関
節〔Self Locking Finger Joint（以下SLFJ）ナカシマメディカル社製〕を用いた関節形成術を
施行してきた。表面置換人工関節を用いたPIP関節形成術の短期臨床成績では比較的良好な成績
が報告されているが長期臨床成績の報告は少ない。リウマチ（RA）、変形性関節症（OA）の症
例に対して施行したPIP関節形成術の中長期臨床成績を検討する。方法；当院で2004年から2011
年の間にSLFJによるPIP関節置換術を施行した症例、41例、37手、54関節について検討した。術
前、術後の機能評価、レントゲン所見の評価を行った。主観的データとして痛み、満足度等を
検討した。成績；平均フォローアップ期間は37ヶ月（16ヶ月から92ヶ月）であった。患者平均
年齢は61歳、症例の内訳はOA;22症例（31手）（うち外傷性OA;4症例4手）、RA;19症例（23手）
であった。PIP関節の自動運動での範囲は置換前の33°から41°に改善した。DIP関節は25°か
ら24°とほぼ不変であった。経過中に明らかな人工関節の沈み込み、緩みなどは認めなかっ
た。5関節(9%)で、関節授動術が術後必要となった。患者満足度は16症例(39%)で非常に満
足、21症例(52%)でおおむね満足、4症例(9%)において不満足であった。関節痛は28症例(71%)に
おいて改善、10症例(24%)において不変、2症例(5%)において悪化であった。結論：今回の臨床
検討で、SLFJによるPIP関節置換術は関節可動域の軽度拡大と痛みの軽減が得られ、高い患者満
足度を示すことがわかった。これらの結果は手術アプローチ法の改善、術後療法、適切な時期
での術後再手術等でさらに改善すると考えられる。今後はSLFJの長期の有用性を確立するため
に、前向き無作為臨床試験や他の人工関節との比較検討を行う必要がある。
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工藤式人工肘関節とFINE人工肘関節の治療成績の比較検討
Comparison of results after total elbow replacement for rheumatoid arthritis between KUDO system and

FINE system.

○大木 豪介1, 和田 卓郎1, 射場 浩介1, 山下 敏彦1

北村 公一1,2

1札幌医科大学　医学部　整形外科, 2函館五稜郭病院　リウマチ科

【目的】本邦ではでは鏡視下滑膜切除では除痛効果が不十分と考えられるLarsen grade 3以上
のリウマチ肘に対して工藤式人工肘関節が行われることが多い。近年，FINE人工肘関節が開発
され良好な術後成績が報告されている．両者の治療成績を比較した研究は少ない。本研究では
工藤式人工肘関節とFINE人工肘関節の治療成績の比較検討することを目的とする。【方法】過
去10年間に当院で行った工藤式人工肘関節17症例(K群)、および他院で行われたFINE人工肘関節
23症例(F群)を対象とした。検討項目は術前、術後のJOAスコアおよび可動域(伸展、屈曲、回
内、回外)、合併症とした。【結果】K群およびF群で術前にはJOAスコア、可動域(伸展、屈曲、
回内、回外)のそれぞれに有意な差は認めなかった。術後成績ではJOAスコア、屈曲、回内、回
外では両群で有意差はなかったが、伸展のみK群で平均-41°、F群で平均-22°となっており有
意差を認めた。合併症に関してはK群で脱臼1例、深部感染1例、表層感染1例、F群では術中内上
顆骨折2例、一過性尺骨神経麻痺1例であった。【考察】工藤式人工肘関節は日本で最も汎用さ
れている人工関節であり、その長期成績も良好である。しかしながらインプラントの特性上、
伸展時の後方脱臼に注意を要する。FINE人工肘関節は2000年より臨床応用された3コンポーネン
トの人工関節である。最大の特徴は尺骨コンポーネントが上腕骨コンポーネントへスナップイ
ンする形式をとっており、表面置換型でありながら半拘束型の特性も併せ持っているため、伸
展に関する後方脱臼に対する不安が少ない。今回の研究でもF群ではK群よりも術後伸展は優れ
ていた。しかしながら長期成績に関しては、いまだ不明であり、今後さらなる研究を要する。
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キーンベック病における術前術後の月状骨のCT評価
Assesment of Kienbock's disease on CT scans

○堀木 充1, 中川 玲子1, 久我 研作1, 吉田 竹志2

田野 確郎1

1関西労災, 2よしだ整形外科

はじめにキーンベック病で病期の判定、術後月状骨の評価には単純レントゲンとMRIが使用され
ているが、月状骨の骨組織がどのうような状態なのか詳細にわかりにくい。今回われわれは、
キーンベック病の術前術後をレントゲンとCTで月状骨を詳細に観察した。対象と方法症例は
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もしくは橈骨短縮骨切り
術を行い術後6か月以上観察しえた10例（男2例、女6例）。手術時平均年齢は52才（21～
74才）。術後平均経過観察期間は27か月（8～60か月）。これらの症例に対して術前のLichtman
分類、月状骨の形態（圧潰、分節化、圧潰の進行、リモデリング）、Stahl indexの術前、術後
の変化をレントゲン、CTで観察した。結果術前のLichtman分類は単純レントゲンで
Stage2:1例、Stage3a:7例、Stage3b:2例、CTでStage3a:8例、Stage3b:2例であった。術前の月
状骨の圧潰は単純レントゲンで9例、CTで10例に見られた。術前の月状骨の分節化は単純レント
ゲンで1例、CTで7例に見られた。術後の月状骨の圧潰進行は単純レントゲンで4例、CTで8例に
見られた。Stahl index（術前　術後最終）は単純レントゲンでは（0.41　0.4）と有意差を認
めなかったが、　CT では（0.39　0.34）と有意差が認められた。リモデリングはレントゲンで
は1例だけわかったが、CTではリモデリングが完全なものが1例、部分的なものが3例、認められ
なかったものが6例であった。考察単純レントゲンでは月状骨の分節化、圧潰の進行、リモデリ
ングなどは判別しくく、Stahl indexも変化がないようにみられたが、CTであればより詳細に観
察可能であった。また、術前のLichtman分類もCTで行う必要があるかもしれない。
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キーンベック病に類似した月状骨扁平化を呈する関節リウマチ手関
節の検討

Analysis of the wrist in rheumatoid arthritis similar to Kienbock's disease

○高橋 明子, 中尾 悦宏, 三竹 辰徳, 中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【目的】月状骨の扁平化はキーンベック病特有の変化と考えられてきた。しかし関節リウマチ
においても月状骨の扁平化の強い症例に遭遇することがある。そこで関節リウマチ（RA）手関
節における月状骨の扁平化について検討を加え、キーンベック病（KD）との類似性がないか検
討した。【対象と方法】当院を受診したRA 32例（男5、女27）55手、平均年齢59歳、KD 37例
（男6、女31）37手、平均年齢59歳、対照58例（男10、女48）58手、平均年齢60歳を調査し
た。Xp上carpal height ratio（CHR）、Stahl index（SI）を計測し、手根骨における手関節高
の低下の中で月状骨の扁平化が占める割合を示すlunate flattening ratio（LFR：SI /CHR）を
算出した。RA 21手でMRIを施行し、これについて検討した。また従来KDの病因とされている複
数の項目についても検討した。【結果】CHR（正常下限：0.5）はRA 0.47±0.05、KD 0.51±
0.04、対照0.55±0.04であった。SI（正常下限：40）はRA 43.3±11.6、KD 26.5±11.3、対照
53.1 ±4.4であった。LFRはRA 92.6±22.7、KD 52.2±21.9、対照97.1±9.3であった。対照群
のLFR値よりLFRの正常下限を78.5（平均値‐2SD）とした。MRI画像のあるRA 21手のうち7手
（33.3%）がT1強調画像上月状骨のlow intensityを示し、手関節背側の滑膜炎を伴っていた。7
手中LFRが78.5以下のものは4手（57.1%）であった。調査した範囲でこれら4手にKD発症の要因
は認められなかった。【考察】関節リウマチのうち33.3％がMRI上月状骨の輝度変化を示し、手
関節背側に滑膜増生を認めた。このうちの57.1％が手根骨の中でも特に月状骨が扁平化してい
た。関節リウマチ手関節においても滑膜炎により月状骨の血行が阻害され、キーンベック病の
ように月状骨の壊死が起こる症例があると考えた。
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キーンベック病に対する橈骨短縮骨切り術の長期治療成績
Long-Term Clinical Results of Radial Shortening Osteotomy for Kienbock's Disease

○松井 雄一郎1, 船越 忠直1, 三浪 明男2, 三浪 三千男3

岩崎 倫政1

1北海道大学　整形外科, 2北海道中央労災病院　せき損センター

3北海道整形外科記念病院

【目的】我々は、キーンベック病のうち、ulnar negative varianceでLichtman分類Stage2以上
に対しては橈骨短縮骨切り術を行ってきた。短期では本術式の有効性は報告されているが、長
期成績の報告は少なく、また長期臨床成績と月状骨の再血行化との関係も明らかになっていな
いのが現状である。そこでキーンベック病に対する橈骨短縮骨切り術の長期臨床成績及び画像
所見により本術式の有効性を調査したので報告する。
【方法】対象は1991年から2002年までに治療した10例11手で、手術時年齢は平均23.7歳で男性
9手、女性2手だった。術後平均観察期間は14.3年、術前のLichtman分類でStage3Aが
2手、Stage3Bが8手、Stage4が1手、術前のulnar varianceは平均－2.1mmだった。手術は掌側ア
プローチにて展開し橈骨短縮骨切り術を施行した。疼痛、可動域、握力、modified Mayo Wrist
Score、DASH、単純X線、MRI画像を用いて評価した。
【成績】疼痛は全例で改善した。術前手関節屈曲/伸展は平均46°/45°、最終経過観察時平均
55°/71°と特に伸展で有意に改善し、握力は対側比で62％から90％と有意に改善した。最終経
過観察時Modified Mayo Wrist Scoreは平均92点でexcellent:8例、good:3例、DASHは平均6.8点
と臨床成績は非常に良好だった。単純X線では全例で明らかな月状骨の圧潰進行は認めず、MRI
では11手中7手で若年者を中心に月状骨の再血行化を認めた。ただし再血行化の有無と長期臨床
成績は相関しなかった。
【結論】キーンベック病に対する橈骨短縮骨切り術の10年以上の長期成績は良好だった。MRI上
11手中7手で若年者を中心に月状骨の再血行化を認めた。長期臨床成績と再血行化の有無には関
連を認めなかったが、再血行化を認めなくても除圧効果により症状の緩和や圧潰の進行を予防
していると考えられた。
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キーンベック病に対する撓骨遠位楔状骨切り術の経験
Distal Radial Wedge Osteotomy for Kienbock Disease

○松永 渉1, 石河 利之1, 副島 修2, 飯田 博幸3

内藤 正俊1

1福岡大学　医学部　整形外科, 2福岡山王病院　整形外科, 3飯田病院

【目的】キーンベック病に対する撓骨楔状骨切り術の問題として，術後DRUJの適合性の変化が
指摘されている．今回我々はDRUJより遠位での撓骨遠位楔状骨切り術を施行した5例を報告す
る．【方法】症例は2009年から2012年までにキーンベック病に対し撓骨遠位楔状骨切り術を施
行した5例で，男性2例，女性3例であった．手術時平均年齢は51.6歳（33～74歳），最終経過観
察期間は12.0ヶ月（6～25ヶ月）．術前Lichtman分類はstage2:3例，3:1例, 4:1例であった．術
式は15°のlateral closing wedge osteotomyで，プレート固定が4例，ステ‐プルによる固定
が1例であった．術後1週よりsplint 除去し可動域訓練を開始した．術後臨床評価は，疼痛，手
関節可動域，握力を計測し，Nakamuraの評価基準からＸ線学的評価を除いたもの（21点満点）
を用いた．X線像ではcarpal height ratio（CHR）, lunate-covering ratio (LCR)，DRUJの適
合性の評価としてsigmoid notch inclination(SI)を測定した．【結果】疼痛は全例で改善し，
最終観察時のNakamuraの臨床評価はexcellentが5例と良好な成績を得た．X線像では月状骨の圧
壊進行と撓側移動を認めた．DRUJの適合性の変化はほとんど認めず、最終観察時の関節症性変
化は認めなかった．平均9.4週で骨癒合を認めた．【考察】全例で臨床症状の改善を認め，遠位
撓尺関節の関節症変化を認めなかった．本方法の利点として，1．DRUJの適合性を変化させない
ため，将来的なDRUJの関節症性変化を防げる可能性がある．2．海綿骨の豊富な骨幹端での骨切
りであり，骨癒合期間の短縮が期待できる．3．骨切り面の接地面積が広く，撓骨尺側の皮質を
温存していることから，骨切り部の安定性は良好であり，術後の外固定はほとんど必要しな
い．などが挙げられる．
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キーンベック病に対する橈骨遠位端背側からの有茎血管柄付き骨移
植術の限界

Vascularized Bone Grafting for the treatment of Kienbock disease

○兒玉 祥, 砂川 融, 鈴木 修身, 四宮 陸雄
越智 光夫

広島大学病院　整形外科

【はじめに】キーンベック病に対する手術療法では、臨床成績という面ではどのstageにどの方
法を行なっても80%程度は良好な成績が得られる。当科では臨床成績の改善だけでなく壊死した
月状骨を正常化する目的で、月状骨の整復操作が可能なLichtman stage3Bまでの症例に対し橈
骨遠位背側からの血管柄付き骨移植術を行ってきたので、その成績と限界について報告する。
【対象と方法】2003年から2011年に本法を施行した12例を対象とした。全例男性で平均年齢
24.9歳、発症から手術までの期間は平均6.5カ月であった。Lichtman Stageは2が3例、3Aが
2例、3Bが7例であった。11例でBishopの方法に準じ橈骨遠位端背側から第4, 5 区画内動静脈を
血管柄とし、1例で第4区画内動静脈を逆行性に利用した。尺骨マイナス偏位例では橈骨短縮骨
切りを追加し、それ以外には舟状有頭骨間仮固定を行った。術後経過観察期間は平均14.5カ月
であった。【結果】握力は健側比術前平均47.0％が74.5％に、掌背屈可動域は術前平均91°が
112°に、Mayo wrist scoreは術前平均56.0点が78.0 点へ改善した。X線検査では3例で掌側骨
片が偽関節のままでうち1例では有頭骨の掌側亜脱臼を認めた。またStage3Bの2例で月状有頭骨
間に無症候性の関節症性変化が出現した。MRIでは月状骨全体の骨髄信号が正常化した症例はな
かった。【考察】キーンベック病を月状骨の壊死を伴う骨折と捉えると、血管柄付き骨移植術
により骨癒合と血行再建を試みる事は理に適っている。臨床成績は良好であったが、掌側骨片
の偽関節、月状有頭骨間の関節症性変化を一部の症例に認め、特に圧壊の完成したStage3Bの月
状骨を正常化するのは困難で手根骨配列異常は残存しており、細胞治療を併用するなど新たな
展開が必要と考えられた。
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手根骨配列異常をきたしたKienbock病に対する月状骨摘出後の手根
骨間部分固定術の中・長期術後成績

Long or mid - term follow-up of partial intercarpal arthrodesis after excision of the lunate for advanced

Kienbock disease

○高瀬 勝己, 河野 亮平, 番場 泰司, 山本 謙吾

東京医科大学　医学部　整形外科

[目的]病期が進行し手根骨配列異常をきたしたKienbock病に対し、月状骨を摘出後に手根骨配
列の矯正および新しい橈骨手根関節を形成する目的で、有頭骨関節面を用いた橈骨手根関節形
成術を昭和54年以降施行してきた。今回、術後5年以上経過例を詳細に検討したので報告す
る。[対象・方法] 対象は手根骨配列異常を認めたLichtman分類stage 3ｂおよび４の28例。男
18例・女10例、手術時年齢26-64（平均44.9）歳。病期分類ではStage 3b:9例・4:19例であっ
た。手術方法は、壊死した月状骨を摘出後に、有頭骨を半割し中枢骨片を摘出時に生じた空隙
に移動し有頭骨関節面で新しい橈骨手根関節を形成する。次に、有頭骨移動にできた骨欠損
部、大菱形骨および豆状骨を除いた手根骨間関節に腸骨よりの自家骨を充填する手根骨間部分
固定術を施行した。この際、橈骨-舟状骨角は約50°になるように工夫する。経過観察期間は62
-223（平均142.7）ヵ月で、10-15年経過例は6例、15年以上経過例は15例を占めていた。治療成
績はEvansの評価基準に準じた。[結果]骨癒合は全例に獲得できた。疼痛が残存したのは、2例
に労作時痛を認めたのみであった。治療成績はgood 20例・fair　6例・poor　2例でvery poor
例はなく満足すべき結果が得られた。最終診察時における手関節平均可動域は、背屈51.7°、
掌屈42.2°、平均握力は健側比で83.1％であった。術後変形性関節症性変化は、新たな発生あ
るいは増強を26例全例に認めたが、術後2-3年で起こり4年以降では増悪はなかった。また、こ
れらの変化はADL動作に大きな影響を認めなかった。[結語]進行期Kienböck病に対する本法は、
十分な除痛および握力の維持が可能で患者の満足度は高かった。また、10年以上の長期経過に
おいても術後3年時の成績を維持していた。
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キーンベック病に対する関節鏡視下アプローチによる手術治療例の
検討　

Arthroscopic Surgery for Kienböck Disease

○吉良 務1, 面川 庄平1, 村田 景一1, 小野 浩史1,2

田中 康仁1,2

1奈良県立医科大学　整形外科学教室, 2国保中央病院　整形外科

【目的】Lichtman stage3B以降のキーンベック病に対して、関節鏡視下手術を施行した症例の
臨床成績を検討した。【方法】2008年以降、関節鏡視下手術を行ったキーンベック病8例（男性
6例、女性2例、平均年齢57歳）を対象とした。Lichtman stageでは分節化を伴う3Ｂ(いわゆる
3C)7例、stage4 1例であった。罹患期間は平均24カ月、術後経過観察期間は平均12カ月であっ
た。手術方法は月状骨部分摘出が４例、有頭骨部分切除が３例、茎状突起切除が3例であった。
全例に滑膜切除術を併用した。臨床評価として手関節可動域，健側比握力，
DASH，PRWE，VAS，Cooney's  scoreを術前後で比較し、Ｘ線評価はcarpal  height
ratio(CHR)、radioscaphoid angle（RSA）をそれぞれ比較した。P＜0.05以下を有意な変化と判
定した。【結果】手関節掌背屈可動域は術前平均75°から術後平均95°、PRWEは40から16、VAS
は50から7.1、Cooney’s scoreは54（poor）から76（fair）、といずれも有意に改善した
（P＜0.05）。握力健側比は術前52％、術後64％、DASH scoreは術前28、術後13であり、改善を
認めるものの有意差を認めなかった。CHRは0.47から0.45と減少し、RSAは術前57°、術後58°
と変化はなかった。【考察】従来stage3B以降のキーンベック病に対しては、直視下での月状骨
摘出・腱球移植・手関節部分固定術などが行われ良好な成績が報告されているが、donor site
や手術侵襲が問題となる。今回我々は関節鏡視下にアプローチすることにより低侵襲で手術を
行い、短期的に良好な結果を得た。本法は進行期のキーンベック病に対する手術法として有用
な方法と考えられた。
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Preiser病に対する橈骨楔状骨切り術の治療経験
Closed radial wedge osteotomy for Preiser's disease.

○友利 裕二, 澤泉 卓哉, 南野 光彦, 小寺 訓江
高井 信朗

日本医科大学大学院医学研究科整形外科学分野

今回、われわれは当院で橈骨楔状骨切り術を施行したPreiser病5例の治療成績ついて報告す
る。【対象および方法】対象は2004～2011年の8年間に橈骨楔状骨切り術を行ったPreiser病5例
で、全例とも明らかな外傷を伴わずに手関節橈側部痛が出現し、保存治療で疼痛が改善せず、
橈骨楔状骨切り術（1例は舟状骨近位切除を追加）を施行した。手術時年齢は50～71歳、罹患側
は右3手、左2手、術後経過観察期間は9-101ヵ月（平均37ヵ月）であった。術前画像評価は、単
純X線像で全例ともDISI変形を呈し、Herbert&Lanzetta分類ではstage 2：　2例、stage 3：　3
例であった。また、X線およびCT像では橈骨舟状骨間の関節変化（Watson分類Stage1）を6例中3
例に認めた。MRI所見ではKalainov分類でType1:　4例、Type2:　2例で、Kienbock病の合併は6
例中2例に認めた。以上の症例に対して術後合併症、単純X線像における病期の推移、術後手関
節痛の有無、可動域（掌背屈）、握力、Coonyの評価基準について調査した。【結果】感染、神
経障害等の合併症を認めなかったが、DRUJ関節症の増悪を1例に認めた。単純X線像における病
期の推移については舟状骨近位切除を併用した1例を除く全ての症例で病期が進行
し、Herbert&Lanzetta分類でstage4となった。術後疼痛は1例に中等度の疼痛残存を認めたが、
他5例で疼痛は消失し、手関節可動域は掌屈平均46°、背屈平均43°、握力は平均
10kgで、Coonyの評価基準は40-80点（平均68点）であった。【考察】Preiser病に対する橈骨楔
状骨切り術は疼痛軽減には有用であったが、舟状骨近位の圧壊を予防できず、中長期的には変
形性関節症の増悪が危惧されるため、今後とも経過観察が必要である。
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Preiser病に対する部分手関節固定術の経験
Clinical Result for 4-Corner Fusion for Preiser's Disease

○矢野 浩明, 帖佐 悦男, 村上 恵美, 大田 智美
中村 志保子

宮崎大学　医学部　整形外科

【はじめに】外傷の既往のない舟状骨骨壊死、すなわち特発性の骨壊死はきわめて稀であると
言われている。今回我々は、特発性無腐性壊死（以下 Preiser病）に対して、舟状骨摘出術お
よび4-corner fusionを施行し若干の知見を得たので報告する。【対象および方法】2000年以
降、Preiser病と診断された2例 (女性－症例１)、 (男性－症例2)を対象とした。X線学的病期
分類としてのHerbert分類はStage4とStage3であった。2例に対して舟状骨摘出術および4-
corner fusionを施行した。手術時年齢は38歳と34歳であった。臨床評価はCooneyの手関節評価
法を用い、X線学的評価はCarpal height ratio （以下CHR）およびradial rotationを用いて検
討した。【結果】最終調査時（4年と1年3か月）臨床評価はPain・functionは2例とも満点であ
った。X線学的評価は症例1に一部骨癒合不全を認めた。症例2は約３カ月後には骨癒合が得られ
た。CHR  とradial  rotationは術前と調査時を比較してほぼ同様に保たれてい
た。【考察】Preiser病は稀な疾患で、病期初期の段階では見逃されることもあり、病期の進行
した状態で確定診断に至ることもあると思われる。稀な疾患であるが故、治療法も様々で、確
立されていないのが現状である。舟状骨圧壊の進行例においてはSLAC Wristの治療法に準じて
行うのがよいと思われる。舟状骨摘出術および4-corner fusionは、舟状骨切除による舟状骨周
囲の除痛効果があり、Carpal heightは温存され、偽関節の発生率が低く、DISI変形の矯正が同
時に可能、さらに可動域の損失が少ないといった特徴を有し、有効な手術法である。2症例とも
除痛が得られ、さらに原職に復帰し、患者の満足度は高かった。
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成長期から考える骨粗鬆症予防と治療
―橈骨遠位端骨折後には薬物療法が必要である―

Prevention and Medical Therapy of Osteoporosis from Adolescence- A Medical Therapy is necessary

after the distal radius fracture-

○清水 弘之

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座

手の外科医は橈骨遠位端骨折を治療する機会が多いことから、手の外科医が骨粗鬆症治療に興
味を持ち、精通できれば患者に薬物治療を継続させ、その後の骨折や寝たきりを予防できると
考えている。今回、成長期の骨密度獲得戦略と中年以降に対する各種の骨粗鬆症薬の使い方と
この問題点を中心にお話し、橈骨遠位端骨折後に薬物療法を継続させる必要性と薬物治療をド
ロップアウトさせないコツについて言及する。
１）成長期の骨密度獲得戦略
　骨粗鬆症の予防として思春期における最大骨量を高く獲得しておく必要がある。この最大骨
量を規定するものに遺伝因子と環境因子があげられる。そこで、我々は平成13年から現在ま
で、中・高一貫校の女子生徒と、その母親の骨検診（延べ約5000人以上）を行ってきた。この
結果から、最大骨量の決定因子が栄養、運動等の環境因子よりも体格等の内的・遺伝因子（子
供の最大骨量の35％は母親の遺伝子で決まる）に大きく依存していた。低骨量群の親子にはBMI
が低い、体重が軽い、骨粗鬆症の家族歴がある、運動をしない、牛乳が嫌い、母親の骨量が低
いという特徴が得られ、骨粗鬆症ハイリスク群として思春期から区分できる可能性がある．
２）薬物治療の問題点
薬物治療には薬剤の選択法、治療の期間、単剤か併用か、効果の判定をいかにするかなどの問
題点がある。とくに薬剤選択は骨代謝マーカーの数値や年齢、リスク因子数の存在、骨量値、
重症度に分けて考える必要がある。また、ＢＰ剤の光と影（Beaks sign、Vincent signな
ど）、テリパラチドの橈骨遠位端骨折後の骨癒合への有効性、更にclinical questions（フォ
ルテオとテリボンのマーカーの相違はなぜか、１年以上でマーカーが低下してくる理由、悪心
がでにくい打ち方、相加的効果は？）についてお話しする。
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一般住民におけるデュピュイトラン 拘縮の疫学調査
Epidemiology of Dupuytren's disease in general population

○田鹿 毅, 小林 勉, 金子 哲也, 山本 敦史
高岸 憲二

群馬大学大学院医学系研究科医科学専攻器官機能制御学講座整形外科学

【目的】一般住民におけるデピュイトラン 拘縮の疫学を調査し検討したので報告する。【対象
と方法】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調査
しえた人を対象とした。対象は全住民の8.2％にあたり男性163人、女性238人、合計401人平均
年齢66.7（40～92）歳であった。評価項目は問診から性別、年齢、BMI、糖尿病の有無、喫煙の
有無、飲酒の有無、血液検査からGOT、GPT、γ-GPT、血圧を調査した。QOL評価として
EuroQOL(日本語版)を調査した。 本症の診断は視診と触診にて行った。重症度の評価は
Meyerdingの分類を用い、罹患側、罹患指、利き手の関連を評価した。統計学的手法はFisherの
直接確率計算法、Mann-WhitneyのU検定を用い、危険率5％未満を有意とした。【結果】28人に
本症を認め、有病率は7.0％であった。性差では、男性が163人中19人、女性が238人中9人に認
め、男性に有意に多い有病率を認めた（p＝0.0025）。罹患側は片側発症例が21例、両側発症例
は7例であった。複数指罹患例は4例であった。利き手側と罹患側に統計学的有意差は認められ
なかった。Meyerdingの分類ではgrade0が25例（89.2％）、grade1が3例（10.9％）であった。
罹患指では環指が24例（85.7％）であった。年齢では有症群が無症群に比べ有意に高かった（p
＝0.04）。糖尿病歴（p＝0.04）、飲酒歴では有症群が無症群に比べ有意に多く認めた
（p=0.0035）。血液検査、EuroQOL、血圧、喫煙歴において両群間に有意差は認められなかっ
た。【考察】本調査では一般住民を対象にしたため本邦の諸家の報告より小さい有病率となっ
たことが考えられた。重症度は軽症例が約9割を占め、QOLの低下の誘因にはなりえないことが
考えられた。有症群に、本症関連因子である高齢、糖尿病歴、アルコール歴を有意に多く認め
た。
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Dupuytren拘縮に対する外科的治療法の検討　－開放療法と一期的閉
鎖療法の比較－

Surgery of Dupuytren's contracture: a comperison between open palm method and wound closure

○小沼 賢治1, 小林 明正2, 見目 智紀1, 助川 浩士1

高相 晶士1

1北里大学　医学部　整形外科学, 2相模台病院整形外科

【はじめに】当院ではDupuytren拘縮に対し2007年までは開放療法（O法）を行い、それ以降は
一期的閉鎖療法（C法）を行ってきた。O法の利点は手術時間が短いこと、皮膚性拘縮が上皮化
を待つことで改善できることである。欠点として術後創上皮化、入院日数に長期間を要するこ
とである。この欠点を解消するため2008年からC法を行ってきた。今回、O法およびC法を後ろ向
きに調査したので報告する。【方法】過去10年間に施行したDupuytren拘縮25例27手であり、O
法14例15手22指、C法12例12手15指であった。1例は右手にはO法を行い左手にはC法を行った。
手術時平均年齢はO法67.6歳、C法66.3歳であり、全例男性であった。平均観察期間はO法7カ
月、C法17.8カ月であった。評価は手術時間、入院日数、創上皮化までの日数、手術を行った指
の術前と最終観察時の平均総伸展不足角、伸展不足角改善率、指別（環指と小指）改善率で行
い、O法とC法を比較検討した。【結果】平均手術時間はO法83.6分、C法149.5分であった。平均
入院日数はO法25.4日、C法10.3日であった。創上皮化までの平均日数はO法28.5日、C法22.5日
間であった。以上の3項目はそれぞれ有意差をみとめた。また、術前平均総伸展不足角は、O法
51.6°、C法55.1°であった。最終観察時平均総伸展不足角はO法11.8°、C法18.3°であった。
指別伸展不足角改善率は、環指：O法83.3%、C法91.3%、小指：O法80.9%、C法63.8%であった。
平均総伸展不足角改善率はO法80.1％、C法72.9% であった。以上4項目はそれぞれ有意差は認め
なかった。【結論】術後成績は、両法に有意差はなくO法の欠点を解消する点においてC法は有
用であった。有意差はないものの小指伸展不足角改善率はO法の方が良い傾向にあり、両者を組
み合わせた方法も考慮するべきであった。
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当科におけるDupuytren拘縮の手術治療成績
Clinical Results of Surgical Treatment for Dupuytren's Contructure

○中村 修, 加地 良雄, 山本 哲司

香川大学　整形外科

【目的】高度のDupuytren拘縮では、成績不良例や、血管神経束損傷など合併症の報告が散見さ
れる。当科では必要に応じ、手術用顕微鏡による剥離や創閉鎖法の工夫を行っている。今回、
当科におけるDupuytren拘縮手術に対する治療成績とその問題点について調査した。【対象と方
法】　対象は2000年以降、Dupuytren拘縮に対して部分腱膜切除術を行い、3ヵ月以上経過観察
した18例22手32指である。男性21手、女性1手、手術時平均年齢は69（58～81）歳であっ
た。（糖尿病の合併は4例に認めた。）手術はY-V皮切などを使用し、部分腱膜切除を行った。
閉創時、皮膚の緊張が高い例では一部開放創＋人口真皮被覆で対応した。神経血管束の絞扼が
高度な例では手術用顕微鏡を使用して慎重にcordからの剥離を行い、PIP関節の拘縮が高度な例
では、掌側版の剥離や、側副靭帯の切離などによる関節受動術も追加した。術前評価は
Meyerding分類を用い、grade1が15手、grade2が3手、grade3 が4手であった。治療成績は
Tubianaの術後評価基準および術後伸展角度を調査した。【結果】　Tubinanaの術後評価では、
優10例、良7例、可5例であった。血管神経損傷を生じた症例は無かった。MP関節の拘縮を来し
た症例では、MP関節の伸展角度は術前平均-32.8°が最終時-2.8°に改善した。一方、PIP関節
の拘縮を来した20症例中5例で30°以上の伸展制限が残存し、PIP関節の術前伸展角度は-46.0°
が最終時-13.7°に改善したものの、MP関節ほどの成績は得られなかった。【考察】顕微鏡の使
用や創閉鎖法の工夫を行うことで、合併症を生じることなくMP関節の拘縮に対しては良好な治
療成績が得られた。一方、PIP関節の屈曲拘縮が高度な症例では術後成績が劣る傾向があり、今
後さらなる対応策を模索する必要がある。
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Dupuytren拘縮の術後成績
Clinical Results of Surgical Treatment for Dupuytren's contracture

○斎藤 太一, 島村 安則, 井上 円加, 小澤 正嗣
尾崎 敏文

岡山大学病院　整形外科

【目的】Dupuytren拘縮に対して長軸切開にて部分手掌腱膜切除を行い，Z形成を追加して閉創
を行った症例と，Zigzag切開にて部分手掌腱膜切除を行った症例について治療成績を比較検討
したので報告する．【対象および方法】2007年から2012年の間に手術を施行した18例20手を対
象とした．男性16例，女性2例で，うちZigzag切開にてアプローチした症例は13手，長軸切開に
てアプローチした症例は7手であった．手術は全例病的腱膜の全切除を基本とした．治療成績に
関しては屈曲拘縮角度，術後の合併症，DASHスコア，Tubianaの評価基準を用いて評価を行っ
た．【結果】Tubianaの判定基準ではvery good12手，good7手，fair1手であった．術後の屈曲
拘縮角度はZigzag切開を行った症例群では術後平均MP関節5度， PIP関節16度で，長軸切開を行
った症例群では術後平均MP関節7度，PIP関節17度であり，両群で有意差は認められなかっ
た。DASHスコアについても術後両群間で有意差は認められなかった．Zigzag切開を行った症例
のうち術後しびれを訴えた症例を1例，2年後再発し再手術した症例を1例認め，長軸切開にてア
プローチした症例のうちで皮膚移植を行った症例を1例認めた．術後に創離開や皮膚壊死を生じ
た例は認められなかった．【考察】肥厚腱膜の直上に長軸切開を加え適宜Z形成を追加する方法
は，デザインが容易で視野が広く，索状腱膜の切除と神経血管系の確認がしやすい．本症例群
においてもZigzag切開と長軸切開にZ形成を追加する方法との間では術後成績には差がなく有用
と思われた．しかし長軸切開症例の中には切開直上に神経が存在するものがまれに存在し，高
度屈曲拘縮をきたした症例においては長軸切開では対応困難で植皮が必要になることもあり，
注意が必要である．
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Ulnar parametacarparl flapを併用したDupuytren拘縮手術の治療成績
Clinical results for use of ulnar parametacarparl flap for Dupuytren's contracture

○勝村 哲1, 坂野 裕昭1, 岡崎 敦1, 中村 祐之1

齋藤 知行2

1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

【目的】我々は、Dupuytren拘縮手術の際に、拘縮が高度であるもの、また、複数指罹患例
で、pit形成などにより遠位手掌皮線付近の皮膚が薄く伸縮性の乏しいものに対しては、拘縮解
除後に生じた皮膚欠損に皮弁で被覆し、術翌日から可動域訓練を開始することにより、術後の
拘縮残存や再拘縮を予防している。今回、ulnar parametacarparl flapを併用したDupuytren拘
縮手術の術後成績について検討した。【対象と方法】Dupuytren拘縮8例10手13指（小指10、環
指2、中指1）を対象とした。平均年齢は58.2歳、Meyerding分類は2度1手、3度9手であった。拘
縮例は、術前のPIP、または、MP関節の拘縮角度が60°以上の9手11指（小指9指、環指1、中指
1）で、遠位手掌皮線付近の手掌部の皮膚が薄く伸縮性の乏しいものは1手（環指1、小指1）で
あった。全例で部分的腱膜切除術を施行後、徒手的に関節を伸展させ、生じた皮膚欠損に対し
てulnar parametacarpal flapで被覆した。皮弁のdonor siteは縫縮閉鎖し、術翌日から可動域
訓練を行った。術後観察期間は平均7.2か月（4～10）で、術前、調査時の拘縮角度、および、
指別拘縮角改善率を検討した。【結果】MP関節拘縮角度は術前68.3±12.9°が調査時6.0±
5.5°に、PIP関節が75.0±14.1°が12.0±9.1°に有意に改善した（p＜0.05）。拘縮改善率
は、小指87.0%、環指93.4%、中指87.5%であった。観察期間中の再拘縮はなく、皮弁はトラブル
なく全例で生着した。【まとめ】Dupuytren拘縮手術にUlnar parametacarparl flapを併用する
ことで、術翌日から可動域訓練を開始が可能となり良好な可動域の改善が得られた．更に、拘
縮部に健常な皮膚を挿入されるため、術後の再拘縮の予防にもつながると考えられる。
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Dupuytren拘縮におけるPIP関節拘縮の検討
PIP Joint Contracture of Dupuytren Disease

○白井 隆之, 福本 恵三, 村中 秀行, 菅野 百合
小平 聡

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】Dupuytren拘縮におけるPIP関節拘縮は、治療が困難であると知られている。PIP関節拘
縮を伴うDupuytren拘縮で手術を施行した症例を検討し、報告する。【対象と方法】1997年～
2012年までに手術を行ったPIP関節拘縮を伴うDupuytren拘縮59例102指（男性 51例86指、女性
8例16指）に対し、術前・術中所見を調査した。術式は、cord上の直線切開にZ形成術を加える
subtotal fasciectomyを行った。術後評価は、6ヶ月以上の経過観察を行えた24例38指（平均観
察期間18.1ヶ月：6～62ヶ月／示指2指・中指3指・環指13指・小指20指）を対象とし、PIP関節
拘縮角度を評価した。【結果】拘縮部位は、PIP関節拘縮単独のもの34指、PIP・MP関節
42指、PIP・DIP関節17指、全関節9指であった。また手掌部にpit、nodule、cordなどがなかっ
た P I P 関 節 単 独 拘 縮 2 例 が 存 在 し た 。 P I P 関 節 拘 縮 の 原 因 と な る
cordは、ADM、lateral、spiral、natatory、central cordであった。術後合併症は、神経損傷1
例でCRPSはなかった。術後評価を行った症例でPIPの関節伸展不足角は、術前平均34.8°、術後
平均25.8°であった。術前より悪化した症例は10指中9指が術前伸展不足角20°以下の症例で、
そのうちの66.7％を占めた。10指中8指はPIP関節まで病的cordがなくPIP関節以遠に手術操作を
加えなかった症例で、操作を加えた2指は小指であった。術後伸展不足角20°以下のものは14例
15指で、1例を除きPIP関節より末梢までのcordを認め、切除した症例であった。【結論】PIP関
節拘縮に対するsubtotal fasciectomyの成績はおおむね良好であった。術前の拘縮が軽度でPIP
関節に明らかなcordのない症例にsubtotal fasciectomyのみを行うと、中長期的には再拘縮を
生じる可能性が高い。また、小指では、PIP関節以遠まで手術操作を加えても成績は不良である
ことが多い。
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皮弁で被覆した高度なデュプイトラン拘縮例の検討
Severe Contracture Cases of Dupuytren Contracture

○平瀬 雄一1, 桑原 真人1, 中村 恒一1, 小松 一成2

福本 恵三3

1四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

2高月整形外科　東京手の外科スポーツ医学研究所

3埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

はじめに高度の屈曲拘縮を呈するデュプイトラン拘縮例には手綱靱帯や足幅靱帯の部分切離が
必要となる場合がある。そのような症例のかなりの症例では指掌側あるいは手掌に皮膚欠損を
生じることが多い。このような症例の場合、何らかの方法で皮膚欠損を覆うことなくそのまま
縫合閉鎖すると、術後の瘢痕性の屈曲拘縮が起こりやすく結果として十分な可動域が得られな
い。演者は、このような高度な屈曲変形を呈するデュプイトラン拘縮例には積極的に局所皮弁
を用いて閉創してきた。症例　最近１０年間に演者自身が行ったデュプイトラン拘縮手術は89
例で、創の閉鎖にあたって、皮弁あるいは植皮が必要となった症例は14例であった。使用した
皮弁はＰＩＰ関節掌側の皮膚欠損に対してはdigitolateral flap、手掌の皮膚欠損に対しては
ulna para-metacarpal flap である。Ulna para-matacarpal flap の採取部は、そのまま閉創
したが、PIP関節に挿入したdigitolateral flapの採取部には植皮を行った。　結果：手掌で作
成したＺ形成皮弁の先端が表層壊死となった症例は数例あったが、digitolateral flap, ulna
para-matacarpal flap は全例生着した。全例で指の可動域は著しく改善され、半年以上の経過
で拘縮が再燃した症例は見られなかった。　考察：デュプイトラン拘縮症例の拘縮は指長軸方
向に発生する。したがって、コードを切除しても再拘縮が予想されるような高度の拘縮症例で
は途中に皮弁を挿入して拘縮をブロックすることは有用である。また、従来の臨床分類では罹
患指数や拘縮の角度で分類されているが生じる皮膚欠損の視点からの分類はない。実際の再建
法に即した分類を提唱したい。
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当院における指皮弁術後のPIP関節拘縮について
PIP joint contracture after hand flap operation

○菅野 百合1, 福本 恵三2, 村中 秀行2, 小平 聡2

白井 隆之2

1埼玉成恵会病院　形成外科, 2埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

指皮弁術後にPIP関節拘縮をしばしば経験するが、具体的な術後可動域を報告するものは少な
い。当院で施行した症例を集計し、術後PIP関節可動域について検討する。
対象は2007年1月からの5年半に外傷関連で指尖・指掌側部に皮弁形成術を行なった94例102指。
内訳は男83例女11例、平均年齢41.3歳、右50例左44例、示指31指/中指36指/環指28指/小指
7指、平均経過観察期間163.2日間であった。これらの術式、指別PIP関節伸展角度・屈曲角度、
術式別PIP関節伸展角度・屈曲角度を集計、比較検討した。性別、受傷側、手術時年齢における
PIP関節屈曲拘縮の有無についても検定した。
術式の内訳は、oblique triangular flap 51指、神経血管柄島状掌側前進皮弁(以下、掌側前進
皮弁)23指、逆行性指動脈島状皮弁19例、指交叉皮弁6指、母指球皮弁3例であった。術後PIP関
節伸展/屈曲角度の平均は、指別で示指-4.5/94.5°、中指-6.3/94.8°、環指-5.8/92.8°、小
指-2.9/84.5°、術式別でoblique triangular flap -4/94.2°、掌側前進皮弁-7.5/91.3°、逆
行性指動脈島状皮弁-7.6/92.2°、指交叉皮弁-2.5/98.4°、母指球皮弁-4.7/101°であっ
た。PIP関節屈曲拘縮を呈した割合は、指別で示指35.5%、中指38.9%、環指39.3％、小指
28.6%、術式別では、oblique triangular flap 29.4%、掌側前進皮弁47.8%、逆行性指動脈島状
皮弁47.3%、指交叉皮弁33.3%、母指球皮弁33.3%であった。指別、術式別で拘縮の有無の統計学
的有意差はなかった。PIP関節屈曲拘縮の有無で性別、受傷側、手術時年齢の検討でも差はなか
った。
指皮弁術後PIP関節屈曲拘縮はいずれの術式でも30％以上と多かった。術後屈曲拘縮が多いよう
に思われていた指交叉皮弁や母指球皮弁と、受傷同一指からの皮弁とにPIP関節可動域において
有意差が無かった。
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イリザロフミニ創外固定による手指拘縮の治療 -後療法を中心とし
て-

Correction with an Ilizarov Mini-Fixator for Hand Contractures

○浜田 佳孝1, 日比野 直仁2, 山野 雅弘2, 笠井 時雄3

高橋 光彦4

1徳島県立中央病院　整形外科, 2健康保険鳴門病院, 3高松市民病院

4徳島大学附属病院

【はじめに】手指用イリザロフ創外固定(以下IM)を使用した手指拘縮の治療は, 治療対象とな
る障害手の評価と, 創外固定設置後の加療が重要である. 経験的な論述となるが, IMを使用し
た手指拘縮の治療, 特に後療法を中心に述べた.  【方法】22例24手を対症として検討した. 内
訳は,　外傷後に発症した拇指内転拘縮や不良肢位拘縮, 神経麻痺や阻血性の内・外在筋拘縮
手, PIP関節拘縮, 母指CM関節症からの不良肢位拘縮などであった. 後療法は以下の3段階に分
ける事ができた. 第1段階；拘縮矯正期間　原則として, 関節拘縮例は長軸牽引から開始し屈曲
/伸展方向への矯正は充分な関節裂隙の開大後とし, 同一指で複数関節を矯正する際は末梢から
行った. 単関節単独の際は1日1mm程度, 関節裂隙の3～5mmミリの開大を目標とし, 第1指間開大
術や手全体の矯正, 皮弁で被覆した手指の軟部の分離/延長では, 1日数mm延長した. 第2段階；
安定化期間　矯正位獲得後も, IMを除去すると再拘縮する為, 最低でも数週間おくか, 早く動
かしたい例では, IMのユニットを残して次の段階へ移行した. 第3段階；バランス評価と自動運
動の誘発期間　各指骨に装着されたユニット間を多彩なパーツを利用して, 輪ゴムで矯正方向
へ動的に保持し, 主に拘縮していた方向への自動運動を誘発した.（注；このゴムによる動的な
牽引や矯正は, 同時に隣接関節を矯正する時などに, 遠位側に最初から使用することもあった.
）【結果 考察】合併症の骨折が難治化した1例を除いて, 不良肢位から良肢位への改善, 自動
・他動可動域の改善もみられた. 高度外傷例に屈筋腱剥離を行ったが, 本法による機能的な良
肢位への変換で得た自動可動域以上のものは得られなかった. 筋腱を切離しないため筋力への
期待ができ, 皮弁や植皮を要さず外観も良かった.
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幼・少年期に発症した手指変形に対する中・高年期での治療経験
The Treatment of the Hand Deformity in the Elder Patients

○田中 克己, 高橋 国宏, 芳原 聖司, 杉原 佳奈
平野 明喜

長崎大学　医学部　形成外科

【目的】手指の変形は機能的にも整容的にも患者の社会生活にさまざまな障害を及ぶすだけで
なく、心理的な面でも大きな負担を残すことになる。とくに幼・少年期の疾患に起因する手指
変形は成長障害も同時に生じるため治療に難渋する。今回、幼・小児期の初期治療後は無治療
のまま放置され、長期経過後に当科を受診し、治療を開始した症例を経験した。【方法】症例
は12例で、男性2例、女性10例であった。受診時年齢は53歳から71歳であった。疾患は外傷・熱
傷が10例、先天異常2例で、先天異常の1例は無治療の状態で、部位は手指10例、手指から前腕
が2例であった。初期治療から受診までの期間は37年から70年であった。全例で機能・整容の両
面に問題を有していたが、10例では主に変形や瘢痕などの整容面での改善を希望していた。合
併疾患は高血圧、糖尿病、心疾患、脳疾患等があったが、手指の治療のさまたげとなるものは
みられなかった。【成績】全例で手術による治療を行ったが、9例で複数回の手術が行われた。
主な手術術式は瘢痕拘縮形成術が8例、遊離植皮術4例、動脈皮弁術3例、皮弁形成術3例、遊離
皮弁術2例、足趾移植術1例で、骨・関節・腱の処置が必要となった症例が3例あった。全例で良
好な治療成績と患者の満足が得られた。治療に伴う合併症は認められなかった。【結論】長期
間が経過した手指変形は、すでに日常生活に順化しているために患者自身の機能障害を訴える
ことは比較的少ない。一方、整容面での問題は時間が経過するにつれて患者自身にとってはむ
しろ大きくなっている場合も多く、積極的な治療が必要と考えられた。治療に際しては、複数
回の手術が必要な場合も少なくなく、患者の本音の希望、適切な治療法の選択とゴール設定な
らびに合併疾患に対する十分な検討を行うことも重要と考えられた。
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外傷・手術後に発症した屈筋腱腱鞘炎（外傷後ばね指）
Posttraumatic trigger digit

○高原 政利, 丸山 真博, 平野 知恵子

泉整形外科病院　手肘スポーツ

【目的】外傷や手術後に屈筋腱腱鞘炎（外傷後ばね指）が発症するが、発見が遅れると拘縮の
原因になる。本研究の目的は外傷後ばね指の特徴を明らかにすることである。【対象】上肢の
外傷や手術後1年以内に同側に屈筋腱腱鞘炎を発症した24例を対象とした。男性が11例、女性が
13例、年齢は平均59歳（38～83歳）、受傷側は右：11例、左12例、両側：1例であった。先行す
る外傷・手術は手関節15例（橈骨遠位端骨折7例、手関節打撲・捻挫4例、手根管開放4例）、肘
周辺骨折脱臼・靱帯損傷3例、指骨折・脱臼・靱帯損傷4例、および肩2例（上腕骨頚部骨折
1例、肩腱板縫合1例）であった。受傷からばね指診断までの期間、複数指発症、非外傷側発
症、重傷度、治療内容、経過観察期間、および治療成績を調査した。【結果】受傷からばね指
診断までの期間は平均14週であった。ばね指複数指発症は15例、非外傷側発症は3例であり、ば
ね指の重症度(grade)は、1 (痛みのみ): 22指、2 (ばね現象あり、ロッキングなし): 7指、3
(ロッキングあり、徒手整復可能):2指、および4 (徒手整復不能): 8指であった。19例にステロ
イド注射を行い、症状改善は18例（95%）、不変は1例であった。経過観察期間（平均5か月）で
grade 1以下に改善しなかったのは5例（36%）であった。【考察】外傷後ばね指は複数指罹患
（63%）が多く、両側発症（13％）も少なくない。ばね現象を認めないgrade 1と4が77%と大半
であり、ステロイド注射に反応良好であった。ばね指好発年齢であり、潜在性のばね指が外傷
をきっかけとして発症したと考えられる。外傷や手術後の指運動制限に対しては、ばね現象が
なくてもばね指の存在を念頭において積極的に診察し、早期治療を行うことが必要である。
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Upton法、Ezaki法によるシンプルな第１指間形成
Simple first web plasty by Upton and Ezaki procedure

○福本 恵三, 村中 秀行, 菅野 百合, 小平 聡
白井 隆之

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】裂手症には第1指間の狭小化や母示指が合指となる症例が多くみられ、裂閉鎖と同時に
第1指間を形成することが多い。母指形成不全では母指化術が良く行われるが、示指と中指間に
第1指間を作成しなければならない。裂手症に対するUpton法、母指化術のEzaki法における第１
指間形成は、ともに皮下で指列をスライドさせるだけのシンプルなものである。特別な皮弁を
用いることはなく、示指列が尺側に移動するとUpotn法の裂閉鎖、逆に橈側に移動すればEzaki
法の母指化となる。われわれが行ったUpotn法、Ezaki法の手術の実際と成績を報告する。
【方法】2008～12年にUpton法4例4手、Ezaki法3例4手に施行した。Upton法を行ったのは裂手症
1指列欠損型で、Manske 分類ではtype IIb 3手、type III 1手であった。Ezaki法を行ったのは
5指手症1例2手、母指形成不全症1手、鏡手1手であった。術後経過観察期間は9～46ヵ月（平均
22ヵ月）であった。術式は示指基部に切開を加え、第2中手骨上の皮膚を掌背側とも剥離する。
示指列が皮下をスライドして移行し、裂閉鎖あるいは母指化を行うと同時に、元の位置に残さ
れた皮膚が第1指間を拡大する。
【成績】裂手症type IIIの1手を除き全例正常な第１指間の皮膚が形成された。全例で皮弁壊死
は無かった。Webの稜線上に生じる直線状の瘢痕は拘縮の原因とならなかった。
【結論】裂手症に対して裂閉鎖と第１指間の拡大を同時に行う方法はSnow-Littler法、Ueba法
などがあり、母指化術はBuck-Gramcko法、Blauth法が広く行われている。それらの方法では第1
指間の皮膚を広げるために各種皮弁を用いるが、デザインは複雑で皮弁先端が壊死となること
も稀ではない。Upton法、Ezaki法は特別な皮弁のデザインが不要であり、皮弁血行も安定して
いるため簡便で有用である。
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三節母指の外科的治療の検討
Examination of the Surgical Treatment of the Triphalangeal Thumb

○鳥居 暁子, 高山 真一郎, 関 敦仁, 福岡 昌利
宮崎 馨

国立成育医療研究センター　整形外科

【目的】対立可能な三節母指は比較的稀な先天異常で、明確な治療方針は定まっていない。本
研究の目的は、三節母指の治療成績を検討し、治療方針を確立することである。【方法】三節
母指症を、余剰指節骨と末節骨との間に可動性を認めるType Aと余剰指節骨と末節骨が軟骨性
に癒合しているType Bとに分け、前者には1歳前後で余剰指節骨の摘出術、後者では1歳半以後
で三角形の余剰指節骨の楔状骨切り術を施行してきた。上記の方針で治療を行ってきた対立可
能な三節母指17例26手（男児13例：女児4例、手術時年齢9ヶ月～8歳）の術後成績を、骨軸、IP
関節の安定性・可動性から評価するとともに、三節母指の病態と分類について検討し
た。【結果】Type Aは11手、Type Bは15手であった。11例は両側例で、両側が異なるTypeが2例
あった。2例は兄弟で、いずれも両側Type Aであった。またType Bの1例では反対側がBlauth 3B
の母指形成不全であった。母指IP関節骨軸は10～30度の側屈を橈屈4手、尺屈20手で認めた。術
後、Type Aでは基節骨と末節骨の関節面の形状は徐々に適合し、明らかな動揺性を認めなかっ
た。Type Bでは骨切り後に壊死が生じた例はなく、成長障害も認めなかった。術後のalignment
はType A 3手、Type B 4手に10～20度の尺屈が残存したが、整容上・機能上問題とならなかっ
た。Type A はWood分類で主にType 1、Type B はType 2・3に相当する。しかし、Wood分類では
Type 1でも臨床上はType Bのものが2例あった。【考察】余剰指節の形状による分類は、余剰指
節骨の骨化状態により変化する可能性がある。治療上重要な点は、余剰指節骨と末節骨に可動
性を有するか、軟骨性に癒合しているかで、これは必ずしも余剰指節骨の形状と一致しない。
臨床所見を考慮した分類により、治療方針を定めていくことが有用と考えた。
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治療開始が就学期以後になった母指形成不全について
Treatment of Hypoplastic Thumb  after school attendance

○高山 真一郎1, 関　 敦仁1, 福岡 昌利1, 鳥居 暁子1

森澤　 妥2

1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

【目的】良好な機能獲得のためには、母指形成不全の再建手術は2-3歳頃までに行うことが推奨
されている。一方、母指形成不全は就学期以後まで診断されずに、治療時期が遅れる症例も少
なくない。今回このような症例を調査し、治療上の問題点を検討した。【対象及び方法】初診
時年齢7歳以上の母指形成不全症、男児7例女児7例の14例を対象とし、当院受診までの経過、治
療法とその成績を検討した。【結果】受診時年齢は7-9歳10例、10歳以上4例、最年長は30歳
で、両側例は6例であった。Blauth 分類ではB2 : 5手、B3A : 12手、B3B：1例、B4:1例、B5 :1
例で、14手で手術を施行し、保存的治療は6手であった。（2手では今後手術を予定）家族が就
学期まで母指の異常に気づかなかった例が3例あったが、年齢が上がれば改善するあるいは年長
にならないと治療できないという医師の誤った説明のため治療が遅れた症例が6例と多く、また
４例では母指多指症の合併のため母指形成不全が正しく診断されていなかった。さらに強剛母
指と診断され手術を受けたが、IP関節屈曲が改善しないため受診した症例もあった。基本的に
幼児期と同様な治療戦略で臨み、10手で小指外転筋を用いた対立再建を行ったが、短母指外転
筋が比較的維持されていた2手では停止部をMP関節尺側に移行する方法を用いた。術後平均観察
期間は31.6カ月で、FDTおよび第1指間撮影を含めた機能評価では全例改善が得られたが、CM関
節拘縮が強かった3手及びCM関節不安定性が著しかった1手では不十分であった。また第1中手骨
骨頭の変形が著明な1手ではMP関節の固定を要した。【考察】就学期以後に治療を開始した母指
形成不全症でも再建手術は有用であったが、関節拘縮や関節面の不適合性が生じた症例では機
能改善に限界があった。
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尺側浮遊母指を伴う母指多指症の1症例
A case report of thumb polydactyly with ulnar floating thumb

○長谷川 健二郎, 石川 雅晴, 中桐 僚子, 難波 祐三郎
木股 敬裕

岡山大学　医学部　形成再建外科

【目的】母指多指症で橈側母指が浮遊母指の形態をとる症例は少なくない。今回、我々は尺側
母指が浮遊母指の形態をとった母指多指症を経験したので報告する。【症例】症例は2歳男児の
両側母指多指症で、三尖弁閉鎖不全を合併していた。日本手外科学会の手の先天異常分類マニ
ュアル（日手会分類）に準じると、左は4型三指節であった。右は7型浮遊型に分類されるもの
と考えられた。今回、この稀な右母指多指症について述べる。尺側の浮遊母指は、母指ではな
く示指の中手骨遠位レベル橈側に茎をもっており、レントゲン所見では三指節であった。橈側
母指は爪が無く、レントゲン所見では末節骨は写っておらず、基節骨・中手骨は確認された。
第1回目の手術では、爪の無い橈側母指を基節骨遠位レベルで切除し、尺側母指を有茎皮弁で移
植した。第2回目の手術は、4週間後に、尺側母指の神経血管束を橈側母指に移行し、有茎皮弁
を切離した。尺側浮遊母指の栄養血管は浅手掌動脈弓から分枝した示指の橈側指動脈から分枝
していた。術後の経過は良好であった。【考察】我々の渉猟しえた範囲では、尺側母指が浮遊
母指形態をとった母指多指症の報告は鬼塚の報告だけであった。詳細は不明だが、鬼塚の報告
では健側指の太さに合わせるために、Bilhaut-Cloquet法を用いていた。本症例はWassel分類で
は７型（三指節型）で、さらに三指節型を分類したWood分類では７A型に分類されるものと考え
られるが、本症例を従来の分類法で正確に分類する事は困難と考えられた。
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母指形成不全に対するHuber-Littler法の治療成績
Treatment of a Hypoplastic Thumb by Huber-Littler Procedure

○土田 真嗣, 藤原 浩芳, 小田 良, 勝海 泰和
久保 俊一

京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）

【目的】Blauth 分類1,2,3型の母指形成不全に対して当科で行ってきたHuber-Littler法の成績
を検討した．
【対象と方法】症例は21例22手，男10例，女11例，初回手術時年齢は1.5歳から13歳，平均5.6
歳であった．手術側は右14手，左8手，Blauth分類1型が6手，2型が10手，3型が6手で，術後経
過観察期間は3年から11年，平均5.8年であった．術前合併症として母指多指症と内反手をそれ
ぞれ1例ずつ認めた．術式は全例に母指対立再建術を行い，小指外転筋を用いたHuber-Littler
法を施行した．3型に対して腸骨骨移植を１例に，遊離腓骨移植を5例に行った．移植骨は中手
骨近位部に挿入し，手根骨軟骨に対しK-wireにて固定した．以上の症例に対し，つまみ動作，
母指の使用頻度，レントゲン像における移植骨の状態を検討した．
【結果】つまみ動作は全例で可能であった．つまみ動作における母指の使用頻度については，
母指-示指間をより使用しているものが12手，示指-中指間をより使用しているものが7手，母指
をほとんど使用していないものが3手（すべて3期）であった．書字は両側例の１例を除き全例
健側で行っていた．レントゲン像では腸骨からの移植骨は吸収され細くなっていたが，腓骨か
らの移植骨は第2中手骨と比較してほぼ同等の骨幅を維持していた．
【考察およびまとめ】対立再建術としてのHuber-Littler法は，小指外転筋への神経血管束を損
傷しないように注意を払えば，その成績は安定しており，Blauth分類1,2型に対して有用な術式
である．また，3型に対する遊離腓骨移植の併用が腸骨移植に比べ支持性の上で有利と考えた．
さらに，手術時期が6歳以上の症例でも比較的母指の使用頻度が高かったことから，学童期に対
しても本術式の適応があると考えた.
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裂手症に対する治療経験
Treatment for Cleft Hand

○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

1名古屋第一赤十字病院　整形手の外科, 2服部整形外科皮フ科

1990年以降，当院および関連施設にて初期治療を行った裂手症について，その臨床症状および
治療経過について調査したので報告する．【対象】どちらかの手に皮膚性陥凹あるいは，指列
の欠損の有る49症例（男児34，女児15），79手(30例両側罹患)を対象として，家族歴，合併異
常の有無，指列欠損数，Manske(M)分類，手術方法と回数について検討した．【結果】最終経過
観察時の平均年齢8.9歳である．罹患手の合併異常としては，合指29，多指11，など多彩であ
り，下肢の合併異常も47%と高率にみられ，裂足26足のみでなく，合趾多趾9，脛骨形成不全6と
多種であった．片手と両手罹患を比較してみると，家族歴有は各々1%：29%，足の異常合併率は
26%：58%と両手罹患の方が高い比率を示した．一指列までの欠指症例では3手は手術を施行せ
ず，48手で皮膚形成と隣接指列の骨切術および合併症(多指合指など)に対する手術を施行し
た．M分類IIB以上は19%あり複数回手術を要した症例が多かったが，全体として平均手術回数は
1.9回であった．二指列以上の欠損例では，M分類IIB以上の症例が89%をしめ，母指機能再建を
主目的とした，指間形成，腱移行，中手骨移植，骨延長など症例ごとに多彩な再建術を施行し
た．再建困難で手術をしない症例も3手あり，平均手術回数は1.4回であった．【考察】一指列
欠損例に対しては，基本的には隣接指の骨切り術にて指列を整え裂隙を閉鎖する再建術で，整
容面も考慮に入れた機能的な再建が可能であった．二指列以上の欠損例においては，安定した
可動域のある母指列の再建を目指したが，再建術によって獲得できる機能は限られていた．
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５指手症の治療経験
Reconstruction of five-fingered hand in 2cases(4thumbs)

○大安 剛裕1, 津田 雅由1, 弓削 俊彦1, 梅田 基子1

田中 克己2

1宮崎江南病院　形成外科, 2長崎大学医学部付属病院　形成外科

ive-fingered hand（５指手症）は、対立不能な三節母指を有する稀な先天異常であり、母指形
成不全の近縁疾患あるいは三節母指であることから母指多指症の亜型もしくはmirror handの亜
型とする説もある。今回、家族性のfive-fingered handの２例４指の治療を経験した。本2症例
を含む同家系においては５指手、対立可能な三節母指、また正常な母指と様々な表現型を認め
たが、多趾症については全例が母趾列の多趾症であった。文献的には再建後の母指機能が思わ
しくないとされる５指手症であるが、Buck-GramckoおよびHuber-Littler法を用いて比較的良好
な機能改善を得た。治療の経過と文献的考察を含め報告する。
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裂手に対するSnow Littler法の一工夫:掌側中手動脈に加えて背側中手
動脈を含めた皮弁挙上

A modified Snow-Littler procedure for cleft hands, using a flap vascularized by palmar and dorsal

metacarpal arteries

○貝澤 幸俊, 柿木 良介, 太田 壮一, 野口 貴志
松田 秀一

京都大学　医学部　整形外科

【目的】Snow-Littler法は裂手の手術の良い選択肢だが、拡大した第一指間の被覆に用いる皮
弁の遠位部が壊死に陥りやすく、しばしば植皮術などの追加処置を要する。今回我々は、原法
にある掌側中手動脈を茎とする皮弁に、背側中手動脈およびその穿通枝を血管茎として含める
ことで、皮弁が辺縁の壊死なく生着し、その後も良好に経過した両側裂手の症例を経験したの
で、その長期成績とともに報告する。【症例】症例はEEC症候群を呈する男児で、両側裂手、裂
足の加療のため当院紹介となった。左裂手部にtransverse boneを認め、裂手部の開大傾向を示
したため、生後８ヶ月でtransverse boneと第３中手骨の切除、第２中手骨の第３中手骨基部へ
の移動、裂手部の閉鎖と第１指間の拡大をおこなった。第３中手骨上に残存した伸筋腱は、中
手骨頭で屈筋腱とループを作っており、掌側で屈筋腱を切離、得られた腱を半切して、第２、
第３指列のlateral bandに縫合した。皮弁の壊死の予防のため、掌側指動脈だけでなく背側指
動脈、およびその穿通枝を含めるようにして皮弁を挙上した。右裂手に対しては, １才８ヶ月
時に、左手と同様にSnow-Littler法に準じて手術を行った。両手とも、皮弁は辺縁が壊死する
ことなく生着した。10才の受診時、橈側指の若干の橈屈と尺側指の尺屈を認めるが、左右とも
母指とそれ以外の手指との間の対立運動は可能で、ROMに制限なく、ADLにも障害はな
い。【結論】裂手に対するSnow-Littler法は裂手部の閉鎖と第1指間の拡大が同時に出来、有効
な方法である。掌側中手動脈に加えて、背側中手動脈およびその穿通枝を含めて皮弁を挙上す
ることで、両手とも皮弁は辺縁の壊死なく生着した。裂手手術は外見上の問題を改善するため
に行う要素も大きく、さらなる術創を要しない本法は有効と思われた。
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当科で加療した小指多指症の術後成績
Post-operative outcomes of polydactyly for the little finger

○射場 浩介, 金谷 耕平, 大木 豪介, 山下 敏彦
和田 卓郎

札幌医科大学　整形外科

【はじめに】小指多指症は母指多指症と比較して発生頻度が低く、本邦では多指症全体の約6%
とされる。人種間で発生頻度が異なり、黒人の発生率が高い。母指多指症と病理発生学的に異
なった先天異常と考えられている。今回は当科で加療を行なった小指多指症の特徴と術後成績
について検討した。【方法】対象は当科で手術を行った小指多指症4例6手とした。全例女性で
あり、右2手、両側2例であった。手術時平均年齢は20ヵ月、術後平均観察期間は48ヵ月であっ
た。検討項目は病型（浮遊型、発育良好型、その他）、重複指分岐部、合併症、手術方法、術
後手指機能障害の有無とした。【結果】小指多指症の病型は浮遊型1手、発育良好型4手、その
他1手であった。重複指の分岐部はMP関節レベルが3手、中手骨での分岐が3手であった。合併症
として1例にUlnar-Mammary症候群、1例に点状軟骨異形成症を認め、1例で両側第5趾多趾症を認
めた。手術方法は尺側指切除を5手に、橈側指列切除と尺側指列移動を1手に行なった。発育良
好型の４手に小指外転筋移行を行なった。また、1手に追加手術として指延長術と関節整復術を
行なった。指節骨癒合を呈したUlnar-Mammary症候群の1例を除き、術後の関節可動域制限は認
めなかった。また、全例で日常生活での手機能障害を認めなかった。【考察】小指多指症の特
徴として重複指の分岐が基節骨より近位であったこと、4例中3例に合併症を認めたことあげら
れた。治療時には他の先天異常を有する可能性があることを念頭に入れる必要がある。術後に
日常生活での手指機能障害を認めた症例はなく、小指多指症では良好な術後成績が期待できる
と考えられた。
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局所穿通枝脂肪弁を用いた先天性橈尺骨癒合症の分離授動術の経験
The use of pedicled local perforator fat graft for mobilization of congenital radioulnar synostosis

○大井 宏之, 神田 俊浩, 向田 雅司, 石崎 力久
束野 寛人

聖隷浜松病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

先天性橈尺骨癒合症（以下、CRS）の分離授動術後の再癒合防止のために、肘筋と尺側手根伸筋
腱の筋間から立ち上がる穿通枝による局所脂肪弁を用いたので報告する。【対象】2児3肢であ
る。手術時年齢はそれぞれ5、6、5歳である。全て回内強直で橈骨頭は後方に脱臼していた。経
過観察期間はそれぞれ2年、1年、8か月である。【方法】術前にドップラーで肘遠位外側の穿通
枝を確認した。3-4カ所が確認可能であった。肘頭から尺骨に沿う直線の皮切で展開し、ドップ
ラーで確認した穿通枝を傷つけないように肘筋を遠位から反転し、金谷らの方法に準じて、癒
合部の分離、橈骨骨切りなどを行なった。その後癒合部に充填するだけの十分な脂肪弁を、穿
通枝を傷つけないように肘外側部から挙上し、それを反転させて分離部に充填した。術後は4週
間の外固定後、肘可動域訓練を開始した。【結果】手術時間は2時間14分、1時間57分、2時間9
分であった。可動域は回内外の合計が60、55、65°となった。再癒合は認められていな
い。【考察】金谷らはCRSに対して再癒合防止のため血管柄付き遊離脂肪弁を用いて良好な成績
を報告した。我々も遊離脂肪弁を用いたが、手技が煩雑、手術時間が長い、創が大きいなどの
問題があった。後骨間動脈皮弁などの報告が散見されこれも試みたが、前腕中央から遠位は脂
肪組織の量がやや少ないこと、創が大きいなどの問題があった。今回報告した肘筋と尺手根伸
筋腱の筋間から立ち上がる穿通枝を用いた皮弁は、術前にドップラーで確認できること、癒合
の分離と橈骨骨切りを行うだけの皮切で十分であること、分離部を充填する程度の脂肪は採取
できること、短時間に挙上できることなど利点が多く、長期的に再癒合がおこらなければ勧め
られる手術法と考えている。

S448



2-4-43

先天性橈尺骨癒合症に対する解剖学的前腕骨切りと有茎筋膜脂肪弁
移植を用いた分離授動術の試み

Mobilization combined with Computer-assisted Forearm Osteotomy for Congenital Proximal Radioulnar

Synostosis

○三宅 潤一1, 金谷 文則2, 片岡 利行1, 田中 啓之1

村瀬 剛1

1大阪大学整形外科, 2琉球大学整形外科

【はじめに】先天性橈尺骨癒合症に対する分離授動術は、前腕回旋可動性を獲得する有用な術
式である。再癒合防止に遊離筋膜脂肪弁移植から開発されたが、最近では有茎法が開発され、
より簡便に安定した成績が報告されている。一方これまで橈骨頭脱臼の有無や方向に注目した
橈骨近位での骨切りが行われてきたが、骨全体のアライメントは注目されてこなかった。我々
は独自に開発した3次元骨変形矯正システムを用いて、解剖学的前腕骨切りと有茎筋膜脂肪弁移
植を用いた分離授動術を試みたので報告する。【対象と方法】2例（6歳、12歳）を対象とし
た。橈骨頭は後方と前方にそれぞれ脱臼しており、回内40度位、10度位での強直であった。術
前CT撮影を行い、コンピューター上で3次元骨モデルを作成した。癒合部を分離した橈骨および
尺骨モデルを作成し、健側鏡像骨モデル、もしくは同年齢の正常骨モデルと重ね合わせること
で変形評価を行い、正常アライメントを獲得するために最適な骨切りをシミュレーションし
た。術中シミュレーション通りの骨切りを行うためのカスタムメイドガイドを作成した。手術
は癒合部を分離した後、1例には尺骨近位部での回旋骨切りと橈骨中央部での短縮角状骨切り
を、1例には尺骨近位1/3での角状骨切りと橈骨頚部での短縮角状骨切りを行った。骨切り後、
分離部に有茎筋膜脂肪弁移植を行った。【結果】回内/回外はそれぞれ60°/40°、40°/50°と
良好な可動域を得た。前腕可動性獲得に伴い、洗顔などの日常生活動作の改善を認め
た。【考察】前腕アライメント異常は、可動域制限や前腕回旋動態異常に伴う近位・遠位橈尺
関節障害をきたす。本術式は、正常前腕アライメントを獲得することで、良好な前腕可動域や
より正常に近い前腕動態獲得につながる可能性がある。
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手関節の牽引が橈骨手根関節と手根中央関節の運動に与える影響に
ついて

The effects of wrist distraction on motion of radiocarpal and midcarpal joint

○多田 薫1, 川嶋 広貴2, 堀江 翔3, 菅沼 省吾1

土屋 弘行1

1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金沢大学附属病院リハビリテーション部

【はじめに】当科では手関節掌背屈の他動可動域訓練を行う際に、関節周囲の軟部組織を伸張
することで可動域の拡大が得られると考え、手関節に若干の牽引を加えている。しかし、牽引
が手関節の掌背屈運動に与える影響については報告が少ない。そこで我々は、牽引が生体の橈
骨手根関節および手根中央関節の運動に与える影響を手関節動態撮影により評価したので報告
する。
【対象と方法】手関節に異常を認めない健常成人男性10名10手を対象とした。同一検者が被検
者の手部および前腕部を把持し、手関節60度掌屈位から60度背屈位までを10秒間で、非牽引下
および牽引下に他動運動させて動態撮影を行った。なお、牽引力を5kgに統一するため、手秤で
牽引力を確認した後に撮影を行った。得られた10手のデータから手関節の角度を横軸に、橈骨
手根関節および手根中央関節の角度を縦軸にしたグラフを作成した。次にそれぞれのグラフか
ら掌屈および背屈時における回帰直線を求め、その傾きの比（＝橈骨手根関節の角度変化/手根
中央関節の角度変化）を算出した。さらに牽引下、非牽引下における傾きの比について検定し
た。
【結果】手関節掌屈時も背屈時も、牽引下においては非牽引下に比べ回帰直線の傾きの比が有
意に増加していた。すなわち、手関節に牽引を加えることで手根中央関節に比べ橈骨手根関節
の運動角度が有意に大きくなることが判明した。
【考察】現在、手根中央関節を選択的に動かすとされる「ダーツスロー運動」がリハビリに応
用されている。本研究の結果から、ダーツスロー運動に加えて牽引下の手関節掌背屈運動を行
うことで、病態に応じた可動域訓練を施行することが可能になると考えられた。
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前腕骨骨幹部骨折Locking Plate固定術後骨萎縮の評価：CT有限要素
法を用いた研究

Bone Atrophy After Treatment of Forearm Fracture using Locking Plate: Specimen-Specific Nonlinear

Finite Element Analysis

○松浦 佑介1, 國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 小川 泰史1

助川 浩士1

1千葉大学大学院　医学研究院　整形外科

2千葉大学大学院医学研究院　環境生命医学

【目的】前腕骨骨幹部骨折に対してPlateをよる観血的整復固定術が行われるが、術後に骨萎縮
を来す症例をしばしば経験する。本研究の目的は前腕骨骨幹部骨折術後患者における骨密度・
骨強度を有限要素法（FEM)を用いて測定し、骨萎縮の程度を検討することである。【方法】方
法1　前腕骨の骨強度予測の妥当性について新鮮凍結屍体の橈骨６本を用いて検討した。橈骨全
長のCTを撮影し、CT/FEMを用いて橈骨の破断強度を予測した。さらに万能試験機を用いて、実
際の骨破断強度を測定し、比較検討した。方法２　前腕骨骨幹部骨折Locking Plate術後５年以
上経過した患者を対象とした。 両側前腕全長のCTを撮影し、Plate中央部の皮質骨厚を測
定、CT/FEMを用いて同部位の骨密度並びにsimulationによりplate抜去をした際の骨破断強度を
測定した。【成績】結果１　FEMによる予測骨破断強度は3831.8N、万能試験機による実破断強
度は3727.9Nであり、強い相関関係を認めた。(y=1.2269x + 741.8, R2=0.9527, P＜0.01).結果
2　8人、8肢（橈骨6、尺骨5）であった。 経過観察期間は86.5ヶ月であった。患側のPlate直下
の皮質骨厚（mm)は1.80で対側3.09、健側2.91に比し有意な低下を認めた。一方、骨密度
(g/cm3)は患側のPlate直下0.856 、対側0.992で、健側1.149と比し有意な低下を認めた。骨破
断強度は患側4169.0N、健側7325.4Nと有意な骨強度の低下を認めた。【結論】前腕骨骨幹部骨
折のLocking Plate長期固定で、骨萎縮を来すことが示された。CT/FEMを用いた骨強度を測定に
より抜去後の骨折のリスクを判定できる可能性が示唆された。
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尺側手根伸筋腱腱鞘炎誘発テストにおける尺側手根伸筋腱の歪み及
び腱鞘内圧測定

Strain on the ECU and pressure within the subsheath of the ECU following the application of diagnostic

tests for ECU tendonitis.

○片岡 利行1, 森友 寿夫2, 村瀬 剛1, 面川 庄平3

青木 光弘4

1大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学, 2大阪行岡医療大学理学療法科

3奈良県立医科大学医学部整形外科, 4札幌第一病院整形外科

【目的】尺側手根伸筋腱（ECU）腱鞘炎に対する誘発テストには二見テスト、合掌回外テス
ト、carpal supination testやsynergy testが報告されている。しかし、これら誘発テストと
ECUの腱鞘内圧や、歪みとの関連はわかっておらず、今回測定することとした。【方法】新鮮凍
結屍体7体7上肢を対象に肘屈曲90度で上腕骨と尺骨を固定した。センサーをECU腱鞘内に順行性
に尺骨頭レベルまで挿入し、内圧モニター（CaminoV420）を用いて内圧測定を行った。歪みは
歪みゲージ（Pulse-Coder）を尺骨頭から3cm近位の箇所に設置して計測した。いずれも、ECUを
近位方向に150ｇで牽引しながら中間位、回内位、回外位、過回外位、屈曲回内位、屈曲回外
位、伸展回外位で測定を行った。また、synergy test再現のため1.5ｋｇで牽引しながら回外位
でも測定した（牽引回外位）。【結果】内圧測定では、中間位(8.3±3.8mmHg)と比べて回外位
(36.3±13.4mmHg)、過回外位(198.7±70.0mmHg)、屈曲回内位(50.4±41.0mmHg)、屈曲回外位
(60.6±35.3mmHg)、伸展回外位(83.0±62.5mmHg)、牽引回外位(27.9±15.0mmHg)で有意に上昇
していた。歪み測定では、中間位(0±0%)と比べて回外位(5.94±1.92%)、過回外位(16.31±
13.71%)、屈曲回外位(5.38±5.10%)、牽引回外位(16.57±12.62%)で有意に上昇してい
た。【考察】二見テストや合掌回外テストは主に内圧上昇が、synergy testは歪み上昇
が、carpal supination testは内圧と歪み上昇が、それぞれ寄与していると考えられた。
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橈骨遠位端骨折における近位骨片の尺側転位が遠位橈尺関節の安定
性に及ぼす影響について

Influence of ulnar translation of radial shaft on distal radioulnar joint stability after distal radius fracture:

an in vitro kinematic study

○大森 信介1, 森友 寿夫2, 面川 庄平3, 和田 卓郎4

青木 光弘5

1大阪大学　整形外科, 2大阪行岡医療大学　理学療法学科

3奈良県立医科大学　整形外科, 4札幌医科大学　整形外科, 5札幌第一病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折において近位骨片の尺側転位が残存すると障害が残ることがあるがそ
の病態はよくわかっていない。我々は遠位骨間膜に着目し、その橈骨付着部の遠位で骨折して
近位骨片が尺側転位すれば、近位骨片に付く骨間膜が弛緩して不安定性が出現するのではない
かと仮説を立てた。【方法】対象はTFCC, 骨間膜を残して上腕で離断した新鮮凍結屍体5体5上
肢である。肘屈曲90度で上腕骨と尺骨を装置に固定し、前腕中間位で橈骨遠位に掌側ならび背
側方向に2kgの牽引をかけ、橈骨の掌背側方向の移動量を三次元磁気計測装置で計測した(A)。
続いてTFCCを完全切離して計測(B)後、遠位骨間膜付着部遠位で橈骨を骨切りして、近位骨片を
尺側に5mmずらして固定して計測(C)し、最後に尺側転位を整復固定した後遠位骨間膜を切離後
計測した(D)。【結果】橈骨の掌側移動量に関してAとBの間に有意差を認めたが、背側移動量に
関しては有意差を認めなかった。背側移動量は尺側転位Cで有意に増加した。尺側転位を整復固
定した後背側移動量は減少したが、遠位骨間膜切離Dでふたたび増加しAとの差は有意であっ
た。CとDの背側移動量に有意差は認めなかった。【考察】TFCCを完全に切離しても橈骨は掌側
方向に不安定になるだけで背側不安定性は出現しなかった。しかし近位骨片を尺側に5mmずらす
と遠位骨間膜が弛緩して遠位橈尺関節部の距離が広がり、橈骨S状切痕の掌側の関節縁を尺骨頭
が乗り上げ橈骨が背側脱臼するようになった。すなわち、遠位骨間膜には橈骨の背側脱臼を制
動する機能があり、TFCCと遠位骨間膜を両方切離してはじめて掌側にも背側にも非常に強い不
安定性を生じるようになる。橈骨遠位端骨折で橈尺靭帯損傷合併時には尺側転位は特に注意し
て整復すべきである。
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指MP関節の機能的可動域　－手関節の固定角度が与える影響－
Functional range of motion in the metacarpophalangeal joint in the different wrist position

○村井 貴1, 佐藤 亜由美2, 井戸 芳和3, 内山 茂晴4

加藤 博之3,4

1安曇総合病院　リハビリテーション科, 2安曇野赤十字病院　リハビリテーション科

3信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部, 4信州大学整形外科

【背景と目的】演者らは1軸電気角度計を用いて指MP関節の機能的関節可動域（functional
ROM：fROM）を測定し，手関節の運動を制限しない（手関節フリー）場合のfROMは示指10.8～
63.2度，中指9.3～73.4度，環指11.2～75.5度，小指14.6～81.2度であることを過去の本会にお
いて報告した．本研究では，1）手関節を固定すると指MP関節のfROMが変化するかどうか，2）
手関節固定肢位によってfROMはどのように変化するか，を検討した．
【対象と方法】対象は，健常成人9人で年齢は20～28歳であった．右手関節をスプリントで伸展
30度，0度，屈曲30度に固定し，示，中，環，小指MP関節fROMを演者らの過去の報告と同じ方法
で求めた．統計は指ごとに最大屈曲各度，最大伸展角度において4群間での多重比較
（Tukey法）を行い，危険率5％未満を有意差ありとした．
【結果】各指ごとに手関節30度伸展位／手関節0度／手関節30度屈曲位のfROM（最小屈曲角度～
最大屈曲角度）を示す．示指：25.2*～67.2／18.3*～62.7／11.8～62.5，中指：26.4*～74.8／
16.8～71.4／12.6～67.0，環指：26.7*～79.3／17.6～74.7／10.9～71.2度，小指：22.7*～81.2
／14.7～70.4*／3.7*～70.5*度であった（*手関節フリー時の角度と比較し有意差あり）．
【考察】MP関節のfROMにおける指伸展角度は，すべての指において手関節30度伸展位固定時に
減少し，小指においては手関節30度屈曲位固定時に増大した．MP関節のfROMにおける指屈曲角
度は，手関節0度と30度屈曲位固定時に小指のみ減少した．MP関節のfROMは手関節固定により変
化することが示された．手関節の固定肢位によりfROMの変化は異なっていた．

S454



2-5-6

ストレッチングは弾発指に対する保存治療として有効である
Stretching is effective non-operative treatment for trigger finger

○千葉 有希子1, 徳永 進1, 江畑 龍樹1, 岩倉 菜穂子2

国司 俊一3

1佐倉整形外科病院, 2東京女子医科大学病院, 3城東社会保険病院

【背景】
弾発指の治療法はステロイド注射や手術療法が主とされており，リハビリについての報告は少
ない．筆者らは弾発指に対して，ストレッチが疼痛やsnapping，lockingの改善に効果的である
と考え，積極的に実施している．
今回，筆者らが実施しているストレッチ方法の紹介と実施成績について報告する．
【対象と方法】
調査対象は，2009年9月から2012年10月の間，弾発指と診断され，リハオーダーを受けた症例の
うち，手術例，リハオーダー以前のステロイド注射実施例，follow期間1ヶ月未満の症例を除外
し、1ヶ月以上リハビリ継続可能であった78例101指を対象とした．
男性28例女性51例，母指32指，示指6指，中指39指，環指23指,小指1指であり，平均年齢59.1歳
（13～79歳），平均follow期間2.6ヶ月（1～11ヶ月）であった．
調査項目は，症状の改善数，ステロイド注射追加の有無，治療成績とした．
ストレッチのみで治療可能であった症例（S群）と，症状によりステロイド注射の追加を要した
症例（S＋I群）の２群に分け検討した．
ストレッチは屈筋腱ストレッチとA1 pulleyストレッチの２種類を実施した．
【結果】
S群ではストレッチ開始後１ヶ月で軽快する症例が多く，その後はゆるやかに改善がみられ
た．S+I群では，急激な改善はなく徐々に症状が軽減した．ステロイド注射後，疼痛の軽減は見
られるものの再燃することもあり，S群のように短期間での改善は得られなかった．
治療成績は内田らの基準（澤泉改変）にてS群77％，S+I群65%で症状の改善が見られた．
【まとめ】
ストレッチの実施は症状の軽減に有効である可能性が示唆された．S群77％，S+I群65%以上に症
状の改善が見られた．
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トリアムシノロンの腱鞘内注射はばね指の根治的治療となりえてい
るか

Treatment of Triamcinolone Injection for Trigger finger

○森田 哲正1, 小寺 秀樹1, 藤澤 幸三1, 辻井 雅也2

平田 仁3

1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　医学部　手の外科

【目的】トリアムシノロン(以下TM)腱鞘内注射は果たしてばね指の根治的治療となりえている
のか、また再発をきたす症例の特徴について検討したので報告する。【方法】2009年7月TMの供
給が再開されてから、TM腱鞘内注射で治療されたばね指症例73例（男23女50、平均61.4歳）を
対象とした。注射手技は全例同一検者によって施行された。注射はTM5mgを0.5％キシロカイン
で薄め1mlとし、A1 pulleyの末梢より腱鞘内に注射した。注射後1か月で効果を判定し、以後ば
ね指が再発し患者の希望があればTM注射を追加した。また手術治療は患者の希望があれば行う
こととした。注射した指は全154指(母指48、示指16、中指50、環指26、小指14)であった。一指
発症例は32例、多数指発症は41例であった。経過観察期間は6か月から39か月で平均20か月であ
った。この症例で治癒率、再発率、次の注射までの期間、再発症例の特徴など検討し
た。【成績】1回の注射で治癒したのは41例56％であった。その内訳は母指27（56％）、示指
8（50％）、中指27（54％）、環指16（61％）、小指11（73％）であった。再発は母指21、示指
8、中指23、環指10、小指3に認めた。再発指の注射の回数は2から7、平均3.2回であった。また
再注射を行うまでの期間は2-25ヶ月で平均7.1ヶ月であった。再発は多数指発症の23例（56％）
に認め、一指発症例の7例（21％）より優位に多かった。また再発32例のうち手根管症候群を20
例に、糖尿病を8例に認めた。最終的に手術に移行したものは10例15指であった。【結論】TM腱
鞘内注射は1回の注射では56％しか治癒せず、また25か月経過してから再発した例もあり根治的
とは言い難い。注射治療のみでは再発する可能性があることや糖尿病、手根管症候群合併例は
再発率が高いことを念頭に治療する必要がある。
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狭窄性腱鞘炎におけるElastography、パワードップラーエコーの有用
性

Usefulness of Elastography and power Doppler ultrasonography for stenosing tenosynovitis.

○上原 浩介, 寺村 侑, 坂井 邦臣, 三浦 俊樹
森崎 裕

東京大学　医学部　整形外科

【背景】ばね指患者へのケナコルト腱鞘内注射前後にElastographyを行なうと、腱鞘内注射後3
週で腱鞘のStiffnessが低下し、厚さが薄くなることが報告されている（宮本、三浦ら）。注射
後3週以降、一旦症状が改善したのちに再発する症例は少なくなく、再発例で腱鞘のStiffness
や厚さがどのように変化しているか、なぜ再発するのかは明らかではない。また、狭窄性腱鞘
炎患者にストレッチを行うことで症状が軽減する例があり、その場合の腱鞘のstiffnessや厚さ
の変化の有無は不明である。【目的】狭窄性腱鞘炎患者の治療前、治療後のエコー所見を経時
的に評価することで狭窄性腱鞘炎におけるElastography、パワードップラーエコーの有用性を
評価すること。【方法】外来患者25例34指を対象とした。Elastographyとパワードップラーエ
コーが可能な超音波装置（日立アロカメディコHI VISION Avius）、音響カプラ（日立アロカメ
ディコ）を装着した18Hzプローべを使用した。注射やストレッチを行う治療前、治療開始後
3週、3か月、6か月にElastographyとパワードップラーエコーによる評価を行った。【結果】ケ
ナコルト注射後は腱鞘のStiffnessは低下し、厚さは薄くなる。注射後3か月ではStiffnessは低
下しているが、注射後6か月でStiffnessが上昇する症例がみられた。また、注射3か月後に疼痛
が再発した症例で、パワードップラーエコーで滑膜炎を示唆する所見がみられた。【結語】狭
窄性腱鞘炎においてElastography、パワードップラーエコーによる評価は病態把握に有用な可
能性がある。
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PIP関節伸展制限を伴う手指腱鞘炎に対する超音波ガイド下腱鞘内
ステロイド注射の効果

Effectiveness of ultrasound-guided intrasheath triamcinolone injection for the treatment of finger

tenosynovitis with restriction of extension of the proximal interphalangeal joint

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 中島 祐子1, 鈴木 修身1

越智 光夫1

1広島大学　医学部　整形外科, 2広島大学大学院保健学研究科

【目的】PIP関節伸展制限を伴う手指腱鞘炎に対する超音波ガイド下腱鞘内ステロイド注射の効
果を検討すること．【方法】加療歴のない中指もしくは環指の手指腱鞘炎患者で，初診時にPIP
関節伸展制限を認めた17名19指を対象とした．超音波ガイド下腱鞘内注射は第55回本学会で発
表した長軸法で行った．注射内容はトリアムシノロン5mgと1%メピバカインの混合液0.5mlとし
た．伸展制限の原因および本法の有用性について超音波画像，Hand20を用いて注射前，注射後2
週で評価した．比較のため，PIP関節伸展制限を認めなかった17名21指も超音波評価し
た．【成績】Hand20は注射後，有意に改善した．超音波長軸像で計測されるA1の厚みとその深
層の屈筋腱の厚みも注射後2週で有意に減少した。PIP関節伸展制限を認めない症例と比べる
と，A1，屈筋腱の厚みは注射前，注射後2週において，それぞれ有意に厚かった．PIP関節伸展
不足角度は注射後2週で68%の指で消失した．伸展不足角度が消失した症例の注射前に認められ
た伸展制限の原因は，多くがA2での屈筋腱滑走障害によるものであった．また，A2腱鞘ガング
リオンを認めた症例では，注射後2週でガングリオンは消失し全例伸展制限は改善した．一方，
注射後2週で伸展制限が残存した症例には，その原因が超音波画像では指摘できなかったものが
あった．【結論】超音波ガイド下腱鞘内ステロイド注射により68%の症例で伸展制限が消失，本
法の有用性が示唆された．特にA2に腱鞘ガングリオンを認める症例では本法が著効する可能性
がある．伸展制限の原因は多くの場合，屈筋腱肥厚によるA2での腱滑走障害と考えられたが，
原因不明な病態も存在する．超音波検査によりこれらの病態を把握しておくことは治療方針を
決める上で重要である．
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ばね指に合併するPIP関節屈曲拘縮に対する超音波によるアプロー
チ

Ultrasonographic Findings and Intervention for PIP Joint Contracture Accompanied with Trigger Finger

○仲西 康顕, 面川 庄平, 中野 健一, 小畠 康宣
田中 康仁

奈良県立医科大学　整形外科

【目的】PIP関節屈曲拘縮はしばしばばね指に合併し、同部に疼痛を訴える患者が多い。今回我
々は、PIP関節に症状を有するばね指患者におけるPIP関節周辺の超音波診断を行った。さらに
同部位にトリアムシノロン（以下TC）の注入を行ったので、注入後の超音波所見を含めて報告
する。【方法】ばね指にPIP関節症状を合併した10例（平均年齢66歳、52～78歳）を対象とし
た。関節リウマチなどの炎症性疾患やブシャール結節は除外した。症例は中指9例、環指１例で
あった。10例中４例はばね指の術後であり、術後PIP関節の疼痛の増悪を訴えていた。PIP関節
周囲組織の超音波診断として、矢状断での掌側板の形態の観察をおこなった。さらに、PIP関節
掌側板膜様部のパワードップラー（以下PD）による血流評価を行った。超音波ガイド下に掌側
板と腱の間隙にTC10mgを注入し、注入後約3週でのPIP関節可動域の改善と、矢状断での掌側板
膜様部の厚みの変化、PD所見を評価した。【結果】矢状断の超音波所見として、全例で掌側板
の前縁部が弓状に突出していた。PDでは、10例中8例で掌側板膜様部とその周囲に血流の増加を
確認した。注入後に全例で疼痛の軽減が得られ、PIP関節の屈曲拘縮は注入前平均16度から注入
後平均3度に改善した。注入後、掌側板の厚みも同様に低下し（平均3.6mmから2.8mm）、PDでの
血流低下が観察された。【考察】今回、PIP関節の屈曲拘縮をともなうばね指の超音波検査を施
行し、矢状断で掌側板の前方部が突出する所見を得た。さらに、掌側板膜様部に血流の増加を
認めた。これらの所見は、TC注入により軽減し、拘縮やPIP関節の疼痛も同時に改善した。ばね
指に合併するPIP関節拘縮や疼痛の機序は未だ不明であるが、PIP関節掌側板の肥厚と血流増加
が関与している可能性がある。
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A2pulleyを完全切離したばね指の長期成績
Long-term operative outcomes of trigger finger completely released A2 pulley

○峯 博子, 鶴田 敏幸

医療法人友和会　鶴田整形外科

【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。我々は第55回
本学会において，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し，そ
の多くは手術時に滑膜切除やA2 pulleyの完全切離を要していたことを報告した。手術内容に関
わらず概ね術後成績は良好であったが，A2 pulleyの切離については長期的には機能障害の残存
の可能性など，否定的な意見もあった。このため，今回はA2 pulleyの完全切離を行った症例の
長期成績について検討した。
【対象と方法】
2010年5月から2011年10月までに腱鞘切開術を施行した拘縮ばね指のうち，手術時にA2 pulley
を完全切離し，術後1年以上経過観察可能であった57例63指（男性26指，女性37指，手術時平均
62.6歳，術後経過観察期間平均17.6ヶ月）を対象とした。全例に対し，術前および術後2週時，
最終調査時の屈曲（指尖部から手掌までの距離），伸展（PIP関節伸展不足角度），疼痛
（VAS）を調査した。
【結果】
術前は屈曲（平均）8.7mm，伸展-10.2度，VAS48.2mm，術後2週時は屈曲7.7mm，伸展-
2.3度，VAS22.8mmであったが，最終調査時は全例屈曲制限なく，VASは3.8mmであった。5指
（7.9％）に伸展制限（平均-7.4度）が認められたが，全例男性で，4指は糖尿病や高血圧など
の心循環系疾患の合併症を有していた。
【まとめ】
A2 pulley全切離症例の中には，術後しばらく指の曲がりにくさや疼痛を訴える症例を経験す
る。本研究においても短期的には可動域制限や疼痛が残存していた。しかし最終調査時には，
ほとんどの症例で可動域制限や疼痛の訴えがなかったことから，必要であればA2 pulleyの完全
切離は行ったほうがよいと考えられた。
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ARBの脱神経化された筋の線維化における効果
The effect of angiotensin 2 receptor blocker on fibrosis of denervated muscle

○岡本 道雄1, 田中 啓之2, 西本 俊介2, 村瀬 剛2

吉川 秀樹2

1市立豊中病院, 2大阪大学　器官制御外科学（整形外科学）

【はじめに】筋は長時間脱神経化されると線維化を生じ、たとえ再神経化されたとしてもその
成績は不良となる。筋損傷後の線維化にはTGFβ活性化が関与しており、アンジオテンシン2受
容体拮抗薬(以下ロサルタン)はTGFβを抑制することで筋損傷後の線維化を抑制することが知ら
れている。しかし、ロサルタンが脱神経後の筋組織にどのような影響を与えるかは不明であ
る。本研究はロサルタンが脱神経後の筋組織に与える影響について検討することを目的とす
る。【方法】Wistar ratの左腓骨神経を切断し前脛骨筋を脱神経化したモデルを作製した。飲
料水にロサルタンを0.5g/lの濃度で混合し経口持続投与を行った。損傷後1,3,6,10週時に、通
常の飲料水を投与したコントロール群およびロサルタン群の健側と患側の前脛骨筋をそれぞれ
採取し、湿重量の測定、組織標本のMasson trichrome染色による線維化した面積の測定を行っ
た。またRT-PCR法によるTGFβ、CTGF、Collagen type 1、3（以下Col 1、3）のmRNA発現量につ
いても比較検討を行った。【結果】両群間で前脛骨筋の湿重量に明らかな差を認めなかった。
前脛骨筋の線維化面積は、脱神経後10週時でロサルタン群はコントロール群と比べて有意に小
さかった。（P=0.012）。両群で脱神経後にTGFβ、CTGF、Col 1、3のmRNA発現量は健側と比較
して上昇していた。脱神経後1週時のTGFβ2発現量はロサルタン群で有意に抑制されていた
(P=0.002)。また脱神経後10週時のCTGF、Col 1、3発現量もロサルタン群で有意に抑制されてい
た(P=0.023,0.029,0.047)。【考察】脱神経後の筋組織変性予防は末梢神経損傷後の再生過程に
おいて重要なステップであるが、ロサルタンはラット脱神経化モデルにおいて、TGFβ2、CTGF
を抑制することで脱神経後の筋の線維化を抑制することが示された。
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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２
報　－機能的評価―

Prevention of tendon adhesion using a sheet composed of hyaluronic acid and collagen sponge:

experimental study.

○根本 充1, 熊澤 憲一2, 内沼 栄樹1

1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

【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
とコラーゲンから構成される癒着防止膜を作製し、昨年の本学術集会でその組織学的有用性に
ついて報告した。その後、屈筋腱縫合部に癒着防止膜を適用したニワトリ足趾の関節可動域測
定を行い、屈筋腱の滑走性について評価したので報告する。【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関節からDIP関節の皮膚、腱鞘を切開し、深趾屈筋腱を切断後7-0
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（12羽12
肢）。対照は対側第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（12羽12肢）。3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、引張機による2N負荷時の第3
足趾のDIP関節可動域を測定した。関節可動域測定後には組織標本を作製し、縫合した屈筋腱の
滑走性について組織学的な検討も合わせて行った。統計学的処理はMann-Whitney U-testを用い
た。【結果】腱縫合部に癒着防止膜を適用した12足趾のDIP関節可動域の中央値は17.9°（0～
35°）、腱縫合部に癒着防止膜を適用していない対照群12足趾のDIP関節可動域の中央値は
5.8°（0～15°）であり、統計学的有意差（p＜0.05）を認めた。組織検査では炎症細胞や線維
芽細胞の浸潤が見られたが、関節可動域が得られている足趾では癒着防止膜がこれらの細胞浸
潤を防ぐように腱縫合部を被覆していた。【考察】術後3週間で残存していた癒着防止膜の差が
関節可動域に影響していると考えた。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。

S462



2-5-14

腱修復後の瘢痕癒着防止のためのsiRNA技術
Development of siRNA Technology to Prevent Scarring and Adhesion Formation after Tendon Repair

○油形 公則1, Kondabolu Sirish2, Awad Hani2

O'Keefe Regis2

1徳島大学病院　整形外科, 2ロチェスター大学　筋骨格系研究センター

【目的】腱修復過程において、周囲組織との癒着による腱滑走障害は未だ解決されていない課
題である。本研究の目的は、線維組織形成に重要なTGF-βシグナルのTgfβ1receptor, Smad3,
Ctgfを分子標的としたAntisense-oligonucleotides (ASOs)を用い、腱修復後の腱癒着防止効果
を明らかにすることである。【方法】8週齢、C57BL/6マウスの右後肢FDLを足底中央部で切離
し、8-0 nylonを用いてKessler縫合し、4群（Control、Tgfβ1 receptor、Smad3、Ctgf）に分
け、術後2、6、12日目にそれぞれの遺伝子特異的なASOsを局所皮下注射した。そして癒着評価
試験（MTP ROM test）、引っ張り強度試験、組織学、Realtime RT-PCRなどの手法を用い、各群
の腱修復過程を比較検討した。【結果】術後2、3週時のMTP ROM testでは、Tgfβ1 receptor
、Smad3、Ctgf ASOs群はControl群と比べ、有意にROM損失が少なかったが、強度試験ではTgfβ
1 receptor 、Ctgf ASOs群でControlと較べて差はなく、2週時のSmad3 ASOs群ではControl群よ
りもむしろ高かった。HE染色では、Tgfβ1 receptor 、Smad3、Ctgf ASOsの3群でControl群と
比べ、腱と周囲組織との境界が明瞭であり、癒着形成が少ない印象であった。しかし、Tgfβ1
receptor ASOs群では、術後1、2週時ともに腱縫合部の細胞浸潤が少なく、腱修復障害が示唆さ
れた。Realtime RT-PCRにてControl群と比べ、他の3群では、術後10日目のCol3a1遺伝子発現が
低下していたが、Col1a1、Tenomodulinの発現に差はなかった。【考察】SiRNAによるTGFβシグ
ナルの抑制は腱修復部の癒着を防止し、マウス足趾のROM損失を抑制できた。一方、Tgfβ1
receptor ASOs群では腱修復が障害された可能性があり、臨床応用に向けて今後さらなる検討を
要する。
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手指屈筋腱sliding延長術の力学的検討～延長量による影響～
Biomechanical Study of Digital Flexor Tendon Lengthening Techniques.

○橋本 健1, 國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 松浦 佑介1

村上 賢一1

1千葉大学大学院　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

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痺に伴う手関節・手指屈曲拘縮などに
対して用いられる手技である。今回、sliding延長術において延長量の違いによる強度への影響
についてZ延長と比較し検討を行ったので報告する。方法：新鮮凍結屍体7体14上肢から屈筋腱
（長母指屈筋腱、浅指屈筋腱(示指～環指),深指屈筋腱(示指～小指)）を採取した。sliding延
長モデルは実質部で40mmの間隔で互い違いに半切し（A.30mm B.20mm） slide延長させて2-0
Ethibond糸にてmattress縫合を1針行い作成した。Z延長モデルは、同部位に同間隔でＺ切離、
同量の延長を行いmattress縫合し作成した。両モデルに対して引っ張り試験を行い、最大破断
強度を測定した。統計学的評価にはWilcoxon signed-rank test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延長モデルはA.30mm延長　15.2N±5.9、 B.20mm延
長　20.8±2.5　を示し、Z延長モデルは7.3N±3.0に対し有意に高値であった。破断様式は
sliding延長で多くは縫合部が腱より抜け出て破断（suture pullout）、その他は縫合固定部で
の断裂・破損（suture breakage）であった。考察：20mm 延長モデルは30mm延長モデルよりも
強度は大きくZ延長モデルの約3倍の強度を有していることが判明した。そして20mm延長モデル
はさらに縫合法を工夫すれば早期自動運動を行える力学的強度を有する可能性が示唆された。
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トリアムシノロンアセトニドのヒト腱由来細胞に対する影響　－投
与量、投与間隔の検討―

Effects of Triamcinolone Acetonide on Human Tendon Derived Cells: Dose and Time Depending Effects

○原田 義文, 国分 毅, 美舩 泰, 無藤 智之
黒坂 昌弘

神戸大学　医学部　大学院　整形外科

【はじめに】トリアムシノロンアセトニド（以下TA）は弾発指や上腕骨外上顆炎に対する局所
注射薬として利用されている。しかし抗炎症作用による除痛効果の利点もある反面、腱脆弱
化、腱断裂を起こすという報告もあり、適切な投与量や投与間隔については検討が必要であ
る。今回、ヒト腱由来細胞に対するTAの影響を濃度別、経時的にin  vitroで検討し
た。【方法】腱板修復術時に採取した腱組織から細胞を分離した。投与するTA濃度によりコン
トロール(0mg/ml)群、0.1mg/ml群、1.0mg/ml群の3群に分け、TA投与後1日、7日、14日、21日に
cell morphology、WST assayによりcell viabilityを評価した。またTA投与後7日、14日、21日
に免疫染色定量でapoptosisについて評価した。【結果】Cell  morphologyは
0.1mg/ml群、1.0mg/ml群で7日目に細胞平坦化、多角化を示した。0.1mg/ml群では投与14日目で
Cell morphologyは回復したが、1.0mg/ml群では21日目でも回復しなかった。Cell viabilityは
0.1mg/ml群、1.0mg/ml群で7日目にコントロール群と比し有意に低下した。その後、0.1mg/ml群
では14日目にviabilityは回復したが、1.0mg/ml群では21日目でも回復しなかった。Apoptosis
細胞発現率は、0.1mg/ml群、1.0mg/ml群で投与7日目にコントロールに比し有意に高値を示し
た。その後、0.1mg/ml群では14日目に減少したのに対し、1.0mg/ml群では21日目でも改善しな
かった。【考察】TAの投与濃度は0.1mg/mlであれば7日目にはmorphologyの変化、cell
viability減少、apoptosis増加を起こすが、その後回復した。しかし、1.0mg/mlでは不可逆性
変化を起こし、21日目でも回復しなかった。日常診療で頻用されるTAだが、その過剰投与は細
胞変性やapoptosisを惹起し、腱断裂の原因となりうると考えられ、投与量や間隔は慎重に考慮
する必要がある。
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ラット腕神経叢引き抜き損傷モデルにおける抗p75NTR抗体腹腔内
投与の効果

Effect of the intraperitoneal administration of Anti-p75 Neurotrophin Receptor Antibody in the Rat

Brachial Plexus Avulsion Model

○小林 倫子, 松浦 佑介, 芝山 昌貴, 鈴木 崇根
國吉 一樹

千葉大学大学院医学研究院整形外科学

背景:腕神経叢引き抜き損傷（以下BPA)は 神経障害性疼痛を併発し高度にADL制限を来すが、現
状では十分な治療法がない。一方、神経栄養因子は様々な疼痛を惹起し、その阻害剤が疼痛を
抑制することが知られている。我々は神経栄養因子の低親和性受容体であるp75NTRを阻害する
ことでラットBPAモデルの疼痛が抑制できるのではないかと考えた。
本研究ではラットBPAモデルに抗p75受容体抗体を腹腔内投与し、疼痛行動と脊髄グリア細胞活
性を抑制できるかを検討した。
方法：雄性Wisterラット29匹を用い、右腕神経叢下神経幹を展開。そのまま閉創し1週間後に生
食を腹腔内投与したSham群（n=6）、下神経幹を引き抜き1週間後に生食を投与したBPA群
（n=7）、下神経幹を引き抜き1週間後に抗p75NTR抗体を濃度別にそれぞれ1.0μl、10μl、50μ
l 腹腔内投与したp75 1.0投与群（n=5）、p7510投与群（n= 6）、p7550投与群（n=5）を作成。
疼痛行動評価はCat Walk、von Frey testを用い、モデル作成前、作成後3日、投与直前、投与
後1、3、6、12、24、48時間、3、6、9、12、15日目に施行。免疫組織学的評価は投与後
3、7、15日目に行った。C７髄節の脊髄とDRGを採取し、脊髄をアストロサイトマーカーの
GFAPと、ミクログリアマーカーのIba１で、DRG は神経障害マーカーのATF3で染色し、その陽性
細胞数を計測した。
結果：疼痛行動評価ではBPA群はSham群と比較し有意に疼痛閾値の低下を認めた。抗p75NTR抗体
投与群では濃度依存性にBPA群と比較し有意に疼痛閾値の改善を認めた。免疫組織学的評価にお
いても、BPA群でグリア細胞の活性化を認めていたが、抗p75NTR抗体投与群では濃度依存性に
BPA群と比較し有意に活性化の抑制を認めた。
考察：抗p75NTR抗体の腹腔内投与がBPAに起因する神経障害性疼痛を緩和する可能性があること
が示唆された。
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Motoneuron Integrated Striated Muscles (MISM)による麻痺筋の機能再
建における移植細胞数の検討

Transplanted cell number is a key factor for success of ambulation function restoration by Motoneuron

Integrated Striated Muscles (MISM)

○加藤 宗一, 栗本 秀, 中野 智則, 石井 久雄
平田 仁

名古屋大学　手の外科

【目的】末梢神経損傷、脊髄損傷やmotor neuron diseaseによる麻痺は重篤な筋萎縮や運動神
経の細胞死を引き起こす。我々は中枢神経であるmotoneuronを末梢神経に移植することで麻痺
筋の機能再建に成功した。我々はこれをmotoneuron integrated striated muscles (MISM)と命
名し、functional electrical stimulation (FES)を組み合わせることで制御するmotor unitの
作成を試みている。今回、我々はMISMによる運動機能再建において必要最小の移植細胞数を検
討した。【方法】8週齢オスFisher ratの両坐骨神経を切断結紮し、麻痺モデルを作成した。1
週後に胎生14.5日Fischer ratの脊髄腹側から神経細胞を採取し、麻痺モデルの左腓骨神経内に
2×105 (Group A)、1×106 (Group B)個の細胞を移植した。移植後12週、電気生理学的評価を
施行した後、機能的電気刺激(FES)を与え足関節の背屈角度を計測した。その後、腓骨神経と前
脛骨筋を採取し、筋湿重量、組織学的検討を行った。【結果】運動神経刺激伝導速度はGroup A
で7.4±2.2 m/s、Group Bで11.0±0.6 m/s、複合筋活動電位の振幅はそれぞれ0.4±0.2
mV、2.7±2.1 mVであった。下腿-足のなす角はそれぞれ、82±5°、40±12°であり、Group B
で良好な足関節機能が獲得された。また、組織学的検討においてGroup Bで生着した神経細胞か
ら伸長した軸索数が多かった。【考察】今回の結果からMMT3以上の筋力を再建するために100万
個の細胞移植が必要であった。しかしながら脊髄を含む他の組織再建においては10億の単位で
の多能性幹細胞移植が必要となる。それゆえMISMは多能性幹細胞の腫瘍化のリスクが著しく低
い。ワーラー変性した末梢神経内でのmotoneuronの生存率の改善方法を見出すことで、MISMに
よる機能再建の可能性と有用性を拡大することができる。
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iPS cell-delivery systemとbFGF drug-delivery systemを導入したハイブ
リッド型人工神経-マウス末梢神経再生の実験的研究-

The tissue engineered nerve conduits using iPS cell-delivery system and bFGF drug-delivery system for

peripheral nerve defect in a mouse model

○池田 幹則1, 上村 卓也1, 高松 聖仁2, 岡田 充弘1

中村 博亮1

1大阪市立大学　大学院　医学研究科　整形外科学

2大阪市立総合医療センター整形外科

【目的】末梢神経欠損に対する治療法として自家神経移植があるが、正常神経を犠牲にすると
いう問題は避けられない。そこで我々は、induced pluripotent stem cell(以下iPS細胞）を用
いたiPS細胞播種ハイブリッド型人工神経を開発してきた。今回、basic fibroblast growth
factor(以下bFGF）に着目し、人工神経を担体としたiPS cell-delivery systemにゼラチンを担
体としたbFGF drug-delivery systemを組み合わせた新しいハイブリッド型人工神経を開発し、
マウスの末梢神経再生を行った。【方法】人工神経は2層構造の生体吸収性ポリマーチューブを
用いた。マウスの坐骨神経に長さ5mmの完全欠損部を作成し、4群（control群n=18;人工神経単
独、iPS群n=18;マウスiPS細胞から分化誘導したニューロスフェアを付加したiPS細胞播種ハイ
ブリッド型人工神経、iPS+bFGF群n=8;iPS細胞播種ハイブリッド型人工神経にゼラチン5mgを担
体としてbFGF100μgを付加、autograft群n=12;自家神経移植)で架橋再建を行った。下肢運動・
知覚機能回復について移植後4,8,12週で比較検討した。12週目に人工神経および移植神経を採
取し、抗neurofilament抗体、抗S-100抗体、抗CD-34抗体による免疫染色を行い、再生神経及び
新生血管について検討した。【結果】下肢運動・知覚機能はいずれの時点においても
autograft群、iPS+bFGF群並びにiPS群、control群の順で良好な回復を示した。12週目の神経中
央部の組織像では、autograft群、iPS+bFGF群、iPS群、control群の順で有意な再生軸索を認
め、bFGFを添加することで新生血管の増生が認められた。【結論】iPS cell-delivery system
にbFGF drug-delivery systemを併用した新しいハイブリッド型人工神経は、人工神経による末
梢神経の再生を促進し、再生医療の新しいツールとなる可能性がある。
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絞扼性神経障害に対するtriamcinolone局所注射の効果 ~ラット
Chronic Constriction Injury(CCI)モデルを用いた検討~

The effect of local injection of triamcinolone for entrapment neuropathy ~Examination using a ratChronic

Constriction Injury(CCI) model~

○芝山 昌貴1, 村上 賢一1, 松浦 佑介1, 岩倉 菜穂子2

國吉 一樹1

1千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

【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Chronic Constriction Injury(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週齡ラット(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,絞扼部位にTr 0.1mg,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 Frey testによる疼痛行動評価およびcat walk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(炎症性疼痛マーカー)・A TF-3(神経障害マ
ーカー)の免 疫染色を行った.統計にはnon-repeated measures ANOVAと多重比較検定を用い
た.【結果】行動 学的評価では,von Frey testおよびcat walk ともに0.1・0.5・C群でS群に比
し有意に疼痛過敏を呈 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A
TF-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,疼痛行動,炎症性疼痛,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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末梢神経再生と骨代謝関連因子の検討
Examination of the expression and localization of the Bone morphogenic proteins in peripheral nerve

regeneration

○國分 直樹1, 辻井 雅也1, 須藤 啓広1, 森田 哲正2

平田 仁3

1三重大学　医学部　運動器外科学講座, 2鈴鹿回生病院

3名古屋大学 大学院医学系研究科 手の外科

【目的】末梢神経再生における軸索伸長の誘導は重要な研究課題である。Bone morphogenic
proteins(BMPs)は様々な組織の成長因子であり、中枢神経系でも再生と分化を制御するとされ
ているが、末梢神経系におけるin vivo研究は少ない。本研究ではラット坐骨神経軸索断裂モデ
ルを作成し、末梢神経再生におけるBMPs、BMP receptors(BMPRs)の発現を検討した。
【方法】SD系ラット(雌、8週齢)を用い、坐骨神経をクランプして坐骨神経軸索断裂モデルを作
成した。正常群、Sham手術群、軸索断裂モデル群(術後1日、1週、2週、4週)の坐骨神経、後根
神経節(DRG)を採取し、免疫組織学的手法、Western blotting法にてBMP-2,-7,BMPR-1Bの発現と
局在を評価した。
【結果】BMP-2は正常群、Sham群にて髄鞘の近位、遠位端に発現を認め、Ranvier絞輪での発現
と考えた。軸索断裂群では術後１日より発現が低下したが、術後4週で再度発現を認めた。BMP-
7、BMPR-1Bは正常群、Sham群での発現はわずかであったが、軸索断裂群では処置後1週より長軸
に配列したSchwann細胞に発現が増大した。同様にWestern blotting法でも、軸索断裂群でBMP-
7,BMPR-1Bは処置後１週で発現が増大した。DRGでは、BMP-2,BMP-7,BMPR-1Bは正常群、Sham群で
発現を認めなかったが、BMPR-1Bは軸索断裂群で処置後より神経細胞体に発現が増大した。
【考察】BMP-7、BMPR-1Bは軸索断裂後、Waller変性の進行とともに長軸に配列したSchwann細胞
に発現が増大し、BMPR-1BはDRGの神経細胞体にも発現が増大した。神経損傷時にDRGにsmadが発
現することは報告されており、今回の結果からも神経軸索損傷後の変化にBMPシグナルが関与し
ていると推測される。BMP-7はNGFの作用増強が報告されており、BMP-7は軸索再生において
Schwann細胞に発現し、軸索伸長を促進する可能性が示唆された。
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ノイロトロピンのErkシグナル活性化を介したシュワン細胞の増殖
促進作用

Neurotropin promotes cell proliferation of Schwann cell via Erk pathway

○西本 俊介, 田中 啓之, 岡田 潔, 村瀬 剛
吉川 秀樹

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

【目的】ノイロトロピンはワクシニアウィルスを接種した家兎の炎症皮膚組織から分離抽出さ
れた薬剤で、慢性疼痛や神経障害性疼痛などに対して用いられており、痛みの下行性抑制機構
を活性化する中枢作動性の鎮痛剤であることが知られているが、末梢での作用は明らかではな
い。そこで我々は、末梢の髄鞘形成細胞であるシュワン細胞に着目し、ノイロトロピンによる
影響について検討した。【方法】生後1～3日のWistar ratの坐骨神経からシュワン細胞を分
離、培養し、コントロール群とノイロトロピン群に分け、細胞数計測（培養5日後）とBrdU
assay（BrdU投与の8時間後に吸光度を測定）を用いて細胞増殖に対する効果を検討した。また
apoptosis誘導に対する影響をTUNEL assayを用いて検討した。シュワン細胞増殖シグナル因子
であるErkの活性についても、ウェスタンブロッティング法を用いて経時的に検討を行っ
た。【結果】ノイロトロピン群ではコントロール群と比較して細胞数の増加を認めた。また
BrdU assayにおいても吸光度の増加を認めた。ノイロトロピン投与によるapoptosisへの影響は
認められなかった。Erk活性に関しても、ノイロトロピン群で有意な上昇を認め
た。【考察】Erkシグナルはシュワン細胞における重要な増殖因子の一つであるとされている
が、本研究においてノイロトロピンがシュワン細胞のErkを活性させ、細胞増殖を促進させるこ
とがわかった。シュワン細胞増殖と疼痛抑制効果についての関係は明らかではないが、ノイロ
トロピンがシュワン細胞に影響を及ぼすことで、末梢での疼痛抑制効果を発揮している可能性
が示唆された。
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3次元変形矯正骨切シミュレーションシステムにおけるカスタムメ
イドプレートの開発-新鮮屍体による精度検証-

Development of custom-made plate in three-dimensional corrective osteotomy based on a novel computer

simulation: an experimental study

○大森 信介, 片岡 利行, 大浦 圭一郎, 川西 洋平
村瀬 剛

大阪大学　整形外科

【目的】我々はこれまで、3次元シミュレーションシステムを用いた上肢の変形矯正骨切術の有
用性を報告してきた。この方法では、変形骨と健側鏡像骨の3次元CT骨モデルを比較して立案し
た3次元矯正計画に基づき、カスタムメイドガイドを用いて矯正骨切りを行なった後に既存のプ
レートを用いて内固定している。今後は、変形部の骨形状にフィットし、ベンディングを要せ
ずに理想の矯正を可能とするカスタムメイドロッキングプレートの臨床応用を検討している。
今回はカスタムメイド骨切りガイドの設置位置の精度と、カスタムメイドロッキングプレート
の固定精度について検証したので報告する。【方法】新鮮凍結屍体標本6体6上肢の上腕骨遠位
部と橈骨遠位部に、それぞれ15°の外反変形と15°の掌屈変形となるようにカスタムメイドガ
イドを設置してスクリューホールのプレドリリングと骨切りを行った後、カスタムメイドプレ
ートで内固定した。骨切りガイド設置時とプレート固定後にCTを撮影し、骨切ガイドの設置位
置、プレート固定後の骨モデルにつき、コンピューター上のシミュレーションモデルと実際に
手術を行った屍体モデルとの誤差を評価した。【結果】骨切りガイドの設置位置の誤差は、上
腕骨遠位部では回旋が平均1.8度、内外反と屈伸方向は1度前後、変位は平均1.1mm、橈骨遠位部
では角度誤差は1度前後で変位は平均1.1mmであった。プレート固定後の誤差は上腕骨遠位部で
回旋が平均2.2度だったが、橈骨遠位部では回旋、内外反、屈伸方向とも1度前後の角度誤差で
あった。【考察】術後の骨モデルでは、上腕骨遠位部で回旋誤差がやや大きな結果となった
が、臨床上は問題がないレベルと考えられた。上腕骨遠位、橈骨遠位と目標の変形角度である
それぞれ15°外反、15°掌屈は達成できた。
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骨芽細胞シート移植を併用した血管柄付き人工骨作製
Vascularized artificial bone with osteogenic matrix sheet

○中野 健一1, 村田 景一1, 赤羽 学2, 面川 庄平1

田中 康仁1

1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講座

【目的】我々は骨髄間葉系幹細胞（MSCs）から作製した骨芽細胞シートの有用性を報告してき
た。今回、人工骨に骨芽細胞シートを併用することで新たな血管柄付き骨移植術の可能性を検
討したので報告する。
【方法】7週齢F344ラットの大腿骨からMSCsを採取し二週間初期培養を行い、10cm径培養皿に播
種した後、デキサメサゾン（10nM）、アスコルビン酸（82μg/ml）添加標準培地で二次培養（2
週間）を行った。11週齢F344ラットの大腿動静脈を血管束として挙上し、採取した骨芽細胞シ
ートと共にβTCP（径6mm、長さ10mm、気孔率75%：PENTAX社製SUPERPORE）に作製した側溝
（幅2mm）に組み合わせた。人工骨と血管束を組み合わせた血管束群（V群）、細胞浮遊液を搭
載した人工骨に血管束を組み合わせた細胞搭載群（cV群）、骨芽細胞シートを人工骨の溝に充
填し血管束と組み合わせたシート群（sV群）、人工骨単体を移植したコントロール群（C群）を
作製した（各群n=8）。術後4週でサンプルを摘出し、組織像およびreal time PCRを用い新生
骨、新生血管の評価を各群間で比較検討した。
【結果】組織像ではsV群で血管束から放射状に人工骨内に新生血管と旺盛な新生骨を認め、cV
群でも新生血管と新生骨を認めた。その他の群では人工骨内に新生骨は認めず、新生血管をわ
ずかに認めた。OsteocalcinのmRNA発現量は、sV群が他の群と比較して有意に高値であった
（p＜0.01）。ALP、VEGF-AのmRNA発現量はsV群とcV群がC群、V群より高値であったが
（p＜0.01）、sV群とcV群間では有意差を認めなかった。
【考察】骨芽細胞シート移植を併用することで、人工骨に骨形成能を付与するだけでなく、血
管束から人工骨内部へ新生血管が誘導される事が証明された。本研究から、良好な骨形成能を
有する血管柄付き人工骨の作製が可能であることが示された。
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ハイブリッド型人工神経を用いた再生医療の実験的研究　-iPS細胞
由来神経前駆細胞塊の徐放システム(Cell Delivery System)-

Tissue Engineering with Using Artificial Nerve Conduit -Experimental Study of iPS cell induced

neurosphere delivery system (Cell Delivery System) in a mouse model-

○高松 聖仁1, 上村 卓也2, 池田 幹則2, 岡田 光弘2

香月 憲一1

1大阪市立総合医療センター　整形外科, 2大阪市立大学整形外科

【目的】これまでわれわれが作成したマウスiPS細胞から分化誘導したニューロスフェアを人工
神経内で培養した三次元培養iPS細胞播種ハイブリッド型人工神経（以下ハイブリッド型人工神
経）は、特殊な二層構造の管腔壁により細胞が三次元培養される内層のスポンジ状共重合体ポ
リマーが、外層に比べ早期に吸収・分解される構造となっている。すなわち内層の吸収分解に
より、三次元培養された足場を失った細胞を人工神経管腔内に徐放するcell delivery system
としての人工神経を意図して設計されている。今回、人工神経がcell delivery systemとして
機能しているかどうか検討を加えた。
【方法】人工神経は外径2mm、内径1mm、長さ7ｍｍの生体吸収性ポリマーチューブを用いた。チ
ューブの管腔壁は2層構造（外層：PLAメッシュ、内層：PLA/PCLスポンジ状共重合体）とした。
マウスの坐骨神経に長さ5mmの完全欠損部を作成し、ハイブリッド型人工神経で架橋再建を行っ
た。移植前および移植後12、24週で採取した人工神経をHE染色、抗neurofilament抗体、抗S-
100抗体による免疫染色を行い、組織学的に検討を加えた。
【結果】移植前の人工神経では、ニューロスフェアの細胞はスポンジ上およびスポンジ内部に
おいて3次元培養されていた。ついで、移植後12週の人工神経では外層は保たれているが、内層
は吸収が進んでおり内層に相当する部位に存在したニューロスフェアの細胞はわずかしか認め
られなくなっていた。移植後24週の人工神経では外層は保たれていたが、内層は完全に吸収さ
れ細胞はほとんど認められなくなっていた。
【結論】われわれのハイブリッド型人工神経は経時的に内層が吸収されるとともに、共重合体
上およびその内部に存在した細胞がreleaseされるcell delivery systemとして機能しているも
のと考えられた。
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救急外来における手関節～手指骨折見落としの検討～初期臨床研修
医はどの程度見逃しているか～

How many hand and wrist fractures are overlooked in emergency room by the initial residents?

○馬渕 まりえ, 安間 英毅, 祖父江 康司, 酒井 智久
岩野 壮栄

社会保険中京病院　整形外科

【はじめに】救急外来診療をを初期臨床研修医が担う病院は多いが、時に骨折などを見落とし
ている。翌日の整形外科受診を勧めているが上肢外傷の場合には自己判断で受診せず、見落と
されたままとなり、後日変形治癒や機能障害を起こしてからはじめて受診する例もある。今回
我々は救急外来で初期研修医が診療した手関節～手の外傷について見落としの頻度や傾向を検
討したので報告する。【対象】2012年1月1日～2012年8月15日の間に当院救急外来を外傷により
受診し、初期研修医だけで対応された534例のうち、手関節～手の外傷72例。【結果】72例中救
急外来で撮影されたXpから見落としが判明したものは10例であり、整形外科の外来で撮影した
Xpにて骨折が診断されたものは1例であった。これら11例のうち主訴が不十分なものは2例、所
見が不十分なものは8例、Xpの撮影が不十分(部位や方法が合わないなど)なものは10例であっ
た。後日整形外科外来を受診したものは5例であり、残りの6例ではその後も当院への受診はな
かった。一方でXp上の見落としが明らかでなかった57例のうち骨折のあったものは23例であり
全例が後日整形外科外来を受診していたが、骨折の認められなかった34例のうち24例は整形外
科への受診はなかった。【考察】全外傷534例中で見落とされていた骨折は40例(7.5％)であっ
たが、手関節～手の外傷では72例中11例(15.3％)とより高率であり、Xpの撮影が不十分な場合
には見落とされるケースが非常に多かった。骨折を指摘していない場合には後日受診しない傾
向も認められた。予想される以上に見逃しは多く、臨床研修指定病院では見逃しを少なくする
指導をするとともに、見逃しても必ず後でフォローができる体制を整えることが必要であると
考えられた。
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バラガーゼ圧迫包帯対ジョーンズ包帯‐上肢術後の比較検討‐
Loose Gauze Compression Dressing versus Jones Dressing after Surgery on Upper Extremity

○細川 高史1, 角田 和彦1, 岡田 純幸2, 高岸 憲二3

1深谷赤十字病院, 2済生会前橋病院, 3群馬大学医学部整形外科

【目的】術後に生じる浮腫は疼痛やROM低下の原因とされ術後の患肢圧迫は一般的である。我々
は慣例的にバラガーゼを手から前腕、各指間に置き、伸縮性のない綿包帯を手から前腕全体に
巻き、指間にも包帯を通し、上肢術後の圧迫包帯としている。今回我々のバラガーゼ圧迫包帯
法がキャストパディング(オルソラップ)と弾力包帯を使用した所謂ジョーンズ包帯法と比較し
術後の浮腫軽減と可動域に効果的であるか検討した。【対象と方法】対象は橈骨遠位端骨折に
ORIFを施行した23例、男性9例、女性14例、平均年齢60.7歳(33-85)である。ORIFはいずれも掌
側ロッキングプレートを用いた。術中は駆血帯を使用し、術後はいずれかの包帯固定後1週間の
前腕ギプス固定とした。その後、ギプス、包帯を除去しROM訓練を開始した。ギプス除去日に各
指、手、手関節の周径、およびROMを計測した。対象をバラガーゼ群12例(以下G群)とジョーン
ズ包帯群11例(以下J群)に分け各項目につきt検定及びマンホイットニーU検定で検討し
た。p＜0.05で有意差ありとした。【結果】各項目の平均値は全てG群が優れていた。環指周
径、示指ROM、手関節背屈角及び手関節ROM(健側比)で有意差を認めた。【考察】G群は全項目で
J群より平均値が優れており本包帯の有用性が考えられた。指間にガーゼを挟みさらに包帯で圧
迫することで特に指基部の術後浮腫を軽減し、ギプス中の手指の使用を容易にした可能性があ
る。またバラガーゼを多量に使うことで全体に程よく圧がかかると考えられ、術後に包帯がき
ついと除去した患者もいなかった。手関節は背屈角とROMで有意差を認めたが、J群にAO-C type
の骨折が多く、その影響も考えられ更なる検討が必要であろう。本手技は煩雑ではあるが、術
後浮腫を軽減し、手指機能回復に有用であると考えられた。
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クーレンカンプ変法に準じたエコーガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロ
ックの試み

Ultrasound-Guided modified Kulenkampff method in Upper Extremity

○梶原 了治, 山本 進

松山赤十字病院

［目的］クーレンカンプ変法は非常に有用な麻酔手技であるが、盲目的操作が必要とされ、経
験の浅い医師にとって実際に行うことは容易でない。当科ではクーレンカンプ変法をエコーガ
イド下に行う方法を考案したので実際の手技および有用性について報告する。[対象と方法]　
2012年5月9日以降当科で本法を用いて上肢手術を施行した102症例を対象とした。体位はクーレ
ンカンプ変法に準じる。鎖骨上窩でプローブを鎖骨に押し当てるようにし、鎖骨下動脈の外側
に位置する腕神経叢を画面中央に描出し、プローブの頭側でプローブの中央やや内側からやや
外側方向に刺入する（交差法）。針は極度の肥満症例であった1例を除いて25G針を用いた。放
散痛は15例では認めなかった。演者自身が穿刺を行ったのは12例のみであり、残りの90例は以
前に殆ど腕神経叢ブロックの経験のないレジデント・初期研修医・若手麻酔科医が施行した。
皮切のみの局所麻酔を行っても手術終了時には完全な無知覚と筋弛緩が得られた症例、および
術中に追加麻酔を必要としなかった症例を麻酔効果ありと判定した。［結果］97例(95.1%)で十
分な麻酔効果が得られ、5例(4.9%)では麻酔効果が不十分で深部の局所麻酔を必要とした。全身
麻酔に移行した症例はなかった。演者自身の成功率は91.6%、他の医師の成功率は95.6%であっ
た。[結論]　本法の成功率は経験の浅い医師が行っても十分に高かった。エコーで確認できる
のが針の刺入方向のみである点、刺入が窮屈であるという手技上の問題点はあるが、クーレン
カンプ変法の安全性を損なうことなく施行可能である。また、当院でも本法を経験した若手医
師が従来法に対する理解を深め、救急外来などで従来法を施行できるようになっており、クー
レンカンプ変法の良いトレーニングとなり得る点でも有用と考える。

S477



2-5-29

上肢手術に対する改良した鎖骨上窩腕神経叢ブロック（クーレンカ
ンプ変法）

Modified Supraclavicular Brachial Plexus Anesthesia ( modified Kulenkampff's Method ) for Upper Limb

Surgery

○寺浦 英俊1, 五谷 寛之2, 坂中 秀樹2, 田中 祥貴2

山野 慶樹2

1東住吉森本病院整形外科

2清恵会病院　整形外科　大阪外傷マイクロサージャリーセンター

【目的】1981年山野らは改良した鎖骨上窩腕神経叢ブロック（クーレンカンプ変法）を報告し
たが、これはクーレンカンプ法の最大の合併症である気胸を生じない非常に有用な方法であ
る。当科での現状と麻酔手技について述べる。【方法】2001年11月～2011年9月にクーレンカン
プ変法下に施行した手術症例のうち、麻酔成功率、麻酔作用時間、合併症について調査した500
例を対象とした。年齢11歳から92歳（平均42.7歳）、男性326例、女性174例、手術内容は骨
折、靱帯損傷、関節鏡、創外固定、切断指再接着術、皮弁、腱縫合・剥離術、神経縫合・剥離
術、抜釘術、腫瘍摘出術などであった。実際の手技で重要な点は、気胸が生じないように鎖骨
上窩より体軸に対して約20度外側へ刺入すること、神経損傷が生じないように25Ｇ注射針を使
用することの2点である。麻酔薬は短時間手術にはエピネフリン添加1.5％リドカイン20ml、長
時間手術にはエピネフリン添加1％リドカイン10ml と0.75％ロピバカイン10mlを混合したも
の、より長時間の手術にはエピネフリン添加0.75％ロピバカイン20mlを使用した。【結果】気
胸、神経損傷等の合併症は認めなかった。麻酔作用時間はリドカイン単独で平均4.8時間、リド
カインとロピバカイン併用で平均8.0時間、ロピバカイン単独で平均10.7時間、クーレンカンプ
変法のみで手術可能であった症例は500例中450例（90％）であった。【考察】クーレンカンプ
変法は20mlの麻酔薬のみで手術部位と止血帯装着部位を含めた上肢全体の麻酔が90％で可能で
あり、気胸や神経損傷などの合併症は認めなかった。 またロピバカインを使用することで10時
間以上の麻酔効果時間が得られ、長時間の手術や強い術後疼痛に対して有用であった。
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上肢術後固定に対して閉所恐怖症状を呈した患者に対する工夫
Devised for patients with symptoms of claustrophobia immobilized upper extremity surgery

○名倉 一成1, 金谷 貴子1, 乾 淳幸2, 美舩 泰2, 国分 毅2

1神戸労災病院　整形外科, 2神戸大学大学院　整形外科

【はじめに】閉所恐怖症とは閉ざされた空間や場所にいることに極度の恐怖を感じる症状であ
る。上肢の外固定に対して過剰なまでの不快感や閉塞感といった閉所恐怖症状を呈した8例を経
験した。これらの症例の固定に対する工夫を検討した。【対象と方法】上肢の術前後の外固定
に対し閉所恐怖症状を呈した8例を対象とした。内訳は男性5名、女性3名で年齢は34～56歳であ
った。疾患別には橈骨遠位端骨折2例、肘部管症候群2例、手/肘軟部腫瘍2例、長母指伸筋腱断
裂1例、手根管症候群1例であり、固定に対する閉所恐怖症状への対処法を検討した。【結果】
全例が外固定を行った直後から、閉塞感と耐えがたい不安感を強く訴え除去を希望した。８例
中、閉所恐怖症状の自覚があったのは6名であり、このうち外固定と閉所恐怖症状との関連性を
認識していたのは2名であった。外固定と閉所恐怖症状との関連性を説明した後、固定用包帯を
薄くし、またはギプスに割入れを行って隙間から皮膚を見せる事で症状は改善し、順調に治療
を行えた。【考察】閉所恐怖症は閉塞感により引き起こされる不安神経症であり、シーネやギ
プス固定も閉塞感を感じさせる原因となりうる。従って、外固定に対する強い不安感の訴え
や、頻回のギプス交換の希望や自己抜去などの通常とは異なる反応を示す際は、閉所恐怖症状
の存在を考慮すべきである。対処法として、まず閉所恐怖症状の有無を確認し、外固定との関
連性を説明する事である。そしてギプスの割入れや、シーネ固定の包帯を薄くして隙間を作
り、閉ざされた空間ではない事を実際に見せて閉塞感を軽減させるといった精神的配慮が効果
的であると考えられた。【結論】閉所恐怖症状を呈する上肢疾患の外固定には、閉塞感の少な
い環境を工夫する精神的な配慮が必要である。

S479



2-5-31

超音波画像におけるA1pulleyの厚みを用いたばね指短期予後の後ろ
向き解析

Retrospective Analysis of the Short-Term Prognosis in Trigger Finger using Sonographic A1 Pulley

Thickness

○佐藤 潤香, 石井 義則, 野口 英雄, 武田 光宏

医療法人葦の会　石井クリニック

【目的】超音波画像でのA1pulleyの厚みが短期間における手術治療の予測因子となりえるかど
うかを後ろ向きに解析すること。【方法】1年3ヵ月の期間、当クリニックを初診した特発性ば
ね指患者に超音波検査を行った。各指MP関節のaxial画像を観察し、A1pulleyを含む低エコー領
域の前後幅を屈筋腱の最頂部で測定した。3ヵ月以上の経過観察ができた83患者(25歳-80歳、平
均57.5歳)114指(母指49、示指18、中指32、環指15)を対象とした。これらを超音波検査後1カ
月、2カ月、3カ月でそれぞれ手術を受けた群(手術群)と受けていない群(非手術群)にわけた。
手術に関しては保存療法で効果が不十分だった場合の最終的かつ最も確実な治療法として患者
との相談の上で施行した。全ての超音波検査は日立メディコ社製Aviusを用いて同一の検者が行
った。解剖的相異を考慮し母指と母指以外(他指)を別に分析した。統計学的処理には各群間の
差異に関してStudent t-testを、各期間での手術予測値の検討と局所ステロイド注射の影響に
関してKaplan-Meier分析を使用した(p＜0.05)。【結果】A1pulley厚は母指で2カ月時点、他指
で全時点で手術群-非手術群間の優位差を認めた。母指ではA1pulley厚≧1mm、2カ月の時に感受
性が最も高く(感受性62.5%、特異性72%)、ログランク検定で優位差を認めた(p＜0.01)。他指で
は3ヵ月時点でのA1pulley厚≧0.8mmのみで優位差を認めたが(p=0.04)、感受性は低かった(感受
性39.1%、特異性83.3%)。母指12指と他指14指が局所ステロイド注射を受けたが今回の調査に対
する影響はないと判断した。【結論】超音波画像でのA1pulley厚は短期における予後予測に有
用である可能性がある。当研究においては母指ではA1pulley厚≧1mmが2ヵ月後までの、他指で
はA1pulley厚≧0.8mmが3ヵ月後までの手術を示唆する指標となっていた。
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超音波検査は橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後の屈筋
腱断裂を予測可能か？

Is ultrasonography useful to predict flexor tendon rupture after volarlocking  plate fixation of distal radius

fracture?

○徳永 進, 阿部 圭宏, 高橋 勇次, 江畑 龍樹

佐倉整形外科病院

はじめに
橈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長母指屈筋腱（以下FPL腱）皮下断裂
を生じることが報告されている。我々は超音波検査を行い、断裂の危険が予測できるか検討を
行ったので報告する。
対象と方法
2011年7月から2012年8月までに掌側ロッキングプレート抜去術を行った患者23例23手であり，
男性2例、女性21例，右9手，左14手，手術時平均年齢64.8歳であった。使用したプレートはAcu
-Loc：13手、APTUS：9手、VA LCP：1手であった。プレート固定時、全例で方形回内筋は切離せ
ず橈骨から剥離しプレートを滑り込ませて固定している。以上の症例に対して抜去時および術
後1ヶ月で超音波検査を行い、FPL腱とプレート、橈骨遠位端との距離を計測した。同時に健側
も検査し比較の対象とした。また術中所見からFPL腱背側表面の状態を記録した。
結果
抜去時のFPL腱ープレート間距離は平均0.45mm (0-2.2mm)であり、このうち14手は0mmであっ
た。抜去後のFPL腱ー橈骨掌側との距離は平均2.33mm であり、健側のFPL腱ー橈骨掌側との距
離：平均2.26mm と同等であった。超音波所見でFPL腱の滑走が滑らかでなかった症例が1手あ
り、肉眼的には3手でFPL腱背側面に、1手では示指深指屈筋腱に摩耗変性を認めたが断裂はなか
った。摩耗変性を認めた4手はすべてAcu-Locを使用しており、抜去時FPL腱ープレート間距離が
0mmの症例であった。
まとめ
抜去時のFPL腱とプレート間の距離が0mmであった14手中3手でFPL腱の、1手で示指FDP腱の摩耗
変性が認められた。このような症例では長期間プレートを留置した場合、皮下断裂の危険性が
高いと推察された。
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屈筋腱断裂に対する超音波診断の有用性
Value of ultrasonographic diagnosis for flexor tendon ruptures

○村中 秀行, 福本 恵三, 菅野 百合, 小平 聡
白井 隆之

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】屈筋腱断裂を疑い手術を行った症例を、超音波検査後手術した検査群と、臨床診断の
みで手術した非検査群とに分類し、比較検討したので報告する。【方法】2003～2012年に、外
傷の有無に拘わらず指の自動屈曲が不能な症例に対し、屈筋腱断裂を疑い手術した50例77腱を
対象とした。骨折合併例、初診時屈筋腱断裂の診断が明らかな症例は除外した。発症から初診
までの期間は当日から3年、平均53日であった。検査群16例19腱(皮下断裂6例6腱、外傷後10例
13腱)と非検査群34例58腱(皮下断裂5例5腱、断裂なし2例2腱、外傷後断裂27例51腱)とを比較し
て、検査群と非検査群との正診率を比較した。超音波検査は臨床検査技師が行い、診断は手外
科医が行った。【成績】検査群は正診率75％だったのに対し、非検査群は58％と検査群の方が
良好な正診率を示した。検査群ではFDS、FDP各々の腱断裂も診断可能であった。誤診の原因と
して、検査群では、完全断裂を部分断裂と診断した例、瘢痕で連続していた陳旧例を断裂なし
と診断した例、触診上腫瘍と診断して超音波検査を行い、断裂腱断端を腫瘍と診断した例など
があった。非検査群では、多数腱断裂の場合、理学所見が明らかな指のみ診察し、他部位の理
学所見をとっていなかった症例で腱断裂の見逃しが存在した。小児や精神疾患を有する症例で
は理学所見が不正確になり、術前と術中診断が異なる例が散見された。また、部分断裂の場
合、理学所見では診断不能なため、神経縫合など別の手術の際に発見された例や、疼痛などが
原因で臨床診断に不正確さが生じた例なども存在した。【結論】超音波検査は屈筋腱断裂の診
断に有用であり、臨床所見では捕えきれない情報を得ることができる。屈筋腱断裂を疑う場
合、術前に超音波検査を行うことで正確な診断に基づく適切な治療が可能になる。
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手領域の神経損傷に対する超音波画像診断
Ultrasonographic Diagnosis of Nerve Injury in the Upper Extremity

○中島 祐子1, 砂川 融2, 鈴木 修身1, 四宮 陸雄1

越智 光夫1

1広島大学病院　整形外科, 2広島大学大学院　医歯薬保健学研究院

【目的】手領域の神経損傷では神経間に交通枝が存在することから、完全断裂でもその支配領
域が知覚脱失とならないことがあり、また受傷後早期では神経の連続性が保たれていても知覚
障害が存在することもあり、手術適応を決定する際に難渋することが少なくない。これまで報
告のある画像診断としてはMRIがあるが、空間分解能の低さから部分損傷や末梢での損傷では診
断能力に限界がある。そこで本研究では手領域の外傷性神経損傷に対して超音波検査を行い、
その有用性を検討したので報告する。
【方法】外傷による手領域の神経損傷が疑われた9例を対象とした。受傷部位は、前腕1例、手
関節3例、手掌部2例、中指2例、環指1例で、全例他医で創処置を受けており、当科の初診は受
傷後平均20日であった。これらに超音波検査を行い、損傷神経を同定して断裂の有無を診断
し、さらに手術を行った症例では超音波画像所見と術中所見とを比較した。
【結果】超音波検査により同定された損傷神経は、前腕：尺骨神経1例、手関節部：正中神経
2例、尺骨神経1例、手掌部：総指神経1例、分岐直後の固有指神経1例、中指：橈側・尺側指神
経が各1例、環指：橈側指神経1例で、画像診断は完全断裂3例（手掌部指神経1例、指神経
2例）、部分断裂5例（正中神経2例、尺骨神経2例、指神経1例）、断裂疑い1例（手掌部総指神
経、腱損傷合併例）であった。部分断裂の所見は、正中・尺骨神経ではfascicular patternが
部分的に消失した腫大像、指神経では一部腫大像であった。手術は中指指神経の部分断裂1例を
除く8例に行い、術中所見はほぼ超音波画像診断と一致していた。
【考察】以上より、超音波検査は指神経レベルまでの手領域の神経損傷の描出が可能で、完全
断裂、部分断裂の診断に有用であり、治療方針決定の一助となる検査と考える。
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Hemipulp flapによる再建示指の大脳体性感覚野可塑性変化を認めた1
例

Sensory Cortical Plasticity after Hemipulp Flap Transfer

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 鈴木 修身1, 中島 祐子1

越智 光夫1

1広島大学　医学部　整形外科, 2広島大学大学院保健学研究科

【目的】近年，脳は考えられていた以上に可塑性を備えていることが分かってきた．我々
は，hemipulp flapを施行した症例で大脳体性感覚野の可塑性変化を示す結果を得たので報告す
る．【方法】対象は非利き手の示指デグロービング損傷に対してhemipulp flapを施行した1例
(41歳，男性)と健康ボランティア5例(男性3例，女性2例，平均年齢26歳)とした．大脳体性感覚
野の可塑性変化は，手術例，健康ボランティア例ともに両示指・小指の指腹部に機械刺激を加
え，Magnetoencephalography(以下，MEG)を用いてsomatosensory evoked fields(以下，SEFs)
を記録し評価した．手術例は術後4, 12, 24週，健康ボランティア例は任意の1時点でMEGを施行
した．手部知覚検査としてS-W testを術後4, 12, 24週で手術例に対して施行した．【成績】術
後4週のMEGで，手術した示指と健常な患側小指からSEFsが記録された．健常な患側小指から得
られたSEFsの位置は健常ボランティア例の非利き手側小指と同様で，経時的に変化しなかった
が，手術した示指から得られたSEFsの位置は経時的に変化した．変化量を定量化するため，各
Field間距離を計測すると術後4週；3.7mm，術後12週；5.9mm，術後24週；7.4mmと経時的に開大
し，健常ボランティア例の非利き手側で同様に計測されたField間距離8.1mm±0.8mmに近似する
値を示した．一方，S-W testでは術後4週の時点で，flapに知覚回復徴候は認めなかったが，術
後12週で確認され，術後24週でblueとなった．【結論】flapの機械刺激により生じた大脳体性
感覚野反応部位の変化は末梢神経の再生による影響と考えられた．また，本反応はS-W testで
得られる臨床的な知覚回復より早期に生じており，この知覚回復を促進している可能性や末梢
神経障害の回復評価法としても使用できる可能性が示唆された．
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橈骨遠位端骨折術後の手関節機能的可動域の評価
―Dart-throwing およびopposite dart-throwing motion と手根骨動態と

の関係―
Functional wrist motion after the distal radius fractures

--Clinical relationship between the dart-throwing, opposite dart-throwing motion, and carpal motion--

○土肥 義浩1, 粕渕 賢志2, 小野 浩史3, 面川 庄平4

田中 康仁4

1東大寺福祉療育病院　整形外科

2白鳳女子短期大学　総合人間学科　リハビリテーション学専攻

3国保中央病院　整形外科, 4奈良県立医科大学　整形外科学教室

【目的】手関節の機能的な運動方向として橈背屈から掌背屈のdart-throwing motion (DTM)が
注目されている。我々はこれまでに橈骨遠位端骨折術後の症例のdart-throwing motionの可動
域を計測して検討してきた。今回はDTMに直交する尺背屈から橈掌屈のopposite dart-throwing
motion (ODTM)の可動域の評価も加え、手関節のX線動態と比較して手根骨動態との関連につい
て調査した。
【方法】対象は橈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線撮影と可動域計測
を行ったのべ21例である。平均年齢は65才（45-78才）、男性3例、女性18例で、骨折型はAO分
類typeA5例、B2例、C14例であった。術後1、3、6、12ヵ月目にDTMとODTMを専用のゴニオメータ
ーを用いて測定した。同時に手関節最大掌背屈の動態側面像から橈月状骨角と有頭月状骨角の
最大可動域（以下RLAおよびCLA）を計測した。各計測値は健側との比として経時的な変化につ
いて多重比較検定を行い、またDTMおよびODTMとRLAおよびCLAとの相関を検討した
。【成績】各計測値のうちDTMのみが術後12ヵ月で健側比0.89 (SD=±0.08)有意に高値であった
(p=0.02)。またDTMはRLAとCLAと有意に相関し(r=0.52; 0.56, p=0.02; 0.01)、ODTMはRLAと有
意に相関した(r=0.51, p=0.02)。
【結論】DTMは術後12ヵ月で健側に遜色無く回復がみられたが、他の計測値は術後から有意な変
化は見られなかった。またDTMは、RLAとCLAと相関したことから橈手根関節と手根中央関節の複
合運動であると推察された。一方ODTMは、RLAのみとの相関から橈手根関節の単独運動であると
推察された。橈骨遠位端骨折により橈手根関節の可動域が障害された結果、橈手根関節の単独
運動であるODTMの可動域にも特に影響を及ぼしたと考えられた。
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当院における手外科術後のリハビリテーション（Hand therapy）の実
態と問題点

Current Status and Problems of Hand Therapy in Our Hospital

○麻田 義之, 松田 康孝, 田村 治郎, 西田 晴彦

田附興風会北野病院整形外科

【はじめに】手外科におけるリハビリテーション（以下Hand therapy）の重要性は論をまたな
いが、臨床現場での施行状況に関するデータは極めて少ない。２次救急指定で手外科専門外来
を開設している当院におけるHand therapyの実態を調査し、問題点を検討した。【対象と方
法】症例は2009年以降に手術的治療を行いHand therapyを指示した202例（男性101例、女性
101例、年齢：10～91歳）である。これらに対し、対象となった疾患を調査した。転帰をA群：
入院中に完結、B群：外来通院で完結、C群：通院困難で他施設に転医、D群：自主トレ、中途休
止、の４群に分類し、各群の傾向を調査した。【結果】対象疾患、手術は、骨折・脱
臼：78例、靭帯損傷：15例、外傷性筋腱損傷：26例、関節リウマチ（以下RA）に起因する腱断
裂17例、人工関節置換術（RA）：12例、関節形成術（変形性関節症、RA）：16例、その他：38
例で外傷性疾患が58,9%と多数であった。転帰はA群：14例（6.9%）、B群：114例
（56.4%）、C群：49例（24.3%）、D群：25例（12.4%）で、当院で完結できた率は計63.4％であ
った。内、入院中に終了できたのは僅かで多数は人工関節置換術例であった。当院で完結でき
ず転医や中途休止・自主トレとなったのは36.7%で外傷例、若、壮年者に多い傾向を認め
た。【考察】今回の調査から、以下の問題点が浮上する。(1)現在の医療情勢では、手外科疾患
で入院でのHand theraoyを行う事は困難、(2)仕事や学業の都合でリハビリ通院が難しい患者が
多数存在する、(3)Hand therapyを行える医療機関は極めて限られており紹介依頼も限定的とな
る。これらの問題点の対策を論じたい。
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自然座位における肩甲骨位置と手尺屈角度に着目した評価－非外傷
性手関節痛のメカニカルストレスの推察－

Evaluation which observed the scapula position and the wrist ulnar deviation angle in the seating position-

The guess of the mechanical stress of a nontraumatic wrist pain-

○平田 史哉1, 山本 尚美1, 小関 博久1,2, 財前 知典2

1医療法人　博聖会　広尾整形外科

2学校法人　小関学院　東都リハビリテーション学院

【目的】原因が不明確な非外傷性手関節痛患者は疼痛の寛解と憎悪を繰り返すことが多く,理学
療法を施行する際, 局所評価に加え,姿勢に着目した肩甲帯を含む上肢アライメント評価を用い
て手関節を捉えている.そこから得られた評価結果より手関節への局所アプローチに加え,上肢
アライメントに着目したアプローチを行うことで疼痛軽減及び再発減少を経験する.そこで特に
臨床において重視している座位における姿勢観察で得られた肩甲骨下制側と手関節尺屈角度の
関係について評価したので報告する.【対象】上肢に整形外科的既往のない右利き健常成人９名
とした. 肩甲帯周囲筋の左右差を呈することが多い野球経験者は除外した.【方法】上肢に特別
な規定をしない自然座位にて,水平測定器を用いて左右の肩甲骨位置を測定し下制側を規定し
た.肩甲骨下制側の手関節尺屈角度と挙上側の手関節尺屈角度を,ゴニオメーターを用いて測定
した. その得られた測定値を対応のあるｔ検定にて統計処理を行った.【結果】自然座位におけ
る姿勢観察にて,肩甲骨下制側に,有意な手関節尺屈位がみられた（p＜0.05）.【考察】本研究
にて手関節尺屈位がみられた要因として肩甲骨下制に伴う上腕骨の回旋及び肘関節の屈曲が関
与していると推察する.肩甲骨下制・内転に伴い,上腕骨は内旋・軽度の外転位となる.これに伴
い上腕骨顆は内下方を向き,肘関節は屈曲,前腕軽度回内位となり,手関節はこれに随伴し,掌屈
・尺屈をきたすと考える.これらのアライメントにより特に手関節橈側に伸張ストレス,手関節
尺側には圧縮ストレスを与える可能性が示唆された.上肢痛発生メカニズムに対し,局所評価の
みでなく全身的評価を加えた統合と解釈を行い,上肢痛を全身から追及する必要があると考え
る.　　
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高齢者に対するHand20とその基準値
Hand20 for elderly people and its norm

○大西 哲朗, 栗本 秀, 夏目 唯弘, 岩月 克之
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【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
ているがHand20の65歳以上の高齢者集団での値（基準値）について詳細に検討したものはな
く、治療介入時の比較ができず若年者集団との違いについてもわかっていない。上肢障害の治
療をしていない65歳以上の人に対してHand20を調査し検討した。【方法】外来通院治療中で65
歳以上の上肢機能障害の治療をしていない人を対象とした。年齢、性別、基礎疾患、アンケー
ト（Hand20の理解、質問量、生きがいの有無、家族との同居の有無）、長谷川式簡易知能評価
スケール(HDS score)、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(65-74歳, 75-84歳, 85歳以上の３群)、性別、生きがいの有無、居住形態（独居、家
族との同居）に分け比較検討した。Hand20高値の危険因子はロジスティック回帰分析を用い検
討した。【結果】170人から回答を得た。Hand20が3項目以上欠損で無効例となったのは5人
（３％）であった。Hand20の平均値は8.93（標準偏差 12.62）、中央値は3.59（範囲0-75）で
あった。Hand20の質問は89%がわかりやすい、量についても76%がちょうどいいと回答してい
た。HDS scoreは平均25.43(標準偏差4.27)であった。Hand20を性別、生きがいの有無、居住形
態で比較すると、有意差は認めなかった。各年齢グループで比較すると85歳位以上のグループ
が他の2グループに対して有意に高い値を示した（P＜0.05）。Hand20の高値群（１３以上）の
危険因子は年齢であった。(95%odds: 1.063-1.221, P＜0.001 )【考察】65歳以上の高齢者に対
するHand20は、無効例は3%であり、外来通院できる高齢者には十分に適応されうる。
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遠位橈尺関節症の治療
Treatments for Osteoarthritis of the Distal Radioulnar Joint

○小野 浩史, 片山 健, 鈴木 大介, 古田 和彦

国保中央病院　整形外科

【目的】高齢者の手関節では、遠位橈尺関節の関節症（DRUJ-OA）がしばしば観られる。DRUJ-
OAはその病態で治療法が異なるので、病態別のわれわれの治療法について述べる。【治療】我
々の研究では手関節尺側OAではDRUJ、尺骨月状骨関節、橈骨月状骨関節の順で頻度が高くその
有症状率は1.5％、最もOAに影響を及ぼす因子がulna varianceであった。Ulna varianceが１ｍ
ｍ増すと手関節尺側のOAは1.4倍になるので、有症状の尺骨突き上げ症候群では積極的に尺骨短
縮術を行うべきだが、高齢者では尺骨骨切り部骨癒合遷延の危険性を考えSauve-Kapandji(SK)
法も考慮する。DRUJのOAがあると、SK法やhemiresection arthroplasty(HA)法などがよい適応
となる。我々は、高齢者では除痛効果に優れ術後成績の安定しているSK法を主に用いてい
る。DRUJのOAでDRUJ背側に骨棘形成すると、指伸筋腱の摩耗、断裂が発生し尺側指から順に伸
展障害を起こし初めてDRUJ-OAが認識されることもある。この場合は、伸筋腱の再建（腱移植や
腱移行）とともにDRUJ背側の骨棘切除とSK法の併用が必要となる。さらにDRUJと橈骨月状骨関
節にOAが併発することがある。この場合は橈骨月状骨固定が必要であり、橈骨月状骨間に大き
めの骨移植を行い橈骨舟状骨関節裂隙の拡大を図る。さらにDRUJに対しては尺骨頭切除でもよ
いが、手関節幅を確保するためにＳＫ法の併用を行っている。一方、橈骨遠位端骨折変形治癒
などの外傷性OAでは橈尺骨の矯正骨切りによる原状回復を目指すが、高齢者で症状がDRUJに限
局すればSKも考慮する。【結論】DRUJで尺骨月状骨関節のみに障害があれば尺骨短縮術
を、DRUJに障害があればSK法を、橈骨月状骨関節にも障害があれば橈骨月状骨間固定にSK法の
併用を行うが、高齢者ではすべての病態に対して成績の安定しているSK法を考慮する。
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Dupuytren拘縮の手術的治療
Surgical treatment of Dupuytren's contracture

○福本 恵三, 村中 秀行, 菅野 百合, 小平 聡
加家壁 正知

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】高齢化社会の進行に伴いDupuytren拘縮を治療する機会も増加している。その治療は、
数多くの術式が報告されていることからも簡単なものではない。 Dupuytren拘縮に対するわれ
われの術式の実際と成績について報告する。
【方法】1997～2012年に手術を行ったDupuytren拘縮の症例は99例119手 で、男 78例、女性
21例、右59例、左20例、両側20例、手術時年齢は16～85歳（平均65.43歳）、罹患指列は橈側
20手、示指18手、中指 55手、環指 103手、小指 92手であった。合併症は糖尿病23例、高血圧
20例、足底線維腫12例などであった。Meyerding分類 はstage 0 が10手、stage I 39手、stage
II 20手、stage III 44手、stage IV 1手であった。手術適応はMP関節伸展不足角30度以上、ま
たはPIP関節の程度に関わらない屈曲拘縮としたが、noduleやcordだけであっても患者の希望が
あれば手術を行った。術式は指ではcord上の直線状切開、手掌ではdistal  palmar
crease、median creaseに沿った切開を加え、拘縮の原因となるcordのみを切除するsubtotal
fasciectomyを行い、Z形成術を追加した。
【成績】術後経過観察期間6～118ヵ月（平均19.7ヵ月）の50例を検討した。Tubianaの術後評価
では優10例、良28 例、可6例、不可7例で、優と良合わせて76%であった。
【結論】皮膚性拘縮に対してはほとんどの症例でZ形成術で対応可能である。小指罹患例でPIP
関節拘縮を伴うものの成績は不良であることは良く知られており、われわれも同様の結果であ
った。長期間PIP関節が高度屈曲位にあると伸筋機構の破綻により再拘縮を来すことが多いた
め、早期の治療が望ましい。Dupuytren拘縮の治療は手外科医にとって難易度の高いものであ
り、患者にとっても術後リハビリテーションを要すなど容易ではないことを認識すべきであ
る。
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超高齢者の手根管症候群
Carpal Tunnel Syndrome in the Oldest Old

○内山 茂晴1, 林 正徳1, 伊坪 敏郎1, 百瀬 敏充2

加藤 博之1

1信州大学　医学部　整形外科, 2諏訪赤十字病院　整形外科

近年本邦では人口の高齢化が急速に進行しており、女性の平均寿命は85歳を越えている。それ
に伴い高齢者の手根管症候群(CTS)患者を診察する機会が増えているが、85歳以上のいわゆる超
高齢者のCTSの治療成績などについてはまとまった報告は少ない。超高齢者においてはCTSのみ
ならず骨粗鬆症など他の運動器疾患を合併している可能性が高いと予想され、この年齢層に対
してはそれらも念頭に置いて治療をすすめていくことが望ましい。今回は、超高齢者のCTS患者
の治療経験をまとめて報告する。2007年から2012年（10月現在）までに、当院を受診しCTSと診
断された患者は827名であり、そのうち65歳以上の高齢者は410人50%であった。高齢者を65歳か
ら74歳までの「前期高齢者」、75歳から84歳までの「後期高齢者」、85歳以上の「超高齢者」
に分類すると、前期高齢者は173人(21%)、後期高齢者は201人(24%)、超高齢者は36人(4%)であ
った。827人の受診者で手術に至った症例は271例33%であり、その中で高齢者の占める割合
は、142人52%であった。各年代で手術を受けた患者は前期高齢者が55人/173人32%、後期高齢者
は70人/201人35%, 超高齢者は17人/36人47%であり、超高齢者に手術を受ける率が高い傾向にあ
るが有意差はなかった。CTS手術後の経過は特に大きな問題はなかった。脆弱性骨折既往がある
のに骨粗鬆症検査や治療を受けていない患者については骨粗鬆症治療を開始した。健康寿命を
いかに有意義に過ごすかということについて考えると手の愁訴を軽減させることは必要であ
る。同時に、併存する可能性の高い骨粗鬆症に対する検査、治療も積極的に行うべきである。
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高齢者ばね指の特徴
The characteristic of snapping fingers in elder.

○田中 利和, 野内 隆治, 小川 健, 熊谷 洋
落合 直之

キッコーマン総合病院　整形外科

【はじめに】ばね指は日常診療の中で、もっとも診療機会の多い疾患である。しかし、ばね指
の好発年齢、性差、合併疾患の有無等については一定のコンセンサスはあるが、高齢者（70歳
以上）に限定した疾患特徴についての報告はない。今回69歳以下と70歳以上の高齢者のばね指
について比較検討したので報告する。
【対象】2008年4月より2012年9月30日までの4年6か月間に当院手外科センター外来受診された
初診6708名中ばね指に罹患した53１例632指を対象とした後ろ向き研究を行った。今回の対象者
の年齢分布から(10歳代1、20歳代2、30歳代13、40歳代34、50歳代176、60歳代206、70歳代
117、80歳代29、90歳代3例)、69歳以下をY群、70歳以上をO群とし、以下の項目について比較検
討を行った。調査項目は、性別、罹患指、罹患数、合併疾患、治療方法（腱鞘内注射、手術、
無治療）ばね指の既往である。調査方法は診療録からの抽出であった。
【結果】　男女比でY群75％, O群65％と有意にY群で女性が多かった。罹患指は、総数では中指
・母指の順に多かったが、示指Y群5.8％, O群10.0％、環指Y群19.0％, O群24％と、O群では示
指、環指がY群に比べ多かった。また、合併疾患として、甲状腺疾患Y群1.8％、O群4.0％、ドケ
ルバン腱鞘炎Y群1.8％、O群0.7％と有意差があった。その他、注射回数、手術治療率、高血
圧、糖尿病、高脂血症、手根管症候群の合併のほぼ同率であった。無治療の割合がY群15.8％　
O群18.1％とO群が多いが、有意差はなかった。
【まとめ】ばね指罹患者数は、50歳代, 60歳代で高く、母指、中指の罹患が多かった。この傾
向は高齢者でも同様であるが、高齢者では示指、環指の割合が多かった。
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有痛性Bouchard結節に対する観血的治療
Surgical  Treatment  for  Painful  Bouchard  Nodes

○櫛田 学1, 吉本 栄治2

1櫛田　学　整形外科クリニック, 2福岡整形外科病院

【はじめに】 Bouchard結節は日常しばしば遭遇する疾患ではあるが、多くは保存的に加療され
ている。今回、強い疼痛によりADL障害を生じた症例に対し、観血的加療（骨棘切除、関節形
成）を行ったので、若干の考察を加え報告する。【対象および方法】症例は8例9指、女性7例、
男性1例、年齢は55～82歳（平均63歳）であった。罹患指は環指6指、小指１指、中指1指、示指
1指であった。症状出現（強い痛み、腫脹）から手術までの期間は２～168か月（平均31か月）
であった。術前のX線像で麻生改変分類stage2が3指、stage3が6指であり、DIP関節にも変性を
合併するHeberden型が5指、PIPのみに変性を認めるPIP型が4指であった。術前可動域はPIParch
で平均43°であった。手術はPIP背側から展開し、可及的に関節滑膜、骨棘を切除した。これら
の症例において、疼痛、可動域、X線像の経過を調査した。観察期間は3～48か月（平均15か
月）であった。【結果】疼痛は、全例で術後２か月の調査時までに軽快していた。可動域は、
術後２か月でPIParchは平均67°となり、徐々に低下し、最終的に平均55°となっていた(経過
観察６か月以上の８指の平均)。2指でStageが進行していた（stage2からstage3が1指、stage3
からstage4が1指）。1指で、症状再燃し、初回手術後24か月で再度、本手術を行った。【考察
及び結語】我々の症例では除痛に関して概ね良好な結果が得られたが、症状が再燃した症例も
存在し、手術のタイミングについては、さらに症例を重ねて検討する必要がある。現状での
Bouchard結節の病態についてよく説明したうえで、比較的侵襲の少ない本法を試みても良いと
考える。
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Heberden結節に対する観血的治療
Operative Treatment for Heberden Nodes

○鈴木 修身1, 砂川 融2, 中島 祐子1, 四宮 陸雄1

越智 光夫1

1広島大学　整形外科, 2広島大学　医歯薬保健学研究院

【はじめに】Heberden結節は通常保存的に加療され、観血的治療としては高度変形例に対して
関節固定術が行われることが多い。当科では関節固定に加え、症例によっては背側の骨棘と増
生滑膜を切除して可動域を温存する骨棘切除術も行っているのでそれらの成績を報告す
る。【対象】手術例のうち、術後1年以上経過を追跡できた37人(女性33人、男性4人)の52 指を
対象とした。手術時年齢は43から74歳(平均54歳)で、発症から手術までの期間は2カ月から4年
であった。罹患指は中指が19、示指が15、環指が9、小指が5、母指が4指であり、11指に粘液膿
胞の合併があった。骨棘切除術が45指に、関節固定術が7指に行われていた。【結果】関節固定
例では疼痛を訴えた例はなかったが、小物体の把持が難しい、包丁を握るのが難しいなど、日
常生活動作での愁訴が出ていた。骨棘切除例では術後早期には疼痛や関節の腫脹があったが、
それらの症状は多くの例で経時的に軽減した。一部では疼痛が長期に残存し、そのうち1指に関
節固定を追加した。骨棘切除例における調査時のDIP関節可動域は、伸展平均－11°、屈曲平均
45°であった。可動域が保たれているほど、日常生活動作での障害は出にくかった。また骨棘
切除例ではDIP関節部の膨隆が縮小したことによる、整容的満足度の高い例があった。しかし術
前に伸筋腱停止部の骨棘形成により伸展機構の伸長がある例では、調査時もそのまま伸展制限
が残存し本法の問題点と考えられた。【まとめ】骨棘切除術は関節固定術に比較し、小物体の
把持など日常生活動作上の障害が少ない点で優れていた。また骨棘切除による整容的改善も期
待でき、伸展制限が残存する点が問題であるが、Heberden結節の治療の選択肢として考えてよ
い術式である。
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尺骨鉤状突起に付着する軟部組織の解剖学的検討
An anatomic study of soft tissue attachments of ulnar coronoid process

○志村 治彦1, 二村 昭元2, 若林 良明1, 大川 淳1

秋田 恵一2

1東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

2東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学分野

【目的】尺骨鉤状突起は肘関節の安定性に寄与する重要な要素と認識されているが、骨性組織
だけでなく鉤状突起に付着する軟部組織も重要と考えられている。尺骨鉤状突起骨折と橈骨頭
骨折を伴う肘関節後方脱臼はterrible triadと称され、不安定性や可動域制限が残存しやすい
難治性の骨折である。また、鉤状突起骨折の前内側関節骨折はO’driscollらによってvarus
posteromedial rotatory injuryと称され、外傷性変形性関節症となりやすい比較的新しい概念
の骨折である。本研究の目的は、これらの骨折の治療成績向上のために尺骨鉤状突起の骨性要
素と軟部組織の関係性を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肘を使用した。上腕遠位1/3で上肢を離断し、遠位
より円回内筋上腕頭・橈側手根屈筋・長掌筋・尺側手根屈筋を同定し近位に翻転した。次によ
り深層の浅指屈筋・深指屈筋を近位に翻転し、鉤状突起に付着する筋腱と関節包との関係性に
注目して観察を行った。
【結果】鉤状突起のtipには関節包は付着していなかった。上腕筋の裏打ちをする関節包は鉤状
突起の尺側では薄く付着していたのに対して、橈側では厚く約15mmの幅をもって付着してい
た。鉤状突起の尺側にある鉤状結節には近位側では内側側副靭帯の前束が付着しており、その
線維に連続して円回内筋尺骨頭が起始していた。上腕筋が関節包の表層を走行し、鉤状突起の
橈側では狭く、尺側で幅広く停止していた。
【考察】鉤状突起の尺側には内側側副靭帯の前束と上腕筋、橈側には関節包が強固に付着する
ことにより、三者が相補的に腕尺関節の安定性に寄与しているものと推測された。terrible
triadの鉤状突起骨片は小さなものが多いが、骨接合が不可能な場合はtipから橈側の関節包を
修復すべきと考えられた。
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前腕骨骨折と前腕短縮骨切り術における二重プレート法
Double plate methods for fore arm fracture and fore arm shortening osteotomy

○佐藤 光太朗1, 鈴木 善明1, 古町 克郎2, 田島 克己2

西田 淳2

1岩手県立中部病院　整形外科, 2岩手医科大学整形外科

【背景】骨幹部骨折の治療において、大腿骨や上腕骨などをプレート固定する際は、固定力を
増すためにプレートを二枚使用する方法（二重プレート法）が行われている。前腕骨において
固定力を増すためには、一般的に長いプレートが用いられるが、困難な部位もある。【目的】
前腕骨に対する二重プレート法の治療成績を検討した。【対象】2009年4月から2012年5月まで
に当院で手術を行った13例14手を対象とした。橈骨骨折1手、尺骨骨折4手、橈骨尺骨骨折4手、
橈骨短縮骨切り2手、尺骨短縮骨切り3手であった。【方法】手術は主プレートに3.5mm用ノンロ
ッキングプレート、追加プレートに2.0mmか2.4mm用ノンロッキングプレートの使用を原則とし
たが、症例、部位によっては違うサイズも使用した。骨癒合率、骨癒合期間、合併症の有無に
ついて検討した。【結果】全例で骨癒合した。骨折の癒合期間は44日～151日（平均96.6日）。
骨切り術での癒合期間は75日～142日（平均116.8日）であった。感染などの合併症は認めなか
った。初期の例に追加プレートをする際、スクリューヘッドの折損を認めた。以後タッピング
を行いスクリューを挿入するように改良した。それ以後、スクリューの折損は認めなかっ
た。【考察】プレート固定の際における骨膜の過度な剥離が懸念されたが、追加プレートが小
さいため、プレートを1枚当てる際に行う通常の骨膜剥離で二重プレート法も可能であった。固
定力を増すためにプレートを長くする必要もなく、手術における侵襲の軽減が可能であった。
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Taylor spatial frameを利用したlocal damage controlのための前腕粉砕
骨折に対する局所麻酔下創外固定

External fixation under local anesthesia for forearm comminuted fracture for local damage control using

Taylor spatial frame

○三矢 聡, 仲野 隆彦, 羽賀 貴博, 宮津　 優

市立四日市病院　整形外科

【目的】近年，四肢の骨折に対して軟部組織の損傷回避のlocal damage controlのためにまず
創外固定を行い，軟部組織の回復を待って二期的に内固定を行うstaged operationが普及して
きている．前腕粉砕骨折に対する短縮の防止と軟部組織の損傷の緩和のためには，ギプス等で
は不十分であり牽引や創外固定が必要である．今回，前腕粉砕骨折に対して局所麻酔下にK-
wireを4本刺入し，Taylor spatial frameを前腕に装着して骨折部の牽引と整復を行い，軟部組
織の腫脹が軽減するまで待機するlocal damage controlに使用し有用であったため報告す
る．【症例】48歳男性．バイク事故で受傷した．左橈尺骨骨幹部分節骨折(AO/OTA分類22-
C2)，Monteggia脱臼骨折(Bado’s type 4)を認め，シーネ固定を行ったが粉砕骨折と脱臼の整
復保持ができなかった．そのためベッドサイドで局所麻酔下にK-wireを肘頭と橈尺骨遠位部に2
本ずつ刺入し，これにTaylor spatial frameを装着して牽引・整復・固定を行った．軟部組織
の状態の改善のため１週間待機後，橈・尺骨骨幹部分節骨折に対してそれぞれロッキングプレ
ート固定を行った．Local damage controlによって軟部組織の損傷の回復や腫脹の軽減が速や
かで，安全に内固定へのconversionが行えた．術後6ヶ月で骨癒合が得られ，肘関節JOA score
は90点であった．【考察】Taylor spatial frameはリング型創外固定器であり，ワイヤー4本で
固定でき低侵襲で，これは直達牽引のように局所麻酔下で可能である．またコンピューターシ
ミュレーションによる変形矯正が可能であり，6本のストラットの長さと調節するだけで3次元
的に変形矯正が可能であり，ピンサイトもきれいで軟部組織の損傷回避のためのlocal damage
controlに有用であると思われる．
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肘関節Terrible Triad Injuryの治療経験
Treatment for Terrible Triad Injury of the elbow

○横井 卓哉, 金城 養典, 福田 誠, 太田 光俊
日高 典昭

淀川キリスト教病院　整形外科

【はじめに】橈骨頭骨折，尺骨鉤状突起骨折に肘関節後方脱臼を合併するTerrible Triad
Injury（TTI）は治療の困難な肘関節外傷である。当科におけるTTI治療成績について報告す
る．
【対象と方法】当院でTTIに対し手術加療を行った6例を対象とした．性別は男性5例，女性
1例，平均年齢は39歳（19-61歳），平均観察期間は252日（109-556日）であった．検討項目は
骨折型・靱帯損傷の有無・手術待機日数・手術方法・手術から可動域訓練開始までの期間，関
節可動域，JOAスコア，合併症の有無ならびにX線評価とした．
【結果】骨折型は，橈骨頭骨折はMason分類I型：1例，II型：1例，III型：4例で，尺骨鉤状突
起骨折はRegan分類I型：4例，II型：2例であった．手術までの待機日数は平均7.3日（6-9日）
であった．橈骨頭骨折は全例骨接合（プレート固定5例・スクリュー固定1例）を行い，尺骨鉤
状突起骨折はRegan分類II型の1例に骨接合を行った．骨接合の後に術中に不安定性の評価を行
い，靱帯損傷のあるものは全例，靱帯修復を行った（外側1例，両側5例）．術後平均11.5日（3
-22日）から可動域訓練を行った．骨癒合は全例で得られ（平均9週），最終観察時における肘
関節平均可動域は屈曲131°，伸展-10°，回外68°，回内67°で，JOAスコアは平均86.3点であ
った．再脱臼，異所性骨化，変形性関節症の合併症は認めなかった．
【考察】当科におけるTTIの治療成績は概ね良好であった．理由として，橈骨頭骨折に対して強
固な骨接合を行い，的確に靱帯を修復して術後早期に可動域訓練を行った事が考えられた．ま
た，尺骨鈎状突起骨折を骨接合しなかった例でも再脱臼は無かったため，術中に不安定性がな
ければ積極的な骨接合は不要と考えられた。
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上腕骨遠位部関節内骨折(AO/OTA type C)術後に発生した尺骨神経障
害の検討

Ulnar Neuropathy After Surgically Treated Intraarticular Distal Humerus Fractures (AO/OTA type C)

○森谷 史朗, 今谷 潤也, 近藤 秀則, 桐田 由季子
川上 幸雄

岡山済生会総合病院　整形外科

【目的】上腕骨遠位部関節内骨折(AO/OTA type C)に対し,locking plateによるdouble plate固
定法の良好な治療成績が報告される一方で,手技の複雑化や侵襲の大きさに起因する合併症の報
告が散見されるようになった.本骨折術後の尺骨神経障害(以下UN)は知られているが,その発生
率には差があり,発生要因や病態に関しても不明な点が多い.本研究の目的は,本骨折術後のUNの
発生率,発生要因,病態を検討し,内固定時の適切な尺骨神経の処置を解明することである.【対
象および方法】本骨折の術後6ヵ月以上経過観察可能であった34例を対象とした.平均年齢59歳
(17-91歳),男性11例,女性23例,骨折型はC1:4例,C2:21例,C3:9例であった.全例,術前にUNはなか
った.内固定法は外側plate＋内側screw:3例,double plate固定:31例であった.術中,内側に
plateを設置した際は皮下前方移行またはfrictionが生じない程度まで移動を行った.調査項目
は術後UNの発生率,発生時期,UNに対する治療などとした.【結果】34例中7例(20.6%)に何らかの
術後UNをきたし,6例が術直後,1例が術後4週より発生した.主な発生要因はC3骨折,内側に側方設
置型plate(5穴以上)を使用した症例などであった.7例中3例の症状は進行性であったため,UNに
対する追加手術を要した.その術中所見では,3例とも内側上顆部を中心に癒着,瘢痕形成を認め
た.【考察】今回の結果からは,術直後より発生するUNは,C3や内側に長い側方設置型plateを使
用した症例など侵襲の大きい内固定時の尺骨神経の取り扱いが関与し,術後進行性のUNは,尺骨
神経の癒着や瘢痕形成が関与していると考えられた.【結語】本骨折の内固定の際は,尺骨神経
を確実に保護し,必要十分な初期固定性が得られるだけの低侵襲な内固定法や内固定材料を選択
すること,また,尺骨神経を良好な環境の母床へ留置することが必要である.
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変形性肘関節症に対する鏡視下関節形成術におけるコンピューター
シミュレーションの有用性

Utility of computer simulation in arthroscopic arthroplasty for elbow osteoarthritis

○轉法輪 光1, 野口 亮介1, 三宅 潤一2, 島田 幸造1

1大阪厚生年金病院　整形外科, 2大阪大学 大学院器官制御外科学(整形外科)

【目的】我々は変形性肘関節症に対する鏡視下関節形成術において、コンピューターシミュレ
ーション（CS）に基づいて術前計画を立て、手術を行っている。今回はその有用性につき検討
した。【方法】変形性肘関節症に対して2008年8月以降に鏡視下関節形成術を行い、術後6か月
以上経過観察ができた32例、33肘を対象とした。手術時の平均年齢は42.1歳（18～63歳）、男
性30例31肘、女性2例2肘で、右28肘、左5肘、平均観察期間は1年3か月（6か月～3年3か月）で
あった。CSでは最大屈曲位、屈曲90度、最大伸展位の3肢位にてcomputed tomographyを撮影
し、それを三次元構成して回転軸を求め、衝突する骨棘を計算した。手術では関節鏡視下に骨
棘や遊離体を除去し、一部の症例においては内側後方関節に対して観血的に行った。術前、最
終診察時の可動域、Mayo Elbow Performance Indexを記録し、CSあり群20肘とCSなし群13肘で
比較した。【成績】全例において疼痛の改善を得た。可動域は術前屈曲122度、伸展-23度が最
終診察時屈曲130度、伸展-13度に改善した。術前、最終診察時の可動域、Mayo  Elbow
Performance IndexはCSあり群とCSなし群では差を認めなかった。最終診察時の可動域が屈曲
120度未満または伸展-30度未満の可動域不良例は7例（CSあり5例、CSなし2例）に認め、可動域
良好な29例に比べて術前伸展可動域が有意に悪く、異所性化骨や骨棘残存が可動域制限の原因
として考えられた。1例においては異所性化骨のため再手術を要した。【結論】CSは術前計画に
は有用であるが、術後成績には影響しなかった。可動域不良を防ぐためには、術中の骨棘の除
去および術後の異所性化骨に注意すべきである。
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肘内障の整復法の成功率の比較
The comparison of success rate for reducing pulled elbow.

○大嶋 直人, 朝倉 透

朝倉医師会病院　整形外科

【目的】肘内障は何らかの原因で輪状靭帯が腕橈関節内に陥入する障害で、小児によく見られ
る病態である。様々な整復法が行われているが、どの整復法が最も成功率が高いかは不明であ
る。本研究の目的はそれぞれの整復法における成功率を比較する事である。
【対象と方法】対象は7ヶ月から6歳（平均年齢2.7歳）の37例であった。（方法1）最初に回外+
屈曲で整復を行い、整復不能の時は回内+屈曲で整復を行い整復出来るまで交互にこれらを繰り
返した。（11例）（方法2）最初に回内+屈曲で整復を行い、整復不能の時は回外+屈曲で整復を
行い整復出来るまで交互にこれらを繰り返した。（11例）（方法3）肘関節軽度屈曲位で回内の
みによる整復を行い、整復不能の時は回外+屈曲で整復を行い整復出来るまで交互にこれらを繰
り返した。（15例）それぞれ何回目で整復出来たかを記録した。
【成績】1回目での成功率は、（方法1）回外+屈曲で18％（2例/11例）、（方法2）回内+屈曲で
64％（7例/11例）、（方法3）回内のみで93％（14例/15例）であった。整復までの平均の回数
は、（方法1）回外+屈曲は1.8回、（方法2）回内+屈曲は1.8回、（方法3）回内のみは1.1回で
あった。
【考察】肘内障の整復法は、回外+屈曲が標準的な方法であるが、回内のみの整復法が成功率が
高かったといういくつかの報告がある。本研究においても、肘内障の整復法の成功率は回内の
みの方法が優れていた。

S501



2-6-8

Pucker（パッカー）signを認めた小児上腕骨顆上骨折について
Supracondylar Humeral Fractures in Children with Pucker Sign

○宮城 光晴, 大久保 康一, 荒川 雄一郎

藤崎病院　整形外科

【はじめに】上腕骨中枢骨片の転位が高度で，肘内側にPucker signと呼ばれる皮下出血巣，皺
が見られることがある．高度に転位した中枢骨片が上腕筋膜を突き破り皮下にまで突出し，筋
膜と骨片の間に上腕動静脈と正中神経が挟まれてしまう事がある．徒手整復は困難で神経血管
束を損傷する危険がある．今回我々はPucker signを認めた上腕骨顆上骨折を5例経験したので
報告する．【対象】2007年1月より2012年10月までの上腕骨顆上骨折35例で，保存的療法は
14例，手術的治療は21例(徒手整復後経皮的鋼線刺入術10例，観血的整復固定術11例)，観血的
手術11例中Pucker signを5例に認めた．その内訳は，男4例，女1例，受傷時年齢は3～15才．初
診時の状態，画像所見，待機時間，術中所見について検討した．【治療と結果】X線所見は全例
阿部の分類4型，CT検査を行った4例では，全例中枢骨片が筋膜を貫通していた．橈骨動脈の拍
動は，2例が消失，2例がやや減弱，1例が良好であった．運動障害は正中神経の不全麻痺を4例
に認めた．手術時期は，橈骨動脈の拍動が消失した2例は，受傷より2時間と4時間後に手術を開
始し，他の3例は翌日手術を行った．手術法は，4例は肘前方より神経血管束を剥離し，後方よ
り整復固定術を行った．1例は前方のみで整復固定が可能であった．術中所見は，全例で中枢骨
片が筋膜を貫通し，神経血管束が骨片と筋膜の間で挟まれていた．１例では上腕動脈の血管損
傷による血栓を認め，血行再建手術を行った．術後骨癒合は良好で，神経麻痺は術後2ヵ月以内
に回復した．【考察】Pucker signに注目した小児上腕骨顆上骨折の症例の報告は少ない．徒手
整復は困難でかつ，整復中に上腕動静脈と正中神経を損傷する危険性がある．前方より骨折端
を展開し，神経血管束の状態を観察し，整復固定術を行うべきである．

S502



2-6-9

当院での小児上腕骨顆上骨折手術症例の検討
Operative Treatment of Supracondylar Humerus Fractures in Children

○鈴木 歩実, 神田 俊浩, 向田 雅司, 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

【目的】上腕骨顆上骨折については多くの報告があるが、治療法やその適応の決定には未だに
議論の分かれる部分もある。当院での手術症例の治療法について検討を行なった。
【対象】当院で2006年1月以降に加療した135例中、手術を施行した59例とした。
【結果】41例には経皮ピンニングが施行されていたが、1例を除いた他は全て伸展型骨折
で、Gartland 分類では34例がtype2、6例がtype3 に相当した。Type3のうち3例はKirschner 鋼
線を用い後方からの経皮的整復を要していた。
残りの18例には観血的整復固定が施行されていたが、いずれも伸展型でGartland type3に相当
する症例であった。その適応基準は開放骨折（2例）、術前からの橈骨神経拍動減弱・正中神経
麻痺の合併（4例）、徒手整復後の橈骨動脈拍動消失（3例）、術前からの正中神経麻痺
（3例）、術前からの橈骨神経麻痺（3例）の他、閉鎖骨折で神経血管損傷を伴わないが整復困
難であった3例を認めた。また17例が前方から、残り1例が橈側からのアプローチであった。
【考察】経皮ピンニング群のGartland type3に相当する症例と比較し、観血的整復固定群では
遠位骨片は後方に転位しているだけでなく、大きな側転位を伴う場合が多かった。18例中後内
側への転位例を5例認め、橈骨神経麻痺症例が全例含まれていた。また、後外側への転位例を3
例認めたがいずれも正中神経麻痺や橈骨動脈拍動消失を認めた症例であった。それらの術中所
見では神経血管の骨片間への介在がみられることがあり、非観血的な整復では永続的な神経血
管損傷を起こした可能性もある。上腕骨顆上骨折の術前評価に際し、神経麻痺なのか疼痛の影
響などで指示がうまく入らないのか迷う場合がある。側転位を伴い、神経麻痺を少しでも疑う
症例は観血的整復固定の適応とすべきと考えられた。
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上腕骨外側上顆炎に対する手術療法（Nirschl変法）の術後成績
Result of Surgical Treatment in Lateral Epicondylitis :Modified Nirschl's Procedure

○岩本 良太, 副島 修

福岡山王病院　整形外科

はじめに　難治性の上腕骨外側上顆炎に対して、変性した短橈側手根伸筋（ECRB）腱付着部の
処置を行う手技の報告が多く、直視下・鏡視下ともにその成績は比較的良好とされる。今回、
当院で直視下に行った上腕骨外側上顆炎症例の術後成績を検討したので報告する。対象・方法
　2009年6月から2012年6月までに6ヶ月以上の保存加療が無効で直視下手術を施行した17例17肘
を対象とした。症例の内訳は男性6例・女性11例、右8肘・左9肘であり、利き手発症は10例、手
術時年齢は平均45.2歳（31～57歳）であった。罹患期間は平均30.6ヵ月（6.5～60ヵ月）、術後
経過観察期間は15.5ヵ月（6～36ヵ月）である。術式は、ECRB起始部のデブリードマンに加えて
関節内の観察・処置を行うNirschl変法を用いた。仕事復帰までの期間と術前後の臨床所見を日
整会肘機能評価法（JOAスコア）を用いて評価した。結果　平均36.8日で仕事復帰し、JOAスコ
アは術前平均26.9点から術後平均82.2点と改善していた。術中所見としては外側の滑膜ヒダを6
例に認めた。合併症として術後に血腫をみとめた症例が1例あったが再手術を要した症例はなか
った。考察　直視下手術の利点としては、安全かつ広範囲に変性部分を切除でき、関節内病変
の確認と処置も可能であり鏡視下手術より手術時間も短時間である。ECRBの肉眼的な変性部分
を確実に切除できるため、今回再発例がないと考えられた。直視下手術は仕事復帰に時間がか
かるとの報告もあるが、今回の調査では過去の自験例での鏡視下手術の調査と比較して遜色な
いものであり、有効な治療法と考えられた。
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難治性上腕骨外側上顆炎の病態―鏡視所見からの検討―
Assessment of Lateral Epicondylitis by the Arthroscopic Findings

○根本 高幸1, 富田 泰次1, 金 潤壽1, 岩崎 幸治1

平出 周2

1太田総合病院　手外科センター, 2牧田総合病院　整形外科

【目的】難治性上腕骨外側上顆炎の病因は滑膜ヒダや短橈側手根伸筋腱付着部炎が原因と考え
られているが未だ明らかでない。我々は難治性上腕骨外側上顆炎手術の際に肘関節鏡視下手術
を行っており、その鏡視所見から本病態を検討したので報告する。【方法】対象は6カ月以上保
存療法を行い疼痛が改善しなかった難治性上腕骨外側上顆炎20例で、その内訳は男11例女9例、
手術時年齢は平均51.5歳、発症から手術までの期間は平均21.4ヵ月であった。手術は肘関節鏡
下に短橈側手根伸筋腱付着部の切離と上腕骨付着部のデブリードマンを行い、滑膜ヒダに対し
ては滑膜ヒダ切除を行った。【結果】鏡視所見では関節包の断裂を20例中11例(55％)に、滑膜
ヒダを16例(80％)にみとめた。滑膜ヒダの鏡視所見は滑膜ヒダが腕橈関節に陥頓しないMullett
分類Type2が6例、腕橈関節に陥頓するType3が9例、滑膜ヒダが腕橈関節を完全に覆うType4が1
例であった。滑膜ヒダの発生部位は腕橈関節の前方のみが7例、後方のみが2例、両者が7例であ
った。また、滑膜ヒダが陥頓する症例の中に小児肘内障の既往歴が1例あり、半月板様の硬い滑
膜ヒダが陥頓していた1例では弾撥肘をみとめた。また、術前MRIで短橈側手根伸筋腱付着部の
異常信号域を15例中10例（66.7％）にみとめた。【考察】難治性上腕骨外側上顆炎では肘伸展
時に滑膜ヒダが腕橈関節に陥頓する所見を50％にみとめ、関節鏡は本疾患の診断に有用であっ
た。また、鏡視所見で腕橈関節に陥頓する滑膜ヒダは輪状靭帯とともに動いており、輪状靭帯
のhypermobilityに伴い滑膜ヒダが過形成されてくる可能性が考えられた。輪状靭帯の
hypermobilityは小児肘内障のような先天的な要因や、輪状靭帯と密に結合している短橈側手根
伸筋腱や関節包が慢性炎症により破綻し発生する可能性が推察された。
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難治性上腕骨外側上顆炎の理学・画像・鏡視下所見との比較検討
A Comparison of Physical Findings,MRI,Ultrasonography and Results of Althroscopic Surgery in

Recalcitrant Lateral Epicondylitis of the Humerus

○田中 雅尋, 新井 猛, 清水 弘之, 西村 敏
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学整形外科講座

目的　われわれは，半年間の保存療法に抵抗する難治性上腕骨外側上顆炎の病態に，腕橈関節
内に生理的に存在する滑膜ヒダの臨床的関与を考えている．上腕骨外側上顆炎の病態として，
短橈側手根伸筋腱を始めとする前腕伸筋群の腱付着部症が一般的である．その病態の進行に伴
い，関節包から連続し関節内に存在する滑膜ヒダの不安定性が増大し，腕橈関節内の疼痛を惹
起していると推測している．今回，術前の臨床的な理学所見および画像検査と関節鏡視下所見
から検討を行うことを目的とした．方法　当科にて2010年～2012年の間，半年間の保存療法後
に関節鏡手術を施行した難治性上腕骨外側上顆炎患者16例16肘(右13肘，左3肘)を対象にした．
男性10例，女性6例，手術時平均年齢44歳であった．術前検査として，理学所見，超音波所
見，MRI所見(腕橈関節包の損傷有無，伸筋群起始部の信号変化，滑膜ヒダの大きさ，橈骨頭の
形態)と鏡視下所見として，腕橈関節包の損傷程度(Baker分類)，滑膜ヒダの大きさ(Mullet分
類)，軟骨病変(ICRS分類)の有無を評価し，比較検討した．結果　Fringe Impingement
Test(FIT)陽性は12例，FIT肢位による滑膜ヒダの嵌入を超音波検査では13例に，この内，鏡視
下所見では10例に確認した．MRIでは，全例に伸筋腱付着部症を疑う所見を認め，関節包損傷を
8例に，鏡視下所見では7例に認められた．関節包損傷の程度は様々であった．鏡視所見では，
滑膜ヒダの存在するいずれの橈骨頭腕橈関節面の後外側部にも軟骨病変が確認された．考察　
難治性上腕骨外側上顆炎の術前後所見を比較すると，高率に腱付着部症と滑膜ヒダの嵌入およ
び橈骨頭軟骨損傷を認めたが，関節包損傷の有無やその程度に一定の傾向はみられなかった．
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Challenges and Complications in Distal Radius Fractures
Challenges and Complications in Distal Radius Fractures

○Jörg Grünert

ProfessorandChairmanDepartmentofHandPlasticandReconstructiveSurgeryKantonsspital

Distal Radius Fractures are among the most common injuries of the skeleton and due to the shift in the
population distribution more and more elderly people with impaired bone quality due to osteoporosis face
this fracture impairing their performance and their quality of life.
The angular stable osteosyntheses have revolutionized operative treatment and enhance early
rehabilitation and fast regain of function and independence.
In St. Gallen we have now treated more than 1800 distal radius fractures by angular stable fixation with
the APTUS-System. After a steep learning curve even highly comminuted, intraarticular and osteoporotic
fractures can be treated successfully enabling the patient to regain early function. Technical details have
to be considered in order to thoroughly use the wide range of applications in difficult fractures. For
special intentions separate implants are available permitting the surgeon to address particular problems
individually and successfully.
The first 800 applications were critically analysed and recommendations are given for a wide range of
applications and especially the treatment of complicated and difficult situations. Detail for the treatment
of osseous malunion by correction osteotomies and the treatment of soft tissue complication with tendon
impairment are given and illustrated.
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大学病院勤務医は楽しい？
Is it pleasant to work as a doctor in a university hospital ?

○小林 由香

東海大学　医学部　外科学系整形外科学

東海大学医学部付属病院は３次救急に指定されています。神奈川県の西側半分を受け持ってお
り、かつドクターヘリで静岡東部や山梨東部地区からも多くの外傷症例が搬送されてきます。
手術室も緊急手術にすぐ対応してくれるので、夜間の時間外や定時手術の合間に緊急手術をこ
なすことになります。当院ではマイクロを要する外傷は手外科医が手術するため、Gustilo
IIIBとCの四肢外傷はすべて相談されます。Cではすぐに呼び出されることになりますが、IIIB
ではsecond lookの際には必ず入るようにして損傷部位を自分で把握するようにしています。ま
た、大学である以上教員という立場なので、本分の学生教育もしないといけません。加えて研
修医や看護師指導、主催共催する学会、研修会のお手伝いなど臨床以外の業務もあります。こ
のように多忙な事もありますが、良い点もあり、それは人がたくさん居ることです。多発外傷
の際にはチームに関係なくみんなで一斉に手術を行い、時間短縮を図る事ができます。先輩医
師がきちんと治してみせる事が最高の教育であるとは至言だと思いますが、日々の症例の対応
に追われている現状を思うと後輩たちが成長していく手助けをできているのか、ということを
いつも考えてしまいます。私が心がけていることは、いろいろな学会に参加し手外科の先生方
の素晴らしい技術や理論を拝聴し、これらの刺激に反応、対応して自分をアップデートすべく
努力していくことです。
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Career Buildingを支えるもの　～自身を振り返って～
Ideas for Supporting  Career Building -Reflecting on my own Experience-

○原田 香苗

財団法人杏仁会江南病院整形外科

 　手外科は他の分野に比べれば、細やかで力仕事も少なく女性向きだと思えますが、研修医時
代に手外科に興味を持っていたにも関わらず、様々な事情から手外科から遠ざかっていってし
まう女性医師も少なくないようです。私自身を振り返ってみても、何度も道から外れそうにな
りながら、なんとか踏みとどまることができたのには大きな要因が3つあります。
1つ目は、手外科の研修が無理なくできたことです。子供が小さく育児に忙しい時期、熊本機能
病院に週1～2回手外科の回診と手術の見学をさせていただき、この研修を通して手外科への興
味が拡がりました。そしてその後は同病院の常勤医として、多くの手術や学会発表を経験させ
ていただきました。また、元々リウマチに興味があったことから、大阪労災病院でリウマチ手
外科を3か月間勉強させていただきました。特殊性のある分野を勉強したことは医師としての自
分の存在価値を高めてくれたと思います。
2つ目は、全国の手外科の先生との魅力的なネットワークです。テニスや会食の席などで楽しい
時間を共有させていただきながら、診療についても興味あるアドバイスをくださる手外科の先
生方との交流は学会活動を楽しいものにしてくれています。
3つ目はワークライフバランスの確立です。私は現在、高齢患者の多い民間病院に勤務してお
り、精力的に手外科診療に取り組んでいるとは言い難いのですが、リウマチと手外科を専門と
しながら、向上心を持って毎日の診療に当たっております。一方で余暇も楽しみストレス解消
もでき、心身共に健康で仕事ができております。職場との調整も必要であるなど、容易ではな
いかもしれませんが、女性がキャリアを中断せず積み上げていくためには最重要と考えます。
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女性医師の家族連れ留学経験
The experience of research life abroad of a female doctor with her family

○有光 小百合

ベルランド総合病院　整形外科

臨床・研究でキャリアアップしたい時期とプライベートが変化する時期が重なり悩む女性医師
は多くいらっしゃると思います。特に留学にはタイミングがありますが、エネルギーに満ちた
時期だからこそ実現出来ることだとも思います。演者の経験が留学を目指される女性医師の少
しでもお役に立てばと思います。私は、Mayo Clinic Orthopaedic Biomechanics Laboratoryへ
2009年4月より1年間留学しました。学生時代のアメリカでのホームステイがきっかけで、かね
てから留学を強く希望していたのですが、大学院で上肢の3次元動態解析の研究に携わり、指導
医の先生方の海外での活躍を目の当たりにして、自分もバイオメカニクスの分野で実績を積ん
で留学したいと思うようになりました。留学は大学院を卒業してすぐにと考えていたので、予
定の約1年前海外留学助成にアプライすることから準備を始めました。留学先が決定すると、生
後９か月になる娘のための託児施設を探しました。人気の施設はやはり満員で、渡米時期に合
わせ待機をするなど、施設と事前のやり取りが必要でした。夫はそれまで専ら臨床に従事して
いましたが、今回の留学は新鮮屍体標本を使ってのバイオメカニクス実験が目的であり、幸運
にも同じラボに受け入れて頂くことができました。おかげで、二人で解剖・実験の立ち上げか
らデータ採取まで行い、1年という短期間でもまとまった成果を上げることが出来ました。帰国
前には、日本の保育所に手続きし復帰の準備をしました。帰国後は大学院の4年間と合わせて5
年の臨床のブランクを取り戻したいと医局にお願いし、病児保育付きの、症例の多い病院へ配
属して頂きました。2年弱臨床に集中し、現在は第2子出産後育児休暇を頂いています。
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医学教育者というcareer　－英国における臨床教育修士課程履修経
験から－

A hand surgeon's career as an educator: from my experience of taking a master course in clinical

education in London

○奥山 訓子1, 和南城 静1, 中村 雅也2, 松本 守雄2

戸山 芳昭2

1慶應義塾大学　医学部　運動器機能再建・再生学講座

2慶應義塾大学医学部整形外科

【目的】医師のcareerの一選択肢としての教育者の位置づけを考察する．【背景】医師－患者
関係の変化や初期臨床研修制度の導入に伴い、医療施設の教育の質は厳しい選択の目にさらさ
れることとなった。しかし、わが国における医師の優先順位は臨床＞研究＞＞教育であり、教
育機関に勤務する教員も教育について学ぶ機会は乏しい。【考察】演者は手外科を専門とする
整形外科医としての18年間のうち約5年間、卒前教育専任講師として大学医学部に勤務した後、
ロンドン大学教育学研究所において臨床教育学の修士コースを履修した。コース履修者は主に
英国人General practitionerであったが、看護師から外科専門医、そしてすでに講座を運営し
ている教員など、多様な背景を持つ幅広い年齢層の医療従事者が、通常勤務の傍らパートタイ
ム学生として教育学を学んでいた。これは医療従事者の就職や待遇面で教育能力が評価される
仕組みがあるためでもあるが、学習理論を知ることで問題解決能力など医師としての能力を高
められるという側面も関与していると聞いた。臨床現場のマンパワー不足もあり、日本では教
育専任者を教育施設におくことは容易ではないが、特に他の外科系分野に比べて一人で出来る
小手術も多い手外科医は、教育を中心におく生活の中でも、獲得してきた技能を比較的維持し
やすいと考えられる。【結論】e-learningやFDを通じて教育に関する知識を身につけたり、ま
た諸事情で臨床を十分にできない期間にある程度の時間的融通のきく働き方のできる教育職に
就いたりすることは、医師のcareerの一選択肢として今後検討されてよいと考える。
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女性手外科医の昨日・今日・明日
The past to the future for Women Hand Surgeon

○堀井 恵美子

名古屋第一赤十字病院　整形手の外科

第30回日手会に始めて学会発表をする機会を得たころ，日本における女子医学生は約10%で，女
性整形外科医は珍しい存在でした．女子医学生は漸増し，昨年度には，医師国家試験合格者の
30%，総登録医師数のうち，18.9%が女性となり，外科系女医も珍しい存在ではなくなりまし
た．第55回本学会での’女性手外科医夢を語る‘では，8名のパネリストがそれぞれの経験と熱
い夢を語られました．一時的に職場を離れざるをえない状況となっても，自分のしたい仕事の
核になるもの(専門性，研究など)があれば，復帰する原動力となりうることがわかりました．
しかし，すべてがうまくいくわけではありません．パネリストの熱い思いの背景にはそれを支
えてくれる家族・同僚・職場の支援がありました．1986年男女雇用機会均等法が成立して以
来，女性の社会進出が認められたかにみえますが，日本の現状は，労働者総数の42%は女性が占
めるにもかかわらず，企業における女性課長の割合は約7%，衆議院議員数10.9%は世界130位，
女性知事数わずか3名．と日本社会の中枢部を男性が占めていることがわかります．日手会にお
いても，会員数の約8%が女性会員であるにもかかわらず，代議員数236名中女性はわずか8名で
す．若い女性手外科医が育つ環境を作るためには，個人の努力だけでなく，女性自身が組織の
ために働いて力をつけることが必要です．学会員として，代議員として責任の一端を担ってい
くことは容易ではありません．しかし，積極的に参加して意識を高めないことには，組織を支
える力へと成長しません．女性会員のためだけでなく，学会組織のより大きな発展のために
も，女性手外科医の成長は重要です．
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へバーデン結節・ブシャール結節・母指ＣＭ関節症治療と予防
Treatments and Prevensions for Heberden's nodes, Bouchard's nodes and rhizarthrosis

○堀内 行雄1, 越智 健介2, 堀内 孝一1, 河野 友祐3

川島 秀一4

1川崎市立川崎病院　整形外科

2東京女子医科大学　膠原病痛風リウマチセンター　整形外科

3慶應義塾大学　整形外科, 4川島整形外科

へバーデン結節、ブシャール結節、母指ＣＭ関節症は、日常診療でよく見かける疾患である
が、その病態は明らかではなく、治療に関しても、未だ確立されていない。これらの疾患を有
する多くの患者は、初療時に加齢変化であることを告げられ、治療法がないと言われ、ほぼあ
きらめているのが現状と言える。保存療法は、安静、投薬（湿布、塗布薬、時に内服薬）、テ
ーピングや装具、関節内ステロイド注射などが行われている。へバーデン結節、ブシャール結
節の初期では、テーピングが有効であり、進行を遅らせてくれる可能性を持っているが、晩期
にはその効果は不十分であることが多い。母指ＣＭ関節症では、母指外転保持装具を夜間用に
用いることが多い。手術療法は、へバーデン結節では、関節固定や骨棘切除などが行われる。
ブシャール結節では、人工関節、骨棘切除を兼ねた関節授動術、時に関節固定術が行われる。
母指ＣＭ関節症では、関節固定術、各種関節形成術、骨切り術が行われて、ほぼ安定した成績
が得られている。しかしながら、これら３疾患の予防法の報告は少ない。今後、さらに患者数
は増加するため、治療法や予防法の確立が急がれている。テーピングや装具の有効性は、疾患
の予防や早期にはあることは間違いないが、十分なＥＢＭに基づく調査が必要と考えられる。
これらの現行の治療法や予防法について文献上の考察を踏まえて検討し、さらに、われわれの
治療法や予防法を紹介し、最短6か月以上経過を追った約150名のヘバーデン結節患者を中心と
したアンケート分析結果も踏まえて検討を加える。超高齢社会に突入する日本においては、こ
れらの疾患の患者数は増え続け、手の不具合は元気な高齢者にとってきわめて重大な問題とな
ってくる。この観点から高齢者のＱＯＬを高めるための展望について提案する。

S513



2-6-ML2

革新的医薬品・医療機器創出のための取り組みと諸制度
The support status for developing the innovative pharmaceuticals and medical devices in Japan

○岡田 潔

独立行政法人医薬品医療機器総合機構　再生医療製品等審査部

日本国政府は平成24年7月に日本再生戦略を策定し、「グローバル経済で高付加価値化を図って
勝ち抜いていくためには、将来の我が国の成長産業として医薬品・医療機器産業は重要な位置
づけを占めることが期待される。国民に世界最高水準の医療を提供し続けるためには、革新的
医薬品・医療機器を世界に先駆けて創出するとともに、再生医療や個別化医療のような世界最
先端の医療分野で日本が世界をリードしていく。加えて、高齢者の生活の質の向上、介護・福
祉現場等における負担軽減、効率化、介護サービスの進化のため、我が国が有するロボット技
術等を活用し、多様な医療機器、福祉機器を開発し、我が国の新しいものづくり産業の創出に
貢献する。」ことを目標として掲げた。ここに挙げられた革新的医薬品・医療機器創出のため
には、医学基礎研究の成果を実用化へと導く質の高い臨床研究の実施が必要である。厚生労働
省は新たに策定した「臨床研究・治験活性化５か年計画2012」に基づき、国際水準の臨床研究
を実施する臨床研究中核病院や、アジアのニーズに対応したグローバル臨床研究を支援する日
本主導型グローバル臨床研究拠点を整備し、また、新たな会議体による先進医療制度の取り扱
いに着手し、更なる環境の整備や支援を行なう予定となっている。また医薬品医療機器総合機
構では、薬事戦略相談の実施を通じて、大学・研究機関、ベンチャー企業を主な対象とし、医
薬品・医療機器候補選定の最終段階から臨床開発初期試験に至るまでに必要な試験・治験計画
策定等に関する相談への指導・助言を行い、また審査員の増員などを行うことで、医薬品・医
療機器の審査の迅速化を図っている。今回、これらの臨床研究を取り巻く取り組みや諸制度に
ついて説明することで、臨床研究の発展に資することを期待したい。
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橈骨神経睡眠圧迫麻痺30例の検討
Thirty cases of radial nerve sleep paralysis

○原 由紀則1, 星川 慎弥1, 新堀 浩志2, 岡本 直樹1

田尻 康人1

1都立広尾病院　整形外科・末梢神経外科, 2茨城県立中央病院

橈骨神経睡眠圧迫麻痺は日常診療で遭遇する機会の多い麻痺の1つであるが，系統的に調査され
た報告はあまりない．我々の施設を受診した症例の麻痺回復経過について調査した．
【対象・方法】睡眠後発症の橈骨神経麻痺（下垂手）57例中，初診時の総指伸筋(EDC)筋力が
M0で，その後M3以上に回復するまで観察できた30例を対象とした．全例初診時電気生理検査に
て非変性型神経障害と判断された．平均年齢42.6歳（18～90）．男18例，女12例．右11例，左
19例．各症例において麻痺発生時状況や初診時所見，麻痺の回復経過を診療録から調査した．
また麻痺の発生時状況の各因子と筋力回復経過との関連を統計学的に検討した．
【結果】EDC筋力がM3以上となった症例の割合は麻痺発生から4週で23％，6週で33％，8週で
50％，12週で83％，14週で90％であった．麻痺発生からはじめに指の動きが確認できるまでの
期間は平均6.2週（1～24），動きが確認できてから伸展可能（M3）となるまでの期間は平均4.4
週（1～12）であった．発生時飲酒の有無によって指の動きが確認できるまでの期間（有9.1±
3.3週，無2.8±2.5週）に，睡眠時間によって手指の動き確認時点からM3となるまでの期間（睡
眠3時間以内例5.8±3.2週，翌朝麻痺自覚例3.0±1.2週）に有意な差を認めた．
【考察】EDC筋力がM3に回復するまでの期間は1から3ヶ月の間に均等に分布しており，症例によ
ってばらつきがあることが分かった．原因として神経障害の程度が症例ごとに異なることが考
えられる．障害程度を左右する因子としては飲酒の有無や睡眠時間が挙げられた．麻痺発生時
の状況を聴取することは麻痺の回復経過を予測するためにも重要である．
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橈骨動脈穿刺による心臓カテーテル検査後の圧迫止血器具による神
経障害

Peripheral Nerve Palsy Occurred by Compression Hemostatic Device after Transradial Arterial

Catheterization

○石垣 大介, 本間 龍介, 清重 佳郎

済生会山形済生病院　整形外科

【目的】最近、橈骨動脈穿刺による心臓カテーテル検査（以下心カテ）後の圧迫止血器具によ
ると思われる上肢末梢神経障害の症例を経験した。橈骨動脈穿刺による心カテは大腿動脈穿刺
に比べて患者の苦痛が少ないとされているが、圧迫止血器具による神経障害がどの程度発生す
るのかはわかっていない。当院での発生状況を調査して報告する。【対象と方法】当院では
2011年4月から2012年3月までの1年間に、137例151件に対して橈骨動脈穿刺による心カテが施行
され、検査後の止血には全例でエアバッグ式の圧迫止血システム（ゼオンメディカル社製　と
め太くん）が使用されていた。症例は男性88例、女性49例で、検査時平均年齢は72歳であっ
た。これらについて、カルテ記録から加圧圧力と圧迫に伴う合併症の発生状況を調査し
た。【結果】とめ太くんの標準プロトコールでは、収縮期血圧より10～20mmHg強い初期圧をか
けて漸減していく。今回の調査症例での初期圧は130～280mmHg（平均173mmHg）であった。圧迫
に伴う合併症は151件中86件（57.0％）で認められ、うちわけは一時的な手のしびれが42件
（27.8％）、痛みと浮腫が各々26件（17.2％）、減圧中の再出血が18件（11.9％）であった
（重複あり）。遷延する神経障害は4例（2.6％）に認められ、橈骨神経浅枝障害が2例、正中神
経障害が1例、尺骨神経背側枝障害が1例であった。これらはいずれも経過観察で改善し
た。【考察】心カテ後の圧迫止血時には、時にタニケット圧に匹敵する加圧が行われ、1/4の例
で一時的にせよしびれを訴えていた。また、2.6％で明らかな神経障害を発生していた。本操作
で神経障害が起こりうることを認識すべきと考えるが、とめ太くんの使用説明書には神経障害
のリスクに関する記載はない。今後手外科医側から注意を喚起していく必要がある。
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手術による医原性末梢神経損傷例の検討
Iatrogenic Peripheral Nerve Injuries Caused by Surgical Procedure

○佐藤 和毅1, 岩本 卓士1, 中村 俊康1, 池上 博泰2

高山 真一郎3

1慶應義塾大学　医学部　整形外科学教室

2東邦大学医療センター　大橋病院　整形外科

3国立成育医療研究センター　整形外科

【目的】医原性末梢神経損傷は一定の頻度で発生するが、その特性からまとまった報告は少な
い。われわれは、手術操作による医原性末梢神経損傷例について検討したので報告する。【対
象と方法】1997年以降に当院で治療を行った手術操作による医原性末梢神経損傷43例を対象と
した。性別は男性22例、女性21例、年齢は12歳から81歳であった。検討項目は、(1)損傷神
経、(2)原因となった疾患/手術、(3)損傷状態、(4)執刀科、(5)当科で行った治療内容、(6)治
療成績である。【結果】(1)損傷神経は、尺骨神経11例(2例は背側枝)、腕神経叢7例、橈骨神経
7例(6例は浅枝)、指神経5例、副神経4例、正中神経2例、後骨間神経、長胸神経、大腿神経、総
腓骨神経、深腓骨神経、伏在神経膝蓋下枝、脛骨神経各1例であった。(2)原因疾患/手術は、神
経鞘腫12例(切除術9例、生検3例)、その他の軟部腫瘍摘出術5例、骨折観血的手術7例、リンパ
節切除/生検4例、de Quervain病手術3例、指腱鞘切開術2例、その他、バイパス用血管採取、気
胸手術、半月板切除術、鏡視下手根管開放術などであった。(3)損傷状況は切断28例、連続性を
有した例9例、不明6例、(4)執刀科は整形外科25、外科12、心臓外科2、胸部外科、泌尿器科、
形成外科、耳鼻咽喉科各1であった。(5)損傷から神経修復術までの期間は3日から5年、治療内
容は神経移植術22例、神経剥離術8例、神経縫合術４例、神経移行術3例、保存的治療6例であっ
た。(6)神経修復術を行った37例中35例に症状の改善を認めた。【結論】診療科を問わず医師の
解剖学的知識や神経鞘腫に関する知識の不足により末梢神経損傷が発生したと考えられる例が
多かった。神経断裂例が多く、神経移植術や神経移行術などの修復術により改善を認めた。
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小児および青年期の前腕骨幹部骨折により生じた神経障害の検討
Nerve Injury in Pediatric and Adolescent Forearm Shaft Fractures

○倉田 佳明, 土田 芳彦, 磯貝 哲, 村上 裕子
辻 英樹

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

【はじめに】小児あるいは青年期の骨折の中では、前腕骨幹部骨折は頻度が高い。しかしそれ
に伴う神経損傷は稀である。当センターで加療した同骨折における、神経損傷・障害について
検討した。
【対象と方法】2007年4月から2012年10月までの期間、当施設で入院加療を行った18歳以下の前
腕骨幹部骨折を対象とした。近位端、遠位端骨折は対象外とし、初療のみで転医となった症例
も除外した。それらの症例につき、受傷機転、骨折部位と骨折型、開放創の有無、初診時およ
び経過中の神経症状の有無、神経を展開した場合はその所見を調査した。
【結果】54患者56骨折が対象となった。平均年齢 10.5歳（1～17）、男児42名、女児12名であ
った。受傷機転は、スポーツ21例（サッカー7例、バスケットボール6例など）、転落15例、転
倒13例、、自転車での転倒7例であった。52例が両骨骨折であり、開放骨折を9例に認めた。初
診時の麻痺あるいは知覚障害は5例で、尺骨神経領域が3例、正中神経領域が2例（うち1例は血
友病患者のコンパートメント症候群）であった。5例中2例が開放骨折であり、また斜骨折、近
位寄りの骨折で神経障害が多い傾向にあった。尺骨神経の3例は神経を展開し、1例は断裂を認
め神経移植、1例は圧挫所見のみで神経剥離、1例は異常所見を認めなかった。5例とも神経症状
は改善あるいは回復中である。経過中に新たに神経症状を発症した症例はなかった。
【考察】小児前腕骨幹部骨折に伴う神経損傷は稀で、1％程度と言われる。開放骨折では10%と
その頻度は高くなり、本検討でもその傾向にあった。閉鎖骨折に伴う麻痺や知覚障害の多く
は、時間とともに改善することが期待できるが、開放骨折では断裂を来している場合もあり、
神経の展開も考慮に入れるべきと考える。
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頚椎手術症例に伴った絞扼性神経障害の検討
Entrapment Neuropathy Combined with the Cervical Spine Surgery

○古作 英実

国保依田窪病院整形外科

【目的】当院で頚椎手術を行った患者で絞扼性神経障害(手根管症候群CTS・肘部管症候群CuTS)
を合併していた症例の経過について報告する.
【方法】過去5年間に行われた頚椎手術213例の診療記録を調べた.頚椎手術を行う以前に絞扼性
神経障害の手術を受けていた症例が2例(CTS1例・CuTS1例)→A群，頚椎手術前に絞扼性神経障害
が疑われ神経伝導速度にて診断した症例が3例(CTS2例・CuTS1例)で頚椎手術のみ行われていた
→B群.頚椎疾患は頚椎症性脊髄症が4例・後縦靭帯骨化症が1例であった.その臨床経過について
検討し,頚椎手術前の上肢の深部腱反射・病的反射，術後の手の自発性感覚異常の改善度(消失
・改善・不変・悪化)と握力について調べた.
【結果】A群では絞扼性神経障害の術後に自発性感覚異常の改善がなく歩行障害が出現したた
め,その術後平均1.7年で頚椎手術が行われていた.B群では歩行障害があり頚椎手術が優先して
行われていた.全例で上肢の病的反射が陽性で,3例(A群1例・B群2例)で深部腱反射の亢進がみら
れた.頚椎手術後の観察期間は平均2.6年であった.手の自発性感覚異常に関しては改善3例(A群2
例・B群1例),不変2例(B群2例）であった.握力(kg)は絞扼性神経障害罹患側で術前16.1が術後
21.4に,非罹患側で17.7が22.4に改善していたが,改善なしの症例も2例(A群1例・B群1例)あっ
た.B群で絞扼性神経障害の手術が今後予定されているものはなかった。また歩行障害は全例で
改善した.
【考察】頚椎疾患を合併した症例の多くで絞扼性神経障害の手術を先に行うと考えられるが,疾
患の関与の程度が症例により異なるためどちらの手術を先に行うべきかは一概には言えない.ま
た全例で上肢の病的反射がみられ絞扼性神経障害の手術を行う前に調べれば頚椎疾患の見落と
しを防ぐのに有用ではないかと考えられた.
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手根管症候群が疑われた胸郭出口症候群
Thoracic Outlet Syndrome cases initially diagnosed as Carpal Tunnel Syndrome

○阿部 幸一郎1, 山口 利仁1, 平良 貴志1, 平瀬 雄一2

1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手の外科マイクロサージャリー

【はじめに】自覚症状や他覚所見から手根管症候群（CTS）を疑わせる胸郭出口症候群（TOS）
を稀に経験する．今回CTSに極めて類似したTOSについて検討を加える． 【症例と方法】2008年
1月から2012年9月までにCTSが疑われNCVを実施した600例の内，TOSと診断された23例32手を対
象とした．内訳は男3例4手，女性20例28手，年齢は19から68歳（平均44.9歳），罹病側は右
8例，左6例，両側9例であった．これらの症例の自覚症状，誘発テスト，SWM test，NCVを調査
した．【結果】しびれは正中神経支配領域が21手（65.6%），夜間痛が29手（90.6%），Tinel様
徴候が31手（96.9%），Phalen’s testが26手（81.3%），Carpal-compression testが29手
（90.6%），SWM testは3.61が32手（100%），APBの終末潜時は2.52から3.68ms（平均
3.17ms），Morley testは32手（100%），Wright testは24手（75%），Eden testは29手
（90.6%），Supine testは29手（90.6%）であった． 【考察】自覚症状や他覚所見によりCTSが
疑われた症例の5.3%がTOSであった．SzaboらはCTSに特徴的とされる夜間痛に関して感度が96%
と報告しているが，TOSにおいても就寝肢位である背臥位にて肋鎖間隙が狭小し腕神経叢を圧迫
することでしびれや痛みが誘発され夜間痛を訴える．また，TOSではTinel様徴候が手根管部を
含めた神経の走行上に広範囲に認められるため，手根管以外の部位でのTinel様徴候やMorley
testをルーチンに行う必要があるものと考える．
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当院における胸郭出口症候群の治療成績と工夫
Surgical methods and Treatment of thoracic outlet syndrome in our hospital

○津村 卓哉, 山川 知之, 織田 宏基, 西島　 直城

丹後中央病院

【目的】我々は胸郭出口症候群に対して，3ヶ月以上の保存療法に抵抗し，ADLの著しく障害さ
れている症例に対して腋窩アプローチによる第一肋骨切除術を行ってきた．今回我々は本術式
と術後成績を検討したので報告する．【対象と方法】対象は，腋窩アプローチによる第一肋骨
切除術を行った胸郭出口症候群とした．男性1例，女性5例で，右2例，左4例，年齢は17～41歳
（平均28.9歳），罹病期間は，5ヶ月から5年で平均期間は2.7年であった．診断は立石らの診断
基準を用いた．手術術式は全身麻酔，側臥位，腋窩アプローチで行い，皮切は大胸筋と広背筋
の間で中央の横襞に沿った約８cmとした．前方の肋間上腕皮神経，後方の胸背神経を温存し
た．小胸筋の緊張や，斜角筋の肥大・付着部異常があり，腕神経叢を圧迫している場合は，こ
れらの筋を腕神経叢より剥離し切離した．剥離した第１肋骨下縁を十分に切除してから，上縁
を一塊として切除した．後方は肋骨付着部一横指まで十分に切除している．【成績】術後成績
は日常生活の支障度から総合的な評価を行い，優3例，良3例，可と不可は0例となった．Wright
　test，Roos　test，Morley　test，Eden　test，Adson　testの陽性率はそれぞれ
83％，100％，100％，67％，50％であった． 【結論】我々は皮切線が目立たず十分に展開が可
能な腋窩アプローチによる第一肋骨切除術を行ってきた．術後の上肢異常知覚，腕神経叢麻痺
を避けるため，上肢の外転による神経の圧迫は20分を限度に止めて5分間の休憩を行っている．
そのため，重篤なしびれ，麻痺はいずれの症例にも認めなかった．また第1肋骨を切除する際に
はできるだけ，第1肋骨の連続性を保っておき，一塊として切除することで腕神経叢、鎖骨下動
静脈を術野に落ち込ませないように工夫した．
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肩甲上神経麻痺を伴うガングリオンに対する治療
Treatment of the ganglion with paralysis of suprascapular nerve

○岸田 愛子, 藤原　 浩芳, 小田 良, 森原 徹
久保 俊一

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)

【目的】肩甲上神経麻痺を伴った肩甲棘基部に発生したガングリオンに対する治療法として
は，外科的摘出術や鏡視下除圧術が挙げられる.しかし，外科的摘出術は手術侵襲が大きいこ
と，鏡視下除圧術では肩甲上神経損傷の危険性が危惧される.今回超音波ガイド下に穿刺を行
い，良好な成績を得たので報告する.【対象と方法】男性10例11肩，女性1例1肩，年齢26～43歳
(平均29.4歳)を対象とした.有症期間は3週間～25ヵ月（平均22週間），経過観察期間は5～34ヵ
月（平均11.4ヵ月）であった．全症例で肩関節周囲の疼痛と肩関節外旋筋筋力の低下を認め
た．MR画像では肩甲棘基部にT1強調像で低信号，T2強調像で高信号の辺縁整の占拠性病変を認
め，ガングリオンと診断した．筋電図では棘下筋に脱神経所見および干渉不全を認める症例が
あった．超音波装置にはアロカ製SSD-650CL,SSD-1000およびHITACHIのAVIUSを，プローブには6
～14MHzのリニア型および7.5MHzのコンベックス型を，穿刺針には18G針を用いた.【結果】全症
例で穿刺時に黄色透明のゼリー状の排液を認めた．疼痛が持続するため再穿刺を要した症例が4
肩あった. 再穿刺例も含め全症例で疼痛の軽快と肩関節外旋筋筋力の回復を認めた．最終経過
観察時までに疼痛の再発は全症例で認めていない．しかし，超音波画像では穿刺直後に大きさ
は縮小したが，徐々に増大傾向を認めた症例があった.【考察】全症例で外傷もしくはoveruse
が関与していること，ガングリオン穿刺後に症状が軽快していること，大きさが増大しても症
状の再発がないことから，肩甲上神経麻痺の原因はガングリオンによる圧迫と神経炎が関与す
ると考えた．超音波ガイド下穿刺は低侵襲で有用な治療方法と考える,
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分娩麻痺と横隔神経麻痺合併における比較、検討
Clinical analysis of the prognostic value of concurrent phrenic nerve palsy in newborn children with

brachial plexus palsy

○吉田 清志1, 川端 秀彦2, 田村 大資2, 杉田 淳2

名倉 温雄2

1大阪大学医学部　整形外科, 2大阪府立母子保健総合医療センター

[目的]分娩麻痺において横隔神経麻痺を合併することは報告されているが、詳細に検討された
報告は少ない。今回我々は分娩麻痺における横隔神経麻痺合併症例を、非合併症例と比較、検
討する。[対象・方法]我々の施設において分娩麻痺と診断された症例は366例 (1991年～現在)
であった。その中で横隔神経麻痺合併していたのは21例 (5.7%)であった。横隔神経合併症群
(A群)とそれ以外 (B群)を性別、出生時体重、出産週数、分娩方法、術中所見、予後、などの多
項目で比較、検討を行った。[結果] 性別はA群で男児61.9%(13例)、B群で51.6%(178例)であっ
た。出生時体重はA群で平均3180.2g (692～4580g)、B群で平均3789.1g (481～5636g)であっ
た。出産週数はA群は平均38.0週 (25～41週)、B群は平均39.0週 (22～43週)であった。分娩方
法は骨盤位分娩がA群で57.1%、B群で10.8%とA群で高値であった。術中所見として骨盤位分娩で
はC3、C4の引き抜き損傷によって生じ、頭位分娩では節後損傷で腕神経損傷に巻き込まれてい
た。機能的予後に関しては自然回復が見込めず神経修復手術が必要であったのはA群
61.9%(13例）、B群28.6%(129例)とA群で統計学的に有意に高値であった。[考察・結語]分娩麻
痺における横隔神経麻痺合併例では非合併例と比べて骨盤位分娩が有意に多かった。骨盤位分
娩では引き抜き損傷、頭位分娩では節後損傷を認めた。機能的予後に関しては横隔神経合併群
で有意に予後が悪かった。
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腕神経叢麻痺における神経修復後の肩外転機能Ｘ線動態撮影による
分析

Radiographic Evaluation of Shoulder Abduction in Brachial Plexus Patients

○モンタレス トリストラム, 土井 一輝, 服部 泰典
坂本 相哲

小郡第一総合病院整形外科

目的：腕神経叢麻痺術後肩外転機能評価は全関節可動域測定が用いられており、肩甲上腕関節
（GH),肩甲胸廓関節(ST)などを個別に分析した報告はない。私達は、腕神経叢麻痺に対して神
経移行術による肩機能再建を行った症例の術後肩外転Ｘ線動態撮影を行い、GH, ST, などの構
成角度を測定し、各関節への作用筋肉・運動神経の貢献度を評価し、手術成績の検証を行っ
た。方法：腕神経叢麻痺に神経交叉縫合術により肩機能再建を行った患者に対して、2012年3月
より肩外転Ｘ線動態撮影（肩内転位と自動最大外転位の前後像）を行った。今回は、術後9ヶ月
以上経過した50患者51肩を対象とした。患者の年齢は、平均31.6歳（4～63歳）、術後経過期間
は、平均25ヶ月（9～144ヶ月）であった。麻痺型は、全型：35, C5～8：6, C5～7：4, C5～6:
4, ホプキンス症候群2例であった。神経修復法は、肩甲上神経：48例に長胸神経：31例、腋窩
神経：11例を修復した。肩最大外転角度に占める各GH,ST, 鎖骨の関与度を計算し、神経修復効
果を判定した。結果：角度計による肩外転角度は、41°、X-Pでは34°で、その構成角度
は、ST: 18°,GH: 17°、鎖骨外転角度：13°であった。67%の患者が30度以上の外転ができた
が、GHの占める角度は、-12～98%、STは１～227%であった。考察：全肩外転角度のみでは、肩
甲上神経修復によるGH外転、長胸神経修復によるSTの個別の回復は判定しがたく、ＸＰ動態撮
影により、各神経の回復状況が把握可能である。長胸神経の自然回復により肩機能が回復して
いる症例もあり、肩外転ＸＰ動態撮影は、神経修復成績を的確に判定するには有用な方法であ
ることを強調したい。
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腕神経叢損傷全型麻痺に対する再建手術法の機能・QOL回復の比較
検討

 Comparative study of functional outcome and quality of life recovery of different surgical modalities for

traumatic total Brachial plexus palsy.

○サトバイ ニッレッシ, 土井 一輝, 服部 泰典
坂本 相哲

小郡第一総合病院整形外科

目的：腕神経叢損傷全型麻痺に対する再建手術は困難で治療成績も一定しない。全型麻痺の機
能再建術後のQOLに関する報告は少なく、特に、術前後のQOL改善度の比較を行った研究はな
い。今回、私達は全型麻痺に対して行った異なった機能再建術の術前後の機能とQOL改善度を
DASHとSF-36を用いて比較検討したので報告する。方法：当院において、全型麻痺に対して肋間
神経・筋皮神経移行術（NT）、単一筋肉移植術（SMT)、Double Free muscle(DFMT）法を行い、
術後２年以上治療成績が追跡でき、かつ、術前後にDASHとSF-36が調査できた症例は、各
々、11例、12例、39例の計62例である。機能回復は肩ROM, 肘屈曲力（KIN-COM定量）、肘ROMを
比較し、QOLはDASHとSF-36を術前と術後２年以上経過時点で直接検診した。更に、就業状態、
疼痛、再建上肢の使用状況と患者の満足度についてアンケート調査した。結果：対象患者の年
齢は、平均27.4歳、平均追跡期間は34ヶ月であった。肩外転角度は3群間で差がなかったが、肩
屈曲・外旋角度はDFMT群が優れていた。肘屈曲角度と屈曲力はDFMT群が優れていた。DASH
disability scoreの改善度は、DFMT: 34ポイント、SMT: 24, NT: 19であり、Minimal
clinically important difference (MCID)もDFMTが優位さをもって優れていた。SF-36
subscalesでは有意差がなかった。　患者の満足度はDFMTに満足度は高かったが統計学的優位さ
はなかった。結論：DFMT法は、NT法、SMT法に比べて、機能回復、QOL改善度も有意差を持って
優れていることが証明された。
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肋間神経移行術の術後成績に横隔神経麻痺が及ぼす影響について
The influence of phrenic nerve palsy on the outcome of intercostal nerve transfer

○北 優介, 田尻 康人, 星川 慎弥, 原 由紀則
飯島 準一

東京都立広尾病院　整形外科

【目的】 腕神経叢損傷患者(Brachial Plexus Palsy 以下BPI)に対する肋間神経移行術におい
て、肘屈曲運動の随意性獲得には横隔膜の機能分離が関わるとされるが、BPIの中には横隔神経
麻痺を合併することがある。BPIに対する肋間神経移行術の術後成績に及ぼす横隔神経麻痺の影
響を調査したので報告する。【対象と方法】  肘屈曲機能障害に対して肋間神経移行術を行っ
たBPI患者のうち、41歳以下で、術後1年以上上腕二頭筋の筋力が確認可能で、かつ術前又は術
直後の胸部レントゲン画像が確認できた89症例のうち、Pornrattanamaneewongらの方法に準じ
て横隔神経麻痺の診断を行い、横隔神経麻痺と診断された20例の中で術後1年以上麻痺の継続を
確認できた10例の麻痺群と69例の非麻痺群について、術後針筋電図で上腕二頭筋の再生波形が
みられるまでの期間、術後1、2、3年の術後成績についてretrospectiveに調査を行っ
た。【結果】　術後、筋の神経再支配がみられるまでの期間は、両群で差はなかった。術後1年
での上腕二頭筋の筋力は麻痺群で有意に低下していた（p＝0.047）が、術後2および3年では横
隔神経麻痺のない患者と差はなかった。麻痺群の中でADL上息切れ等の呼吸器症状を訴えた3症
例は、術後1年での上腕二頭筋の筋力はMMT1であり、全て最終的にMMT2に留まった。【考察】麻
痺群と非麻痺群で術後再支配までの期間に差がなく、術後1年の成績で有意差があることから、
神経再生には影響がないがその後の機能訓練に影響を及ぼしている可能性が考えられる。肋間
神経移行術後に呼吸運動の主体となる横隔神経が麻痺していることで機能分離がうまく行えな
いため、機能訓練に影響を与え術後1年の成績が悪くなった可能性がある。また、自覚症状が続
くと1年以降の訓練にも影響が及び最終的なADLに支障をきたしたものと考えた
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特発性後骨間神経麻痺における麻痺の進行形式と予後との相関
Slow progression predicts poor prognoses in patients with spontaneous posterior interosseous nerve palsy

○越智 健介1, 堀内 行雄2, 田崎 憲一3, 中村 俊康4

佐藤 和毅4

1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

2川崎市立川崎病院　整形外科, 3荻窪病院　整形外科, 4慶應義塾大学　整形外科

【目的】特発性後骨間神経麻痺（sPINP）の進行速度や麻痺型によって予後の予測が可能か、可
能であればそれによる治療方針を立てることを目的とした。【方法】MMT: 2以下であった自験
sPINP39例を対象にした。発症後3か月以上経過しても回復傾向のない症例のうち、手術療法を
希望した症例には神経束間剥離術を施行した。発症後12か月以上経過した症例では、原則とし
て腱移行術も併用した。麻痺の発症から麻痺の進行停止までの期間が1か月以内のものを急性進
行、1か月以上のものを緩徐進行とした。全ての指伸筋がMMT:0であったものを完全麻痺とし、
それ以外を不全麻痺とした。最終観察時の筋力がMMT: 4以上の症例を良とし、それ以外を不良
とした。統計学的にp≦0.05であった場合を有意差ありとした。【結果】急性例は21例であり、
緩徐例は18例であった。緩徐例は治療法に関わらず全例不良であり、急性例(良：76%)に比して
有意に成績不良であった。急性例と緩徐例の発症時年齢に有意差はなく、術前期間にも有意差
はなかった。麻痺型と成績の間に有意差はなかった。【考察】麻痺の進行形式は麻痺発症後約1
か月で判定可能なことから、sPINPの治療方針を決定する上で有用である。今回の結果と過去の
報告から、sPINPに対しては以下のような治療方針がよいと考えている。【治療方針】1. 保存
的治療：1) 発症後7か月以内に回復傾向のある、2) ADLに支障がない、（不全麻痺であること
は保存療法継続の根拠にならない）。2. 神経束間剥離術：発症時年齢50歳以下かつ急性進行か
つ発症後7か月以内。3. 神経束間剥離術と腱移行術の併用：1) 発症時年齢50歳以上、2) 緩徐
進行、3) 発症時年齢50歳以下かつ発症後12か月以上。
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手術侵襲に誘発されたと考えられる前・後骨幹神経麻痺
Post-surgical inflammatory neuropathy leads to Anterior/Posterior interosseous nerve palsy

○浦野 秀樹, 栗本 秀, 建部 将広, 篠原 孝明
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【はじめに】前・後骨間神経麻痺（以下AIN/PIN）は、原因として神経炎、絞扼性障害、くびれ
説などの報告があるが病態は未だ不明であり、治療も一定の見解は得られていない。そのた
め、国内で前向き多施設研究グループにより調査が行われている最中である。我々はその対象
患者において、手術により直接の侵襲が及ばないにもかかわらず術後早期にAIN/PIN様症状を呈
した症例を経験したので報告する。【対象】2012年1月から10月の間に、手術内容に関わらず手
術直後には症状を認めず、30日以内にAIN/PIN様症状を呈した患者で、術中に該当神経に圧迫や
牽引等の侵襲が加わったとは考えにくい症例を調査検討した。【結果】該当症例は3例あり、す
べて男性、四肢手術後であった。2例は同側、1例は対側に発症した。手術から発症までは平均
15.6日であった(14日～18日)。症例の概要を示す。症例１：52才男性。左PINに対する神経剥離
術後２週で右肩の疼痛を自覚し、3週で右PINを認めた。症例２：39才男性。左陳旧性指神経損
傷後に人工神経移植術が施行された。術後２週で左AINを発症した。症例３：49才男性。前腕遠
位の術後潰瘍に洗浄デブリードマンが行われた。術後２週で同側の下垂手が出現した。保存的
加療に反応せず神経剥離術を施行したところ肘関節近位の橈骨神経本幹に砂時計様のくびれを
２カ所認めた。【考察】術後麻痺の原因として、圧迫や牽引といった機械的な侵襲によるもの
以外に、Post－surgical inflammatory neuropathyという概念がある。手術侵襲により坐骨神
経や腕神経叢のinflammatory neuropathyが起きることが過去に報告されている。AINやPINの中
にも、手術侵襲により誘発される症例が存在する可能性を本研究で示す事ができた。今後さら
に症例を蓄積し，検討を進める必要がある。
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特発性前骨間神経麻痺に対する神経線維束間剥離術の術中神経所見
Intraoperative Findings of Fascicules Exposed by Interfascicular Neurolysis in Idopathic Anterior

Interosseous Nerve Palsies

○田尻 康人1, 山本 真一2, 三上 容司2, 冲永 修二3

岡本 直樹1,4

1東京都立広尾病院　整形外科, 2横浜労災病院　整形外科, 3東京逓信病院　整形外科

4浜松医科大学　整形外科

特発性前骨間神経麻痺（IAINP）に対して神経線維束間剥離術（以下、剥離術）を行うと神経束
のくびれが確認されるが、その詳細はいまだ明らかとはいえない。我々がこれまでに剥離術を
行った症例について、術中神経所見を報告する。
対象と方法
平成4年から平成24年までに剥離術を行ったIAINP30例を対象とした。年齢は23歳から69歳、男
性15例女性15例、右17肢左13肢で、長野分類の1型12例2型18例、発症から手術までは4～17ヶ月
であった。手術記録を用いて、前骨間神経の神経束数、神経束の色調変化、くびれの個数とそ
の位置、捻れの方向について調査した。
結果
前骨間神経の神経束は、2本が21例で最も多く、次いで3本（6例）4本（2例）不明1例であっ
た。神経束の色調変化は、24例で変化があり、6例は記載なく不明であった。くびれの個数
は、1個3例、2個18例、3個4例、4個3例、5個2例（計73個）で、全例に前骨間神経の神経束にく
びれが確認された。くびれの位置は、不明の1例1個を除いて肘窩皮線より末梢側が6個、皮線上
が6個、肘窩皮線より近位20mmまでが13個、21-40mm16個、41-60mm18個、61-80mm7個、81mmより
近位は2個で、最遠位は肘下35mm、最近位は肘上140mmであった。他に筋枝のくびれを3例に認め
た。捻れの向きは、記載のある15例中、前腕回内方向の捻れが6例、回外方向7例、狭小のみ
1例、回外と狭小1例であったが、逆方向が混在するものはなかった。
まとめ
手術した全例にくびれが存在し、その多くが肘上に存在しており、神経束の色調変化を伴う。
しかし、捻れの方向等は一定せず、必ずしも一様の形態変化をするとは言えない。全国調査に
より今後その病態が明らかになることが期待される。

S529



2-7-16

長母指屈筋麻痺に対する長掌筋を力源とする腱移行術
Palmaris longus tendon transfer for flexor pollicis longus paralysis - surgical outcomes

○洪 淑貴1, 服部 達哉2, 大塚 純子1, 堀井 恵美子1

1名古屋第一赤十字病院整形外科, 2服部整形外科・皮フ科

【目的】前骨間神経麻痺による長母指屈筋(FPL)麻痺に対する腱移行術では腕橈骨筋(BR)を力源
とする報告が多い。我々は力源として長掌筋(PL)を用いており、その手術手技と術後成績を報
告する。【対象と方法】本術式を施行した3症例（36歳男性、22歳女性、56歳女性）の医療記録
を調査した。麻痺の発症から腱移行術までは平均９か月であった。示指のFDP再建を1例で同時
におこなった。手術方法：前腕遠位掌側に約4センチの皮切をおき、PL腱を遠位で切離し、腱が
十分に滑走することを確認後、FPL腱にinterlacing sutureで端側縫合した。術後は手関節軽度
掌屈位で2週間のギプス固定ののち、自動運動を開始した。【結果】術後平均経過観察期間12ヶ
月で全例母指IP関節の自動屈曲が制限無く可能となった。ピンチ力は健側比平均90％であっ
た。合併症は正中神経掌側皮枝の刺激症状を1例に認め、術後7ヶ月で正中神経と腱の癒着を剥
離し、改善した。【考察】PL腱は腱移植などの際採取することが多く、採取後の機能障害はほ
とんど無いことが知られているが、PLをFPLへの腱移行の力源とした報告はない。PLの利点は，
腱の滑走距離が40mmと、FPL 腱の滑走距離50mmに近似すること、両腱が平行に走行しているた
め、滑車作成等の必要がないことがあげられる。問題点として、前腕の全筋肉の筋力比でPLは
1.2％で、FPL(筋力比2.7%)の半分以下である点だが、使用とともに筋腹の肥大、筋力増大が得
られると考え、移行力源として用いた。本法の利点はBRの腱移行と比較して創が非常に小さ
く、手術時間も短時間で、簡便で手術侵襲が小さいことが挙げられる。欠点はPL腱に個体差が
大きいことで、術前にPL腱の機能を十分確認する必要がある。
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Functional MRIによる痛みの可視化：CRPSに対する応用
Visualization of pain: application for CRPS

○益子 竜弥

製鉄記念室蘭病院　整形外科

【目的】ＣＲＰＳの治療効果の判定にはVASなどが用いられることが多いが、主観的な評価であ
り客観性に乏しいこが指摘されている。Functional MRIは、脳賦活時に局所脳血流量が増加し
還元ヘモグロビンが減少しMRI信号を増強する変化（BOLD効果）を測定することができ、近年、
痛みの測定への応用がされ始め、CRPSに対する報告も散見される。本報告の目的はfunctional
MRIのＣＲＰＳへの応用の有用性を評価することである。【対象・方法】対象はＩＡＳＰの診断
基準(２００５年)を満たすＣＲＰＳ症例９例（男性 ４例、女性５例）である。年齢は、３７歳
～７９歳、平均５６歳である。患者の痛みの客観的評価としてVASを用い、CRPS発症からの罹病
期間もあわせて検討した。Functional MRIの撮影では東芝社製、1.5TのMRIを使用した。タスク
はブロックデザインとし、 セメス・ワインシュタインモノフィラメントにて疼痛部位を刺激す
るタスクと刺激しない安静時のタスクを交互に５回繰り返し脳を撮影した。刺激部位は疼痛部
位と対側の同部位を刺激し各々撮影した。画像データはImage Jを用い領域を測定し解析し
た。【結果】賦活領域の面積は脳全体では患側が１５５～１６３６１８（平均４７８０５）、
健側０～１３２０３（平均４０２２）と有意差があった。患側と健側の面積比は罹病期間が長
い症例では、１．２６、短い症例では２４．７と短い症例で賦活領域が多い傾向にあっ
た。【考察】CRPS症例では健側と比較し患側の疼痛部位を刺激した際に有意に脳が賦活化して
おり、疼痛部位を刺激することにより脳に異常な反応が生じていることを示唆した。これは痛
みの識別だけでなく情動や認知・評価的側面に何らかの障害が生じていると考えられる。今
後、脳の特定の領域での検討からさらに詳細な評価が可能になると考える。
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複合性局所疼痛症候群における難治性疼痛発生要因についての検討
The Factor of Persistent Pain in The Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) Model

○太田 英之, 浦野 秀樹, 岩月 克之, 山本 美知郎
平田 仁

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

【目的】整形外科日常診療において、複合性局所疼痛症候群(CRPS)患者は外傷、感染、糖尿
病、悪性腫瘍などによる末梢神経損傷後の症例でしばしば遭遇する。CRPS患者の難治性疼痛は
最も重要な症状の一つであるが発生要因は十分に解明されていない。今回我々は動物モデルを
用いて調査した。【方法】Wister系雄ラットを用い、健常群（N群）、sham手術群（Sham群）、
膝関節屈曲位内固定群（I群）、L5神経根を結紮切離したspinal nerve ligation(SNL)群
（S群）、SNL＋膝関節屈曲位内固定群（S＋I群）を作成し、組織形態学的評価として後根神経
節、坐骨神経、膝周囲筋の免疫染色を行い、各組織でreal time RT-PCRによるNGF mRNA発現変
化、ELISA法によるNGFタンパク濃度測定を行った。【結果】術後2週以降S群とS＋I群で疼痛閾
値が有意に低下していた。疼痛逃避行動が最も激しかった術後2週時点の各組織の免疫染色では
S＋I群の膝関節周辺筋組織でNGF異所性発現が確認できた。膝関節周囲でも大腿側に強い発現が
見られる傾向にあった。S＋I群では各組織でNGF-mRNA発現、NGFタンパク濃度ともに増加してい
た。【考察】本研究結果からNGFの発現量は疼痛反応の強さと関係があると考えられたが、結紮
切離したL5神経根の支配領域以外にもNGFの発現が確認された。この所見はIASP(国際疼痛学会)
のCRPS判定基準にもあるように、通常の神経障害性疼痛よりCRPS type2は症状が劇的であり、
神経支配領域では説明のつかない疼痛を起こすという所見にも一致する。難治性疼痛の原因と
してNGFは重要な因子のひとつと考えられた。
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橈骨遠位端骨折保存治療例におけるCRPS発症例の検討　
Comples regional pain syndrome in the  conservative treatment of  Distal radius fracture

○佐藤 攻

函館五稜郭病院整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折後のCRPSは臨床上重要な問題であるが、病態についていまだ不明な点
が多く診断、治療に難渋する疾患である。当院での橈骨遠位端骨折保存治療例におけるCRPS発
生要因について検討、考察する。【方法】2010年４月から2012年６月までに当院で治療を行っ
た橈骨遠位端骨折207例中保存治療を行った90例を対象とした。CRPSの診断基準はIASPおよび日
本版CRPS判定指標を用いた。【結果】CRPSを発症した10例中追跡可能であった9例を対象とし
た。平均年齢71才（65-86）、骨折型は全例AO23-A-3であった。初期治療は全例他院で行われて
おり、保存治療中の経過が悪く当院へ紹介受診となった。9例はMP関節以遠までギプスあるいは
シーネによる外固定が行われていた。治療はハンドセラピストによるSplint作成、可動域訓
練、物療を中心に保存治療を行った。疼痛、浮腫の強い症例にはステロイドなど薬物療法を併
用した。初診時Hand20は平均79.6（56-100）、経過観察時平均17.6（66-20）に改善した。CRPS
発症から経過の長い症例は手指拘縮が残存する傾向が高かった。【考察】発症例は1例を除きMP
関節遠位、極端な例ではいわゆるCotton-Loader肢位で指尖部まで固定されて不動化されている
ものに限られており発症原因は不動化の関与が大きいと考えられた。今回の結果では疼痛は全
例消失しているが関節拘縮を残す症例があり、特にCRPSに対する治療が遅れたものはかなりの
拘縮が残存していた。橈骨遠位端骨折後の浮腫、疼痛を主体とするCRPSは骨折による腫脹、疼
痛と鑑別が難しく治療開始が遅れると後遺症を残すことがあるため早期の介入が必要である。
発症原因としては不適切な外固定が関与していると考えられるため早期の手指運動、MP関節を
固定しない外固定が重要である。
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上肢筋骨格系疾患の痛みが身体機能および健康関連QOLに与える影
響の疾患別検討

Evaluation of Health related QOL and physical function for Upper Limbs Musculoskeltal Disoders

○目貫 邦隆, 酒井 昭典, 山中 芳亮, 善家 雄吉
中村 英一郎

産業医科大学　整形外科

【目的】
上肢筋骨格系疾患患者の身体機能・健康関連QOL・痛みに関して調査を行い、痛みが身体機能お
よびQOLに与える影響に関して疾患別に比較検討すること。
【対象】
2007年～2010年の間に当科に来院した初診患者に対して、各種アンケート調査を行なった。そ
の中で上肢筋骨格系変性疾患＜手根管症候群:CTS 、肘部管症候群:CuTS 、変形性肩関節症:肩
OA、変形性肘関節症:肘OA 、変形性手関節症・母指CM関節症:手OA 、ヘバーデン結節:手指OA、
ばね指・ドケルバン腱鞘炎:腱鞘炎、上腕骨内・外上顆炎:上顆炎＞を主病名とする患者239名を
抽出し対象とした。
【方法】
1.Quick DASH、EQ-5D、SF-36、VAS 安静時(rest)/日常生活時(adl)/仕事・作業時(job)の値
を、疾患別で比較検討した。2.各疾患ごとのqDASH、EQ-5D、SF-36とVASとの相関関係に関し
て、偏相関係数(制御変数：年齢)を求めて解析を行った。
【結果】
1.qDASHは、肩OA、CTS、手指OA、上顆炎、手OA、腱鞘炎、CuTS、肘OAの順で高かった。EQ-
5Dは、qDASHと同様の順で低かった。VAS(rest)はCTS、 VAS(adl)は上顆炎、VAS(job)は手指OA
で最も高かった。2.qDASHは、手OA で最もVAS(adl)との相関が強く、EQ-5Dは、肘OAで最も
VAS(adl)との相関が強かった。
【まとめ】
1.肩OAは身体機能および健康関連QOLが最も低く、肘OAは最も高い結果であった。
2.痛みに関して、安静時はCTS、日常生活時は上顆炎、仕事・作業時は手指OAが最も高い結果で
あった。
3.身体機能と痛みの関連が最も強いのは手OAで、健康関連QOLと痛みの関連が最も強いのは肘OA
であった。
【結語】
上肢筋骨格系疾患の痛みが身体機能およびQOLに与える影響は疾患ごとに異なり、手指および手
関節OAは身体機能への影響が大きく、肘および肩OAは精神的健康面を含む健康関連QOLに与える
影響が大きいことが明らかとなった。
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当科で加療を行ったmusician’s handの術後成績
Treatment of Musician's hand

○花香 恵, 射場 浩介, 金谷 耕平, 大木 豪介
和田 卓郎

札幌医科大学　整形外科

【目的】楽器演奏家に発症する手の障害はmusician’s handとして知られる。楽器演奏による
障害、音楽家に発生した疾患・外傷、心理的要因の3つに大別される。楽器演奏には微細な手の
動きが要求され治療には配慮が必要である。今回は当院で加療を行った楽器演奏に伴って発症
したmusician’s hand の特徴について検討した。【方法】当院で加療を行ったmusician’s
hand 8例10手を対象とした。男性4例、女性4例、右4手、左2手、両側2例。平均年齢は27歳(8～
51歳)、平均罹病期間は21ヵ月(1ヵ月～87ヵ月)であった。演奏楽器はピアノ7手、ベースギター
3手、演奏レベルはピアノ症例では、プロ3手、アマチュア4手、ベースギター症例ではプロ
2手、アマチュア1手であった。検討項目は、診断名、治療法、治療成績とした。【結果】全例
で確定診断が可能であった。診断名は上腕骨外上顆炎、中指・環指・小指DIP関節炎、屈筋腱滑
膜腱鞘炎、中指弾発指、Raynaud病、肘部管症候群、示指・中指伸筋腱炎、中指伸筋腱亜脱臼で
あった。5例に保存治療を行い、薬物治療が4手、演奏法の指導が1手、リハビリが3手、装具治
療が2手であった。手術は3例に行い、伸筋腱形成術、屈筋腱剥離術、腱鞘切開術をそれぞれ1手
に行った。全例で演奏への完全復帰が可能であった。【考察】今回加療を行ったmusician’s
hand症例では、症状と病態が多様であり、全例で診断病名が異なっていた。そのため、症例ご
とに演奏活動レベルを維持しながら治療法を工夫する必要があった。保存療法を5例に、手術療
法を3例に行ない、全例で良好な術後成績を獲得した。
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CRPSと診断された上肢患者に対する生体内再生治療の治療戦略と
長期治療結果

Strategy and long-term surgical outcome for the patient who was diagnosed CRPS in upper extremity.

○稲田 有史1, 中村 達雄2, 諸井 慶七郎3, 川西 弘一5

面川 庄平5

1稲田病院整形外科, 2京都大学再生医科学研究所臓器再建応用分野

3奈良県立医科大学　麻酔科, 4西大和リハビリテーション病院　神経内科

5奈良県立医科大学整形外科

目的：診断基準を満たす多数例のCPRS患者が同一治療後長期観察され評価された報告はな
い。CRPSと紹介された417名中厚生省診断基準に合致し、客観的検査後手術適応ありと判断した
325名に生体内再生治療を行い1年以上経過観察できた上肢患者193例の平均５年での術後成績を
検討する。方法：上肢例193名（男性95女性98）。平均年齢53歳。生体内再生治療は直接神経障
害にはPolyglicolic acid-Collagen tube(PGA-C tube)あるいは神経剥離+血行付加、さらに合
併する広範囲筋膜障害、総和障害には個々の対応を行った。平均経過観察は5年。評価基準とし
て６つの独自の評価基準を用いた。DFR(Drug free remission)：完全寛解で社会復帰,Good：軽
度のpain control必要ながら社会復帰可能。Fair：pain control（麻薬）必要な社会復帰可
能、Poor:悪化例,Lost:追跡不能、Unknown:明らかに可動域改善や日常生活動作が改善したが種
々の疼痛利得により評価不可能、をもちいて判断した。結果：PGA-C tubeの使用は全体193名の
うち53名（27.5％）DFRは111例57.5％・Good40例20.7％・Poorは10例5.2％・Unknown は21例
10.9％・Lost は9例4.7％・Fairは2例1％であった。結論：CRPS患者と診断された中に78％に外
科的治療に十分対応可能な局所障害が示唆され、生体内再生治療が施行された平均５年結果で
DFR57.5%、社会復帰は78.2%に達していたが、評価すらできない患者も10-16%に及んだ。考
察：CRPSを含む神経障害性疼痛患者に国際疼痛学会が2008年他覚・検査所見を重視する診断ガ
イドラインを提案。我々はすでに2002年から実践してきた。生体内再生治療は動物実験による
客観的評価を経た科学的手法で厳密な患者選択の条件下で有効な治療選択枝となりうる.我々の
結果は真のCRPSの存在を否定するものでない。しかしその頻度ははるかに低い。
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幻肢痛に対する鏡療法の効果
Effect of Mirror Therapy for Phantom Pain

○山下 晴義, 石川 誠一, 伊藤 雅之, 土屋 文香
八幡 美緒

新潟市民病院　整形外科　

【目的】 四肢切断後の幻肢痛は、しばしば治療に難渋することが多い。我々は幻肢痛を訴える
四肢切断5例および腕神経叢全型引き抜き損傷1例に対し鏡療法を行い、5例に幻肢痛の緩和を認
めたため文献的考察を加え報告する。【方法】外傷性上腕切断2例、外傷性大腿切断1例、非外
傷性切断2例(下肢急性動脈閉塞1例、骨髄炎1例) 、腕神経叢全型引き抜き損傷1例の6症例を対
象とした。男性3例　女性3例　平均年齢59.3歳(32～80歳)に対し、1日20分鏡療法をおこなっ
た。健側を鏡にうつし、欠損肢があたかも存在するかのように見立て、健側の自動運動を行
う。患者は同時に幻肢の自動運動を鏡に映る健側の運動に合わせ行う。拘縮を訴える幻肢に対
しては、鏡に映しながら、健側の他動運動によるリハビリを指導した。鏡療法平均施行期間9か
月(1～18か月)。年齢、受傷から鏡療法開始の時期、幻肢の自動運動の獲得の有無、患者のボデ
ィイメージの変化(テレスコーピング現象)、VASの変化について検討を行なった。【結果】腕神
経叢全型引き抜き損傷1例をのぞき、5例に幻肢自動運動の獲得、VASの改善を認めた。年齢、お
よびテレスコーピング現象は、ばらつきがあり幻肢痛の改善との相関関係はない傾向にあっ
た。非外傷性切断の2例は、幻肢痛出現6日以内に鏡療法を開始し、初回開始数分にてVASの改善
と幻肢自動運動を獲得した。【考察】脳の可塑性を用いた神経リハビリテーションの一つであ
る鏡療法の作用機序は視覚フィードバックにより幻肢の自動運動を獲得し、失われた体性感覚
野を取り戻すことにあると考えられている。その効果は年齢による制限を受けず幻肢痛の軽減
に有用である。我々手外科医は切断後幻肢痛に関わる最初の医師として、積極的に超早期の鏡
療法を取り入れるべきである。
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ミラーセラピー中の同側一次運動野賦活状況の解析
動作手の非可視化の効果

Optimization of mirror therapy to excite ipsilateral primary motor cortex

○車谷 洋, Hadoush Hikmat, 砂川 融

広島大学　大学院医歯薬保健学研究科　上肢機能解析制御科学

【はじめに】ミラーセラピーは、視覚的錯覚を利用して運動手と同側の一次運動野を賦活させ
るためのリハビリテーション法の一手技で、幻視痛や運動麻痺手の治療目的に臨床応用されて
おり、近年CRPS手に対しても試みられるようになってきた。しかし、本法は臨床経験的に施行
されているのみで、より効果的なセラピーを施行するための条件設定についての報告はない。
本研究ではミラーセラピー中に実際に動かしている手が見える条件と見えない条件で、同側一
次運動野の賦活に差があるかないかを調査した。【対象と方法】10人の右利き健常者（男女各
々5、平均年齢27歳）を対象に、利き手および非利き手で自動示指伸展運動中の一次運動野の賦
活状況を脳磁図を用いて調査した。片側の運動中反対側は動かさないこととし、動作手が非動
作手に重なるように鏡を設置し、運動中動作手を箱で隠した状態と隠さない状態の２条件で脳
活動を記録した。また、錯覚が生じていたか否かについて質問紙票で調査した。【結果】動作
手が見えない条件では、同側の一次運動野は全被験者で賦活したが、動作手が見える（視界に
入る）条件では数人の被験者においては同側の一次運動野が賦活しなかった。また、錯覚の妥
当性質問紙への解答では、動作手が見えない条件は動作手が見える条件より、鏡像に対する手
の視覚的錯覚が生じやすいことが示された。利き手、非利き手別では、非動作手が見えない状
態では脳活動に差はなく、動作手が見える状態では利き手運動では4人、非利き手運動では7人
に同側一次運動野が賦活していた。【まとめ】臨床上一般的に行なわれているミラーセラピー
中に動作手を隠すことが、鏡面像に対する視覚的錯覚をより創造させ、効果的に同側の一次運
動野を賦活させることが脳科学的に判明した。
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ミラーセラピーの治療経験：フォーカル・ジストニアと複合性局所
疼痛症候群への応用

Therapeutic effect of mirror therapy for focal dystonia and CRPS

○根本 孝一, 有野 浩司, 尼子 雅敏

防衛医科大学校　整形外科

　ミラーセラピーはRamachandran（1995）が幻視痛の治療法として開発した、脳可塑性を利用
した治療法である。リハビリテーション領域では片麻痺の機能訓練にも用いられる。しかし、
手外科領域の報告はほとんどない。我々は本法をフォーカル・ジストニア（FD）と複合性局所
疼痛症候群（CRPS）に対して行っているので、概要を報告する。
　【方法】Grunert（2008）の方法を行う。縦40cm横50cmの鏡を患者の前方患側、体軸に平行に
置き、鏡に健側手が映るように設定する。患側手を鏡の背後に置く。鏡像（健側手）を見る、
鏡像を見ながら健側手を動かす、鏡像を見ながら健側手で小さい対象物に触る、鏡像を見なが
ら両手を同時に動かす、の順序で機能訓練を行う。毎日10～15分間、静かな環境で行う。評価
法は、FDはTubiana評価点、CRPSはVASで行った。
　【症例】2011年6月から現在までに16例に行った。1か月以上経過を観察できた12例について
検討した。FDは10例で、全て音楽家であり、男7例、女3例、年齢は平均44.2歳（30～66歳）で
あった。CRPSは2例で、男1例、女1例、年齢は平均36.5歳（34～39歳）であった。なお、本法は
従来の治療法に加えて行った。
　【結果および考察】経過観察期間はFDで平均240日、CRPSで平均431日であった。FDは、改善
9例、不変1例で、増悪はなかった。Tubiana評価点は開始前2.2、評価時3.7であった。CRPSは、
改善1例、不変1例で、増悪はなかった。改善例のVASは治療前79点、評価時29点であった。有害
事象はなかった。FDの治療成績は本法導入前（2009）に比して改善傾向を認めた。本法は簡便
に実施でき、副作用もないので、今後、手外科領域の応用が期待できる。
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舟状月状骨解離に対する診断と治療成績
Diagnosis and clinical results for scapholunate dissociation

○建部 将広, 平田 仁, 篠原 孝明, 山本 美知郎
栗本 秀

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】舟状月状骨解離（以下SLD）の治療についての報告は本邦ではいまだ少なく、診断・治
療について不明なことが多い。今回われわれは当院で治療したSLDの診断と治療成績について検
討した。
【方法】当院で治療したSLDの患者について後ろ向きに評価した。症例は13例14手、右7例、左
5例、両側例1例で利き手側が9手。男性10例、女性3例、平均年齢31歳。施行した術式はピンニ
ング2例、靭帯修復1例、靭帯再建11例（extrinsic ligamentによる修復7例、長掌筋腱による再
建3例、橈側手根屈筋腱による再建1例）であった。平均経過観察期間18ヶ月、術前後の理学所
見・単純X線所見・関節鏡所見(Geissler分類)について検討した。
【結果】平均掌背屈可動域は術前116度から術後114度と変化はなく、平均の握力（健側比）は
79％から88％へ改善していた。Modified Mayo Wrist Scoreではexcellent:5, good:4, fair:5
であった。Geissler分類は3度6例、4度8例であり、靭帯再建例は全て4度であった。術前の
scapholunate angle(SLA):81度、radiolunate angle(RLA):背屈8度、scapholunate gap(SL
gap):3.1mmは術後それぞれ70度・5度・2.0mmに改善が認められていた。術後の単純X線像では関
節変性を3例に認めていた。術前SLA・RLA・SL gapとGeissler分類には相関を認め、術後RSA・
SL gapとも関連し、不安定性が大きくなると舟状骨が掌屈し月状骨は背屈してSL間は離開して
いた。最終経過観察時の関節可動域・握力とGeissler分類、単純Ｘ線計測、術式との間には有
意な関連は認めていなかった。
【結論】SLDの診断について、Geissler分類と単純Ｘ線計測は相関が認められていた。治療につ
いては後ろ向き研究ではあるがGeissler 3度にはピンニングや靭帯再建、4度には全例靭帯再建
が施行され、おおむね良好な成績が得られていた。
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靱帯修復術を施行した外傷性母指CM関節脱臼の5例
Surgical reconstruction of the traumatic first carpometacarpal joint dislocation: five case reports

○松木 正史1, 奥田 良樹1, 日下部 虎夫1, 藤原 浩芳2

久保 俊一2

1京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）

【目的】骨折を伴わない外傷性母指CM関節脱臼は, 比較的まれな外傷である. 今回 われわれは
靱帯修復術を施行した外傷性母指CM関節脱臼の5例を経験したので報告する.【対象および方
法】2008年10月から2012年7月までに外傷性母指CM関節脱臼に対して当院で靱帯修復術を施行し
た5例を対象とした. 性別は, 女性2例, 男性3例で右側4例, 左側1例であった. 受傷時平均年齢
33.4歳（18歳～45歳）で, 手術までの待機期間は3～28日（平均11.4日）, 平均経過観察期間
8.2ヵ月であった. 受傷原因は, 転落1例, バイクの転倒事故3例, 自転車の転倒が1例であった.
手術は橈背側から展開し, 弛緩した関節包, 損傷靱帯をsuture anchorを用いて逢着し,
Kirschner鋼線にて関節を固定した. Anterior oblique ligament（AOL）, Dosal radial
ligament（DRL）の両方修復は1例, DRLのみの修復は4例であった. 損傷したDRLは, X線で確認
できない程度の剥離骨片が付着していた.　全例約6週間後, 鋼線を抜釘し関節可動域訓練を開
始した.　治療成績は関節可動域（ROM），握力健側比について調査した.【結果】最終経過観察
時, 疼痛や再発, 不安定性, ROM制限を認めず握力は平均105％であった. 全例復職し
た.【考察】　外傷性母指CM関節脱臼の治療法として, 経皮的pinning術や靱帯再建術,靱帯修復
術などがある. しかし, どの靱帯が母指CM関節の安定性に関与しているかについては議論があ
る. Bettingerらは関節を安定させるのにDRLが最も重要と延べ, Eatonらは安定維持にAOLが重
要と述べている. 今回われわれは,　橈背側の不安定性にDRLの修復を施行し, 掌側にも不安定
性が残存した場合にAOLの修復を追加することにより関節の安定化が得られた. 外傷性母指CM関
節脱臼の治療法として積極的な修復術が有効であると考えた.
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解剖学的二重束を用いた母指MP関節側副靭帯再建
Anatomical double-bundle collateral ligament reconstruction of MP joint of the thumb

○森崎 裕, 三浦 俊樹, 上原 浩介, 坂井 邦臣
田中 栄

東京大学医学部附属病院　整形外科・脊椎外科

【はじめに】陳旧性の母指MP関節側副靭帯損傷は修復困難で、靭帯再建術の適応となる。MP関
節側副靭帯は、狭義の側副靭帯(band like portion)と副靭帯(fan-like portion)の二つの成分
に分かれると言われており、過去の報告では基節骨の掌背側に穿った2つの骨孔を用いて、解剖
学的走行に近い二重束再建として報告されていた。しかし、本来副靭帯は種子骨に付着するも
のであり、基節骨掌側の骨孔では解剖学的走行とはならない。今回我々は、陳旧性母指MP関節
側副靭帯損傷2例に対して、より解剖学的走行に近い二重束再建を行ったので報告する。【症例
1】70歳女性。転倒し母指を捻って受傷。受傷後5ヶ月にて当科初診。初診時にエンドポイント
の無いMP関節の尺屈不安定性があり、陳旧性の母指MP関節橈側側副靭帯損傷と診断した。疼痛
ならびに不安定感が強く、受傷6ヶ月で再建術を行った。術後1年経過時には不安定性は消失
し、疼痛もほぼ無く、キーピンチ力も術前2.5 kgから3.5 kgまで改善した。【症例2】57歳女
性。転倒し母指を捻って受傷。受傷後2ヶ月にて当科初診。初診時にエンドポイントの無いMP関
節の尺屈不安定性、さらに45度の過伸展があり、陳旧性の母指MP関節橈側側副靭帯損傷と診断
した。疼痛ならびに不安定感が強く、受傷3ヶ月で再建術を行った。術後10ヶ月経過時には不安
定性、過伸展いずれも消失し、疼痛無く、キーピンチ力も術前1.0 kgから5.0 kgまで改善して
いる。【考察】母指MP関節の安定性に寄与する構造として、狭義の側副靭帯、副靭帯、掌側板
がある。我々の方法の特徴は、狭義の側副靭帯のみでなく副靭帯も解剖学的走行に近い再建を
している事である。今回はごく少数の短期成績のみの報告ではあるが、今後長期成績を含めて
既存の方法と比較検討していく。
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指PIP関節側副靭帯断裂に対しての手術療法と早期可動域訓練によ
る治療

Surgical treatment and early ROM exercise for repair of collateral ligament of the PIPjoint

○岩城 啓修

板橋中央総合病院

【目的】手指PIP関節側副靭帯損傷は比較的よくみられる外傷である。我々は関節不安定性を認
められる症例に対し積極的に手術療法を行い術後早期から可動域訓練を開始し比較的良好な結
果が得られたので報告する。【対象と方法】2009年3月以降当院でPIP関節側副靭帯損の診断で
受傷から3週間以内に手術を行い術後3カ月以上経過観察が可能であった17例17指を対象とし
た。内訳は、受傷時年齢は11歳から79歳平均33.3歳、男性11例、女性6例、、受傷指は、示指1
例中指3例、環指2例、小指11例、橈側13例尺側4例、右9例左8例、受傷日から手術までの日数は
６から17日平均11.3日であった。ストレスX線撮影で健側に比べて20度以上のtiltingとsliding
が認められた症例を手術適応とした。手術は可能な限り靭帯の端々縫合とし、不可能な症例は
bone anchorを用いて修復した。端々縫合13例、bone anchor4例であった。後療法は、術後1週
間はスプリントによるPIP関節のみ伸展位固定とし2週目より2週間隣接指との間にbuddy tapeを
用いて積極的に可動域訓練を行っている。【成績】全例、痛みと動揺性は消失し、日常生活仕
事に支障をきたしていない。可動域平均は94.6度で河野・児島の評価基準で優11例、良
6例、可、不可は認められなかった。【結論】保存的治療にくらべ、手術療法は可動域制限が生
じる等の問題点が生じ敬遠される事もあったが、術後の伸展位固定と早期の可動域訓練により
良好な可動域がえられた。術後、側方動揺性や不安定性は全ての症例で認められず、靭帯の端
々縫合でも充分に早期可動域訓練に必要な固定性が得られると考えられた。
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母指MP関節における鏡視所見－鏡視解剖と損傷靱帯の特徴－
Arthroscopic Findings of Metacarpophalangeal Joint of Thumb -Anotomy for Arthroscopic Surgery and

Findings of Injured Collateral Ligaments

○辻井 雅也1, 植村 和司2,3, 國分 直樹1, 平田 仁4

須藤 啓広1

1三重大学大学院　医学系研究科　整形外科, 2植村整形外科, 3永井病院整形外科

4名古屋大学大学院　医学系研究科　手外科

【目的】母指MP関節側副靱帯(RCL・UCL)損傷はskier’s thumbに代表されるように,スポーツ外
傷として遭遇することが多い.当科では関節鏡補助下に小侵襲手術を行っており,鏡視所見を検
討して報告する.
【方法】対象は母指MP関節靱帯損傷で関節鏡を行った21例,女性6例,男性15例,平均年齢37歳で
あった. UCL損傷17例, RCL損傷4例で,身体所見とストレス (健側比≧20°)を適応とした.原因
はスポーツ14例,作業中4例,転倒3例で,鏡視は牽引下に2.5mm径で,ポータルはEPB腱橈側(MP-R)
とEPL腱尺側(MP-U)を用いた.術中ビデオから関節内の鏡視所見,UCL損傷でのStener lesionとそ
の際の内転筋腱膜の鏡視所見,脱転靱帯の整復の可否,さらにRCL損傷に関して評価した.
【結果】MP関節内への関節鏡刺入は容易で, .掌側には種子骨があり,靱帯は近位背側から遠位
掌側へ斜走し,各々2本の線維束を認めた.健常靱帯は緊張があり,関節裂隙の基節骨側にはヒダ
様構造を認めた.UCL損傷 (17例)では掌側で有連続性の不全断裂2例(12%),完全断裂9例(53%),脱
転いわゆるStener病変を6例(35%)に認めた.脱転靱帯は4例で整復が可能で,大きな骨片を有した
1例と受傷後2週の1例で不可能であった.内転筋腱膜は緊張が少なく,靱帯より斜走する細い線維
束群で、視診上は光沢もあり、鑑別は容易であった。また骨片を有するものでは全例が完全断
裂であった.RCL損傷では全例が完全断裂で関節内へ嵌頓するように認め,深部にはAPB腱が確認
できた.
【考察】Ryuは脱転UCLの鏡視下整復とピンニングで良好な成績を報告している.本例でも脱転の
ないUCLは基節骨付着部にあり,脱転靱帯も整復により付着部付近で安定しており,鏡視下整復の
有用性が示唆された.一方,RCL損傷では断裂端が関節内へ倒れるようにあり,観血的修復をしな
い場合,治癒が得られず慢性例への移行が危惧された.
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ステント状ポリ-Ｌ-乳酸scaffoldを用いた家兎モデルでの靭帯再生の
検討

Ligament regeneration using an absorbable stent-shaped poly-L-lactic acid scaffold in a rabbit model

○西本 華子, 国分 毅, 美舩 泰, 乾 淳幸, 無藤 智之

神戸大学　大学院　整形外科

[目的]肘などの側副靭帯損傷による関節不安定性に対する観血的治療として、自家腱を使用し
た靭帯再建術が多く施行されているが、正常組織を犠牲にするなどの問題点がある。我々はこ
れまでにポリ-Ｌ-乳酸（PLLA）scaffoldを用いた肩腱板再生を試み、良好な成績を報告してき
た。今回、ステント状構造のPLLA scaffoldを作成し、これを用いて日本白色家兎膝内側々副靭
帯（MCL）断裂に対する靭帯再生の可能性について検討を行った。[方法]scaffoldは直径0.2mm
のPLLA線維16本を用いて製作した。麻酔下に日本白色家兎21羽の膝内側々副靭帯を切除し、右
膝にはPLLA scaffoldを移植、左膝にはcontrolとして他兎の長趾屈筋を移植し、膝内側々副靭
帯を再建した。術後4，8，16週に組織学的、力学的評価を行った。[結果] H-E染色による組織
学的評価で、PLLA群では術後4週でscaffold内に紡錘形の細胞や新生血管が見られた。術後
8週、16週になるにしたがって、新生血管は消失傾向にあり、scaffold内の細胞は線維方向に配
列し、靭帯様の組織構造を呈した。力学的評価ではPLLA群は、術後4、8、16週と経時的に最大
破断強度が増大しており、長趾屈筋を用いて再建したcontrol群と比較しても有意差は見られな
かった。[考察]今回、ステント状構造のPLLA scaffoldを用いてMCL再生を試みたが、組織学的
にはscaffold内部に靭帯様組織の再生を認め、力学的には他兎腱移植との有意差は見られず、
充分な最大破断強度を有していた。また、いずれの組織にても異物反応、感染などの副作用や
合併症も認めず、ステント状PLLA scaffoldは靭帯組織再生の材料となりうる可能性が示唆され
た。
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めずらしい、橈骨手根関節脱臼骨折の5例
Case report,radiocarpal dislocation,5cases

○高山 和政1, 松本 泰一1, 松下 睦1, 玉置 康之2

田中 康之2

1倉敷中央病院　整形外科, 2日本赤十字社和歌山医療センター　整形外科

【目的】珍しい、橈骨手根関節脱臼骨折の5例経験したので文献的考察および術後可動域につい
て報告する。【方法】Dumontierの分類を参考とし、骨折を伴わない橈骨手根関節の脱臼もしく
は橈骨遠位の裂離骨折を伴うものをgroup1とし、靭帯修復と裂離骨片の修復を行った。また橈
骨舟状窩の1/3に及ぶ裂離骨片のある橈骨形状特記骨折を有するものをgroup2とし裂離骨片の整
復と、内固定を行った。【結果】group1：2症例　group2：3症例であった。代表症例を挙げ
る。1:32歳男性　group2　交通外傷により受傷した。橈骨茎状突起をヘッドレススクリューで
固定し、3週のギプス固定を行ったのち自動運動を開始した。術後1年の時点で、背屈50度、掌
屈75度、握力45kg(健側50kg)となり、仕事復帰し経過良好である。2:30歳男性、group2　重量
物を運搬中に転倒受傷した。橈骨茎状突起の経皮的鋼線刺入固定術後、3週のギプス固定を行っ
た。術後8ヶ月の時点で背屈50度、掌屈45度、握力25kg(健側32kg)となり、日常生活に支障はな
い。3:76歳女性、group1、交通事故で受傷した。鏡視では橈骨手根靱帯損傷、SL靱帯損傷
(Geissler分類Stage3)を認めた。橈骨茎状突起螺子固定、橈骨手根靱帯縫合、SLの経皮的鋼線
刺入固定術を行いギプス固定とした。術後6週より自動運動を開始した。術後1年の時点で、背
屈50度、掌屈30度、握力8.4kg(健側21.3kg)と、group2の2例に比べ劣っていた。【結論】橈骨
手根関節脱臼骨折は稀な疾患である。渉猟し得た範囲では最も多い物でも27症例を報告してい
るに過ぎない。Group1の2症例は靱帯損傷を合併しており、鏡視下での確認が有用であっ
た。Group2の3症例は靭帯損傷はなく、骨接合のみを行い良好な成績を得ることができた。
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橈骨遠位端骨折に合併する豆状骨亜脱臼症例の検討
Consideration about subluxation of the pisiform in distal radius fractures

○田島 貴文, 山中 芳亮, 目貫 邦隆, 善家 雄吉
酒井 昭典

産業医科大学　整形外科

今回我々は、橈骨遠位端骨折に併発したと考えられる豆状骨亜脱臼について検討したので報告
する。
(対象)当院で2007年から2011年までに橈骨遠位端骨折の診断で手術加療を行った120例を対象と
した。男性29例、女性91例。平均年齢は62.8歳であった。
(方法)術前CTの矢状断で豆状三角関節の確認を行い、豆状骨の亜脱臼の有無について検討し
た。豆状骨亜脱臼の基準はVasilasの報告(JBJS,42-A,1960)を一部変更して、1) 4mm以上の関節
裂隙の開大、2) 20°以上の関節面平行の乱れ、3) 豆状骨関節面の遠位あるいは近位への2mm以
上の転位、のいずれか一つを満たすものとした。亜脱臼の有無と橈骨遠位端骨折の骨折型(背側
転位型とそれ以外の骨折型の比較、関節内骨折と関節外骨折の比較)、茎状突起骨折を含む尺骨
骨折の合併の有無との関連について検討した。亜脱臼症例で術後CTの撮影を行った症例につい
ては、術後豆状骨の整復の有無について検討した。
(結果)豆状骨亜脱臼を認めた症例は32例であった(男性5例、女性27例、平均年齢64.6歳)。1)を
満たす症例が15例、2)を満たす症例が9例、3)を満たす症例が9例であった(1.2合併例を含む)。
豆状骨亜脱臼の有無と橈骨遠位端骨折の骨折型では、背側転位型がそれ以外の骨折型と比べて
豆状骨亜脱臼が多い傾向にあった(p=0.08)。関節内骨折と関節外骨折の比較および尺骨骨折の
合併の有無とは有意な相関は認められなかった。術後CTで評価可能であった17例中、12例で亜
脱臼が整復されており、5例で亜脱臼が残存した。
(結論)橈骨遠位端骨折の症例の27.5%に豆状骨亜脱臼が併発していた。橈骨遠位端骨折の整復後
も17例中5例に亜脱臼の残存を認めた。背側転位型橈骨遠位端骨折で豆状骨亜脱臼が多い傾向に
あった。
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尺側手根中手関節脱臼骨折の臨床像と治療成績
Treatment of Fracture-Dislocations of the Carpometacarpal Joint

○坂井 健介1, 吉田 健治1, 吉田 史郎1, 仲摩 憲次郎2

1聖マリア病院整形外科, 2久留米大学整形外科

【はじめに】今回、我々は中手骨基部骨折も含めた尺側手根中手関節脱臼骨折の骨折型の特徴
を検討したので，自験例の治療成績とともに報告する。
【対象と方法】症例は1４例で、受傷時平均年齢は29.4歳であった。受傷原因は6例が手拳によ
る殴打、５例がバイク事故であり、その他が3例であった。なお、3例は指節骨骨折を合併して
いた。全例手術的治療を行い，手術までの平均待機期間は10.4日であった。術式は原則的に観
血的に行い、中手骨基部の不安定な骨折および有鉤骨体部骨折には整復・内固定(screw、K-
wire、buttress plate)を行った。また、脱臼したCM関節は原則的に経皮的鋼線固定を行った。
術後平均経過観察期間は8.3か月であり、最終調査時(抜釘後早期にドロップアウトした2例を除
く)のX線所見、疼痛の有無、健側比握力を検討した。また、骨折型の特徴について
retrospectiveに調査した。
【結果】全例骨癒合を認め、握力健側比は平均96％、疼痛を全く認めない症例は全体の75％で
あった。骨折型の特徴として中手骨基部骨折の合併は全体の71％(中指:14％、環指:50％、小
指:43％、重複を含む)であった。脱臼CM関節は5CM単独:21％、4・5CM:71％、3・4・5CM:7％で
あり、有鉤骨体部の骨折型(Cainらの分類)はtype I A: 29％、type IB:43％、type II: 14％、
type III:14％であった。
【考察】本骨折の受傷原因は主に手拳による殴打とバイク事故に起因しており、その骨折型も
多種多様であった。尺側列のCM関節はmetacarpal descentを有する関節でもあり、CM関節面の
正確な整復・固定が重要であると思われた。
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手指基節骨骨折に対する保存療法－テープ固定によるBurkhalter変法
Closed treatment of proximal phalangeal fractures of hand - Bulkhalter type taping

○遠藤 健, 佐々木 勲, 蔡 栄浩, 西田 欽也

手稲渓人会病院

【背景】手指基節骨骨折は日常よく遭遇する外傷である。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、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17例21指(母指1指、示指3指、中指1指、環指5指、小指11指)、平均33歳であっ
た。患指MP関節を70～90°の屈曲位とし、基節部背側にテープをかけて手掌で交差するように
固定した。1-2週間後からは患者自身でのテープ交換を許可した。関節内骨折、周囲軟部組織の
高度損傷例は除外した。
【結果】全例で骨癒合が得られた。テープ固定期間は平均34日間であった。受傷から平均120日
後に評価を行った。示指～小指20指でTAMは平均258°、Stricklandの％TAM法ではExcellent
18指、Good 2指であった。母指はGingrass' criteriaでexcellent1指であった。高齢者(平均
55.8歳)に伸展制限が残る傾向にあった。合併症として、1例でPIP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。
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PIP関節掌側脱臼骨折に対する経皮ピンニング
Percutaneous pinning for palmar fracture dislocation of the proximal interphalangeal joint

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科

【目的】手指PIP関節の掌側脱臼骨折に対して経皮ピンニング手術を行ったので，その結果につ
いて検討を加えて報告する．【方法】1998年2月から手術治療し，4か月以上の経過を観察でき
た9例10指を対象にした．内訳は男性6例，女性3例で，手術時年齢は19～78歳，平均39歳であっ
た．受傷から手術までの期間は2～10日，平均5日であった．罹患側は右5指，左5指で，罹患指
はすべて小指であった．受傷機転はボールがあたったのが5指，転倒が3指，自転車からの転倒
が2指であった．手術方法は石黒らの方法に準じて行った．関節内に陥没骨片がある場合は，経
皮的に鋼線を用いて整復する．PIP関節に牽引を加えて，径1mmのキルシュナー鋼線１本を近位
背側から背側骨片の中央で背側を滑らすように，骨片間から中節骨の髄内に先端を刺入する．
整復位を確認し，鋼線をできるだけ遠位まで進め，背側骨片を押さえつけるように固定する．
術後1.5週間はアルミ副子で外固定し，その後は隣接指とbuddy tapingして自動運動を開始させ
た．鋼線は4～6週後に抜去した．手術後の経過観察期間は4か月～6年9か月，平均1年6か月であ
った．【成績】全例で骨癒合した．1指で軽度の疼痛がみられていた．握力は健側比で平均95％
まで回復していた．最終調査時のPIP関節の可動域は自動伸展が平均－13°，自動屈曲が平均
92°であった。健側と比べて伸展不足角度は平均17°で，屈曲不足角度は平均6.5°であっ
た．【結論】経皮ピンニング手術は，特別な器具や器械を必要とせず，簡便で，低侵襲であ
り，本手術方法では早期からPIP関節の自動運動を開始できる利点がある．手術の結果からPIP
関節の可動域制限は少なく，PIP関節の掌側脱臼骨折に対して有用な手術法の一つと考えてい
る．
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手指関節内骨折に対するmicro screw固定の治療経験
Clinical results of micro screw fixation for intra-articular fracture of the finger

○志村 治彦1, 若林 良明2, 二村 昭元3, 大川 淳2

1国立印刷局東京病院　整形外科, 2東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

3東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学分野

【はじめに】手指の関節内骨折では、従来pinningやpull-out wire固定が行われてきた。演者
らは手指の関節内骨折に対してmicro screw固定を行ってきたのでその治療成績について報告す
る。
【対象と方法】対象は2008年～2012年にmicro screwを用いて治療を行い3ヶ月以上経過観察さ
れた31例である。男性23例、女性8例、手術時年齢は17～84歳（平均40.5歳）であった。母指IP
関節内骨折が1例、DIP関節内骨折20例、PIP関節内骨折4例、MP関節内骨折2例、CM関節内骨折4
例であった。使用した機種は、日本マーチンまたはModular Hand Systemの径1.0～2.0ｍｍの
screwであった。これらに対して、骨癒合の有無、骨片の再転位、抜釘の有無、患指の％TAMに
ついて調査した。経過観察期間は3～31ヶ月（平均9.4ヶ月）であった。
【結果】31例全例に骨癒合が得られていた。術後、骨片の再転位は2例に見られたが、軽度であ
り外固定の継続を行い再手術に至った症例はなかった。抜釘は3例に施行されており、2例は
screw headの違和感、1例は無症状（本人の希望）であった。患指の％TAMは平均95.1％（58.8
～100％）であった。
【考察】pinningやpull-out wireでは皮膚上にwireを残しておくことになり、術後数週間は手
の使用が不便であり、pin tract infectionの可能性も考えられる。Pinningでは早期の可動域
訓練も行いにくく、周囲軟部組織への干渉も危惧される micro screwは固定性が良好であり、
またlow profileであるためscrew headはほとんど突出しない。早期可動域訓練も可能で、pin
tract infectionの可能性がないmicro screw固定法は有用であると考えられた。しかし、骨片
が小さい場合は適応を十分に検討する必要がある。
【結語】手指の関節内骨折に対するmicro screw固定は隣接関節に影響を与えず、有用な方法で
ある。
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手指PIP関節内基節骨骨頭骨折の治療経験
Fracture of the Proximal Phalangeal Head in the Proximal Interphalangeal Joint

○田崎 憲一1, 岡崎 真人1, 西脇 正夫2, 増田 秀輔2

1荻窪病院　整形外科　手外科センター, 2慶應義塾大学　整形外科

手指PIP関節内基節骨骨頭骨折はその骨折型でも亀裂骨折から、単顆、両顆、粉砕など様々で、
脱臼を伴うものも多い。これらをまとめた報告が少ないので自験例を紹介、検討した。【対象
と方法】過去20年間に手術加療した44例を対象とした。年齢は平均18.0（8～69）歳、男34女
10例、罹患指は示指9中指8環指10小指17で、原因は青少年では球技を主としたスポーツ外傷、
中高年では就労中の事故が多かった。受傷後3週以内に加療した新鮮例37、陳旧例は7例で、骨
折型は単顆（AOのB）27、両顆（C1）8、粉砕（C2～3）4、その他5例であった。治療法は単顆骨
折で経皮鋼線固定（CRIF）6例、観血整復固定（ORIF）19例、その他2例、両顆骨折ではCRIF
2例、ORIF 6例、粉砕骨折はORIF 2例、CRIF/ORIF+持続牽引2例で,抜釘時観血的授動術を追加し
たもの15例であった。Follow-upは平均6.7カ月（1.5～17.5）に、PIP関節の自動ROM、TAM、握
力比、X線所見で評価した。【結果】PIP関節のA-ROMは単顆骨折平均86.5(50～110)°、両顆骨
折64.0(30～100)°、粉砕骨折75.0(60～90)°、その他87.3(77～100)°で、%TAM単顆で平均
92.6、両顆で72.0、粉砕で86.0、その他で92.5であった。対健側握力比は平均でそれぞれ
93.2%、86.3%、80.0%、97.0%であった。　CRIFはK鋼線を用い、ORIFの内固定はK鋼線、鋼線締
結法（TBW）、mini screwなどを用いたが内固定材の種類は成績に影響せず、CRIFの成績がORIF
より良好だった。X線所見では関節面の骨吸収やわずかなstep-offを残すものが極少数あっ
た。【考察】単顆、両顆、粉砕と明らかに割り切れない形態があり、頸部骨折ではないが骨頭
を横断するもの、Weiss-III～IVの中間の骨折型などを「その他」とし、治療成績は比較的良好
であった。粉砕骨折では持続牽引を加えることで両顆骨折に劣らぬ成績を得た。
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当院における小児の指節骨頚部骨折の治療成績についての検討
Treatment outcome of the phalangeal neck fractures in children

○米田 英正, 渡邉 健太郎, 矢島 弘毅, 奥井 伸幸
佐々木 宏

名古屋掖済会病院整形外科・リウマチ科

【目的】過去6年間に当院で経皮的鋼線刺入固定術を行った小児の指節骨頚部骨折18例の治療成
績を検討したので報告する。
【対象と方法】症例は男11例、女7例、平均年齢は11.7(9～15)歳であった。受傷から手術まで
の期間は平均4.6(0～16)日であったが、受傷より10日以上経過して手術したものが3例あった。
受傷指は左4指、右14指、示指1例、中指1例、環指3例、小指13例で、骨折部位は中節骨が3例、
基節骨が15例であった。受傷原因はスポーツ外傷が13例と多かった。骨折型は遠位骨片の掌屈
転位型が7例、背屈転位型が8例、回旋変形のみが3例であった。Al-Qattanの分類では全例type2
の骨片接触型であった。治療は麻酔下に骨折部を牽引して徒手的に整復し、骨折部の可動性が
ない場合は23G針を用いて経皮的に整復し、K鋼線で骨折部を固定した。術後2～4週で鋼線を抜
釘し可動域訓練を行った。術後平均観察期間は24週で、治療成績を後ろ向きに調査した。
【結果】最終観察時の可動域は、基節骨受傷例ではPIP関節平均屈曲95度、伸展-2度、中節骨受
傷例ではDIP関節平均85度、伸展2度で、基節骨受傷例の5例に伸展ラグを認めた。Al-Qattanの
評価法では、excellent 10例、good7例、fair1例であった。fairの1例は受傷16日経過して手術
したものであった。骨癒合は全例に得られ、術後再転位、鋼線刺入部の感染、回旋変形、骨頭
壊死をきたしたものはなかった。
【考察】小児の指節骨頚部骨折は不安定性が強く、骨端線が骨折部に存在しないために自家矯
正が生じにくいことから、確実な整復固定のために手術加療が望ましい。とくに骨片接触型に
ついては手術時期が遅れると骨片間の癒合が強固になるため手術が困難となる。不安定である
同骨折に対して我々は早期に整復し、固定をすることで矯正損失を予防し良好な結果が得るこ
とができた。
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関節面のStep offに着目したマレット骨折に対する石黒法のX線学的
検討

Radiographic Analysis of Ishiguro's Procedure for Mallet Fractures, Focusing on the Intra-articular Step-

off.

○戸谷 祐樹1, 古庄 寛子1, 岩本 航2, 加藤 正二郎1

高畑 智嗣3

1江戸川病院　整形外科, 2慶應義塾大学医学部スポーツ医学総合センター

3上都賀総合病院　整形外科

[目的]骨性槌指に対する石黒法は簡便で優れた方法であるが、術後のX線写真で関節面のStep
offを認めることも少なくない。われわれは関節面のStep offに着目し、手術手技の一助になる
指標についてX線学的検討を行った。
[対象および方法]2008年2月から2012年9月まで当院で石黒法を施行した骨性槌指32例
（男19例、女13例）を対象とした。手術時年齢は12～79歳（平均39歳）、経過観察期間は39～
317日（平均86日）、臨床評価は蟹江とCrawfordの評価基準を用いた。単純X線像を用いて次の
各項目についてStep offとの相関をSpearmanの順位相関係数、回帰分析を用いて統計学的に解
析した。検討項目は骨片の大きさ、厚み、中節骨関節面背側端からの骨片の位置、小西池の骨
折型分類、Extension block pin(以下pin)の中節骨刺入位置、中節骨軸と骨片関節面のそれぞ
れとpinのなす角度、関節固定角度、骨折部のGap、骨片伸展角度とした。
[結果]Step offは23例にみられ、0.1～1.1mm（平均0.3mm、0.5mm以上のものは7例）で全例骨片
の伸展により生じていた。年齢、受傷～手術の日数、術前の中節骨関節背側端から骨片までの
距離、骨片の厚みが増すほど、Step offが有意に増大した（p＜0.05）。pinの中節骨刺入位
置、pinと骨片関節面となす角度も有意な相関を示した（p＜0.05）。骨折型、関節固定角度、
可動域などの臨床成績とは有意な相関は認めなかった。術前に中節骨関節面の背側端から30°
以上に骨片が位置する症例と中節骨へのpin刺入位置が背側端から45°以上の症例では、0.5mm
以上のStep offが生じる傾向にあった。
[考察]骨片が末梢側に位置する場合、緊張の増した伸筋腱にpinを刺入することで骨片が伸展
し、関節面のStep offを生じるものと考えた。骨片位置とpin刺入位置がStep offの発生に関与
していることが示唆された。
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骨性mallet fingerの骨片形状の検討― extension block pinは1本で充分
なのか ―

Evaluation for Fracture Type of Mallet Finger

○佐々木 康介, 川端 確, 坂口 公一, 明石 健一
乾 健太郎

東住吉森本病院　整形外科

【目的】骨性mallet fingerに対するextension block pin（以下EBP）を用いた石黒法は有用な
治療法である．近年，EBPを2本刺入した方法も報告されたが，EBPは1本で充分なのか，あるい
は2本刺入した方が骨片は安定するのか，を考察すべく骨性mallet fingerの末節骨近位骨片の
形状・位置についてCTにて評価したので報告する．
【対象と方法】対象は単純X線にて骨性mallet fingerと診断し，近位骨片が関節面の1/3以上を
占めていた男性16例，女性10例．平均年齢は36.7歳で，中指12本，環指8本，小指6本であっ
た．評価方法は，CTの軸位断にて，骨片の最大横径・末節骨全体の最大横径を計測し，％横径
（骨片の最大横径を末節骨全体の最大横径で割った値）を算出した．またCTの三次元再構築像
にて，前額面における末節骨中央からの骨片の偏位（骨片中点が末節骨中央からどれくらい離
れているか，その距離を末節骨最大横径で割った値で表記）を計測した．
【結果】骨片の最大横径は平均7.3mm（％横径：74.0％）であったが， ％横径が41.1％と末節
骨全体の最大横径の半分にも満たない狭い骨片も認められた．また中央からの偏位は平均2.7％
であり，最大で6.7％側方に偏位した症例も認められた．
【考察】中央から偏位した骨片や，横幅の狭い骨片をCTにて認めた症例に関して，単純X線では
骨片の形状・位置を正確に評価することが困難であった．従って骨片の形状・位置をより正確
に把握すべく，術前CTは有用であると考えられた．また本研究では，全例で骨片が末節骨中央
にかかっており，粉砕していなかったことから1本のEBPを刺入することで充分なblock効果が得
られると考えられた．骨片が末節骨中央にかからない症例や粉砕した症例が認められる可能性
については，受傷機序を含め更なる検討が必要と考えられた．
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骨性マレット変形の治療成績の検討～多施設における石黒原法と石
黒変法の比較～

Treatment of mallet deformity with comparison between original and modified Ishiguro method

○荻原 弘晃1, 鈴木 重哉2, 舩橋 伸司3, 森本 祥隆4

澤田 智一5

1浜松赤十字病院　整形外科, 2藤枝市立総合病院　整形外科

3富士宮市立病院　整形外科, 4磐田市立総合病院　整形外科

5浜松医科大学　整形外科

【背景】骨性マレット変形に対する鋼線固定では、屈曲拘縮が残存する成績不良例が存在す
る。我々は第55回学術集会で伸展位固定の有効性を示した。今回は多施設において、石黒原法
との比較も含めて検討を行った。【目的】骨性マレット変形に対して経皮的鋼線刺入を行った
症例について、治療成績を検討した。特に、手術時DIP関節固定角度が最終伸展角度に与える影
響、石黒原法と石黒変法での違いについて検討した。【対象および方法】2006年から2012年に
浜松医大および関連病院で治療した骨性マレット症例を対象とした。このうち、診療録に最終
伸展角度の記載のある114例について検討を行った。石黒原法で治療した症例は60例で、鋼線3
本を使用して小骨片にも鋼線を刺入した石黒変法で治療した症例は54例であった。受傷から手
術までは平均17.0日であった。平均年齢は石黒原法で37.3歳、石黒変法で28.5歳と有意差を認
めた。鋼線固定期間と経過観察期間は石黒原法で有意に長期であった。【結果】112例で癒合が
得られたが、うち4例では骨片の転位などで再手術が行われていた。石黒原法での手術時DIP関
節固定角度は伸展-13.3度で変法では1.5度と有意差を認めた。同様に最終伸展角度はそれぞれ-
8.8度、-5.1度で石黒変法が有意に伸展制限は少なかった。多変量解析では、年齢と手術時DIP
関節固定角度のみが最終伸展角度に相関しており、年齢が若く、DIP関節を伸展位に固定した方
が最終伸展角度の制限が少なかった。【考察】手術時の伸展位固定は最終伸展角度を改善させ
ていたが、石黒原法と変法との比較では、固定角度の開きのわりに最終角度の差は少なかっ
た。年齢は、諸家の報告と同様に成績に影響していた。【結語】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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陳旧性骨性槌指の治療成績
Clinical Results for Chronic Mallet Fractures

○福田 誠, 日高 典昭, 金城 養典, 横井 卓哉
太田 光俊

淀川キリスト教病院

【目的】陳旧性の骨性槌指では、骨折部への瘢痕組織の介在により、経皮的な整復操作だけで
は整復困難で、観血的な治療を要することが多い。我々は陳旧例で観血的加療が必要と考えら
れた症例に対し、引き抜き鋼線法もしくは螺子による内固定術を行っているので、その治療成
績を報告する。
【対象及び方法】観血的内固定術を行った21例21指で、内訳は男性13例、女性8例で平均年齢は
33(13-65)歳、罹患指は右12例、左9例で、示指2例、中指8例、環指6例、小指5例で、初回に石
黒法を行い再転位したものは3例であった。手術方法は引き抜き鋼線法を16例、螺子固定を5例
に行った。受傷から手術までの平均期間は68(16-270)日、術後平均経過観察期間は4(3-9)カ月
で、治療成績は蟹江の評価基準を用いた。
【結果】全例で骨癒合を認めた。DIP関節の平均自動可動域は伸展-7°、屈曲50°で蟹江の評価
基準では優6例、良8例、可5例、不可2例であったが、可の症例でもADL障害はなく不満は無かっ
た。鋼線刺入部に感染を来したものはなく、螺子頭部の疼痛を訴えたものが2例あったが、抜釘
により消失した。
【考察】我々は受傷後3週以上経過例では、観血的加療を行っている。手術時の所見で骨折部に
瘢痕が介在し、経皮的操作だけでは新鮮化が不十分になる症例が存在するためである。蟹江の
評価基準では伸展制限が10°以上であれば可と判定されるが、必ずしも患者自身の訴えとは相
関しなかった。骨癒合率は良好であったが、内固定法の欠点として、引き抜き鋼線法の場合で
長期にわたり固定材料が体外にあること、螺子の場合は螺子頭部の痛みが生じることなどがあ
った。よって術式については今後もさらなる工夫を要すると考えられる。
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骨性マレット指に対する微小スクリュー固定の治療経験
Treatment of bony mallet with micro screw

○高野 勇人, 吉川 泰弘, 別所 祐貴

駒沢病院　整形外科

【目的】近年、骨性マレット指に対する治療法として微小スクリュー固定の報告が散見され、
比較的良好な成績を得ている一方、骨片の転位、スクリュー挿入時の煩雑性などの問題点も指
摘されている。今回、我々が手術を行った治療成績と、術後に生じた合併症、成績不良例をも
とに微小スクリュー固定の問題点を検討した。【対象と方法】本法により手術を行った18例を
対象とした。男性12例、女性6例、平均年齢43歳（18～65歳）、受傷3週間以内の新鮮例は
13例、3週以降の陳旧例は5例であり、経過観察期間は平均5か月（2～12か月）であった。手術
法はextension blockを挿入後、DIP関節伸展位にて骨片を整復する。皮膚刺入部に小切開を加
え、骨片の背側頂点より専用ドリルより小径の0.8mmないし1.0mm鋼線をドリルとして使用
し、SYNTHES社製φ1.3mm スクリューを刺入孔に挿入し、骨片の固定を行った。【結果】骨癒合
は17例（94%）に認められた。蟹江の評価は優10例、良2例、可3例、不可3例であった。骨片の
転位5例、骨片の骨吸収2例認めた。【考察】骨性マレット指に対する微小スクリュー固定の長
所として、安定した固定力、早期からの関節運動が可能、スクリューが皮下に埋没できるなど
の報告がある。今回術後に骨片の転位を5例認めていることから、スクリューの固定性は必ずし
も十分とはいえない。その対策としてスクリュー長の正確な測定、術後の外固定期間の延長、
鋼線の追加固定、スクリュー2本の固定、DIP関節の仮固定が有用と考えられる。また2例で骨吸
収を認めたが、スクリュー挿入時の過度の圧迫による骨片の血流低下が原因と考えられ、骨片
の大きさを考慮した適応が必要である。微小スクリュー固定は骨性マレット指の有用な手術法
の１つと考えられるが、安定した骨癒合と術後成績を得るには手技の工夫を要する。
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マレット骨折に対する経皮的スクリュー固定
Transcutaneous Screw Fixation for Mallet Fracture

○漆崎 亜弥1, 児島 新1, 植田 有紀子1, 中村 誠也2

1関西医科大学 香里病院　　整形外科, 2巽病院　整形外科

【緒言】マレット骨折に対する手術療法として，石黒法は広く利用されているが，ピンが皮膚
に露出するため，患者は日常生活において不自由を生じる．我々は，2006年より経皮的なscrew
固定法を用いて加療しており，今回その結果を報告する．【対象と方法】2006年4月から2012年
10月までに治療したマレット骨折は46例でそのうち，screw固定にて加療したもの33例である.
受傷後3週間以上経過した陳旧例も含まれている.screw固定法の適応としては,関節面の1/3以上
の比較的大きな骨片に対して行った.指神経ブロック後,イメージ下に骨折部を24G針と眼科剪刀
を用いて整復し,C-wire挿入後,抜去して,同部にscrewを挿入した．陳旧例についてはイメージ
下に18G針や眼科剪刀を用いて骨折部の新鮮化を行い,前述と同様にscrew固定をした.比較的骨
片が小さいものや、陳旧例にはDIP関節を一時的にC-wireを用いて固定した.screwはシンセス社
製の1.0mmあるいは1.3mm径を骨片の大きさに応じて選択した.【結果】Xpにて全例で骨癒合が確
認できた.DIP関節を一時的に固定していたC-wireは6週間で抜去した.骨癒合して受傷後3ヶ月か
ら6ヶ月経過した症例に抜鋼術を行った.最終観察時点で伸展制限が軽度残存していても,ADL障
害のある症例はなかった.【考察】石黒法は特殊な器械を必要とせず,広く行われている優れた
方法であるが,ピンが皮膚から露出しているため,長期間水仕事ができず日常生活で不自由が生
じる.経皮的screw固定法では術後数日で創閉鎖するため,早期に水仕事や入浴が可能となる.小
さな骨片にscrewを挿入する手技は簡易ではないため,訓練は必要となるが,今後有用な治療法の
選択肢のひとつとなると思われた.
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2-ST-1

キーンベック病Lichtman stage IIIに対する骨核入り腱球置換術の術後
臨床成績とX線パラメーターの変化

Clinical and Radiological Results of the Tendon Ball Replacement for Stage III Kienbock's Disease

○山中 芳亮, 酒井 昭典, 目貫 邦隆, 善家 雄吉
村井 哲平

産業医科大学　整形外科

今回我々は、キーンベック病Lichtman stage IIIに対する骨核入り腱球置換術の術後臨床成績
と単純X線各パラメータの推移および術後臨床成績との関連を検討したので報告する。(対象)キ
ーンベック病Lichtman stage IIIに対して骨核入り腱球置換術を行った6例を対象とした。性別
は男性3名、女性3名。平均年齢は51.3歳。平均術後経過観察期間は33ヶ月であった。(方法) 術
前および最終調査時のMayo wrist scoreの比較を行った。また術前、術直後、最終調査時の
Carpal height ratio (CHR), Carpal-ulnar distance ratio (CUDR), Radio-scaphoid angle
(RSA)を単純X線で測定し、それぞれの術前、術直後、最終調査時の推移および各パラメータの
術前と最終調査時の変化量と術前と最終調査時のMayo wrist scoreの改善に相関があるか検討
した。(結果)手術前と最終調査時でのMayo wrist scoreの比較では最終調査時で有意に点数が
高かった(術前平均：38.3, 最終調査時平均：71.7, p＜0.01)。単純X線の各パラメータの術
前、術直後、最終調査時の比較ではそれぞれ有意差は認められなかった。また、単純X線の各パ
ラメータの術前と最終調査時の変化量とMayo wrist scoreの改善に相関は認められなかっ
た。(結論)キーンベック病Lichtman stage IIIに対して骨核入り腱球置換術を行うことで、術
前と比べ最終調査時で有意にMayo wrist scoreが改善した。単純X線上では、術前後、最終調査
時で有意に変化するパラメータはなく、Mayo wrist scoreの改善と関連するパラメータもなか
った。
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2-ST-2

キーンベック病Lichtman stage IIIに対する橈骨短縮骨切り術の術後臨
床成績とX線パラメーターの変化

Clinical and Radiological Results of the Radial Shortening Osteotomy for Stage III Kienbock's Disease

○山中 芳亮, 酒井 昭典, 目貫 邦隆, 善家 雄吉
村井 哲平

産業医科大学　整形外科

今回我々は、キーンベック病Lichtman stage IIIに対する橈骨短縮術の術後臨床成績と単純X線
各パラメータの推移および術後臨床成績との関連を検討したので報告する。(対象)キーンベッ
ク病Lichtman stage IIIに対して橈骨短縮術を行った6例を対象とした。性別は男性2名、女性
4名。平均年齢は33.5歳。平均術後経過観察期間は15.5ヶ月であった。(方法) 術前および最終
調査時のMayo wrist scoreの比較を行った。また術前、術直後、最終調査時のCarpal height
ratio (CHR), Carpal-ulnar distance ratio (CUDR), Radio-scaphoid angle (RSA)を単純X線
で測定し、それぞれの術前、術直後、最終調査時の推移および各パラメータの術前と最終調査
時の変化量と術前と最終調査時のMayo wrist scoreの改善に相関があるか検討した。(結果)手
術前と最終調査時でのMayo wrist scoreの比較では最終調査時で有意に点数が高かった(術前平
均：25, 最終調査時平均：75.8, p＜0.01)。単純X線のパラメータではCarpal-ulnar distance
ratioが術前と比べ、術直後、最終調査時で有意に高かった。単純X線の各パラメータの術前と
最終調査時の変化量とMayo wrist scoreの改善に相関は認められなかった。(結論)キーンベッ
ク病Lichtman stage IIIに対して橈骨短縮骨切り術を行うことで、術前と比べ最終調査時で有
意にMayo wrist scoreが改善した。単純X線上、橈骨短縮骨切り術後に手根骨の橈側偏位が認め
られたが、臨床成績との関連はなかった。
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2-ST-3

Kienbock病に対して橈骨超遠位楔状骨切り術を行った3例
Very Distal Radial Wedge Osteotomy for Kienbock Disease : A Report of Three Cases

○金城 忠克, 普天間 朝上, 堀切 健士, 大久保 宏貴
金谷 文則

琉球大学　医学部　整形外科

Kienbock病に対する橈骨骨切り術は短縮骨切り術でも楔状骨切り術でも遠位橈尺関節（DRUJ）
の近位で骨切りを行うため、その適合性が変化する。長嶺らはDRUJ適合性が変化しない骨切り
術を考案した。この骨切り術（橈骨超遠位楔状骨切り術：DRUJから2mm橈側、橈骨月状関節面か
ら2mm近位の骨孔を頂点とする15°closed wedge osteotomy）を施行したKienbock病の3例（UV
= 0 mm）を報告する。DRUJ適合性の指標としてsigmoid notch inclination（SI：尺骨骨軸と
sigmoid notchの接線がなす角）を術前と最終観察時で測定した。全例術後SIの変化はな
く、DRUJの関節症性変化は認めなかった。【症例1】68歳、男性、農夫、stage IIIB。7ヵ月前
より誘因なく右手関節痛が出現、Kienbock病の診断で手術を行った。術後2ヵ月で骨癒合が得ら
れ、術後3ヵ月で農業を再開した。最終観察時（術後29ヵ月）、疼痛は消失、握力・手関節可動
域は改善し、Nakamuraの評価ではgoodであった。【症例2】27歳、男性、介護士、stage
IIIB。7ヵ月前に転倒し左手をついた後から手関節痛が持続し、Kienbock病の診断で手術を行っ
た。術後10週で骨癒合が得られ、術後3ヵ月で元職に復帰した。最終観察時（術後31ヵ月）、疼
痛は消失、握力・手関節可動域は改善し、Nakamuraの評価ではgoodであった。【症例3】58歳、
女性、stage IIIA。1年前より誘因なく右手関節痛が出現、Kienbock病の診断で手術を行った。
術後2ヵ月で骨癒合が得られた。最終観察時（術後4ヵ月）、疼痛は消失、握力・手関節可動域
は著変なく、Nakamuraの評価ではFairであった。
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2-ST-4

進行期Kienböck病に対する月状骨摘出＋舟状骨有頭骨間固定術(SC
fusion)の治療成績

The results of scaphocapitate fusion with lunate excision for advanced Kienböck disease

○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】私達は月状骨の圧壊・分節化が著明で強い疼痛を訴えるulnar plus varianceの
Kienböck病に対して確実な除痛と骨癒合の獲得ならびに手根骨のアライメント維持を目的とし
て月状骨切除+月状骨有頭骨感固定術(SC fusion)を行ってきた。今回１年以上の経過観察が可
能であった症例の経過ならびに問題点について報告する。【対象・方法】対象は5例、手術時年
齢は60歳(46～81歳）、術後経過観察期間は41か月(14～65か月）である。術前Ulnar variance
は3.0±1.9ｍｍ(1～6mm）、Lichtman分類ではstage 3Bが3例、stage4が2例であった。これらの
症例に対して握力、VAS score、手関節可動域ならびにMayo wrist scoreを、画像所見として
carpal height ratio(CHR)、carpal ulnar distance ratio(CUHR)、radioscaphoid angle(RSA)
ならびに関節症性変化を調査した。【結果】全例骨癒合が得られ原職へ復帰した。健側握力
比、VAS score、手関節伸展、屈曲可動域、Mayo wrist score、CHR、CUHR、RSAは術前から最終
診察時へ、それぞれ64％が87％、7.2が1.2、45°が42°、38°が24°、39が72、45％が
45％、32％が27％、72％が61％に変化した。3例に橈骨舟状骨間関節に関節症性変化を認め、う
ち1例に橈骨茎状突起切除術を追加した。【考察】本術式は橈骨舟状骨間関節症を来たしやすい
ため橈骨茎状突起切除術を同時に行うことが望ましい。また除痛効果に優れるが手関節屈曲可
動域の低下を伴うため本術式の選択には術前の患者さんとの綿密な相談が重要である。
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2-ST-5

無腐性壊死を舟状骨と月状骨に合併した希少症例
Concomitant avascular necrosis of the scaphoid and lunate

○林 智志1, 河村 健二1, 矢島 弘嗣1, 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

【はじめに】舟状骨無腐性壊死は、舟状骨骨折に起因する場合と外傷に起因しないプライサー
病がある。月状骨無腐性壊死（キーンベック病）は発症原因が特定されていない。それぞれの
疾患は比較的多く散見されるが、両者の合併例は極めて稀であり、渉猟し得た限りではこれま
で2例しか報告されていない。【症例】56歳女性。右効き。既往歴なし。数ヵ月前から右手関節
痛が出現し増強してきたため受診した。右手関節可動域は屈曲60度、伸展60度と軽度制限を認
めた。握力は左30kgに対して右14kgと低下していた。Xpで舟状骨の分節化と月状骨の硬化像を
認めた。ulnar varianceは－1mmであった（健側は－2mm）。 CTでは舟状骨が3つの骨片に分節
化していたが、月状骨の分節化や扁平化は認めなかった。MRIで舟状骨と月状骨はT1、T2強調画
像ともに低信号を呈していた。舟状骨と月状骨の無腐性壊死合併例と診断し、舟状骨は摘出
し、橈骨からの有茎血管柄付き骨移植を月状骨に行ったのちに、有頭月状骨間固定を施行し
た。Xpで骨癒合は術後6ヵ月で得られ、術後1年で月状骨の骨硬化は改善している。術後1年の右
手関節可動域は屈曲40度、伸展40度、橈屈10度、尺屈20度で、握力は右10kg、左26kgであ
る。【考察】舟状骨と月状骨の無腐性壊死合併例は、JHS(2006年)とHand Surg(2012年)に報告
された2例のみである。1例はステロイド内服の既往があった。両者とも本症例と同様にulnar
negative varianceであった。手術は両者ともに月状骨が分節化していたため近位手根列切除術
を施行されていたが、本症例では月状骨はLichtman分類stage IIで温存可能と考え再血行化と
CL固定を施行した。
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2-ST-6

有頭骨壊死と尺骨茎状突起衝突症候群の同側合併例の治療経験
Avascular Necrosis of the Capitate with Ulnar Styloid Impaction Syndrome

○稲垣 弘進

豊田厚生病院　整形外科

稀な有頭骨壊死と尺骨茎状突起衝突症候群を同側合併した症例を経験したので報告す
る。【症例】19歳男性、主訴右手関節痛。スポーツ歴：野球を週5回9年間。既往歴：17歳時に
右尺骨骨挫傷。初診時手関節ROM背屈60°(健側75°)掌屈45°(65°)回旋制限なし、握力
34kg(42kg)、VAS score 62、Ulnocarpal stress test陽性であった。単純X線では尺骨茎状突起
が7.6mm (6.5mm) と長く三角骨との関節裂隙は狭小化し、茎状突起基部に陳旧性の骨折所見を
認めた。茎状突起の相対的長さを表すUlnar styloid process index (正常値0.21±0.07)は
0.43と高値を示した。有頭骨近位には硬化像があり近位関節面にはOA変化を認めた。MRIではT1
強調で有頭骨近位がlow intensityを示したが関節面は保たれていた。尺骨茎状突起基部は偽関
節様であり、対応する三角骨関節面には炎症所見を認めた。手術所見は、尺骨茎状突起は偽関
節がなく安定していたが相応する三角骨関節面に窪みと軟骨変性を認めた。茎状突起中央を2mm
短縮骨切りしtension band wiring法にて固定した。有頭骨背側近位は開窓し壊死組織を掻破、
橈骨遠位より第5ECAをpedicleとした血管柄付き移植骨片を、橈骨から追加採取した海綿骨と一
緒に骨移植した。術後4週間long arm castを行いその後装具を装着させた。8週よりROM訓練を
開始し、術後16週で茎状突起の抜釘を行い投球練習開始。術後半年から制限なく野球を許可し
た。術後1年では手関節背屈60°掌屈50°握力44kg、VAS score 23、Ulnocarpal stress test陰
性と改善した。MRIでは有頭骨はT1強調で正常なintensityに回復していた。【考察】尺骨茎状
突起衝突症候群は外傷後の変形治癒が原因であり有頭骨壊死は投球動作の反復ストレスが原因
と考えられた。両疾患の関連性は不明だがともに若年層やスポーツ選手の報告例が多い。
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2-ST-7

糖尿病を合併した手根管症候群
Carpal Tunnel Syndrome Associated with Diabetes Mellitus

○田中 英城

新潟県立吉田病院　整形外科

【はじめに】　糖尿病(DM)は近年増加傾向にあり、手根管症候群(CTS)の合併率も高いと言われ
る。そこで、当院の手術例から頻度、治療成績について報告する。【対象】　過去9年間の手根
管症候群の手術118例149手中、糖尿病の合併は21例27手であった。糖尿病はII型または慢性膵
炎などに合併したもので、I型は無かった。男6、女15、年齢は47から85歳、右7手、左8手、両
側罹患が12手あった。【方法】　手術はすべて局所麻酔で、鏡視下法が26手、直視下法が1手あ
った。電気生理および知覚評価を定期的に行い経過観察した。【結果】　TLは術前が5.20～
14.24ms(平均7.75ms)、導出不能が3手から術後3.64～9.76ms(平均5.10ms)、導出不能が1手へ改
善した。SCVは術前の10.3～39.6m/s(平均28.1m/s)、導出不能が6手から、術後33.3～
45.5m/s(平均38.2m/s)、導出不能が3手へと改善した。母、示、中および環指橈側指尖部の
SWTは、術前が赤22％、紫37％、青37％、緑3％の割合であったが、術後それぞれ
1％、25％、57％、13％へと改善した。s-2PDは術前平均4.9mmから術後4.1mmへ、m-2PDは術前平
均4.1mmから術後3.6mmへと改善した。手術から最終検査までは平均11ヶ月であった。　創治癒
遷延や感染は無かった。明らかな糖尿病性神経障害を伴った例の神経回復は不良であっ
た。【考察・まとめ】　糖尿病性神経障害の程度が高度でなければ本症の手術成績はおおむね
良好である。糖尿病性神経障害としてあきらめず、整形外科または手外科を受診することを啓
蒙、周知することが重要である。
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2-ST-8

手根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

The usefulness of the optional modules in DASH for clinical evaluation of carpal tunnel syndrome.

○若林 良明1, 二村 昭元2, 鏑木 秀俊1, 鈴木 英嗣1

大川 淳1

1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　大学院医歯学総合研究科　臨床解剖学分野

【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、添付
される2つの選択項目：スポーツ/芸術活動(DASH-SM)、仕事(DASH-W)を用いた評価や、これらの
有用性の検討の報告は少ない。今回われわれは手根管症候群患者における選択項目の回答率、
術前後のスコアを検討し、その有用性について考察した。
【方法】06年6月～11年9月に当科にて手術を行い、術前後にDASHの回答が得られ、他の上肢疾
患合併例を除いた手根管症候群62例71手を対象とした。5年の間隔をあけて両側手術をした1例
は2例とし63例で検討した。手術時平均年齢64(35-85)歳、平均経過観察期間14(6-28)か月であ
った。選択項目のDASH-SM、DASH-Wの術前後の回答率を検討した。またDASHとDASH-W値を術前後
で比較しWilcoxonの符号付き順位検定で検討した。
【結果】DASH-SMは術前回答率が25%、術後22%、術前後を通して回答があったのは13%であっ
た。一方DASH-Wは術前回答率87%、術後86%、術前後を通しては75%であった。仕事内容は家事が
31例(49%)と最多で、手根管症候群の患者背景をよく示していた。術前後ともDASH-Wの回答が得
られた47例のDASHの平均は術前26.6・術後9.8、DASH-Wは術前27.8・術後7.8で、両スコアとも
統計学的に有意な改善を認めた(p＜0.001)。
【考察】記入を被験者の自由とした際のDASH-SMの回答率は、中高齢者のスポーツ等への参加率
の低さを反映してかなり低く、回答のあった個々の症例の評価には有用だが、総括的な評価に
は適さないと考えられた。一方DASH-Wは家事を含め「労働力」という視点から臨床成績を考え
るもので、労働人口が減少しつつある本邦において重視すべき患者立脚評価であり、回答率は
比較的高く、術後に有意なスコアの改善も認め、手根管症候群の臨床評価における有用性が示
された。
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手根管症候群の重症度と知覚障害の検討
The relation between the sevirity and sensory disturbance for carpal tunnel syndrome

○野々村 秀彦1, 横井 達夫1, 濱田 知1, 大野 義幸2

鈴木 康3

1岐阜県総合医療センター　整形外科, 2岐阜市民病院　整形外科

3岐阜県立下呂温泉病院　整形外科

【目的】我々は1996年よりCurrent Perception Threshold(CPT)検査を手根管症候群(CTS)の知
覚評価法に導入し、2000Hz（Aβ線維に相当）、250Hz（Aδ線維に相当）、5Hz（C線維に相当）
それぞれ別個に知覚神経の状態を評価している。第55回当学会で、我々はCTS患者122名177手の
知覚過敏例と重症度の関係について検討し、浜田の分類で１型が最も知覚過敏例の割合が高
く、重症化するに従い過敏例が少なくなる事を報告した。今回はCTSの知覚障害に対する各知覚
検査毎の感度と重症度との関係を検討した。【方法】CTSの158名231手（17～89（平均
58.4）歳、男；44，女；114、浜田の分類1型；127,  2型；90,  3型；14）を対象とし
た。CPT、static 2PD（s-2PD）、Semmes-Weinstein（S-W）を測定し、知覚障害の感度を求め
た。【成績】CTSの知覚障害の感度は、軽症例である浜田の分類1型では、CPT
250Hz(64.6%)、2000Hz(59.1%)がS-W(50.4%)より高かった。最も感度が低かったのはs-
2PD(36.1%)であった。進行例の2型では2000Hz(82.2%)、250Hz(73.3%)がS-W(65.6%)より感度が
高かった。最も感度が低かったのはs-2PD(59.3%)であった。重症例の3型では2000Hzが92.9%とS
-W(85.7%)より感度が高かった。また、CPT 250Hz(64.3%)、5Hz(28.6%)はs-2PD(78.6%)よりも感
度が低かった。【結論】浜田の分類別に知覚障害の感度を検討すると、１型ではCPT 250Hzが最
も鋭敏であり、2型では2000Hzが最も鋭敏であった。3型では2000Hzが最も鋭敏である一
方、250Hz, 5Hzはs-2PDより感度が低かった。

S568



2-ST-10

CTSI-JSSH症状の重症度スコア得点に影響する因子の検討
Factors affecting a symptom severity scale in the CTSI-JSSH

○佐藤 彰博1,2, 藤原 健一1, 對馬 均3, 湯川 昌広4

1弘前医療福祉大学　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

【はじめに】CTSI-JSSHは手根管症候群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，下位項目の症状の重症度ス
コア得点（以下，症状スコア得点）に影響す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3月から2012年7月までにCTSと診断された141例の中で，症状に影響する疾患合
併例とデータ欠損例を除く114例（両側49例）を対象とした．平均年齢は61.8 ± 13.0歳，男性
28例，女性86例．症状スコア得点の平均は23.9 ± 7.6点．重症度はPadua分類でminimal
4例，mild 6例，moderate 16例，severe 62例，extreme 26例であった．従属変数を症状スコア
得点，独立変数を性別，罹患タイプ（片側または両側），夜間痛の有無，NRSによるしびれ，触
圧覚検査であるWEST，MondelliによるSCV分類として重回帰分析（ステップワイズ法）を行っ
た．有意水準は，P = 0.05とした．【結果】事前に行った相関行列では，｜r｜＞ 0.9となるよ
うな独立変数はなかった．重回帰分析の結果，ANOVAは有意であった．NRSによるしびれと夜間
痛の有無の2つが採択され，標準偏回帰係数は各々0.236と0.209であった．自由度調整済みR2は
0.074，ダービン・ワトソン比は1.989，VIFはどちらも1.008であった．【考察】標準偏回帰係
数ならびに自由度調整済みR2は大きくはなかったが，症状スコア得点にNRSによるしびれと夜間
痛の有無が影響していることが明らかとなった．特に他施設間あるいは異なる治療法の効果を
比較する際は，夜間痛の有無によって層別化して比較する必要がある．
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手根管症候群に対するPhalenテスト手技の検討
Modification of Phalen's Test in Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome

○板寺 英一1, 上野 啓介1, 國吉 一樹2

1鹿島労災病院　整形外科, 2千葉大学　医学部　整形外科

【目的】我々は手根管症候群を疑う患者に対して，手関節を他動屈曲させるいわゆるPhalen
testに加え，手関節を自動屈曲させるPhalen test現法と手関節屈曲位で手指の自動屈曲を行わ
せるｆinger motion testを行っている．今回はこれらの陽性率と有用性を検討した．
【方法】2007年10月から2012年9月までの5年間に手根管症候群と診断したのち，当科で手根管
開放術を行い，治療効果が認められた27例を対象とした．症例は男性9例，女性18例，平均年齢
は62歳（39～79歳），罹病期間は1か月から10年（平均33か月）であった．これらの症例に対し
て術前評価として行われていた各テストの陽性率（敏感度）を比較し，診断上の有用性につい
て検討した．
【成績】Phalen test現法，いわゆるPhalen test およびｆinger motion test の陽性率はそれ
ぞれ48％，56％および81％であった．Phalen test現法といわゆるPhalen testの陽性率に有意
差はなかったが，finger motion testは他の手技に比して有意に陽性率が高かった（P≦
0.05）．
【結論】finger motion testはPhalenテストの有用なmodificationである．
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血液透析に伴う手根管症候群における術前電気生理学的所見の特徴
Preoperative electrophysiological findings in patients of carpal tunnel syndrome on hemodialysis

○田中 啓之1, 島田 幸造2, 野口 亮介2, 村瀬 剛1

吉川 秀樹1

1大阪大学　医学部　整形外科, 2大阪厚生年金病院　整形外科

【目的】手根管症候群（以下CTS）は血液透析に伴う主要な合併症の一つであり、その特徴につ
いてはこれまでに多数報告されている。しかしながら、手根管開放術前の電気生理学的所見に
焦点をあてた報告は少ない。本研究の目的は血液透析に伴うCTSと特発性CTSの術前の電気生理
学的所見の比較検討を行うことである。
【対象と方法】対象は2008年6月から2011年12月までに手掌部小切開にて初回手根管開放術を行
ったCTS症例のうち術前電気生理学的検査を行った症例で、血液透析（中央値17年）に伴うCTS
33例42手（男性19手、女性23手）、特発性CTS 111例132手（男性35手、女性97手）である。術
前の手関節部での正中神経刺激による短母指外転筋での運動神経終末潜時（DML）について両群
間にて比較検討を行った。年齢による影響、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】特発性CTS群では17例が、血液透析CTS群では3例がDML測定不能であった。DML測定可能
な症例において、特発性CTS群では術前DML 7.2 msec、血液透析CTS群では術前DML 8.6 msecで
あり、有意に血液透析CTS群でDMLが遅延していることがわかった。特発性CTS群においては高齢
になればなるほどDMLが有意に遅延していた。血液透析CTS群でも高齢になるにつれDMLが遅延す
る傾向にあったが、有意差は認められなかった。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DMLの値には有意差を認めなかった。
【考察】血液透析CTSでは特発性CTSと比べて再発率が高く、その病態も異なるとされており、
本研究では術前のDMLが血液透析CTS群で有意に遅延していた。両群間の病態の差異によって正
中神経に異なる障害が加えられ、電気生理学的にも異なる特徴が現れたのではないかと考えら
れた。
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手根管症候群手術患者における術後１年の超音波像と臨床症状との
関連について

Correlation between Ultrasonographic imaging and clinical findings in patients with carpal tunnel

syndrome before and after operation for one year follow up

○田鹿 毅, 小林 勉, 金子 哲也, 山本 敦史
高岸 憲二

群馬大学大学院整形外科

【目的】我々は手根管症候群（CTS）患者における術前、術後6ヶ月、12か月の正中神経超音波
像の形態的変化と臨床症状変化（神経伝導速度、CTSI-JSSH、 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3人4 手（年齢30歳から79歳）女
性７人8手（年齢38歳から69歳）計10人12手を調査した。全例に対し小皮切による観血的手根管
開放術を施行した。超音波検査は1:豆状骨、舟状骨高位、2:遠位橈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各々3回測定し、平均値を算出した。超音波検査、SNAP潜時、CMAP
潜時、CTSI-JSSH機能、症状スコア、Quick DASH機能、症状スコアは術前と術後6か月、12か月
に施行し、統計学的に評価した。また各期間における評価項目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、遠位橈尺関節高位における正中神経断面
積値、CMAP潜時、SNAP潜時、Quick DASH機能、症状スコア、CTSI-JSSH機能、症状スコアは術前
に比べ術後6か月では有意に減少していた（P＝0.00）。術後6ヶ月、12か月を比較すると遠位橈
尺関節高位における正中神経断面積値のみ有意に減少した（P＝0.04）。豆状骨、舟状骨高位に
おける正中神経断面積値とSNAP潜時の術前、術後6ヶ月の変化値間（改善度）に有意な正の相関
を認めた（r=0.60　P=0.02）。【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か月まで有意に減少を示す経過であった。豆状骨・舟状骨高位におけ
る正中神経断面積値とSNAP潜時の術前、術後6ヶ月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。
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MRIによる手根管開放術前後の屈筋腱の変位の検討　（指伸展位と
屈曲位の比較）

Displacement of flexor tendons in MRI before and after endscopic carpal tunnel release.

○佐々木 純1, 百瀬 敏充1, 内山 茂治2, 加藤 博之2

1諏訪赤十字病院, 2信州大学　整形外科

【目的】手根管開放術後にばね指が発症することがある．しかし合併の原因は十分にわかって
いない．以前に我々は鏡視下手根管開放術前後のMRIにて屈筋腱の移動距離を検討し，手指伸展
位においては長母指屈筋腱（FPL），示指から環指の浅指屈筋腱（FDS），深指屈筋腱（FDP）が
術後有意に掌側に移動することを報告した．今回さらに手指屈曲位についても屈筋腱の移動距
離を計測し検討したので報告する．【対象と方法】症例は特発性手根管症候群で鏡視下手根管
開放術を施行した男性6人，女性20人の26例で，手術時年齢は43歳から81歳の平均63歳であっ
た．手術時にばね指に対し腱鞘切開術を同時に行った症例は除外した．術前と術後４ヵ月にて
手指屈曲位と伸展位で手根管部のT2＊のMRI（東芝，1.5T）を撮影した．有鉤骨鉤レベルでの横
断面で手根骨掌側面に線を引き，そこからFPL，示指，中指，環指の各FDS，FDPの中心点（長径
と短径の交点とした）までの距離を計測し，手根骨掌側からの距離とした．術前と術後，屈曲
位と伸展位の間で距離の変化を調べた。【結果】術前と術後の比較では各腱で伸展位，屈曲位
ともに術後有意に掌側に移動した．伸展位と屈曲位の比較では術前FPL，術前中指FDP，術前環
指FDS，術後中指FDP，術後環指FDSで屈曲位では伸展位に比べ有意に掌側に変位していた．伸展
位と屈曲位の移動距離の差は術前より術後に増加する傾向にあった．手根管開放術後にばね指
を生じたのは７例だった．【考察】横手根靱帯切離により屈筋腱が掌側に移動することは，術
後ばね指の合併の誘因の一つになっていると考えられた．母指，中指，環指で術後ばね指が生
じやすいことは，これらの屈筋腱で伸展位と屈曲位で移動距離の大きかったことと関連がある
と考えられる．
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手根管症候群患者における手指運動に伴う正中神経の形態学的変化
Ultrasound Assessment of the Median Nerve with Active Finger Motion in Carpal Tunnel Syndrome

Patients

○吉井 雄一1,2, 石井 朝夫1,2, 酒井 晋介1,2, 江藤 文彦1

1東京医科大学　茨城医療センター　整形外科

2東京医科大学　茨城医療センター　地域医療人材育成寄附講座

【目的】 手根管症候群における正中神経には組織特性の変化を生じている可能性がある。今
回、超音波検査により手指運動に伴う正中神経の形態学的変化を調べ、手根管症候群患者と健
常者について比較したので報告する。【方法】 対象は特発性手根管症候群と診断された患者27
名40手関節（女性21名、男性6名、平均年齢61歳）と健常成人30名60手関節（女性25名、男性
5名、平均年齢43歳）とした。手根管症候群の診断は臨床症状と電気生理学的検査で確定した。
超音波検査装置を使用し、手根管近位部において正中神経の横断像を描出した。指伸展位から
屈曲した際の正中神経の動態画像を記録した。画像解析ソフトを使用し、指伸展位と屈曲位に
おける正中神経の横断面積、周径、縦横比、円形率を計測した。指屈曲位での計測値を指伸展
位で除した値を変形率とした。各変形率は患者と健常者につき比較検討し、p＜0.05を有意差あ
りとした。患者群については、各計測値と運動神経伝導速度における遠位潜時との相関を求め
た。【結果】健常者と手根管症候群患者における変形率は面積、周径、縦横比、円形率それぞ
れ1.02/1.00、1.11/0.97、0.81/1.13、1.21/0.94であった。周径、縦横比、円形率において患
者群と健常者群の間に有意差があった。健常者においては、指伸展位から屈曲した際、周径と
円形率が増大し、縦横比は減少した。対照的に患者群においては指伸展位から屈曲した際、縦
横比は増大し、円形率は減少した。周径・円形率と遠位潜時との間に弱い相関を認めた（相関
係数：0.315、0.342）。【考察】手根管症候群患者の正中神経には組織特性の変化に伴って、
形態学的変化率が減少しているものと考えられた。周径と円形率の変化は機能的な指標である
神経伝導速度と弱冠の相関を認め、重症度診断の一助になると考えられた。
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橈骨遠位端骨折に合併した手根管症候群の検討
Carpal tunnel syndrome following distal radius fracture

○後藤 真一, 河内 俊太郎

鶴岡市立荘内病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折後に手根管症候群を発症することはしばしば経験する. しかし, その
特徴についての詳細な報告は少ない. 当科で橈骨遠位端骨折後に手根管症候群として手根管開
放術を行った症例について調査し, さらに特発性手根管症候群症例とも比較した.
【対象】2003年9月から2012年5月までに手術を施行した手根管症候群111例133手のうち, 橈骨
遠位端骨折後に発症した11例を対象とした. また, 同時期に手術を行った特発性手根管症候群
66例についても調査した.
【方法】罹病期間, 浜田分類による重症度, 術前Semmes-Weinstein monofilament test（以下
SW-t）, 電気生理学検査として短母指外転筋遠位潜時（以下DML）, 感覚神経伝導速度（以下
SCV）を調査した.
【結果】骨折群の罹病期間は平均5ヵ月, 特発群は平均17ヵ月であった. 浜田分類は骨折群に重
症例が多い傾向であった. SW-tも同様に骨折群の知覚障害が強い傾向であった. 電気生理学的
検査では, DML, SCVとも特発群の重症度が高い傾向であった.
【考察】特発性手根管症候群の場合, 罹病期間も長く, 長期間をかけて軸索変性が進むため,
残存した健常組織が働き, 電気生理学的検査所見の割に臨床症状が軽症となっていると推測し
た. また, 特発性では初期の段階に滑膜炎などによる夜間痛やしびれが強いが, 橈骨遠位端骨
折後手根管症候群では, 特発性のような滑膜炎などによる初期の臨床症状に乏しく, 臨床的に
重症となるまで放置されることが多いこと, また, 受傷時の圧座による正中神経損傷の要素が
加わり臨床的に早期に重症になりやすいこと, これらにより結果として臨床的な重症度が大き
くなったと推察された.
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高齢者手根管症候群の術後成績
Surgical result of carpal tunnel syndrome in the elderly patients

○工藤 文孝1, 高山 拓人2, 内倉 長造3, 丸野 秀人4

市村 正一4

1社会医療法人財団　大和会　東大和病院　整形外科, 2加納岩総合病院　整形外科

3内倉整形外科, 4杏林大学　整形外科

【目的】今回我々は高齢者手根管症候群の術後成績を検討したので報告する。【対象および方
法】当院および関連施設で手術を施行した70歳以上の18例22手を対象とした。性別は男性3例、
女性15例、平均年齢は73.4歳であった。浜田の病期分類ではgrade 2；10例12手、grade 3；8例
10手であった。手術術式はgrade 2は全例手掌内小皮切による開放術を、grade 3は開放術と母
指対立再建術（Camitz法）の併用を6手に、同意が得られなかった4手には開放術を行った。母
指対立再建術の適応は、対立障害に起因する愁訴が強く、筋電図上、短母指外転筋にＭ波が見
られない例とした。経過観察期間は平均12.1ヵ月であった。これらの症例に対し、術前後の主
観的機能QOL評価をCarpal Tunnel Syndrome Instrument (CTSI) scoreを使用し、重症度スコア
（CTSI-SS）と機能的状態のスケール（CTSI -FS）を調査した。【結果】CTSIの平均値
は、grade 2はCTSI-SSは術前2.7から術後1.6へ、CTSI-FSは2.4から2.0へ、grade 3再建術併用
例はそれぞれ術前2.9から術後1.8へ、2.7から2.0へ有意に改善していた。一方grade 3開放術例
のCTSI-SSは術前2.9から術後2.3へ、CTSI-FSは2.4から2.2と改善したが有意差はなかっ
た。【考察】高齢者の手根管症候群では病期が進行するほど術後の症状、機能の改善が不良で
あるとの報告もあり、年齢や病期で手術治療を躊躇してしまうこともある、また手術を計画す
る際に対立障害のある例に対し対立再建を追加するべきか意見の分かれるところである。今回
の結果からgrade 2の症例は開放術を施行し術後成績は安定していた。しかし対立障害に起因す
る愁訴が強いgrade 3の症例では開放術のみでは不十分な例も存在し、高齢者であっても対立再
建術併用を検討すべきと思われた。
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高齢者の手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術の術後成績
Endscopic Carpal Tunnel Release for Carpal Tunnel Syndrome in Elderly Patients

○服部 泰典, 土井 一輝, 坂本 相哲

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】高齢者は一般的に手根管症候群（以下、CTS）の予後不良因子とされるが、その術後成
績に関する報告は少ない。われわれは、高齢者に対しても積極的に手術を行なっているが、本
発表では高齢者のCTSに対する鏡視下手根管開放術（以下、ECTR）の術後成績について検討した
ので報告する。【方法】2007年から2011年までに当院で手術を行なった特発性CTSは420手であ
った。このうち、65歳以上の高齢者でECTRを行い術後3ヶ月以上の経過観察が可能であった151
例171手を対象とした。75歳未満の前期高齢者（以下、前期）78例88手と、75歳以上の後期高齢
者（以下、後期）73例83手に分け、術前、術後3ヶ月における自覚症状（しびれ感）、他覚的な
知覚障害（SWテスト）、電気生理学的所見（短母指外転筋の誘発筋電図の終末潜時、振幅）に
ついて調査した。また、術後１年以上経過した38例では、術前後のDASH（機能障害スコア）を
評価した。【成績】しびれ感は前期では83手（98%）、後期では74手（89%）で改善し、前期、
後期とも良好に回復していた。SWテストは、前期では59手（67%）、後期では34手（41%）で改
善し、前期の方が回復が良好であった。電気生理学的検査では、前期では3例に後期では9例に
改善がなかったが、いずれも術前から短母指外転筋の誘発筋電図が導出できない症例であっ
た。DASHは前期では術前平均29が術後平均16に改善、後期では術前平均46が術後平均38に改善
した。【結論】高齢者のCTSの術後成績は、前期、後期ともほとんどの症例で自覚症状、他覚的
所見とも改善していた。CTSは高齢者の上肢のADL障害をきたす一因となり、高齢者においても
積極的に手術を考慮してもよいと考えられる。
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70歳以上の高齢者の手根管症候群に対する手術成績
Results of carpal tunnel release in patients aged over 70 years old

○渡邉 忠良1, 佐竹 寛史2, 江藤 淳2

1公立置賜総合病院, 2山形大学医学部整形外科

【目的】高齢化に伴い増加が予想される高齢者の手根管症候群の手術成績を調査した．
【対象と方法】2011年4月～2012年3月の期間に手根管開放術を行った19手のうち70歳以上の13
手を対象とした．男性が5手，女性が8手で，手術時年齢は70～85歳（平均78歳）であった．短
母指外転筋の終末潜時は9手が導出不能で，掌側外転不能であった．1例にCamitz法を施行し
た．評価方法は，術前，術後1，3，6か月の時に手根管質問票とQuick DASH，さらに手に関する
症状として痛み，曲げにくさ，伸ばしにくさ，引っかかり感，こわばり感，むくみ感，しび
れ，調子，支障の度合いを5段階で評価し，握力，指腹摘み力，および側面摘み力も計測した．
これら項目を終末潜時の導出不能例に注目し検討した．
【結果】術前と術後6か月の比較で，CTSI（2.6→1.8），痛み（3.0→1.8），こわばり感（3.1
→2.0），むくみ感（2.3→1.5），しびれ（3.8→2.2），および手の調子（3.3→2.2）は有意に
改善した．握力は術後6か月で術前同等（健側比81%→80%）まで回復し，指腹摘み力（健側比
66%→84%），側面摘み力（健側比64%→94%）は有意な改善を示した．導出不能例も術前と術後6
か月の比較でCTSI（2.4→1.6），しびれ（3.7→2.1），手の調子（3.3→2），指腹摘み力（健
側比67%→83%），側面摘み力（健側比61%→87%）で有意に改善した．Camitz法施行例を除いた
潜時の導出不能例8手中7手で掌側外転が改善した．
【結論】70歳以上の高齢者に対する手根管開放術の成績は，自覚的症状，摘み力，および麻痺
の改善が得られ，良好であった．
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手根管症候群におけるKapandji testを用いた母指対立機能の評価
Validity of Kapandji's index for evaluation of thumb opposition

○金谷 耕平, 射場 浩介, 和田 卓郎, 山下 敏彦

札幌医科大学　医学部　整形外科

【目的】手根管症候群の母指対立機能の定量的評価法として、Kapandji testの有用性を検討す
る。
【方法】対象は手根管症候群28例34手で、男性4例で女性24例、年齢は平均62.5歳(35～88)であ
った。左右ともに11手であり、両側は6例であった。罹病期間は平均16.9ヵ月（1～48）であっ
た。母指対立機能を反映する因子として、浜田分類、母指球筋萎縮の有無、短母指外転筋力
（MMT）、短母指外転筋遠位潜時(以下、DL)、perfect O徴候（以下、PO）、Kapandji testを調
査し、Kapandji testと各因子との相関を検討する。統計学的解析には、Spearman’s rank
correlation coefficient, Welch’s t-test, Kruskal-Wallis testを用い、p＜0.05 を有意差
ありとした。
【結果】浜田分類では、grade Iが22手、IIが4手、IIIが8手であった。母指球筋萎縮は、あり
が12手でなしが22手であった。短母指外転筋力は、MMTで5が23手、4が8手、3が3手であっ
た。DLは、平均7.1ms(2.7～12.8)であった。POは、可が25手で不可が9手であった。Kapandji
testは平均9.3であり、10が23手、9が6手、8が2手、6が2手、4が1手であった。浜田分類、母指
球筋萎縮、短母指外転筋力、DL、POのいずれの因子においてもKapandji testとの相関は認めら
れなかった。
【結論】Kapandjiは母指が対立位であることを確認した上で検査することを推奨しているが、
その判断は難しい。Kapandji testは、母指対立機能の定量的評価法としての有用性に疑問があ
ると考えられた。
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手根管症候群重症例に対する母指対立再建術の治療成績-Camitz法の
移行腱の縫着位置による比較検討-

Opponoplasty for the carpal tunnel syndrome by modified Camitz procedure-comparison in the attach site

of palmaris longus.

○森澤 妥1, 林 俊吉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独立行政法人国立成育医療センター臓器・運動器病態外科部

【目的】我々は、重度手根管症候群で母指球筋萎縮・対立機能障害があり、手指巧緻運動障害
が主訴の症例には長掌筋腱を用いた母指対立再建術を施行している。対立再建の方法、移行腱
の縫着位置に関しての報告は様々である。今回、移行腱を短母指外転筋の停止部である母指MP
関節橈側に縫着した症例（以下、A群）と母指MP尺側関節包に縫着した症例（以下、U群）の術
後成績を検討した。
【方法】対象は17例17手、男性4例女性13例、年齢は42～84歳（平均63歳）、経過観察期間は5
～40カ月（平均15.5カ月）であった。A群は9例9手、U群は8例8手であった。検討項目は、1.両
群で術前と最終診察時のピンチ力の変化（健側比）（Wilcoxonの符号付順位検定）、2.最終診
察時のa.母指対立機能評価を堀切らの基準で評価、b.両群で橈側外転角、掌側外転角、爪面対
向角、ピンチ力（健側比）、Kapandji‘s stage、を比較検討した（Mann-Whitney U検定）。
【結果と考察】ピンチ力は術前と最終診察時でA群：0.43から0.97、U群：0.42から0.92共に有
意に改善していた。堀切らの基準ではA群：E 2,G2, F5（平均9.3点）, U群ではE7,G1（平均
11.5点）と有意差を認めた。橈側外転角、掌側外転角、ピンチ力では両群に有意差はなく、爪
面対向角、Kapanndji’s stageでは有意差がみられた。今回の結果から、母指の対立機能はU群
でより改善することが示された。長掌筋腱が低形成で母指MP尺側関節包まで移行腱が届かない
場合を除けば、可能な限り移行腱の母指尺側関節包への縫着を考慮すべきであると考える。
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重度手根管症候群に対するCamitz法の術後成績
Clinical Result of Camitz Opponensplasty for Severe Carpal Tunnel Syndrome

○細見 僚1, 安田　 匡孝1, 安藤 佳幸2, 大橋 弘嗣1

1大阪府済生会中津病院　整形外科, 2白庭病院　整形外科

【目的】当科では高度な母指球筋萎縮と対立障害を伴う手根管症候群に対して，患者の希望に
応じてCamitz法による長掌筋腱移行を行っている．われわれは，それらの治療成績を調査し
た．【対象と方法】2005年8月から2011年10月までの間にCamitz法にて母指対立再建術を行い，
術後1年以上追跡し得た14例15手を対象とした．男2例，女12例，手術時平均年齢は63歳（42歳
～87歳），術後平均追跡期間は32ヵ月（12ヵ月～75ヵ月）であった．手根管開放術とCamitz法
を一期的に行ったものが12手，手根管開放術後に二期的にCamitz法を行ったものが3手であっ
た．術後成績を母指の可動域，ピンチ力，DASH scoreを用いて評価した．母指の可動域は
Kapandji opposition test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，そこから示指橈側面を近位へ向かう伸展・内転を4段階（4
はproximal palmar crease）で，また屈曲・外転は小指のproximal digital crease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．さらに，母指球筋
萎縮の回復状態や，母指MP関節の過屈曲の有無についても調査した．【結果】伸展・内転score
は平均2.3，屈曲・外転scoreは平均4.6であった．ピンチ力は平均3.4 kg，DASH scoreは平均
23.7であった．術後長期経過例でDASH scoreが経時的に悪化する例を認めた．母指球筋萎縮
は，6手で回復を認めた．母指MP関節の過屈曲を7手で認めた．【考察】Camitz法による母指対
立再建術は，手根管開放術の皮切が利用でき，機能損失が少なく，早期のADL改善を希望する患
者には積極的に考慮してよいと考える．しかし，MP関節の過屈曲を約半数に認め，DASH score
が高値の例もあることから，本来の対立機能を再建できていない症例も存在する．
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重度手根管症候群に対する環指浅指屈筋腱を用いた母指対立再建術
の経験～手根管開放による母指球筋の回復の無かった症例の検討～
Results of Opponensplasty by transfer of flexor digitorum superficialis tendon of ring finger for Severe

Carpal Tunnel Syndrome.

○岡田 貴充, 弓削 英彦, 岩本 幸英

九州大学　医学部　整形外科

手根管症候群による母指対立機能障害が長期間ある場合、手根管開放のみでは母指球筋萎縮が
改善せず対立機能が回復しない事がある。このような重度手根管症候群症例のうち、利き手で
長期間の母指対立機能障害が存在するため著明なADL障害が存在し手術による母指対立機能の改
善を希望する症例に対して、確実な母指対立再建を目的として手根管開放と一期的に環指浅指
屈筋腱を用いた母指対立再建術を行ってきた。今回本手術法を施行し、結果として手根管開放
による母指球筋が無かった症例を調査し、環指浅指屈筋腱による母指対立再建機能単独の対立
再建機能を検討したので報告する。【対象と方法】上記の3項目を満たし同手術を施行し、結果
として母指球筋の回復を認めなかった5例、平均年齢：66.2歳を対象とした。術後平均経過観察
期間は1年4ヶ月 である。手術方法は、手根管直上の2.5cmの皮切で手根管を開放・母指球筋枝
を拡大鏡視下に剥離した。環指浅指屈筋腱をMP掌側の皮切で切離し尺側手根屈筋のプーリーを
通し母指MP関節橈側で母指球筋停止部に縫着した。治療成績は知覚、母指可動域（掌側外転・
橈側外転）、ピンチ力、日本手外科学会母指対立機能評価、DASH score、合併症の有無を調査
した。【結果】全例ピンチ力、母指可動域、DASH scoreは統計学的有意に改善を認めた。合併
症は1例にisolated DIP flexionを認め、2例に若干の握力低下を認めたが愁訴もなく有意なも
のではなかった。【考察】利き手において長期間母指対立機能障害によるADL障害が生じ、手術
による母指対立機能の改善を希望する症例に対しては、母指対立機能の確実な再建が必要であ
る。母指球筋の回復に頼らず確実に対立機能を改善させる本手術法は有効だと考えられた。
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Real time echo Elastgraphy を使用した手根管症候群術前後の正中神経
の弾性変化

Pre and post-surgery evaluation of median nerve Elasticity in the carpal tunnel syndrome patients

○田中 利和1, 吉井 雄一2, 小川 健1, 熊谷 洋1

落合 直之1

1キッコーマン総合病院　整形外科, 2東京医大茨城医療センター　整形外科

【はじめに】我々は超音波エラストグラフィ（Real-Time Tissue Elastgraphy以下EGと略す）
を使用して、自覚症状のない女性の正中神経の弾性が経年的に上昇することを報告してきた。
今回、手根管症候群患者において手根管開放術前後の正中神経の弾性の変化について評価検討
したので報告する。
【対象と方法】対象は3か月間EGによる追跡調査可能であった手根管症候群手術例11例、全例女
性で年齢は36～84歳（平均64.0歳）であった。観察期間は術前、術後1か月、3か月とした。観
察方法は日立メディコ社製HI vision Avius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モードで行った。計測は手台に載せた前腕を回外・肘90度屈曲位とし
て、掌側手首皮線(Palmar wrist crease)を指標として計測を行った。圧迫は用手的に行い、ス
トレインゲージが0.7程度の深度で繰り返す程度とした。評価は正中神経をトレースした平均弾
性を分子、正中神経直上の音響カプラの弾性を分母として弾性比を求めた。検者は1人で5回計
測を行ない、中央値3回の平均値を代表値とした。統計学的にはFriedman検定を行い、p＜0.05
を有意差ありとした。
【結果】弾性比は術前3.08(±1.22)術後1か月2.06(±0.68)術後3か月2.28(±0.80)であり、術
後1ヶ月3か月ともに有意に低下した。
【考察】今回の検討から、特発性手根管症候群の術後には、手根管の開放とともに、正中神経
の弾性についても、改善していた。術後1ヶ月で低下した弾性が3ヶ月後には再度上昇している
が、手根管症状のない年齢別検討では、50代60代は2.29±0.90程度の弾性を示しており、本来
の弾性に落ち着いたと思われる。
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手根管症候群手術所見による正中神経palmar cutaneous branch尺側枝
の解剖学的検討

Anatomical Study of Palmar Cutaneous Branch by Surgical Findings for Carpal Tunnel Syndrome

○麻生 邦一

麻生整形外科クリニック

【目的】手根管症候群の手術では鏡視下手術が開発されて久しいが、鏡視下手術の合併症の危
険から、なお従来の直視下手根管開放術や手掌小切開がよく行われているのが現状である。手
掌を切開する場合には、palmar（cutaneous）branch（掌枝）から分岐する尺側枝が手根部を横
切ることに注意する必要がある。これまで直視下手根管開放手術を行って来たが、術中尺側枝
を観察し、解剖学的検討を行ったので報告する。【対象】直視下に手根管開放手術を行った症
例から、170例を対象として、尺側枝の存在頻度、枝の本数、分岐部位などを観察し
た。【結果】170例、177手のうち、84例、87手（49.1％）に尺側枝をみとめた。掌枝から枝分
かれして尺側へ横切る本数が1本のもの：57手（65.5％）、2本のもの：29手（33.3％）、3本の
もの：1手（1.1％）であった。そのほとんどは手根管上を横切る（70手、80.5％）が、手根管
近位より枝分かれするもの：16手（18.4％）、遠位より枝分かれするもの：1手（1.1％）もみ
とめられた。【考察】手根管症候群の手術所見より、およそ半数に正中神経掌枝よりの掌側枝
がみとめられた。この頻度は術者の手技的要素がからむために正確とは必ずしも言えないが、
尺側枝が普通に存在するものではないことは確かである。手術中この分枝の存在を念頭に置い
て剥離を進めないと容易に傷つけてしまう。いかに神経が小さくても、手にとっては大きいこ
とであり、術後愁訴になりやすい。pillar painの原因の一つとしても挙げられているので、是
非温存するよう心がけるべきである。
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尺骨頭背側亜脱のvariation
Normal variant of dorsal translation of the distal ulna

○清重 佳郎, 石垣 大介, 本間 龍介

山形県立保健医療大学　理学療法学科

【目的】尺骨頭背側亜脱は臨床上良く経験するが, 亜脱があっても必ずしもsymptomaticとは限
らない. Asymptomaticな一般人口における亜脱のnormal variationを調査した.
【方法】過去3年間に,前腕を65°以上回内してextensor carpi ulnaris(ECU)およびpronator
quadratus(PQ)の作用をほぼ無くした状態でdistal radioulnar joint(DRUJ)が撮像されたMRI像
で,triangular fibrocartilage(TFC)/radioulnar ligament(RUL)損傷やOA変化が否定され,
ulnar varianceが±2mm以内の51手関節を対象とした. 男性31例, 女性20例. 平均年齢42.7歳
(15～76歳). 尺骨頭亜脱の計測法はLoのradioulnar ratioに拠った.
【結果】radioulnar ratio は50～108.7%(平均65.9%)であった. 回内位での正常値(50～71: Lo
IK, 2001)の上限を越えていたのは9例(17.6%)で, 3例がsigmoid notchの形状分類(Tolat AR,
1996)のflat face type,ski slope typeが4例,CおよびS typeがそれぞれ1例であった. 大小は
ともかく, 掌側RULに連続し掌側方向の安定性に与るpalmar lipは全例に存在した.
【考察】今回の対象は全例DRUJのprimary stabilizerであるTFC/RUL損傷がなく, asymptomatic
である. 一方, DRUJのsecondary stabilizerはECU tendon & sheath,PQ,interosseous
membrane(IOM)であるが, IOM遠位部は前腕回内外でその線維長を変えないことが判っており,
ECUおよびPQの作用をほぼ無くす回内位撮像であった. 尺骨頭異常背側亜脱を示した17.6%の多
くはflat face typeとski slope typeで, risk factorとも考えられるが, ECU tendon &
sheath, PQの動的関与, あるいは未知のstabilizerがsymptom発現抑制に与っている可能性は否
定できない.
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方形回内筋深頭の機能特性
EMG Study in Contractile Property of the Deep Head of Pronator Quadratus

○大山 峰生1, 小田桐 正博1, 松沢 翔太1, 中村 雄一1

吉津 孝衛2

1新潟医療福祉大学大学院, 2新潟手の外科研究所

【背景】方形回内筋（PQ）機能を浅頭と深頭を分けて調べたこれまでの研究は，肉眼やMRIによ
る筋線維の走行からの推測が主であり，生体における両頭の機能は断定されていない．本研究
では，手関節運動と握力発揮時のPQの筋電図を導出し，深頭の機能について回内作用を持つと
される浅頭と比較し検討した．
【方法】対象は健常男性8名とした．運動課題は最大努力による手関節の掌，背，橈，尺屈運動
とし，測定肢位は前腕回内外の2肢位とした．更に無作為に選択した3名には，グリップ動作の
リニアランプ握力課題を追加した．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．各頭から得た筋電図からは積分値を求め，最大回内運動時の積分値を100％として正規化
し，筋活動量と前腕肢位，手関節運動および握力との関係を調べた．
【結果】両頭共に筋活動は，前腕回外位に比べ回内位で有意に高かったが（P＜0.01），深頭に
おいては回外位でも相対的に高く，浅頭の回外位での活動の2倍以上だった（浅頭：回内位
30％，回外位15％，深頭：回内位50％，回外位35％）．手関節運動間の比較では，浅頭には有
意差は無く，深頭は背屈，尺屈運動（50%，60％）で有意に高く活動した
（P＜0.05，P＜0.01）．グリップ課題では，深頭の活動は握力の増加に伴い有意に増え，最大
握力に達した時は100％以上を示したが，浅頭は約40％で一定の活動だった．
【考察】深頭は回外位でも，また手関節の特定運動でも高い活動を示し，更にグリップ課題で
は握力の増加に伴い活動が増え，最大握力発揮時の活動は最大回内運動時よりも勝っていた．
これらの特性は浅頭とは異なり，深頭は手関節運動や握力とリンクして制御される筋と考え
た．この特性に加え筋走行を考慮すると，深頭は把持や手関節運動時の遠位橈尺関節の安定性
に貢献すると考えた．
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橈骨の掌屈変形が遠位橈尺関節の支持性に与える影響
The Effect of Volar Angulation of the Radius on Distal Radioulnar Joint Stability:A Biomechanical Study

○別所 祐貴, 中村 俊康, 名倉 武雄, 佐藤 和毅
戸山 芳昭

慶應義塾大学　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折は上肢骨折の中で最も頻度が高く，その合併症として変形治癒が
ある．しかし，橈骨の変形治癒が遠位橈尺関節（以下DRUJ）に与える影響を検討した報告は少
ない．今回，橈骨の掌屈変形がDRUJの支持性に与える影響を生体工学的に検討した．
【対象および方法】新鮮凍結死体4体4上肢を用いた．上腕中央より切断した標本を専用台に固
定し，荷重試験器で橈骨に掌背側への変位を加え，得られた変位‐荷重曲線からDRUJの
stiffnessを計測した．橈骨にvolar tiltを変化させられる固定器を設置後、遠位1/6部位の1cm
を切除し、volar tiltを0度から掌側30度まで10度ずつ変化させた際のDRUJのstiffnessの変化
を正常，TFCC部分切離，TFCC全切離の状態で比較，評価した．
【結果】TFCCが正常の状態ではvolar tiltが増加するとDRUJのstiffnessは回外位での橈骨背側
方向，回内位での橈骨掌側方向に顕著に増加した．TFCC部分切離では全体的にstiffnessは低下
したが（正常の85～90％程），volar tilt増加に伴いstiffnessも増加する傾向は正常と同様で
あった．TFCC全切離ではstiffnessは大きく低下し（60％程），volar tiltが増加しても
stiffnessは増加せず，むしろ軽度減少する傾向にあった．
【考察】今回の結果ではvolar tiltの増加に伴いDRUJ支持性は増加した．このことは橈骨遠位
端骨折の掌屈変形治癒例では，比較的軽度の変形が回内外制限を起こすことと関連性があると
考えられた．つまりTFCCの過緊張が橈骨尺骨間の正常な動きを阻害することで回内外制限を起
こす．また，TFCCがDRUJの主要stabilizerであることが改めて確認された．回内外制限を生じ
た橈骨遠位端掌屈変形治癒例の治療は，矯正骨切りによる治療が必要であるが，高齢者でDRUJ
の緩みがない例ではTFCC部分切離が選択肢の１つとなり得る．
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母指掌側外転距離の検討
Measurement of the thumb palmar abduction

○坂井 邦臣1, 上原 浩介1, 三浦 俊樹2, 大江 隆3

森崎 裕1

1東京大学医学部附属病院　整形外科・脊椎外科, 2JR東京総合病院, 3名戸ヶ谷病院

【目的】母指外転運動は角度による測定法と距離による測定法があるが、第51回当学会におい
て伊藤らが距離による測定法がより信頼性が高いと報告した。そこで今回我々は母指掌側外転
距離の基準値を設定すべく検討を行った。
【対象と方法】2010年1月から2012年9月まで上肢疾患にて当院で入院加療を行った343名のう
ち、非罹患肢（健側）の計測を行った患者80名を対象とした。平均52.5歳（19歳～86歳）、男
性51名、女性29名であった。評価項目は母指最大掌側外転時の母指指尖～示指近位指節皮線距
離（母指最大掌側外転距離）とX線にて計測した第2中手骨長の2項目とした。解析はMann-
WhitneyのU検定用いて行い有意水準をp＜0.05とした。
【結果】母指最大掌側外転距離の平均値は111.2mmであった。男女別にみると男性の平均値は
116.0mm、女性の平均値は102.9mmであり男性で有意に長かった(p＜0.001)。第2中手骨長の平均
値は男性67.6mm、女性60.8mmであり男性で有意に長かった(p＜0.001)。母指最大掌側外転距離
を第2中手骨長で割った値の平均値を比較すると、男性1.71、女性1.69であり男女間で有意差な
かった(p=0.597)。
【考察】距離を用いた測定法は検者間信頼性、検者内信頼性とも高く有用な評価法である。掌
側外転距離の絶対値は手の大きさの影響を受けると考え、今回第2中手骨長で補正した。補正値
に男女間の有意差はなかった。
【結語】非罹患肢の母指最大掌側外転距離を計測した。男性の平均値は116.0mm(SD ±13.3)、
女性の平均値は102.9mm(SD 14.2)であった。第2中手骨長で補正した値は男性1.71、女性1.69で
あった。
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手指屈伸に伴う正中神経の変位と変形に関する検討
Median Nerve Displacement and Deformation Differences between Young and Middle-Aged Healthy

Volunteers During Power Grip: Ultrasonographic Study of the Carpal Tunnel

○岡本 聖司1, 橋本 健1, 松浦 佑介1, 鈴木 崇根2

國吉 一樹1

1千葉大学大学院　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

【目的】手根管症候群（以下CTS）の発症に、subsynovial connective tissue（以下SSCT）の
量的及び質的変化が示唆されている。SSCT自体は画像的に捉えることが困難であるが、正中神
経（以下MN）の動態に何らかの影響を与える可能性があると考え、SSCTの変化が自然経過であ
るのかを調査する目的で、超音波エコー（以下US）を用いて健常群での手指屈伸に伴う手関節
部正中神経の動的な評価を行い、青年群（以下Y群）と壮年群（以下M群）で比較検討した。
【対象】上肢の外傷歴、手の症状を有さない健常者40人80手。Y群、M群それぞれ男性10人20手
（平均年齢 25.8歳、47.2歳）、女性10人20手（平均年齢23.9歳、43.8歳）。
【方法】デバイスを使用。手指は中間位(N)から伸展位(E)、屈曲位(F)まで緩徐に動か
し、dynamic motionを記録。屈曲時はJAMAR握力計を10kgの強さで把握。検査は、2人の整形外
科専門医が行い、うち1人は別日に再度施行。検討項目の計測は各検者が独自に施行。検討項目
は、手根管近位部でのMNの扁平率、横断面積（以下CSA）、橈尺側方向への変位量とした。
【結果】扁平率（%）は、M群でN31.6、E34.7、F33.0、Y群でN34.1、E40.7、F35.8であり、M群
でより扁平化。CSA（mm2）は、M群でN10.44、E10.62、F10.52、Y群でN9.17、E9.00、F9.19であ
り、M群で有意に増大。橈尺側方向への変位量（mm）は、M群で平均2.85、Y群で平均2.65とM群
で大きかった。検者内、検者間信頼性の評価はICCを用いて行い、一致率は良好であった。
【結論】健常者における正中神経の動態と変形には年齢差を認め、加齢に伴うSSCTの量的およ
び質的変化が関与している可能性が示唆された。
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上肢慢性疼痛に対するトラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合
錠の使用経験－有用性と副作用の検討－

The use of Tramadol-Acetaminophen for Chronic Upper Limb Pain-effect and side effect-

○中野 智則, 山本 美知郎, 篠原 孝明, 建部 将広
平田 仁

名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学

【目的】非がん性慢性疼痛に適応のあるトラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン配合錠（以下
トラムセット配合錠）が発売され、慢性疼痛の治療選択肢が増えることになった。上肢慢性疼
痛に対しての使用状況と、その有用性および副作用について検討したので報告する。
【対象および方法】当院と関連1施設において、上肢慢性疼痛に対してトラムセット配合錠を処
方した31例を対象とした。男性10例、女性21例、平均年齢59歳（31～91歳）だった。検討項目
は、患者背景（通院期間、疾患名、手術の有無、処方歴）と有用性、副作用の発生とし、有用
性評価には上肢機能評価表Hand20と疼痛スコア（11-point NRS）を使用した。
【結果】トラムセット配合錠投与開始までの通院期間は、前医での加療期間等を含めずに、平
均779日（7～1962日）だった。投与量は3～4錠/日で、投与以前は18例でNSAIDsが、7例でプレ
ガバリンが処方されていた。疾患としては、変形性関節症9例、外傷後変形治癒・偽関節7例、
神経障害4例、軟部腫瘍3例、その他8例で、それらに対して19例で手術が施行されており、関節
形成術（人工関節を含む）8例、腫瘍切除術3例、その他8例だった。
投与から4週/8週/12週でのHand20変化量は-1.1/-7.6/-8.8、疼痛スコア変化量は-0.0/-0.6/-
0.8であり、統計学的有意差は認められなかったものの、8週時点からはHand20と疼痛スコア共
に改善傾向を認めた（p＜0.1）。副作用は10例32%に認め、胃腸症状5例16%、めまいやふらつき
2例6%、痒み・健忘症・眠気が各1例3%だった。
【考察】長期間にわたり疼痛コントロールに苦渋した症例に対しても、トラムセット配合錠を4
週を超えて投与することで、一定の改善効果を認めることができた。副作用や効果不十分によ
る早期投与中止を防ぎ、投与継続することが重要であると考えられる。
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ばね指に対するトリアムシノロン腱鞘内注射：初回注射の効果
Triamcinolone Injection for Trigger Finger: Efficacy of the First Injection

○平野 知恵子, 高原 政利, 丸山 真博

泉整形外科病院整形外科

【目的】ばね指の重症度によるトリアムシノロン初回注射の治療効果を明らかにすること。
【対象】当院を受診したばね指の137例232指のうち、72例140指にステロイド注射を行った。ト
リアムシノロン10mgと1％メピバカイン0.5mlの混合液をA1腱鞘の遠位より腱鞘内に約1ml注入し
た。注射後2週間以上経過観察した64例126指を対象にした。男性が26例、女性が38例、年齢は
平均59.0歳(23歳～83歳)、罹患側は右：68指、左：58指で、母指25指、示指23指、中指45指、
環指24指、小指9指であった。ばね指の重症度は、grade 1（可動時痛）：40指、2（ばね現象あ
り）：45指、3（自己解除可能なロッキングあり）：4指、4（自己解除不能なロッキングあ
り）：26指、不明：11指であった。平均経過観察期間は6.7か月（0.5～38か月）であった。
【方法】注射後1、3、6か月でのばね指gradeを、寛解を0として調査した。注射による効果の有
無を経時的に調査した。6か月の時点でgrade 1以下に改善し、2回目の注射や手術を要しなかっ
た場合を初回注射成功とし、成功率を調査した。
【方法】ばね指の平均gradeは注射前：2.0 (n=115)、注射2週後：1.0（n=60）、1か月
後：0.4（n=85）、3か月後：1.0（n=44）、6か月後：1.2（n=42）であった。注射の有効率
は、1か月以内では91％、3か月後では68％、6か月後では32％であった。6か月後の治療成功率
は40％であり、重症度別ではgrade 1：69％、2：25％、3：50％、grade4：27％であった。
【結論】ステロイド注射を行うと注射後1か月までは重症度が改善していくが、3か月から増悪
していく傾向がみられた。また、1回注射で6か月後の成功率はgrade 1では69％だが、grade 2
以上では27％と低かった。
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2-ST-33

指側面からの腱鞘内注射方法と解剖学的検討
Anatomical study for mid-axial intra-tendon sheath injection technique

○植田 有紀子, 漆崎 亜弥, 児島 新, 中村 誠也

関西医科大学　香里病院　整形外科

【目的】屈筋腱腱鞘内注射は屈筋腱腱鞘炎の治療や腱鞘由来の疼痛の鑑別などに有用な手技で
ある．2007年Jiasnmongkolらの報告以降，我々も固有指への腱鞘内注射は指側面から主に行っ
ている．今回我々は，より安全な屈筋腱腱鞘内注射が行えるように注射針の刺入点と刺入方向
についての検討を行った．【対象と方法】成人２０名の手指の3D-CT画像を観察した．また別の
１０名について指のエコー画像を観察し補足検討を行った．３D-CT再生画像の構築と解析には
ワークステーション風神ｐlus（株式会社AZE）を用いた．３D－CT画像より母指から小指の基節
骨に直行する断面を作成．腱鞘内注射のアプローチが出来る指側面の部位を検討した．具体的
には１）基節骨掌側縁から屈筋腱掌側外縁への接線が指側面と交わる点を背側限界点　２）指
動脈から屈筋腱背側外縁への接線が指側面と交わる点を掌側限界点とし，両者間を注射可能範
囲と仮定した．示指～小指ではＰＩＰ関節～指間部までの範囲で観察，母指ではＩＰ～ＭＰ範
囲で観察した．【結果】１）注射可能範囲は基節骨中央部付近が比較的広かった．２）基節骨
骨頭部以遠での注射は危険と思われた．３）母指では基節骨中枢部分で屈筋腱走行が尺側に偏
位していくため　橈側からの注射針の到達が難しくなると思われた．４）エコー画像でも安全
に針が通過出来る動脈・基節骨間のスペースは限られていた．【考察】近年３D-CTでの軟部組
織描写能力・エコーの解像度が向上し，指の表面解剖と深部解剖の関係を詳細に観察出来るよ
うになった．指側面から屈筋腱腱鞘内への注射は針刺入時痛が少ないメリットがあり我々も多
用しているが神経血管損傷のリスクがある．解剖学的位置関係を正確に把握することでより安
全な手技が可能になると考える．
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2-ST-34

トリアムシノロンアセトニドの腱由来細胞および腱鞘由来細胞への
影響に関する比較検討

Effects of Triamcinolone Acetonide on Human Tendon and Tendon Sheath-Derived Cells

○美舩 泰, 国分 毅, 無藤 智之, 原田 義文
黒坂 昌弘

神戸大学大学院　整形外科学

【目的】ばね指における弾発現象は腱鞘の肥厚や屈筋腱の腫大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が汎用されているが、中でもトリアムシノロンアセトニド
(TA)注射は疼痛消失だけでなく、弾発現象の軽快・消失も得られるとの報告もあるが、腱・腱
鞘断裂の合併症も報告されている。そこで、今回我々はTAが腱細胞および腱鞘細胞に与える影
響についてin vitroでの比較・検討を行った。【方法】尺側手根伸筋腱とA1pulley腱鞘よりそ
れぞれ腱由来細胞および腱鞘由来細胞を分離し、TA（0.1mg/ml）投与下に培養した群（TA群）
と通常の培養液によるコントロール（C）群の2群を作成し培養を行った。各群において培養後1
週後に細胞形態評価、WST（Water soluble Tetrazolium salts）染色によるcell viability、
蛍光免疫染色によりcell apoptosisを評価し、両細胞群間での比較を行った。【結果】腱・腱
鞘細胞の形態はともにTA群では多角・扁平化し、細胞数の減少を認めた。WST染色でも両細胞と
もにTA群ではC群に比して有意なcell　viabilityの低下を認め、両細胞群間に有意差はなかっ
た。蛍光免疫染色によるcell apoptosis評価でも両細胞ともにTA群ではC群に比して有意なcell
apoptosisの増加を認めたが、両細胞群間に有意差は認めなかった。【考察】本研究の結果で
は、TAは腱細胞および腱鞘細胞に対して同様にcell viabilityを低下させ、cell apoptosisを
増加させた。これまでの報告では腱断裂の報告が多いが、腱鞘断裂に関しても同様に合併症の
１つとして十分に注意が必要であると考えられた。
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2-ST-35

ステロイド注射の適正な投与間隔に対する検討
The examination to the proper intervals of administration of steroid injections

○無藤 智之, 国分 毅, 美舩 泰, 原田 義文
黒坂 昌弘

神戸大学大学院　整形外科

【目的】弾発指、上腕骨外上顆炎などの炎症性疾患に対して、日常の臨床ではステロイド注射
が施行されているが、これにはステロイドによる除痛効果、炎症の進行を防止できるという利
点の反面、腱断裂合併の報告も散見される。そのため、ステロイドを頻回に注射することは避
けるべきであるとの報告はあるが、具体的な投与間隔に関する明確な指標はない。本研究の目
的は、ラットのアキレス腱にトリアムシノロンアセニド（TA）、プレドニゾロン（PSL）を投与
し、経時的に、組織学的、力学的評価を行い、ステロイド注射の適正な投与間隔を検討するこ
ととした。【方法】SDラット32匹の両側アキレス腱を使用し、アキレス腱遠位付着部に2種類の
ステロイドを注射し、TA群（TA0.1mg投与）、PSL群（PSL0.1mg投与）とした。ステロイドはそ
れぞれ生理食塩水で希釈し50μlの溶液として投与し、コントロール群として生理食塩水のみ投
与した。力学的強度を引っ張り試験（n=4）、組織形態をH-E染色(n=4)、アポトーシス発現を蛍
光免疫染色(n=4)にてそれぞれ検討した。【結果】引っ張り試験では、投与後1週でTA、PSL群と
もに、コントロール群と比較し有意な力学的強度の低下を認めたが、投与後3週では有意差は認
めなかった。投与後1週におけるHE染色では、TA、PSL群で組織表層への細胞浸潤を認め、腱組
織の走行乱列を認めた。蛍光免疫染色では、投与後1週でTA、PSL群で有意に多くのapoptosis細
胞を認めた。【考察】腱組織はTA及びPSLの投与後1週で最も影響を強く受け、投与後3週間で、
コントロール群と有意差が無い状態まで回復した。以上より、ステロイド注射による腱断裂の
危険性を軽減するためには少なくとも3週間以上の投与間隔が必要であることが示唆された。
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2-ST-36

腱縫合手術後の腱自体の純粋な癒合強度を高めるための試み
The Effects of Synovium Transplants on Tendon Healing In Vitro in canine model

○池田 純1, 稲垣 克記1, Zhao Chunfeng2, An Kai-Nan2

Amadio Peter C.2

1昭和大学　医学部　整形外科学講座, 2Mayo Clinic Biomechanics Laboratory

【はじめに】腱縫合後の腱の癒合促進と癒着の軽減は永遠のテーマである。腱癒合や縫合部の
抗張力強化をより早期に完成できれば再断裂等の合併症を軽減し、積極的な後療法が可能とな
る。腱の癒合には線維芽細胞が大きく関与し、それらが腱鞘滑膜から腱断端に入り腱癒合の一
端を担っている可能性が示唆され、滑膜から何らかの細胞が腱断裂部に移行していることが証
明された。そこで、断裂部周囲の滑膜を縫合部に留置すれば腱癒合を促進できないかと考え
た。本研究の目的は腱縫合部断端に留置した滑膜に腱癒合を促進する能力があるかどうかを検
証する点にある。【方法】成犬から採取した新鮮な６４本の深指屈筋腱を腱鞘滑走部で切離
し、断端どうしをナイロン糸で寄せ、その断端に何も置かない群と腱鞘滑膜を留置する２群に
分ける。更に各群の培養期間を２週と４週に分け、縫合部の牽引負荷に対する力学的な強度と
病理学的相違点を検討した。縫合部の強度は独自に考案した微小牽引装置に高感度のトランス
デューサーを組み合わせて測定した。【結果】癒合強度は、断端部に腱鞘滑膜を留置するか否
かに関わらず、４週培養した群で有意に高かった。さらに、腱鞘滑膜を留置した群では留置し
ない群に比べて２、４週培養のいずれにおいても有意に強度が高い点も確認された。病理学的
には特に滑膜留置の４週培養群で断端周囲に線維芽細胞様の細胞が多数確認され、一部では同
細胞が腱断端から腱内に迷入していく様子も確認された。【考察】腱鞘滑膜がどのような機序
で縫合強度の改善に関与しているかは今後も検討を要すが、腱鞘滑膜の腱断端への移植処置が
癒合強度を促進する点は証明された。本結果は臨床上も腱縫合部への腱鞘滑膜移植が腱縫合治
療向上への重要な一因子になりうることを示唆している。
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2-ST-37

細胞シート輸送をめざした保存条件の検討
preservation of cell sheet for transport

○赤羽 学1, 清水 隆晶2, 面川 庄平2, 今村 知明1

田中 康仁2

1奈良医大 医学部　健康政策医学, 2奈良医大　医学部　整形外科

【目的】細胞シートは様々な領域で臨床応用が検討されており、我々も骨芽細胞シートの偽関
節治療や硬組織再生における有用性を報告してきた。しかし臨床で用いるためは、CPC（細胞培
養センター）で培養した細胞を利用しなければならない。今後の臨床応用を広く進めていくた
めには、CPCがない医療機関への細胞や細胞シートの輸送が必要となる。そこで今回、細胞シー
ト輸送を目的とした保存条件の検討を行ったので報告する。【方法】7週齢F344ラットの大腿骨
から骨髄を採取し、初期培養で獲得した間葉系幹細胞を6cm径培養皿に播種し、デキサメサゾン
・アスコルビン酸を添加した培地で二次培養を行い14日後にスクレーパーで細胞シートとして
採取した。採取後、培養液を入れた密閉可能なチューブを用いて6，12，24時間、37℃で保存
（細胞シート1枚当たり10ｍｌ培養液使用）を行った後、円盤状βTCPと組み合わせてラット皮
下に移植した（各群n=5、対象は新鮮シート）。4週で摘出し、組織像とリアルタイムPCRで骨形
成を評価した。【結果】細胞シートは、保存後もその形態を維持していたが、保存時間が長く
なるにつれて収縮する傾向であった。新鮮群と比較し、顕微鏡下での大きな形態変化は認めな
かった。全群の組織像で骨形成が認められ、オシテオカルシンmRNA発現に有意差は認めなかっ
た。【考察と結論】これまでにも培養細胞を輸送するための様々な方法が検討されてきたが、
凍結保存や低温保存下での輸送が主なものであった。近年、細胞シート輸送のための装置や方
法が開発されているが、輸送装置が大がかりであり広く普及させるためにはより簡便な保存・
輸送方法が望まれる。今回の結果によって、CPCで培養した細胞シートを培養液とともに密閉チ
ューブに入れて輸送し、硬組織再生に応用できる可能性が示唆された。
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2-ST-38

変形性手関節症に対する部分手関節固定術（4-corner arthrodesis）の
治療経験

The experiences of 4-corner arthrodesis for osteoarthritis of the wrist

○木村 浩明1, 白坂 律郎1, 若杉 琢磨1, 石突 正文2

1土浦協同病院　整形外科, 2石岡市医師会病院　整形外科

はじめに
　変形性手関節症に対する手術法は様々であり、多くの報告がなされている。
　今回我々は変形性手関節症に対し部分手関節固定術を行った症例について術後成績を検討し
考察を行った。
対象および方法
　対象は2002年～2012年までに当科にて変形性手関節症に対し4-corner arthrodesisを施行し
た4例5手である。内訳はいわゆるSLAC wrist 2例、SNAC wrist 3例でWatson分類stage3であっ
た。性別は全例男性で、手術時年齢は平均57.5才（50～66才）、経過観察期間は平均5年6ヵ月
（6ヵ月～10年）であった。
　評価は1.痛み（原職に復帰可能であったかどうか）　2.握力　3.手関節可動域　4.画像所見
について行った。
結果
　握力の健側比は術前平均66％（54％～73％）、術後平均83％（69％～96％）であり、有意な
改善を認めた。
　一方、掌背屈可動域の健側比は術前平均47％（38％～63％）、術後平均34％（33％～36％）
でありいずれの症例でも可動域は低下した。
　全例、満足な除痛効果が得られ原職への復帰が可能であった。偽関節による再手術やその
他、重篤な合併症は認めなかった。画像上、骨癒合がはっきりしなかった症例、月状骨背屈転
位の矯正が不十分と思われた症例があったが、臨床上問題となることはなく、良好な結果が得
られた。
考察
　今回我々が行った4-corner arthrodesisは握力の回復や除痛に有効との報告が多い一方、高
い偽関節率や手関節背屈制限の問題が報告されている。
　偽関節については従来使用されてきたKirschner鋼線に比べ、内固定材料が進歩してきたこと
によりリスクは軽減していると考えられる。
　関節可動域はDISI変形を十分に矯正することで背屈可動域が得られると考えるが、可動域制
限が残っても十分な除痛を得られれば患者満足度は高く、手術の意義は大きいと考えられる。
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2-ST-39

トリアムシノロンアセトニド注射による中指伸筋腱断裂の1例
Extensor Rupture Following Triamcinolone Acetonide Injection: A case Report

○蔡 栄美, 今井 優子

市立池田病院　整形外科

【目的】腱鞘炎に対するトリアムシノロンアセトニド注射の効果は高く、長期間の作用効果も
あるため、患者の満足度も高い治療法の一つとなっている。今回、この注射により伸筋腱断裂
を生じた症例を経験したため報告する。【症例】48歳男性、右手こぶしで棒を何度か叩くトレ
ーニングをした後、右中指MP関節背側の痛みが生じたため近医整形外科を受診した。痛みの部
位である中指MP関節背側橈側にトリアムシノロンアセトニド20mgを局所注射した後、症状軽快
した。4か月後、スマートフォンでゲームをした後から同部位の痛みが再発したため、同クリニ
ックを受診し再度トリアムシノロンアセトニド20mgを局所注射した。直後より右中指MP関節の
伸展が不能となり、19日後当院紹介となった。初診時、右中指MP関節は伸展-30°で、第3中手
骨遠位に伸筋腱を触れず陥凹していた。３DCTでも第3中手骨頭より近位（Zone5）で伸筋腱の連
続性が途絶えていた。初診より30日目、手術施行。伸筋腱断端は横断裂で、短縮がなかったた
め、端々縫合を行った。術後５週目、再断裂を認めたため、固有示指伸筋腱を利用し腱移行術
を行った。再手術後3か月の現在、中指MP関節伸展-10°、職場に復帰し、日常生活に支障がな
い状態まで改善している。【結論】トリアムシノロンアセトニドによる屈筋腱断裂は本学会で
もすでに報告されているが、特に1回量が20mgを超える症例での断裂が多かったが、この症例で
も1回量が20mgであった。伸筋腱の断裂の報告はないが、注射によって腱の脆弱化が生じるため
に断裂していることを考慮すると、屈筋腱より薄い伸筋腱の場合は、1次縫合では治療が困難で
ると思われた。
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2-ST-40

β-TCPを用いた上肢の良性骨腫瘍の治療成績　～オスフェリオン®
とスーパーポア®の比較研究～

Clinical results of upper limb benign bone tumor treated with beta-TCP- A comparison between Osferion

® and SuperPore ® -

○瀬戸 信一朗, 村松 慶一, 橋本 貴弘, 富永 康彦
田口 敏彦

山口大学　医学部　附属病院　整形外科

【はじめに】β-TCPは吸収され新生骨で置換される人工骨として注目され、良好な成績が報告
されている。1999年より使用されているオスフェリオン®が代表的であるが、2011年から均一
な気孔構造を有し同じ気功率であればより高い強度を有するスーパーポア®が使用可能となっ
た。上肢良性骨腫瘍の骨補填材料として、この2種類のβ-TCPを用い臨床成績を比較した。【対
象と方法】対象は上肢良性骨腫瘍に対して、2005年から2010年の間にオスフェリオン®を使用
した12例（以下O群、男5例女7、平均年齢42歳、経過観察294日）と、2011年からスーパーポア
®を使用した8症例（以下S群、男性3女性5、平均年齢51.7歳、経過観察212日）である。対象疾
患は、内軟骨腫12例、動脈瘤様骨嚢腫4、骨嚢腫2、線維性骨異形成、骨内ガングリオン各1であ
った。術式は腫瘍掻爬後、顆粒状の人工骨を内部に充填した。臨床症状とともに、β-TCPの吸
収度合はX線写真から腫瘍および顆粒状の人工骨の長径と短径を計測し、楕円形の面積をπ×長
径／2×短径／2で算出し経時的に比較観察した。【結果】アレルギーや局所刺激症状、骨折、
感染、再発などの合併症は認めなかった。疼痛消失までの平均期間はO群17.5週、S群13.3週で
有意差を認めなかった（P=0.23）。β-TCPの占有面積が半分になるまでの時間は、リモデリン
グが完了していないS群の1例を除けば、O群は平均66.5日、S群は平均77.3日で有意差を認めず
（P=0.31）、リモデリング完了はO群で平均146日、S群は140日で有意差を認めなかった
（P=0.37）。【考察】近年発売されたスーパーポア®は動物実験では良好な成績が報告されて
いるが、臨床使用例はまだ多くの報告はない。オスフェリオン®とスーパーポア®は、共に良好
な臨床成績で、今回の検討項目では有意差を認めなかった。　　　
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2-ST-41

腕神経叢から上肢に生じた神経鞘腫の術前診断及び術後合併症
Pre-operative diagnosis for Schwannoma in brachial plexus and upper extremities.

○関 康弘, 星野 優子, 黒田 浩司

亀田総合病院　整形外科

【目的】神経鞘腫は、神経鞘より発生する良性腫瘍であるが、術後神経合併症の報告が散見さ
れ、特に手指は、運動・知覚ともに繊細であり、神経障害が生じれば日常生活に大きな問題を
生じうる。これらを避けるため、上肢の神経鞘腫に対しては、正確な術前診断と愛護的な手術
手技が要求される。今回我々は、神経鞘腫の術前診断における有用な所見・検査を検討し、術
前後での神経症状を比較する。
【方法】2008年6月から2012年5月までに当院にて手術を受けた腕神経叢～上肢の神経鞘腫9例を
対象とした。平均年齢は、49.4歳（9-75）、男性4例女性5例で、右5例左4例であった。手術
は、8例は被膜に縦切開を加えた後、腫瘍核出を行い、手掌に生じた1例に対しては神経との連
続は同定できず辺縁切除術を行った。神経は、正中3例、尺骨3例、腕神経叢2例、不詳１例であ
った。腫瘍の大きさ、術前Tinel様徴候の有無、術前MRI所見(target sign, 被膜、腫瘍と神経
の連続性の有無)、術前後の神経症状の変化を比較した。
【結果】腫瘍の大きさは、平均22.9mm(11-40)で、Tinel様徴候は7例(78%)に認め、MRIにて
target signは5例(56%)、被膜は8例(89%)、神経との連続は7例(78%)に認めた。特に、MRI軸位
断が神経との連続を評価する上で有用であった。術前に神経鞘腫と疑われたのは8例で、疑われ
なかった1例は上記所見を一つも認めなかった。術後2例が新たに神経症状(痺れ)を生じ、4例は
術前の神経症状(疼痛または痺れ)が術後改善した。3例は、術前・術後共に神経症状は認めなか
った。
【結論】Tinel様徴候とMRI（特に被膜の存在と神経との連続性の有無）は神経鞘腫を術前診断
する上で有用である。神経合併症は完全予防は困難であるが、正確な術前診断と愛語的操作に
より最小限に抑えられる。
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2-ST-42

腫瘍切除後の爪床欠損に対する人工真皮とbFGF製剤の応用
Application of artificial dermis and bFGF preparation for the nail bed defects after tumor resection

○川崎 雅人, 黒川 正人, 日下 淳子, 桂 良輔
長谷川 弘毅

宝塚市立病院　形成外科

【目的】爪床下の腫瘍切除後に生じた爪床欠損に対して、われわれは人工真皮とbFGF製剤を用
い治療を行っている。植皮や遊離爪床移植に比べ、人工真皮を貼付し爪床を再生させる方法は
手技が簡便で採取部の犠牲がないだけでなく、爪甲が爪床で障害なく末梢に向かって再生しや
すいため爪甲の形態も良好となる。症例を提示し若干の文献的考察を加え報告する。【方法】
対象は粘液嚢腫、ガングリオン、外骨腫、グロームス腫瘍等の腫瘍によって爪床欠損を生じた
症例である。腫瘍を摘出する際には、爪母を痛めてしまうため全抜爪は行わず、腫瘍近傍の爪
甲は部分的に切除する。人工真皮貼付時にbFGF製剤を噴霧する。その後は包帯交換時に人工真
皮のコラーゲン層内にbFGF製剤0.3mlを注入する。術後2週間でシリコンシートを除去して、軟
膏や創傷被覆材を用いて保存的に治療を続ける。創部が上皮化すると開放として爪甲の伸展を
待つ。【結果】爪床が欠損し末節骨の露出を認める症例もあったが，人工真皮を用いて再建す
ることで爪床が再生し、爪甲の形態は徐々に良好となった。【考察】爪床欠損の治療として、
真皮移植、分層または全層の植皮術、爪床移植、皮弁による再建、部分足趾移植などの方法が
ある。爪甲再生の機序から考え、爪甲の前進を妨げなければ、いかなる方法でもよいといわれ
ている。われわれは人工真皮およびbFGF製剤を用いる。人工真皮により術後疼痛の緩和、出血
のコントロールができ、爪床の瘢痕性収縮を防止できる。bFGF製剤を併用することで上皮化の
促進により治療期間の短縮につながる。爪甲の再生には爪母が温存されていることが大前提で
あるが、爪床は全欠損例でも人工真皮を使用すれば、爪甲の再生を妨げない。変形した爪床は
爪甲再生の妨げとなるために切除することが必要である。
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2-ST-43

青壮年の手の外傷に関する疫学的研究
Epidemiologic study of the hand injuries among young and middle-aged patients

○尼子 雅敏, 有野 浩司, 山元 浩治, 伊藤 雄也
根本 孝一

防衛医科大学校　整形外科学講座

【目的】青壮年の手・手関節周囲の外傷の発生の実態を明らかにすること。
【方法】当科および関連施設の整形外科を受診した、青壮年の自衛隊員を対象に以下の検討を
行った。独自の質問票に回答したのべ25,676人のうち、手・手関節周囲の愁訴で受診した患者
はのべ1,677人（6.5％）、1,814部位であった。そのうち1回の外力によって生じた外傷患者、
のべ1,340人、1,444部位（79.3％）を対象とした。年齢は15～61歳（平均25.8歳）で、性別は
男性1,267人、女性69人（記載なし4人）であった。質問票に記載された診断名、損傷部位、受
傷原因、受傷時の行動について検討した。
【結果】診断名は捻挫が43％と最も多く、打撲・挫傷が28％、骨折が16％であった。部位別で
は指が62％、手関節が21％、手部が17％であった。指の部位別では母指が32%と最も多く小指、
環指、中指、示指の順であった。手関節は捻挫が多く、手部は打撲・挫傷が多かった。指で
は、捻挫と打撲・挫傷は母指に多く、骨折は環・小指に多かった。骨折は末節骨、中節骨、基
節骨、中手骨はほぼ同数で差がなかった。受傷原因は「ぶつけた」が43％、「ひねった」が
24％、「転んだ」が18％、「はさんだ」が7％と続いた。受傷時の行動はスポーツが72%を占
め、交通事故を含む移動中の受傷や自衛隊の訓練、作業は6～8％であった。スポーツはコンタ
クトスポーツが80％を占め、球技が半数を占めた。
【考察とまとめ】これまで日常診療における手の外傷の実態は検討されていない。青壮年の手
の外傷はスポーツ、特にコンタクトスポーツ時の受傷が大多数を占めた。これらの損傷は、母
指の捻挫、環・小指の骨折、手部の打撲・挫傷、手関節の捻挫など部位別に外傷の種類の特徴
が認められた。このような疫学データを活用し、有効な外傷予防策の開発が期待される。
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2-ST-44

労働災害による手の外傷例の検討
The investigation of the hand trauma by the work-related injuries in our hospital

○平澤 英幸, 山中 誠, 益本 真太郎, 武光 真志
楠瀬 浩一

東京労災病院　整形外科

【目的】当院は立地環境から労働災害による手の外傷例に遭遇する機会が多い.今回その発生状
況について調査を行い,特徴を検討したので報告する.【対象と方法】2009年4月より2011年3月
までの2年間に当院を受診した労働災害による手の外傷例277例を対象として,以下の項目につい
て検討した．1)性別,2)受傷時年齢,3)月別発生件数,4)曜日別発生件数,5)発生時刻,6)受傷
側,7)受傷部位,8)受傷機転.【結果】1)性別は男性が253例,女性が24例であった.2)受傷時年齢
は20代,30代が最も多く,両者で全体の約半数を占めていた.続いて40代の順であった. 3)月別発
生件数は9月が30例と最も多く,5月が28例と続き,最も少ない月は7月の16例であった.4)曜日別
では木曜が53例と最も多く,以下月曜52例,火曜48例であった.5)時間別では11時台が最も多
く,33例で次に10時台が30例と続いた.6)受傷側は左147例,右132例と左が多かった.7)受傷部位
では,左中指末節部が最も多く続いて,右示指末節部,左示指末節部,右母指末節部,左環指末節
部,と続いた.8)受傷機転は挟まれ・巻き込まれが半数以上を占めていた.【考察・結語】当院で
の労働災害による手の外傷例277例について検討を行った.演者らの対象症例数は1施設からのま
とまった報告としてはこれまでで最も多い.労働災害発生の曜日,時間帯においてはこれまでの
報告と同様の傾向を示していた.労働災害発生に月や曜日,時間帯の違いを認めた原因は,作業時
の環境や疲労の蓄積度合い,集中力の低下等の影響が考えられる.現在,国内産業の空洞化,海外
流出が問題となっているが,今回の結果を現場へ還元することにより,労働災害の抑制ひいては
国内産業発展の一助となれば幸いである.
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2-ST-45

MRI拡散強調画像による下肢主要末梢神経の描出
Visualization of peripheral nerves in the lower extremity using diffusion weighted MRI

○冲永 修二, 伊藤 祥三

東京逓信病院　整形外科

【目的】我々は本学会で、MRI拡散強調の一種であるDWIBS法によって、上肢の主要な末梢神経
を神経組織特異的に三次元画像化できること、さらに外傷や絞扼性障害による神経の形態変化
を捉えられることを報告してきた。今回の発表の目的は、同法により下肢の主要な末梢神経を
描出できるかを明らかにすることであった。【方法】対象は健常者5名で、撮像部位は腰仙神経
叢から大腿神経および坐骨神経と、大腿での総腓骨・脛骨神経分岐部、腓骨頭部での総腓骨神
経分岐部、足根管部であった。MR装置は全身用1.5T、表面コイルは部位に応じて複数種を用
い、これまでの報告と同じく、高原らのDWIBS法に準じて、FOV、 Matrix、slice厚、脂肪抑制
法、MPG印加軸などを部位に合わせて最適化し、MIP処理により三次元画像化した。得られた三
次元画像の走行が解剖図譜と一致する場合を描出可能と判定した。【結果】1）全肢で坐骨神
経、大腿神経、総腓骨神経、脛骨神経を描出できたが、大腿神経、坐骨神経からの分枝は描出
できなかった。2）腓骨頭部、足根管部では、静脈または関節液と推測される背景信号の個体差
が神経の同定のしやすさに影響した。【結論】本法は全身の主要末梢神経の三次元画像化を可
能にし、末梢神経疾患の新しい画像診断法となる可能性がある。
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2-ST-46

腕神経叢ブロック時の指尖部血流
Effect of Axillary Brachial Plexus Blockade on Finger Pulp Circulation

○阿達 啓介

三豊総合病院　整形外科

【目的】腕神経叢ブロックにおける手指指尖部の皮膚血流を検討した。【方法】対象は上肢手
術を腕神経叢ブロック下に施行した女性４名、男性１名である。手術対象となった疾患は手根
管症候群３名、粘液嚢腫１名、デュプイトレン拘縮１名であった。手術時年齢は53から81歳で
あった。指腹部の組織血流量、血流速度をアドバンス社製レーザー血流計（ALF21R）にて計測
した。C型プローベを両面テープで指腹中央部に貼り付け、ブロック前とブロック後を経時的に
計測した。腕神経叢ブロックは腋窩法で神経刺激装置を用い正中、尺骨、橈骨神経の動きを確
認し2%  塩酸メピバカイ10mlと0.75%  ロピバカイン塩酸塩水和物10mlを混合し施注し
た。【結果】局所麻酔薬による中毒症状を疑わせたものはなかった。また術中に追加の麻酔が
必要なものもなかった。症例によりばらつきはあるが組織血流量、血流速度ともに施注後、5分
後には増加しはじめ60分から120分でピークを示した。組織血流量、血流速度は施行前の最大
248％、233％にまで増加した。１例では約３時間でそれぞれの値はほぼブロック前に戻ったが
他の４例では概ね12時間を超え持続していた。【考察】麻酔効果の早期発現、長時間持続を期
待し塩酸メピバカイとロピバカインを混合しブロックを行っている。今回の検討では症例数が
少なくばらつきはあるもののブロック施行後早期より効果が出現し、12時間を超える血流増加
効果を認めた。再接着術や皮弁手術など微小血管外科における術後管理では有効な循環改善の
一手段となる可能性がある。
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2-ST-47

上肢に限局するUndifferentiated Arthritisに対する薬物療法の小経験
Medication therapy for undifferentiated arthritis limited in the upper extremity

○國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 村上 賢一1, 松浦 佑介1

橋本 健1

1千葉大学大学院　整形外科学, 2千葉大学大学院　環境生命医学

【目的】Undifferentiated Arthritis（以下UA; 診断未確定関節炎）は関節リウマチの診断基
準を満たさない関節炎の総称である。経過観察を基本とするが他疾患が除外された場合、症状
が強く薬物治療への希望が強い患者に対して当科ではDMARDもしくはBio製剤による薬物療法を
行ってきた。本研究の目的はその治療成績を検討することである。【対象と方法】対象は男性
5例、女性6例、平均年齢54歳（26～77）。全例で指・手・肘関節のいずれか1か所以上に腫脹を
伴う関節痛を一定期間以上認めたが、ACR/EULAR 2010の診断基準を満たさなかった。除外診断
を行ったうえでMTXから薬物治療を開始、増量しても効果不充分な場合はinfliximab (INF)の投
与を追加した。以上の症例につき罹患関節数、初診時および最終診察時のVAS、qDASH、DAS28お
よび抗CCP抗体を含む血液データを検討した。平均経過観察期間は2.6年(1～4)であっ
た。【結果】罹患関節数は平均1.7関節（1～3）、初診時VAS、qDASH、DAS28は平均でそれぞれ
54 mm、47、3.4、CRPは平均0.7 (0.1～1.9）、抗CCP抗体は4例で陽性(平均551、98～1260)であ
った。最終診察時VAS、qDASH、DAS28は平均でそれぞれ14 mm、19、1.5であり、DMARDS、Bio製
剤による薬物療法は著効していた。一方、間質性肺炎を含め副作用は認めなかっ
た。【考察】UAのうち数割がRAに進行すると考えられ、抗CCP抗体陽性でRAの発症率が高いとさ
れる。そのような症例では積極的にDMARDの使用することを推奨する報告もあるが、本研究にお
いても抗CCP抗体陽性例のRA発症は阻止されていた。症例数が少なくcontrolがないのが
limitationであるが、抗CCP抗体陰性例においても治療期間を短縮させる可能性があると考えて
いる。
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正中神経剥離後に対する橈骨動脈穿通枝脂肪弁の有用性
Radial artery perforator adiposal flap for the treatment of recurrent adhesion neuropathy of the median

nerve

○上村 卓也1, 高松 聖仁2, 岡田 充弘1, 池田 幹則1

中村 博亮1

1大阪市立大学　医学部　整形外科, 2大阪市立総合医療センター　整形外科

【目的】癒着による正中神経障害に対する神経剥離の再手術成績は芳しくない。神経剥離後、
再癒着防止に血流豊富な軟部組織での正中神経の被覆が推奨されてきた。今回、橈骨動脈穿通
枝脂肪弁を用いて正中神経を被覆したのでその治療成績を報告する。【方法】過去に正中神経
に対する手術（正中神経縫合：2例、手根管開放術：1例）を施行され、術後に正中神経障害が
再発した3患者（平均61歳）を対象とした。手関節掌側に強いTinelサインを認め、正中神経領
域の知覚障害が持続していた。初回手術から再手術までは平均8か月間であり、再手術後の平均
経過観察期間は21か月間であった。手術は癒着した正中神経の剥離を行い、露出した正中神経
を橈骨動脈穿通枝脂肪弁で被覆した。再手術前後における手関節痛(Visual analog scale;
VAS)、手関節可動域、quick DASH及びHand20スコア、合併症について検討した。【結果】橈骨
動脈穿通枝脂肪弁のサイズは平均966mm2(800-1200)であり、正中神経の被覆には十分な大きさ
であった。手関節掌側皮下には脂肪弁の膨らみが残存しMRIでも脂肪弁の残存を確認した。手関
節のTinel疼痛はVAS 平均9.5点から2.0点に改善した。手関節可動域は平均130度から158度に改
善し、quickDASHスコアは平均58点から28点へ、Hand20スコアは平均66点から51点へ改善した。
手関節掌側皮膚のわずかな色素沈着を1例に認めたが、皮膚壊死や深部感染を生じた例はなかっ
た。【考察】癒着による正中神経障害の再発例に対して、剥離後の正中神経の被覆に前腕筋膜
のadipofascial flapが広く用いられてきたが、筋膜を含めるためbulkyとなる欠点があった。
今回使用した橈骨動脈穿通枝脂肪弁は脂肪のみで正中神経を被覆できるためbulkyにならず、そ
の治療結果は良好であり神経剥離後の再癒着防止に有用な方法となりうる。
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腱鞘巨細胞腫と鑑別が必要だった軟部腫瘤の検討
Soft tissue tumors of the hand of which pre-operative diagnosis was giant cell tumor of the tendon sheath

○池田 和夫1, 納村 直希1, 多田　 薫2

1金沢医療センター　整形外科, 2金沢大学　整形外科

【目的】手指発生の腱鞘巨細胞腫は再発しやすく、その手術治療には注意が必要である。術前
に腱鞘巨細胞腫と考え展開したが、異なる軟部腫瘤であった5例を検討したので報告す
る。【方法】平成15年から、われわれが術前に手指発生の腱鞘巨細胞腫を疑って手術を行った
症例は30例あり、そのうち5例（16％）が術中所見と病理診断で他の診断であった。年齢は33歳
から65歳で、男性が3例で女性が2例であった。その5例の診断は、線維腫、良性線維性組織球
腫、リウマチ結節、神経鞘腫、類上皮嚢腫であった。発生部位は、母指が1例、示指が2例、環
指が2例であり、屈側に4例、伸側に1例であった。【成績】術前に腱鞘巨細胞腫を疑った理由
は、臨床所見で弾性硬の腫瘤で、皮膚には癒着していないが深部組織との可動性はなかったこ
とである。チネル様徴候はなく、圧痛などもなかった。MRI所見は腱に接した腫瘤で、比較的周
囲とは境界明瞭であった。T1、T2ともに低信号から中信号で内容は不均一であった。線維性の
内容物が不均一に混在した腫瘤と考えられ、特異的な所見に乏しいMRI画像であった。【結論】
典型的な腱鞘巨細胞腫では、ヘモジデリンを含むため、MRI所見はT1、T2ともに低信号を呈す
る。しかし、関節と連続性を持つ「びまん型」のように、滑膜様組織が多いと、内部は不均一
で中信号を呈する部分もある。したがって、術前の確定診断は困難な場合もある。臨床所見で
腱鞘巨細胞腫を疑った場合には、腕神経叢ブロックで止血帯を用いて、手術用顕微鏡を準備し
て完全摘出をめざしてきた。今回検討した5例のような良性病変であれば、術前に腱鞘巨細胞腫
のつもりで準備していれば、他の腫瘤病変であったとしても対応可能であった。
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非典型的なType VI 母指多指症の治療経験
Atypical Thumb Polydactyly in Type VI: A Case Report

○大井 宏之, 神田 俊浩, 向田 雅司, 石崎 力久
束野 寛人

聖隷浜松病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

Type VIと考えられる母指多指症のなかでも非典型的な症例の治療を経験したので報告す
る。【症例】男児で家族歴や妊娠出産時の異常はなかった。また他の先天異常の合併はなかっ
た。初診は生後8か月。右母指の尺側母指は基節骨遠位の一部と末節骨があり、爪を有した浮遊
型の母指となっていた。橈側拇指はCM関節から存在し、中手骨と基節骨が存在するがその末梢
は欠損し低形成を認めた。1歳5か月時には、粗大な物の把持は橈側指母指と示指の間で可能と
なったが、小さな物の把持は示指と中指の間で行うようになった。橈側母指と示指の間での把
持動作が可能であると判断し、1歳7か月時に尺側の浮遊母指を橈側母指上に神経血管柄付きで
移行した。その後、骨接合部が偽関節となったため、2歳時に骨移植術を行い骨癒合を得た。外
観上、橈側母指の母指球筋の欠損もしくは発達が不十分と思われたので、その後母指対立再建
等を考えていた。しかし経過を見ていくうちに母指対立運動は比較的良好にできるようになっ
たので、再建は行なわなかった。再建した母指はMP、IP関節は動かず、CM関節のみで動き、爪
や指の大きさは健側より小さいが、5歳時では母指と小指の対立、ペンを持つことができ、その
他の物の把持も可能となっていた。【考察】Type VIは拇指多指症の中でも4％程度と発生頻度
は低い。本症例は尺側母指が中手骨および基節骨が極度に低形成で浮遊型となっているが、橈
側母指がCM関節を有することから、Type VIの極型と考えられた。治療については、尺側母指の
中手骨と基節骨は極度の低形成であったが、爪を含めて遠位の形成が比較的良好であったこ
と、橈側母指の近位のCM関節や中手骨の形成が比較的良好であったことで、橈側母指上に尺側
母指を移行した後の機能が良好であったものと考えられた。
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平山病による麻痺手に対する機能再建の１例
Surgical Reconstruction for Paralytic Hand due to Hirayama's Disease

○酒井 典子1, 橋爪 長三1, 北側 恵史2

1新生病院　整形外科, 2小諸厚生病院

【目的】平山病とは別名、若年性一側上肢筋萎縮症とも称され、1959年に報告されたのが始ま
りである。頚髄の虚血性壊死病変が原因であり、いくつかの特徴的な臨床症状を有する。臨床
的特徴として、１．筋萎縮が１側上肢の遠位筋に限局し、数年を経過したのでもそれ以上に拡
大しない。２．発病年齢が若年（思春）期で、成年期ではない。３．ほとんどが男性である
４．感覚障害や錐体路徴候がない。２００0年の全国調査では国内発生３３３例と報告されてい
る。今回、平山病による麻痺手に対し、機能再建術を施行したので報告する。【症例】１７歳
男性。１５歳時に、右手の筋力低下に気付き、書字、箸使い、紐を結ぶなどが困難となってき
た。２００９年、近医受診し、神経疾患を疑われ、大学病院神経内科紹介受診し、平山病と診
断される。２０１０年当院受診となる。初診時、右手の巧緻運動障害、つまみ動作困難であ
り、鉤爪変形、母指の屈曲変形を認めた。握力5.7/31.4ｋｇ、ピンチ力0.5/6.0ｋｇ。本症例に
対し、２０１１年７月、１８歳時、機能再建術を施行した。手術内容は１．母指の伸展機能の
再建２．鉤爪変形の矯正を目的とし、１．腕橈骨筋の長母指伸筋腱への移行術、２．Brand法に
よる長橈側手根伸筋を用いた腱移植術を行った。現在、鉤爪変形は矯正され、書字、箸使いも
改善されたが、つまみ動作はまだ不十分である。今後、母指の伸展、屈曲を改善するための２
次的手術も必要であると考えている。【考察】平山病は思春期に発病し、数年内に麻痺の進行
が停止する疾患であるため、十分経過を観察し、麻痺の進行が停止した時期を待ち、機能再建
術を行うことが意義があると考えられた。さらに症例により麻痺型が異なればいろいろな術式
を組み合わせて行う必要がある。
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手に発生したBuruli潰瘍の１例
A Case Report of Buruli Ulcer in the Hand

○上羽 宏明1, 児玉 成人2, 竹村 宣記2, 佐々木 英幸1

松末 吉隆2

1近江草津徳州会病院　整形外科, 2滋賀医科大学　整形外科

症例：19歳男性(農学部学生)　右利き既往歴：特記すべきことなし現病歴：2011年２月、誘因
なく左小指球部尺側に隆起性病変出現。更に手背の腫脹と隆起性病変部の潰瘍化出現してきた
ため近医受診。第２世代セフェム系抗生剤(セフジニル)処方されるも改善しないため、ファロ
ペネム、ミノサイクリンやシプロフロキサシン等も投与されたが無効。皮膚科紹介・受診さ
れ、抗酸菌培養・PCR検査にてM. ulceransが検出されたため、多剤併用療法(LVFX+CAM+RFP)開
始も改善せず、皮膚科にてdebridement施行。以後も改善みられないため当科紹介・受診となっ
た。２度目のdebridementを施行し、感染は落ち着いたが術後伸筋腱(EDC2, EDC3, EIP)の壊死
性断裂を来した。創状態が十分改善した後、腱移行術とradial forearm flapを施行。現在術後
経過良好である。考察：Bruli 潰瘍は結核、Hansen病についで世界で３番目に多い抗酸菌感染
症であり、年間7000人以上が罹患していると言われるが、本邦では現在までに20例ほどしか報
告がない。若年者の発症が多く、重篤な後遺症を残すことがあるため、社会に与える影響が大
きいとされる。Bruli Ulcerは、早期診断・治療を行えるかが整容的・機能的予後に大きく影響
する。四肢の発症が多く、また骨髄炎や腱断裂・広範囲組織欠損を来すことも稀ではないた
め、手外科的治療を要することも多い。まずはこの疾患を疑い、早期診断することが重要であ
る。
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舟状骨偽関節による示指屈筋腱皮下断裂の1例
Subcutaneous rupture of the flexor indicis tendon with scaphoid non union

○松山 嘉彦1, 若林 良明2

1三島社会保険病院　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

【はじめに】舟状骨偽関節はZoneIVにおける手指屈筋腱皮下断裂の原因のひとつで、諸家によ
る報告がみられるが、ほとんどは長母指屈筋腱断裂であり、その他のものは稀である。今回我
々は舟状骨偽関節によって示指屈筋腱（FDPおよびFDS）と中指FDSが皮下断裂した症例を経験し
たため、これを報告する。【症例】71歳女性。既往に関節リウマチがあり、ステロイド内服
中。数年前にベッドから転落した時に右手をつき、右手関節痛がしばらくあったが自然軽快し
ていた。2011年5月半ばから特に誘因なく右示指屈曲が困難となり、症状改善せず7月初診。右
示指MP関節は自動屈曲できるが、DIP・PIP関節は不能であった。X線写真で舟状骨偽関節と近位
手根列の尺側偏位を認め、再構築CTで示指FDP・FDSと中指FDSの途絶を認めた。舟状骨偽関節に
よる屈筋腱皮下断裂と診断し手術を行った。リウマチによる腱の変性は認めず、偽関節骨片が
手根管へ突出しており、これによる屈筋腱断裂と考えられた。骨片を摘出して滑走床を修
復、PL腱を用いて示指FDPの橋渡し再建を行った。術後は早期からリハビリを行ったが、癒着を
生じ、術後3か月時点で示指の自動運動は困難であり、手関節可動時痛も残るため再手術を行っ
た。移植腱は瘢痕で癒着しており、剥離すると示指の可動は良好となった。また正中神経も瘢
痕による絞扼を認め、剥離を追加した。術直後から制限を設けず手指・手関節の運動を行い、
再癒着はきたさず症状軽快した。【考察】ZoneIVでの屈筋腱皮下断裂は、関節リウマチによる
ものを除くと、何らかの骨性要素が原因にある。舟状骨骨折・偽関節による屈筋腱皮下断裂で
は、FPL断裂の報告が多い。今回、近位手根列が尺側偏移していたことが、中央寄りである示指
FDP・FDSと中指FDS損傷をきたす要因となったと推測された。
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月状骨背側関節包剥離の４症例の検討
Avulsion of the dorsal capsule from the lunate; A report of 4 cases

○阿部 耕治, 中村 俊康, 岩本 卓士, 佐藤 和毅
戸山 芳昭

慶應義塾大学　整形外科

目的：月状骨背側関節包剥離の4症例を経験したので報告する。方法：手関節背側部痛を訴えた
14-47歳（平均35歳）の男性4例4手。3手では手関節尺側部痛も訴えており、ulnocarpal stress
testが陽性、DRUJの不安定性も認めた。MRI像では、1手で月状骨背側に浮腫性変化を認め、3手
では明らかな異常は認めなかった。手関節鏡では全例で月状骨背側関節包の剥離所見を認め
た。X線所見、初回およびsecond look時の関節鏡所見、治療成績を検討した。結果：レントゲ
ン所見は、舟状月状骨角は平均49°(41-56°)、橈骨月状骨角は平均-1°(-7-11°)、橈骨舟状
骨角は平均48°(34-60°)であった。初回の関節鏡では、全例で手根中央関節鏡視で月状骨背側
関節包の剥離所見を、尺側部痛を訴えた3手ではTFCCの尺側からの剥離を認めた。この3手には
月状骨背側のshavingと手根骨間の仮固定を、1手にはsuture anchorを用いた関節包の縫着術を
行った。TFCC損傷は鏡視下に修復した。3手でsecond look関節鏡を施行し、背側関節包および
TFCCの良好な修復を確認できた。Modified Mayo Scoreでは、2例でexcellent, 2例でgoodであ
った。考察：第4コンパートメント症候群は、原因不明の手関節背側部痛と言われている。今回
報告した月状骨背側の関節包剥離は、第4コンパートメント症候群の中で今まで見逃されていた
原因の１つである可能性がある。その診断には手関節鏡、特に中央手根関節鏡視で確定診断に
至ることができると考えられる。月状骨背側部のshavingと手根骨間の一時的な固定、もしくは
関節包の月状骨への縫着により良好な成績が得られた。月状骨背側の関節包剥離は、手関節背
側部痛の原因となり得ることを念頭において、関節鏡にて同部を注意深く観察し、適切な処置
を行うことが望ましい。
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小児手部コンパートメント症候群の1例
Compartment Syndrome of the Hand in a Child

○蒲生 和重1, 上杉 彩子1, 栗山 幸治1, 河井 秀夫2

濱田 雅之1

1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

【はじめに】比較的稀な小児手部コンパートメント症候群の1例を経験したので報告する。
【症例】9歳男児、注意欠陥・多動性障害を合併しており、内服治療を始めたところであった。
放課後に学校の正門の鉄製扉で右手を挟まれ受傷。受傷4時間後、当院の救急外来を受診。表情
に乏しく、ぐったりしており、強く痛みを訴えることはなかった。右手掌と手背部は腫脹が激
しく、弾性は無く非常に硬かった。右手指はintrinsic-minus positionでありかろうじて屈曲
伸展可能であった。単純X線撮影とCTにて、右第2中手骨斜骨折と小菱形骨骨折を認め
た。Whitesides methodでコンパートメント圧を測定し、背側骨間筋はいずれも100mmHg以上で
あった。右手のコンパートメント症候群と診断し、受傷5時間後に緊急手術で筋膜切開を行っ
た。手根管を開放し、第2、第4中手骨直上に皮切を加え、背側骨間筋の筋膜切開を行った。第2
背側骨間筋の筋膜切開により多量の血腫が勢いよく吹き出し、手背と手掌部の弾力がやや改善
した。手掌部は閉創し、手背部は開放のままとした。術後14日目で創を縫合し閉鎖した。術後4
ヶ月で、手内在筋に筋萎縮を認めず、日常生活に問題はない。
【考察】コンパートメント症候群は、診断が遅れると不可逆性の機能障害を発生することがあ
り早期診断が必要である。特に小児の場合、症状をはっきり訴えられないこともあり注意を要
する。コンパートメント症候群の臨床症状である5Pによる診断は、感度が13～19％とされてお
り信頼に欠けるため、補助診断としてコンパートメント圧の測定は重要である。
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外傷性母指ボタンホール変形に対する治療経験
Treatment of Traumatic Boutonniere Deformity of the Thumb

○大田 智美, 矢野 浩明, 村上 恵美, 中村 志保子
帖佐 悦男

宮崎大学　医学部　整形外科

【はじめに】母指の外傷性ボタンホール変形は比較的稀な外傷で、関節リウマチに伴うボタン
ホール変形とは異なる機序で発生する。当科において手術療法が有効であった外傷性ボタンホ
ール変形の２症例を報告する。【症例】症例１．48歳女性、平成23年某月手をついて転倒し、
右母指MP関節痛・変形を自覚、近医で装具療法行うも徐々に変形が進行したため当科受診。初
診時母指のボタンホール変形認め、IP関節屈曲制限、pinch力低下も認めた。受傷後約3か月目
に手術施行した。手術では橈背側指背腱膜・関節包の損傷、長母指伸筋腱の尺側亜脱臼、短母
指伸筋腱の橈側部分裂離を認めた。短母指伸筋腱はアンカーにて固定し、指背腱膜を修復し
た。術直後より変形は矯正され、術後1年3か月で変形の再発はない。症例２．17歳男性、平成
21年某月サッカーのキーパーをしていて右手母指を突き指、その後も数回突き指を繰り返して
いた。平成23年頃より徐々に母指の不安定感・変形を認め、近医で装具療法行うも変形は矯正
できず当科受診。初診時母指のボタンホール変形を認めた。症状出現から約1年後に手術施行し
た。手術では橈背側指背腱膜の菲薄化、長母指伸筋腱の尺側亜脱臼、短母指伸筋腱の裂離を認
めた。短母指伸筋腱はアンカーにて固定し、指背腱膜を修復した。術後1年で変形の再発なくス
ポーツへ復帰し満足度は高い。【考察】外傷性母指ボタンホール変形は短母指伸筋腱付着部と
橈背側関節包の損傷によりおこると報告されている。本症例でも同様の機序で発生しており、
短母指伸筋腱付着部の基節骨への固定、橈背側関節包・指背腱膜の縫縮により変形は良好に改
善した。稀な疾患で確立した治療法はないが、本症例では保存療法に抵抗性で、外傷性ボタン
ホール変形では手術療法が望ましいと思われた。
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稀な母指ＭＰ関節掌側亜脱臼の治療経験
Clinical Results of Surgical Treatment for Rare Cases of Volar Subluxion of the first

Metacarpophalangeal Joints

○中村 吉晴

市立堺病院　整形外科

【目的】母指MP関節掌側亜脱臼を3例経験した。受傷機転、損傷形態とその治療成績を報告す
る。【対象と方法】3例3指、男性1例、女性2例。右手1例左手2例。平均年齢は65歳（54-
77歳）、手術待機期間は15日（5-29日）で新鮮例2例、陳旧例1例。母指MP関節伸展制限、XPで
母指基節骨の掌側亜脱臼を認めた。徒手整復不能で手術加療を施行した。手術所見は全例で伸
筋腱は橈側に偏位し、MP関節の背側関節包が近位からdenudeして関節内に断端が嵌頓してい
た。尺側側副靱帯は2例で遠位での断裂と断端が翻転し関節内に嵌頓していた。内転筋腱膜は1
例で関節包直上での断裂を認めた。MP関節内の嵌頓した組織を整復し付着部にsuture anchorを
用いて縫着。MP関節をk-wireで固定し術後4週で抜釘。術後観察期間は平均7ヶ月（4-12ヶ
月）。最終調査時のIP関節、MP関節可動域、疼痛の有無、XPでの亜脱臼の遺残の有無を検討し
受傷機転から損傷形態について考察した。【結果】最終調査時のIP関節可動域は57°、MP関節
可動域は30°、疼痛の遺残、XPでMP関節の掌側亜脱臼の遺残は陳旧例の1例に認めた。【考察】
母指MP関節掌側亜脱臼は稀な疾患で治療に際し受傷機転から損傷を推測する必要がある。今回2
例が自転車での転倒、1例が歩行時の転倒で全例母指背側の擦過創を認め、転倒時に母指MP関節
が過屈曲、橈屈が強制され基節骨は背側から打撲しMP関節の背側、尺側の軟部組織損傷が起こ
り基節骨は掌側に亜脱臼すると推察された。治療はMP関節内に嵌頓した軟部組織や損傷した靱
帯を観血的に修復することである。また陳旧例は術前の屈曲拘縮が強いため治療成績が悪く、
早期診断が肝要であると思われた。
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痛風結節による手根管症候群および手指の運動障害が生じた1例
Carpal Tunnel Syndrome and Dysfunction of Finger Movement Caused by Gouty Tophi

○古月 顕宗, 原 孝, サッキャ イソラマン, 高須 誠
富田 祥輝

会津中央病院

私たちは痛風結節による手根管症候群および手指の運動障害の１例を経験したので報告する。
症例は５３歳男子、２０年前より多発性関節痛があり、痛風との診断しかし治療は受けていな
い。約１年前より左手指のしびれ、運動障害が生じる。初診時所見は正中神経領域のしびれ、
感覚鈍麻、手関節部掌側の腫脹、母指球筋の萎縮、２～５指の運動障害。血液検査では血沈の
亢進と尿酸値が１０mg と高かった。その他は両足、両肘頭部に多数の腫瘤が見られた。手術所
見では手関節から手根管にかけて痛風結節の沈着が見られこれが全部のFDS、３～５　FDP 腱実
質にも沈着し、腱全体が肥大した状態で正中神経を圧排、腱の動きの妨げになっていた。可及
的にこの痛風結節を切除したが、３～５FDS腱も同時に切除せざるをえなかった。病理組織学的
所見では無定型の沈着物、尿酸塩が多数みられ、その周囲に異物巨細胞、炎症性細胞の浸潤が
見られた。術後4ヶ月指の可動域の改善がみられる。しびれは中指に多少残存していた。考察。
痛風結節による手根管症候群症例は１９５８年最初にWard,とArletよって報告されている。そ
れ以後の調査では３１例の報告があった。そのうち本邦では３例の報告があるのみで、また手
指の運動障害の報告が４例に見られた。痛風による手根管症候群および手指運動障害の病態に
ついては、長期の高尿酸血症により、痛風結節の形成のほか、腱実質にも結晶が沈着しており
腱全体が肥大した状態で正中神経を圧迫、同時に手指の運動障害が生じたと考えられる。治療
については症状が軽度の場合Splint 、薬物治療のみで症状の改善がえられた症例の報告もあ
る。　しかし私たちのよう症例については、外科的治療が必要である。術後、高尿酸血症に対
する治療の継続も必要である。
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プロピアニストに生じた特発性小指屈筋腱断裂の治療経験
Rupture of the flexor tendon of the little finger on a professional pianist: A case report

○仲田 紀彦1, 古作 英実2

1がん・感染症センター　都立駒込病院　整形外科・骨軟部腫瘍科

2国保依田窪病院　整形外科

＜緒言＞小指屈筋腱は有鉤骨鉤を滑車として走行を変えるため、手関節の尺屈運動により摩擦
を受け摩耗が起きやすい。今回われわれはプロピアニストに生じた小指屈筋腱断裂を経験し、
腱移植により機能再建を行った。手術における工夫と、術後の機能回復の経験をもとに、プロ
ピアニストの小指屈筋腱断裂に対する手術の注意点について考察する。＜症例＞82歳女性。右
利き。4カ月前に、右小指を外転伸展強制されて以降、右小指の屈曲が不能となり近医での精査
を受けるも診断がつかず、当院を初診した。初診時、小指のPIP,DIP関節の自動屈曲は出来なか
った。MRIでは有鉤骨鉤部での断裂が見られた。手術時、深指屈筋腱（FDP）の両断端のgapは手
関節中間位で約4cmであった。有鉤骨鉤の変性は少なく骨棘を形成していた先端のみ切除した。
鉤の滑車面には毛羽立ちは見られなかったためsparを形成していた先端のみ切除し他は温存し
た。小指のFDPの両断端を新鮮化したのち、長掌筋腱を2枚重ねに補強したうえで移植し編み込
み縫合した。手術翌日から早期自動屈伸法を開始した。術後1年経過し、小指の手関節中間位で
の運動は左右差を認めないが、尺屈位での外転が健側と比較し10度不足し、ピアノの鍵盤1つ
分、外に届きにくい状態である。＜考察＞患者が主に演奏する曲は幅広い音程音階を有する作
品であり、頻回に手関節尺屈位での小指MP関節伸展外転動作を要するものであった。この動作
の繰り返しにより腱性部が摩耗し断裂を生じたと思われる。腱移植の際に腱の緊張を安静位で
の緊張よりやや強めになるように縫合したが、これがピアノ演奏における手関節尺屈位での小
指の外転制限の原因となった可能性がある。陳旧例で幅広い外転機能を要する場合は縫合時の
腱の緊張に注意が必要である。
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Martin-Gruber吻合の２症例と、その頻度についての調査
Two Cases of Martin-Gruber anastomosis and a Study about its Frequency

○川野 健一, 筋野 隆, 中川 種史

せんぽ東京高輪病院　整形外科

　我々は、その治療経過中にMartin-Gruber吻合（以下MGA）の見つかった2症例を経験した。そ
の2例を詳述するとともに、この吻合の頻度を調査したので報告する。
　症例１は25歳女性。交通事故により右上腕骨内上顆開放骨折を受傷。前医での初療時、尺骨
神経の損傷を確認されている。当科初診時、右尺骨神経領域はほぼ知覚脱失であったが、小指
外転筋（以下ADQ）、第１背側骨間筋（以下FDI）はともにMMTで(2)と保たれていた。神経部分
断裂と考えて手術を行ったが、神経は肘部管において完全断裂していた。腓腹神経の移植術を
行った。術後の運動神経伝導速度検査にて、MGAを確認した。術後、ADQ、FDIは（4）と回復し
た。
　症例2は62歳男性。右小環指のしびれの増悪あり、当科を紹介受診した。尺骨神経領域の筋力
はADQ(3)、FDI(3)と低下、小、環指に知覚異常があった。神経伝導速度は肘関節を挟んで低下
しており、肘部管症候群の診断にて手術を行った。尺骨神経は神経管内ガングリオンにより、
高度に腫大していた。マイクロ下に腫瘤を摘出した。術中電気刺激に対する筋収縮はなかった
が、術直後の手内筋の筋力は術前と変わらなかった。神経伝導速度検査により、MGAが確認され
た。術後、ADQ(4)、FDI(4)と軽度の改善を認めている。
　これらの経験をもとに、MGAの頻度を調査した。対象は、上肢の神経症状にて、神経伝導速度
検査を実施した患者47名および健常人26名である。筋萎縮例は除外している。長谷川ら
（2001年）の方法にてADQを支配しているMGAの頻度を調査した。73例中9例（12.3%）にこの吻
合を認めた。両側例はなかった。
　過去の報告では、MGAの頻度は10-30%であり、本研究もほぼ同等の結果であった。神経障害の
診断、治療方針決定、予後の推測を行う上で、これらの変異を常に念頭に置くことが重要であ
る。
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シスチン尿症に対するチオプロニン大量療法中に発生した手指MP
関節伸展拘縮の1例

A New Case of MP Joint Contracture Induced Tiopronin in Cystinuria

○高田 逸朗, 長谷川 徹

川崎医科大学　整形外科

常染色体劣性遺伝であるシスチン尿症は尿路結石を繰り返し慢性腎不全になる。結石の予防治
療としてチオプロニンが長期投与される。今回、チオプロニン大量療法中に原因不明の左中指
MP関節過伸展拘縮を発症した非常にまれな症例を経験したので報告する。【症例】68歳男
性。【現病歴】シスチン尿症のため、慢性腎不全を発症し2008年から透析導入となった。長年
に渡りチオプロニンを1.5ｇ内服されていた。透析導入の前年頃から原因不明の両足部皮膚硬化
性結節と左手背の腫脹と中指MP関節伸展拘縮と同部の疼痛が出現。徐々に進行したが、チオプ
ロニン中止後から足部も含めた病変の改善を認めた。2011年4月からリハビリと装具療法が開始
されたが十分な改善が得られず、2012年6月にMP関節観血的関節受動術を施行。【現症】左中指
他動屈曲10/105/60【画像所見】単純レ線で関節破壊なし。MRIで手背伸筋腱周囲にT1 low,T2
highの腱鞘の腫脹を認めた。【術中所見】背側アプローチ。皮下にシリコンシート様の瘢痕と
総指伸筋腱の癒着を認めた。伸筋腱剥離の後、背側関節包切除と側副靭帯、掌側板の剥離を行
い他動屈曲90°を獲得した。MP関節屈曲60°で鋼線によるMP関節仮固定を行った。【後療法】
術後1週で抜釘し、可動域訓練を開始。術後2か月でMP関節は自動屈曲60°、自動伸展0°％
TAM80％となった。【病理所見】やや硝子化した線維性結合組織の増生を認めた。【考察】皮膚
硬化病変と関節拘縮の原因は明らかでないが、チオプラニン中止後から症状の改善を認めたこ
とから原因が本剤と関連していると推察した。本剤は慢性肝疾患の肝機能改善に使われ
る。DMARDｓとして関節リウマチにも大量投与されるが、ごくまれに多発性筋炎様の症状を合併
したとの報告がある。皮膚硬化病変と関節拘縮を発症した症例報告は渉猟しえなかった。
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