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1-1-PL

上肢先天異常の治療

○金谷 文則

琉球大学大学院整形外科学

上肢先天異常は唇顎口蓋裂(17人/1万人)に次いで多い体表奇形であり、頻度の高い多指症(9人
/1万人)、合指症(8人/1万人)、欠指症(3人/1万人)、先天性絞扼輪症候群の治療は外科的治療に
よる機能再建と形態改善が主体である。橈側列形成不全や裂手などでは骨・関節の再建に加え
て腱移行などの機能再建が必須である。一方、強剛母指や屈指症は保存療法が奏功する。上肢
先天異常の治療の際には機能的な再建に加えて整容面にも十分配慮(orthoplastic surgery)す
べきである。
【治療計画と手術】　乳幼児では注意深い観察と両親からの詳細な聞き取りから障がいを把握
し、成長段階に応じた治療計画を立てる。乳幼児の橈側列形成不全や横軸欠損では、摂食動作
とtoiletingの獲得を優先する。母指低形成では、正常の発達段階にあわせて1.5歳、遅くとも3
歳頃までに母指対立を再建する。母指が欠損していると母指対立に対応する大脳運動野が十分
形成されないため、5歳以降の対立再建は有効に機能しないことが多い。橈側列形成不全では患
肢(主に尺骨)の成長は健側に比べて低下しており、成長に伴い弯曲が再発するため2期的に骨延
長や骨切り術を要することが多い。学童以降の患児に対しては患児のdisabilityを把握し、外
見を気にしているか、特定の機能の改善(リコーダー、ペットボトルの開栓)を希望しているか
を判断し治療計画を立てる。低形成母指Blauth type IV,Vに対する母指化術や裂手症の指列移
行にはマイクロサージャリーを用いた神経血管束の剥離が必要である。Type IIIBは欧米では機
能面から母指化術が行われることが多いのに対し、本邦では5本の指を保つ再建術を希望される
ことが多いが、再建母指には数次の腱移行術が必要である。
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1-1-SL1

橈骨遠位端骨折治療の歴史的変遷と更なる発展への模索

○斎藤 英彦

医療法人社団　一穂会西山病院グループ西山ウエルケア

ヒポクラテスの時代、橈骨遠位端骨折は手関節脱臼と誤認されていた。Pouteau(1773) と
Colles(1814)の背側転位型、Goyrand(1832)とSmith(1847)の掌側転位型骨折としての記載の
後、論理的な保存的治療が始まった。MathijsenによるGipsverbandの開発(1852)は保存的治療
を容易にし、その後100年以上に渡ってこの骨折治療の外固定材と使用されてきた。X線の発見
（Röntgen,1895)によって骨折の状態を詳細に見ることができるようになり、保存的治療法が更
に進歩した。一方、不安定型骨折の整復位保持のためのギプスによるCotton-Loder位固定は
CRPSなどの合併症を生じ、変形治癒が容認される一因となった。1980年代に開発されたプラス
チックギプスは石膏ギプスにとって代わった。背側転位型骨折の手関節背屈位固定法の提唱
（Gupta,1991)は古典的な固定肢位の考え方を一変させた。Rush(1949)法に始まる経皮鋼線刺入
法はDesmanet法(1989)やIntrafocal pinninng (Kapandji,1976）などの発展した形として普及
した。1970年代に入って使われるようになったbridging創外固定器は6～８週間手関節を固定す
ることの欠点が指摘され、その後non-bridging創外固定器が盛んに使われるようになった。AO
グループによる内固定材の開発は、橈骨遠位端骨折治療も観血整復・内固定の方向へ誘って行
く。その趨勢に拍車をかけたのが、CT装置の進歩によって多断面再構成画像、三次元CT像で骨
折型の詳細な分析が可能になったことと、小型の低線量X線透視装置の開発によって術中モニタ
リングが容易になったことである。関節鏡とMRIの発達は骨折に伴うTFCCや手根骨間靱帯損傷、
関節軟骨損傷の正確な診断と治療を進歩させた。Orbay(2000)がsubchondral supportとangular
stabilityという二つの概念を満たす内固定材として開発した掌側ロッキングプレートは大変革
をもたらした。現在、掌側ロッキングプレートの問題点を解決すべく、周辺軟部組織に対する
低侵襲性を目的にロッキングプレートの形状の変更やロッキング機構を有する髄内釘の開発な
ど、更なる発展への模索がされている。
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1-1-S1-1

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート(MODE Distal
Radius Plate) の治療成績

Treatment of distal radius fracture with a volar locking plate system (MODE Distal Radius Plate)

○稲葉 尚人1, 鈴木 拓1, 武田 和樹1, 中村 俊康2

吉田 祐文1

1那須赤十字病院　整形外科, 2慶應義塾大学医学部　整形外科

【目的】MODE Distal Radius Plate (MODE DRP) は, 日本人のCTを解析し, 解剖学的形状が得
られる様デザインされている. 今回, 本プレートを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績を検討し
た. 【対象と方法】2012年5月から2013年6月まで, 橈骨遠位端骨折に対し, MODE DRPにて手術
を施行した39例40手 (男性15手, 女性25手, 平均年齢59.7歳) を対象とした．術後平均観察期
間は6.7 (3～16）ヵ月であった. 骨折型はAO分類でA2: 10手, A3: 3手, B1: 2手, B3: 4手,
C1: 12手, C2: 6手, C3: 3手であった．臨床評価は最終観察時における手関節可動域と握力健
側比, 斉藤の評価基準, Modified Mayo Wrist Score (MWS) を用いた. 術直後, 最終観察時に
おけるX線評価に加え, 橈骨掌側縁からのプレート突出距離, 1,2列目のscrewから関節面までの
距離のCT計測を行い, 本プレート作成時のCTデータと比較した. また超音波検査にて, プレー
トと長母指屈筋腱との干渉を評価した. 【結果】平均可動域健側比は掌屈91.0±16.3%, 背屈
95.1±11.3%, 回内98.9±3.1%, 回外97.0±6.3%, 握力健側比は84.8±21.6％であった. 臨床成
績は斉藤の評価基準で優26手, 良13手, 可1手, 不可0手, MWSでExcellent 10手, good 10手,
Fair 19手, Poor 1手であっ． X線評価では, radial inclination 21.5±4.3°, volar tilt
9.7±5.6°, ulnar variance1.2±0.9mm, radial length 9.54±2.7mmであり, 術直後と比較
し, 有意な矯正損失は認めなかった (P＞0.05). CTにおけるプレート突出距離は平均1.24±
0.9mm, screwから関節面の距離は平均1.94±1.04mmであり, 元データと比較し,差を認めなかっ
た. 超音波検査を施行した17手のうち1手では長母指屈筋腱の圧排を認めた.【考察】MODE
DRPは, 術後成績も概ね良好であり, 解剖学的適合性と関節面支持性が高かった．
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DVR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成績：
整復位保持の観点から

Clinical Results of DVR Anatomic Plate System for the Distal Radius Fracture

○加藤 直樹1,2, 吉澤 貴弘3, 関谷 繁樹3, 福本 恵三1

1埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所, 2埼玉医科大学総合医療センター　整形外科

3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、良好な初期固定性が得られること
から、現在は本骨折の標準的治療法として認められている。種々様々な特徴をもった掌側ロッ
キングプレートが存在する中、我々は、3-D Scaffoldのデザインで軟骨下骨部分を面として支
えるsubchondral supportというコンセプトを支持し、DVR anatomic plate system（以下DVR）
を原則として用いてきた。なお、ロッキングスクリューではスクリュースレッドにより軟骨下
骨を切ってしまう可能性があるのではと考え、プレート遠位部にはロッキングピンを好んで用
いている。2011年4月以降、DVRを用いて内固定が行われた手術症例は55例（平均年齢59.1歳、
男性14名、女性41名）、左33例、右22例で、骨折型はA2 13例、A3 2例、B2 2例、C1 16例、C2
19例、C3 3例であった。合併症として尺骨茎状突起骨折を11例、尺骨遠位端骨折2例、舟状骨骨
折を1例に認めた。術直後および骨癒合が得られた最終時の単純X線像で、volar tiltおよび
radial inclinationを計測し、最終的な矯正損失量を評価した。またプレート設置位置につい
てもSoongらの報告したvolar prominenceを計測する事で評価した。結果、最終的な平均volar
tiltは10.6度、radial inclinationは21.4度と良好な整復位が維持されていたが、遠位骨片の
背側への再転位が生じた症例があり、また5例においてgrade 1のvolar prominenceを認めた。
今回、矯正損失が生じた症例を中心に、特に整復位の保持に対するsubchondral supportの有効
性と限界について検討したい。
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橈骨遠位端骨折用Polyaxial Locking Plate 2種のlocking機構の安定性の
比較検討

Comparative study for stability of locking mechanism in 2 types of polyaxial locking plate for distal

radius fractures

○若林 良明1, 二村 昭元2, 藤田 浩二3, 請川 円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

3東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　応用再生医学分野

【はじめに】骨折自体が不安定なAO C3型を除く橈骨遠位端骨折に対し、手術時期によって異な
るpolyaxial locking plateを用い、矯正損失や臨床成績から両者のlocking機構の安定性を比
較検討した。
【対象と方法】2008年以降の当科での橈骨遠位端骨折の手術症例のうち、AO C3型を除く26例を
対象とし、2011年11月までにMEシステムAPTUSを用いて固定した14例(平均年齢54歳、経過観察
期間12.8(6-22)か月): A群と、2011年10月以降にSYNTHES VA-TCPを用いた12例(平均年齢55歳、
経過観察期間9.0(3-14)か月): V群に分類した。A群でDouble-tiered Subchondral Support法を
用いた症例はなかった。術直後と最終観察時のRadial inclination(RI), Palmar Tilt(PT),
Ulnar variance(UV)の計測値の差を矯正損失とし、最終評価時の屈伸・回内外可動域、握力対
健側比、DASH、Cooney scoreとともに2群間で比較した。統計学的にはMann-WhitneyのU検定を
用い、p＜0.05を有意差ありとした。
【結果】矯正損失の比較でRIはA群-2.1度・V群0.0度(p=0.007)、PTはA群3.4度・V群-1.9度
(p=0.003)、UVはA群3.2mm・V群0.9mm(p=0.031)と、A群で有意にalignmentの変化と骨長の損失
が大きい結果であった。その他の結果をA群/V群で示すと屈伸可動域は135/143度、回内外は
158/171度、握力比は86/85%、DASHは2.9/5.8、Cooney scoreは95/98で、各値とも有意差を認め
なかった。
【考察】術後にプレートとスクリュー間の角度が明らかに変化して、locking機構が破綻した所
見をA群の2例に認めたことからも、locking機構の安定性ではVA-TCPが優っていると考えられ
た。一方で矯正損失の差は臨床成績には表れておらず、またVA-TCPはプレートが厚く、橈尺方
向の反りが強いためプレート末梢端が浮き上がることもあり、一概にシステムの優劣はつけが
たいと考えられた。
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背屈転位型橈骨末端骨折に対する徒手整復術の必要性
Indication for Manual Reduction of Dorsally Displaced Distal Radius Fractures

○窪田 穣, 安田 匡孝, 山本 研, 濱 峻平

馬場記念病院　整形外科

【はじめに】
背屈転位型橈骨末端骨折（コーレス骨折）に対しては，徒手整復をすべきかどうか議論の余地
が残っている．わたしたちは，当科におけるコーレス骨折に対しての徒手整復術の現状につい
て後ろ向きに調査した．
【症例と方法】
20011年9月から2013年3月までのコーレス骨折症例256例を電子カルテ上より抽出した．そのう
ち，開放骨折を除く，17歳以上，受傷後3ヶ月以上経過観察可能であった59例を対象とした．男
12例，女47例．平均受傷時年齢は66.2歳（17歳から95歳）であった．平均受傷後経過観察期間
は，約6ヶ月であった．以上の症例に対して，徒手整復術をした症例数（徒手整復群：Y群と非
徒手整復群：N群），手術に至った症例数等を調べた．さらに，Mackenneyらの文献
（JBJSA2006）に準じて再転位確率計算を行い，両群間の比較を行った．
【結果】
59例中，手術症例は51例であった．Y群は35例（59.3 %）であった．Y群中，手術に至った症例
は30例（85.7 %）であった．N群中，手術に至った症例は21例（87.5 %）であった．再転位確率
計算では，Y群は平均66.0 %で，N群は平均51.9 %であり，統計学的に有意な差を認めた．
【考察とまとめ】
当科においては，転位確率が大きいにも関わらず，徒手整復されていた．転位確率が大きい場
合には，徒手整復をしないで手術待機する方がよいのではないかと考えた．
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橈骨遠位端形状と応力分布から考える橈骨遠位端骨折の治療選択
The choice of treating distal radius fracture derived from the analysis of stress distribution and anatomical

shape

○泉山 公1,2, 別府 諸兄1, 清水 弘之1, 内藤 利仁1

田中 雅尋1

1聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座, 2永生会南多摩病院

【はじめに】
力学的実験は撓骨遠位端骨折ガイドラインにおいてエビデンスレベルを決定する要素としては
扱われにくい。しかし、臨床成績、比較論文と同様に治療選択を決定する情報として重要であ
ると考えている。
【目的】
今回、CTから構築した橈骨遠位掌側部の形状を近似式として表わし、過去の応力解析と力学的
実験のエビデンスに合わせて治療選択の判断要素として検討した。
【方法】
ボランティア8名（平均年齢31.5才、男4例、女4例）の橈骨遠位端部を中間位でCT撮影し橈骨遠
位部を3次元構築した。橈骨の三次元的骨軸と長母指屈筋腱（以下FPL）の直下、橈骨茎状突
起、橈骨手根関節尺側縁を通る3平面で橈骨断面を形成した。それぞれの断面の橈骨掌側縁で形
成される曲線を多項式近似式として表した。
【結果】
橈骨形状突起より橈骨遠位最大横径の2倍の骨軸上の点を原点とした場合、尺側曲線はY＝-
0.00006X4-0.0003 X3-0.0069 X2-0.0069 X +6.2086,中央曲線はY=-0.06X4-000.5 X3-0.0015X2-
0.0588X+6.175,橈側曲線はY=-000.6X4-0.0005X3-0.0142X2-0.0445X+6.073の近似式で表現され
た。曲線の変化率は全例で尺側が大きく、中央で小さかった。また中央曲線の最掌側部位は橈
骨茎状突起より橈骨最大横径の約50％中枢に位置していた。
【考察】
橈骨遠位端掌側部は尺側が急峻で中央が緩徐な形状であることが示された。同一曲線で構成さ
れたプレートの場合、尺側を背側に圧迫し回内に固定する可能性があり、anatomical plateで
あっても、橈骨茎状突起より最大横径の50％中枢の位置より末梢に超えてプレート固定した場
合、FPL通過曲線の最掌側縁よりプレート辺縁は掌側に位置すると考えられた。
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バイオメカ二クスからみた橈骨遠位端骨折後DRUJ不安定症
DRUJ Instability after Distal Radius Fracture: Biomechanical Study

○森友 寿夫1, 大森 信介2

1大阪行岡医療大学　行岡病院手の外科センター

2大阪大学大学院器官制御外科(整形外科)

【目的】橈骨遠位端骨折に伴うTFCC損傷や茎状突起骨折を放置するとDRUJ不安定性が問題とな
ることがある。このような橈骨遠位端骨折後DRUJ不安定症の病態を理解するために橈骨3次元変
形および橈尺靭帯、遠位骨間膜などのDRUJ支持組織の病態をバイオメカニクス的に評価し
た。【方法】Colles型橈骨遠位端骨折変形治癒患者12例の3次元CT画像を用いて背側・掌側橈尺
靭帯の深・浅枝の靭帯長を計測した。また新鮮凍結屍体５体を用い、正常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】背側橈尺靭帯深枝は有意
に延長したが掌側橈尺靭帯には有意差を認めなかった。屍体実験では橈骨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。【結論】Colles型橈骨遠位端骨折では遠位骨片が
背側に転位するため橈尺靭帯背側線維は深枝、浅枝とも橈骨骨片に牽引され限界を超えると断
裂する。一方、掌側橈尺靭帯の橈骨付着部はもともと尺骨付着部より掌側あるため通常Colles
骨折で骨片が背側転位しても掌側線維はほとんど緊張しないため切れにくい。遠位骨間膜も通
常は残存するため骨性に正確に整復すれば不安定性が消失する。ただし橈骨の短縮が強い場合
は掌側橈尺靭帯も切れるため橈骨掌側不安定性が、橈骨近位骨片の尺側転位や遠位骨間膜損傷
などで遠位骨間膜が機能しなくなると橈骨背側不安定性が問題になる。
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橈骨遠位端骨折に合併する舟状月状骨不安定症の短期成績 ―若年者
群と高齢者群における検討―

The Short-term Clinical Outcome of Scapholunate Instability Associated with Distal Radius Fracture in

Young and Elderly Cohorts.

○鈴木 大介1,2, 小野 浩史1, 古田 和彦1, 片山 健1

面川 庄平3

1国保中央病院　整形外科, 2吉本整形外科外科病院　整形外科

3奈良県立医科大学　整形外科学教室

【目的】舟状月状骨不安定症(SLI)は橈骨遠位端骨折(DRF)に合併する軟部組織損傷で術後成績
に影響するが、治療法は議論がある。SLIが有症状SLACに至るには20年を要するため、若年者は
治療を要するが高齢者では治療の有用性は不明である。当院ではDRFに合併した高不安定型SLI
に対し若年者にはピンニング、靭帯再建を、高齢者では未治療としてきた。本研究の目的はSLI
合併DRF患者の術後短期成績を若年・高齢と安定・不安定の4群に分けてSLIに対する治療介入の
必要性、有用性を検討することである。【方法】DRFで手関節鏡によるSLI診断と掌側locking
plate固定を行った若年群65歳未満42例と高齢群65歳以上43例を対象とし、不安定性をGeissler
分類で評価しgrade2までの安定群とgrade3以上の不安定群に分けた。SLI治療は若年不安定群の
みピンニングや靭帯再建を他は全例未治療とした。評価項目は最終観察時のVAS、手関節可動域
対健側比（掌背屈、回内外）、握力対健側比、Mayo score、DASH、PRWEである。検定は対応の
ないT検定を行い、危険率は5%とした。またpower analysisを併せて施行した。【結果】若年安
定群32例、不安定群10例、高齢安定群22例、不安定群21例で、各群間で年齢、観察期間に差は
なかった。若年群で掌屈比が安定群0.95、不安定群0.77で有意差を認めたがpower analysisで
は検定力は0.25であり、他の評価項目では差はなかった。高齢者では両群間で全項目に差はな
かった。【結論】若年不安定SLIに対するピンニングや靭帯再建の短期成績は掌屈可動域が安定
未治療群より劣っていたが総合的には同等で、SLIの治療は有用である。高齢不安定群では無治
療でも安定群と差はなく、治療の必要性は乏しい。

S9



1-1-S1-8

三次救急病院における橈骨遠位端骨折治療の現状と課題
Treatment System for Distal Radius Fractures in Tertiary Emergency Medical Facility

○板寺 英一

成田赤十字病院　整形外科

【目的】地域の三次救急を担う当院では重症外傷が多数搬入されるため，すべての橈骨遠位端
骨折に対して多くの労力をかけられず，初期治療後は近隣医療機関へ引き継ぐことも少なくな
い．しかしながら，2012には橈骨遠位端骨折診療ガイドラインが作成され，地域の中核病院と
してこれに沿った形で治療体系を見直すべきと考え，本研究を行った．
【方法】2012年4月から2013年8月までの間に応急処置を含め当院で治療を行った橈骨遠位端骨
折患者は157名162骨折であった．そのうち当科が治療方針の決定に関わったものは130名134骨
折（AO分類A2 45骨折，A3 43骨折，B1 7骨折，B2 2骨折，B3 2骨折，C1 29骨折，C2 5骨折，C3
1骨折），さらに当科でX線学的に治療結果を確認できたものは89名93骨折（観血的34骨折，非
観血的59骨折）であった．これらの初診時AO分類および転位の程度（なし，軽度，中等度，高
度）と治療経過中の変形症例（変形残存または手術例）の割合との関連を調査した．変形の有
無の判断は基本的には診療ガイドラインに従った．
【成績】A2で転位なしまたは軽度のものには手術例はなく，変形残存も少なかった
（2/15，13％）．A3では軽度以上の転位があるものは保存例では全例で変形が残存し，手術例
も多かった（33/33，100％）．B型は症例が少ないが，中等度以上の転位例はすべて変形残存ま
たは手術例であった（4/4，100％）．C型は軽度転位例も含めてほとんどが変形残存または手術
例であった（26/27，96％）．
【結論】A2で軽度転位例と活動性の低い高齢者は保存的治療とし，早期に近医への紹介も可と
する．若年者および活動性の高い高齢者では，A2で中等度以上の転位例は再転位を考慮しての
フォローが必要である．特にA2の高度転位例，A3およびC型の軽度以上転位例は早期より手術を
考慮すべきである．
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橈骨遠位端関節内骨折の掌側ロッキングプレート固定において、関
節鏡視下整復術は必要か？　－前向き無作為化比較試験－

Is arthroscopy advantageous over fluoroscopy for articular reduction of intra-articular distal radius

fractures treated with volar locking plate fixation?

○山崎 宏, 佐々木 純, 橋本 瞬

相澤病院　整形外科

【背景】橈骨遠位端骨折における鏡視下整復術の有用性が報告されているが,誰でも行える手技
ではない.【目的】鏡視下整復術の有用性を検証する.【研究デザイン】前向き無作為化比較試
験【対象】橈骨遠位端骨折(AO分類：Type C)に掌側プレート固定術を行った症例.【介入】関節
面の整復操作を透視下群と鏡視下群に割り振った.【評価】画像評価：単純X線画像のUlnar
variance(UV), Radial inclination(RI), Volar tilt(VT),CTのgap, step,評価時期は術後
12週.  臨床評価:握力,可動域,日手会版DASH  score  (disability),評価時期は術後
6,12,24週.【統計手法】同等性の検定：群間差の95%信頼区間(CI)が限界値(評価値の10%)以
内.【結果】透視下群/鏡視下群±SD(群間差の95%CI)で示す.画像評価: UVは0.6±1.8/1.2±
1.9mm(-1.3̃0.5), RIは27±3/26±4°(-0.9̃2.5), VTは9±5/9±6°(-2.3̃3.2),gapは1.4±
1.6/1.6±1.6mm(-0.9̃0.5), stepは0.9±1.1/0.6±0.7mm(-0.1̃0.7).両群間に有意差はなかっ
た.臨床評価:6,12週では,いずれの評価でも有意差はなかった.24週では握力は健側比82±14/84
±22%(-10̃7),掌屈90±11/85±11%(-0.2̃10),背屈94±7/93±7(-2̃4),回外98±4/95±
6%(0.4̃5),回内97±7/95±%(-2̃5),DASHは4.1±4.5/11.3±13.2(-11.8̃-2.5)で,統計的には回
外とDASHで鏡視群が劣っていたが,回外は臨床的には同等であった.鏡視下群でDASHが不良な4例
があり,それらは術後合併症(手根管症候群,ばね指など)を有していた.【考察】透視群と関節鏡
群では同等な客観的評価(画像評価と握力,可動域)が得られた.整復操作としての鏡視下手術は
必須ではない.術後合併症の防止が成績向上のために重要である.【限界】軟部組織損傷を評価
していないため,軟部組織損傷の修復の有無によって臨床成績に差があるかを調査する必要があ
る.
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橈骨遠位端骨折に対する鏡視下手術の有用性
The efficiency of arthroscopic surgery for distal radius fracture

○安部 幸雄

済生会下関総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折は関節内・関節周辺骨折であり，関節内骨片の正確な整復，関節内軟
部組織損傷の処置は予後を左右する重要な因子である．手関節鏡視下手術は両者を可能とする
唯一の手技であるがその煩雑さが難点である．当科では掌側プレート固定に鏡視下手術を効率
よく組み込んだ PART 法による手術を考案し施行してきた．今回，得られた知見について述べ
る．【対象・方法】2005年以降，250関節を超える症例にPART法を施行してきた．PART法ではま
ずイメージ下に徒手整復や intrafocal pinning を駆使して可能な限りのアライメントの再
建，関節面の整復を行い，掌側プレートを近位のみスクリューを挿入して仮固定する．次に鏡
視を行い関節面の整復状況を確認し，段差，開大が残っていれば鏡視下に整復を行う．遊離体
は摘出する．こののち舟状月状骨（SL）靭帯，月状三角骨（LT）靭帯，三角線維軟骨複合体
（TFCC）の評価と処置を行う．最後にプレートを本固定する．原則として術後2日目より外固定
を除去しリハビリを開始する．【結果】1）透視下整復と鏡視下整復の乖離は約30%，術前の画
像検査にて診断困難な遊離体は13％程度に存在した，2) SL靱帯損傷は約30%，LT靱帯損傷は約
15%，TFCC損傷は約60%に合併した，3) PART 法により，掌側ロッキングプレート固定単独の文
献報告と比較し良好な成績を示した．【考察】掌側ロッキングプレートにより橈骨遠位端骨折
の手術成績は飛躍的に向上したが，なお一部の不良例は存在する．その中には関節内軟部組織
損傷が原因である場合がある．また関節面の整復不良は長期的に関節症変化を誘発する危険性
が指摘されている．鏡視下手術は橈骨遠位端骨折の治療成績を可能な限り向上させることので
きる手段であり，鏡視下手術の導入を容易にしたPART法は有効な手術手技である．
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橈骨遠位端骨折において関節鏡下関節内骨折観血的手術の有用性
Usability of Arthroscopic Repair for the Distal Radius Fractures of the wrist joint

○眞宅 崇徳, 池上 博泰, 吉澤 秀, 森 武男
金子 卓男

東邦大学　医学部　整形外科学講座（大橋）

【目的】H24年度の診療報酬改定で関節鏡下関節内骨折観血的手術が保険収載されたのを契機
に、橈骨遠位端骨折（関節内）に対して、関節鏡を用いた骨折観血的手術(ORIF)を行ってい
る。関節鏡導入前後の症例を比較したので報告する。
【対象と方法】橈骨遠位端骨折（関節内）に対して、2011.4から2012.3までにORIF施行した28
例（男4, 女24 ）を透視下群（I群）、2012.4から2013.9までに関節鏡を併用した25例（男8,
女17 ）を鏡視下群（A群）として比較検討した。ORIF前は、橈骨手根関節・手根中央関節・遠
位橈尺関節を鏡視し、軟部組織損傷と関節内骨折の評価を行い、適宜整復を行った。ORIF後に
再鏡視して関節面の整復や、Screwの関節内への突出の有無を確認した。両群間の骨折型、軟部
組織損傷、内固定材の位置、手術時間、矯正損失量、術前後のCPK、術後成績を比較した。
【結果】両群間での骨折型に差はなく、A群で軟部組織の加齢性変性に加えて外傷を契機に生じ
た損傷をより明瞭に認めた。Screwの設置位置は、A群で関節面直下により近く設置されてい
た。A群の手術時間は平均86分と、I群と比べて30分長かった。矯正損失量、CPKに有意差はなか
った。
【考察】関節鏡の併用で関節内病変の詳細な評価が可能であり、治療成績の向上に貢献し得る
と考えられる。関節鏡挿入によって皮切の追加や挿入時の関節軟骨損傷、手術時間の延長、手
関節腫脹の増悪などが危惧される。しかし、今回手術侵襲の指標とした術前後のCPKは両群間で
は差がなく、手関節鏡での術中侵襲よりも、受傷時の外力の大きさと手術までの待機期間に左
右されていた。
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橈骨遠位端骨折に対する関節鏡下整復の意義
Significance of Arthroscopic Reduction of Distal Radius Fracture

○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】我々は橈骨遠位端骨折に対し、橈骨関節面の整復や関節内軟部組織の評価と治療を目
的に関節鏡下整復(ARIF)を行ってきたので結果を報告する。【対象】当科でARIFを行った
153例、男61例女92例、右/左76/77手、平均61歳を対象とした。AO分類はＡ28手、Ｂ10手、Ｃ
115手で、術後追跡平均17か月である。全例にRCとMC関節鏡で橈骨関節面の転位と舟状月状骨
(SLj)・月状三角骨 (LTj) 関節の不安定性を、73例にDRUJ鏡で尺骨小窩の評価を行った。術後
のMayo wrist score, DASH, VASを調査した。【結果】関節内骨折でのＸ線透視下整復後の橈骨
関節面のgapは平均1.6mm、stepoffは0.4mmであった。SLjは正常86手、Geissler grade1・2が
22手、grade3・4が45手で、経皮鋼線固定を5例に靭帯再建を2例に行った。LTjは正常
92手、grade1・2が24手、grade3・4が37手で、経皮鋼線固定を2例に行った。TFCC損傷はRC関節
鏡でType１Ａ:50手、１Ｂ:6手、１Ｄ:3手、Type２:44手で、DRUJ鏡では小窩完全断裂５手 部分
断裂18例で完全断裂例は小窩に靭帯縫着した。全例の成績は平均でMayo score 84,DASH
7.1,VAS6.2であった。【考察】上記のデータの解析から、橈骨関節面整復は術前XPとCTでの関
節面転位総和が約8mm以上例はARIFの適応となり、SLjでは術前前額面CTでのSLj最遠位幅2mm以
上例は関節鏡SL安定性検査の適応となる。DRUJ不安定例やTFCC断裂例ではUV:0～(-)を目指した
橈骨整復固定を行い、尺骨小窩完全断裂では遠位橈尺靭帯縫合が必要となる。関節鏡を用いる
と、関節面の正確な整復や靭帯損傷に的確な治療が選択できる。
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橈骨遠位端関節内骨折における鏡視下整復術の必要性
Arthroscopic reduction and internal fixation for intraarticular fracture of the distal radius

○坂本 相哲, 土井 一輝, 服部 泰典

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内骨折における鏡視下整復術の必要性について検討した。
【方法】1996～2013に橈骨遠位端関節内骨折で鏡視下手術を行った症例は158例であるが、整復
固定法には変遷があり、初期は、関節内骨片間の固定を先に行い、次いで中枢骨片との固定を
行っていたが、近年はヘンリーアプローチで展開後、直視と透視で掌側の骨片の関節外骨折部
を整復し掌側プレートの楕円ホールと骨幹部をスクリュー仮固定、末梢掌側骨片とプレートを
鋼線で仮固定した後に関節鏡を行い、残存する関節内背側骨片や陥没骨片の転位を整復する
PART法を行っている。PART法を行った2007～13の59例を対象とした。性別は男15、女44、手術
時年齢61.6歳（22～87）、AO分類B1：2、B2：1、B3：3、C1：15、C2：14、C3：24、Frykman分
類3：4、4：7、7：16、8：32、土井CT分類2parts：36、3：17、4：6であった。
【結果】プレート仮設置後に関節鏡を行い、この段階で転位がなく確認のみの鏡視となったの
は25例、Step offがなくGapのみが残存し徒手的圧迫のみで整復できたのは15例、鏡視下にプロ
ーブなどで整復操作を要したのは19例であった。鏡視下整復操作を要した症例の内訳は、AO分
類ではC３に多く、Frykman分類では8型と7型、土井CT分類では4,3,2partsの順に多くみら
れ、4partsでは全例であった。術前徒手整復後CTでの関節内骨片間のGap2mm以上、Step off1mm
以上の症例に整復操作を要した症例が多くみられた。臨床成績は術後1年以上経過した37例で評
価しMayo Wrist Score 平均88.9点であった。
【結論】橈骨遠位端骨折において、牽引、圧迫などの関節外操作で大部分の整復は可能であ
る。しかし関節内陥没骨片や、Step offのある関節内骨片の整復は困難であるため、術前徒手
整復後のCTでStep offがある症例は鏡視下整復の適応である。
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橈骨遠位端関節内骨折に対する透視下整復固定術の整復精度と術後
成績―前向き研究―

Accuracy of articular reduction and clinical results of intra-articular fracture of distal radial under

fluoroscopically reduction-a prospective study-

○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・手外科センター, 2横浜市立大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内骨折の透視下整復法の有用性を評価するために，透視下に関節面を
整復し掌側ロッキングプレート（VLP）固定を行った後に，鏡視下に関節面整復精度を確認する
と共に患者立脚評価を交えた術後成績を前向きに調査したので報告する．【対象と方法】対象
は術後1年以上経過したAO C３型橈骨遠位端関節内骨折85例で，年齢は平均61才，平均経過観察
期間は14ヵ月であった．透視装置はGE社製OEC9800,9900を使用した．手術は透視下に関節面の
gapとstep offを1mm以下に整復し，手技と後療法は統一した．これら症例に受傷時と術後，調
査時でRadial Inclination(RI), Palmar Tilt(PT)，Ulnar Variance (UV), Gap(G), Step
off(SO)を計測しＸ線的評価を行った．さらに臨床的評価としてMayo ScoreとDASH scoreで行っ
た．また，VLP固定後に関節鏡にてgap,  step  offを計測し透視下整復精度を評価し
た．【結果】RIは受傷時16.4度が術後23.4度(p＜0.001)，調査時25.0度 ，PTは-11.0度，9.6度
(p＜0.001)，9.7度 ， UVは4.4mmが0.8mm(p＜0.01)，1.7mm(p＜0.01)と整復位は良好に獲得，
保持されたがUVに術後有意な短縮を認めた．Gは4.7mmが1.0mm(p＜0.01)，1.1mmでSOは2.0mmが
0.1mm(p＜0.01)，0.2mmと良好な整復と保持が得られた．Mayo Scoreは平均87.3点と良好な成績
が得られた． DASH scoreは平均9.6と能力低下は少なかった．関節面の整復精度は透視下では
全例gap,  step  offとも1mm以下に整復されていたが，鏡視下ではgapは平均
1.4mm(p＜0.05)，step off平均0.5mmとgapが有意に大きかったが，2mm未満に整復されてい
た．【結論】透視下整復は良好な臨床成績が得られた．鏡視下整復と比較して整復の正確性は
劣るが，gap, step offともに平均2mm未満には整復され臨床的には最小の範囲内と考えた．
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ＡＯ分類Ｃ型橈骨遠位端関節内骨折に対する関節鏡視下手技
Arthroscopic reduction and procedure for AO type C Intra-articular Distal Radius Fractures

○寺浦 英俊1, 川端 確1, 五谷 寛之2, 坂中 秀樹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】橈骨遠位端骨折に対する治療は掌側ロッキングプレートがスタンダードとなってい
る。我々は関節内骨折の鏡視下整復、軟部組織損傷の評価・治療も併用している。関節鏡所見
に基づいて分類した。【対象と方法】透視下で出来る限り整復、次に掌側関節内骨片を直視で
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や
靱帯損傷を認めれば関節鏡視下手技が有効となる。対象は軟部組織変性が少ない50歳以下で経
過観察1年以上の54例、男性42例、女性12例、平均年齢32.9歳、AO分類
C1：11例、C2：13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2を1点、3を2点、4以上を3点、Gap, step off 0～1ｍｍを0点、1～2ｍｍを1点、2ｍ
ｍ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】骨片
数平均3.1個、gap 0～6（平均1.8）mm、step off  0～4（平均1.2）mm、step off 2mm 以上残
存は9例（17％）、TFCC損傷29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C1：3.2点、C2：3.7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（11例）90点、grade
II（30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有効と考えられた。Grade IIIでもgrade
I, IIと同等の治療成績が得られた。
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橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する矯正骨切術の骨折型の違いによ
る術後成績の影響

The effect of initial fracture type for clinical result of corrective osteotomy for malunited distal radius

fractures

○村瀬 剛, 岡 久仁洋, 田中 啓之, 大森 信介
川西 洋平

大阪大学　整形外科

【目的】今回我々は橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切術の術後成績に初回受傷時骨折
型が及ぼす影響について検討したので報告する。
【対象と方法】2003年5月から2012年8月に橈骨遠位端変形治癒に対し矯正骨切術を施行した43
例のうち6ヵ月以上追跡調査可能であった36例を対象とした。男性8例、女性28例、平均手術時
年齢は50.7歳（12～72歳）。初回受傷時の骨折型がAO分類A関節外骨折をA群、C関節内骨折をC
群とした。A群24例、C群12例、平均観察期間はA群22.2ヵ月、C群23.1ヵ月。臨床評価は手関節
屈伸、前腕回旋可動域、握力健側比、Mayo  Wrist  Score（MWS）をX線評価は、volar
tilt(VT)、radial inclination(RI)、ulnar variance(UV)の健側との差を評価した。年齢、追
跡期間、術前臨床評価、術前X線評価で両群に差はなかった。
【結果】術後手関節屈伸可動域はA群130°（術前97°）、C群133°(術前99°)に改善、前腕回
旋可動域A群163°（術前127°）、C群174°（術前162°）に改善、握力健側比A群79％(術前
53％)、C群88％（術前48％）に改善した。術後臨床評価、MSWは両群間に有意差は認めなかっ
た。術後X線評価ではVT、RI、UVの健側差は各々A群-5.7°、-1.2°、0.4mm、C群-7.7°、-
1.0°、0.5mmと矯正の程度に2群間に有意差を認めなかった。
【考察】受傷時に関節内骨折が存在しても骨癒合時に関節内転位がなければ、橈骨遠位端骨折
変形治癒矯正骨切り術の成績は関節内骨折を伴わない症例と同等であった。
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非透析患者と透析患者における手根管症候群のMRIの比較検討
Comparison of magnetic resonance imaging of carpal tunnel syndrome between idiopathic and

hemodialysis patients

○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】透析患者と非透析患者の手根管症候群（以下CTS）におけるMRIの形態的違いを比較す
ることで透析患者のCTSにおける形態の特徴を検討すること
【対象・方法】対象はCTSと診断された非透析患者20例23手と透析患者22例23手。非透析患者の
平均年齢は67.1歳、男性8例8手、女性12例15手であった。透析患者のうち初回患者の平均年齢
67.2歳、男性9例9手、女性6例7手、平均透析期間は19.6年、再発患者の平均年齢62.4歳、男性3
例3手、女性4例4手であった。これらに対し手根幹部を1.5TのMRIで撮像し、有鈎骨鈎レベルで
の手根管面積、正中神経、浅指屈筋(FDS)、深指屈筋(FDP)、長母指屈筋(FPL)の断面積を計測し
た。透析初回群と非透析群、さらには透析初回群と透析再発群について検討した。
【結果】非透析群と透析初回群とでは手根管面積、正中神経断面積は変わらなかった
が、FDS、FDP、FPLの断面積において透析初回群が有意に大きかった。また透析初回群と透析再
発群については再発群で透析期間が有意に長く、さらに手根管面積、およびFDP断面積が再発群
で有意に大きかった。
【考察】透析患者の手根管症候群は手根管内にアミロイド蛋白が沈着し、手根管の相対的な狭
小化を生じて内圧が上昇することが原因と考えられている。透析初回群では非透析群よりも
FDS、FDP、FPLの断面積が有意に大きい事より、屈筋腱の肥大が透析患者の手根管発症に関与す
ると考えられた。また、再発群では初回群に比べ手根管開放術を受けているため手根管面積が
有意に広くなっていると考えられるが、腱成分が初回よりもさらに太くなることで手根管の相
対的な狭小化が生じ、症状が再燃している可能性が示唆された。
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血液透析患者の手根管症候群における術後長期成績
Long-term Clinical Results Following Endoscopic Management for Haemodialysis Related Carpal 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　整形外科, 2おくつ整形外科クリニック

はじめに：血液透析患者の生存期間は導入後40年を超える時代となった。われわれは透析患者
に発症した手根管症候群(CTS)に対して1986年よりUniversal Subcutaneous Endoscope (USE)
systemを用いた鏡視下手根管開放術を行っている。初回術後の維持透析によりアミロイドが手
根管内に継続して沈着し、再び手根管の相対的狭小化を起こしてCTSが再発するため、術後長期
の管理が重要である。
対象と方法：初回術後10年以上経過観察可能であった症例の、術前・術後の正中神経領域のし
びれ、痛覚・触覚障害、徒手筋力テスト(MMT)による短母指外転筋(APB)筋力、知覚神経遠位潜
時(DSL)、運動神経遠位潜時(DML)、再発時2回目以降の手術の有無について調査した。
結果：初回手術2,957手(1,935症例)中264手が対象となった。手術時平均年齢52歳、手術時平均
透析期間17年、術前しびれ97%、痛覚障害74%、触覚障害78%、APB-MMT[0,1,2,3]41%、DSL異常
77%、DML異常91%であった。術後しびれ消失96%、平均63日；痛覚正常化97%、平均8週；触覚正
常化96%、平均11週；術前APB-MMT[0,1,2,3]から術後[5]へ改善79%、平均245日；DSL改善93%、
平均460週；DML改善97%、平均497週であった。これらのうち、再手術（鏡視下神経剥離術）を
76手29%、術後平均11年で行った。更に再再発に対して21手で浅指屈筋腱切除術を初回手術後平
均13年で、2手で鏡視下神経剥離術を初回手術後平均12年で行った。
考察：生涯に複数回の手術操作を必要とする可能性があるため各手術は低侵襲で施行すること
が望ましい。
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長期透析患者の手根管症候群に対する小皮切手根管開放術の治療成
績

Results of Open Carpal Tunnel Release through a Small Skin Incision in Haemodialysis Patients

○森澤 妥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

【目的】長期透析患者の手根管症候群に対しては大別すると直視下に屈筋支帯を切離し滑膜を
切除する術式とその対極として最小侵襲下に神経を除圧する鏡視下手根管開放術がある。現時
点で滑膜切除の有効性は明らかでない。われわれはその両者の利点をそなえた小皮切手根管開
放術を施行している。すなわち初回手術例で母指球筋の高度な萎縮がなく、指の拘縮のために
腱剥離を要しない症例に対して手掌部に約1.5cmの小切開を加えStriker社のKnife lightを用い
て屈筋支帯を切離する術式を用いてきた。今回、その手術成績を報告する。
【対象と方法】対象は長期透析患者28例35手である。男性14例、女性14例、手術時年齢は平均
64歳、透析歴は平均16年、シャント側20手、非シャント側15手であった。検討項目はKellyの評
価基準を用いた術後成績評価（4段階）、合併症とした。
【結果】夜間痛・透析時の疼痛は全例で術後早期に改善した。術後成績はExcellent　
20手、Good 15手であった。術中、神経・動脈損傷はなかった。術後、有痛性瘢痕、創部
痛、pillar painを訴える患者はいなかった。
【考察】近年、透析手根管症候群に対しても侵襲の少ない術式が適用されてきている。本法は
１．直視下に神経の除圧を確認可能、２．正中神経反回枝を確認可能、３．神経外神経剥離が
可能、４．手掌小皮切であり正中神経掌側皮枝損傷、有痛性瘢痕が生じにくい、５．鏡視下法
ほど熟練度を要しない、という点で有用な術式と考えられた。さらに透析例という点では再手
術時の瘢痕が少ない、ある程度の滑膜切除が可能であるという利点がある。透析手根管症候群
の再発は不可避である以上、初回手術はできるだけ低侵襲で再手術時に癒着・瘢痕が少ない手
術が良いと考えられる。
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長期血液透析に伴う再発性手根管症候群に対する浅指屈筋腱抜去術
の長期成績

The long term results of FDS removal to the recurrent carpal tunnel syndrome with haemodialysis patients

○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】長期血液透析に伴う初発手根管症候群（以下CTS）に対して適切な手根管開放術が行わ
れても，手根管内にアミロイド沈着が進行し再発あるいは再々発CTSを呈することがある．その
ような症例に対して浅指屈筋腱（以下FDS）抜去術を施行し，術後成績に関して第46回日本手外
科学会にて報告した．今回，われわれは，その後，再発あるいは再々発CTSにたいしてあらたに
FDS抜去術を施行した症例の術後成績を加え，以前行った症例の長期成績に関しても検討した．
若干の文献的考察を加えて報告する．
【対象と方法】対象は2005年1月より2012年12月までの期間に，当院にて再発，あるいは再々発
CTSに対してFDS抜去術を施行した71症例（男性35例，女性36例）である．透析年数　26.5±
2.3年，手術時年齢64.4±15.5歳であった．術前後の自覚症状，示指から小指の指尖手掌距離
（TPD），握力，電気生理学的検査所見について検討した．また，FDS抜去後に生じうる手指変
形などの合併症を検討するため術後5年以上経過した症例13例で同様の検討を行った．
【結果】自覚症状は全例で改善を認めた．平均TPDは示指4.3cmから2.0cm，と改善していた．ま
た握力は平均5.5kgから12.0kgへと改善した．術前終末潜時は平均10.0±2.3msから5.3±1.2ms
へ改善した．術後5年以上経過した症例13例のうち，11例が死亡していた．残る2人では手指変
形を認めず，臨床的にはCTS再発症状を呈していなかった．
【考察】長期血液透析患者に発症する再発あるいは再々発CTSに対するFDS抜去術は、腱滑走障
害を改善し，また同時に電気生理学的にも回復を得ることが可能である．術後の手指変形など
が危惧されるが，残念ながらCTS再発を呈する時点で生命予後は限られており変形を考慮する必
要はないと考えた．
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透析・シャント肢の橈骨遠位端骨折の手術療法
Surgical Treatment of Distal Radius Fracture in the Forearm with Arteriovenous Fistulas

○野口 京子, 村上 栄一, 安藤 晃, 黒澤 大輔

仙台社会保険病院

【目的】血液透析患者のシャント肢に生じた橈骨遠位端骨折では,シャント血管（以下シャン
ト）が手術の妨げとなることがある。今回,我々は術前にドップラー血流計,シャント造影を用
いシャントの走行を評価,これを参考に術式の選択を行なった。【対象】2012年以降、観血的治
療を行なったシャント肢・橈骨遠位端骨折は7例である。平均年齢61(52～81）歳,透析年数は平
均8(１～20)年,骨折型はAO分類A2：3例,C1：1例,C2：1例,C3：2例であった。【方法】全例ドッ
プラー血流計を用い前腕のシャントの走行を皮膚上に描出。2例はシャント造影よるシャントの
走行確認を追加した。掌側に大きな側副血行路が存在する場合,創外固定術を選択,橈掌側にシ
ャントが存在しても側副血行路の横走がない場合,皮切を通常より尺側におき血管を回避,ロッ
キングプレートによる内固定を行なった。臨床評価として手関節可動域,健側比握力,Mayo
wrist  scoreを評価した。X線学的評価として術前・術直後・最終経過観察時のUlnar
Variance(UV),Radial Inclination(RI),Volar Tilt(VT)を計測した。【結果】2例に創外固定
術,5例に内固定術を行なった。術中出血は平均21.7ｍｌ,術後シャント使用再開は平均4.7日で
あった。関節可動域は背屈平均51.6°,掌屈52.2°,回内86.7°,回外90°健側比握力
83.1％,Mayo wrist scoreは平均96.3点であった。最終観察時のＸ線学的評価においてUV平均
１.5mm, RI22.3°,VT9.3°であった。【結語】1)シャント走行の評価にドップラー血流計、シ
ャント造影は有用であり,これにより術式の選択が可能であった。2)術後のシャント穿刺を考慮
すると,創外固定はHoffmann typeよりmonotubular typeが望ましい。3)シャント血管を回避す
るため,通常よりやや尺側に皮切を置くことにより,安全に橈骨掌側へのアプローチが可能であ
った。
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透析患者のシャント側に発症した橈骨遠位端骨折の治療経験
Treatment strategy for distal radius fractures on arteriovenous shunt forearm in maintenance hemodialysis

patients.

○杉山 陽一1, 内藤 聖人1, 金子 和夫2, 大林 治1

1順天堂大学　医学部附属　静岡病院　整形外科, 2順天堂大学　整形外科

[はじめに]橈骨遠位端骨折の治療は徒手整復後のギプス固定や掌側ロッキングプレート（以下
VLP）などを用いた手術治療など治療側の選択に依存するもののおおむね安定した結果が得られ
ている。しかしながら、骨折部周囲の軟部組織に問題を抱える症例ではこの限りではない。今
回我々は、橈骨動脈にシャントを造設した慢性腎不全患者のシャント側の橈骨遠位端骨折に対
し、VLPを用いた手術治療を行なったので報告する。 [対象と方法]2012年に当院で手術加療を
行なった橈骨遠位端骨折35症例のうち、慢性腎不全患者のシャント側に発症したのは3例（平均
年齢55歳、男性2例、女性1例）であった。シャント保護と骨折の解剖学的整復固定を治療の目
標とし、手術加療を行なった。手術は腕神経叢ブロック下に駆血帯非使用で行なった。Henry侵
入法で展開し、VLPを用いて整復固定を行なった。[結果]全例でシャント機能不全は認めず、骨
癒合を得た。また、腱損傷など一般的な橈骨遠位端骨折に対するVLPによる合併症も認めなかっ
た。[考察]橈骨遠位端骨折治療では保存治療が選択されることが多い。しかしながら、慢性腎
不全患者の場合、整復操作によるシャント部分の血栓形成や、皮膚・皮下組織への侵襲を考慮
する必要がある。さらに、保存治療中のギプス固定は慢性腎不全患者の皮膚には良い影響は与
えない。一方、Henry侵入法は橈骨動脈の尺側から橈骨へ侵入する方法であり、愛護的な軟部組
織展開ができればシャント部分に侵襲が加わることはない。駆血帯を使用できないことは手術
を煩雑にするが、注意深く止血を行なうことにより手術は可能である。以上より、慢性腎不全
患者のシャント側に発症した橈骨遠位端骨折に対してVLPを用いた手術治療はシャントや軟部組
織に対して愛護的治療である。
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手根管症候群の早期発見のためのスクリーニング・ツールの作成
Making of the screening tool for early detection of the carpal tunnel syndrome

○佐藤 彰博1, 藤原 健一1, 對馬 均2, 湯川 昌広3

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　健康支援科学領域

3弘前大学大学院　医学研究科　整形外科学講座

【はじめに】筆者らは手根管症候群の早期発見のための簡単にセルフチェックが可能なスクリ
ーニング・ツールの作成を目指している．そこで疾患特異的患者立脚型アウトカムであるCTSI-
JSSHの項目を絞り込んだ質問表を作成した．今回，実際に質問表の有用性を調査する前にカッ
トオフ値を明らかにすることを目的とした．【対象と方法】手根管症候群患者（以下，患者
群）19名（男性6名，女性13名）と年齢・性別・身長・体重をマッチングさせた上肢疾患の既往
のない対照群42名（男性11名，女性31名）を対象とした．質問表は，これまでに筆者らが行っ
た研究から有用であると考えられた4項目に1項目を追加した5項目とした．分析ははじめに年齢
・性別・身長・体重の差を2標本t検定とχ 2独立性検定によって解析した（有意水準5％）．次
にROC曲線をもとにYouden indexによりカットオフ値を決定し，2×2分割表により感度・特異度
・陽性尤度比・陰性尤度比を求めた．【結果】年齢・性別・身長・体重には有意な差があると
はいえなかった．質問表の得点は，患者群11.9±3.3点，対照群5.4±1.1点であった．Youden
indexは8点で最高値の0.92となった．カットオフ値の8点を陽性としたときの質問表の感度は
0.95，特異度0.98，陽性尤度比39.79，陰性尤度比0.05であった．【考察】CTSI-JSSHをもとに
回答者の負担を少なくし，簡単にセルフチェックできるような5項目からなる質問表を作成し
た．その結果，8点以上で手根管症候群である可能性が高いことが示唆された．現在，本研究結
果をもとに実際に手根管症候群の早期発見に有用であるかどうかを調査中である．しかしなが
ら，他の上肢神経障害においても陽性となる可能性があることから，本質問表がスクリーニン
グに有効であることを確認後，鑑別についても検討していく予定である．
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手根管症候群のしびれに対するPain Visionを用いた評価の検討
Evaluation of symptoms of Carpal tunnel syndrome using Pain Vision

○乾 淳幸, 国分 毅, 美舩 泰, 西本 華子, 黒坂 昌弘

神戸大学大学院医学研究科整形外科

目的；手根管症候群の診断は、病歴、理学所見および神経伝導速度検査（NCS）により行われて
いる。重症度の判定にはNCSの結果に基づいて分類されることが多いが、患者の主訴に基づくし
びれについては正確な評価が困難であることが多い。Pain Visionは経皮的電気刺激を患者に与
え、痛み感覚と刺激電流を比較することで痛みを定量評価できる装置である。本研究の目的は
手根管症候群症例のしびれの評価におけるPain Visionの有用性を検討することである。対象と
方法；対象は理学所見・電気生理学的検査より手根管症候群と診断された30例である。男性
4例、女性26例であり、平均年齢は68.3歳であった。これらの症例にPain Visionによる痛み
度、11段階の痛みスケール(NRS)、quick-DASHスコアの測定並びにNCSの結果に基づいた電気生
理学的重症度の分類を行い、各々の相関の有無について検討した。結果；正中神経遠位潜時や
感覚神経伝導速度とPain Visionにて測定された痛み度との間に相関関係は認められなかった。
また、電気生理学的に軽症群と重症群に分類した場合、2群の痛み度の間には差は見られなかっ
た。NRSと痛み度については正の相関関係を認める一方で、quick-DASHスコアと痛み度について
の相関関係は認められなかった。考察；手根管症候群での自覚的な痛みやしびれの程度と電気
生理学的な重症度は相関に乏しいとの報告も多く、今回のPain Visionを用いた研究でも同様の
傾向を認めた。しかしながら痛み度はNRSとは相関しており、自覚的なしびれの程度を数値を用
いて視覚的に評価できるという点で、手根管症候群に対する有用な治療効果判定ツールになり
得ると考えた。
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神経障害性疼痛を有する手根管症候群患者の臨床的特徴
Neuropathic pain in the patients with carpal tunnel syndrome

○園畑 素樹1, 鶴田 敏幸2, 峯 博子2, 浅見 昭彦3

馬渡 正明1

1佐賀大学　医学部　整形外科, 2鶴田整形外科, 3佐賀社会保険病院　整形外科

【はじめに】手根管症候群（CTS: carpal tunnel syndrome）は神経障害性疼痛（NP:
neuropathic pain）の原因疾患の一つである。NP診断のサポートツールには様々なものがある
が、CTSに特化したツールはない。今回、NPを伴うCTS患者の特性について調査したので報告す
る。【対象と方法】2011年12月から2013年6月までに臨床症状と電気生理学的結果によりCTSと
診断を受けた症例のうち、上肢に他疾患の既往のある症例、調査データが不完全な症例を除外
した127例143手を対象とした。男性46例51手、女性81例92手、平均年齢66歳、平均罹病期間は
26か月であった。NPの評価には、painDETECTを使用した。painDETECT 12点以下「侵害受容性疼
痛」99手、13-18点の「神経障害性疼痛を含む」29手、19点以上の「神経障害性疼痛」15手の3
群に分類し、年齢、性別、罹病期間、正中神経遠位潜時、疼痛の程度（VAS: visual analogue
scale）、知覚テスト（Semmes - Weinstein Monofilaments test）、短母指外転筋筋力、握
力、Tip pinch（母指・示指間、母指・小指間）、夜間痛の有無について３群間で検討を行っ
た。【結果】VASは、「神経障害性疼痛を含む」群と「神経障害性疼痛」群が「侵害障害性疼
痛」群に対して有意に高値であった。夜間痛は「神経障害性疼痛を含む」群、「神経障害性疼
痛」群が「侵害障害性疼痛」群に対して有意に多く有していた。他の項目では有意差を認めな
かった。【考察】VASの大きい症例では神経障害性疼痛を伴う傾向にあった。また、夜間痛の有
無は神経障害性疼痛を簡便に判定するための有用な所見である事が示唆された。
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術前の不安傾向と抑うつ状態が手根管症候群の術後短期成績に及ぼ
す影響

The Effect of Pre-operation State Trait Anxiety Inventory and Self-rating Depression Scale on Short Term

Results of Open Carpal Tunnel Release

○寺山 恭史, 岩倉 菜穂子, 加藤 義治

東京女子医科大学　整形外科

【目的】疼痛と心理的要素の関係については腰痛や，関節リウマチ，外傷性腕神経叢損傷など
さまざまな報告がある．しかし手根管症候群に対する報告はほとんど無い．本研究の目的は術
前の不安尺度やうつ性の自己評価尺度が手根管症候群の術後の短期成績に及ぼす影響について
検討することである．
【方法】対象は手根管開放術を行った患者のうち6ヶ月以上経過を追うことのできた患者19例
(男6例，女13例)．平均年齢は71.6歳，平均経過観察期間は12.2ヶ月，術前および術後1年に不
安測定である日本語版STAIとうつ病の自己評価尺度であるSDSを評価した．また術前，術後3ヶ
月，6ヶ月，9ヶ月，１年に上肢障害評価表Quick DASH，CTSI-JSSH，しびれのVAS scoreを評価
した． STAI特性不安およびSDSを高い群と低い群にわけ，術前・術後3ヶ月・術後6ヶ月以降の3
群の推移に関して比較検討した．また術前と術後1年でのSTAI，SDSについても検討した．
【結果】STAI特性不安およびSDS の高い群では術後3ヶ月ではいずれのスコアも改善を認めなか
ったが、術後6ヶ月以降に有意な改善を認めた．一方、低い群ではCTSI-JSSHの症状の重症度ス
コア以外は術後3ヶ月から有意な改善を認めた．STAIおよびSDSは術前と術後1年で有意差を認め
なかった．
【考察】STAI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．本研究より不安傾向の強い患
者，抑うつ状態にある患者は術後早期の機能的改善や自覚症状の改善は得られにくいが，術後6
ヶ月以降は症状の改善が得られていた. 精神的な要素は術後6ヶ月の成績には影響がないと考え
られる.
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既存区域特異的評価表に基づいた新たな疾患特異的評価表の作成　
－手根管症候群での試みと評価－

A proposal of a method to make a disease-specific instrument based on region-specific instrument

○中野 智則1, 栗本 秀1, 建部 将広2, 篠原 孝明3

平田 仁1

1名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学, 2安城更生病院整形外科

3中日病院整形外科　名古屋手の外科センター

【目的】疾患や病態を捉え評価することは臨床評価に不可欠であり、様々な評価表が使用され
ているが、validationされた機能評価表を新たに作成するには膨大な労力と時間を要する。そ
こで、既存区域特異的評価表から統計学的手法によって項目を絞り込み疾患特異的評価表を作
成し、その有用性と妥当性を評価した。
【方法】手根管症候群(CTS)で手術を受けた56例の患者立脚型上肢機能評価表Hand20データか
ら、CTSと相関が高い項目を抽出した。項目の抽出には主成分分析、標準化反応平均
(SRM)、Equidiscriminative Item-Total Correlation Approach(EITC)法を用い、Hand20の4つ
のconceptが保持される様に項目を選択した。新たな評価表の反応性を別の患者群で評価した。
【結果】Sperman-Browneの公式から項目数は7とし、主成分分析、SRM、EITC法の各手法でCTSと
相関の高い項目をそれぞれ抽出した。各手法から重複して抽出された5項目
(第7、9、10、12、18項目)に、Hand20のconcept(physical  functioning、mental
health、symptom、role physical)保持に必要な2項目(第19項目：symptom、第20項目：mental
health)を追加した。選択した7項目をHand-CTSとした。術後半年と1年でのSRMはHand20で0.53
と0.92、Hand-CTSで0.61と1.07であり、別の患者群16例では術後半年のSRMはHand20で
0.69、Hand-CTSで0.79であった。
【結論】既存の評価表から目的とした疾患に特化した新たな疾患特異的評価表を作成した。SF-
12やQuickDASHのような評価項目数の削減は異なり、この方法は評価対象を絞り込み反応性を高
くするものであり、他の疾患にも適応できる可能性がある。通常は複数の疾患または合併症の
評価には多数の評価表を併用する必要があるが、この方法によって、Hand20データの蓄積で様
々な状況に対応できることが期待される。
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手根管症候群手術後2年以上経過後の就労状況，手の痛み、しび
れ，動作障害に関するアンケート調査

Questionnaire survey of the working situation and residual complaint more than two years after carpal

tunnel release

○畑中 大介1, 内山 茂晴2, 林 正徳2, 池上 章太2

加藤 博之2

1相澤病院　整形外科, 2信州大学　医学部　整形外科

【目的】手根管症候群（carpal tunnel syndrome：CTS）の保存治療無効例には、手根管開放術
が行われ、予後は良好と考えられている。本邦における手術後の就労状況、2年以上経過後の
CTS instrument（CTSI）および手指のしびれについて、アンケート調査により明らかにするこ
とを目的とした。【対象・方法】本施設で2006年～2010年に手根管開放術を行った105例のう
ち、特発性CTS患者55例に手術直前と調査時の就労状況、生活習慣等に関しする項目、および患
者立脚型評価を含むアンケートを送付した。有効回答を得た34例を対象とした。手術時平均年
齢61（34-83）歳、男性6例、女性28例。術式は鏡視下31例、直視下7例。術後平均経過期間は
44（25-76）か月であった。術後休職なし群とあり群、CTSI の改善群と不変または悪化群、調
査時VASの良好群と不良群に分け、関与する因子について単ロジスティック回帰分析を行っ
た。【結果】34例中33例は術前に専業主婦を含む様々な職種に従事していた。術後は50%が休職
期間を設けていたが、91％の例が1か月以内に復帰していた。CTSI-Symptom Scoreは術前平均
2.42から調査時平均1.46と有意に改善していたが、2点以上のしびれが残存、あるいは改善不良
例が7例（21％）あった。調査時のVAS値は0～96mm、中央値7mmで、11mm以上が14例（41％）存
在した。術後の休職に関する有意な因子は今回の調査からは明らかでなかった。年齢はCTSIの
有意な予後不良因子であった。体重が多いこと、運動習慣があること、一週間あたりの休日数
が多いことがVASの不良因子であった。【結論】職場復帰までの期間は本研究では1か月以内が
91%で欧米報告より短い傾向であった。本研究結果では、手根管開放術後に手または手首の疼痛
あるいはしびれが残存する例は少なくないことを示していた。
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手根管症候群の年代別治療成績についての検討
Clinical Presentation of Carpal Tunnel Syndrome Separated by Age

○坪根 徹

周東総合病院　整形外科

【目的】当院は高齢者の多い地域に立地しており手根管症候群患者の年齢層も高い傾向にある.
そして,高齢者ほど手根管開放術後もしびれ等の愁訴が継続する症例が多い印象を受ける. そこ
で,手根管開放術施行症例の年代別臨床像を調査したので報告する.【対象と方法】2011年4月以
降, 手根管開放術を施行した85手中, 同一術者が治療, 評価した患者で, 透析などの基礎疾患
を有さず, 3カ月以上経過観察可能であった42手を対象とした. 年齢は44～89(平均73.2)歳, 性
別は男14手, 女28手であった. 手術は, 局所麻酔下に二皮切法にて行った. 年代は老年医学の
定義に基づいて, I群: 生産年齢人口(15～64歳) 10手, II群: 前期高齢者(65～74歳) 6手,
III群: 後期高齢者(75～84歳) 16手, IV群: 超高齢者(85歳以上) 10手に群分けした. 評価は,
病期を浜田の分類に, 電気生理学的重症度(補助診断として37手に施行)を金谷らの分類に従っ
て行い, 術後成績をKellyの分類に拠った.【結果】術前病期評価(grade I/II/III)は,I群
3/7/0手,II群 2/3/1手,III群 3/8/5手,IV群 1/4/5手であった.金谷分類(1/2/3/4/5期)は,I群
0/1/7/1/0手,II群 0/0/4/1/1手,III群 0/1/6/3/3手,IV群 0/1/1/1/6手であった.高齢になるほ
ど病期が進行している傾向にあり,電気生理学的検査結果がそれを裏付ける形となった.術後成
績(excellent/good/fair/poor)は,I群 8/0/1/1手,II群 3/2/1/0手,III群 3/8/5/0手,IV群
0/5/5/0手であり,年代が上がるにつれてfairが増える傾向にあった.【考察】手根管開放術後の
手術成績は,加齢による神経変性を伴う高齢者の手根管症候群でも一般的に良好とされる.しか
し,今回の調査では,年齢が高くなる程何らかの愁訴が残る症例が多い傾向にあり,必ずしも良好
な成績を獲得し得るとは言えなかった.
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80歳以上の高齢者に対する手根管開放術の有効性
The outcome of carpal tunnel release in elderly patients over eighty year's old

○加藤 義洋, 石垣 大介, 豊野 修二

済生会山形済生病院整形外科

【緒言】
高齢人口の増加に伴い、高齢者に対する手根管開放術を行う機会が多くなってきているが、手
術の有効性については議論がある。今回80歳以上の高齢者に対する手根管開放術の有効性を検
証する。
【対象と方法】
手根管症候群に対し、手掌内切開による手根管開放術を行った手術時年齢80歳以上の高齢者の
うち、術後6か月間追跡可能であった10例（男性：2例、女性：8例）12手を対象とした。調査項
目は短母指外転筋（APB）で導出した運動神経遠位潜時（DML）を術前に測定し、術前および術
後１，３，６か月に手根管症候群質問票（CTSI）、Semmes-Weinsteinテスト（SWT ）、二点識
別覚（２PD）及びピンチ力を調査した。術後の0点（満点）～10点（不満）のスケールによる全
般的満足度も調査した。
【結果】
術前のDMLは12手中7手が導出不能であった。術後6か月でSWTが2フィラメント以上改善したのは
12手中10手、２PDが改善したのは12手中9手であった。ピンチ力が1kg以上改善したのは12手中5
手にとどまった。CTSIではSS合計点の平均値は術前2.9から術後6か月で1.7、FSは2.6から1.6と
改善した。全般的満足度も術後1か月時平均4.7から術後3か月時4.0、術後６か月時2.2と改善し
た。
【考察】
　術前のDMLが導出不能の例が多いにも関わらず、CTSIで評価した自覚症状および全般的満足度
は改善が得られた。しかし過去に演者らが報告した64歳以下の例と比較すると改善の度合いは
不良であった。一方、知覚評価およびピンチ力は改善が得られない例が認められ、特にピンチ
力が1kg以上増加した例は半数以下にとどまった。高齢者でも自覚症状の改善は期待できるの
で、手根管開放術を積極的に行ってもよいと考えられるが、母指球筋力の改善が不十分となる
可能性を認識する必要がある。
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後期高齢者特発性手根管症候群における直視下手根管開放術の手術
成績

Outcomes of Open Carpal Tunnel Release in Eldery people

○黒川 陽子

周南市立新南陽市民病院　整形外科

【目的】手根管症候群（以下CTS）の術後成績は一般的に良好であるが、高齢者では、時に術後
経過不良例を散見する。75歳以上の後期高齢者の直視下手根管開放術の術後成績について調査
する。【方法】2010年4月より2013年8月までに当院にて手術的治療を行った手根管症候群32例
のうち、75歳以上の13例16手について検討した。手術は全例、局所麻酔下手掌内小皮切
（約3cm）で行った。【結果】平均年齢82.4歳（77～99歳）、男8例女5例、右10手左6手（うち
両側同時3例）。平均手術時間は単数手41分、両側同時は105分であった。術後平均観察期間は
224日（8カ月）。13例中3例（23.1%）に術後早期からのしびれの増強を認めた。12.5％に術後
短母指外転筋（APB）の終末潜時の遅延を認めた。13例中1例で再手術を要した。【考察】高齢
者では罹病期間が長いことに加え、長年農作業に従事している例も多く、多くの症例で横手根
靭帯（TL）が高度に肥厚していた。手根管開放術を行った後、しびれが逆に増強する成績不良
例を認めた。これらは後期高齢者のなかでも、とくに超高齢者に多い傾向であった。しびれの
増強した症例にたいしては、NSAIDｓやプレガバリン内服、外用剤の使用などで対応した。【ま
とめ】後期高齢者特発性手根管症候群における直視下手根管開放術では、とくに、超高齢者で
しびれの増強を認めるなど、成績不良例が認められた。
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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
Clinical outcome of endscopic carpal tunnel release 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】高齢者の手根管症候群（以下、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2012年までに当院で手術を行なっ
た特発性CTSは585手であった。このうち、術後3ヶ月以上の経過観察が可能であった251例322手
を対象とし、75歳以上の後期高齢者92手、65～74歳の前期高齢者97手、64歳以下の133手の3群
に分けた。術前、術後3ヶ月における自覚症状（しびれ感、夜間痛）、電気生理学的所見（APB
の終末潜時、振幅）について調査した。また、182例では、術前後のDASHと手根管症候群質問表
（以下、CTSI）を検討した。【成績】しびれ感、夜間痛は後期、前期ともに90%以上で改善して
いたが、64歳以下と比べると不良であった。APBの終末潜時、振幅は3群ともに術前より回復し
ており、回復の差には有意差はなかった。DASHは、後期では術前平均48が術後平均30に、前期
では28が14に、64歳以下では27が9に改善した。後期が、術前後とも不良であったが、3群間で
の術前後の改善点数に有意差はなかった。CTSIのSSは、後期では術前平均2.71が術後平均
1.73に、前期では2.51が1.46に、64歳以下では2.47が1.43に改善した。FSは、後期では術前平
均2.59が術後平均1.82に、前期では1.90が1.43に、64歳以下では1.83が1.2に改善した。後期の
FSが術前後ともに不良であったが、3群間での術前後の改善点数にはSS、FSともに有意差はなか
った。【結論】高齢者はCTSの予後不良因子とされていたが、ECTRの術後成績は、前後期ともに
64歳以下と比べて同等の改善が得られていた。
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TTRアミロイド沈着を認めた手根管症候群の臨床的特徴
The clinical features of idiopathic carpal tunnel syndrome with TTR amyroid deposition.

○大茂 壽久

戸畑共立病院　整形外科

【目的】手根管症候群の原因の一つに野生型トランスサイレチン（TTR）アミロイド沈着が関与
しているという報告が散見される。TTRアミロイドは、手根管以外では、主に心臓に沈着し最終
的には心不全に陥ることが知られている。本研究の目的は、手根管症候群患者の屈筋腱滑膜の
TTR沈着の有無を検討し、その臨床学的特徴を明らかにすることである。【対象と方法】対象
は、特発性手根管症候群と診断され、手根管開放術を行った27名　27例（男性　5例、女性
22例、平均年齢　69.1±12.0歳）とした。手術時に屈筋腱滑膜を採取しDFS染色にて橙色に染色
され、偏光顕微鏡検査で黄緑色の偏光を呈し、免疫染色にて坑TTR抗体で染色された場合にTTR
陽性とした。TTR陽性群とTTR陰性群間での年齢、性別、電気生理学的検査、心電図、心臓超音
波検査所見を比較した。【結果】屈筋腱滑膜のTTR陽性率は40.1%（11例）であった。男性はTTR
陽性率60%（3例）、女性36.4%（8例）であり男性に多い傾向にあった。平均年齢は、TTR陽性群
（74.0±8.1歳）が陰性群（65.7±13.2歳）と比較して高い傾向にあった。心電図では、房室ブ
ロック、心室内伝導障害、低電位、洞不全症候群などの刺激伝導系異常を陽性群54.5％、陰性
群6.3％に認めた（p＜0.05）。一方、心臓超音波検査所見では、心室中隔厚（IVS）は、陽性群
（8.6±1.1mm）と陰性群（8.2±1.0mm）間に有意差を認めず、左室拡張末期径（LVDd）、左室
収縮末期径（LVDs）、左室駆出率（EF）等も両群とも正常範囲内に保たれていた。【結論】腱
滑膜にTTRアミロイド沈着を認める手根管症候群は高齢男性に多かった。また、心電図では刺激
伝導系異常を54.5％と高頻度に認めていたが、心臓超音波検査では異常を認めなかった。
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TTRアミロイド沈着と特発性手根管症候群の術後経過
Effect of Synovial Transthyretin Amyloid Deposition on Preoperative Findings and Postoperative

Recovery of Median Nerve Function in Patients with Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome

○内山 茂晴1, 関島 良樹2, 林 正徳1, 伊坪 敏郎1

加藤 博之1

1信州大学　整形外科, 2信州大学　脳神経内科

[目的]高齢者と男性の特発性手根管症候群(CTS)の中には手根管部滑膜への野生型トランスサイ
レチン(TTR)アミロイド沈着が発症に関与しているものがある。老人性アミロイドーシスの初発
症状としてこのTTR沈着のCTSが知られている。この研究ではアミロイド沈着が術前および術後
の症状や身体所見の回復過程に影響を及ぼすかを検討した。[方法]病歴、身体所見、神経伝導
速度、MRIから特発性手根管症候群(CTS)と診断し手根管開放術を施行した107人を用いた。手術
はECTRあるいはOCTRを行い、術中手根管内屈筋腱周囲の滑膜を採取し、コンゴーレッド染色お
よび免疫組織染色を行った。患者は術後１、３、６か月で身体所見、神経伝導速度検査を受
け、CTSIを記入した。多重ロジスティック回帰分析を行い、滑膜へのアミロイド沈着の有無と
術前の身体所見、MRI、神経伝導速度、CTSI、および術後の回復に関連があるかを検討し
た。[結果]38人にアミロイド沈着が陽性でそれらはすべて野生型TTRであった。術前において
は、より高度のアミロイド沈着はCTSI, 2PDの値が高く、MRIにおける手根管横断面積が広い傾
向にあった。しかし術後６か月間ではアミロイドの沈着の程度や有無に関わらず臨床症状や検
査所見の回復には有意差はなかった。[結論]野生型TTR沈着によるCTSでは沈着の程度が大きい
と術前の自覚症状が強い傾向にあるが、術後の正中神経機能の回復については沈着のないもの
と同等である。
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手根管開放術前後の超音波長軸像の正中神経所見と臨床所見および
電気生理所見との関連性について

Ultrasonographic assessment of longitudinal median nerve in carpal tunnel syndrome:comparison with

clinical and electrophysiologicaloutcome.

○藤原 達司

大阪府立急性期総合医療センター　整形外科

【目的】手根管開放術後の超音波長軸像の所見と臨床所見および電気生理所見との関連性につ
いて調査を行った。　【対象と方法】2011年8月より当院で、観血的手根管開放術を施行した症
例のうち、超音波検査を術前と術後3か月後に施行した４１症例を対象とした。超音波評価は長
軸像に基づいて手根管内で最も狭窄された個所と手根管近位での正中神経の幅の比率(以下
M/I比）を評価し、術前、術後のM/I比について、非手根管症候群症例（コントロール群）にお
けるM/I比との比較を行った。術前のM/I比と術前運動神経終末潜時（以下DL）、術後のM/I比と
術後のしびれの改善の関連性について検討した。またコントロール群のM/I比に満たない術後症
例を抽出し検討を行った。【結果】超音波長軸像におけるM/I比はコントロール群と手根管開放
術症例との間で有意差を認めた。術前のM/I比に関係なく一部の症例を除くほとんどの症例で、
コントロール群レベルまで術後のM/I比は改善していた。術前M/I比とDL、術後のしびれの改善
と術後M/I比との有意な関連はなかった。コントロ-ル群のM/I比に満たない症例は3症例存在
し、これらの術前DLは9ms以上で、しびれの改善に乏しかった。【考察】超音波長軸像における
M/I比は、手根管症候群の補助診断としてのみならず、重症例における術後症状の残存の理解と
患者説明に有用と考えられる。
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重度手根管症候群に対する神経伝導速度と超音波画像との関係つい
て

severe Carpal Tunnel Syndrome cases of relavancy between Nerve Conduction Velosity and Ultrasound

views

○佐藤　 琢哉, 清水　 弘之, 中島 浩志, 内藤 利仁
新井 猛

聖マリアンナ医科大学　整形外科

【目的】手根管症候群（ＣＴＳ）で術前の神経伝導速度が測定不能であった症例の超音波画像
を調査し、術後の回復過程と比較したので報告する。【方法・対象】２００８～２０１２年に
当院において臨床上ＣＴＳと診断され、手根管開放術を行った症例は２３９例で、手術は鏡視
下手根管開放術、もしくは直視下手根管開放術を施行した。神経伝導速度が測定不能であった
３９例のうち術後４か月以上、神経伝導速度による経過観察が可能であった特発性の１７例２
１手に対し、これらの罹病期間、年齢、経過観察期間、電気伝導速度の評価と超音波画像につ
いて比較検討した。超音波は神経の腫脹の有無、横手根管靭帯部では圧迫所見、掌屈時の正中
神経の形態に関し評価とした。電気生理学的回復は短母指外転筋遠位潜時（ＤＭＬ）と感覚神
経伝導速度（ＳＣＶ）を用いた。【結果】術後に感覚神経伝導速度が計測可能な症例は１２例
１４手、計測不能が継続した症例は５例７手であった。罹病期間は回復した症例は平均２８．
８か月、回復しなかった症例は平均２９．４か月、年齢は回復群平均６６．９歳、不応群平均
７６．８歳であった。超音波画像では全例に神経の腫脹を認め、陥凹を認める症例は回復群で
は８例９手、不応群では２例、掌屈するとさらに陥凹する症例は回復群では５例、不応群では
２例であった。ＤＭＬは回復群で４．４ｍｓ、不応群では４．９ｍｓであった。回復例と不応
例で手術時年齢のみ有意差を認めた。超音波は全例に神経の腫脹を認め、回復例と不応例で掌
屈にともなう形態に有意な差は認められなかった。【考察】神経伝導速度の測定不能であった
症例の超音波画像の回復を術前の超音波画像で判断することは困難であり、回復例、不応例と
もに掌屈時の正中神経の形態に変化が見られた。
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超音波検査は手根管症候群手術後治療効果判定に有効であるか？
Is ultrasound examination useful to assess the therapy effect of carpal tunnel release ?

○田鹿 毅, 小林 勉, 金澤 紗恵子, 永井 彩子
高岸 憲二

群馬大学　大学院　整形外科学

【目的】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断
面積値と臨床症状変化を検討し、超音波検査が手根管症候群手術後治療効果判定に有効である
か調査したので報告する。【対象と方法】小皮切による観血的手根管開放術を施行し、術後6ヶ
月経過観察しえたCTS患者、男性10人12手、女性18人22手、計28人34手、術後12ヶ月経過観察し
えた男性4人5手、女性9人10手、計13人15手を調査した。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測定した。各々3回測定
し平均値を算出した。超音波検査は術前と術後6か月、12か月に施行し、両高位の正中神経面積
値を統計学的に評価した。また各時期におけるCMAP、SNAP潜時、CTSI-JSSH機能、症状スコ
ア、Quick DASH機能、症状スコア、を統計学的に評価し、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、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）。術前-術後6ヶ月の遠位
橈尺関節高位における正中神経断面積値変化量とQuick DASH症状スコア変化量に有意な正の相
関を認めた。（r=0.49　P=0.008）。【考察と結論】CTS患者の正中神経腫大像は、手根管開放
術後6か月まで有意に減少を示し、遠位橈尺関節高位における正中神経断面積値とQuick DASH症
状スコアの変化値間に有意な正の相関を認めた。超音波検査はCTS患者の術後の治療判定評価を
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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透析患者における手根管症候群のエコー所見
Ultrasound findings of carpal tunnel syndrome in the patients with hemodyalysis

○長田 龍介, 頭川 峰志

富山大学　医学部　整形外科

【はじめに】我々はこれまで、健常人、手根管症候群（CTS）患者、および術後の正中神経のエ
コー所見について発表してきた。今回透析患者に生じたCTSにおいて、正中神経の断面積と指運
動に伴う正中神経のtransverse sliding(TS)にどのような特徴があるか検討した。【方法】10
年以上の透析歴がありCTSの症状を有し当科でエコー検査を行った症例6例12手（男4例女2例、
年齢53-74歳）を対象とした。6例のうち4例に過去に両側の手根管開放術を受けた既往があっ
た。何回目であるかを問わず当科で手根管開放を施行し、その前後のエコー所見を得たのは3例
4手であった。エコー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）を行うよう指示し、そ
の間のエコー画像を25 images/secで記録した。一連のイメージ画像から指運動に伴うTSを計測
した。【結果】6例12手の手関節皮線レベルにおける正中神経断面積は0.08-0.13(平均0.11)cm2
であった。指運動に伴うTSは1.4-7.1(平均3.1mm)であった。術前術後を観察しえた2例において
正中神経断面積、TSの値に変化を生じなかった。この2例の手術所見はいずれも正中神経が一塊
となって肥厚した屈筋腱群に押し上げられた状態で癒着していた。【考察】透析に続発するCTS
では特発性CTSと異なり、手根管より近位の正中神経腫脹が生じず、術後のTSの回復が見られな
い傾向があった。この所見は屈筋腱周囲滑膜組織の線維性癒着が特発性CTSに比して強いこと、
およびこれらの変化の可逆性が低いことを反映したものと考えられた。
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透析性手根管症候群に対するエコーの有用性
The Sensitivity and Specificity of Ultrasound for the Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome due to

hemodialysis

○馬渕 まりえ

社会保険中京病院

【はじめに】長期透析に伴い、手根管症候群(以下HD-CTS)に多くが罹患することは今までに報
告されているが、早期発見の為スクリーニングは必要と思われる。手根管症候群の診断方法と
して電気生理学的診断(以下NCV-CTS)、臨床的診断(以下Clinical-CTS)があり、エコーによる方
法も知られている。今回我々はHD-CTSに対するエコーの有用性について検討したので報告す
る。【対象】維持透析中の38名76手。平均年齢66.9歳(36～88歳)、平均透析年数3.9年(0～
12年)、男性31名、女性27名。【方法】正中神経の遠位潜時≧4.2をNCV-CTSと診断した。Pharen
Test、Carpal-compression test、母指球の萎縮、手の痺れ・痛み・知覚低下のうち2項目以上
陽性でClinical-CTSと診断した。エコーでの評価は手根管近位部の豆状骨レベルで行い、断面
積を測定した。【結果】NCV-CTSと診断されたものは28手(平均年齢61.9歳、平均透析年数
5.9年)、Clinical-CTSと診断されたものは23手(平均年齢62歳、平均透析年数5.4年)。断面積≧
10平方ミリメートルでのNCV-CTSに対する感度は73.1％、特異度は64.7％、Clinical-CTSに対す
る感度は94.1％、特異度は41.6％であった。【考察】JohnらはNCV-CTSに対する感度82％、特異
度78.8％、Clinical-CTSに対する感度77.3％、特異度92.8％と報告している。今回の調査で
は、NCV-CTSに対しては感度、特異度ともやや低く、Clinical-CTSに対しては感度は高いものの
特異度は低い結果となった。【まとめ】HD-CTSにおいては、エコー診断での感度、特異度は一
般の場合よりも特に特異度が低い結果となった。スクリーニングとしては使用できるものの、
確定診断には不向きであると考えられた。
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糖尿病を合併する手根管症候群～超音波検査による検討～
Ultrasonograhic Findings of carpal tunnel syndrome- a comparison between diabetic and non-diabetic

patients

○夏目 唯弘1, 浦野 秀樹2, 水島 秀幸2, 山本 美知郎2

平田 仁2

1刈谷豊田総合病院　整形外科, 2名古屋大学大学院医学系研究科　手の外科学教室

【目的】糖尿病（DM)患者では手根管症候群（CTS)の罹患率が高い。DMによる神経の脆弱性がそ
の原因の一つとされ、いわゆる特発性CTSとは病因が異なるとも言われている。近年CTSの診断
において超音波検査（US)による正中神経などの解剖学的な評価が有用とされている。今回我々
は特発性CTS患者とDM合CTSにおけるUS所見の違いを比較検討した。【方法】2008年5月～2013年
9月に当院において理学所見・電気生理学検査によりCTSと診断、手術治療を行った症例のう
ち、術前にUSを行っていた症例を検討した。非DM患者(non-D)群は43患者50手、DM患者(D)群は
11患者12手であった。またCTS以外の疾患で当院を受診した10患者20手を正常コントロール(C)
群とした。US所見として有鉤骨鉤レベルにおけるA.横手根靱帯の厚さB.palmar bowing、手根管
入口部でのC.正中神経前後径D.正中神経横径E.Cross-sectional area（CSA）F.flattening
ratio（FR）を測定した。【成績】横手根靱帯の厚さはnon-D群1.3±0.9mm、・D群1.1±0.4mm・
C群1.0±0.3mmであった。palmar bowingはnon-D群2.7±1.2mm、・D群3.1±0.7mm・ C群1.4±
0.6mmであった。正中神経前後径はnon-D群2.0±0.5mm、・D群1.9±0.5mm・ C群1.6±0.5mm、正
中神経横径はnon-D群8.2±1.5mm、・D群7.2±1.4mm・ C群5.5±0.6mmであった。CSAはnon-D群
12.8±4.2mm2、・D群11.5±5.0mm2・ C群8.0±2.3mm2、FRはnon-D群4.4±1.2、・D群3.8±0.7
・ C群2.5±1.1であった。【結論】non-D群・D群はC群と比較し手根管入口部における神経腫大
と扁平化、横手根靭帯のpalmar bowingが認められ、DMの有無にかかわらずUSはCTSの診断に有
用であると考えられた。しかしD群はnon-D群と比べ神経腫大や扁平化が軽度である傾向がみら
れ解剖学的変化が軽度でも有症状となりやすいと考えられた。

S42



1-2-LS1

Triple flaps FFMT & Contra-lateral C7 combined FFMT for patients with
total avulsion brachial plexus injuries

Triple FFMT and CC7 with FFMT for patients with total avulsion brachial plexus injuries

○Yuan-Kun Tu

E-DA Hospital / I-Shou University Taiwan

Introduction: To evaluate the clinical effectiveness of free triple flaps and CC7 transfer for total arm type
Brachial plexus injury (BPI) reconstruction.
Study 1: Triple FFMT
Methods: From 2001 to 2007, 53 patients received FFMT for total arm type BPI. Three patients were
excluded due to inadequate vascular pattern (type B2). Therefore, we had total 50 patients received the 1st
stage free gracilis-adductor DFFMT and the 2nd stage single graculis FFMT; so called “Triple flaps
FFMT”; for complete total avulsion BPI. 42 males and 8 females, with average age 36 y/o. The 1st
DFFMT reconstructive procedures; serving as elbow flexor and wrist/hand extensor, were performed in
an average 15 months after trauma. The 2nd gracilis FFMT; serving as finger flexor, was performed in an
average 3 months after the 1st FFMT surgery. Average follow up 6.5 years. Results: The primary flap
successful rate was 97%, with 3 cases required reopen surgery. In 3 years follow up, 88 % had M4 elbow
function, and 72% had M4 hand grip. The most significant recovery of motor function happened during
the 9 months to 24 months after the triple FFMT surgery.
Study 2: CC7 combined FFMT
Methods: Forty patients (30 male, 10 female), average age 38.5 y/o with total arm type BPI received
contra-lateral C7 nerves neurotization on median nerve for total arm type BPI (as the 1st stage surgery).
As a secondary stage surgery, a gracilis FFMT was transferred to the injured hand in an average 1.5 years
after the 1st stage C7 transfer. The previous transferred C7 was serving as neurotizer of this FFMT. The
average follow up was 6.5 years. Results: We had 32 patients (80%) achieved at least M3 hand and finger
flexion. 28 patients (70%) with M4 hand and finger flexion. Elbow flexion M4: (85%); Sensory recovery:
(80%). No donor site morbidity except 3 patients with transient radial nerve palsy for 3 and 5 months.
Conclusions: We concluded that triple FFMT for reconstruction of total avulsion type BPI is a worthwhile
technique. CC7 combined FFMT is effective for motor and sensory recovery of BPI. This 2-stage surgery
is the changing concept for contra-lateral C7 transfer.
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Functional MRIを用いたCRPSの治療効果の予測
Estimate of clinical results for CRPS using functional MRI

○益子 竜弥

製鉄記念室蘭病院　整形外科

【目的】Functional MRIは、脳賦活時の局所脳血流量の増加から痛みを測定する手法であり、
演者は昨年の本学会においてCRPSの痛みに対してfunctional MRIが痛みの評価に有用であるこ
とを報告した。CRPSは難治性疾患であり何らの手法により治療効果の予測が可能とあれば治療
の際の大いに有用と考える。本報告の目的は、治療により症状が改善したCRPS症例の解析結果
から、functional MRIが治療効果の予測に有用かどうか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4例（男性1例、女性3例）である。年齢
は、43歳～79歳、平均61歳である。痛みの客観的評価としてはVASを用いた。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。Functional MRIは治療前後で撮影した。画像データはImage J
を用いて解析した。評価した領域は脳全体と一次体性感覚野などの痛み関連領域であ
る。【結果】治療前のVASは平均55.3であり、治療後は11.9と有意に改善していた。賦活領域は
脳全体での解析で62168が1549、一次体性感覚野の解析で10676が479と有意に減少した。治療前
の脳全体および一次体性感覚野の領域は治療後のVASの改善度と強い負の相関があっ
た。【考察】治療前の脳全体および一次体性感覚野の領域と治療後のVASの改善度が強く負の相
関をしていたことより、治療前にfunctional MRIでこれらの領域の賦活化が強い症例は痛みの
改善が思わしくないことを予測できる可能性が示唆された。本報告は症例数が少ないため、今
後、症例数を増やすことが求められる。
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橈骨骨折後複合性局所疼痛症候群Type I(CRPS type I)の病態ならびに
治療方針の検討

Pathophysiology and treatment strategy for CRPS  type 1 following radial fracture

○稲田 有史1,2,3, 中村 達雄2, 諸井 慶七郎1,4, 川西 弘一3

面川 庄平3

1稲田病院, 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 整形外科, 4奈良県立医科大学　麻酔科

　CRPSの治療は混沌としている。今回、判定基準に合致した橈骨骨折後CRPS type I、17例を比
較した結果、術前Carroll test（満点99点）で75点以上（A群）と、10点未満（B群）の極端な
２極化が判明、両群を比較、検討する。【方法】A群は女12名、年齢71才、骨折から受診期間は
5.9ヶ月、DASH48.7,Carroll test 92.4(76-96)握力6.8kg,TAM 172.8度（すべて平均値）、B群
は、５例（女４男１）,年齢64才,骨折からの受診期間は５ヶ月,DASH68,Carroll test 2.4(0-6)
握力0kg,TAM 33度。病態は、A群が、全例外傷性手根管症候群（TCTS）を中心とした複合末梢総
和で、正中神経剥離(MR)と主たる各疾患別治療を、B群は手から上腕にいたるmissed
compartment syndrome(MCS)4例、橈骨神経直接損傷・TCTS・増殖性滑膜炎の合併１例で,MCSに
は津下変法３例、他１例、直接橈骨神経損傷例にはPGA-C tube置換とMR、屈筋腱剥離１例で対
応し各症例とも術後１年で定点評価した。【結果】A群は、Carroll以外のDASH,握力TAMの有意
の改善を得た。B群では、全項目の有意の改善を認めたが,MCS治療で津下法以外の一例の結果が
不良であった。他16例はCarroll85点以上に改善した。【結論】術前Carroll 75点以上の例
は、TCTSを主とする末梢総和仮説にて治療戦略を、Carroll低下例では直接神経障害・広範囲
MCSの合併を念頭におくべきである。両群は連続する同じ病気ではなく個々の症候群の集合体で
あった。単純なCarrollテストは重症度判定に有用で、DASHとともに重要視するべきである。
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橈骨遠位端骨折保存治療例におけるCRPS発症例の治療成績
Treatment of CRPS after Conservative Treatment of Distal Radius Fracture

○佐藤 攻, 石崎 力久

函館五稜郭病院

はじめに　橈骨遠位端骨折に対して保存治療は転位の少ない症例、安定型、高齢者に対して有
用な方法であるがCRPS発症例が報告されている。当院治療例について発症要因および治療成績
について検討する。対象および方法　2010年４月から2012年６月までに当院で保存治療を行っ
た90例を対象とした。外固定方法をMP関節まで固定されて指運動が制限されたMP関節固定群と
MP関節を含まないMP関節非固定群に分類した。CRPSの診断基準はIASPおよび日本版CRPS判定指
標を用いた。検討項目は初期治療、骨折型、転位の程度である。結果　MP関節固定群は54例、
平均年齢68才（23～86）、男性2例、女性52例であった。骨折型はAO分類A type 32例、C type
3例であった。MP関節非固定群は36例、平均年齢65才（30-86）、男性6例、女性30例であった。
骨折型はAO分類A type 32例、C type 3例であった。CRPS発症はMP関節固定群54例中7例、MP関
節非固定群36例中1例であった。CRPS発症率はMP関節固定群／非固定群でそれぞれ13％／３％で
あった。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　CRPS発
症例はMP関節固定群に有意に多く手指の不動化が発症要因として大きいと考えられる。橈骨遠
位端骨折後のCRPSは自然治癒することが多く浮腫を主症状として疼痛は軽快することが多いと
されている。今回の症例では疼痛は全例消失しているが関節拘縮を残す例があり、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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CRPSおよび類似症例に対する温冷交代浴を利用した拘縮予防の効
果

Prevention of Contracture by Warm-cool Alternating Bath for Complex Regional Pain Syndrome

○別所 祐貴1, 堀内 行雄1, 堀内 孝一1, 中道 憲明1

中村 俊康2

1川崎市立川崎病院　整形外科, 2慶應義塾大学整形外科

【はじめに】複合性局所疼痛症候群（以下CRPS）は様々な症状を呈し，現在においても治療困
難な症候群である．種々の治療を組み合わせ，患者一人一人に合った治療法を選択していく必
要がある．われわれは特に拘縮の完成していない初期の症例に対しステロイドの有効利用と温
冷交代浴を併用した可動域訓練を行ってきた．今回，上肢CRPS症例に対する温冷交代浴の疼痛
と関節拘縮予防に対する効果について検討した．
【対象および方法】症例は25例で，男性6例，女性19例，年齢は24～81歳（平均54歳），CRPS
Type1：20例，Type2：5例であった．発症原因はType1では外傷7例，医療行為5例，他の疼痛性
疾患3例，不明5例， Type2では切断指1例，手術4例であった．発症から初診までの期間は2日か
ら19年（平均39か月），経過観察期間は2か月から14年（平均54か月）であった．以上の症例の
併用された治療法，visual analogue scale(VAS)変化率，手指関節拘縮に関して検討を行っ
た．
【結果】併用された治療法は薬物療法25例（ステロイド6例，ノイロトロピン14例，プレガバリ
ン8例，抗うつ薬6例，抗てんかん薬1例など），神経ブロック3例，手術3例（全例Type2），硬
膜外電極1例であった．VAS改善率は平均63％（20～100％）であり，Type1：64%，Type2：58%で
あった．関節拘縮に関しても全例軽減ないし消失した．
【考察】温冷交代浴は水関らが凍瘡の治療として利用していたものをCRPSに応用して報告して
以来，広く行われるようになった．患者自身が自宅で行うことができ，その効果を実感できる
ことが大きな特徴である．今回の検討では，プレガバリンなどの併用はあるものの疼痛は
Type1,2ともに50％以上の改善率が得られ，関節拘縮予防に関しても全例軽減ないし消失した．
安全かつ簡便に行える本法はCRPS全例に行うべき方法である．
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幻肢痛に対するミラーセラピーの限界とその先のニューロリハビリ
テーション

The Limts of The Mirror Therapy and New Approach for The Phantom Pain

○山下 晴義, 石川 誠一, 伊藤 雅之, 土屋 文香
鈴木 勇人

新潟市民病院　整形外科　

【目的】我々は第56回日本手外科学会にて、幻肢痛に対するミラーセラピーの有効性について
報告した。四肢切断症例5例中全例に症状の軽減を認めたが3例に幻肢の痛み、しびれ、不随意
運動が残存しミラーセラピーには限界があると考えた。 幻肢痛の原因が失われた四肢体性感覚
野の再構築が原因であるならば、再編された体性感覚野をもとの状態に近づけることができれ
ば、症状の緩和につながるのではないかという仮説たてた。この仮説に基づき切断肢の隣接領
域に対するリハビリをおこない、その効果について検討した。【方法】ミラーセラピーにて幻
肢痛の軽減を認めたものの、痛み、しびれ、不随意運動が持続する外傷性上腕切断2例、外傷性
大腿切断1例の3症例を対象とした。上腕切断に対しては、上肢体性感覚野に隣接する顔の体性
感覚野を再認識させる目的で口唇周囲、頬を鏡にうつし唇、表情筋を動かし発声練習を行っ
た。更に頬へ筆刺激、温刺激、冷刺激を与えた。大腿切断に対しては、隣接する領域である大
腿近位に対し、同様に筆刺激、温刺激、冷刺激を与えた。【結果】上腕切断２例に対する口
唇、表情筋のミラーセラピーはわずかにVASの軽減を認めたものの、患者の満足は得られなかっ
た。頬に対する筆刺激、温冷刺激は直ちに幻肢不随意運動が止まり、VASの軽減を認め、幻肢拘
縮の緩和が得られ、患者の満足度も高かった。大腿切断に対する大腿近位への筆刺激、温冷刺
激も同様に有効であった。【結論】幻肢痛の原因が、失われた領域の隣接部に入るべき感覚入
力が空き領域に侵入する脳地図の再構成によるものであれば、隣接領域の知覚入力を正しく認
識することで、もとの体性感覚野に近づけることができ、幻肢痛の軽減を図ることが可能であ
る。ここに、幻肢痛に対する新しいニューロリハビリテーションを提唱する。
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自損による機能障害上肢の治療の問題点と新しい分類
Treatments and Classification of Factitious Dysfunction of The Upper Limb

○生田 義和

広島手の外科・微小外科研究所

繰り返して多数回手術を受ける患者については、Asher(1951)により初めて報告された
Munchhauzen病が代表的な疾患であるが、その他にも種々の臨床像を呈して医師の前に現れる、
比較的遭遇する機会の多い疾患であにもかかわらず報告は少ない。また、同様の範疇の疾患と
して、例えばSecretan病、 SHAFT症候群、 Clenched fist症候群、Factitiouｓ lymphedemaな
どの多彩な病名で報告されていて、混乱している。過去４８年間に著者が経験した１３例の臨
床例を、最近３８年間に学術雑誌に報告された文献中の１９５例と比較しながら、治療におけ
る問題点を述べる。 さらに、障害の表現型としての臨床像から、次のごとき５型の分類を試み
た。すなわち、1．開放創型、        ２．異物型、３．腫脹型、４．疼痛型、 ５．異常肢位
型である。さらに従来から呼称されてきたSecretan病、 SHAFT症候群などの病名は亜型として
付加して歴史的な意味を表現し、また原因としての３つの分類、すなわち、１．精神病、２．
仮病、および３．その他、を記載する表現を提案する。
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肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術の手術成績
Surgical results of anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve for cubital tunnel syndrome

○岡田 正人, 清水 義朗, 廣村 健太郎, 松本 忠美

金沢医科大学　整形外科

【目的】我々は2010年9月より，外反肘や変形性肘関節症に伴う肘部管症候群に対して尺骨神経
皮下前方移動術（皮下前方移動術）を行い，術後6カ月以上経過した症例の術後成績を検討した
ので報告する．【対象および方法】症例は19例，19肘を対象とした．性別は男13例，女6例で，
手術時年齢は平均65歳（49歳～82歳）であった．左右別では右側10例，左側9例であった．術後
経過期間は平均1年6カ月（6カ月～2年11カ月）であった．術前の病期分類はMcGowanの分類に従
うと，grade 1が0例，grade 2が9例，grade 3が10例であった．治療成績はGabelらの判定基準
に従い，excellent，good，fair，poorの4段階で評価した．【結果】治療成績はexcellent
3例，good 9例，fair 6例，poor 1例で，good以上の成績良好例は12例（63％）であった．病期
別の成績をみると，good以上の成績良好例はgrade 2が9例中7例（78％），grade 3が10例中5例
（50％）で，grade 2で成績が良かった．皮下前方移動術の際に尺骨神経の緊張が高度で，筋層
下前方移動術に変更した例を2例経験した．【考察】good以上の成績良好例は63％で必ずしも良
好な結果とは言えなかったが，術後神経症状が悪化した例はなかった．成績不良の原因は，病
期の進行したgrade 3が10例（53％）と半数以上を占めていたこと，術後経過期間が平均1年6カ
月と短いことにあると考えられた．皮下前方移動術の際に尺骨神経の緊張が高度な例では，筋
層下前方移動術への変更が必要である．
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尺骨神経前方移動術において，伴走血管の温存が血流と術後成績に
およぼす影響

The effect of vascular pedicle preservation on blood flow and clinical outcome following ulnar nerve

transposition in patients with cubital tunnel syndrome.

○中村 恒一1, 内山 茂晴2, 伊坪 敏郎2, 今枝 敏彦3

加藤 博之2

1安曇総合病院, 2信州大学　整形外科, 3金城学院大学　生活環境学部食環境栄養学科

【目的】肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術時に伴走血管を温存する方法が提唱さ
れているが術後尺骨神経の機能回復への効果は明らかではない．今回、尺骨神経皮下前方移動
時の伴走血管の有無による尺骨神経表面血流の状態と術後成績に関する無作為前向き比較試験
を行い，比較検討した．【方法】肘関節症に関連した肘部管症候群に対して尺骨神経皮下前方
移動術を施行した36例36肘を対象とした．平均年齢は66歳（51-80歳），男性29例，女性7例で
あった．神経移動時に，伴走血管を温存する群（血管あり群）と，伴走血管を凝固切離する群
（血管なし群）の2群に無作為に振り分けてレーザードップラー血流計で，Osborneバンド切離
後における尺骨神経上の血流を測定し，１）肘伸展位，２）肘90°屈曲位，３）神経移行後の
伸展位，４）神経移動後の90°屈曲位でのA，B，C点における血流の変化を評価した．術後
3，6，12か月での運動神経伝導速度（MCV），DASHスコア，握力 (GP)，サイドピンチ力（SP）
を測定し，2群間で比較した．【結果】血管あり群は20例，血管なし群は16例であった．術後12
か月までの経過観察率は89％であった．術前，2群間において，年齢，病期（McGowan分
類），MCV，DASHスコア，GP，SPの有意差は認めなかった．術中，神経移動直後の尺骨神経の血
流は，伴走血管を温存した群で有意に高値であった．術後のMCV，DASHスコア，GP，および
SPは，術後12か月でのDASHスコアを除いて，2群間で有意差を認めなかった．【結論】神経移動
術直後の神経の血流には差を認めたが，術後臨床所見，臨床成績に明らかな影響は及ぼしてい
ない．
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肘部管症候群に対するmusclofascial flapを用いた尺骨神経前方移動術
(transmuscular anterior transposition)の成績と予後因子

Clinical outcome and prognostic factors of the patients with cubital tunnel syndrome treated by anterior

transposition of the ulnar nerve using musclofascial flap

○矢野 公一1, 恵木 丈2, 川端 確3, 鈴木 啓介2

1清恵会病院　整形外科, 2大阪労災病院　整形外科, 3東住吉森本病院　整形外科

【目的】肘部管症候群に対してtransmuscular anterior transpositionを用いて手術加療を行
っており、その治療成績と予後関連因子を検討することが目的である。
【方法】肘部管症候群と診断し、内側上顆に付着する回内屈筋群筋膜をmusclofascial flapと
して用いた尺骨神経前方移動術を行い、術後6か月間以上経過観察ができた22例、23肘を対象と
した。内訳は男性16例、手術時年齢は平均64歳(38-78)、罹患側は右：11肘、左：12肘、両
側：1肘であった。術後観察期間は平均12か月(6-25)、術前罹病期間は平均25か月(1-120)であ
った。赤堀の術前病期分類を用い、術前尺骨神経伝導検査結果をmotor nerve conduction
velocity(MCV)およびsensory nerve conduction velocity (SCV)を用いて、MCVとSCVとも導出
可能な群(軽度)、SCVのみ導出不能な群(中等度)、MCVおよびSCVとも導出不可能(重度)な3群に
分けた。性別、年齢、body mass index (BMI)、術前罹病期間、変形性肘関節症（OA）、糖尿
病、喫煙を予後関連因子と設定した。アウトカムを、赤堀の予後評価と術後患者主観評価(術前
比較で改善、不変、悪化)とし、統計学的に検討した。
【成績】BMIは平均25.0kg/m2　、OA：15例、糖尿病：5例、喫煙：3例であった。神経伝導検査
結果は、軽度：5肘、中等度：11肘、重度：7肘であった。術前病期分類は、第1期：1肘、第
3期：9肘、第4期：4肘、第5期：9肘で、予後評価は、優：7肘、良：8肘、可：8肘であった。術
後患者主観評価は、改善：20肘、不変：3肘であった。糖尿病と患者主観評価は関連がある傾向
で、予後評価とOAは有意な関連を示した。
【結論】Musclofascial flapによる尺骨神経移行術の術後成績は、術後患者主観評価で改善87%
と概ね良好な結果であった。術前に変形性関節症を認めた症例は予後が有意に不良であった。
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肘部管症候群に対する局所麻酔での手術療法の検討
Examination of the surgery for cubital tunnel syndrome in local anesthesia

○竹村 宜記1, 児玉 成人1, 上羽 宏明2, 佐々木 英幸2

松末 吉隆1

1滋賀医科大学　整形外科学講座, 2徳洲会近江草津病院　整形外科

【目的】2008年より我々は肘部管症候群に対し、最小侵襲という観点から局所麻酔下に小切開
を用いて皮下前方移行またはKing変法を行っている。今回、その治療成績について検討したの
で報告する。【方法】対象は2008年以降、肘部管症候群に対し当科で手術を行い、1年以上経過
観察が可能であった45例47肘である。男性29例、女性16例、年齢は平均58.6歳であった。病期
分類は赤堀分類とMcGowan分類を用いた。前者で2期7肘・3期19肘・4期15肘・5期6肘、後者で
1:0肘、2:27肘、3:20肘であった。術式は従来の皮下前方移行またはKing変法で、ターニケット
は使用せず、1%エピネフリン入りキシロカイン麻酔下に4～7cmの皮切を行い、上腕深筋膜に達
したらできるだけ近位で尺骨神経と上腕深筋膜の間に25G針にて1%キシロカイン約5ccを尺骨神
経ブロックした。術後評価は赤堀の評価・McGowanを用い、それ以前に施行した従来の皮下移行
術12例を対照群として、術後成績、手術時間などについて比較検討を行った。【結果】の評価
では優12肘、良21肘、可13肘、不可1肘であり、1例を除いて術後症状の改善が認められ
た。McGowanの評価では、0:12肘、1:21肘、2:14肘、3:1肘であった。麻酔に関しては４例にお
いて術中に軽い痛みを訴え、その内１例は局所静脈麻酔を追加することで手術が可能であっ
た。【考察】の手術は近年、局所麻酔下でのsimple decompressionの報告が散見されるがすべ
ての症例に適応できるわけではない。しかし、従来の皮下前方移行やKing変法を行う際、本法
は局所麻酔で行える点から患者に対しての侵襲が少なく、また適応範囲も広く非常に有用であ
った。
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肘部管症候群重症例に対するKing変法と単純除圧術の術後成績の比
較検討

Comparison between simple decompression and medial epicondylectomy with decompression for severe

cubital tunnel syndrome

○信田 進吾1, 橋本 ちひろ1, 芦名 善博1, 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】我々は肘部管症候群に対する術式はKing変法を第一選択としてきたが、2008年から局
所麻酔で日帰り手術として行える単純除圧術を行ってきた。今回、重症例に対する治療成績を
比較検討した。【対象と方法】2005年以後の肘部管症候群の手術症例の中で、赤堀分類４期・
５期の重症例で示指外転機能再建術併用例を除き術後１年以上経過観察できた39例41肢を対象
とした。内訳はKing変法が17肢（K群）、単純除圧術が24肢（S群）である。手術時年齢はＫ群
が平均58歳、Ｓ群が64歳、発症後経過期間はＫ群が平均24カ月、Ｓ群が23カ月、術前の病期分
類（赤堀）はＫ群が４期17肢、Ｓ群が4期22肢と５期２肢である。術後経過観察期間はＫ群が平
均18カ月、Ｓ群が16カ月である。術前電気診断として小指外転筋(ADM)の複合筋活動電位(CMAP)
が導出できたのはＫ群16肢、Ｓ群19肢である。赤堀の評価法により術後成績を評価し、小指の
２点識別覚テスト（TPD）、ピンチ力の推移を検討した。【結果】術後成績は、Ｋ群が優１肢、
良11肢、可4肢、不可1肢（優・良が71％）、Ｓ群が優６肢、良10肢、可８肢（優・良が67％）
であり、成績優・良の比率は２群間に有意差がなかった。TPDはＫ群が術前・術後各々平均21mm
・11mm、Ｓ群が25mm・13mm、ピンチ力はＫ群が術前・術後各々平均2.8kg・4.5kg,Ｓ群が2.7kg
・4.1kgであり、いずれも２群間に有意差はなかった。ADM-CMAP（肘部刺激）の潜時(ms)・振幅
(mV)は、K群は術前平均13・0.6、術後11・1.1、S群は術前15・0.6、術後12・1.4であり、術前
術後ともに２群間に有意差はなかった。【考察と結論】肘部管症候群重症例に対してKing変法
と単純除圧術の術後成績に差はなく、侵襲の小さい単純除圧術が勧められる。
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急性尺骨神経障害症例の検討
The Cases of Acute-onset Ulnar Neuropathy

○原 由紀則1, 星川 慎弥1, 飯島 準一1, 北 優介2

田尻 康人1

1都立広尾病院　整形外科・末梢神経外科, 2北病院

急性発症した尺骨神経障害についての報告は少ない．
【対象・方法】急性発症尺骨神経障害症例のうち，明らかな外傷に伴う神経損傷とガングリオ
ン等腫瘍が存在する症例を除いた30例を対象とした．発症原因・診察所見・臨床経過を調査し
た．
【結果】発症原因別症例数は，圧迫障害12例（睡眠圧迫：9例，直接圧迫：2例，術中圧迫
1例），上肢の過使用後発症4例，神経炎（先行する疼痛あり）4例，他疾患の術中損傷3例，原
因不明7例であった．圧迫障害例中11例は非変性型麻痺であり発症後6ヶ月までに回復したが，
睡眠圧迫の１例は変性型麻痺で発症後１年観察するも回復がないために手術を行われ，術後に
症状が改善した．過使用後発症例は全例（1例は発症後3ヶ月観察し回復ないため手術施行）半
年以内に回復した．神経炎4例中3例は発症4ヶ月頃から回復傾向を示したが，1例は経過観察で
回復がないために手術を行われたが術後も改善は得られなかった．術中損傷3例中2例は神経断
裂のため神経移植術施行，残る1例は9ヶ月で自然回復した．原因不明7例は全て10ヶ月以内に自
然回復した．臨床所見は，ほぼ全例で障害部位にTinel徴候陽性であったが，肘屈曲試験は過使
用発症手術例と神経炎手術例のみ陽性，肘部神経腫大は神経炎手術例のみ見られた．
【考察】末梢神経圧迫障害は通常自然回復が期待できるが，手術を要した圧迫障害例の肘MRIに
は局所的な神経腫脹があり，基礎に存在した神経絞扼が自然回復を阻害していたのだと考え
た．過使用後の障害例では安静による自然回復が期待できるが，症状誘発試験陽性例では手術
治療も選択肢となりうる．逆に神経炎が原因の場合には誘発試験陽性や神経腫大の神経絞扼に
類似した所見があっても手術による治療効果は期待できないため注意深い鑑別が重要である．
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肘部管症候群患者における尺骨神経伸長度―上腕三頭筋内側頭の関
与―

Ulnar nerve strain in patients with cubital tunnel syndrome

○越智 健介1, 堀内 行雄2, 堀内 孝一2, 中村 俊康3

佐藤 和毅3

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　医学部　整形外科

【目的】肘部管症候群(CubTS)の病態はいまだに不明である。われわれはこれまでに、肘屈曲に
際しての症状誘発や疾患重症度は肘部管内圧単独では説明できないことを明らかにした。ま
た、CubTS患者の尺骨神経溝部での尺骨神経伸長度は新鮮屍体に比して著しく高いこと、また神
経剥離術単独でCubTS患者の尺骨神経伸長度は新鮮屍体と同等以下になることも明らかにした。
本研究では、CubTS患者の神経剥離前の神経伸長度とCubTSの病態ならびに術中所見との関係を
検討した。【方法】神経剥離術を施行したCubTSの17例17肘（男11例、女6例；平均53歳）を対
象とした。神経剥離前の内側上顆後方の尺骨神経上膜に2か所のマーキングをおき、肘最大伸展
位および最大屈曲位におけるマーキング間隔の変化の割合を肘最大屈曲時の神経伸長度とし
た。神経伸長度と病態、術中所見との関連を検討し、Wilcoxon検定にてp＜0.05を有意差ありと
した。【結果】平均尺骨神経伸長度は24.2%であった。術前、神経亜脱臼：6例、変形性関節症
(OA)：6例、外傷後：2例、内反肘：2例をみとめた。神経の障害部位は内側筋間中隔：5例、上
腕三頭筋内側頭：3例、肘部管部：15例、ガングリオン：1例、回内屈曲筋膜：6例であった。高
い神経伸長度と有意に関連したのは障害部位は上腕三頭筋内側頭のみであった
（p=0.01）。【考察】　われわれの過去の検討では、OA症例に神経伸長度が高いことが示唆さ
れていた。しかしながら今回の検討から、高い神経伸長度と関連するのは変形性関節症自体で
はなく、上腕三頭筋内側頭による障害の存在が関連していることが示唆された。CubTSの病態の
少なくとも一部は、尺骨神経伸長度によって説明できる可能性がある。
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尺骨神経脱臼を伴った肘部管症候群
Cubital tunnel syndrome associated with dislocation of the ulnar nerve

○清水 弘之, 中島 浩志, 田中 雅尋, 内藤 利仁
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学　整形外科

【目的】神経脱臼を伴った肘部管症候群例の超音波画像を臨床所見および骨形態で比較し，症
状の発現機序について検討した．
【対象・方法】平成10年から24年までに赤堀分類１期以上で肘部管症候群と診断し，超音波を
施行した464例中，肘屈曲時に尺骨神経が内側上顆を騎乗または脱臼する画像が得られた116例
116肘（男性60例、女性56例、平均年齢51歳）を対象とした．短軸像よりA群：腫脹した神経が
内側上顆から単独で乗り越える例，B群：腫脹した神経が上腕三頭筋内側頭に押され上腕三頭筋
内側頭とともに脱臼する例，C群：神経が内側頭に押され内側上顆に騎乗する例に分類した．長
軸像では肘伸展位の尺側手根屈筋近位部でのkinkingを観察した．この超音波画像と赤堀の病期
分類および内側上顆の形態との関係を検討した．
【結果】手術例41肘，保存例75肘で経過観察期間は平均1年6ヵ月であった．A群(61肘)は保存治
療の67％が軽快し，女性例（33肘），赤堀の1期（35肘）と狭横・短縦の内側上顆（30肘）が多
かった．B群（31肘）は男性例（22肘）と病期の進行した2期以上（23肘）が多く，骨形態にば
らつきを示した．9肘に内反肘を認め，内側頭が脱臼に関与していた．神経の騎乗するC群
（24肘）は手術例と2期以上（17肘）が多かった．3群ともに健例では神経の腫脹はなく，患側
の長軸像で尺側手根屈筋近位縁での神経の圧迫を認めた．A群では病期とkinkingは軽く，骨形
態も小さく，脱臼の頻度が高かった．内側頭とともに神経の脱臼,騎乗する群では神経の
kinkingが強く，重症例も多くなっていた．
【考察】本症の原因は内側上顆の骨形態と脱臼した神経がkinkingし，尺側手根屈筋近位縁で圧
迫されることが主因であり，三頭筋内側頭の張り出しでkinkingが強くなり，重症化することが
示唆された．
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肘部管症候群術後の上肢機能の長期的変化：術前重症度による相違
Postoperative long-term recovery of upper extremity functions in patients with cubital tunnel syndrome:

Differences due to preoperative severity

○井戸 芳和1,2, 内山 茂晴2, 伊坪 敏郎1,2, 林 正徳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

【はじめに】肘部管症候群 (CubTS) の術後上肢機能について，詳細に長期間追跡した報告はほ
とんどない．今回，CubTS患者を経時的に追跡し術前重症度による回復の違いを明らかにした．
【対象と方法】術後2年以上追跡可能であったCubTS 43例45肘を術前重症度にて2群にわけた．
すなわち，McGowan分類で麻痺中等度のGrade II 18肘，麻痺重度のGrade III 27肘で，平均年
齢はGrade IIが60.6歳，IIIが66.9歳であった．全例で術前，術後1，3，6，12か月および2年以
上の最終観察時に，握力，サイドピンチ力 (SP)，DASH，小指のしびれの程度を評価した．評価
値ごとに，最終観察時と各時期の値を術前から順に比較してゆき，有意差が消失した時点を
plateauとした（Wilcoxon signed-rank test，p＜0.01）．なお最終観察時期は術後平均34か月
であった．
【結果】各評価値の回復がplateauに達する術後期間は，握力はGrade IIで3か月，IIIでは12か
月であり，SPはGrade II，IIIともに12か月，DASHはGrade IIで3か月，IIIでは12か月であり，
しびれはGrade IIで12か月，IIIでは6か月であった．
【結論】Grade IIでは握力とDASHの回復は3か月，SPとしびれの回復は12か月でplateauに達し
た．Grade IIIではしびれの回復のみ6か月でplateauに達したが，残りの項目は12か月で
plateauに達した．Grade IIとIIIとの間に，麻痺の回復に違いがみられた．両Gradeとも術後12
か月ですべての項目はplateauに達しており，術後12か月と2年以上で明らかに回復する項目は
なかった．
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ガングリオンを合併した肘部管症候群の臨床的特徴
Clinical feature of Cubital tunnel syndorome caused by Gunglions

○橋本 ちひろ1, 信田 進吾1, 芦名 善博1, 佐藤 克巳1

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】ガングリオンは肘部管症候群の原因となることがある。当科で手術治療を行ったガン
グリオンを合併した肘部管症候群（G群）について治療経過と臨床的特徴を調査し、変形性肘関
節症による肘部管症候群（O群）と比較検討した。【対象と方法】1992年以後に当院で手術を施
行した肘部管症候群493例中、G群21例（神経外20例、神経内1例）を対象とした。内訳は男
16例、女5例で、手術時年齢は平均63.1歳（34-89歳）であった。これらとO群20例を対象とし
て、肘部痛、発症から初診までの有症状期間、赤堀の病期分類と術後治療成績、術前神経伝導
検査所見（小指外転筋導出の複合筋活動電位：ADM-CMAP）を検討した。【結果】肘部痛はG群67
％（14/21例）、O群20%（4/20例）とG群に多く、有症状期間はG群が平均6.4ヵ月、O群が16ヵ月
とG群で短かった。術前の臨床症状の赤堀分類はG群が2期3例、3期3例、4期15例、O群は3期
10例、4期10例であり、ADM-CMAPの振幅対側比はG群が平均18%、O群が25%であり、臨床症状の重
症度とは異なり、G群で電気診断学的に重症例が多い傾向にあった。術式はKing変法が計23例、
皮下前方移動術が5例、単純除圧術が15例であった。術後経過観察期間はG群が平均13ヵ月、O群
が18ヵ月であり、治療成績はG群で優3、良13、可2、不可1例（優・良が84％）、O群で優5、良
12、可3例（優・良が85%）と、同等であった。G群でガングリオンの再発を1例に認めた。【考
察と結論】G群では肘部痛の主訴が多く、短期間で症状が重度に進行するという特徴があった。
ガングリオンによる肘部管症候群は比較的稀ではあるが、術後再発例もあり、常に念頭に置く
必要がある。
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ガングリオンによる肘部管症候群再発の6例
Recurrent cubital tunnel syndrome caused by medial elbow ganglion: 6 cases report

○小松 雅俊, 内山 茂晴, 林 正徳, 植村 一貴
加藤 博之

信州大学　医学部附属病院　整形外科

【背景と目的】演者らは肘内側のガングリオンを合併した肘部管症候群(CubTS)の臨床像につい
て，有症状期間が短い，肘内側部痛と変形性肘関節症（肘OA）があり，ガングリオンはオカル
ト型であるなどの特徴を報告した．一方，CubTSの術後再発例における肘内側ガングリオンの存
在は注目されてはいない．ガングリオンによるCubTS再発の6例の臨床像について報告す
る．【対象と方法】2003-2013年に経験した肘内側ガングリオンによるCubTS術後再発例6例を対
象とした．年齢は66-80（平均75）歳であった．対象例の，1)初回手術方法，2)初回手術から再
発までの期間，3)再発時の主訴と発症から受診までの有症状期間，4)再発時の臨床所見，5)尺
骨神経麻痺の重症度，6)画像診断，7)術中所見について後ろ向きに調査した．【結果】1)初回
手術はOsborne変法が4例，皮下前方移動術が1例，筋層下の前方移動術が1例であった．2)再発
までの期間は3～360（平均144）か月であった．全例で初回手術後に症状は一旦軽快してい
た．3)主訴は全例が環小指のしびれ，4例に肘内側部痛，5例が有症状期間は2か月以内であっ
た．4)5例に皮下に軟部腫瘤を触知した．5)全例がMcGowan分類Grade IIIの重症型であった．6)
単純X線写真でK-L分類II度以上の肘OAが全例にみられた．超音波で2例中1例が、MRIでは5例中
全例でガングリオンの存在が確認された．7)ガングリオンは全例腕尺関節から生じ周囲の軟部
組織との間で尺骨神経を圧迫していた．【考察】肘OAを有するCubTSでは術後長期間経過良好で
あっても，麻痺が突然発症することがある．その場合はガングリオンを念頭に置き，超音波や
MRIによる検討が有用である．
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Apert hand長期経過の検討
Long term follow-up study of Apert hand

○西村 礼司1, 松浦 愼太郎1, 宮脇 剛司1, 平川 正彦2

内田 満1

1東京慈恵会医科大学　形成外科学講座, 2富士市立中央病院　形成外科

【目的】　Apert症候群に伴う手指変形は、複雑な骨性合指と指節間癒合のため機能的な治療が
難しい。現在では早期に指間分離が行われ、機能獲得のため様々な手術法やプロトコールが報
告されている。一方で術後の長期経過報告は少ない。われわれの施設では継続的に本症候群の
治療に取り組んでおり、その長期経過の調査を行った。【対象および方法】　われわれの施設
で治療を行った症例のうち、術後10年以上を経過したものを対象とした。これまで42例のApert
handの手術例を経験したが、途中で通院を中断した例も多く、10年以上の経過を観察できたも
のは5例のみで2例は術後30年以上の症例であった。【結果】　過去の報告同様にIP関節は骨性
に癒合し強直となっていたが、10°未満の可動域が残存したものもあり、その小さな可動域が
手指機能に貢献していた。今回の5例では、Uptonらが報告した母指・小指間ピンチが可能な例
はなかった。手指機能に制限を認めるが、サイドピンチや手掌を使うなど工夫して手を使うこ
とで身の回りのことをある程度自力で行なっていた。２例で箸の使用が可能であっ
た。【考察】　Apert handでは、IP関節の可動域制限は必発で多くは骨性に癒合する。このた
め正常と同じ手指機能を獲得することは困難と考える。そうであれば、Apert hand固有の制限
内で最良の手指機能を獲得することが治療目標となる。しかし、Smithらが指摘するように
Apert handに伴う様々な障害のうち、症候群に固有なもので不可避な障害と手術治療により改
善の可能性のあるものとの境界線が明らかになっていない。指間分離後の長期経過は、この境
界線の一部を明らかにする可能性がありApert handの手術を考える基礎材料になる。
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先天性中手骨癒合症の治療―矯正骨切術の治療効果―
Congenital Metacarpal Synostosis - Surgical outcomes of corrective osteotomy-

○堀井 恵美子1, 洪 淑貴1, 大塚 純子1, 広石 将行1

服部 達哉2

1名古屋第一赤十字病院整形手外科, 2服部整形外科皮フ科

中手骨癒合症は比較的稀な先天異常である．我々は創外固定器を用いて矯正骨切り・延長術を
行ってきた．その治療成績について機能的および整容面から評価したので報告する．【対象】
当院および関連施設にて手術を行った11名の中手骨癒合症のうち，他に合併異常がなく，術後2
年以上経過観察可能であった6名11手を対象とした．6名は全例男性で，両手罹患であり，1例は
家族歴が明らかであった．1手は変形が軽度であったので手術を施行しなかった．診療録・Ｘ線
より，術後経過・合併症の有無を調査し，小指の機能として，屈伸・および内外転可動域，お
よび整容面の評価を行った．骨切術を施行した第5中手骨の長さの評価は第3中手骨に対する相
対的評価（%）とした．【結果】手術時平均年齢は6.5歳(3.9-10.5)，術後経過観察期間は平均
7.0年（2-13年）であった．2手で早期骨癒合を生じた以外の合併症はなかった．中手骨平均延
長量は9.7mm，固定器装着期間は56日であった．平均中手骨長は術前66.1%から術直後83.6%で，
最終経過観察時は78.8%であった．早期癒合した2手を除くと，最終長は86.0%であった．MP関節
の平均可動域に関しては伸展0・屈曲59ºで，屈曲制限があったが，ADL障害の訴えはなかった．
指を揃えて伸展した際の小指の外転位は術前平均36ºから7ºに改善した．手背の手術創は，経年
的に目立たなくなり，愁訴の訴えはなかった．【考察】中手骨を過延長しかつ中手骨間を十分
開大したが，骨成長に伴い小指の相対的短縮，外転変形は再発した．小指MP関節の可動域に関
しては，実用的な可動域は獲得できた．創外固定器を用いた矯正骨切術は，機能・整容両面か
ら，有効な方法であるが，更なる治療成績の改善のためには，内転筋の再建なども考慮するこ
とが必要である．
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先天性近位橈尺骨癒合症に対する前腕骨の3次元変形解析
Three-dimensional deformity analysis of congenital radio-ulnar synostosis

○仲宗根 素子1, 仲宗根 哲1, 金城 政樹1, 村瀬 剛2

金谷 文則1

1琉球大学　医学部附属病院　整形外科, 2大阪大学大学院大学　整形外科

【目的】先天性近位橈尺骨癒合症は、近位橈尺骨間の癒合のみならず前腕骨の3次元的な変形が
示唆されているが、いまだ評価はされていない。今回、先天性近位橈尺骨癒合症と正常前腕骨
の3次元骨モデルを用いて3次元変形解析を行った。【対象と方法】2007年から2012年に3D-CTを
撮影した先天性橈尺骨癒合症21例30肢、平均年齢6.4 才（4～15）を対象とした。橈骨の前方脱
臼10肢、脱臼なし3肢、後方脱臼17肢で、平均回内強直位は37.9°（0～90）であった。3次元骨
モデル作成ソフトウェア（Bone viewer, Osaka）を用いて橈骨と尺骨の3次元骨表面モデルを作
成した。正常骨モデルは、年齢に応じた橈尺骨のCTデータから作成した。橈骨および尺骨モデ
ルを正常の骨モデルに重層させて、等尺屈変形、内外旋変形、伸展屈曲変形の解析を行った。
また、臨床の回内強直位と前腕骨の3次元変形の関連について検討した。【結果】尺骨は正常骨
に比べて有意に橈屈変形（平均3.9°, p＜0.01）、内旋変形（平均33.4°, p＜0.01）、伸展変
形（平均2.69°, p＜0.01）を認めた。回内強直位と橈屈変形は弱い正の相関（r2=0.43）が、
内旋変形は正の相関（r2=0.50）、伸展変形には弱い負の相関（r2=0.43）があった。橈骨では
尺屈変形（平均6.6°,p＜0.01）、内旋変形（平均1.7°,p＜0.05）屈曲変形（平均
4.51°,p＜0.01）を認めた。屈曲変形は回内強直位と相関を認めたが（r2=0.67）、内旋変形と
尺屈変形は相関を認めなかった。【考察】本研究から前腕骨の変形の存在が明らかとなった。
特に尺骨では内旋変形が強く、回内強直位の程度と相関があった。このことより、回内強直位
が強い例では、橈尺骨の分離矯正骨切り術に加えて尺骨の矯正骨切り術を加えることにより、
手術成績の向上が期待できると思われた。
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先天性橈尺骨癒合症の手術　－局所有茎脂肪弁を用いた分離術－
Surgical treatment for congenital radioulnar synostosis  Mobilization using local adiposal flap

○木下 明彦1, 阿部 宗昭1, 河上 剛1, 大植 睦2

1春秋会　城山病院, 2葛城病院

【目的】先天性橈尺骨癒合症の治療は金谷らの血管柄付遊離脂肪弁の開発で分離が可能となっ
たが、微小外科の手技が必須である。これに対し白井らはマイクロを用いない局所有茎脂肪弁
の挿入による分離術を報告した。我々も白井らの方法による分離術をおこなったので報告す
る。【対象】2006年9月～2013年5月までに手術を施行した先天性橈尺骨癒合症の3例。症例
1：31歳、女性。主訴は右前腕の回旋制限。25度回内位で強直。９歳時に右肘のロッキング症状
のため前医にて橈骨頭切除しロッキングは改善した。30歳時に前碗の回旋制限を主訴に紹介受
診。症例2：8歳、女児。主訴は左前腕の回旋制限。20度回内位で強直。症例3：5歳、女児。主
訴は両前腕の回旋制限。右は20度、左は30度回内位で強直。２歳時に当科を紹介されたが、5歳
になるのを待って右側に対し手術を施行した。【結果】3例とも局所有茎脂肪弁の挿入による分
離術を施行。手術は癒合部を切除、彎曲した橈骨の矯正は楔状骨切りしてプレート固定。癒合
部は近位部に肘筋弁、遠位部に局所有茎脂肪弁を挿入した。調査時、3例とも再癒合は認めてい
ない。機能的には、症例1は術後3年時に回外30度、回内50度へ、症例2は術後4年時に回外
60度、回内20度へ、症例3は術後5カ月時に回外25度、回内35度へそれぞれ改善した。【考察】
本法による報告は白井らの他にみあたらないが、微小外科の手技を要さず、手術時間が比較的
短いのが利点である。欠点は脂肪採取部位の皮膚のふくらみが減少すること以外はみあたらな
い。本法での再癒合例はなく、ADLでの改善も著しく、本術式は推奨できる方法と考える。
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先天性橈尺骨癒合症橈骨頭後方に対する金谷法骨切り術変法
Modified osteotomy (Kanaya's procedure) for congenital proximal radioulnar synostosis with posterior

dislocation of radial head

○土井 一輝1, 服部 泰典1, 坂本 相哲1, 森友 寿夫2

岡　 久仁洋3

1小郡第一, 2大阪行岡医療大学行岡病院手の外科センター

3大阪大学大学院　整形外科

【目的】先天性橈尺骨癒合症(PRUS)に対する金谷法は優れた再建術式であるが、橈骨頭後方脱
臼例では術後前腕回旋角度獲得不良例を経験する。高山（2007), 坂本(2010)は橈骨骨切り部変
法の優れた成績を報告している。今回、自験例の再検討を行い、後方脱臼に対する橈骨骨切り
部選択の根拠について検討した。【方法】PRUS自験例は１６例で橈骨頭前方脱臼７前腕、後方
脱臼８、脱臼なし８、癒合なし8であった（１前腕X線紛失）。計測１：遠位橈尺関節標準PA、
側面X線フィルムにて、AutoCADを使用して、橈骨弯曲の曲率半径と癒合部の長さを測定した。
１３例１５前腕に金谷法原法を行い、２例２前腕に橈骨骨幹部の骨切りを行った。計測２：術
後の前腕回旋角度を手掌横軸、遠位橈尺関節橈骨尺骨茎状突起軸および３D-CTでの計測で比較
した。【結果】橈骨弯曲の曲率半径は、前方脱臼、非脱臼例では２つの弯曲を認めたが、後方
脱臼例ではPronation bendのみで曲率半径は小さかった。癒合長は後方脱臼例で長く、骨頭形
も形成不全があった。測定法による前腕回旋角度は、手掌軸法94度、茎状突起軸法56、３D-CT
法48で手掌軸法が大きかった。茎状突起法による前腕回旋角度は前方脱臼57±12度、非脱臼例
72±6、後方脱臼金谷原法32±8、変法80±0であり、後方脱臼に対する骨切り部変法に改善があ
った。【結論】前方脱臼では金谷法原法での橈骨中枢のSupination bendの矯正骨切りで良い
が、後方脱臼では橈骨中央部のPronation bendの弯曲の矯正と骨頭形成不全の対応が必要であ
る。術後の前腕回旋角度の正確な測定と森友、岡らが報告している前腕回旋運動様式の正常な
復元が原則である。
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Surgical Strategies for Radial Polydactyly

○Goo Hyun BAEK

Department of Orthopedic Surgery Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea

Radial polydactyly is a common congenital difference of the upper extremity in all races.
Owing to the accumulation of clinical experiences and knowledge, development of surgical and
anesthesiologic techniques, and rapid communication of information, surgical outcomes of radial
polydactyly have greatly improved recently.
When a baby with radial polyactyly and his/her parents visit the outpatient department (OPD), it is very
important to inspect both hands of the patient. Most of the babies with unilateral involvement show
smaller sizes of affected thumbs than that of contralateral normal thumbs. Thus, the parents should
understand that even if the more dominant one is preserved in the affected thumb, it will be smaller in
length and girth when compared to the unaffected side. The timing of surgery depends on general
condition of the patients, priority of surgery in patients with multiple associated anomalies, types of radial
polydactyly, and most importantly surgeon’s preference. There is no gold standard for surgical timing of
radial polydactyly. However, earlier surgery is recommended when surgical planning is completed and
the structures of the thumb are large enough to manipulate surgically.
Pedunculated types of radial polydactyly can be ligated at OPD or nursery. Simple excision under general
anesthesia is indicated, when there is no bony connection between two polydactyly thumbs, and a
dominant thumb shows good stability, motion, and alignment. Most of children with radial polydactyly
can be treated with the ‘excision and reconstruction’ principle. Main components of this procedure are
arthroplasty, corrective osteotomy, and tendon realignment. When both polydactylic thumbs are
hypoplastic and symmetrical, the Bilhaut-Cloquet procedure can be an option. However, complications
such as joint stiffness, physeal growth disturbance, and nail-plate deformity were common after this
procedure. Therefore two modified techniques to overcome possible complications are introduced, one for
Wassel type 2 and the other for Wassel type 4. On-top plasty technique is another type of combination
procedure. In certain patients with radial polydactyly, one thumb has better distal portion and the other
one better proximal portion. The better distal part of one thumb can be transposed to the better proximal
part of the other thumb.
 Although most of the radial polydactyly can be successfully treated by above techniques, it is hard to
obtain good results in certain patients whose polydactylic thumbs are severely hypoplastic.
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母指多指症の治療
Surgical treatment of thumb polydactyly

○松浦 愼太郎, 小俣 美香子, 余川 陽子, 西村 礼司
内田 満

東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

【目的】母指多指症は手先天異常のなかで最も頻度の高い疾患である。その表現型は多岐に亘
るため手術法も多彩である。手術の目的は形態と機能の再建であり、特に母指球筋の再建が重
要である。また、成長に伴う変形に対する治療は、初回手術より困難な場合がありわれわれの
治療原則を述べる。【対象および方法】2009年1月から4年8ヵ月間に当院において手術を行った
母指多指症47 例50手を対象とした。内訳は、男28例女19例、右27手左23手、手術時年齢は初回
手術例平均12.1ヵ月、2次修正例平均8歳6ヵ月であった。初回例の内訳は片側33例両側3例で、
両側の1例は同時に手術を行った。初回例の術前の日手会分類は、1型1手、2型8手、3型3手、4
型17手、5型5手、6型7型各1手であった。4手にBaekらが報告したBilhaut-Cloquet変法を行っ
た。【結果】初回手術例では全例で良好な母指形態・機能を獲得できた。Bilhaut-Cloquet変法
を行った4手では、軽度の爪変形などは残存したが、以前のBilhaut法より形態的に満足できる
結果であった。2次修正例では各症例に応じた愁訴の改善を得ることができた。【考察】母指多
指症は表現型も多彩のため定型的な外科治療ができる疾患ではない。母指球筋腱の確実な移行
と手術瘢痕を考えた皮膚切開線の選択が良好な結果を得ることになる。重複する母指の両方が
形成不全を示す症例に対する手術法の選択は困難であるが、Bilhaut-Cloquet変法の短期成績は
比較的満足できるものであり、治療の重要な１選択枝であると考える。
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重度母指形成不全に対する母指温存再建法
Reconstruction of Severely Hypoplastic Thumb by Non-vascularized Metatarsal Graft with Abductor

Digiti Minimi Opponensplasty

○高山 真一郎1, 関　 敦仁1, 高木 岳彦2, 森澤　 妥3

福岡 昌利4

1国立成育医療研究センター, 2東海大学　整形外科

3国立病院機構埼玉病院　整形外科, 4さいたま市立病院　整形外科

【目的】重度の先天性母指形成不全症の再建は難しく、欧米ではBlauth IIIB以上では示指の母
指化術が行われている。母指化術の機能成績は比較的良好だが、母指温存を希望する家族は多
く、われわれは1973年以来成長軟骨を含む第４中足骨頭遊離移植に二期的筋移行を加えた治療
を行ってきた。今回平成元年以降の手術例を調査し、本法が広く薦められるべき術式であるか
どうかを評価した。【症例と術式】平成元年以後の症例は41例42手、男児21例女児20例、右26
手左16手、Blauth IIIB 26手、IV（浮遊母指）16例で、手術時年齢は平均3.4歳であった。浮遊
母指では、母指が小指と同等以上の大きさを有する例を本術式の適応としたが、大菱形骨も欠
損する場合、基節骨基部を含めたMTP関節移植とし、第1指間は必要に応じて皮弁で形成した。
中足骨欠損部には骨端軟骨を含む腸骨を補填した。第１期手術より6から12カ月後に、小指外転
筋移行による対立再建、腱移行による母指屈曲・伸展の再建を行った。術後平均経過観察期間
は65ヶ月であった。【結果および考察】移植骨と第１中手骨末梢部の骨癒合は二分脊椎の麻痺
足からの移植例以外は良好で、骨吸収は見られなかった。4例で移植骨片の骨折が生じたが最終
的に骨癒合は得られた。腸骨移植により趾の変形は防ぎ得たが、2例では伸筋腱の癒着による
MTP過伸展変形が生じ腱剥離を行った。第1中手骨基部の移植骨片の骨端線は5年以上開存
し、Blauth IIIBの症例ではほぼ正常に近い長さの母指が獲得されたが、浮遊母指例では限界が
あった。本再建法の特徴は母指を対立位で安定化し、かつ可動性のあるCM関節を再建すること
で、重度の母指形成不全の治療に有用と考えられた。
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手の先天異常に対するSpare-part Surgery
Spare-part Surgery for the congenital hand anomalies

○石河 利広1, 斉藤 晋2, 吉川 勝宇2, 石川 浩三1

鈴木 茂彦2

1大津赤十字病院　形成外科, 2京都大学大学院　医学研究科　形成外科

【はじめに】切断指肢の組織を利用したSpare-part Surgeryについての報告は散見するが、手
の先天異常における報告はほとんどない。我々が経験した手の先天異常に対するSpare-part
Surgeryについて報告する。
【症例1】両手足絞扼輪症候群。右手の尖端合指分離を生後直ぐに受けたが、右中環指間を分離
する際に、誤って右環指中節部で切断された。右環指中節部以遠は中指末節部と索状組織で連
続し、X線上は末節骨の骨化核のみ認めた。4歳時に遠隔皮弁の要領で中節部末梢と中節基部を
接合、3週後に中指から切り離し環指末梢を環指に移動させた。その6ヶ月後に腸骨より骨端付
き骨移植を行った。術後6年で再建環指は他指と同等に成長し、知覚良好、PIP関節に可動域制
限はない。
【症例2】橈側形成障害。母指形成不全4型と五指手の混合型。3歳時に末節骨と基節骨遠位を含
む浮遊母指を血管神経茎の島状皮弁としてMP関節近位から存在した最橈側指に移植した。その
後、腸骨移植、第一指間形成、母指対立再建を施行した。術後2年、IP、MP関節は固定、CM様関
節の可動性は良、母指環指間ピンチが可能、再建母指を使用している。
【症例3】EEC症候群。2歳時に複合裂手に伴う母指多指症の余剰指を切除後、遊離複合組織とし
て欠損していた同側示指中節部にmedialis pedis flapによる指動脈再建と同時に移植した。術
後7年で再建示指は他指と同等に成長、知覚良好、PIP関節可動域は、-30/60度である。ピンチ
は母指中指が多いが把持には再建示指を使用している。
【考察】再建指は、他指と同等に成長し知覚回復も良好である。Spare-part surgeryは他の部
位の犠牲を伴わない。整容的にも機能的にも改善が見込める場合のみ適応するべきであり、適
応となる症例は少ないが、手の先天異常の再建において考慮すべき方法のひとつである。
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先天性表皮水疱症における手指瘢痕拘縮治療
Surgical treatment of the hand deformities in epidermolysis bullosa dystrophica

○古川 洋志, 大野 健太郎, 山本 有平

北海道大学　医学部　形成外科

先天性表皮水疱症は、軽度の機械的刺激によっても皮膚・粘膜に水疱を形成する希な遺伝性疾
患である．日本における表皮水疱症の推定患者数は、500～640人（1994年厚生省稀少難治性皮
膚疾患調査研究班の全国調査による）で、重症の劣性栄養障害型と接合部型は国内に３００人
程度存在する。病因は、栄養障害型では係留線維の構成成分である７型コラーゲンの変異であ
る。劣性栄養障害型では全身皮膚の水疱の治癒の過程で瘢痕を生じ、水疱の好発部位である手
では母指内転拘縮と指屈曲拘縮により重篤な手の機能障害を生じる。このため、患児は就学な
どの通常の社会生活が不可能となることも少なくない。当施設では1985年に2症例の表皮水疱症
の手指瘢痕拘縮の指間分離術・植皮術を経験し報告したが、今回あらたに2症例における６回の
手指瘢痕拘縮の手術治療を経験した。気管内挿管をさけたアンダーマスク下での麻酔維持、モ
ニター類の装着の工夫、限られた採皮部からの植皮など、様々な制限下での手術となるが、術
後再度癒合を生じやすく、複数回手術を行わなければならなかった。過去の報告と、最近の症
例を呈示し、麻酔方法や手術方法、術後の状態についてビデオを供覧し、現在の治療方針、術
中管理と、後療法、問題点を報告する。
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先天性多発性関節拘縮症（筋形成不全）に対する筋肉移植による肘
屈曲再建術

Restoration of Elbow Flexion with Functioning Free Muscle Transfer in Arthrogryposis

○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】先天性多発性関節拘縮症（筋形成不全）の上肢の重篤な機能障害は、肘伸展拘縮によ
る肘屈曲不能であり、上腕三頭筋、大胸筋、広背筋移行などが行われて来たが、長期結果は満
足するものではなかった。演者らは薄筋移植による肘屈曲再建を報告したが、本法の手術術
式、合併症、遠隔成績について紹介する。【方法】本症３例６肘に筋肉移植による肘屈曲再建
を行った。手術は全例、片側上肢毎、2回に分けて行い、対側の薄筋を各々移植し、運動神経は
副神経に縫合した。手術時年齢は、１歳８カ月から５歳２カ月であり、１筋肉に術後血栓を合
併したが救済しえた。他５筋は問題なく生着、神経再支配を得た。2肘に屈曲拘縮解離術、2肘
に伸展拘縮解離術を追加した。【結果】術後経過期間は８カ月から１４年である。肘自動屈曲
角度は110～140°、伸展角度は-40̃-60°である。14年経過例の1例はADLでの支障は全くなく、
野球など学校活動も不自由なく行っている。5年経過例の1例は食事、書字に困難はなく、1年経
過例の1例も洗面、トイレはまだ自立していないが、食事は介助箸で摂取可能である。この機能
獲得の差は肘屈曲のみでなく、肩、手の機能障害が影響していた。【結論】先天性多発性関節
拘縮症は、一生にわたり自立した生活が困難であり、患者に大きなハンディキャップを強いて
きたが、遊離筋肉移植による肘屈曲再建により、食事、洗面、トイレなどの基本的生活動作が
獲得できるようになった。小児への筋肉移植は、血管神経外径も1mmあり、一般に予測されるほ
ど技術的難易度の高い手術ではない。遊離筋肉移植は、先天性多発性関節拘縮症（筋形成不
全）に対して大きな福音をもたらす治療法であると推奨する。
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四肢形成不全の分子遺伝学－裂手裂足症およびその関連疾患の発症
機序－

○緒方 勤, 永田 絵子

浜松医科大学小児科

裂手裂足症は、四肢中央列形成不全に起因する先天疾患である。本疾患は、骨以外の症状を伴
うsyndromic typeと伴わないnon-syndromic typeに大別され、また、骨病変は、指趾のみに限
局するタイプ(split hand/foot malformation: SHFM)、下腿骨（特に頸骨）形成不全を伴うタ
イプ（split hand/foot malformation-long bone deficiency: SHFLD）、大腿骨形成不全を伴
うタイプ（Gallop-Wolfgang complex: GWC）に分類される。われわれは、本邦のSHFM, SHFLD,
GWCを有する49家系を解析し、以下の所見を同定したので報告する。

１． BHLHA9を含む第17染色体短腕の約200 kb duplication/triplication: これが、27家系で
同定された。重要な点として、(1) duplication/triplicationの両者が見いだされたこと、(2)
同じ重複がSHFM, SHFLD, GWCの全てで見いだされたこと、(3) 重複融合点が全症例で同じであ
ったこと、(4)重複サイズは全例で同一であるが、重複領域内のマイクロサテライトパターンや
SNPパターンには多様性が存在すること、(5) 表現型正常の両親では、必ずどちらかが重複保因
者であること、(6) この重複は、一般集団においても1000人中2人で認められること、(7) この
重複領域内の遺伝子の中で、BHLHA9のみがマウスの肢牙で明瞭に発現していることが判明し
た。これらの所見は、(1) BHLHA9重複がSHFM, SHFLD, GWC発症の強い感受性因子であるこ
と、(2)  疾患発症には、この重複の他にmodifierが関与しうること、(3)  この重複が
replication errorにより日本人の創始者効果として形成され、正常表現型の保因者を介して
replication/recombinationを受けながら伝搬していることを示唆する。
２． 新規候補遺伝子CEBPA/CEBPGの同定：われわれは、SHFMの１症例において、第19染色体上
にde novoの微細欠失を同定し、この中のCEBPAとCEBPGがマウスの肢牙で発現していることを見
いだした。さらに、メダカを用いたモルフォリーノノックダウン実験で、CEBPAとCEBPGと機能
低下がヒレの形態以上を招くことを見いだした。これらは、CEBPA/CEBPGがSHFM発症候補遺伝子
であることを示唆する。
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「裂手」―裂手症例登録の話と症例検討を中心に―

○高山 真一郎

国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科

先天異常症例の登録・分析はその病態の解明・治療の開発などに重要な役割を持つ。日手会で
は有用なデータベース構築のため疾患別の登録を計画し、2009年以後に行った裂手症の登録状
況とその分析結果を報告する。
登録症例数は19施設から204例285手であった。性別は男137例189手、女65例94手、不明2例 2手
で、右87例、左36例、両側81例であった。家族発生例は22例と約10％で、107例の約半数でなん
らかの合併症を認めた。裂足の合併が45例と最多で、脛骨・腓骨欠損は10例に見られた。全身
疾患では、EEC症候群5例、Cornelia de Lange症候群4例であった。指数分類では、1指欠損型が
142手と約半数を占めた。
　典型的な裂手は手掌中央が陥凹する1指(中指)欠損だが、日手会分類では、IV 指列誘導障害
の骨性合指・中央列多指と同じグループに位置づけられる。今回は片側が典型的裂手で、反対
側が合指など他の指列誘導障害例を両側例とすべきかを明確に定めず、外観上裂手と判断でき
る症例を登録した。しかし、外観のイメージが異なる3指欠損(32手)、4指欠損(5手)も他の報告
と同頻度で登録されており、渉猟された症例の分布に大きな偏りはないと考えられた。
一方、裂手の治療には多彩な要素があり、その治療方針にも様々な議論がある。ポイント
は、１）指間陥凹の閉鎖方法（デザイン・中手骨乗り換え・中手骨骨頭間引き寄せ・横走骨の
処理・手掌幅の確保）２）指変形への対処方法（屈曲変形・回旋変形・不安定性）３）第1指間
の形成方法（皮弁デザイン・対立再建・母指示指間完全合指例の治療方針）などだが、二指列
・三指列欠損型の再建や中央列多指の再建方針等も、難しい問題を含んでいる。症例を提示
し、治療方針の問題点などについて、議論していきたい。
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先天異常手に対する指節骨レベルでの乗り換え手術
On-top plasty for floating digit and triplicate digit.

○高木 岳彦1,2, 関 敦仁2, 根本 菜穂3, 福岡 昌利4

高山 真一郎2

1東海大学　医学部　外科系整形外科学, 2国立成育医療研究センター　整形外科

3埼玉県立小児医療センター　整形外科, 4さいたま市立病院　整形外科

【目的】多指症では一方の指で中手骨、基節骨が発達しているもののもう一方の指で末節骨が
発達している場合があり、末節骨の発達している指の末節部を温存し基節骨の発達している隣
接指に移行する乗り換え手術(on-top plasty)が行われることがある。当科では重複指の一方が
浮遊指の症例や重複指の数が三本の症例においても同様の考えのもとこのような指形成術を行
ってきたのでその有効性と問題点について検討した。
【対象】先天異常手に対して指節骨レベルで乗り換え手術を施行し２年以上術後経過観察可能
であった5例を対象とした。手術時平均年齢1歳8ヵ月(1歳2ヵ月～2歳4ヵ月)。全例男児。浮遊母
指、中指各１例については浮遊指を隣接指に移行した。母指が三本の１例は尺側母指末梢を中
央母指に移行し橈側母指を切除した。小指が三本の2例は橈側小指末節骨を中央小指の基節骨に
移行し尺側小指を切除した。これらの症例につき術後の形態、可動域について調査した。
【結果】1)浮遊母指の１例は術後早期に指尖部が壊死となり、今後骨延長を行い指長獲得を検
討している。2)浮遊中指の１例は移行指の温存は可能で、長軸方向への成長は示指、環指より
得られており得られており今後さらなる整容的改善が見込まれるものの、可動性はMP関節のみ
(0-45°)となった。3)母指あるいは小指三本の3例はいずれも整容的改善が得られ、MP関節のみ
の可動性(平均0-70°)となっているものの物体把持の支えとなり機能的にも満足いく結果とな
った。
【考察】整容面で満足のいく指再建を希望する親は多く、その希望に応えるために良好な末節
部を温存するこの術式は有用と考える。しかしながら特に浮遊指症例では先端壊死の可能性や
屈伸の乏しい指となることを親にはしっかり理解して頂いた上で治療方針を決めていく必要が
ある。
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母指形成不全症重症例における第１中手骨骨端核出現パターンの検
討

Assessment of the first metacarpal epiphyseal nucleus in severe hypoplastic thumbs.

○野尻 綾乃1, 高山 真一郎2, 関 敦仁2, 高木 岳彦3

中村 俊康4

1けいゆう病院　整形外科, 2国立成育医療研究センター　整形外科

3東海大学　医学部　整形外科, 4慶応義塾大学　医学部　整形外科

【目的】第１中手骨(以下MC1)の骨端軟骨は近位側に存在する。母指形成不全症重症例で
は、MC1近位の低形成あるいは欠損がみられ、骨端軟骨が存在しない可能性もあるが、実際には
低形成ながらMC1もある程度の成長が認められる。これらの症例でMC1遠位側に骨端核が出現す
ることがあることに注目し、母指形成不全症重症例におけるMC1骨端核の出現パターンを検討し
た。【対象】2004年以後、国立成育医療研究センターで母指形成不全症と診断された121例170
手のうち、日本手外科学会先天異常分類3型17手、4型27手を対象とし、MC1骨端核出現の有無と
その経時的変化を検討した。【結果】標準的なMC1骨端核出現時期とされる30ヶ月未満を除く
と、3型では14手中11手で遠位に骨端核を認め、その出現年齢は平均4歳1ヶ月であった。4型で
は30ヶ月未満での切除例および母指化術例を除く18手中7手、平均4歳3ヶ月でMC1遠位側に骨端
核が確認された。経過中、遠位骨端線が早期閉鎖する症例も多く、3型11手中5例、4型7手中2例
では平均8歳1ヶ月でMC1遠位の骨端線が閉鎖していた。また対側が2型の母指形成不全症であっ
た3型7手中5手、4型2手中1手で、その2型側の骨端核に異常(遠位のみに出現：2例、両端に出
現：１例、両端とも出現なし：3例)を認めた。【考察】これまで三指節母指や甲状腺機能低下
症などでMC1のdouble epiphysis・double epiphyseal platesなどが報告されているが、その機
序は不明である。今回の調査で母指形成不全症3型の半数以上でMC1遠位に骨端核が出現するこ
とが明らかとなったが、骨端核が確認できない症例もあり、病態の分析とともに長軸成長への
関与について今後検討の必要がある。
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浮遊母指温存と遊離皮弁再建によるfloating thumb母指形成術
Pollicization of floating thumb to preserve floating thumb and to use free flaps

○十九浦 礼子, 成島 三長, 光嶋 勲

東大附属病院　形成外科　

背景：先天性浮遊母指は機能を重視し、一般的には母指形成術が行われることが多い。しかし
親たちの中には低形成ながらも母指を切除することに強い抵抗を感じ、この浮遊拇指を温存し
用いた再建術を希望することも少なからずある。そのため低形成母指の欠損部の再建に足背皮
弁付き第２趾関節移植が用いられる。しかし、母指欠損部の骨格を支持するために再建には多
くの皮膚と軟部組織が必要となり、ドナー部位である第２趾欠損や足背の大きな傷跡が問題と
なる。また浮遊母指の橈骨動脈は低形成のためレシピエントの血管は通常尺骨動脈のみとな
り、またそれは皮弁の移行部である母指より遠くなってしまう。ドナー部の傷を最小限に抑え
つつ十分な量の組織を移植するため、血管付き骨付きTAP flap、DIEP皮弁などの方法を用い
た。
方法：対象は６～12歳。DIEP皮弁2例、骨付きTAPflap４例。
結果：すべての症例において皮弁は生着した。TAP flapを用いたうちの1例で広背筋を複合的に
採取移植し母指対立筋の再建を行った。
考察：足背皮弁付き第２趾関節移植と比較すると、これらの皮弁を用いることにより多くの皮
膚と軟部組織を充填した再建が可能となり、また骨付きによる骨格の維持や筋移植による機能
的再建も可能となるため、皮弁移植を付加することは浮遊母指の治療において有用である考え
られる。
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Wassel type IV橈屈型母指多指症の治療経験
Radially-deviated Wassel type IV thumb duplication - Radiological characteristics and surgical outcomes

○洪 淑貴1, 大塚 純子1, 服部 達哉2, 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

【緒言】Wassel分類type IV母指多指症は大部分で良好な臨床成績が得られるが、治療に難渋す
るsubtypeが存在する。橈側指・尺側指ともに橈屈変形を呈する橈屈型もその一つであり、単純
X線像、初回手術法、治療成績を検討した。【対象と方法】1973～2011年に初回手術を行った22
例中2年以上経過観察し得た14例を対象とした。男児7例女児7例、初回手術時平均月齢10.4ヶ月
（SD3.1）、平均経過観察期間6.2年(SD3.0）であった。術前形態、初回手術・修正手術の術式
と、最終診察時の日本手外科学会母指多指機能評価について調査した。【結果】尺側指の術前
の橈屈変形はIP関節で生じており、平均39.3°（SD16.4）であった。尺側指基節骨は全例異形
成で、太く短い形態を呈した。初回手術時、全例橈側指からfillet flapを挙上した後切除し、
尺側指では、腱付着部が橈側に偏位している場合は切離し中央へ縫着、橈側面には橈側指から
の皮弁を挿入した。13例に基節骨矯正骨切りを施行し、3例ではIP関節が不安定であったため関
節固定を追加した。修正手術は、初回手術時骨切りをしなかった1例を含む3例に基節骨矯正骨
切り術を追加施行した。最終診察時尺側指IP関節の橈屈変形は平均4.6°（SD6.6）で、最終成
績は良8例、可6例であった。【考察】母指はピンチ動作に際し他指に対向するポストとなる
が、尺側指基節骨IP関節面の橈側傾斜遺残は、二次的な尺側側副靱帯機能不全を惹起する。従
って初回手術時に基節骨矯正骨切りは必須である。IP関節が不安定な場合は、関節固定を施行
することで可動域は犠牲にしたが、機能的には良好な結果を得た。外観上尺側指の指腹及び側
爪郭橈側の形態が、橈側指からの皮弁長が不足し十分修正が出来ず、成績不良の一因となっ
た。

S77



1-3-10

母指多指症に対する二次修正手術に関する検討
Second revision operation for thumb polydactyly

○鳥谷部 荘八1, 牛尾 茂子2, 館 正弘3

1仙台医療センター形成外科・手外科, 2仙台形成外科手外科クリニック

3東北大学病院形成外科

【目的】母指多指症は手の先天異常において最も頻度が多い疾患の一つで、その臨床像や初回
術式に関する検討は内外に多くの報告が認められている。一方で初回手術後、変形、瘢痕拘
縮、対立運動障害、関節動揺性など整容的、機能的障害により二次修正手術を要するケースも
存在している。初回手術術式が一般的に認識されている一方で、二次修正手術に関する考察は
あまり一般的に言及されていない。今回我々は過去28年間に経験した母指多指症476症例を詳細
に検討し、タイプ別の分類と術式に関して検討を加えた。【方法】1985年から2012年にかけて
東北大学形成外科及び仙台医療センター形成外科・手外科において手術を行った母指多指症476
症例について検討を行った。【結果】476症例中、5年以上観察可能であったものは
311例、328指。二次修正手術を行ったものは72例72指であった。Wassel 1型が4例、2型が
23例、3型が4例、4型が28例、５型が9例、6型が4例であった。【考察】母指多指症の二次修正
手術においては、末節骨型では関節部での瘢痕拘縮形成術やIP関節固定術を、基節骨型ではそ
れに加え矯正骨きり、短母指外転筋再移行、IP関節形成を要するものが多い。また関節固定を
行うケースもあった。中手骨型は瘢痕形成や、余剰骨切除などが行われた。72例と症例は少な
いものの、型別で必要な手術法は上記であることが判明した。二次修正手術によってそれをフ
ィードバックし、初回手術の検証が必要である。今後さらに症例を重ね、初回手術、二次修正
を含めた術式に関する統一的な検討を要するものと思われた。
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母指多指症術後における温存母指の骨形態と患者満足度
Surgical outcome in the size of bone of preserved thumb and patient's satisfaction for thumb polydactyly

○鈴木 雅博1, 湯川 昌広2, 上里 涼子2, 藤 哲2

石橋 恭之2

1八戸市立市民病院　整形外科, 2弘前大学　整形外科

【目的】母指多指症に対して一般的に片側指切除が行われるが、温存母指は低形成を呈するこ
とがある。母指多指症術後の整容的予後として温存母指の骨形態と、患者満足度を調査した。
【対象と方法】1994年から2011年に手術を施行した母指多指症患者23例（男性11例、女性
12例）を対象とした。初回手術時月齢は平均10.7ヶ月（6～21ヶ月）、最終診察時年齢は平均
7.5才（2～17才）だった。対象を分岐高位により分類し中手群4例、基節群13例、末節群6例だ
った。最終観察時における単純X線で温存母指と健側母指の末節骨・基節骨・中手骨の長径、横
径を測定し、それぞれ健側比を算出した。各指骨の長径の総和を母指全長として健側比を算出
した。聞き取り調査にて、機能的満足度、整容的満足度、総合的満足度を10段階評価し、それ
ぞれ比較した。
【結果】横径健側比は分岐高位から遠位にかけて減少していた。長径健側比は骨ごとに傾向が
異なっていた。中手骨と末節骨は長径健側比が減少していたが基節骨は増加しており、特に分
岐高位から遠位にかけて、その傾向が顕著だった。全長は健側と同等に維持されていた。満足
度はすべての群で機能的満足度に比べ整容的満足度が低く、それぞれ総合的満足度と相関を認
めた。特に末節群の整容的満足度と総合的満足度が低かった。
【結論】母指多指症術後の骨形態は横径と長径で異なる傾向を認め、それらには分岐高位や骨
の部位が影響していた。整容面は機能面よりも不満足が生じやすかった。特に末節群で満足度
が低く、先細りによる形態的なバランスの不良が原因と思われた。
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HKSSH 渡航報告

○原 友紀

筑波大学医学医療系　整形外科
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ASSH 渡航報告２

○加藤 直樹

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所
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ASSH 渡航報告１

○越智 健介

東京女子医科大学附属リウマチセンター整形外科
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HKSSH フェロー発表

○Chan, Wing Leung

United Christian Hospital
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3D-CTによる手指屈筋腱断裂の術前診断
Diagnosis of finger flexor tendon injury by three dimentional CT

○今尾 貫太, 依田 拓也, 原 敬, 森谷 浩治
坪川 直人

新潟手の外科研究所

【目的】近年コンピューター技術の進歩により，腱条件のCT画像処理が行えるようになった．
今回我々は，2012年の開院以降，手指屈筋腱断裂に対し3D-CTによる術前診断を用いて手術治療
を行っており，その有用性について報告する．
【方法】症例は7例（男4例，女3例）で，年齢は18歳～60歳（平均42歳），症状出現から手術ま
での期間は6日～90日（平均26.7日），経過観察期間は1か月～8か月（平均3か月）であった．
受傷原因は日常生活動作1例，パイプ外傷1例，ステンレス板外傷2例，ガラス棒刺傷1例，ハン
マー殴打1例であった．全例で術前に3D-CT撮影を行った．使用機種はGE HealthcareのBright
Speed Elite SD16である．臨床診断と3D-CTでの画像所見で断裂を疑われた部位を手術で展開
し，画像所見との整合性を検討した．手術は腱縫合（Y1法）または腱移行術を行った．原則と
して自動伸展・他動屈曲を中心とする早期運動療法を行った．
【結果】全例で3D-CT所見と手術所見の断裂部位が一致していた．外傷例では，創部と腱断端部
が一致せず，術前に撮影した3D-CT所見が治療計画に大変有用であった．また陳旧例でも，近位
断端がどこにあるかを予め把握することができ，治療計画に大変有用であった．
【結論】一般的に屈筋腱断裂の診断には，低侵襲で動的な描出が可能な超音波エコーや，腱実
質などの軟部組織の異常を評価できるMRIを用いることが多い．しかし，超音波エコーは腱が密
集した部位では診断が困難であり，またMRIには変性と断裂との鑑別が困難である．そのため，
骨との位置関係をも含めた断裂部位の描出を良好に行うことができる3D-CTは，屈筋腱断裂の診
断にとって大変有用と考えられる．
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手指屈筋腱断裂に対する3D-CTによる術前診断の有用性
Three-dimensional computed tomography imaging of flexor tendon ruptures in the hand and wrist.

○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　整形外科

【目的】近年、3D-CTの技術の進歩に伴い骨病変のみならず、軟部組織の病変に対しても描出が
可能となってきた。手外科領域において、手指の腱断裂に対して、断裂部位、中枢断端の位置
を検討することは重要である。手指屈筋腱断裂に対して3D-CTによる術前診断が有用であった症
例を経験したので報告する。【対象および方法】手指屈筋腱断裂が疑われた6例を対象とした。
全例女性で、平均年齢は54歳（34-64歳）であった。断裂腱はFDPが1例、FPLが5例であった。断
裂から手術までの期間は平均35.8日（4-147日）、平均経過観察期間は平均8.8か月（3-26か
月）であった。術前に3D-CTを撮影し、腱の断裂部位、中枢断端の位置、腱断裂の原因病変など
を評価した。使用機種はAquilion64(東芝社製)で画像処理はワークステイションZIOを用いて行
い、volume rendering法により画像を作成した。これらの画像所見と術中所見との整合性につ
き検討した。【結果】全例において3D-CT所見と手術所見の断裂部位、中枢断端部位の位置は一
致していた。うち3例は断裂の原因病変を特定できた。手術は3D-CT所見により、低侵襲で行な
うことができた。【考察】手指屈筋腱断裂の治療は、断裂部位、中枢断端の位置が不明である
と余分な手術展開を要することがある。3D-CTによる術前診断は、被爆の問題はあるが、より低
侵襲な手術が可能となる有用な方法である。また、視覚的に手術説明も容易であり、患者、術
者ともによい精神状態で手術に臨むことが可能である。【まとめ】手指屈筋腱断裂に対して術
前3D-CT診断を行い、治療方法に活用することができた。
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橈骨遠位端骨折後の長母指屈筋腱断裂に対する治療経験
Treatment of ruptured tendon of the flexor pollicis longus after fracture of the distal radius

○伊東 直也1, 武田 真輔1, 森田 哲正1, 平田 仁2

藤澤 幸三1

1鈴鹿回生病院　整形外科, 2名古屋大学　手の外科

【目的】橈骨遠位端骨折後の合併症として長母指屈筋腱（以下FPL）断裂の報告が散見される。
今回、我々は橈骨遠位端骨折後にFPL断裂を生じた7例を経験したので、その治療成績について
報告する。
【対象と方法】対象は2008年以降に当院で橈骨遠位端骨折後にFPL断裂を認め、手術加療を行っ
た7例7手である。その内訳は男性1例、女性6例、平均年齢72.1歳、右4手、左3手、骨折から腱
断裂発生までの期間は3ヶ月～50年、FPL断裂から手術までの待機期間は19日～3ヶ月であった。
橈骨遠位端骨折の治療法は掌側ロッキングプレートによる内固定が5例、保存治療が2例であっ
た。FPL断裂に対する治療法は、FPLの滑走が不良であった5例に腱移行を、良好であった2例に
腱移植を施行した。プレート固定した5例全例で同時に抜釘術も行った。　腱移行には環指浅指
屈筋腱を用い、腱移植には長掌筋腱を用いた。術後Kleinert法に準じた後療法を3週間行
い、Buck-Gramcko法で評価した。術後経過観察期間は6ヶ月～1年であった。
【結果】Buck-Gramcko法で、優5例、良1例、可1例で腱移植の2例は優であった。TAMは腱移植群
で74～98（平均86）、腱移行群で40～142（平均88）であった。術後合併症は手根管を開放した
1例で手関節痛を術後約3ヶ月間認め、母指屈曲時に腱の弾発を生じたが、再断裂、腱の癒着は
なく追加手術を要した症例はなかった。
【考察】FPL断裂から再建手術までの待機期間が短くても、以前から部分断裂を認めており時間
をかけて徐々に断裂していく場合など、瘢痕や癒着で腱滑走が得られず腱移植が困難なことが
ある。以上の事を考慮して、腱移行を行う事も念頭に置いて手術に臨む必要がある。
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手指屈筋腱皮下断裂に対する橋渡し腱移植術
Bridge Tendon Grafting for Closed Rupture of the Flexor Tendon

○宮崎 洋一1, 坂上 秀和1, 田崎 和幸2, 野中 信宏2

貝田 英二1

1愛野記念病院　整形外科, 2愛野記念病院　リハビリテーション科

【はじめに】手指屈筋腱皮下断裂に対し、橋渡し腱移植術を行った症例の治療成績について調
査、検討した。【対象と方法】平成18年１月から平成25年3月までに手術を行った国際分類Zone
4,5における皮下断裂で、関節リウマチを除く9例14指を対象とした。男性7例、女性2例、年齢
は28歳から80歳、平均48歳であった。経過観察期間は5か月から7年、平均2年6か月であった。
断裂腱はFDP5単独が4例、FDP4,5が2例、FDP4,5, FDS5が1例、FDP4,5, FDS4,5が2例であった。
受傷から手術までの期間は1週から20週、平均10.7週であった。移植腱として長掌筋腱4例、足
趾伸筋腱1例、長掌筋腱と足底筋腱を使用したのが3例であった。術後は全例3日以内には
Kleinert変法、Duran法、早期自動屈曲運動法を組み合わせた早期運動療法を開始した。術後の
評価は握力と可動域を計測し、日手会評価基準にて評価した。【結果】2例に術後6か月、およ
び8か月で腱剥離術を要した。腱断裂の原因として、有鉤骨鉤状突起偽関節が1例、橈骨遠位端
骨折変形治癒による遠位橈尺関節障害が1例、第4,5CM関節脱臼骨折に対し、pinningを行ったK-
wireによるものが1例、骨性因子を認めない慢性滑膜炎によると考えられたのが6例であった。
この6例のうち5例が潜水夫という同一の職業であった。治療成績は優11指、良1指、可2指であ
った。【考察】Zone 4,5における手指屈筋腱皮下断裂に対する橋渡し腱移植術の成績は良好で
あった。術後の後療法は、以前は術後３週の固定後可動域訓練を行っていた。しかし1997年に
我々が報告した成績は、今回の成績と比べると良好とは言えなかった。良好な可動域の獲得に
は、強固なinterlacing suture法に自動屈曲運動法を含む早期運動療法を行うことが有効であ
ると考えられた。
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陳旧性屈筋腱損傷に対する機能再建術の治療成績 －2段階腱移植術
による再建術と腱剥離術－

Results of Reconstruction for Chronic Flexor Tendon Injuries: Two-Stage Tendon Graft and Tenolysis

○池田 全良1,2, 小林 由香2, 齋藤 育雄3, 石井 崇之2

持田 讓治2

1湘南中央病院　整形外科, 2東海大学　医学部　整形外科

3東海大学八王子病院　整形外科

【緒言】陳旧性屈筋腱損傷では、腱鞘の再建と腱移植に加えて関節拘縮に対する処置などを要
するが、遊離移植した腱の緊張の決定やその腱癒着の対処が課題である。今回は我々が施行し
ている一連の2段階腱移植術による再建術とその後の腱剥離術を施行した治療成績について報告
する。【対象および方法】中節部でのzone 2における陳旧性屈筋腱損傷に対して2段階腱移植術
およびその後の腱剥離術を施行した10例を対象とした。示指4例、中指5例、小指1例であった。
初診時年齢は平均47歳、術前の平均%TAMは46.9%で、DIP関節の自動屈曲は不能であった。受傷
から人工腱挿入までは平均3.7ヶ月であった。手術はシリコンロッドの挿入と切除腱を用いた腱
鞘再建を行い、関節拘縮を有する3例には授動術を施行し、また3例には神経修復術を併施し
た。平均4.5ヶ月待機と関節可動域訓練後遊離腱移植術を行った。全例PLをFDP腱に移植し、中
枢側は手掌部での縫合は9例、手関節部での縫合は1例であった。術後約3.5週固定の後リハビリ
を開始した。遊離腱移植術後平均6.7ヶ月で腱剥離術を施行し、術翌日からリハビリを開始し
た。最終経過観察期間は腱剥離術後で平均7.5ヶ月であった。【結果】遊離腱移植術後約6ヶ月
における%TAMは平均59.3%であった。腱剥離術後の最終経過観察時、%TAMは平均85.2%に改善
し、日手会指屈筋機能評価ではExcellent4例、Good5例、Fair1例であった。【結論】陳旧性屈
筋腱損傷の再建術では、関節拘縮に対する授動術とそのリハビリに加えて、遊離腱移植術後の
腱剥離術が極めて有効である。そのためには腱鞘の徹底した再建が重要であると考えられる。
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手関節レベルでの全屈筋腱・神経・動脈断裂（Spaghetti Wrist）の治
療成績

Clinical Results of Treatment for Total Flexor Tendons, Nerves, and Arteries at Wrist (Spaghetti Wrist)

○湯川 昌広, 上里 涼子, 藤 哲

弘前大学　大学院医学研究科　整形外科

【目的】
前腕遠位部～手関節掌側での神経・腱損傷はしばしばみられるが，この部位で全ての屈筋腱，
神経，動脈が断裂することは稀である。このような症例はspaghetti wristといわれ，12本の屈
筋腱や神経の縫合部が近接するため，癒着を生じやすく，また動脈・神経の修復後であるた
め，早期には積極的なリハビリテーションは困難である。本発表では2年以上の経過観察を行え
た 3例の治療成績を報告する。
【症例・方法】
症例は3例，全て男性で，受傷時平均年齢は37.7歳（症例(1)：32歳，症例(2)：56歳，症例
(3)：25歳）であった。受傷機転は電気のこぎりによる作業中の事故2例，割れたガラスによる
自傷行為1例であった。受傷当日に全屈筋腱，正中・尺骨神経，橈骨・尺骨動脈を修復した。症
例(2)では舟状骨・橈骨茎状突起骨折，有頭月状骨関節亜脱臼を合併しており，骨接合術と有頭
月状骨間固定を行った。臨床成績として，屈筋腱は％TAM法で評価し，正中・尺骨神経機能は日
手会機能評価を用いた。平均経過観察期間は2.7年（2.0～3.5年）だった。
【結果】
症例(1)では％TAMは良好であったが，屈筋腱相互の癒着により分離運動の障害があり，初回術
後23カ月で屈筋腱腱剥離（分離）術を施行した。症例(2)では，初回術後6カ月で屈筋腱・神経
剥離術を施行した。最終経過観察時，全例で全指のfull gripおよび完全伸展が可能であった。
神経機能は正中神経がそれぞれM4S2，M3S2，M4S1，尺骨神経は M4S4，M1S1，M4S1であった。
【考察】
本症例のような損傷では，縫合部での癒着を生じやすく，周囲組織との癒着のみならず，屈筋
腱相互の癒着にも注意を要する。また，神経機能の回復は年齢が若い症例は良好であるが，56
歳の1例では回復は不良であった。癒着を軽減させる後療法の工夫が必要かもしれない。
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Zone2屈筋腱修復にbraided polyblend polyethylene 糸を用いたside-
locking loop法の有用性

Usefulness of braided polyblend polyethylene suture material for flexor tendon repair in zone2 by the side

-locking loop technique

○領家 幸治1, 辻本 由美子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】われわれはbraided polyblend polyethylene糸（FiberWire ®）を用いたin vitroでの
side-locking loop 腱縫合法についてその有用性を報告してきた。本研究の目的はZone2の屈筋
腱損傷の修復における同方法の臨床での有用性を調査することである。【方法】１４例１３患
者のZone2屈筋腱損傷の患者を対象にした。対象患者は男性１１名、女性２名であり、年齢は１
４歳から５９歳で平均年齢は３３歳であった。骨折、関節損傷、軟部組織欠損、切断指は除外
した。まず、core sutureとして深指屈筋腱を２-０braided polyblend polyethylene糸を用い
てside-locking loop 腱縫合法で修復して、５-０ナイロンでcross-stitch法で周辺縫合を行っ
た。術後は副子固定は行わず、術後２-３日で屈曲と伸展の自動、他動運動を開始した。術後１
０週で肉体労働への復帰を許可した。術後成績の評価はStricklandの評価法を用い
た。【成績】Stricklandの評価法では８指がexcellent、５指がgood、poorが１指であっ
た。Poorの１例は途中で外来通院でのリハビリを中断したものであった。リハビリ中の再断裂
は認めなかった。【結論】本方法を用いることで超早期から副子固定を用いずに自動運動が可
能であり、腱と周囲の組織との癒着が回避できた。本方法は従来の腱修復法とリハビリ法より
も強力な破断強度が得られ、修復部のギャップ形成をより少なくできるものと考える。
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手指屈筋腱断裂術後に対する早期自動屈曲訓練の治療成績
Early active flexion excercise  after flexor tendon repair

○高田 治彦, 林 淳二

社団法人楓会　林病院

【目的】屈筋腱縫合後の早期自動屈曲訓練は入院でハンドセラピストの管理下で行われる報告
が多いが、包括医療制度では長期入院の問題もある。そこで我々は再断裂を予防する試みとし
て、手関節とＭＰ関節を最大屈曲位でブロックすることで指自動屈曲時の張力を減じ、外来に
て早期自動屈曲訓練を行ったので術後成績を報告する。【対象】骨折、指動脈損傷、高度挫滅
のない７例８指である。男性４例４指、女性３例４指で、年齢は平均２４歳（４～３０歳）で
あった。患指は示指１指、中指4指、環指１指、小指２指で、zone1が５指、zone2が２
指、zone3が１指であった。腱の縫合方法はFDSの末梢は4-0ループ針で津下法と5-0ナイロン糸
の補助縫合を行い、FDSの中枢とFDPは4-0ループ針２本にてTsai変法と5-0ナイロンにて補助縫
合を追加した。後療法は、MP関節をアルミシーネで最大屈曲位に固定、PIP,DIP関節は完全伸転
位でブロックした後手関節を最大屈曲位でギプス固定した。術後２日目に術者により自・他動
屈曲、自動伸展、自動屈曲位保持とＩＰ関節の屈曲拘縮予防を上記肢位のもとに行い、外固定
装着にて患者に指導し自宅にて行うことを許可した。術後３週でギプス固定を除去し、手関節
の可動域訓練を開始し、力仕事への復帰は３か月以降とした。検討項目は可動域と合併症で、
日手会指屈筋腱機能評価表で評価した。平均経過観察期間は5.8か月であった。【結果】可動域
は優7例、良1例で、%TAMは84%～100%、平均96%であった。再断裂例はなかった。【考察】 屈筋
腱縫合後の早期自動屈曲運動は、手関節を約30°屈曲位で固定する報告が多いが、最大屈曲位
に固定することで最大収縮時の張力を減じ、再断裂を予防することができるのではないかと思
われた。
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早期自動運動療法を行った手指屈筋腱損傷における成績不良例の検
討

Evaluation of early active mobilization technique with poor result after following flexor tendon repair

with Yoshizu I technique

○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】新鮮手指屈筋腱損傷に対しては強い張力を有した腱縫合と早期運動療法を組み合わせ
た治療が主流である。良好な治療成績が多数報告されている反面、再断裂例や屈筋腱剥離を要
する不良例も散見される。今回、再断裂例を除く成績不良例について検討した。【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損傷
101例112指中、再断裂またはStrickland評価で可以下の12例13指を対象とした。男性9例10指、
女性3例3指、手術時年齢は24-82(平均49)歳、損傷指は示指4指、中指1指、環指1指、小指7指、
損傷部位はzone I 3指、II 10指であった。術前状態が良好なもの8例、不良は4例であった。経
過観察期間は15-64(平均34)週であった。以上の対象に対して、術後合併症ならびに可動域に影
響を及ぼしたと考えられる因子を調査した。【結果】腱剥離術を2例(いずれも40歳以上)に施行
した。最終診察時の総自動運動域(TAM)は143-201(平均174)°であり、TAM減少の主因は平均
37(0-65)°に及ぶ近位指節間関節の伸展制限であった。また、術後合併症として後療法中に手
指が著明に腫脹する反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)様症状を3例に認め、全例40歳以上
であった。成績不良症例は同時期に加療した成績良好例と比べて有意に40歳以上の症例が多く
占め、受傷原因も自傷や犯罪行為に関わる特殊なものが3例含まれていた。【考察】加齢に起因
する獲得関節可動域の減少は避けがたく、特に40歳以上の症例では後療法中に出現しやすいRSD
様症状にも気をつけなくてはならない。また、特殊な受傷原因は成績不良につながるため注意
を要する。
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深指屈筋の筋張力および筋活動と手関節肢位との関係
Relationship Between Wrist Position and Muscle Force and Activities in the Flexor Digitorum Profundus

○大山 峰生1, 小田桐 正博1, 松沢 翔太1, 中村 雄一2

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病院

【背景】
深指屈筋腱（FDP）断裂一次修復の後療法は，自動屈曲運動に耐えうる縫合法が開発されたこと
によって早期自動屈曲・伸展運動療法が実施可能となり，良好な成績が得られるようになっ
た．しかし本後療法における適切な手関節肢位については明確でない．本研究では，生体にお
いて異なる手関節肢位でFDPを電気刺激で収縮させた時の握力と随意収縮で一定握力を発揮した
時のFDP活動を計測し，適切な手関節肢位を検討した．
【方法】
対象は健常男性6名とした．電気刺激実験では手関節掌屈60，30度，中間位，背屈30，60度の5
肢位の各肢位でFDP単独刺激時の握力を測定し，手関節肢位と握力との関係を調べた．電気刺激
にはワイヤー電極を用い，刺激強度は中間位で最大握力が得られた強度の1.3倍，刺激周波数
20Hzで一定とした．筋電図実験では電気刺激実験と同様な手関節肢位で最大の30％握力による
グリップ動作時の筋電図積分値を求め，手関節肢位と筋活動との関係を調べた．
【結果】
FDP電気刺激時の握力は手関節背屈角度の増加に伴い有意に高くなり（P＜0.01），手関節背屈
60度で最も高かった．また掌屈30度は最大握力の約50％，中間位では約85％の値を示し，この
肢位間で急激な増加を示した．30％握力発揮時のFDP活動量は手関節肢位間による差は無くほぼ
一定であった．
【考察】
電気刺激時の握力は手関節掌屈30度までは顕著な増加を示さず，中間位で急激に増加した．こ
の特性を踏まえると早期自動屈曲は手関節肢位が掌屈30度迄であれば安全に実施できるが，そ
れ以上に背屈を強めると僅かな随意収縮でも急激に危険性が増すことが示唆された．また一定
握力を発揮させた時のFDP活動は手関節肢位が異なってもほぼ同等であるため，掌屈30度から背
屈させた肢位ではより繊細な筋活動による張力コントロールが必要である．
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練習量の少ない屈筋腱損傷早期自動運動療法と隣接指への抵抗運動
The small volume exercise in the early active motion program for flexor tendon repair and the new

technique adding the resistance force to adjacent fingers in keeping flexion

○河野 慎次郎, 関口 浩五郎, 大村 泰人

埼玉医科大学整形外科

【緒言】当科でおこなっている屈筋腱損傷早期自動運動療法では、再断裂を防ぐために練習開
始時期の練習量を少なくしているが、屈曲が不十分な場合に隣接指に伸展方向の抵抗運動を加
え少ない練習でも確実に腱の滑走を得られるよう工夫している。この屈筋腱早期自動運動療
法、とくに隣接指抵抗運動についての詳細を示し、その成績を報告する。【対象と方法】2006
年4月から2013年9月までに手指屈筋腱損傷に対し演者が腱縫合と早期期自動運動療法をおこな
った症例のうち、骨折合併例を除外し、3ヶ月以上の経過観察期間が得られた15例17指が対象で
ある。腱縫合は全例顕微鏡視下で津下ループ針によるtriple looped sutureを行い、術後はバ
ルキードレッシングとシーネにより患指を屈曲位に保持した。最初の外来時に装具を作成し、
装具装着下で担当医あるいはハンドセラピストが指導した。早期自動運動は他動屈曲、屈曲位
保持、自動伸展を順に行うことを1回とし、1日に2回2セットから開始し1週で3回5セット、2週
で3回10セットと漸増した。屈曲位保持がうまくできない場合、罹患指の隣接指のDIPに伸展方
向の抵抗運動を加え、この隣接指が簡単に他動伸展しないようにしっかり力を加えさせるよう
にする運動をおこなった。これらの症例の受傷から手術の日数、手術から練習開始までの期
間、損傷部位、平均TAM、最終観察時の日手会評価について検討した。【結果】受傷から手術ま
で平均7.7日、術後入院平均4.2日、受傷から手術まで平均7.7日、術後入院平均
4.2日、Zone(1)4指、Zone(2)8指、Zone(3)5指、％TAM平均92、日手会評価は優13例13指、良1例
3指、可1例1指であった。【考察】屈筋腱の後療法は腱断を防ぐために出来るだけ少ない練習量
で、最大の腱の滑走を得る必要があり、当科の後療法は最小の練習量の指標となると考える。
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手指屈筋腱術後の早期可動域訓練目的に手関節部持続正中神経ブロ
ックを使用した治療経験

Selective continuous median nerve block at the wrist for early functional rehabilitation after surgery for

flexor tendon of the finger

○信貴 厚生1, 阿部 真悟2, 難波 二郎3, 岡本 道雄3

山本 浩司3

1大阪大学大学院医学研究科器官制御外科学, 2関西労災病院, 3市立豊中病院

【目的】手指屈筋腱術後に手関節部正中神経持続ブロック下での早期可動域(ROM)拡大訓練を施
行した2症例について報告する。
【症例】症例1．38歳男性、右中指化膿性腱鞘炎に対した腱鞘滑膜切除後に複雑性局所疼痛症候
群を発症し、右中指に著明な可動域制限が残存した。屈筋腱癒着剥離術を計画し、同時に除痛
と早期運動、自動運動維持を目的に、直視下に手関節レベルで正中神経にカテーテルを留置
し、0.3%ロピバカイン1ml/hを投与し持続ブロックを行った。術直後からVisual Analog
Scale（VAS）２以下の疼痛でROM訓練可能であり、術後3日に無痛で訓練可能となった。術後5日
目でカテーテルを抜去、合併症はなかった。術後7ヶ月でROM自動屈曲／伸展（MP/DIP/PIP）は
術前（80/45/20°）/（-30/-20/-5°）から(90/80/60°)/（5/-20/-5°）に改善した。
症例2．55歳女性、右示指FDP皮下断裂に対して腱縫合術を施行し、同様に持続正中神経ブロッ
クを用いた早期ROM訓練を行った。術後2日まではリハビリ時にVAS5程度の痛みがあったが、術
後3日で無痛でリハビリが可能となり、術後７日で合併症なくカテーテルを抜去した。術後6か
月で、自動屈曲／伸展は（90/86/66°）/（0/-10/-5°）であった。
【考察】手指屈筋腱術後の早期運動療法は疼痛管理が重要であり、持続的かつ知覚のみを選択
したブロックが理想である。正中神経は運動線維の多くが前腕近位で分岐するため、手関節部
ではカテーテル留置のアクセスが容易である。過去の文献上、手関節レベルでは直視下法が、
前腕近位レベルではエコーガイド法の報告が散見される。薬剤は副作用が少なく、除痛効果、
知覚神経選択制の高いロピバカイン、レボブピバカインが推奨されるが、投与量に関して一定
の見解は得られていない。本法は早期運動療法を行う上で有効な方法と考えられる。
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Zone 1・2屈筋腱一次縫合後の入院期間・治療成績に及ぼす因子
Factors affecting results and hospitalization after flexor tendon repair in zone 1 and 2

○山崎 宏, 佐々木 純, 橋本 瞬

相澤病院　整形外科

【背景】屈筋腱断裂では損傷程度や年齢などの患者因子と成績が関連するといわれるが,患者因
子はコントロールできない.一次縫合後の後療法は,重要かつ複雑なため入院が必要なことが多
い.成績向上と早期退院のためには,患者が自主訓練を理解し行えることが必要である.【目的】
目的1:患者因子と入院期間の関係を調査する.目的2:自主訓練と治療成績の関係を調査す
る．【対象】Zone 1・2屈筋腱断裂に対して一時縫合し,早期運動療法を行った26例29指.年齢:
平均±標準誤差(SD):43±18歳.受傷機序:clean 23, crush 6指.入院期間:15±8日で,可動域良
好で自主訓練が獲得できるまでとしていた.治療成績:総自動可動域(%TAM)は中央値92
(2.5%:64, 97.5%:100) %.日手会法は優18,良9,可2指.【研究デザイン】症例集積研究【方法】
方法1:入院期間に関連する患者側因子を求めた.入院期間を目的変数として重回帰分析を行っ
た.説明変数は年齢,性別,利き手受傷,指列,皮膚損傷,浅指屈筋腱(FDS)断裂の合併,労災の有無
とした.方法2：治療成績に関連する後療法因子を求めた.治療成績(%TAMと日手会法)を目的変数
として重回帰分析と多重ロジスティック回帰分析を行った.説明変数は自主訓練(Kleinertもし
くは早期自動屈曲法, Duran法, hook fist/flat fist, place&hold)の獲得時期とし
た.【結果】結果1:入院期間には皮膚損傷(偏回帰係数±SD:0.47±0.26,P=.07)とFDS断裂合併
(0.41±0.23,P=.08)が関連していた．結果2: %TAMおよび日手会法にはDuran法の獲得時期(-3.7
±1.7,P=.03および-1.7±0.9,P=.04)が関連していた．【考察】皮膚損傷やFDS断裂合併例では
可動域を獲得できずに入院期間が長くなっていた.Duran法を早期に獲得できた症例では,関節拘
縮を予防できていた.成績向上のためには関節拘縮予防の自主訓練(Duran法)が重要である.
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局所麻酔下リンパ管細静脈吻合術による四肢リンパ浮腫治療の有効
性

Effectiveness of lymphaticovenular anastomosis for lymphedema of the limbs under local anesthesia

○野口 政隆1, 佐藤 智弘1, 谷脇 祥通2, 中島 紀綱2

1だいいちリハビリテーション病院　整形外科, 2高知大学　医学部　整形外科

【目的】四肢リンパ浮腫は、整容面だけでなく患肢の痛みや歩行障害、リンパ管炎などを生
じ、悩んでいる患者は多い。この治療として我々は、局所麻酔下のリンパ管細静脈吻合術を行
っている。今回、その有効性について報告する。【対象・方法】リンパ管細静脈吻合を行い、
術後3ヵ月以上経過した42例47肢を対象とした。女性41例、男性1例であり、年齢は平均67(25-
87)歳であった。上肢：11例11肢、下肢：31例36肢であり、浮腫の原因疾患は上肢では乳
癌：10例、RA：1例であり、下肢では子宮・卵巣癌：26例、外傷：4例、RA：1例であった。浮腫
発生から手術までの期間は上肢：平均9.7年、下肢：平均10.9年であった。リンパ管細静脈吻合
は上肢では肘以遠で、下肢では足関節以遠で行った。術直後から歩行を許可し、抗凝固療法は
行わなかった。臨床評価は患肢周囲径の変化、自覚症状、超音波断層検査で行った。【結果】
リンパ管細静脈吻合数は上肢、下肢ともに平均2.4本であった。上肢例では術後平均20ヵ月の時
点で、8肢(73%)で周径減少が得られ、上腕過剰周径は術前と比較して平均32%減少し、前腕過剰
周径は27%減少した。下肢例では術後平均29ヵ月の時点で、31肢(86%)で周径減少が得られ、大
腿過剰周径は平均33%減少し、下腿過剰周径は41%減少した。また下肢例の9肢では追加吻合手術
を行った。自覚症状は上肢例の82%、下肢例の92%で改善が得られ、悪化例はなかった。超音波
断層検査では、下腿内側を中心に浮腫が減少するものが多かった。【考察及び結論】リンパ管
細静脈吻合術は、吻合数が少なくても、また末梢での吻合でも効果があり、痛みやリンパ管炎
が減少するため、周径改善に比して自覚症状の改善が大きい。また浮腫の進行した症例にも効
果があり、追加吻合も有効である。本法は低侵襲で積極的に試みる価値がある。
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遊離腓骨動脈穿通枝皮弁を用いた手指軟部組織欠損の治療
Free Peroneal Perforator Flap for Treatment of Soft Tissue Defect in the Finger

○河村 健二, 矢島 弘嗣, 村田 景一, 水谷 泰士

市立奈良病院　四肢外傷センター

【目的】有茎皮弁では対処困難な大きさの手指軟部組織欠損に対しては、皮膚性状が一致する
足趾からの遊離皮弁移植が行われることもあるがドナー障害は無視できない。腓骨動脈穿通枝
皮弁は主幹動脈を犠牲にしないtrue perforator flapであり、遊離皮弁として使用することも
可能である。手指軟部組織欠損に対する遊離腓骨動脈穿通枝皮弁を用いた治療法を報告す
る。【対象】腓骨動静脈本幹は温存して皮膚穿通枝のみを皮弁の血管茎とする遊離腓骨動脈穿
通枝皮弁を9例の手指軟部組織欠損に対して移植した。皮弁の大きさは5×2cmから9×4cmであっ
た。穿通枝の動静脈口径は本幹からの分岐直後では約1mmであり、動脈１本、静脈2本を含んで
いた。血管吻合は穿通動脈と指動脈、穿通静脈と指皮下静脈の間で施行した。【結果】全例で
皮弁は生着し手指軟部組織欠損は治癒した。下腿外側の皮弁採取部は全例で一期的に縫合可能
で障害は１例も認めなかった。6例で二期的に皮弁の余剰な脂肪切除術を施行した。最終的に患
者の整容的な満足度は全例で高かった。【考察】腓骨動脈穿通枝皮弁は腓骨動静脈を犠牲にせ
ず、最小限の皮切で皮弁の採取が可能で、また一期的縫合が可能なドナー側にとって最小侵襲
の皮弁である。皮弁挙上は約30分と短時間で可能であり、2チームで行えば手術は極めて短時間
で完了する。手指の軟部組織欠損間近の指動脈および指皮下静脈と血管吻合が可能であるため
レシピエント側への侵襲も最小である。欠点としては知覚皮弁でないため指尖部への移植は控
えるべきこと、二期的な脂肪切除を必要とする症例があることである。
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遊離前外側皮弁による重度手外傷再建例の検討
Treatment of the severely injured hand using anterolateral thigh flap

○島田 賢一, 宮永 亨, 岸邊 美幸, 川上 重彦

金沢医科大学　形成外科

重度手外傷後の再建では，機能と整容を考慮して皮弁が選択される。当科においては遊離前外
側皮弁（以下ALT flap）を積極的に適用し良好な結果を得てきた。今回，その有用性について
検討したので報告する。　対象：2003年から2013年までにALT flapにより再建を行った手部皮
膚軟部組織欠損症例（骨・腱組織欠損例を含む）を対象とした。受傷原因，欠損部位，再建目
的，手術時期，生着，術後合併症・追加手術などについて検討した。　結果：症例は10例（男
性10），平均年齢44歳（31-69），平均観察期間は３年（６ヵ月～６年６ヵ月）であった。欠損
部位は手掌から手背に及ぶ広範囲欠損が６例，手背から指背が３例，手掌が１例。受傷原因は
すべて圧挫による重度外傷であった。再建目的は欠損創閉鎖が８例，瘢痕拘縮再建が２例であ
った。それぞれの受傷からの平均待機期間は24日と６ヵ月。皮弁サイズは平均18×9cm（最大34
×12，最小13×5），穿通枝数は平均1.5本，血管柄長は平均9.3cmであった。レシピエントは
snuff boxが６例，尺骨動脈が２例，橈骨動脈が２例であった。動脈吻合は端端が６例，端側が
２例，flow through typeが２例，静脈吻合数は平均1.7本（1-2）であった。ドナー閉鎖は植皮
が７例，縫縮が３例であった。皮弁は全生着が８例，部分壊死が２例，部分壊死はいずれも静
脈血栓によるものであった。術中の追加処置として，骨移植を４例，母趾移植を１例に行っ
た。皮弁生着後の追加手術はdefattingを７例，瘢痕拘縮形成を５例，腱剥離・移植を３例，骨
切り等骨処置を３例に行った。考察：本皮弁は手外傷再建に際して，同一体位で同時採取が可
能，血管茎が長く血管径が手の血管に類似している，T-portionとして吻合可能などの利点があ
り手のおける中等度以上の欠損に対する被覆組織として有用と思われる。
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前外側大腿皮弁による上肢軟部組織欠損の再建
Soft tissue reconstruction of the upper extremity using anterolateral thigh flap

○池口 良輔, 竹内 久貴, 渡邉 睦, 奥谷 祐希
安田 義

神戸市立医療センター中央市民病院　整形外科

【目的】穿通枝皮弁として知られている前外側大腿皮弁は主要血管や筋肉を犠牲にすることが
ない、 thin flapにすることができる、また、欠損部の大きさと形に合わせて自由に皮弁をデ
ザインできるなどの利点がある。一方、穿通枝の位置に解剖学的変異があり、皮弁採取時にそ
の発見と剥離に注意を要する。今回我々は上肢軟部組織欠損に対し、前外側大腿皮弁を用いて
再建した症例を15例経験したので、報告する。
【方法】性別は男12例女３例、手術時年齢は26歳から82歳、平均62.9歳であった。軟部組織欠
損の原因は外傷後14例、悪性腫瘍切除後1例であった。皮弁の移植部位は手背部７例、手掌部２
例、前腕部6例で、手背部と前腕部再建の場合はthinningを行い使用した。
【成績】皮弁は高齢の１例で術後静脈血栓のため再手術を要したが、全例生着した。皮弁の大
きさは10×5cmから17×12cmであった。穿通枝は全例とも外側広筋を貫いていた。degloving
injuryの1例に感染をきたしたが保存的に治癒し、その他の症例ではdefattingなど皮弁に対す
る追加処置は必要としなかった。
【考察】前外側大腿皮弁は穿通枝の位置に解剖学的変異があるが、欠損部の大きさにあわせて
皮弁を自由にデザインすることが可能で、手部の特徴にあわせてthinningを行い、厚さも調節
することが可能であった。また、皮弁採取部が手部から比較的離れているため、2チームで手術
を行うことができ、手術時間の短縮につながると考えられた。
【結論】前外側大腿皮弁は、手部の皮下組織の厚さによって皮弁の厚さを調節することが可能
で、十分な長さの血管茎を有し、上肢軟部組織欠損に対して安全で有用な皮弁であると考えら
れた。
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ALT flapを用いた手指再建
ALT flap Reconstruction for hands

○林 伸子1, 成島 三長1, 上原 浩介2, 森崎 裕2, 光嶋 勲1

1東京大学　医学部　附属病院　形成外科, 2東京大学　医学部　附属病院　整形外科

背景：手指の再建には前大腿外側皮弁（ALT flap）、前腕皮弁、後骨間皮弁、鼠径皮弁、内側
足底皮弁などが用いられている。ALT flapは1984年にSongらにより最初に報告されて以来手指
を含め様々な再建に用いられている。今回、我々は1985年から2012年までに外傷および腫瘍切
除後などの軟部組織損傷に対してALT flapを用いた手指再建を36例行ったのでその有用性につ
いて報告する。方法：対象は17歳から75歳で男性27例、女性9例であった。組織欠損の原因は外
傷性10例、瘢痕拘縮8例、悪性腫瘍切除後欠損7例、動静脈奇形切除後欠損3例、皮弁採取後の欠
損3例、放射性潰瘍1例、神経麻痺4例であった。結果：36例中35例で皮弁は全生着した。1例の
部分壊死を認めた。移植方法としては筋膜弁4例、ALT血管付き神経弁3例、Flow through flap
15例、true perforator flap 4例、これらの合併型複合移植8例などであった。それぞれ屈曲拘
縮に対する機能再建や、感覚機能の改善が認められた。考察：以前使われていた前腕皮弁は現
在ではドナー部の瘢痕、主要な血管を犠牲にする点などから用いられなくなってきている。本
皮弁は、主要な動脈の犠牲・筋肉の犠牲がない、thin flapにできる、flow-through皮弁として
利用できる。筋膜脂肪皮弁、血管付き神経弁、筋弁、筋膜弁を使用すれば手指の機能再建にも
有用である。欠点としてはALTの穿通枝が見つからない例があり、その場合はAMT,TFL flapに変
更することで対応可能である。
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末節部の皮膚軟部組織欠損に対し腹部皮弁を適用した症例の検討
Case study of abdominal flap for fingertip reconstruction

○荒田 順1, 北山 稔大2, 鈴木 茉友1, 田中 宏典1

添田 晴雄2

1国立病院機構 京都医療センター, 2松寿会 共和病院

【目的】指末節部皮膚軟部組織欠損に対する再建には、さまざまの方法が報告されている。そ
の適用に関しては欠損の大きさや，患者への負担などを考慮し決めることとなる。今回末節部
損傷に対し腹部皮弁を適用した5症例の検討を行ったので報告する。
【症例】2003年１月より2013年9月までの間に指末節部損傷に対し腹部皮弁術を施行した5症例
を対象とした。患者年齢は19～55才（平均26.4才）、性差は女性2例、男性3例であり、受傷指
は母指2例、示指2例、中指1例であった。また、3例には腹部皮弁施行後、足底からの皮膚移植
をおこなった。
【結果】皮弁は全例トラブルなく生着した。初回手術から切離までの期間は平均14.6日であっ
た。足底皮膚の移植を行った症例では、色調、質感において良好な結果を得た。％TAMは85-
96.2（平均93.1）、知覚はSW#4-10までの回復を得た。肩関節拘縮を残した症例はなかった。
【考察】末節部の軟部組織欠損に対して、逆行性指動脈皮弁やhemipulp flapなどの遊離皮弁は
色調、質感とも良好な組織で一期的に再建可能な方法ではあるが、足趾に醜状痕を残す、同一
指に補助切開もしくは植皮が必要という整容面でのデメリットを有し、時に瘢痕拘縮、可動域
制限を生じるリスクもある。腹部皮弁は、古くから適用されてきた方法であり、切離術が必要
というデメリットを有するが、他法に比べ手指の健常部位に新たな瘢痕を作ることはなく、機
能的・整容的に有益な面を持つ方法であると考える。ただ、欠損範囲が小さく、手掌皮弁でも
被覆可能な場合は、手掌皮弁の方が優ると考える。
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合指症術後の色素沈着に対し手関節尺側部の皮膚を用いて張り替え
植皮を行い良好な結果が得られた成人の一例

Skin grafting from the ulnar aspect of the wrist to exchange the pigmented graft skin on the palm and

digits of syndactyly in an adult patient.

○大谷津 恭之, 窪 昭佳

JA長野厚生連　佐久総合病院　形成外科

【初めに】合指症や熱傷等で下腹部や鼠径部より植皮が行われることは少なくないが、手掌の
皮膚の性質と異なり、整容的に色素沈着が社会生活を営む上で問題となることがある。我々
は、幼少時期に鼠径部から植皮が行われ、色素沈着を抱えたまま暮らしてきた合指症の成人例
に対し、手関節尺側部の皮膚を用いて張り替え植皮を行い良好な結果が得られたので報告す
る。【症例】25歳男性。右中・環指に合指症術後瘢痕、植皮部に表面粗ぞうで高度の色素沈
着、鼠径部に採皮痕を認めた。本人の希望で色調改善を目的に張り替え植皮を行った。【手術
法】比較的色素が少なく手掌皮膚に類似した同側手関節尺側部を採皮部として選択した。採皮
創の縫縮を容易にすべく、張り替え部位は色素沈着が目立つ手掌側に限定し、採皮面積を最小
限にした。真皮層を残してdenudeし、テンプレートを作成した。次に、移植皮膚の縫合線に拘
縮を起こさぬよう分割したデザインで採皮し移植した。【結果】植皮の生着は良好であった。
術後4年を経過しても色素沈着は極僅かであり、肌理も滑らかで、採皮痕も目立たなかっ
た。【考察】熱傷を含む外傷や先天異常の手掌に対する植皮法としてcolor match、texture
matchが最も優れているのは皮膚の性質が近い土踏まずからの厚い分層植皮であろう。小範囲の
採皮なら色素の少ない小指球外側部や比較的色素の薄い脛骨内果下部、手関節尺側部からの全
層植皮なども優れており、採皮部も比較的目立たない。今回は一例報告ではあるが、手関節尺
側部からの採皮は術直後の歩行を妨げないことは無論のこと、長期間のフォローで術後の色素
沈着は極僅かであった。成人手掌に対する小範囲の張り替え植皮を行う場合、手関節尺側部は
採皮部として利用してよい部位と思われた。
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膠原病に合併した背側指丘部難治性皮膚潰瘍の治療経験
Reconstruction for intractable ulcer of knuckle with collagen disease using reverse dorsal metacarpal flap

○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

【はじめに】膠原病では病態の主体である血管炎以外にもステロイドや免疫抑制剤が投与され
ているので、創傷が生じると治癒遅延や難治性潰瘍化が起こりやすい。我々は膠原病に合併し
た指丘部難治性皮膚潰瘍3例に対し逆行性背側中手骨動脈皮弁を用いて再建したので報告す
る。【症例】症例1：30歳、女性。28歳時に皮膚筋炎と診断され、背側指丘部にびらん、潰瘍を
繰り返すようになった。プレドニゾロン20mg/日、メトトレキサート10mg／週まで減量したが背
側指丘部皮膚潰瘍が保存療法で治癒しないため、逆行性背側中手骨動脈皮弁を用いて被覆し
た。症例2：55歳、女性。皮膚筋炎に対しプレドニゾロン10mg/日を処方されていた。右手指背
側指丘部に皮膚潰瘍が生じ保存療法で治癒しないために逆行性背側中手骨動脈皮弁で被覆し
た。症例3：44歳、女性。皮膚筋炎に対しプレドニゾロン30mg/日が処方されており、右手指背
側指丘部の皮膚潰瘍が難治性化していた。併発した間質性肺炎に対しプレドニゾロンとシクロ
フォスファミドのパルス療法が行われ、プレドニゾロンが20mg/日まで減量できた時点で背側指
丘部を逆行性背側中手骨動脈皮弁で被覆した。【結果】逆行性背側中手骨動脈皮弁は血流障害
を起こすことなく、3例全例で生着し、術後２年以上経過して再発していない。【考察】膠原病
における創傷の治癒遅延や難治性潰瘍化は局所の血管炎、血栓形成による動静脈閉塞に加え、
薬剤（ステロイド、免疫抑制剤）、機械的圧迫や感染の影響によって起こる。病勢コントロー
ルのためにはステロイドや免疫抑制剤の減量に限界のある症例が存在し、手術を選択しなけれ
ばならないことがある。手術は適切なデブリードマンと血流豊富な組織での被覆が重要であ
り、指丘部難治性皮膚潰瘍には逆行性背側中手骨動脈皮弁が有用であった。
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逆行性指動脈島状皮弁術後の萎縮について
Atrophy of reverse digital artery island flap after operation

○宇佐美 聡, 本間 勉, 大久保 ありさ, 岡崎 睦

東京医科歯科大学　形成再建外科

【諸言】逆行性指動脈島状皮弁は指尖部欠損の再建方法として広く行われているが、うっ血を
来しやすい傾向がある。高度なうっ血をきたした皮弁や再接着指は術後に委縮する傾向があ
り、本皮弁も同様の懸念が示唆される。今回我々は逆行性指動脈島状皮弁の術前後の皮弁面積
を調べ、うっ血や拳上する皮弁の大きさが与える影響について検討を行った。　【対象と方
法】対象は2008年から2013年に施行し、術後6カ月以上の経過観察が可能であった逆行性指動脈
島状皮弁計15指15皮弁（示指6例、中指6例、環指3例）であり、平均年齢は46.8歳（25～80歳）
であった。術前欠損部の面積、拳上皮弁の面積、術後の皮弁面積を調べ、術後うっ血の有無
と、拳上皮弁の面積により比較を行った。　【結果】高度にうっ血（瀉血を要した）した4皮弁
と、その他（経過観察で改善）の11皮弁で術前後の皮弁面積比（82.6%:82.3%）を比較したが、
有意差は認められなかった。しかし長径×短径6cm2以上の5皮弁と、6 cm2未満の10皮弁を比較し
たところ、有意差（P=0.044）をもって6cm2以上の皮弁は委縮していた（86%:75.5%）。最終的
な皮弁面積は、最初の欠損部の面積と比較して平均98.3%（82.3～133%）となっており、最終的
な面積は最初の欠損部の大きさに大きく依存する傾向があった。【考察】術後のうっ血は適切
な処置を行えば最終的な皮弁面積に与える影響は少なく、最終的な皮弁面積は最初の欠損部の
面積に依存する傾向となった。これは1.本皮弁が比較的小さく、皮下脂肪を多く含まない皮弁
であること、2.指尖部の皮膚は固定性が強く、欠損部の大きさが術後の瘢痕などで変化しにく
いことなどが影響していると考えられる。また、あまり大きい皮弁を拳上した場合は術後委縮
する傾向があり、皮弁遠位の血流不全などの影響が示唆された。
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SCIP flapを用いた各種再建法および挙上法
Hand Reconstruction with SCIP flap

○田代 絢亮, 播磨 光宣, 林 伸子, 横山 愛, 光嶋 勲

東京大学形成外科

SCIP flapは2004年に光嶋らによって発表された、浅腸骨回旋動脈の穿通枝を含めたperforator
flapである。我々はこれまでに100例以上のSCIP flap移植による再建手術を行ってきており、
その詳細と詳しい挙上法につき報告する。SCIP flapは従来のgroin flapと比較し、皮弁のデザ
インがより外側に来ること、そのため上前腸骨棘付近よりさらに上外側に伸びるflapのデザイ
ンが特徴となる。また、pedicleの剥離をすることで、骨皮弁、血管付神経皮弁、感覚皮弁、血
管付筋膜弁などの複雑な再建法も可能となる。その利点としては、ドナーサイトの侵襲の小さ
さ、長いpedicleが得られること、血管径は他の遊離皮弁と比較して小さめなため、perforator
-to-perforator吻合が可能であることや、mainの血管を犠牲にしないためmultistageで複雑な
再建が可能といったことがあげられる。欠点としては、解剖学的な変異に対応するため柔軟な
アプローチが必要なことや技術的に難しいといったことがあげられる。
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間葉系幹細胞から作製した細胞シートの皮弁に対する影響
Effectiveness of mesenchymal stem cell-sheet cultured under hypoxia

○吉良 務1, 赤羽 学2, 清水 隆昌1, 面川 庄平1

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科学教室, 2奈良県立医科大学　健康政策医学講座

【目的】間葉系幹細胞（MSCs）は血管内皮増殖因子(VEGF)などの血管新生因子を産生すること
から、局所血流の改善効果を目的として血管新生療法に応用されている。しかし、細胞浮遊液
の移植は移植後の細胞の生着において改善すべき問題点がある。我々はMSCsから作製した細胞
シートを血管新生療法に応用することで、さらに血管新生を促進できると考えており、今回そ
の有用性を検証する。【方法】7 週齢オスのFisher344ラットの大腿骨からMSCs を採取し,初期
培養を行った。2 週後に10cm 径培養皿に播種し、アスコルビン酸（82μg /ml）添加標準培地
で二次培養（14 日間）を低酸素環境下（酸素濃度5％）で行い、細胞シートとして採取し
た。16週齢オスの同系ラットの背部に、外側胸動脈、後肋間動脈および深腸骨回線動脈を切離
して遠位の皮膚のみを茎とする縦11cm横3cmの乱軸型皮弁をデザインした。皮弁と皮下組織の間
に細胞シートを挟み7-0ナイロン糸で皮弁に縫着後に、皮弁を元の位置に縫合した群(シート
群)と、挙上後直ちに元の位置に縫合した群（対照群）を作製した。７日後に皮弁を採取し、皮
弁の面積に対して生着した部分の比を算出し、Mann-Whiteny U検定を用いて両群を比較した
（n=9）。【成績】全例で術部の感染は生じなかった。対照群では生着した面積比は58.1±6.2%
であり、シート群では64.3±4.7%となり、統計学的に有意に生着面積の改善を認めた
（p=0.042）。【考察および結論】本研究ではMSCsが産生した血管新生因子などにより、皮弁内
の血流を改善したと考えられた。現状ではその効果は大きいものではなかったが、細胞シート
作製に用いる細胞数の変更や移植位置や移植時期の検討を行うことにより、今後皮弁の生着面
積を大きく拡大させる可能性が示唆された。
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手指の腱・骨露出創に対するperifascial areolar tissue (PAT)移植の有
用性

Perifascial areolar tissue graft (PAT) for skin deffect of hand with exposing tendon or bone

○宮永 亨

金沢医科大学　医学部　形成外科

【目的】手指の腱・骨露出創は血流が乏しいため、その治療に難渋する。一般的に皮弁による
再建が行われるが、広範囲の外傷や熱傷の場合、周囲に損傷が及んでいることが多く、適応に
は制限がある。近年、PAT移植により腱・骨上に良好肉芽を形成させ、その後植皮を行うことで
創閉鎖させる方法が普及しつつある。今回、我々は手指の伸筋腱や骨露出創に対しPAT移植を施
行し、良好な結果を得たので報告する。【方法】2004年5月～2013年8月までに外傷による手背
（1例）および指背（3例）の伸筋腱および骨露出創に対しPAT移植を施行した。鼠径部皮膚を切
開し、外腹斜筋膜上の粗性結合組織（PAT）を採取する。腱や骨を覆うように露出創全体にPAT
を移植した後、人工真皮をその上に貼付する。【成績】術後2～3週ですべての症例が腱や骨上
に良好肉芽が形成された。3例は分層植皮により創閉鎖し、1例は保存的に治癒し
た。【結論】PAT移植は低侵襲で手術手技が簡便な方法である。周囲に損傷が及んだ外傷例や熱
傷例にも適応があり、解剖学的に皮膚軟部組織が少ない手指にも有用である。
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血管柄付き骨膜移植による関節再建
Joint Reconstruction by using Vascularized Femoral Condyle Graft

○蜂須賀 裕己, 濱田 宜和, 濱崎 貴彦, 松尾 俊宏
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

【目的】血管柄付き大腿骨内顆骨膜移植(Vascularized Femoral Condyle Graft (以下
VFCG))は、これまで小骨欠損・偽関節に対する有用な術式とされてきた。しかし、この術式で
は本来骨膜以外の組織を同時採取することが可能である。当科では2009年より、採取組織を欠
損の状態・形態に合わせて組み立て、骨膜を関節面として組織再建を行う方法を創案し施行し
てきたのでこれを報告する。
【症例】症例1；65歳女性。猫咬傷から発症した右化膿性手関節炎・月状骨骨髄炎。月状骨の融
解があり、病巣掻爬・骨切除を施行した後、VFCGによる全月状骨再建を行った。症例2；62歳女
性。右母指末節骨類上皮嚢腫により、関節面を含む末節骨とIP関節背側の軟部組織欠損を生じ
ていた。
【手術術式】右膝内側よりVFCGを採取した。骨皮質とわずかな海綿骨をつけて採取し、症例2で
は同時に皮弁を採取した。症例1では骨膜・皮質骨を餃子状にたたみ、症例2では関節面に骨膜
が位置するように組織を加工して軟部組織とともに移植した。両症例とも下行膝動脈を橈骨動
脈に端側吻合した。
【結果】症例1；術後4年経過。移植組織の圧潰および感染の再発は認めない。掌背屈可動域は
105度、DASH score 5、Cooneyの機能評価改変版では95点である。症例2；術後2年。腫瘍の再発
は認めず、IP関節の可動域は36度である。DASH scoreは0。
【考察】2010年にHugonらがVFCGによる関節移植の可能性を解剖学的に検討し報告しているが、
臨床に応用したとする報告はない。当科で発案したVFCGによる関節再建法は可塑性が高く、様
々な欠損状態に適合させることが可能である。良好な機能予後が得られ、採取部の機能障害・
整容的問題も少ない。しかし症例数が少ないため、今後引き続き注意深い経過観察が必要であ
る。
【結語】VFCGは新しい関節再建の一手段となり得る。
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リンパ節付き鼠径皮弁の経験
The case of Groin Flap with Lymphatic Node

○楊井 哲, 上村 哲司, 菊池 守, 石原 康裕
川野 啓成

佐賀大学医学部 形成外科

 （はじめに）上肢のリンパ浮腫は術後よくみられる症状であり、腫脹が強い場合、創傷治癒や
術後のリハビリに影響を与えることがある。そのため現在では症状の強い症例に対し、リンパ
管静脈吻合術や最近では遊離血管柄付きリンパ節移植術を行っている報告もみられる。遊離血
管柄付きリンパ節移植術は1990年にChenらが開発した術式である。この術式はリンパ節をその
栄養血管をつけたまま採取し、移植先で動静脈と吻合することにより、血流を維持したままリ
ンパ節を移植する術式である。当院でも以前より上肢の挫滅創や瘢痕拘縮に対し、遊離鼠径皮
弁を用いる際にリンパ節を含めて皮弁を挙上し移植を行っていたが、術後腫脹が軽度であると
感じていた。そのため術後、皮弁内部のリンパ節が機能しているかどうか検討を行っ
た。（方法）当院にて1998年より過去16年間で上肢の挫滅創2例および熱傷による瘢痕拘縮に伴
う皮膚欠損3例を対象として、その再建方法としてリンパ節付き鼠径皮弁を行った。その中で患
者の許可の得られた症例に対し、リンパ管シンチグラフィーを用いて、皮弁内部のリンパ節が
機能しているかどうか検討を行った。（結果）5例とも皮弁は良好に生着した。その中で患者の
許可の得られた症例に対し、リンパ管シンチグラフィーを用いて注射後、１０分後および２時
間後に測定を行い、リンパ節の機能を確認した。（考察）血流を維持したまま移植されたリン
パ節は機能していると思われるが、リンパ浮腫の再発や開存期間など、長期的に経過観察する
必要もあると思われる。
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Non-enhanced Angiographyを用いた超短ペディクル足指移植
Ultrashort-Pedicle Toe Tip Transfer Assisted by Non-enhanced Angiography

○吉松 英彦1, 山本 匠1, 岩本 拓2, 成島 三長1, 光嶋 勲1

1東京大学　医学部　附属病院, 2東名厚木病院

Toe tip transfer allows functional and esthetic reconstruction of the lost fingertip,
but it has not become so common owing to following reasons:1) Identification and
dissection of donor vessels, especially veins, can be difficult.2) Identification and
dissection of recipient veins can be challenging.3) Anastomoses of vessels with
diameters less than 0.5 mm are required.To overcome above mentioned difficulties
accompanying toe tip transfer,  non-enhanced angiography (NEA) was used
preoperatively to successfully identify appropriate veins in the donor and the
recipient site. In addition, the blood flow of the veins in the recipient site was
confirmed via analysis of the change in hemoglobin absorption level. Four cases of
toe tip transfer and one case of vascularized toenail transfer were performed with
preoperative examination using NEA. Pedicles in all flaps were less than 2 cm in
lengths (ultrashort-pedicle toe tip flap), resulting in minimal morbidity of the
donor sites. Postoperative courses were uneventful, and all flaps survived
completely, with satisfying functional and aesthetic results.Although this method
cannot be applied in cases with severe damage to the recipient site, we believe the
preoperative use of NEA significantly facilitates super short pedicle toe tip
transfer, leading to safe and less invasive surgery.
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Reconstruction of lower limb composite soft tissue and bone defects with
the latissimus dorsi-serratus anterior-rib flap

Reconstruction of lower limb composite soft tissue and bone defects with the latissimus dorsi-serratus

anterior-rib flap

○SIA Wei Tee1, XU Germaine Guiqin2

CHENG Mathew Hern Wang1, TAN Bien Keem3

CHEW Winston Yoon Chong1

1Tan Tock Seng Hospital, 2Khoo Teck Puat Hospital

3Singapore General Hospital

Materials and Methods From 2001 to 2008, seven latissimus dorsi-serratus anterior-rib
free flaps were performed in seven patients, to reconstruct concomitant bone and
extensive soft tissue defects in the lower extremity (five in the tibia, one in the
femur, and one in the foot). The patients were all male, with an average age of 34
years (range, 20 to 48 years). These defects were secondary to trauma in five
patients, and post-traumatic osteomyelitis in the remaining two patients.Results All
flaps survived & achieved bony union. The average time to bony union was 9.9 months.
Bone hypertrophy of at least 20% occurred in all flaps. Five patients achieved full
weight-bearing ambulation. One patient developed recurrent stress fractures of the
grafted tibia. Two patients had pleural tears during harvesting which were repaired
intraoperatively.Conclusion The advantages of this flap were: considerable
flexibility of insetting of the soft tissue component in relation to the bone
component; requiring only a single vascular pedicle anastomosis; provision of a
vascularized bone graft and high-volume soft tissue component to address the bone
defect and large soft tissue defect respectively. We found this flap to be a viable
choice in reconstruction of such composite defects in the lower extremity.
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尺骨短縮骨切り術の進歩―変性およびスポーツ障害などによる手関
節尺側部痛の治療―

○河野 正明

社会医療法人　里仁会　興生総合病院

尺骨短縮骨切り術は、1941年にMilchが橈骨遠位端骨折後に生じた短縮変形よる尺側の障害に対
して用いたのが始まりである。橈骨に対し相対的に長い尺骨を短縮して長さを調整すること
で、橈側にかかる負荷と尺側にかかる負荷のバランスを変化させることができる。現在では、
尺骨突き上げ症候群やTFCC損傷などに対して広く行われており、その有用性は確立されてきて
いる。しかし、骨癒合は必ずしも速やかとは言い難く、遅延する症例が少なからず存在する。
本来骨切り術は、骨長を整えることで疾患を治療するための手段であるため、骨癒合に苦労す
るのは本意ではない。その為、骨癒合遅延に対し、骨切り面を広げるために骨切りを斜めにし
たり、圧迫をかけることのできるプレートを使用するなどの対策が諸家らにより報告されてき
た。
演者は骨切りを血流の豊富な尺骨遠位で行い、骨切り面積を増やすために骨切りはstep-cut式
とし、極力骨膜および方形回内筋の付着部を温存する手術を考案し施行してきた。結果、速や
かな骨癒合を得るに至っている。本術式を始めた当初は固定材料としてsuture wireを用いてい
たため、固定性には不安を残していた。その後ミニプレートが発売さるようになり、数種のミ
ニプレートを使用してきた。どれも骨癒合は速やかではあったが、細い尺骨を骨切りする際
の、微妙なテクニックが再現性に乏しいという欠点があった。そこで、再現性のある簡易デバ
イスを開発しようと熟慮してきた。
そんな折、日本ユニテック（現在のHOYA）社のステラ橈骨背側用プレートと出会い、このプレ
ートを尺骨の骨切り用に利用することとした。そして、尺骨の遠位で正確なstep-cut骨切りを
行い、プレートを簡便に挿入固定できるデバイスを開発するに至った。
講演中では、尺骨短縮骨切り術の歴史と新たな術式の詳細につき紹介する。
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関節内橈骨遠位端骨折におけるCT上骨折線分布の評価
Computed tomographic evaluation of  intra articular distal radius fractures.

○河本 正昭

労働者健康福祉機構浜松労災病院整形外科

【緒言】関節内橈骨遠位端骨折において月状骨窩骨片が粉砕されている場合VLPで骨片を整復を
保持することは困難なことがある．したがって月状骨窩骨片の粉砕程度を評価することはVLP法
の適応を決定する際に重要である．
【目的】多列CT像より粉砕程度を分類し，VLP法後の整復位維持に及ぼす影響を評価すること．
【方法】VLP法で加療し月状骨窩の軟骨下骨部に1本以上の裸子またはピンが刺入されている関
節内橈骨遠位端骨折(AO分類B3,C1,C2,C3)35例36肢（平均54歳）を対象とした．CT矢状面像にお
いて骨片の転位方向から背側，掌側，両側転位型に分類した．CT横断面像において骨折線を
Tanabeの方法に従い分類した．またCT矢状面像にて月状骨窩骨片長を計測し転位方向（背側，
掌側，軸圧）を分類した．X線評価因子としてPalmar tilt,Radial inclination, Ulnar
variance,関節内転位を術直後と最終観察時X線にて計測した．
【 結 果 】 背 側 転 位 型 （ 　 C 1 ： 4 肢 ， C 2 : 6 肢 ， C 3 : 1 2 肢 ） ， 掌 側 転 位 型
（B3:3肢，C1:3肢，C2:4肢，C3:2肢），軸圧型）はC3:2肢であった．関節面を橈骨茎状突起
(RS),背側橈側面(DR),背側尺側面（DU),掌側橈側面（VR），掌側尺側麺（VU），尺骨切痕(SN)
に分けると背側転位型ではDUは14肢(64%)とSNは18肢（82%）に骨折線を認める一方，VRには6肢
(27%)であったの対し，掌側転位型ではSNに12肢(100%)，RSに11肢（92%）だったが，DUには2肢
(17%)認めただけでVUには0肢であった．背側転位型においては整復位の保持は良好であった．
掌側転位型で掌側月状骨窩骨片の長軸方向サイズと再転位には明らかな相関を認めなかった．
【結論】掌側転位型においても掌側月状骨窩骨片の幅が保たれていればVLP法は有用と考えられ
た．多列CT像により詳細な評価が可能であった．
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掌側Barton骨折のCTによる検討
The Investigation by CT of Volar Barton Fracture

○阿部 真悟1, 堀木 充1, 中川 玲子1, 吉田 竹志2

田野 確郎1

1関西労災病院　整形外科, 2よしだ整形外科

【はじめに】掌側Barton骨折は単純レントゲンにより分類されるが術前CTでは掌側関節面の掌
側への転位だけではなく，Smith骨折のように背側の関節面が掌屈するなど単純な骨折ではない
ことを経験している．今回，掌側Barton骨折を術前術後の単純レントゲン，CTで詳細に検討し
たので報告する．【対象・方法】2009年1月から2013年8月まで当科で手術を行った橈骨遠位端
骨折239例中，掌側Barton骨折24例（男9例，女15例），平均年齢56.4才（17才～94才）．術前
単純レントゲンでRI， VT， UV，関節面の前後径，術前CTで背側関節面の掌屈角（以下VTd），
背側関節面の掌屈部位，術後の関節面適合性に関して計測し検討した．【結果】術前単純レン
トゲンで平均RI18.0°， 平均VT21.3°， 平均UV+3.3mm，関節面前後径29.9mm，術前CTで平均
VTd37.0°であった．背側関節面の掌屈角が健側と比較可能であった18例を検討すると健側比
VTd10°以上のDeformity群(以下D群)は10例，健側比VTd10°未満のNon-Deformity群(以下ND群)
は8例で，掌側Barton骨折の55％の症例で背側関節面が著明に掌屈変形していることが判っ
た．D群とND群の平均VTdはD群46.3°，ND群22.9°であり有意な差を認めた．この2群間で年
齢，性別，RI，VT，UV，関節面前後径を比較検討したが有意差は認めなかった．背側関節面の
掌屈部位はD群では舟状骨窩及び月状骨窩に及んでいることが多く，ND群では月状骨窩にとどま
ることが多い傾向があった．術後関節面はD群10例中4例(40%)，ND群8例中1例(13%)に関節面のV
字状変形を認めた．【考察】掌側Barton骨折の背側関節面の掌屈が強くなっている場合，術後
関節面の適合性が悪くなることが示唆された．掌屈が強い例においては骨折整復時に背側関節
面をK-wireなどで十分整復してからプレート固定する必要があると考えられた．
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橈骨遠位端骨折受傷時のteardrop angleが術後手関節機能に及ぼす影
響

Effects of teardrop angle at the time of injury  of  distal radius fracture on the post-operative wrist

function.

○山藤 滋1, 藤谷 良太郎2, 面川 庄平3, 飯田　 昭夫4

田中 康仁3

1大阪暁明館病院　整形外科, 2医真会八尾総合病院　整形外科

3奈良県立医科大学付属病院　整形外科, 4阪奈中央病院　整形外科

【目的】2005年、Medoffは橈骨遠位端関節内骨折の転位の指標としてteardrop angle（TDA）の
重要性を示した。Fujitaniらは、TDAの信頼性、さらに単純XP側面でのTDAがCTでの関節内転位
量と有意に相関することを示した。今回TDAが手関節機能に如何に影響するかを調査した。【対
象と方法】橈骨遠位端関節内不安定型骨折に対して掌側プレートを用いて手術加療を行った18
例を対象とした。男性2例、女性16例で受傷時の年齢は平均62歳であった。受傷時と最終調査時
に、単純X線側面で健側、患側ともに、Volar Tilt (VT)、TDAを計測した。TDAは側面像で橈骨
の月状骨関節面の掌側縁として描出されるteardropの中心軸と橈骨長軸のなす角である。評価
項目は握力、DASHスコア、手関節可動域を用いた。TDAは関節内転位の指標となるが関節外転位
の影響を補正するためTDAからVTを減じた値（TDA-VT）を用いた。術前後の患側TDA-VTと術後の
各種機能評価の相関を求めた。【結果】経過観察期間は平均31ヶ月、平均TDA―VTはそれぞれ健
側30、術前38、術後44であった。術後のDASHは平均13、握力健側比は平均100%、術後の平均可
動域は112°であった。DASHスコアは術前のTDA-VTと有意に相関があった（術前：p＜0.05、R=-
0.52）。術後のTDA-VTはDASHと相関を認めなかった。握力および可動域は、術前後のTDA-VTと
相関がなかった。【考察】今回、術前の患側TDAの変化が、術後のDASHと相関することが判明し
た。この結果は、術前の関節内転位が大きいほど、術後の上肢機能低下が大きいことを示して
いる。一方、術後の患側TDAの変化は術後機能評価とは相関しなかった。その理由として手術に
より骨折部が正確に整復されているためと考えた。他の要因として、合併する軟部組織損傷の
有無を考慮する必要があるかもしれない。
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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の術後volar tilt
と術後矯正損失の関係

Relation between the volar tilt just after ORIF of the distal radial fracture and the postoperative loss of the

volar tilt and the ulnar variance.

○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　整形外科学教室

【目的】橈骨遠位端骨折(DRF)に対する掌側ロッキングプレート固定(LPF)の整復の目安の1つに
Volar tilt(VT)があり、健側の約10度を目標として整復するが、術後に矯正損失が起きる。今
回、術直後のVTとVTの矯正損失(VT loss)とulnar varianceの矯正損失(UV loss)の関連につい
て検討した。
【方法】当院で2007年1月から2013年6月までにDRFに対してLPFのみを行い3ヶ月以上の経過観察
が可能であった127例を対象とした。AO分類はA:32例 B:8例 C:87例であった。プレートは5種類
使用した。術後早期に撮影した手関節側面X線像でVTを測定し、15度以上29例(a群)、10度以上
15度未満41例(b群)、10度未満57例(c群)の3群に分けた。術後と最終追跡時のX線比較より、VT
lossとUV lossを算出した。
【結論】平均VT lossはa群で3.77±2.90度、b群1.90±3.03度、c群0.48±1.81度であった。VT
lossの3群に分散分析を行った結果、3群に有意差を認め（p＜0.01）、Tukey法を用いた多重比
較にて、3群各々の間に有意差を認めた。（全てp＜0.03）術直後VTの多い群ほどVT lossも大き
くつくという結果が得られた。また、相関分析も行った結果、術直後VTとVT lossの間には、正
の相関が認められた（ r =0.462, p＜0.001）。平均UV lossはa群で0.36±0.59mm、b群0.41±
0.63mm、c群0.29±0.56mmであった。UV lossの3群に分散分析を行った結果、3群に有意差は認
めなかった（p = 0.62）。
【考察】ORIF時にVTはできるだけ大きくなるように努力することが多いが、VTをおおきくして
もVT lossも大きくなりVT維持は困難である。VTを大きくしてもUV lossにはつながらない。こ
れらによりVTを過度にする意義はないと考える。
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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術後のCTによ
る遠位スクリュー先端の評価

Evaluation of Distal Locking Screw Following Fixation of Volar Locking Plate for Distal Radius Fracture

using Computed Tomography

○瀧上 秀威1, 伊藤 りえ1, 日塔 寛昇1, 坂野 裕昭2

齋藤 知行3

1国立病院機構　横浜医療センター　整形外科

2平塚共済病院　整形外科　手外科センター, 3横浜市立大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定術の良好な成績と共に様々な術後合併
症も報告されている．その一つにEPL，EDC断裂があり，原因として遠位スクリュー先端の背側
骨皮質の穿通がある．今回我々は術後にCTを施行し遠位スクリュー先端の評価を行った．【対
象と方法】橈骨遠位端骨折に対してStellar 2 プレート(Medium)固定術を施行した22例を対象
とした．年齢は平均71歳，骨折型（AO分類）はA2: 2例，A3: 1例，C1: 6例，C2: 6例，C3: 7例
であった．遠位2列のロッキングスクリューホールの最遠位4穴を尺側よりD1，D2，D3，D4と
し、2列目の3穴を尺側よりP1，P2，P3とした．術中は第3，4区画へスクリュー先端が骨外に出
ないようイメージを併用してLister結節の陰影を除した像を想定して判断した．術後CTにて遠
位スクリュー先端の向かう伸筋腱区画と穿通の有無，突出した長さを測定した．【結果】術後
に明らかな腱の刺激症状を呈した例はなかった．第3区画へ向かったスクリューはD1の22本中
1本，D2の22本中17本，P2の17本中3本であり，うち背側骨皮質を穿通したスクリューは2本
（9.5%）で2例に認めた．その突出した長さは0.5mm未満が1本、0.5mm以上1mm未満が1本であっ
た．第4区画へ向かったスクリューはD1の22本中21本，D2の22本中4本，P1の22本中22本であ
り，うち背側骨皮質を穿通したスクリューは7本（14.8%）で6例に認めた．突出した長さは
0.5mm未満が4本、0.5mm以上1mm未満が2本，1mm以上1.5mm未満が1本であった．【結論】Stellar
2の遠位2列の尺側2本は第3，4区画へ向かう可能性が高い．術後のEPL損傷，EDC損傷を防ぐに
は、尺側2本のスクリュー長に注意する必要がある．イメージを併用することで背側骨皮質の穿
通は第3区画で9.5%，第4区画で14.8%であったが，その殆どは1mm未満であった.
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Skyline viewとPolyaxial Locking Plateを併用した関節内骨片選択的固
定法によるAO分類C3-2,3型橈骨遠位端骨折の治療成績

Articular Fragments-segmental Fixation Using Polyaxial Locking Plate Accompanied by Skyline View

Imaging Technique for AO type C3-2,3 Distal radius Fractures

○石井 英樹1, 角田 憲治1, 橋本 哲1, 浅見 昭彦1

園畑 素樹2

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

【目的】著者らは、橈骨遠位端骨折に対し、Double-tiered subchondral support（DSS）法に
よる治療法を用いて良好な成績を報告してきた。近年著者らはAO分類C3-2,3型橈骨遠位端骨折
に対し、DSS法に加え、術中Skyline view透視像により関節面軸位を確認し、関節内骨片を選択
的に固定する方法で治療している。本法の成績を、過去のDSS法での成績と共に報告する。
【対象と方法】2008年4月以降に、DSS法にて治療した橈骨遠位端骨折161手の中で、AO分類C3-
2,3型の骨折24手を対象とした。平均年齢は69.6歳で、本法をPolyaxial locking plate（PLP）
を用いて治療した症例が7手で、通常のDSS法を行った症例がPLPで10手、Monoaxial locking
plate（MLP）で7手であった。各群における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（UV）、volar  tilt（VT）、radial
inclination（RI）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良好に改善していた。X線学的評価では、本法
にて治療した群は、UVとVTの矯正損失が他の群と比べ有意に小さかった。
【考察】DSS法により、粉砕の強い関節内骨折であっても良好な臨床成績を得ることができた。
しかし今回使用したMLPはDSS法で固定できるものの、近位設置型でプレートも小さかったた
め、粉砕した掌側骨片を固定出来ず術後転位を来したと症例があった。PLPを遠位設置にし、本
法を使用することで骨片の転位は防ぐことができ、粉砕した橈骨遠位端関節内骨折の治療には
有用であると考えられた。
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HEARTYプレートを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績
The clinical outcome of volar locking plate fixation with HEARTY plate for the distal radius fracture

○仲西 知憲, 小島 哲夫, 上新 淑文, 小川 光
村田 大

溝口整形外科病院

【目的】橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートであるHEARTYプレート（MIZUHO社）
を用いて内固定した症例の治療成績につき検討した。【対象・方法】2011年3月～2013年3月、
当院で橈骨遠位端骨折に対し手術加療を施行した70例で、術後3か月以上のフォローが可能であ
った63例64手を対象とした。男性18例、女性45例、両側1例、平均59.8歳。本骨折のAO分類は
A2；3手、A3；14手、B1；1手、B3；4手、C1；10手、C2；11手、C3；21手であった。合併損傷で
は尺骨茎状突起骨折33手、尺骨遠位端骨折3例、橈骨頭骨折、第4・5中手骨骨折、舟状骨骨折が
各1例、術後フォローは平均5.9か月であった。検討項目として、手術時間、合併症、術前・術
後・最終観察時のRI、VT、UVを各群で評価し、機能評価としてCooney's scoreを2群間比較で評
価し、p＜0.05以下を有意差とした。【結果】手術時間は平均62.2分。画像評価ではA群で術後
RI24.6°、VT8.7°、UV0、B群でRI22.0°、VT12.4°、UV+0.4、C群でRI22.8°、VT9.5
°、UV+0.3で全群とも有意に改善し、最終観察時もC3群を除いて術後の矯正損失を認めなかっ
た。Cooney's  scoreはA群93.1、B群91.0、C群87.6と術後良好な成績であ
り、Excellent45手、Good6手、Fair11手であった。合併症は前腕コンパートメント症候群、遷
延癒合、CRPSが各1例であった。【考察】このプレートはSSS(Single-tiered subchondral
support)、中間設置、Monoaxial 型であり、手術操作は簡易であり、他社製品と同様、術中操
作の簡便化のために術中の整復操作が十分なされている必要がある。このプレートによる固定
は、合併症も少なく、画像上整復位を維持することが可能であり、特にC2、C3など難渋する骨
折型でも短い手術時間で良好な整復位および術後機能が得られた。
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橈骨遠位端骨折に対するVA-TCP を用いた治療成績　-APTUS 2.5 と
比較して-

Clinical and radiologic outcomes of distal radius fracture treated with VA-TCP

○平川 明弘, 大野 義幸, 清水 克時

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)の使用例が報告されて
いる。我々も前回の本学会でPLP であるAPTUS 2.5による治療成績を報告したが、ロッキング機
構の破綻に伴う矯正損失例を認めた。そこで、2012年4月より同じくPLP であるVA-TCPを導入し
た。今回その治療成績をAPTUS 2.5との比較を含め報告する。【方法】2012年4月以降、当院に
おいて橈骨遠位端骨折に対してVA-TCP 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20例を対象とした。手術時年齢は平均68.7歳、骨折型はAO分類A3:3例, B1:1例,
B3:2例, C1:7例, C3:7例、平均経過観察期間は5.4 か月であった。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 と任意のロッキングスクリューの角度
(plate-screw angle: PSA )を計測し角度安定性について評価した。臨床評価はCooney の評価
法を用いた。【結果】矯正損失値はRI 0.6 °, VT 0.5°, UV 0.2 mm でありAPTUS2.5に比べ、
有意に少なかった。PSA の明らかな減少をきたした症例は認めなかった。Cooney scoreは平均
81点であった。【考察】PLPにおいてはロッキングスクリューとプレート部分での強度（角度安
定性）が問題となるが、VA-TCPはAPTUS2.5に比べ、角度安定性が信頼でき、ロッキング機構の
違いとともに、ドリルスリーブを有し、トルクドライバーを採用していることは、角度安定性
の向上に寄与すると考えられた。またAPTUS2.5に比べ、0.4mm 厚いが、合併症は認めておら
ず、プレート遠位の解剖学的な形状が周囲軟部組織への影響を減少させ得ると考えられ
た。【結論】VA-TCPは良好な治療成績が期待できるPLPである。
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C型橈骨遠位端骨折に対するDouble-tiered Subchondral Support法と通
常の掌側ロッキングプレート法との比較

Comparison of Double-tiered Subchondral Support fixation and usual volar plate fixation in AO type C

fractures of distal radius

○阿部 宗樹, 瀧川 直秀, 森内 宏充, 安井 憲司
江城 久子

西宮協立脳神経外科病院　整形外科

【目的】AO分類C型の橈骨遠位端骨折に対する治療では整復位の損失を防止するため強固な内固
定が必要である.Double-tiered Subchondral Support法（DSS法）は, 2列のスクリューにより
軟骨下骨の中央と背側の両方を支持するため,より強固な内固定が可能とされている.本骨折に
対し同時期に治療したDSS法と通常の掌側ロッキングプレート法の治療成績を比較したので報告
する.【対象と方法】2012年4月から2013年4月までに当院で手術を行った橈骨遠位端骨折54例中
C型骨折は42例であり,背側プレート固定2例と開放骨折2例を除外した38例を対象とした.DSS群
（以下D群）は20例,通常の掌側ロッキングプレート法（以下N群）は18例であった.平均年齢はD
群70.4歳,N群65.7歳で,平均追跡期間はD群8.1か月,N群10.1か月であった.使用機種はD群:全例
MODE DRP,N群:ACULOC 9例,VALCP 9例であった.画像評価は骨癒合状況,術直後と最終時の
RI,VT,UVを測定し,その差を矯正損失とした.臨床評価はMayo wrist scoreを用いた.これらにつ
いて2群間で比較した. 【結果】骨癒合は全例に得られ,両群間での骨癒合時期の差はなかった.
矯正損失の平均はRIでD群:0.83°,  N群:1.07°で,VTはD群:0.53°,N群:2.53°,UVは
D群:0.96mm,N群:1.15mmであり,VTのみ統計学的有意差を認めた.Mayo wrist scoreではD群:平均
89.3点,N群:平均89.4点で差はなかった.【考察】MODE DRPはDSS法が行えるよう最適化された内
固定材料である.本研究では2群間に治療成績の大きな差はなかったが,D群は年齢がやや高かっ
たことを考慮すると,DSS法ではより高齢者での治療成績の向上が期待できると考える.VTの矯正
損失が少なかったのは,DSS法の優位性に加え,MODE DRPでの遠位部スクリューのlocking方式が
fixed angleであり,角度安定性が高いというプレートの特性も関与していると考える.
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AO分類Ｃ3型橈骨遠位端骨折におけるDouble-tiered Subchondral
Support法の有用性について

Usefulness of Double-tiered Subchondral Support(DSS) for AO typeC distal radius fractures

○上野 幸夫1, 川崎 恵吉2, 稲垣 克記3, 瀧川 宗一郎4

久保田 豊1

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, 4菊菜記念病院　整形外科

【はじめに】粉砕度が増すAO分類C3型橈骨遠位端骨折例に対しては、治療に難渋することもあ
り、掌側ロッキングプレート単独固定の限界が指摘されている。これに対して、２層で軟骨下
骨支持できるインプラントをOrbayらが開発し、川崎らがDSS法と称してAPTUS2.5を用い、この
有用性を報告している。演者らはVariAxでDSS法を行ってきた。今回VariAx でのAO分類C3型橈
骨遠位端骨折に対するDSS法の有用性を検討した。
【対象と方法】当院および関連施設で、AO分類C3型橈骨遠位端骨折に対してVariAx (medium）
を使用し、術後観察期間が6カ月以上可能であった39例を今回対象とした。DSS群（D群）が
26例、非DSS群（N群）が13例であった。平均年齢はD群：N群が58：58歳、男女比はD群が
11：15、N群が3：10で、骨折型は、背側転位型が22：13例、掌側転位型が4：0であった。手術
は、掌側からVariAxを用いて内固定を行った。遠位ロッキングスクリューの本数に有意な差は
なかった。術後平均観察期間はD群：N群が　9.7：8.8であった。Cooney scoreおよび、各種パ
ラメーターの矯正位損失を計測し、評価を行った。
【結果】Cooney　scoreは、D群：N群が平均85.6：平均85.0pointであった。矯正損失につい
て、平均UVはD群：N群が0.4：0.7mm、平均VTはD群：N群が0.8：1.6°、平均RIはD群：N群が
1.1：0.7°であった。D群のほうが、VTの矯正損失が有意に少なかった。合併症は、D群に一過
性の正中神経障害を1例、遠位ロッキングスクリューのゆるみを１例に認めた。
【まとめ】Coooney　scoreは両群ともに概ね良好であった。単純X線評価では、DSS法群のほう
が、VTの矯正損失が有意に少なかった。VariAxを用いてのDSS法は有用な手技のひとつになり得
ると考えられた。

S123



1-4-27

橈骨遠位端骨折に対するDSS法を用いた3種類の掌側polyaxial locking
plateの成績の比較

Competiton of  Clinical Result of  3 types  Polyaxial Locking Plate with Double-tired Subchondral

Support Technic  for Distal Radius Fracture

○久保 和俊1, 川崎 恵吉2, 稲垣 克記1, 池田 純1

前田 利雄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

【はじめに】APTUS2.5はscrewの挿入方向がvariableであるpolyaxial locking plateを早期か
ら採用しているシリーズである。現在までに3種類のプレート：Correction plate（C群）・
Baby foot（B群）・ADAPTIVE（A群）が販売され、それぞれ形状は異なるものの、特殊なロッキ
ング機構は統一で、我々はこの3種類を使用してDouble-tiered Subchondral Support法
（DSS法）を行いその良好な成績を報告してきた。今回橈骨遠位端骨折に対して用いたこの3種
類のAPTUSシリーズの治療成績、及びその問題点を報告する。【対象と方法】当科において橈骨
遠位端骨折に対して、C群：B群：A群で各々71：32：165手に使用し、3ヶ月以上経過観察し得た
71：30：152手を対象とした。平均年齢は64.1：56.0：60.1歳、平均経過観察期間は
11.0：9.8：7.1ヶ月、骨折型はColles typeが50：18：97例、AO分類C3型が28：11：85例であっ
た。【結果】臨床成績をC群：B群：A群で比較すると、Cooney scoreは平均91：87：85点、X線
評価での矯正損失は、UVが1.0：1.0：0.7mm、VTが0.6：0.4：0.8°で、整復位の保持はいずれ
も良好であった。合併症としてスクリューの弛み、逸脱がC群の1例に認められた。腱断裂を生
じた症例はなかった。【考察】どの群の治療成績も良好であった。DSS法は2ヶ所の軟骨下骨を
支えているが、形状・スクリュー刺入位置・強度などにそれぞれ違いがあり、骨折型、骨の
幅、大きさなどでプレートの種類を選択することが望ましいと考える。さらに安全性の確保の
ために現在トルクレンチの基礎実験及び臨床応用中である。APTUSでDSS法を行うには、手術・
透視時間の延長に課題点がある。
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橈骨遠位部掌側の形態分析　プレート設置に関連して
Morphologic analysis of distal radius

○米田 英正, 山本 美知郎, 岩月 克之, 平田 仁

名古屋大学　手の外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折での掌側プレート設置部である掌側面の形状について調査した報
告は少ない。我々は骨とプレートの干渉しうる掌側尺側部の形態を調査したので報告する。
【対象と方法】当院で開発した手関節機能撮影台を用いて撮影した手関節X線写真のうち、橈骨
遠位部骨折変形治癒例や遠位橈尺関節変形性関節症（Kellgren-Lawrence分類grade 2以上）を
除いた120人分の画像(男性60人、女性60人)を使用した。側面像の尺側皮質骨の稜線をDICOMデ
ータから採取し、骨幹部から骨端部のwatershed lineに相当するW点まで点をプロットした。W
点を原点に設定して近似曲線式を算出し、曲線の傾きが1となる点(以下C点)とW点とを結ぶ線と
橈骨長軸垂線のなす角をD角とした。D角が小さいほど橈骨遠位掌側皮質の勾配が急峻となるこ
とを利用し、D角の分布および年齢、性別との関係を調査した。CT撮影が施行されていた例では
月状骨窩中央レベルでの矢状面再構成画像を用いてX線同様にD角を計測した（D’角）。D角の
分布にはKolmogorov-Smirnov検定、年齢との相関にはPearson検定、D角とD’角の平均値の差に
はt検定を用い、p＜0.05を有意差ありとした。
【結果】D角は35度から63度と幅広く分布し、正規分布していた。男性において年齢および性別
とD角との間に逆相関を認めたものの女性には認めず、全体としては年齢との相関はなかっ
た。CT撮影例ではD’角とD角の間に差はなかった。
【考察】橈骨遠位尺側の形状には正規分布する個体差があることが判明した。掌側ロッキング
プレートの選択は幅と長さのみで形態についてはベンディングでの対応が必要だが、ベンディ
ングはロッキングホールの破損を招く危険がある。また骨形態と乖離した状態での内固定は整
復位の損失やプレートの突出による屈筋腱損傷の原因となる可能性がある。
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橈骨遠位端骨折に使用したAcu-Loc 2 Distal Plateの解剖学的適合性の
評価と臨床成績 　

Evaluation of Anatomical Adaptation and Clinical Results of Distal Radius Fractures Using Acu-Loc2

Distal Plate

○前田 和茂1, 今谷 潤也1, 森谷 史朗1, 桐田 由季子1

近藤 秀則2

1岡山済生会総合病院, 2社会医療法人　緑荘会　金田病院

【目的】橈骨遠位端骨折に対する掌側Locking Plate固定術はゴールドスタンダードになりつつ
あるが,一方では屈筋腱損傷を始め様々な合併症が報告され,多くは不適切な手術手技による。
しかしインプラントデザインによると思われる合併症も存在し,新規プレートの開発や既存プレ
ートの改良が図られている。今回,Acu-Loc1の次世代型機種であるAcu-Loc2について橈骨掌側面
への解剖学的適合性の評価および臨床成績を調査したので報告する。【対象・方法】まず人工
骨(SAWBONES)の橈骨遠位部掌側にAcu-Loc2 Distal Plate(Acu-Loc2D)及びProximal Plate(Acu-
Loc2P)を至適位置に設置し,近藤ら(2010)の方法でMulti-detector CTにより橈骨遠位掌側の最
も突出した骨性隆起線(S-line)(今谷2009)とプレート遠位部の位置関係(遠位方向・掌側方向)
を計測した。さらに同様の方法で計測したAcu-Loc1と比較した。またAcu-Loc2を使用した24例
の臨床成績についても調査した。【結果】Acu-Loc2DはAcu-Loc1と比較し,プレート遠位部の設
置位置はほぼ同じであったにもかかわらず,掌側方向への突出は小さくなっていた。Acu-Loc2P
はAcu-Loc1及びAcu-Loc2Dよりもプレートの至適位置はさらに近位で,掌側への突出は最も小さ
かった。Acu-Loc2の臨床成績は日手会機能評価及びQ-DASHでそれぞれ平均86点(75-95),平均9.7
点(4.5-18.2)と概ね良好であった。【考察】Acu-Loc2DはAcu-Loc1の特徴である小さなKey-
Stone骨片の支持性を残しながら,プレート遠位部がlow profileに改良され掌側突出が小さかっ
た。また遠位骨片が比較的大きい場合には,Acu-Loc2Pを使用することでさらに屈筋腱損傷のリ
スクは軽減されると考える。プレートがlow profileになったにもかかわらず,現時点では矯正
損失やインプラント破損などの合併症もなく初期固定性が維持されていた。
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橈骨遠位端骨折に対するwatershed line形状に即しDSS法を行える単
軸性ロッキングプレートの治療成績

DSS method for Distal Radius Fracture using Monoaxial Volar Locking Plate which was Made to Suit

Watershed Line

○加地 良雄, 中村 修, 山口 幸之助, 山本 哲司

香川大学　医学部　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折治療においてwatershed line（WL）の形状に即し尺側をより遠位に設
置できる掌側ロッキングプレートが特に関節内粉砕骨折で有用とされる。また関節面の中央部
と背側部を個々に支持するDSS法の有用性も報告されおり、これらの特性を併せ持つプレート
（以下WL+DSSプレート）が最善のプレートと考えている。しかしロッキングシステムには単軸
性と多軸性があり、いずれが優れるかは議論の余地がある。我々は単軸性のWL+DSSプレートを
主に使用しており、今回その治療成績と合併症について検討した。
【方法】平成23年以降に手術した橈骨遠位端骨折例107例のうち単軸性WL+DSSプレート
（DVR:BiometまたはMODE:MDM）を使用した63例を対象とした。平均年齢は63.9歳。骨折型はAO
　A型12例、C型51例であった。これらに対し術直後および最終時のvolar tilt (VT)、radial
inclination (RI)、ulnar variance(UV)および術後矯正損失、Mayo wrist score(MWS)、合併症
を評価した。
【結果】術直後のVT、  RI、UVの平均はそれぞれA型13.0°、20.5°、0.1mm、C型
9.6°、19.5°、0.7mmで、術後矯正損失の平均はA型0.7°、0.8°、0.2mm、C型
0.4°、0.6°、0.4mmであった。MWSの平均はA型80.8point、C型80.4pointであった。合併症は
粉砕の強いC型の2例で骨片の一部に再転位を認め、1例でスクリューが関節内に露出した。腱断
裂やスクリューの緩みは全例で認めなかった。
【考察】単軸性WL＋DSSプレートによる関節外および関節内骨折の治療成績は概ね良好であっ
た。また術後矯正損失も少なく、多軸性プレートで危惧されるスクリューの緩みもなかったこ
とから非常に有用なプレートと考えられた。ただし高度粉砕例では再転位の可能性もあり、症
例によっては何らかの補助固定も考慮する必要がある。
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整復と初期固定に創外固定を併用し、掌側ロッキングプレートで固
定したAO C3型橈骨遠位端骨折治療の検討

Reduction loss and 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　整形外科

【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粉砕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10月までにC3型橈骨遠位端骨折に対して当科で整復と初期固定
に創外固定を併用して掌側ロッキングプレートで固定、術後1年以上を経過した27例を対象とし
た。男性6例（平均55歳）、女性21例（平均69歳）。4例に尺骨遠位端骨折を合併していた。術
後経過期間は1年から3.5年（平均1.5年）であった。手術は創外固定器の牽引下に観血的に操作
して整復位を保ったまま掌側ロッキングプレートにて固定した。術後3-8週間（平均3.5週）創
外固定を除去し可動域訓練を開始した。X線評価、可動域評価を行った。【結果】volar tiltは
術直後 6.7 ± 4.9 °、最終調査時6.0 ± 5.4 °、radial inclination は術直後 19.8 ±
3.5 °、最終調査時20.0 ± 3.3 °といずれも有意な変化はなかったが、ulnar varianceは尺
骨遠位端骨折4例を除いて、術直後 -0.8 ± 1.3 mm、最終調査時0.2 ± 1.2 mmと有意に(p ＜
0.05)短縮していた。健側は0.1 ± 1.0 mmであったことから、術直後の過矯正が最終時には修
正されたと考えた。最終時0.5 mmのstep offを1例、1.5 mmと1 mmのgapをそれぞれ1例ずつに認
めた。関節裂隙の狭小化は4例に認められた。可動域は対健側比で、背屈は術後8週で68.6%、30
週で92.2%、であり、掌屈は術後8週で60.1%、30週で83.9%、回外は術後8週で72.8%、30週で
95.3%、 回内は術後8週で83.4.1%、30週で96.1%、であった。【考察とまとめ】術後の可動域は
良好であった。当方法は整復と初期固定時の小骨片の負荷を軽減でき、安全で有用であった。
矯正損失を認めたが、術直後の過矯正が最終的に修正されたと考える。
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橈骨遠位端骨折に対する髄内釘による手術加療～１年以上経過例の
検討

Intramedullary nail fixation of distal radius fracture: the follow-up cases more than one year

○筒井 美緒, 黒田 司

新須磨病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する髄内釘治療での長期経過に関する報告は少ない。当院で１年
以上経過観察が可能であった症例につき検討したので報告する。【対象と方法】当科で髄内釘
（マイクロネイル WRIGHT Medical社）にて手術を行い、1年以上経過し直接検診した37例を対
象とした。平均経過観察期間は2年11カ月（1年1ヵ月～5年）、受傷時平均年齢64.7歳（22～
87歳）、男性2例女性35例、骨折型はAO分類A3 27例, C1 2例、C2 8例であった。 X線上の矯正
損失（UV VT RI）、関節可動域、握力健側比、臨床成績（Mayo wrist score）、Quick-DASH、
合併症につき検討した。統計処理はt検定を用いた。【結果】全例で骨癒合が得られた。X線上
の平均矯正損失値はUV 0.6mm, VT 1.5°, RI 1.2°であり整復位は良好に保たれていた。平均
の関節可動域は掌背屈153.0°、橈尺屈63.0°、回内外176.8°、握力健側比 95.4％、Mayo
wrist score 93.2点、Quick-DASH 5.9点と概ね良好であった。3例に掌側転位の増大を認め、う
ち1例で背側へ突出したバットレスピンにより長母指伸筋腱皮下断裂を生じていた。橈骨神経皮
枝障害の残存、インプラントの破損は認めなかった。関節外骨折A3と関節内骨折C1C2の間で成
績に有意差は認めなかった。【考察】髄内釘による橈骨遠位端骨折治療の成績は、1年以上の経
過観察でも概ね良好であり、骨折型による成績の差はなかった。しかし、髄内釘の構造上、掌
側転位に対する固定性は良好ではないため、掌側転位型骨折や掌側骨皮質の粉砕の強い骨折へ
の適応は避けるべきと考えられた。
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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と髄内定
固定の比較

Prospective comparative study between volar locking plate and intramedullary nail for unstable distal

radius fractures

○藤谷 良太郎1, 面川 庄平2, 内原 好信2, 山藤 滋2

田中 康仁2

1医真会八尾総合病院　整形外科, 2奈良県立医科大学付属病院　整形外科

【目的】不安定性橈骨遠位端関節外骨折に対し掌側ロッキングプレート固定術と髄内釘固定術
の術後成績を比較検討することである。
【対象と方法】AO分類 Type A3とC1に対し、手術加療を行った2005年から07年までの連続する
掌側ロッキングプレート固定を施行した47例と2008年から10年までの連続する髄内釘固定16例
が対象である。プレート固定47例を性別、年齢、受傷機転と骨折型で髄内釘群16例(IMN群)とマ
ッチングさせた掌側ロッキングプレート群16例(VLP群)を作成し、VLP群とIMN群の2群を比較し
た。
臨床評価では、DASH、対健側比掌背屈可動域( % ROM) と握力( % GS) を術後3，6，12か月で測
定した。XP評価では、術直後と最終UV、RI、VTを計測し、さらにそれぞれのパラメーターの変
化量（矯正損失量）を算出した。
【結果】両群の男女、年齢、受傷機転および骨折型に有意差はなかった。レントゲン的評価に
おいて、術後のUVにおける矯正損失がVLP群0.4mmに対しIMN群1.1mmであり有意差を認めた
（p=0.02）。その他のパラメーターに有意差を認めなかった。臨床評価では、術後3か月で平均
DASHスコアー(VLP:48、IMN:32)、% ROM (VLP:69%、IMN:88%)、%GS (VLP:53%、IMN:65%)と両群
に有意差を認めた(それぞれp=0.04)。6か月、12か月では各項目に有意差はなかった。
【考察】今回の比較では、両術式とも骨折整復保持力が強いと考えられたが、髄内釘固定にお
いてUVの矯正損失量が有意に大きかった。髄内釘固定では掌側皮質骨の整復が必要であり、そ
の整復が不十分な場合には約1mmのUVの過矯正が必要と考えられる。
また術後3か月時点では、髄内釘固定の臨床成績(DASH,%ROM,%GS)が良好であった。髄内釘固定
は、VLPに比しUV整復保持力は劣るものの、早期の手関節、上肢機能の回復が得られる可能性が
示唆された。
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高齢者の尺骨遠位端骨折に対するロッキングプレート固定術の治療
成績

Distal ulnar fracture fixation with locking plate in elderly patients

○国司 俊一, 斉藤 忍

城東社会保険病院整形外科

【目的】高齢者の尺骨遠位端骨折は骨脆弱性のため強固に固定することが困難であり，治療方
法には統一した見解がなされていない．今回我々は高齢者の尺骨遠位端骨折に対しロッキング
プレートを使用し治療したので報告する．
【対象・方法】2012年以降当院で治療した尺骨遠位端骨折のうち3ヶ月以上経過観察可能であっ
た5例5肢を対象とした．全例女性で平均年齢76歳，平均経過観察期間は4か月であった．骨折型
はBiyani分類type1: 2例，type3: 2例，type4: 1例，合併損傷は橈骨遠位端骨折5例，うち1例
は開放骨折であった．尺骨遠位端骨折は全例，小林メディカル社/ Acu-Loc Ulnaで固定し，一
部の症例で鋼線を併用した．合併する橈骨遠位端骨折は全例シンセス社/ VA-TCPで固定した．
また，開放骨折の症例については二期的に治療した．手術翌日より自他動可動域訓練を開始し
た．骨癒合の有無，矯正損失，可動域，握力，Mayo wrist scoreについて評価した．
【結果】全例で骨癒合が得られた．矯正損失はなかった．最終観察時，平均可動域は背屈
54°，掌屈51°，回内67°，回外85°，握力は健側比平均55%，Mayo wrist scoreは平均78点で
あった．
【考察】全例で矯正損失なく骨癒合が得られたことから，尺骨遠位端骨折をロッキングプレー
トで固定することによって自他動運動に耐えうる良好な固定性が得られたと考えられる．早期
からのリハビリが可能であり，また尺骨頭を温存できるため断端部障害，近位橈尺関節への影
響なども危惧する必要はなく，有用な治療法と考えられた．
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高齢者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
Results of ulnar styloid fracture associated with a distal radius fracture of the elderly

○高井 盛光1, 長田 伝重2, 亀田 正裕1, 都丸 倫代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

【目的】尺骨茎状突起骨折は橈骨遠位端骨折に合併することが多いが，その治療方法は必ずし
も一致した見解は得られていない．今回，65歳以上の高齢者橈骨遠位端骨折を対象に，尺骨茎
状突起骨折を合併しなかった症例と，合併するも骨接合を行わなかった症例の治療成績を検討
したので報告する．【対象と方法】高齢者橈骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレートで固
定し術後6ヵ月以上経過観察し得た99例のうち，尺骨茎状突起骨折を合併しなかった24例
（A群），および尺骨茎状突起骨折は放置した41例（B群）を対象とした．A群・B群の手術時平
均年齢，術後平均観察期間はそれぞれ74・73歳，18・14ヵ月であった．【結果】最終観察時，
手関節尺側部痛が残存した症例は両群ともなかった．B群のうち尺骨茎状突起部の偽関節が24例
（59%）にみられた．術直後/最終観察時のVT，UV，DRUJ gapはA群が10 / 9度，1.7 /
2.2mm，2.6 / 2.7mm，B群が9 / 8，1.2 / 1.6mm，2.5 /2.7mmであった．最終観察時，A群・B群
の手関節伸展，屈曲，前腕回外，回内，健側比握力はそれぞれ74・71度，66・63度，90・
90度，84・82度（P＜0.05），88・89%で，前腕回内のみ有意差がみられた．Cooney評価はA群が
優19，良4，可1例，平均92点，B群が優31，良9，可1例，平均90点で有意差はなかった．可の症
例はともに橈骨遠位端骨折AO分類C3型であった．A群・B群のDASH，PRWEはそれぞれ8.4・
7.2点，6.7・4.2点で有意差はなかった．【結語】高齢者橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突
起骨折は，放置しても治療成績に影響はなかった．
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高齢女性の橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療
Treatment of distal ulna fractures associated with distal radius fractures in elderly woman.

○岳原 吾一1, 大城 亙1, 外間 浩1, 金谷 文則2

1那覇市立病院　整形外科, 2琉球大学 整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折（尺骨茎状突起単独骨折を除く）に対する
明確な治療方針はない。今回、高齢女性に生じた上記骨折について調査を行ったので報告す
る。【対象・方法】上記外傷で橈骨は掌側ロッキングプレート固定を行った13例のうち、尺骨
の手術を行った6例（A群）と、行わなかった7例（B群）について調査した。全例女性で、平均
年齢はA群76歳 (73～80歳)、B群71歳 (63～84歳)、尺骨遠位端骨折のBiyani分類は、A群でtype
1(1例)、2(2例)、3(2例)、4(1例)、B群で1(2例)、2(2例)、3(2例)、4(1例)であった。尺骨手術
法はK鋼線固定4例、 プレート固定2例であった。 両群とも3～5週間の外固定を行った。K鋼線
固定の3例で皮膚刺激症状のため抜釘術が行われていた。【結果】平均経過観察期間はA群36ヵ
月 (15～70ヵ月)、 B群35ヵ月 (15～60ヵ月)であり、両群とも全例骨癒合は得られてい
た。ulnar variance (UV)の平均はA群で術直後 -1.7mmが最終 -2.2mmに、B群で術直後 -2.1mm
が最終 -1.3mmとなった。UVの平均変化量はA群で-0.5mm、 B群で+0.8mmであったが、 両群間に
有意差を認めなかった。術後平均可動域(°)は手関節(伸展/屈曲)が  A群(58/55)、B群
(58/54)、前腕(回外/回内)がA群(90/80)、B群(89/83)であり、手関節および前腕の可動域にお
いても両群間に有意差を認めなかった。QUICK-DASH（日手会11項目）の平均は、A群で4.55、B
群で1.95であり両群間に有意差なく、VAS（遠位尺側部痛）は両群ともゼロであった。【考察】
高齢女性の場合、橈骨遠位端骨折をロッキングプレートで固定すれば、合併した尺骨遠位骨折
は保存療法でも満足できる結果であった。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折が治療成績に及ぼす影
響

The effect of an ulnar styloid fracture associated with a distal radius fracture on the outcome.

○佐伯 将臣, 稲垣 弘進

豊田厚生病院　整形外科

【目的】掌側ロッキングプレートで固定を行った橈骨遠位端骨折の治療成績に、尺骨茎状突起
骨折の有無が影響するかを検討すること。【対象と方法】2008年から2013年までに、当院で掌
側ロッキングプレート固定を行った橈骨遠位端骨折のうち、3ヶ月以上経過観察可能であった91
例91手を対象とした。受傷時年齢は平均57.1歳（15～87歳）、男性33例、女性58例、受傷から
手術までの期間は平均7.1日（0～37日）、術後観察期間は平均6ヶ月（3～25ヶ月）、骨折型は
AO分類でA3:43例、B2:1例、B3:9例、C1:6例、C2:19例、C3:13例であった。尺骨茎状突起骨折は
51例に合併し、中村の分類で、先端(T)19例、中央部(C)16例、基部(B)14例、基部から骨端部
(P)2例であった。評価項目は、最終観察時の手関節痛の有無、可動域、握力、単純X線における
voral tilt(VT)、ulnar variance(UV)とし、尺骨茎状突起骨折合併の有無について比較した。
また、尺骨茎状突起骨折の骨癒合の有無についても成績を比較した。【結果】手関節痛は調査
可能であった62例中30例(48%)に認め、T群(46%)、C群(40%)、B群(50%)、P群(50%)、骨折なし群
(52%)で有意差はなかった。可動域は背屈で、T群(58.5°）とC群(67.6°)、C群とB群(57.9°)
でそれぞれ有意差を認め、他の群間の背屈と全ての群間の掌屈、回内、回外では有意差を認め
なかった。握力は健側比で評価し、調査可能であった57例で、T群:68%、C群:75%、B群:63%、骨
折なし群:71%で、握力が未記載であったP群を除く4群間で有意差はなかった。最終観察時の
VT、UVは、5群間で有意差を認めなかった。尺骨茎状突起の骨癒合は51例中15例(29%)に認め、
骨癒合の有無で手関節痛、可動域、握力、VT、UVに有意差を認めなかった。【結論】橈骨遠位
端骨折の治療成績に、尺骨茎状突起骨折はほとんど影響を及ぼさなかった。
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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治療成績―積極
的固定を行わない治療選択に関して―

Clinical results of the ulna head fracture with the distal radius fracture

○丹羽 智史, 建部 将広, 能登 公俊, 田中 健司
浦田 士郎

安城更生病院　整形外科

【背景】橈骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折の治療法に関しては、一定の見解は得られ
ていない。近年は各種プレートにて強固な固定を行った報告が散見される。一方、一期的尺骨
頭切除や固定の必要はないという報告もあり、まとまった成績報告は未だ少ない。当院では、
橈骨遠位端骨折に対し、掌側ロッキングプレート（VLP）にて強固に固定し、尺骨の状況により
内固定なしか鋼線固定にて治療を行ってきた。その治療成績に関して報告する。【対象と方
法】2008年以降当院にてVLPを用いて手術治療を行った橈骨遠位端骨折264例中（平均年齢
57.9歳）、尺骨遠位端骨折を合併した26例、男性6例、女性20例、平均年齢は71.5歳（24～
8 8 歳 ） を 対 象 と し た 。 尺 骨 遠 位 端 の 骨 折 型 は 、 B i y a n i 分 類 に お い て
type1：7例、type2：8例、type3：4例、type4：5例であった。尺骨に対する術式は内固定なし
6例、鋼線固定20例であった。外固定期間は平均2.0週であった。【結果】感染を生じた1例以外
は、平均5.0週で骨癒合を得られた。単純X線像でのulnar varianceは平均0.1mm減少し、2例に
2°以上の尺骨尺屈変形を、3例に2mm以上のDRUJの開大を認めた。最終調査時の手関節可動域は
掌背屈118°、回内外152°、握力は健側比64%であった。Mayo wrist scoreは平均82.0点
で、excellent 5例、good 15例、fair 6例であった。固定なし群と鋼線固定群で成績に差は認
めなかった。【考察】画像評価において、尺骨の短縮や転位が進行する症例を認めたが、臨床
評価としては満足のいく結果が得られていた。橈骨遠位端骨折に対しては解剖学的な整復が基
本ではあるが、尺骨遠位端骨折を合併する症例は高齢者に多く認められることもあり、尺骨に
対しては様々な状況に応じて総合的に術式を判断する必要があると考えられた。
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変形性DIP関節症に対するosteophytectomyの治療成績
Osteophytectomy for Osteoarthritis of the DIP Joint

○白井 久也1, 杉本 裕宣1, 久保田 潤1, 沢辺 一馬2

1美杉会佐藤病院　手外科センター, 2美杉会男山病院整形外科

【目的】疼痛の持続する変形性DIP関節症（Heberden結節）に対して関節固定術が一般的に行わ
れるが，可動域を犠牲にする欠点があった．1995年，三浪らは骨棘のみを切除する関節形成術
(osteophytectomy)を報告したが，以降，この術式に関する報告はほとんどなく，知見に乏し
い．我々は，可動性を希望するものに対して関節形成術を行ってきたので，その治療成績と問
題点を報告する．【対象と方法】対象は保存療法が無効で，長期間DIP関節痛が続き，粘液嚢腫
が主訴でないDIP関節症6例8指である．示指3指，中指5指で，年齢は平均63歳であった．手術は
背側展開からterminal tendonを温存して，骨棘をエアトームなどで可及的に切除した．調査項
目は，疼痛の変化，可動域，X線変化，満足度である．【結果】調査期間は平均2.5年で，疼痛
は全例，消失または著明に軽減していた．VASは術前51が調査時7であった．X線変化は，DIP関
節がリモデリングして関節適合面が改善したものを4例，関節が自然癒合したものを2例に認め
た．DIP関節の可動域は術前平均29度が，調査時，癒合した例を除くと22度であった．5例は手
術結果に満足された．【考察】関節固定術は確実な除痛効果を期待できるが，可動域の保たれ
ている変形性DIP関節症に適応するのは躊躇される．自験例では，関節内に遊離体や隠れた粘液
嚢腫の存在例もあり，骨棘切除を兼ねた関節デブリドマンは除痛効果を有していた．可動域は
減少したが，X線上，関節適合性の改善例もあった．変形性DIP関節症に対し
て，osteophytectomyは選択肢として考えられる術式である．
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ブシャール結節QOL改善に役立つ切腱術
Tenotomy for improvement of QOL of Bouchard's node

○平瀬 雄一, 桑原 真人, 戸張 佳子, 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：いわゆるブシャール結節は日常診療で非常によく遭遇する疾患でありながら、効果的な
治療法が確立されておらず、放置されていると言ってもよい。われわれは、いわゆるブシャー
ル結節症例に対して浅指屈筋腱の切離を行い、良好な結果を得ているため、その方法について
ビデオを供覧する。症例：過去３年間にPIP関節の変形、可動域制限、疼痛に対して浅指屈筋腱
の部分的切除あるいは全切除を行い、３ヶ月以上の経過観察が可能であった155例237指につい
て検討した。手術方法：手術は局麻下で行う。まず、指基節部末梢に2cm長の斜切開をくわえて
A2滑車末梢を展開する。深指屈筋腱は残して、尺側・橈側の浅指屈筋腱を切離した後に引っ張
りながら腱交叉まで切開を加える。次に手掌部A1滑車上に1cm長の横切開を加えてA1滑車を切開
して浅指屈筋腱を見出し、引き出してできるだけ中枢で切離する。結果：この治療の当初は尺
側だけの部分的浅指屈筋腱切除を行っていたが、最近では全切除を行うことが多い。運動時VAS
は術前が平均44.91（安静時12.05）であったが、術後３ヶ月では16.57（安静時0）に減少し
た。PIP関節自体の痛みは術前を100とすると平均10.1まで改善した。DASH disabilityは27.17
から10.22に改善し、平均％TAMは63.7から75.80まで改善した。握力および患指のピンチ力は術
後に大幅に改善した。とくに疼痛の軽減が著明で、小さな手術ながら患者の満足度は高かっ
た。考察：可動域制限が少ない症例の多くに屈伸時のclickが見られることから、遷延した腱鞘
炎によって太くなった浅指屈筋腱がPIP関節を慢性的に牽引して関節破壊が起きているのではな
いかと推察される。したがって原因となっている浅指屈筋腱を切離することはPIP関節症の症状
緩和に合理的であると思われる。
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変形性指PIP関節症に対する掌側進入による表面置換型セメントレ
ス人工指関節置換術の治療成績

Surface replacement arthroplasty for proximal interphalangeal joints of osteoarthritis  by volar approach.

○森澤 妥1, 池上 博泰2,3, 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東邦大学　大橋病院　整形外科

3独立行政法人国立成育医療研究センター　

【目的】変形性指PIP関節症に対する掌側進入による表面置換型セメントレス人工指関節置換術
の治療成績を検討した。
【対象と方法】対象は2011年以降手術をした10例12関節（示指2、中指4、環指5、小指1）、年
齢58～71歳（平均64歳）、経過観察期間は平均15カ月であった。術式は全例掌側進入、機種は
ナカシマメディカル社製self locking finger joint systemを用いた。検討項目は術前、最終
診察時の関節可動域、自覚症状、Mayo clinic score評価、合併症とした。
【結果】平均可動域は術前伸展-8度、屈曲50度、最終診察時伸展-13度、屈曲71度であった。疼
痛は全例で消失した。Mayo clinic 評価は良10、可2、不可はなかった。示指1関節で術後6カ月
で軽度尺屈変形・側方動揺性を、単純X線で中節骨側インプラントの軽度転位を認めた。
【考察】変形性指PIP関節症では疼痛と可動域制限が主訴である。関節固定術では疼痛は改善す
るが可動域は消失する。人工指関節置換術は疼痛、可動域制限共に改善する。疼痛は全例で改
善したが可動域の改善は個体差を認めた。RA指と違いOAでは背側の処置が不要なことが多く掌
側進入が有効であった。セメントレスのため術中に可動域を確認しながらインプラントの挿入
深度を調整することが可能である。示指でOA変化の高度な症例では橈側側副靱帯の温存に留意
すべきである。
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人工PIP関節置換術の5-12年成績
Total PIP replacement for osteoarthritis of PIP joint -5 to 12 years results-

○稲垣 克記1, 川崎 恵吉2, 富田 一誠1, 池田 純1

前田 利雄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

【目的】人工PIP関節置換術は1次性の変形性手指関節症や関節リウマチや外傷後等の2次性変形
性関節症に用いられることがある。今回我々は人工PIP関節置換術の長期成績およびその問題点
につき検討した。【方法】2001年から2008年までに同一術者下に人工PIP関節置換術を行い5年
以上(5-12年)経過観察しえた20関節を対象とした。平均年齢は63.5歳, 女性16例16関節, 男性3
例4関節であった。人工関節の機種は表面置換型AVANTA SR人工PIP関節インプラントを用いた。
術後の関節可動域と総合成績をMayo scoreを用い評価した。これらをもとに手術手技上の工夫
およびデザイン上の問題点、長期成績につき検討した。【結果】平均経過観察期間は8年でPIP
関節平均可動域は術前30°の関節可動域から屈曲74° 伸展-24°(arc:50°)に改善した。疼痛
は全例に著明に改善した。人工PIP関節置換術後に直接検診し得た18例のMayo Clinic Scoreは
Good:10,　Fair:7,　Poor:3であった。初期例に過伸展位での脱臼を1例に認めた。PIP関節拘縮
の原因となる掌側板の完全切除と掌側アプローチの場合には屈筋腱背側腱鞘と基節骨および中
節骨の再縫着、側副靱帯の解離と縫合が必要であった。【結論】人工PIP関節置換術では術前の
拘縮度や病態に応じインプラントをバランスよく設置するだけでなく、軟部組織の解離と腱の
滑走を考慮した手術の工夫と後療法が必要である。デザイン上, AVANTA SR人工PIPインプラン
トは中節骨コンポーネント背側部のクリアランスが問題点としてあったが, 経過で骨-インプラ
ント境界部にゆるみを生じてもリモデリングする症例もあり長期成績ではやや可動域が低下す
るもののおおむね良好な成績が得られた。

S139



1-5-P2-5

母指CM関節症に対し、独自の靭帯形成術を用いたtitanium implant
arthroplastyの中長期成績ー５年以上の経過例の検討ー
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関節症に対する鏡視下靭帯形成術の治療成績―鏡視下
interposition関節形成とのX線学的な比較検討を含めて―

Ligament Reconstruction under Arthroscopy for Ostoarthritis of Thumb CMC Joint with Analysis of

Radiological Examination in Relaiton to Interposition Arthroplasty

○辻井 雅也1, 里中 東彦2, 藤澤 幸三3, 横山 弘和1

須藤 啓広1

1三重大学大学院　整形外科, 2市立伊勢総合病院　整形外科, 3鈴鹿医療大学

【緒言】母指CM関節症の関節鏡視下手術は大菱形骨(Tm)部分切除と自家腱などを充填する
interposition関節形成術(TI)の報告が散見される.しかし不安定性例での適応は少なく,面川な
どが開発した鏡視下Thompsonをはじめ靭帯形成術(LR)の展開が期待される.今回,当科で施行し
た鏡視下LRの治療成績を報告する.
【方法】対象は10例,内訳は女性9例,男性1例,平均年齢68歳,手術は牽引下に径2.5mm関節鏡を用
い,まずTm部分切除、特に尺背側骨棘と深部の関節包を除去して第2中手骨(2MC)基部を確認し
た.次にスクリューガイドを用いて1MC背側から関節面,2MC基部掌背側方向に骨孔を作成した.最
後にPL腱か半裁APL腱を骨孔へ固定,さらに6例でECRL腱とAPL腱にも通し,鏡視下背橈側靱帯形成
も追加した.治療成績は術前後のピンチ力(健側比),可動域,DASHを評価,単純X線で関節裂隙,1MC
背側亜脱臼,Tm高を計測して鏡視下TIの7例と比較検討した.
【結果】平均観察期間は1年5ヵ月(8-24ヵ月),ピンチ力は55.4%から87.8%へ有意に改善,可動域
は橈側/掌側外転が54.0/50.8度から54.3/57.8度,DASHは42.4から20.8へ有意に改善した.X線で
関節裂隙はLR,TIともに手術による矯正が保たれていた.1MC背側亜脱臼はLRでは術前4.9から
1.2mm へ矯正,最終1.8mmと保たれたが,TIでは術前4.3から2.7mmへ矯正されるも最終3.8mmであ
った.Tm高はTIで術直後に比して最終89.9%と減少したが,靱帯形成では最終99.2%と保たれる傾
向(p=0.08)にあった.
【考察】鏡視下TIは症例に応じた適応を要するが,良好な結果が報告されている.しかし術後に
充填した自家腱によるTmと1MC基部の圧壊を認める例があり,今回の検討でも術後にTm高の減少
を認めた.一方,鏡視下LRは短期ではあるが,良好な機能回復を示し,また形成靱帯がTmの圧壊と
1MC背側亜脱臼を抑止する可能性があるとことが示された.
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母指CM関節症に対する鏡視下手術　－関節包靭帯熱収縮術と大菱
形骨部分切除術の併用法－

Arthroscopic Partial Trapeziectomy Associated with Thermal Shrinkage to Capsular Ligament for

Trapeziometacarpal Osteoarthritis

○恵木 丈1, 鈴木 啓介1, 矢野 公一2

1大阪労災病院, 2清恵会病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対する低侵襲な術式として、鏡視下に大菱形骨を部分切除し、同時に
関節包靭帯の熱収縮術を併用する方法を施行しているので、短期成績を検討し術式をビデオで
紹介する。【方法】対象は、装具療法などの保存治療が奏功しなかったため本法を施行した14
例中、術後1年以上経過観察可能であった12例(男性7例、女性5例)である。手術時年齢は平均64
歳（49-75）であった。手術は、母指CM関節に対して背側に2ないし3ポータル設置し、アブレー
ダーバーを用いて大菱形骨関節面を3-4 mm切除した後、CM関節の仮固定を行い、最後に
radiofrequency deviceの専用プローブを用いて前斜走靭帯と背橈側靭帯を中心に熱収縮術を施
行した。外固定期間は4週間である。理学的所見としてgrind test、指腹つまみと鍵つまみ
力、Q-DASH score、画像所見としてTrapezial heightを評価した。【成績】Eaton分類はstage
3が10例、4が2例であった。Grind testは術前全例に認めたが、1例を除いて術後6か月の時点で
消失した。指腹つまみ力は、術前健側比平均82％が、術後3か月で72％に低下するが、術後6か
月で95％、術後9か月で99％、術後1年で111％と改善した。鍵つまみ力も術前平均75％から、術
後65→88→95→105％と同様な傾向を示した。Q-DASH scoreは術前平均35点から、術後25→19→
20→11点と早期から改善した。Trapezial heightは、術前平均27％が術後1年で25％とほとんど
変化しなかった。【結論】母指CM関節症に対する手術法は種々あるが、2009年のCochrane
systematic reviewにより、従来の術式はそのいずれに対しても優位性を示せなかった。よって
それらに代わる新たな術式を探索する必要がある。本法は関節鏡視下の低侵襲な術式で、術後
臨床成績も良好だったので、今後まず候補に挙げるべき術式の一つと考える。

S142



1-5-S4-1

キーンベック病における手根配列の三次元変形評価
Patterns of Carpal Deformity in Kienböck Disease: A 3-Dimensional Analysis

○川西 洋平1, 森友 寿夫2, 大浦 圭一郎1, 大森 信介1

村瀬 剛1

1大阪大学大学院　器官制御外科学(整形外科), 2大阪行岡医療大学　理学療法学科

【はじめに】一般的に、キーンベック病は、Lichtman classificationに基づいて評価さ
れ、stage 3Bでは手根不安定症を合併し舟状骨の掌屈、carpal height の減少を認めるように
なる。しかし、これまでキーンベック病における3次元的な手根配列の変化とそれによる橈骨手
根関節への影響についての詳細は明らかでない。
【目的】キーンベック病における手根配列を3次元的に評価するとともに、手根配列の変化が橈
骨手根関節へ及ぼす影響を調べ、舟状骨月状骨間離開による手根背屈変形でみられるものと比
較検討すること。
【方法】キーンベック病と診断された7手 ( 平均年齢は45.7歳、Lichtman classification
stage 3A：4手、stage 3B：3手 ) の手関節中間位のCTまたはMRIデータより三次元骨モデルを
作成した。橈骨手根関節における舟状骨の位置を3次元的に定量化し、橈骨手根関節における舟
状骨の適合性をみるためproximity mappingを行った。また、これらを舟状骨月状骨間離開にお
けるものと比較した。
【結果】キーンベック病では、stage 3Bでも橈骨手根関節における舟状骨の適合性は保たれた
まま舟状骨が屈曲していた。一方、舟状骨月状骨間離開による手根背屈変形では、舟状骨は橈
骨手根関節の背側縁を乗り越えるように背側にシフトしており、橈骨手根関節での不適合を生
じていた。
【考察】今回の解析結果より、キーンベック病では舟状骨の屈曲の有無に関わらず、橈骨手根
関節での適合性が保たれていることが明らかとなった。これは、キーンベック病の疼痛には橈
骨舟状関節の関与は少ない可能性を示唆しており、月状骨切除でも比較的良好な成績が得られ
ていることを裏付けるものかもしれない。
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キーンベック病の自然経過と保存療法の成績について
The natural history and results of conservative treatment of the Kienbock disease

○金塚 彩, 六角 智之, 山田 俊之, 河野 元昭
橋本 健康

千葉市立青葉病院整形外科

［緒言］キーンベック病の手術療法の良好な成績の報告は多いが、自然経過が良好であるとい
う報告も散見される。今回保存療法を行った症例と偶然発見された症例について検討を行った
ので報告する。［対象と方法］2000年から2013年に当院を受診しキーンベック病の診断を受け
た36例のうち経過中疼痛の軽減が得られず手術に至った10例を除く26例について、性別、年
齢、罹患側、利き手、外傷の有無、職業、手関節可動域、X線所見（Lichtman分類、ulnar
variance、Stahl’s Index、Carpal Height Ratio）、治療内容、最終診察時の症状について調
査し、その特徴について検討した。また偶然発見された症例では疼痛の既往とその合併症につ
いても検討した。［結果］男性15例、女性11例。初診時平均年齢48.8歳(15～78歳)であった。
罹患側は右17例、左8例、両側1例であった。外傷歴あり4例、なし22例、大工等の力仕事を行う
者5例、剣道等手を使うスポーツを頻繁に行う者3例であった。手関節可動域の健側比は平均78
％ で 経 過 中 ほ ぼ 変 化 は な か っ た 。 初 診 時 L i c h t m a n 分 類 は
1：2例、2：8例、3A：7例、3B：4例、4：5例で、経過中3例で進行を認めたが疼痛の増悪はなか
った。最終診察時の疼痛は全例軽快または消失していた。偶然発見された7例は手根管症候群
3例、腱断裂3例、その合併を1例を認め、いずれも疼痛の既往はなかった。またそれらの
Lichtman分類は3B：3例、4：4例で平均年齢は68.3歳であった。［結論］キーンベック病の自然
経過はおおむね良好であるが、Lichtman分類3B以上では手根管症候群、腱皮下断裂を来す可能
性がある。Lichtman分類の進行度と疼痛に関連はなかった。手関節可動域制限は経過中ほぼ変
化がなかった。
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高齢者のキーンベック病　―病期の評価と治療方針の選択、治療成
績について―

Kienbock disease of elderly people  - Evaluation of disease stage, selection of a treatment, and clinical

results -

○中尾 悦宏, 中村 蓼吾, 篠原 孝明, 高橋 明子
新海 宏明

中日病院　名古屋手外科センター

【はじめに】高齢者のキーンベック病では、その病期、病勢を正確に評価し、治療方針を決め
る必要がある。当院で行っている評価の方法と治療法の選択、成績を報告する。【対象と方
法】過去7年間に、当院にて診断した60歳以上の症例は27例28手であった。症状発現時期、経
過、理学所見、各種画像検査にて評価した。病期が進行しつつあると判断した8例9手、男2女
6、60～73歳(平均65歳)、右6左3、stage2.1手、3A.6手、3B.1手、4.1手に手術を行った。全例
手関節痛で受診し、発症1年未満の例では、手根部滑膜炎を認めた。7手に月状骨救済手術とし
て、橈骨骨切り術(血管柄付き骨移植併用例を含む)、または月状骨への骨髄血移植、橈骨内部
掻爬、一時的STT固定、LIPUS等を組み合わせ施行した。腱球置換＋STT固定術、近位手根列切除
術を各1手に施行した。保存的治療例は、19例19手、男5女14、60～83歳(平均71歳)、右10左
9、stage2.2手、3A.1手、3B.10手、4.6手であった。12例は手の痺れや腱損傷など他の愁訴にて
受診し、レ線像で診断された。手関節症状にて受診したのは7手で、うち5手は若い頃より症状
を自覚していた。3手は手術適応と判断したが高齢を理由に希望されなかった。装具療法や生活
指導を行った。【結果】手術例の成績は概ね良好で、橈骨骨切り術は高齢者に対しても有効で
あった。関節形成術の成績も良好であった。手術適応と判断しながら施行しなかった症例で、1
年半でstage2から4まで進行した例が存在した。長期間経過した愁訴の軽い症例は保存的治療で
対処可能であった。【結語】高齢者のキーンベック病には、古くに発症し既に病勢が治まって
いる症例と、発症後早期で病期の進行を止めるべく積極的治療を要する例が混在する。症例ご
とに病態を詳細に評価し、治療法を選択していく必要があると考えている。
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進行期Kienböck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-term follow-up of partial intercarpal arthrodesis after excision of the lunate for advanced Kienböck

disease

○高瀬 勝己1, 山本 謙吾2

1東京医科大学　運動機能再建外科学, 2東京医科大学　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、有頭骨中枢関節面を用いた橈骨手根関
節形成術を施行してきた。今回、術後5年以上経過した症例の術後成績および問題点を検討した
ので報告する。[対象および方法] 対象は舟状骨掌側回旋を認めたLichtman分類stage 3b:9例お
よび変形性関節症に進行したstage 4:19例の28例とした。男性18例・女性10例、手術時平均年
齢44.9歳。手術方法は、月状骨摘出後に生じた空隙に横切した有頭骨中枢関節面を移動し、有
頭骨関節面による橈骨手根関節を形成する。次に、有頭骨中枢骨片移動により生じた骨欠損
部、有頭骨および月状骨と関節面を有する全ての手根骨関節軟骨を切除後に生じた空隙に、腸
骨よりの自家骨を充填した。この際、橈骨-舟状骨角は約50°になるように調節した。経過平均
観察期間は142.7ヵ月で、10-15年経過例は6例、15年以上は15例であった。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悪を
26例全例に認めたが、術後2-3年で起こり4年以降では悪化はなかった。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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進行期キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術の長期成績
Long-term Results of Vascularized Bone Graft for Stage III Kienböck Disease

○藤原 浩芳1, 小田 良1, 奥田 良樹2, 勝見 泰和3

久保 俊一1

1京都府立医科大学大学院医学研究科　運動器機能再生外科学, 2京都第二赤十字病院

3宇治武田病院

【目的】進行期キーンベック病に対して、血管柄付き骨移植術は治療法の一つである。血管柄
付き骨移植術の長期成績の報告はほとんどない。今回われわれは、進行期キーンベック病に対
する血管柄付き骨移植術の10年以上の長期成績を検討したので報告する。
【方法】1995年～2001年に、進行期キーンベック病に対して血管柄付き骨移植術を行い、10年
以上経過観察可能であった18例を対象とした。男性12例、女性6例、手術時年齢は、平均43.6歳
であった。症状出現から手術までの期間は平均12.5ヵ月で術後経過観察期間は、平均12年3ヵ月
であった。Lichtman分類では、stage IIIAが10例、stage IIIBが8例であった。中手骨基部から
の骨移植を11例に、橈骨遠位部からの骨移植を7例に施行した。Stage IIIBの症例に対して、橈
骨短縮術を5例に、有頭骨短縮術2例に併用した。治療成績は、Mayo modified wrist scoreを用
いて行い、可動域、握力、Ståhl’s index（SI）、carpal height ratio（CHR）を、術前と最
終経過観察時で比較検討した。
【結果】治療成績は、excellent：8例、good：7例、fair：3例でpoorの症例は認めなかった。
可動域、握力はstageに関わらず有意に改善を認めた。SI、CHRはstage IIIA では有意な改善が
なかったのに対し、短縮術を併用したstage IIIBで有意な改善を認めた。採取部位による術後
成績の差は認めなかった。
【考察】進行期キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術は、長期成績が良好であり、積極
的にすすめられる術式である。短縮術の併用は、術後の月状骨の圧潰を有意に少なくし、将来
的な関節症性変化を予防する上で、有用であると考えた。
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進行期キーンベック病に対する血管柄付豆状骨移植術の治療経験
Treatment for Vascularized Os Pisiform Transfer in Advanced Kienböck's Disease

○武田 真輔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, 2三重大学医学部整形外科, 3名古屋大学医学部手外科

【はじめに】進行期キーンベック病に対してこれまで部分手関節固定術，腱球移植術，近位手
根列切除術など様々な手術治療が行われているが，当院では2010年から血管柄付豆状骨移植術
を行っている。その治療経験を報告する。
【対象と方法】2010年以降，進行期キーンベック病に対して血管柄付豆状骨移植術を行った4例
を対象とした。男性2例，女性2例で右1手，左3手で，平均年齢55歳（44～72歳）であった。病
期はLichtman's分類でstage3bが3例,stage4が1例であった。手術は掌側アプローチにて壊死し
た月状骨を摘出し, 尺骨動脈背側手根枝からの豆状骨への分枝を血管柄とし、豆状骨を摘出部
に移植した。移植した豆状骨に不安定性がみられた症例のみC-wireで仮固定を追加した。術後
は4週間ギプス固定としその後は装具療法を3ヶ月行った。術後評価として日手会のキーンベッ
ク病の評価基準を用い，手関節痛，関節可動域，握力，画像検査（X線，CT，MRI）Hand20を経
時的に計測した。経過観察期間は平均1年（6～18ヶ月）であった。
【結果】手関節痛は改善した症例が3例で不変が１例であった。手関節掌背屈増加可動域は3例
6点, 1例5点であり，握力は3例で4点以上と改善し1例は0点で不変であった。Carpal Height
Ratioは術前平均値0.48,術後平均値0.48と差は無かった。MRI画像では3例で術後の豆状骨の血
行が確認できた。Hand20は4例中3例が改善していた。
【考察と結論】血管柄付豆状骨移植の利点は，豆状骨は月状骨よりやや小さめであるが月状骨
摘出部に十分に納まること，周囲血管網が豊富なこと，有茎で比較的簡便に移植が可能である
ことが挙げられる。4例中3例は経過良好であり，血管柄付豆状骨を使った本法は有用な手術方
法であり，進行期キーンベック病に対して1選択肢と成りえる。
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橈骨遠位端骨折の臨床からみた骨粗鬆症

○酒井 昭典

産業医科大学整形外科

橈骨遠位端骨折は、骨粗鬆症患者の初発骨折として最も頻度が高く、閉経後から70歳にかけて
生じることが多い。骨密度が低いほど橈骨骨折部での転位の程度は大きくなり骨折は重傷化す
る（Sakai A, et al. J Hand Surg Am 33, 2008）。橈骨遠位端骨折に尺骨遠位端骨折が合併す
ることと橈骨骨幹部（皮質骨の多い部位）の骨密度が低いことが有意に関連している。橈骨遠
位部の海綿骨量が減少すると、橈骨の力学強度は、骨幹部の皮質骨に依存するようになる。2型
糖尿病を合併した橈骨遠位端骨折患者では、非合併患者と比べて骨密度の低下がないにも関わ
らず橈骨短縮の程度が大きい（J Orthop Sci 18, 2013）。2型糖尿病患者の橈骨皮質骨は多孔
化し、皮質骨構造が劣化している。

　橈骨遠位端骨折に関わるいくつかの要因をロジステック回帰分析した結果、「骨折あり」に
関連する因子は、50-64歳では骨粗鬆症であり、65歳以上では運動器不安定症（開眼片脚起立時
間＜15秒）であった（Osteoporos Int 21, 2010）。このことから、50-64歳では骨粗鬆症に対
する早期の薬物療法が重要であり、65歳以上では骨粗鬆症の治療とともに転倒防止を目的とし
た運動療法が重要になる。
　近年、骨粗鬆症に対する薬剤の選択肢が増えた。骨形成促進剤であるPTH製剤は骨密度増加効
果が大きく骨折抑制効果が高い。PTH製剤は橈骨遠位端骨折後の骨癒合を促進する。骨粗鬆症の
病態に基づいて薬剤を選択し、服薬継続率を高めるために患者の利便性に基づいて剤形（経口
・注射、投与間隔）を選択することが大切である。橈骨遠位端骨折は、骨粗鬆症の薬物治療を
開始し、運動習慣を身につける絶好の機会である。これにより骨粗鬆症性骨折の連鎖を断ち、
健康寿命を延伸させることができれば、橈骨遠位端骨折を起こしたことは人生において決して
無駄ではなかったと考えることができる。
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リウマチ手指の尺側偏位に対する伸筋腱固定術
Extensor Tenodesis for Ulner Drift in Rheumatoid Arthritis

○有島 善也1, 南川 義隆2, 中野 賢二1, 恒吉 康弘3

小宮 節郎3

1鹿児島赤十字病院, 2東京手の外科・スポーツ研究所, 3鹿児島リウマチ研究班

【諸言】リウマチ手指の尺側偏位の原因は多様であるが、MP関節周辺の軟部組織に対する修復
術で対応することが多く、橈側側副靭帯縫縮、伸筋腱中央化、intrinsic release、crossed
intrinsic transferなどの術式が知られている。しかし長期的には変形再発が問題となる。伸
筋腱固定術を併用することで強力な伸筋腱中央化が得られ、以前は尺側偏位再発例にのみ適応
していたが、最近は原則全症例に施行している。術後1年以上経過した症例について手術成績を
検討した。【対象と方法】症例は44手で、手術時年齢は37～75（平均59）歳、術後経過観察期
間は1～5.5（平均3.2）年であった。18手に内在筋腱切離を併用し、32手に1関節以上の人工MP
関節置換術を併用した。手術方法は、MP関節レベルにおいて総指伸筋腱を背側関節包に3-0ナイ
ロン糸で強固に縫合し、関節包が脆弱な場合は基節骨遠位端に骨孔を作成した。人工関節例で
は基節骨コンポーネントのポリエチレンソケットに設けられた孔に縫合した。原則として橈側
側副靭帯縫縮、橈側のexpansion hoodの縫縮を併用した。尺側intrinsic releaseはtensionに
応じて併用したが、crossed intrinsic transferは行わなかった。臨床成績として尺側偏位の
再発、MP関節変化について検討を行った。【結果と考察】4手で尺側偏位の再発を来し（6か
月、8か月、1年、3年）、再手術を行った。3手は4関節とも人工関節置換例、1手は2関節に人工
関節置換した症例で、術前の変形が強い症例であった。looseningや感染症など人工関節由来の
合併症はなかった。腱固定術を併用することに比較的良好な成績が得られたと考えている。
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外観が主訴の尺側偏位症例に対する軟部組織再建術の成績
Appearance Outcome of the Soft Tissue Procedure for Ulnar Drift in Rheumatiod Arthritis

○秋田 鐘弼, 橋本　 淳　, 斉藤 正伸

 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手指の変形に尺側偏位があるが、変形によっては機能障害よりも
外観に対する愁訴が強い場合がある。今回われわれは、主訴が外観で、MP関節の破壊がほとん
ど認められない尺側偏位の症例に対する軟部組織再建術の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7例9手30指（男1例、女6例）が対象である。手術時年齢は平均71歳
（67～77歳）である。関節リウマチの疾患活動性はDAS-28CRPで平均2.45、術前のMP関節のエコ
ーでは滑膜炎の増生を認めた症例はなかった。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、脱臼している伸筋腱を切離せず元の位置に整復し、そのまま2-0
エチボンドで基節骨に腱固定するZancolli変法を行った。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24ヶ月（12ヶ月～46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 73/26と有意に改善
を認めた。【結論】主訴が外観の尺側偏位に対するZancolli変法の短期成績は良好であった。
関節リウマチのコントロールが良好になれば、外観に対する手術も積極的に考慮してもよいと
考えられた。
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RA母指ボタンホール変形の再建
Reconstruction of the Button hole Deformity in Rheumatoid Thumbs

○水関 隆也, 児玉 祥

広島県障害者リハビリテーションセンター　整形外科

目的】関節リウマチ（RA）母指で最も多い変形はボタンホール（BH）変形である．BH変形に対
する再建術はMP関節/IP関節の障害の程度，他指の障害程度によって異なる．今回我々は当セン
ターで行ったRA-BH変形母指に対する再建術を追跡調査し，至適術式について検討した．対象】
当センターにおいてRA母指BH変形に対して手術を施行した22症例23母指を対象とした．内訳は
男性4例，女性18例．手術時年齢は44～75（平均：61）歳であった．MP関節の破壊はLarsen
grade2～5（平均2.9）であった．IP関節の（亜）脱臼を呈したものは12指あった．方法】MP関
節が強く破壊されている例では関節固定術/Implant形成術を選択した．MP関節の破壊が軽度の
例では滑膜切除術に加えてEPL，EPBを用いた伸展再建を選択した．EPBを用いた方法は関節包背
側にEPBを通過，反転して元のEPBへ縫着する方法で，EPLを用いた方法は基節骨基部に作成した
骨孔を通過させてループを形成し元のEPLへ縫着する方法である． 結果】MP関節固定術は4指
に，Implant形成術は5指に施行したが，２指では周辺骨破壊を来していた．IP関節不安定性に
対する関節固定術を併用したのは7指であった．IP関節固定術のみを行った例は5指あった．MP
関節伸展再建術を9脂に行った．EPBを用いた例は3指で術前-42/83°から術後-22/62°へ，EPL
を用いた例は5指で術前-57/71°から術後-12/37°へ，EIP腱移行を用いた例が１指で術前-
45/60°から術後-15/45°へいずれも改善していた．整容的には全例で満足できる結果を得た
が，機能的には4指で不満が残った．不満の原因はMP関節の屈曲域の制限を生じた指であった．
まとめ】RA母指BH変形におけるMP伸展再建にはEPLを用いた再建がより効果的であった．しか
し，屈曲域の確保が大切である． IP関節不安定例では固定術の併用が勧められる．
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RA母指障害に対する手術的治療
Operative treatment for thumb disorders with rheumatoid arthritis

○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】手指は関節リウマチにおいて高頻度に罹患する関節である。手指の場合MP関節やPIP関
節の罹患によるさまざまな変形をきたす。一方、母指は手指とは異なり支持性を要する指であ
り把持動作やピンチ動作によりストレスにさらされている。母指はCM関節、MP関節、IP関節よ
りなりこれらの関節の弛緩はさまざまな変形を生じる。【方法】今回、RA母指の変形に着目し
手術方法の検討を行った。母指の変形に対し手術を行った30例を対象とした。全例女性で手術
時年齢は34から77歳、平均56歳であった。経過観察期間は15から132か月、平均59か月であっ
た。【結果】Nalebuff　typeIが16例と最も多く、typeIIIが12例、typeII、typeIVが1例であっ
た。TypeIの症例に対してはCM関節形成術を1例に、Swanson MP人工指関節置換術を10例、MP関
節固定術を2例に施行され、IP関節固定術を7例に施行されていた。TypeIIIの症例に対してはCM
関節形成術を8例に、MP関節に対し関節固定術と関節縫縮術をそれぞれ3例、MP人工指関節置換
術を2例、滑膜切除術を1例に行われていた。TypeIIの1例にはMP関節、IP関節固定術が、TypeIV
の1例に対してはMP関節固定術が行われていた。【結論】当科ではRA母指の変形に対しては単一
の関節の治療のみならずCM関節からIP関節の治療を行うようにしている。治療法の傾向として
はCM関節に対してはできる限り可動域を温存するために切除関節形成術を行い、MP関節に対し
ては人工関節置換術か関節固定術が用いられることが多く、typeIIIのMP関節の弛緩に対しては
掌側板の縫縮術も適応している。IP関節に対してはもっぱら関節固定術を選択している関節リ
ウマチの母指病変はさまざまな変形をきたし、そのtypeにより治療を行う関節、治療法を選択
する必要があると考えられる。
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人工指関節置換術をもちいたRA母指再建の有用性
Efficiency of reconstruction with prosthesis in rheumatoid thumb

○小田 良, 徳永 大作, 土田 真嗣, 藤原 浩芳
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）

【はじめに】RA母指変形に対する手術療法は，おもに関節固定や関節形成術が行われてきた
が，手指の中でも特に重要な母指の機能を十分に再建することは困難である．一方，人工指関
節置換術は，機種の改良が進み，比較的安定した成績が報告されている．しかし，RA母指再建
に人工指関節をもちいる際は，適応の選択と手術手技に工夫を要する．【目的】人工指関節置
換術をもちいたRA母指再建の有用性について検討すること．【対象と方法】母指変形のあるRA
に対してMP関節の人工指関節置換術を施行した6例8関節を対象とした．女性4例5関節，男性2例
3関節であった．使用した機種はシリコンインプラント (Swanson)が4関節，表面置換型である
Self Locking Finger Joint System (SFLJ) が4関節であった．術前後の疼痛，母指可動域，握
力，ピンチ力およびDASH scoreを調査した．【結果】1例でIP関節固定術を，1例でCM関節固定
術を併用した．全例で可動域およびDASH scoreは改善した．1例で母指MP関節背側部痛が残存し
た．SLFJをもちいた症例では機能改善がより優れていた．【考察】近年，薬物治療の進歩に伴
い，リウマチ手の手術治療も徐々に適応が拡がり，整容面だけでなく，機能再建が求められる
ようになってきた．しかし特にRA母指変形の治療は，IP・MP・CM各関節と伸筋腱など軟部組織
の解剖学的構造および変形の機序に精通し，術中所見に応じた最適なオプションを選択する必
要がある．RA母指再建の術後成績を向上させるためには，入念な術前計画と手術手技の向上に
加え，局所の状態を的確に判断して術式を決定することが重要である．
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FINE Total Finger Systemを用いたMCP関節置換術の中期成績
Clinical midterm result of Total finger arthroplasty with FINE Total Finger System

○関口 昌之, 土谷 一晃, 宮崎 芳安, 大日方 嘉行
川上 裕史

東邦大学　医学部　整形外科学教室

【目的】関節リウマチ（RA）患者の手指MP関節破壊に対する関節置換術は、しばしば再建関節
の掌側脱臼が問題となる。我々は掌側脱臼を制御する機構を備えた FINE Total Finger System
を開発し、2004年4月から臨床応用を開始している。同Systemにて関節置換術を試行した症例の
中期成績を検討した。【方法】2013年9月末までにFINE Total Finger Systemにて指MP関節置換
術を施行したRA患者35例132関節（両側置換7例）のうち、術後5年以上を経過した15例61関節
（両側置換3例21関節）を対象とした。全例女性で手術時年齢は48-76歳（平均62.1歳）、術前
に生物製剤が7例に使用されていた。術前のX線評価はLarsen  grade 4または5であった。置換
指は母指2、示指17、中指15、環指13、小指14関節で、術後経過観察期間は5年から9年5ヵ月で
あった。臨床成績は術後1年時と調査時の可動域を調査し、implant周囲の変化を単純X線像にて
評価した。【結果】MP関節自動運動可動域は、術後1年時には伸展平均-17.2°、屈曲平均
71.4°であり、調査時の伸展平均-30.2°、屈曲平均70.8°であった。可動域(arc)は平均
54.2°が40.6°に減少していた。調査時に屈曲角度は良好に保たれていたが、多数指、特に示
指から小指の4指に関節置換術を施行した症例に伸展制限の進行が目立った。経過中3例に基節
骨implant周囲のclear zoneの出現と2例に中手骨implantの沈み込みを認めた。屈曲制限を来し
た1例で再置換を行ったが、implantの破損や不具合が原因となった再置換はなかった。また、
感染を2例2関節に認め、トシリズマブを使用中の1例でimplantの抜去を余儀なくされ
た。【結論】最長9年の経過で術後早期と比較し伸展制限の進行がみられた症例もあったが、良
好な屈曲運動と関節の安定性が得られており、患者の満足度は高かった。
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リウマチ手人工指関節置換術(Swanson)施術例における3DCTを用い
たMP関節アライメント不良の評価

3DCT and Assessment of Malalignment at the MP joint of the Rheumatoid Hand Undergone Swanson

Implant Arthroplasty

○石川 肇1, 王 興栄2, 阿部 麻美1, 大谷 博1, 中園 清1

1新潟県立リウマチセンター　リウマチ科, 2昭和大学横浜市北部病院　整形外科

【目的】2次元のX線写真では、リウマチ手指の複雑な変形をとらえることは困難である。そこ
で、人工指MP関節置換術施術例を対象に、3DCTを用いてアライメント不良を評価することにし
た。
【対象と方法】2006年4月から2011年4月までの間に、示指から小指人工MP関節置換術(Swanson)
が施行されたRA患者40例の46手、179MP関節を対象とした。手正面X線像からMP関節のLarsen
grade、尺屈角度を、手3DCT画像から尺屈角度、掌屈角度、中手骨頭と基節骨基部の骨切除長、
脱臼の程度を手術前後で調べた。MP関節の脱臼は、正常、亜脱臼（両骨に部分的接触あり）、
脱臼（両骨間に接触なし）、高度脱臼（1cm以上の短縮あり）の4つのgradeに分類した。
【結果】術前X線像のMP関節の尺屈角度は、3DCT画像の角度よりも平均9度小さかった。術前の
Larsen gradeは、grade III が47関節、 IV が93関節 、 Vが39関節であった。Grade IIIでの
平均尺屈角度は18.7度、IVで38.4度、Vで40.1度で、grade IVを超えると尺屈角度は増してい
た。術前の脱臼の程度は、亜脱臼が72関節、 脱臼が53関節、 高度脱臼が21 関節であった。亜
脱臼群での平均尺屈角度は29.6度、 脱臼群で24.8度、高度脱臼群で41.1度で、高度脱臼となる
と尺屈角度は増大していた。脱臼の程度と掌屈角度の間には関連をみとめなかった。術後、MP
関節の掌屈変形が矯正されることで、PIP関節は伸展側に約20度シフトしていた。骨切除長で
は、MP関節の脱臼の進行とともに基節骨側の切除長は増加していた。
【結論】3DCT画像は、リウマチ手MP関節のアライメント不良の評価に役立ち、術前計画で骨切
除長の決定の参考となる。
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上肢における有茎皮弁の選択について
Pedicle flap in the upper extremity

○田中 克己1, 高橋 国宏1, 遠藤 淑恵1, 村上 隆一2

平野 明喜1

1長崎大学　医学部　形成外科, 2山口県立総合医療センター　形成外科

【目的】上肢の皮膚軟部組織欠損に対しては、患者背景や疾患の状態に応じた適切な治療法が
選択されるが、手外科医は機能的、整容的な結果を予想して、採取部の最小の犠牲と最大の治
療結果を残すことが要求される。今回、上肢における有茎皮弁の選択における基本的考えとそ
の結果について述べる。【方法】1992年9月から2013年8月までに当科で上肢の組織欠損に対し
て施行した皮弁移植は、遊離皮弁78例、有茎皮弁151例であった。手指では遊離皮弁43例、有茎
皮弁102例で、前腕から上腕にかけては、遊離皮弁35例、有茎皮弁49例であった。単純な進展皮
弁やZ・W形成術などは除外した。有茎皮弁だけでみると、年齢は5歳から79歳で、原因は外傷・
熱傷87例、瘢痕・瘢痕拘縮29例、腫瘍24例、先天異常6例、潰瘍5例であった。手指では小範囲
の欠損には隣接部位からの有茎皮弁が多く適用され、掌側には感覚皮弁として用いたものが多
かった。前腕の欠損に対しては、有茎皮弁は少なく、多くが遊離皮弁として適用されていた。
前腕近位から上腕にかけては、有茎皮弁、とくに広背筋皮弁が多く使用され、穿通枝皮弁・筋
皮弁・骨付筋皮弁といった欠損の状態に合わせて移植されていた。【成績】皮弁の完全壊死は
なかったが、7例に部分壊死を認め、追加治療が必要となった。ほとんどの症例で満足する結果
が得られたが、皮弁採取部の瘢痕に対する整容的な不満を訴える症例も認められた。【結論】
上肢の組織欠損に対しては、機能と整容の両面を満足できるような治療法が必要となる。とく
に手指や前腕などの露出部の再建には、皮膚の色調・質感・組織量においては隣接組織との差
や反対側との対称性を意識する。有茎皮弁の適用に際して、安定した組織の移植とともに、採
取部では機能および整容面での障害を最小にすることが求められる。
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手外科医に必要な有茎皮弁　ー指尖部再建における有茎皮弁の有用
性ー

Usefulness of Pedicle flaps for finger-tip reconstruction

○楠原 廣久1, 和田 仁孝1, 西脇 仁1, 徳井 琢2

磯貝 典孝1

1近畿大学　医学部　形成外科, 2阪堺病院　形成外科

【背景】手指の再建において、これまで様々な皮弁が開発されてきた。指尖部再建における有
茎皮弁は、順行性と逆行性に大きく二分される。【目的】今回われわれは、指尖部欠損に対し
て当科で施行した有茎皮弁について検討し報告する。【対象】当科でおこなった指尖部再建症
例中、有茎皮弁を用いた症例34例を対象とした。【結果】内訳は順行性皮弁が22例、逆行性皮
弁が12例で、順行性皮弁ではOblique triangular flap（以下OTF）、逆行性皮弁では逆行性指
動脈島状皮弁（以下RIF）が最も多かった。【考察】指尖部再建において、爪母が残存する症例
では、有茎皮弁が有用である。指尖から15mmまでの欠損では順行性皮弁を、指尖から15mm以上
でDIP皮線までの欠損では逆行性皮弁を選択している。OTFは簡便で有用な皮弁であるが、PIP関
節の屈曲拘縮を来しやすいとの報告もある。しかし、基節基部まで十分剥離すれば、15mm程度
の進展なら、緊張なく伸展可能で拘縮は生じない。骨移植と組み合わせて、鉤爪変形の治療に
も有用である。また指動脈背側枝を栄養血管とするdorso-lateral flapとしても応用でき、後
爪郭の再建にも有用である。一方RIFは、指腹の被覆に有用な皮弁である。皮弁に背側指神経を
含めるが、皮弁の神経支配と異なるため、神経吻合は不要とされている。しかし、われわれは
皮弁に指神経の分枝も含め、断端神経腫予防のため積極的に神経吻合を行っている。RIFは中節
部の横連合枝をpivot とする皮弁であるが、外傷や感染で損傷していることがある。その際
は、隣接指からのRIFを交叉皮弁とすることで、指交叉皮弁より患指の自由度が高く有用であ
る。【結語】指尖部再建において、有茎皮弁は有用であり、手外科医が習得しておくべき手技
のひとつであると考える。
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逆行性動脈皮弁による上肢組織欠損の再建
The Pedicled Reverse Flow Flap for Reconstruction of Skin and Soft Tissue Defect of the Upper

Extremity

○松崎 浩徳1, 植木 将人1, 幸田 久男2

1新潟臨港病院　整形外科, 2燕労災病院　整形外科

【目的】上肢組織欠損を、逆行性動脈皮弁で再建した症例に関して、術式、手術成績などを報
告する。
【方法】対象は2000年5月から2011年8月までに、前腕から手部に逆行性動脈皮弁移植を行った
38例（39皮弁）で、年齢は19～77歳（平均46）、男性30例、女性8例であった。上腕外側皮弁
(LA)が3、後骨間動脈皮弁(PIA)が9、橈側前腕皮弁(RF)が6、背側中手動脈皮弁(DMA)が4、指背
部adipo-fascial turnover flap(AF)が3、逆行性指動脈皮弁(RDA)が14皮弁であり、外傷や腫瘍
切除および拘縮解離後の欠損再建に用いていた。
【成績】LA群以外は、伝達麻酔下に手術を施行し、前腕皮弁群(PIAとRF)では15皮弁中8皮弁が
緊急手術であった。LAは肘関節周囲の再建に用い、全皮弁が生着し、採取部は全て縫縮し
た。PIAは手背や指間部に用い、2皮弁に部分壊死を認め分層植皮で再建した。採取部は3例で縫
縮し6例には植皮を行った。RFは４皮弁を腱または骨付き皮弁として複合組織再建に使用し、1
例は知覚皮弁として示指指尖までの被覆に用いた。全皮弁が生着し、採取部には全例で植皮を
行った。DMAは基節部や指間部に使用し、第2（3例）もしくは第4背側中手動脈（1例）を用い
た。皮弁は全例完全生着し、採取部は全て縫縮した。AFは指背部の皮膚欠損に植皮とともに用
い、1例に部分壊死を認めた。RDAは2皮弁で術後うっ血を呈したが、皮弁周囲の抜糸と穿刺で改
善した。知覚皮弁としなくても防御知覚が獲得されていた。
【結論】前腕から手部の再建では欠損の部位や大きさにより各種の逆行性動脈皮弁が有用であ
り、特に前腕皮弁およびRDAの使用頻度が高い。前腕皮弁には複合組織移植としての使用や遊離
皮弁への変更などの選択肢があるが、採取部の瘢痕が最大の問題である。RDAは骨移植や爪床移
植との併用が可能で指尖再建における利用価値は高い。
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上肢における穿通枝皮弁　- 特にカラードプラ エコーの有用性につ
いて -

Perforator flaps of upper extremity focusing on the usefulness of color Doppler ultrasound

○佐次田 保徳1, 石田 有宏2, 今泉 督2, 門田 英輝2

1沖縄県立北部病院　形成外科, 2沖縄県立中部病院　形成外科

【目的】カラードプラ エコー（以下CD）の穿通枝皮弁への寄与については多数の報告がある
が、今回は上肢の穿通枝皮弁症例について検討し、カラードプラ エコーの有用性を報告した
い。【対象と方法】症例は2004年8月より2013年10月までの8例、CDが有用であった上肢の有茎
穿通枝皮弁症例を対象とした。内訳は、人工血管露出1例、熱傷瘢痕3例、前腕骨癒合症1例、上
腕骨骨髄炎1例、手背皮膚剥奪創1例、母指切断1例であった。穿通枝の穿通枝が分岐する有名動
脈は、上腕動脈2例、橈骨動脈3例、背側中手動脈1例、橈側指動脈1例、及び、前腕に移植した
遊離広背筋皮弁の胸背動脈穿通枝皮弁1例で、flap in flapの症例であった。皮弁の大きさは1
ｘ3cmから15ｘ30cmで、3例の脂肪筋膜弁を含んでいた。全例で術前または術中CDを行い穿通枝
を検索した。筋膜穿通点の場所、血管径、収縮期最高速度などを考慮し、移植床の状態を評価
し総合的に皮弁を計画した。皮弁は全例で完全生着した。【考察】穿通枝皮弁の挙上において
は、表在の血管をターゲットに、プローブへ向かってくる流速を検出しやすいことなどか
ら、CDは非常に有用である。特に四肢の場合、現在穿通枝の検索で広く行われているドプラ血
流計は穿通枝そのものではなく、穿通枝が分岐する有名動脈を検出して偽陽性となりやすいた
め、動画で穿通枝を直視できるCDがより有用である。本検討例に於いても、予想される場所に
穿通枝が存在していないと判断される症例は経験しなかった。また、CDは手術室で簡便に行
え、リアルタイムで行える様々な穿通枝の評価が、穿通枝皮弁術のデザイン、遂行に大きく寄
与することもある。参考文献　穿通枝皮弁におけるカラードプラエコーの有用性　日本マイク
ロサージャリー学会会誌26巻1号 Page1-9(2013.04)
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有茎橈骨動脈穿通枝脂肪弁・皮弁の有用性
-手関節周囲の神経癒着防止・皮膚欠損に対して-

The Feasibility of Radial Artery Perforator Flap and Adiposal Flap for Skin Defect and Prevention of

Nerve Adhesion

○高松 聖仁1, 新谷 康介1, 斧出 絵麻1, 岡田 充弘2

香月 憲一1

1淀川キリスト教病院整形外科, 2大阪市立大学整形外科

【目的】近年上肢領域において種々の穿通枝皮弁が用いられており, 有茎で挙上した場合は主
要血管を犠牲にすることなく安定した血行の皮弁が得られる. われわれは手関節周囲の神経剥
離後癒着防止および皮膚欠損再建に対して遠位橈骨動脈穿通枝系の脂肪弁(Radial Artery
Perforator Adiposal Flap:以下RAP-A flap)および皮弁(以下RAP flap)を有茎脂肪弁・皮弁と
して用いており, その有用性について報告する.
【対象および方法】保存的治療で改善しなかった正中または尺骨神経損傷6例に対してRAP-A
flapを用いて神経剥離後に神経を被覆した. また, 局所皮弁では被覆困難な遊離皮弁のリスク
の高い手部・手関節周囲の皮膚欠損例3例（手背、手部尺側、手関節掌側各1例）に対してRAP
flapを用いた. いずれも前腕遠位部で橈骨動脈のtrue perforatorを茎として回転させたプロペ
ラ脂肪弁または皮弁として用いた.
【結果】RAP-A flapを用いた神経損傷例では術前に著明であったTinel様徴候が軽減しVAS・
DASHスコア・手関節可動域の改善を認めた. 合併症として2例に脂肪弁採取部の一過性皮膚色不
良と, その後の色素沈着を認めた. RAP flapは50x90,60x90, 90x140mmの皮弁を挙上し,高齢男
性の1例で皮弁遠位部の表層壊死を認めたが追加手術の必要なく全例生着した.
【考察】正中神経の癒着防止に対して筋膜弁による被覆が報告されているが, bulkyであり筋膜
による再癒着・絞扼も危惧される. 筋膜を除いた有茎RAP-A flapは薄くかつ再絞扼の恐れが少
ない. また手部・手関節周囲の皮膚欠損例において, 遊離皮弁のリスクが高い症例ではRAP
flapは比較的大きな皮弁が挙上可能で, 有用な有茎皮弁であると考えられた.
【結語】遠位橈骨動脈穿通枝系の有茎RAP-A flap, RAP flapは手外科医にとって有効な治療の
選択肢と考えられた.
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肘関節における新しい後方 paraolecranon approach の試み
Novel Posterior approach for the elbow named paraolecranon approach

○岩本 卓士1, 鈴木 拓1,2, 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　整形外科学教室, 2那須赤十字病院　整形外科

【目的】肘関節後方アプローチでは上腕三頭筋腱を切離あるいは肘頭付着部を剥離する方法が
一般的であり，良好な視野が獲得できる一方で術後の上腕三頭筋機能不全が問題となる．当科
における上腕三頭筋腱付着部を温存した新しい後方アプローチの手技について報告する．
【対象および方法】側臥位，肘頭を避けた後方縦皮切にて進入し，尺骨神経を剥離する．上腕
三頭筋腱膜および筋層を肘頭より近位約8cmから正中にて縦割し，遠位は肘頭付着部を温存して
肘頭外側縁にて肘筋筋膜を切開する．上腕三頭筋外側1/2および肘筋を一塊として外側にレトラ
クトすることにより，肘関節外側1/2の展開が可能となる．肘関節内側は上腕三頭筋内側縁を上
腕骨から挙上することで展開可能である．人工肘関節置換術（TEA）で広範な展開を要する場合
には橈骨頭切除，内側側副靱帯の切離を追加することにより，上腕三頭筋腱を温存しつつ腕尺
関節を後内側に脱臼させる．膝関節におけるparapatellar approachに類似することから
“paraolecranon approach”と称した．本法を施行した16例（TEA 12例，上腕骨顆部骨折2例，
矯正骨切り1例，偽関節手術1例）について，術中合併症，術後の上腕三頭筋機能不全を調査し
た．
【結果】 14例において本アプローチにより術中問題なく手術が可能であった．TEAの1例で尺骨
コンポーネントの後方への穿孔を生じた．またTEAの1例において展開が困難であったため，術
中に上腕三頭筋腱内側頭の切離を追加して通常のCampbell後方アプローチに切り替えることで
対応した．術後の伸展力は良好であり上腕三頭筋機能不全は生じなかった．
【結論】上腕三頭筋腱付着部に侵襲を加えない本アプローチは低侵襲であり，後療法も容易で
あった．TEAにおいては脱臼防止に有用であると考える．
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成人上腕骨遠位端両柱骨折における内側プレート固定に起因した合
併症の検討-合併症を回避する内側プレート選択-

Complications caused by medial plating following internal fixation of bicolumn distal humerus fractures

in adults-Medial plate selection for prevention of complications-

○森谷 史朗1, 今谷 潤也1, 前田 和茂1, 桐田 由季子1

近藤 秀則2

1岡山済生会総合病院　整形外科, 2金田病院　整形外科

【目的】成人上腕骨遠位端両柱骨折に対するdouble plate固定法(DP法)はエビデンスが得られ
た治療法である(Nauth A:JBJS 2011).さらに本邦においても多数のanatomical locking
plate(ALP)が開発・臨床応用され,DP法は急速に普及している.しかし,上腕骨遠位部は軟部組織
が菲薄なうえ,特に内側は尺骨神経が走行し,それらの取り扱いを踏まえた内固定手技やインプ
ラント選択については議論の余地がある.今回,DP法における内側プレートの影響に着目し,コン
セプトが異なる2機種の術後合併症および臨床成績を比較し,合併症回避のための内側プレート
選択について検討した.【対象と方法】対象は当科および関連施設でDP法を行った40例(平均年
齢64歳[18-95歳],男性11例,女性29例)である.使用インプラントは外側が全例後方設置型ALPで,
内側はONI medial plate20例(後方設置群),LCP-DHP20例(側方設置群)である.各群の背景(年齢,
性別,骨折型,待機期間,進入法,観察期間)に統計学的有意差はなかった.各群の合併症と臨床成
績を調査した.【結果】両群とも骨癒合不全や感染例はなかった.側方設置群では尺骨神経障害7
例(35%),皮膚刺激症状2例(10%),locking screwの関節内穿孔1例(5%)を認めたのに対し,後方設
置群では尺骨神経障害1例(5%)以外の合併症はなかった.両群間の合併症発生数に統計学的有意
差を認めた.また,合併症を有した症例は臨床成績が劣る傾向があった.【考察】本研究結果よ
り,内側プレートは尺骨神経障害を始めとする合併症の発生と有意に関連し,臨床成績にも影響
を及ぼすため,各機種のコンセプトや特徴を理解して選択すべきである.【結論】本骨折におけ
る内側プレートの選択は,日本人の骨形態に沿った形状でlow profileであること,また,プレー
ト設置の際に側方への侵襲が少なく合併症発生のリスクが低い後方設置型が良い.

S163



1-6-3

成人肘頭骨折のCT評価　－その特徴と傾向について－
Analysis of initial injury CT image of olecranon fracture in adults; the characteristics and tendency

○藤原 祐樹1, 藤原 那沙1, 伊藤 英人1, 平田 仁2

1静岡済生会総合病院　整形外科, 2名古屋大学手の外科学

【はじめに】肘頭骨折の骨折型、特にその肘頭骨片の形態について詳細に検討した研究は渉猟
しうる限りない。2007年４月～2013年7月に当院で経験した成人肘頭骨折58例中、CTを撮影し評
価可能であった45例について検討を行った。
【対象】当院で加療した成人肘頭骨折患者で受傷時CTを撮影した45例のうち、受傷前より肘関
節に高度なOA性変化を認めた1例を除く44例を調査対象とした。男性19例、女性25例、平均年齢
は58.3歳であった。
【方法】CT dataを解析ソフトAquarius NETを使用して解析した。尺骨短軸方向については、肘
頭骨片背側の遠位端の位置がflat spot上、尺骨後縁上のどちらにあるか、flat spot上であれ
ばその橈側縁からの距離を、後縁上であれば、後縁の中心と骨片の先端の距離を計測した。長
軸方向については、鈎状突起先端との距離を含み尺骨長軸に垂直な平面との距離を計測した。
また、関節面では骨折線と肘頭長軸に垂直な面との成す角を計測した。
【結果】肘頭背側での肘頭骨片の遠位端は34例でflat spot上、10例で後縁上に位置した。肘頭
背側のflat spot橈側縁または後縁と肘頭骨片先端の距離は1.30±0.47m、鈎状突起から肘頭骨
片先端までの距離は-1.13±1.50であった。関節面での骨折線の水平軸との成す角は29.2±
2.0°近位尺側から遠位橈側に傾いていた。
【考察】本研究では、肘頭骨折における肘頭骨片は関節面、背側共に橈側凸の、橈側に大きい
形状となることが示された。これは骨接合の際骨片を橈背側から支えた方が、骨折線に垂直に
力が働き、力学的に有利な固定性が得られることを示している。今後、新たなplateの開発や
tension band wiringを行う時にwireの刺入方向を決定する際、本研究結果は有用であると考え
られた。
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橈骨頭・頚部粉砕骨折に対するプレート固定の治療経験
Clinical Results of Plate Fixation for Comminuted Radial Head and Neck Fractures

○山口 さおり, 佐藤 亮三

香川労災病院　整形外科

＜はじめに＞近年橈骨頭・頚部骨折の治療においては、Mason-Morrey type 3であっても可及的
に骨頭を温存し観血的整復内固定術を行う報告が多い。今回我々は、橈骨頭・頚部粉砕骨折に
対してプレートを用いて骨接合術を行った症例の治療成績につき検討した。＜対象と方
法＞2008年4月から2013年3月までの5年間に、当院で行った橈骨頭・頚部粉砕骨折のプレートを
用いた骨接合術について検討した。症例は8例8肘で、男性7例、女性1例、平均年齢は42.7歳、
骨折型はMason-Morrey分類でtype 3が6例、type 4が2例であった。使用したプレートはprofile
combo 3例、modular hand 1例、stellar angle plate 2例、吸収プレート2例であっ
た。＜結果＞術後平均経過観察期間は10.5ヶ月であった。1例でプレートの折損が生じ骨折部が
偽関節となり、のちに人工橈骨頭置換術を行った。この1例を除く7例で骨癒合が得られた。骨
癒合の獲得できた7例における術後の平均可動域は伸展-12°、屈曲129°、回内78.8°、回外
70.6°であり、プレートの破損や整復位の損失といった合併症はみられなかった。＜考察＞本
研究においては、橈骨頭・頚部粉砕骨折にたいしてプレートを用いた骨接合術を行い、おおむ
ね良好な成績を得ることができた。プレートを用いた骨接合術においては、safe zoneを考慮し
た設置など手技が煩雑であるが、強固な固定が得られること、早期からの可動域訓練が可能で
あることが利点であると考えられる。プレートを用いて橈骨頭・頚部粉砕骨折の治療を行い、
良好な成績を得た。
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橈骨頚部・頭頚部骨折に対する治療成績：肘関節内側側副靱帯
（MCL）損傷合併例と非合併例との比較

Outcome of Treatment for Proximal Radius Fractures : Comparative Study of Accompanied with Medial

Collateral Ligament Injury and without

○寺浦 英俊1, 川端 確1, 五谷 寛之2, 坂中 秀樹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】橈骨頚部・頭頚部骨折は肘関節伸展位・外反強制で受傷することが多く、MCL損傷を合
併することがある。MCL損傷合併例と非合併例との治療成績を調査し、両群を比較検討し
た。【方法】橈骨頚部・頭頚部骨折に対して手術を施行し、3ヵ月以上経過観察可能であった16
例を対象とした。頚部骨折11例、頭頚部骨折5例、MorreyII：8例、III：6例、IV：2例、男性
5例、女性11例、年齢12～63（平均34.8）歳、平均経過観察期間9.2ヵ月であった。16例中MCL損
傷群（M群）は9例、頚部骨折5例、頭頚部骨折4例、MorreyII：3例、III：5例、IV：1例、平均
年 齢 3 2 . 4 歳 、 M C L 非 損 傷 群 （ N 群 ） は 7 例 、 頚 部 骨 折 6 例 、 頭 頚 部 骨 折
1例、MorreyII：5例、III：1例、IV：1例、平均年齢36.8歳であった。骨折に対しては経皮ピン
ニング、プレート固定、骨移植術を適宜施行、MCL損傷に対しては靱帯修復術を施行した。X線
上の骨頭傾斜角度、関節ＲＯＭを調査し、臨床評価は日整会肘機能評価法（JOAスコア）を使用
し各項目を比較検討した。統計学的処理にはMann-Whitney の U 検定を用い、p値0.05未満を有
意差ありとした。【成績】平均骨頭傾斜角度はM群39.1°、N群16.7°、平均ROM（伸展、屈曲、
回 内 、 回 外 ） は M 群 ― 1 . 1 ° 、 1 3 0 . 0 ° 、 6 9 . 4 ° 、 7 8 . 3 ° 、 N 群 ―
4.3°、130.7°、81.4°、89.3°、平均JOAスコアはM群91点、N群92点であった。ROM、JOAスコ
アでは両群間に有意差は認めなかったが、骨頭傾斜角度で両群間に有意差を認めた
（p＜0.05）。【結論】橈骨頚部・頭頚部骨折の治療に際してはMCL損傷の有無に留意しなけれ
ばならない。骨頭傾斜角度が増大するとMCL損傷の可能性があるため、橈骨の骨接合だけではな
く、MCLに対しても適切に診断・加療することが重要と考える。適切な加療で両群とも同等の治
療成績が得られた。
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肘関節Terrible triadの治療経験
Treatment of Terrible Triad of the Elbow

○本田 祐造1, 角 光宏2

1長崎労災病院　整形外科, 2貞松病院　

【はじめに】肘関節Terrible triadは尺骨鉤状突起骨折、橈骨頭骨折を合併した肘関節脱臼骨
折で、不安定性が著明で治療に難渋する。今回我々は7例の肘関節Terrible triadを経験したの
で報告する。【症例】症例は男性3例・女性4例。平均53歳(23歳～86歳)。受傷から手術までの
待機時間は平均5.6日(3日～12日)であった。尺骨鉤状突起はすべてRegan type2で、そのサイズ
は平均34％(14%～47%)と小さく、橈骨頭は粉砕していた。手術は前方アプローチで尺骨鉤状突
起骨折の骨接合および前方関節包の縫着を行い、外側アプローチで橈骨頭骨折の骨接合と外側
側副靭帯の修復を行った。1例で腸骨による橈骨頭の再建を追加し、1例で肘頭による尺骨鉤状
突起の再建および内側側副靭帯の修復を追加した。後療法は術後10日前後でヒンジ付き装具に
変更し可動域訓練を開始した。 【結果】7例中6例で骨癒合が得られ、関節の適合性および安定
性を良好に獲得しJOA score　は平均96点(92～100点)で良好な成績が得られた。合併症は2例に
認めた。1例は認知症を合併例で、術後3ヵ月で橈骨頭の偽関節を認め、JOA score53点とpoorで
あった。受傷後12日で手術を施行した1例は経過中に異所性骨化を合併したものの、保存的に改
善しJOA scoreは85点であった。【結語】肘関節Terrible triadの治療においては、早期ROMに
耐えうる強度を得るため、まず安定性獲得の要である前方要素を修復した後、外側要素を修復
することが必須であることが考えられた。
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小児上腕骨顆上骨折　－閉鎖整復不能例の検討－
Pediatric Supracondylar Fractures of the Humerus. Which fracture is irreducible?

○倉田 佳明, 磯貝 哲, 辻 英樹, 松井 裕帝
二村 謙太郎

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

【はじめに】上腕骨顆上骨折は小児の骨折の中でも頻度が高く、肘周辺では最も多い。転位骨
片の多くは閉鎖整復が可能であるが、観血的整復を要する症例も存在する。当施設で手術を行
った小児上腕骨顆上骨折につき、閉鎖整復不能であった症例の特徴を検討した。
【対象と方法】2007年4月から2013年9月までの期間、手術治療を行った12歳以下の上腕骨顆上
骨折103骨折を対象とした。平均年齢 6.3歳（1～12）、男児64例、女児39例であった。観血的
整復の適応は、閉鎖整復不能で骨片間の介在物が疑われる場合、Gustilo分類II以上の開放骨
折、阻血を伴う血流障害とし、整復法に関わらず鋼線固定を施行した。閉鎖整復の可否につ
き、開放骨折、Smith-阿部分類、前後方向・側方への転位程度、短縮の程度、術前神経症状、
術前血流障害との関連を調査した。
【結果】103例中、Smith-阿部分類はII：19例、III：45例、IV：39例であった。開放骨折を3例
（Gustilo I：2例、II：1例）、神経症状を20例、橈骨動脈触知不可を11例に認め、うち1例は
阻血であった。11例が閉鎖整復不能、１例が阻血により観血的整復を要した。多くは断裂した
上腕筋が整復障害因子となっており、神経や動脈が骨折部に介在していた症例もあった。閉鎖
整復不能例の中では、開放骨折2例、全例Smith-阿部IV型、神経症状6例、動脈触知不可6例であ
り、前後の転位が大きい症例、特に前後径の100%を超える転位の症例が多かった。
【考察】閉鎖整復不能例では神経や血管が骨折部に介在している可能性があり、注意深く観血
的整復をする必要がある。そのリスク因子を知ることは有用であり、今回の検討からは、前後
の転位が大きい症例、開放骨折、術前に神経症状や血流障害がある症例で、閉鎖整復不能のリ
スクが高いと考えられた。
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小児上腕骨顆上骨折の術後内反肘変形を予測する因子の検討
Predictors of postoperative cubitus varus deformity following pediatric supracondylar humeral fractures.

○清水　 隆昌1, 吉田　 淳2, 木佐貫　 修3, 面川 庄平1

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科, 2大阪暁明館病院　整形外科

3吉本外科・整形外科病院

【目的】小児上腕骨顆上骨折において、術後内反肘変形は自然矯正されにくく初期治療が重要
である。これまで様々な内反肘変形の関連因子が報告されてきたが、今回我々は内反肘変形の
関連因子の重回帰分析を行い、予測因子の検討を本研究の目的とした。【方法】小児上腕骨顆
上骨折に対してKirshner鋼線固定を行い、6か月以上経過観察可能であった94例を対象とした。
最終観察時のCarring angle（CA）で内反肘変形の有無を目的変数とした。患者因子（年齢、性
別、手術待機期間）、骨折因子（骨折型；Gartland-Wilkins分類、尺側転位の有無、合併症の
有無）、手術因子（術後Baumann angle（BA）、術後上腕骨小頭傾斜角Tilting angle （TA）、
前上腕線Anterior humeral line（AHL）の位置、Anterior spike（AS）の有無、K鋼線固定方
法、骨折部切開の有無）から選択した合計12個の因子を説明変数として、多重ロジスティック
回帰分析を行った。【結果】患者の内訳は平均年齢7.2歳、性別は男62例、女32例、手術待機期
間は平均1.2日、骨折型は2型57例、3型37例、尺側転位51例、合併症を13例に認めた。術後整復
位はBAで平均73.2度、TAで平均37.2度、AHLが上腕骨小頭中央1/3を通るものは51例、ASを33例
に認めた。3本以上のK鋼線固定が21例、骨折部の展開を10例で行った。最終観察時に内反肘変
形を36例に認めた。尤度比による変数増加法による多重ロジスティック解析の結果、術後
BA、AHLの位置、受傷時尺側転位が有意な予測因子であり、判別的中率は79.6%であっ
た。【考察】小児上腕骨顆上骨折において、内反肘変形を予防するためには術後BAを72度以
下、AHLを上腕骨小頭中央1/3を通るように整復することが特に重要と考えられる。また受傷時
に尺側転位を認めるものは、整復位を得られにくい傾向があり整復時に注意が必要である。
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内反肘変形―初期治療の問題点―
Varus deformity-problem of primary treatment

○大塚 純子1, 堀井 恵美子1, 洪 淑貴1, 服部 達哉2

広石 将行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】上腕骨顆上骨折後の内反肘変形に関して，初期治療における問題点を明らかにするた
めに，当院で手術治療した症例について後ろ向きに検討したので報告する．【対象と方法】内
反肘変形に対して手術治療をおこなった33例のうち，主原因が顆上骨折で，受傷時レントゲン
が入手可能であった28例を対象とした．男児23例，女児5例，受傷時平均年齢5.8歳（1歳～
12歳）であった．保存治療17例（ギプス固定15，カラー＆カフ2），手術11例（経皮ピンニング
10，観血手術1）であった．受傷時レントゲンのGartland分類，上腕骨内側皮質の粉砕の有無，
手術症例に関しては整復位と鋼線刺入方法を調査した．【結果】保存治療例の平均年齢は5.0歳
で，Gartland分類1型：13，2型：3，3型：1であった．上腕骨内側皮質の粉砕を5例，通顆骨折
に近い症例が6例あった．手術治療例の平均年齢は5.6歳で，Gartland分類
1型：1，2型：3，3型：7であった．感染，早期のピン脱転の合併症例が各1例あった．5例は初
期整復不良で，整復後早期にBaumann角の減少がみられた．6例に上腕骨内側皮質の粉砕が存在
した．鋼線刺入の方法は，内外側5，外側のみ4（1本：1，2本：2，3本：1）であっ
た．【考察】保存治療例の方が低年齢で初期転位も軽度であったが，不安定要素が当初より存
在し，ギプス治療は困難であったと考えられた．手術治療では，高度の転位に対する整復位の
不良例や，内側皮質の粉砕を伴った症例が多かった．内反肘変形の発生を予防するには，受傷
時のレントゲンを慎重に評価して，粉砕を考慮して，整復や鋼線刺入方法を選択する必要があ
ると考えられた．
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小児上腕骨外側顆骨折に対する前外側進入による骨接合術の治療成
績

The results of operative treatment of pediatric lateral humeral condyle fractures using anterolateral

approach.

○石井 崇之1, 池田 全良2, 小林 由香1, 齋藤 育雄1

持田 譲治1

1東海大学医学部外科学系整形外科学, 2湘南中央病院整形外科

3東海大学八王子病院整形外科

【はじめに】今回我々は、当院で手術を施行した上腕骨外側顆骨折の治療成績を検討したので
報告する。【対象・方法】対象は、2005年から2012年に手術を施行した29例（男児18例、女児
11例）で、手術時年齢は平均7.1歳であった。骨折型はWadsworth分類type2：19例、type3：10
例であった。手術は全例前外側進入にて直視下に関節面を整復後、tension  band
wiring（TBW）による内固定をした。術後平均1.9ヶ月で骨癒合を認め、平均3.2ヶ月で内固定材
を抜去した。平均経過観察期間は18.3ヶ月であった。検討項目は、術直後と最終経過観察時の
carrying angle、最終経過観察時の両肘の外顆幅と外顆長、関節可動域および合併症の有無を
調べた。【結果】Carrying angleは術直後平均14.1度、最終経過観察時12.3度で有意な変化は
認めなかった。外顆幅および外顆長はいずれも健側と比較し有意に増加していた。関節可動域
は健側と比較し有意差は無く良好な機能回復を認めた。術後の深部感染、成長障害、神経麻痺
等の合併症を認めなかった。【考察・結語】小児の肘関節周辺骨折では、骨端部が軟骨成分主
体であり、単純X線において骨折の状態や治療後の整復状況およびその保持の確認等の評価が困
難なことがある。そのため当科では、前外側進入による直視下での正確な整復とTBWによる強固
な内固定を施行してきたが十分満足する結果が得られた。一方、内固定材による骨端線閉鎖等
の成長障害等は認めなかったが、本臨床研究では外顆の過成長が認められ、これが内反傾向と
してとらえられた。今後長期的に経過観察しその進行とリモデリングの有無を確認する必要が
あると考えている。
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小児橈骨頸部骨折に対する新しい徒手整復法による治療経験
The treatment of radial neck fracture in children by new closed reduction technique

○山中 清孝, 須賀 久司

きっこう会多根総合病院　整形外科

【目的】2009年Monsonらは,小児橈骨頸部骨折に対する新しい徒手整復法を報告した。今回,我
々はMonsonらの方法（以下Monson法）を用いて行った小児橈骨頸部骨折4例の治療成績について
報告するとともに徒手整復法についての考察を行った。【方法】対象は2012年1月から2013年6
月までにMonson法により徒手整復を行なった症例で,術後の経過観察期間が3ヶ月以上行えた4例
である。全例受傷翌日に全身麻酔下に手術を行った。整復法はMonsonらの報告に準じて行っ
た。全身麻酔下仰臥位とし,X線透視装置を用いた。肘関節を90°屈曲させ,最大回外位とした。
骨折の凸部が前方にくるようにし、前方より橈骨近位骨幹部を圧迫することで橈骨頭に骨幹部
をあわせて整復した。十分な整復が得られれば上腕ギプス固定を1週間,さらに2週間のシリンダ
ーキャスト固定を行った。【成績】すべての骨折はMonson法による徒手整復にて橈骨頭傾斜角
10°以下に整復され,追加の外科的処置は必要なかった。6-7週で全例骨癒合を得た。全例で疼
痛は消失し,可動域制限を残したものはなかった。【結論】Petterson法に代表されるこれまで
の徒手整復法は基本的には転位した橈骨頭に圧迫力をかけて整復するものである。しかし,橈骨
頭は輪状靭帯により固定されており,固定された橈骨頭を不安定な橈骨骨幹部にあわせるという
ところに十分な整復の得られない問題があるようにおもわれる。Monson法は,固定された橈骨頭
に橈骨骨幹部を合わせにいくため骨膜によるligamenttaxisは得られやすく,さらに長いレバー
アームでその操作を行えるため従来の整復法よりも効果的であると考えられる。本法は侵襲も
少なく,まずは行ってみるべき価値のある方法と思われた。
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の中長期成績
Autologous osteochondral mosaicplasty for osteochondritis dissecans of the elbow : minimum 5-year

follow-up

○瓜田 淳, 船越 忠直, 松井 雄一郎, 河村 太介
岩崎 倫政

北海道大学　医学部　整形外科

【目的】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(以下OCD)に対し我々は硝子軟骨組織による修復を目的とし
た骨軟骨柱移植術(以下mosaicplasty)を行い、これまで術後2年での良好な治療成績と軟骨修復
を報告している。しかし、中長期に関する報告はほとんどなく不明が点も多い。本研究の目的
はOCDに対するmosaicplastyの中長期での臨床成績、画像評価を行いその有用性を検討すること
である。
【対象と方法】OCDに対しmosaicplastyを行い術後5年以上経過した15例15肘を対象とした。全
例男性、手術時平均年齢14歳（12-22歳）、平均経過観察期間89ヵ月（64-148ヵ月）である。Ｘ
線病期は分離後期5肘、遊離期10肘であった。手術は直視下に対側の大腿骨外顆非荷重部から直
径2.7-6.0mmの骨軟骨柱を平均4本(3-6本)採取し小頭部に移植した。評価項目は術前後の
Timmerman&Andrews score、肘関節可動域, スポーツ復帰、Lysholm knee score, X線,CT,MRI,
超音波検査とした。
【結果】Timmerman&Andrews scoreは術前131点から183点、肘関節可動域は伸展-16°から-
4°、屈曲は125°から135°と有意に改善した。Lysholm knee scoreは99点。スポーツ復帰は希
望しなかった1例を除いた全例が競技レベルで復帰した。画像ではMRI、超音波にて全例で軟骨
の修復が確認できたが、X線、CTにて橈骨頭の肥大化が術後に進行した症例は6例40％で、その
うち3例20％は腕橈関節の適合性が不良であった。
【考察】本研究結果においてOCDに対するmosaicplastyは、中長期でも良好な治療成績であるこ
とが示された。しかしながら、術後に橈骨頭の肥大化のため腕橈関節の適合性が悪くなる症例
も存在した。また、本研究では明らかな膝の問題はないものの、健常膝から骨軟骨柱を採取す
ることに抵抗感を感じている患者もおり、将来的な軟骨再生医療の確立が期待される。
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回旋障害を伴う前腕骨変形治癒における骨間靭帯付着部間距離の検
討

The distance between the insertions to both bones of  the interosseous ligaments in the malunited forearm

with rotation disturbance

○國吉 一樹1, 松浦 佑介1, 鈴木 崇根2, 小川 泰史1

助川 浩士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】前腕骨変形治癒例の中には前腕回旋時に骨間靭帯付着部間距離が靭帯の伸展性を超え
て拡大しようとするために前腕回旋障害が発生するものがある。そのような症例において回旋
角度に応じてどの程度、距離が拡大するかをコンピューター・シミュレーションにて
retrospectiveに検討した。【対象と方法】体術前に作製した三次元実態模型にて回旋により両
骨間が拡大する変形を認めて矯正骨切り術を施行した8例が対象である。男性７例、女性１例、
平均年齢17歳で全例に前腕骨のいずれかもしくは両方の中央1/3に10°以上の角状もしくは
bowing変形を認めた。有限要素解析ソフトである計算力学研究センター社製Mechanical Finder
ver. 6.2の三次元CAD機能を利用し3D DICOM dataから骨表面モデルを作製、尺骨小窩から橈骨
頭の回転中心を通るラインを回旋軸と定義して回内60°から15°刻みに回外60°まで回旋のシ
ミュレーションを行い、過去の文献より骨間膜腱様部（以下CB）が尺骨全長の遠位より35%から
橈骨全長の遠位より60%に付着し、骨間膜遠位膜様部（以下DAB）が尺骨全長の25%から橈骨全長
の35%に付着すると仮定して回旋中のCBおよびDABの付着部間距離を測定した。健側における距
離の9肢位中の最大値を靭帯長と仮定して、患側における距離を靭帯長に対する百分率として表
した。9肢位中の百分率の最大値をCB，DABそれぞれにつき算出した。【結果】CB付着部間距離
は平均107±7.7%、DAB付着部間距離は平均117±4.3%であった。CBについては半数近くで100%を
大きく超えることはなかった。【結論】骨間靭帯付着部間距離の拡大がDABのみであれば必ずし
も矯正骨切りは必要なく、DABの解離のみで改善が得られた可能性もある。
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小児橈骨遠位1/5骨幹部骨折後変形治癒に対する3次元回旋骨切術
Three-dimensional rotational osteotomy for malunited distal one-fifth radial fracture in children

○片岡 利行1, 岡 久仁洋2, 上杉 彩子1, 栗山 幸治1

村瀬 剛2

1星ヶ丘厚生年金病院　整形外科, 2大阪大学大学院医学系研究科整形外科

【はじめに】小児橈骨遠位骨幹部骨折では治療中しばしば再転位をきたすことがあり、同部で
の骨折で骨癒合が遷延する例も報告されている。今回我々は小児橈骨遠位1/5骨幹部骨折治療
中、再転位による回内変形のため、回外制限をきたした4症例に対して3次元回旋骨切りをする
ことで良好な成績を得たのでこれを報告する。【対象と方法】対象は小児橈骨遠位1/5骨幹部骨
折治療中、再転位により変形治癒に至った4症例である。受傷後平均経過期間は6.3ヶ月(5-7ヶ
月)、受傷時平均年齢は13歳(11-16歳)、再転位出現時期は4.8週(3-6週)、来院時前腕平均可動
域は回外5度(0-10度)、回内80度(70-90度)であった。罹患骨及び健側のCTデータから3次元骨モ
デルを作成し、罹患骨モデルを健側鏡像骨モデルに重ね合わせることで変形を評価した。続い
て、この評価に基づき健側鏡像モデルを目標としてコンピューター上で3次元矯正をシミュレー
ションした。シミュレーション通りの手術を支援する骨切りテンプレートを3次元造型機で作成
した。実際の手術では骨切りテンプレートを骨表面にあてがい、テンプレート上のスリットに
沿って骨切り、変形を矯正した後、プレートで内固定した。術前および最終フォロー時のレン
トゲン並びに臨床評価を検討した。【結果】術前4例すべてに回内変形を認め、3次元回旋骨切
りを行った。術後、橈骨変形はレントゲン上健側とほぼ同等となり、前腕回外可動域は術前平
均5度(0-10度)から術後平均93度（80-100度）へと全例で改善した。また、術前3例で認めた動
作時の手関節痛も術後には軽快した。【まとめ】小児橈骨遠位1/5骨幹部骨折に対する初期治療
後再転位により生じた回内変形に対して3次元回旋骨切りを行うことで良好な回外可動域を獲得
できた。
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小児モンテジア骨折の治療
Treatment for Monteggia Fracture in Children

○大城 亙, 岳原 吾一, 外間 浩

那覇市立病院　整形外科

【目的】当院で治療を行った小児モンテジア骨折について検討する。【対象と方法】2008年6月
以降の27例を対象とした。男児20例、女児7例、保存療法11例、手術療法16例で平均年齢
6.4歳、平均経過観察期間は120日であった。受傷機転、分類、尺骨骨折部位、手術法について
調査し、臨床およびX線学的検討を行った。【結果】受傷機転は転落19例、転倒5例、飛び降り
失敗3例であった。Bado分類はI型18例、III型8例、IV型1例だった。橈骨頭前方脱臼18例中、急
性塑性変形（以下APD）を伴うLetts分類A型は6例（22.2％）だった。尺骨骨折部位は尺骨長を3
等分して検討した。近位部骨折14例、中央部骨折12例（APD5例）、遠位部骨折（APD）1例だっ
た。手術は徒手整復不良8例、受傷からの経過が長い4例、APDで徒手整復困難と判断した2例、
開放骨折1例、橈骨骨折合併1例だった。手術内容は髄内釘12例、尺骨屈曲骨切り2例、近位橈尺
関節ピンニング1例、輪状靭帯修復1例だった。最終診察時の臨床所見は概ね良好であったが、
整復まで32日を要した手術例で強い回外拘縮（回内-10°）を認めた。また橈骨骨折合併例で、
尺骨髄内釘固定と橈骨徒手整復を行った例では橈骨伸展変形をきたし軽度の回外拘縮（回内
70°）を認めた。その他、橈骨頭の軽度亜脱臼を3例（手術例2、保存例1）に、尺骨外反変形を
1例（保存例）に認めた。【考察】近位部骨折14例中11例で手術を行った。骨折線が近位1/6の
部位にあるものが12例と多く、徒手整復が困難なことが原因と推察された。中央部以遠の骨折
13例中5例で手術を行ったが、内4例はAPD例であった。中央部以遠の骨折では徒手整復が比較的
容易であるが、APD例には留意が必要である。
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小児の新鮮前腕骨骨折に対する低出力パルス超音波治療の経験
Clinical results of forearm fractures with LIPUS in children

○新関 祐美1, 太田 剛1, 若林 良明2, 石突 正文3

大川 淳2

1済生会川口総合病院　整形外科, 2東京医科歯科大学　整形外科

3石岡市医師会病院　整形外科

【目的】前腕骨骨折の治療について、成人においては近年ロッキングプレートで強固に内固定
することにより早期の社会復帰が可能となった。一方で小児においては低侵襲な鋼線固定と長
期の外固定が依然として必要である。2012年より新鮮骨折に対する超音波骨折治療が保険適用
となったことをうけ、今回我々はLIPUSにより小児新鮮骨折の治療期間を短縮することが可能か
調査した。
【対象と方法】2012年9月以降に当院で鋼線固定術後にLIPUSを行った7患者10骨折の仮骨形成・
骨癒合に要する期間、合併症の有無（術後転位、成長障害）を調査し、2011年4月から2012年8
月の症例を対照として、t検定を用いて比較検討した。
【結果】LIPUS群は、男：女＝5人：2人、平均年齢11歳、骨折部位（LIPUS照射部位）橈骨遠位
端：橈骨骨幹部：尺骨骨幹部＝各3：4：3骨折であった。対照群は、男：女＝15人：3人、平均
年齢10歳、骨折部位は各15：3：3骨折であった。結果、LIPUS群の骨癒合期間の平均（87日）は
対照群（89日）と有意差はなかったが、仮骨形成期間の平均（17日）が対照群（25日）に比べ
有意に短期間であった。鋼線抜去後の転位を対照群の２骨折に認めたがLIPUS群には認めなかっ
た。成長障害は両群とも認めなかった。
【考察】小児の新鮮骨折に対するLIPUSの治療成績の報告は過去にほとんどない。今回我々が小
児新鮮前腕骨折に対するLIPUSの影響を調査したところ、骨癒合期間は短縮しなかったが、仮骨
形成期間を有意に短縮していた。また、鋼線抜去後の転位も認めなかった。これより、たとえ
ばスポーツ復帰時期の短縮までは不可能であるが、LIPUS群の術後外固定期間を短縮することは
可能であると考えられた。
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小児前腕骨骨幹部骨折に対する経皮的髄内固定の治療成績-前腕可動
域とX線評価に関する検討-

Clinical results of percutaneous intramedurally fixation for diaphyseal forearm fractures in children-

Analyses between the range of motion and the radiographic change-

○浅野 研一1, 申 正樹2, 岸本 烈純1, 甲山 篤1

岩瀬 敏樹1

1浜松医療センター　整形外科, 2豊橋市民病院　整形外科

【目的】小児の前腕両骨骨幹部骨折に対して，Kirschner鋼線による経皮的髄内固定を行った症
例の治療成績を検討した．【対象と方法】2003年から2013年までに手術治療を行い追跡調査可
能であった10例を対象とした．男児8例，女児2例で，年齢は平均11歳であった．受傷機転は転
倒7例，転落3例であった．骨折部位は，橈骨，尺骨とも中央1/3が8例，橈骨遠位1/3，尺骨中央
1/3が1例，橈骨近位1/3，尺骨中央1/3が1例であった．観察期間は平均8ヵ月であった．術後外
固定期間，骨癒合期間，最終観察時の前腕可動域，角状変形(正面，側面)，maximum ulnar
bow(以下MUB)，合併症について調べた．臨床成績はGraceとEversmannの評価基準，日本整形外
科学会肘機能評価法(以下肘JOAscore)で行った．前腕可動域と角状変形，MUBに関して
Pearson’s相関係数で分析した．【結果】術後外固定期間は，平均36.8日であった．骨癒合は
全例に得られ，橈骨は平均72日，尺骨は平均69.7日であった．可動域は平均回内71°，回外
90°であった．角状変形は正面像で橈骨平均3°，尺骨平均3.2°，側面像で橈骨平均3.7°，尺
骨平均1.8°であった．MUBは平均3.42mmであった．合併症として鋼線刺入によるEPL断裂を1例
に認めた．臨床成績は優7例，良3例であり，肘JOAscoreは平均99.4点であった．回内可動域と
MUBに相関を認めた(p=0.027)．【考察】小児の両前腕中央部骨折の変形治癒は機能障害を残し
やすく，特に10歳を超える症例は自家矯正能が減少するために10°を超す変形に注意が必要と
いわれている．最終観察時に自験例では橈骨，尺骨共に平均5°以下に整復位が保持されてい
た．しかし，尺骨の矯正不足により回内制限を残すことが考えられた．【結論】小児前腕両骨
骨幹部骨折に対してKirschner鋼線による髄内釘固定の治療成績は良好であった．
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開放性前腕骨骨折（Gustilo分類Type3）の治療経験 ―DASH Scoreで
の検討―

Treatment of Open forearm fracture(Gustilo type 3)

○川上 亮一1, 紺野 慎一1, 江尻 荘一1, 畑下 智1

高橋 洋子2

1福島県立医科大学　整形外科, 2福島赤十字病院

【はじめに】Gustilo分類Type3の開放性前腕骨骨折に対する手術の成績を検討したので報告す
る。【対象と方法】対象は、2004～2012年に、手術治療を行った開放性前腕骨骨折の10例であ
る。Gustilo分類で、Type3Aが4例、3Bが5例、3Cが１例であった。検討項目は、1）骨癒合
率、2）骨癒合までの期間、3）手術方法4）合併症と追加手術、および5 ）DASH Score による
術後評価である。単純Ｘ線写真による骨癒合の判定は、直接診療に関わっていない整形外科医3
人が行なった。DSAHによる術後評価は、骨癒合を得た後、術後6～10か月の時点で行っ
た。【結果】1） 骨癒合は、全例で得られた。2）骨癒合までの期間は、平均6.8ヶ月であっ
た。3）骨接合法は、8例にプレートを使用した。他の2例には、K-wire、スクリューを使用し
た。軟部組織の修復法は、遊離鼠径皮弁2例、前外側大腿筋皮弁2例、有茎筋弁1例、および前腕
骨短縮2例であった。4）合併症は、深部感染が2例、偽関節が2例、プレート折損が1例に認めら
れた。追加手術は、自家腸骨移植3例、血管柄付き腓骨移植術1例、腱剥離術2例、および遊離腓
骨頭移植1例が行われた。5) DASHは、0.0～85.0と上肢機能評価では、ばらつきがみられた。遊
離皮弁や局所筋弁で治療したGustilo Type3Bの5例では、DASHが低値であった。一方、CRPSとう
つ病を発症した症例では、DASHが高値であった。【考察】広範な組織欠損を伴うGustilo3Bの前
腕開放性骨折では、皮弁を用いた積極的な軟部組織の修復が、上肢機能の再獲得に重要であ
る。
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Current Treatment Techniques of Distal Radius Fractures

○William Bennett Geissler

The University of Mississippi Medical Center University of Mississippi Medical Center

Displaced intraarticular fractures of the distal radius are a unique subset of injuries usually seen in high
energy trauma resulting in a comminuted fracture pattern.  The prognosis for these injuries depends on
radial shortening, articular reduction, and associated soft tissue injuries.  It is generally felt that the
amount of radial shortening and articular congruity are the factors that most strongly correlate with a
successful outcome.  Multiple modalities that treat this fracture include plate fixation (volar and dorsal),
external fixation, and arthroscopy.  Although controversial, plate fixation has been shown to have a faster
return to recovery.  The purpose of this lecture will be to discuss a variety of treatment options for this
difficult fracture including volar and dorsal plate fixation, fragment specific fixation, external fixation,
and limited incidences of the use of arthroscopy as an adjunct for these injuries.  Currently, the volar
approach is the most popular and has several advantages.  There is more space available for an implant,
and the concave surface of the radius helps to protect the flexor tendons.  The blood supply is less likely
to be disrupted through the volar approach.  Recently, however, the dorsal approach has started to become
more common.  The dorsal approach allows good view of the fracture fragments and has minimal
neurovascular structures to injure.  The concern is a small space is available between the skin and bone
for an implant.  Earlier designed implants had a high removal rate and risk of attenuation to the extensor
tendons.  Newer generation implants are now smoother and have a lower rate of extensor tendon
irritation.  Fractures of the distal radius are truly a wrist injury, and associated soft tissue lesions can
significantly affect the final prognosis.
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TFCC尺側損傷における生体工学的検討
Ulnar tear 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、TFCCのどの部位の損傷が遠位橈尺関節（以下DRUJ）の不安定性
を生じるかを検討した報告は少ない。また、各治療法の有効性についてもわかっていない。今
回、TFCCの尺側損傷（1B）についてDRUJへの影響、治療の効果を生体工学的に検討した。
[方法]
上肢未固定屍体7肢を用いた。単純X線像においてDRUJに変形性変化を認めるものは除外した。
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尺側損傷、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。TFCC損傷はTFC尺側から背側に向かい5mm程度のスリットを入れた。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尺側損傷では、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、損傷時に比べ、いずれの肢位においてもstiffnessの増加傾
向を認めたが、修復術のみ有意（P＜0.05）なstiffnessの改善を認めた。
［考察］
TFCCの尺側損傷ではDRUJのstiffnessの低下を生じた。このことはECU腱鞘床とTFCの連続性が断
たれることによると考えられた。また、TFCCの修復術はDRUJ安定性を改善できた。
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TFCC障害に対する尺骨短縮術の検討
Clinical Study of Ulnar Shortening for the TFCC Injury

○田嶋　 光1, 倉 明彦1, 束野 寛人1, 入江 弘基2

1熊本整形外科病院, 2熊本大学医学部附属病院救急・総合診療部

【目的】TFCC障害に対する尺骨短縮術を手術適応、プレート固定法、術後成績から検討する。
適応は外傷性損傷にはTFCC部分切除、縫合術後に症状残存例、変性断裂にはdebridemnetを加え
て尺骨短縮とする。【対象方法】2012年までの症例は15歳から77歳、男22例女35例、右35手左
26手の57例61手。外傷性18手変性断裂43手、3mm以上のulna plus variance25手、遠位橈尺関節
不安定症7手。使用プレートはKU1/3円  plate  2手、3.5DCP  plate53  手、2.7DCP
plate4手、3.5LC-LCP plate 1手、3,5DCP・2.7DCP plate 2枚固定1手で、多数例で3.5DCP
plate 6穴を近・遠位3本で固定し、術後1週で手関節装具に変更。36手に関節鏡を施行し適宜
TFCC部分切除、debridementを行い,DRUJ不安定症の2手にTFCCC縫合（1手は初回手術）、4手は
初回手術としてTFCC部分切除とした。【結果】3手が癒合不全となり、1手は掻爬・β-TCP充填
で癒合し、2手にLIPUSを行い1手は癒合。術後10ヶ月経過例を日手会手関節機能評価総合点で術
前Good12手Fair38手Poor11手から術後Excwllwnt35手Good22手Fair4手に改善。Fairの4手はCRPS
続発、DRUJ関節症、STTJ関節症、RA例の各1手であった。【考察】3.5DCP plateでの6本の螺子
固定による骨切り部の圧迫と固定力により、癒合率の向上と早期の外固定離脱が可能で、高齢
者で螺子固定が不良のときはplate 2枚を考慮する。外傷性断裂ではulna ＋variance例で症状
が遷延し短縮術の適応となり、術後DRUJ不適合による障害は個人座が大きいが、さほど問題と
はならない。
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TFCC小窩部断裂に対するDRUJ関節造影CTの有用性
Usefulness of CT Arthrography for TFCC Foveal Tear

○森友 寿夫

大阪行岡医療大学　行岡病院手の外科センター

【目的】TFCC小窩部断裂の画像診断は難しく新しい画像技術が望まれている。MRIは近年解像度
が高くなり診断率が上昇しているが特異度は低い。われわれは関節造影CTを行ってTFCC小窩部
断裂を診断してきたのでその有用性を報告する。【方法】手関節尺側部痛27例に対し遠位橈尺
関節および橈骨手根関節造影を透視下に行った後ひきつづきCTを撮影してTFCC小窩部断裂の有
無を診断した。最終診断は小窩部断裂15例、尺骨突き上げ症候群を含めたTFCC実質部損傷が12
例であった。小窩部を詳細に調べるために通常の前額面像に加えて茎状突起を中心にスライス
平面を放射状に回転させる撮像法(radial plane像)を用いた。27例のうち手術加療を施行した
17例について直視下またはDRUJ鏡で損傷の程度を確認し、術前画像診断と比較し
た。【成績】radial plane像は三角形をしたTFCCの形状に沿ってスライス面が移動するため前
額面では見えない掌側および背側橈尺靭帯の全長を見ることができた。またradial plane像で
は小窩を通るスライスを10スライス以上得ることができ、TFCC尺骨付着部断裂部が掌側優位な
のかあるいは背側優位なのかなどの局在診断が可能であった。TFCC近位面の形態は以下の５型
に分類された。 1型：正常、2型：茎状突起基部へ線状に水平方向に侵入、3型：小窩部に遠位
垂直方向に貯留、4型：小窩部貯留に加え橈骨手根関節やECU 腱鞘へ流出、5型. TFCC実質部近
位面の不整。手術所見と比較できた症例で小窩部に造影剤が貯留していた3,4型は8例でその全
例で小窩部断裂および不安定性を認め、これらの陽性所見の小窩部断裂の診断率は敏感度80%、
特異度100%であった。【結論】DRUJ関節造影CTでTFCC小窩付着部に造影剤が貯留する所見によ
り小窩部断裂がほぼ診断可能であった。

S183



1-6-22

TFCC小窩部損傷に対する直視下pull-out法修復術のsecond look鏡視
所見

Second-look arthroscopy of the open repaired 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

TFCCの小窩部損傷に対して直視下でのTFCC縫合術を行った症例に対し、術後のsecond look鏡視
を報告する。「対象および方法」2002 年9月以降、小窩部でのTFCC断裂に対して直視下での
pull-out法修復術後にsecond look鏡視を行った症例は27例27手であった。男性23例、女性
4例、second look鏡視時平均年齢30.8歳（16～49歳）、初回手術から鏡視までの平均術後経過
期間は16.9ヵ月（7～30ヵ月）であった。合併損傷は尺骨茎状突起の骨折または偽関節を13手に
認め、それ以外には舟状骨骨折、Galeazzi骨折、橈骨遠位端骨折を各1手に認めた。Ulnar
varianceは+3 mm 5手、+2 mm 7手、neutral 15手であった。Second look鏡視は併施した尺骨茎
状突起骨折・偽関節のtension band固定の抜釘時（13手）および尺骨短縮術後の抜釘（12手）
時に行い、2手では再鏡視を希望したため施行した。Second look時には縫合した三角靭帯の状
態、TFCのhook testを評価した。また、最終経過観察時の臨床成績をDRUJ evaluation system
で評価した。「結果」DRUJ鏡導入前の7手ではhook testは6手で陰性であったが、1手では陽性
だった。DRUJ鏡を施行した20手中、良好な靭帯の修復が確認できたものは19手（95%）、触診で
靭帯の緊張低下を認めたものが1手あった。臨床成績は、優25、良1、可1であった。「考察」今
回の検討ではTFCC小窩部損傷を直視下に修復するとDRUJ鏡を施行した症例中95%の症例で良好な
靭帯の修復が得られた。また、直視下縫合術は小窩部でのTFCC裂離損傷に対して96%の症例で良
以上の成績が得られた。
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陳旧性ＴＦＣＣ損傷の手術治療
The surgical treatment for the prolonged TFCC injury

○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整形外科

（諸言）TFCC損傷は、発症から診断に時間がかかったり、時間が経過してから手術治療を考慮
することがある。TFCC損傷に対する手術療法は、部分切除術、修復術、再建術があるが、我々
は、解剖学的修復を目標に尺骨小窩への再縫着を行っている。しかし、陳旧例に対する治療法
にはまだ議論がある。今回の研究は、陳旧性TFCC損傷に対する修復術の臨床成績を調査するこ
とである。（対象と方法）当科を受診しTFCC損傷と診断され、発症から6か月以上経過してから
手術治療を施行した陳旧性TFCC損傷20例である。男性11例女性9例。平均年齢33.2歳
（±13.2）。右12手、左8手。平均観察期間17.1か月（±13.6）であった。術前と最終観察時の
尺側部痛：VAS（visual analog scale）、関節可動域、DRUJ動揺性の有無、握力（患健側比）
の変化を比較し、総合評価を最終観察時の上肢障害評価表(DASHスコア)、日本手外科学会手関
節機能評価を用いて検討した。（結果）術前後の手関節尺側部痛の平均VASは70.5(±13.1)が
13.9(±5.7)へ、屈曲が74.5°(±7.4)が76.2°(±8.9)、伸展が77.3°(±10.2)が
80.6°(±4.3)、回内が79.2°(±5.7)が79.4°(±4.3)、回外が86.3°(±9.3)が
88.8°(±4.9)へ、動揺性は全例消失した。術後に握力は、23.7%(±49.5)改善した。最終観察
時のDASHスコアは11.2で、手関節機能評価は91.2であった。（考察）Trumbleらは、手術時期が
遅くなると術後の関節可動域と握力が不良になると述べているが、今回の研究から可動域制限
はなく、握力は2割増強し、総合評価は比較的良好であった。今回の臨床成績の検討からは、我
々が行っているTFCC修復術は、陳旧性TFCC損傷に対して有効な治療法の1つと考えた。
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手関節肢位が遠位橈尺関節の安定性に及ぼす影響
Effect of wrist position for distal radioulnar joint stability: A biomechanical study

○飯田 昭夫1, 面川 庄平1, 森友 寿夫2, 青木 光広3

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科, 2大阪行岡医療大学, 3札幌第一病院　整形外科

【目的】遠位橈尺関節(DRUJ)安定性に関する力学的研究は主に前腕回内外で行われてきたが、
手関節肢位に関する研究はほとんどない。今回は手関節肢位変化とTFCC構成要素の破状がDRUJ
安定性に及ぼす影響を調査した。【方法】新鮮凍結8上肢を肘関節90度屈曲位で上腕骨と尺骨を
ジグに固定し、手関節を中間位、掌屈70度、背屈70度、橈屈25度、尺屈40度に変化させた。 正
常、尺骨手根靭帯(UCL)遠位切離、遠位橈尺靭帯(RUL)尺側部切離、ECU腱床切離の3段階のTFCC
切離モデルを作成し、各段階にて手関節5肢位でDRUJにストレスを加え、尺骨に対する橈骨の動
きをElectromagnetic tracking deviceを用いて3次元的に計測した。各切離段階で橈骨移動量
を手関節中間位と他肢位でPaired Student-t testを用いて比較し、p＜0.05を有意差ありとし
た。【結果】橈骨移動量は正常では中間位6.7mm、伸展位5.0mm、屈曲位7.1mm、橈屈位4.9mm、
尺屈位5.9mmで、伸展位、橈屈位で有意に減少した(p＜0.05)。UCL切離後では中間位6.7mm、伸
展位6.4mm、屈曲位7.3mm、橈屈位6.0mm、尺屈位7.1mmで、橈屈位で減少傾向(p=0.1)であっ
た。RUL切離では中間位13.3mm、伸展位12.0mm、屈曲位13.4mm、橈屈位9.4mm、尺屈位
13.7mmで、橈屈時で有意に減少した(p＜0.01)。ECU腱床切離では中間位20.6mm、伸展位
21.3mm、屈曲位21.0mm、橈屈位21.0mm、尺屈位20.9mmで、RUL尺側部切離で認めた手関節橈屈位
での減少は消失した。【結論】正常手関節においてDRUJは手関節伸展、橈屈位で安定し、UCLの
緊張が伸展時の安定性に関与している。また、TFCC尺側部断裂においてECU腱床が保たれれば手
関節橈屈位でDRUJは安定し、ECU腱床がその安定性に寄与している。手関節中間位に加えて伸
展、橈屈位での不安定性評価を行うことで、TFCC損傷部位を推測できる可能性が示唆された。
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尺骨短縮術による遠位橈尺関節の変化と術後成績
Radiographic change of the Distal Radioulnar Joint after Ulna Shortening Osteotomy and Clinical Results

○三戸 一晃1,2, 中村 俊康2, 佐藤 和毅2, 井口 理1

戸山 芳昭2

1練馬総合病院　整形外科, 2慶應義塾大学医学部　整形外科

尺骨短縮術(USO)はTFCC損傷例などに行われ、概ね良好な成績が得られる一方、遠位橈尺関節
(DRUJ)の適合悪化による症状の出現が危惧される。今回、われわれはUSO後のDRUJの変化および
術後の臨床成績との関連をretrospectiveに検討した。【対象】当院関連施設にて2003～9年の
間にTFCC損傷と尺骨突き上げ症候群に対してUSOを施行し、術後2年以上経過フォローできた132
例143手を対象とした。右70、左73、両側11で、男54、女78、平均年齢は42.0歳であった。平均
経過観察期間は、43.3ヵ月であった。平均短縮量は、2.2mmであった。術前と最終経過観察時点
でのX線正面像でDRUJの変化を検討した。臨床成績の評価には中村の評価法を用いた。【結果】
関節症性変化(OAC)は30手(21％)、Remodelingによると考えられる関節の再適合は52手(36％)に
みられた。OACはsigmoid notch inclination(SI) negative 75手中14手(19％)、ulnar seat
inclination(UI) negative 40手中5手(13%)にみられた。SIとUIの差が31°以上の7手中5手
(71％)にOACが見られ、統計学的に有意であった(p=0.003)。術後成績は優 124、良 18、可
1で、OACが術後成績には統計学的に有意な影響を与えなかった。【考察】USOによりDRUJはOAC
より関節が再適合する場合が多く、SIやUIの影響はなかった。またOACによる臨床成績の悪化も
なかった。SI、UI差が31度以上であることが、統計学的なOAC発症のリスク因子であった。　
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尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術施行後の成績に影響を与え
る因子の検討

Factors Affecting Middle Term Results of Ulnar Shortening Osteotomy for Ulnocarpal Abutment

Syndrome

○佃 幸憲1, 船越 忠直1, 加藤 貞利2, 岩崎 倫政1

1北海道大学　医学部　整形外科, 2北海道整形外科記念病院

【目的】尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術の術後成績は良好であると言われ、広く行わ
れている。本研究の目的は尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術後の中期臨床成績に影響を
及ぼす因子を検討することである。
【方法】当院で最低5年経過観察が可能であった21例を対象とした。経過観察期間は8年7カ月±
3年2ヶ月(平均±SD）、手術時年齢は43.9±11.9(平均±SD）歳であった。手関節可動域
（ROM）、握力、Mayo wrist score(MWS)を術前、最終経過観察時で比較した。術後成績への影
響因子として年齢、性別、罹患側、発症から手術までの期間、手術前の臨床項目（ROM、握力、
単純X線正面像でのulnar variance）を選択し、MWS、Disability of the Arm, Shoulder, and
Hand(DASH) score、Patient-Rated Wrist Evaluation(PRWE)、visual analogue scale(VAS)と
の相関に関して多変量解析を行った。
【成績】ROMは尺屈が術前36.3度から術後43.7度と有意に改善し、MWSは術前60.3から83.9と有
意な改善を認めた。術後MWSへの影響因子としては手術時年齢、術前ulnar variance、術前手関
節掌屈が認められた。また、術前手関節掌屈とDASH、PRWE、VASの間に相関を認め、術前手関節
背屈、尺屈とDASH、PRWEの間にも相関を認めた。
【結論】手術時年齢が低いこと、術前手関節掌背屈、尺屈が大きいこと、術前ulnar variance
が大きいことが良好な術後成績に影響を与える因子であった。本研究より尺骨突き上げ症候群
に対する尺骨短縮術は術前の可動域制限が著明になる前に行われるべきと考えられた。また、
術前plus varianceが大きい症例で、術後成績が良好であったのは、短縮術の適応として著明な
plus varianceがないこと、遠位橈尺骨関節症変化が軽度であることが関係していると考えられ
た。
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尺骨突き上げ症候群に対する尺骨頸部楔状短縮骨切り術（北野法）
の治療成績

Clinical Outcome of Ulnar Neck Wedge Osteotomy for Ulnar Abutment Syndrome

○久保 伸之1, 森友 寿夫2, 正富 隆1, 行岡 正雄1

1行岡病院　整形外科, 2行岡医療大学

【目的】手関節尺側部痛もたらす代表的な疾患に尺骨突き上げ症候群およびＴＦＣＣ損傷があ
る。我々は、主に尺骨突き上げ症候群に対して、尺骨頸部での楔状短縮骨切り（北野法）を施
行し、良好な成績を収めたためこれを報告する。
【対象と方法】対象は19例、19手関節で、原因疾患はＴＦＣＣ損傷2例、尺骨突き上げ症候群17
例であった。術前の画像所見ではulna variantが平均1.9mm（１～3mm）であった。手術方法
は、全例背側からのアプローチで、第5コンパートメントより遠位橈尺関節（ＤＲＵＪ）を展開
し、尺骨頭を露出、頸部を2～3mm楔状に骨切除し、骨頭からハーバードタイプのスクリューを
挿入して骨切り部の固定を行った。術後は3週間long armまたはsugar tong型のsplintを使用し
て回内外を制限したのち、可動域訓練を行った。
【結果】平均経過観察期間は13か月（3～72か月）であった。全例で骨癒合が得られ、術前の疼
痛の著明な改善を認めた。一例でscrewの刺激症状があり抜釘を要した。術後レントゲンでの
ulna varianceは平均-0.5mm（-2～0mm）であった。可動域は術前、術後に大きな変化は認めな
かった。
【考察】尺骨突き上げ症候群に対して、骨幹部での尺骨短縮骨切り術（Milch法）が一般に施行
され、良好な成績を収めている。Milch法は有用な術式であるが、侵襲がやや大きくなること、
尺骨骨幹部で骨切りするためしばしば遷延治癒、偽関節を認めること、plateの種類や固定の場
所によってはしばしば尺側手根伸筋（ＥＣＵ）のirritationを生じることなどの問題がある。
北野法は、術前ＤＲＵJの不安定性のない症例を選んで行えば侵襲も少なく偽関節の可能性も低
い優れた術式であると考える。
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薄骨・骨膜温存を意図した尺骨短縮術による骨切り部の早期骨癒合
効果

Effect of preservation of cortico-periosteal attachment on bone healing at osteotomy sites after ulna

shortening osteotomy

○浜田 佳孝1, 日比野 直仁2, 吉岡 伸治2, 笠井 時雄3

花岡 尚賢4

1徳島県立中央病院　整形外科, 2徳島鳴門病院, 3高松市民病院, 4稲山病院

【目的】尺骨短縮術は圧迫器具等により簡便な手術となったが，骨癒合に長期を要する症例も
多い．骨癒合に重要な骨膜の温存により早期骨癒合できる可能性がある．尺骨短縮術の際，極
力骨膜の連続性や血行を温存するように手技を変更した前後で骨癒合期間を比較した．
【方法】同一術者が尺骨短縮術を行った26症例26手関節を対象とした．この内，2009年以後に
手技を変更して行った16症例16手関節を骨膜温存群とした．内訳は男性12例，女性4例．手術時
平均年齢は49.4歳（31～77歳）平均短縮長4.6±2.2mmであった．これ以前の10症例10手関節を
従来群とした．内訳は男性6例，女性4例．手術時平均年齢は54.6歳（30～78歳）平均短縮長5±
3.5mmであった．尺骨短縮術手技上の工夫点は，まずプレート設置する掌側のみ筋膜と筋体の一
部を少し残す程度の厚みを残して展開した．この上に，プレートを設置して骨切り部位を定め
ると，骨切り部位の周囲のみ，最初はメスで続いて小さなノミとメスで骨膜を極力軟部組織に
付けるようにして骨に彫り込むように剥がした．骨切り開始部位から反対側となる最深層部位
は，ノミを縦に入れて細長くスパイク状に骨を残すように心がけた．骨癒合の判定は，骨膜の
連続性の獲得が確認できた時期，骨内部まで連続性の獲得が確認できた時期を単純Ｘ線で行っ
た．統計学的にt検定にて有意確率0.05未満を有意差ありとした．
【成績】骨膜/骨内部までの連続性が確認できた期間は 骨膜温存群(7.6w/13w)　従来群 (9.5w
/21w)であった．骨癒合の完成と判断した骨内部までの連続性が得られるまでの期間が有意に短
縮された．骨癒合が得られなかった偽関節症例は従来群で1例生じた．
【結論】骨膜温存尺骨短縮術の試みは，骨切り部位表面の仮骨形成を早める傾向があり，有意
に骨癒合の完成を早めた．

S190



1-6-29

橈骨からの血管柄付き骨移植を用いた部分手関節固定術の手術成績
Partial carpal bone fusion with vascularized bone grafting from the radius

○根本 哲也1,3, 川崎 恵吉2, 稲垣 克記1, 原 由紀則3

田尻 康人3

1昭和大学　医学部　整形外科, 2昭和大学横浜北部病院, 3都立広尾病院

はじめに】STT関節固定術をはじめとした部分手関節固定術は月状骨壊死、手根骨間関節症、手
根骨不安定症に対して一般的に行われる治療法となってきている。しかし、遊離骨移植を用い
た固定術では0～27％の偽関節率が報告されている。進行期月状骨壊死の４例およびＳＴＴ関節
症の3例に対する部分手関節固定術を血管柄付きで行い、全例で骨癒合が得られ、ほぼ全例で良
好な成績が得られたため報告する。対象と方法】対象は7手7名、月状骨壊死病の4例はLichtman
分類 stage 4、ＳＴＴ関節症の3例はCrosby分類 grade 3であった。手術施行時の平均年齢は
61.7歳で男性3名、女性4名、右6例、左1例であった。月状骨壊死の男性１例は関節リウマチの
既往があり、舟状骨および有頭骨壊死様病変を合併しており、女性の１例は同側の手根管症候
群を合併していた。術後経過観察期間は平均3年9か月であった。月状骨壊死の１例に舟状骨・
有頭骨関節固定術を行い、ほかの６例にはSTT関節固定術を行った。血管柄付骨移植術は
Zaidemberg法に準じて橈骨遠位部から血管柄付の骨片を採取し、関節面の軟骨を切除して、同
部位に移植し、K-wireおよびheadless screwによる固定を行った。術後はシーネ固定とした。
手根管症候群の合併例では手根管の開放を行った。結果】全例で骨癒合が得られた。術後疼痛
は、月状骨壊死の1例で、新たな疼痛が出現し、Saube-Kapandｊi法を行った。可動域の平均
は、背屈46°、掌屈30°、握力は21kgで月状骨壊死の1例を除いた６例でＡＤＬ上は満足な結果
が得られた。合併症は認めなかった。まとめ】血管柄付き部分手関節固定術は、全例で骨癒合
が得られ、血管柄付骨移植術は有用な治療法と考えられた。
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舟状有頭骨間固定術の小経験
Clinical Results of Three Cases of the Scaphocapitate Arthrodesis

○稲垣 弘進, 佐伯 将臣

豊田厚生病院　整形外科

【はじめに】舟状有頭骨間(SC)固定術を行った3例の治療成績と問題点について報告する。【症
例1】31歳男性。アメフトで右手関節を捻ったが放置。受傷後2年で洗髪中に小指屈筋腱断裂を
合併し受診。3DCTなど画像所見で陳旧性月状骨周囲脱臼と診断し手術を行った。変形した月状
骨を切除し腱球移植＋SC固定術を施行し、腱移植も行って6週間ギプス固定をした。術後1年で
は元職に復職し、日手会機能評価は90点でexcellentであった。最終画像所見ではCHR(carpal
height ratio),STR(scaphoid translation ratio),UDR(ulnar carpal distance ratio)はすべ
て術前と著変なかったが、舟状骨近位尺側-橈骨間にOA変化を認めた。【症例2】54歳の糖尿病
の男性。階段から落ちて左手をついて受傷し8週間後受診。画像所見で陳旧性月状骨周囲脱臼と
診断し手術を行った。同様に月状骨を切除し腱球移植＋SC固定術を施行したが、三角有鉤骨間
の不安定性が強くpinningを追加した。3週で感染のため抜pinしシーネ固定を3週間追加した。
術後2年では機能評価は85点でexcellentでありトラック運転に復職した。CHR,UDRは術前後で著
変なくSTRは低下した。舟状骨近位尺側-橈骨間にはOA変化を認めた。【症例3】42歳男性。7年
来の左手関節痛にて受診。MRI等でKienbock病stage4と診断し手術を行った。月状骨切除し腱球
移植＋SC固定術を施行、6週間ギプス固定を行った。術後15か月では機能評価は90点で
excellentでありトラック運転に復職した。CHR,UDRは術前後で著変なくSTRは低下した。橈骨舟
状骨間の接触面が増加し同部のOA変化を認めた。【考察】SC固定術はSTT固定術と比べて手根部
への力学的影響や術後可動域に差がないと報告され、手技がより簡単で骨癒合が早期に得られ
治療成績も良好であって推奨したいが、舟状骨の尺側変位とOA変化を来し易い。
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橈骨月状骨間固定術における固定法はKirshner鋼線で十分である
Kirshner Wire Fixation is Appropriate for Radiolunate Fusion

○児玉 祥, 水関 隆也

広島県立障害者リハビリテーションセンター　

【目的】橈骨月状骨間固定術はRA,OA等で時折利用される術式である．固定材として利用される
のは，double compression screw, staple, Kirshner鋼線等多様である．我々は1996年以
来，Kirshner鋼線単独による固定術を行い，良好な成績を得ている．本検討では術式を紹介
し，成績を検討する.【対象と方法】1996年から2013年にKirshner鋼線単独固定による橈骨月状
骨間固定術を施行した15例15手関節を対象とした． 男性3例女性12例,手術時年齢は平均
51.3歳，現疾患はRA8例，Kienböck病4例，OA2例であった．手術は標準的な背側侵入路を用い，
月状骨と月状骨窩の関節表面を切除，月状骨整復の後，橈骨茎状突起から月状骨へ向け2本の
Kirshner鋼線を刺入した．2例で腸骨より2例で尺骨頭より骨移植を行った．これらの症例に対
して手関節可動域，握力，疼痛，単純X線にて骨癒合の有無を評価した．平均経過観察期間は29
カ月（3-168）であった．【結果】掌背屈可動域は術前55.0°から術後58.1°，握力は術前
19.1kgから術後28.8kgとなった．疼痛はほとんどの症例で消失し最終調査時VAS 0.3であっ
た．X線上全例で骨癒合が得られ，尺側偏位，掌側脱臼の進行は認めなかった．また経過中RAの
1例で手関節全固定に，1例で近位手根列の固定，1例で月状舟状骨間の固定に進行してい
た．【考察】Kirshner鋼線固定は月状骨の固定位置を調整し易く，RA手関節の様な骨量が少な
い患者においても固定を得る事が出来る．橈骨月状骨間固定の達成に必要な力は圧迫力であ
り，忌避すべき力は捻じりと剪断力である．鋼線を複数用いることにより捻じり力を防ぐこと
ができ，剪断力も橈骨茎状突起から強斜位で刺入することにより防ぐことができる．今回の検
討では月状骨の再転位を防ぎ骨癒合を得るのにKirshner鋼線固定は十分目的を果たしていた．
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SLAC wristに対する近位手根列切除術の治療成績
Clinical Results of Proximal Raw Carpectomy for SLAC wrist

○松井 雄一郎1, 船越 忠直1, 瓜田 淳1, 本宮 真2

岩崎 倫政1

1北海道大学　整形外科, 2釧路労災病院　手外科センター

【目的】近位手根列切除術 (proximal raw carpectomy：以下PRC)は、scapholunate advanced
collapse wrist (以下SLAC wrist)に行われる手術方法の一つであり、当科ではstageIIに対し
行っているが、治療成績の報告は少ないのが現状である。そこで今回我々は、SLAC wristに対
するPRCの治療成績を検討したので報告する。
【方法】対象は2002年から2011年までに治療した5例5手で男性2手、女性3手、全例右利き、手
術側は右2手、左3手、平均手術時年齢が62歳 (52～77歳)、平均術後観察期間は4.5年 (1～
10年)であった。手術は手関節背側侵入し近位手根列を切除した後、有頭骨近位関節面を橈骨月
状骨窩に適合させ、橈骨茎状突起からKirschner鋼線にて一時的固定を行った。術後4週で
Kirschner鋼線は抜去した。手術前後の関節可動域、握力、Modified  Mayo  Wrist
score、DASH、単純X線を用いて評価した。
【成績】疼痛は全例で改善した。術前手関節屈曲/伸展は平均43°/45°、最終経過観察時平均
45°/54°と可動域は保たれ、握力は健側比で60％から83％と有意に改善した。最終経過観察時
にはModified Mayo Wrist scoreは平均81点でgoodが4手、fairが1手であり、DASHも12.1点と臨
床成績は良好だった。単純X線では5手中3手で橈骨有頭骨間の関節症性変化を認めた。また、術
後合併症は1手に手根管症候群を認め、術後2か月で手根管開放術を行った。
【結論】SLAC wristに対するPRCは、全例で疼痛は改善し可動域も保たれ、握力も有意に改善し
た。術後X線所見において橈骨有頭骨間の関節症性変化を認めても臨床成績は良好であり、SLAC
wristに対するPRCは有用な術式であることが示された。　
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SNAC wristに対する橈骨橈側閉じ骨切り術の経験
Radial closing wedged osteotomy of the radius for the SNAC wrist

○田嶋　 光, 倉 明彦

熊本整形外科病院

【目的】SNAC wrist(scaphoid non-union advanced collapse)に対しては、病期に応じて数種
の再建法がある。キーンベック病に行っている橈骨橈側閉じ楔状骨切り術と舟状骨偽関節部へ
の血管柄付き第２中手骨骨移植を本症に行い、橈骨・舟状骨関節の圧応力分散による除圧と舟
状骨再建を企図して術後早期に除痛効果を得たので報告する。【対象・方法】手関節痛により
労作障害が強い68歳54歳の男性２例で、共にＸ線上舟状骨骨折は線維性癒合で舟状骨近位骨片
の硬化・萎縮像と関節症変化が強く、Watson分類ではstage２である。手術法は橈骨遠位骨幹端
での橈側閉じ楔状骨切りとしてlocking plateで固定し、舟状骨偽関節部には血管柄付き第2中
手骨骨移植を加えた。Radial inclinationは共に術前24°から術後12°に減少しulnar
varianceは0mm、＋2mm、となる。２週のシーネ固定とその後は適宜装具下に運動負荷とし
た。【結果】術後早期に手関節痛は著明に改善し、JSSH手関節機能障害評価基準では、各々術
後1年10ヶ月1年5ヶ月で疼痛は0から15点、10から20点、職業復帰は0から20点5から20点に改善
した。【結論】キーンベック病に対する橈骨橈側閉じ楔状骨切り術の良好な結果は確立してい
るが、より橈側に関節症病変がある本症に対しても除圧・除痛が期待できるかの報告は無い。
自験例からは舟状骨自体の修復は十分ではないが、本疾患に対しても圧応力分散を目的とした
橈骨のRadial inclinationを減少させる骨切り術により、早期の除痛が得られ今後試みてよい
手術法と思われた。
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手指変形性関節症のX線学的重症度と骨密度の関連について
Association between radiographic severity of osteoarthritis of finger joints and Bone mineral density

○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】骨量減少は変形性膝関節症を増悪させるという。非荷重関節に生じる手指変形性関節
症のHeberden結節、Bouchard結節、母指CM関節症の進行に骨密度減少は関与するのであろう
か。本研究の目的は手指変形性関節症の進行増悪と骨密度Bone mineral density（以下BMD）減
少についてどのような相関があるか調査検討することである。
【方法】対象は2013年4月から9月に手指関節痛を主訴に当院を訪れ単純X線像で変形性関節症と
診断された患者23名で、女性18名、男性5名、年齢は60歳から85歳（平均70.7歳）であった。変
形性関節症のX線分類はKellgren/Lawrence(KL)grede(0-4)を用いた。解析は症例ごと、それぞ
れの関節のKL gradeの平均値を用いた。BMDはDEXAで計測した椎体BMDを用いた。手指変形性関
節症の重症度とBMD、握力、疼痛Visual analog scale（以下VAS）について年齢とBMIによって
補正を行った偏回帰係数(r)を用い統計解析を行った。統計学的有意水準は５％未満とした。
【結果】BMDとHeberden結節のX線学的重症度について有意な相関は認めず（相関係数：-
0.391）、Bouchard結節と母指CM関節症についても有意な相関は認めなかった。また各々の関節
症のX線学的重症度とVAS、握力も有意な相関は認めなかった。
【考察】荷重関節である変形性膝関節症のX線学的重症度増悪は骨密度減少と相関すると
Isbagioらは報告している。一方非荷重関節である手指変形性関節症罹患と中手骨骨密度につい
て戸羽らは関連なしと報告しており、Zoliらは椎体骨密度は手指変形性関節症罹患と関連あり
と報告している。われわれの調査では年齢BMI補正した統計解析で全身骨密度減少と手指変形性
関節症の重症度進行に有意な相関は見出せなかった。手指変形性関節症の進行増悪は全身骨密
度減少以外の因子が大きく関与している可能性がある。
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DIP，PIP関節変形性関節症と甲状腺機能低下症との関連はあるか
Is hypothyroidism a cause of osteoarthritis of DIP and PIP joint?

○成澤 弘子, 牧 裕, 坪川 直人, 森谷 浩治
依田 拓也

新潟手の外科研究所

【目的】DIP関節変形性関節症（へバーデン結節），PIP関節変形性関節症（ブシャール結
節）は，日常診療でよく遭遇する疾患であるが，原因は不明で，有効な治療法は確立されてい
ない．私たちは，これらの変形性関節症と甲状腺機能低下症との関連が高いことに気づき，対
象疾患患者の一部に甲状腺機能検査を行ってきたので結果を報告する．
【方法】2012年9月から2013年9月までの期間に当院を受診し，複数のDIP，PIP関節変形性関節
症を有する患者のうち，高脂血症，手指冷感，冷え症，不眠など甲状腺機能低下症を疑わせる
症状を有する症例に対して，FT3，FT4，TSHおよび抗サイログロブリン抗体検査を行った．
【結果】症例は210例であった．TSH10.00μIU/mL以上が3例，5.00以上10.00未満が11例，4.0以
上5.0未満が10例であった．TSHが5以上の症例は全例甲状腺機能低下症であった．橋本病で高値
となる抗サイログロブリン抗体の高値例は35例であったが，内24例の甲状腺機能は正常範囲で
あった．
【結論】甲状腺機能低下症による手指関節変形性関節症についての報告はほとんどない．吉野
らは，40歳代のDIP関節変形性関節症症例は，明らかな甲状腺機能低下症のない橋本病であった
と報告している．私たちの調査ではDIP，PIP関節変形性関節症は甲状腺機能低下症および橋本
病との関連が高いことが判明した．また甲状腺機能低下症例はすべて当院で初めて指摘された
ことから，DIP，PIP関節変形性関節症症例に対して甲状腺機能検査を行うことは有用と思われ
た．さらに甲状腺機能が正常で，抗サイログロブリン抗体のみ高値の症例も少なからず存在す
ることから，甲状腺機能正常例においても橋本病を考慮して検査を行う必要があると思われた.
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PIP関節症（Bouchard結節）症例の検討
第１報：当科での臨床像

Clinical assessment of Proximal Interphalangeal Joint Arthritis (Bouchard's nodes)

○戸張 佳子, 平瀬 雄一, 桑原 眞人, 戸田 千里
加藤 真里

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】当科を受診したPIP関節症（Bouchard結節）の臨床像について報告する。
【対象と方法】過去3年間のうちに当院を受診したPIP関節症患者約420例から無作為に190例522
関節を抽出し、主訴、画像所見、合併症について検討した。
【結果】男性12％、女性88％、平均年齢59歳。罹患側は右のみ61例（32％）、左のみ44例
（23％）、両側84例（44％）。罹患指は中指31％、環指30％、示指23％、小指16％の順に多か
った。Heberden結節合併例は71％、母指CM関節症合併例は22％、両者の合併例は15％見られ
た。X線ではKellgren  &  Lawrence分類でgrade  0：21%、grade
1：16％、grade2：33％、grade3：16％、grade4：15％であった。主訴は痛み59％、変形18％、
拘縮9％で、X線で変形を認めるが主訴のないものは22％であった。X線上関節症変化が少ない時
期に、痛みを訴える割合が高かった。発症のピークは男性が50代後半、女性が50代前半であ
り、痛み→変形→拘縮→症状なしの順に年齢が高くなった。屈筋腱腱鞘炎は66％合併してお
り、X線上関節症変化の少ない時期に合併する頻度が高く、屈筋腱腱鞘炎合併群は非合併群に比
べて有意に年齢が低かった。また、手根管症候群の合併率は男性9％、女性13％であった。
【考察】PIP関節症の発症のピークは50代であり、圧倒的に女性に多い。利き手に関係なく発症
し、更年期障害の時期と重なることから、女性ホルモンの変動と関連して起こるのではないか
と推察される。また、初期には屈筋腱腱鞘炎を伴うことが多い。屈筋腱腱鞘炎の合併率は一般
住民の有病率（10.5％）より明らかに高く、発症要因のひとつと考えられる。進行するに従い
変形が進行し、拘縮すると、痛みは減少するが機能的に大きな障害を残す。
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PIP関節症(Bouchard結節)症例の検討第２報：当科での手術法の変遷
Clinical assessment of Proximal Interphalangeal joint arthritis (Bouchard's node) 2nd. report : Surgical

treatment

○平瀬 雄一, 桑原 真人, 戸張 佳子, 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：現在までにPIP関節の疼痛や可動域制限を主訴に当科を受診した症例はおよそ420例いた
と思われるが、このうちでPIP関節のQOL改善を目的に手術を試行した症例は165例247指であっ
た。当科における手術法の変遷について検討する。症例：247指のうち、関節固定は５指、人工
関節置換（再置換を含む）は６指、切腱術は235指であった。切腱術は浅指屈筋腱尺側のみに対
する部分切除が193指、浅指屈筋腱全切除が44指であった。結果：関節固定は全例で疼痛は消失
し、術前の可動域がほぼ０度であったため、固定しても術後の満足度は高かった。人工関節は
全例でAvanta人工指関節を使用した。平均可動域は60度で痛みはなくなったがピンチ力の低下
を訴える症例がわずかに存在した。切腱術は、当初、浅指屈筋腱の尺側腱のみの切離を行って
いた。痛みは術前に比して10分の１に激減したが、可動域の改善は%TAMが72.75から80.5%とさ
ほど改善しなかった。また、術後２年以内に、一旦消失したPIP関節痛が再燃する症例が10%程
度に見られ、ばね指の発症が23%に見られた。そこで、最近は浅指屈筋腱全切除を基本としてお
り、疼痛・DASH scoreの改善は尺側腱切除と変わらず著明に改善しているだけでなく、%TAM平
均が63.70から75.80度と可動域の改善も向上した。握力、患指ピンチ力は何れも術後に改善し
た。考察：遷延した腱鞘炎により腫大した浅指屈筋腱がPIP関節を慢性的に牽引して関節軟骨の
破壊が起きている症例が多いと推察される。切腱術は理にかなった術式で、特に浅指屈筋腱全
切除は小さな手術ながら症状緩和にきわめて有用である。また、リウマチ性ではない変形性関
節症のための新たな人工関節の開発が待たれる。
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CM関節をのぞく手指関節固定術の検討
Arthrodesis of the digital joint excluding the carpometacarpal joint

○田崎 憲一1, 岡崎 真人1, 西脇 正夫2, 池田 崇3

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, 3池田整形外科

手指関節固定術に関する成書での記載は見られるが、まとまった治療成績の報告は少ない。自
験例を調査し問題点を検討した。【対象と方法】過去11年間に当科で手指関節固定術を行い、
経過観察可能であったCM関節を除く27例33関節を対象とした。原因疾患はHeberden /Bouchard
など原発性OA 7例、外傷後など二次性OA 6例、RA 8例、化膿性などの関節炎4例、挫滅など関節
損傷2例で、男7女20例、年齢は34～75（平均56.3）歳、右19左9手で、両側例1例、片側2指例
2例、片側4指例1例であった。これらの部位別頻度、関節固定角度、骨癒合に要した期間、平均
15.7（2.5～103.5）カ月での調査で握力、母示指ではピンチ力を測定し評価した。【結果】母
指14関節（IP: 8 /MP: 6）、示指9関節（DIP:7 /PIP: 2）、中指3関節（2 / 1）、環指3関節
（2 / 1）、小指4関節（1 / 3）で、指のMP関節はなかった。内固定ではK鋼線単独5例は指
DIPに、鋼線締結法（TBW）14例は母指MPと指PIPに、Herbert/Mini Acutrak screw 5例は母指
IPに、Acutrak fusion screw 5例は母指IPや指DIPに、Acutwist 4例は指DIPに使用し、K鋼線や
TBWでは抜釘を要した。関節固定角度は平均で母指IP: 23.3°、母指MP:14.8°、指DIP:2.7°、
指PIP:23.7°であった。骨癒合は平均2.4 カ月には得られ、痛みは消失し、握力、ピンチ力は
それぞれ健側の89％、85％であった。【考察】Headless screwなど内固定材の進歩により、関
節固定手技は簡便になったが、術中のscrewの逸脱や指節骨の折損を防ぐために、術前の骨の髄
腔とscrew径の比較検討や固定角度決定が大切である。一方、TBWは術中微調整ができ強固な内
固定も期待できるので、PIPやMPではscrewよりも優れた固定法と考える。固定屈曲角度につい
ては尺側指では大きくすべきとされるが、厳密にこだわらなくて良いと考える。
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ラット頚髄神経の節前損傷と節後損傷における組織学的所見の比較
検討

Histological comparisons between the preganglionic and postganglionic brachial plexus injuries in rats

○野口 貴志, 太田 壮一, 柿木 良介, 貝澤 幸俊
松田 秀一

京都大学大学院　医学研究科　整形外科

【目的】
神経根引き抜き損傷により、脊髄前角内の運動神経細胞数は減少する。しかし、その機序はい
まだ不明である。今回、第6頚髄神経節前損傷モデルと節後損傷モデルを作成し、組織学的、免
疫組織学的に比較検討した。
【方法】
52匹の雄SDラット（9週齢)を以下の2群に無作為に分別し、手術を施行した。A群(n=26)；節前
損傷モデル。左C5/6椎間孔周辺を剥離し、露出したC6神経根を鑷子で引き抜いた。B群(n=26)；
節後損傷モデル。左C6神経根をC5神経根との合流部のすぐ頭側で、摂子を用いて鈍的に切断し
た。術後28日目に、各群10匹ずつ4%パラホルムアルデヒドで潅流固定し、C6髄節を摘出、厚さ
40μmの連続凍結切片を作成した。Nissl染色後、脊髄前角内の運動神経細胞数を計測し、対側
（健側）との比を算出した。また、術後12時間目、3、7、14日目(各n=4)に潅流固定し、凍結切
片を作成した。術後12時間目の切片はHE染色し、その他は抗Iba1抗体で免疫染色した。統計学
的評価ではt検定とTurkey-Kramer検定を行い、p値が0.05以下を有意とした。
【結果】
術後28日目の運動神経細胞の生存率はA群：44.8±1.93％、B群：99±2.81％で、節前損傷モデ
ルで有意に生存率が減少していた(p＜0.001)。術後12時間目では、節前損傷モデルで運動神経
軸索に沿って脊髄内に出血を認めた。術後3、7、14日目の脊髄前角におけるIba1陽性細胞(マイ
クログリア)は、対側(健側)に比べて有意に増加していた(p＜0.01)が、2群間で有意差は認めな
かった。
【結論】
神経根引き抜き損傷では脊髄内の運動神経の軸索に沿って出血が認められ、運動神経細胞への
牽引力が細胞死に関与していると考えられた。節前損傷と節後損傷では、マイクログリアの反
応に差は見られず、グリア反応とは異なる機序が細胞死に関与している可能性がある。
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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
投与の疼痛行動と脊髄グリア細胞、後根神経節への効果

Effect of the Intraperitoneal Administration of Anti-p75 Neurotrophin Receptor Antibody for Behavior,

Activation of Spinal Glial Cells and Dorsal Root Ganglia in the Rat Brachial Plexus Avulsion Model

○小林 倫子, 松浦 祐介, 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 重篤な神経障害性疼痛を生じる。一方、神経栄養因
子は疼痛を惹起し、その阻害剤の疼痛抑制効果が知られている。本研究ではラットBPAモデルに
神経栄養因子の低親和性受容体であるp75NTRの阻害抗体を腹腔内投与し、疼痛行動と脊髄グリ
ア細胞、後根神経節への効果を検討した。
方法：雄性Wistarラットを用い、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、下神経幹を引き抜き1週間後に生食を投与したBPA群、下神経幹を引き
抜き1週間後に抗p75NTR抗体を濃度別に1.0μl、50μl 腹腔内投与したp75 1.0群、p75 50群を
作成(各群n=5)。疼痛行動評価はCat Walk、von Frey testを用い経時的に施行。免疫組織学的
評価は投与後3日目、15日目 に脊髄C7および右C７後根神経節を採取し評価した。脊髄ではアス
トロサイトのマーカーであるGFAPと、ミクログリアのマーカーであるIba１で染色し陽性細胞数
を計測した。後根神経節ではCGRPで染色し総小型細胞中の陽性小型細胞の割合を、またGFAPで
染色し総神経細胞中の陽性神経細胞の割合を計測した。統計学的手法はNon-repeated Measures
ANOVAを用い比較検討した。
結果：行動評価では抗p75NTR抗体投与群ではBPA群と比較し有意に疼痛閾値の上昇を認めた。免
疫組織学的評価ではIba1陽性ミクログリアは3日目で両濃度群ともにBPA群に比べ有意差はなか
ったが、15日目ではBPA群に比べ両濃度群で優位に減少した。GFAP陽性アストロサイトは3、15
日目で両濃度群ともBPA群と比較し有意に減少した（p＜0.01）。CGRP陽性小型細胞およびGFAP
陽性神経細胞の割合は3、15日目で両濃度群で有意に減少した（p＜0.01）。
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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家兎末梢神経損傷モデルにおける拡散テンソル法を用いたin vivo 末
梢神経再生の評価

In vivo evaluation of sciatic nerve regeneration of the male rabbit with diffusion tensor imaging (DTI)

○山崎 哲朗, 小田 良, 藤原 浩芳, 土田 真嗣
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

【目的】MRI撮像法の一つである拡散テンソル法（DTI）は水の分子運動を評価し，組織の微小
構造を反映する．われわれはこれまでにラットにおいてDTIを用いた末梢神経再生の評価を行っ
た．本研究では，ヒトへの応用に向けて中動物である家兎モデルを用いて，DTIパラメータと組
織学的変化および運動機能を比較検討した．【方法】日本白色家兎の右側坐骨神経を圧挫損傷
し，左側をコントロールとした．高磁場MR装置(7.04T)を用いて経時的に坐骨神経の撮像を行っ
た． DTIで得られた画像からfractional anisotropy（FA），λ¦¦およびλ⊥を算出した．再生
過程の坐骨神経を摘出して，組織学的変化を定量評価した．撮像と同時にtoe spreading
index（TSI）を用いて下肢運動機能を経時的に評価を行った．【結果】坐骨神経損傷2週間後に
FAは低下し，λ⊥は上昇した．その後FAおよびλ⊥はそれぞれコントロールの値まで回復した．
λ¦¦は明らかな経時的変化を認めなかった．修復過程にある坐骨神経の組織学的定量評価はFAお
よびλ⊥と相関した．TSIを用いた運動機能評価はFAと相関した．【考察】FAは水分子の拡散異
方性の指標となるパラメータであり，λ⊥およびλ¦¦はそれぞれ軸索対して垂直・水平方向の水
分子の拡散異方性を示している．本研究の結果から，FAおよびλ⊥の変化は神経損傷後の髄鞘の
損傷・吸収と神経再生過程における再髄鞘化を反映していると考える．われわれがラットを用
いて行った研究と同様の結果が得られており，中動物においてもDTIによる末梢神経損傷・再生
の評価が有用であることを示した． また，FAの変化は下肢運動機能の回復と相関してお
り，DTIパラメータは末梢神経の機能的回復を反映する可能性があると考えた．本研究は，DTI
による末梢神経損傷評価の臨床応用に向けた重要な基礎データを示した．
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末梢神経再生におけるBone Morphogenetic Protein-7の発現変化と局
在

Expression and localization of Bone Morphogenetic Protein-7 in peripheral nerve regeneration

○國分 直樹1, 辻井 雅也1, 植村 剛1, 平田 仁2

須藤 啓広1

1三重大学 大学院　医学系研究科　整形外科

2古屋大学　大学院　医学系研究科　手の外科

【目的】末梢神経系は再生能力を有し,神経機能の回復には軸索再生とSchwann細胞の再髄鞘化
を要する.Bone morphogenetic proteins(BMPs)は中枢神経系を含む様々な組織の発達に必須で,
近年では神経保護作用も報告されている.本研究ではラット神経挫滅モデルを用い,末梢神経再
生時のBMP-7,BMP receptors(BMPRs)の発現変化と局在を評価した.
【方法】8週齢SDラットを用い,血管クリップにて坐骨神経を挫滅した.正常群,Sham手術群,軸索
断裂群(術後1週,2週,4週,8週)でそれぞれの坐骨神経を採取し,連続切片を用いた免疫組織学的
手法,real time PCR法にて解析した.
【結果】正常群,Sham群でのBMP-7,BMPRs発現は軽度であった.軸索断裂群ではBMP-7,BMPR-1A,1B
発現は術後1週より免疫組織学的に軸索変性部で著明に増大し,同様に遺伝子学的にもBMP-
7,BMPR-1Bは軸索変性部で優位に発現増大を認めた.この変化はWaller変性と軸索再生が進行す
る4週まで維持され,神経再生が得られる8週で減少した.同様に,BMPシグナル伝達を示すp-
Smad1/5/8も発現増大を認め,局在も酷似していた.また二重免疫染色にてBMP-7はP75NTRの発現
部位と一致し,末梢神経損傷後に脱分化したSchwann細胞での発現が確認された.
【考察】炎症や腫瘍,組織再生の際に胎生期に高発現していた蛋白が再発現することは知られて
おり,中枢神経系で損傷後にBMPが再発現することや,髄鞘化に関与する可能性が報告されてい
る.末梢神経損傷後にSchwann細胞は脱分化,増殖しBungner's bandsを形成し,P75NTRの再発現や
神経栄養因子を分泌することで神経再生に重要な役割を担う.本研究にて末梢神経損傷後の
Shwann細胞でBMP-7,BMPRsの発現増大とシグナルの活性化が確認された.BMP-7は末梢神経再生に
おいてSchwann細胞を介し,軸索誘導や再髄鞘化に関与している可能性が示唆された.
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末梢神経の再生医療　‐マウスモデルにおけるiPS細胞ハイブリッド
型人工神経の長期成績と安全性について‐

Peripheral nerve regenerative medicine -Long-term efficacy and safety outcomes of bioabsorbable nerve

conduits coated with induced pluripotent stem cell-derived neurospheres for the repair of mouse sciatic

nerve-

○上村 卓也1, 高松 聖仁2, 池田 幹則1, 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】これまで我々は自家神経移植の代替治療をめざし、生体吸収性素材の神経再生誘導管
（以下人工神経）と人工多能性幹細胞（Induced pluripotent stem cell以下iPS細胞）を用い
た末梢神経の再生医療について研究を重ねてきた。マウスモデルにおいて末梢神経の再生医療
を実現すべく、坐骨神経欠損に対してiPS細胞ハイブリッド型人工神経で移植再建を行い、その
長期成績と安全性について検証した。【方法】人工神経は内層: ポリ乳酸/ポリカプロラクトン
のスポンジ共重合体、外層: ポリ乳酸のファイバーメッシュで構成される生体吸収性チューブ
（7mm長, 内径1mm, 外径2mm）を使用した。iPS細胞（マウス線維芽細胞から樹立）から分化誘
導した第2世代の神経前駆細胞塊を人工神経に播種し、生着培養させてiPS細胞ハイブリッド型
人工神経を作製した。マウスの坐骨神経に長さ5mmの欠損を作成し、人工神経単独(n=8)および
iPS細胞ハイブリッド型人工神経(n=8)の2群で移植再建を行った。再建後、48週まで継時的にマ
ウスの下肢機能回復を評価し、人工神経内の再生軸索および腫瘍化の有無について組織学的に
検討した。【結果】iPS細胞ハイブリッド型人工神経は、12週の短期成績だけなく24週および48
週の長期成績においても、人工神経単独再建群よりもマウスの下肢機能回復が促進し、再生軸
索数の有意な増加を認めた。また移植後24週および48週のすべての組織において腫瘍化は認め
られなかった。【結論】iPS細胞ハイブリッド型人工神経は、長期成績においてもその安全性と
有効性が確認された。マウスモデルにおいてiPS細胞と人工神経を用いた末梢神経の再生医療が
実現化した。今後、臨床化をめざして大型動物での検証を進めたい。
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末梢神経の再生医療　‐マウスモデルで自家神経移植に匹敵するiPS
細胞ハイブリッド型人工神経の実現に向けて‐

Peripheral nerve regenerative medicine -bioabsorbable nerve conduits coated with induced pluripotent

stem cell-derived neurospheres for the repair of mouse sciatic nerve to overcome the autogenous nerve

grafts-

○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】欧米に続き本邦でも神経再生誘導管（以下人工神経）の臨床使用が開始された。しか
しいまだ末梢神経再建のgold standardは自家神経移植であり、人工神経の治療成績が自家神経
移植に劣ることが課題の一つである。これまで我々はiPS細胞ハイブリッド型人工神経に関する
研究を行ってきたが、今回、自家神経移植に匹敵する人工神経の開発に向けて、その改良を試
みた。【方法】人工神経は内層: ポリ乳酸/ポリカプロラクトンのスポンジ共重合体、外層: ポ
リ乳酸のファイバーメッシュで構成される生体吸収性チューブ（7mm長, 内径1mm, 外径2mm）を
使用した。まず人工神経にマウスiPS細胞から分化誘導した第2世代の神経前駆細胞塊(4×
106個)を導入した。これにゼラチン(5mg)を担体としたドラッグデリバリーシステムを用いて末
梢神経再生促進因子である線維芽細胞増殖因子（FGF; 100μg）を更に付加した新規ハイブリッ
ド型人工神経を作製した。マウスの坐骨神経欠損（5mm長）を4群（C群; 人工神経単独, I群;
iPS細胞ハイブリッド型人工神経, F群; FGF付加iPS細胞ハイブリッド型人工神経, A群; 自家神
経移植）で移植再建を行った。再建後、継時的に下肢機能回復について比較検討した。12週目
に人工神経および移植神経を採取し、再生軸索について組織学的に比較検討し
た。【結果】A群、F群、I群、C群の順に再生軸索の増加およびマウスの下肢機能回復を認め
た。【考察】マウスモデルにおいて人工神経に細胞成分を付加したiPS細胞ハイブリッド型人工
神経は、成長因子としてFGFを更に付加することで末梢神経再生が促進し、自家神経移植の治療
成績にまた一歩近づいた。人工神経による末梢神経の再生医療をgold standardにすべく、今後
もiPS細胞ハイブリッド型人工神経の改良を進めたい。

S206



1-7-7

マウス筋芽細胞の脂肪分化および筋分化に対するplatelet-rich-plasma
投与効果の検討

Effect of Platelet-Rich-Plasma on adipogenesis and myogenesis in C2C12 myoblast cells

○高瀬 史明, 乾 淳幸, 美舩 泰, 無藤 智之, 国分 毅

神戸大学大学院　整形外科

【目的】腱断裂の治療には腱縫合といった修復術が行われ良好な成績が報告されているが、長
期の固定に伴って筋萎縮が生じる可能性がある。そして骨格筋は萎縮に伴って、筋の脂肪変性
を引き起こすとされている。一方で、platelet-rich-plasma(PRP)が筋や腱の治癒・再生を促す
事が近年報告されてきた。しかしその機序やPRPと骨格筋の脂肪変性における関連性はまだ不明
である。今回我々は、筋衛星細胞に由来するマウス筋芽細胞株(C2C12)の脂肪分化および筋分化
に対するPRP投与効果の検討を行ったので報告する。【方法】C2C12を購入し、1.通常培地
(C群)、2.脂肪分化培地(A群)、3.脂肪分化培地+PRP (A+P群)、4.筋分化培地(M群)、5.筋分化培
地+PRP (M+P群)に分けて培養した。3日後、real-time PCRにより脂肪分化マーカーとして
Proliferator-Activated Receptor (PPAR)γとCCAAT/enhancer binding protein (C/EBP)の発
現を、筋分化マーカーとしてMyoDとPax7の発現を測定した。また7日後に、C群、M群、M+P群に
おける細胞形態を位相差顕微鏡で観察した。【結果】real-time PCRでは、A群におけるPPARγ
とC/EBPαはC群に比べて有意に高い発現を認めたが、A+P群ではA群よりも有意に抑制された。
また、M群におけるMyoDとPax7はC群に比べて有意に高い発現を認めたが、M+P群ではM群よりも
有意に抑制された。細胞形態においてはM+P群においてC群よりも筋管形成を多く認めたが、M群
に比べそれが促進される事はなかった。【結論】PRP投与によりC2C12の脂肪分化および筋分化
は共に抑制された。従ってPRP投与により骨格筋の脂肪変性を抑制できる可能性が示唆された
が、筋分化を促進する効果は認められなかった。
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A Comparative Study of the effects of GDF-5 on MDSCs and BMSCs in an
in vitro Model

A Comparative Study of the effects of Growth and Differentiation Factor  5 on Muscle Derived Stem

Cells and Bone Marrow Stromal Cells in an in vitro Tendon Healing Model

○小笹 泰宏1,2, Zhao Chunfeng2, An Kai-Nan2

Amadio Peter C2, 和田 卓郎1

1札幌医科大学医学部 整形外科

2Division of Orthopedic Research, Mayo Clinic, Rochester

Purpose: To investigate the ability of muscle derived stem cells(MDSCs),supplemented
with growth and differentiation factor-5(GDF-5) to improve tendon healing in
comparison to bone marrow stromal cells (BMSCs),in an in vitro tendon culture
model.Methods: Eighty canine flexor digitorum profundus tendons were assigned into 5
groups: 1) repaired tendon without gel patch(no cell group), 2) with BMSC seeded gel
patch(BMSC group), 3) with MDSC seeded gel patch(MDSC group), 4) with GDF-5 treated
BMSC seeded gel patch(BMSC+GDF-5 group) and 5) with GDF-5 treated MDSC seeded gel
patch(MDSC+GDF-5 group). After culturing for 2 or 4 weeks, the maximum failure
strength and stiffness of the healing tendons were measured. Histology and gene
expression levels of collagen I, III and tenomodulin were also evaluated.Results: The
maximum failure strength of the healing tendon in the MDSC+GDF-5 group was
significantly (p＜0.05) higher than that of the no cell and BMSC groups. The
stiffness of the healing tendons in the MDSC+GDF-5 group was significantly (p＜0.05)
higher than that of the no cell group. The expression of collagen I, III and
tenomodulin mRNA was not significantly different among the groups. Implanted cells
became  incorporated  into  the  original  tendon  in  all  four  cell-seeded
groups.Conclusions: Interposition of a MDSC-seeded collagen gel patch supplemented
with GDF-5 at the repair site enhanced tendon healing in vitro tissue culture model.
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ヒト腱由来細胞シートを用いたラット腱付着部修復
Rat enthesis repair using a cell sheet composed of human tendon derived cells

○原田　 義文, 美舩 泰, 国分 毅, 乾 淳幸
無藤 智之

神戸大学　医学部　大学院　整形外科

【目的】腱性マレットに代表される腱付着部損傷は外科的再建が困難で、確立した方法がな
い。我々はこれまで腱板組織から自己増殖能、多分化能を有する幹細胞を同定・分析し報告し
てきた。しかし、これらの細胞がin vivoにおいて腱付着部修復に貢献するという報告はない。
今回我々は腱由来細胞を使用して細胞シート作成し、ヌードラット腱付着部損傷モデルの修復
部にこの細胞シート移植し、その有効性を検討した。【方法】腱板修復術の際に採取した腱組
織からcollagenase処理にてヒト腱由来細胞を分離した。温度反応性特殊培養皿(UpCell）でヒ
ト腱由来細胞(5x105)を培養し細胞シートを作成した。8週齢のヌードラット12匹の両棘下筋に
付着部損傷を作成し、ナイロン糸で断裂を修復した。右は全例修復部を細胞シートにて被覆・
縫合し（sheet群）、左は細胞移植を行わず閉創した（control群）。術後4週にToluidine blue
染色と免疫染色（Isolectin B4、Type II collagen、ヒト特異的CD31）による組織学的検討を
行った。術後8週で修復部の引っ張り試験を行い力学的評価を行った。【結果】術後4週でsheet
群はToluidine blue染色において修復部に多くの軟骨細胞を認め、免疫染色でも有意に多くの
Type II collagenの発現を認めた。Isolectin B4においてもsheet群で修復部周囲組織で有意に
多くの発現を認め、ヒト特異的CD31の発現も確認できた。術後8週での力学試験においてsheet
群では有意に高い最大破断強度を示した。【考察】腱由来細胞シートは再建した腱骨移行部の
周囲組織の血管新生を促進、Type II collagen産生を増加させた。また、力学的強度も増強さ
せ修復後の早期治癒に貢献することが明らかになった。本治療法は腱付着部損傷の修復を促進
する新たな治療法になる可能性が示唆された。

S209



1-7-10

マウス筋芽細胞株を用いた腱細胞培養系の確立
Establishment of culture system for differentiation of murine myoblast cell line into tenocyte

○植村 一貴1, 林 正徳1, 内山 茂晴1, 伊坪 敏郎2

加藤 博之1

1信州大学　医学部　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

【目的】腱細胞の分化メカニズムや機能については未だ不明な点が多い．その原因の一つとし
て，他の間葉系組織の研究で一般的に用いられている細胞株を用いた標準的な培養系が未だ確
立されていないことが挙げられる．本研究の目的は，多分化能を持つマウス筋芽細胞株
（C2C12）を用いて腱細胞の分化を促進する増殖因子を同定し，より再現性のある培養系を確立
することである．
【方法】C2C12の培養には無血清培地を用いた．増殖因子（GDF-5，6，7，8）を添加し，real-
time PCRによる腱細胞特異的マーカー（scleraxis，tenomodulin）と筋細胞特異的マーカー
（MyoD，myogenin）の定量を行った．また，分化誘導前のscleraxisの発現をRT-PCRによって確
認した．さらに，GDF-8を添加した細胞については，経時的に各発現マーカーを定量し，形態学
的な評価と免疫組織学的解析を行った．
【結果】RT-PCRの結果，C2C12は分化誘導前から既にscleraxisを発現していた．real-time PCR
では，培養5日目で，いずれの増殖因子もtenomodulinの発現を増加させたが，GDF-8ではその発
現量が最も高く，逆にMyoDの発現は最も抑制されていた．GDF-8添加後の経時的観察では， 5日
目でtenomodulin，scleraxisともに発現が最高値となった．形態学的には，GDF-8を添加した場
合，無血清培地のみの培養で観察されたmyotubeの形成は認められなかった．免疫組織学的に
は，GDF-8添加により大部分の細胞でmyogeninの発現が抑制され，tenomodulinの発現が誘導さ
れていた．
【結論】C2C12を無血清培地で培養しGDF-8を加えることにより，筋細胞への分化が抑制され，
腱細胞への分化が高率に誘導される事が確認された．
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ばね指における腱滑膜の病理組織学的検討
Histological Study of Tenosynovium from Trigger Fingers

○内橋 和芳1, 峯 博子2, 戸田 修二1, 鶴田 敏幸2

1佐賀大学　医学部　病因病態科学講座, 2医療法人友和会　鶴田整形外科

【背景】狭窄性炎症は腱鞘構造を有する部位で、腱自体の肥厚、腱鞘滑膜層の肥厚や靱帯性腱
鞘の肥厚などが原因となって腱の円滑な活動が障害される状態であるが、ばね指症例における
腱滑膜の病理組織学的所見については、国内外を含め報告がない。今回我々は、ばね指症例の
腱滑膜について病理組織学的検討を行った。
【方法】MP関節掌側の圧痛、腫脹及び弾発現象を認め、保存的加療に抗した症例に対し腱鞘切
開及び腱滑膜切除を行った。対象は38指（男性17例、女性21例、平均61.3才）である。コント
ロールとして剖検症例ならびにDupuytren拘縮症例の腱滑膜を用いた。HE染色標本による組織学
的評価、Mallory-Azan染色による線維化の評価、Dylon染色によるアミロイド沈着の評価、アル
シアンブルー染色（ヒアルロニダーゼ消化試験）によるヒアルロン酸産生の評価を行った。組
織学的評価項目は、1）滑膜表層細胞の重層化、2）炎症細胞浸潤、3）アミロイドの沈着、4）
好酸性硝子化基質の増生、5）好酸性基質内の軟骨細胞様細胞の有無である。HE染色にて腱滑膜
周囲に好酸性硝子化基質および軟骨細胞様細胞を認めたため、procollagen I（新生コラーゲン
のマーカー）、S-100（軟骨細胞マーカー）、CD44（滑膜細胞マーカー）の免疫組織化学を行っ
た。
【結果・考察】8例（21%）で滑膜表層細胞の重層化、14例（37%）で炎症細胞浸潤、2例（5%）
でアミロイドの沈着、32例（84%）で好酸性硝子化基質の増生、23例（61%）でヒアルロン酸産
生を伴う軟骨細胞様細胞を認めた。好酸性基質の増生、滑膜細胞由来の軟骨細胞様細胞による
ヒアルロン酸産生亢進が、腱滑膜の容積増大を介し、ばね指の発症、増悪に関与している可能
性が示唆された。
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指屈筋腱縫合に対する、腱-縫合部の強化の力学的、組織学的検討
Reinforcing the strength of the tendon-suture interface using 1-Ethyl-3-(3-Dimethylaminopropyl)

Carbodiimide Hydrochloride: a biomechanical study and assessment of cell viability

○樋渡 龍1,2, Zhao Chunfeng2, An Kai-Nan2, Amadio Peter2

國吉 一樹3

1国保旭中央病院　整形外科

2Mayo Clinic, Orthopedic Biomechanics Laboratory, Minnesota, USA

3千葉大学大学院　医学研究院　整形外科学

【目的】
屈筋腱縫合後に緩みや再断裂を防ぐことは、良好な成績を得るために重要である。しかし弱い
縫合法では縫合部が緩み、強過ぎる縫合法では縫合部の腱細胞が壊死してしまう。この問題を
解決するために、collagenの共有結合を促進させる薬剤である1-Ethyl-3-(3-
Dimethylaminopropyl) Carbodiimide Hydrochloride(EDC)を用い、腱-縫合糸の接触部の強化に
ついて検証した。
【方法】
イヌFDP腱36本を用いた。濃度による強度の差を検討するため、1%、10%、50%のEDC溶液を作製
し、その溶液に4-0 FiberWireを10分間浸した。controlとしてEDC溶液の代わりに生食を用い
た。それぞれ12本ずつEDCの濃度を変えて縫合した。腱のサイズ差を除外するため、腱を切断の
後、片側をEDC処理縫合糸で、もう一方を生食で縫合した。縫合法は腱実質部のみModified
Kessler縫合を行い、破断強度を測定した。さらにEDCが腱細胞に与える毒性を評価するため、
培養腱細胞上にEDC処理縫合糸を設置し24時間培養した。その培養細胞をLIVE/DEAD kitを用い
て染色した。縫合糸からの距離に応じた死細胞数を計測し、それぞれの濃度において比較し
た。
【結果】
全ての腱において縫合糸が腱を引き裂き破断した。平均最大破断強度は、1%EDCとcontrolで
22N、19N、10%EDCとcontrol で27N、19N、50%EDCとcontrol で26N、21Nであった。10%EDC対
control、50%EDC対controlにおいて、統計学的に有意にEDC群の平均最大破断強度が高かっ
た。EDCの細胞毒性の検討では、1%EDC群の第4列目を除き、各距離において50%がその他の群よ
りも統計学的に有意に死細胞数が多かった。
【結論】
10%EDC溶液は腱縫合部の強度を有意に向上させ、細胞毒性もcontrolと差がなく最適な濃度とわ
かった。EDC溶液を用いた腱縫合法は、腱-縫合部接触面を強化し、縫合の強度を高めた。
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正中神経・橈骨神経の解剖学的検討－橈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 median and radial nerve -For the purpose of nerve transfer for proximal radial nerve

injury-

○助川 浩士1, 國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 小川 泰史1

上野 啓介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】橈骨神経高位損傷の成績不良例に対しては従来、腱移行術が第一選択とされてきた
が、近年、橈側手根屈筋(FCR)枝を後骨間神経(PIN)へ、浅枝屈筋(FDS)枝を短橈側手根伸筋
(ECRB)枝へ移行する正中-橈骨神経移行術の良好な成績が報告され、今後適応が拡大する可能性
がある。しかし、報告数も少なく具体的な手技については十分に検討されていない。
【目的】橈骨神経高位損傷に対する正中-橈骨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5体10上肢を用いた。前腕を展開し、正中神経及び橈骨神経を手関節まで
剥離した。ドナーであるFCR枝・FDS枝の分枝数、神経幅、移行可能な神経長を、レシピエント
であるPINの神経幅、ECRB枝の神経幅及び神経長を計測し到達可能か検討した。FCR枝はPINへ回
外筋筋膜上で到達可能であったため、さらに効果器至近で移行するために回外筋筋膜の切離量
を計測した。FDS枝はECRB枝に到達可能であり、到達する位置を座標表示した。
【結果】分枝数はFCR枝が1.3±0.6枝、FDS枝が3.6±0.8枝、神経幅はFCR枝が1.3±0.2mm、FDS
枝が1.2±0.1mm、移行可能な神経長はFCR枝が46.0±15.8mm、FDS枝が38.8±7.3mmであっ
た。PINの神経幅は、3.1±0.5 mm、ECRB枝の神経幅は1.3±0.2mm、神経長は48.2±13.5mmであ
った。回外筋筋膜の切離量は16.8±5.8mmであった。FDS枝はECRB枝に内外上顆を結ぶラインよ
り遠位に48.2±13.5 mm、前腕の中心線より橈側に23.1±2.8 mmの位置に到達した。
【結論】全例FCR枝はPINに、FDS枝はECRB枝に移行可能であった。FCR枝をPINにさらに至近距離
で移行するために回外筋膜を約17mm切離可能で効果器付近で縫合可能であった。FDS枝とECRB枝
の縫合位置を具体的に示した。
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指静脈皮弁のためのVeinViewer Flexを用いた指の静脈解剖
Digital venous anatomy using VeinViewer Flex for pedicled venous flap

○今井 龍太郎, 松村 一, 坂本 奈津紀, 権東 容秀
渡辺 克益

東京医科大学　形成外科

【緒言】静脈皮弁（pedicled venous flap）は整容的に優れた皮弁であり、手指の皮膚欠損の
再建などに用いられる様になってきた。そして、指内での有茎皮弁を考える場合、指側方を走
行する静脈を使用しないと末梢や中枢に移動する事は困難である。しかし、静脈走行のバリエ
ーションは多く、皮弁に適した静脈を見つけられない事がある。そこで、今回我々は、健常人
の掌側から背側に走行する指背静脈の偏在について検討した。【対象と方法】対象は男性７
人、女性８人。平均年齢32.8歳。赤外線バスキュラーイメージング（VeinViewer Flex）を用い
て両側手指の撓側面、尺側面の静脈を計測した。【結果】右撓側、尺側の静脈平均本数は、母
指1.2本、0.7本、示指0.6本、1.1本、中指２本、1.4本、環指1.1本、1.7本、小指
0.7本、0.3本。左撓側、尺側の静脈平均本数は母指1.1本、0.5本、示指0.8本、１本、中指
1.5本、1.3本、環指0.9本、1.4本、小指0.5本、0.2本であった。部位としては基節部に多く認
め、末梢から中枢に向かって走行するものが多かった。【考察】掌側から背側に走行する指背
静脈は個人差、各指の偏在を認めた。左右母指尺側、小指撓側、尺側ではこの静脈を認めない
人が多かった。一方、中指、環指には多く認め、部位は基節部で末梢から中枢に走行する静脈
が多く、静脈皮弁に使用できる静脈であると思われた。またVeinViewer Flex自体も術前の静脈
検索に有用であると思われた。【結語】VeinViewer Flexを用いて、健常人の掌側から背側に走
行する指背静脈の偏在について検討した。中指、環指の基節部に多く認め、静脈皮弁に有用で
あると思われた。
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小指浅指屈筋腱破格に対する解剖学的検討
Anatomical variations of the flexor digitorum superficialis tendon of small finger

○木村 和正1, 佐野 和史2, 橋本 智久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】一般にFDSテストと実際の破格との関係に関する報告は少ない。今回、小指の浅指
屈筋(FDS)腱を解剖しその破格例に対し過去のFDSテストも含めた報告と比較検討した。
【対象・方法】対象は解剖屍体17例34手。方法は小指FDS腱停止部から小指FDS筋腹にかけて解
剖し、小指FDS腱を環指FDS腱・筋腹等の周囲組織との連続性も含めその破格について調査し
た。
【結果】34手中8手は環指小指FDS腱が同一筋腹から起始、9手は小指FDS尺側half slipの低形成
を呈していた。1手は上記を合併していた。尺側half slip低形成であった10手のFDS腱におい
て、橈側half slipは筋腹に至るまで変異を認めない。一方尺側half slipは近位に向かう程更
に低形成になり、環指FDS腱等の周囲の滑膜様組織に移行し、起始は不明瞭であった。小指FDS
腱欠損例は無かった。尺側half slip低形成を呈した8例のうち両側例は2例のみであった。
【まとめ】今回の小指FDS腱と環指FDS腱が同一筋腹から起始していたケースと類似の所見を
Kaplanは述べている。徳永は今回と同様な小指FDS尺側half slip低形成9例(25％)を報告し、こ
れは他の小指FDS腱が周囲に対して破格を有するものも含めFDSテストにおいてPIP関節屈曲角度
が有意に低下すると述べている。FDSテストで小指PIP屈曲不良であるものは実際に小指環指FDS
間の何らかの連続性が強く示唆される。また小指FDS尺側half slipの低形成は25～30％存在す
るためFDS腱縫合やFDS腱half slipを用いた再建術では橈側、尺側どちらのhalf slipを選択す
るか注意が必要である。
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健常遠位橈尺関節における橈骨と尺骨頭の位置関係：前腕回旋によ
る尺骨頭偏位について

Positional relationship between radius and ulnar head in the healthy distal radioulnar joint: displacement

of the ulnar head by forearm rotation.

○内藤 聖人1, 杉山 陽一1, 金子 和夫2, 大林 治1

1順天堂大学　医学部附属　静岡病院　整形外科, 2順天堂大学　整形外科

[はじめに] 遠位橈尺関節（以下DRUJ）における尺骨頭の背側亜脱臼は手関節可動制限や伸筋腱
損傷など機能障害を来す病態である。しかしながら、DRUJにおける橈骨と尺骨頭との位置関係
には正常範囲は定められていない。そこで、我々は健常DRUJにおいてCT画像を用いてこの位置
関係を調査したので報告する。[対象と方法]本研究に同意した手関節に外傷歴や愁訴のない男
性33名66手関節（年齢：20-40歳）に対して行ったCT画像を使用した。CT撮影は前腕回旋中間
位、回外70°そして回内70°で行った。評価方法は1)Modified radioulnar line method（カッ
トオフ値＜25）を用いて橈骨S字切痕と尺骨頭との位置関係を調査した。さらに尺骨茎状突起が
尺側手根伸筋腱（ECU）の滑車として働くことから、手関節部においてECUは他の伸筋腱群（第3
-5コンパートメント）よりも背側には位置しないと仮定した。第3-5コンパートメントの伸筋腱
床の基準線は橈骨リスター結節の立ち上がり点と橈骨S字切痕背側の点を結ぶ線と定めた。評価
方法2)として、尺骨頭がこの基準線と平行で橈骨リスター結節の頂点を通る線より背側に位置
する場合を尺骨頭の異常背側偏位とした。[結果]1)では中間位10.6 ± 7.8 %、回外14.1 ±
9.0 %、回内12.7 ± 7.8 %であり、回外位で中間位と比べ有意に尺骨頭の掌側偏位を認めた
（p＜0.02）。また、回内位での尺骨頭の異常背側偏位は1)で4/66、2)で2/66であっ
た。[考察]1)の結果より健常DRUJにおける尺骨頭は回内での背側偏位よりも回外での掌側偏位
の方が大きい傾向にあった。つまり、健常DRUJの橈尺靭帯は背側の方が掌側より緊張している
可能性が示唆された。また、回内位における尺骨頭異常背側偏位のスクリーニングとして、我
々が提案する2)は非常に簡便であり、かつ信頼性の高い方法であることが分かった。
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前腕骨間膜の解剖学的検討
Anatomical study of forearm interosseous membrane

○木内 均1, 國吉 一樹1, 助川 浩士1, 小川 泰史1

鈴木 崇根2

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】前腕骨間膜については近年、解剖学的理解が進んでcentral  band  （以下
CB）、accessory band（以下AB）、dorsal oblique cord （以下DOC）、proximal oblique
cord（以下POC）、distal oblique band（以下DOB）から成ることで諸家の報告は一致してきて
いる。しかし、本邦における報告数は決して多くはなく、今回新鮮凍結死体を用いて解剖学的
検討を行ったので報告する。【方法】上腕で離断した新鮮凍結死体12体24肢を対象とし
た。CB、AB、DOC、POC、DOBを同定して存在率を求めると同時に各付着部の中央の橈骨茎状突起
・尺骨頭からの距離を測定し、橈骨全長、尺骨全長に対する百分率として表し
た。【結果】central bandは橈骨の約57％の位置と尺骨の約32％の位置に付着部を認めた。近
位のaccessory bandでは橈骨の約67％の位置と尺骨の約52％の位置に付着を認めた。遠位
accessory bandでは、橈骨の約44％の位置と尺骨の21％の位置に認めた。dorsal oblique cord
、proximal oblique cord、distal oblique bandにおいては、それぞれ橈骨66％尺骨63％、橈
骨78％尺骨80％、橈骨7％尺骨16％の位置でに付着していた。存在率は　central band
100％、accessory band 100％、dorsal oblique cord 92％、proximal oblique cord
100％、distal oblique band 42%で認められた。【結論】各靭帯の存在率と付着位置は過去の
報告と概ね一致していた。
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手外科における保険診療

○牧野 正晴

新潟逓信病院整形外科

平成26年度は2年ごとに行われる診療報酬大改定の年度にあたっており診療報酬本体の改定率
+0.73%（消費税増加分を加味すると実質+0.1%）、医科では実質+0.11%とされている。高齢化社
会に伴う医療費抑制の目的で医療から介護への移行、急性期医療から亜急性期医療を介して自
宅での介護への移行等が基本姿勢となり、7対1看護等の入院基本料の施設基準も厳しくなると
予想される。
平成22年、および24年改定では医療技術の評価として手術点数が増加され外科医にとって歓迎
すべき改訂であったが、26年度も同様であるかは不明である。
平成26年3月上旬に予定されている厚生労働大臣からの診療・調剤報酬決定に係る告示・通知を
踏まえて手外科関連診療に係る改定を取り上げて発表する予定である。
昨年は先進4か国と日本の医療制度を比較した発表を行った。今回は医療保険の歴史を調べて、
その縦方向の変遷と横方向の現代の保険制度の比較を踏まえ、今後の我が国の医療保険制度を
考えるヒントを探る試みをしたい。
また、例年行っている保険請求Q&Aの例題も提示する予定である。
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遠位橈尺関節不安定性の徒手検査に関する生体力学的研究
Biomechanical analysis of DRUJ Ballottement test

○ソンポフ ラッサザクンワオンク1, 面川 庄平2, 森友 寿夫3

青木 光広4, 田中 康仁2

1チェンマイ大学　整形外科, 2奈良県立医科大学　整形外科, 3大阪大学　整形外科

4札幌第一病院　整形外科

【目的】遠位橈尺関節の不安定性の徒手検査として、DRUJ ballottementテストが用いられてい
る。しかしテストの評価は検者の主観に依存しており、検査の信頼性や精度についての情報は
不足している。本研究の目的は、新鮮屍体を用いDRUJ ballottementテストを行い、三次元位置
測定装置により橈尺間距離および検者の両指間距離を定量化することにより、検査の再現性と
精度を検証することである。【方法】上腕より末梢の新鮮凍結屍体１肢を使用した。５人の検
者(日手会専門医2名、日整会専門医1名、非専門医2名)が徒手検査を行った。橈尺骨遠位骨幹端
に磁気式三次元位置センサー（Ascension社trakSTAR）を設置した。さらに、検者の両母指爪甲
にも同センサーを固定した。検査中の橈骨と尺骨、検者の両母指の三次元的な位置関係を連続
的に記録した。５人の検者が、手根骨を把持もしくは把持しない２種類の方法でそれぞれ３回
ずつ検査を行った。TFCCを切断する前後で計測を繰り返した。橈尺骨間および検者両母指間の
矢状方向の動揺性を算出し、検者内・検者間の級内相関係数を求めた。さらに、手根骨の把持
により動揺性および信頼性が変化するか、TFCC切離前後で動揺性が変化するか分析し
た。【結果】検者内信頼性は手根骨把持で0.76、把持しない方法で0.82であったが、検者間信
頼性はそれぞれ0.76、0.42であった。手根骨を把持する方法が把持しない方法よりも有意に動
揺性が小さく、検者間信頼性も向上した。手根骨を把持する方法でTFCCの切断前後の動揺性の
変化が有意に上昇した。【考察】遠位橈尺関節の動揺性は、手根骨を橈骨と同時に把持する場
合に検者間での信頼性が向上し、TFCCの切断前後の変化を反映しやすい。

S219



1-7-19

橈骨遠位端関節内骨折に対する格子状固定を併用した掌側ロッキン
グプレート固定の有用性―生体力学研究―

Volar Locking Plate Fixation with Latticed Fixation for Intraarticular Fractures of Distal Radius :

Biomechanical study.

○亀田 正裕1, 長田 伝重2, 高井 盛光1, 都丸 倫代2

野原 裕1

1獨協医科大学, 2獨協医科大学　日光医療センター　整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内粉砕骨折に対し、掌側ロッキングプレート固定術の有用性は多く報
告されている。しかし、術後の骨片の再転位を来たす症例が存在する事から、当科ではその対
応策としてキルシュナー鋼線を用いた格子状固定を行っており、その臨床における有用性を報
告してきた。今回、格子状固定の有無による固定性の違いについて生体力学的に比較検討した
ので報告する。【対象】橈骨ソウボーンを用い、舟状骨窩と月状骨窩の間に矢状方向に骨切り
し、最も軸圧がかかる月状骨窩を3分割し、骨幹端部は10mmの欠損とした橈骨遠位端関節内粉砕
骨折AO C3.2モデルを作製した。掌側ロッキングプレートとしてHearty plate®(瑞穂医科)を使
用し、キルシュナー鋼線による格子状固定の有無で2群に分け、各群6例を用いた。橈骨近位部
分を強度試験機に固定し、レジンで作製した手根骨を橈骨関節面に接触させ250Nの軸圧を3000
回繰り返し負荷し、3000回目では検体が破断するまで負荷を行った。圧負荷1回目、1000回
目、2000回目、3000回目の剛性と、破断力を測定した。【結果】剛性(平均値±SD, N/mm)は、
格子状固定無し群で1回目199±44、1000回目346±52、2000回目351±46、3000回目359±50で、
格子状固定あり群でそれぞれ213±50、406±61、405±49、432±58であり、すべてにおいて格
子状固定あり群で高い傾向が見られ、3000回目では有意差を認めた。破断力（平均値±SD,
N)は、格子状固定無し群で1330±116で格子状固定あり群で1533±229で有意差はないものの、
格子状固定あり群で高い傾向であった。【まとめ】生体力学研究からも関節内骨折に対する格
子状固定を併用した掌側ロッキングプレート固定法の有用性が認められた。
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部分手関節固定後のダーツスロー運動の変化
3-dimensional kinematics of dart-throwing motion after radiocarpal and midcarpal arthrodesis

○有光 小百合, 森友 寿夫, 久保 伸之, 行岡 千佳子
正富 隆

行岡病院　手の外科センター

【目的】日常生活に重要とされる手関節ダーツスロー運動には手根中央関節が重要だといわれ
ているが部分手関節固定術後にダーツスロー運動がどう変化するかはよくわかっていない。今
回われわれは固定部位を橈骨手根関節と手根中央関節に分けてダーツスロー運動への影響を調
べた。【対象・方法】対象は部分手関節固定を行った4例で、橈骨手根関節固定（橈骨月状骨固
定）2例、手根中央関節固定2例（舟状大菱形骨固定、4-corner fusion (4CF) 各１例）であっ
た。両手関節最大橈背屈位・最大掌尺屈位の2ポジションで3D-CT撮影後、阪大式動作解析シス
テムを用い手関節可動域および回転軸の方向を3次元的に定量化した。【結果】橈骨月状骨固定
では、手関節全可動域は健側64度に対し患側53度と約82％を維持し、回転軸の方向もほぼ同一
のダーツスロー方向であった。舟状大菱形骨固定では、健側98度に対し患側80度と可動域は約
81％保たれていたが、患側では純粋な掌背屈に近い動きとなりダーツスロー運動は維持できて
いなかった。4CFにおいても手関節全可動域は健側69度に対し、患側13度と約18％に大きく制限
されており、橈尺方向にわずかに動くのみでダーツスロー運動は大きく制限されていた。【ま
とめ】手根中央関節固定術はダーツスロー運動への影響が大きいためできるだけ手根中央関節
を温存する術式 を選択するべきである。手根中央関節固定の中では自由度のある舟状大菱形骨
固定のほうが、4CFよりも手関節の可動性が残せる可能性がある。
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３DーCTを用いた変形性肘関節症の肘頭骨棘形態分類の試み
Classification of the morphology of osteophyte of the olecranon in elbow osteoarthritis using 3D-CT

○佐々木 浩一, 恩田 和範, 大木 豪介, 射場 浩介
和田 卓郎

札幌医科大学　医学部　整形外科

【目的】我々は3DCTを用いて、鏡視下切除関節形成術を行った変形性肘関節症の肘頭骨棘の形
状分類を試み、第25回日本肘関節学会で報告した．今回はさらに症例を増やし，分類の妥当性
を検証した．【対象と方法】肘関節OA に対し3DCTを行った44例45肘(男40、女5、平均年齢
51.2歳) を対象とした。術前平均可動域は屈曲111度、伸展―18度であった。CTは全例Toshiba
Medical  Systems  社製Aquilion4を用いた。3DCT画像の構築はVolume  GRID
System1000(Ziosoft)を用いた。3DCT画像を観察し、肘頭に形成された骨棘を分類した。骨棘形
態と年齢、罹病期間、職種、肘関節可動域との関連を検討した（p ＜ 0.05）。【結果】肘頭骨
棘の形態は内側型，外側型，両側型の3 種類に分類できた。内側型が11肘、外側型が11肘、両
側型が23 肘であった。骨棘形態分類と患者因子の関連性に関して，内側型の罹病期間が、外側
型に比べて有意に短かった(P=0.0009)。両側型とは有意差がなかった。また，伸展制限角度は
外側型，両側型に比べ内側型が有意に小さかった（0.002/0.001）。屈曲可動域は3 群間に有意
差は認められなかった。年齢，職業に有意差は見られなかった。【考察】変形性肘関節症の骨
棘の形態について、単純X 線を用いた三浪らの研究、解剖体を用いた宮野らの研究が報告され
ている。肘頭の骨棘形態分類の報告は渉猟しえた限りではない。伸展制限は内側型が外側型、
両側型に比べて少なかった。変形性肘関節症の肘頭の骨棘は，病状初期には内側に形成され，
進行するに従って外側に形成されていくことが示唆された．可動域制限は肘頭窩，鉤状突起・
鉤突窩の骨棘も影響すると考えられるため、今後は、これらの検討も必要と考えられた。
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上肢骨折治療に対する術中三次元CTナビゲーションの応用
Application of intraoperative three dimentional computed tomograph navigation for fracture of upper

extrimity

○金城 養典, 日高 典昭, 太田 光俊, 福田 誠

淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】コンピュータ支援手術の進歩は目覚ましく，特にナビゲーション（ナビ）手術手技へ
の応用が有用とされている．術中三次元CT（iCT）ナビは，手術室内に設置されたCTで画像情報
の取得とレジストレーションを同時に行い，ナビ手技を行う方法である．本法による上肢骨折
治療について報告する．
【方法】対象症例は19例で，男性10例　女性9例，平均年齢は56歳で，橈骨遠位端関節内骨折
9例，舟状骨骨折（遷延治癒）5例，PIP関節内骨折2例，橈骨遠位端骨折変形治癒3例であった．
手術室内設置ガントリー移動式CTはSOMATOM Difinision ASTM ，ナビシステムはKolibri
systemTMを使用し，骨折部の近傍や患肢固定台にリファレンスアレイを設置して術中CT撮影・オ
ートレジストレーションを行った後にナビ手技を行った．操作後に再度CTにて確認を行なっ
た．手技の目的と精度，手術時間について検討した．
【結果】
ナビを利用した手術手技は，橈骨遠位端骨折ではプレート最遠位スクリューの月状骨窩軟骨下
骨直下への刺入，舟状骨骨折ではカニュレーティッドスクリューのガイドワイヤーの設置，PIP
関節内骨折では陥没骨片の整復と確認，橈骨遠位端変形治癒では関節内骨切りを行う際のノミ
の刺入方向の決定などに使用した．いずれも意図した通り正確に手術手技が行われていた．重
篤な合併症はなかったが，手術時間が延長していた．
【考察】
上肢骨折治療についてのナビの応用はこれまで報告がない．iCTナビは，高い精度で鮮明なCT画
像を参照しながらナビ手術を行うことができ，またその評価を術中に行うことができる有用な
方法と考えられた．一方，使用目的がスクリューやガイドワイヤーの設置のみに限られている
こと，手術時間が延長することが今後の課題である．
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超音波検査による指神経の評価
Ultrasonographic Evaluation of the Digital Nerve in the Hand

○中島 祐子, 砂川 融, 四宮 陸雄, 竹内 実知子
越智 光夫

広島大学病院　整形外科

【はじめに】近年進歩著しい超音波装置では指神経の評価が可能となった。当科では指神経の
損傷や走行異常が疑われる症例に対して超音波検査を行っており、その有用性を検討したので
報告する。
【対象と方法】2010年6月以降に評価した25例を対象とした。内訳は指神経損傷疑い13例、腫瘍
性病変6例、デュプイトレン拘縮6例であった。損傷例では損傷の有無と程度を判断し、手術適
応決定の一助とした。腫瘍性病変やデュプイトレン拘縮では神経の走行異常を確認し、手術で
の神経損傷予防の参考にした。
【結果】指神経損傷は完全断裂8例、不全断裂2例、断裂なし2例、描出困難1例（DIP関節より末
梢例）であった。完全断裂と描出困難例の計9例に手術を行い、断裂例では画像所見と同様の所
見が確認でき、描出困難だった1例では断裂は認めなかった。腫瘍性病変では指神経との位置関
係が描出でき、手術を行った全例で画像所見と同様の所見が確認できた。デュプイトレン拘縮
ではcordと指動脈の位置関係は描出できたが、伴走している神経そのものの描出は困難なもの
が多かった。また屈曲拘縮の高度な指では検査そのものが困難であった。全例で手術を行い、
指神経の走行は指動脈とほぼ同じであったが、指基部では一部cordが間に存在する例があっ
た。
【まとめ】指神経損傷はDIP関節より末梢では描出困難であったが、中枢では可能であった。腫
瘍性病変による指神経の走行異常も同様に確認できた。デュプイトレン拘縮では指神経の走行
は指動脈の走行が参考になるが、一部一致していない例があり注意が必要であった。制限され
る点はあるが、超音波検査で指神経の病変や走行異常を確認することが可能で、指神経損傷に
おける手術適応の決定や医原性神経損傷を予防するための対策として非常に有用な検査法であ
ると考えられた。
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超音波エコーを用いた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, Middle, and Old-aged

Healthy Female Volunteers During Power Grip: Ultrasonographic and Electrodiagnostic Study of the

Carpal Tunnel

○岡本 聖司1, 橋本 健2, 安部 玲1, 鈴木 崇根1

國吉 一樹1

1千葉大学大学院　医学研究院　整形外科学, 2千葉市立青葉病院

【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）を用いて健常女性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）、壮年群（以下M群）、老年群（以下
O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女性60人
120手。Y群、M群、O群それぞれ20人40手（平均年齢 24.9歳、44.9歳、65.7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、各対象に対
し別日に2回づつ施行。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。また、各対象に対し電気生
理学的検査も施行。【結果】扁平率（%）は各群間で有意差なし。CSA（mm2）は全ての肢位でO
群で有意に大きく、高齢群ほど増大。橈尺側方向への変位量（mm）は、O群で2.61、M群で
2.69、Y群で3.20と若年群ほど大きい傾向であったが有意差なし。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。電気生理学的検査では、O群でのDMLの有意な延長
と、amplitudeの有意な低下を認めた。【考察】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、閉経に伴う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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正中神経の断面積と硬さを指標とした手根管症候群の超音波診断
Sonoelastographic Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome using The Median Nerve Cross-Sectional Area

and Elasticity

○宮本 英明1,2, 三浦 俊樹3, ハルペルン イーサン1

ヤシュク ウェルナー1, クラウザー アンドレア1

1インスブルック医科大学　放射線科, 2東京大学医学部附属病院　整形外科脊椎外科

3JR東京総合病院

手根管症候群(CTS)の診断には、臨床症状と神経伝導速度検査を用いることが標準的である
が、Bモードエコーによる、正中神経の断面積を用いた診断方法も散見される。近年、エラスト
グラフィーを用いて、軟部組織の硬さが定量的に評価できるようになった。本研究の目的は、
正中神経の断面積と歪み比による、CTSの診断精度を評価することである。[対象と方法]健常者
22人44手(男性3人、女性19人、40～88歳、平均60歳)、CTS患者31人43手(男性3人、女性
28人、39～92歳、平均63歳)を対象とした。CTSは臨床症状と神経伝導速度検査から診断した。
エラストグラフィー（日立アロカ社製HI VISION Preirus、5～18MHzリニアプローブ）を用い
て、舟状骨と豆状骨を結ぶ短軸像を描出し、正中神経の断面積と歪み比を測定した。正中神経
の歪み比は、弾性率が同一のアタッチメントカプラを基準として測定した。[結果]正中神経の
断面積と歪み比の値を用いてROC分析を行うと、断面積では11mm2、歪み比では4.3、というカッ
トオフ値が得られた。断面積のみを用いた診断法は、感度82%、特異度75%で、歪み比のみを用
いた診断法では、感度82%、特異度68%であった。検査の有用性の指標となるROC-AUCは、断面積
を用いた診断法が0.85で、歪み比を用いた診断法の0.78より大きかったが、有意差はなかっ
た。歪み比と断面積の両者を変数とするロジスティックモデル(-9.8+0.64×断面積+0.45×歪み
比≧0.55)では、感度81%、特異度91%、ROC-AUC 0.91となり、断面積のみを用いた診断法より
も、有意に高かった。[考察および結論]正中神経断面積のみを用いた診断法は、感度65%̃97%、
特異度82%̃94%とされる。歪み比を診断基準とした方法は報告されていないが、本研究の結果か
ら、断面積のみでなく歪み比も加えた診断法が、より有用である可能性が示唆される。
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超音波で計測した肘部管症候群患者の尺骨神経断面積
Cross sectional area of the ulnar nerve in patients with the cubital tunnel syndrome measured by US

○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

【目的】肘部管症候群(CubTS)では尺骨神経は絞扼部の近位で腫大していると考えられている。
しかし、尺骨神経の腫大範囲や麻痺重症度との関係については不明である。これらの点を明ら
かにするために以下の研究を行った。【方法】CubTSの術前患者12例12肘を対象とした。年齢は
平均67.6歳で、病因は変形性肘関節症が8例、特発性が4例であった。尺骨神経麻痺の程度は
McGowan分類stage I, IIの軽度例が4例、IIIの重度例が8例であった。超音波検査(US)の高位は
上腕骨内側上顆頂点をはさんで近位と遠位に各7cmの範囲を1cm刻みで15高位とした。各高位に
おいて尺骨神経横断面積(CSA)を計測し、長径、短径の計測結果より縦横比を求めた。健常ボラ
ンティア23例46肘、平均年齢65.6歳を対照群として同様の計測を行った。【結果】CubTS群の
CSAは上腕骨内側上顆近位１cmのレベルで最大であり、その値は16.8 mm2であった。上腕骨内側
上顆の近位4cmから遠位5cmの９高位でCubTS群のCSAは健常群のCSAよりで有意に大であった（比
較の統計方法、p＜0.05）。上腕骨内側上顆近位１cmの高位におけるCSAは、麻痺軽度群で
12.0mm2、重度例群で19.1mm2であり、麻痺重度群で有意に大であった（比較の統計方
法、p＜0.05）。縦横比はすべての高位でCubTS群と健常群との間で有意差を認めなかっ
た。【考察】USによるCSAの計測に関する報告は多い。本研究の独創的な点は、15cmにわたる範
囲のCSAを計測したことである。本研究は、１）尺骨神経の腫大範囲は上腕骨内側上顆を挟んで
９cmと長いこと、２）上腕骨内側上顆の近位１cmが最大腫大部であること、３）麻腫大の程度
が麻痺の重症度に相関していること、を明らかにした。
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離断性骨軟骨炎に対する超音波定量評価の信頼性
Reproducibility of Ultrasound for Capitellum Osteochondritis Dissecans

○船越 忠直1, 瓜田 淳1, 西田 睦2, 堀江 達則2

岩崎 倫政1

1北海道大学大学院　医学研究科　整形外科, 2北海道大学病院　超音波センター

【目的】超音波検査は近年、上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（小頭OCD）などの骨軟骨疾患への応
用、特に早期発見のための定性評価の有用性が報告されている。しかし、骨軟骨病変検査の手
技が検者により異なる可能性が指摘されており、定量評価について詳細な報告は少ない。本研
究の目的は小頭OCDに対する超音波検査の検者間相関を検討すること、および超音波所見と手術
所見と比較しその有用性を検討することである。【方法】対象は小頭OCDの診断にて手術加療を
行った6名（13.7±1.0歳、平均±SD）である。術前に整形外科医2名、整形外科疾患に習熟した
超音波技師2名により屈曲位での後方アプローチによる長軸および短軸の2方向で最大距離と思
われる部位を直線にて記録した。また、術中に不安定となった軟骨を切除し軟骨欠損部の最大
径を計測し比較検討を行った。【結果】超音波による病変の大きさは4名の検者の平均で9.9 x
9.4 mm（長軸ｘ短軸）であった。手術中の計測値は平均11.3 x 10.2 mm（長軸ｘ短軸）であっ
た。4名の検者間誤差は0.8453であった。最も高い相関の組み合わせは、0.9263で最も低い相関
は0.7403であった。一方、超音波と術中計測値を比較すると最も高い相関の組み合わせは
0.7708で最も低い相関は0.6806と低下した。長軸は短軸より誤差が大きい傾向であっ
た。【考察】本研究結果は小頭OCDの術前評価として超音波検査による定量評価は検者間により
差が少なく有用な検査であることを示した。しかし、手術中の計測値と比較すると病変が小さ
く計測される傾向があり、術前評価には十分な注意が必要と考えられた。
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超音波検査で足底筋腱の有無がわかるか？
Can we detect the existence of the plantaris tendon in ultrasonography?

○太田 光俊, 日高 典昭, 福田 誠, 金城 養典

淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】
遊離腱移植において長掌筋が欠損している場合，足底筋腱がしばしば用いられる．しかし，足
底筋腱を身体所見から確認することは不可能で，欠損した場合は他の術式への変更を余儀なく
される．そこで，超音波（US）検査によって足底筋腱の有無を予測することが可能かどうか検
討したので報告する．
【方法】
対象は2012年10月からの1年間に当科を受診したアキレス腱断裂患者23例（男19，女4）のう
ち，保存加療を希望した7例と手術歴のある2例を除いた14例（男12，女2）とした．受傷時平均
年齢は41歳で，新鮮例12，陳旧例2，右6，左8であった．術前にUS検査，MRI検査の順で評価を
行い，手術所見において足底筋腱の有無を確認した．US検査にはTOSHIBA社製Xario，12MHzリニ
ア式プローブを使用し，同一検者が評価した．MRI検査にはSIEMENS社製MAGNETOM Skyra 3Tを使
用した．
【結果】
手術所見では足底筋腱あり7，なし7であった．術前US検査では足底筋腱あり4，なし10で，感度
0.43，特異度0.86 ，陽性的中率0.75，陽性尤度比3であった．術前MRI検査では足底筋腱あり
7，なし7で，感度0.86，特異度0.86であった．US検査で足底筋腱ありと評価したすべての症例
がMRI検査でも足底筋腱ありと評価されていた．
【考察】
US検査は非侵襲的で，かつMRI検査に比して簡便で安価という利点がある．本研究から，足底筋
腱の有無の評価におけるUS検査は有用であることがわかった．しかし，特異度は高いが，感度
は低いため，今後は検査手技への習熟に加え，検査機器の精度向上が望まれると思われた．
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橈骨遠位端骨折の背屈変形が遠位橈尺関節のkinematicsに与える影響
Distal Radioulnar Joint Kinematics in Simulated Dorsally Angulated Distal Radius Fractures

○西脇 正夫1, WELSH Mark1,2, GAMMON Braden2

JOHNSON James2, KING Graham2

1川崎市立川崎病院 整形外科, 2The University of Western Ontario

【目的】橈骨遠位端骨折の背屈変形の程度は，若年者では機能的予後に影響することが臨床的
に示されており，背屈変形が前腕回旋可動域，DRUJの安定性やkinematicsなどに与える影響が
生体工学的に調査されているが，kinematicsは静的な状態での2次元での評価にとどまってい
る．本研究では橈骨遠位端骨折の背屈変形が前腕自動回旋運動中にDRUJのkinematicsに与える
影響を3次元的に評価した．
【対象・方法】新鮮上腕切断9上肢を用い，背屈転位0°，10°， 20°，30°の橈骨遠位端骨折
変形治癒モデルを作成した．それぞれの変形でコンピューター制御で筋腱に負荷を加えて前腕
自動回外運動を行った際の橈骨と尺骨の3次元的な位置を記録し，それぞれの変形により生じた
DRUJでの橈骨に対する尺骨の掌背方向，橈尺方向，遠近方向への転位を計算した．計測は三角
線維軟骨複合体（TFCC）正常時および切離後に行った．
【結果】橈骨背屈変形の程度が大きくなるとTFCC正常時でも尺骨の掌側（p＜0.001），尺側
（p=0.015），遠位（p＜0.001）への転位が増大した．TFCC切離時には，橈骨背屈変形に伴う尺
骨掌側転位はTFCC正常時より有意に増大した（p=0.011）．わずか10°の背屈変形でもTFCC正常
時には尺骨は有意に遠位に転位し（p=0.030），TFCC切離時には掌側（p=0.049），尺側
（p=0.017），遠位（p=0.014）に有意に転位した．
【考察】10°の背屈変形でもDRUJのkinematicsは変化するため，活動性の高い若年者では痛み
や機能障害の原因となる可能性がある．TFCC損傷を合併すると変形治癒によるkinematicsの変
化が増大するため，治療に際しては背屈変形の程度だけでなく， TFCCの損傷程度についても評
価する必要がある．
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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-第2報-

The effects of wrist distraction on motion of radiolunate and capitolunate joint

○堀江 翔1, 多田 薫2, 川嶋 広貴3, 西村 誠次4

土屋 弘行2

1金沢大学附属病院　リハビリテーション部, 2金沢大学　医学部　整形外科

3金沢大学附属病院　放射線部, 4金沢大学　医薬保健研究域　保健学系

【はじめに】我々は第56回手外科学会学術集会にて、手関節の牽引により掌背屈時に手根中央
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を報告した。しかし、牽引が徒手
的なものであったため牽引力の定量化が課題であった。そこで牽引力を一定とするための実験
装置を製作し、前回と同様に手関節の牽引が橈骨手根関節および手根中央関節の運動に与える
影響を検討したので報告する。
【対象と方法】手関節に異常を認めない健常成人男性21名21手を対象とした。手関節の牽引に
関しては、牽引力を一定とした状態で他動掌背屈運動が可能な実験装置を製作し使用した。被
検者の手部および前腕部を固定し、手関節40度掌屈位から40度背屈位までを20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、牽引力は2.5kgに統一した。得られ
た21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各関節の回帰直
線を算出し、その直線の傾きについて牽引、非牽引間での差を検定した。
【結果】手関節掌屈時に、橈骨手根関節は牽引下において非牽引下と比較し回帰直線の傾きが
有意に増加し、一方で手根中央関節の傾きは有意に減少した。それに対し背屈時には非牽引、
牽引の間で有意差は認めなかった。
【考察】手関節掌屈に関しては、徒手による前回の研究結果と同様に橈骨手根関節の運動角度
が増加していたことから、牽引下でのリハビリの有用性がさらに証明された。一方で背屈に関
しては、非牽引時の結果が前回の研究結果と異なっており、その影響で牽引の効果が減少した
可能性が考えられた。
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3D-CTを用いた母指CM関節の3次元運動解析
Motion Analysis of the Trapeziometacarpal joint Using Tree-Dimensional Computed Tomography

○高井 宏明1, 東 龍男2

1阿南医師会中央病院 整形外科, 2阿南医師会中央病院　放射線科

【はじめに】本研究の目的はZancolli（1992）が記した，筋と靭帯に誘導された大菱形骨関節
面上の第1中手骨の自動運動を3D-CTを用いて視覚化することである。【方法】左第2中手骨をCT
の軸線対して平行に固定する装置を用いた。母指を能動的に，国際手外科用語に従い
retroposition，radial abduction，palmar abduction，opposition，adductionの各肢位をと
らせ，母指CM関節を中心に3D-CT撮影を行なった。手の掌側面像で橈側外転度を，橈側面像で掌
側外転度を，末梢からみた像で回内度を測定した。3D-CT像とMPRを用いて各肢位での大菱形骨
と第1中手骨の接触面の変化をみた。【対象】対象は30歳から49歳（平均40歳）の母指CM関節に
症状を持たない男性15名，女性15名とした。1名に付き1肢位，各肢位に付き男女各3名，計6名
の撮影を行った。【結果】各肢位の橈側外転度・掌側外転度・回内度はそれぞ
れ，retroposition では17±10°（mean±SD)，0±3°，61±6°，radial abductionでは40±
7°，-8±8°，42±9°，palmar abductionでは13±6°，40±7°，91±18°，oppositionでは
-4±3°，37±5°，99±3°，adductionでは15±7°，14±6°，68±6°であった。大菱形骨と
第1中手骨の主たる接触面は，retropositionでは橈側と尺側，radial abductionでは背側2分の
1と尺側2分の1，volar abductionでは橈側と橈側，oppositionでは掌橈側と橈側，adductionで
は全体と全体であった。【考察】本研究で母指CM関節の能動的な3次元的動作解析が可能となっ
た。関節面の大きさがほぼ等しい大菱形骨と第1中手骨の鞍状関節で広い可動域を持つのは，関
節の接触面を大きく変えることによることが分かった。各肢位における靭帯の機能や母指CM関
節症の発生・進展に関する基礎的データが得られたと考察した。
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４次元CTを用いた母指手根中手骨関節の生体４次元動態解析
In vivo four-dimensional kinematics of the Carpo-metacarpal joint using 4D CT

○後藤 晃1, 村瀬 剛2, 岡 久仁洋2

1箕面市立病院　整形外科, 2大阪大学　整形外科

【目的】4次元動態解析は、関節の動的不安定性を評価出しうるものであり、関節疾患を評価す
る上で、非常に重要である。また、近年、医療画像の向上に伴い、ほぼリアルタイムに近い撮
像が可能な４次元CTが普及している。今回、我々は、４次元動態撮影と画像マッチング法を用
いて、母指の分回し運動下での手根中手骨関節の４次元動態解析を行った。【方法】４次元動
態撮影に、Siemens社のSOMATOM Definition FLASHを使用した。本機種は、1つのCT内に直交す
る2つのX線管を搭載しており、短時間で同じ部位を繰り返し撮像できる装置である。健常ボラ
ンティア1名が、母指の分回し運動を行い、2秒間で18フレームの撮像を行った。大阪大学式の
画像解析システムを用いて、得られた画像を３次元的にマッチングし、母指の手根中手骨関節
の動態解析ならび同運動下ので、関節接触面、Beak ligament、Dorsoradial ligamentの長さ変
化を計測した。【結果】関節接触面は、大菱形骨側では主に関節中央部を上下方向に移動し、
中手骨側では関節面の掌側を内外側に移動するのが観察された。また、同運動下では、掌側の
Beak ligament、背側のDorsoradial ligamentとも母指対立位で最大長を示し、それぞれ6.9ｍ
ｍ、12.1ｍｍであった。Beak  ligamentは、サイドピンチの位置で、最短の4.1ｍ
ｍ、Dorsoradial ligamentは、背側外転の位置で、最短の8.2ｍｍであった。【結論】母指の手
根中手骨関節は、鞍関節で骨適合性が乏しく、そのため靭帯や筋・腱組織によって大きく制動
されており、動的関節運動下での靭帯長計測は重要である。また、母指の手根中手骨関節は、
比較的関節症性変化を生じやすく、中手骨の関節面掌側に発症しやすいと報告されている。本
研究の結果から、母指分回し運動下では、同部位での関節接触が多く観察された。
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手外科骨関節手術における4次元シミュレーションの活用
Upper Arm Bone and Joint Surgery Using Four Dimensional Preoperative Simulation

○山本 美知郎1, 村上 幸巳2, 太田 真樹2, 岩月 克之1

平田 仁1

1名古屋大学　医学部　手の外科, 2トヨタケーラム

【はじめに】上肢の骨関節手術において、術前3次元画像に関節運動軸を与えた4次元シミュレ
ーションを行っている。4次元シミュレーションによって関節可動域など運動機能の改善が予測
可能であり、その有用性を報告する。【対象と方法】前腕骨の変形13例および肘関節の変形10
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シミュレーション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。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シミュレーションムービーを作
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、切除すべき領域を術
前に同定した。【結果】健側のCTデータは有用であるが、初期に解析した橈骨頭脱臼例以外で
は健側のみのCTデータでシミュレーションが可能で有った。前腕骨変形の回内外可動域は術前
平均95度から術後平均140度に有意に改善し、患者立脚型機能評価表Hand20スコアは術前平均27
から12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95度から術後平均123度に有意に改善し、Hand20スコアも術前平均53から21に有意に改
善した。【考察】コンピュータシミュレーションの世界は飛躍的に進歩している。術前画像を
用いて如何様にもデザインが可能で有るが、そのデザインが実行可能かどうかは経験のある外
科医の判断が要る。軟部組織の情報を加味した新たなシミュレーションが今後は求められる。
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当科における手指手術に対するWide Awake approach～エピネフリン
入り局所麻酔薬による指神経ブロックの実際

A new concept for digital block by 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】日常診療で手指に限局した麻酔が必要となる場面は非常に多く、手外科医でなく
とも、安全で確実な麻酔をかける手技が必要とされる。従来、手指手術は無血野（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てきた。しかし、エピネフリン
（以下E）入り局所麻酔薬を使い、セデーションやターニケットを使用しないWide-Awake
approachはカナダでは一般的であり、これはE入り局所麻酔薬を指に使用しても安全な点が証明
されて可能となったテクニックであり、利点も多い。我々も指に対して禁忌とされるE入り局所
麻酔下にセデーションや駆血帯を使用せずに屈筋腱縫合手術を施行してきたが、何ら問題を認
めず、その優れた成績を第56回日本手外科学会で報告した。今回、当科で施行している指神経
ブロックの手技について、その利点と問題点を再検討した。
【指ブロックの手技】簡便、安全で確実な麻酔手技を試行検討し、以下の手技に落ち着いた。
まず7.5mgアナペイン3ccで指ブロックを施行。通常はMP関節掌側の皺線上で正中部皮下に注射
する。 数分待機後に指ブロックが十分効いたところで各指節に1.5cc程度の1％E入りキシロカ
インを注射する。除痛はアナペインのみで十分であり、指節にE入りキシロカインを入れる理由
は麻酔目的でなく、むしろ止血剤としての使用である。
【考察】指に対して禁忌とされるE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
施行し優良な成績を得た。特に屈筋腱縫合、腱剥離、腱移行手術では自動運動をした際の縫合
部の状況を閉創前に確認可能となった利点が特に大きいと考える。指へのエピネフリン使用は
医学教育上禁忌とされるが、根拠に基づくものでなく、何ら問題を認めなかった反面、出血を
予防するなど、多くの利点があった。
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超音波ガイド下ブロックによるWIde Awake Hand Surgeryの試み
New Indication of Wide Awake Hand Surgery with the use of ultrasound guided block.

○仲西 康顕, 面川 庄平, 小畠 康宣, 清水 隆昌
田中 康仁

奈良県立医科大学　整形外科

【目的】近年報告されているWide awake surgeryは術中に手指の自動運動を確認できる利点か
ら、主に手指や手根部での伸筋腱、屈筋腱損傷等への良い適応がある。手技としては手術野皮
下に十分量の局所麻酔薬を浸潤させることが必要であり、前腕の操作を含む手術では、Lalonde
らは100から200mLもの薬液の注入が必要であると報告している。しかし大量の局所麻酔薬注入
は中毒の危険を伴う。我々は麻酔の確実性と安全性を高める事を目的として、超音波ガイド下
に局所麻酔薬浸潤を行い良好な結果を得る事ができたので報告する。【対象と方法】当院で手
術を行った手指自動運動機能の再建を必要とする成人10例（手関節部での屈筋腱断裂に対する
腱移植術３例、前腕での手指屈筋腱移行術２例、腱移行による母指対立再建術２例等）を対象
とした。10例中、８例は前腕の筋への操作を含むものであった。超音波ガイド下に上腕部、前
腕部での末梢神経周囲と筋膜下に0.75%ロピバカインを平均26mLと希釈用の生理食塩水を平均
12mL注入した。【結果】10例中２例で術中にそれぞれ2mL,3mLの局所麻酔薬の追加を必要とし
た。１例では麻酔効果が運動神経に及び、期待した術中の自動運動を行う事が出来なかった。
残りの９例では術中に良好な筋肉の自動運動を確認する事ができた。【考察】Wide awake
surgeryでは、手指屈筋腱の自動運動での滑走を術中に確認する事ができる利点があり、また患
者は手術終了前から癒着防止のための自動運動を開始する事が出来る。しかし、大量の局所麻
酔薬注入は血中に移行する事によって心毒性を生じる危険性があり、術野が広範に及ぶ手術に
はこれまで適応しにくかった。我々の方法ではより安全に、従来は難しかった前腕での屈筋腱
操作の麻酔と自動運動を両立する事が可能である。
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超音波ガイド下腋窩部伝達麻酔の成績-筋皮神経、橈骨神経麻酔の重
要性-

Axillary nerve anesthesia assisted by ultrasonography. Usefulness of anesthesia of musculocutaneous

nerve and radial nerve.

○水島 秀幸

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　手外科学

【はじめに】演者がエコーガイド下に行った腋窩部伝達麻酔の成績について報告する。【症例
および方法】平成23年4月より25年5月までの14か月間に演者がエコーガイド下に腋窩部伝達麻
酔を行い、手術的に治療した212例について検討を行った。男性145例、女性67例、平均年齢
45.9才であった。超音波画像診断装置はSonosite  S-nerveを用い、薬剤は、1％リドカイ
ン、7.5mg/mlロピバカインを同量ずつ混注したものを用い伝達麻酔を行った。方法としては、
まず上腕近位部にて筋皮神経、正中神経、尺骨神経を超音波下に同定しそれぞれ注射、腋窩部
にて橈骨神経を同定し同様に注射を行った。【結果】使用した平均薬剤量は、筋皮神経4.9ml、
正中神経6.6ml、尺骨神経6.4ml、橈骨神経8.4ml、その他1.9ml、合計28mlであり、麻酔に要し
た時間は平均3.3分（1～10）であった。エコーにて正中神経、尺骨神経は全例（100%）確認可
能、筋皮神経は209例（98.6%）、橈骨神経は163例(76.9%)で確認可能であった。手術終了時肘
の自動屈曲が可能であったものは12例（5.7%）であった。上腕遠位レベルにて全周性に痛みの
消失しているものが108 例（50.9%）、残りの104 例（49.1%）は上腕のいずれかの部位に痛覚
の残存を認めた。手術時に創部に痛みが生じ追加の麻酔を必要とした症例は14例（6.6％）であ
り、タニケットペインを訴えた症例は13例（6.1％）であった。【考察】一般的に鎖骨部伝達麻
酔に較べ腋窩部伝達麻酔は気胸発生の心配はないものの、タニケットペインを起こしやすいと
されている。しかし今回の結果では筋皮神経と橈骨神経に麻酔をしっかり利かすことができれ
ば比較的長時間の手術でもタニケットペインを生じずに手術を行うことが可能であった。また
麻酔効果も十分得ることが可能であった。
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上肢の手術に対する超音波ガイド下鎖骨上腕神経叢ブロック
Ultrasound-guided Supraclavicular Brachial Plexus Block in Upper Extremity Surgery

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科

【目的】超音波ガイド下で安全に確実に鎖骨上で腕神経叢ブロックが可能になってきた．同一
術者が行ったブロック麻酔で有効性と問題点に関して報告する．【方法】2012年12月から超音
波ガイド下で鎖骨上腕神経叢ブロック麻酔を行って手術した83例を対象にした．男性46例，女
性37例，手術時年齢は12～81歳，平均53歳であった．手術部位は指が22，手が32，手関節が
23，前腕が1，肘関節が5であった．麻酔方法は鎖骨上で23Gカテラン針を鎖骨下動脈の外側に位
置する腕神経叢の周囲へ刺入し，局所麻酔薬を注入する．用いた麻酔薬剤は1%メピバカイン
10ml，0.25%ブピバカイン10ml，0.75%ロピバカイン5mlと生食5mlであった．【成績】ブロック
から手術開始までに要した時間は平均で32分，手術時間は平均で61分であった．手術開始時に
麻酔の効果があったのが60例で，手術の初期に皮膚切開部位のみに局所麻酔を追加したのが
19例，初期と中期での追加が4例，手術後半で追加したのが2例で，手術は全例で完遂できた．
追加した局所麻酔剤の平均量は8mlだった．タニケットによる疼痛はなく，局所麻酔中毒，気
胸，神経障害の合併症もみられなかった．【結論】 手術開始時に83例中60例（75％）で麻酔効
果が得られ，皮切部位への追加麻酔を含めた79例（95%）で疼痛なく手術が開始できた．手術の
初期と中期で追加した1例は超音波で腕神経叢がうまく描出できず，手術後半で追加した2例は
手術時間が5時間を超える手術であった．超音波ガイド下の鎖骨上腕神経叢ブロック麻酔は安全
に確実に麻酔効果が得られる．しかし，原因が不明であるが効果不十分な症例も存在するこ
と，5時間以上を要する手術には追加麻酔が必要との認識が必要である．
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上肢手術に対する超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロックの至適
麻酔薬投与量に関する検討

Effective volume of local anesthesia for ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block in upper

extremity surgery

○武田 和樹1, 鈴木 拓1, 岩本 卓士2, 稲葉 尚人1

亀山 真3

1那須赤十字病院整形外科, 2慶應義塾大学整形外科, 3済生会中央病院整形外科

【目的】上肢手術における超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロック (鎖骨上窩ブロック) の
有用性の報告は散見されるが, 局所麻酔薬の投与量に関する報告は少ない. 今回, 安全かつ確
実に麻酔を行うための至適投与量に関する検討を行った. 【対象と方法】対象は, 鎖骨上窩ブ
ロックを用いて上肢手術を行った107例である. 局所麻酔薬は, 1%リドカインと0.75%ロピバカ
インを2:1の割合で混合し, 30ml (66例), 25ml (30例), 20ml (11例) を使用した3群について
検討した. 評価は, 麻酔終了から20分後 (加刀時) および手術終了時における筋皮・橈骨・尺
骨・正中神経の知覚と運動, tourniquet pain, 術中追加麻酔の有無, 術後疼痛出現までの時
間, 合併症とした.【結果】全神経の知覚・運動に対して完全に麻酔が得られた症例は, 加刀時
において30ml群で49 (74%)・28 (42%) 例, 20ml群で28 (93%)・13 (43%) 例, 20ml群で8 (73%)
・2 (18%) 例であり, 運動と比べ知覚における麻酔効果が有意に高かった (P＜0.05). 一方,
手術終了時の知覚・運動は30ml群で64 (97%)・60 (91%) 例, 25ml群で30 (100%)・25 (83%)
例, 20ml群で11 (100%)・8 (73%) 例と良好な麻酔効果が得られた. 加刀時, 術後共に各群間の
麻酔効果に有意差は認めなかった (P＞0.05). Tourniquet painは30ml群に5例, 25ml群に2例,
20ml群に0例認め, 追加麻酔が必要であった症例は, 各々20, 7, 4例であった. 術後疼痛出現ま
での平均時間は30ml群で401分, 25ml群で386分, 20ml群で312分と投与量が多いほど長い傾向に
あった. 合併症は, 30ml群にHorner徴候を1例認めたのみであった.  【考察】いずれの麻酔量
でも概ね良好な麻酔効果を得られ, 低用量でも麻酔が可能であることが示唆された. 一方, 麻
酔の効果が得られにくい症例も存在するため, 今後の検討が必要である.

S239



1-Po1-1

手根骨骨折に対するX線画像の限界
A limit of Xrays to carpal bones fracture

○中村 裕介1, 富田 一誠1, 川崎 恵吉3, 池田 純2

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　整形外科

【はじめに】日常診療において手の外傷は多く、手根骨骨折のX線診断は困難で、初期治療が遅
れてしまうことがある【目的】手根骨骨折の初診時単純X線と用いて手根骨骨折の診断を経験年
数の違う整形外科医の検者間で調査、手根骨撮影の各X線パラメーターの診断率を後ろ向きに検
討した。【方法と対象】当科及び関連施設で手根骨骨折と診断し治療を行った40例42骨折。平
均年齢は35.8才。性別は、男：女が38：2。骨折型は舟状骨20例、有鉤骨8例、三角骨5例、大菱
形骨3例、小菱形骨2例、豆状骨1例、有頭骨1例。１）初診時単純X線で骨折と診断可能か整形外
科医師5名で比較した。２）受傷してからの初診時までの期間。３）早期診断と合併症の検
討。【結果】１）平均診断率は59.3％。手外科専門医で71％、整形外科専門医59％、整形外科
非専門医46.8％と経験年数に関わらず、単純X線による診断率が低かった。舟状骨骨折は正面
59％、尺屈正面78.7％、回内位66.6％であった。有鉤骨は回外位72％、手根管撮影50％であっ
た。その他の骨折型は40％以下であった。CT施行後は全例診断が確定した。2)平均は8.5日であ
った。3）【症例提示】48歳男性。手関節を捻って受傷、右手掌部に疼痛出現。初診時にX線上
骨折は認めない。臨床症状とCTにて有鉤骨骨折の診断。手術治療前に右第５FDP断裂を合併。手
術施行後、疼痛はなく、通常業務に復帰。診断が早期であれば、早期に手術を行う事ができ、
合併症を予防できた。【考察】単純X線での診断率は手外科専門医でも低く、単純X線のみの診
断では不十分であり、臨床的に手根骨骨折を疑ったら、近日中にCTが必要であると考えた。舟
状骨骨折では尺屈正面、回内位撮影、有鉤骨骨折では、回外位、有鉤骨撮影等X線撮影での工夫
が必要と考えられる。
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舟状骨骨折のスクリュー長の検討ー長軸挿入と垂直挿入ー
A difference of screw length between long axis fixation and perpendicular fixation in scaphoid fracture

○中谷 卓史, 小川 健, 野内 隆治, 田中 利和
落合 直之

キッコーマン総合病院　整形外科

【目的】舟状骨骨折の内固定において、長軸挿入では長いスクリューを選択できる反面、骨折
面に対し垂直なスクリュー挿入ができないことが多い。また、骨折面に対し垂直にスクリュー
を挿入しようとすると、スクリュー長は長軸挿入より短くなり、どちらを選択するかは術者の
判断に委ねられている。今回、舟状骨腰部骨折に対し、挿入様式におけるスクリュー長の差異
を検討した。【対象と方法】2009年7月から2013年8月までに当院手の外科センターを受診
し、CT撮影が行われた舟状骨腰部骨折19人20骨折(男性19骨折、女性1骨折)、平均年齢29.9歳
（17ー57歳）とした。内訳はHerbert分類B1：5骨折、B2：15骨折であった。受傷後6週間以上経
過した偽関節例は除外した。画像解析ソフトOsirixを用いてCTを再構成し、スクリュー長を長
軸挿入、骨折面に対し垂直挿入の2点で仮想した。いずれも軟骨下骨を含まない最大径を仮想ス
クリュー長として検討した。【結果】B1骨折における仮想スクリュー長は長軸挿入では平均
23.4mm、垂直挿入では平均20.0mmであった。B2骨折における仮想スクリュー長は、長軸挿入で
は平均25.4mm、垂直挿入では平均21.5mmであった。B1骨折、B2骨折のいずれも仮想スクリュー
長に有意差を認めなかった。長軸挿入は掌側、背側どちらからでもアプローチできるが、全例
骨折面に対して非垂直な挿入となった。垂直挿入に関しては大菱形骨が干渉し、2例を除き背側
アプローチでしか行えないことがわかった。【まとめ】長軸挿入では垂直挿入に対し、長いス
クリューを選択できるが、全例、非垂直な挿入となった。また、垂直挿入ではほとんどの場合
背側アプローチを選択しなければならないことがわかった。
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舟状骨骨折の偽関節に至る経過について
Cause of the Scaphoid Nonunion

○内藤 利仁1, 松下 和彦1,2, 清水 弘之1, 新井 猛1

別府 諸兄1

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

【はじめに】われわれは， 3DCT像をもとに舟状骨骨折を4型に分類し診断・治療方針を決定し
ている．しかし，舟状骨骨折は未だ診断に苦慮することがあり，診断の遅れや患者の放置，不
適切な治療により偽関節となることも少なくない．
【目的】舟状骨偽関節例の偽関節に至った経過，3DCT像による骨折型との関連について検討し
た．
【対象・方法】2006年から現在まで舟状骨偽関節と診断された43例を対象とした．対象の骨折
型は，舟状骨長軸CT像を0.5mmスライスで撮影して3DCT像を再構築し評価した．
【結果】偽関節に至った原因は放置例が 18例と最も多く，次いで初診時診断困難例10例，保存
療法例8例，手術例が 7例であった．3DCT像の骨折型の内訳は腰部型21例，中枢型13例，近位背
側斜走型が 9例であった．これら偽関節症例は2例を除き他院から紹介をうけた症例であった．
放置例，初診時診断困難例，保存療法例では骨折型との関連は認められなかった．手術例7例中
5例は中枢型であった．中枢型の5例中3例は他医で掌側からの不適切なスクリュー刺入が原因と
考えられた．この3例には単純X線像上で近位骨片掌側の把握が不十分なため偽関節に至る傾向
があった．
【考察】偽関節を予防するには放置例および初診時診断困難例に対する対策が重要である．一
方，手術例においては中枢型における術式の選択が問題であった．術前に3DCT像にてスクリュ
ーの刺入方法の検討を行えば偽関節になる確率を減少させられた可能性がある．
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手術歴のある舟状骨偽関節に対する骨接合術
Surgery for scaphoid nonunion with history of previous surgery

○古町 克郎, 佐藤 光太朗, 田島 克巳, 西田 淳
土井田 稔

岩手医科大学　医学部　整形外科

【目的】手術歴のある舟状骨偽関節に対する再骨移植手術の骨癒合率は良好とは言えない
(Binum1995 、53%など)。その後のcarpal collapseを防ぐために骨癒合を得ることは重要であ
る。われわれの舟状骨偽関節に対する再骨接合術経験を考察して報告する。
【方法】対象は5例5手(17-58歳、男性4例、女性1例)で、受傷から今回の手術までの期間は7か
月から7年、Herbert-Filan分類 D2 2手、D3 3手の内訳である。前回手術で腸骨移植は3手であ
り、多数回手術の2例を含む。近位骨片の骨壊死、関節症性変化の合併例はなかった。腸骨移植
と複数の傾斜ピッチスクリューにて内固定とギプス固定を施行し、骨癒合を得た。超音波パル
ス治療は２例で施行した。
【成績】最終的にHerbert grading 0が2例、1が3例の成績で、手関節active ROMは健側比で平
均56%、握力は健側比で平均62%と制限を残すものの、以前の活動に復帰した。5例とも骨癒合が
得られ、10度異常のDISI変形の残存はなかった。手術所見等から、前回手術における骨癒合不
成功の原因は、内固定不良によるゆるみ(3例)、移植骨片の折損(2例)と考えられた。
【考察とまとめ】再手術はさらに舟状骨の血流を阻害するが骨癒合が得られれば、臨床成績は
良好である。骨壊死があれば血管付き骨移植が選択される。内固定材料の発達により骨壊死の
無い限りsalvage手術よりも再度の骨移植手術が試みられて良いと思われた。
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有鉤骨鉤骨折に対する小皮切での骨接合術の治療成績
Treatment of Osteosynthesis of Fracture of the Hamate Hook with Minimal Incision

○有冨 健太郎1, 楠瀬 浩一2, 岩瀬 嘉志3, 富田 善雅4

金子 和夫1

1順天堂大学　医学部　整形外科, 2東京労災病院整形外科

3順天堂東京高齢者医療センター整形外科, 4杏雲堂病院整形外科

【目的】有鉤骨鉤骨折に対する手術療法として, 近年, 手関節背側から中空スクリューを刺入
する方法が試みられている. 今回我々は, 掌側から経皮的にガイドワイヤー刺入後, 背側に小
皮切を加え背側からretrogradeに骨接合を行うことで良好な結果を得たので報告する.【対象と
方法】2009年12月～2013年6月まで手術を施行した6例(男性5例, 女性1例)を対象にした. 手術
時平均年齢は30.8歳(19̃47歳), 受傷側は右4例左2例, 受傷から手術までの期間は平均2.7ヵ月
(4日̃６ヵ月)であった。受傷後3ヵ月以上経過していて, 骨折部に骨硬化像を呈する遷延治癒が
3例含まれた. 経過観察期間は平均5.3ヵ月(3̃12ヵ月)である. 手術方法は, X線透視下に体部と
鉤の楕円陰影を合わせて, 楕円陰影の中心に掌側から経皮的にガイドピンを刺入した. 手関節
を背屈して, 手根管撮影を行いガイドピンが骨折部に垂直で, 鉤の中心にあることを確認した
後, そのまま背側へ刺入した. ガイドピンが貫いた背側の皮膚に小切開を加え, 伸筋腱をよけ
た後, ドリリングして, 計測した長さのAcutrak mini screw(日本メディカルネクスト社)を刺
入し骨折部を固定した. 術後は1週間の外固定を行った. 術後成績は1.CTでの骨癒合の有無と期
間 2.受傷前の仕事やスポーツへ復帰したか 3.合併症の有無を用いて評価した.【結果】全例で
骨癒合が得られた. 骨癒合を確認するまでの期間は平均4.1ヵ月(2̃8ヵ月)だった. また全例が
受傷前の仕事, スポーツへ復帰した. 合併症として1例に術後一過性の尺骨神経麻痺を認めたが
回復した.【考察】本法は, 全例骨癒合を得たことにより, 有鉤骨鉤骨折に対して低侵襲で有用
な手術法と考えられる. 遷延治癒例でも骨癒合を得たことより, 手術適応の拡大が示唆される.
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有鉤骨鉤骨折の治療成績　　～経皮的Screw固定の限界と適応～
Fractures of the hook of hamate  "indications and limitations of percutaneous screw fixation"

○久保田 豊1, 川崎 恵吉3, 池田 純2, 富田 一誠4

稲垣 克記2

1太田綜合西ノ内病院, 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, 4昭和大学付属　豊洲病院

【目的】有鉤骨鉤骨折に対する治療は、鉤部骨片の摘出術が選択されることが多いが、我々は
症例を選んで、経皮的スクリュー固定も行ってきた。今回、経験した有鉤骨鉤骨折27例につい
て治療成績を検討した。【対象と方法】2002年以降当科で加療した有鉤骨鉤骨折は27例で新鮮
骨折24例、偽関節3例、受傷時平均年齢は30.3歳（17歳～52歳）、受傷機転はスポーツ16例（野
球11例、ゴルフ2例、テニス・剣道・相撲各1例）、交通外傷4例、転倒4例、転落・機械による
圧挫傷・仕事での回旋動作各1例であった。平均経過観察期間は10.0ヶ月(1ヶ月～53ヶ月）。骨
折型は剥離骨折1例、基部26例。受傷時合併症は舟状骨骨折2例、橈骨遠位端骨折・尺骨遠位端
剥離骨折・TFCC損傷・多発外傷各1例。治療法は保存療法3例、骨接合術7例、摘出術19例(2例は
他群からの移行手術)であった。これらの症例の臨床・画像評価を行った。【結果】保存療法は
3例中2例に骨癒合が得られたが、1例は小指深指屈筋腱断裂を合併し、摘出術と腱移行術を行っ
た。骨接合術の7例中5例（71.4％）に骨癒合が得られ、偽関節の2例は手術までの期間が長く転
位が大きかった。1例はスクリューが破損して摘出術に至った。摘出術は全例早期に疼痛は消失
したが、合併症として1例に異所性骨化を認め、再手術になった。その他に手術部創の違和感が
2例、尺骨神経領域の一時的知覚障害が5例（術前からは1例）に認めた。【考察】有鉤骨鉤骨折
に対する鉤摘出術は早期スポーツ復帰や社会復帰には有用な方法であるものの、術野が深く神
経を確認しながらの手術が必要となることから、経皮的スクリュー固定より侵襲が大きくなる
こともある。早期復職を要さない患者でかつ、鉤基部の転位のない新鮮骨折の症例に限れば、
経皮的スクリュー固定を行うことも有用と思われた。
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爪根損傷を合併する末節骨基部骨折の治療経験
Treatment of transverse fractures of the base of the distal phalanx with nail root damage

○上杉 彩子1, 片岡 利行1, 栗山 幸治1, 濱田 雅之1

河井 秀夫2

1星ヶ丘厚生年金病院　整形外科, 2四条畷学園大学

【目的】小児の末節骨骨端線損傷や大人の末節骨基部骨折は日常診療においてしばしば遭遇す
る外傷である。今回我々は当院で手術加療を行った症例について治療方針と問題点を検討し
た。【対象と方法】2007年9月より2013年10月までの当院で手術治療を行った爪根損傷を合併す
る末節骨基部骨折9例、その内3例は近医受診後感染を発症し当院にて治療を開始した。男性
7例、女性2例、受傷時年齢は平均22歳（6～65歳）であった。受傷機転は全例末節部への直達外
力で、受傷時爪甲の脱臼が明らかであったものは3例、その他は爪郭から出血を認めていた。初
期治療を当院で行った6例では受傷から手術までの期間は平均2日（0～6日）で、Xpで末節骨基
部骨折と遠位骨片の背側転位を認め、洗浄後ピンニングもしくは観血的整復固定術を施行し
た。他院でシーネ固定を行った3例は受傷から手術までの期間は平均29日（14～37日）で、3例
ともXpで末節骨基部中心に骨融解を生じ化膿性骨髄炎と診断、病巣掻爬と抗生剤投与を行っ
た。起因菌はMSSA2例、MRSA1例であった。【結果】新鮮例、感染例とも全例骨癒合が得られ、
感染例は一期的に感染が鎮静化した。骨端線早期閉鎖を新鮮例で1例、感染例で1例認め
た。【考察】末節骨骨端線損傷や末節骨基部骨折は直達外力やつき指で発生することが多い。
伸筋腱は骨端のみに付着するが、屈筋腱は骨幹端から骨端にかけて付着しているので、骨端線
や基部で骨折を起こし、骨端は背側へ骨幹部は掌屈し屈曲変形を認め、爪床損傷を伴った開放
骨折となることがある。そのため感染の危険性を十分に考慮し、初期治療と経過観察を行う必
要がある。骨髄炎を続発した場合、保存加療では感染が遷延する場合が多く、外科的治療が必
要となる。爪基部や爪周囲から出血を認める場合は開放骨折を疑い対応するべきであろう。
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基節骨、中手骨に対するMP関節屈曲位ギプス固定法の工夫～横ア
ーチを消失させた固定法について～

Fractures of the proximal phalanx of fingers and the metacarpal bones-Early mobilization in metacarpo-

phalangeal joint flexion-

○長谷川 和重, 宮坂 芳典

仙塩総合病院　整形外科

【はじめに】MP関節屈曲位ギプスは基節骨、中手骨の保存的治療として広く用いられている
が、私たちは2006年から横アーチを消失させた固定法を試みている。【対象と方法】本法で初
診時から治療し8週以上経過観察可能であった35例を対象とした。男19例、女16例で平均年齢
25.1歳（7～80）、平均経過観察期間12週（8～20）、受傷～ギプス固定までの期間平均1.5日
（0～4）であり、骨折部位は中手骨骨幹部6例、中手骨頸部10例、基節骨基部14例、基節骨骨幹
部5例であった。整復後に回旋転位が危惧される場合は、基節部に回旋変形を矯正する方向へ紙
テープを巻き、隣接指と固定した。ギプス固定方法は石黒の方法に準じるが、一般的なプラス
ティックキャストを用い、巻いたあとに霧吹きで湿らせてゆっくり硬化させた。硬化の際には
医療用の金属トレイの底部を用い、トレイに押し付けた状態でMP関節を十分屈曲させると同時
に、横のアーチがとれて手背部が平らになるようにした。中手骨骨幹部骨折は手関節も固定し
た。直後より指屈伸を積極的に行わせ、固定期間は4～6週とした。骨癒合、可動域制限、回旋
変形、合併症について検討した。【結果】全例で骨癒合が得られた。可動域制限、回旋変形を
きたしたものはなかった。【考察】MP関節屈曲位では側副靭帯が伸長、緊張してMP関節が安定
化すると同時にMP関節伸展拘縮が予防される。ギプス固定時のMP関節屈曲の際、深く曲げよう
とすると尺側指が手掌に収束する傾向が強まるため、指屈曲時に窮屈な感じになり、結果的に
MP関節屈曲が不十分なギプスになる場合があった。手の横アーチを消失させて固定する本法は
MP関節屈曲位保持が容易で、中手骨が同一平面となるためギプス後XPの評価もしやすい。本法
は指運動のしやすさと回旋位異常の判定の観点から有用と考えている。
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中手骨骨幹部骨折の治療成績
Operative Treatment of Metacarpal Shaft 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

【はじめに】第4,5手根中手(CM)関節の可動域は主に屈曲方向であるため、私達は屈曲変形に対
する第4,5CM関節の代償は少ないと考え、いずれの中手骨骨幹部骨折に対しても積極的に手術治
療を行っている。今回、その治療成績について調査したので報告する。
【対象および方法】2012年7月～2013年6月に当院で手術治療を施行した中手骨骨幹部骨折18例
21骨折を対象とした。手術時年齢は16-68(平均30.2)歳、性別は男性15例、女性3例、受傷原因
は交通事故5例、スポーツ外傷4例、転倒3例、機械に巻き込まれた2例、転落1例、直接打撃
2例、殴打1例であった。患側は右13例、左5例、骨折部位は第2中手骨3骨折、第3中手骨6骨折、
第4中手骨9骨折、第5中手骨3骨折、骨折型は横骨折3骨折、斜骨折14骨折、螺旋骨折4骨折であ
った。受傷から手術までの期間は0-13(平均5.3)日、経過観察期間3-13(平均8.4)か月であっ
た。全例、術翌日より自己または作業療法士による指導の下で自動可動域訓練を開始した。外
固定の使用期間は0-4（平均2.4）週であった。以上に対し、合併症、罹患指の中手指節(MP)関
節自動可動域および総自動運動域（Total Active Motion:TAM）を調査した。
【結果】骨癒合は18骨折で得られた。骨癒合遅延2骨折、偽関節1骨折以外、問題となる合併症
は認めなかった。最終診察時の罹患指MP関節の自動可動域は伸展-15-20(平均5.7)°、屈曲64-
90(平均74.7)°、TAMは225-265(平均246)°であった。
【考察】中手骨骨幹部骨折に対する手術治療の成績は平均TAM246°と良好であったが、骨癒合
の遷延やMP関節自動伸展制限に注意しなくてはならない。本問題点を防ぐには、さらなる手術
操作の改良や後療法の工夫が必要と考える。
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第5中手骨基部関節内骨折の治療
Treatment of intra-articular fracture of base of the fifth metacarpal

○岩城 啓修, 平野 知恵子

板橋中央病院

【目的】原因を第5中手骨基部骨折と限定した第5手根中手関節（以下CM関節）内骨折の報告は
少なく、治療方針も定まっていない。今回我々は、有鉤骨骨折を伴わない第5CM関節内骨折を10
例経験し、保存的治療と手術的治療を行い、ほぼ満足する結果が得られたので報告す
る。【方法】2008年8月以降に、第5中手骨基部CM関節内骨折と診断し、治療開始後3か月以上経
過観察が可能であった10例10手とした。内訳は、受傷時年齢は平均43歳、性差は男9例女1例、
左右差は右5例左5例、骨折型は、橈側剥離骨折2例、斜骨折1例、T字またはY字型骨折4例、粉砕
骨折3例であった。10例中3例に第4中手骨基部骨折合併を認めた。受傷日からの経過観察期間は
平均35.5か月であった。治療方針は、転位が少なく関節の不安定性を認めなかった症例は保存
的治療を行い、転位が大きく関節の不安定性を認められた症例は手術的治療を行う事とした。
保存的治療は4例、経皮的鋼線固定術は2例、観血整復固定術は4例であった。市川の評価基準の
項目である、疼痛、圧痛の有無、関節可動域、握力の低下、日常生活上の障害、X線上の関節症
変化の有無による臨床成績を検討した。【成績】市川の評価基準で，優6例、良3例、可1例であ
った。保存的治療を行った4例は全て優であった。疼痛を認める2例はごく稀にわずかに認める
程度である。握力低下を認めた1例は直達外力が原因の症例であった。可の1例は経過観察期間
が5か月であり改善傾向を認めている。【結論】第5中手骨基部関節内骨折の治療は、関節の不
安定性を認めず、転位の少ない関節内骨折は保存的治療にて良好な結果が得られると思われ、
関節の不安定性を認め、転位が大きい関節内骨折は関節面を可及的に整復する事が重要である
と思われた。
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骨片の小さな陳旧性ベネット骨折の5例
5 cases of old Bennett fracture with a small fragment

○吉澤 貴弘, 関谷 繁樹, 山本 邦彦, 高見澤 由紀
中井 生男

赤心堂病院　整形外科

【はじめに】骨片が小さなベネット骨折は、初診時のX線にて見逃がされやすく変形治癒、さら
にはCM関節症の原因となりうる。受傷から手術までに2カ月以上経過した5症例についてその原
因と手術方針について検討した。【対象】症例は23歳から51歳の男性4例と女性1例。受傷機転
は、バイクで転倒が3例、自転車で転倒が2例であった。初回X線での診断は、3例が骨折無し、
１例がCM関節脱臼のみの診断。１例はベネット骨折と診断されたが保存的に治癒を得られず遷
延化した。 受傷から手術までの期間は、2～6カ月であった。【手術】4例は、骨折部の整復が
困難で、観血的整復固定を施行した。1例は、骨片が小さく転位がわずかで、固定が困難と判断
し、靭帯再建のみを行った。【結果】骨接合を行った4例は、いずれも骨癒合が得られ、靭帯再
建を行った症例も疼痛・可動域制限無く、経過は良好である。【考察】陳旧性ベネット骨折に
至る原因として、骨片が小さいがゆえにX線で見逃されていること、また初期の整復不良、固定
性不良があげられる。陳旧化させないためには、 初期のX線検査で見逃さないことが重要で、
母指CM関節部での骨折が疑われる場合には、母指CM関節中心の正側面のX線とCT検査を積極的に
行うべきである。また、保存的加療は難しく、受傷早期で、経皮的鋼線固定を行う場合には、
整復時にしっかりと骨片に圧迫をかけることが大切である。観血的骨接合を行った4例は、いず
れも骨折部・CM関節の整復が困難で、整復阻害因子を確認・除去すべく、骨折部を展開したと
ころ、整復を阻害していたのは、いずれも瘢痕組織であった。受傷から2カ月経過していても、
骨癒合を得ることができた。骨片が小さく骨接合が困難である場合、CM関節の脱臼が整復でき
れば、靭帯再建のみで良いと考えられた。
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手指基節骨骨折に対するプレートによる観血的整復固定術の検討
Open Reduction and Internal Fixation for Unstable Proximal Phalangeal Fractures Using a Titanium Plate

System.

○大西　 正展1, 面川 庄平1, 清水 隆昌1, 藤谷 良太郎2

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　医学部　整形外科, 2医真会八尾総合病院

【はじめに】
指節骨骨折に対するプレートを用いた観血的整復固定術は強固な固定と早期運動が可能である
一方、その治療成績は報告により一定しない。今回、同手術を施行した手指基節骨骨折の治療
成績、合併症について後ろ向き調査を行った。
【対象、方法】
2005年以降、手指の不安定型基節骨骨折を有する連続する患者36例36指に対して、プレートを
用いた整復固定を行った。男性29例、女性7例、平均年齢は36歳（14-77歳）である。関節内骨
折が12指、開放性骨折が12指、合併する腱損傷を2指に認めた。2012年まではチタン製ノンロッ
キングプレートを、2012年9月以降は同ロッキングプレートを使用した。骨折型、骨折部位から
プレート設置位置を決定し、側方設置が20指、背側設置が11指、背側方設置が2指、掌側設置が
3指であった。術後骨癒合、合併症、最終観察時の指可動域と握力を評価した。指可動域
は、%TAMの健側比をDuncanらの評価基準を用いて4段階で評価した。
【結果】
全例、平均3.1か月で骨癒合した。術後合併症として感染1指、転位、骨頭壊死、変形性関節症
をそれぞれ2指ずつ認めた。%TAM健側比は平均80％（34-100%、優: 16指、良: 9指）、平均握力
健側比は83%（26-136%）であった。また、17指の閉鎖性関節外骨折の%TAM健側比は平均
85%（優: 11指、良: 5指）、平均握力健側比は83%であった。閉鎖性関節外骨折の%TAM健側比は
他骨折と比べて有意に高値であった（p=0.02）。
【考察】
拘縮が生じやすい不安定型基節骨骨折の術後平均可動域は、今回の症例の約70%で良好（優ある
いは良）であり、術後握力も平均80%を獲得した。術後合併症は約20%に認めたが、その7指中5
指は開放性骨折や関節内骨折であり、閉鎖性関節外骨折では、プレート固定により良好な可動
域、握力の獲得が期待できる。
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小児基節骨変形治癒骨折に対する矯正骨切り術の治療経験
Corrective Osteotomy for Malunited Fracture of the Proximal Phalanx in Children

○石黒 基, 三崎 智範, 上田 康博, 林 雅之

福井県立病院　整形外科

【目的】小児の指節骨骨折は骨癒合しやすく、自家矯正能力もあることから保存療法を行うこ
とが多い。しかし中には変形を残し手術を要する場合もある。今回小児基節骨の変形治癒骨折2
例に対し、矯正骨切り術を行ったので報告する。
【症例1】14歳男性、野球のヘッドスライディングで右環指基節骨頸部骨折を受傷した。前医に
て外固定をされたが、約25°の尺屈変形があり、受傷後7週で当科紹介となった。骨折部はほぼ
癒合しており、open wedge osteotomyで矯正して鋼線刺入固定した。側方転位は矯正された状
態で骨癒合は得られ、可動域制限なく、野球に復帰している。
【症例2】14歳男性、自転車で田んぼに転落して受傷した。右小指基節骨基部骨折であり、前医
にてナックルキャストで外固定をされたが、背屈転位が大きく受傷後3週で当科紹介となった。
すでに仮骨形成があったが、PIP関節自動伸展-20°、自動屈曲45°と運動制限があり、手術を
行った。尺側より展開し、仮骨を割って背屈転位を矯正し、鋼線刺入固定した。骨癒合は得ら
れ、術後8週で自動運動制限もなくなった。
【考察】指節骨の橈尺屈変形は小児でも自家矯正されないため解剖学的整復が必要である。掌
背屈変形に関しては自家矯正能力が高いため、症例2でも保存的治療で骨性には矯正されると思
われた。しかし掌側に突出した骨片により屈筋腱の滑走が障害されるため自動運動制限が残る
可能性があると考え、手術を行った。受傷後早期の解剖学的整復が望ましく、保存的に整復が
不能であれば、小児であっても積極的に手術を勧めるべきであると思われる。仮骨形成が起こ
った後でも障害が残ると思われる症例に対しては積極的に矯正手術を行うことが必要である。
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JuggerKnot Soft Anchorを使用した治療経験
Surgical treatment using  JuggeKnot Soft Anchor

○鴨居 史樹, 服部 敏, 高橋 育太郎, 裴 漢成
山崎 真

豊川市民病院

【目的】損傷した腱や靱帯を修復するために、さまざまなスーチャーアンカーが用いられてい
る。今回我々は 、JuggerKnot Soft Anchorを使用し、その検討を行った。【症例】JuggerKnot
Soft Anchorを9症例19本使用した。症例は、母指尺側側副靱帯損傷が3例、掌側板損傷が2例、
伸筋腱付着部断裂、小指DIP側副靱帯損傷、腱性マレット、リウマチ手がそれぞれ1例ずつであ
った。【結果】使用した19本のうち8本に手技上のトラブルを認めた。2本は手前の骨皮質を壊
してしまい、6本は強く押し込んでも硬くて前に進まずKnotを完全に挿入することができなかっ
た。トラブルはガイドスリーブに由来すると考えられた。全例最終成績は良好であっ
た。【考察】JuggerKnot Soft Anchorの特徴として、他のアンカーと比較して骨孔が小さいた
め、狭い範囲に複数のアンカーを挿入することができる。また、金属製品を使用していないた
め、Back outしても安全と考えられ、引き抜き強度も強いとされている。しかし、製品の特長
としてKnotを形成して固定されるため、挿入部の骨皮質が強固である必要がある。また、Back
outしているかどうか確認することはできない。手技上の注意点として、骨孔に対して斜めに挿
入しないことや、骨孔に対してねじりながら挿入しないことなどがある。しかし、それらに注
意しながら行っても、ガイドスリーブが挿入途中から堅くなり、そのまま強く挿入すると挿入
部の骨を壊してしまうことや、Knotが十分に挿入できない症例があり、製品上の問題があると
考えられた。【結語】今回我々は、JuggerKnot Soft Anchorの特徴および手術手技の問題点を
検討した。有用なインプランではあるが、挿入時の手技に注意が必要と考えられた。
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JuggerKnotソフトアンカー1.0mmミニを用いた手指および手関節靭
帯損傷の治療経験

Treatment of hand and wrist ligament injury with JuggerKnot mini soft anchor

○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・手外科センター

2横浜市立大学大学院医学研究科　運動器病態学(整形外科)

【目的】JuggerKnotソフトアンカー1.0mmミニ(Biomet社)を使用した手指, 手関節靭帯損傷の治
療成績と注意点を報告する.
【方法】手指, 手関節靭帯損傷に対しソフトアンカーを用い加療した12例10指2手を対象とし
た. 男性4例, 女性8例, 手術時平均年齢は35.5歳(15～64歳)で手術部位は母指3例, 中指2例,
環指1例, 小指4例, 手関節2例であった. 対象疾患はPIP関節橈側側副靭帯(以下RCL)損傷3例,
母指MP関節尺側側副靭帯(以下UCL)損傷3例, 外傷後ボタンホール変形1例, スワンネック変形
1例, 化膿性腱鞘炎後PIP関節伸展不全2例, 月状骨周囲脱臼2例であった. 術前単純X線での平均
ストレス角はRCL損傷で29.3°(14～55°), 母指UCL損傷で37.7°(31～51°)であった. ソフト
アンカーミニで靭帯縫合を行った. 術後経過観察期間は平均3.8か月(1～8か月)で, 臨床評価と
して最終診察時の関節可動域(ROM), 不安定性および問題点を調査した.
【結果】術後ROMは母指, 手関節例以外のPIP関節伸展平均-6.4°(-15～0°), 屈曲82.9°(60～
100°), 母指例ではMP関節屈曲43.3　°(20～70°)であり良好なROMが得られた. 不安定性は改
善し, 変形治療例も良好な矯正位が保たれた. アンカー刺入失敗例として縫合糸牽引でのアン
カー逸脱が2例, 刺入時のデバイス先端の変形が1例あったが, 再刺入にて固定性を得た.
【考察】本デバイスはドリルホール内で縫合糸素材のアンカー自身が引っ掛かる構造となって
いる. 小指など横径の短い骨でも手前の骨皮質がドリリング可能であればアンカー効果が得ら
れ, 引き抜き強度も優れている. サイズが小さくハンドリングも良く，手指靭帯損傷治療の有
用なデバイスである. しかしガイドが細いため若年者など骨質の良い症例や, 靱帯付着部など
では刺入部の確実な軟部組織剥離や正確な刺入方向に留意する必要がある．
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Suture anchorによる側副靱帯縫合法のcontiuous locking stitchを用いた
小工夫

New idea of suture anchor technique with continous locking stitch for collaterel ligament repair

○徳永 進, 阿部 圭宏, 千葉 有希子

佐倉整形外科病院

【目的】肘や指の側副靱帯断裂は起始部もしくは停止部からの剥脱損傷がほとんどであり、断
端は靭帯線維が細かく裂けてsuture anchorでは縫合困難な場合が見られる。また靭帯実質に問
題が無い断裂部から離れた部位で縫合したとしても縫合の緊張によって靭帯が裂けてしまう場
合もある。このような症例では強固な初期強度を得るのは困難であり、術後の靭帯再断裂を予
防し不安定性を残存させないため、長期外固定と慎重なリハビリが必要となる。しかし初期強
度を得る目的でlocking sutureを行うと、靭帯を引き寄せることが難しく、縫合後に緊張が緩
んでいることもある。我々はこのような問題点に対してsuture anchorによる縫合法において
continous locking stitchを用いた小工夫を行ったので報告する。
【方法】方法はsuture anchorを刺入した後に、まず1本の縫合糸を靭帯の巾1/4から1/3にかけ
てcontinous locking stitchを靭帯実質に問題のない部位まで3-4回行う。その後に縫合を行っ
ていない側の糸に緊張を掛け、continous locking stitchを行った靭帯をanchorに引き寄せ、
緊張を維持したまま残りの縫合糸を用いて、靭帯の反対側に同様にcontinous locking stitch
を行い、最後に縫合糸同士を結んで縫合を終了する。
【成績】この方法を肘の側副靭帯断裂6例、母指MP関節側副靱帯断裂4例に行った。靭帯断裂単
独例では3週の固定を、合併損傷がある場合はそれに応じて固定期間を変更しているが全例で不
安定性の残存を認めず経過は良好である。
【まとめ】我々の行っている靱帯縫合法の小工夫により、continous locking stitchによる強
固な縫合と靭帯をsuture anchor刺入部に引き寄せることの両立が可能と考えた。この方法によ
り、今後は術後の外固定期間の短縮を図る事が可能であると期待される。
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手指小骨片の固定にsuture anchorを用いたtension band wiring法
The tension band wiring procedure with a suture anchor for the small fragment fractures of fingers.

○河合 生馬1, 勝見 泰和1, 藤原 浩芳2, 久保 俊一2

1宇治武田病院　整形外科

2京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）

【目的】裂離骨折に生じた小骨片の固定には鋼線固定，小骨用螺子，フックプレートなどが用
いられるが，固定性，固定材料の突出および小骨片への侵襲などの点で一長一短がある．今回
われわれは，小径の鋼線固定にsuture anchorによる圧迫を加え，固定性を高めた治療を行った
ので報告する．【方法】対象は2012年7月から2013年７月に手術を行った8例，平均手術時年齢
は45.5歳（18～69歳），男性7例，女性1例．骨性マレット指6例（初回手術1例，再手術5例），
母指MP関節橈側側副靭帯性裂離骨折1例，中節骨裂離骨折1例である．小骨片には0.7mm鋼線1本
を刺入し，これを大骨片側の母床に整復して固定し，大骨片側に骨折線から離して設置した
JuggerKnot Soft Anchor-1.0 Mini，Micro QuickAnchor Plusなどの縫合糸を，tension band
wiring法における軟鋼線の要領で，0.7mm鋼線にかけ骨片に圧迫力を加えた．この手技で固定し
た裂離骨折の骨癒合，合併症について検討した．【成績】骨片が小さすぎて小骨片の骨折を生
じた1例をのぞいて骨癒合が得られた．術後suture anchor脱転，感染や著しい拘縮は認めなか
った．Suture anchorは留置したままであるが0.7mm鋼線は全例抜釘した．【結論】鋼線固定の
みを用いた方法は設置，抜釘も容易で小骨片固定の主要な材料であるが，固定性は比較的弱
い．小骨用螺子は鋼線のみで固定するよりも固定性が高いが，径が若干大きくなり，小骨片の
骨折が懸念される．フックプレートは固定材料としては大きく，設置位置の問題がある．本法
における骨から突出する部分は鋼線固定とほぼ同じであるが，骨片間に圧迫力をかけることが
できる．小骨片骨折を生じる危険性があって他の方法同様に症例を選ぶ必要性はあるが，簡便
で良好な固定性が期待できる．
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過伸展変形を呈する陳旧性手指PIP関節側副靭帯損傷に対する掌側
板を含めた靱帯再建術

Volar plate and collateral ligament repair for posttraumatic hyperextension deformity of the proximal

interphalangeal joint

○森崎 裕1, 三浦 俊樹2, 上原 浩介1, 増山 直子1

宮本 英明1

1東京大学医学部附属病院整形外科, 2JR東京総合病院

【背景】陳旧性の手指PIP関節側副靱帯損傷は時に掌側板の破綻を合併し、側方動揺性のみなら
ず過伸展変形を来すことがある。今回我々は、陳旧性の手指PIP関節側副靭帯損傷で過伸展変形
を有する患者に対し長掌筋(PL)腱を用いて側副靭帯、副靭帯、掌側板を一期的に再建する方法
を考案したので報告する。【方法】手術は側方アプローチで進入し、基節骨頭にpull out法か
suture anchorを用いて採取したPL腱を縫着する。腱を二束に裂き、背側を中節骨基部掌側、掌
側を掌側板に空けたslitを通し縫着し、掌側の腱はさらにslitで反転させて基節骨頚部に固定
する。それぞれ側副靱帯、副靱帯、掌側板と対応する。術後は約3週間K-wireで仮固定し、その
後自動運動から可動域訓練を開始する。6週から他動運動での可動域訓練。半年でスポーツ復帰
とした。【結果】対象は35歳男性環指、36歳男性小指、64歳女性小指。受傷より6ヶ
月、6年、35年での手術となった。経過観察期間は9ヶ月、1年、1年6ヶ月であった。側屈動揺性
は全例で消失。PIP関節他動伸展角度はそれぞれ術前40度、60度、60度が0度、10度、-15度と軽
快。術後自動屈曲角度は90度、80度、95度と保たれていた。術前感じていた痛みは2例で消
失、1例で使用時に軽度感じる程度に軽快した。患者はそれぞれ趣味で行っている相撲、バスケ
ットボール、バレーボールに復帰した。【考察】PIP関節掌側板の陳旧性損傷に対する手術は、
掌側板の再縫着、FDSを用いた再建などがある。長期経過例では掌側板がほぼ消失している事が
あり、さらに小指ではFDS欠損例あるいは低形成があり得るため用いにくい。そのような症例に
は本方法は考慮して良い方法と考える。今後長期的な経過を観察していく。
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手指関節に対する一時的鋼線固定後の関節症性変化
- 関節面へのK-wire刺入はOAを進行させるか？ -
Osteoarthritis changes after temporary fixation with K-wire for digital joint

○真壁 光1, 高畑 直司1, 堺 慎2, 柴田 定2

1勤医協苫小牧病院 整形外科, 2勤医協中央病院 整形外科

【はじめに】手指の損傷に対する石黒法などの鋼線を用いた一時的内固定は簡便かつ有効であ
るが、関節面への鋼線刺入による軟骨損傷が危惧される。本研究の目的は、手指関節の鋼線固
定によるOA進行のリスクを評価する事である。
【対象と方法】2003年11月から2013年3月までの期間に、手指関節を一時的に鋼線固定し抜釘後
も一定期間観察し得た68例73関節を対象とした。カルテ記載とX線画像を元に後ろ向き調査を行
った。骨性槌指や脱臼骨折を含む「関節内骨折群」42関節、腱性槌指や靭帯損傷などの「軟部
組織損傷群」6関節、「関節外骨折群」25例であった。「関節外骨折群」に対しては骨折部の整
復固定に伴って鋼線固定した隣接関節＝健常関節の評価を行った。手術は1.0～1.2 mm 径のK-
wireを平均1.58本で一時的に固定し、抜釘後観察期間は平均20.8週であった。
【結果】抜釘前に5関節（6.8%）、抜釘後に9関節（12.3%）、計14関節にOA進行を認めた。うち
92.9%を関節内骨折群が占め、OA出現時期は抜釘後平均4.2週であった。14関節中8関節の最終可
動域は健側比60%未満であった。骨性槌指の20関節中6関節（30.0%）でOAを生じた。軟部組織損
傷群ではOA進行例や可動域制限を認めた例は無く、関節外骨折群では1関節（4.0%）のみで抜釘
前のOA進行を認めた。
【考察】健常関節への鋼線刺入によるOA進行リスクは関節内骨折と比較して非常に小さいもの
であった。鋼線刺入による軟骨損傷は憂慮すべきだが、不安定性の大きい骨折や軟部組織損傷
に対してはより強固な固定性を得るために考慮されて良い方法である。骨性槌指は抜釘後４週
前後のOA発症率が高く、step offの有無に関わらず抜釘後も一定期間は観察すべきである。
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母指MP関節ロッキングの手術治療成績
Surgical treatment for locking of the metacarpophalangeal joint of the thumb

○宮本 崇1, 中川 照彦2, 佐藤 哲也2, 鈴木 志郎2

1草加市立病院　整形外科, 2同愛記念病院　整形外科

【目的】母指MP関節ロッキングはスポーツなどで母指MP関節が過伸展され屈曲制限と疼痛が生
じる、比較的稀な外傷である。第一に徒手整復が試みられるが、一部では徒手整復不能なため
に観血的治療を要することもある。今回我々は、徒手整復にてロッキングを解除できず、観血
的整復を要した症例について検討した。【対象】1988年から2013年までの間に、母指MP関節ロ
ッキングに対して手術加療を行った17例について検討した。男性10例、女性7例、右母指8例、
左母指9例、平均年齢22.4歳（10～55歳）であった。受傷機転は球技での突き指が5例、球技以
外の突き指もしくは過伸展損傷が11例、明らかな外傷歴のないものが1例であった。【結果】徒
手整復不能例に対して手術を行った。発症から手術までの期間は3週以内の新鮮例が8例、陳旧
例が9例であり、平均29.9日（0～108日）であった。手術は母指MP関節の橈側側正中切開にてア
プローチした。副靱帯もしくは掌側板の一部の切離のみで整復されたものが11例、整復に種子
骨周囲の剥離もしくは切除を要したものが6例であった。整復困難例では新鮮例が1例、陳旧例
が5例であった。13例で中手骨頭の橈側顆部に溝や骨棘の形成を認め、これを切除した。1例で
橈側顆部に骨軟骨骨折を認めた。術後に健側と比して15°以上の屈曲制限が残存したものが
3例、軽度の疼痛が残存したものが1例あったが、日常生活動作において制限を訴えるものはな
かった。【考察】今回の母指MP関節ロッキングで観血的治療を要した例では、諸家の報告の通
り高率に中手骨頭の変形を認め、新鮮例であっても手術加療を必要とした。【結語】母指MP関
節ロッキングの徒手整復不能例に対して観血的整復を行い、術後経過は良好であった。
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母指MP関節脱臼の治療経験
Experience of Treatment for Dislocation of the Metacarpophalangeal Joint of the Thumb

○廣田 高志, 尾上 英俊

福岡徳洲会病院　整形外科

【はじめに】母指MP関節脱臼は日常診療で時に遭遇する疾患である。今回我々が経験した症例
について検討したので報告する。
【症例と結果】2002年4月～2013年9月までに当科を受診した母指MP関節脱臼5症例について検討
を加えた。症例は男性4例、女性1例、受傷時年齢は9～52歳（平均22.4歳）であった。患側は右
母指3例、左母指2例であり、全例背側脱臼であった。受傷原因はスポーツ外傷が3例、転落
1例、その他1例であった。治療法は、全例受傷当日に徒手整復を行い4例は良好な整復位となっ
たが、1例は亜脱臼が残存したため受傷4日目に観血的脱臼整復を行った。
【考察】母指MP関節脱臼は圧倒的に背側が多く、その整復障害因子としては掌側板、種子骨、
側副靭帯、関節包、長母指屈筋腱などがある。徒手整復を行うに当たってこれらの整復障害因
子がMP関節に嵌入するのを防ぐこと、また嵌入している障害因子を開放することが重要であ
り、諸家の報告では整復法はFarabeuf法に準じて行うことが多く、当科でも同様の方法で整復
を行っている。また徒手整復不能例、陳旧例に対して観血的脱臼整復術が適応となる。MP関節
内への侵入法は様々な報告があるが、我々の症例で観血的脱臼整復を要した1例では橈側侵入で
MP関節内を展開したところ、断裂していた関節包がMP関節内に嵌入しており整復障害因子とな
っていたため、これを取り除いた後に整復位を保持するためC-wireによる関節固定が必要であ
った。
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手指PIP関節脱臼骨折に対してDDA2創外固定器を用いて治療を行っ
た16症例

External fixation for fracture-dislocation of the PIP joint

○上羽 宏明1, 佐々木 英幸1, 満 和樹2, 竹村 宣記3

児玉 成人3

1近江草津徳洲会病院, 2草津総合病院, 3滋賀医科大学整形外科

手指PIP関節脱臼骨折は、早期に適切な診断と治療がなされないと大きな障害を残すこととな
る。治療に関しては伸展ブロック法や観血的整復固定術、創外固定法など各種の報告があり、
これらの適応を含め確立された治療法が存在しないのが現状である。今回、我々は新鮮手指PIP
関節脱臼骨折に対してDDA2創外固定器(エム・イー・システム)を用いて治療を行った16症例の
術後成績について報告する。平成23年7月から平成25年8月までの間に、手指PIP関節脱臼骨折に
対して手術を行った20例のうち、観血的手術を行った３例と陳旧例の１例を除く16症例につい
て検討した。症例は15歳から80歳(平均年齢 37.5歳)で男性14例、女性3例であった。受傷から
初診までの平均期間は2.7日(受傷当日から8日目まで)、受傷から手術までの平均期間は5.0日(2
日目から9日目まで)であった。背側脱臼15例に対して、掌側脱臼例は２例のみであった。中節
骨基部関節面の陥没を認めた２例はHintringer法にて関節面の経骨髄的整復を併用し、骨性槌
指を合併した１例には石黒変法によるDIP関節のピンニングを併用した。術後評価を関節可動
域、握力、疼痛(visual analog scale)、Ishidaのスコア、quick DASHスコア等を用いて行っ
た。高度粉砕骨折例では可動域が不良であったが、その他の症例では概ね良好な術後成績を得
た。DDA2創外固定器は、簡便に短時間で非観血的に行うことができることに加え、関節の整復
位を維持しつつ早期に可動域訓練を行うことができる等、大きな利点を有する。関節面の陥没
を有する症例に対してはHintringer法を併用することで、PIP関節脱臼骨折の多くの症例に適応
することができると考えられた。
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手指PIP関節脱臼骨折に対する可動式創外固定器の使用経験
Clinical experience of dynamic external fixator for fracture-dislocation of the proximal interphalangeal

joint

○岩崎 幸治, 富田 泰次, 金 潤壽, 根本 高幸

太田総合病院　手外科センター

【はじめに】PIP関節脱臼骨折は、粉砕例や陳旧例では骨折部の固定性と整復位の保持が困難な
ため、外固定が長期化し、関節拘縮や関節症変化を生じやすい。今回我々は、PIP関節脱臼骨折
の治療に可動式創外固定器を併用し、良好な整復位を保持しつつ早期に関節可動域訓練をおこ
ない良好な成績を得たので報告する。【対象と方法】対象はPIP関節脱臼骨折に可動式創外固定
器(アラタ社PIP WING)を使用した10例10指で、男9指、女１指、受傷時年齢は平均40.9歳、受傷
から手術までの期間は平均16.9日、骨折型は背側脱臼骨折6指、掌側脱臼骨折1指、PILON骨折4
指でそのうち腫瘍による病的骨折が1指である。手術は全例とも観血的に関節面を整復固定し、
その後可動式創外固定器を装着した。創外固定器の抜去は平均5.3週後に施行しており、術後の
平均観察期間は6.4か月であった。画像評価は単純レントゲン像にて骨癒合、亜脱臼の遺残、関
節症変化を、臨床評価はPIP、DIP関節の関節可動域、疼痛の有無を調査し、総合評価として石
田の評価法を用いた。【結果】全例に骨癒合を認め、亜脱臼の遺残例はなく、病的骨折例に関
節症変化を、1例に軽度の関節症変化を認めた。最終調査時のPIP関節の関節可動域は平均
7 5 ° 、 D I P 関 節 の 関 節 可 動 域 は 平 均 5 7 . 5 ° で あ り 、 石 田 の 評 価 法 に て
Exellent4指、Good5指、Poor1指であった。【考察】今回使用した可動式創外固定器は、長軸方
向への牽引が可能であり、骨接合術後の整復位を保持したまま、早期に関節可動域訓練を開始
することにより、比較的良好なPIP関節の関節可動域を獲得できた。しかし、DIP関節の可動域
制限が残存する症例があり、これはlateral bandなどの癒着が原因と考えられPIP関節だけでな
くDIP関節の可動域訓練に関しても十分に注意を払う必要があると考えられる。
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手指PIP関節内骨折後変形に対する骨軟骨柱移植術施行2例
Osteochondral autograft transplantation for malunited intra-articular fracture of the proximal

interphalangeal joint: Report of two cases

○山上 信生1, 山本 宗一郎1, 辻本 由美子2, 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

【目的】手指関節内骨折後変形は、関節可動域制限や巧緻運動障害などの訴えが残ることが多
く、治療に難渋する。同変形に対し、膝からの骨軟骨柱移植を行った2症例を報告する。【症例
１】14歳男性。野球のボールが右中指に当たって受傷し、某医を受診した。右中指骨折の診断
で外固定を行われたが、通院を自己中断した。右中指の疼痛、可動域制限が残存したため、受
傷後5カ月で当科を受診した。初診時、右中指PIP関節屈曲60度と制限があり、grip時に環指と
のoverlapを認めた。単純X線像では中節骨PIP関節面に骨欠損を認め、中指PIP関節内骨折後変
形と診断し手術を行った。手術は骨軟骨欠損部に円柱状の骨孔を作成し、そこに膝関節非荷重
部から採取した径4.5 mmの骨軟骨柱をpress-fit固定で移植した。術後はbuddy taping固定と
し、手術翌日より自動運動を許可した。Tapingは術後3カ月まで継続した。【症例2】64歳男
性。大工。ドリル使用中に右手を捻じられて受傷した。某医を受診し、右環指骨折の診断で保
存療法を行われたが、変形と疼痛が残存したため、受傷後5カ月で当科を受診した。初診時、右
環指はPIP関節において尺側へ偏位し、PIP関節屈曲80度と制限を認めた。画像所見では中節骨
PIP関節面に骨欠損を認め、症例1と同様に骨軟骨柱移植を行った。両症例とも術後1年を経過
し、疼痛はなく、PIP関節可動域は屈曲90°に改善し、gripでの手指overlapも認めない。CTで
移植骨の骨癒合が得られ、膝関節に障害も認めていない。【考察】本術式の利点は採取が容易
であること、比較的大きな骨軟骨柱も採取可能であり広範囲骨軟骨欠損にも対応可能であるこ
と、press-fit固定であるため固定性がよく、早期に可動域訓練が開始できることなどである。
【結論】本術式は手指関節内骨折後変形に対して有効な術式であると考える。
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皮切を追加することなく指節骨に縫合糸をかける方法
Ligament-to-Bone Suture Technique without Additional Incision

○新井 健1, 水野 早季子2

1東京歯科大学市川総合病院　リハビリテーション科

2慶應義塾大学医学部　整形外科

【目的】指の靱帯断裂や腱損傷などで骨に軟部組織を逢着する際にアンカーを用いることが多
いが，使用できない場合には骨の対側に皮切を追加し縫合糸を対側の骨皮質にかける必要があ
る．我々はこのとき，Kirschner鋼線と注射針を用いて皮切を追加することなく骨に縫合糸をか
ける方法を用いてきたので紹介する．【対象】指の靱帯損傷や開放性の終止腱の損傷などに対
し，アンカーの使用が困難な場合に用いてきた．【方法】骨の軟部組織を逢着したい部位から
直径1.0 mmのKirschner鋼線を刺入し，反対側の皮質を貫通させる．これを23Gの注射針に置き
換え反対側の皮膚も貫通させる．同様にKirschner鋼線を2 mm程度離れた部位で反対側の皮質を
貫通させ，注射針に置き換える．貫通させた注射針の先端からナイロン糸を術野側にまで通
す．その注射針の先端に別の注射針の先端を咬み合わせ，外れないように術野と対側の皮質骨
上まで進め，糸を挿入した注射針は糸を残し抜去する．対側から刺入した注射針は先端を対側
の骨皮質を滑らせながら，二回目に穿孔した部位を探りそこから術野まで貫通させる．この先
端に別の注射針を咬み合わせたまま術野から反対側の皮膚まで貫通させる．この注射針の先端
から同じ部位で皮膚を貫通しているナイロン糸を刺入し術野まで貫通させ注射針を抜去する．
反対側の皮質にかけられたナイロン糸を用い軟部組織を逢着する．【結果】アンカーと比して
軟部組織逢着時の固定性に遜色はなかった．術野と対側の知覚障害や疼痛の持続などの訴えも
なかった．【考察】一見複雑だが数分で施行可能であり，術野側の皮質が破損しアンカー刺入
が困難な場合，アンカーの糸が切れた場合，アンカーを挿入することが感染の可能性を高める
と判断された場合，アンカーが用意できなかった場合などに有用である．
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マレット指に対する保存療法の検討
conservative treatment of mallet finger

○吉澤 秀, 池上 博泰, 眞宅 崇徳, 森 武男
金子 卓男

東邦大学　医学部　整形外科学講座（大橋）

[目的]マレット指は日常診療で頻繁する疾患である。骨性マレット指の多くは手術療法が選択
されるが、時に手術を希望しない患者では保存療法をせざるを得ない。今回、保存療法を施行
した骨性・腱性マレット指の短～中期成績について検討したので報告する。
 [対象]男性11例、女性4例（骨性マレット指3、腱性マレット指12例）、平均年齢40.3歳
(24̃65)、罹患指は示指１、中指2、環指5、小指7例であった。受傷機転は、伸展位によるスポ
ーツ受傷が7例、受傷から治療開始までの平均日数は11.8日、平均観察期間は15.3週であった。
保存療法は患者に病態を十分説明して、DIP関節のみの固定を、アルフェンスシーネあるいはマ
レット指装具(3点支持スプリント固定)を用いてDIP関節伸展0°で、約8～12週間外固定を自己
管理で施行した。
 [結果] 腱性マレット症例は全例アルフェンスシーネ固定を8週間施行しDIP関節可動域伸展-
2.5°,屈曲70°と良好な成績であった。骨性マレット指はWehbe分類でtype 1A、1B症例はとも
に腱性マレット指症例の固定期間と同じ8週間のアルフェンスシーネ固定で骨癒合が得られ、可
動域はtype 1Aで伸展0°,屈曲70°、type 1Bでも伸展-5°,屈曲65°であった。type 2B症例は
マレット指装具で12週間固定し、可動域は伸展-5°、屈曲45°と治療成績は不良であった。
 [考察] 腱性マレットとWehbe分類type 1A、1B症例では良好な可動域を獲得した。これは患者
に病態を説明して、アルフェンスシーネ固定を自己管理させることで、従来の報告よりも良好
な保存療法の治療成績が得られた。しかし、type 2B症例では屈曲変形が残存した。亜脱臼が固
定によって完全に整復できなかったこと、マレット指装具による軽度過伸展によって屈曲変形
が残存したことが推測された。
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腱性Mallet　fingerに対する経皮的鋼線刺入術の検討
The therapeutic results of percutaneous pinning fixation for soft tissue mallet finger injuries

○諸橋 彰1, 高瀬 勝己2, 河野 亮平3, 新行内 義博4

諸橋 政人5

1仁和会総合病院　整形外科, 2東京医科大学運動機能再建外科学

3明理会総合病院整形外科, 4所沢中央病院整形外科, 5いずみまちクリニック

【緒言】骨性Mallet　fingerは、石黒法やその変法などにより良好な成績が報告されている
が、腱性Mallet　fingerはまとまった報告が少ない。我々は新鮮例に対し伸展位鋼線刺入を行
い、良好な結果を得てきた。本法の治療成績につき検討したので報告する。【対象と方
法】2007年7月から2013年6月までに同法で治療を行った手指腱性Mallet　fingerのうち、抜釘
後3か月以上経過観察し得た25指を対象とした。男性18例、女性7例、罹患指は、中指5例、環指
16例、小指4例、受傷機転は突き指12例、衣類に引っ掛けた6例、転倒2例、他人に踏まれた
2例、不明3例であった。受傷から手術までの期間は1日から53日、平均7.4日、DIP関節伸展位で
Φ1.0mm～1.2mm K鋼線を指側面より刺入、DIP関節を斜めに貫き固定した。抜釘までの期間は6
週～12週(平均7.9週)で、その間PIP関節の運動は制限しなかった。後療法は、抜釘後2週は自動
運動のみとし、その後に他動運動を追加する。また、夜間伸展位シーネ固定は抜釘後4週継続さ
せた。治療成績は蟹江の評価に基づいた。【結果】蟹江の評価で優16例、良5例、可1例、不可3
例であった。【考察】受傷から手術までの期間、DIP関節固定角度、抜釘までの期間などについ
て検討した。腱性Mallet　fingerは骨性Mallet　fingerと比べると報告は非常に少ない。これ
は症例数が少ないというよりも、一般整形外科医や外科医が指保持用装具を用いて治療するこ
とが多く、伸展制限が多少残っても患者自身がADLに支障を来たさないことなどが考えられる。
しかし、一度装着した装具を入浴時や手洗い時も外せず、数週間もの間生活することは多くの
ストレスがあり、褥瘡やかぶれなどの皮膚疾患を発症することもありうる。ADLの面からも、腱
性Mallet　fingerに対する本法は簡便であり、有用であると思われた。
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骨性マレット指の治療成績の検討
Study of Treatment Results of Bony Mallet Finger

○勝田 康裕1, 関谷 勇人1, 五十棲 秀幸1, 岡本 秀貴2

西 源三郎3

1JA愛知厚生連　海南病院　整形外科, 2名古屋市立大学　整形外科

3一宮西病院　整形外科

【目的】石黒法またはその変法にて治療した骨性マレット指における治療成績について検討し
たので文献的考察を含め報告する。【対象と方法】対象は、受傷後6週以内に石黒法又は変法に
て手術施行した骨性マレット指24例中、経過中に感染を起こした2例を除いた22例とした。年齢
は平均31歳、罹患指は、示指5指、中指6指、環指5指、小指6指であった。受傷原因は、球技が
17例、その他が5例であった。受傷から手術までの期間は平均10.8日で,術後経過観察期間は平
均280日であった。評価はX線所見による骨癒合、整復状態、遺残変形ならびに関節可動域につ
いて行った。術後成績は蟹江の評価基準に従った。【結果】骨折型は小西池分類で、Type1
3指、Type2 5指、Type3 7指、Type4 7指であり、77％の症例でDIP関節の40％を越える大骨片を
伴っていた。術後X線写真にてDIP固定ピンが骨片を貫いていた症例は6指（27%）に、背側骨片
が回旋転位していた症例は9例（41%）に認めた。骨癒合は、21指に認めた。最終観察時の遺残
変形は、DIP関節面のstep offを10指（45%）に認めた。伸展不足角は0°から28°（平均
5.9°）、DIP関節可動域は20°から80°（平均56.0°）であった。蟹江の評価基準では、優
14指、良4指、可3指、不可1指であった。【考察】石黒法は現在でも非常に優れた方法として広
く行われており、今回の調査でも総じて良好な成績を得ることが出来ていた。しかし、小西池
分類Type1では骨片が転位しやすく、今回原法を行った３例中２例が転位を来たし成績不良とな
っており、追加処置が必要であったと考える。また最終成績は良好でも完全整復位が得られず
step offが残存した症例も認めており、今後の関節症発生も危惧される。そのためより正確な
整復位獲得のため骨片に鋼線を追加する坪川法は非常に有用な方法であると考える。
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Intrafocal pinningを併用したextension block法による骨性槌指の治療
Operative Treatment of Mallet Fracture using Extension Block and additional Intrafocal Pinning

○黒沢 一也1, 星野 貴光1, 高岸 憲二2

1日高病院　整形外科, 2群馬大学大学院　整形外科

【はじめに】骨性槌指に対するextension block法はすぐれた方法であるが、本法のみでは骨片
の背屈転位の矯正が困難なケースをしばしば経験する。我々はこの背屈転位を整復する方法と
してintrafocal pinningを併用し、骨片の背屈を防止しながらextension block法を行い良好な
成績を得ているので報告する。【対象・方法】2012年3月以降本法を行っており、現在までの症
例数は9例9指。平均年齢33歳である。全例関節面の1/3を超える骨折であり、関節面に対し骨片
の占める割合は平均46.6％であった。受傷から手術までの期間は5日から35日、平均9日であっ
た。方法は透視下に末節骨の骨折部背側縁に0.7mm Kirschner鋼線(K-W)を斜め末梢方向に背側
から掌側へ刺入。その後DIP関節屈曲位でextenion block pinとして1.0mm K-Wを中節骨に刺入
し、DIP関節屈曲位のまま、0.7mm K-Wを中枢方向へ折り曲げて骨片の背屈転位を防止した状態
でDIP関節を伸展しDIP完全伸展位でextension block法で整復固定し、K-Wは皮下に埋没し
た。PACSによるX線計測でDIP関節の最終extension  lossを計測し、整復状態を評価し
た。【結果】全例で良好な関節面の整復と骨癒合が得られた。抜釘までの平均期間は33日。合
併症はなかった。DIP関節の伸展可動性は伸展5.9°～屈曲5.3°で平均伸展角は1.6°であっ
た。【考察】骨性槌指での骨片の形態と大きさはさまざまであり、比較的大きく正三角形に近
い形態の骨片ではその背屈回転転位の整復に難渋することが多い。大きな骨片を有する骨性槌
指では正確な関節面の整復が重要であり、本法は骨片の背屈転位を整復する手段として有効で
あった。また、DIPを完全伸展で固定することにより、固定時の掌側亜脱臼の有無の判定が容易
になるとともに、DIP関節のextension lossも防止することもできた。
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骨性槌指に対するdouble extension block法による治療経験
Closed Reduction with Double Extension Block for Bony Mallet Finger

○杉原 隆之

渡辺病院　整形外科

【目的】骨性槌指に対する石黒法は非常に優れた方法であり、低侵襲で良好な骨癒合が得られ
る。通常extension block pinは1本用いられるが、関節面の1/2を超えるような大きな骨片の場
合、extension block pin 1本では骨片の回旋転位が防止できないこともある。当院では症例に
よってextension block pinを2本使用するdouble extension block法を行い、関節面の整復が
不十分な場合や固定力に不安がある場合にはさらに骨片に直接鋼線を刺入して整復固定した。
今回、double extension block法の治療成績を検討し、比較的良好な結果を得たので報告す
る。
【対象と方法】対象は2011～2013年の間に当院で骨性槌指に対して石黒法を行った18例22指の
うちdouble extension block法を行い、追跡調査が可能であった10例11指（右側5指、左側
6指）である。男性8例、女性2例で年齢は15～61歳（平均年齢40.7歳）であった。罹患指は母指
1指、示指2指、中指1指、環指7指であり、陳旧例が3指であった。手術方法は石黒法に準ずる
が、extension block pinは骨片近位の橈側・尺側に1本ずつ計2本刺入し、7指では骨片への鋼
線の刺入も追加した。術後の追跡期間は2～6カ月（平均3.9カ月）であった。
【結果】X線像にて骨癒合及び関節面の適合性は概ね良好であった。最終調査時のDIP関節の自
動可動域は伸展が-20°～10°で平均-4.5°、屈曲が10°～85°で平均58.6°であった。蟹江の
評価基準にて優は7指、可は2指であった。不可は2指であったが、ADLに大きな制限はなかっ
た。
【結論】骨性槌指に対してextension block pinを2本使用するdouble extension block法の成
績は概ね良好であった。
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骨成マレット指に対するフックプレートによる治療
Osteosynthesis with Hook Plate for Mallet Finger

○阿達 啓介

三豊総合病院　整形外科

【目的】当院では2009年より骨性マレット指の治療方法のオプションとしプレートによる内固
定を導入した。少数ではあるが骨性マレット指に対するプレート固定の治療成績を報告す
る。【方法】プレートはベアメディック社に依頼しフックの長さの異なる2種類を作成した。骨
片の大きさによりこれら2つを使い分けている。適切なサイズのプレートを選択し損傷のない末
節骨にDePuy-Synthes社 Modular Hand System 1.3もしくは1.5mm裸子を用い固定する。術後外
固定は1-2週間DIP伸展位でシーネ固定を行う。【対象】手術適応は石黒法と同様、関節面の1/3
を越えるもの、末節骨の掌側脱臼傾向のあるもの更に小骨片に対する装具療法で離開傾向のあ
るものとした。対象は8例で年齢は12歳から49歳で受傷から手術までの期間は4日から6週間であ
った。術後経過観察期間は2ヶ月から6ヶ月であった。【結果】骨片が粉砕していた1例でフック
では十分な固定が得られずpull outに固定方法を変更せざるを得なかった。他の7例はフックプ
レートで十分な固定力が得られ骨癒合に至った。DIP可動域は全例50度以上が得られた。受傷か
ら手術まで約6週間の陳旧例では15度の伸展不足角を残し蟹江らの評価基準では可となったが他
の6例では良または優となった。一過性に爪の変形(pause line)を4例に認めた。【考察】骨性
マレット指に対する石黒法は固定方法のみならず整復方法としても有用な方法である。しかし
ピンが皮膚外に長期間露出するがゆえに感染、ADL障害も避けられない。本法では外固定期間も
短期間で遅くとも2週間以内に手洗いなども可能となりメリットは大きいと考えられた。ただし
一過性ではあったが爪変形が認められたこと、また同様の手技で感染、永続的な爪変形の報告
もあり慎重な手術操作が望まれる。
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徒手整復が困難であった尺骨塑性変形に対してK-wireを髄内に刺入
した経皮的矯正骨切り術を行った2例

Treatment of Plastic Bowing of Ulnar Using Minimaly Invasive Osteotomy

○福原 徹太郎1, 三宅 潤一2, 藤澤 幸隆1, 藤城 高志3

丸山 貴資1

1八戸ノ里病院　整形外科, 2三宅整形外科, 3大阪医科大学整形外科

【はじめに】小児期における尺骨骨折の一形態として尺骨塑性変形がある。同時に橈骨の脱臼
や骨折を伴っている例も多く、早期に塑性変形を整復することが勧められている。今回、徒手
整復が困難であった尺骨塑性変形に対して、K-wireを髄内に刺入した経皮的矯正骨切り術（以
下骨切り術）を行い、良好な結果が得られたので報告する。【症例１】6歳　男児、ジャングル
ジムより転落し受傷、2週間後に肘外側周囲の腫脹と疼痛を主訴に受診した。肘関節は屈曲
100°伸展-20°であった。レ線像で尺骨の伸展変形と橈骨頭脱臼を、CT横断像で尺骨は25度の
外旋変形していた。徒手整復が困難であったため、尺骨は骨切り術を、橈骨頭は徒手整復を行
った。術後5週で尺骨は骨癒合、橈骨頭は再脱臼することなく、可動域に左右差を認めなかっ
た。【症例２】17歳　男性、体育の授業中に左手をついて転倒した。レ線像で尺側凸かつ伸展
した尺骨塑性変形と橈骨骨折を認めた。受傷1週間後に徒手整復が困難であったため、尺骨は骨
切り術、橈骨はプレート固定を行った。術後８週で橈骨尺骨は癒合し、術後４か月で可動域に
左右差をみとめなかった。【考察】尺骨の塑性変形は橈骨の脱臼や骨折を伴う例も多く、前腕
回外位では橈骨頭の脱臼、回内位では橈骨骨折を伴い易いという報告もあり、尺骨の回旋変形
の評価も重要と考える。髄内にK-wireを刺入した経皮的骨切り術は小児期の先天性骨疾患での
矯正手術として用いられることが多い。徒手整復が困難であった尺骨塑性変形に施行したが、
その利点として周囲の軟部組織への侵襲を軽減し、骨膜温存するため、早期の骨癒合が期待で
きることにある。また抜釘手術も容易であり、比較的年少者にも行い易い点があげられ、有用
な手術法と考える
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上腕骨顆上骨折・外側顆骨折における健側Baumann角の検討
Radiographic assessment of the unaffected side Baumann's angle in Supracondylar and Lateral condylar

fractures of humerus

○金井 朋毅1, 森谷 浩治2, 依田 拓也2, 原 敬2, 牧 裕2

1新潟大学大学院医歯学総合研究科機能再建医学講座　整形外科分野

2（財）新潟手の外科研究所病院

【目的】上腕骨顆上骨折は主に肘関節の過伸展損傷、上腕骨外側顆骨折は肘伸展位での内反・
外反強制が原因で発生するといわれているが、その一方で内・外反肘といった骨形態要素の影
響も両骨折に関係があると報告されている。今回、骨形態要素の指標として健常側のBaumann角
（以下BA）を計測し、両骨折群間で差が認められるか調査したので報告する。【対象と方
法】2013年1月から10月までに加療し、受傷時または治療期間中に健側肘関節X線写真正面像が
撮影された上腕骨顆上骨折27例（男16例、女11例）、平均年齢7歳(2-11歳)と上腕骨外側顆骨折
16例（男10例、女6例）、平均年齢6歳(3-12歳)を対象とした。BAは上腕骨横径中点の長軸に沿
った線と上腕骨小頭の成長線に平行な長軸（小頭骨端核の成熟に伴い上腕遠位骨幹端との境界
が閉鎖しつつある症例では外顆部の骨端核と骨幹端における内外側境界辺縁2点を通る線）のな
す角（90-α°）とし、上腕骨顆上骨折群・上腕骨外側顆骨折の2群間で比較した。統計処理に
はアドインソフトStatcel 3 (エクセル)を用い、Mann-WhitneyのU検定を使用し、Ｐ＜0.05で統
計学的有意差ありとした。【結果】上腕骨顆上骨折群におけるBAは12°から38°（平均
22°）、上腕骨外顆骨折群におけるBAは13°から27°（平均20°）と、両群間で有意差は認め
られなかった(P＝0.37)。【考察】肘外偏角(CA)は上腕ならびに前腕の骨軸を決定しなくてはな
らず、その計測操作がBAと比べて煩雑となる。今回、私達はCAと相関があり、かつ計測が容易
なBAを用い、両群間における骨形態の差違を調査したが、有意差は認められなかった。本研究
からは両骨折とCAの関係が報告されているほど近接なものでない可能性、BA自体の計測に問題
があった可能性などが示唆される。
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小児上腕骨顆上骨折に正中神経麻痺を合併した症例の検討
Median nerve Palsies in supracondylar fractures of the humerus in children

○久我 研作, 堀木 充, 中川 玲子, 阿部 真悟
田野 確郎

関西労災病院　整形外科

【目的】小児上腕骨顆上骨折は末梢神経障害を術前および術後に合併することがあるが、この
ような神経障害に対して保存的治療を行うか観血的治療を行うかに関しては定説がない。今回
我々は術後に正中神経麻痺を生じ、観血的手術を要した症例について検討した。【方法】2009
年8月～2013年4月に手術施行した小児上腕骨顆上骨折18例のうち伸展型骨折17例を対象とし
た。男児7例、女児10例、平均年齢：7歳（3-11歳）であった。以上の症例のうち術後に正中神
経麻痺を来した3例に対して検討した。【成績】伸展型骨折17例をGartland分類に従って分類し
た。1型3例、2型8例、3型6例で、3型では6例中3例に術後正中神経麻痺を認めた。全例初回経皮
的ピンニングを施行したが、術後麻痺の進行を認めた2例は早期に神経剥離を施行した。いずれ
の症例も索状の線維組織に正中神経が絞扼され圧迫されていた。1例は筋力回復に5ヶ月要し
た。1例は筋力回復にFPLは8週、FDP2は10週要した。【考察】小児上腕骨顆上骨折の神経麻痺合
併率は10～20％とされている。完全伸展型骨折では40％との報告もある。神経損傷の多くは
neurapraxiaであり、平均2ヶ月、6ヶ月以内に回復するという報告が多い。しかし、神経剥離に
関する報告では全麻痺のうち12.5～33.3％に神経剥離を施行しており、自然軽快しない症例も
多い。我々は進行する麻痺が存在する症例、神経因性疼痛が存在する症例、循環障害を合併す
る症例、非観血的整復が不十分であった症例に対しては神経剥離の適応と考えた。【結論】小
児上腕骨顆上骨折に対して非観血的整復の困難な症例は初回から観血的手術を考慮するべきで
ある。術後に麻痺を生じ回復傾向のみられない症例に対しては、新たに圧迫病変を生じた可能
性を考え、可及的早期に神経剥離を行うべきと考えた。
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小児上腕骨顆上骨折に対する経皮的pinning後に生じた合併症の検討
－内反変形と尺骨神経障害について－

Complications after percutaneous pinning for supracondylar fractures of the humerus in children.-cubitus

varus deformity and ulnar neuropathy-.

○入江 悠子1,2, 川崎 恵吉2, 酒井 健1,2, 門馬 秀介3

稲垣 克記3

1昭和大学　藤が丘病院　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】昭和大学横浜市北部病院では、転位を伴う小児上腕骨顆上骨折は原則として準緊
急で治療を行っており、仰臥位外旋位で徒手整復後に、K-wireでのpinning、もしくはORIFを行
っている。本骨折104例のうち経皮的pinningを行った76例の内反肘変形や神経障害合併症につ
いて調査し、術者や助手の卒後学年数、その他の因子が合併症の発生頻度に影響を及ぼしたか
を検討した。【対象と方法】2001年以降、当科で経皮的pinning固定を施行された小児上腕骨顆
上骨折76例（観血的整復固定の28例は除く）のうち、3ヶ月以上経過観察し得た症例を対象とし
た。術後の変形遺残に関しては、最終経過観察時に変形(carrying angle 180°以上 / Tilting
angle 30～50°以外)が遺残したD群7例と正常範囲内であったC群68例と比較した。神経障害に
関しては、術後一過性神経障害を生じた6例（I群）と生じなかった66例（N群）を比較検討した
（術前から神経障害を伴っていた4例を除いた）。【結果】D群で内反肘変形を来し、後日矯正
骨切り術となった症例は1例で、第三骨片を有しており、外側から3本K-wireを挿入し術後の整
復位は良好であったものの、その後徐々に変形が進行し、最終診察時には内反変形を来してい
た。I群の損傷神経は、6例とも尺骨神経で、後日神経剥離術を要した1例を除き、全例抜釘後1
～3ヶ月で神経麻痺は回復した。D群：C群、及びI群：N群を比較すると、平均年齢や骨折型、執
刀医及び助手の経験年数に、有意差はなかった。【考察】小児上腕骨顆上骨折の経皮的pinning
固定後の内反肘変形などの遺残変形や尺骨神経障害は、熟練の医師においても生じる可能性が
あった。内側のK-wire刺入にあたっては細心の注意を払い、また変形遺残の予防として、不安
定型骨折に対しては内外側からK-wireを刺入する。
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肘関節後外側回旋不安定症の治療経験: 外側尺骨側副靱帯に関する
考察

 Posterolateral rotatory instability of Elbow.  A case report.Consideration of lateral ulnar collateral

ligament.

○奥村 弥, 浅田 麻樹

京都第一赤十字病院

【はじめに】肘関節後外側回旋不安定症の概念は，広く知られるようになってきた．しかし，
保存治療の限界に関する明らかな指標がないため肘関節脱臼後の保存治療により橈骨頭の不安
定性が残存する症例が多く報告されている．【症例】14歳男性．サッカーの試合でジャンプし
た際に，手をついて転倒し初回肘関節脱臼を受傷した．尺骨鉤状突起骨折を伴った肘関節脱臼
と診断され，保存的に治療を施行された．その後も軽微な外傷により6ヵ月の間に2回の肘関節
脱臼を受傷した．3回目の脱臼時に当院救急外来を受診した．尺骨鉤状突起は再骨折しており，
外側靱帯複合体も損傷を認めた．伸展時の脱臼不安感は自覚していなかったが，回外時に橈骨
頭の異常可動性を認めた． MRI上は，外側靱帯複合体は靱帯中央部で不鮮明となっており外側
尺骨側副靱帯の尺骨側付着部にも異常を認めた．肘関節後外側回旋不安定症と診断した．手術
は，前方アプローチにより尺骨鉤状突起のワイヤリングを行った．さらに肘関節外側アプロー
チで尺骨回外筋稜にアンカーを挿入して，外側尺骨側副靱帯を修復した．【結果】術後6ヵ月現
在，橈骨頭の異常可動性は消失し，可動域も健側同様レベルまで回復した．肘関節JOAスコア
100点，Mayo elbow performance index 100点と良好な結果を得た．【考察】後外側回旋不安定
症の病態において，外側尺骨側副靱帯の重要性が指摘されている．一般的な肘関節脱臼では上
腕骨外果側での外側靱帯複合体損傷が多い．本症例のように外側尺骨側副靱帯の尺骨側で損傷
されている症例は，保存治療では橈骨頭の安定化が不十分となり外側回旋不安定性を残しやす
い．初回肘関節脱臼時に治療方針を決める上で，外側尺骨側副靱帯の損傷形態を詳細に検討す
ることが，後外側回旋不安定性の予測に有用であると考えた．
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肘関節拘縮に対する観血的関節受動術における予後予測因子の検討
Prognostic factor for the contracture of the elbow treated with open surgical mobilization

○大橋 麻依子, 岩本 卓士, 佐藤 和毅, 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】肘関節拘縮に対する観血的関節授動術は概ね良好な成績が報告されているが，一部に
成績不良例も存在する．今回我々は観血的関節授動術の術後成績を検討し，術前における予後
予測因子の解析を行った．
【対象および方法】2002年から2012年に,肘関節拘縮に対して観血的関節授動術を施行した58例
のうち，追跡調査可能であった30例を対象とした．男性21例女性9例，手術時年齢は平均39(7-
64)歳であった．拘縮の原因は外傷性17例，関節症性13例であった．これらの症例に対して性
別，年齢，喫煙，body mass index，拘縮の原因，術前可動域，術前の尺骨神経麻痺を予後予測
因子として抽出し，術後1年での肘関節可動域との単変量解析を行った．また術後の関節可動域
が屈曲110度以下あるいは伸展-30度以下の症例を成績不良例と定義し，前述の因子を説明変数
としたロジスティック回帰分析を用いて術後成績に影響を与える因子を検討した．
【結果】関節可動域は平均値にて術前伸展-28°，屈曲92°から，術後伸展-19°，屈曲120°と
有意に改善を認めた（p＜0.01）．単変量解析では術後可動域は術前可動域との強い相関を認め
たが，性別，年齢，喫煙等の他の予後予測因子との有意な関連は認めなかった．成績不良例は
30例中8例(外傷性6例，関節症2例)であり，ロジスティック回帰分析では術前可動域のみが術後
成績に有意に影響を与える因子であった（単位オッズ比1.06，p＜0.05）．
【結論】肘関節における観血的関節授動術では術前可動域が術後成績に影響することが統計学
的に示された．しかしながら外傷性と関節症性の拘縮では病態も異なると考えられるため，今
後さらに症例数を増やした検討が望ましいと考えられる．
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上腕骨遠位端骨折AO分類C型の治療成績
Surgical treatment for intraarticular fractures of the distal humerus(AO typeC)

○奥津 裕也, 千野 博之, 宇高 潤, 湯川 充人
丸毛 啓史

東京慈恵会医科大学整形外科学講座

［目的］AO分類C型の上腕骨遠位端骨折に対する手術成績を調査し,骨折型,進入法による成績を
比較,検討した.［対象および方法］対象は,男6例,女10例の計16例,16肢（左側12例,右側4例）
であり,手術時年齢は12～79歳,平均42歳であった.骨折型はAO分類でC1：3例,C2：7例,C3：6例
であった.手術は,全例に後方から進入したが,関節面の骨折の整復に際して広範囲な展開を要し
た8例（C1：1例,C2：4例,C3：3例）に対しては尺骨肘頭の一時切離を行った.術後の経過観察期
間は4～30か月,平均12か月である.これらの症例から,術後合併症,日本整形外科学会肘関節評価
法（JOAスコア）,肘関節可動域を調査し,さらに,骨折型別,肘頭切離の有無別に比較,検討し
た.[結果] 術後合併症は,軽度の尺骨神経麻痺を1例に生じたが,これは肘頭非切離群であった.
最終経過観察時でのJOAスコアは64～100点,平均90点であり,自動可動域は屈曲が96°～140°,
平均120°,伸展が0°～40°,平均15°であった.肘頭の一時切離の有無でみてみると,肘頭切離
群のJOAスコアは平均91点,屈曲：平均118°,伸展：平均19°であったのに対し,非切離群では,
それぞれ88点,121°,10°であり,JOAスコアは非切離群,伸展可動域は切離群の方がやや劣って
いた.骨折型別にみた平均のJOAスコアはC1：94点,C2：92点,C3：86点であった.また,平均可動
域はC1：10°～129°,C2：15°～120°,C3：21°～115°であり,JOAスコア,可動域ともに重症
度と相関していた.[結語]本骨折に対する手術療法では比較的安定した結果が得られていた.し
かし,肘頭切離が必要な症例では,術後,伸展障害が残存するものがあり,手術時に伸展位の関節
適合性に注意を払う必要があると考えた.
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腕骨遠位端骨折に対するLCP Distal Humerus Plate使用症例の検討
Clinical Result of Distal Humerus Fracture using LCP-Distal Humerus Plate

○橋本 典之, 島貫 景都, 安竹 秀俊

石川県立中央病院　整形外科

【目的】上腕骨遠位端骨折は高齢者では骨脆弱性、若・中年者では関節内・外の多骨片骨折に
よる固定力不足が問題となり治療に苦慮することが多い。これに対し様々なプレートによる手
術療法が行われ良好な成績が報告されている。我々の施設でも2007年以降、Synthes社LCP -
Distal Humerus Plate（以下DHP）を用いて治療を行ってきた。その治療成績について検討し
た。【対象と方法】DHPを用いて治療した16例（男3例　女13例）を対象とした。平均年齢は67
歳（18～90歳）、経過観察期間は4.6か月であった。骨折型はAO分類のA2：9例、A3：2例 C1：1
例 C3：3例だった。手術は三頭筋の内外側からの展開を11例、肘頭骨切りによる展開を5例で行
った。尺骨神経の皮下前方移動を6例に行った。可及的早期から可動域訓練を開始した。骨癒合
の有無、遠位骨片に挿入されたスクリューの数、術後関節可動域、合併症について調査し
た。【結果】全例で骨癒合を得た。遠位骨片には平均8.3本のスクリューが挿入されていた。最
終観察時の関節可動域は平均屈曲124度、伸展-14度と良好であった。術後、尺骨神経不全麻痺
を9例（軽度の知覚障害8例、軽度の運動障害1例）に認め、6例で最終観察時に軽度の知覚障害
が残存していた。プレートの突出による違和感が3例、肘頭骨切り部の偽関節を2例に認め
た。【考察】DHPは設置位置に注意して行えば遠位骨片に多数のスクリューが挿入でき強固な固
定性が得られる。良好な関節可動域の獲得に有利であった。尺骨神経不全麻痺症例について検
討したが、骨折型、手術時間、皮下前方移動の有無、尺側に用いたプレートの長さに有意差は
認めなかった。術中の愛護的操作は当然であるが、骨質のしっかりとした単純な骨折に対して
は内側プレートを用いずスクリューなどで固定することも考慮すべきと考えた。
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新しい上腕骨遠位端骨折用プレートの開発
The Development and Mechanical Tests of the Novel Distal Humerus Fracture Fixation Plates

○新井 哲也1, 山本 美知郎2, 太田 英之2, 加藤 宗一2

平田 仁2

1名古屋大学　附属病院　救急部, 2名古屋大学大学院手の外科学

【目的】上腕骨遠位端骨折は高齢者を中心に近年増加傾向にある。現在、我々は上腕骨遠位部
骨折に対する新しい内固定材料を開発中であり、その力学試験を行ったので結果を報告する。
【方法】新規上腕骨遠位用プレートは、平行設置型のアナトミカルデザインである。スクリュ
ー径は骨幹部が3.5mm、顆部が2.7mmで、どちらもロッキングとノンロッキングの2 種類が選択
可能である。顆部には一側4 本のスクリューが挿入でき、内外側で計8 本が挿入可能である。
実験では、最初の1 本は確実に対側まで貫通させ、それ以後のスクリューは骨外突出や対側と
の相互干渉を避けるように挿入した。上腕模擬粗鬆骨(Saw-bone) で顆部の単純横骨折モデルを
作成し、新規プレートまたはメディカルネクスト社Mayo clinic congruent elbow plate
system( 以下Mayoプレート) での固定を行った(n ＝ 5)。オートグラフ試験機で軸圧と剪断負
荷を行い、負荷-変位曲線をプロットし5mm 変位時の負荷強度を比較した。
【結果】5mm変位時の荷重は、軸圧が新規プレートで636.063± 34.167N、Mayoプレートで
443.021±91.486N (P ＝ 0.0267)、剪断が新規プレートで188.010 ± 33.997N、Mayoプレート
で105.000± 6.854N であった(P ＝ 0.0143)。
【考察】我々のプレートは、遠位部のスクリュー径が比較的細いため、数を多く挿入できる。
スクリューを多く使用することで、全体として骨とスクリューの接触面積をかせいで強固な固
定性を得ると共に、1 箇所のスクリューに加わる応力を軽減できると考えている。ただし細い
スクリューであるため、長期使用時の金属疲労の影響や相互干渉における折損の可能性の評価
が今後必要であり、更なる検討を行いたい。
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尺骨突き上げ症候群に対する尺骨遠位骨幹端部での短縮骨切り術の
治療経験

Distal Metaphyseal Ulnar-Shortening Osteotomy for Ulnar Impaction Syndrome

○國分 直樹1, 辻井 雅也1, 森田 哲正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鈴鹿回生病院 整形外科

3名古屋大学　大学院　医学系研究科　手の外科

【諸言】尺骨突き上げ症候群(UIS)に対する尺骨短縮骨切り術は本疾患の標準的治療である.し
かし骨癒合の遷延,プレートの刺激症状など注意を要する.我々は2012年よりUISに対して尺骨遠
位骨幹端部での短縮骨切り術を行なっており,その治療経験を報告する.
【方法】対象は尺骨遠位骨幹端骨切り術を施行したUIS 5例で内訳は女性4例,男性1例,平均年齢
59歳,全例で手関節尺側部痛,画像上ulnar variance(UV) plus(平均2.8mm),尺骨頭もしくは月状
骨に異常所見を認めた.徒手テストでDRUJ不安定性はなかった.手術はまず鏡視下にTFCC断裂
(class1A:2手, 2A:3手)を新鮮化し,次に4-5 portalを延長,関節包をL字状に切開して尺骨頭直
下で骨切りした.最後にheadless screwを尺骨頭から刺入し,外固定は前腕で2週間行った.臨床
成績は術前と最終観察時の握力,DASH,PRWE-Pを比較検討し,単純X線にてUVと骨癒合を評価した.
【結果】平均観察期間は11.4ヵ月(8-15ヵ月)でUVは-1.9mmと短縮していた.握力は健側比54.8%
から80.4%へ有意に増大し,DASHは術前44.8から23.8,PRWE-Pも38.2から14.4へ有意に改善した
が,1例で疼痛が遺残し,追加処置を検討している.また単純X線上,骨癒合は1例で癒合不全を認め
たが,症状は改善しており,経過観察としている.
【考察】UISに対する治療は骨幹部での短縮骨切り術や鏡視下wafer法の報告が多く,良好な成績
であるが,手技的な煩雑さや合併症も散見される.Sladeは問題点を回避するため尺骨遠位骨幹端
部での短縮骨切り術を提唱した.実際に手術手技は簡便で治療成績も概ね良好であった.しかし
Moritomoはdistal oblique bundleを示し,DRUJの安定性のため靱帯近位での骨切りを推奨して
いる.症状の遺残した1例ではDRUJの不安定性が原因と考えられ,術前にTFCCの画像検査を含めて
不安定性に対する慎重な評価が重要である.
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外傷歴のないTFCC fovea損傷に対する鏡視下縫合術の術後治療成績
Treatment Outcome of Arthroscopic Repair for TFCC Injury without Traumatic History

○橋村 卓実, 藤尾 圭司, 片山 幹

関西電力病院　整形外科

【目的】遠位橈尺関節（以下DRUJ）に不安定性を有するTFCC fovea損傷において、明らかな受
傷機転を有さない症例に対して行った鏡視下縫合術の治療成績を検討したので報告す
る。【方法】2009年から2013年の間で、外傷歴を有さないTFCC fovea損傷症例のうち、保存加
療に奏功しなかった10例10手に対し鏡視下縫合術を行った。男性4例、女性6例、平均年齢29.6
歳（15-57歳）。スポーツ・職業歴はテニス2例、ソフトボール1例、ゴルフ1例、剣道1例、美容
師1例、警察官1例、製造業2例。発症から手術までの平均期間は11.5ヶ月（3-18ヶ月）、術後平
均観察期間は10.9ヶ月（6-24ヶ月）。これらについて術前、術後のfovea sign、ulnocarpal
stress test(以下UST)、DRUJ不安定性、握力、手関節可動域（回内・回外）、手関節障害の機
能評価基準（日本手外科学会 2006年）を評価した。【結果】術後の機能評価基準はExcellent
8例、Good 1例、Fair 1例であった。fovea sign、UST、DRUJ不安定性は７例で改善し、握力は
健側比で93.4%（76-108%）から101.3%（83-111%）、手関節可動域は回内で69.4度（83-111度）
から85.7度（70-95度）となった。改善を認めなかった3例中、1例は鏡視下授動術を施行するに
至った。【考察】今回、10例中7例の症例では早期の疼痛改善と良好なADL回復を得たが、3例の
症例で手関節痛とDRUJ不安定性が残存した。外傷歴がない症例は繰り返しのストレスか、変性
によるものが多く、縫合術に関節包の鏡視下解離、TFC開窓の処理を追加するなど、手技の工夫
が必要と考える。
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Transosseous TFCC縫合時における手関節回旋肢位の検討
Appropriate forearm rotational position in transosseous TFCC repair

○松本 泰一1, 藤尾 圭司2, Tang Peter3, Strauch Robert3

Rosenwasser Melvin3

1倉敷中央病院　整形外科, 2関西電力病院　整形外科

3Columbia University Medical Center

【目的】前回本学会において，新鮮凍結死体を用いてtransosseous TFCC縫合法におけるTFCC実
質およびfoveaの至適縫合位置について報告した．transosseous TFCC縫合法ではTFCCにかけた
縫合糸を尺骨骨孔を通し，その尺骨上で糸を結紮する訳であるが，今回はその際の適切な手関
節肢位（回内-回外）について検討した．【対象および方法】新鮮凍結死体7体を使用し
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，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TFCCと
foveaの縫合部位の相違モデルを作成した．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，糸の移動距離の有意差があるかを調べたところ，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り，fovea5に骨孔をあけた場合は
TFCC4又は5が良好な結果であることを前回報告した．今回は結果が良好であったFovea2-TFCC1
からfovea2-TFCC6，fovea5-TFCC4，およびfovea5-TFCC5の8通りについてTFCC縫合時の至適回旋
角度について検討した．まず前腕最大回外位，回外45度，中間位，回内45度，最大回内位の5肢
位における糸移動距離のうち最大値，最小値を求めた．次にこれら5肢位各々における糸移動値
と最大値，最小値の差をそれぞれ計算し，その大きい方の値を分散分析法を用いて比較し
た．【結果】前回本学会で報告した至適縫合部位である8通りについて固定時の至適回旋角度に
ついて検討したが，有意差は認められなかった（P＞0.05）．【結語】transosseous TFCC縫合
法においてTFCC実質およびfoveaの至適縫合位置を考慮すれば，前腕の回旋肢位を考慮せ
ず，TFCCにかけた縫合糸を結紮して良いことが分かった．
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TFCC小窩部損傷に対する鏡視下transosseous縫合法後のSecond look
関節鏡所見の検討

Arthroscopic Transosseous Repair of the TFCC: Second-Look Arthroscopy

○阿部 耕治1, 中村 俊康2, 岩本 卓士2, 佐藤 和毅2

戸山 芳昭2

1駒沢病院　整形外科, 2慶應義塾大学整形外科

【目的】TFCC小窩部損傷に対して鏡視下transosseous縫合法術後にSecond look鏡視を行った症
例の関節鏡所見、臨床成績を報告する。
【方法】TFCC小窩部損傷に対して鏡視下transosseous縫合法を施行し、その後Second look鏡視
の機会を得た症例は13人13手で、性別は男性6、女性7、右10、左3、手術時の平均年齢は平均
34.3歳（22-54歳）であった。TFCC損傷の受傷原因はスポーツ3手、転倒7手、交通事故3手であ
った。いずれの症例でもDRUJ鏡視で小窩部での三角靭帯の完全断裂を認め、鏡視下でのshaver
での新鮮化を行い、transosseous縫合法を行った。術後の外固定期間は肘上2週間、肘下3週間
で、その後可動域訓練を許可した。初回手術から平均9.6ヶ月でSecond lookを施行した。DRUJ
鏡所見と治療成績を検討した。
【結果】DRUJ鏡視では13手中12手で完全な三角靭帯の修復を認めた。1例では三角靭帯は部分的
に断裂していたため、尺骨短縮術を行った。鏡視で三角靭帯の修復を認めた症例ではDRUJの不
安定性は消失し、良好な術後成績（優9、良3）が得られたが、三角靭帯部分断裂を認めた1例で
はCRPSを併発し、術後成績は不可であった。
【考察】前十字靭帯同様に関節内靭帯である三角靭帯の修復には疑問があるものの、直視下縫
合および鏡視下transosseous縫合では良好な術後成績が報告されている。今回のsecond look鏡
視所見では三角靭帯の小窩部損傷に対する鏡視下transosseous縫合法で良好な靭帯の修復が得
られ、術後の良好な臨床成績と合致することがわかった。このことから、TFCCの小窩部損傷に
対しては侵襲が少なく、解剖学的な正常化が期待できる鏡視下transosseous縫合法を可能な限
り行うことが望ましい。
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TFCC再建術の second look 鏡視所見
Second-look arthroscopic evaluation of the reconstructed TFCC using ECU half-slip .

○河野 友祐, 中村 俊康, 岩本 卓士, 佐藤 和毅
戸山 芳昭

慶応義塾大学　医学部　整形外科

【はじめに】TFCC再建術を行った症例に対し、術後にsecond look鏡視を施行した報告は少な
い。今回われわれは、術後にsecond look鏡視が可能であった11例13手を経験したので報告す
る。【対象および方法】2002年7月以降、小窩部でのTFCC断裂に対して尺側手根伸筋腱（ECU）
半裁腱を用いた再建術後にsecond look鏡視が可能であった11例13手を対象とした。性別は男性
2例、女性9例、second look鏡視時平均年齢45.7歳（21歳～69歳）、初回手術から鏡視までの平
均術後経過期間は19.2ヶ月（12ヶ月～50ヶ月）であり、鏡視は併施した尺骨短縮術の抜釘時が9
例11手、術後に再鏡視を希望したものが2例2手であった。Second look時に、再建したTFCCのゆ
るみおよび断裂の有無を確認し、最終経過観察時に我々の評価法で術後成績を評価し
た。【目的】良好な靭帯の再建を認めたものは10手、再建靭帯の緊張低下を認めたものが2手、
再建靭帯の部分断裂を認めたものが1手、であった。TFCC再建術後の成績は、優7、良3、可2、
不可1であった。Second look鏡視で良好な靭帯の再建を認めた症例は優または良の成績が得ら
れた。一方、緩みまたは断裂を認めた症例では術後成績が可または不可であっ
た。【考察】TFCC再建術後の再建靭帯を評価する方法はMRIが一般的であるが、second look鏡
視で実際の再建靭帯を観測することは靭帯の状態を肉眼および触診できるすぐれた方法であ
る。今回われわれが行った検討では、TFCC再建術後に良好な靭帯再建が確認できた症例では術
後成績が良好で、一方、ゆるみや断裂を認めた症例では術後成績が不良であり、鏡視所見と合
致していた。そこで、特にスポーツ復帰を目指す症例ではその時期決定のためにsecond look鏡
視を積極的に行うべきである。

S284



1-Po2-1

上肢手術におけるring gaugeを用いた術後の腫脹評価法
Evaluation of postoperative finger swelling with ring gauge

○松丸 聡, 鈴木 拓, 稲葉 尚人, 武田 和樹
吉田 祐文

那須赤十字病院　整形外科

【背景】上肢手術後における罹患指の腫脹の評価は主観的判断により行われていることが多い.
今回, 指輪のサイズ測定に使用するring gauge (RG) を用いて客観的かつ定量的な手指腫脹の
評価法を検討した. 【対象および方法】始めに当院職員50例を対象とし, 7名の検者がRGを用い
て対象者の両側小指のサイズを2回計測した. 測定における検者内信頼性および検者間信頼性は
級内相関係数を用いた. 次いで, 当科における上肢手術207例 (肩関節26例, 肘関節29例, 手関
節81例, 手指71例) を対象とし, 罹患指の腫脹消退期間につき検討を行った. 腫脹の評価は術
後1,2,4,8,12,24,48週においてRGを用いて罹患指と健側指のサイズ計測を行い, その差を算出
した. 健側と同サイズになった時点で腫脹消退と定義し, 手術部位，外傷と非外傷手術別に腫
脹消退までの経時的な変化を調査した.【結果】級内相関係数は検者内信頼性が0.96, 検者間信
頼性が0.96と高い信頼性が得られた. 術後1,2,4,8,12週における罹患指と健側指との平均サイ
ズ差は, 肩関節手術が0.5, 0.4, 0.2, 0.2, 0.2, 肘関節手術が1.2, 1.2, 0.7, 0.3, 0.1, 手
関節手術が3.1, 2.9, 1.8, 1.0, 0.9, 手指手術が3.7, 3.4, 2.9, 2.1, 1.8であり, 肩関節手
術は術後4週で25/26例 (96%) が, 肘関節手術は術後12週で全例腫脹が消退した. 手関節手術は
術後4週, 手指手術は術後12週まで肩・肘関節手術と比べ, 罹患指の腫脹が有意に高度であった
(P＜0.01). 術後48週以上経過し, 腫脹が消退しない症例は全例PIP関節の手術で7/71例 (9.9%)
であった. 外傷と非外傷手術においては術後1,2,4週までの期間は外傷手術の方が有意に腫脹が
強かった (P=0.002, 0.0008, 0.005). 【考察】RGを用いることで, 術後手指腫脹の減退期間を
客観的に評価することができ, その信頼性と再現性は高かった.
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母指CM関節症・手根管症候群・狭窄性腱鞘炎における上肢患者立
脚型評価尺度のMinimal Important Difference（MID）

MID of patient-based outcome measurements of upper extremity function in trapeziometacarpal joint

arthritis, stenosing tenosynovitis and carpal tunnel syndrome

○高本 康史1, 上原 浩介1, 三浦 俊樹3, 土肥 徳秀2

田中 栄1

1東京大学医学部附属病院整形外科, 2福岡クリニック, 3JR東京総合病院

【背景】 臨床研究では治療成績評価における統計学的有意差と、観察された差が臨床的に意義
のある差であるかどうかということが問題になりうる。そこで、臨床的に意味のある変化をあ
らわす「臨床的に意味のある最小差」Minimal Important Difference（MID）が導入されてい
る。本研究では、母指CM関節症・手根管症候群・狭窄性腱鞘炎におけるMIDを、主たる患者報告
アウトカムで算出した。
【方法】 対象は母指CM関節症26例、手根管症候群16例、狭窄性腱鞘炎37例の計75例、女47名・
男28名、調査時平均年齢64.4歳（SD9.5）、平均観察期間148日であった。日手会版
DASH、Hand20、JHandのMIDを検討した。患者の自覚的な状態の変化を基準とし、変化量をROC曲
線で解析しROC 曲線下面積（Area Under　the Curve: AUC）を算出した。MIDの計算には
AIC（Akaike Information Criterion）を使用した。
【結果】AUCは日手会版DASH  0.68（p＝0.10）、Hand20  0.62（p=0.07）、JHand
0.68（p=0.009）であった。AICにより算出したMIDは日手会版DASH -2.2（AIC=-7.13）、Hand20
-19.0（AIC=-5.37）、JHand -16.0（AIC=-8.86）であった。
【考察】MIDの算出には集団の分布によるDistribution-based Analysisと外的基準による
Anchor-based Analysisがあり、今回は後者に基づき、ROC曲線、AICを用いてMIDを算出し
た。AICが低いほど識別能が高いと考えられるが、AICはJHand、日手会版DASH、Hand20の順に低
かった。
【結語】母指CM関節症・手根管症候群・狭窄性腱鞘炎におけるMIDは、日手会版DASH  -
2.2、Hand20  -19.0、JHand  -16.0であった。
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中年期の骨脆弱性骨折のうちで橈骨遠位端骨折は高年期の骨脆弱性
骨折のpredictorとして臨床脊椎椎体骨折よりふさわしい

Distal radius fracture is more appropriate than clinical spinal fracture as a predictor of fragility fracture in

elderly people

○大江 隆史, 石山 典幸, 柘植 信二郎, 前田 千尋
小峰 彩也香

名戸ヶ谷病院　整形外科

（はじめに）　橈骨遠位端骨折のうち骨脆弱性骨折は、中年期において加齢とともにその割合
が高まる。骨脆弱性骨折はその後の骨脆弱性骨折のpredictorとなることが知られているので、
中年期の骨脆弱性骨折のうちどの部位の骨折が最も頻度が高いかを知ることは、高年期の骨脆
弱性骨折を予防する観点から重要である。萩野らは長管骨の骨粗鬆症性骨折のうち中年期に最
も多いのは橈骨遠位端骨折であると報告している。一方、脊椎椎体骨折の発生頻度では藤原ら
の報告が良く知られているが、疼痛を伴う臨床椎体骨折の発生頻度と他の骨折の発生頻度を同
一地域で比較した報告は現在のところない。（対象と方法）　筆者の勤務する病院（以下当
院）は、東京から約25kmに位置する人口40万人、高齢化率20％の市（以下当市）にある救急病
院である。当院は救急車や救急患者を断らないことで一般によく知られているので、当院に救
急車で搬入された患者と救急外来を受診した患者を2011年7月から2013年6月までの2年間調査し
て、橈骨遠位端骨折と脊椎椎体骨折を受傷した患者数を比較した。（結果）当市の時間外の救
急車での搬送数17613人のうちの40％、6952人が当院に搬入されていた。橈骨遠位端骨折は
137人、脊椎椎体骨折は85人であった。そのうち中年期に属するものは、それぞれ30人、14人、
高年期に属するものはそれぞれ、40人、58人であった。中年期の患者のうち受傷機転から骨脆
弱性骨折と判断したものはそれぞれ19人、11人であった。（考察）　この調査からは中年期に
おいては橈骨遠位端骨折の方が臨床椎体骨折よりも多かった。地域における全数調査ではない
が、当市における救急車の４０％が当院に搬入されていること、高年期では臨床椎体骨折のほ
うが多くなっていることから、この結果が現在の日本の現状ではないかと考える。
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一般住民におけるピンチ力、握力と骨密度との関連について
Relationship between pinch and grip strength and bone marrow density in general population

○永井 彩子, 田鹿 毅, 金澤 紗恵子, 小林 勉
高岸 憲二

群馬大学　大学院　整形外科学

【背景と目的】握力は骨密度評価の予測因子になりうるとの報告がある。我々は一般住民にお
いてピンチ力、握力と骨密度の関連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6.8％にあたり男性123人、女性214人、合計337人平均年齢64.7（28～
90）歳であった。評価項目は両側握力、母指、示指の指腹ピンチ力をそれぞれ2回測定しその平
均値を算出した。また超音波骨密度測定器にて被験者の踵骨内伝播速度、%YAM値を測定した。
統計学的手法は各年齢層におけるピンチ力、握力、骨内伝播速度の比較評価に一元配置分散分
析法、Kruskal-Wallis検定を、男女における比較にt検定を用いた。またピンチ力、握力、骨内
伝播速度の各相関をSpearmanの順位相関係数を用い、危険率5％未満を有意とした。【結果】踵
骨内伝播速度、％YAM値は両側握力、ピンチ力と有意な正の相関を示し、年齢とは有意な負の相
関を示した。（骨内伝播速度；右握力：r=0.37, P=0.00,左握力：r=0.38, P=0.00,右ピンチ
力：r=0.32, P=0.00,：左ピンチ力：r=0.34, P=0.00,年齢：r=-0.49, P=0.00．％YAM値；右握
力：r=0.35, P=0.00,左握力：r=0.36, P=0.00,右ピンチ力：r=0.31, P=0.00,：左ピンチ
力：r=0.33, P=0.00,年齢；r=-0.49, P=0.00）。【考察】両側握力、ピンチ力の評価は骨密度
を予測するうえで重要な因子になりうることが示唆され、骨粗鬆症のスクリーニングの一助に
なりうる可能性も示唆された。今後握力、ピンチ力を含めた運動療法の骨密度維持有効性につ
いての前向き調査が必要と思われる。
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健常人における上肢機能評価法の基準値；DASH、Hand20、JHand
の比較

Normative Data of Outcomes Measurement of Upper Extremity; Comparison of DASH, Hand20 and

JHand

○保坂 陽子1, 上原 浩介1, 大江 隆史2, 三浦 俊樹3

田中 栄1

1東京大学　医学部　整形外科・脊椎外科, 2名戸ケ谷病院　整形外科

3JR東京総合病院　整形外科

【背景】上肢の機能評価においては、日手会版DASH、Hand20があるが、利き手の影響を排除
し、患者主訴調査を参考にドメイン数を決定した評価尺度JHandが開発されており、AIC
networkの評価において高い構成概念妥当性を有することが報告されている。今回、JHandの一
般集団での値（基準値）を調査し、日手会版DASH、Hand20の基準値と比較検討した。
【目的】JHandの健常人における年代別かつ男女別の基準値を調査し、他の機能評価尺度におけ
る基準値との比較を行うこと。
【方法】手外科疾患の自覚症状のない20歳代から70歳代の各年代男女5人ずつの計60人の
JHand、DASH、Hand20を調査し、各機能評価尺度の平均値、標準偏差（SD）、中央値、分布を調
査、比較した。
【結果】各機能評価尺度の全体における平均値はJHandが0.86(SD 4.16)、DASHが2.13(SD
5.12)、Hand20が0.99(SD 4.51)であった。中央値はすべての評価尺度において0であった。各年
齢層で比較すると、DASHおよびHand20は60歳代以降において平均値が上がっていたが、JHandで
は各年齢層において平均値に有意な差はなかった。男女間のグループで比較すると、すべての
評価尺度において男性群において平均値が高かった。
【考察】健常人におけるJHandの基準値はDASH、Hand20と同様低値であった。DASHでは「重労働
の家事をする」「庭仕事する」、Hand20では「頭上の棚に両手で重いカバンをのせる（5Kg）の
カバン」」「力仕事を精一杯できる」などの上肢機能以外の要素が影響しうる項目において、
平均値の上昇が加齢とともにみられた。JHandでは加齢による点数の影響を受けにくく、上肢以
外にも障害を有する患者の上肢機能評価に優れている可能性がある。
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関節リウマチにおける伸筋腱断裂修復術後の関節リウマチにおける
伸筋腱断裂修復術後のlow-profile splintの試み

Low-profile splint after repair of extensor tendon rupture in the rheumatoid hand

○原田 康江1, 奥村 修也1, 大井 宏之2, 向田 雅司2

1聖隷浜松病院　　リハビリテーション部

2聖隷浜松病院　手外科マイクロサージャリーセンター

【目的】関節リウマチ(以下RA)の伸筋腱断裂修復術後の早期運動療法ではoutrigger splintや
tapingが用いられる.今回,練習時の着脱が簡便でlow- profileなsplintを使用して治療を試み
た.その効果について報告する.
【対象】対象は,手関節部伸筋腱断裂と診断され修復術を施行したRA6例である. 女性5例男性
1例,平均年齢63（57～70）歳.断裂腱は,中～小指2例,環小指3例,小指1例であった.手術は,腱移
植術4例,腱移行術2例が施行され,全例手関節形成術が併せて行われた.平均経過観察期間は7.9
ヶ月であった.
【方法】術後48時間以内にlow-profile splintを作製しセラピィを開始した.splintは,手関節
背屈位のcock up splintとMPからDIP　0°の手指伸展splintの2つのパーツからなり,練習時の
み,手指伸展splintを除去して行った.セラピィ内容は,PIP DIP伸展位でのMP 自動屈曲伸展,他
動伸展保持,MP伸展位でのPIP DIP屈曲伸展運動を1時間毎に10回程度施行した.術後3週より手関
節の練習を開始,術後6週でADLで手の使用を許可し,12週ですべての制限を解除した.
これらの症例に対して術前後のMP 伸展/屈曲角度,DASH scoreを調査した.
【結果】術前平均MP 伸展-35.9°屈曲82.7°,平均DASH score D/S 29,S/M 34.4,Work 34.4 で
あった.術後平均MP 伸展4.5°屈曲86°,平均DASH score D/S 13.5,S/M 6.25,Work 2.1 であっ
た.
【考察】手関節部伸筋腱断裂修復術後の早期運動療法でlow-profile なsplintの使用を試みた.
術後ROM,DASH score共に比較的良好な成績を得られた.早期から自動伸展運動を行うことで近位
方向への腱滑走が確実に得られたと考えられる.また,このsplintはlow profileなため更衣動作
やsplintの形状に関して問題はなかった.しかし,手関節の背屈制限が強い患者に対しては,MPの
屈曲制限ブロックを装着するなど工夫が必要と考える.
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持続腕神経叢伝達麻酔を併用した肘・手指関節術後の後療法
Post-operative management with continuous brachial plexus anesthesia for upper limb surgery

○請川 円1, 若林 良明1, 二村 昭元2, 藤田 浩二3

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

3東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　応用再生医学分野

【はじめに】手・肘の拘縮に対する授動術や腱癒着に対する腱剥離術は、術後早期から可動域
(ROM)訓練を行って術中に獲得した可動域をどれだけ維持できるかが重要であり、リハビリの際
の疼痛管理がポイントとなる。当科では上記対象手術において、チュービングによる持続伝達
麻酔を用いて術後の鎮痛を図ってきたので、その結果を報告する。
【対象と方法】当院麻酔科医が、麻酔導入時に超音波ガイド下に腕神経叢周囲に硬膜外麻酔用
のチューブを留置し、術中・術後にロピバカインを定速で持続的に注入した。2011～2013年に
本法で術後疼痛管理を行った8例(平均年齢25(13-64)歳、男性6名女性2名)を対象とした。術式
の内訳は肘授動2・指授動+腱剥離3・指腱剥離2・指授動1であった。入室から手術開始までの時
間、ロピバカインの使用濃度と速度、チューブ留置期間、術後平均27(5-43)日時の術中に獲得
したROMの維持率(=(術後ROM-術前ROM)/(術中ROM-術前ROM))、合併症について検討した。
【結果】入室から手術開始までは平均40.4分で、術後は1.5-2.0mg/mlの濃度のロピバカインを2
-4ml/hで注入し、鎮痛下で自動運動が可能な状況を得た。チューブの留置期間は平均3.5(3-6)
日であった。術中獲得ROMの維持率は70%であった。合併症として、注入速度の調整を要した筋
力低下とチューブの閉塞を各1例認めたが、感染や麻痺などの重篤なものはなかった。
【考察】授動術・腱剥離術後の患者は、動かさないといけないとわかりつつも動かせば痛いと
いう身体的・心理的葛藤の中にあり、過度な疼痛体験は術後CRPSをも引き起こしかねない。今
回のシリーズで疼痛VASは全例評価できなかったが最大でも運動時45/100であり、本法は術直後
の鎮痛と初期ROMの維持に有用であると考えられた。

S291



1-Po2-8

交代浴及びハンドインキュベータ療法後の手指の微小循環に関する
レーザ血流計を用いた評価

Evaluation of Microcirculation in hand and finger by Laser Doppler Flow Meter after Hand Incubator and

Contrast Bath Therapies

○池本 和子1, 浅田 雅樹1, 松田 有加1, 金谷 貴子2

名倉 一成2

1神戸労災病院　リハビリテーション科, 2神戸労災病院　整形外科

【はじめに】手指腫脹のコントロールは術後セラピィにおいて極めて重要である。従来の腫脹
軽減の術後セラピィとしては、患肢挙上、交代浴、アイシング、他関節運動であるが、近年、
ハンドインキュベータが静脈還流の促進を目的として、臨床応用されている。今回、術後腫脹
のコントロールに対する有用性について、交代浴と比較したので報告する。【対象と方法】対
象は健常者21例で、男性12例、女性9例、平均年齢33.3歳であった。方法はハンドインキュベー
タと交代浴の治療前後各10分間の手・手指の微小循環について、レーザ血流計を用いて評価し
た。レーザ血流計のプローブは手関節部及び中指指腹部に装着した。室温は22℃で設定した。
ハンドインキュベータはチャンパーのポケット部に前腕から指先まで入れて、20mmHg加圧下で
20分間治療した。交代浴は手を温水（38℃）2分間、冷水（18℃）1分間を、交互に浸す事を4回
繰り返し、12分間治療した。ハンドインキュベータをH群、交代浴をC群とし治療前後10分間の
平均変化量の比較評価を行った。【結果】治療前後10分間の平均変化量は手関節部H群-0.16±
1.94ml/min/100g、C群-0.82±0.25ml/ min /100g、中指指腹部H群-2.4±0.03ml/ min /100g、C
群-1.74±12.03ml/ min /100gと両群とも微小循環は低下したが、両群間に有意差はなかっ
た。【考察】ハンドインキュベータ及び交代浴は共に微小循環を低下させ、術後セラピィにお
ける腫脹の軽減に冷却効果をもたらすと考えられた。さらに、ハンドインキュベータ は、まだ
温水や冷水に浸すことのできない初期の創傷にも有効であると考えられ、術後早期での使用に
好適な可能性がある。
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PIP関節周辺外傷、手術に対するintrinsic plus castを用いた伸展制限
の予防を意識した早期運動療法の有用性の検討

Early active motion for PIP joint injury under control by intrinsic plus cast preventing from PIP joint

contracture.

○日比野 直仁1, 山野 雅弘1, 吉岡 伸治1, 浜田 佳孝2

1徳島県鳴門病院 手外科, 2徳島県立中央病院

PIP関節の拘縮,腱の癒着等による可動域制限,特に伸展制限は一度完成されると治療に大変難渋
する.予防が重要である.knuckle castは中手骨,基節骨骨折の保存療法として早期に自動運動を
励行することで腱癒着,関節拘縮を予防でき好成績が報告されている.今回knuckle castを一部
改良したcastを作成(以下IP cast),PIP関節の可動域制限を惹起しそうな症例に適応したので
castの実際,治療結果を報告する.方法：IP castはintrinsic plus positionを保てるように
knuckle castの背側を指先まで覆うように延長し作成.症例は過去3年間に経験した28指で,内訳
はPIP関節脱臼4指,PIP側副靭帯損傷5指,中節骨(開放)骨折4指,PIP関節掌側板剥離骨10指,PIP関
節内骨折3指,PIP関節周囲軟部腫瘍摘出術後2指.経過観察期間は平均13週.受傷(術後)早期にIP
cast固定し自動運動を開始した.夜間,安静時はIP関節を伸展位に保持した.結果：不安定性が残
存した症例は無かった。Reyesの評価基準でexcellent 24指,good 4指,fair, poorは無かった.
考察:IP castは安全姿位を基本に自動運動を行うことで腱癒着,不良姿位での関節拘縮を予防で
き有用であった.1.MP関節を深屈曲位に保つことによりIP関節はextrinsic extensorの緊張が高
まりIP関節が安静時に伸展位に保たれ易い2.基節骨背側をblockすることでIP関節に強い伸展力
を発揮できる3.ギプス固定により外傷を意識させリハビリを励行させられる等が伸展制限予防
に有用と考えられた.
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調整可能な母指回内・対立位保持脱着式ばね器具の作成-外傷性母指
内転拘縮予防と母指対立再建術後に応用して-　

Application of adjustable device keeping thumb opposition on prevention of traumatic adduction

contracture and post-operative treatment after opponence plasty

○浜田 佳孝1, 日比野 直仁2, 吉岡 伸治2, 殿谷 一朗3

高橋 光彦3

1徳島県立中央病院　整形外科, 2徳島鳴門病院, 3徳島大学医学部附属病院

【目的】母指対立再建術後や外傷後の母指の良肢位とは，充分な掌側外転と回内位を持たせた
肢位である．しかし，この肢位の保持はギプスやスプリントなどの外固定では困難である．わ
れわれは 簡素で確実にこの肢位を保持するため，母指の回内・対立位の保持を肢位+外転力と
もに調整可能な脱着式ばね器具を作成し　外傷性母指内転拘縮予防と母指対立再建術後に応用
し，良好な治療効果が得られたので報告する．
【方法】母指(中手骨又は基節骨)と示指中手骨に刺入し端を曲げて角度調整した1.8mm
Kirschner鋼線（以下K-wire）の間に 脱着式ばね器具を装着した．母指の回内・対立位の保持
を，この2本のK-wireに差し込むことができる脱着式ばね器具を作成した．対象は，低位正中神
経麻痺の母指対立再建術後が8例9手，外傷後早期の母指内転拘縮予防が10例10手 手術時年齢は
平均41歳(19～54歳)である．装着は手術の最後に行い，早期より自動運動を許可し，早期運動
療法をおこなった．装着期間は母指対立再建術後が3w，外傷後早期の母指内転拘縮予防が3～9w
(平均 6w)であった．
【成績】【結論】全症例で，各 目的とする内転拘縮の予防と，母指対立機能の獲得が早期から
得られた．重度の外傷で内転拘縮が強く危惧される症例ではバネ器具を追加することで拘縮を
予防できた．合併症としては，指間部の表皮壊死がみられたが，緊張がきつくなったときに
は，対策としてK-wireから遠位に小切開を加えた．本方法による母指掌側外転・対立位の保持
は簡便で，骨穴の方向と位置，K-wire両断端の屈曲角度を調整することで母指の対立位を調整
でき，スペースをとらず早期運動療法が可能で，非常に良い方法であった．
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Charcot手関節に発症した異所性骨化により示指屈筋腱皮下断裂を生
じた一例

Closed flexor-tendon ruputure of the index finger caused by heterotopic ossification in a patient with

Charcot wrist. : a case report

○小島 安弘1,2,3, 石河 利之2, 里村 健志1,2, 永田 純一1

内藤 正俊2

1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　整形外科教室

3湘南鎌倉総合病院　外傷センター

【はじめに】屈筋腱皮下断裂は比較的頻度が少なく、Zone4̃5においてはRA、有鈎骨偽関節、豆
状三角骨関節症、キーンベック病、橈骨遠位端骨折後などを背景としてFPL、小指FDPの順に多
い。示指のそれは約10%の頻度とする報告が多く(Boyes et al.)、五指のうち最も頻度が少なく
稀である。今回我々は、脊髄空洞症を背景としたCharcot手関節部に発症した異所性骨化により
無痛性に示指屈筋腱皮下断裂を生じた一例を経験したので報告する。【症例】72歳女性。20数
年前に脊髄空洞症と診断。軽労作後に右手関節腫脹と示指自動屈曲障害を自覚したが痛みがな
かったため放置。発症より約1.5か月で当科初診。右示指PIP以遠の自動屈曲が不能であり、単
純X線・CTにてCharcot手関節像と橈骨遠位端掌側に長径15mm大の骨化像を認めた。MRIでは同部
で屈筋腱の連続性が途絶していた。発症約2か月で骨化切除と腱再建を施行。骨化部で示指
FDP/FDS・中指FDSが完全断裂していた。筋短縮性拘縮は明らかでなかったため、PLを用いた示
指FDPに対する腱移植術を施行。術後は早期自動屈曲を行った。術後2年の日手会評価法(Cooney
改変)で%TAM：91.7%・優であり、Quick DASH：術前35.0から術後最終調査時5.0と良好な機能回
復が得られた。【考察】示指屈筋腱皮下断裂の原因はキーンベック病、月状骨ガングリオンな
どの月状骨病変に関連することが報告されており(山崎ら)、異所性骨化については未だ成因が
不明な病態である。今回の症例では、脊髄空洞症を背景とした宙吊り型解離性感覚障害により
手関節周囲が無痛化していた。Charcot手関節掌側に発症した異所性骨化部で示指屈筋腱が断裂
し、陳旧化した状態であった。稀な病態が組み合わさった症例であったが、遊離腱移植による
再建と早期自動屈曲による後療法を行い、良好な治療成績が得られた。
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豆状骨三角骨間関節症により発生した小指屈筋腱皮下断裂の治療経
験

Subcutaneous Flexor Tendon Rupture of Little Finger caused by Osteoarthritis of  Pisotriquetral Joint

○浅井 宣樹, 谷口 泰徳, 下江 隆司, 吉田 宗人

和歌山県立医科大学　医学部　整形外科

【目的】手指の屈筋腱皮下断裂は比較的頻度が少ない疾患である。今回われわれは豆状骨三角
骨間関節症により小指屈筋腱皮下断裂を起こした稀な症例を経験したので報告する。【症例】
症例1：89歳、女性。1か月前より誘因なく右小指の屈曲が不可能となった。術中所見にて関節
包は破損し豆状骨が露出していた。豆状骨三角骨間の軟骨は消失し、同部位での小指深指屈筋
腱の断裂を認めた。三角骨を部分切除し、屈筋腱に長掌筋腱を移植した。術後経過は良好であ
った。症例2：72歳、女性。20年前に川に転落したことがある。1か月前より右手関節に疼痛が
あり、荷物を持ち上げた時から右小指の屈曲が不可能となった。術中所見にて関節包は破損し
手根骨が露出していた。豆状骨は変形癒合し、三角骨と共に摩耗していた。小指深指屈筋腱が
同部位で断裂していた。豆状骨を摘出し、三角骨の骨棘を切除した。屈筋腱に長掌筋腱を移植
した。術後瘢痕による癒着のため手指の運動障害を認めたが、後日に腱剥離術を施行し症状は
改善した。症例3：61歳、女性。マスター陸上で棒高跳や円盤投げをしていた。1か月前に野菜
を包丁で切っていて右小指の屈曲が不可能になった。術中所見では関節包が破損して豆状骨と
三角骨が露出しており、共に軟骨が欠損していた。同部位での小指深指屈筋腱断裂を認めた。
屈筋腱に長掌筋腱を移植した。術後経過は良好であった。【考察】手指屈筋腱皮下断裂の原因
として外傷やリウマチ性手関節症、骨折等が挙げられる。豆状骨三角骨間関節症に伴う小指屈
筋腱皮下断裂の報告は非常に稀である。今回は豆状骨三角骨間の関節症変化により関節包が破
損し、屈筋腱が骨から直接摩耗される結果として断裂したものと考えられた。豆状骨三角骨間
関節症は屈筋腱皮下断裂の原因となることを念頭に入れておくべきである。
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手指屈筋腱再断裂の検討
Study of finger flexor tendon re-rupture

○橋本 瞬, 山崎 宏, 畑中 大介, 佐々木 純

相澤病院

【目的】手指屈筋腱断裂は強固な腱縫合と早期運動療法によって良好な成績が得られるように
なった．しかし再断裂例も3-9%に生じるといわれている．屈筋腱再断裂症例の特徴を調査し
た．
【対象】過去5年間に当院で手指屈筋腱断裂に対して腱縫合を施行した33例38指中の再断裂4例4
指を対象とした．男性2例，女性2例，手術時年齢は平均38 (22-60)歳，損傷指・部位は母指
zoneTIII:1例，環指zone II: 2例，小指zone II: 1例であった．浅指屈筋(FDS)腱損傷の合併は
2例に認められた．受傷時の皮膚損傷は2例に認められた．再断裂時期は平均27 (14-39)日であ
った．再断裂後の処置方法は再縫合が2例，腱移植が1例，放置が1例であった．
【方法】再断裂群(4例)と非再断裂群(29例)を比較して再断裂群の特徴を求めた．
【結果】年齢，性別，罹患指，zone，FDS損傷の合併，皮膚損傷に有意差はなかった．
断裂原因:再断裂4例中3例は指示に従わず指を使用して再断裂していた．1例は熱圧挫損傷が原
因であった．
後療法:3週までのリハビリ介入日数は再断裂群が平均10 (4-21)日，非再断裂群が平均17 (9-
21)日で再断裂群が有意に少なかった(P=0.03)．
背景：再断裂群では4例中3例が外国人であった．非再断裂群では1例が外国人であった．再断裂
群に有意に外国人が多かった(Fisher直接確率計算法P＜0.01)．再断裂群の残りの日本人１例は
林業就業者で，経済的理由から退院直後から就業していた．
【考察】再断裂の原因には患者が安静度を守らなかったことと損傷程度が関与していた．再断
裂群では外国人が多く，術後早期のリハビリ介入日数が短かった．このような患者では安静度
を理解・遵守しない傾向があり，再断裂の危険が高いと思われた．
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腱側々縫合におけるKrackow法の力学的検討
Mechanical strength of the side-to-side tendon suture with Krackow method

○上野 啓介, 國吉 一樹, 鈴木 崇根, 小川 泰史
助川 浩士

千葉大学大学院　整形外科学

【目的】腱側々縫合は通常、interlacing suture（以下IS）による強固な縫合によってなさ
れ、端側縫合の形をとる。しかし、腱断端が短くworking spaceを確保できない場合や腱が細く
編み込みが困難な場合にはマットレス（以下M）縫合のみで行わざるを得ないことも少なくな
い。そこで側々縫合においてISが困難な場合における縫合法としてKrackow法（以下K法）を力
学的に検討したので報告する。
【方法】新鮮凍結屍体12肢から採取したFDP36本、FDS42本、FPL12本を使用し、側々縫合時の腱
重複部の長さは25mmとした。locking stitchを重複部の両端両サイドの4箇所に掛けるように行
った。locking stitchを8回行った群および12回行った群、M縫合のみを8針行ったM群、および
interlacing sutureにて腱を3回編み込み、1回の編み込みにつき2針のマットレス縫合を行った
IS群の4群で破断強度を比較した。縫合にはすべて4-0 nylon糸を使用した。
【結果】破断強度はlocking stitch 12回群 143.2±36.8N、locking stitch 8回群125.6±
22.4N、 M群24.7±5.5N、IS群151.5±25.6Nであった。locking stitch 12回群とIS群に有意差
は認めなかった。
【結論】K法の強度はM群より有意に高く、12回群ではIS群と同等であり、ISが困難な場合の代
替とできる可能性が示唆された。
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ステロイド腱鞘内注射後に発症した腱鞘断裂の1例
Flexor pulley rupture following corticosteroid injection for trigger digit:a cace report

○高橋 仁

景翠会金沢病院　整形外科

【はじめに】近年、ステロイド腱鞘内注射後に発症した腱鞘断裂の報告が散見される。しかし
腱鞘の再建法、また後療法についての統一した見解はない。今回術中、後療法で若干の工夫を
し、良成績を得たので報告する。【症例】42歳女性。既往にH19年発症のRAがあるも内服加療に
てコントロール良好。H23年2月頃より右中指ばね指を自覚。トリアムシノロン20mg腱鞘内注射
を計5回行った後、H24年8月右中指の掌側隆起、伸展屈曲障害、フルグリップ時の違和感を認め
当科紹介初診となる。中指を抵抗下に屈曲すると手掌からPIPにかけbowstringを認め、またMRI
上でも同部位に屈筋腱の掌側偏移を認め、腱鞘断裂の診断となる。プーリーリングを作成装着
し、これにてフルグリップ時の違和感の軽減を確認後、腱鞘再建術を計画した。術中は1.腱背
側の瘢痕組織を十分に切除、2.移植に使うPL腱を5分間十分にpre-tension、3.PL腱を強い
tensionで基節骨に3重巻き、を特に注意して行った。後療法は翌日よりOT監視下に4.MP伸展位
にてPIP・DIP自動屈曲伸展運動開始。MPは手関節、PIP・DIP関節屈曲減張位で他動屈曲を行っ
た。創が落ち着く術後2週よりプーリーリングを装着し、MPも含め自動屈曲伸展運動を開始し
た。3ヶ月間はプーリーリングを常時着用とし、力仕事は6ヶ月より許可した。術後10ヶ月時点
で可動域はほぼ正常、フルグリップ時の違和感も消失した。MRIでは屈筋腱が基節骨に密着して
走行し、再建腱鞘の緩みを認めない。【考察】腱鞘再建術後の問題点として再建腱鞘の緩みま
たは癒着による成績不良が挙げられる。今回術中、後療法を工夫し良好な成績が得られた。今
後症例を増やしさらなる検討を行いたい。
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ステロイド注射の腱に対する弊害はplatelet rich plasmaにより予防で
きるか？

Can platelet rich plasma protect deleterious effects of steroid injection?

○無藤 智之, 美舩 泰, 乾 淳幸, 原田 義文, 国分 毅

神戸大学　医学部　整形外科

【目的】ステロイド注射は弾発指などの腱障害に対して有効であることが多い。ステロイド注
射により除痛や抗炎症作用などの利点もある反面、腱の脆弱化、断裂を起こしたという報告も
散見される。一方で、Platelet Rich Plasma（以下PRP）が腱や靭帯の治癒・再生を促すことで
注目されている。そこで、ステロイドにPRPを併用することで、ステロイドによる腱脆弱化を抑
制できるのではないかと考え、今回我々はラットアキレス腱、ヒト腱細胞に対しトリアムシノ
ロン（TA）およびPRP を投与し、その影響を検討した。【方法】ヒト腱組織より腱細胞を分離
し、コントロール（C）群、TA 群、PRP群、TA＋PRP（併用）群の4群に分けてTA および PRP 投
与下に7日間培養し細胞形態、cell viability、apoptosis発現率を検討した。また、ラットア
キレス腱にも同じ4群に分けてTA及びPRP投与し、投与後7日目に最大破断強度および組織形態を
検討した。【結果】細胞形態は TA群では平坦化、多角化が認められたが、併用群ではC群と比
較し変化は認めなかった。Cell viability は、TA群はC群と比較し有意に低下したが、併用群
では有意に高値であった。Apoptosis発現率は、TA群では高値であったが、併用群では有意に低
値であった。HE染色でTA群では組織空胞化、細胞浸潤、腱配列の乱れを認めたが、併用群では
認めなかった。最大破断強度はTA群ではC群と比較し、有意に低下を認めたが、併用群では有意
な差は認めなかった。【考察】本研究より、TA は腱細胞および腱組織に変化を起こし、cell
viability減少し、apoptosis率を増加させ、力学的強度を減少させることがわかったが、PRP
の併用により、これらの影響を防ぐことが可能であった。以上より、TA注射時にPRPを併用する
ことでステロイドによる腱脆弱化を軽減できる可能性が示唆された。
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第2中手骨橈側手根伸筋腱付着部裂離骨折に伴う長母指伸筋腱断裂
の一例

Extensor pollicis longus tendon rupture following avulsion fracture of the second metacarpal

○山口 史彦1, 石河 利之2, 原 道也1

1福岡リハビリテーション病院　整形外科, 2福岡大学　整形外科

【目的】右第2中手骨橈側手根伸筋腱付着部裂離骨折が長母指伸筋腱断裂の原因となった症例を
経験したので報告する。【症例】71歳女性。平成25年4月末頃、飲酒した後転倒受傷した。右手
関節痛、腫脹を認め、近医にて骨折を疑われ1週間程度シーネ固定された。5月10日頃より右母
指伸展困難を認め長母指伸筋腱断裂と診断され近医より紹介受診となった。初診時単純X線正面
像で第2中手骨基部に骨折を疑う所見を認めたためCTを施行した。CT所見で長橈側手根伸筋腱付
着部裂離骨折に伴う長母指伸筋腱断裂と診断し骨接合術及び腱移行術を行なった。術中所見で
は長母指伸筋腱の断裂部に裂離骨折の骨片が位置しており断裂に関与しているものと思われ
た。術後3週間thumb spica 固定後ROM訓練を開始した。術後経過は良好である。【結語】第2中
手骨橈側手根伸筋腱付着部裂離骨折に長母指伸筋腱断裂を合併した稀な症例を経験した。裂離
骨片は単純X線2方向では見逃す可能性があるため圧痛部位の注意深い診察と必要に応じ多方向
の単純X線、CT検査等を追加すべきである。裂離骨片は長母指伸筋腱断裂を引き起こす可能性が
あるため早期診断が不可欠で整復、固定、もしくは切除が必要となる。
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手綱こんにゃく法による腱延長法を用いた長母指伸筋腱断裂の腱縫
合

A new technique in tendon suture of extensor pollicis longus tendon rupture using a tendon lengthening

○柴田 敏博1, 貞廣 哲郎2, 中島 紀綱2

1しばた整形外科, 2フレック　クリニック

【はじめに】長母指伸筋腱皮下断裂や陳旧性断裂においては腱移植術や腱移行術が適応される
ことが多い。特に示指固有伸筋腱の腱移行術は簡便で再教育の必要も無く良好な成績が得られ
第一選択として広く行われている。しかし、あくまでも健常腱を犠牲にしており、損傷筋腹の
機能が残存している場合でも盲信的に行うことに疑念を感じ、損傷腱のみでの縫合術を行う手
段として損傷腱を半切・反転する際、料理で用いられる手綱こんにゃくの作成法の如く折り返
し、腱延長を可能とする方法を考案したので報告する。【対象】2012年10月以降、端々縫合が
困難であるが、筋腹の機能が残存していると判断された症例3例で、その内訳は82歳女性の皮下
断裂1例、37歳男性の皮下断裂1例、50歳男性の陳旧性断裂1例であった。【手術法】腱断裂の位
置によるが、長く残存している側の断裂腱の断端より5mmの部位から腱を断端から反対方向に向
けて半切し4-5cmを得られる部分で切離、反転するが、反転部がＶ字となり腱が裂けないように
するため、反転ピボット部の非反転側の半切腱に数mmの縦割を加え、これに反転した半切腱を
通して捻り返し、編み込み縫合法の要領で半切腱同士が一直線状となるように吸収糸で縫合し
延長する。延長された半切腱と対側断裂腱は通常の編み込み縫合を行った。【成績】術後観察
期間は4～11ヶ月、平均6.3ヶ月。全例、従来法と比し遜色の無い治療経過で日常生活に問題な
く良好な結果を得た。【考察】本法は損傷腱を延長することにより健常腱を犠牲にすることな
く腱縫合術が可能である。半切腱の強度であるが従来法と同じ術後リハビリを行い経過は良好
である。今回の症例以外にも小指伸筋腱断裂の2例にも応用し良好な結果を得ており、その他に
も応用可能で有用な方法と考えられる。
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長母指伸筋腱皮下断裂の治療成績
Clinical result of spontaneous rupture of the extensor pollicis longus tendon

○谷野 善彦1, 栩木 弘和2

1藤井外科胃腸科・整形外科, 2国家公務員共済組合連合会立川病院　整形外科

【目的】長母指伸筋腱皮下断裂は橈骨遠位端骨折や関節リウマチに続発して発症することが多
いものの、手関節を頻回に使用することでも発生する。今回、長母指伸筋腱皮下断裂症例の患
者背景と治療経過について検討を行った。【対象】症例数は27例(男14例、女13例)、断裂発生
時年齢は平均62.3歳 (22歳～79歳)、経過観察期間は平均14.3ヵ月 (4～48ヵ月)である。橈骨遠
位端骨折に続発した症例（16例)については、臨床像、骨折型、後療法を調査し、骨折を伴わな
い症例(11例)については、臨床像と原因となる外傷の有無について調査した。【結果】橈骨遠
位端骨折の骨折型は全例Colles型骨折であり、AO分類A2 :10例、A3: 2例、B1:2例、B3 :2例で
あった。手術加療は4例に行われ、１例は掌側ロッキングプレート固定後の断裂であった。保存
療法では全例、手指の自動運動を指導されており、本疾患の可能性を認識している患者はいな
かった。骨折から腱断裂までは平均11週（5～29週）であった。骨折を伴わない症例の5例は関
節リウマチでその他はアメフト選手、電柱保守、部品品質管理職、三味線奏者、農家（２例）
であり、３例は母指伸展不全を自覚しても数カ月放置していた。全例において違和感もしくは
疼痛を自覚していた。手術は固有示指伸筋腱を用いた腱移行術を施行し、2例(農家、骨折各１
例）は生活の不自由がないため経過観察となった。手術成績はRiddelの評価でexcellent
18例、good 6例、poor 1例であった。【考察】腱移行術の治療成績は良好であった。しかしな
がら、予防に勝る治療はないため、橈骨遠位端骨折後治療においては、本疾患発生を考慮した
患者指導が必要と考えられた。骨折を伴わない症例では断裂発生後も放置されていた症例もあ
り、手術適応ついてはADL改善の必要性を患者背景とともに考慮する必要がある。
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手関節部における手指伸筋腱皮下断裂に対する手術成績
The Treatment of Extensor Tendon Ruptures at Wrist Level

○大野 義幸1, 平川 明弘1, 清水 克時2

1岐阜市民病院　形成外科, 2岐阜市民病院整形外科脊椎センター

（はじめに）手関節部で発生する手指伸筋腱皮下断裂の原因はＲＡ，関節症など種々の病態が
ある．治療として伸筋腱再建術が滑膜切除，関節形成術，固定術などと同時に実施されるが，
伸筋腱の再建成績に不満の残る例が散見される．過去の手術症例から問題点を検討した．（対
象および方法）2003年から2013年までに手関節部における手指伸筋腱皮下断裂（母指を除く）
に対して伸筋腱再建術を演者が実施もしくは直接指導した18例(男7，女11），19手(右14，左
5）．伸筋腱皮下断裂指は32指（示指2，中指5，環指12，小指13）．手術時年齢は平均71才（34
～88）．腱断裂から手術までの期間は平均16ヵ月（0.7～120）．術後経過観察期間は平均8ヵ月
（3-43)．MP関節伸展lagが15度未満を良, 15～30度を可，30度以上を不可とし，その他，自動
屈曲角度，術後合併症などを調査．（結果）原因疾患はRA7例，DRUJ関節症6例，Kienbock病
2例，および橈骨遠位端骨折背側プレート術後，Madelung変形，Behcet病がそれぞれ1例．１指
断裂が8例8手（小指6、環指1，示指1）．2指断裂が9例10手(環小指が6手，中環指が4手）．4指
断裂が1手．伸筋腱再建術式はMadelung変形の1手2指の腱移植，EDM単独断裂RA1例への滑膜切除
の他は全例腱移行術．MP関節伸展lagでは良が11指，可が17指，不可が4指．不可は橈骨遠位端
骨折術後に抜釘，腱移行後の術後感染例，Behcet病の4指中の1指，DRUJ関節症の1指，ＲＡによ
る4指断裂例の示指（ECRL腱を移行）であった．（結論）手関節部における手指伸筋腱皮下断裂
は進行性であり，良好な術後成績を得るためには，残存している腱が多い段階で速やかな外科
的治療が必要で，移行腱の選択，後療法にまで細心の注意を払うことが重要である．
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手指伸筋腱皮下断裂の検討
Spontaneous Rupture of Extensor Tendon in the Hand

○渡辺 直也1, 木村 長三1, 三田 真俊1, 加藤 竜男1

岩崎 倫政2

1帯広厚生病院　整形外科, 2北海道大学　整形外科

【はじめに】手指伸筋腱皮下断裂は関節リウマチ（RA）や遠位橈尺関節症などに起因して発症
することが多く、腱端側縫合や腱移行、腱移植などの再建術が行われ、減張位早期運動療法や
dynamic splintなどによる後療法が行われている。今回、当科における手指伸筋腱皮下断裂症
例の治療成績について検討を行った。
【対象と方法】2008年1月から2013年8月までに当科で手術を施行した手関節部での伸筋腱皮下
断裂症例27例（27手50指）を対象とした。原疾患はRA13例、遠位橈尺関節症12例、キーンベッ
ク病1例、滑膜炎1例であった。橈骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱断裂は除外した。罹患指数は
小指または環指単独が7例、環小指または中環指の2指が18例、3指以上が2例であった。手術時
年齢は平均71歳(32-88歳)、手術方法は、腱断裂に対して腱端側縫合を21例、腱移行を3例、腱
移植を3例に行い、手関節についてはSauve-Kapandji法を19例、Darrach法を3例、関節固定を
3例、キーンベック病の1例では骨切除を行った。後療法は、腱端側縫合には主に石黒法に準じ
た減張位早期運動療法を行い、腱移行および腱移植例にはdynamic splintによる早期運動療法
を行った。術後経過期間は平均11.9ヶ月(2.5-55ヶ月)であった。術後の可動域等の臨床成績を
検討した。
【結果】手術指全MP関節の可動域は屈曲平均75°、伸展平均-12°であった。また、腱端側縫合
＋減張位早期運動療法を施行した例ではMP屈曲平均74°、伸展平均-7°であり、それ以外の方
法ではMP屈曲平均78°、伸展平均-21°であった。腱の再断裂例はなかった。
【考察】腱端側縫合に減張位早期運動療法を行う治療法は、手術や後療法の手技が簡便で行い
やすく、術後の可動域も他の方法と同様の成績が得られ、伸筋腱皮下断裂の治療法として有用
な方法であると思われた。
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伸筋腱脱臼に対するElson法による再建の検討
Study of reconstruction by Elson method for extensor tendon dislocation

○高橋 信行, 射場 浩介, 金谷 耕平, 和田 卓郎
山下 敏彦

札幌医科大学 整形外科

【はじめに】
関節リウマチ以外の原因で生じるMP関節での伸筋腱脱臼は比較的まれな病態である．我々は，
保存治療で改善が得られない例のうち，矢状索の直接縫合が不能な例に対し，Elson法による再
建を行ってきた．今回，これまで当科で行ったElson法による再建例について検討したので報告
する．
【対象と方法】
2000年～2013年の間に関節リウマチ以外で伸筋腱脱臼と診断され，Elson法にて再建を行った9
例12指を対象．男性3例，女性6例，平均年齢36.9歳(12-64歳)．右8指，左4指．示指1指，中指
7指，環指4指．発症原因は，外傷性4指，特発性3例，先天性5指．術後観察期間30ヶ月(3-95ヵ
月)．手術は，遠位を基部にして半裁した伸筋腱でループを作成し，深横中手靱帯(示指は橈側
側索)にくぐらせた後，元の腱に縫着した．術直後より可動域訓練を開始．術後3週は屈曲制限
スプリントを併用した．これらの症例について，再発，疼痛，可動域制限，合併症，満足度に
ついて検討した．
【結果】
合併症として感染1例，肥厚性瘢痕1例を認めたが，全例再発はなく，疼痛や可動域制限も認め
ず，いずれも満足度は高かった．
【考察】
伸筋腱脱臼において，新鮮外傷例では損傷した矢状索の一次修復が可能であるが，修復不能な
陳旧例や，腱間結合や矢状索の構造が元々脆弱な先天例では，腱を制動するために何らかの再
建が必要となる．再建方法についてはこれまで様々な術式が報告されているが，未だ一定の見
解は得られていない．Elson法は，半裁した伸筋腱を深横中手靱帯にループさせることにより強
固なanchor効果が得られ，手指屈曲時の腱の脱臼を良好に制動でき，有用な再建方法である．
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Littler法によるPIP関節部伸筋腱（central band）の再建について
The reconstruction of the central band on the PIP joint using Littler method

○宮本 洋, 山城 由莉

南川整形外科病院　手の外科・外傷センター

【目的】　PIP関節部でのcentral bandの損傷例に対して、Littler法により再建したので結果
を報告するとともに考察を述べる。【方法】症例数は過去5年間において当院で治療を行い、半
年以上経過観察した4例。年齢は30-51歳（平均40歳）。　性別は男性4例。　受傷指は中指
1例、示指1例、小指2例。外傷別では、脱臼1例、開放性腱損傷1例、開放骨折（骨・軟骨欠
損）2例。新鮮例1例、陳旧例3例。併施手術は腹壁皮弁2例、肋骨肋軟骨移植2例、イリザロフ創
外固定器による関節牽引2例。麻酔方法は全身麻酔1例、局所麻酔3例。陳旧例の手術は、あらか
じめ関節拘縮を十分に取り除いた後に行った。手術は、中節部でlateral bandの一側を切離
し、移行腱を中節骨基部へアンカーを用いて縫着した。PIP関節は鋼線で約3週間仮固定した。
後療法に関しては、DIP関節は直後から動かし、PIP関節は鋼線抜去後より開始した。【結果】
　新鮮例ではPIP関節:伸展0～屈曲90度、健側比82％、DIP関節:伸展0～屈曲45度、健側比
64％。陳旧例3例の平均値はPIP関節:伸展-23～屈曲73度、術前比71％、健側比52％、DIP関節
（自動伸展を断念した1例を除く）:伸展-1～屈曲54度、術前比92％、健側比76％であっ
た。【考察】本方法は1964年にLittlerにより報告された方法であり、吉津らによりその有用性
が報告されている。今回の結果から、陳旧例でのPIP関節の術前比は71％と、新鮮例の健側比82
％に対して劣っていた。陳旧例では、術後の安静期間中に再拘縮や癒着が生じやすく、術早期
からのPIP関節の可動域訓練が重要と思われ、それに耐える強固な腱の固定方法を模索してい
る。
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手根管症候群と肘部管症候群における手指巧緻運動障害の評価
The objective differences in dexterity between carpal and cubital tunnel syndromes

○井戸 芳和1,2, 内山 茂晴2, 伊坪 敏郎1,2, 林 正徳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

【はじめに】手根管症候群 (CTS) と肘部管症候群 (CubTS) にともなう手指巧緻運動障害に
は，神経麻痺に起因する筋力低下や感覚障害が関与する．われわれは簡易上肢機能検査
(Simple Test for Evaluating Hand Function: STEF) を用いて，両麻痺の巧緻運動障害を評価
し，それぞれに特徴的な所見が得られるのかを検討した．
【対象と方法】母指対立再建術々前のCTS患者6手 (CTS群) と，尺骨神経除圧術々前のCubTS患
者98手 (CubTS群) を対象とした．CTS群は全例母指対立不可の最重症例であり，CubTS群は
McGowan分類にてGrade II 45例，III 53例であった．全例をSTEFにて評価した．STEFは10種の
異なる物体の操作に要した時間から得点を算出する上肢機能検査である (各検査10点，合計
100点) ．Mann-Whitney U testを用いて，合計点に対する各検査の割合を２群間で比較した．
【結果】STEF各検査の最低点は，CTS群では「ピン」4.7±2.3点，CubTS群では「金円板」8.8±
1.7点であった．合計点に対する各検査の割合は，「ピン」においてCTS群が著しく低値を示
し，２群間に有意差を認めた (CTS群: 5.4%, CubTS群: 9.6%. p=0.0001)．
【考察】CTSでは直径3mmのピン6本を直径4mmの穴にそれぞれ挿すまでの時間，CubTSでは厚さ
2mmの金円板6枚をつまみ上げ移動させるまでの時間がもっとも障害されており，両者の巧緻運
動障害の相違点が客観的に示された．術後において筋力や自覚的な巧緻運動障害が回復するに
つれ，これらの値がどのように推移していくのか検討する必要がある．
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電気生理学的重症度による手根管症候群での術式検討
Treatment strategy for carpal tunnel syndrome with electrodiagnositic severity

○犬飼 智雄, 内田 研造, 宮崎 剛, 馬場 久敏

福井大学　整形外科

【目的】手根管症候群(以下CTS)において、正中神経の圧迫程度は様々であり、同一の治療法で
は対応できない症例が存在する。当科では電気生理学的重症度に着目し、それぞれの病態に応
じた術式を選択している。今回、その有用性について検討したので報告する。【対象と方
法】2011-2013年にCTSと診断し, 手術加療を行った40例45手を対象とした。手術時平均年齢は
60.8歳（32‐86歳）, 男性7例, 女性33例。罹患側は右30手, 左15手であった。平均罹病期間は
8カ月（2カ月-10年）であった。手術症例を電気生理学的重症度（Paduaらの分類）に応じて
Extreme CTS, Severe CTS, Moderate CTSの３群に分類した。2L-INT法を追加することにより
Extreme CTS-A (APB-CMAP, 2L-CMAPともに測定不可能)、Extreme CTS-B (2L-CMAPは測定可能,
APB-CMAPは測定不可)の2群に分類できるため、合計4群に分類した。Moderate CTS群10例に対し
ては鏡視下開放術, Severe CTS群 30例に対しては小皮切手根管開放術, Extreme CTS-B群4例に
対しては手根管開放術に加え顕微鏡下motor branch剥離術, Extreme CTS-A群1例に対しては手
根管開放術に加え母指対立再建術を施行した。術後成績はKellyらの評価基準を用い,手術後6カ
月の時点で評価した。【結果】Extreme CTS-A 群はfairであったが、母指対立は可能となっ
た。Extreme CTS-B群はgood3例, fair 1例であり、good3例にはAPBの筋力に改善があっ
た。Severe群30例はExcellent 5例、good 20例、fair 5例であった。 Moderate群は,
excellent 10例であった。【考察】重症度に応じて術式を変更することで、適切な治療の提供
が可能になると考察した。Moderate群は, 症状発現からの期間が短く、圧迫の程度が軽いため
鏡視下手術の良い適応であると考察した。
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手根管症候群に対する手根管開放術の成績と年齢の関係
The influence of age on outcome after operation for the carpal tunnel syndrome

○渡邉 忠良

公立置賜総合病院　整形外科

【目的】第56回本学会において70歳以上の手根管開放術の成績は，症状の消失例は少ないが，
改善例は多く有効な方法であること報告した．本研究ではより若年齢と比較し，年齢と成績の
関係を調査した．
【対象と方法】2011年4月からの2年間で手根管開放術を施行した40手中，透析や頚椎疾患例を
除外し，6ヵ月の経過観察が可能であった32手を対象とした．70歳未満群（U70）と70歳以上群
（O70）の2群に分け，U70は19手，平均年齢は59歳，O70は13手，平均年齢78歳であった．術
前，術後6ヵ月で評価し，CTSIとQuick DASHに加え，痛み，むくみ感，こわばり感，しびれ，手
の調子，支障の度合いを5段階のアンケートで調査した．また握力とつまみ力も健側比で計測し
た．2群における6ヵ月時の成績の比較と自覚的症状の消失率を検討した．
【成績】術前後の比較では，U70は全項目で有意に改善し，O70はQuick DASHと支障を除いて有
意な改善があった．6ヵ月時の比較では，U70の方が，CTSI，Quick DASH，しびれ，手の調子お
よび支障の項目でO70より有意に良好な改善を示した．U70とO70の6ヵ月時の症状の消失率はそ
れぞれ，痛み：71%／42%，こわばり：56%／25%，むくみ：89%／58%，しびれ：72%／17%，調
子：72%／25%，支障：71%／17%であった．U70の健側比握力は，術前97%，6ヵ月時で95%，指腹
つまみ力はそれぞれ92%／94%，鍵つまみ力は93%／97%であった．O70の握力はそれぞれ81%／
80%，指腹つまみ力は66%／84%，鍵つまみ力は64%／94%であった．
【結語】両群とも手術により症状は改善するが，U70で症状の消失率は高かった．
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鏡視下手根管開放術後のステロイド使用の功罪
Problems of Steroid Medication after End Scopic Carpal Tunnel Release

○三喜 知明, 小西池 泰三, 町田 芙美, 小田 孔明

岡山赤十字病院　整形外科

pillar painは、鏡視下手根管開放術(ECTR)導入後も解決されていない問題である。我々は第47
回日手会において、ECTR後146手におけるpillar painの性状について報告した（通常群）。活
動性の高い症例にはpillar painが長引く傾向にあった。第55回日手会において、ECTR後105手
にステロイドを使用すると、pillar painは術後早期には軽減するがその後増悪すること、ステ
ロイドの種類によりpillar painの反応性が異なること（ステロイド使用群）、ステロイドを使
用しても最終成績は通常群と変わらないことを報告した。今回、ステロイド使用例の合併症に
ついて検討したので報告する。（対象および方法）当院で手術を行った323手（男59手、女
264手）中、ステロイド使用しない146手（A群）、ベタメタゾン使用例54手（B群）、トリアム
シノロン使用例123手（C群）に分類しその合併症を検討した。（結果および考察）A群で術後感
染を１例に、C群で術後感染を2例、再発を3例に認めた。B群には認めなかった。再発例はいず
れも再手術をおこなったが、切離した横手根靭帯が癒合していた。ベタメタゾンは術後約１カ
月で、トリアムシノロンでは術後約３カ月でpillar painが悪化する。術後にステロイドを使用
することで浮腫が減弱し、切離した横手根靭帯が接近する。トリアムシノロンではこの期間が
３カ月持続しするため、横手根靭帯が再癒合したのではないかと考えている。ステロイドを使
用してもpillar painは消失せず遷延化する。また感染や再発例を認めることから、その使用は
慎重に行うべきと考える。
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血液透析合併手根管症候群の再発例に対する鏡視下手根管解放術
Endoscopic carpal tunnel rerease for recurrent carpal tunnel syndrome in haemodialysis patients

○飯田 博幸1, 眞鍋 剛1, 有水 淳1, 石河 利之2

菊田 朋朱3

1医療法人幸仁会　飯田病院, 2福岡大学　医学部　整形外科, 3菊田整形外科

（はじめに）血液透析合併手根管症候群に対する手術的治療の成績は安定しているが基礎疾患
の性質上再手術は避けて通れない。当院では初回手術は鏡視下手根管開放術（以下ECTR）、再
発例に対しては従来法による手術を行っていたが安全性を確認できたので2005年より再発例に
もECTRをおこなっている。今回はその結果と手術法の要点について報告する。（対象と方法）
対象は血液透析合併手根管症候群に対して行ったECTR再手術、再々手術例で術後６か月以上観
察できた20肢である。男性12例、女性６例、手術時平均年齢62歳、透析歴平均29年である。当
院での初回手術13例は全てECTR、他院での初回手術例7肢の内直視下のものが2肢であった。前
回手術から再手術、または再々手術までの期間は平均8年6か月であった。手術はMenonの開発し
たCTS Relief Kitを用いて行うone portal ECTRである。非シャント側には空気駆血帯を使用し
ている。再手術の際の鏡視では瘢痕や再生した横手根靱帯の部分での安全性の確認が困難なの
で、注意が必要である。初回手術は長掌筋腱尺側にportalを作成するが、再手術の際は橈側に
作成する。これにより瘢痕部をさけて横手根靱帯健常部を鏡視し切開することが可能であり、
より安全に除圧とその確認が可能である。(結果) 術後平均観察期間は３年３か月（0.5～7年）
である。平均手術時間は12分（7-20分）で手術による神経血管の合併症は認められなかった。
全例に疼痛の消失や減弱がみられ、指の可動域制限が強かった8手ではTPDが平均で4mm改
善、MDLは筋萎縮の強かった3手を除き平均7.4msから4.8msに改善した。1例に再手術後4年で再
発がみとめられている。（まとめ）血液透析合併手根管症候群再発例に対するECTRは安全で有
用な方法である。
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舟状骨偽関節に伴う手根管症候群
Carpal Tunnel Syndrome Associated with Scaphoid Nonunion

○下江 隆司, 谷口 泰徳, 浅井 宣樹, 辻本 修平
吉田 宗人

和歌山県立医科大学　整形外科

【目的】手根管症候群の原因となる病態は数多く存在するが、舟状骨偽関節に伴う手根管症候
群の報告は稀である。今回、我々が経験した症例について調査を行ったので報告す
る。【対象】対象は舟状骨偽関節を伴う手根管症候群の5例である。性別は男性3例、女性2例
で、手術時年齢は63歳から76歳、平均68.6歳であった。【方法】舟状骨骨折の原因となった外
傷の時期、浜田の病期分類、電気生理学的検査では終末潜時、単純X線検査ではSNAC wristの有
無とその病期、そして術中所見および治療法を調査した。追跡期間は3ヶ月から3年であっ
た。【結果】原因となる外傷の受傷時期は約20年前から54年前であり、長期に舟状骨偽関節が
放置されていた。浜田の病期分類は全例でgrade IIIであった。電気生理学的検査では終末潜時
は全例8ms以上に遅延していた。単純X線検査では全例SNAC wristの所見を認め、その病期は全
例stage IIIで、DISI変形を伴っていた。術中所見では手根底で骨性の膨隆による正中神経の圧
迫がみられた。治療法は全例で手根管開放術を行った。1例で母指対立運動再建術を追加し、関
節包が破たんし手根骨の不安定性が強い1例と、偽関節部の疼痛を有する1例では手根骨を摘出
した。【考察】今回我々の5症例では舟状骨偽関節に伴う晩期合併症として手根管症候群が生
じ、その臨床像は母指対立運動障害を伴う重度の正中神経障害であることが特徴であった。治
療法は、手根管開放術を行うとともに、関節包が破たんし手根骨の不安定性が強い症例や、偽
関節部の疼痛を有する症例では手根骨の摘出術も追加する必要があると考えられた。
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手根管症候群母指対立障害に対してEPBとPLを用いた対立再建術
Opponensplasty by transferring extensor pollicis brevis and palmaris longus for severe carpal tunnel

syndrome

○長濱 靖1, 富田 善雅1, 中嶋 理子1, 楠瀬 浩一2

1公益財団法人　佐々木研究所付属　杏雲堂病院, 2東京労災病院

【目的】手根管症候群における母指対立再建の術式については様々な報告がなされている。当
院では元来母指対立再建にはCamitz法を行ってきたが、手掌瘢痕や移行腱の浮き上がり、また
MP関節障害例が散見されたため2011年よりEPBとPLを用いた対立再建術に変更した。その術式と
治療成績について報告する。
【症例】術後6か月以上経過観察が可能であった7例を対象とした。その内訳は男性1例女性
6例、手術時平均年齢76.7歳、罹患手は右4手、左3手であった。手術は手根管開放後PLの同定と
剥離を行い、母指MP関節橈背側に小切開を置きEPBを確認し、これを筋腱移行部で切離す
る。EPBをMP関節にいったん引き出した後、母指球筋筋層下に通し手根管側壁に引き出す。手関
節中間位、母指最大対立位でEPBとPLを手関節皮線上でinterlacing縫合行った。術後は母指対
立位で3週間の外固定を行い、対立運動および可動域訓練を開始した。
【結果】ピンチ力2,9kg→4,1kg、Kapandji stage6,2→8,5、掌側外転角度28,5°→43,2°と全
例において改善を認めた。
【考察】本術式は、移行腱を筋層下から手根管側壁プーリーを通すため腱の浮き上がりが生じ
ずまたCamitz法で見られたMP関節部の疼痛や可動域制限も少ないため、Camitz法の欠点を補え
る有用な術式と考えられた。
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特発性手根管症候群患者の屈筋腱滑膜における炎症性サイトカイン
の発現

Expression of inflammatory cytokines in the synovial membranes of carpal tunnel syndrome

○山中 芳亮, 目貫 邦隆, 善家 雄吉, 酒井 昭典

産業医科大学　医学部　整形外科

今回我々は、特発性手根管症候群の屈筋腱滑膜における炎症性サイトカイン(IL-6,8,15)の発現
をRT-PCRで解析し、年齢、重症度(浜田分類)、術前の疼痛の有無、神経伝導速度、アミロイド
沈着の有無で発現量の比較検討を行ったので報告する。(対象)特発性手根管症候群に対して手
術を行った症例、20例を対象とした。全例閉経後女性のみを対象とした。平均年齢は72.1歳
(55-86歳)であった。(方法)術中に手根管内の屈筋腱滑膜組織を採取した。採取した組織の
total RNA を抽出後、quantitative RT-PCR により、IL-6,8,15の発現を定量的に測定した。発
現量を年齢(70歳未満と70歳以上の2群)、重症度(浜田分類1から3の3群)、術前の疼痛の有無、
神経伝導速度(運動神経遠位潜時が4.5msec未満と4.5msec以上の2群および感覚神経伝導速度が
45m/sec未満と45m/sec以上の2群)、アミロイド沈着の有無で比較した。(結果)アミロイド沈着
なし群ではあり群と比べ、IL-8の発現が有意に高かった(P＜0.05)。その他では、両群で発現量
に有意差はなかった。(結論)アミロイド沈着なし群ではあり群と比べ、IL-8の発現が有意に高
かった。年齢、重症度、術前の疼痛の有無、神経伝導速度では、IL-6,8,15の発現に有意差は認
められなかった。
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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

1社会医療法人財団　大和会　東大和病院　整形外科, 2社会保険山梨病院 整形外科

3内倉整形外科, 4杏林大学　整形外科

【目的】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65歳以上の32例35手を対象とした。性別は男性3例、女性29例、
平均年齢は77.8歳。浜田の病期分類ではgrade 2 ,16例18手、grade 3, 17例17手である。平均
罹病期間はGrade 2は9.5ヵ月、Grade 3は14.4ヵ月であった。術式は、grade2は全例手掌内小皮
切による開放術（以下開放群）を、grade 3は開放術とCamitz法による母指対立再建術の併用
（以下再建群）を10手に、7手には開放術のみ（以下開放単独群）を行った。再建術の適応は、
対立障害に起因する症状、訴えが存在し、筋電図上短母指外転筋にＭ波が見られない例で本術
式の施行に同意された症例とした。これらに対し、術前後に日本手外科学会版手根管症候群質
問表(以下CTSI-JSSH)を使用し、SS（症状重症度）とFS（機能的状態）を調査した。経過観察期
間は平均13.6ヵ月であった。【結果】 CTSI-JSSHの平均値は、grade 2ではSSは術前2.7から最
終評価時1.6へ、FSは2.4から1.8へgrade 3再建群でもSSは2.9から1.7へ、FSは2.5から1.9へそ
れぞれ有意に改善していた。一方grade 3開放単独群のSSは3.0から2.3へ、FSは2.6から2.1と改
善傾向は認められたが有意差はなかった。また75歳以上で検討するとgrade 3再建群はSS、FSと
も有意に改善し同様の結果であった。【考察】 grade 2開放群の成績は安定していたが、grade
3では、開放術単独では不十分な例が存在した。特に75歳以上では再建群の成績が安定してい
た。高齢者では術後の症状、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。対立障害に起因する愁訴が強い例には高齢者であっても十分な
インフォームドコンセントのもと対立再建術併用を検討すべきと考えた。
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手根管開放術後の正中神経損傷に対する有茎脂肪移植術による治療
経験

Pedicled Fat Graft for Median Nerve Injury by Carpal Tunnel Release

○織田 宏基, 山川 知之, 丸尾 陽平, 家村 瑠那
西島 直城

丹後中央病院　整形外科

【目的】手根管開放術は時に正中神経やその掌側皮枝の損傷を合併し、患者満足度を大きく損
なうことがある。今回、我々も手根管開放術後の正中神経損傷が疑われ、追加手術を必要とし
た症例を経験したため、文献的考察を加え報告する。
【方法】手根管開放術による正中神経損傷が疑われ、追加手術を施行した3例を対象とした。全
例女性で、うち2例は他院にて初回手術を施行された。追加最終手術時の平均年齢は71.0歳(64-
81歳)であった。
【結果】いずれの症例も、術前の正中神経領域のしびれの残存・悪化を認めた。手術創部に強
い疼痛を認め、同部にTinel様signを認めた。手術創は瘢痕形成を認め、皮膚は陥凹していた。
初回手術から追加最終手術までの平均期間は8.0ヶ月(2-19ヶ月)であった。1例目には、まず神
経剥離術を施行したが、症状の改善を認めなかったため、再手術を行い、神経剥離術と有茎脂
肪移植術を併用した。その後の2症例は初回追加手術にて神経剥離術と有茎脂肪移植術を施行し
た。手術所見では、正中神経は手術瘢痕と強固に癒着していた。それを剥離し、剥離した神経
と瘢痕組織との間に有茎で皮切部尺側から採取した皮下脂肪を移植した。全例で術後早期より
疼痛の改善を認め、知覚障害も改善傾向を認めた。手術創部瘢痕の陥凹も改善した。
【考察】手根管開放術後の正中神経損傷の症例では、神経が手掌腱膜や切離した横手根靭帯に
高度に癒着している。これに対し、神経剥離術のみでは再癒着による症状の再燃・残存が懸念
される。今回、神経剥離術に癒着を予防するための有茎脂肪移植術を併用して手術を施行し、
良好な結果を得ることができ、有用な方法であると考えられた。　　
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正中神経に生じた巨指症を伴うLipofibromatous Hamartomにより手根
管症候群を来した1例

Lipofibromatous Hamartom of the Median Nerve with Macrodactyly : A Case Report

○川西 啓生, 砂川 融, 中島 祐子, 四宮 陸雄
越智 光夫

広島大学大学院　整形外科学

【目的】Lipofibromatous Hamartomaは末梢神経に発生する稀な良性腫瘍であり、巨指症を伴う
ことがある。今回、我々は、正中神経に生じた巨指症を伴うLipofibromatous Hamartomにより
手根管症候群を来した1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】24歳、男性で、左手掌部から示指にかけての腫大と作業時の疼痛を自覚し近医を
受診した。症状が持続するため当科紹介受診となった。初診時所見としては、左手掌に弾性硬
の腫瘤を認め、示指の腫大を認めた。左手根管部で示指へ放散するTinel様徴候とPhalenテスト
が陽性であった。母指球筋の強い萎縮を認めた。US、MRIにて手関節近位から示指にかけて肥大
した正中神経を認めた。以上より、巨指症を伴う正中神経肥大による手根管症候群と診断し、
神経剥離術・手根管開放術を行った。【結果】手術所見としては、正中神経が前腕近位部から
示指固有神経部にかけて腫大しており、横手根靭帯部で強い圧迫を認めた。反回枝も腫大し、
変性・萎縮した母指球筋を認めた。手根管を開放したところ同部にて強い圧痕と充血を認め
た。【考察】本症例は、Lipofibromatous Hamartoma(LFH)と考えられ、末梢神経に発生する線
維脂肪組織からなる良性腫瘍である。上肢発生例が多く、正中神経に多いとされている。約30%
に巨指症の併発が報告されている。【まとめ】正中神経に生じた巨指症を伴うLipofibromatous
Hamartomにより手根管症候群を来した1例を経験した。
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母指対立再建術における外固定期間短縮を目的とした一工夫
Contrivance for shortening of external fixation period after opponoplasty

○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】重度手根管症候群においてしばしば母指の対立再建を目的として腱移行術が行われる
が、一般的に3週間前後の外固定が必要となる。しかし、その間患肢の使用制限を強いられるた
め、時に手術を受けることを躊躇する症例が見られる。今回、我々は腱移行術後の外固定期間
を短縮するため、移行腱の初期固定力を高める工夫（knot tenodesis法）をおこなったのでそ
の手術成績について検討した。
【対象】2012年1月から当科で手術を行った浜田stage3の重度手根管症候群のうち母指対立再建
術を希した15例（男10例、女5例）である。手術時年齢は平均61.1（47～83歳）術後経過観察期
間は平均11.1ヵ月（6～17ヵ月）であった。
移行腱はBunnel法に準じて環指FDS腱を使用した。まず、鏡視下にて手根管開放術を行った後、
切離した環指FDS腱を母指MP関節橈側の小皮切まで誘導する。その後、径3.0mm cannulated
drillを用い、母指基節骨の基部に骨孔を作成する。FDS腱を骨孔に通し、尺側にてknotを作成
し、そのknotが骨孔出口でロックすることを確認する。
術後は1週間の外固定の後可動域訓練を開始し、夜間のみCM関節対立位のスプリントを装着させ
た。また、リハビリ時に母指球下の腱の緊張、母指MP関節尺側皮下の腱のknotを触れ、毎回移
行腱の逸脱がないことを確認する。
【結果】全例において良好な母指対立機能の獲得が可能となり、術後最終経過観察時まで腱の
逸脱を認めた症例はなかった。
【考察】母指対立再建術においては外固定期間の長さが問題となる。外固定期間中のADL制限は
当然のこと、高齢者においては関節拘縮を合併することもあり、外固定期間を短縮することの
意義は高いと思われる。今回、我々の方法にて母指対立再建術を行うことで全症例において早
期の日常生活復帰が可能であった。
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手根管症候群に合併したばね指例とばね指単独例の比較検討
Trigger finger developed with Carpal tunnel syndrome:a comparison with idiopathic trigger finger

○宮岡 俊輔1, 百瀬 敏充1, 内山 茂晴2, 加藤 博之2

1諏訪赤十字病院　整形外科, 2信州大学医学部　整形外科

　【目的】手根管症候群(CTS)にはばね指が合併する．しかしその原因ははっきりしていない．
CTSに合併したばね指患者とばね指単独の患者を調べ，ばね指発症の指を調査し比較した． (対
象および方法)　当院で2008年から2012年までにCTSで手根管開放術を行った症例において腱鞘
切開を同時に行った症例と手根管開放術後ばね指を発症した患者を調べ，ばね指の症状が術後
新たに生じた指を調べた．次に2010年から2012年までに当院でCTSの症状がないばね指患者で手
術を行ったばね指の指を調べた．CTSに合併したばね指例とばね指単独例において母指から小指
までのばね指発症の頻度に差があるか同等性の検定をした．【結果】手根管症候群患者でばね
指を合併した例は41例で，52歳～82歳（平均65歳），男性6例，女性35例であった．これらの例
で手根管開放術後にばね指を発症した指は母指16例，示指1例，中指26例，環指12例，小指5例
であった．ばね指単独例で手術を行った患者は88例で37歳～88歳（平均62歳），男性26例，女
性62例であった．ばね指が発症した指は母指47例，示指6例，中指35例，環指18例，小指2例で
あった．CTS合併例では中指のばね指が多く，ばね指単独例では母指が多かった．CTSに合併し
たばね指例とばね指単独例では発症する指の比に有意差があった（p＜0.05）．【結果】CTSで
は手根管内圧が上昇し横手根靭帯は掌側に張り出す．さらに演者らは第53，56回日手会で手根
管開放術後の屈筋腱が掌側に移動することをMRIの分析で明らかにした．今回の結果で手根管開
放術後に中指に多くばね指が発症したが、手根管の掌側への拡大とそれに続く屈筋腱の掌側へ
の移動で屈筋腱のA1 pulleyにおける環境が中指において大きく変化した可能性が示唆された．
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手根管症候群患者に対する各種機能評価法の比較検討
Comparison of Functional Assessment Tools for the Carpal Tunnel Syndrome

○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]
手根管症候群（CTS）患者に対する各種評価法を比較検討すること。
[対象および方法]
2007年～2010年の間に当科に来院した初診患者で、16歳以上の同意が得られた3321名に対し
て、タブレット端末型タッチパネル方式（当科開発）による各種機能評価質問表による調査を
行なった。その中でCTSの病名で抽出された58名を解析対象とした。解析は、QuickDASH-
JSSH、EQ-5D、SF-36、CTS質問票-JSSH (CTSI)、VASの５評価法に対して行なった。各因子とし
て1. 性別、2. 年齢、3 利き手罹患の有無、4手術の有無の4項目で、t-検定（有意水準5%）お
よび各評価法間の相関に関して解析を行った。統計解析には、SPSS 16.0Jを使用した。
[結果]
CTS患者に対する調査では、CTSI-FS (機能的状態), DASH, EQ-5D, SF-36-PF (身体機能)の項目
で、高齢者と女性でスコアーが悪かった。全調査において利き手罹患の有無で差は認めなかっ
た。また手術の有無で差を認めたものはCTSI-SSのピンチ動作の項目のみであった。CTSI-JSSH
はDASH-JSSHと強い相関を認めた。
 [まとめ]
外来初診患者を対象に、タブレット端末型タッチパネル方式による各種機能評価を行なった。
CTS患者の機能評価では、高齢者と女性に障害が大きく、手術群では、ピンチ動作のみ障害が大
きかった。
また、CTSIはDASH-JSSHと強い相関を認め、過去の報告と整合性のある結果であった。
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QOL評価表を用いた手根管開放術の治療成績
Evaluation of QOL  for Carpal tunnel syndrome

○青山 広道1, 若林 良明2

1JAとりで総合医療センター　整形外科, 2東京医科歯科大学　整形外科

緒言）手根管症候群の術後評価法としてDASHや手根管症候群質問表（CTSI)などがあるが、いず
れも簡便とは言い難い、そこで今回我々はQOL評価に絞って質問票を作成し手根管開放術後の評
価を行ったので報告する（対象）2011年4月以降当院で演者が執刀もしくは助手として直視下手
根管開放術を施行した33名（３７手）男性8名、女性25名、平均年齢67.5歳（43～91）利き手21
名とし、最低術後3カ月経過観察を行った。（方法）演者が作成した8項目からなるQOL評価質問
表（満点24点）を術前、術後約3カ月、最終調査時に調査し、同時にピンチメーターを用いKey
pinch力も評価した。（結果）術前平均19.2点5.5Kg、術後約3カ月で平均23.4点6.3ｋｇ、最終
調査時平均23.7　　点6.7ｋｇであった。機能的評価は術後3カ月の時点で全例「びんのふたを
開ける」という項目以外は良好な改善を認めたのに対し、ピンチ力は改善率にばらつきが認め
られた。（考察）神経伝導速度などをはじめとする他覚的評価法を用いた手根管症候群の術後
成績の報告は多数認められるが、必ずしも自覚症状を反映しないとされている。また手根管症
候群質問票（CTSI）を用いた評価法の報告もあるが高齢者には煩雑であることからより簡易的
な質問票を用いて評価を行ったが、33名中25名は最終調査時には満点まで回復し、ピンチ力が
改善していなくてもQOL的には改善しているものと思われる。また減点対象も石垣らがCTSIを用
いて報告しているのと同様に「ボタンをかける」「びんのふたを開ける」に限られており、対
立再建が必要な症例は限られるように思われる。しかしながら今回術前点数が２０点以下の症
例で75歳以上の重度高齢者の症例はなく、今後も検討を重ねていく必要があると考えられる。
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特発性手根管症候群の機能障害と術後の機能障害改善の検討
Disability of Carpal Tunnel Syndrome and Improvement of Disability after Carpal Tunnel Release

○瀧澤 勉, 秋月 章

長野松代総合病院整形外科

【目的】母指球筋の筋萎縮の少ない特発性手根管症候群の症例で機能障害がみられるかどうか
検討した報告は少ない。筋萎縮の軽度の特発性手根管症候群の機能障害と、手根管開放術後に
機能障害が改善するかどうか、日本手外科学会の上肢機能評価表（以下DASH）を用い検討を行
った。【対象および方法】特発性手根管症候群で手術治療を行い、術前および術後で評価可能
であった38例42手を対象とした。男性7例、女性31例、年齢は37～86歳で平均年齢は62.2±
11.1(SD)歳であった。障害側は右26手、左16手で両側例が4例であった、利き腕は右側41手、左
側1手で、浜田らの病期分類でGrade1および２の症例であった。これら対象例に、術前および術
後にDASHの記入を行ってもらい、機能障害/症状、スポーツ/芸術活動、仕事のスコアおよび各
項目のスコアを調査し、術前の障害の程度と術後に改善が見られたかみられたか検討を行っ
た。評価は術後7～24ヶ月、平均11.3ヶ月で行った。【結果】機能障害/症状スコアは、術前平
均32.5点が術後10.1点となった。スポーツ/芸術活動スコアは、術前平均33.3点が術後5.3点と
なった。また仕事スコアは術前平均34.1点が術後5.6点となり改善がみられた。機能障害の項目
のうち平均が2.4点以上となった項目は項目1、7、18、19、23であった。術後2.4点以上の項目
は術後2点未満となり、さらにその他の機能障害の項目でも改善が見られた。利き手側の障害と
非利き手側との障害での比較では利き手側に障害があると機能障害/症状スコアが高値となっ
た。【結論】母指球の筋萎縮が少ない症例でも機能障害がみられ、利き手側でより障害が出や
すいが、手術治療により機能障害は改善する。
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手根管症候群における電気生理学的検査　－2L-INT法と環指比較法
－

Electrophysiological Study of Carpal Tunnel Syndrome  -2L-INT method and Digit 4 comparative

method-

○松木 寛之, 中土 幸男

抱生会 丸の内病院　整形外科

【目的】手根管症候群の電気生理学的診断においては，正中神経の運動神経遠位潜時（DML）や
感覚神経伝導速度（SCV）が用いられることが多いが，我々は第2虫様筋‐骨間筋法（2L-
INT法）と環指比較法による測定結果も診断に用いてきたので，今回それらの検査法の診断上の
有用性を検討した．
【対象と方法】2008年4月以降に手根管症候群と臨床的に診断し電気生理学的検査を施行した
317例410手を対象とした．男性74例・女性336例，検査時平均年齢は，67.0歳（38-92歳），浜
田分類のGrade 1が212手，Grade 2が121手，Grade 3が77手であった．電気生理学的検査とし
て，DML，SCV，2L-INT法による第2虫様筋‐第1掌側骨間筋複合筋活動電位潜時差（2L-INT潜時
差），環指比較法による正中神経，尺骨神経の感覚神経活動電位潜時差（環指潜時差）を計測
した．DML，SCV，2L-INT潜時差，環指潜時差のカットオフ値はそれぞれ
4.2ms，45m/s，0.5ms，0.6msとした．
【結果】DMLは12手で測定不能で，356手で遅延しており， SCVは51手で測定不能で，309手で遅
延していた．2L-INT潜時差は4手で測定不能で，376手で遅延しており，環指潜時差は，94手で
測定不能で，292手で遅延していた．DML，SCVがともに測定不能であった10手のうち7手で2L-
INT潜時差が測定可能で遅延していた．DML，SCVがともに正常であった17手のうち17手で環指潜
時差が遅延していた．
【考察および結論】手根管症候群の電気生理学的診断において，2L-INT法はDML，SCVがともに
測定不能な重症の症例，環指比較法はDML，SCVがともに正常である軽症の症例の評価法として
それぞれ有用であると考えられた．
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手根管症候群患者における正中神経内の微小血行動態～造影超音波
検査を用いた検討～

In vivo visualization of vascular pattern of median nerve in carpal tunnel syndrome using contrast-

enhanced ultrasound

○本宮 真1, 船越 忠直2, 松井 雄一郎2, 河村 太介2

岩崎 倫政2

1釧路労災病院　整形外科　手外科センター, 2北海道大学　整形外科

【目的】手根管症候群（CTS）の病態は、手根管による物理的な絞扼のみではなく、正中神経内
部の微小血行動態が関与すると考えられている。本研究の目的は、空間分解能の高い造影超音
波検査（US）を用いて、健常者とCTS患者における正中神経内の微小血行動態を比較検討するこ
とである。【対象・方法】若年健常群（10手、男5女5、平均32歳）、高齢健常群（5手、男2女
3、平均60歳）、およびCTSを有するCTS群（13手、男2女11、平均61歳）の3群を対象とし
た。CTSの診断基準は、正中神経領域の知覚異常、手根管圧迫テスト陽性、電気生理検査にて短
母指外転筋の遠位潜時が4.2以上、の全てを満たすものとした。患側手の手術既往、リウマチな
どの炎症性疾患の既往症例は除外した。US用造影剤ソナゾイド0.015ml/kgを静脈投与し、画像
を解析した。先行研究により手根管近位部の正中神経内で検査の高い信頼性が確認されてお
り、同部に関心領域を設定した。造影剤投与後70秒間の関心領域の時間輝度曲線（time
intensity curve：TIC）を計測し、TICでできる範囲（Area under the curve：AUC）を神経内
血流量として解析した。統計学的評価として、各群間比較をFisher’s PLSD testにて検定した
(有意水準p＜0.05)。【結果】手根管近位部でのAUCは若年健常群、高齢健常群、疾患群におい
て、それぞれ39.8、43.8、110と疾患群で有意に高値を示した。一方で、CTS群の中にAUCが低値
を示す症例もあり、特に遠位潜時が10以上の重症例においてAUCが低値を示した。【考察】神経
内血流のばらつきは、神経内の浮腫性変化と虚血性変化を反映している可能性があり、造影US
を用いた神経内血流計測により神経のviabilityを評価できる可能性が示唆された。
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超音波検査による母指球筋の評価
Evaluation of thenar muscle based on the ultrasonographic investigation

○名倉 一成1, 金谷 貴子1, 国分 毅2, 美舩 泰2, 乾 淳幸2

1神戸労災病院　整形外科, 2神戸大学大学院　整形外科

【目的】超音波検査を用いた母指外転筋(APB)および母指対立筋(OPP)の新しい評価法を試み
た。【対象と方法】健常ボランティア59名で、内訳は20才台（男性11名、女性25名）、30才台
（男性7名、女性16名）を対象とした。平均年齢28.6歳であった。超音波装置を用いて短軸像で
OPPが第1中手骨橈側に付着する位置で、両側のAPBおよびOPPの最大となる筋表面-中手骨間距離
を測定し、年代と男女別で比較検討した。【結果】平均距離は20歳台の男性APB; 右 8.9±
2.2mm、左8.3±1.6mmで、OPP; 右4.5±0.9mm、左4.4±0.4mmであり、女性:APB; 右7.3±
1.6mm、左7.4±1.5mmで、OPP; 右3.5±0.8mm、左3.8±0.8mmであった。30歳台の男性:APB; 右
9.5±2.5mm、左9.0±2.0mmで、OPP; 右4.5±1.1mm、左4.2±0.7mmであり、女性; APB 右7.4±
2.0 mm、左7.4±1.6mmで、OPP; 右3.9±0.9mm、左3.9±0.5mmであった。各年代ともAPB、OPPと
もに男性に大きい傾向を示した。20-30代間での有意差はなかった。【考察】母指球筋委縮の評
価法として外観上所見やMRIを用いた報告はあるが、前者は客観性に欠け、後者はルーチン検査
として使用しにくい。本研究では超音波検査を用いて健常人の母指球筋を外来で簡単に繰り返
し行える評価方法を考案し、男女間では差があるが20代-30代間での差は認めなかった。今後は
これら値を指標として、手根症候群における母指球筋委縮を客観的に評価し報告してゆく予定
である。【結論】超音波検査による母指球筋の評価は簡便で客観的な評価が可能である。
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小児閉鎖性前腕骨骨幹部骨折に伴う尺骨神経障害の3例
Ulnar nerve injury after closed midshaft forearm fractures in children.

○柿崎 潤1, 六角 智之2, 徳永 進3

1千葉県こども病院　整形外科, 2千葉市立青葉病院　整形外科

3佐倉整形外科病院　整形外科

【緒言】小児閉鎖性前腕骨骨幹部骨折に伴う尺骨神経障害に関する報告は11例のみで稀であ
る．3例を経験したので，文献的考察も含め報告をする．【症例1】13歳男児．組み体操中の転
落受傷．徒手整復・ギプス固定後から中環小指の伸展不良を認めていたが改善しないため，紹
介となった．尺骨神経領域の知覚脱出・手内筋萎縮を認めた．骨折部でチネル徴候を認め，神
経伝導速度は導出不能であった．受傷後12週で手術施行．尺骨神経は骨折部で嵌頓し全断裂で
あったため，神経修復を施行した．術後16か月で感覚は回復したが，手内筋筋力低下は若干残
存している．【症例2】16歳女児．14歳時に受傷．徒手整復・ギプス固定後から不全麻痺を認め
ていたが回復が乏しいため，16歳時に紹介となった．鷲手変形・小環指に知覚鈍麻を認めた．
エコー上，骨折部位で尺骨神経の嵌頓が疑われ手術施行．神経は骨折部に嵌頓し一部断裂を認
めた．神経剥離および部分的神経修復を施行した．術後も鷲手変形は残存している．【症例
3】12歳男児．バレーボール中に転倒受傷．受傷時から小指のしびれを認め，徒手整復・シーネ
固定後，紹介となった．エコー上，骨折部で尺骨神経の介在が疑われ，受傷後1週で手術施行．
尺骨神経は骨折間に介在していた．神経剥離およびK-WIRE固定を施行した．術後速やかに小指
のしびれは消失した．【考察】エコーを施行した2例中2例で，骨折周辺で尺骨神経の走行を追
跡できなかった．また骨癒合がみられた2例中2例で，X線画像で環状骨硬化像を認めた．同部位
で神経の嵌頓や介在を術中に確認することができた．これらの画像所見は日常診療で難渋する
ことの多い小児の神経障害の診断の一助になるのではないかと思われた．【結語】稀な小児閉
鎖性前腕骨骨幹部骨折に伴う尺骨神経障害につき，その治療経験を報告した．
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ガングリオンにより発症したGuyon管症候群の4例
4 cases of Guyon canal syndrome caused by ganglion

○芦名 善博, 信田 進吾, 橋本 ちひろ, 佐藤 克巳

東北労災病院　整形外科

【目的】ガングリオンにより発症し，異なる経過を辿ったGuyon管症候群の4例を報告する．
【症例1】45歳女性，主訴は右手尺側のしびれ，知覚障害は軽度，手内在筋の筋萎縮と筋力低下
が著明で，Froment徴候陽性，鉤爪変形認め，pinch力は 2.0kgと低下を認めた．尺骨神経伝導
検査で手関節部での伝導障害が著明で，MRIでGuyon管部に腫瘤像を認めた．ガングリオン摘出
と尺骨神経剥離術を施行．術後3カ月時に筋力は完全に回復した．
【症例2】56歳女性，主訴は左手の脱力と手関節痛，手内在筋の筋萎縮と筋力低下，Froment徴
候，鉤爪変形認め，知覚障害はなかった．MRIでGuyon管部に腫瘤像を認め，尺骨神経伝導検査
で手関節部に伝導障害を認めた．手術でガングリオンとM-T archとの間で圧迫された尺骨神経
深枝を除圧した．術後6ヵ月時，筋力と神経伝導検査所見は改善した．
【症例3】58歳男性，主訴は左手脱力，手内在筋の筋萎縮との筋力低下を認め，知覚障害は軽
度，尺骨神経伝導検査で手関節部での伝導障害は軽度であった．MRIで豆状骨内側に腫瘤像を認
めた．2ヵ月の経過で知覚障害と筋力が回復した．
【症例4】66歳女性，主訴は左手の脱力，手内在筋の筋萎縮と筋力低下，Froment徴候，鉤爪変
形認め，知覚障害はなかった．MRIでGuyon管部に腫瘤像を認めた．1ヵ月後手術を行ったがガン
グリオンは消失していた．術後2ヵ月で筋力が改善した．
【考察】Guyon管症候群は原因としてガングリオンが多く，診断が確定すれば手術適応といわれ
る．神経伝導障害が軽微な症例3は保存的に回復し，症例4ではガングリオンの自然消失を認め
た．神経伝導検査所見やガングリオンの大きさは手術適応の指標となりうると考える．
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肘部管症候群に合併した尺骨神経管症候群
Ulnar tunnel syndrome concurs with cubital tunnel syndrome

○石河 利之1, 松永 渉2, 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

尺骨神経管症候群は末梢神経絞扼性障害としてよく知られているが、日常診療で遭遇すること
は稀である。2009年～2013年に当科にて手術を行った尺骨神経管症候群は12例13手であり、そ
のうち9例10手に肘部管症候群を合併していた。今回は肘部管症候群に合併した尺骨神経管症候
群の治療経験について報告する。男性3例4手、女性6例6手。平均年齢は66.8歳（42～80歳）。
全例小指のしびれ・痛みを訴え、箸が使えない、書字困難などの巧緻運動障害も認めていた。
尺骨神経管部でのTinel徴候は8例10手に、肘部管でのTinel徴候は全例に認めた。骨間筋の萎縮
は全例に認めた。全例肘部管での運動神経伝導速度の遅延を認めていた。尺骨神経運動神経終
末潜時が手関節刺激での測定で3.0ms以上であれば、遅延していると判断し確定診断とした。手
根管症候群と合併していたのは1例であった。糖尿病と合併していたのは3例であった。頸椎ヘ
ルニアとの合併を1例で認めた。骨間筋萎縮を認めており、肘部管症候群の手術適応であったこ
とも考慮し、同時に尺骨神経管症候群も手術適応とした。尺骨神経管症候群の原因としてはガ
ングリオンが最も多いとされているが、今回の症例の手術時所見ではガングリオンは1例も認め
なかった。尺骨神経にくびれを認めたものは1例もなかった。掌側手根靱帯を切離すると尺骨神
経は尺骨動脈と一緒に線維性の膜に包まれており、癒着していた。今回調べた尺骨神経管症候
群と肘部管症候群の合併は13手中10例であり、予想以上に高率であった。これは Uptonと
MaComas の報告した、末梢神経の近位部に絞扼部がある場合に軸索流が障害され、神経の遠位
部は障害されやすくなるというdouble crush syndromeと矛盾しないと考えた。
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肘部管症候群における皮下前方移行術とKing変法の術後成績の比較
Subcutaneous anterior transposition versus decompression and medial epicondylectomy for the treatment

of cubital tunnel syndrome

○川口 洋平1, 岡本 秀貴1, 立松 尚衛1, 関谷 勇人2

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, 2JA愛知厚生連海南病院　整形外科

【目的】近年、肘部管症候群の治療は単純除圧法や鏡視下での手術法など、より低侵襲な治療
法と短期成績ではあるが良好な報告がなされ注目されている。従来法を見直す意味でKing変法
と前方皮下移行術の術後成績を後ろ向きに比較検討したので報告する。【対象と方法】当科で
手術を施行し、6ヶ月以上経過観察可能であったKing変法群(以下K群)18例18肘、前方移行群(以
下T群)20例20肘を対象とした。高度外反症例および，肘屈曲時に尺骨神経が脱臼するものは除
外した。手術時平均年齢はK群55歳(22～74歳)、T群61歳(35～82歳)、術後経過観察期間はK群2
年11か月(6ヵ月～15年)、T群1年5か月(6ヶ月～4年)であった。術前の赤堀分類ではK群1期
1例、2期4例、3期12例、4期1例、T群1期1例、2期9例、3期9例、4期1例であった。術後成績は赤
堀の予後評価基準を用いた。統計はMann-Whitney U testを用い，有意水準はp＜0.05 として2
群間の比較検討を行った。その他合併症の有無、再発につき検討した。【結果】赤堀の評価で
はK群優10例、良4例、可4例、T群優8例、良6例、可5例、不可1例であった。合併症、再発は
K群、T群ともに認めなかった。症例数の多い術前病期2，3での比較検討では共に有意差を認め
なかった。また、術中所見で偽神経腫を認めないもの、罹病期間が2年未満のものは両群ともに
良好な成績であった。【考察および結語】両群ともに優、良が7割以上を占めて良好な成績であ
り、肘部管症候群に対してどちらの術式を選択しても良いと思われた。また、術中所見で偽神
経腫を認めない症例は良好な成績であった事と、罹病期間が2年以上の症例では成績不良例が多
いことから、どの術式を選択するにせよ早期の手術が求められる。
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肘部管症候群手術例314例の患者背景、肘部病態、麻痺重症度の内
訳

Background, etiology and paralytic severity in patients with cubital tunnel syndrome: a retrospective

study of 314 cases

○佐藤 信隆1, 松井 雄一郎3, 平地 一彦4, 國吉 一樹5

加藤 博之2

1山梨大学　医学部　整形外科, 2信州大学　医学部　整形外科

3北海道大学　医学部　整形外科, 4市立札幌病院　整形外科

5千葉大学　医学部　整形外科

【背景】肘部管症候群(CubTS) に対する手術方法の適応は患者背景，肘部の病態，尺骨神経麻
痺の重症度に応じて選択すべきであるが，これらの臨床像における報告はわずかであ
る．【目的】CubTS手術例の患者背景，麻痺を誘発したと思われる肘部の病態，神経麻痺重症度
を後ろ向きに調査した．【方法】2000年以降，演者らの5施設におけるCubTS手術例314例の医療
記録を後ろ向きに調査し，患者背景，肘部の病態，尺骨神経麻痺重症度を調査した．CubTSの診
断は，高位尺骨神経麻痺の臨床像とAAEMの神経伝導速度基準の両方を満たすものとした．除外
項目は，神経筋疾患，頸椎症，胸郭出口症候群，尺骨神経管症候群，CubTS再発例，肘周辺の手
術あるいは骨折直後の麻痺例とした．調査項目は１）患者背景として年齢，性，職業，推定罹
病期間．２）術前・術中所見から推測した肘部病態は，変形性関節症（OA），Osborne
ligament，ガングリオンなど11項目の単独，あるいはこれらの重複とした．３）麻痺重症度は
McGowan分類を用いた．【結果】1）患者背景：年齢は15～87（平均60）歳，女性は29％で，罹
病期間は平均30（1～480）か月であった．2）肘部病態の内訳は肘部病態の中で，単独あるいは
重複した病態としてはOAが最も多く，65.3％で特発性23.9%であった．OAは，山梨大65％，信州
大71％，北海道大70％，千葉大46％，市立札幌73％であった． 3）McGowan分類はgrade
1：11％，2：43％，3：46％であった．【考察】CubTSは男性、OAによる例が多い傾向が見られ
た．地域によるOAの頻度の違いが示唆された．麻痺は軽症のgrade Iは少なく重症例が多く見ら
れた．
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鎖骨下動脈の内膜損傷を誘発した胸郭出口症候群の検討
Damage to Subclavian Artery Caused by Thoracic Outlet Syndrome

○横井 卓哉1, 岡田 充弘1, 上村 卓也1, 高松 聖仁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, 2大阪市立総合医療センター

【目的】胸郭出口症候群（以下TOS）は，胸郭上口から烏口突起下部において，神経・血管を絞
扼する．本報告では，血管障害が主症状で，鎖骨下動脈の内膜損傷の原因となったTOSについて
後ろ向きに検討と文献的考察を行った．
【対象と方法】当院および関連施設でTOSと診断し手術加療を行った9例10肢（男性3例・女性
6例）平均年齢は35歳（17-45歳）を対象とした．検討項目は術前の骨性形態，症状発現から手
術までの期間，鎖骨下動脈の内膜損傷を来した症例の臨床症状の特徴，血管障害に対する治療
の有無とその内容を検討した．
【結果】9例中2例において，TOSの手術前に鎖骨下動脈の血管障害に対する治療を要した．2症
例とも骨性形態異常（第１肋骨は短縮し，その先端が第2肋骨と癒合）を認めた．2症例は症状
発現から手術までの期間が平均5か月と他の症例に比して短い傾向にあった．2症例とも明らか
な知覚鈍麻や筋力低下はなかったが，耐え難い疼痛と共に，橈骨動脈と尺骨動脈の拍動は触知
できなかった．2症例ともTOS手術に先立って緊急に抗凝固療法を，うち１例では血管内ステン
ト留置による血行再建を施行した．
【考察】TOSは神経性・静脈性・動脈性に分類され，多くは神経性で圧迫部の除圧が検討され
る．動脈性TOSは，全体の1％と頻度が少なく，今回の報告のような鎖骨下動脈の損傷の原因と
なったTOSは症例報告に留まる．症例報告の多くは，本報告で提示したような第１肋骨の先天性
異常を有しており，他の原因によるTOSと比較しても高率に血管障害を発生する可能性が高く，
他の骨性異常によるTOSより注意を要する．また，鎖骨下動脈の血管障害の症状は急性かつ劇的
であり，早期の対応することで患肢の温存が可能であった．
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血栓形成を伴った血管型胸郭出口症候群に対する第１肋骨切除術－
３例報告 －

First rib resection for vascular thoracic outlet syndrome with thrombosis: a report of three cases.

○江尻 荘一, 川上 亮一, 畑下 智, 紺野 愼一

福島県立医科大学　医学部　整形外科

【はじめに】胸郭出口症候群（以下TOS）のなかで血管型の頻度は10%未満であり、さらに動静
脈の閉塞に至る症例は稀である。我々は、動静脈血栓を伴ったTOSに対して手術治療を行った3
例を経験したので、その診断と治療経過を報告する。
【症例】3例の罹患血管別の内訳は、動脈性TOSが2例で静脈性TOSが1例であった。
動脈性の2例は、32歳と61歳の男性である。片側上肢のだるさと冷感で発症した。2例とも単純X
線で第1肋骨の形態異常を認めた。動脈造影とCT-angiographyで、上腕動脈は血栓により閉塞し
ていた。鎖骨下動脈は第1肋骨部での不整狭小化と、上肢外転外旋位での圧迫増強が認められ
た。上腕動脈バイパスによる血行再建と同時に、再血栓防止のため鎖骨上アプローチによる第
１肋骨切除術を行った。術後8年2ヵ月と1年4ヵ月の経過で再血栓は認められず、自覚症状は軽
快している。
静脈性の1例は16歳の男性である。上肢症状を伴わず肺塞栓症で発症した。静脈造影で鎖骨-第1
肋骨間隙における右鎖骨下静脈の血栓による閉塞と、上肢外転外旋位での静脈圧迫の増強が認
められたため、TOSの一型である原発性鎖骨下静脈血栓症（Paget-Schoroetter症候群）と診断
した。肺塞栓症の再発を予防するために抗凝固療法に加えて経腋窩アプローチによる第1肋骨切
除術を行った。術後1年の時点で行った静脈造影では血栓は消失し、鎖骨下静脈の再開通が認め
られた。術後2年の経過で肺塞栓症の再発は認められていない。
【考察】動静脈血栓を伴う血管型TOSは稀である。しかし、上肢外転外旋位での動的な画像診断
によって確定的診断と病態把握が可能となる。これらに基づいた第１肋骨切除術による確実な
除圧と虚血症状に対する血行再建を行うことで、血栓の再発と自覚症状の改善を獲得すること
が出来る。
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手術治療を行った医原性末梢神経損傷の検討
Case series report : Iatrogenic peripheral nerve injuries required surgical treatment.

○若林 良明1, 二村 昭元2, 藤田 浩二3, 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　大学院医歯学総合研究科　臨床解剖学分野

3東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　応用再生医学分野

【はじめに】手術等で生じた医原性末梢神経損傷の診療に手外科医が関わることが多いが、手
術やそのタイミングの決断、予後の予測は容易ではない。当科での手術例の発症時の所見や臨
床経過を検討し、予後予測の可能性について考察した。
【対象と方法】当科にて手術した医原性末梢神経損傷11例、平均年齢47(17-76)歳、平均経過観
察期間36(6-83)か月を対象とした。障害神経、発症時の麻痺の程度、発症から手術までの期
間、手術時所見と術式、最終観察時の神経症状について調査した。
【結果】障害神経は運動・知覚の混合神経が9例(坐骨3、脛骨2、腋窩・尺骨・正中・腓骨各
1）、知覚皮枝が2例(外側前腕皮神経1、橈骨神経浅枝1)であった。発症時の麻痺の程度は完全
麻痺8例・不全麻痺3例で、発症から手術までの期間は平均1.8年(0日～11年)であった。術中所
見は断裂2例、明らかな絞扼2例、クリッピング1例、不全断裂1例、瘢痕化1例、神経表面の変性
1例、所見なし3例で、術式は神経剥離4、断端神経腫切除2、除圧2、神経移植1、部分修復1、変
性上膜切除1であった。最終観察時までに知覚障害の消退を得たのは3例だけで、うち1例は橈骨
神経浅枝断裂に断端神経腫切除を行ったが効果なく、その後プレガバリンの内服が著効した1例
であった。MMT 3以上に運動麻痺が改善したのは9例中5例であった。
【考察】運動障害は発症時完全麻痺でも回復することが多いのに対して、しびれなどの知覚障
害は愁訴として残りやすい傾向を認めた。術前完全麻痺であったにも関わらず運動・知覚とも
著明な改善を認めた2例は17歳・29歳と若く、手術までの期間も5週・9週と短く、神経表面の変
性病変切除と神経の絞扼に対する除圧という異常所見に外科的な対応ができており、こうした
好条件がそろわないと完全回復は得られにくいと考えられた。
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上肢末梢神経絞扼性疾患と頸椎疾患　double crush syndromeの臨床的
検討

The relationship of the cervical spondylosis to upper entrapment neuropathy

○松橋 美波1, 長谷川 康裕1, 中後 貴江2

1神戸赤十字病院　整形外科, 2兵庫県災害医療センター　整形外科

【目的】手根管症候群,肘部管症候群等の上肢末梢神経絞扼性疾患と頸椎疾患とは鑑別すべき疾
患であるが,その合併も経験する.我々は,末梢神経絞扼性疾患に対し手術を行った症例のうち頸
椎症合併症例の検討を行ったので報告する.【対象・方法】2005年から2013年6月までに当院に
て手術を行った末梢神経絞扼性疾患195人244手（手根管症候群214手,肘部管症候群30手）.この
うち頸椎の手術を行った10症例を対象とし治療経過について調査した.【結果】10症例の内訳は
手根管症候群7例,肘部管症候群2例,合併1例.手根管症候群の内3例は透析患者であった.透析症
例は双方の診断がつき手根管症候群に対する手術を行った後に頸椎症の手術を行っていた.その
他7症例中2例は術前に頸椎,末梢神経の精査を行い症状に応じた順で手術を行っていたが,5例は
一方の術後に症状残存あるいは増悪し,追加精査で診断し手術を施行していた.末梢神経絞扼性
疾患の術前に頸椎レントゲン検査は全例で行っていたが,MRIは症例によって異なった.手の自覚
症状としては疼痛消失やしびれの軽減は全例で認めたが,経過フォロー期間中9例ではしびれの
訴えが残存していた.【考察及びまとめ】透析アミロイドーシスは上肢の絞扼性末梢神経疾患の
原因ともなるが,同様に透析脊椎症も発症するため透析患者は頸椎疾患と上肢末梢神経疾患の合
併の可能性は高い.またDouble crush syndrome　という脊椎疾患と四肢末梢神経疾患の相互作
用でおきる病態も報告されている.上肢の末梢神経症状の原因疾患を十分に鑑別し治療していか
なくてはならないが,検査の段階でのover medicationも避けるべきである.身体所見等での診断
とともに,双方の疾患を可能性として説明していくことも日常診療では重要と考えられた.
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上腕骨骨幹部骨折に対する髄内釘手術で生じた外側前腕皮神経障害
Injury of The Lateral Antebrachial Cutaneous Nerve  after The Humeral Shaft Fractures Were Treated by

Intramedullary Nail

○田平 敬彦, 黒畑 順子, 山本 真一, 三上 容司

横浜労災病院　整形外科・運動器センター

当科では、2007年4月以降の約6年間に、26例の上腕骨骨幹部骨折に対して髄内釘手術を行って
いる。そのうち2例の術後に外側前腕皮神経障害が生じており、過去の論文報告は国内にはな
く、注意すべき合併症として報告する。症例1：25歳女性。スノーボードで転倒して左上腕骨骨
幹部骨折を受傷後、当科紹介受診し、受傷後6日目に髄内釘手術を行った。術後、外側前腕皮神
経領域の知覚障害が生じたが、徐々に軽減していた。術後1年4カ月の髄内釘抜去時に、予め神
経剥離術を行うと、外側前腕皮神経は遠位横止めスクリュー外側で部分断裂し瘢痕に埋まって
いた。症例2：39歳男性。温泉で転倒して左上腕骨骨幹部骨折を受傷後、当科紹介受診し、受傷
後9日目に髄内釘手術を行った。術後、外側前腕皮神経領域の知覚障害・疼痛が生じたため、プ
レガバリンの内服を開始し、症状は徐々に軽減していた。術後11カ月の髄内釘抜去時に、同様
に神経剥離術を行うと、遠位横止めスクリュー周囲で一部分枝が完全断裂していた。上腕骨骨
幹部骨折に対する髄内釘手術は一般的治療法であるが、その合併症としての外側前腕皮神経障
害の論文報告はこれまでに英文1編のみである。発生原因は遠位横止めスクリュー刺入操作に伴
う神経損傷であり、症例1では刺入方向がやや外側寄りであり、症例2では小切開での盲目的操
作に伴う損傷と推察した。本合併症の予防には、遠位横止め時には小切開にこだわらず、上腕
二頭筋・上腕筋筋腹を分けて周辺軟部組織を確実に避け、内側の正中神経・上腕動脈と外側の
橈骨神経だけでなく、外側前腕皮神経の走行にも注意する必要がある。

S336



1-Po3-1

上肢発生の骨軟部腫瘍および腫瘍類似疾患の報告-MRI術前診断の有
用性-

Report of bone and soft tissue tumors in upper extremity-Preoperative diagnosis using MRI-

○飯島 裕生1,2, 萩原 秀1,2, 杉本 直哉1,2, 安食 孝士2

1石橋総合病院　整形外科, 2自治医大　整形外科

【目的】今回我々は上肢に発生した骨軟部腫瘍および腫瘍類似疾患の組織型と術前MRI診断に関
して検討したので報告する。【方法】最近3年間に当科で術前MRI検査、手術加療を行い、病理
学的診断が得られた上肢発生の骨軟部腫瘍および腫瘍類似疾患の61例を対象とした。男性
25例、女性36例、平均年齢は48.1歳、手術までの平均期間は27.0ヵ月であった。術前MRI診断は
整形外科専門医及び放射線科専門医によって行われた。発生部位、組織型、術前MRI診断の正診
率について検討した。【結果】骨腫瘍の発生部位は指骨9例、中手骨3例、鎖骨1例であった。軟
部腫瘍の発生部位は手指34例、前腕4例、肘4例、手関節3例、肩1例、上腕1例、腋窩1例であっ
た。骨腫瘍の組織型はenchondroma  が7例  で最も多く、GCT、ABC、osteoid
osteoma、ostochondroma、骨内ganglion、骨内epidermal cyst が1例ずつであった。軟部腫瘍
はGCTTS 10例、glomus tumor 6例、epidermal cyst 5例、schwannoma 4例、lipoma
4例、ganglion 4例、hemangioma 2例、vascular leiomyoma 2例、などであった。悪性軟部腫瘍
はmyxofibrosarcoma 1例、SCC 1例であった。骨腫瘍の術前MRI正診率はenchondroma
71%、ABC、osteoid osteomaは100％、その他組織型に正答はなかった。軟部腫瘍のMRI正診率は
GCTTS 100％、gloums tumor 100%、neurofibroma 100%、ganglion 100%、lipoma
50%、schwannoma 50%、epidermal cyst 40%だったが、その他と悪性腫瘍に正答はなかっ
た。【考察】今回の組織型の結果はこれまでの報告と概ね同様の傾向を示した。GCTTSはその発
生部位やMRI所見で高い診断率が得られた。一方骨腫瘍では術前MRIで概ね高い正答率を得たがX
線検査やCT検査の併用が重要であると考えられた。今後は超音波や3T MRIなどを用いた診断率
も比較検討したい。
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腱内ガングリオンの治療経験：総指伸筋腱と浅指屈筋腱内発生の各
１例について

Treatment of intratendinous ganglion in the flexor and extensor tendon: report of two cases

○千田 博也, 吉田 行雄, 佐野 嘉紀, 早稲田 祐也
福田 俊嗣

名古屋市立東部医療センター

【はじめに】今回きわめて稀な腱内に発生したガングリオンの２例を経験したので報告す
る。【症例１】５８歳男性、右手関節背側に手指の運動に伴って移動する皮下腫瘤を認め、MRI
では嚢包性病変を呈していた。摘出術を行ったところEDC III腱内にガングリオンを認め、周囲
は強い滑膜炎を伴っていた。ガングリオンを腱より剥離摘出を試みたが癒着が強く部分的に腱
組織を付属させて摘出を行った。ところが術後１０日目より中指伸展障害が出現し、再手術に
よりEDC III、IVの断裂を認めたため長掌筋腱を用いた再建術を行った。術後６ヶ月時手指、手
関節の可動域制限無くフルグリップ可能、握力右38kg、左41kgである。【症例２】56歳男性、
誘因なく右環指MP関節掌側に疼痛を伴う腫瘤が出現した。可動域制限はないが、環指を過伸展
する動作と強く握る動作で痛みを訴えた。摘出術を行ったところ、浅指屈筋腱内に嚢包性の腫
瘍を認め、剥離を行ったが皮膜の破裂が切迫し不完全摘出となることを危惧し浅指屈筋腱をガ
ングリオンとともに切除した。術後６ヶ月において可動域制限認めず、握力は右42.5kg、左
43kgで運動時痛も消失した。【考察】ガングリオンが腱内に発生することはきわめて稀で、特
に屈筋腱発生の報告は2013年9月にChiaらが報告した１例のみであるが、屈筋腱は皮下深層にあ
るためガングリオンが発生しても増大して症状が進行しないと発見しにくいことも要因と考え
られる。腱内ガングリオンの手術治療で単純摘出が困難な場合、腱の温存と切除の選択を迫ら
れるが、温存した場合には再発、術後腱断裂の可能性が危惧される。切除した場合に喪失する
機能と再建術の効果を総合的に評価した上での高度の判断が要求される。
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手指の静脈奇形に対するマルチモダリティイメージングによる経皮
的硬化療法

Percutaneous sclerotherapy of digital venous malformations with multimodality imaging

○石川 耕資1, 佐々木 了1, 古川 洋志2, 藤田 宗純2

長尾 宗朝3

1KKR札幌医療センター斗南病院　血管腫・血管奇形センター

2北海道大学医学部　形成外科, 3岩手医科大学医学部　形成外科

【はじめに】皮膚・軟部組織の静脈奇形は先天性の脈管形成異常であり、海綿状血管腫に相当
する。手の病変では、腫脹や疼痛により機能障害をもたらす。手の機能温存を前提とした病変
の完全切除はしばしば困難であり、病変が遺残することにより再発率が高い。硬化療法は複数
回の治療を要するが、低侵襲に症状改善が期待できる。我々は無水エタノールと3%ポリドカノ
ールを用いたエコー下硬化療法を基本に行っている。硬化剤の局所合併症として、皮膚潰瘍、
神経麻痺、指の壊死などがある。合併症を回避するために、各種モダリティを併用して硬化剤
の動態イメージングを図っているので、その有用性を報告する。
【症例1】5歳女児。左母指掌側の青色斑、腫脹、圧痛を認め、MRIで軟部組織および骨内静脈奇
形と診断した。軟部組織の病変に対して、計7回のエコー下硬化療法を施行した。17歳時から骨
内の病変に対して、骨髄針を用いたX線透視下硬化療法を2回施行した。術後2年の20歳現在、合
併症なく、腫脹、疼痛の改善を得ている。
【症例2】6歳女児。左示指掌側の青色斑、腫脹、圧痛を認め、MRIで軟部組織および骨内静脈奇
形と診断した。軟部組織の病変に対して、計4回のエコー下硬化療法を施行した。赤外線観察カ
メラシステムを併用することで、硬化剤の広がりをモニタリングした。術後1年の9歳現在、軽
度の知覚障害が残存するが、腫脹・疼痛の改善を得ている。
【考察】硬化剤に造影剤を混和して行うX線透視下硬化療法は、硬化剤の全体的な動態を把握で
き、エコーでは確認が難しい骨内病変にも有用である。硬化剤にインドシアニングリーンを混
和して行う蛍光造影硬化療法は、硬化剤の水平方向の広がりを確認することができ、エコーに
加えた補助的イメージングとして有用であると考える。
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手部に発生した血管平滑筋腫
Treatment for Angioleiomyoma in the Hand

○中村 修1, 加地 良雄1, 山口 幸之助1, 山本 哲司1

森 健2

1香川大学　医学部　整形外科, 2楓の森整形外科

【目的】血管平滑筋腫は有痛性腫瘤として膝以下の下肢に発生することが多く、手部に発生す
ることは比較的まれとされる。また、本腫瘍は、臨床診断がしばしば困難であり、病理組織診
断にて確定診断される場合が多い。今回われわれは、当科で手術加療を行った6症例について検
討を行ったので報告する。【対象と方法】対象は2006年以降、当科で治療を行った6例である。
内訳は男性4例、女性2例。手術時平均年齢は57.8歳。術前臨床所見として疼痛の有無、大き
さ、発生部位、画像所見として単純X線像での石灰化の有無、MRI像を検討した。さらに、病理
組織所見から、森本分類（毛細管型、静脈型、海面型）のどれにあたるか検討した。【結果】
本腫瘍の特徴である圧痛は4例に認めた。大きさは直径10mm～28×36mmであった。発生部位は手
掌部が3例、固有指部2例、手関節部尺側が1例であった。単純X線像にて石灰化が指摘できたも
のは無かった。MRI像ではすべての症例においてT１強調画像では低輝度から筋組織と等信号域
であり、T2強調画像では不均一な等信号から高信号域を認め、Signal voidを呈していた。病理
組織検査では毛細管型４例、海面型が2例であった。【考察】血管平滑筋腫は術前診断が困難と
されており、本研究においても、術前比較的強く本腫瘍を疑われたものは2例のみにとどまっ
た。本腫瘍の特徴としては疼痛や単純X線像での石灰化が挙げられるが、必ずしも疼痛や石灰化
が出現するわけではない。また、MRI所見での特異的所見が少なく、神経鞘腫、線維腫、血管
腫、腱鞘巨細胞腫との鑑別が難しい。したがって、手部に発生した軟部腫瘍で、MRI所見で特異
的所見が少なく、他腫瘍との鑑別が困難な場合、本腫瘍も鑑別の念頭に置く必要があると思わ
れた。
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弾発指との鑑別に難渋した手根管内腱鞘腫瘍の1例
a case of intra capal tunnel tumor with difficulty in  distinguishing from snap finger

○浅妻 敢, 東 正一郎, 松本 孝, 中川 洋寿
村上 純一

京都民医連中央病院

【はじめに】手根管内に発生する腱鞘繊維腫の報告は稀である。今回我々は、弾発指との鑑別
に難渋した手根管内腱鞘腫瘍の1例を経験したので報告する。【症例】63歳男性、右環指の弾発
を認め、右環指腱鞘炎と診断した。Snappingと完全屈曲困難が出現し、12カ月後に右環指に対
し腱鞘切開術実施した。術中所見として腱鞘肥厚みとめ、術後に弾発は消失した。しかし、術
後6ヵ月後に弾発の再発を認めたため、 腱鞘炎の再発と診断し再度、腱鞘切開術を施行した。
再手術後、手関節背屈位では弾発は消失していたが、手関節掌屈位で手関節部において弾発の
残存をみとめた。右手部のMRIを実施したところ手根管遠位の環指屈筋腱に接する位置にT1、T2
ともに低信号を呈する10×20ｍｍ大の腫瘤をみとめた。この腫瘤が手根管において弾発現象を
起こしている原因と考え、再手術後2カ月目に手根部腫瘍に対し摘出術を実施した。【術中所
見】腫瘍は手根管も遠位で環指の屈筋腱に接して存在し、血管、神経とは境界明瞭で周囲組織
との剥離は比較的容易であった。ほぼ白色で均一、弾性硬で線維性被膜を有しており、指屈筋
腱と軽度癒着を認めた。摘出後、弾発現象は消失し、術後10カ月で再発を認めない。病理診断
所見より腱鞘線維腫と診断した。【考察】弾発指の原因としては酷使による腱鞘肥厚や、関節
リウマチ、糖尿病、透析などに続発する腱鞘肥厚が一般的である。手根管内に発生し弾発現象
の原因となる腱鞘線維腫の報告は稀である。MRI実施により腫瘤が見つかり、これを弾発の原因
と考え摘出し、弾発の消失をみとめた1例を経験した。
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術後再発したガングリオンの外科的治療法の検討
Operative Treatment of Recurrent Ganglions

○山中 学, 谷口 泰徳, 下江 隆司, 浅井 宣樹
辻本 修平

和歌山県立医科大学　医学部　整形外科

【目的】手部、足部に発生するガングリオンは日常診療でよく遭遇する疾患であるが、安易な
摘出術を行うと再発をきたす。今回は当科で治療した術後再発ガングリオンの外科的治療につ
いて報告する。【対象】症例は9例で、男性3例女性６例、手術時年齢は29̃65歳（平均53.4歳）
であった。発生部位は手関節部6例、足関節部2例、手指1例であった。1例のみ足根管部の神経
内ガングリオンの再発例が含まれていた。過去のガングリオン摘出術の回数は2回が4例、1回が
5例であった。【方法及び結果】駆血帯は全例に使用し摘出術を行った。再発例に対する当科の
手術手技は、正常の関節包、腱鞘、靭帯を十分に含めてガングリオンを摘出した。神経内ガン
グリオンの1例は神経内のガングリオンの切開排液が行われて再発していたため、再手術ではガ
ングリオンの嚢壁を含め切除した。今回は、再発例、再々例の治療成績ついて調べた。術後追
跡期間は1年から11年（平均5年10ヶ月）である。追跡調査時ガングリオンの再発は認めていな
かった。その他の合併症も認めなかった。【まとめ】再発ガングリオンの外科的治療では、ガ
ングリオンのみではなく、関節包、腱鞘、滑液包、前回手術による瘢痕部を含めて完全摘出す
る事が大切である。関節内深部から発生した症例では、ガングリオンの茎部を確実に切除する
事が重要である。神経内ガングリオンの再手術では、ガングリオンの嚢壁を含めて丁寧に切除
することを心がけるようにする。術後再発ガングリオンに対してOK-432硬化療法などの保存的
治療法も報告されているが、局所の炎症などの副作用も危惧される。再発ガングリオンの外科
的治療を確実、適切に行えば良好な成績が期待できるため、外科的治療は推奨できる治療法で
ある。
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爪下部発生グロムス腫瘍の切除術：顕微鏡視下側方骨膜下アプロー
チの有用性

Microsurgical Excision of Subungual Glomus Tumors through a Lateral Subperiosteal Approach

○村松 慶一1, 伊原 公一郎2, 橋本 貴弘1, 富永 康弘1

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】　　　グロムス腫瘍は主に指尖部の爪周囲に発生し病変が小さい割には頑固で不愉快
な疼痛をもたらす特殊な軟部腫瘍で、血流を制御するグロムス体から発生する。グロムス腫瘍
の治療法は完全な切除術である。これまで爪下部発生例に対してはアプローチが容易な爪甲切
除、爪床切開法が行われてきたが、術後の長期使用制限や爪変形の発生が問題となる。当科で
は第１選択として顕微鏡下でVasisht等の報告した側方骨膜下アプローチを行ってきた。今回そ
の臨床成績を報告する。【方法】対象は過去8年間に当科にて本法で手術した12例である。女
11例、男１、年齢は26から72歳、罹患指は母指が5例と最多で、腫瘍径は2～15ｍｍであった。
診断は臨床所見、X線撮影ともに全例にMRIを行った。【成績】12例中1例で腫瘍取残しのため爪
床切開法で再手術した。その他11例は全て疼痛が術後直後に消失し、早期に罹患指が使用でき
患者の満足度は高かった。1例は腫瘍径が15mm超で最初爪床切開法により侵入したが再発し、側
方アプローチで再切除した。2例は腫瘍径が小さく術前MRIでは腫瘍発生部位の同定は困難であ
ったが、顕微鏡下に手術を行いPin Click Test陽性部に腫瘍は存在した。【結論】爪下部発生
グロムス腫瘍に対して顕微鏡下側方骨膜下アプローチは有用な方法である。爪変形の後遺障害
は認めず、患肢の早期使用が可能であった。腫瘍の取り残しと再発防止のため術前の正確な腫
瘍位置確認が重要で、ＭＲＩ所見とともに臨床所見、特にPin Click Testを重視するべきであ
る。
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四肢に発生したグロームス腫瘍の検討
Glomus tumors of the extremities

○篠原 孝明1, 中尾 悦宏1, 高橋 明子1, 中村 蓼吾1

平田 仁2

1中日病院　名古屋手外科センター, 2名古屋大学　手の外科

【はじめに】当院および名古屋大学附属病院で手術加療した四肢に発生したグロームス腫瘍に
つき、臨床像、画像所見を中心に検討したので報告する。【方法】2004年4月から2013年4月ま
でに手術加療を行った四肢に発生したグロームス腫瘍29例（男性10、女性19）、30肢を対象と
した。右側13、左側17肢で、手術時平均年齢は46.6歳（30～82歳）、手指発生が27指、手関
節、前腕、足部がそれぞれ1肢であった。発症から診断までの期間、腫瘍の存在部位、外観、爪
変形の有無、Carrollの三徴候（自発痛、圧痛、寒冷時痛）を調査し、画像所見として、単純レ
ントゲンでの骨変形の有無、MRIでの描出状態を検討した。【結果】発症から診断までは平均
6.8年（1～30年）。手指発生例では、母指7、示指1、中指2、環指10、小指7指で、爪下部
22指、指腹部5指であった。指以外は、手関節背側部1、前腕遠位背側部1、足底部1肢であっ
た。外観上腫瘍の存在が認識できたのは18肢であり、手指発生例で爪変形を認めたのは10指で
あった。自発痛は29肢、圧痛は全肢、寒冷時痛は21肢に認めた。単純レントゲンでの骨変形は7
肢に認め、MRIは手関節、前腕例以外の28肢で撮影されており、描出不可は6肢であった。描出
可能であった22肢の内、1例以外はT1強調像で低～等信号、T2強調像で高信号で描出され
た。【考察】グロームス腫瘍は四肢においては手指に好発するが、手指以外の発生もあり、外
観上腫瘍を認識できないことも多く、発生から診断までに時間を要することがある。MRIは診断
に有用であるが、腫瘍が小さく、描出されない症例もあり、Carrollの三徴候が診断に有用であ
ると考えられた。しかし、自発痛、寒冷時痛を認めない症例もあるので注意が必要である。
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手指爪下部腫瘍の治療成績
Treatment of Subungual Tumors in the Hand

○米田 昌弘1, 新谷 康介2, 斧出 絵麻2, 高松 聖仁2

香月 憲一2

1大阪掖済会病院　整形外科, 2大阪市立総合医療センター　整形外科

【はじめに】手指の爪の部分の痛み，爪の変形などを主訴に手外科を受診する患者に対して，
現病歴や症状から爪下部腫瘍が疑われ，手術治療を行った症例について，その臨床的な特徴，
画像診断，治療成績について検討した．【対象と方法】2000年から2013年の間に治療した手指
爪下部腫瘍は37指36例（男性15例，女性21例），初診時平均年齢46歳（4-70歳）発生指は母指
14例，示指4例，中指8例，環指8例，小指2例．全例手術は切除生検とした．【結果】臨床症状
としては，爪部での疼痛が30例（うち特徴的な激痛・寒冷時痛が16例），爪の変形が18例，爪
下部での色調の変化を18例に認めた．外傷の既往があるものが4指あった．単純レントゲンで末
節骨に圧痕や欠損像の変化があるものが22例，術前にＭＲＩでの画像診断が病理組織学診断と
一致したものが33例(90％）であった．病理組織学診断では，グロームス腫瘍が25例，粘液嚢腫
が3例，類皮嚢腫，爪下外骨腫，扁平上皮癌が2例ずつ，ケラトアカントーマ，血管腫，黄色肉
下腫が1例ずつであった．手術後は術前の痛みは全例で消失した．類皮嚢腫の1例で再発を認め
た以外は明らかな再発例はなかった．【考察】皮膚の付属器である爪の周囲にはさまざまな腫
瘍の報告がある．この部に腫瘍が発生すると，形態的・機能的な問題が生じるため，的確な診
断と治療が求められる．グロームス腫瘍はその特徴的な臨床症状と発生部位からまず鑑別に上
がる．ＭＲＩが診断に有用であるが，今回経験したような比較的稀な症例では術前に鑑別診断
に苦慮することもあるため注意を要する．
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指に生じた多発性腱鞘巨細胞腫の一例
A case report of multiple giant cell tumor of tendon sheath in a finger

○藤岡 宏幸1, 常深 健二郎2, 麩谷 博之2, 塚本 吉胤3

田中 寿一2

1兵庫医療大学　リハビリテーション学部, 2兵庫医科大学　整形外科

3兵庫医科大学　病院病理部

はじめに腱鞘巨細胞腫は手指に生じる腫瘍としては比較的頻度が高いが、多発性に生じるもの
は非常にまれである。私たちは、右中指屈筋腱鞘３ヵ所に生じた腱鞘巨細胞腫の治療経験を報
告する。症例：５８歳女性、誘因なく右中指基節部掌側に腫瘤が生じ、徐々に増大するので来
院した。右中指基節部掌側に母指頭大の弾性硬で皮膚や皮下組織との癒着のない腫瘤を触知し
た。ＭＲＩ Ｔ１およびＴ２強調像で筋肉と同信号からやや低信号、ガドリニウム造影効果のあ
る腫瘍が中指基節骨掌側において屈筋腱を取り囲むように描出された。さらに、診察上は腫瘤
を触知できなかったＭＰ関節およびＤＩＰ関節近傍の屈筋腱腱鞘にも同様の腫瘍を認めた。多
発性腱鞘巨細胞腫を疑い、切除生検術を行った。掌側からジグザグ皮切で進入して、３ヵ所の
腫瘍を切除した。いずれの腫瘍も屈筋腱腱鞘が発生しており、被膜で包まれた黄色弾性硬の腫
瘍であった。一部の腱鞘とともに腫瘍を一塊として切除し、病理組織検査に供したところ、い
ずれも腱鞘巨細胞腫であった。考察腱鞘巨細胞腫は、手指に生じる腫瘍であるため、ある程度
大きくなってから腫瘤を主訴として来院することが多い。本症例でも右中指の腫瘤を主訴に来
院した。しかし、術前のＭＲＩで主訴以外にも病変があり多発性であると診断でき、一度の手
術で３ヵ所の腫瘍を切除することができた。腱鞘巨細胞腫は良性腫瘍であるが、再発例も多い
ため適切に処置することが必要である。また、本症例のように多発性に生じる場合もあるの
で、単発性腫瘍と考えて切除を行うと、その後に、初診時には触知できなかった腫瘍が増大し
てくる可能性もある。腱鞘巨細胞腫の手術に際しては、ＭＲＩで腫瘍の評価を確実に行い、適
切に切除を行うことが重要であると考えられた。
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手関節以遠に発生した滑膜性骨軟骨腫症
Synovial Osteochondromatosis:Occurs in Wrist and Thumb

○高橋 洋平, 村松 慶一, 橋本 貴弘, 富永 康弘
田口 敏彦

山口大学大学院医学系研究科整形外科

滑膜性骨軟骨腫症（Synovial osteochondromatosis以下SO）は滑膜の化生により関節内に骨、
軟骨遊離体を生じる疾患であり、膝や股関節に発生することが多い疾患である。手指や手関節
周囲での発生は極めてまれとされ、国内外で合わせてこれまで20例程度の報告があるのみであ
る。今回、我々は手関節以遠に発生した滑膜性骨軟骨腫症の2例を経験したので報告する。
【症例１】母指基節骨の全周に発生したφ30mmのSOによりIP関節に著明な可動域制限を生じて
いた。橈尺側正中アプローチで全周性に腫瘍を切除し、術後5カ月でIP関節の可動域は屈曲
50°、伸展0°に改善した。
【症例２】尺骨三角骨間関節に発生したφ30mmのSOにより尺骨神経麻痺を来していた。手術で
はGuyon管を開放して顕微鏡下に腫瘍を尺骨神経から剥離し、豆状骨関節の関節包を含めて腫瘍
を切除した。術後6カ月で尺骨神経麻痺は完全に回復した。
【考察】滑膜性骨軟骨腫症は長期的には近傍の関節軟骨の変性を惹起すること、まれではある
が軟骨肉腫に変化することもあり外科的切除の適応となる。今回経験した症例では、それぞれ
著明な可動域制限、尺骨神経麻痺を合併していた。切除は発生母地である関節滑膜を含めて広
範に行い、現在のところ再発はない。
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手に発生した脂肪腫の手術成績
Operative outcome of Marginal Resection: 7 Lipomas of The Hand

○上石 貴之, 松尾 光祐, 針金 健吾, 川端 佑介
齋藤 知行

横浜市大　整形外科

【はじめに】脂肪腫は日常診療では頻度の高い良性腫瘍だが、手に発生することは比較的まれ
である。今回、手に発生した脂肪腫の7例を経験したので報告する。【方法】対象は、手に発生
し病理組織検査にて脂肪腫と診断し手術を施行した7例である。初診時年齢は平均62歳、男性
5例、女性2例。手術までの罹病期間は平均50ヵ月、術後観察期間は平均26ヵ月であった。調査
項目は、発生部位、術前症状、画像所見、腫瘍サイズ、術後合併症、再発である。【結果】発
生部位は第1、2指間から掌側が3例、手掌側に限局が2例、第4、5指間の掌側から背側に達した
ものが1例、手背1例であった。全例とも無痛性腫瘤を自覚し、2例にしびれを認めた。MRI検査
では、7例ともT1、T2強調像で高信号、脂肪抑制像にて均一に抑制され、境界は明瞭であった。
しかし深部では腱を取り囲むように存在していた。全例に辺縁切除術を施行した。いずれも屈
筋腱との剥離は容易であったが、掌側指神経は腫瘍に圧排され皮下直下に存在していた。摘出
腫瘍サイズは平均71gであった。術後は術前に見られたしびれはいずれも改善したが、1例に尺
骨神経障害を認めた。最終調査時、再発を認めなかった。【考察】手発生の脂肪腫の場合、無
痛性の腫瘤を自覚するが圧痛などは認めず、腫瘍が大きくなってから受診することが多い。今
回経験した脂肪腫は平均71gと、手に発生した脂肪腫としては大きかった。術前MRI検査では腫
瘍内を屈筋腱が通るように見える場合でも、剥離は比較的容易で腫瘍を一塊として切除可能で
あった。また、腫瘍が大きくなると指神経は皮下直下に圧排され神経障害を生じることがあ
る。手術により回復が期待できるが、変位した指神経を手術時に損傷しないように注意が必要
である。
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手指に発生したmyxoinflammatory fibroblastic sarcomaの1例
A Case of Myxoinflammatory Fibroblastic Sarcoma of the Finger

○長谷川 健二郎, 難波 雄三郎, 木股 敬裕

岡山大学　医学部　形成再建外科

【目的】myxoinflammatory fibroblastic sarcoma（以下、MIFS）は1998年に初めて報告され
た、四肢遠位端に発生する低悪性度の稀な肉腫である。今回我々は右環指に発生した本疾患の1
例を経験したので報告する。【症例】37歳女性、5年前から右環指に腫瘤を自覚、その後徐々に
増大し、3年5ヵ月前に前医で腫瘍摘出術を受け、病理にて巨細胞種と診断された。1年前より再
発し当科に紹介となった。右環指基節部遠位橈側に可動性不良で境界不明瞭な圧痛のない1.5×
1cm大の軟部腫瘤を認めた。関節可動域制限は認めなかった。MRIではT1強調画像で中間信
号、T2強調画像では高信号で、Gd造影にて造影効果を認めた。骨への浸潤は認めなかった。伝
達麻酔下に顕微鏡視下腫瘍摘出術を施行した。指神経・血管を温存し、黄白色で境界やや不明
瞭な腫瘍を摘出した。病理検査では紡錘形の細胞が充実性に束状や結節性の構造を形成してい
る部位と結合性の弱い突起を持った細胞を含んだ粘液性の部分より成り、neurothekeomaと診断
された。術後8ヵ月、右環指小指間に腫瘤を触知、術前のMRIでもskip lesionが確認された。さ
らに、右環指末節部撓側にもskip lesionが疑われたため、術後9ヵ月目に、右環指小指間の腫
瘍摘出術、右環指末節部撓側の生検を施行した。病理検査では同じ組織像であった。前医の標
本も含め再検討した結果MIFSと訂正された。術後1年4ヵ月、右環指末節部撓側の腫瘍摘出術を
施行した。術後3年8ヵ月再発なく経過している。【考察】MIFSは悪性度は低いが高率に局所再
発し、稀にリンパ節転移、肺転移をきたす。本腫瘍の報告は本邦では少なく稀な肉腫ではある
が、手外科医は本疾患の存在を認識しておくことが重要である。
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環指中手骨に発生した軟骨肉腫の一例
A Case of Metacarpal Chondrosarcoma of the Ring Finger

○矢野 浩明, 大田 智美, 中村 志保子, 帖佐 悦男

宮崎大学　医学部　整形外科

【はじめに】軟骨肉腫は大腿骨近位・骨盤・肋骨・上腕骨近位に好発し、手指発生は稀であ
る。今回我々は、環指中手骨に発生した軟骨肉腫の一例を経験したので報告する。【症例】87
歳　女性　【現病歴】数年前より第一指間部のしこりに気付くも放置していた。誘因なく、右
手背部痛と腫脹を自覚し近医受診。右環指中手骨の内軟骨腫と脂肪腫が疑われ紹介初診とな
る。【画像所見】単純レントゲン上、右環指中手骨頭部の膨隆と石灰化を認めた。MRI上、右環
指中手骨内部は全体にT1WI-low intensity，T2WI-high intensityを示し、骨頭部は腫大し，内
部には石灰化と思われる低信号域を認めた。CT上、右環指中手骨骨頭の膨隆を認め、内部には
石灰化を含む透亮像を認めた．骨皮質は菲薄化し，一部不明瞭であった。【手術所見】中手骨
全体にわたって乳白色の硝子軟骨様組織と粘液様組織が混在していた。【経過】病理診断は内
軟骨腫であった。術後経過において患部の腫脹が著明となり、レントゲン上も骨融解を認めた
ため、悪性腫瘍も疑われ生検術を施行した。病理診断は軟骨肉腫であった。最終的に環指ＣＭ
関節離断術を施行した。術後1年3か月の現在、腫瘍の再発なく日常生活は自立してい
る。【考察】病理組織学的に分化型軟骨肉腫と良性の軟骨腫とは非常に類似しており、鑑別は
困難と言われている。疼痛などの臨床症状やレントゲン上の骨皮質破壊などが軟骨肉腫の診断
の決め手となることも多いと言われている。本症例も臨床症状や画像所見から、軟骨肉腫を疑
う所見が有り、病理所見のみにとらわれることなく、総合的な診断が重要であると思われ
た。【結語】1.中手骨に発生した稀な軟骨肉腫の一例を経験した。2.病理所見のみにとらわれ
ることなく、臨床症状や画像所見よる総合的な診断が重要であると思われた。
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上肢に発生した類骨骨腫の診断と治療
Osteoid osteoma of the upper extremity: diagnosis and treatment

○村松 慶一, 橋本 貴弘, 富永 康弘, 高橋 洋平
田口 敏彦

山口大学　医学部　整形外科

【目的】類骨骨腫はProstaglandin産生能を有する良性骨腫瘍で、徐々に悪化する疼痛と骨硬化
像が特徴である。発生部位は圧倒的に下肢に多く上肢例はまれなため認知度が低く、整形外科
外来を受診しても確定診断を得るまでに時間を要する事が多い。当科治療例からその診断のポ
イントと治療法について検討した。【症例】過去20年当科で治療した類骨骨腫は計17例で、そ
のうち上肢発生例は3例(下肢発生13、脊椎1)であった。年齢は12,15,20歳、性別は女性2例、男
性1であった。【結果】発生部位は上腕骨肘頭窩部、母指中手骨、小指中節骨で、全例発生部位
の夜間痛を主訴としていた。何れの症例も初回整形外科受診から6ヶ月以上診断不明のまま経過
し当科を紹介され受診した。肘発生例では滑膜炎があり、関節リウマチ等が疑われていた。X線
撮影では局所的な骨硬化像と皮質骨の肥厚を認めたが診断に至らず、thin sliceのCTでNidusが
描出され類骨骨腫と診断された。手術法はNidusのみの摘出を行い、全例術後早期に疼痛が消退
した。全例とも術後病理診断は類骨骨腫で術前診断と一致した。術中X線透視ではNidusの位置
を判定するのは困難であった。【結論】夜間痛を主訴にする若年者でX線像にて特徴的な骨硬化
を認めれば、上肢であってもまず類骨骨腫を念頭に置くべきである。診断はthin slice CTで皮
質骨内にNidusを認めれば確定できる。治療法はNidusのみ摘出すれば十分であるが、病変が小
さいためCT所見より術前に的確な侵入経路を計画せねばならない。
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手指内軟骨腫掻爬術後に使用する人工骨補填材についての検討　－
ハイドロキシアパタイトとβ-リン酸三カルシウムの比較－
Comparison of two different artificial bones grafted after enchondroma resection in hands

○菱村 亮介, 河村 太介, 松井 雄一郎, 瓜田 淳
岩崎 倫政

北海道大学医学部　整形外科

【背景】内軟骨腫は手指に比較的多く発生する良性腫瘍である。治療法として腫瘍掻爬のみ、
掻爬術後の骨欠損に対する自家骨移植、人工骨移植が挙げられる。人工骨ではβ-リン酸三カル
シウム（β-TCP）、ハイドロキシアパタイト（HA）、リン酸カルシウム骨セメント（CPC）が主
に用いられている。人工骨周囲の骨新生や皮質骨のリモデリングに要する時間について、β-
TCPが最も短く、その後HA、CPCの順と報告されているが、同施設内でそれらを直接比較した報
告は無い。今回我々は、当科で内軟骨腫掻爬術後にβ-TCPあるいはHAを移植した症例の術後X線
から、各人工骨が骨新生に要した期間を比較検討したので報告する。【対象と方法】対象は
1997年4月から2003年10月までに腫瘍掻爬および人工骨移植を施行した12例12手。手術時平均年
齢37.5歳（15-62歳）。男 4例、女 8例。使用した人工骨はβ-TCP（オスフェリオン）　
6例。HA（ネオボーン） 6例。発生部位は末節骨 2例、中節骨 1例、基節骨 6例、中手骨 3例で
あった。術後平均観察期間は15.1か月（3.5-32か月）。術後X線にて、移植骨辺縁の不明瞭化が
開始する時期、および全周性に認められた時期、皮質骨のリモデリングが開始した時期を評
価、両人工骨間で比較した。【結果】移植骨辺縁の不明瞭化はβ-TCPで平均6週、HAで平均
3.5週、全周性に見られたのは12.8週、7.3週と、いずれもHAが有意に早かった。リモデリング
の開始時期は4.0か月と7.7か月でβ-TCPで有意に早かった。【考察】人工骨-周囲骨間の骨新生
はHAでより早期から認められた。これは今回用いたHAが有する生体親和性、骨伝導能によると
思われる。逆にリモデリングは生体内で吸収されるβ-TCPでより早期に確認された。人工骨の
使用に当たっては術者がその特性を知り選択することが重要である。
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手指骨に発生した内軟骨腫に対する腫瘍掻爬・骨移植術の治療経験
The therapeutic experience of the tumor curettage and bone transplantation to the enchondroma which

occurred to the finger bone

○中村 志保子, 矢野 浩明, 石田 康行, 大田 智美
帖佐 悦男

宮崎大学　医学部　整形外科

手指骨に発生した内軟骨腫に対する腫瘍掻爬・骨移植術の治療経験　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　宮崎大学　医学部　整形外科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中村志保子　帖佐悦男　矢野浩明 石田康行　大田智美内軟骨腫は手指骨に発生する最も頻
度の高い骨腫瘍で、一般に腫瘍掻爬・骨移植が有用な治療とされている。今回、手指骨に発生
した内軟骨腫に対し骨移植を行なった症例における、単純X線での移植骨の違いによる経時的変
化・短期成績を検討した。症例は当科において2000年8月から2013年8月に手指骨の内軟骨腫に
対し腫瘍掻爬と骨移植術を施行し、4ヶ月以上経過観察可能であった14例14手とした。男性
6手、女性8手で手術時年齢は15～65歳（平均35.3歳）であった。移植骨は自家骨移植が3手、β
‐リン酸三カルシウム（β‐TCP）移植が１１手であった。術後観察期間は4～24か月（平均
10.6か月）であった。これらの単純X線で骨吸収開始・リモデリング開始時期などを評価した。
術後全例で新生骨に置換され、最終観察時に再発は認めなかった。
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手指内軟骨腫に対する内視鏡併用掻爬術の経験と骨開窓部の術中操
作による拡大

Endoscopic surgery for ennchondroma of the hand.

○北川 泰之1, 牧野 晃1, 今野 俊介1, 宮本 雅史1

高井 信朗2

1日本医科大学　多摩永山病院　整形外科, 2日本医科大学　整形外科

【はじめに】良性骨腫瘍に対しての内視鏡手術は徐々に普及しつつある。皮切はきわめて小さ
く、術後の骨欠損も少ない低侵襲手術とされる。しかし、小さな骨開窓部から鋭匙や内視鏡を
挿入して操作することから術中骨折の合併症も報告されている。われわれは、内軟骨腫に対す
る内視鏡併用掻爬の経験について検討したので報告する。【方法】2007年から内視鏡併用手術
を施行した手指骨の内軟骨腫12例を対象とし検討した。また、術後のX線検査にて骨開窓部の大
きさを計測し、掻爬時に鋭匙や関節鏡の柄の部分が頻回に当たることにより生じた骨開窓部の
拡大について検討した。手術は、約5mm前後の皮切を1つまたは2つ加え骨表面まで剥離し、Kワ
イヤーにて小さな骨開窓部を作成（初期の7例の開窓径は3mm、それ以降の5例は5mm）、耳用両
頭鋭匙で掻爬し洗浄後に手関節用関節鏡を挿入し掻爬の状態を確認、掻爬が足りないところを
さらに掻爬と洗浄を行うという操作を繰り返した。適宜イメージインテンシファイアーで掻爬
した範囲を確認した。【結果】手術時間は中間値84分（65～118分）であった。骨強度回復時期
は中央値2.5ヶ月（1.5～4ヶ月）であった。術直後の骨開窓部の長径は中央値7mm（4～11mm）と
拡大していた。骨開窓径を5mmとした症例（5例）は、3mmとした症例（7例）と比べて、術直後
の開窓部の長径はほぼ同等であり、手術時間は若干短縮した。3mm径の1例に術中骨折を認め
た。【結論】内視鏡併用骨腫瘍掻爬術は皮切が小さく軟部組織の損傷も少ないが、小さな骨開
窓部を通しての掻爬操作のため骨開窓部の意図しない拡大が生じやすいので慎重な手術操作が
必要である。骨開窓径を5mmとやや大きめにすることは操作性及び安全性の面から有効であるこ
とが示唆された。
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Cushing症候群に合併したKienbock病の1例
A case of Kienbock's disease complicated with Cushing syndrome.

○辻本 修平1, 谷口 泰徳2, 下江 隆司2, 浅井 宣樹2

山中 学2

1新宮市立医療センター　整形外科, 2和歌山県立医科大学整形外科学教室

【目的】Cushing症候群による骨代謝への影響として、Kienbock病の合併に関しては過去に報告
は見られない。我々は、Cushing症候群に合併したKienbock病の1例を経験したので報告す
る。【症例】症例は51歳女性。主訴は両手関節部痛。約5年前より誘因なく両手関節部痛が出現
していた。約3ヵ月前にCushing症候群の診断を受け、約1ヵ月前に左副腎摘出術を施行された。
以後、プレドニン換算で1日4～5mgのステロイドを投与されていた。両手関節部痛の精査加療目
的に当科を受診した。初診時現症としては両手関節に腫脹がみられ、自発痛、運動時痛、月状
骨に一致した圧痛を認めた。手関節可動域は伸展右45°、左44°、屈曲右46°、左42°と両側
とも可動域制限を認め、握力は右10kg、左6kgと低下を認めた。初診時レントゲンでは、両側と
も月状骨に圧壊像と硬化像を認め、舟状骨の回旋がみられた。以上より、両側ともLichtman分
類3bのKienbock病と診断した。外科的治療として腱球置換術を選択した。術後、左手関節8ヵ月
後、右手関節6ヵ月後の調査時、経過は良好で手関節部痛はなく、患者の満足度も高
い。【考察】Kienbock病は、手をよく使う職業の青壮年男性の利き手に多いとされている。原
因としては、骨折や反復する外力による月状骨への血行障害、Ulnar minus variansなど様々な
要因が指摘されている。稀であるが、膠原病に合併したKienbock病に関する報告もあり、ステ
ロイドの投与が原因の一つとして考えられている。Cushing症候群はコルチゾールの分泌過剰に
より引き起こされた病態であり、骨代謝への影響については骨粗鬆症や病的骨折が知られてい
るが骨壊死の報告は稀である。本症例では、未治療のCushing症候群のコルチゾール分泌過剰状
態により、ステロイド性骨壊死と同様の成因でKienbock病を発症したと考えられた。

S355



1-Po3-20

分節化を伴う進行期キーンベック病に対する橈骨月状骨間固定の2
例

Radiolunate fusion for advanced Kienböck disease - 2 case reports of a fragmented lunate

○白川　 健, 代田 雅彦

さいたま赤十字　整形外科

分節化し月状骨が掌背に離開した進行期キーンベック病に対しては、月状骨を摘出し腱球挿入
やSTT関節固定などが行われてきたが、長期的にはcarpal heightの低下や新たな関節症性変化
が懸念される。このような進行期キーンベック病に対して、背側骨片と掌側骨片を可及的に引
き寄せて有頭骨に対向する月状骨遠位関節面を形成してcarpal heightを確保し、橈骨月状骨間
を新鮮化した後に骨移植を行いそれぞれの骨片をスクリュー固定する橈骨月状骨間固定を行
い、術後3年以上良好に経過している2例について報告する。
【症例1】21歳、男性、Lichtman分類stageIIIB。分節化した不良な背側小骨片は摘出し、掌側
骨片を可及的に整復し、腸骨ブロックを、背側有頭骨対向面の背側shelf を形成すべく骨移植
を行った。術後5年時、腸骨片はremodelingされて再建した月状有頭骨関節の適合性は良好で、
関節症性変化も認めていない。Mayo wrist scoreは術前50点から術後75点へと改善し、配管工
に復帰している。
【症例2】68歳、男性、Lichtman分類stageIV。月状骨は掌背に大きく分節化しており、橈骨舟
状骨関節に軽度の関節症性変化が生じていた。掌背の骨片を引き寄せ、骨移植を行いそれぞれ
橈骨に固定したが、骨癒合に至らなかった背側骨片は摘出した。癒合した掌側骨片のみで有頭
骨との良好な関節適合性を有しており、術後3年時、Mayo wrist scoreは術前50点から術後75点
へと改善している。
【考察】進行期キーンベック病に対する橈骨月状骨間固定は、主病変部位の関節固定による確
実な除痛と、有頭骨に対向する月状骨関節面を再建できれば手根骨間関節の可動性を残しなが
らcarpal heightの低下を長期に防ぎ、安定した力強い手関節機能を獲得できる有用な術式と考
える。
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有頭骨無腐性壊死の2例
surgical treatment for avascular necrosis of the capitate: Two cases report

○幸田 久男1, 吉津 孝衛2, 牧 裕2, 森谷 浩治2

二宮 宗重3

1燕労災病院整形外科, 2新潟手の外科研究所, 3立川綜合病院整形外科

【諸言】手根骨無腐性壊死では、Kienbock病やPreiser病の報告が多数を占め、有頭骨無腐性壊
死については症例報告が散見されるのみである。【目的】有頭骨無腐性壊死2例を経験したの
で、その術後中期的成績とX線的予後を検討し報告する。【対象】2002年から2004年までに関連
施設で手術された有頭骨無腐性壊死2例を対象とした。1例は血管柄付き第2中手骨移植術が、も
う1例は病巣掻把・腱球移植術が施行されていた。【方法】手関節掌背屈可動域、握力、および
単純X線写真におけるCarpal Height Ratio(以下、CHR)の推移を術前、術直後、術後3か月、6か
月、1年、3年および最終診察時で調査した。また、最終診察時の臨床成績を日手会基準で評価
した。【結果】血管柄付き第2中手骨移植術施行例では、術後掌背屈可動域および握力は順調に
改善し、それぞれ健側の82%、80%まで回復していた。一方、病巣掻把・研究移植術施行例では
術前掌背屈可動域・握力が術後早期に著しく低下したが、その後は順調に回復し、術後最終調
査時にはそれぞれ健側の81%、85%まで回復していた。また、CHRは2例ともに術後早期から低下
し、術後6ヶ月からは大きな変化はなかった。最終時の日手会基準による評価では、2例ともに
優であった。【考察】CHRの低下の原因は、血管柄付き骨移植術施行例では骨移植部の圧潰が考
えられ、一方の病巣掻把・腱球移植術施行例では腱球の扁平化と考えられる。また、CHRの低下
は手根骨配列の変化を意味し、変形症性変化の進行・可動域制限が危惧される。本研究におい
ても、有頭・月状骨関節や有頭・有鉤骨関節にOA変化が認められ、CHR維持の対策が必要と考え
られた。有頭骨無腐性壊死に対する手術法は確立されていないが、Kienbock病での臨床成績を
参照すると、創外固定あるいは仮STT固定の併用が必要と思われた。
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固有指部デグロービング損傷に対して陰圧閉鎖療法と全層植皮を施
行した2例

Treatment of Degloving Injury of Finger with Full Thickness Skin Graft after Negative Pressure Dressing

:2 Cases Report

○河本 豊広1, 高田 逸朗1, 篠山 美香2, 長谷川 徹1

1川崎医科大学　整形外科学教室　脊椎・災害整形外科学, 2岡山医療センター

【はじめに】デグロービング損傷などの手指の高度な複合組織損傷は，血行再建を試みても救
済困難なことが多く，組織壊死に至ることが多い．今回，壊死に陥った2症例の手指デグロービ
ング損傷に対して陰圧閉鎖療法と全層植皮を施行した経験を報告する．【症例1】18歳　女性．
作業中にローラーに巻き込まれ左示指～小指の中手骨中央部から末梢までのデグロービング損
傷を受傷．四指全てが循環を認めなかった．示指・中指の指動脈を静脈移植で再建した．循環
は回復せず術後4週でデブリドマンを施行した．再手術後，陰圧閉鎖療法療法を4週施行した
後，全層植皮術を施行した．植皮の生着は良好であった．S-W テストは指尖を含め防御知覚ま
で回復した． 【症例2】37歳　男性．仕事中に左母指を印刷機に巻き込まれMP関節から指尖ま
でのデグロービング損傷を受傷．母指橈側指動脈を吻合するも循環は回復せず術後4週でデブリ
ドマンを施行した．再手術後，陰圧閉鎖療法療法を4週施行した後，全層植皮術を施行し，良好
な生着を得た．S-W テストは知覚脱失状態であった．【考察】固有指部デグロービング損傷で
は損傷軟部組織を救済できなかった場合に，全層植皮は適応になりにくく、有茎腹壁皮弁によ
り再建されることが多い．しかし有茎腹壁皮弁は精神的負担も大きい上に追加の脂肪切除術や
指間分離術が必要であることも多く，時間的負担も大きい．最終的な整容も分厚い為，義指の
装着が困難なことが多い．今回，陰圧閉鎖療法で循環良好な肉芽組織を形成した後に全層植皮
を行い，良好な生着が可能であった．本方法は患者の負担軽減のみならず，技術的にも簡便で
あり，試みてよい選択肢と思われた．【結語】固有指部デグロービング損傷に対して陰圧閉鎖
療法後に全層植皮を施行し，良好な生着と整容を獲得できた．
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手杙創の臨床的検討
A Clinical Review of Impalement Injuries to the Hand

○黒柳 美里1,2, 根本 充2, 熊澤 憲一1,2, 内沼 栄樹2

1北里大学病院　救命救急センター, 2北里大学　形成外科・美容外科学

【はじめに】杙創は，先端が比較的太く，鈍な器が陥入した開放性損傷と定義され，深部に及
ぶ刺創という要素と，周囲組織の挫滅を伴う鈍的外傷の要素も持つ特異な外傷である．顔面・
体幹・下肢杙創の報告は散見されるが，上肢の報告例は少ない．われわれは手杙創8例を経験し
たので報告する．【対象と方法】対象は2002年6月から2013年8月までの11年2ケ月間に北里大学
病院救命救急センターで治療した手杙創8例とした．方法は杙創の受傷機転，刺入物，受傷部
位，来院時の状態，損傷組織，治療，合併損傷について調査を行い，臨床的特徴や治療上の問
題点について検討した．【結果】受傷機転と刺入物は，機械・道具の誤操作による鉄材刺入が
6例，転倒による鍵刺入が1例，袋内の盲目的操作による木材刺入が1例であった．損傷部位は，
手背・手掌が6例で手指が2例であった．現場で自己抜去した1例以外は，異物が刺入した状態で
来院した．損傷組織は骨折と腱損傷を生じたのが1例で，主要神経・血管に損傷を認めた症例は
なかった．治療は，刺入物抜去の際に6例で周囲に皮膚切開を加えて直視下で抜去した。他の部
位に合併損傷を有する症例はなく，感染も認められなかった．【考察】体幹・下肢杙創では神
経血管損傷は少ないという報告が散見され，自験例の手杙創でも認められなかった．これは刺
入物の先端が鈍であること，神経や血管は可動性があり損傷を免れることが考えられる． ま
た，自験例では刺入部に皮膚切開を加え直視下で抜去してデブリドマンを行い，2次的損傷や感
染は生じなかった．盲目的に異物を抜去すると周囲組織の損傷や異物残存の危険性が高くな
り，さらに不十分なデブリドマンは感染の危険性も増すため，手の複雑な解剖学的特徴を考慮
した上で十分に創部を展開する必要があると考えられる．
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Bulky dressingが手部へ与える圧力について
Measurement of surface pressure of the hand exerted by bulky dressing

○多田 薫, 岡本 駿郎, 八野田 愛, 土屋 弘行

金沢大学　整形外科

【目的】Bulky dressingは捌いたガーゼを用いるドレッシングであり、術後や外傷後の手に適
度な圧力をかけ浮腫や出血、血腫を軽減させる目的で行われていると考えられる。しかし、手
技については各々の方法で行われており、実際にどの程度の圧力が手に加わっているのかは定
かではない。そこで今回我々はbulky dressingを中心として様々なドレッシングを行い、手部
に加わる圧力を評価したので報告する。【方法】圧力分布測定システム（ニッタ株式会社）を
薄手のゴルフグローブに貼付して着用し、各種のドレッシングを行った後、指～手部の掌側面
20か所の圧力を測定した。Bulky dressingの手技については、指間に捌いたガーゼを挟み手掌
部に捌いたガーゼを4枚丸めて置いた状態で、ソフトベンダー（大塩整形医療株式会社）を均一
な力をかけて巻く、という方法とした。指間の捌きガーゼの枚数は0枚、2枚、4枚、8枚それぞ
れで測定し、ソフトベンダー以外にもオルテックス（アルケア株式会社）や伸縮包帯、弾性包
帯を用いて測定を行った。また装置による圧迫としてV.A.C ATS治療システム（KCI株式会社）
およびハンドインキュベータ（日本シグマックス株式会社）を用いて測定を行っ
た。【結果】Bulky dressingにおいては捌いたガーゼの枚数や材料の種類に関わらず手部に均
一な圧力が加わっておらず、圧力が加わる部位は母指球や小指球部に偏っていた。VACやハンド
インキュベータでは均一な圧力が加わっていたが、VACにおいては設定値以上の圧力が加わって
いた。【考察】本研究の結果、bulky dressingにより手部に均一な圧力を加えることは困難で
あると考えられた。従ってbulky dressingは出血や浸出液の吸収や手指の安静を図る目的で行
うべきであり、浮腫や出血、血腫を軽減させる目的で行うべきではないと考えられた。

S360
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小児手部マムシ咬傷に対して抗毒素血清投与と減張切開を行った1
例

A Pediatric cases of viper bite the hand that made the relaxation incision administration and serum

antitoxin.

○畑中 渉

札幌東徳洲会病院　整形外科

【はじめに】マムシは琉球列島を除く日本全土に分布しており、年間2000～3000例が生じ、年
間10～20人の死亡が起きている。小児のマムシ咬傷例の報告は少なく、その治療法に関しては
議論が残る。血清を投与することとなった手部小児マムシ咬傷の1例を経験したので報告する。
【症例】 8歳男児、札幌近郊の山を登山中にヘビを捕まえて振り回して遊んでいたときに咬ま
れ受傷。腫脹が拡大してきたため、近医受診しようとするがヘビ咬傷のため２院所で断られ、
受傷4時間後に当院時間外受診となる。手関節までの腫脹を認め、崎尾らのマムシ咬傷のGrade
分類でGrade２であった。抗菌薬投与と安静目的に入院加療となるが、翌日、上肢全体に腫脹が
増強しGrade分類４の診断となり、コンパートメント症候群発症が危惧された。抗毒素血清投与
とともに全身麻酔下にコンパートメント圧測定を行い、35～56mmHgと圧上昇を認めたため、減
張切開術を施行。その後改善を認め、第11病日に創の縫縮を行い、第15病日に自宅退院とな
る。術後1年経過し、創瘢痕形成を認め、示指MP関節の軽度屈曲制限を認めるが、日常生活上の
機能障害は認めていない。
【考察】ヘビ咬傷に対する外科的処置に確立されたものは無い。根本的な治療薬として抗毒素
血清があるが、馬の血液を素にして作られているためアナフィラキシーショックを起こすこと
も多く、その使用には賛否がある。また、抗毒素血清を小児マムシ咬傷に投与した報告例は少
ない。判例には、抗毒素血清の投与が遅れたため、医師注意義務違反という判決がされた判例
もあり、慎重な選択が必要とされる。今回、抗毒素血清投与と減張切開術にて回復が得られた
小児マムシ咬傷を経験した。マムシ咬傷では迅速かつ適切な初期治療が大切であるが、経験が
少ないと判断に遅れることがあり注意を要する。
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皮膚壊死、腱融解をきたした小児マムシ咬傷の1例
Skin and EPL necrosis due to snake bite

○北野 陽二, 佐々木 貴英

南和歌山医療センター　整形外科　

皮膚壊死、腱融解をきたした小児マムシ咬傷の1例を経験したので報告する。【症例】11歳、女
性。主訴は右手痛。現病歴は、自宅の庭でヘビに右母指を咬まれ、受傷1時間後に当院救急搬送
となった。既往歴および家族歴に特記事項なし。【現症】右母指背側に3カ所の牙痕を認め、同
部位からの出血を認めた。また右母指から手背、手関節にかけて腫脹を認めた。【経過】マム
シ咬傷と診断しマムシ抗毒素血清を投与した。全身状態は良好に経過したが、受傷後14日には
右母指背側の皮膚壊死、EPL融解をきたした。受傷後27日に腱移植術、kite flapを施行した。
術後4週よりROM開始し、術後4ヶ月の時点で%TAM  77%と機能的に良好な成績を得てい
る。【考察】皮膚壊死、腱融解をきたしたマムシ咬傷は稀である。局所壊死をきたした原因と
して、小児の指の受傷であり相対的に毒素量が多くなったこと、高度腫脹により毒素吸収が障
害されたことなどが考えられた。
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手関節背尺側部痛におけるECU synergy testの有用性
Utility of the ECU snergy test in the dorsal ulnar-sided wrist pain

○佐藤 潤香, 石井 義則, 野口 英雄, 武田 光宏

葦の会　石井クリニック　

【目的】手関節尺側には尺側手根伸筋腱(ECU)、三角線維軟骨複合体、月状骨三角骨間靭帯、遠
位橈尺関節などが近接し、また障害が同時に存在することもあるため疼痛部位の特定が困難で
ある。2008年RulandとHoganは慢性手関節背尺側部痛に対して等尺性収縮を利用したECU
synergy testがECU腱炎の診断に有用であると報告した。今回我々は同検査の診断価値を追調査
した。【方法】2012年10月から1年間、2週間以上続く手関節背尺側部痛を主訴に当院を受診し
た全患者30人31手(男性16人、女性15人、年齢14-79歳、平均45歳)にECU synergy test と超音
波エコー検査を施行した。さらに必要に応じてMRI、ECU腱鞘内注射、手関節内注射等を施行し
た。【結果】ECU synergy test陽性15手、陰性16手であった。陽性15手中9手でエコー検査上
ECU腱・腱鞘炎所見(ECU～同腱鞘の肥厚、腱鞘内～周囲の血流増加)を認め,2手でECU腱症所見
(ECU不整～腱内低エコー)を認めた。またエコーで異常を認めた11手のうち重症糖尿病患者を除
く9手にECU腱鞘内局所ステロイド注射を薦め、これを希望した7手に施行した。結果、注射直後
に6手で疼痛は完全消失し1手で改善した。陰性16手中2手でエコー検査上ECU腱・腱鞘炎所見、1
手でECU腱症所見を認めた。またエコー上異常のなかった6手にMRI検査を行い全例にTFCC、月状
骨尺側などの関節内病変を認めたため橈骨手根関節内局所ステロイド注射を薦め、これを希望
した4手に施行し注射直後に全例で疼痛は改善した。【結論】疼痛とエコー所見を関連付ける
と、ECU synergy testの感度78.6％、特異度76.5%、陽性的中率73.3%、陰性的中率81.3%だっ
た。同testは原因がわかりにくい手関節背尺側痛において価値のある疼痛誘発検査であり、陽
性であればECU周囲の病変が疼痛に関与している可能性を疑うべきと考えられた。
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医療用ヒル治療に際しての当科の取り組み
Medical leech treatment

○川上 亮一, 紺野 慎一, 江尻 荘一, 畑下 智

福島県立医科大学　整形外科

【背景・目的】1980年代に医療用ヒルは、微小血管外科医によって、再接着指や皮弁の鬱血に
対して、対処が困難な場合の治療法として見いだされた。アメリカでは、2004年に医療用ヒル
がアメリカ食品医薬品局(FDA)に認可された。しかし、日本においては、現在保険適用がない。
医療用ヒルを適正に用いるために行った当科の試みを紹介する。【方法】院内で、ヒル治療に
関する勉強会を開催して、医師やco-medical stuffと知識を共有した。当院の倫理委員会の承
認を得て、治療の前に患者と家族にICを行い、倫理委員会で定められた承諾書を得た。治療期
間中は、第1世代セフェム系の抗菌薬を使用し感染を防止した。ヒルの逃亡を防止するために、
患指をビニール袋で覆って使用した。【結果】切断指再接着手術後、鬱血に際して12例、逆行
性指動脈皮弁術後の鬱血に際して1例のヒル治療を行った。医療用ヒルの使用により、鬱血の解
除が速やかとなり、ヒル治療13例中7例で再手術を回避することが可能であった。倫理委員会の
承認後は、ヒル治療を行った全ての患者で承認書が取得、ヒル治療を拒絶した患者は存在しな
かった。ヒル治療によって、感染を呈した症例はなかった。ヒルの逃亡はなく、周囲の患者か
らの苦情はなかった。【考察】医療用ヒルの治療は、全身的抗凝固薬の投与と指尖部を切開す
る治療法と比べて、輸血を回避することができるという利点がある。当科においては、倫理委
員会の審査時に、ヒル治療による合併症を整理して、各々の対応策を準備することで合併症を
防ぐことが可能であった。
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両側環指・小指屈曲拘縮をきたした筋サルコイドーシスの1例
Bilateral flexion contractures of ring and little fingers due to sarcoidosis-a case report

○下田 信

長野中央病院　整形外科

症例は67歳女性，主訴は両側の環指と小指の伸展制限．63歳で両下腿の腫瘤が出現．各画像検
査所見および生検による病理組織より腫瘤型筋サルコイドーシスと診断され，経過観察されて
いた．66歳頃から両側小指の伸展しにくさが出現し，環指にも拡大したため受診した．安静位
で両側環指と小指が屈曲し，環指DIP関節右0°左-55°PIP関節右-10°左-55°小指DIP関節右-
85°左-90°PIP関節右-60°左-60°の伸展制限がみられた．手関節を最大掌屈すると環指・小
指とも伸展は可能であった．ステロイド療法を行い，両下腿の腫瘤は消失したが手指屈曲拘縮
には効果がなかった．右から手術を施行．環指・小指深指屈筋(FDP)内に腫瘤や索状物は認めな
かった．FDP筋腱移行部で腱延長を施行した．術後3週間手指伸展位でギプス固定後ダイナミッ
クスプリントを装着し，ラバーバンド牽引で自動伸展他動屈曲を行った．環指・小指とも手関
節伸展位で伸展が可能となり，日常生活動作が問題なくなった後に左を手術した．左前腕も索
状物や腫瘤は無く環指・小指FDP筋腱移行部で腱延長を施行した．後療法も同様とした．術後右
1年，左5.5か月の経過観察時には，手関節最大伸展でも両環指・小指とも伸展可能で，手指屈
曲に問題なく，握力右20kg左18kgであった．
筋サルコイドーシスにより両側の手指に屈曲拘縮を来す症例が過去に十数例報告されている．
薬物療法が有効であった症例はわずかで，残りは外科的に治療されていた．手術は索状物切
除，腱剥離，腱前進，筋腱移行部延長が報告され，無効例もあったが有効例が多かった．本症
例は術前にステロイド治療を施行し，FDPに変性や索状物を認めなかった．筋腱移行部での腱延
長およびダイナミックスプリントを用いた後療法で良好な結果を得た．
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指骨変形、骨端線部分閉鎖をきたしたmicrogeodic diseaseの1例
A case of microgeodic disease whitch resulted in phalangeal deformity and partial epiphyseal closure

○久保田 雅仁1, 岡本 秀貴2

1春日井市民病院　整形外科, 2名古屋市立大学　医学部　整形外科

【目的】Microgeodic diseaseは若年者に好発する比較的稀な疾患でSelf-limitedな経過をたど
り一般的に予後良好とされている。今回我々は骨変形、骨端線の部分閉鎖をきたした本疾患の1
例を経験したので報告する。【症例】13才男性。2012年2月頃から特に誘因無く右示指、中指の
腫脹と発赤を来たし皮膚科へ通院していた。外用剤にて経過をみていたが示指DIP関節の伸展不
全も出現してきたため他医整形外科を経て4月4日当科を受診した。初診時、右示指、中指は中
節部中心に腫脹し示指には軽度の発赤を伴っていた。示指DIP関節には約30°の伸展不全を認め
た。単純X像では示指、中指中節骨に透亮像を認めた。中指はまだらな虫食い状であったが示指
は骨透亮像以外に近位骨端線に接してやや広範囲に骨吸収像を認めた。発症時に較べると痛
み、腫れともにやや軽快傾向にあるとのことであったので負荷のかかる運動は禁止しそのまま
経過をみた。その後徐々に疼痛、腫脹は軽快したが当科初診から4か月後、右示指は中節部にて
軽度尺屈変形を呈していた。可動域も改善し運動時痛も無くなったが示指DIP関節の伸展不全は
残存し軽いSwan-neck変形を呈していた。単純X線像では骨透亮像は消失したが示指中節骨の骨
端線は橈側が部分閉鎖を来した。【考察】本症例では示指中節骨の病変部に病的骨折を生じて
いた可能性がある。その結果同部で尺屈変形を遺残しまた発生部位が骨端線近傍であったため
骨端線の部分閉鎖を生ずるに至ったと考えられた。示指DIP関節の伸展不全の原因ははっきりし
ないが過去にもスワンネック変形を呈する例が報告されている。【結論】Microgeodic disease
は一般的に予後良好な疾患ではあるが病変の大きさ、発生部位によっては骨変形の遺残を来す
可能性があるため治療上注意が必要である。
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圧挫神経損傷後の神経再生におけるGLP-1受容体作動薬エキセンデ
ィン-4の治療効果

Therapeutic effect of exendin-4, a long-acting analogue of glucagon-like Peptide-1 receptor agonist, on

nerve regeneration after the crush nerve injury.

○山元 浩治1, 尼子 雅敏1, 土原 豊一2, 有野 浩司1

根本 孝一1

1防衛医科大学校　整形外科学講座, 2島田台病院整形外科

【目的】GLP-1受容体作動薬で、2型糖尿病治療薬のエキセンディン4は中枢神経系における神経
細胞の再生促進効果が報告されている。エキセンディン4の末梢神経再生に及ぼす影響を検討し
た。
【方法】8週齢のWistar系雄ラット8（n=48）を片側坐骨神経に脳動脈瘤用クリップを用いて5分
間圧挫し、圧挫損傷モデルを作成した。圧挫直後よりエキセンディン4　2.5μgを腹腔内投与し
たcrush＋ex4群（n=12）、crushのみ行ったcrush群（n=12）、エキセンディン4投与のみ行った
ex４群（n=12）、sham群（n=12）の4群で神経再生の影響を比較した。評価法は歩行解析として
SFIを圧挫翌日から4週まで3日毎に実施した。圧挫後4週時に電気生理学的評価と組織学的評価
を行った。
【結果】各群とも術前後を通じ血糖値は一定であった。crush群ではSFI値の回復に圧挫後28日
を要したがcrush+ex4群は圧挫後19日で回復した。遠位潜時はcrush+ex4群では2.87±0.46msと
crush群の3.53±0.31msと比べ有意に短縮した（p＜0.01）。組織学的所見ではエキセンディン4
の投与は圧挫損傷後の再生神経の成熟を促進し、軸索短径のヒストグラムは左方偏位し、平均
軸索系もcrush+ex4群では2.30±0.14μmとcrush群の2.06±0.16μmと比較し有意に増加してい
た（p＜0.05）。g-ratioの値はcrush+ex4群で0.69±0.02、crush群では0.71±0.01と有意であ
った（p＜0.05）。
【考察および結語】エキセンディン4の投与は機能的、電気生理学的および組織学的に圧挫神経
損傷後の神経再生を促進した。術前後の血糖値は一定でありエキセンディン4の末梢神経再生促
進効果は血糖改善とは異なる機序を介すると考えられた。エキセンディン4はすでに、2型糖尿
病治療薬として臨床応用されており、末梢神経損傷治療においてエキセンディン4の臨床応用が
期待できる。
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同種骨軟骨組織低温保存におけるヒアルロン酸添加University of
Wisconsin液の有用性

Addition of Hyaluronic acid to University of Wisconsin solution improves cold preservation of

osteochondral allografts

○小沼 賢治1, 内田 健太郎1, 山田 拓哉2, 成瀬 康治1

高相 晶士1

1北里大学　医学部　整形外科学, 2北里大学大学院医療系研究科

3北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科

　【背景】手指関節軟骨欠損に対する同種骨軟骨移植は自家組織を犠牲にしない関節軟骨修復
方法として期待される。ドナーから採取された同種骨軟骨組織はレシピエンントに移植される
までの間、保存液中で低温保存（4℃）される。保存中の軟骨細胞生存率は採取後徐々に低下す
るため、多くのレシピエントに良質な組織を移植するためには、高生存率を保持できる保存液
の開発は重要である。近年、我々はUniversity of Wisconsin Solution (UW液)が同種骨軟骨保
存液として有用であることを示した。【目的】更なる生存率向上を目指してUW液へのヒアルロ
ン酸添加の有用性について検討することである。【方法】14週齡 Sprague-Dawley(SD)ラットの
膝関節より大腿骨顆部を採取し、湿重量300 mgの骨軟骨組織材料を作製した。骨軟骨組織をUW
液あるいはヒアルロン酸添加UW液に浸漬し、2週間4℃で低温保存を行った。低温保存後、骨軟
骨組織の細胞生存率をtetrazolium assayを用いて評価した。また、細胞生存率評価後の組織を
用いてHE染色標本を作製し、非石灰化層の軟骨細胞中の変性軟骨細胞数の割合を求めることで
軟骨組織の変性の程度を定量化した。【結果】Tetrazolium assayの結果、ヒアルロン酸添加に
より保存後の骨軟骨組織の細胞生存率の有意な改善がみられた。組織学的検討においても軟骨
細胞変性が有意に抑制された。【結論】ヒアルロン酸添加により骨軟骨組織低温保存の細胞生
存率が改善した。従来の研究で成長因子を用いた骨軟骨組織保存期間延長の報告がなされてい
るが臨床応用に向けては大きな壁がある。ヒアルロン酸はすでに臨床で使用されている薬剤で
あるためヒアルロン酸添加UW液は即時臨床応用可能な保存液として有用であることが示唆され
た。
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外来予定手外科手術時の抗生剤の効果について
The role od prophylactic antibiotics in outpatient elective hand surgery

○蔡 栄美, 今井 優子

市立池田病院　整形外科

【目的】整形外科手術時に感染予防として抗生剤を使用することは一般的であるが、清潔かつ
軟部組織の手外科手術での抗生剤の意義は明確ではない。今回、外来予定手外科手術の抗生剤
の使用有無によって感染率や創部にどのような影響を及ぼしたかを検討した。
【方法】2009年７月より2013年8月までに行った253例の予定手外科手術をretrospectiveに検討
した。手術内容は手根管開放術、腱鞘切開術、茎状突起管開放術、軟部腫瘍摘出術、ガングリ
オン摘出術、腱剥離術で、60分以内の手術症例に限定した。関節や骨操作を要す手術は除外し
た。また糖尿病の診断を受けている症例に関しては全例抗生剤投与を行った。使用抗生剤はセ
ファム系1gで、執刀前に使用した。術後8～12日目および１ヶ月目に創部の状態を観察した。創
部の状態に問題があれば状態が安定するまで観察を継続した。
【成績】抗生剤非使用(A群)は98例、抗生剤使用(B群)は91例、糖尿病合併抗生剤使用(C群)は64
例であった。全体の創部感染率は0.4%(1例)で、C群でのみ感染が生じたが、表層感染であった
ため手術を要すレベルではなかった。創部の癒合遅延はB群で４例(4.4%)、C群で６例(9.3%)で
あった。
【結論】外来手外科手術の場合、患者入室後から執刀までの時間が短く、抗生剤の点滴を行う
タイミングが難しいことをしばしば経験する。本研究では抗生剤の使用の有無によって感染率
に差はなく、感染例も軽度の表層感染であった。
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医学部学生の手外科に対する認知度
The visibility of the hand surgery with the medical students

○奥山 訓子1, 和南城 静1, 佐藤 和毅2, 戸山 芳昭2

中村 俊康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】整形外科未履修の医学部生の手外科に対する認知度を調査した．【方法】整形外科学
講義初回に以下の項目につき質問紙法調査を行った．1) 講義開始前の整形外科のイメージにつ
いて自由記載，2) 手外科，脊椎外科，関節外科の3分野の認知度について，a) どのような分野
か詳細に知っている，b) 名前だけ知っている，c) 聞いた事もない，の三者択一，3分野が扱う
疾患，外傷について自由記載，の計7問で調査した．【結果】慶應義塾大学医学部4年108名中
104名が回答した．2)認知度は，手外科：a) 0%，b) 53%，c) 47%，脊椎外科：a) 0%，b)
64%，c) 36%，関節外科：a) 1%，b) 48%，c) 51%であった．手外科の疾患，外傷として挙げら
れたのは，手根管症候群(44.2%)，骨折(34.6%)（内，橈骨遠位端骨折3.8%），突き指(12.5%)，
腱鞘炎(9.6%)，リウマチ(5.8%)，外傷(2.9%)，しびれ(2.9%)，神経(2.9%)，切断(1.9%)，スポ
ーツ(1.9%)，無回答(7.7%)であった．1)整形外科のイメージにおける頻出語は，スポーツ
(20.2%)，骨折(14.4%)，体育会系(12.5%)，レントゲン(9.6%)，骨(7.7%)，外傷(7.7%)，関節
(6.7%)，筋(5.8%)，リハビリ(4.8%)，高齢者(3.8%)，ねんざ(2.9%)であった．【考察】手外科
の認知度は脊椎外科より低く，関節外科より高かった．手外科疾患，外傷として想起された傷
病名は妥当であったが，手根管症候群を半数近くが挙げ，この年代での経験者が多いと思われ
る骨折，外傷に比べ高率であった．整形外科に対するイメージと比べると，未履修の学生にお
ける手外科とスポーツ，体育，外傷など学生に身近な傷病との関連付けは乏しく，この分野と
の関わりも強調する必要性があると考えられる．30コマの講義では診察手技実習や手術ライ
ブ，グループ発表など取り入れより認知度を高めることが可能であった．
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X線透視下手術における手外科医の手指被曝の現状
Measurement of the Dose of Radiation to the Hand Surgeon During Surgery

○石垣 大介, 加藤 義洋, 豊野 修二

済生会山形済生病院　整形外科

整形外科領域の術中X線透視による術者被曝に関する研究はいくつかあるが、手指の直接被曝に
ついての研究は少ない。手外科領域ではX線透視下に骨関節の微細な操作を要求される術式が日
常的に行われ、手術対象が小さいために手指が直接透視野に入り込むことが多い。手外科医の
術中被曝の現状を把握するために、手指の被曝線量を調査した。
【対象と方法】2012年7月からの14か月間に演者自身が執刀したX線透視下手術の際、左環指に
リング型の線量計を装着して手術を行った。この時頚部とプロテクタ内の胸部にもバッヂ型の
線量計を装着した。線量計は1か月ごと交換するため、被曝線量は一か月間の累積値として計測
される。各月の手術時間、X線照射時間、および透視機械からの照射線量としてDAP（dose area
product：面積線量）を記録し、各線量計で検出された被曝線量と合わせて検討した。
【結果】14か月間で合計97件の透視下手術が行われた。手術時間は合計4954分（平均51分）、X
線照射時間は合計437分（平均4.5分）であった。DAPは合計7.14mGym2であった。被曝線量は、
プロテクタ内の胸部は測定限界以下であったのに対し、頚部は合計1.4mSv（月平均0.1mSv）、
手指の直接被曝は合計31.8mSv（月平均2.4mSv）であった。
【考察】本研究での手指被曝量は、医療法に定める皮膚の等価線量年限度（500mSv/年）よりは
明らかに低く、すぐに組織障害を発生するレベルではないと考えられる。しかし、Singhらが報
告した足の外科手術における調査と比較するとX線照射時間、手指被曝線量ともに多い結果にな
っており、透視野に術者の手指が入り込む機会が多い手外科手術の特性を反映しているものと
思われた。
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自衛官の訓練・作業中に発生した手の外傷・障害に関する疫学的検
討

The epidemiological study of trauma and disorder of the hand that occurred in training and working in the

Japan Self-Defense Forces

○平原 康文, 尼子 雅敏, 有野 浩司, 大野 晋太郎
根本 孝一

防衛医科大学校　整形外科

【目的】
労働者の作業による手の外傷及び障害に関する疫学的な検討は少ない。自衛官の訓練・作業中
に発生した手の外傷・障害の実態を疫学的に検討した。
【対象及び方法】
2008年1月から2013年8月までの間に全国の自衛隊病院を受診し質問票に回答した自衛官、延べ
26,345人の中で、自衛隊の訓練・作業中に受傷・発症したものは12,368人(47.0%)であり、その
うち手の外傷・障害521人(2%)を対象とした。1回の外力で受傷したものを外傷、繰り返しの動
作で発症したものを障害と定義した。平均年齢は33.2歳で、性別は男性480人(92.1%)、女性39
人(7.5%)であった。発生原因・疾患について検討を行った。
【結果】
受傷状況は作業 332人(63.7%)、訓練189人(36.3%)であり、内訳は車両・機械整備210人
(40.4%)、戦闘訓練77人(14.8%)、施設設営64人(12.3%)であった。外傷は415人(79.7%)、障害は
105人(20.2%)であった。外傷の内訳は、指挫傷が104人、手指骨折が77人(末節骨41人、中節骨
10人、基節骨7人、中手骨13人)、指捻挫・靭帯損傷が33人であった。障害の内訳は、手関節部
腱炎24人(ECU13人、ECR2人、FCU3人、詳細不明6人)、指腱鞘炎15人(2.9%)、手関節炎11人
(2.1%)であった。
【考察及びまとめ】
自衛官の訓練・作業中の手の外傷・障害は外傷が約8割を占め、固有指部の外傷が42.5％を占め
た。外傷の受傷機転は作業中の末節部の圧挫によるものが多かった。障害の中では手関節部の
腱炎・腱鞘炎が多かった。障害の発生に関しては重量物等による過負荷の繰り返しが要因と思
われた。外傷・障害の予防に手袋・手関節固定装具等の有用性が示唆された。
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慢性手関節背側痛の診断
chronic dorsal wrist pain

○平地 一彦, 上杉 和弘

市立札幌病院整形外科

【目的】手関節背側の慢性痛で自発痛と圧痛以外の臨床所見に乏しい症例は診断に迷うことが
ある．前医で原因不明とされた症例、確定診断まで検査や時間を要し診断に苦労した症例を検
討した【方法】1991年以降、3ヵ月以上持続する手関節背側の慢性痛で、2ヵ所以上の病院を経
由して紹介された47手と当科初診でも診断確定まで多くの検査や時間を要した7手を対象とし
た．症例は52例54手、（男性26例、女性26例）、年齢は10～90歳（平均46歳）、罹患側は右
35手、左19手であった.１．愁訴と臨床所見、２．検査、３．診断を調査した【結果】１．愁
訴：安静時痛を30手に、運動時痛を54手に認めた．臨床所見：圧痛は全例に認めたが、腫脹・
熱感・可動域制限のいずれかを認めたものは18手であった．２．検査：X線を全例に行いキーン
ベック病や手根不安定症は容易に読影できたが、28手に異常所見がなかった．超音波検査を37
手に行い、30手に異常所見があり、主なものはガングリオン14手、関節炎7手、破格筋2手であ
った．7手は異常がなかった．MRIを30手に行い、キーンベック病9手、ガングリオン6手、関節
炎5手、舟状骨壊死3手を認めたが、2手は異常がなかった．他に採血や滑膜生検を行ったが診断
確定に及ばなかった．３．診断：オカルトガングリオン14手、キーンベック病9手、単関節炎6
手（RA4手）、STT関節症5手、Distal PIN syndrome 4手、破格筋・舟状骨壊死・carpal boss・
SLAC 3手、月状骨嚢腫2手、舟状骨不顕性癒合・手根不安定症1手であった．【結論】圧痛だけ
でX線が正常なオカルトガングリオンやキーンベック病初期は一般整形で見逃される可能性が高
い．手外科医は慢性手関節背側痛をきたす疾患を数多く知るべきである．超音波装置の進化・
普及により診断に導ける可能性が高くなった．
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saddle deformityの2例

○堀切 健士1, 普天間 朝上1, 金城 政樹1, 大久保 宏貴1

金城 忠克1, 金谷 文則1, 小浜 博太2

1琉球大学　整形外科, 2南部徳洲会整形外科

【はじめに】saddle deformityは虫様筋や骨間筋が深横中手間靭帯と癒着、あるいは深横中手
間靭帯の遠位で虫様筋と骨間筋が癒着し、full grip時、内在筋プラスまたはマイナス位で疼痛
が誘発される状態である。
【症例1】51歳、男性。1ヵ月前、階段で転倒し左手尺側部を強打した。左環指・小指・第4指間
部の疼痛と腫脹が出現し近医で打撲および小指MP関節橈側側副靭帯損傷疑いで湿布と3週間のシ
ーネ固定をされたが症状改善せず紹介された。第4指間部の圧痛を認め、拘縮と疼痛のためfull
gripは不能であり、　内在筋マイナス位で疼痛が増強した。環指MP関節橈屈ストレス、小指MP
関節尺屈ストレスで疼痛が誘発されたが不安定性はなかった。単純X線像で異常所見はな
く、MRIでは第3・4指間部と環・小指MP関節部に炎症所見を認め、冠状断像で第4指間部の深横
中手間靭帯を確認できなかった。手術は骨間筋と深横中手間靭帯の癒着を剥離し、深横中手間
靭帯遠位1/2を切除した。術後2週でfull grip時、内在筋マイナス位、小指尺屈ストレス時の疼
痛は消失した。
【症例2】66歳、男性。約2年半前、ゴルフクラブのグリップによる左手尺側部への衝撃を繰り
返し受けた後より左第4指間部の疼痛が出現した。近医を数カ所受診し屈筋腱腱鞘炎の診断で腱
鞘内注射を施行されたが疼痛が持続するため当科を受診した。第4指間部掌背側に圧痛を認め、
疼痛のためfull gripは困難であった。内在筋プラスおよびマイナス位で疼痛が増強した。手術
は虫様筋、骨間筋、深横中手間靭帯の癒着を剥離し、深横中手間靭帯遠位1/2を切除した。術後
2週で疼痛は消失しfull gripも可能となった。
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上肢腫瘍切除後の機能的整容的再建

○澤泉 雅之, 棚倉 健太

がん研有明病院　形成外科

骨軟部悪性腫瘍の患肢温存手術では、安全な切除縁の確保が第一義となるが、上肢では解剖学
的特性からも生じる欠損に対する組織再建の役割は大きい。その意味で”使える手”の修復は
根治性の確保ができてこそである
　この領域の再建の特徴として、1）複合組織欠損と生じやすい。2）生じる欠損が相対的に大
きい。3）一次再建のため腫瘍周囲の組織は正常で、ROMは保たれている。4）反面、補助療法や
経過観察の点から二次的な手術計画は難しい、などの点があげられる。また、自施設では術前
放射線療法や動注は施行していない。
　再建にあたっては、皮膚・骨・血管など患肢温存に必要な組織を、次に神経・筋肉・腱など
の欠損を、単独にあるいは複合組織移植による修復の可否を検討する。遊離組織移植の場合は
同時採取を原則とする。同様にdonor siteの犠牲も十分に配慮されるべきである。
　上肢に使われる代表的な皮弁として、広背筋皮弁は有形で同側肘までのrotation arcを持
ち、分割皮弁、機能的筋移植、肩甲骨付きとして安定して結果が得られる。上腕や肘人工関節
の被覆には第一選択である。肘・前腕の中等大以上の欠損では、前外側大腿皮弁が適応する。
仰臥位で同時採取ができ、薄い皮弁で血管茎が長い。口径も橈・尺動脈と同等でflow throghで
の吻合や血行再建、神経付き、筋付きの複合皮弁とできる。手関節近傍では橈骨動脈やその穿
通枝を用いたadipo-fascial flap を用いる。皮弁を除くことで、薄く、採皮部を一次縫合でき
る利点がある。
　再建例を上腕・肘・前腕・手指に分類し、各種欠損の状態に応じた術式の選択を報告する。
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骨軟部腫瘍切除後の上肢再建
Reconstructive surgery for oncologic defect of the upper extremities

○櫻庭 実1, 宮本 慎平1, 茅野 修史1, 藤木 政英1

大島 梓1, 中馬 広一2, 川井 章2

1国立がん研究センター中央・東病院　形成外科

2国立がん研究センター中央・東病院　骨軟部腫瘍科

Surgical treatment for bone or soft-tissue sarcomas of extremities has been shifted
from limb amputation to limb-salvage surgery. And also, further advancement of the
reconstructive surgery is required recently from functional and esthetical point of
view. We reviewed our experiences with limb-salvage surgery of the upper extremity.
  In the past 10 years, the upper limb-salvage surgery was carried out in 61 patients
(35 male and 26 female; mean age, 46.4 years) among 354 cases of immediate
reconstruction following en-block resection of bone or soft-tissue sarcomas.
  Affected site was the hand in 10, from the forearm to arm in 36, the shoulder in 15
cases each. Function preserving reconstruction was carried out in 27 cases, and only
soft tissue coverage was required in the other cases. Total necrosis of the
transferred flap was developed in 2 cases, and major amputation due to local
recurrence of sarcoma in the salvaged limb was required in 3 cases.
  From the functional point of view, dynamic reconstruction using a pedicled
lattisimus dorsi muscle transfer was the most useful procedure. However, results of
joint reconstruction of the shoulder or wrist using fibular head transfer was
unsatisfactory. Secondary revision surgery was the most common procedures for
esthetical improvement.
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The Ideas and Innovations about Aesthetic and Functional Reconstruction
for Entire Finger Loss Distal to MP Joint

The Ideas and Innovations about Aesthetic and Functional Reconstruction for Entire Finger Loss Distal to

MP Joint

○髙見 昌司

関西電力病院形成再建外科

近年にいたるまで基節部レベルでの欠損指に対する再建の方法には、整容的、機能的に満足の
いく術式が存在しなかった。中節部より末梢の指の欠損に対する再建法ではwrap-around
flap(以下WAF)が整容的に良い方法であるが、基節部より末梢の指の欠損の場合、少なくとも
PIP 関節を再建しなければ機能的な指とならない。光嶋らは母指の欠損に対して、WAF と第2趾
PIP 関節の合併移植による機能的再建に成功しているが、我々はこの光嶋の方法を応用し、第1
背側中足動脈の血管系のWAF と第2趾PIP 関節の合併移植に遊離腸骨移植を加えて基節部より末
梢の指の欠損の再建を行い、整容的にも機能的にも大変満足のいく結果が得られたので、その
術式を2005年の日本マイクロサージャリー学会で初めて報告した。その後症例を重ねるうち、
同じ第1背側中足動脈の血管系で
第１趾末節骨の骨枝や第１趾基節骨の骨枝を用いて微細な血管柄付きの骨を採取する術式を考
案し、2010年の日本マイクロサージャリー学会で、第1背側中足動脈の血管系のWAF と第2趾PIP
関節の合併移植に第１趾基節骨の骨枝を用いた血管柄付き骨移植を組み合わせた新しい術式を
報告した。これにより基節部より末梢の指の欠損に対する整容的機能的再建を、すべて 同一血
管系の血管柄付き組織移植の組み合わせで行えるようになった。今回は、我々の考え方、着眼
点を交えながら、 基節部より末梢の指の欠損に対する我々の再建術式がどのように改善してい
ったか述べ、現在の術式の詳細について報告する。
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先天異常手における機能と整容

○川端　 秀彦

大阪府立母子保健総合医療センター

Orthoplastic approachは，重度の骨折を伴う外傷において，軟部組織損傷に対して形成外科的
切り口で治療することが骨関節の治療に劣らず重要であるとしてScott Levin が1993年に提唱
したものである．その後，整形外科と形成外科の境界領域（まさに手外科である）における治
療においては両方の知識と技術が発揮されるべきだという概念として広まり現在に至ってい
る．
手の先天異常の治療には骨折治療のような明確な到達点は存在しない．骨折治療では怪我をす
る前を復元することが理想の治療であるが，先天異常では生まれもって天から授かったものに
対して，手を加えようとするわけだから当然と言えば当然である．そこには両親の希望が入る
余地があり，術者の倫理観で治療方針が異なっても不思議ではない．しかし明確な点は，その
治療が機能一点張りであってもいけないし，整容だけを求めても不幸な結果になるという事で
ある．そして「機能的な手が美しい」こともまた事実であり，例えば先天性母指欠損において
示指の母指化手術を受けた手が物を扱う時，それがごく自然な動作であって指が4本しかないこ
とが全く気づかれない．機能と整容のバランスがまさに先天異常手の治療の妙であり，実際，
患者家族とよく話し合って，彼らの希望をできるだけ受け止めて，治療方針について合意点に
達してみると，そこで行われる治療がまさにorthoplastic approachそのものになっていること
に気づくことがある．口演では先天異常手の治療を整形外科と形成外科の立場，機能と整容の
観点から考えてみたい．
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Orthoplastic surgeyの概念とは

○平瀬　 雄一

四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサージャリーセンター

整形外科医と形成外科医は異なったルートからorthoplastic山という頂を目指して登っていま
す。では、実際に理想的なOrthoplastic Surgeryを行うにはどのようにすればいいのでしょう
か。それには２つのモデルがあると考えます。それを、野菜サラダと野菜ジュースに例えて説
明しましょう。野菜サラダはサラダボールの中に沢山の種類の野菜が入ってはいますが、それ
ぞれの野菜が自分の味を主張しています。トマトはトマトの味を、キュウリはキュウリの味を
主張します。これはOrthoplastic Surgeryで考えると、整形外科医と形成外科医の分担を決め
て、それぞれの持ち味を生かして協力して再建するスタイルです。大学や大きな病院で形成外
科がある環境では野菜サラダタイプの施設もあるでしょう。同じ切断指でも、血行再建が必要
なら形成外科で、血行再建が要らなければ整形外科でといった施設は多くあるように思いま
す。一方、野菜ジュースはすべての野菜が混ざっているわけで、Orthoplastic Surgeryでは一
人で全部をやってしまう場合を指します。整形外科のトレーニングを受けた形成外科医や、形
成外科の勉強をした整形外科医で、一人で全部こなしてしまう場合は野菜ジュースタイプとな
ります。これらの野菜サラダ型でも野菜ジュース型でもどちらでもOrthoplastic山の頂きに到
達できます。
　それぞれの医師の力量と、置かれた状況とを考えて、自分で出来るところまでは野菜ジュー
スで行き、出来ないところは野菜サラダに切り替えることで、安全で質の高い再建外科医療を
提供できるようになります。整形外科医であれ、形成外科医であれ、現在の自分に足りない部
分を補填すればOrthoplastic surgeryを具現化出来るわけです
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上肢軟部組織欠損に対する有茎穿通枝皮弁を用いた再建
Pedicled Perforator Flaps for Soft Tissue Reconstruction in the Upper Extremity

○岡田　 充弘, 上村 卓也, 池田 幹則, 横井 卓哉
中村 博亮

大阪市立大学医学研究科　整形外科学教室

【目的】穿通枝皮弁は、主要動脈からの穿通枝のみで栄養されるため、筋組織を温存しながら
挙上が可能である。そのため、皮弁採取部の機能障害を抑えることができる。また、有茎皮弁
は血管吻合を要さず、遊離皮弁移植で懸念される術後循環障害を抑えることができる。有茎穿
通枝皮弁は、穿通枝皮弁と有茎皮弁の両方の利点を有している。今回、上肢軟部組織欠損に対
し、我々の有茎穿通枝皮弁を用いた再建症例を供覧し、手外科領域における有用性について検
討する。
【対象および方法】上肢軟部組織欠損に対して、有茎穿通枝皮弁を用いて再建を行った13例
（男性8例、女性5例）を対象とした。手術時年齢は23～78歳であった。軟部組織欠損部位は、
頸部・肩甲帯部が2例、肩関節部が2例、上腕部が1例、前腕部が2例、手部が2例、手指が4例で
あった。有茎穿通枝皮弁の種類と、移植方法、生着率及び皮弁採取部の処置や合併症について
調査をした。【結果】使用した血管茎は、内胸動脈、胸肩峰動脈、胸背動脈、後骨間動脈、橈
骨動脈、尺骨動脈、背側中手骨動脈、および指動脈であった。移植方法は、propeller flapが
10例、island flapが3例であった。1例のみ部分的に表皮壊死を起こしたが、他の症例は完全生
着した。皮弁採取部は2例で植皮を要したが、その他は縫縮可能であった。有茎穿通枝皮弁採取
による可動域制限等の機能障害はなかった。
【考察】有茎穿通枝皮弁を、様々な血管茎として利用し、propeller flapまたはisland flapで
移植することで、上肢軟部組織欠損を再建することができた。有茎穿通枝皮弁は皮弁採取部の
機能損失を抑えることができ、術後の血行も安定していた。有茎穿通枝皮弁は、上肢軟部組織
欠損再建に安全かつ有効であると考える。
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逆行性指動脈皮弁の成績
Result of Reverse Digital Artery Flap

○小平 聡, 福本 恵三, 菅野 百合, 加藤 直樹
村中 秀行

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】逆行性指動脈皮弁は当施設の児島によって開発された皮弁であり、指尖部欠損に有用
である。当施設の成績について述べる。【方法】指の長軸方向15～30mm程度の欠損が適応とな
る。指動脈や横連合枝に損傷があるものは適応外である。1998年から2013年までに手術を行
い、調査可能であった52例について、うっ血と対処、皮弁壊死に関する後ろ向き研究を行っ
た。年齢は16～75歳、罹患指は示指8例中指17例環指21例小指6例、経過観察期間は2カ月～112
カ月、平均15.3カ月、皮弁の大きさは12×18mm～25×30mm、形態は島状皮弁38例、皮膚茎皮弁
10例、静脈吻合皮弁4例であった。また術後6カ月以上経過観察可能であった症例のSWtest、PIP
屈曲拘縮について検討した。【成績】島状皮弁21例、皮膚茎皮弁7例でうっ血を生じ、18例で部
分抜糸、14例でヒルを使用したが、島状皮弁5例と皮膚茎皮弁4例に部分壊死を生じ
た。SWtestは、神経縫合無しが青8例紫6例赤4例、背側指神経縫合が青2例紫2例であった。15度
以上のPIP関節屈曲拘縮は33例中10例に生じ、最大40度であった。【結論】逆行性指動脈皮弁は
手外科医が習得すべき皮弁の1つである。うっ血を生じやすいため、血管茎周囲に脂肪組織を付
着させて拳上し、縫合時には血管茎や皮弁に緊張をかけないよう配慮するが、島状皮弁の多く
でうっ血を経験した。皮膚茎皮弁としても十分な効果は得られず、静脈吻合皮弁が有効であっ
た。知覚に関しては、神経縫合を行わなくても防御知覚は概ね保たれていたが、うっ血の高度
な症例で回復が不良であった。PIP関節屈曲拘縮を防ぐために近位指節皮線と交差する切開はさ
け、早期にリハビリテーションを行うが、3割で拘縮が生じており注意が必要であった。
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手外科における後骨間皮弁の有用性
Posterior Interosseous Flap for Soft Tissue Defects in Hand and Forearm

○矢島 弘嗣1, 村田 景一1, 河村 健二1, 面川 庄平2

小畠 康宣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】後骨間皮弁は主幹動脈を犠牲にせず、有茎で肘周辺あるいは手部まで被覆することが
可能な皮弁である。これまでの報告によれば、知覚皮弁や骨付き皮弁の有用性を強調している
ものもあるが、われわれは主に皮膚欠損の被覆手段として用いてきた。今回はその成績につい
て報告し、flesh cadaverを用いた皮弁挙上手技についても供覧する。【方法】本皮弁により再
建を行った症例は17例で、男性は13例、女性は4例であった。手術時年齢は4歳から68歳、平均
38歳であった。対象とした疾患は、挫滅創が9例、拘縮が5例、動静脈奇形、電撃症、橈尺骨癒
合症がそれぞれ1例ずつであった。皮弁を移植した部位は手背5例、第１指間6例、指5例、前腕
1例、肘1例で、皮弁の大きさは最小2x4cm、最大4x10cmで、皮弁採取部位は全例一時縫縮を行っ
た。15例は逆行性島状皮弁として、2例は順行性皮弁（１例は島状筋膜弁）として、1例は遊離
皮弁として移行した。【結果】１例は鬱血のため、2例は動脈の問題で壊死に陥った。この動脈
の問題とは、１例は電撃症のために血管損傷が手関節部付近まで及んでいたと推測され、１例
は後骨間動脈の解剖学的な問題でnon-reflowとなり壊死した。残りの14例は完全に生着した。2
例に術後後骨間神経麻痺が見られたが、2例とも自然に回復した（術後1ヵ月、3ヵ月）【結語】
後骨間皮弁は中等度の軟部組織欠損に対して有用な皮弁であったが、皮弁採取に際して後骨間
神経への注意が必要であった。そのためには最も近位の皮膚穿通枝を皮弁に含めないことが重
要であった。また皮弁の鬱血を防止するためには、血管束に筋膜を十分につけ、決して血管束
を裸にしないことが最大の解決法であった。
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有茎後尺骨動脈穿通皮弁を用いた手部外傷の治療経験
Usage of pedicled dorsal ulnar artery perforator flap for reconstruction of hand trauma

○五谷 寛之1,2, 佐々木 康介1,2, 田中 祥貴1, 矢野 公一1

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静岡理工科大学手微小外科先端医工学

（はじめに）　手部、前腕における高度挫滅等の軟部組織損傷症例においては初期治療後、瘢
痕のため腱癒着や神経周囲の瘢痕による機能障害が問題となる。これを防ぐために、初回手術
時や再建時にBecker、Gilbertらにより報告された後尺骨動脈を茎とする穿通皮弁を用いて腱、
神経組織を被覆して良好な成績を得ている。標本による穿通枝の検討も併せて報告する。（対
象及び方法）　臨床例：症例は15例で前腕、手背部に用いた。受傷機転は労災事故による挫滅
7、ヒートプレス3、鋭利損傷3、不全切断2例で、年齢は16から52（平均33）歳であった。受傷2
日以内に施行は6例で二期的再建、神経剥離例は９例であった。手術方法：小皮切を豆状骨より
２ｃｍ中枢の尺骨軸上に入れ、尺側手根屈筋を筋拘で引くと後尺骨動脈を確認できる。これは
３つに分枝するがその内、中枢に向かう上行枝が長く、これを確認後に皮弁デザインを決め
る。皮弁を回転させ、腱や神経を覆うように被覆した。３例では、皮弁内の静脈をレシピエン
ト側の皮静脈と吻合した。　標本における穿通枝の検索：保存標本8手において検索し
た。（結果）　臨床例全例において後尺骨動脈穿通枝を確認することができた。全例有茎皮弁
として使用し、７例はFascial flapであった。初回手術で使用したものは腱か神経のいずれか
の直上皮膚の血行が良くないか、欠損している症例であった。術後成績をChenの分類で評価す
るとGrade４が1、３が３、２が７、１は４例であった。標本ではBeckerの報告部位には8手で穿
通枝が存在した。それ以外にも中枢側に4手で穿通枝が存在していた。（考察及びまとめ）本法
は、有茎で手根管部から手背を含む手関節周辺の軟部組織欠損を被覆でき、主幹動脈を犠牲に
せずにすみ、手技も他の皮弁に比べ比較的容易な有用な手技と考える。
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手外科に必要な有茎皮弁：有茎腹壁皮弁について
Pedicled Abdominal Flap

○福田 憲翁1, 朝戸 裕貴1, 高田 悟朗1, 梅川 浩平2

菅 剛史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

手における広範囲の組織欠損創に対しては、加工のしやすさや機能的および整容的な結果を考
えると、血管柄付遊離皮弁移植術が第一選択になる。しかしながら、重度の外傷による欠損に
おいては、移植床となる血管の損傷や、受傷の緊急性、手術時間・人手の確保、といった観点
から、遊離皮弁術が選択できないことも多い。このような場合、古典的ではあるが短時間で確
実な組織再建が可能である、有茎の腹壁皮弁移行術が重要な選択肢となる。手外科医にとって
必要な手技の一つであるが、成書にも詳細な術式が記載されることは少ない。我々は、有茎腹
壁皮弁の役割・有用性を重視し、施行する上でのポイント、注意点、応用法を研究している。
2006年4月から2013年9月までの間で10例10肢に有茎腹壁皮弁移行術を施行した。内訳は男性
7例、女性3例、年齢は6から62歳（平均42.7 歳）であった。移行期間は平均27日であり、皮弁
切離、修正術・減量術を含めた平均手術回数は3.6回であった。移行術からの術後観察期間は平
均870日であった。1例で皮弁の壊死をきたし再移行を必要とした。
有茎腹壁皮弁移行術は古くから知られる術式であるが、画一的なものではなく、個々の症例に
応じてプランニングをしなくてはならない。しかし、共通するポイントとしては、可能な限り
薄い皮弁とする、指間部はゆとりを持ったデザインを心がける、切離の順序・部位をあらかじ
め考慮して初回のデザインを行う、donor siteの閉鎖は皮弁基部を締め付けぬ様にずらしなが
ら縫合することなどが特に重要である。腹壁皮弁の特徴として、皮膚・脂肪が厚くボリューム
が過多になりがちであるが、計画的に修正術・減量術を行うことにより機能的、整容的に満足
する結果が得られる。
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2-1-P5-5

上肢感染性皮膚欠損に対する有茎皮弁の有用性
The efficiency of pedicled skin graft for infectious skin defect at the upper limb

○安部 幸雄

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】上肢は外傷を受けやすく不幸にして皮膚欠損を伴う感染症を併発した場合は種々
の有茎皮弁が有用である．今回当科での治療経験について報告する．【対象】症例は22例，男
性15例，女性7例，年齢25歳～81歳，平均61歳であった．部位は手指13例，手関節2例，前腕
2例，肘3例，上腕2例であった．対象とした感染性皮膚欠損とは，創より培養にて菌を検出した
もの，あるいは菌が検出できなくても治療経過中排膿を認め，病理にて慢性炎症の所見を確認
したもので，皮弁でなくては創閉鎖が不可能であった症例とした．原因疾患は骨折6例，腱損傷
を含めた開放性軟部組織損傷6例，化膿性腱鞘炎2例，犬猫咬傷2例，他は再接着後，熱傷，打
撲，人工肘関節置換術後，自殺企図後の上腕 compartment 症候群，爪白癬，各1例であった．
術前に起炎菌が判明したのは14例でその種類はMRSA，表皮ブ菌，緑膿菌など多種多様であっ
た．骨髄炎を3例に合併し，肘の1例はTEA後の MRSA 感染であった．【結果】施行した皮弁は，
手指：逆行性中手動脈皮弁5，kite flap 4，隣接指からの動脈皮弁2，Littler 法 2，手関節：
逆行性橈側前腕皮弁 2，前腕，肘：逆行性外側上腕皮弁 5，上腕：有茎広背筋皮弁2 であっ
た．追加手術として上腕骨感染性偽関節に血管柄付き腸骨移植を，人工肘関節術後感染ではイ
ンプラントの抜去，再置換を行った．人工肘関節例のみ現在も治療中であった．その他の例で
は皮弁移行後速やかに炎症は消褪した．【考察】上肢感染性皮膚欠損はしばしば深部組織感染
も合併し難治性となることもあるが，幸い上肢には各種の有茎皮弁が多数デザインできる．穿
通枝皮弁を含めた有茎皮弁は上肢の各所から拳上でき感染の制圧と機能改善に有用であった．
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2-1-SL2

腱剥離術、腱移行術への局所麻酔の利用
Flexor or extensor tenolysis and tendon transfers under local anesthesia

○吉津 孝衛

新潟手の外科研究所

挫滅手あるいは末梢神経障害手の治療は難しく、その最終目標の設定も患者・医師それぞれの
立場があり一定のルールはない。多くの場合、腱剥離術あるいは腱移行術が手術による最終療
法となるが、その成績は必ずしも予定したほど良好とはいえない。手術適応、手術法選択、リ
ハビリ、例えば全身麻酔では術中の判断への確信が不明など、多くの原因が考えられる。今回
は腱剥離術、腱移行術の術中の問題点を、動画を中心に現在までの経験を考えたい。
麻酔：自動運動の確認が多くの疑問の解決となるため、局所麻酔の利用が良い。局麻薬による
指神経ブロック、手関節以遠での内在筋の麻痺発生が多少問題となるが、外在筋が中心の手術
であるため手関節ブロックでもあまり問題にはならない。前腕、手掌、手背の軟部組織へはエ
ピネフリン加局麻薬の利用で可能となる。空気止血帯使用には時間制限があるため、速やかな
技術が求められる。
腱剥離：屈筋腱側では、挫滅あるいは出血による癒着が思いがけない部位にまで波及している
ことが多い。自動運動を確認することで解決できる。A4腱鞘、滑走面、浅指屈筋腱などの処置
や脂肪筋膜弁の利用も重要な点となる。伸筋腱側はMP関節以遠が最も問題となる。解剖学的特
長が逆に欠点となりやすい指伸展機構と外在筋腱との兼ね合いや、腱切除部位などの取捨選択
が難しい。再癒着が避け得ないことが多いため、脂肪筋膜弁の利用価値が高い。
腱移行：骨への操作がない方法が主に適応となる。need、availableの関連を重視するが、本来
移行の目的は移行後の手のバランスをとることであり、解剖学的に正常にすることではない。
共同筋の利用、単純な手術法の選択を考慮し、さらに術後の腱周囲の瘢痕形成に配慮し、移行
筋の力を減じないようにする。拮抗筋にも異常がある時は特に移行筋のpotential amplitude、
張力を自動運動で確認し、バランスをとることが大切となる。術後はいずれの場合でも、必要
ならばできるだけ早期自動運動へともっていくことが望ましい。
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2-1-P6-1

multistrand suture後に早期自動運動療法を行ったZone IIの屈筋腱損傷
症例の治療成績

Outcomes of the Flexor Tendon Suture in Zone II with Multistrand Suture and Early Controlled Active

Mobilization

○今谷 潤也, 森谷 史朗, 前田 和茂, 桐田 由季子

岡山済生会総合病院　整形外科

【目的】屈筋腱損傷に対する腱縫合法としては強固な初期固定性が得られるmultistrand
suture法が主流となってきている．また術後早期より患指の自動屈曲・自動伸展を中心とした
リハビリテーションを行う早期自動運動療法(以下EAE)の良好な治療成績も散見される．今回我
々は，multistrand suture後にEAEを行ったZone IIの屈筋腱損傷症例の治療成績を検討したの
で若干の考察を加えて報告する．【対象及び方法】対象症例は28例30指で，年齢は18から76才
（平均37.2才），示指が10指，中指が4指，環指が6指，小指が10指であった．屈筋腱縫合の方
法は，深指屈筋腱については全例，吉津らが報告した6 strands suture法である吉津１法を用
いて縫合した．原則的に新潟手の外科研究所方式を一部改変したプロトコールを用いて，術後
翌日よりrubber band tractionを用いたKleinert変法（伸展制限下の自動伸展・他動屈曲運
動）に加え自動屈曲運動を開始した．術後約４週目よりrubber band tractionを除去し，５週
目よりブロッキング訓練等を追加した．治療成績は％TAMおよびStricklandの評価法を用いて検
討した．【結果】術後６週で外傷により再断裂をきたした症例が１例あったが，％TAMは81.0か
ら100％（平均90.4％）で優17指，良12指，可1指，Stricklandの評価法では51.4％から100％
（平均87.8％）でも，優18指，良11指，可1指であった．【結論】古くはno man’s land とも
呼ばれたZone IIの屈筋腱損傷例に対して，吉津１法を用いて腱縫合法を施行した後，EAEを行
った症例の治療成績は良好であった．本法は挫滅の著しい症例や非協力的な患者などでは困難
であるなど適応の限界はあるが，屈筋腱腱縫合後の運動療法として極めて有用である．
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2-1-P6-2

深指屈筋腱皮下断裂に対する隣接指への腱移行と減張位早期運動療
法の試み

Tension Reduced Early Mobiliation for Flexsor Tendon Rupture

○加地 良雄, 中村 修, 山口 幸之助, 山本 哲司

香川大学　医学部　整形外科

【目的】深指屈筋腱（FDP）皮下断裂の治療には橋渡し腱移植や浅指屈筋腱を用いた腱移行など
が用いられるが、myostatic contractureや腱滑動距離の違いから十分な可動域が得られないこ
とも多い。減張位早期運動療法は主に伸筋腱断裂例に行われるが、屈筋腱断裂例に行った報告
は少ない。我々はFDPの皮下断裂に対し隣接指への腱移行と減張位早期運動療法による治療を試
みてきており、今回その治療成績と問題点を報告する。
【方法】対象はFDP皮下断裂に対し本法を行った13例（男7例、女6例）で手術時年齢は平均
65（31～80）歳であった。断裂原因は有鉤骨鉤部での摩擦7例、指の伸展強制2例、橈骨遠位端
骨折後の変形治癒2例、関節リウマチ1例、特発性1例であった。罹患指は小指7例、示指3例、環
小指2例、示中指1例であった。手術は患指の断裂したFDPを隣接指のFDPに移行した。術後は患
指に隣接指をoverlapさせてテーピング固定を行うことで減張位とし、手術翌日より自動可動域
訓練を行った。
【結果】最終観察時、平均可動域はMP関節88.7°（78～105°）、PIP関節90.3°（70～
115°）、DIP関節52.6°（20～70°）であった。％TAMの平均は90.5（78～100）％で、日手会
機能評価は優10例、良3例であり、良のうち2例は複数指損傷例であった。問題点は示中指損傷
例で示中指の独立運動が障害され、また1例で腱を移行した隣接指の軽度伸展制限を認めた。
【考察】今回の結果において、単独指のFDP断裂例では治療成績が良好で本法の良い適応と考え
られた。複数指損傷例では今後症例を重ね、他の術式との比較を行う必要があるが、本法は非
常に簡便で、特殊な装具も必要としないこと、自動訓練が可能で腱の滑動に有利なことから、
今後FDP断裂に対する治療法の一つになり得ると考えている。
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2-1-P6-3

手指陳旧性屈筋腱断裂に対する足趾屈筋腱を用いた腱移植と早期運
動療法の経験

Flexor tendon grafting to the hand using the intrasynovial donor tendon, and early active motion therapy

○大井 宏之, 神田 俊浩, 向田 雅司, 鈴木 歩実
小野 真平

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】陳旧性屈筋腱断裂に足趾屈筋腱を用いた滑膜内腱移植術を行い、術後は早期自動屈伸
訓練を行ったので報告する。【対象・方法】対象は5例5指である。内訳は男性4例、女性1例。
母指1指、示指1指、中指2指、小指1指。年齢は平均46歳（36-59）。二段階腱移植術が2指であ
った。いずれも第2趾屈筋腱をドナーとし、遠位は末節骨に縫着した。近位は編み込み縫合をお
こなった。術後は伸展制限用の背側副子を装着し、新鮮屈筋腱断裂例と同様の早期自動屈伸訓
練をおこなった。術後評価は％TAM（日手会）と術前の自動伸展と他動屈曲可動域にどれだけ近
づけたかを術後達成度（％）として評価した。【結果】二段階腱移植術の示指1例で、術後3週
までは自動屈伸可動域は非常に良好であったが、その後感染を併発し再断裂した。それ以外の4
指の％TAMは平均90.0％（78.5-100）となった。母指と二段階腱移植術を行なった中指1指が
Good (85%, 78.5%)で、中指と小指はExcellent (100%, 95.1%)であった。術後達成度は92.3％
（80.6-97.9）であった。足趾の機能障害を訴えた例はなかった。【考察】屈筋腱腱移植術は、
移植腱は長掌筋腱もしくは足底筋腱をもちいるのが一般的であるが、どちらも滑膜外腱で滑膜
内腱とはその性状や強さなどの違いがある。Leversedgeらは、滑膜内腱移植を行うことで、従
来の方法と比べ術後の腱剥離術が少なかったことから、腱の癒着が少ないことを報告した。い
ままで演者らは滑膜外腱移植術での縫合法や運動法を工夫することで成績を向上させてきた
が、移植腱に足趾屈筋腱を用いることでよりスムーズに訓練の導入ができるものと考えてい
る。またドナーには同様の性状をもつ足趾屈筋腱を用いる方が理にかなっていると考えてい
る。

S389



2-1-P6-4

PIP関節背側脱臼骨折後に深屈曲が阻害される病態の解析
Motion analysis of the proximal interphalangeal joint after dorsal fracture-dislocation injury

○齊藤 晋1, 鈴木 茂彦1, 石川 浩三2, 鈴木 義久3

山中 浩気2

1京都大学　医学部　形成外科, 2大津赤十字病院形成外科/手外科

3田附興風会北野病院形成外科

【背景】PIP関節背側脱臼骨折では不安定型に対して関節面の適合を目標とした多彩な整復固定
法が開発され、一方安定型では再脱臼を阻止し早期自動運動を行う治療が推奨されてきた。し
かし現在でも多くの患者は遷延する腫脹や疼痛に悩み、生理的可動域を完全に取り戻すことが
できない。我々はPIP関節掌側板の運動生理を研究し、その運動不全が関節全体の運動に影響す
る理論を報告した。今回PIP関節背側脱臼骨折後の病態を解明すべく、超音波による運動解析を
行った。【対象と方法】対象は2008-2012年までにPIP関節背側脱臼骨折の治療経過中に超音波
検査を施行した患者のうち、18歳以上の12例13指とした。7指に観血的治療が、6指に保存的治
療が行われた。手術はA3を温存し副靭帯を切離しない掌側展開で骨片を鋼線固定した。後療法
は伸展制限下に自動屈伸を奨励し、伸展制限は段階的に緩和し3週で制限解除した。超音波検査
は10週前後に施行し、その際関節症状と可動域を記録した。リニア型高周波探触子を用いて約0
-70°の関節運動での掌側板の運動をシネで記録し、掌側板の軌跡と舌部の回転の関係について
コンピュータ解析した。【結果】PIP関節の平均可動域は-13/87（伸展/屈曲）で健側と比較す
ると12°屈曲が不足していた。全例に背側のつっぱりもしくは掌側のつまり感の症状があっ
た。運動解析では掌側板遠位の掌側方向の移動性が減少し、小さな掌側骨片を有する症例では
骨片が掌側板と癒着し屈曲で掌側板へ陥入する所見が認められた。他動屈曲時は陥入がさらに
顕著となった。【考察】特に安定型で脱臼を伴うものでは側副靭帯と副靭帯の移行部に断裂が
生じる。掌側板の掌側移動の減少は靭帯損傷部の可動性の低下に起因し、掌側骨片の癒着に伴
う舌部の生理的回転の喪失とともに、深屈曲を阻害する一因と推察された。
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2-1-P6-5

橈骨遠位端関節内骨折において治療成績を予測する因子
Factors affecting outcome of intra-articular distal radius fractures.

○山崎 宏, 佐々木 純, 橋本 瞬

相澤病院　整形外科

【背景】橈骨遠位端骨折においては成績不良が予測される患者に重点的に後療法を行うことが
必要である.【目的】術後の治療成績を予測する因子を求める.【研究デザイン】横断研究
【対象】関節内骨折に掌側プレート固定術を行った70例. 後療法は12週のプロトコールで行っ
た.【方法】多重ロジスティック回帰分析から予測因子を求めた.目的変数は術後24週での成績
不良例すなわちDisabilities of the Arm, Shoulder and Hand(DASH)が10点以上の症例とした.
術直後,術後6週,術後12週の時点で予測するために, 説明変数を3つの階層に分けて分析した.
術直後では患者因子(年齢,性別,利き手受傷,骨折AO分類,手根管症候群等の合併症)と骨折整復
因子(Ulnar variance, Radial inclination, Volar tilt, Gap, Step)とした. 6週と12週では
その時点での後療法因子(握力,可動域,痛みの自己評価)とした.【結果】術直後での予測因子は
年齢と合併症の有無であった.高齢になるほど成績が劣っていた(回帰係数β:0.07, 標準偏差
SE:0.03, P=0.006).合併症は有意では無かったが予測因子の候補であった(オッズ比OR:3.3,
95%信頼区間CI:0.8̃13.5, P=0.09) .骨折整復因子では予測因子は無かった.術後6週での予測因
子は痛みであった.痛みが強いほど有意(OR:2.2, 95%CI:1.2̃3.8, P=0.007)に成績が劣ってい
た.術後12週での予測因子は握力であった.握力が弱いほど有意(β:-0.04, SE:0.02,P=0.02)に
成績が劣っていた.【考察】主観評価(24週でのDASH)の成績予測因子は,高齢,合併症,6週での痛
み,12週での握力低下であった.高齢者,合併症を併発した例,痛みや握力の回復が悪い症例に対
して重点的に関わる必要があると思われた.

S391



2-1-S6-1

内視鏡下手術で観察した狭窄性腱鞘炎の病態と発生原因の検討
Endoscopic Tendon Sheath Release Reveals Mechanism of Trigger and Stiff Fingers

○仲尾 保志

元赤坂クリニック

【目的】手指の腱鞘炎は、小さな切開で手術を行うため、肉眼的観察に基づく病態の検討は十
分になされてこなかった。今回我々は、内視鏡下手術において、A1 pulley前後の3～4cmにわた
る病態を観察し、罹患指における発生原因の違いについて検討した。【対象と方法】2011～13
年にかけて内視鏡手術を行った腱鞘炎277例（女208例、男69例、手術時平均年齢60.4才）335指
の内訳は、母指132、示指38、中指126、環指29、小指10であり、このうち2指節の母指と3指節
の中指について、臨床所見と内視鏡所見（滑膜性腱鞘や腱上滑膜の有無）、要した手術処置、
術後経過を比較した。【結果】母指では、肥厚した滑膜性腱鞘をA1 pulleyの中枢に認めたもの
は8指（6%）、腱上に滑膜が付着していたものは3指（2％）にすぎず、そのため129指（98％）
でA1 pulleyのみの切開でバネ現象や可動域障害は消失した。また予後も良好で、通院期間は術
後1週以内が76％、2週以内が88%と短かった。一方中指では、肥厚した滑膜性腱鞘を88指
（70％）、腱上の滑膜付着を32指（25％）に認めるなど病態は多彩であり、スムーズな屈筋腱
の滑走がA1 pulleyの切開のみで獲得できたものは30指（24％）にすぎず、加えて滑膜性腱鞘
（88指70％）や手掌腱膜（22指17％）の切離が必要であった。またそれらを行っても、PIP関節
の拘縮や指のこわばりなどを愁訴として治療が長引くことが多く、通院期間は49%で1ヵ月以
上、22%で2ヵ月以上、13%で3ヵ月以上を要した。【考察】2指節の母指と3指節の中指では、A1
pulleyの絞扼や滑膜性腱鞘の肥厚、屈筋腱上の滑膜増生などの病態が異なっていた。これまで
示～環指の3指節指では、母指に比べて臨床症状が多彩で術後も治療に時間を要することを認識
していたが、その原因はこれら病態の違いに起因する可能性が示唆された。
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顕微鏡下腱鞘切開術からみたばね指の病態像について
Pathogenesis of the snapping finger through microscopic surgery

○大井 宏之, 神田 俊浩, 向田 雅司, 鈴木 歩実
岩田 勝栄

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】ばね指に対して顕微鏡下で従来の腱鞘切開術を行い、その病態像を考察したので報告
する【対象・方法】対象は母指を除く48指である。女性38指、男性10指であった。示指1指、中
指28指、環指17指、小指2指であった。手術には顕微鏡を用いるが、腱鞘切開の方法は局所麻酔
下に従来の手術法と同様におこなった。【結果】腱鞘切開の範囲は、全例A1 pulleyまでにとど
まり、A2 pulleyまで腱鞘切開を加える必要は無かった。症例はおおよそ次の5つに分類でき
た。１）滑膜炎が主体で腱鞘の肥厚は比較的軽いもの（滑膜炎型）：5指、2）滑膜炎があり腱
鞘の肥厚が強いもの（滑膜炎腱鞘肥厚型）：20指、3）滑膜炎は軽く腱鞘の肥厚が強いもの(腱
鞘肥厚型)：16指、4）腱鞘の肥厚が著しく、屈筋腱表面の毛羽立ちがみられるもの（屈筋腱変
性型）：2指、5）どの分類かわからないもの（分類不能型）：5指であった。術前にばね現象が
ないものは滑膜炎型か滑膜炎肥厚型にしかなかった。しかしながら術前の屈曲可動域、PIP屈曲
拘縮の程度、術後の症状経過・PIP屈曲拘縮発生などは、この分類とほとんど関係が見られなか
った。滑膜切除をしないとばね現象がなくならない症例が滑膜炎型と滑膜炎腱鞘肥厚型の2指に
みられた。【考察】顕微鏡下でばね指の腱鞘や滑膜炎の状態をみると、滑膜炎と腱鞘の肥厚の
程度からみると便宜的にある程度の分類は可能であるが、滑膜炎や腱鞘肥厚の具合は千差万別
である。腱鞘炎の程度や腱鞘肥厚の程度が、術前の症状や術後の回復などにかならずしも結び
つくものでなく今後さらなる検討を重ねて行きたい。
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屈筋腱狭窄性腱鞘炎(ばね指)に対する低用量トリアムシノロンは効
果があるか？

The efficacy of low dose Triamcinolone acetonide for trigger fingers

○田中 利和1, 小川 健1, 中谷 卓史1, 谷口 悠2

落合 直之1

1キッコーマン, 2筑波大学　臨床医学系整形外科

【目的】ばね指に対するトリアムシノロン投与は効果がある反面、注射後の腱鞘や腱の断裂の
副作用が報告されている。今回我々はトリアムシノロン2ｍｇ投与が狭窄性腱鞘炎に効果がある
か、4ｍｇ投与群との前向き試験を行った。
【方法】2006年4月より2013年9月30日までに当院にばね指で通院した584人897指中、注射後3か
月以上の経過観察可能な患者471人721指を対象とした。2011年6月1日以前はトリアムシノロン2
ｍｇリドカイン溶液を1cc患指に注射（2ｍｇ群）、後はトリアムシノロン4ｍｇリドカイン溶液
を同様に患指に投与(4ｍｇ)した。施行後3か月以上経過例に対して、直接または、電話による
全数調査を行った。2009年2月19日～7月13日のトリアムシノロン供給停止の際の代用薬使用者
は除外した。今回の研究に対しては病院倫理委員会の承認を得ている。統計学的検討はχ2検定
を使用しp＜0.05を有意差ありとした。
【成績】2ｍｇ投与群は224人356指で、男94女262指、右184左172指、部位は母指109、示指31、
中指143、環指60、小指14指、4ｍｇ群は247人365指で、男111女255指、右207左159指、母指
124、示指32、中指126、環指76、小指9指であり、また、単指罹患例、複数指罹患例も両群間に
有意差はなかった。初回投与後3か月時の症状改善は、2ｍｇ群294指（79.0％）4ｍｇ群315指
（83.5％）と有意差はなかった。3か月以後の再発は、2ｍｇ群185指（52.0％）4ｍｇ群145指
（40.7％）、2ｍｇ群の再発後注射回数は407回平均2.2回（1～7回）、4ｍｇ群は199回平均1.4
回（1～4回）、手術は2ｍｇ群61指、4ｍｇ群37指と、再発、手術件数、再発後注射回数は有意
に4ｍｇ群で少なかった。
【結論】4ｍｇ群は2ｍｇ群と比べ、3か月後の改善は同様に得られているが、再発数、手術数、
再発後の投与回数が有意に少なかった。
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手指狭窄性腱鞘炎に対する超音波ガイド下ステロイド注射の効果-腱
鞘内と腱鞘外注射の比較-

Effectiveness of ultrasound-guided triamcinolone injection for the treatment of trigger fingers -

Comparative study between intrasheath injection and extrasheath injection-

○四宮 陸雄, 砂川 融, 中島 祐子, 川西 啓生
越智 光夫

広島大学　医学部　整形外科

【目的】手指狭窄性腱鞘炎に対する超音波ガイド下腱鞘内と腱鞘外ステロイド注射の効果を比
較検討する．
【方法】加療歴のない中指もしくは環指の手指狭窄性腱鞘炎患者に対し，超音波ガイド下腱鞘
内ステロイド注射を施行した15名16指(以下，I群)と腱鞘外注射を施行した10名14指
(以下，E群)を対象とした．注射は平行法で行い，I群はA1プーリー(以下，A1)下の腱鞘内へ，E
群はA1掌側の腱鞘外へ注射した．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．注射前と注射後1か月で，痛み，弾発現象，PIP関節可動域制限について2群間で比較
し，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の変化をそれぞれの群内
で比較検討した．
【成績】注射により罹患指の痛みはI群60%，E群64%で消失し，両群間の消失率に有意差はなか
った．弾発現象は両群ともに67%で消失した．PIP関節可動域制限はI群では81％で消失した
が，E群では54%に留まり2群間の消失率に有意差を認めた．特にI群では注射前に認められた屈
曲制限が注射後全例で消失したのに対し，E群では半数近くで残存していた．超音波で計測され
たI群の A1・屈筋腱の厚みについては，注射後1か月で，それぞれ有意に減少していた．一
方，E群ではA1の厚みは有意に減少していたが，腱の厚みは注射前後で有意差を認めなかった．
【結論】】手指狭窄性腱鞘炎に対する注射療法では，痛みや弾発現象に対しては腱鞘内への注
入が必須ではない可能性が，PIP関節の可動域制限の改善には確実な腱鞘内注入の必要性が示唆
された．腱鞘外注射では腱鞘内注射と比べ屈筋腱に対するトリアムシノロンの作用が弱くなる
ため，その膨化が病態の一つとされるPIP関節可動域制限例には適さないと考えられた．
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手指ばね指腱鞘切開後のPIP伸展制限の検討
Restriction of PIP Joint Extension after Trigger Finger Release

○近藤 幹朗, 高原 政利

泉整形外科病院

【目的】手指ばね指の手術後にPIP伸展制限がしばしばみられる。演者らはA1 pulley切開後に
PIP伸展制限が残存する場合にA2 pulleyの部分切開を追加した。この効果について検討し
た。【方法】対象は母指を除く手指ばね指に腱鞘切開を行った63例78指（過去13か月間の連続
症例）。手術時年齢は平均63.2歳（38～85歳）、男性28例、女性35例。罹病期間は平均15.9か
月（1～84か月）。罹患指別は示指3指、中指49指、環指23指、小指3指。術前PIP伸展制限は平
均11.1度（0～45度）。全指のA1 pulleyを切開し、A2 pulleyを追加切開したのは14指（部分切
開が13指、全切開が1指）であった。経過観察期間は平均3.7か月（1か月以上は69指）。術前の
重症度分類、術中所見、術後疼痛の残存、伸展可動域制限を調査した。A2を切開していない例
を1群、A2追加切開例を2群として比較した。【結果】重症度分類、術中所見、術後疼痛に1、2
群間で有意差はみられなかった。PIPの伸展制限は術前／術直後／1か月／3か月で平均10.8度
（0～45度）／2.5度（0～40度）／4.8度（0～35度）／1.7度（0～30度）であり、1群では8.0度
／1.3度／2.3度／1.1度、2群では23.7度／8.1度／13.4度／8.5度であった。1群、2群共に術後
有意に改善したが、術後の伸展制限は2群の方が有意に大きかった。術後1か月で20度以上の伸
展制限は7指にみられ、術前の伸展制限が20度以上で有意に多く、1群では3指5.4%、2群では4指
28.5%であり2群に有意に多かった。ただし、A2全切開例では術後伸展制限は早期に消失し
た。【考察】今回の術式では術後有意に伸展制限が改善したが、術前伸展が20度以上の24%に術
後1か月で20度以上の伸展制限を認め、全切開した例では制限がなかった。術前の伸展制限が20
度以上みられる場合はA2の全切開の追加を考慮する必要がある。
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手指ばね指術後のPIP関節屈曲拘縮の予防のための後療法
Postoperative rehabilitation for trigger fingers to prevent flexion contracture at the PIP joint

○草野 望

富永草野病院　整形外科

【目的】手指ばね指ではA1腱鞘(A1)切離後にバネ現象は消失してもPIP関節(J)の屈曲拘縮と痛
みが残存する例があり、特に術前の高度拘縮例に多い。この拘縮の主因はA2腱鞘(A2)下の浅指
屈筋(FDS)腱腱裂孔部での深指屈筋(FDP)腱の遠位への滑動制限と考え、FDP腱の滑動を促す後療
法を行った。今回その成績を報告する。【方法】対象は2011年1月から2013年7月までの腱鞘切
開例中、術前にPIPJの屈曲拘縮を有した27例30指(平均64歳)で、示中環指各1, 21, 8指であっ
た。術式はA1の全切離を行ったが、A1切離後もPIPJの屈曲拘縮が残った2指にA2の全切離と拡大
術を各1指に併用した。術翌日、訓練前に屈曲拘縮の病態把握のため，MPJ・DIPJ最大屈曲下に
PIPJを他動伸展し関節自体の拘縮の有無を確認、次にMPJを他動伸展、最後にDIPJを他動伸展し
FDP腱の滑動性を確認した．後療法は自他動運動に加え、上記手技も行った。評価：術翌日の
PIPJ伸展角（記載指16指）と上記手技の所見を検討した。また術前のPIPJ屈曲拘縮の程度によ
りA群(1-14°、13指、平均-7.1°)、B群(15-29°、8指、平均-18°)とC群(30°～、9指、平均-
37.3°)に分け、PIPJ伸展角を最終時(57.7日)で群間比較、また術後1, 2, 4週と最終時で群内
比較した。【結果】術翌日のPIPJ伸展角の平均は-33.1°と術中より悪化、上記手技で関節自体
の拘縮は無く、DIPJ他動伸展時に抵抗と痛みを28指に認めた。A,B,C群の1, 2, 4週,終了時の平
均PIPJ伸展角は、-0.2, 0, -0.2, -0.5、-4.4, -2.5, -3.4, -4, と-7.4, -6.1, -6, -5.8で、
終了時の有意差はAC間で認め、AB間、BC間には無かった。各群とも各時期に有意差はなかっ
た。【結論】術前の高度屈曲拘縮例でもPIPJ伸展角は術後早期から良好に改善した。また術後
早期のFDP腱の滑動制限がPIPJ屈曲拘縮に進展する可能性が示唆された。
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本当に腱鞘炎？―鑑別を要した母指種子骨障害の臨床的検討―
Treatment of disorders of The Thumb sesamoids

○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】手の腱鞘炎は日常遭遇する事の多い疾患の一つであり、症状も軽微なものが多い事か
ら、安易に診断や治療が行われやすい。今回、我々は母指腱鞘炎との鑑別を要した種子骨障害
の症例を、臨床的に検討したので報告する。【対象と方法】対象は25例25指で、20例に対して
は保存的治療を、症状の改善しなかった4例には種子骨摘出術、1例に腫瘤切除術を行った。種
子骨摘出術はintrinsic muscleのbalanceを考慮し、全例両側の種子骨を摘出した。観血的治療
を行った5例の内訳は女4例、男1例、年齢は32歳から59歳、平均46.6歳である。摘出した種子骨
は、全ての症例で種子骨の関節軟骨に関節症変化を認め、3例は中手骨顆部の関節軟骨にも関節
症変化が見られた。治療歴のある症例は前医で腱鞘炎の診断により、ステロイド剤の腱鞘内注
入を数回受けていた。これらの症例に対して外傷歴の有無、臨床所見の特徴、X線学的検討など
を行った。【結果】外傷歴のあるものは、いずれも軽微な外傷であり、骨折や靱帯損傷などは
見られなかった。臨床所見でsnappingやlockingなどの症状は見られなかったが、全例種子骨に
圧痛を認めた。また、種子骨に圧迫を加えながら、MP関節を屈曲させると強い疼痛を誘発した
（sesamoid compression test）。単純X線およびCT所見では分裂種子骨、基節骨顆部周囲の石
灰化陰影、subsesamoid jointの関節症変化などが見られた。保存的治療は、主に外固定やステ
ロイド剤の関節内注射などを行い症状は改善したが、観血的治療を行った症例においても治療
成績は良好であった。【考察】種子骨と腱鞘の圧痛点は近く、鑑別が困難な場合も多い
が、sesamoid compression testは、腱鞘炎との鑑別を要する種子骨障害を診断するのに、極め
て有用で簡便な検査である。
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舟状骨骨折の骨接合術後の骨癒合形態の検討
Natural history after the surgery of scaphoid fractures

○三竹 辰徳1, 建部 将広1, 田中 健司1, 浦田 士郎1

中尾 悦宏2

1安城更生病院　整形外科, 2中日病院　名古屋手外科センター

【目的】舟状骨骨折の治療経過中に一時的に骨吸収像が出現したものの、疼痛もなく癒合に向
かう症例をしばしば経験する。本研究の目的は、舟状骨骨折の術後の骨癒合形態の特徴を調査
し、日常臨床に反映することである。
【対象と方法】骨移植を要せず骨接合手術を行い、12週以上追跡調査可能であった舟状骨骨折
31例を対象とした。男性30例、女性1例、手術時平均年齢は30歳（14～58歳）、経過観察期間は
6か月（3～11か月）であった。骨折形はdorsal type20例、volar type9例、proximal pole2例
であった。単純X線にて術直後より骨折線の幅が拡大したものを骨吸収像ありと定義し、術後
2週、4週、8週、12週に評価した。また、スクリューの緩みの有無と骨癒合を検討し、手関節の
アライメントも評価した。
臨床評価項目は最終診察時の関節可動域、握力、Hand20とした。
【結果】術後に骨吸収像を認めたものは11例（dorsal type7例、volar type3例、proximal
pole1例）であった。術後8週までに最も骨吸収像が目立つようになったがスクリューの緩みは
認めず、術後12週までに全例で骨癒合を得た。手関節のアライメントが悪化した症例はなかっ
た。
最終診察時の掌背屈可動域は119±38°、回内外可動域は160±11°、握力健側比が84±20%であ
った。Hand20についても3.8±7.7点であり、良好な成績であった。骨吸収像を認めた11例を
A群、認めなかった20例をB群として比較したところ、A群では掌背屈100±42°、B群では132±
31°であり、統計学的有意差を認めた。回内外、握力に関しては有意差を認めなかった。
【考察】舟状骨骨折は術後に骨吸収像を認めることがあり注意を要する。本研究では全例で良
好な治療成績を得たが、31例中11例に骨吸収像を認め、掌背屈可動域が少なかった。これは後
療法を慎重に行った結果ではないかと考えた。
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中学、高校生における舟状骨偽関節治療の問題
Treatment of Scaphoid Nonunion in Teenage

○横井 達夫1, 野々村 秀彦1, 濱田 和1, 河村 真吾2

鈴木 康3

1岐阜県総合医療センター　整形外科, 2岐阜大学　医学部　整形外科

3岐阜県立下呂温泉病院

【目的】当院における18歳以下の舟状骨骨折例を検討したところ、22例中14例が、偽関節手
術、骨移植を必要とした症例であった。初回治療で半数以上の症例が陳旧例とは他の外傷では
あり得ないことと思われる。偽関節にいたった背景、および術後経過を検討し10歳代舟状骨骨
折の診断、治療の問題点を報告する。
【対象と方法】2007年9月より2013年8月まで当科で手術を行った18歳以下の舟状骨骨折手術22
例のうち、Herbert分類CまたはD1.D2に相当すると判断された14例について、術前経過、手術方
法と、骨癒合期間、臨床成績について検討した。
【結果】13例が男性で、いずれも部活動など活発なスポーツ活動をしていた。受傷、受傷と思
われるエピソードから手術まで平均309日（56日～952日）を要していた。このうち、受傷直後
に医療機関を受診していたが捻挫との診断例2例、保存的治療５例、初回手術失敗例2例、まっ
たく受診していなかった例５例であった。手術方法は血管柄付骨移植を行った1例を除きDouble
thread screwを内固定に用い、遊離骨移植を行った。最終的には、1例を除き骨癒合が得られ
た。期間は平均109日（41日～299日）であった。橈骨遠位端骨端線が開いていた例では平均
75日、すでに閉じていた例では125日だった。再手術を行った1例に可動域制限を残した。
【考察】若年者舟状骨骨折は症状が軽微のためか、医療機関を受診しない、あるいは見逃され
ていた例が半数を占めていた。患者の大多数はスポーツ活動を行っており、中学、高校の現役
期間は短く、練習、試合を休むことに抵抗があったかと推測されるが、偽関節に陥った際の治
療期間を考えると、早期発見を教官、指導者に啓蒙することが必要である。また、なるべく短
い期間で治療を終了すべく、確実な手術が求められる。
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舟状骨偽関節と手根靭帯断裂についての検討
Radiological and arthroscopic assessment of scaphoid nonunion and scapholunate instability

○建部 将広1, 平田 仁2, 浦田 士郎1, 田中 健司1

1安城更生病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

2名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】舟状月状骨間靭帯断裂と舟状骨骨折はその発生メカニズムからはほぼ同一であり、合
併することは少ないと考えられてきたが、近年舟状骨骨折と舟状月状骨間靭帯損傷の合併の報
告が散見される。今回我々は舟状骨骨折偽関節の症例に対し、関節鏡検査を行い、靭帯損傷の
合併の有無と、その頻度、およびX線解剖について検討したので報告する。
【方法】舟状骨骨折偽関節に対し関節鏡を行った70例、平均年齢28歳を対象とした。単純X線像
にて手根骨アライメント、CTにて骨折型、関節鏡にて舟状月状骨間、月状三角骨間の不安定性
と月状骨の形状について記録し、カルテ記載から骨折の原因と手術までの期間、術後成績につ
いて記録し検討した。
【結果】靭帯不安定性はGeissler分類にて3度以上であったものが35例、50％（舟状月状骨間
16、月状三角骨間12、両者7）に認められていた。骨折型はVolar type 44例、Dorsal type　
19例、Proximal type 7例、月状骨は有頭骨との関節面を持たない1型34例、関節面を持つ2型36
例であった。1型の月状骨はDISI変形との関連を認めていたが、関節不安定性、骨折型、手根ア
ライメントの間には有意な関連性は認めなかった。また、骨折の原因と各種因子にも関連は認
めなかった。舟状月状骨・月状三角骨間両者に不安定性を認めていたものは術後関節可動域の
制限が認められた。
【考察】舟状骨偽関節の約半数に骨間靭帯の不安定性を認めていた。その程度は骨折型や手根
アライメントと関連を認めておらず、また、舟状月状骨・月状三角骨間両者に不安定性を認め
たものは術後可動域制限を認めた。舟状骨偽関節の治療に当たっては骨間靭帯の不安定性を確
認する必要があり、関節鏡はその評価に有用な手段であると考える。
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舟状骨骨折偽関節に対する1,2 intercompartmental supraretinacular
arteryを用いた血管柄付骨移植術の治療経験とその工夫

The treatment of scaphoid nonunions using vascularized bone graft with the 1,2 intercompartmental

supraretinacular artery.

○津村 卓哉1, 松本 泰一1, 柿木 良介2, 高山 和政1

松下 睦1

1倉敷中央病院　整形外科, 2京都大学　整形外科

【目的】1,2 intercompartmental supraretinacular arteryを用いた血管柄付骨移植術の治療
成績を検討した。
【方法】対象は15例16指(男性14例,女性1例)で,平均年齢は33.3（17～61）歳であった。手術時
平均年齢は37.0歳（21歳～59歳）,受傷から手術は平均4年（3ヶ月～40年）,術後経過観察期間
は平均335日（127日～460日）であった。手術方法は1,2  intercompartmental
supraretinacular arteryを血管茎とし,有茎血管柄付骨移植とした。このとき舟状骨の
humpback deformityを矯正し,背側からの骨移植を行った後,舟状骨近位端よりアキュトラック
ミニスクリューにて固定した。
【結果】全例骨癒合を得たが,1例で癒合不良のため腸骨移植術を追加した。骨癒合期間は平均
82.1日（54日～176日）で,術前可動域は平均背屈61.6度（40度～90度）,平均掌屈56.6度（30度
～90度）,平均回外80.0度（60度～90度）,平均回内83.1度（65度～90度）であった。最終経過
観察時手関節可動域は平均背屈65.7度（30度～80度）,平均掌屈42.6度（15度～80度）,平均回
外83．6度（70度～90度）,平均回内83．1度（70度～90度）,握力平均29．3kg（16．7kg～
37kg）,平均握力健側比75.9％であった。
【考察】当院では血管柄付骨移植の適応をMRIT1強調画像で低信号を呈するものとしており,近
位に限らず,腰部でも積極的に血管柄付骨移植を行っている。手術中の留意点としては,採骨の
際,移植骨をノミで捏ねると移植骨が小さくなりがちであるため,ノミを繰り返しいれていき,移
植骨が自然に浮き上がるようにしている。また,橈骨茎状突起先端を切除して,血管茎を圧迫し
ないように留意している。血管柄付骨移植の利点として従来の腸骨移植と比べ,骨癒合率,骨癒
合期間が早いことが上げられるが,手関節可動域に関しては,掌屈でやや不良傾向であった。
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成績
Clinical results of vascularized bone graft for scapohid nonunion.

○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・手の外科センター, 2横浜市立大学附属病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節に対しする手術治療として、血管柄付き骨移植術は従来の骨移植術と比
較して骨内血行の改善を得ることができ、良好な骨癒合が期待できる。我々はZaidemberg法を
用いて治療を行ったので、これを報告する。【方法】対象は、舟状骨偽関節に対しZaidemberg
法による血管柄付き骨移植術を施行した9例9手、全例男性、年齢は平均28.2才、罹病期間は平
均8.2ヶ月、経過観察期間は平均38.2週であった。固定材料はDTJ screw 8手、Acutrak screw 1
手であった。池田の分類では線状型:2手、嚢胞型:5手、硬化・転位型:2手、Filan & Herbert分
類ではD2：8手、D3:1手であった。術後評価として、手関節可動域、握力、Mayo scoreを調査
し、また単純X線像により骨癒合の有無、radiolunate angle(RLA)を計測した。【結果】全例骨
癒合が得られた。骨癒合時期は平均13.7週であった。手関節可動域は術前掌屈平均57.8°、背
屈62.2°が術後掌屈67.2°、背屈63.9°となった(N.S.)。最終調査時の握力健側比は平均
90.8%、Mayo scoreは平均88.0点であった。RLAは術前平均-11.1°、術後-12.3°であった
（N.S.）。【結論】舟状骨偽関節に対しZaidemberg法を施行し良好な治療成績を認めた。背側
から骨移植を行うZaidemberg法では術前のDISI変形を矯正することは困難であったが、短期成
績ではDISI変形の残存は必ずしも症状を呈さなかった。今後の注意深い経過観察が必要である
と考えた。
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舟状骨偽関節における骨移植法の工夫　－「継ぎ手技法」の応用‐
A Device of Bone Graft Technique for Scaphoid Non-uion

○麻田 義之1, 玉置 康之2, 田中 康之2

1田附興風会　北野病院　整形外科, 2日本赤十字社和歌山医療センター整形外科

【目的】舟状骨偽関節の治療において確実な骨癒合を得ることと外固定期間の短縮を目指し、
移植骨の形状（十字型移植骨）に加え、日本古来の木造工法である「継ぎ手技法」を応用した
骨移植法を試みたので術式と結果を報告する。【術式】掌側アプローチで展開し偽関節部の徹
底掻爬と変形矯正後、マイクロバーを用いて骨折中枢部と末梢部に縦溝と横方向の段差を作成
する。縦溝に適合する縦方向の突起と欠損幅に合わせた横方向の翼を持つ十字型の移植骨を作
成し挿入する。縦溝と縦方向の突起、を台形にすることにより、「腰掛け蟻継ぎ」継ぎ手と同
様の効果で移植骨は安定する。内固定には全例DTJスクリューを用いた。【対象と方法】男性
6例。女性3例の9症例、平均40.6（16～71）歳。受傷から手術までの期間は平均130（106～
168）日、術後観察期間は平均10.7（9～12）か月。池田らの分類で硬化or転位型7例、嚢胞型2
例であった。これらに対し、骨癒合獲得の有無、外固定期間、可動域、術前後の
RLA（radiolunate angle）、SLA(scapholunate angle)、Mayo wrist scoreを調査した【結果】
全例で一期的に骨癒合を得た。術後外固定期間は平均15.9（14～18）日。掌背屈角度は術前平
均71.1°から144.4まで改善。RLAは術前/術後で‐16.3/0.4、SLAは60.4/47.7に改善した。Mayo
wrist  scoreで全例Excellentの結果が得られた。【考察】本法はinlay  graftと
interpositional graftの両方の特徴を持つ。縦方向の突起と横方向の翼の4点支持で移植骨は
安定し、継ぎ手技法の効果により牽引、圧縮力に対しての支持性も強固になり、外固定期間の
短縮も可能である。移植骨、母床の作成に若干時間を要するが、舟状骨偽関節手術において有
効な方法と考える。
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FRACTURES OF THE CARPAL SCAPHOID-BEST EVIDENCE

○Jesse B. Jupiter

the AO foundation Education Board

Fractures of the scaphoid are the most common carpal bone fracture being almost 70% of carpal injuries with males predominate.
Over the past 25 years there have been over 200 studies looking at the acute scaphoid fracture yet the best evidence for diagnosis
and treatment remains inconclusive. This presentation will look at evidence-based treatment highlighting radiographic diagnosis,
treatment of acute non-displaced waist or proximal pole fracture, and displaced waist fracture.

Radiographic -best evidence

For occult fractures, the traditional method of immobilization and repeat radiographs on 7 to 10 days may be the most cost effective
in time is not a factor. If immediate diagnosis is imperative, the choice should be an MRI. The CT scan is superior for defining
cortical injury while the MRI is superior for trabecular injury.

Nondisplaced fracture-best evidence of treatment

Among the determinants of treatment include fracture location and socioeconomic or compliance issues. Desai et al looked at 151
acute scaphoid fractures treated in a cast and were unable to predict the likelihood of fracture union.

Waist level

While a number of studies have identified the good outcomes of cast or surgical treatment, in summary the best evidence suggests
stable internal fixation is best to be considered  for working patients as it will diminish time to union, allows earlier return to sport,
and is cost effective.

Proximal pole

No current evidence-based study exists comparing cast immobilization to ORIF or percutaneous screw fixation.

Displaced fractures-best evidence of treatment

Today there remains inconclusive definitions of displacement. Both the Russe and Herbert classifcations were based on standard
radiographs. Cooney defined a number of parameters of displacement and studies have shown that >1mm displacement increases the
nonunion rate if treated in casts. Best evidence points to operative treatment however no studies have clearly defined dorsal vs volar
approach; percutaneous vs open treatment; or arthroscopic vs open treatement.

Nonunion

Complications of scaphoid fractures include nonunion, malunion, avascular necrosis, carpal instability, pain, stiffness, and /or
arthritis. Several studies of the “natural history” of the scaphoid nonunion have defined a clear pattern of arthritis referred to as
SNAC wrist.
CT and MRI imaging have expanded our understanding of the patterns of nonunions as well as a clearer picture of vascularity.
Buchler identified several patterns and we now realize that true avascular necrosis is less common.
The operative treatment of a scaphoid nonunion is based upon restoration of the scaphoid and carpal anatomy in hopes of avoiding
late arthritis.
Bone grafting techniques have included inlay grafting, realignment and intercalary autogenous graft, and a variety of vascularized
pedicles.
Regardless of the approach, most scaphoid nonunions will respond favorably to surgery.
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安定型舟状骨骨折に対する保存療法
Conservative treatment for stable acute fractures of the scaphoid

○池上 博泰1, 眞宅 崇徳1, 吉澤 秀1, 森 武男2

金子 卓男1

1東邦大学　医学部　整形外科学講座（大橋）, 2荻窪病院　整形外科

【はじめに】小皮切でのscrew固定の普及に伴い、舟状骨骨折新鮮例の多くは手術療法が選択さ
れている。今回、安定型舟状骨骨折で患者が手術を希望しないため外固定による保存療法を行
った症例を検討したので報告する。
【対象と方法】安定型舟状骨骨折（Herbert分類で type A1: 3, type A2: 35例）に対して保存
療法を行った38例（男33,女5）、受傷時年齢 9-71歳を対象とした。固定方法、固定期間、骨癒
合の有無、最終治療成績について検討した。
【結果】固定方法は、type A1では肘以下のキャストシーネ固定、type A2では上腕からのサン
ドイッチシーネ固定が13例、肘下から母指IP近位までが18例、肘下から手関節のみの固定が4例
であった。外固定期間は、保存療法から手術療法へ変更になった6例を除くと7-12週（平均9）
であった。6例で保存療法から手術へ変更になった理由は、5例は外固定の精神的苦痛から小皮
切での内固定を希望し、1例は受傷後4週で来院しなくなり手関節痛のため受傷後1年で再来院、
偽関節手術を行った。保存療法を8週以上行った32例中、28例では骨癒合が得られたが、4例で
は骨癒合が得られず、最終的には手術を要した。最終治療成績は、全例Cooney評価でgood以上
であったが、Excellentになったのは38例中25例で、特に握力の項目ではその回復に長期間を要
した。
【考察および結語】舟状骨骨折は、内固定材料の進歩により従来では保存療法の適応であった
A2などにも積極的に手術が行われ、外固定期間の短縮とともに良好な成績が得られている。た
だ、手術を希望しない例では外固定による治療を選択せざるを得ないが、保存療法はある意
味、手術よりもさらに細かい配慮が必要で、治療前には外固定方法と期間、その間のADL障害等
について患者に十分説明し、画像検査で注意深く経過観察する必要がある。
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嚢腫型を呈する舟状骨中枢部骨折に対する骨移植を併用しない経皮
的スクリュー固定術

Percutaneous Screw Fixation without Bone Graft for Cystic-Type Nonunion of Proximal Pole Scaphoid

Fractures

○納村 直希, 池田 和夫

金沢医療センター　整形外科

【目的】舟状骨中枢部骨折は、血流の問題から腰部骨折よりも骨癒合には不利である。我々は
嚢腫型を呈する舟状骨腰部骨折に対しては、骨移植を併用せずに経皮的なスクリュー固定のみ
で骨癒合が得られることを報告してきたが、同様に、中枢部骨折もスクリュー固定で骨折部を
安定化させることにより骨移植併用なしで骨癒合が得られるのではないかと考えた。今回は、
嚢腫型を呈する舟状骨中枢部骨折に対して、骨移植を併用せずに経皮的スクリュー固定を行っ
たので、その成績を報告する。
【方法】対象は嚢腫型を呈する舟状骨中枢部骨折の5例6手である。平均年齢は19歳（17-22歳）
であった。受傷時期が不明な例が2例3手にあり、それ以外の受傷から手術までの平均待機期間
は2.3か月（1-4か月）であった。手術は、手関節掌屈位で手関節背側に小切開を加え、経皮的
にAcutrak screwを挿入した。
【成績】6例中4例に骨癒合が得られた。骨癒合が得られなかった2例は、いずれも受傷時期が不
明例であった。骨癒合が得られなかったうち1例は、術後2年半の時点で無症候性の偽関節とな
っており、もう1例は術後9か月の時点で骨癒合は得られていない。
【結論】骨癒合不全の2例は、受傷時期が不明であり、手術までの待機期間が数年を要してい
た。受傷からの経過が長い場合は手関節可動域制限を伴うことが多く、手関節を十分に掌屈す
ることができず、中枢部からスクリューを良好な位置に挿入することが困難となる問題があ
る。無症候性偽関節となった1例もスクリューの挿入位置が不良であり、このことが偽関節とな
った一因と考えられた。良好な位置にスクリューを設置することが可能であれば、嚢腫型を呈
する舟状骨中枢部骨折も骨移植なしで対応できるものと考えた。
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スポーツ選手の舟状骨骨折遷延治癒例に対するスクリュー固定術の
成績

Outcomes of screw fixation without bone graft for delayed union of scaphoid fracture in athletes

○辻原 隆是1, 藤原 浩芳1, 小田 良1, 勝見 泰和2

久保 俊一1

1京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学, 2宇治武田病院

【目的】スポーツ選手の転位の少ない比較的安定した舟状骨骨折遷延治癒例に対しスクリュー
固定術のみを施行し，骨癒合獲得および早期競技復帰が可能かどうか検討した．【対象および
方法】2003年5月以降治療した，大きな転位もなく皮質骨に連続性を有する舟状骨骨折遷延治癒
23例を対象とした．男性22例，女性1例，平均年齢19.8歳，受傷から手術までの期間は平均94.2
日であった．骨折部の性状はSlade and Geissler分類ではGrade2 4例，Grade3 11例，Grade4 8
例であった．これらの症例に対し経皮または小切開によるスクリュー固定術を施行した．術後
の競技復帰は原則，手関節機能が改善し単純X-Pにて骨折部に癒合傾向を認めてから許可した．
これらの症例に対し，骨癒合の有無，骨癒合までの期間，術前後の手関節可動域および握力，
手関節可動域および握力が健側の80％以上に回復するまでの期間および競技復帰を許可するま
での期間を検討した．また小切開にて骨折部を直視できた16例に対し，骨折部軟骨の連続性の
有無を確認した．【結果】23例中，22例に骨癒合が得られた．骨癒合が得られた22例の骨癒合
までの期間は平均17.3週であった．手関節可動域および握力は術前と比較し，術後は健側と同
等まで改善した．手関節機能が回復するまでの期間は術後平均4.8週で，競技復帰を許可するま
での期間は術後平均8.5週であった．骨折部軟骨の連続性に関しては，骨癒合が得られた15例全
例に骨折部軟骨の連続性を認めたが，骨癒合が得られなかった1例は軟骨の連続性を認めなかっ
た.【結語】軟骨も含め骨折部に連続性をもつ安定した舟状骨骨折遷延治癒例は，スクリュー固
定術のみで骨癒合が得られ，骨癒合を待たずに早期競技復帰可能であった．
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手舟状骨偽関節に対する手術的治療成績の検討
Surgical treatment of scaphoid nonunion

○小林 由香1, 齋藤 育雄2, 池田 全良3, 清水 あゆ子4

持田 讓治1

1東海大学外科学系整形外科学, 2東海大学八王子病院　整形外科

3湘南中央病院　整形外科, 4東海大学大磯病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節の治療は、経皮的固定術、腸骨移植術や血管柄付き骨移植術など様々な
方法が行われている。一方、低出力超音波パルス(LIPUS)は偽関節の有効な治療法として確立し
ている。そこでわれわれは、舟状骨偽関節術後にLIPUSを併用した症例と併用しなかった症例の
治療成績についてretrospectiveに検討した。【対象と方法】対象は、2007年以降未治療または
保存療法で受傷後6週間以上経過しても骨癒合を認められず手術的治療を行った23例である。男
20例、女3例、平均33歳。骨折型はHerbert分類でB1型骨折偽関節は11例、B2型は12例。経皮的
螺子固定術は11例、楔状腸骨移植術はB2の12例に行った。LIPUS併用は12例、併用なしが11例で
あった。術後経過観察期間は平均12か月であった。調査項目は受傷から手術までの期間、LIPUS
開始時期、X線評価、術後成績はConney clinical scoring chartを用いた。【結果】手術まで
の期間は７週から８年、LIPUSは術後平均10日で開始していた。1例が偽関節となり、22例は骨
癒合し、癒合期間は平均10週間であった。経皮的螺子固定例でLIPUSを併用しなかった5例と、
併用した6例との間には有意差はなく骨癒合が得られていた。腸骨移植例ではLIPUS併用の6例で
有意に早期に癒合が得られた(p=0.045)。術後成績はexcellent19例、good4例であっ
た。【考察】自験例は、受傷後4か月以上経過例でもLIPUSを併用した経皮的螺子固定で骨癒合
が得られた。また、変形を矯正し楔状腸骨移植例では、LIPUSの併用で骨癒合期間が短縮され
た。舟状骨偽関節に対するLIPUSの効果の発現には、十分な骨折部の安定が得られる固定方法が
前提である。
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舟状骨偽関節に対する鏡視下手術の適応
Operative Indication of Arthroscpic Assisted Cancellous Bone Grafting for Scaphoid Nonunion

○重松 浩司1, 速水 直生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　整形外科

【目的】近年、舟状骨偽関節に対する関節鏡視下偽関節手術の報告が散見されるが、その適応
はいまだ明確ではない。今回我々は自験例を検討し、関節鏡視下手術の適応について検討し
た。
【方法】対象は関節鏡視下偽関節手術を施行した男性11例、女性1例で平均年齢は27歳であっ
た。罹病期間は平均65.4ヵ月で、発症部位は頚部1例、腰部が10例、近位が1例であった。本術
式の適応を決定する因子として年齢、罹病期間、骨折部位、MRIでの骨壊死の有無、骨欠損の程
度、DISI変形について検討した。骨欠損は術前CTを用いて骨片間の最大値を、DISI変形はRL角
を用いた。
【結果】11例が術後平均3.4ヵ月で骨癒合を獲得した。検討項目として年齢は50歳以上の2症例
は1例が骨癒合に7ヵ月を要し、1例は再偽関節となった。罹病期間は明らかな傾向がなく受傷後
17年、33年経過した症例でも骨癒合を獲得した。発症部位は頚部の1例で偽関節となった。1例
がMRIで骨壊死を疑われたが、術中壊死骨掻爬後に鏡視下でわずかながら出血が確認され術後３
ヵ月で骨癒合を獲得した。骨欠損に関しては骨癒合を獲得した症例は平均2.0mm(1-2.6mm)であ
ったのに対して、再偽関節の症例は6.8mmと著しく欠損が大きかった。RL角は術前平均-9.3°が
術後平均-2.4に改善し、術前-40°であった症例も中村法を用いることで術後-5°に改善し骨癒
合した。
【考察】Sladeは骨欠損が1mm以下が鏡視下手術の最も良い適応であると報告している。今回の
検討でも症例数は少ないものの同様に術前の骨欠損が著しい症例が再偽関節になった。ま
た、MRIで骨壊死が疑われる症例でも鏡視下に血行が確認できれば骨癒合を獲得できる可能性が
示唆された。鏡視下手術は術後の疼痛が少なく、関節可動域が温存されるため、適応に注意す
れば良い術式であると考えられた。　
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舟状骨突起より近位の偽関節に対する血管柄付き骨移植術―3群間
の比較

Vascularized bone graft for Scaphoid nonunion proximal to dorsal ridge -comparioson of three groups

○川崎 恵吉1, 稲垣 克記2, 富田 一誠3, 池田 純2

根本 哲也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

3昭和大学附属豊洲病院　整形外科

はじめに】森友は、舟状骨中央1/3の骨折のうち、背側舟状月状骨間靱帯（DIC靱帯）が付着す
る舟状骨突起より、遠位に骨折線があるB2型、近位に骨折線があるB1型、さらに近位1/3の骨折
をB3型に分類し、靱帯より遠位のB2型は骨片間運動が大きい不安定型に、近位にあるB1型とB3
型は動きが少ない安定型になる傾向があると述べている。このように舟状骨突起より近位が全
て安定型であるならば、舟状骨偽関節の分類を、ここを中心に近位型と遠位型に分けた方が、
機能的には望ましいと思われる。今回、舟状骨突起より近位の偽関節症例の治療成績を調査し
たので報告する。対象と方法】  当科で加療した舟状骨突起より近位の偽関節25手のう
ち、1.proximal pole(PP)群6手：月状骨との関節面の掌側最遠位部（distal corner）より、骨
折線が近位、2.middle(PM)群14手： distal cornerより遠位の骨折で、近位骨片の大きさが全
長の1/3以下、3.distal(PD)群5手：distal cornerより遠位の骨折で、大きさが1/3以上、の3群
に分類した。PP:PM:PD群で、平均年齢は22.3:26.1:32.0歳で、受傷から手術までの期間は
28.5:42.7:11.9ヶ月であった。舟状骨近位骨片の大きさは、22.1:29.8:37.4%、術前のRL angle
は5.8:6.2:13.4°であった。これらの症例に対して、有茎血管柄付き骨移植術を行い、画像所
見と臨床評価について調査した。結果】手術法は、橈骨と第2中手骨背側からの血管柄付き骨移
植を背側に設置し、headless screwで固定されることが多かった。PP:PM:PD群において、骨癒
合 率 は 、 8 3 . 3 : 7 8 . 6 : 1 0 0 % で 、 有 意 な 差 は な か っ た が 、 C o o n e y
scoreは、74.2:83.4:86.9pointで、PP群が他2者に比べて有意に不良であった。考察】舟状骨突
起より近位の偽関節を3群に分類して、治療成績を比較した結果、より近位の方が成績は不良で
あった。
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The Malunited Distal Radius Fracture: indications and options for
reconstructive surgery

○Diego L. Fernandez

Department of Orthopaedic Surgery at the Lindenhof Hospital in Berne, Switzerland

Malunion remains the most common complications of conservative management of unstable extra-
articular fractures. Intra-articular malunion results after failure to recognize potentially articular disruption
or due to insufficient reduction of articular fragments during surgical treatment. If symptomatic extra-
articular malunion occurs, radial osteotomy offers better function, improves the cosmetic appearance of
the wrist and normalizes carpal kinematics. It is important to recognize associated carpal malalignment
and DRUJ derangement to decide whether or not additional procedures together with radial osteotomy are
necessary to guarantee a good result.

The indications for radial osteotomy are dictated by the limited function, the severity of pain, the presence
of midcarpal instability, associated distal radio-ulnar problems and a substantial deformity with
radiographic findings of a pre-arthrotic deformity, mechanical imbalance of the carpus and incongruence
of the distal radio-ulnar joint that threatens wrist function. The contraindications are: advanced
degenerative changes in the radiocarpal and midcarpal joints, fixed carpal malalignment and limited
functional capability of the hand due to underlying neurologic dysfunction or extensive osteoporosis. Age
is not nearly as much a contraindication as was thought in the past, provided the quality of bone is
adequate and the patient is physiologically active. Surgery should be performed as soon as the soft tissues
show no trophic disturbances and when the maximum possible motion of the wrist has been regained with
physiotherapy. Early correction provides easier radial and distal radioulnar joint realignment due to the
absence of soft tissue and capsular contractures and results in a considerable decrease of total disability
and earlier return to work.
Extra-articular osteotomies are performed through a dorsal minimally invasive approach or through a
palmar approach with volar palting. Intra-articular malunions deserve early correction in order to restore
the anatomic integrity of the joint surface before the onset of extensive cartilage damage. Conventional
outside-in wrist arthrotomy, computerized planned osteotomy guides and inside-out arthroscopic
techniques are possible. In presence of extensive cartilage damage or if fixed carpal malalignment , a
partial wrist fusion (radio-lunate or radio-scapho-lunate arthrodesis) is indicated.

Reconstruction of the distal radioulnar joint in mal-united distal radius fractures:
Careful assessment of the DRUJ is imperative to decide whether a simultaneous procedure should be
performed together with the radial osteotomy. The three basic conditions are incongruency, ulno-carpal
impaction, and instability of the joint. Since these may be present isolated or combined, a clear diagnosis
(CT scan, arthro-CT, MRI, arthroscopy) is imperative to select the appropriate procedure. Other less
frequent problems are a painful non-union of the ulnar styloid not associated with DRUJ instability, a
palmar capsular contracture of the DRUJ which leads to loss of active supination, and radio-ulnar
impingement following complete or partial resection of the distal ulna or in association with an unstable
stump in Sauvé-Kapandji procedures. Depending on the associated DRUJ pathology, the techniques of
ligament reconstruction, ulnar shortening, resection arthroplasty and prosthetic replacement will be
presented.
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再生医療分野のレギュラトリーサイエンスに関する法律改正と各種
規制の動向～手外科領域の再生医療推進に向けて

The regulatory science and perspective for Cellular and Tissue based Products in Japan.

○岡田 潔1

1大阪大学医学部附属病院未来医療開発部未来医療センター

2独立行政法人医薬品医療機器総合機構

【目的】再生医療は生きた細胞・組織を用いて、疾病や外傷によって失われた臓器等の機能を
取り戻すことを目的とした医療であり、特に整形外科、手外科の分野においては、骨軟骨再
生、靭帯再生、末梢神経再生への応用など非常に期待が持たれている分野である。しかし、新
たな再生医療技術の開発には、基礎研究から臨床研究、市販化まで一貫した戦略が必要であ
り、特に各種法令、制度が目まぐるしく改正される中、再生医療に関連する規制の動向を知る
ことが重要となってきている。よって、今回、開発の一助になるよう、日本における再生医療
の推進と規制の枠組みと今後の動向について解説したい。【内容】政府では、再生医療分野の
今後さらなる発展を促すため、2013年1月には日本経済再生に向けた緊急経済対策の中で、早期
承認制度や細胞加工の外部委託などの枠組みを整備することとした。これらの動きを背景とし
て、国会では再生医療を国民が迅速かつ安全に受けるための総合的な施策の推進に関する法律
が平成25年4月に成立し、再生医療を推進するための国等の責務や基本的施策が明示された。ま
た再生医療の安全性の確保のため、厚生労働省では平成24年9月より再生医療の安全性確保と推
進に関する専門委員会が開催され、これらの議論を踏まえて、リスク別に基準や届出を定める
再生医療等の安全性の確保等に関する法律案が平成25年5月に国会に提出された。同時に薬事法
改正の中で、新たに再生医療等製品のカテゴリーが設けられることとなっており、すでに関連
法令の改正のための準備は開始されている状況となっている。今後ますます再生医療に関連す
る規制は大きな動きを見せることが予想され、再生医療の開発を志す方々にとっても注視する
べき内容となることが考えられる。
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Ligament Reconstruction of 1st Carpometacarpal Joint

○Tsu-Min Tsai

University of Louisville School of Medicine

Arthritis of 1st carpometacarpal (CMC) joint is a common problem in hand surgery.  For symptomatic 1st
CMC arthritis, conservative treatments, including steroid injection and brace support, are usually first
considered. Surgical treatment is indicated when conservative treatments do not offer satisfactory relief or
when the patients are tired of repetitive injections.
For patients indicated for surgery, we offer different procedures according to Eaton classification. For
patients with Eaton class I/II, showing minimal arthritic change to 1st CMC joint on X rays, we prefer
pure ligament reconstruction by use of 50% of flexor carpi radialis (FCR) tendon without trapeziectomy.
The FCR slip will be used not only to stabilize the 1st metacarpal base to the 2nd metacarpal base, but
also to prevent subluxation from the trapezium. Our technique does not require tunneling in the base of
the 1st metacarpal bone. The postoperative protocol includes 2-weeks’ splint followed by 2-weeks’
soft brace, then the patient will be allowed to exercise the thumb.
For patients with Eaton class III/IV, trapeziectomy is mandatory in addition to ligament reconstruction.
Here the 50% FCR not only used to anchor the 1st metacarpal base to the 2nd metacarpal base by acting
as intermetacarpal ligament, but also used as a interposition material to temponade the space after
trapeziectomy. No bone tunneling is required with our technique. Furthermore, the abductor pollicis
longus tendon is shortened 1 cm in these patients to increase the stability of the arthroplasty.
In the presentation, our cases from 2009~2011 will be reviewed, including the improvement of DASH
and pain scores, as well as the grip and pinch strength. The details of our technique of intermetacarpal
ligament reconstruction will also be shown.

S414



2-2-7

母指CM関節症に対する装具療法　－熱可塑性素材で作製した機能
的スプリントの効果－

Splint therapy for the patients with thumb carpometacarpal osteoarthritis -The effect of functional splint

made of thermoplastic material-

○佐々木 秀一1, 中西 浩司1, 小沼 賢治2, 高平 尚伸3

高相 晶士2

1北里大学　東病院　リハビリテーション部, 2北里大学　医学部　整形外科学

3北里大学　医療衛生学部　リハビリテーション学科

【目的】我々は母指CM関節症に対する保存療法として、日常生活で手の使用を制限せずに装着
することを目的としたThumb suspension splint（TSS）を用いた装具療法を考案した。本研究
の目的はTSSの効果について検討することである。
【方法】装具は厚さ1.3mmの熱可塑性素材「オルフィキャスト」（Orfit社製）を使用し、作業
療法士が作製した。細くリング状にしたキャストを第1中手骨遠位部掌側に掛け第1中手骨背側
から橈骨茎状突起まで包み込むように延長し手関節部に巻きつけて固定する構造となってい
る。この装具を用い病期の異なる母指CM関節症2例2手（Eaton分類 stage I:１手、stage III:
１手）に対し、装具装着時のつまみ動作をX線透視下で動態観察を行った後、装具療法開始前と
装具療法開始後3カ月時のThumb-palmar distance（TPD）、疼痛VAS、つまみ力、Hand20、患者
満足度を調査した。
【結果】X線透視下の動態観察では、2例ともに装具を装着することにより、つまみ動作時にCM
関節の亜脱臼位が矯正され、MP関節の過伸展変形が抑制されていた。また、2例ともに装具装着
下でのTPDは0mmであり、装具装着から3ヶ月時点で、疼痛VAS、つまみ力、Hand20で改善を認
め、患者満足度も高かった。
【考察】TSSの装着により症状が改善した理由として、装具による第1中手骨の外転位保持だけ
でなく、つまみ動作時に第1中手骨から装具へ伝わる力が、CM関節を中心とした三点支持固定に
より、CM関節の亜脱臼を整復する方向に働くことが考えられた。TSSは従来の母指MP-CM関節固
定装具と異なり、関節可動域が制限されない簡便で機能的な装具であると考えられた。
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母指CM関節症に対する装具治療の満足度とコンプライアンスに関
する調査

The research of satisfaction and compriance of splint for carpo-metacarpal ortoarthritis of thumb

○太田 英之, 加藤 宗一, 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　総合医学専攻　　運動・形態外科学講座　手の外科学

【はじめに】母指CM関節症は中年以降の女性に多く発生し，手の痛みやピンチ力の低下を招く
ため，日常生活動作や職業関連動作において障害を来たし患者の苦痛は大きい．また，レント
ゲン上の病期進行度と症状の相関が必ずしも一致しないのもこの疾患の特徴であり，まず保存
治療を行うのが一般的である．中でも装具治療を行うケースが多いが，装具治療の満足度やコ
ンプライアンスを含めた有効性について調べられた既存研究は少ない．これらが解明されれば
整形外科・手外科医のみならず，患者にとっても有益であると考え，調査した．【対象と方
法】2007年7月から2012年3月の間に当院を受診し，母指CM関節症用装具を処方された患者83人
を対象とし，全ての患者にコンプライアンスと有効性を確認する調査アンケートと患者立脚型
評価票Hand10を送付した．【結果】61人の患者から回答を得た．アンケート回収時の患者平均
年齢は66歳で，経過に満足と回答した患者が35人(56%)，不満足と回答した患者が26人(44%)で
あった．装具を常時装着していた患者は20人(33%)で，29人(49%)の患者は半年以上装具を装着
していた．装具治療満足度を従属変数としたロジスティック解析を行うと手術の有無とHand10
の痛みに関する9項目目と手に関する自信についての10項目目が治療満足度に影響を与える因子
として抽出された．【考察】本研究では装具の使用状況，満足度に着眼して調査を行った．そ
の結果，装具治療に効果を感じている患者が多いものの，満足している患者は半数程度であっ
た．罹患部の痛みと手に関する自信は患者の満足度に影響する重要な要素であったことから，
これらのポイントに着目して患者の経過を追うのが望ましく，患者立脚型評価の重要性も示唆
された．
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母指CM関節症に対するThumb suspension splintの有効性
Effectiveness of the Thumb suspension splint for the patients with thumb carpometacarpal osteoarthritis

○中西 浩司1, 小沼 賢治2, 佐々木 秀一1, 高平 尚伸3

高相 昌士2

1北里大学東病院　リハビリテーション部, 2北里大学　医学部　整形外科学

3北里大学　医療衛生学部　リハビリテーション学科

【はじめに】我々はCM関節を矯正しつつMP関節の動作が可能な,母指CM関節症のための装具
Thumb Suspension Splint(TSS)を考案した.TSSの特徴は, 従来のCM-MP関節固定型の装具に比較
し母指の運動が制限されないため手の使用時に装着しやすいことである.本研究の目的は,TSS装
着による即時効果と長期効果（3カ月）について検討することである.
【方法】対象は母指CM関節症34手(Eaton分類 stage I: 3手, stage II: 9手, stage III:
19手, stage IV: 3手)である.TSSは熱可塑性素材を用い作業療法士が患者に合わせ作製した.関
節モビライゼーションの後,装着指導を行った.評価は34手に対し装具療法開始時のピンチ力を
測定しTSS未装着-装着間で比較した.うち19手に対し,装具療法開始時と3カ月経過後の母指外転
可動域,疼痛visual analogue scale (VAS),握力,ピンチ力を測定し比較した.さらに16手に対
し, 3ヶ月経過時点でのピンチ力をTSS未装着-装着間で比較した.【結果】装具療法開始時の評
価ではピンチ力はTSS未装着-装着間で有意に増大した.装具療法開始時と開始後3ヶ月経過時の
比較検討では外転可動域,握力に有意差はなかったが,VASは極めて有意に減少し,TSS未装着時の
ピンチ力は有意に増大した.また装具療法開始後3カ月経過時においても,TSS未装着-装着間で有
意に増大した.
【結論】母指CM関節症に対するTSSを用いた装具療法は即時的にピンチ力を増大し、長期的には
疼痛を軽減し,ピンチ力を増大する効果を認めた。TSSは簡便に患者に合わせ作製できる機能的
な装具であり母指CM関節症の装具として有用であった。
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母指CM関節症非手術例27手における1年間でのMP関節過伸展角度
の変化

Progression of hyperextension of metacarpophalangeal joint in carpometacarpal joint arthritis of the

thumb

○菅原 留奈1, 森崎 裕1, 三浦 俊樹2, 増山 直子1

保坂 陽子1

1東京大学医学部附属病院　整形外科, 2JR東京総合病院

【はじめに】母指CM関節症におけるMP関節過伸展変形は対応に難渋する病態として認識されて
いるが、その進行速度などについての研究は乏しい。過去にLRTI術後半年ではMP関節過伸展角
度の増悪がみられないとの報告があるが、非手術例での自然経過は不明である。今回我々は、
保存療法を選択した母指CM関節症におけるMP関節過伸展角度の1年間での変化を観察した。
【対象と方法】2008年から2012年まで当科において母指CM関節症と診断された93手のうち、保
存療法を選択した中で、1年以上の経過観察期間をもち、なおかつ約1年の間隔をおいてX線を撮
像した27手を対象とした。初回レントゲン撮像時のEaton分類はstage Iが1例、stage IIが
7例、stage IIIが 17例、stage IVが 2例であった。過伸展角度は単純レントゲン側面像で中手
骨軸と基節骨軸との角度を計測し、比較した。
【結果】27手中15手で平均伸展角度は増加した。平均伸展角度は3.1度増加し、その変化は有意
であった(p=0.026)。増加の大きさについて、術前過伸展角度、Eaton stage分類などとの関連
を求めたが、特に有意な関係を有する因子はみつからなかった。
【考察】本研究によると、CM関節症におけるMP関節過伸展変形は1年で平均3.1度増悪すると予
測される。MP関節過伸展変形は進行してしまうと対応に難渋する事が多いことから、CM関節症
の手術時期の決定の際に、考慮しておくべきデータだと考える。
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MP関節過伸展の残存が母指CM関節症に対する関節形成術の成績に
及ぼす影響

Effects of residual hyperextension of metacarpophalangeal joint on outcomes after arthroplasty for

osteoarthritis of trapeziometacarpal joint

○河村 太介1, 渡辺 直也2, 本宮 真3, 船越 忠直1

岩崎 倫政1

1北海道大学医学部　整形外科, 2帯広厚生病院　整形外科

3釧路労災病院　整形外科　手外科センター

【背景】母指CM関節症に対する関節形成術は複数存在するが、いずれの術式でも概ね満足でき
る術後成績が報告されている。当科では同疾患に対し長掌筋腱移植を併用したLRTI法（Burton
変法）を施行し良好な成績を得ている。しかし、治療成績には満足していてもピンチ動作の際
に脱力感を自覚している症例が散見される。我々は術後MP関節過伸展が残存することが、ピン
チ力の低下や自覚症状の改善不良を引き起こす原因となっているという仮説を立て、MP関節の
過伸展に注目し臨床成績、画像評価を行ったので報告する。【対象と方法】2008年から2012年
までに母指CM 関節症に対しLRTI法を施行し、1年以上経過観察可能であった16例16指を対象と
した。手術時平均年齢は63.7歳（51-78歳）、術前X線においてEaton分類Stage 3 12例、Stage4
4例であった。術式はいずれもFCR腱の代わりに遊離PL腱を使用したBurton変法で、術後経過観
察期間は平均24か月（12-48月）であった。術後、母指MP関節の自動伸展が20度以上、20度未満
の2群に分け術前後のDASHスコアを比較した。特に、DASHスコアのうち「きつめのまたは新しい
ビンのフタを開ける」の項目のスコアに注目し評価した。【結果】術前後でDASHスコアは有意
に改善した。術後DASHスコアは20度以上群が高値を示したが有意差は出なかった。しかし、術
前からの改善率は20度未満群が有意に高かった。「きつめのまたは新しいビンのフタを開け
る」の項目の点数は20度未満群で有意に低かった。【考察】術前と比較して機能改善を認める
症例の中に、MP関節過伸展の残存により症状改善が妨げられている症例が含まれている事が示
唆された。MP関節の過伸展は第1中手骨の内転と密接に関係している。さらなる治療成績の向上
のためMP関節のみならず、中手骨のアライメトにも注意が必要と考える。
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母指CM関節症に対する第１中手骨伸展骨切り術の経験
Extension Metacarpal Osteotomy in the Treatment of 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3

田中 康仁3

1奈良西部病院　奈良手の外科研究所, 2市立奈良病院　四肢外傷センター

3奈良県立医科大学付属病院　整形外科

初期母指CM関節症の治療は、関節内注射や装具療法などの保存治療が中心であるが、疼痛によ
るADL障害や装具を常時装着する不都合があり、手術的治療も考慮されてよい。進行例に対して
は、大菱形骨切除や関節固定、関節形成術などが適応となるが、初期例には適応されない。我
々は、関節面の破壊が進行していないEaton分類Stage2症例に対して伸展骨切り術を行い、良好
な成績を得たので報告する。【方法】　2006年8月から2011年8月まで当科を受診したEaton分類
Stage2の症例13例、男性3例、女性10例、平均年齢58歳に対して母指中手骨基部で30度の伸展骨
切り術を施行し、miniplateで固定した。１カ月のギプス固定後、母指固定装具に変更した。術
前後のレントゲン像、握力、ピンチ力、可動域、Quick DASH scoreを比較した。【結果】　術
前の母指内転拘縮が改善されて母指示指間の開大が認められた。握力、ピンチ力は術前後で変
化なく、Quick DASH scoreは術前から高かった2例を除き低下していた。動作時の疼痛は、全例
改善していた。【考察】　Pellegriniらは、母指中手骨骨切り術の生体力学的有効性を、関節
面にかかる圧力の変化で証明した。掌側靭帯の不安定性により偏在していた荷重の異常が、骨
切りによるバランスの変化で適正な荷重面に矯正されたことを示した。中手骨の骨切りにより
CM関節の求心性が高まり、関節面の適合性が改善したものと考えられる。母指CM関節は股関節
のような球関節ではなく、一方向の骨切りで関節面の適合性が矯正できるかには問題が残
る。【まとめ】伸展骨切り術は、疼痛の消失、握力・ピンチ力の維持が期待でき、初期の母指
CM関節症の治療として優れていると考えられた。
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母指CM関節症に対する骨釘を用いた木森変法の手術成績
The results of modified Kimori methods with bone peg for thumb carpometacarpal joint arthritis

○今田 英明, 渋谷 早, 新本 卓也, 松下 亮介
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】2002年、木森は母指CM関節症に対して2重のanterior oblique ligament再建＋腱
球挿入術（木森法）を考案しその良好な成績を発表している。我々はこの方法に対して、腱球
を挿入しない、FCR半切腱を用いた再建靱帯の処置を変更するといった簡略化を行った木森変法
（従来法）を考案し第54回本学会にてその良好な治療成績を報告した。その後、我々は再建靱
帯を固定する際、良好な緊張を保ちづらいという従来法の問題点を解決するため、再建靱帯を
FCR半切腱に巻きつけず、再建靱帯を牽引しつつ大菱形骨から作成した骨釘を用いて固定すると
いった工夫を追加した新たな方法（新法）を考案し現在まで行っている。今回、その治療成績
を検討するとともに従来法との比較を行ったので報告する。【対象】対象は新法7例（全例女
性）、従来法8例（女性5例男性3例）である。手術時年齢は新法58.7歳（48～70歳）、従来法
62.4歳（50～71歳）、術後経過観察期間はそれぞれ1年1か月、2年7か月であった。術前Eaton分
類は新法typeIII　4例、Type IV　3例、従来法typeIII　5例、Type IV　3例であった。これら
に対してVAS、握力、ピンチ力、可動域さらにarthroplasty space index(ASI)の変化を調査し
た。【結果】VASは従来法では術前7.6が最終1.2へ、新法では7.6が1.6へ改善しており有意差を
認めなかった。その他、握力、ピンチ、可動域の変化にも有意差を認めなかった。術前、術直
後、最終ASIは新法ではそれぞれ0.26、0.21、0.19、従来法では0.27、0.16、0.14であっ
た。【考察】従来法に比べ新法では再建靱帯に良好な緊張がかけ易く術直後から最終観察時ま
での大菱形骨腔の狭小化が小さかった。
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母指CM関節症に対するThompson法（Diao変法）の治療成績
Clinical results of the Diao modification of the Thompson suspension arthroplasty for thumb

carpometacarpal osteoarthritis

○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

はじめに：母指CM関節症に対するsuspension arthroplastyには種々の術式があり，概ね可動域
の温存や除痛効果に優れるが，術後 scaphometacarpal impingementが懸念される．我々は，
長母指外転筋腱（APL）を用いたThompson法において，第2中手骨への腱固定を原法より遠位に
作成するDiao変法を行っている．今回，その術式および治療成績を報告する．
対象と方法：対象は2004年6月以降に本法を行い，術後7カ月以上観察できた14例17手である．
全例女性，年齢は52～85歳 (平均66.9歳），Eaton分類はstage2 1手，stage3 14手，stage4 2
手で，母指MP関節過背屈変形（20°以上）を8手，MP関節症性変化を2手に認めた．手術は，大
菱形骨を全摘し，APLを筋腱移行部で半裁し末梢へ引き出す．第1中手骨基部の骨孔はAPL停止部
の遠位背側からCM関節面中央へ，第2中手骨基部の骨孔は，近位の骨端部-骨幹端部移行部の掌
橈側より背尺側へ作成する．APL腱を骨孔へ誘導し，短橈側手根伸筋腱へ編みこみ縫合を行
う．13手でinterference screwによりAPLの第2中手骨への腱固定を行った．MP関節固定術，MP
関節制動術は各2手に行った．治療成績は，疼痛・可動域（掌側外転，橈側外転，Kapandji
test），握力，ピンチ力を計測し評価した．
結果：経過観察期間は7～36カ月（平均17.4カ月）で，trapezial space ratio（TSR）は，術直
後に比し術後3カ月で有意に減少したが，以後，有意な低下はなく，scaphometacarpal
impingementの発症例はなかった．最終調査時の疼痛は，なし14手，重労作時疼痛1手，軽労作
時疼痛2手で，可動域，握力，ピンチ力は術前に比し良好に改善した．
 結論：Diao変法においてもTSRの減少を生じるが，良好な除痛効果と機能回復が期待できる術
式であった．MP関節への手術は，症状が顕在化した際に考慮すれば良いと考えた．
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母指CM関節症に対するドーナツ型骨・腱円板を用いた関節形成術
Partial Trapeziectomy with Doughnut Type Bone-Tendon Disc on Thumb Basal Joint Arthritis

○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】2000年Trumbleは母指CM関節症に対して大菱形骨半切除を行い、切除空隙にドーナツ型
に採型した同種肋軟骨を挿入し、FCRのtendon stripを肋軟骨の穴に通して靭帯再建を行う方法
を報告した。2005年Tsaiは同種肋軟骨の代わりに、半切除した大菱形骨をドーナツ型の円板に
して腱を巻き付けた骨・腱円板を用いた同様の関節形成術を行っていた。今回、我々は強いピ
ンチ力の回復を目的としたTsaiの方法の治療成績について報告する。【対象と方法】対象は母
指CM関節症10手で、症例の内訳は男1手 女9手、右2手 左8手、手術時平均年齢は67.3歳で、術
後平均経過観察期間は3年6ヵ月で、Eaton分類のstage2が3手、stage3が7手である。手術は大菱
形骨を半切除後、摘出した骨をドーナツ型に採型しこれに長掌筋腱を巻き付け、この骨腱円板
をCM関節内に挿入し、同時に靭帯再建も行った。【結果】疼痛は全例消失した。術前後で握力
は平均14から18.8kgに、ピンチ力は平均2.9から4.9kgに改善し、最終調査時のピンチ力の健側
比は平均99.8％であった。可動域は術前後で橈側外転が平均56.8から71.5°に、掌側外転が平
均56.7から65.5°に改善した。挿入した骨は単純X線上術後6ヵ月でほぼ吸収され、joint space
が残存した。最終調査時のX線で母指列の短縮は術前と比べ平均3mmであった。合併症は術後に
ST関節症が進行した症例が１例、挿入した骨が折損した症例が１例、骨癒合して関節固定術と
なった症例が１例あった。【考察】切除型関節形成術は除痛効果に優れているが母指列の短縮
とCM関節の骨性支持の低下によるピンチ力の低下が問題となる。ドーナツ型骨・腱円板を用い
た関節形成術は母指列の短縮が少なく、CM関節の支持性が高く術後のピンチ力の回復は良好で
あったが、手術手技が煩雑すぎるところが今後の課題である。
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有茎脂肪移植による母指CM関節形成術の術後成績
Postoperative outcomes of soft tissue interposition arthroplasty for thumb basal joint arthritis

○小田 良, 藤原 浩芳, 玉井 和夫, 勝見 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】我々は保存的治療が奏功しない母指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
32(男6，女26)例．手術時年齢は平均63(51-78)才．疼痛発現より手術までの期間は平均1年11ヵ
月(6カ月-3年)で追跡期間は平均7年11ヵ月(1年-13年2ヵ月)であった．Eaton分類2型が2例，3型
が23例，4型が7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．2例に術後一過性の橈骨神経浅枝障害が生じ
た．全例で疼痛の改善が見られ，5例を除き術後平均3ヵ月（1ヵ月-12ヵ月）で疼痛が消失し
た．CM関節の不安定性が高度な症例および活動性が高い症例では疼痛緩解が得られにくい傾向
を認めた．単純X線検査では，術後関節の強直に陥った症例はなく，最終経過観察時においても
関節裂隙が維持された．術後のMRIでは脂肪弁は吸収され，CM関節に線維軟骨様の組織が介在し
ている所見が得られた．【考察】CM関節に介在させた有茎脂肪弁は，術後早期にスペーサーと
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．本法は手技が
簡便で術後成績が良好であり，活動性が低くCM関節の不安定性が高度でない症例を選べば母指
CM関節症に対して有用な術式である．
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関節固定後に関節形成へ移行した母指CM関節症から術式選択につ
いて考える

Considering the surgical procedure for thumb CM arthritis: arthrodesis or arthroplasty.

○安部 幸雄

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】母指CM関節症の手術的治療は関節固定と関節形成に大別される．前者は安定した
関節が得られるものの隣接関節への影響や可動域の制限が欠点となる．今回，関節固定後の疼
痛，可動域制限により関節形成へ移行した症例を経験し，両術式の選択について検討し
た．【対象】母指CM関節症に対し関節形成を行った55例を対象とした．このうち他院あるいは
当院にて関節固定を行った後，関節形成へ移行した症例は3例4指．男性1例，女性2例であっ
た．2例3指は約3年前および10年前に他院にて関節固定を施行されていた．1例は両側CM関節症
にて当科で右は関節形成，左は関節固定を施行したが，左は隣接関節の疼痛と可動域制限が受
容できず術後1年3か月にて関節形成へ移行した．関節形成はいずれも Watson 法およびその修
正法を施行した．また55例のうち術前Eaton 分類stage 3と診断した31例の術中所見を検討し
た．【結果】関節形成へ移行した全指に疼痛の軽減と手術の満足感が得られた．また術前に
stage  3と診断した31例のうち術中，舟状骨遠位関節面の関節症変化を認めたのは12例
（38.7%）であった．【考察】母指CM関節症に対する関節固定は確実な除痛，長期安定性が利点
とされるが，可動域制限，偽関節形成，そして隣接関節の関節症変化の進行が問題となり，原
則は隣接関節に関節症変化がない場合に適応となる．今回，関節固定から関節形成へ移行した
症例を経験し，また術前のＸ線におけるSTT 関節症の存在は38.7%の症例において認識できなか
ったことから，関節固定の適応には慎重であるべきと考える．これと比較し関節形成の適応は
広いと考えられるが，関節形成においてもMP関節過伸展，ピンチ力の回復不良などの欠点も指
摘されている．関節固定と関節形成の術式選択について一石を投じたい．
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Desmanet法を利用した粉砕Colles骨折の整復方法
The maneuvers to reduce the comminuted intra-articular fractures of the distal radius by means of the

modified Desmanet's intramedullary pinning followed with volar locking plate fixation.

○佐々木 伸

厚生中央病院　整形外科

【諸言】橈骨遠位端粉砕骨折の整復操作はときに容易ではなく、整復が難しいと予測される症
例ではDesmanet変法（以下D法）を標準的に用いる方針で対応してきた。D法と掌側ロッキング
プレート（VLP）の併用手術を行っている立場から、粉砕骨折においてVLPを設置する前にD法を
先行した整復方法の評価を試みた。
【対象・方法】D法で手術をした粉砕Colles骨折24例。男性13例、女性11例、受傷時平均64.0±
11.3歳。AO分類でC2 12例、C3 12例、斎藤分類でdorsal split depression 13例、ulnodorsal
split 9 例、central depression 2例。D法で橈骨骨幹端部の整復を先行、関節面をK鋼線によ
り髄内から整復しK鋼線で下支えした後、掌側の安定化と関節面の下支えを目的にVLPを設置す
る。D法だけで良好な整復位が得られることもあるが、関節面の整復が不十分である場合には橈
骨遠位の関節面中央が落ち込む方向に骨片が傾いているので、橈側や掌側からK鋼線を骨髄内に
刺入して関節面の中央を下から押し上げるように整復する。掌尺側骨片は軟骨下骨の直下に刺
入したK鋼線を用いて整復し、K鋼線を掌背側方向に刺入する。その後追加整復してVLPで固定す
る。24例のD法直後の手術中の透視画像記録とVLP後のX線画像を測定した。
【結果】D法直後には掌側傾斜角-1.5±6.3°、橈側傾斜角17.9±5.7°、尺骨偏位0.2±
0.6mmで、VLP後ではそれぞれ4.9±4.0°、21.9±4.1°、0.4±0.5mmであった。手術直後のX線
で1mm以下のStep offを２例に，1mm以下のGapを1例に認めた。斉藤のdemerit point systemで
1.6±1.7点(0̃5点)の減点で、excellent 18例、good 6例であった。
【考察】D法を先行することで、橈骨骨幹端部の整復を短時間、低侵襲で先行できる、関節面の
透視観察が容易になる、橈側や背側の骨片の整復位が保たれる、などの利点がある。
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Watershed line以遠に骨折線のある橈骨遠位端骨折に対する治療成績
Treatment of distal radius fractures  occurred on distal to the watershed line

○川崎 恵吉1, 稲垣 克記2, 上野 幸夫2, 門馬 秀介2

酒井 健1

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

始めに】最近注目が置かれているwatershed line(WL)は、屈筋腱損傷の問題から、掌側ロッキ
ングプレートの設置位置の遠位限界の目安とされている。このWLより以遠に骨折線のある橈骨
遠位端骨折（terminal fracture:TFと呼称）は稀な骨折であるが、プレートの設置部位や内固
定材の選択に迷うことがある。今回我々が経験したWL以遠の橈骨遠位端TF16例について検討し
た。対象と方法】現在WLの位置に関しては未だ議論の分かれる所であるが、今回のWL以遠は、
方形回内筋の付着部より遠位とした。骨折型は、AO-B2型の背側Barton＋Chauffeur骨折が9手
（脱臼の合併は4手）、関節縁直下に骨折線があるC3型Colles骨折が6手、B1型のChauffeur骨折
が1手であった。年齢は19～67歳で平均43.4歳、男性11例、女性5例、経過観察期間は9.3ヶ月、
受傷原因はバイク、柔道などのhigh energy損傷が多かった。使用したプレート（併用を含
む）は、背側monoaxial locking plate(MLP)2手、背側polyaxial locking plate(PLP)6手、掌
側MLP1手、掌側PLP3手、橈側PLP2手、掌側PLPに橈側からのhookが付いたplateが3手であっ
た。k-wireやスクリューの追加を4手に、人工骨を1手に使用した。臨床評価及び画像評価を行
った。結果】全例に骨癒合が得られた。UV/VT/RIの矯正損失は-0.1mm/-0.5°/1.0°で、整復位
の保持は良好であった。Cooney scoreは平均86.8pointであった。合併症として、伸筋腱断裂を
1手に認めた。考察】橈骨遠位端TF骨折型は、背側Barton＋Chauffeur骨折が多かったが、1種類
のプレートのみの対処では困難なことも多く、掌側・背側・橈側のPLPをセット内に有している
骨接合インプラントが有効と思われた。

S427



2-3-3

橈骨遠位端粉砕骨折に対してプレート固定時、第３コンパートメン
トを部分開放しEPLを直視下に確認した症例の検討

The open part of the third compartment and iIdentified Extensor pollicis longus  following volar plate

fixation of distal radius comminuted fractures

○山本 康弘1,2, 原 章1, 市原 理司1, 工藤 俊哉1

楠瀬 浩一2

1順天堂大学浦安病院, 2東京労災病院

【はじめに】われわれはAO C typeの骨折で背尺側関節内骨片が粉砕している症例に対し、背側
骨皮質までドリリングし、計測値と同じ長さのスクリューを選択、背側骨皮質をとらえるよう
に固定している．同時に第３コンパートメントを開放し、スクリューのコンパートメント内へ
の突出とEPLの確認を行っている．2011年以降、第3コンパートメントを開放した症例について
検討した．【対象と方法】2011年9月から2013年７月まで、手術時、第３コンパートメントを開
放しEPLを確認したのは10症例であった．男性4例、女性６例、平均年齢59.6歳（31～85歳）、
全例掌側ロッキングプレートを使用した．リスター結節の尺側で第３コンパートメントを部分
開放後、EPLを確認．コンパートメント内へスクリューの突出がなければそのままとし、突出を
認めた場合、コンパートメントを完全に開放して縫合し、EPLを外に出した．術後の外固定は行
わなかった．【結果】スクリューの第３コンパートメント内への突出は３例に認め、EPLを第３
コンパートメントからはずした．EPL部分断裂は２例認め修復した．術後単純X線像にて矯正損
失は認めなかった．【考察】橈骨遠位端骨折のプレート固定において、伸筋腱損傷の予防にド
リルで背側骨皮質を貫かない、スクリューの突出をさけるため実測値より短い2mm短いsizeを選
択する、などが推奨されている．しかし、背尺側の関節内骨片を確実に捉えるためにはより正
確な長さの固定が必要となる。第３コンパートメントを開放し確認することで、計測値と同じ
長さのスクリューが選択でき、かつ腱損傷の確認も可能となる．【結論】橈骨遠位端粉砕骨折
に対して、第３コンパートメントを部分開放し、EPLの確認することは、骨片の良好な固定およ
び伸筋腱損傷予防に有用と思われる．
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人工骨ブロック移植による橈骨遠位端骨折整復法　第
2報；REGO（Radius En-Grafting Osteoplasty）と Reverse-REGO

Reduction Technique for Distal Radius Fracture by Using Artificial Bone Block Graft: REGO (Radius En

-Grafting Osteoplasty) and Reverse REGO

○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】当科では粉砕・圧潰を伴う橈骨遠位端骨折において独自の整復法（Radius En-
Grafting Osteoplasty (REGO)）を施行しており、その有用性について第56回の本会で報告し
た。REGOでは整復を容易にするために圧潰部に人工骨ブロックを移植するが、同じ概念に基づ
いた整復法Reverse REGO (R-REGO)も施行している。今回はREGOおよびR-REGO両者の 有用性に
ついて報告する。
【手術方法】１）掌側侵入で骨折部を展開。骨折部を観察し、REGOあるいはR-REGOを選択す
る。２）REGOでは近位髄腔に、R-REGOでは末梢骨片側に骨たたきを打ち込み，骨溝を作成す
る。３）人工骨ブロックを骨溝にはめ込み、骨折部の形を凸型に形成する。４）凸状となった
骨折部を圧潰した凹部にはめ込むと容易に整復され骨折部が安定化する。同時に関節面転位も
人工骨ブロックに押し上げられ、ほぼ自動的に整復される。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およびR-REGOを施行し、術後6カ月以上経過した31例。平均年
齢74歳、全例女性である。REGOは26例、R-REGOは5例。内固定材料はAcuMed、メイラ、SYNTHES
の掌側ロッキングプレートを用い，人工骨はネオボーンを用いた．検討項目は可動域、術後
Xp、手術時間とし、機能評価法としてCooneyらの評価法改変版 を用いた．
【結果】平均可動域は掌背屈135°、回内外167°であった．術後Xpでは全例で良好な骨癒合を
得ており、橈骨遠位端尺側傾斜は平均20°、掌側傾斜は5°、尺骨変位は0mmであった。平均手
術時間は92分、機能評価では全例優であった。
【考察】従来骨移植は骨欠損部充填のために施行されてきた。REGOおよびR-REGOは整復するた
めに骨折部の形態を調整する手技であり、粉砕を伴う橈骨遠位端骨折に対する簡便かつ効果的
な術式であると考える．
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橈骨遠位端関節内骨折後の重度軟骨欠損に対する血管柄付き豆状骨
移植

Reconstruction of severe cartilage defect after intra-articular fracture of the distal radius with the pedicle

pisiform transfer

○石井 久雄1, 建部 将広2, 太田 英之1, 山本 美知郎1

平田 仁1

1名古屋大学　医学部　手の外科, 2安城更生病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折における重度の関節軟骨欠損は、長期的な臨床成績を低下させる重大
な要素である。血管柄付き豆状骨移植は、キーンベック病に対する治療法の一つとして、すで
にその有用性が報告されている。血管柄付き豆状骨移植には、掌側切開でアプローチが可能、
個々の栄養血管を容易に拳上できる、血流が安定している、豆状骨切除によるドナー側の問題
が少ない、十分に長い血管柄が確保できる等の利点がある。今回我々は、血管柄付き豆状骨移
植を橈骨遠位端関節内骨折変形治癒の3例の治療に用い、良好な成績を得たため、surgical
techniqueを中心にこれを報告する 。【方法】手関節掌側に尺側手根屈筋（以下FCU）腱に沿っ
て手関節皮線まで縦切開を行い、ジグザグ切開を用いて遠位へ切開を延長する。豆状骨は環状
に栄養血管に覆われており、軟骨欠損部の位置によって血管茎を選択することが可能である。
豆状骨を筋、豆状有鉤骨靭帯、FCU腱から剥離し拳上すると、4cm以上の血管茎が確保される。
月状骨窩の粉砕骨片を除去し、豆状骨を、関節面が月状骨に対するように欠損部へ補填し、K-
wireもしくはダブルスレッドスクリューで固定する。【成績】術後、良好な手関節機能が保た
れ、また3D-CT像で橈骨月状骨関節の良好な再建と骨癒合が確認できた。【結論】橈骨遠位端骨
折の関節内変形治癒に対しては、矯正骨切り術の良好な治療成績が示されているが、軟骨面の
欠損が大きい症例や、受傷後一定期間が経過し、既に変形性関節症となっている症例は適応外
である。血管柄付き豆状骨移植は、矯正骨切り術の適応のない重症例の治療の選択肢の一つと
なりうる。
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不安定型橈骨遠位端骨折に対する術前のラケット牽引
Traction Therapy for Preoperative Unstable Distal Radius Fracture

○荒川 雄一郎, 大久保 康一, 宮城 光晴

藤崎病院　整形外科

【目的】不安定型橈骨遠位端骨折，特に尺骨遠位端骨折を伴った症例では，徒手整復後，整復
位を保持するために不良肢位で固定を受けて来院される症例が散見される．固定を除去すると
手指全体が高度に腫脹し，すでに拘縮が発生していることが多い．我々はこのような症例に対
して整復後，手術までの間ラケット牽引を行いできるだけ良好な肢位を保持し，腫脹や拘縮を
予防した状態で手術を行うようにしている．今回，本法の主に手技について報告す
る．【方法】手技は，ソフトシーネのスポンジを外した骨組みをラケット型に形取る．骨折を
麻酔下に徒手整復し，キルシュナー鋼線を第2・3・4中手骨に刺入する．肘を90°に屈曲し，綿
包帯，ギプスを巻き込んだ上に，ラケット型の骨組みを前腕にあてがい再びギプスを巻き込
む．数本の輪ゴムを骨組みと鋼線とに引っかけて手を牽引する．牽引後はX線検査で整復の状態
を観察し，手指の自動運動を積極的に行わせる．我々は2010年から2012年まで橈骨遠位端骨折
の観血手術例148例中37例に本法を行った．平均年齢は68歳，男7例，女30例で，骨折型は橈骨
遠位端の単独骨折または尺骨茎状突起骨折の合併が26例，橈骨遠位端骨折に尺骨遠位端骨折の
合併が11例であった．AO分類A3が12例，B3が2例，C1が9例，C2が11例，C3が3例であった
【成績】平均牽引期間は5日であった．X線評価で本法によりulnar varianceは平均+5.2mmが
+0.9mmに，volar(dorsal) tiltは平均26°が10°に，radial inclinationは平均8°が20°に矯
正された．平均手術時間は63分で，本法を行わなかった橈骨遠位端骨折の観血手術の平均手術
時間51分と，両群の有意差はなかった．【結論】不安定型の橈骨遠位端骨折の術前に行う本法
は，整復位を保持することで腫脹や拘縮を予防し，手術手技を容易にする良い方法と考えてい
る．
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背側プレート固定術もしくは掌側ロッキングプレート固定術に背側
アプローチを追加した橈骨遠位端骨折の検討

Dorsal plate fixation or volar locking plate fixation with the addition of the dorsal approach for the

fractures of the distal radius.

○近藤 秀則1,2, 今谷 潤也2, 森谷 史朗2, 前田 和茂2

桐田 由季子2

1金田病院　整形外科, 2岡山済生会総合病院　整形外科

【はじめに】
当科でも橈骨遠位端骨折に対する手術的治療として掌側ロッキングプレート（以下VLP）固定術
を第一選択としている。しかし、VLP固定術の適応外やVLP固定術のみでは対応困難な症例も存
在する。そこで今回、背側プレート固定術もしくはVLP固定術に背側アプローチを追加して加療
した橈骨遠位端骨折の特徴とその治療成績について検討したので報告する。
【対象と方法】
当科にて手術的治療を施行した橈骨遠位端骨折310例のうち背側プレート固定術もしくはVLP固
定術に背側アプローチを追加した24例（7.7%）を対象とした。男性7例、女性17例、手術時年齢
は20～88歳（平均63.6歳）であった。骨折型はAO分類でA3 5、C1 3、C2 5、C3 11例であった。
これらの症例についてCTを用いてさらに詳しく骨折型の特徴を評価するとともに、その治療成
績などについても調査した。
【結果】
背側プレート固定術が6例、VLP固定術に背側アプローチを追加したものが18例であった。最終
調査時の可動域は掌屈56.6°背屈63.0°回外87.9°回内83.6°であり、握力は健側比73.8%であ
った。また機能評価ではJSSH score 86.4点、qDASH 13.6点と比較的良好であった。
【考察】
骨折型の特徴として、背側に天蓋骨片を有するもの9例、掌側の遠位骨片がかなり小さくVLPで
は固定できないもの8例、背側骨片の整復が掌側のみでは困難なもの5例、die punch骨片が大き
くFrag Locで固定していたもの2例に背側プレート固定術もしくはVLP固定術に背側アプローチ
の追加を要していた。適切な治療選択にはAO分類などの一般的な骨折型分類だけでは十分では
なく、さらに詳細な骨折型評価による綿密な術前計画が良好な治療成績を得るためには必要で
あると考えられた。
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橈骨遠位端骨折に対するPolyaxial locking plateの課題と解決案 -トル
クレンチ使用の有効性-第四報

The utility of the torque wrench driver - Treatment of Distal radius fracture with Polyaxial locking

plate,APUTUS2.5-

○門馬 秀介1, 川崎 恵吉2, 青木 光広4, 山越 憲一2

稲垣 克記2

1昭和大学　医学部　救急医学講座, 2昭和大学付属横浜市北部病院

3昭和大学　医学部　整形外科学教室, 4札幌第一病院

はじめに】polyaxial locking plateである、VATCPはスクリュー締め付けの目安となるトルク
検知を有するが，APTUS2.5シリーズの締め付けは術者の勘と慣れに依存し、そのトルク値は未
知で，術後評価との関係も不明であった。今回、APTUS2.5シリーズであるADAPTIVEに、トルク
ドライバーを臨床応用し、その問題点と対策について検討した。対象と方法】橈骨遠位端骨折
に対してADAPTIVEを使用した、37症例を対象とした。遠位のロッキングスクリューに、初期の
22例(152本)には0.8N・m、残りの15例（104本）には0.7N・mのトルクドライバーを使用して挿
入した。術中のトラブルと術後のレントゲンパラメータの矯正損失について調査した。結
果】UV：VTの矯正損失は、-0.9mm：-0.2°であった。術中のトラブルとして、高齢女性の骨粗
鬆症患者の遠位部に0.8N・mのトルクレンチを使用した際、遠位列最橈側のスクリューにのみ(3
本-2.0%)、空回りを経験した。一方、0.7N・mでは、遠位列最橈側ではなく、中央で1本空回り
を生じた。それ以外の252本は、中に入り込むことはなく、締め込みの程度を手で実感でき有用
であった。考察】これまで我々は、人工骨と新鮮屍体橈骨を用いたAPTUS2.5のトルク値の実験
から、至適トルク値の範囲が0.7～0.8N・mで、さらに0.7と0.8N・mで破断強度に有意な差がな
いと報告してきた。今回臨床上ADAPTIVEのトルク値は、0.7N・mで十分と思われた。ガイディン
グブロックを使用したままでスクリューヘッドを見ずに締め込むと、トルクが掛かったことに
気付かずに、さらに回してしまい、それが空回りの原因になるとも考えられ、今後の使用時の
注意点である。結論】ADAPTIVEの遠位のスクリュー固定に、トルクレンチは有用であった。
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橈骨遠位端骨折治療におけるAcuMed社製Acu-Loc Plateのscrew挿入
時の骨の縦割れ現象について

A precaution for using Acu-Loc Plate for distal radial fractures

○藤原 那沙, 藤原 祐樹, 伊藤 英人

静岡済生会総合病院整形外科

【目的】AcuMed社製のAcu-Loc Plateは、橈骨遠位端骨折治療における主要な内固定材料の一つ
である。当院では掌側locking plateを必要とする症例に対し、主にこのAcu-Loc Plateを用い
ているが、Acu-Loc Plateを使用した症例において、術後X線画像でscrew挿入部に骨の縦割れを
起こした症例を多く認めたため、考察を加え報告する。【方法】　当院で2008年3月から2013年
8月までに橈骨遠位端骨折に対し掌側locking plateを用いた324例のうち、使用したplateは
AcuMed社製Acu-Loc Plateが197例、Synthes社製VA-TCPは92例、その他35例であった。これらの
症例における手術後のX線画像における骨の縦割れの有無を評価し、検討を行っ
た。【結果】screw挿入部で骨の縦割れを認めたのは28例で、そのうち27例がAcuLoc Plateであ
った。縦割れはいずれも近位のscrew周囲に亀裂のような形で観察されるのみで、X線画像にお
ける所見以外の明らかな臨床上の問題点は認めなかった。【考察】Acu-Loc Plateで骨の縦割れ
が生じ易い原因として、screw径が他社の製品と比べて太い、screw径より更に太いscrew基部が
圧着によって骨にめり込む、近位のlocking screwを誤った方向に挿入するとscrew hole周囲の
骨に負荷をかける、ことなどが原因と考えられた。screwの形状に関しては同社で既に新製品が
開発されているが、screw挿入部での骨の縦割れは術後の整復位損失・Plateの転位や疼痛遷延
の原因となる可能性もあり、Acu-Loc Plateを用いる際には、症例の選択や手術時に注意する必
要がある。
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橈骨遠位端新鮮骨折に対する掌側ロッキングプレートと低出力超音
波パルスの併用療法の試み

Combination therapy of low-intensity  pulsed ultrasound  and volar locking plate fixation for fresh distal

radius fractures

○太田 剛1, 新関 祐美1, 若林 良明2, 大川 淳2

1済生会川口総合病院　整形外科, 2東京医科歯科大学整形外科

【はじめに】低出力超音波パルス療法（以下LIPUS）は、骨折遷延癒合のみならず新鮮骨折にも
有効な治療法である。今回、橈骨遠位端新鮮骨折に対して掌側ロッキングプレート（以下VRP）
固定とLIPUSを併用して治療し、その仮骨形成時期、骨癒合期間について検討した。【対象と方
法】2011年9月から2013年5月までの間、当院において橈骨遠位端新鮮骨折を手術的に治療した
54例の内、ロッキングプレート固定を行い、手術翌日にLIPUSを開始した群27例（以下L+群）と
VRP固定のみの群27例（以下L-群）について比較検討した。L+群は平均年齢65.6歳、男性4例、
女 性 2 3 例 。 C 群 は 平 均 年 齢 6 2 . 9 歳 、 男 性 6 例 、 女 性 2 1 例 。 骨 折 型 は L 群 は
A3、2例、C2、5例、C3、20例、L群はA1、2例、A3、5例、C1、4例、C2、6例、C3、10例であっ
た。両群ともFCRアプローチを用いてVRP固定を行った。L+群で術後1日からLIPUS照射を開始し
た。術後1週間後から自動運動を開始した。検討項目は術後成績、レントゲンパラメータ、それ
ぞれの矯正損失を計測した。また各群について仮骨出現時期、骨癒合期間、術後合併症につい
て検討した。【結果】全例において骨癒合が得られた。問題となる合併症は認めなかった。仮
骨型形成時期はL+群で平均29.5日、L-群で37.3日でL+群で有意に早かった。骨癒合期間はL+群
で58.4日、L―群で68.3日とこれもL+群で有意に早かった（Student-t検
定、ｐ＞0.05）。【考察】LIPUSによる新鮮骨折に対する有効性は報告されているが、橈骨遠位
端骨折手術例に対する併用療法の報告は少ない。今回の検討において、LIPUSを併用することに
より仮骨形成、骨癒合が早くなることが示された。LIPUSは非侵襲的治療であり、早期仮骨形成
によって疼痛の軽減やADL復帰などが期待できる。
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橈骨遠位端骨折術後の尺側部痛に対する検討
Ulnar Pain after surgical treatment of distal radius fracture

○杉田 健, 酒井 和裕, 古川 雄樹

健和会大手町病院

【緒言】橈骨遠位端骨折治療の成績は最近、著しく向上したが、未だ術後の手関節尺側部痛が
問題となることが少なくない。今回、自験例を調査し対策についても考察する。【対象と方
法】2011年1月から2013年4月に当科で手術した橈骨遠位端骨折のうち、6カ月以上経過観察でき
た89例（男30例、女59、平均年齢62.4歳）を対象とした。橈骨骨折はスクリュー固定1例を除き
掌側ロッキングプレートで固定した。尺骨遠位部骨折合併は61例で茎状突起43例、遠位端18例
であった。診療録を後ろ向きに橈骨と尺骨の骨折型(AO分類/中村分類)と治療法、尺側部痛の有
無と原因について調査した。【結果】経過観察期間は平均10カ月で橈骨は全例骨癒合した。尺
側部痛は10例、11.2％に認めた。橈骨単独例は2例（B1：1例、C2：1）で両者とも術中関節鏡で
TFCC損傷（Palmer：1-D）を部分切除しDRUJは安定と判断したが、術後に不安定性を1例に認め
た。尺骨骨折合併例は8例（A2：1例、C1；2、C2：2、C3：3）で、全例茎状突起（先端
部：3例、中央部：2、基部水平：2、基部斜：1）であった。基部3例は鋼線固定後の鋼線突出に
よる疼痛で抜去し1例は偽関節となった。先端・中央部例は偽関節2例、橈骨尺側部の軟骨損傷
1例、橈骨短縮による尺骨突き上げ1例、SL離開1例であった。【考察】橈骨遠位端骨折後の合併
症として尺側部痛は未だ少なくない。近年は骨粗鬆症による脆弱性骨折が多いが最近のプレー
ト固定などの進歩で整復保持不良に起因する橈骨短縮は少なくなった。一方、TFCCなどの軟部
組織損傷と尺骨茎状突起骨折に関連した後遺症は減っていない。これらが主因であり術前術中
の評価と治療法の再検討が必要である。
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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後の手関節尺
側部痛　-尺骨茎状突起骨折の有無との関連-

Effect of an unrepaired fracture of the ulnar styloid process on ulnar side pain of wrist after volar locking

plate fixation of a distal radial fracture

○佐藤 大祐, 丸山 真博, 吉岡 信弥

吉岡病院　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固定後の手関節尺側部痛の残存と未
治療の尺骨茎状突起骨折との関連について調査することを目的とした。
【対象と方法】2009年から2012年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
術を施行し、尺骨茎状突起骨折を未治療とした40例中、電話での追跡調査が可能であった37例
37手（男10例、女27例、平均年齢64.5歳）を後ろ向きに調査した。尺骨茎状突起骨折合併につ
いて、骨折なし群、遠位部での骨折（Tip群）、基部での骨折（Base群）、の3群に分けた。最
終経過観察時にＸ線評価、および電話で手関節尺側部痛の有無を聞き取り調査し、3群間で比較
を行った。平均経過観察期間は2.6年であった。
【結果】骨折なし群は10例（男1例、女9例、平均年齢64.5歳）であり、骨折型はA2が3例、C1が
2例、C2が1例、C3が4例であった。Tip群は12例（男3例、女9例、平均年齢59.5歳）であり、骨
折型はC1が8例、C2が2例、C3が2例であった。Base群は15例（男6例、女9例、平均年齢64.5歳）
であり、骨折型はA2が2例、C1が6例、C3が7例であった。最終経過観察時のＸ線でのulnar
varianceは、骨折なし群が＋3.0mm、Tip群が＋2.9mm、Base群が＋2.1mmであった。最終的に尺
骨茎状突起骨折の骨癒合を得たのは、Tip群が12例中2例（16.7%）、Base群が15例中7例
（46.7%）であった。手関節尺側部痛が残存したのは、Base群の3例のみであり、うち骨癒合を
認めたものは2例であった。
【考察】橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート固定を行う場合、尺骨茎状突起基部
骨折を未治療とすると、手関節尺側部痛が残存する可能性がある。
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腱の滑走床障害を疑い背側展開を併用した橈骨遠位端骨折手術例の
検討

Operative treatment for distal radius fracture by dual approach to prevent rupture of the extensor pollicis

longs tendon

○伊藤 博紀

厚生連山本組合総合病院

【目的】橈骨遠位端骨折（以下DRF）術後長母指伸筋腱（EPL）断裂の原因として、掌側プレー
ト固定時の背側へのスクリュー突出やドリリングによる腱損傷があげられる．近年、背側天蓋
状骨片（以下天蓋状骨片）や腱滑走床の骨片転位による腱滑走障害が報告されている．今
回、DRF手術例において、腱滑走障害を疑い第3区画を開放した症例の臨床像をretrospectiveに
検討した．【対象および方法】2005年8月以降、手術を行ったDRF140例を対象とした．平均年齢
63.4（19～90）歳、骨折型は掌側転位型9例、背側転位型131例で、AO分類ではA2:14例、A3:
32例、B3: 5例、C1: 8例、C2: 37例、C3: 44例であった．単純X線で天蓋状骨片や、腱滑走床に
おいて骨片転位が疑われる例、また徒手整復後に手指の自動運動で強い疼痛を訴える例に対し
て、CTを追加した．手術は、原則として掌側ロッキングプレート固定を行った．CTで連続型
（山中分類）の天蓋状骨片や滑走床の骨片転位が確認された場合は、第3区画を開放し骨片整復
や摘出、滑走床の再建を行った．【結果】第3区画を開放した症例は、140例中8例（5.7%）で、
その内訳は、天蓋状骨片が4例、腱滑走床にsharp edgeを有する骨片が2例、腱滑走床で遊離し
た骨片が1例、天蓋状骨片と腱滑走床で遊離した骨片を有する例が1例であった．この8例中5例
で、徒手整復後の手指自動運動時に強い疼痛の訴えがみられた．EPL断裂は、第3区画を開放し
なかった1例に（0.7%）生じた．【結論】DRF術後EPL断裂を防ぐためのストラテジーは、まだ確
立されているとは言えない．CTは、腱滑走床の詳細な評価が可能で、治療方針の決定に有用で
あった．徒手整復後の手指自動運動における強い疼痛は、腱滑走障害が生じている可能性があ
り、画像所見と合わせた評価によりEPL断裂を回避できる可能性が示唆された．
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橈骨遠位端骨折後の腱断裂の検討
Tendon rupture after distal radius fracture

○植田 有紀子1, 児島 新1, 漆崎 亜弥1, 中村 誠也2

1関西医科大学香里病院 整形外科, 2マックシール巽病院　整形外科

【はじめに】近年、橈骨遠位端骨折は日常診療でよく遭遇する骨折であり、腱断裂は術後また
は保存的加療後に起こりうる合併症のひとつである。今回我々は橈骨遠位端骨折後に発生した
腱断裂１３例を経験したので、経過・X線画像・CT画像・術中所見等で腱断裂の発生機序につい
て検討を行った。【対象と方法】対象は2007年3月から2013年4月までに他院から紹介受診され
た橈骨遠位端骨折後の腱断裂１3例である。損傷腱の内訳は術後のFPL断裂3例、FPLと示中指複
数の屈筋腱断裂1例、術後のEPL断裂４例、保存的加療後のEPL断裂５例であった。女性１０名、
男性３名、右７例、左６例で、受傷時の年齢は47歳から83歳、平均66.5歳であっ
た。【結果】FPL断裂は全例が掌側ロッキングプレートによる骨接合の術後であった。多数指屈
筋腱断裂の1例は加工された掌側ロッキングプレートが関与していると思われた。術後のEPL断
裂４例中３例は遠位設置のスクリューが背側骨皮質から突出し伸筋腱の走行滑走部に露出して
いた。1例はEPL断裂に対して掌側ロッキングプレートの抜釘と腱移行術を前医で受けた後、示
指への伸筋腱が断裂を起こした症例であった。保存的加療後におきたEPL断裂の５例中４例は骨
折部の転位がわずかな症例であった。【考察】橈骨遠位端骨折後の腱断裂は、屈筋腱断裂につ
いては全例掌側ロッキングプレートの術後でありプレートの選択と手術手技に注意が必要であ
ること、また抜釘の必要性が示唆された。またEPL断裂は、保存療法でも発症していたがプレー
ト固定に関与している症例もあることから、術後腱鞘炎のような症状が出現した際には可及的
早期にプレート抜去を考慮しなければならない。
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橈骨遠位端関節内骨折術後の手関節動態と上肢機能の関係
The relationship between the carpal kinematics and the wrist function after intra-articular distal radius

fractures.

○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】手関節外傷後に変形治癒や手根靱帯損傷による安定性の破綻により手根骨の動態の変
化が予想される。今回我々は橈骨遠位端関節内骨折後の手根骨の動態変化が上肢機能に及ぼす
影響について調査した。
【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20例である。平均年齢は61才（37-78才）、男性6例、女性14例で、骨折型はAO分
類typeB2例、C18例であった。術後1、3、6、12ヵ月目に手関節最大掌背屈の動態側面像から橈
月状骨角および有頭月状骨角、舟状月状骨角の最大可動域（それぞれRLA、CLA、SLA）を計測し
た。また上肢機能の指標として手関節の掌背屈と橈尺屈、回内外、ダーツスローの可動域、並
びに握力、DASHスコアを調査した。それぞれの計測値を患健比として経時的な変化について多
変量解析を行った。またそれらと上肢機能の各因子との相関を調べた。（p＜0.05）
【成績】手根骨の動態の因子のうちCLAのみが術後12か月で健側比100％±37％と有意に改善し
ていた。またSLAのみがDASHと負の相関を認め(r=-0.43)、また掌背屈並びに握力とも正の相関
を認めた(r=0.45, r=0.59)。CLAは掌背屈並びに握力（r=0.36, r=0.35）、RLAは掌背屈のみと
相関していた(r=0.34)。
【結論】舟状月状骨間の破綻は長期的には手関節全体の安定の損失につながるが、橈骨遠位端
骨折手術後12か月までの回復期ではその可動性の損失が手関節の掌背屈や握力の回復に影響し
ており、また上肢障害の原因であることが示唆された。Criscoらは手関節の掌背屈時や尺背屈
から橈掌屈の逆ダーツスローモーションで舟状骨の動きが最大になると報告しており、そのよ
うなことを術後の可動域訓練で意識することは術後の上肢機能の回復につながると考えられ
た。
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高齢者橈骨遠位端骨折に伴う手根不安定症について
dital radius fracture of the elderly with Carpal instability

○森実 圭1, 河野 正明1, 千葉 恭平1, 高須 厚1, 沖 貞明2

1里仁会　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】高齢者の橈骨遠位端骨折の手術時に手関節鏡を行う際、無症候性異常所見と思われる
手根骨間の不安定性を有する症例もしばしばあり、対応に迷うことも少なくない。今回、橈骨
遠位端骨折初回固定時に手根骨間の不安定性のある群とない群での治療成績を比較検討し
た。【対象・方法】当院にて2009年10月～2013年10月までに橈骨遠位端骨折に対して手術的加
療を行った65歳以上の101例のうち、初回手術時・抜釘時に手関節鏡を行った22例（平均年齢
71.9歳、男性1例、女性21例、平均経過観察期間12.5か月）を対象とした。これらのうち舟状月
状骨（SL）間、または月状三角骨（LT）間に不安定性のあるものをI群(n=10)、不安定性の認め
なかったものをN群(n=12)とした。不安定性については特に処置は行わなかった。臨床項目とし
て手関節可動域、握力、Mayo Wrist Score、X線学的項目として初回固定時・最終調査時の
Scapholunate angle(SLA)、Capitolunate angle（CLA）を計測し、また再鏡視時の所見につい
て比較検討した。【結果】平均手関節可動域は背屈I群60.5°（健側比94％）、N群
62°（同91%）、掌屈I群58.3 °（健側比87%）、N群58.8°（同85%）、平均握力健側比はI群
82％、N群78％、Mayo Wrist ScoreはI群平均86.3点、N群81.3点であった。各項目において有意
差を認めなかった。X線学的項目は平均SLAはI群62.4°、N群59.3°から最終調査時
61.3°、55.5°、平均CLAはI群6.8°、N群6.8°から4.8°、6.1°となり、DISI,VISI変形の進
行はなかった。手関節鏡所見で変性の進行などは認めなかった。【考察】青壮年者における橈
骨遠位端骨折に伴う骨間靭帯損傷に比べ、手関節鏡において無症候性異常所見を認めるものは
加齢変性が考慮され、高齢者においては無処置のままでも不安定性のないものと差はなかっ
た。
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脆弱性骨折女性における橈骨遠位端骨折の特徴と掌側ロッキングプ
レート固定の治療成績

The characteristics and treatment results of distal radius fracture in the fragility fracture population with

distal radius fracture in Japanese women

○加藤 宗一, 山本 美知郎, 新井 哲也, 太田 英之
平田 仁

名古屋大学　手の外科学

【目的】橈骨遠位端骨折に対するprospective follow up studyを行い、骨脆弱性骨折群と非骨
脆弱性骨折群における骨折の特徴と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 cohort241例244骨折を対象とし、その特徴を分析した。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193例を脆弱性骨折群(A群)として
55歳以上女性127例、非骨脆弱性骨折群(B群)として75歳未満男性66例に2分した。他覚的評価項
目として最終診察時の手関節・前腕可動域(以下ROM)、握力、単純X線写真を評価した。自覚的
評価項目として上肢能力評価Hand20、疼痛NRS scoreを術後6、12、18か月時に評価し、重回帰
分析を行い上肢能力評価に影響する因子を推定した。【結果】AO分類ではA群はA2が最多で
28%、B群ではC2が35%を占めた。掌背屈・回内外平均ROM、レントゲン評価は両群間に有意差は
なかったが、握力健側比はA群69%（±24%）、B群84%（±29%）であり、A群で優位に回復が悪か
った。Hand20の平均scoreは18か月時A群16（±21）、B群10（±16）、疼痛NRS scoreはそれぞ
れ2.0（±2.4）、2.1（±2.6）でいずれも有意差はなかった。合併症の発生は手根管症候群が
最多でA群10例、B群1例であったが、その発生率に統計学的有意差はなかった。また重回帰分析
の結果、A群においては年齢がHand20スコアおよび疼痛スコアに影響することが分かっ
た。【結論】55歳以上女性の骨脆弱性骨折患者群ではAO分類A3骨折が多かった。良好なレント
ゲン評価、握力以外の機能回復、自覚的な能力評価の回復が得られた。重回帰分析において年
齢がHand20スコアに影響することが示された。

S442



2-3-18

後期高齢者の橈骨遠位端骨折に対する掌側locking plate固定術の治療
成績

Volar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fracture in Patients over 75Years Old

○品田 春生1, 能瀬 宏行1, 浅野 浩司1, 若林 良明2

1横浜市立みなと赤十字病院　整形外科, 2東京医科歯科大学　整形外科

【目的】掌側locking plateによる固定性が向上し、骨粗鬆症を基盤とした後期高齢者の橈骨遠
位端骨折の手術適応が広がったが、術後スクリューの関節内への逸脱、矯正損失が危惧され
る。今回、75歳以上の橈骨遠位端骨折に対し、掌側locking plateを用いる手術治療を行った症
例について検討した。【方法】2007年4月から2012年3月までに、掌側locking plate 固定術後3
ヶ月以上経過観察可能であった75歳以上の22例22手を対象とした。受傷側は右12手、左10手で
あり、男4例、女18例、手術時平均年齢は81歳（75～95歳）であった。術前AO分類は
A：14例、B：4例、C：4例であった。術後外固定は2週間行った。平均観察期間は9ヶ月（3～38
ヶ月）、術直後と最終観察時のX線でradial inclination(RI)、volar tilt(VT) 、ulnar
variance(UV)を計測し矯正損失を評価した。臨床成績はMayo Modified wrist scoreで評価し
た。【結果】術直後X線評価でRI：21.4±3.2°、VT：7.1±5.0°、UV：-1.0±1.8mmであった。
最終観察時はRI：20.4±3.5°、VT:5.4±4.8°、 UV：2.2±2.2mmであった。経過観察時の平均
矯正損失はRI：1.0±2.8°、VT1.7±3.2°、UV：3.1±1.6mmであった。臨床成績はMayo
Modified wrist scoreでexcellent：11例、 good：9例、fair：２例、poor：0例であった。矯
正損失の程度と臨床成績には関連を認めなかった。術後スクリューが関節内へ逸脱する症例は
なかった。【結論】後期高齢者の橈骨遠位端骨折に行った掌側locking plate固定術の術後経過
において、X線上の矯正損失を認めた。しかし、矯正損失の程度と臨床成績には関連を認めず、
掌側locking plateを用いる手術療法は後期高齢者の橈骨遠位端骨折にも良い適応と考えられ
る。
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高齢女性の橈骨遠位端骨折に対するVA-TCPの治療成績の検討
Clinical Results of Distal Radius Fractures in Elderly Females, treated with VA-TCP

○岡松 伸明1, 川崎 恵吉2, 稲垣 克記1, 小磯 宗弘3

前田 利雄1

1昭和大学医学部整形外科, 2昭和大学横浜市北部病院整形外科

3医療法人慶仁会城山病院

【はじめに】Polyaxial locking plate（以下PLP）は、遠位スクリュー角度に自由度があるた
め、特に関節内骨折の治療に有用である。しかしその自由度の反面、強度が低下し、矯正損失
が大きくなるのではという不安が残る。今回我々は、PLPであるSynthes社VA-TCPを用い、高齢
者（65歳以上）女性の橈骨遠位端骨折の治療成績について検討した。【対象】当院及び関連病
院でVA-TCPを用いて手術を行った橈骨遠位端骨折110手のうち、65歳以上の女性28例を対象とし
た。平均年齢75.2歳、右15例、左13例、術後平均経過観察期間9.4か月。骨折型はAO分類で
A2:2例、A3:3例、B3:3例、C1:9例、C3:11例。これらを関節外/関節内（5例/23例）、骨幹端単
純/粉砕（2例/3例）、関節内単純/粉砕（9例/11例）に分類し、比較評価を行った。評価項目は
臨床成績評価にはCooney score、単純X線評価にはUV、VT、RIを用い、手術直後と最終観察時の
差を矯正損失とした。統計処理にはt検定を用い、P＜0.05を有意差ありとした。【結果】全体
では、Cooney score 平均86.3点、矯正損失はUV 0.84mm、VT 0.97°、RI 0.88°であり、整復
位保持は良好であった。また各骨折型間の比較においても、いずれの評価項目に有意差を認め
なかった。【考察】骨折型に関わらず、X線評価では良好な整復位保持が得られており、今回の
調査からはVA-TCPの強度は信頼できるものと考えられた。ただし、他施設の報告では、VA-TCP
のプレート破損、スクリュー破損、スクリュー迷入の報告がされており、今後も調査・検討を
要する。
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アレンドロネートの脆弱性橈骨遠位端骨折治癒過程への影響
Effect of early alendronate administration on fracture healing of fragility distal radius fracture

○内山 茂晴1, 伊坪 敏郎1, 中村 恒一1, 今枝 敏彦2

加藤 博之1

1信州大学　整形外科, 2金城学院大学　生活環境学部

[目的]アレンドロネートは強力な骨吸収抑制作用があり、骨折治癒過程を遅らせるという懸念
がある。術後早期のアレンドロネート(ALN)投与が脆弱性橈骨遠位端骨折の治癒過程に影響を及
ぼすかを、多施設前向き比較試験で検討した。[方法]平均年齢70歳の脆弱性橈骨遠位端骨折
(DRFx)患者80人を来院日により２群に分けた。ALN群ではDRFxに対してロッキングプレート固定
後数日以内にALN(35mg/w)投与を開始し(n=40)、no-ALN群は術後４か月以降に開始した(n=40)。
術前腰椎骨密度、骨型ALP,　尿NTX、受傷前QuickDASHを測定し、術後１、２、３、４、５か月
で手関節単純X線撮影、握力、ROM,　骨折部圧痛、QuickDASH,６か月では術前と同様の検査を行
った。単純X線像上の骨癒合の判定(cortical bridging)は、整形外科専門医２名、放射線科専
門医１名がブラインドで評価した。両群間で年齢、性別、腰椎骨密度、AO骨折型に有意差はな
かった。[結果]Cortical bridging はALN群で3.5か月（SE,0.16)、no-ALN群で3.1か月
(SE,0.15)で有意差はなかった。すべての骨折は合併症なく治癒した。単純X線像上の橈骨遠位
の解剖学的整復はいずれの群においても術後ほぼ保たれていた。QuickDASH,　握力、ROM,　圧
痛の有無はいずれも両群間に術後どの時点においても有意差は認められなかった。骨型ALPと
NTXはALN群において６か月の時点でno-ALN群より低下率が大であった。このことは、ALNが確実
に体内に取り込まれていることを示唆している。[結論]この研究により脆弱性DRFx術後早期の
ALN投与は単純X線像上の骨癒合および臨床的な骨折後の回復に明らかな影響を与えていないこ
とが示された。
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骨粗鬆症性橈骨遠位端骨折におけるエルデカルシトール投与の有効
性の検討

Effect of eldecalcitol for osteoporotic distal radius fractures

○川端 確1, 佐々木 康介2, 坂口 公一3, 寺浦 英俊1

1東住吉森本病院　整形外科, 2清恵会病院　大阪外傷マイクロサージャリーセンター

3大阪府済生会千里病院　整形外科

【目的】骨粗鬆症性橈骨遠位端骨折に対する手術加療に関する研究は数多く行われているが、
合併している骨粗鬆症の治療に関する報告は少ない。今回、骨粗鬆症性橈骨遠位端骨折に手術
加療を選択した症例に対するエルデカルシトール投与の有無で治療成績を比較しその有効性を
検討した。
【方法】対象は当院で橈骨遠位端骨折に対してAcu-Loc Distal Radius Plate Systemを用いて
手術加療を行い術後6か月以上経過観察可能であった41例であり、エルデカルシトール投与群15
例（男性3例、女性12例）と非投与群26例（男性3例、女性23例）の治療成績を臨床的、X線学的
に検討した。投与群と非投与群の手術時平均年齢は順に70.9歳と68.5歳、平均経過観察期間は
順に10.8か月と8.8か月でありともに統計学的有意差はなかった。両群の検討項目は、術後3か
月および6か月時の握力と関節可動域（掌屈、背屈、回内、回外）、最終観察時のMayo wrist
scoreとX線学的各パラメーター（Ulnar variance、Volar tilt、 Radial inclination）とし
た。またエルデカルシトール投与群は術後6か月おきに腰椎と大腿骨の骨密度（g/cm²）を測定
した。
【結果】両群間の全ての比較検討項目において統計学的有意差は認めなかった。エルデカルシ
トール投与群の腰椎骨密度は投与前と最終観察時において0.85から0.88となり統計学的に有意
に上昇していた。大腿骨骨密度は0.55から0.56へと推移していたが統計学的有意差は認めなか
った。
【考察】文献的にビタミンDの運動機能への関与が報告されており、今回、橈骨遠位端骨折術後
の手関節機能への影響を検討したが、本研究の検討項目においては両群間に有意差を認めなか
った。ただし、エルデカルシトール投与により腰椎骨密度は統計学的に有意に上昇しており、
骨粗鬆症治療としての一定の効果は認められた。
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PMI（Patient Matched Instrument）を用いた上肢の矯正骨切術

○村瀬 剛

大阪大学　整形外科

上肢の骨折変形癒合に対する治療では解剖学的に正確な矯正が特に重要と考えられる。しか
し、例えば前腕骨折変形癒合で角度変形と回旋変形、さらに橈尺骨長差を同時に矯正すること
は技術的に極めて難しい。橈骨・尺骨、両骨の変形矯正が必要であれば尚更である。橈骨遠位
端骨折変形治癒に対して行われる単純X線画像に基づく従来の矯正骨切術では10度以上の誤差が
あった症例が1/3にのぼり、矯正不足の症例では可動域障害と疼痛が残存することが報告されて
いる。また、多くの先行研究でその重要性が述べられているにも関わらず、内反肘変形に対す
る三次元矯正は、技術的難しさと不安定な術後成績のために普及するには至っていない。
我々は、これら上肢の変形矯正に対してCT骨モデルを用いたコンピューター手術シミュレーシ
ョンにより最適な矯正を計画するとともにPMI(Patient Matched Insrument)を用いて計画に忠
実な手術を行う手術支援システムを開発してきた。本システムでは独自のコンピュータープロ
グラムにより罹患骨と正常骨を形状比較して三次元変形軸を表示することで、closing wedge
osteotomy、 opening wedge osteotomy、rotational osteotomy、あるいは前二者いずれかと後
者の組み合わせ、のいずれが適しているか知ることが出来る。この情報に従って手術計画を立
てる。PMIは、患部の骨表面に正確にフィットして、術前計画通りの骨切と矯正をガイドする、
樹脂製のいわゆるサージカルテンプレートである。
本システムを用いて橈骨遠位端骨折変形治癒、両骨を含む前腕骨折変形治癒、内反肘変形の矯
正骨切術を行ってきた。いずれにおいても従来の方法では難しかった正確な三次元矯正が可能
で、それに伴って良好な臨床成績を収めることが出来た。本講演では、昨年6月に薬事承認され
実用段階に入っているPMIを用いた上肢の矯正骨切術に関して、その実際と今後の展望に関して
述べる。
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陳旧性橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術の経験
Volar plate fixation for old fractures of the distal radius

○遠山 雅彦

JR大阪鉄道病院　整形外科

【目的】不適切な初期治療により陳旧例となった橈骨遠位端骨折11例に対し，掌側アプローチ
による変形矯正，掌側プレート固定術で治療を行ったので報告する．【対象と方法】陳旧例の
定義は，受傷後３週以上経過し手術中に骨のみやボーンソーでの骨切りを行わずに変形を矯正
したものとした．対象は術後6ヶ月以上経過観察できた男性1例，女性10例で，初診時年齢は30
～82歳(平均67.8歳)，受傷より初診までの期間は3～12週（平均6週），術後経過観察期間は8～
47ヶ月（平均20.0ヶ月）であった．いずれも疼痛，可動域制限，変形，転位の進行などを主訴
に，他院より紹介され初診となった．手術は掌側アプローチで骨折部を全周に剥離して変形を
矯正，整復し，掌側プレートで固定した．欠損が大きい症例はβ-TCPで補填した．尺骨の固定
を2例に，手根管開放術を１例に同時に行った．これらに対しX線評価，Cooneyの評価法による
臨床評価を行い検討した．【結果】全例術後大きな矯正損失なく骨癒合を得た．最終のvolar
tilt は平均4.4度，ulnar varianceは平均0.6mmで，CRPSや腱断裂などの合併症はなかった．
Cooney評価ではexcellent 3例，good 3例，fair 5例で，poorはなかった．【考察】橈骨遠位端
骨折は，変形治癒でも比較的障害が少ないことがあるため，特に高齢者は安易な保存治療が行
われ障害を残し陳旧例となる事がある．その場合の治療方法として以前は，骨癒合が十分得ら
れてからの矯正骨切り術が一般的であった．しかし，近年は軟部組織の拘縮が少ない早期手術
を行うことが多くなってきている． 新鮮例とほぼ同様の手術手技で行うことができ治療結果も
良好であったが，新鮮例と比較すると治療期間が長く治療成績も劣るため，初期治療の選択が
重要である．
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手術的加療を要した橈骨遠位端骨折変形治癒例の検討
Surgical Treatment of Distal Radius Malunion.

○山口 幸之助1, 加地 良雄1, 今泉 泰彦2, 中村 修1

山本 哲司1

1香川大学　医学部　整形外科, 2三木市立三木市民病院　整形外科

【緒言】橈骨遠位端骨折の変形治癒は稀では無いが、疼痛などの愁訴により手術が必要になる
こともある。今回、当科において手術的加療を要した橈骨遠位端骨折変形治癒例の臨床像と術
後の臨床成績を調査した。 【対象と方法】対象は当科にて手術を行い、6ヶ月以上経過観察可
能であった橈骨遠位端骨折変形治癒例14例（男性6例　女性8例）で罹患側は右9例、左5例、平
均年齢は55.9歳(28～79歳)であった。行った術式は、橈骨矯正骨切り術（RO）9例、Sauve-
Kapandji手術（S-K）3例、尺骨頭部分切除術（UR）2例であった。これらに対し、術前の臨床所
見、X線像でのvolar tilt (VT)、radial inclination(RI)、ulnar variance(UV)、最終観察時
のMayo wrist scoreを評価した。【結果】術前の臨床所見では、全例に可動域制限、運動時痛
を認めた。また、握力低下を13例に、手関節尺側部痛を8例に、正中神経領域のしびれを6例
に、尺骨神経領域のしびれを2例に認めた。術前のX線像は、ROの背屈変形例ではVT-23.5°(術
後6.7°)、RI15.3°(術後21.3°)、UV4.7mm(術後1mm)、ROの掌側変形例では、VT28°(術後
1 1 . 7 ° ) 、 R I 9 . 8 ° ( 術 後 1 9 ° ) 、 U V 7 . 3 m m ( 術 後 1 . 7 m m ) 、 S - K 例 で
は、VT15°、RI11.3°、UV9.3mm(術後0mm)、URでは、VT19.5°、RI17°、UV1.35mmであっ
た。（最終観察時の）Mayo  wrist  scoreは、RO76.1点、S-K68.3点、UR77.5点であっ
た。【考察】橈骨矯正骨切り術施行例の術後臨床成績は概ね良好であった。尺骨頭部分切除術
例では術前の主訴が手関節尺側部痛に限定されており、これを改善することで良好な治療成績
となった。一方矯正骨切りができずサルベージ手術となったS-K法施行例ではMayo wrist score
は劣っており、これらの症例に対する治療には今後一考の余地があると考えられた。
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橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する掌側ロッキングプレートを用い
た橈骨矯正骨切り術の治療成績

Clinical Results of Collection Osteotomy for bony deformity after Distal Radius Fractures

○村島 一平, 川崎　 恵吉, 稲垣 克紀, 池田 純
上野 幸夫

昭和大学　医学部　整形外科学教室

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する治療法として、掌側ロッキングプレート（以下VLP）はゴ
ールドスタンダードとなったが、それに伴い、橈骨遠位端骨折後の変形治癒に対する橈骨矯正
骨切り術にもVLPを使用することも多くなった。我々も以前は、Fernandez法に準じてopen
wedgeで骨切りと自家骨移植を行い、掌側non-locking plateで固定してきたが、最近は人工骨
を用いてVLPで固定している。今回、VLPを使用した橈骨矯正骨切り術の治療成績を調査し
た。【対象と方法】これまで橈骨遠位端骨折後の変形治癒に対し、VLPを使用して矯正骨切り術
を行った症例は20手で、平均年齢は67.2歳、男女比は6：15例、右左比は11：9例、受傷から矯
正骨切り術までの期間の平均は9.9ヶ月、術後経過観察期間の平均は20.9ヵ月であった。術前の
転位方向や骨折型は、背側転位型が3手、掌側転位型が15手、Chauffeur骨折後関節面転位が
1手、骨端線損傷後の短縮変形が1手であった。骨移植は、自家骨が7手、人工骨が11手であっ
た。プレートの種類は、LCP T-plateが5手、Stellarが5手、Stellar-2が6手、DVR、OSR、APTUS
Flapが各1手であった。臨床成績はCooney Score、画像所見はUV、VT、RIなどの各種パラメータ
ーの計測、合併症について検討した。【結果】Cooney scoreは平均91pointで、X線評価で各種
パラメータの矯正損失は、UVが0.29mm、VTが-1.21°、RIが-1.1°で、2手にプレート破損を認
めた。【考察】ロッキングプレートに依存することなく、年齢や生活レベルも考慮して、プレ
ート機種の選択、骨移植の方法を考慮することが望ましいと思われた。1cm以上の骨延長を行う
場合には、自家骨移植の方が望ましいと思われた。
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橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する矯正骨切術における背側プレー
ト法と掌側プレート法の比較

The Comparison of Corrective Osteotomy with Dorsal Buttress Plate Fixation and Volar Locking Plate

Fixation for Malunited Distal Radius Fractures

○岡 久仁洋, 大森 信介, 川西 洋平, 田中 啓之
村瀬 剛

大阪大学大学院　整形外科

【目的】背屈変形をきたした橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切術は背側opening wedge
で矯正されるため、背側バットレスプレートによる固定を行ってきた。近年、掌側ロッキング
プレートの発展によりcondylar stabilizing法による矯正を行っている。今回、背側固定法
（以下D群）と掌側固定法（以下V群）の治療成績を比較検討したので報告する。【対象と方
法】2003年5月から2012年8月に橈骨遠位端変形治癒に対し矯正骨切術を施行した43例のうち18
歳未満と掌屈変形例を除外した28例を対象とした。男性4例、女性24例、平均手術時年齢は55.6
歳（18～75歳）。D群9例、V群19例、平均観察期間はD群33.8ヵ月、V群19.4ヵ月。臨床評価は手
関節屈伸、前腕回旋可動域、握力健側比、Mayo Wrist Score（MWS）をX線評価は骨癒合までの
期間、volar tilt(VT)、radial inclination(RI)、ulnar variance(UV)の健側との差を評価し
た。患者背景、術後観察期間、術前X線評価で両群に差はなかった。【結果】術後手関節屈伸可
動域D群121°、V群132°、前腕回旋可動域D群158°、V群162°、握力健側比D群82％、V群83％
と有意差は認めなかった。MWSも差がなく臨床成績に有意差を認めなかった。術後X線評価では
RI、UVは2群間に有意差を認めなかったが、VT健側差：D群1.2°、V群9.4°と有意にV群の矯正
不足を認めた。骨癒合期間はD群10週、V群14週と有意にD群の骨癒合が早かった。抜釘を要する
合併症はD群で6例、V群で 2例であった。【考察】X線評価においてVTの矯正不足はD群で有意に
小さかったが、背側プレートによる障害を2/3に認めた。V群でVTの矯正損失が大きかった理由
としては、掌側からでは背側の剥離が不十分であった可能性が考えられる。掌側プレートを用
いて矯正骨切術を行う場合、背側の十分な剥離が必要であると考えられる。
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橈骨遠位端骨折後の関節内変形治癒に対する観血的治療の検討
The Operetative strategy for Intra-Articular Malunion of the Distal part of the Radius

○原 龍哉, 山本 美知郎, 岩月 克之, 太田 英之
平田 仁

名古屋大学　医学部　手外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折（以下DRF）後の関節外変形治癒に対する観血的治療の報告は数多
くあるが，関節内変形治癒に関する報告は少ない．今回，当院及び関連施設で行ったDRF後の関
節内変形治癒に対して施行した観血的治療に関する検討を行ったので報告する．【対象及び方
法】2004年4月～2013年8月までにDRF後の関節内変形治癒に対する観血的治療を施行した10例を
検討の対象とした．男性9例，女性1例，平均年齢33.4歳，受傷から手術までの期間は平均6ヶ
月，平均経過観期間7.4ヶ月．術式は関節内骨切り術２例，血管柄付き豆状骨移植術３例，部分
手関節固定術5例であった．検討項目は術前/最終診察時の手関節/前腕可動域，握力健側比，合
併症とした．【結果】関節内骨切り術の平均手関節掌屈は35→62.5度，背屈52.5→75度，回内
75→80度，回外85→85度，握力健側比61→72％であった．血管柄付き豆状骨移植術の平均手関
節掌屈47.5→65.5度，背屈40→52.5度，回内52→70度，回外75→85度，握力健側比46→65%であ
った．部分関節固定術の平均手関節掌屈37→25度，背屈29→42度，回内50→65度，回外40→
66度，握力健側比31→75%であった．すべての症例において合併症は認めなかった．【考察】我
々は術式に関して関節軟骨の状態が良好であれば関節内骨切り術を，関節軟骨の欠損が大きい
場合は血管柄付き豆状骨移植術などの骨軟骨移植術を，さらに関節症性変化が進行している場
合は部分関節固定術を選択している．関節内骨切り術や血管柄付き豆状骨移植術は今後長期的
な経過観察が必要であるが，現時点で術後成績は良好であり積極的に挑戦すべき手術であると
考える．部分関節固定術は特に手関節掌屈制限を生じるが，握力は良好に回復しており，最終
的なサルベージ手術であると考える．
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電気生理学的検査と手根管症候群質問票に基づいた手根管開放術の
臨床成績

The clinical results of carpal tunnel syndrome based on the electrophysiological examination and carpal

tunnel syndrome instrument.

○浅野 哲弘, 日高 康博, 山脇 正, 高尾 敦
宮田　 輝雄

神野病院　整形外科

【目的】手根管開放術を行った症例の臨床成績を電気生理学的検査と自記式評価に基づいて検
討する．【対象と方法】2010年から2013年に特発性手根管症候群にて手掌内小皮切による手根
管開放術を行った78手を対象とした．術前に電気生理学的検査（NCS）を行い，重症度によって
1～5病期に分類し，Semmes-Weinstein test及び自記式症状評価（Carpal tunnel syndrome
instrument：CTSI）との相関を検討した． NCS，CTSIは術後4ヵ月でも行い，成績を検討し
た．【結果】術前は3期32手，4期33手，5期13手で，病期の進行に伴って平均年齢が高かった。
術後は1期12手，2期1手，3期36手，4期22手，5期7手となり，約42%で上位へ改善した．改善率
は術前病期とは相関がなかった．術前病期とSW testには相関があり，病期の進行に伴って知覚
が低下する傾向があった．術前CTSIのうち疼痛に関する項目は病期が進行すると軽くなる傾向
があり，痺れと機能に関する項目では病期が進行すると悪くなる傾向があった．術後は疼痛・
痺れ・機能のいずれも改善が認められたが，術前病期が進行しているほど改善が乏しかっ
た．【考察】本手術により，術前の重症度によらず，電気生理学的に改善が期待できると思わ
れた．電気生理学的な正中神経障害と自覚症状には乖離があるといわれてきたが，本研究でも
重症病期で疼痛が強いとは限らず，本症の病態として，単に正中神経障害だけでなく滑膜炎な
どの複合的因子の存在が示唆された．電気生理学的重症度と知覚異常はよく相関し，重症病期
では機能障害を呈することから，正中神経障害の特異的症状は知覚異常であり，脱髄，軸索障
害を経て麻痺へと進行すると考えられた．また，術前病期が進行しているほど術後の自覚症状
の改善率は悪く，術前の電気生理学重症度で自覚症状の改善を予測しうると思われた．
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手根管症候群に対する手根管開放術一年における男女間での電気生
理学的回復の比較検討

Comparison of Electrophysiological recovery after carpal tunnel release between male and female

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】手根管開放術(CTR)後の電気生理学的回復を男女手根管症候群(CTS)間で比較検討し
た。【対象と方法】2005-2012年にCTSにて手根管開放術(CTR)を施行し、術後一年経過観察しえ
た245手: 男性54手、女性191手を対象とした。電気生理学的評価は、診断基準: DML≧4.5ms,
SCV≦40.0m/sとする重症度分類(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)を用いた。術前の重
症度と術後1年での電気生理学的回復を、男女CTS間で比較した。統計はχ二乗検定を用い
た。【結果】術前の平均年齢は、男性CTS: 66.3歳、女性CTS: 65.7歳で有意差はなかった。術
前は、男性CTS: 2期; 3手、3期; 6手、4期; 24手、5期; 21手と4期が最も多く(40.4%)、女性
CTS: 1期; 1手、2期; 7手、3期; 29手、4期; 58手、5期; 96手と5期が最多(50.3%)であった。
術後は男性CTS:42手(77.8%)、女性CTS:168手(88%)が1期以上の電気生理学的回復した。また5期
以外のstageが変化なかった症例も、すべてDMLもしくはSCVが改善した。回復の度合における男
女CTS間での有意差はなかった。【考察】CTSは女性に多く、男性CTSはCTR後の臨床的回復が女
性CTSに比べて劣るとの報告もあるが、客観的な指標を用いた検討はなされていない。今回、電
気生理学的重症度分類を用いた客観的検討においては、男性CTSと女性CTS間での術後の回復に
差を認めなかった。【結論】CTR後の電気生理学的回復は男女CTS共に良好であり、CTRの効果が
期待できる。
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重症手根管症候群の運動神経電気生理学的診断
Electrophysiological Evaluation of Motor nerve in Severe Carpal Tunnel Syndrome

○田山 信敬

松村総合病院　整形外科

【目的】浜田分類3の手根管症候群での運動神経遠位潜時の誘発率と短母指外転筋針筋電図での
運動単位の出現率を調査した.
【対象と方法】1996年6月から2013年7月までに当科を受診した浜田分類３の手根管症候群
（CTS）53手で、男性13手女性40手、短母指外転筋遠位潜時を測定した症例（以下APB
DL）53手、そのうち遠位潜時が誘発されず針筋電図を行った症例（以下APB MUP）39手、第２虫
様筋遠位潜時を測定した症例（以下2nd lumb DL）52例を対象とした.それぞれ誘発・出現例を
＋、非誘発・非出現例を―として、以下の項目につき検討した.
1. APB DL＋の誘発率. 2. APB DL―でのAPB MUP＋の割合. 3. 2nd lumb DL＋の誘発率. 4. APB
MUPの有無での、それぞれの2nd lumb DLの誘発率.
【結果】1. APB DL＋誘発率は21%だった. 2. APB DL―でAPB MUP＋を30%認めた. 3. 2nd lumb
DL＋誘発率は75％だった. 4. APB MUP＋では100% 2nd lumb DLが誘発された. APB MUP―では60
％に2nd lumb DLが誘発された.
【考察】CTSにおけるAPB針筋電図は、表面電極で誘発不能なAPBでのMUPの有無により神経伝導
能価ができるが、被験者には侵襲的である. 2nd lumb DLはAPB MUP―で60%の誘発率でありAPB
針筋電図より誘発され易い. 第２虫様筋運動枝は短母指外転筋運動枝より正中神経本幹の深層
にあり、その伝導障害は本幹の伝導障害を反映している. CTSの運動神経伝導評価はAPB DLと
2nd lumb DLの誘発電位で可能であり、APB針筋電図までの必要はない.
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重症手根管症候群（術前APB-CMAP導出不能例）の検討
Assessment of Advanced Carpal Tunnel Syndrome with Undetectable APB-CMAP

○谷脇 祥通1, 中島 紀綱2, 野口 政隆3

1高知大学　医学部　整形外科, 2フレッククリニック

3だいいちリハビリテーション病院　整形外科

【はじめに】術前に短母指外転筋の複合筋活動電位（以下APB-CMAP）が導出不能な重症手根管
症候群においても、手根管開放術のみで良好な筋力回復が得られることはしばしば認められ
る。そのため一期的母指対立再建の是非については意見が分かれる。今回術前APB-CAMが導出不
能な重症手根管症候群の術後成績の調査を行った。【対象と方法】特発性手根管症候群に対す
る初回手術症例のうち、術前にAPB-CMAPが導出不能であった24例27手を対象とした。男性9例
11手、女性15例16手で、手術時平均年齢は67.7歳であり、有症状期間は1年以上のものが16例18
手であった。手術方法は鏡視下手根管開放術を行ったものが20例23手、一期的にCamitz変法を
行ったものが4例4手であった。これらの症例に対して定期的に直接検診と電気生理学的検査を
行った。【結果】術後1年以上の経過観察が可能であった17例19手のうち、2例2手のみが導出不
能のままであり、いずれも有症状期間が10年以上であった。導出可能となった時期は3か月が
7手、6か月が6手、12か月が4手であり、その時点で母指掌側外転筋力はMMT3以上となってい
た。【考察】当科では術前APB-CMAPが導出不能な重症手根管症候群のうち母指対立障害が主訴
で、確実な回復を希望する例には一期的母指対立再建術としてCamitz変法を行い、それ以外の
症例には手根管開放術のみを行ってきた。しかし今回の検討に加えていない再手術例を含めて
Camitz変法を行ったものの中に術後APB-CAMPが導出可能となる例が少なからず存在する。今回
の結果では導出可能となる時期は12か月以内であり、その時期にはMMT3以上に回復していた。
術後早期の機能回復を強く希望しない症例においては小侵襲手術を選択し、1年程度で回復しな
い場合に機能再建を検討するのが望ましいと思われた。
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SNAP導出不能の手根管症候群に対する電流知覚閾値検査を用いた
定量的知覚評価

Use of the current perception threthold test for evaluation of severe carpal tunnel syndrome

○土田 真嗣, 藤原 浩芳, 小田 良, 牧之段 淳
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）

【目的】電流知覚閾値(CPT)は，知覚しうる最小の電流量で，神経知覚活動電位(SNAP)が導出不
能な重度CTSにおいても定量的な知覚評価が可能である．本研究の目的は，術前にSNAP導出不能
であった重度CTSの術後における知覚回復について，CPT検査で定量的，経時的に評価すること
である．
【対象と方法】SNAP導出不能であった特発性CTSに対して鏡視下手根管開放術を施行後，12ヵ月
以上経過観察できた17例19手である．平均年齢69.0歳(42～89歳)，全例女性，右11手，左8手で
あった．Neurometerで，示指および小指に2000 Hz, 250 Hz, 5 Hz刺激時のCPT値を測定し，付
属のソフトウェアを用いてCPT gradeを計測した．術前および術後1, 3, 6, 12ヵ月後における
しびれ感，CPT値，CPT gradeについて検討した．
【結果】術前，全例しびれ感があったが，術後12ヵ月で6手が消失した．13手はしびれ感が軽減
したものの残存した．しびれ感が消失した群としびれ感が残存した群で，術前のCPT gradeに差
がなかったが，しびれ感が消失した群では，しびれ感が残存した群に比べ術後1ヵ月から有意に
CPT gradeは改善し，ほぼ正常化した．2000 Hz, 250 Hz刺激時のCPT値は，術後3ヵ月以降で有
意に改善したが，5 Hz刺激で得られたCPT値は，術前と術後に統計学的な有意差はなかった．
【考察】重度CTSは，術後の臨床症状と電気生理学的な回復の程度が一致しないとされている．
本研究では，しびれ感が消失した群では術後早期からCPT gradeがほぼ正常化したことから，術
後にしびれ感が残存するかどうか，CPT gradeの経時的変化によって予測できる可能性があ
る．C線維を刺激する5 Hz刺激時のCPT値は，術後12ヵ月でも有意に回復しなかった．C線維の機
能回復不全が，重度CTSの術後に残存する臨床症状に関与しているのかもしれない．
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ステロイド注射が手根管内軟部組織の硬さに及ぼす影響
Effects of Corticosteroid Injection on Elasticity of Intracarpal Tunnel Contents

○宮本 英明1,2, 三浦 俊樹3, ハルペルン イーサン1

ヤシュク ウェルナー1, クラウザー アンドレア1

1インスブルック医科大学　放射線科, 2東京大学医学部附属病院　整形外科脊椎外科

3JR東京総合病院

手根管症候群(CTS)の原因には、指屈筋腱や腱滑膜からの正中神経の圧迫が報告されているが、
それらの硬さについて調査した報告はない。本研究の目的は、超音波装置エラストグラフィー
を用いて、健常者およびCTS患者における手根管内軟部組織の硬さを正中神経とその他に分けて
調べ、さらにCTS患者群ではステロイド注射がその硬さに及ぼす影響を調査することであ
る。[対象と方法]健常者20人40手(男性8人、女性12人、39～79歳、平均60歳)、CTS患者20人22
手(男性5人、女性15人、39～89歳、平均61歳)を対象とした。超音波装置エラストグラフィー
（日立アロカ社製HI VISION Preirus、5～18MHzリニアプローブ）を用い舟状骨と豆状骨を結ぶ
短軸像を描出し、正中神経と正中神経を除いた手根管内軟部組織全体の歪み比を測定した。歪
み比は、弾性率が同一のアタッチメントカプラを基準とした。患者群では手根管内ステロイド
注射6週間後にも同様の測定を行った。[結果] 正中神経の歪み比は、患者群が7、健常者群が4
と有意に大きく、正中神経を除いた手根管内軟部組織全体の歪み比でも、患者群が13、健常者
群が8と有意に大きかった。また、注射6週間後には、正中神経を除いた手根管内軟部組織全体
の歪み比は9へ有意に減少したが、正中神経の歪み比は7で有意な変化はなかった。[考察および
結論] ステロイド注射により、正中神経を除いた手根管内軟部組織全体の硬化は改善したが、
正中神経自体の硬化は変化しなかった。ステロイド注射は、線維芽細胞増殖を阻害すること
や、コラーゲンやグリコサミノグリカンの合成を抑制するといわれており、その効果をみてい
ると考える。正中神経の硬さに変化が無かったのは、過去の報告のように長時間圧迫により、
髄鞘と軸索内に不可逆的な線維化が生じていることを示唆する可能性がある。
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手根管症候群に対するエタネルセプトを用いた手根管内ブロック注
射の効果

The effect of local injection with the tumor necrosis factor-alpha inhibitor, etanercept, at the wrist for

carpal tunnel syndrome

○芝山 昌貴1, 安部 玲1, 岩倉 菜穂子2, 鈴木 崇根1

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）の病態には様々な要因が考えられているが、本来疎な結合組織で
あるsubsynovial connective tissue（SSCT）の線維化・肥厚・増生による手根管内圧の上昇と
それに続発する正中神経障害と考えられてきた。近年、腰下肢の神経障害性疼痛は物理的圧迫
と化学的炎症が病因と報告され、炎症性サイトカインであるTumor  necrosis  factor
alpha（TNF-α）をターゲットにした治療が注目されるようになり一定の有効性が報告されてい
る。本研究の目的は、CTSによる神経障害性疼痛に対し、TNF-α阻害薬であるエタネルセプト
10mgを用いた手根管内ブロック注射を施行し、その成績を検討することである。【方法】症例
は当大学倫理委員会を通過し、CTSと診断した患者のうち、内服・装具・手根管内ステロイド注
射などの保存加療を施行したが改善の無い、もしくは症状の再燃を認めた10名（全例女性、平
均年齢63.6歳）である。掌側手首皮線の近位、長掌筋腱の尺側からエコーガイド下にエタネル
セプト（10mg）＋1%キシロカイン1mlを注入した。検討項目はvisual  analog
scale（VAS）、quick-DASHなどで、注射前から1週間毎に注射後4週までの変化を評価し
た。【結果】平均VAS値は投与前65.6mm、注射後4週54.2mmであり投与前後での有意差は認めな
かった(p＞0.05)。平均quick-DASH値は投与前43.3点、注射後4週42.1点でありこちらも有意差
を認めなかった(p＞0.05)。感染症などの有害事象は認めなかった。【考察】本研究ではエタネ
ルセプトを用いた手根管内ブロックの効果を検討した。その結果、手根管症候群による神経障
害にはTNFαの関与している可能性は低いものと示唆された。有害事象に関していずれの症例で
も認められなかった。今後症例数を増やすとともに長期的な変化などさらなる検討が必要と思
われた。
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手根管症候群重症例におけるICG蛍光法と電気生理学的検査を用い
た神経上膜切除の効果判定

Evaluation of the Effect of Epineurolysis for Severe Carpal Tunnel Syndrome by ICG Fluorescence and

Nerve Conduction Study

○岡田 充弘, 池田 幹則, 上村 卓也, 横井 卓哉
中村 博亮

大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科

【目的】末梢神経絞扼性障害の重症例では、神経絞扼部位で神経上膜の線維化を認める。しか
し、神経上膜の線維化に対する処置は一般的に行われていない。今回我々は、手根管症候群重
症例に対し線維化した神経上膜の部分切除を行い、その効果を前向きに評価した。
【方法】術前の電気生理学的検査において、手関節レベルで正中神経を刺激し、短母指外転筋
で記録した終末潜時の記録ができず、術後1年以上経過を観察することができた症例を対象とし
た。手術は、手根管開放術と神経絞扼部位で神経上膜の部分切除を施行した。症例は、12例
（男性5例、女性7例）で、手術時平均年齢70.6歳（52―79歳）であった。神経上膜切除の効果
として、電気生理学的検査を術前と術後に施行した。また術中に、インドシアニン(ICG)蛍光法
を用い、神経上膜切除による神経内の血流に対する効果を評価した。
【結果】神経上膜切除により、全例で正中神経圧迫部位でのICG蛍光法による輝度上昇を認め
た。電気生理学的検査では、8例において短母指外転筋で終末潜時が記録可能となった。術前に
第2虫様筋で終末潜時が記録できなかった4例の内3例において、記録が可能となった。また3例
中1例では、短母指外転筋でも記録が可能となった。
【考察】ICG蛍光法を用い、神経上膜切除後に神経圧迫部位での蛍光輝度の上昇を認めたことか
ら、線維化した神経上膜を切除することによる神経内の除圧効果があるのではないかと推測し
た。また、電気生理学的検査においても、神経刺激に対する応答性が改善していることから、
手根管症候群重症例では、神経内の線維化による神経圧迫にも注意を払う必要性があると考え
る。
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特発性手根管症候群に対する手指屈筋腱腱滑膜切除術
-安定した手術成績を得るために-

Tenosynovectomy of Flexor Tendons for Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome

○鶴田 敏幸, 峯 博子

医療法人友和会　鶴田整形外科

【はじめに】
我々は1997年12月以来，特発性手根管症候群（CTS）患者に対して手指屈筋腱腱滑膜切除を行
い，短期ならびに長期成績について概ね良好であることを報告してきたが，術後にしびれ感や
ADL機能の回復が悪い症例があった。そこで，これら成績不良例の検討を行った結果，男性，高
齢者，1年以上の長期罹病，知覚著明低下，20mmHg以上の不十分な除圧が成績不良因子である可
能性が示唆された（第54回本学会にて報告）。この結果を鑑み，2011年2月より60歳以下の女性
に限定して本法を行ったので，その治療成績を報告する。
【対象と方法】
対象はCTSに対し本法を施行した女性21名25手である(平均年齢49.9歳，平均罹病期間11.3ヶ
月)。調査項目は術前後の安静時手根管内圧，神経伝導速度，中指知覚，筋力（APB，第2虫様
筋），ピンチ力，握力，DASH score，明け方の痺れ感の程度（VAS）とした。
【結果】
安静時手根管内圧は術前45.3±13.1mmHg，術後4.2±3.3mmHgであった。術前と術後6ヶ月時を比
較した結果，神経伝導速度，知覚，APB筋力，母指-示指間のtipピンチ力，母指-小指間のtipピ
ンチ力，握力において，有意な改善が認められた（p＜0.05）。DASH  scoreも
Disability/Symptom scoreが27.5点から9.5点，Work scoreが32.0点から6.7点，明け方の痺れ
感が50.9mmから8.6mmと，有意な改善が認められた（p＜0.05）。我々は先行研究において，成
績不良例を術後6ヶ月時のDASH scoreが1標準偏差以上とし，Disability/symptom score33点以
上，もしくはwork score37点以上としたが，今回これに該当する症例はなかった。以上のこと
から，手指屈筋腱腱滑膜切除術の適応を60歳以下の女性に限定し，手根管内を十分減圧
（10mmHg以下）することで，さらに安定した成績が得られると考えられた。
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超音波検査を併用した関節鏡視下手根管開放術の有用性
Usefulness of Endoscopic Carpal Tunnel Release with Ultrasonography

○大野 克記1, 石津 恒彦2, 渡辺 千聡1, 根尾 昌志1

1大阪医科大学　整形外科, 2洛西シミズ病院　整形外科

【はじめに】関節鏡視下手根管開放術(ECTR)を行う際に正中神経損傷，浅掌動脈弓損傷，靭帯
不全切離などの報告がある．われわれは第55回本学会にて，奥津法によるECTRに超音波検査
(US，12MHz)を併用し，正中神経，血管，外套管の位置関係は明瞭であり，安全に手術が施行で
きることを報告した．今回USを用い，これらの合併症への対策法を考案したので報告する．
【対象と方法】USを併用し手術を行った29例を対象とした．USは外套管挿入前，挿入時，靭帯
切離後に行い，測定部位は短軸像にて手根管近位(遠位掌側手首皮線レベル)と手根管遠位(有鉤
骨鉤レベル)で行った．長軸像は外套管先端が描出される部位で行った．検討項目は短軸像にて
1)外套管挿入前の正中神経，尺骨動脈走行異常，手根管内病変の有無．2)外套管挿入時の神経
血管の位置関係．3)靭帯切離前および切離後に外套管を掌側に挙上した際の神経と外套管の位
置変化．長軸像にて4)靭帯切離前と切離後の外套管先端部と浅掌動脈弓の位置関係を評価し
た．
【結果】1)手根管内占拠性病変を1例認め従来法に変更した．その他は走行異常等なく明瞭に描
出された．ECTR例において2)外套管は手根管内の正中神経尺側に位置し，その浅層尺側に尺骨
動脈を認め良好な設置を確認しえた．3)靭帯切離前は外套管を掌側に挙上しても神経より浅層
に移動できず，完全切離後に可能となった．4)靭帯切離前に外套管先端が浅掌動脈より中枢側
に位置するのを確認しえた．また，切離後は外套管先端を容易に浅掌動脈より掌側に挙上しえ
た．
【考察】ECTRによる靭帯切離操作は複数回を要し，鏡視下では切離部が不明瞭になることもあ
る．USにて外套管，神経，動脈の位置は明瞭に描出され，短軸と長軸像で外套管の位置を確認
し，その範囲内で切離すれば安全であり，靭帯切離の評価も容易である．

S462



2-3-37

特発性手根管症候群に対する奥津法(1-portal)とChow法(2-portal)との
治療成績の比較

Comparative Study between Okutsu Method and Chow Method for Carpal Tunnel Syndrome

○畑下 智, 江尻 荘一, 川上 亮一, 紺野 慎一

福島県立医科大学　医学部　整形外科

【はじめに】我々は、特発性手根管症候群（以下CTS）に対する当科でのProspective
randomized controlled trial（江尻ら; 日手会誌, 2008） の結果から、術後の一過性神経障
害を防止する目的で、術前の短母指外転筋末梢潜時（以下APB-DL）が10ms未満の症例には鏡視
下法（以下ECTR）を、10ms以上の症例には手掌内皮切法（以下OCTR）を適応としている。今回
この手術適応に基づいて、ECTRを1-portalである奥津法（以下O群）で行った症例と2-portalで
ある Chow法（以下C群）で行った症例の治療成績を比較検討したので報告する。
【対象と方法】対象は、O群37例42手、C群23例27手であった。評価項目は、自覚症状の変化と
APB-DLの変化とした。自覚症状の変化は、術前との比較で悪化、不変、改善の3群に、APB-DLの
変化は、術前との比較で悪化、改善の2群に分けて検討した。治療効果の判定は、術後4週と12
週の時点で行った。統計学的検討にはΧ2 testを用い、有意水準5%未満を有意差ありと判定し
た。
【結果】自覚症状の変化は、術後4週の時点で、O群は悪化0例、不変3例、改善39例であった。
一方、C群は悪化1例、不変3例、改善23例であった。術後12週の時点で、O群は悪化0例、不変
0例、改善42例で、C群は悪化0例、不変3例、改善24例であった。APB-DLの変化は、術後4週、12
週どちらの時点でも、O群は悪化0例、改善42例で、C群は悪化1例、改善26例であった。いずれ
も両群間で統計学的な有意差は認められなかった。
【考察】術前の電気生理学的重症度に基づいた当科の手術適応では、奥津法とChow法の治療成
績に差はなかった。一方、自覚症状とAPB-DLが悪化した症例がChow法でのみ認められた。Chow
法の手術適応の妥当性については、今後更なる検討が必要である。
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特発性手根管症候群ウサギモデルの滑膜下結合組織における
Transforming growth factor-beta発現の検討

Transforming growth factor-beta expression is increased in the subsynovial connective tissue in a rabbit

model of carpal tunnel syndrome

○千見寺 貴子1, Gingery Anne2, Zhao Chunfeng1

森谷 珠美1, Amadio Peter1

1Biomechanics Laboratory, Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic

2Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic

【目的】近年，特発性手根管症候群(Carpal Tunnel Syndrome, CTS)の滑膜下結合組織
(Subsynovial Connective Tissues, SSCT)の線維化とTransforming growth factor-beta
(TGFβ)シグナルの関与が報告されている。本研究ではTGFβとその下流因子であるconnective
tissue growth factor (CTGF)のSSCTにおける発現についてウサギCTSモデルを用いて検討し
た。【方法】32羽の雌ウサギ(3.2-5.2kg)のうち，8羽を対照群とし，24羽のSSCTに対し外科的
にshear injuryを作成して術後6, 12, 24週それぞれ8羽ずつSSCTを採取した。これらの組織切
片に対し、HE染色及びTGFβ1、CTGF抗体で免疫組織染色を行い、１視野あたりの線維芽細胞密
度、TGFβ1、CTGF陽性細胞の割合を算出した。結果について、群間の比較にはOne way ANOVA
及びTukey-Kramer testを、TGFβ1とCTGFの発現の相関にはPearson correlation coefficient
を用いて分析した(α＝0.05)。【結果】TGFβ1陽性細胞はCTSモデル6週群で73.4±14.9%、12週
群で73.5±15.5%、24週群で43.3±33.6%、対照群で8.6±18.2%であった．TGFβ1陽性細胞は、
対照群と比較してCTSモデル6, 12, 24週群で有意に多かった(P＜0.01)．CTGF 陽性細胞はCTSモ
デル6週群で50.0±32.5%、12週群で28.3±11.9%、24週群で15.8±9.6%、対照群で17.6±20.0%
であり、CTSモデル6週群は、対照群及び24週群と比較して有意に多かった(P＜0.01)。線維芽細
胞密度はCTSモデル6  週群と12週群で、対照群及び24週群と比較して有意に高かった
(P＜0.01)。TGFβ1とCTGFの発現は中等度の正の相関を認めた(R2＝0.59,  P＜0.01)
。【考察】CTSウサギモデルにおいても細胞数の増加とともにTGFβ1、CTGFの過剰発現がSSCTに
見られた。Shear injury によるSSCT線維化へのTGFβシグナルの関与が示唆された。
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手根管症候群における正中神経の歪みと形態変化―自動振動装置を
用いた末梢神経の歪み計測―

Deformation and Strain of Median Nerve in Carpal Tunnel Syndrome Patients

○吉井 雄一1, 石井 朝夫1, 田中 利和2, 酒井 晋介1

落合 直之2

1東京医科大学茨城医療センター　整形外科, 2キッコーマン総合病院

【背景】手根管症候群患者では、正中神経の横断像に形態変化がみられることが超音波検査で
確認されている。これに対し近年、超音波エラストグラフィにより組織の弾性率の指標である
歪み計測ができることが報告されてきた。今回、末梢神経の歪みを超音波エラストグラフィで
定量的に評価するための自動振動装置システムを開発し、手根管症候群患者と健常者において
正中神経の形態変化と歪みに関連があるか調べた。【方法】健常女性20名40手関節、特発性手
根管症候群患者16名22手関節を対象とした。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。正中神経の横断面積、周径、縦横比、円形率を計測した。次に自動振動装置システムを用
い探触子に0.6mm, 1.5Hzの上下動を加えて、エラストグラフィで正中神経の歪み計測を行っ
た。探触子に基準となる弾性率をもつカプラーを装着し、描出した正中神経の歪み比(=カプラ
ーの歪み値/正中神経の歪み値)を求めた。横断像における各形態計測値と歪み比の相関係数を
求めた。【結果】各形態計測値の平均は横断面積、周径、縦横比、円形率（健常者/CTS患者）
で11.2/14.1mm2、16.3/18.2mm、0.32/0.32、1.93/1.90であった。横断面積と周径において健常
者とCTS患者の間で有意差があった。歪み比の平均は（健常者/CTS患者）で1.84/3.23であっ
た。歪み比は健常者とCTS患者の間で有意差があった。歪み比と各形態計測値の相関係数は面
積、周径、縦横比、円形率それぞれで0.59*、0.48*、0.11、0.13  (*:P＜0.01)であっ
た。【考察】正中神経の横断面積と周径が歪み比と中程度の相関を示した。手根管症候群によ
る正中神経の腫大は、神経の弾性率の減少を伴うものと考えられた。
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超音波短軸像による正中神経の手根管内での移動の検討－手根管症
候群例－

Ultrasound assessment of the displacement of the median nerve in the carpal tunnel at various wrist

positions with active finger motion in patients with the carpal tunnel syndrome

○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】近年，手根管症候群（CTS）の成因として，手根管内屈筋腱の滑動時に生じる剪断スト
レスと正中神経の移動，屈筋支帯での圧迫が報告されている．今回CTS例に対して，超音波短軸
像を用いて，手関節肢位変化による正中神経の手根管内での移動について検討した．【対象及
び方法】CTS 16例（平均年齢69.6歳）を対象とした．超音波検査は前腕回外位でプローブを手
関節手根管上に短軸方向で設置し，手関節中間位，背屈位，掌屈位，尺屈位，橈屈位における
全指伸展，屈曲時の正中神経の移動を患健側で比較検討した．【結果】正中神経は，患側では
健側と比較して，全肢位で掌尺側に位置していた．神経は患健側とも手関節中間位から背屈位
にすると背橈側に，掌屈位と橈屈位では掌尺側に，尺屈位では掌橈側に移動した．また全指伸
展から屈曲させると，中間位，背屈位，尺屈位では屈筋腱が掌尺側に移動するため，神経は空
きのできた掌橈側に移動した．一方掌屈位，橈屈位では，全指屈曲により屈筋腱が神経を背側
から掌尺側方向に押し込み，神経は屈筋支帯で圧迫されていた．【考察及び結論】演者らは第
54回本学会で，健常例における神経移動について報告した．今回CTS例においても同様の結果が
得られ，特に掌屈位と橈屈位では，患健側共に神経は他の肢位と比較して掌尺側に位置し，全
指屈曲時には屈筋腱群により更に掌尺側に押し込まれ，屈筋支帯で圧迫されていた．各々
Phalen test，奥津テストの肢位であり，裏付ける結果が得られた．また患側は健側と比較して
全肢位で神経が掌尺側に位置し，全指屈曲時の神経の移動量も少なかった．このことから，CTS
では屈筋腱滑膜の線維化により腱と神経に癒着が生じ，神経は可動性が減少し，屈筋腱による
圧迫をうけやすくなったものと推察された．
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比較的若年者の手根管症候群における解剖学的特徴
The anatomical features of carpal tunnel syndrome among young people relatively

○村田 大, 小島 哲夫, 小川 光, 財津 泰久
仲西 知憲

溝口病院

【目的】比較的若年者（20～30代）の手根管症候群（以下CTS）の術中所見において、特徴的な
解剖学的所見を認めたのでこれを報告する。【対象と方法】2002年4月から2013年7月の間に当
院で手根管開放術を施行した453手のうち、20～30代の症例14例16手を対象とした。男性5例女
性9例、右10手左6手、手術時平均年齢は34.3歳（23-38歳）、平均術後経過観察期間は30.2週
（2-240週）であった。麻酔は全て腋窩麻酔、手術法は全て従来法による手根管開放術で、平均
手術時間は24.1分（17-38分）であった。術中所見の記録、術前術後の運動神経遠位潜時（以下
DL）、Semmes  Weinstein  Monofilament  test（以下SW  test）を後ろ向きに調査し
た。【結果】16例中10例で虫様筋の手根管内侵入、1例で中指FDS筋腹の手根管内侵入、1例で正
中神経肥大症を認め、残りの4例では解剖学的異常を認めなかった。虫様筋の手根管内侵入を認
めた症例のうち8例は第2虫様筋単独によるもの、1例は第2、3虫様筋によるもの、1例は第1、2
虫様筋によるものであった。術前平均DLは6.78ms（4.42-11.43ms）で術後平均DLは
5.17ms（3.32-8.18ms）であった。術前の母指示指中指のSW testの平均はE（B-M）で、術後の
母指示指中指のSW testの平均はC（B-G）であった。【考察】未成年でのCTSでは外傷に伴うも
の（骨折、電気熱傷、圧挫損傷）が多いとされているが、20～30代のCTSの特徴を報告した論文
は少ない。今回の調査では20～30代のCTSにおいて多くの症例で解剖学的異常を有し、これが何
らかの要因で症状を引き起こしていると推測した。
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正中神経の反回枝の変異　―手根管開放術500例の検討―
Anatomical Variations of the Recurrent Branch of the Median Nerve

○今村 宏太郎

いまむら整形外科医院

【はじめに】手根管症候群の手術を行う際、時に正中神経反回枝の変異に遭遇することがあ
る。第46回本学会（2003年）において、手術例200例の反回枝の変異について報告した。今回
は、手術例500例を対象にその変異について調査、検討したので報告する。
【対象および方法】1995年5月より2012年12月の間に、当院にて手根管開放術（従来法）を行っ
た386例500手を対象とした。男118例160手、女268例340手、年齢は34歳より90歳（平均
63.3歳）であった。術野内で反回枝と横手根靭帯の関係、反回枝の数および正中神経本幹から
の分岐部などを観察した。
【結果】反回枝と横手根靭帯の関係（Poiselの分類）は、横手根靭帯の末梢で反回枝が分岐す
るextraligamentous type（E群）は86.6%（433手）、横手根靭帯の下で反回枝が分岐する
subligamentous  type（S群）は8.0%（40手）、反回枝が横手根靭帯を貫通する
transligamentous type（T群）は5.4%（27手）であった。反回枝の数は1本72%（360手）、2本
23.8%（119手）、3本3.8%（19手）、4本0.4%（2手）であり、反回枝が2本以上存在するものの
割合はE群22.6%（98手）、S群55%（22手）、T群74.1%（20手）であった。反回枝の分岐部は橈
側89.4%（447手）、橈側中央寄り7％（35手）、中央3.4%（17手）、尺側0.2%（1手）であり、
分岐部が橈側中央寄り、中央、尺側のものの割合はE群3.7%（16手）、S群52.5%（21手）、T群
59.3%（16手）であった。
両側手術例114例228手のうち、反回枝の走行が左右で一致したものの割合は86.0%（98例）、本
数と分岐部はそれぞれ75.4%（86例）、87.7%（100例）であった。
【考察】T群の割合は前回の調査では3%（6手）、今回は5.4%（27手）と低いものであったが、
神経損傷を防ぐためには、反回枝の変異の可能性を常に念頭に置くことが重要である。
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札幌市二次救急指定病院における手指末節骨骨折の疫学
Epidemiology of the finger distal-phalanx fracture in a Sapporo secondary emergency designated hospital.

○畑中 渉

小児愛育教会付属　愛育病院　整形外科

【はじめに】 手末節骨骨折は、指節骨骨折の中で比較的頻度が高いと言われている。中指環指
に多く、労働災害による受傷が多いと言われるが、その正確な頻度に関しての著述は少ない。
札幌市二次救急指定病院に受診した患者における傾向について調査したので報告する。
【対象】2008年6月から2013年6月までの5年間に治療開始となった手末節骨骨折223骨折を対象
とし、性別、年齢、受傷原因、受傷機転、受傷レベル、予後について検討した。
【結果】 男性165骨折、女性58骨折と約3：1で男性に多く、平均年齢は40歳(1～95歳)。指別で
は、母指38、示指36、中指66、環指59、小指24で、中指環指で半数を占めていた。受傷原因
は、一般外傷が113、労災が82、スポーツが20、交通事故が8。受傷機転は、金属の圧挫が56、
ドア圧挫が47、除雪機などに巻き込み受傷が21、丸鋸切断が17、ボール打撲が13などであっ
た。開放骨折は98で43.8％を占めていた。粗面部骨折が117、骨幹部骨折が28、基部骨折が57、
全体にわたるものが21で、粗面部骨折の発生率が高かった。骨癒合が得られたものが57、部分
的な骨癒合だけが11、偽関節が16あり、遷延治癒などが7あり、一方中断・転医で不明が112と
最も多かった。
【考察】末節骨骨折は医療者側も患者側も軽症と考えがちで、中断やfollow不能な例が多かっ
たが、偽関節の発生率も高く、その治療は慎重であるべきと考える。末節骨骨折の遷延治癒・
偽関節発生率は約15～25％とされているが、今回の検討では21％(23/111)と高率であった。骨
癒合までの期間が一般的に長いことを認識してもらった上、粗面部骨折に対しては装具を利用
した保存療法を、骨幹部・基底部骨折に対しては転位の程度により強固な骨接合を行うか装具
を利用した保存療法を選択することが勧められる。
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ガラス繊維（ファイバーグラス）シーネを用いた指の単関節固定
（指ギプスシーネ）

The application of grassfiber cast splint for immobilization of a single finger joint

○高原 政利, 近藤 幹朗, 根本 忠信

泉整形外科病院　手肘スポーツ

【目的】指外傷に対してアルフェンスシーネを用いた外固定がよく用いられている。演者ら
は、ガラス繊維シーネ（オルソグラス）を用いてPIPやDIP関節の単関節固定（指ギプスシー
ネ）を行なってきたので報告する。【対象】指ギプスシーネを行なった106例115指を対象とし
た。年齢は平均23歳であった。骨折は52指（末節骨27, 中節骨13, 基節骨1, 指節間関節内
11）、関節損傷は62指（脱臼9，裂離25，靭帯断裂10，捻挫18）、およびマレット指1指であっ
た。【指ギプスシーネ】 2号オルソグラスを長方形に切り出し、ストッキネットをはめた指の
掌側よりあて、指に密着させて単関節を固定した。背側には数mm の溝ができ、この溝を開くと
抜去でき、再装着が可能であることを確認した。緩い場合にはテープで締めた。DIPまたはPIP
の単関節のみを固定し、隣接関節の運動を勧めた。症状軽減とともに間欠的抜去、自動運動，
手洗いを勧め、装着下に仕事・スポーツ復帰を許可した。疼痛の変化、合併症、シ-ネ装着状況
およびスポーツ復帰を調査した。【結果】疼痛の軽減は77指で、不変/悪化は6指、不明は33指
であった。合併症として皮膚障害を２指、循環障害を1指に認めたが、いずれもシーネ除去によ
り寛解した。2指は他の外固定に変更し、3指は後に手術を行った。スポーツを行っていた41例
のうち30例（骨折25例、関節損傷9例）73%はギプスシーネ装着下に平均9.3日後に復帰し
た。【結論】指ギプスシーネは比較的強固な単関節固定であり、疼痛の軽減に有効であり、合
併症が少なく、スポーツへの早期復帰に有用であった。患者自身による着脱が容易であり、利
便性が高いと考える。
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手指指節骨骨折に対するTwo-Dimensional Intraosseous Wiring（Two-
DIOW ）の治療経験

Two-Dimensional Intraosseous Wiring for the Phalangeal Fractures

○山本 研1, 窪田 穣1, 濱 峻平1, 安田 匡孝1, 釜野 雅行2

1ペガサス　馬場記念病院　整形外科, 2高石藤井病院　整形外科

【はじめに】森谷らは2011年早期運動を可能とする強固な骨固定法  Two-Dimensional
Intraosseous Wiring （ 以下 Two-DIOW ）を報告した。今回われわれは可動域獲得を目指して
Two-DIOW 固定法を施行したので報告する。
【対象および方法】Two-DIOW 固定法を施行した手指骨骨折の9例12指を対象とした。全例男性
で受傷時年齢は平均39才（29-58才）であった。骨折部位は中節骨4指（基部１、骨幹部2、頚部
1）、基節骨８指（基部5、骨幹部2、頚部1）で、閉鎖骨折7指、開放骨折5指（伸筋腱断裂3指、
手指完全切断2指）であった。受傷機転は機械による労災事故が9例、自転車による転倒1例で、
平均経過観察期間は平均11か月(3-25ヵ月)であった。評価は総自動運動域(TAM)および％TAM、
骨癒合の有無、術後合併症（感染、偽関節、術後再転位）について調査した。
【結果】術後可動域(TAM)は切断指玉井分類Zone4の1例を除いて平均229°(184-260)で%TAMは
92.8%であった。全例に骨癒合を認めた。感染や偽関節はなかったが、K-wireを用いなかった1
例に15°の背屈変形治癒を認めた。
【考察】整復保持困難な指節骨骨折においてK-wireによる固定では固定力に問題があり早期可
動域訓練が行えず関節拘縮が生じる事が多い。一方、プレート固定では固定力は強いものの、
伸筋腱癒着による障害のため十分な腱滑走を得ることができない。Two-DIOW は関節拘縮や腱癒
着などの合併症を予防するための早期可動域運動が可能であり有用な方法であると考えられ
る。

S471



2-4-4

手外科領域におけるAcutwistスクリューによる固定
Fixation using Acutwist in hand surgery

○吉川 泰弘1, 阿部 耕治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】近年では骨折固定術や関節固定術に対し、容易に圧迫力が加わるヘッドレスコン
プレッションスクリューの使用が増加している。演者らは手外科領域の小骨片や小関節の固定
に対し、Acutwistスクリュー（日本メディカルネクスト社）を使用したので治療成績について
報告する。
【対象と方法】Acutwistによる固定を行った手関節以遠の手術例14例を対象とした。性別は男
性3例、女性11例、手術時年齢は平均55歳（13～74歳）、使用部位別に尺骨茎状突起6例、中手
骨1例、指節骨7例で骨折固定10例、関節固定4例であった。各症例について疼痛、骨癒合期間、
使用上の利点や問題点について検討した。
【結果】全例で骨癒合が得られた。スクリュー刺入部の明らかな疼痛はなかった。術中操作で
スクリュー挿入は容易であったが、スクリューヘッドの埋没後の切断操作では何回か折り曲げ
する際に、固定した骨片に緩みを生じた症例が2例あった。
【考察】手外科領域の小骨片や小関節の固定に対して頻用される鋼線固定は、十分な圧迫効果
が得られず、術後すぐにlooseningやback outを生ずることも少なくない。対応策としての
tension band wiring法は有用な方法ではあるが、侵襲の拡大、鋼線の緩み、鋼線端による皮膚
刺激症状などの問題点は解消されてはいない。今回使用したAcutwistスクリューはヘッド径2mm
と小さく適度な圧迫力がかかるので、小骨片や小関節に対して十分な固定力が得られ、有用な
固定材料と考える。しかし、整復後の安定性が不十分な骨折では単独での固定力には限界があ
る点、刺入部分の条件によっては折り曲げの切断操作で固定力の低下をきたす可能性がある点
については注意を要すると考えられた。
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母指MP関節側副靱帯の基節骨付着部裂離骨折に対する鏡視下手術
の治療成績

Treatment for avulsion fracture of collateral ligament of thumb metacarpophalangeal joint under

arthroscopy

○浅野 貴裕1, 辻井 雅也1, 大角 秀彦2, 平田 仁3

須藤 啓広1

1三重大学大学院　整形外科, 2おおすみ整形外科, 3名古屋大学大学院　手の外科

【緒言】母指MP関節側副靱帯は側方と掌側方向のストレスに抵抗し,ピンチ動作の主要な安定機
構である.そのため靱帯損傷時の不適切な治療により,慢性炎症への移行から日常生活動作の制
限を引き起こす.その裂離骨折は関節内骨折でもあり,確実な整復が重要である.本疾患に対する
鏡視下手術を報告し,その治療成績を検討した.
【方法】対象は11例で女性1例,男性10例,平均年齢20.1(14-38)歳,尺側10例,橈側1例であった.
手術は牽引下に2.5mm径関節鏡を用いて,鏡視下に骨折部を新鮮化し,関節面を整復した.固定は
骨片間のピンニングを4例,石黒法(槌指)に準じたブロックピン手技を7例に施行し,4-5週でピン
抜去とした.術前の骨片の大きさ(%関節面)によりL群(≧25%)とS群(＜25%)に分け,関節鏡所見,
最終観察時の骨癒合と関節面の整復位,ピンチ力,可動域(屈伸)を評価した.
【結果】骨片の大きさは平均23.6%(8.1-43.0)であり,L群5例,S群6例であった.鏡視下の整復操
作は両群とも容易だったが,S群では整復位保持が困難であった.骨癒合は9/11例で認め, L群の
ピン固定後の感染,S群ではピン固定後に骨片離開の各群1例ずつで得られなかった.関節面の整
復はL群では骨癒合不全例も含めて良好だったが,S群では整復不良が2例あった.平均観察期間
7.9ヵ月で屈伸は健側比平均88.9%(L群93.8%,S群84.9%)で,ピンチ力は健側比103.5% (L群106%,
S群102%)であった.
【考察】側副靱帯損傷の多くは保存治療で良好な成績であるが,裂離骨片を有する例は手術適応
と考えられる.鏡視下整復とピン固定で良好な結果が得られたが,特にL群で石黒法手技にて強固
な固定と良好な整復位保持が可能で,有用な方法であった.S群も整復不良例を2例認めるも比較
的良好な治療成績であったことから,さらなる可動域拡大のため靱帯損傷に準じた固定期間とす
ることも今後検討したい.
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手指変形治癒骨折に対する矯正骨切術の検討
Corrective osteotomy for malunited fracture of the finger

○常深 健二郎1, 高木 陽平1, 大井 雄紀1, 田中 寿一1

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

＜はじめに＞手指の骨折において整復が可能ならば保存的に加療されることが多い。しかし角
状変形や回旋変形が残存し治療に苦慮することがある。本研究では手指の変形治癒骨折に対し
て矯正骨切術を施行した症例を検討して報告する。＜対象と方法＞1999年9月から2013年9月ま
でに指節骨及び中手骨骨折後の変形治癒と診断、手術を行った26例（男性14例、女性12例）を
対象とした。手術時年齢は平均年齢28歳、患肢は右18例、左8例、骨折部位は中節骨5例、基節
骨14例、中手骨7例であった。原因はスポーツが8例、その他の外傷が15例、労災が3例であっ
た。受傷から手術までの期間は平均33.7ヶ月であった。手術は基本的に変形治癒部を矯正し
た。角状変形に対しては楔状骨切術、回旋変形に対してはStep cut osteotomyを行った。術後X
線所見と術後関節可動域を検討した。＜結果＞楔状骨切術を行ったのは11例、Step cut
osteotomyを行ったのは15例であった。全例で骨癒合が確認でき、変形は改善された。関節可動
域は健側比で0.95であった。術前から関節拘縮が見られた症例では可動域の改善は乏しかっ
た。＜考察＞指節骨や中手骨の骨折では整復が保持できるなら保存的に治療されることが多い
が外固定の肢位や固定性不良から時に変形治癒を起こしてしまうことがある。変形の種類（角
状変形や回旋変形）によって矯正法、固定法を選択する必要がある。角状変形にはopen wedge
やclosed wedge等の楔状骨切術、回旋変形にはTransverse osteotomyやstep cut osteotomyが
行われている。Step cut osteotomyは角状変形には適さないが回旋変形には極めて有用な方法
で、腱癒着や偽関節などの合併症も見られず良好な成績が得られた。＜まとめ＞指節骨及び中
手骨骨折後の変形治癒に対して矯正骨切術を行い、良好な成績が得られた。
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中手骨頚部骨折に対する生体内吸収性骨接合材と鋼線によるハイブ
リッド固定法

Hybrid fixation technique with absorbable pin and stainless steel wire for metacarpal neck fracture

○角田 憲治1, 橋本 哲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】
生体内吸収性骨接合材であるPLLAとHAの複合体を用いた中手骨頚部骨折に対する髄内固定法の
報告が散見される。この方法は抜釘を必要とせず、2度手術を行わずに済むメリットは大きい
が、術後に転位を来した症例が少なくない。我々は術後再転位を少なくするため、生体内吸収
性骨接合材による髄内固定法に鋼線による横止め固定を一時的に加えるハイブリッド固定法
（H法）を考案した。本法を用いて手術を行い、術後成績を評価し検討したので報告する。
【対象】
2009年7月より当院で手術を行った中手骨頚部骨折20例20手を対象とし、H法を行った群を
H群、Foucher法に準じた鋼線による髄内固定法（F法）を行った群をF群とし比較した。
【手術方法】
H法では、まず中手骨頚部を整復し、骨折した中手骨骨頭と隣接中手骨骨頭間にφ1.5mm K-wire
で経皮的に横止め固定を行い、遠位骨片を安定化させる。その後、骨折した中手骨近位に骨孔
を作成し、HA/PLLAピンを髄内に挿入する。術後3週で骨頭間の横止め固定を抜去する。
【結果】
TAMの健側比はそれぞれH群97%、F群95%、ASSH臨床評価は両群ともすべて優であり、両群間に有
意差を認めなかった。X線像上で、隣接する中手骨に対する骨折した中手骨の長さの比である骨
長比はH群では術直後95.4%から最終観察時94.5%へ変化し、F群では91.0%から89.8%へ変化し、F
群では有意に骨長が短縮した。
【考察】
H法、F法とも臨床成績は優れており有意差を認めなかったが、X線像による評価ではH法で有意
な再転位を認めず、F法では有意な再転位を認めた。H法では鋼線による横止めを追加している
ため十分な初期固定が得られ、再転位が認められなかったと思われる。H法により術後の再転位
を来すことなく、生体内吸収性骨接合材が持つ抜釘が不要であるメリットを最大限生かすこと
ができる。
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中手骨骨幹部斜骨折・螺旋骨折の治療‐環状鋼線締結＋髄内鋼線固
定を用いて‐

Oblique/spiral Mid-shaft Metacarpal Fractures of the Fingers: Treatment with Circumferential Wiring and

Intramedullary Wire Fixation

○細見 僚1, 安田 匡孝2, 新谷 康介3, 大橋 弘嗣1

1大阪府済生会中津病院　整形外科, 2馬場記念病院　整形外科

3大阪市立総合医療センター　整形外科

【目的】転位のある中手骨骨幹部斜骨折・螺旋骨折の治療として，現在ではスクリューやプレ
ートによる強固な固定と早期運動療法が主流となりつつあるが，中手骨に亀裂が入っている場
合や中手骨が細い場合，その手技は必ずしも容易ではない．また，環状鋼線締結は，手技は比
較的容易であるが，術後早期運動による締結ワイヤーの移動による緩みが懸念される．当科で
は環状鋼線締結に髄内鋼線固定を組み合わせることにより，術後外固定を行うことなく治療を
行っており，その成績を報告する．【対象と方法】2010年10月から2013年4月までに当科にて環
状鋼線締結＋髄内鋼線固定により治療した転位のある中手骨骨幹部斜骨折・螺旋骨折のうち，
術後3ヵ月以上追跡し得た15例17指を対象とした．男性9例，女性6例，手術時平均年齢は41歳
（19歳～75歳），第2中手骨1例，第4中手骨7例，第5中手骨5例，第3,4中手骨合併が2例であっ
た．術後平均追跡期間は32ヵ月（12ヵ月～75ヵ月）であった．手術は背側進入で骨折部を整
復，0.9mmまたは1.1mmのK-wireを中手骨頭より髄内に刺入し仮固定の後，26Gまたは28Gの軟鋼
線を二重に用いて1～3箇所で環状締結した．術後外固定は行わず，3～4週で髄内固定鋼線を抜
去した．経過観察時に手指の可動域（%TAM），握力，DASH score，X線所見（骨癒合，転位），
合併症，抜釘の有無などを調査した．【結果】全例術後転位をおこすことなく骨癒合した．最
終経過観察時の%TAMは平均97%，握力は健側比平均88%，DASH scoreは平均6.2であった．合併症
はなかった．抜釘は17指中7指で行われていた．【考察】本法は術後外固定を必要とせず，手技
も単純で安価であり，また必ずしも抜釘の必要がなく，転位のある中手骨骨幹部斜骨折・螺旋
骨折の治療として有用であると考える．
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第1中手骨基部骨折に対するロッキングプレートによる治療の検討
Treatment of the first metacarpal base fracture with locking plate

○向田 雅司, 大井 宏之, 神田 俊浩, 鈴木 歩実

聖隷浜松病院手外科・マイクロサージャリーセンター

【はじめに】近年、ロッキングプレートによる指骨骨折の治療が行われるようになってきた。
しかし、第1中手骨の基部の骨折に使用した場合、プレートの変形等で屈曲転位を生じてしまう
症例が散見される。今回、第1中手骨基部骨折に対して、ロッキングプレートを用いて治療を行
った症例の治療結果を検討した。
【対象と方法】対象は、2010年4月から2013年3月までの3年間に当院にてロッキングプレートを
使用して治療を行った第1中手骨基部骨折の症例とした。ただしBennett骨折や中手骨CM関節面
が粉砕症例は除外した。これらに対し、年齢、性別、骨癒合期間、手術時と治療終了時のレン
トゲン写真で中手骨の骨軸と中手骨CM関節面のなす角度を検討項目とした。なお、角度の計測
は母指MP関節側面像を使用した。
【結果】対象となった症例は男性10例、女性1例の計11例で、平均年齢は41歳であった。全例骨
癒合し平均の骨癒合期間は74日であった。使用したプレートはシンセス社compact lock プレー
ト7例、ストライカー社VariAx Hand M プレート4例であった。中手骨の骨軸と中手骨CM関節面
のなす角度は手術時平均86度であった。治療終了時に10度以上屈曲転位した症例は4例で平均13
度転位していた。これらは、骨折部の粉砕を伴うものが2例、40歳以上では4例中3例であった。
またプレートの設置位置に問題があるものが2例あった。残りの7例の屈曲転位は平均1度であっ
た。
【考察】第1中手骨基部骨折は屈曲方向に転位させる外力が強い。指用のロッキングプレートは
薄く、強度は十分とはいえない。そのためスクリューが骨を保持できる至適位置にプレートを
設置する必要がある。また骨折部の粉砕や年齢による骨脆弱性は、骨折の屈曲転位の要因とな
りうる。
【まとめ】骨折部の粉砕や40歳以上の症例では屈曲転位をおこす可能性がある。
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第5中手骨底部関節内脱臼骨折の治療成績
The treatment of dislocated intra-articular fracture of the base of the fifth metacarpus

○山中 清孝, 須賀 久司, 本城 昌

きっこう会多根総合病院　整形外科

【目的】第5手根中手関節（以下CM関節）脱臼骨折には,第5中手骨底部の関節内骨折に伴う脱臼
骨折と,第4中手骨骨折や有鉤骨骨折を合併する第4,5CM関節脱臼骨折などが混在する。その中で
第5中手骨底部の関節内骨折を伴うものは母指CM関節内骨折のBennet骨折やRolando骨折に類似
した転位形式となり,治療に難渋することも多い。今回我々は,第5中手骨底部関節内骨折を伴う
脱臼骨折の治療成績について報告する。【方法】2005年4月から2013年8月までに当院にて治療
を行い,術後3か月以上の経過観察を行い得た10例10指を対象とした。年齢は16～73歳（平均
35.5歳）,性別は男性9例女性1例であった。骨折型は尺側Bennet骨折 が3例,尺側Roland骨折が7
例であった。治療はすべて観血的に整復を行った。固定方法は鋼線固定によるものが
2例,Leibinger社low profile plateによる固定が2例,創外固定単独が2例,鋼線固定に創外固定
を併用したものが4例であった。この4例のうち陥没骨折を伴う尺側Rolando骨折3例に対しては
橈骨よりの自家骨移植を併用した。治療成績はCoonyらの手根骨機能評価法にて評価し
た。【成績】全例骨癒合した。治療成績はexcellentが8例,goodが2例であった。最終観察時に
軽度の関節症変化を認めたものが2例あった。【結論】尺側CM関節脱臼骨折の治療は,関節面の
整復不良による握力の低下,可動域制限,疼痛の遺残の有無が成績を左右する。母指Rolando骨折
において,創外固定による治療の有用性の報告は認めるが第5中手骨底部関節内骨折でのその使
用の報告はほとんどない。創外固定により関節間固定をし,持続牽引をかけることで短縮変形を
矯正し,近位骨片の整復を行え,さらに陥没骨片を伴う場合は牽引を保持することで骨移植のス
ペースの確保も容易となる。その際は3次元的に牽引ができる創外固定が有用であった。
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尺側手根中手関節周辺骨折に対するプレートによる一時的関節架橋
を併用したORIFの治療経験

Treatment of ulnar carpometacarpal joint injuries using a temporary plate bridging of the carpometacarpal

joint

○岡本 道雄, 難波 二郎, 山本 浩司

市立豊中病院　整形外科

【はじめに】尺側手根中手関節(以下CM関節)周辺骨折の手術方法は鋼線挿入術にキャストによ
る外固定が一般である。今回、我々は転位性尺側CM関節周辺骨折に対して観血的鋼線固定術
（以下ORIF）に加え、骨折部、関節面の転位予防を目的にCM関節をまたいだ一時的bridging
plateによる固定術を併用した術式を4例に施行したので報告する。【対象】症例は当院で2011
年5月以降に治療した第5CM関節背側脱臼骨折3例、第4中手骨基部骨折に対するORIF後再転位1例
で、平均年齢は41歳（13～71歳）、罹患側は左2例、右2例であった。受傷機転は転倒2例、打撲
1例、スポーツでの受傷1例であった。第5CM関節背側脱臼骨折の3例すべてに田崎分類TypeIの不
安定型CM関節背側脱臼を認めた。手術方法はCM関節面を整復、必要に応じ骨片間に鋼線固定を
行いlow profile-combo plateを中手骨と有鉤骨の背側に架橋するように置いた。術直後よりMP
関節自他動運動開始し、術後4週間後より手関節可動域訓練を開始した。平均経過観察期間は5
ヶ月であった。合併損傷は認めなかった。術後臨床成績を関節可動域、握力、DASHスコ
ア、PRWEスコアまたX線学的に検討した。【結果】全例、術後再脱臼、転位なく骨癒合した。MP
関節可動域は83度、握力は26kg、DASHスコア4.4点、PRWEスコア12.7点であった。術後合併症と
して1例にMP関節伸展拘縮を認めた。【まとめ】本骨折の固定には様々な方法が報告されてい
る。今回のORIFにプレートによる一時的CM関節固定術を併用した術式は抜釘が必要となるデメ
リットが生じるが、再脱臼、関節面の転位を予防し、早期のMP関節の可動や入浴、軽作業が可
能で術後成績も良好であった。
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Mallet骨折に対する手術的治療の検討
The study of surgical treatment to Mallet fracture

○森重 浩光, 杉田 英樹

香川県　済生会病院　整形外科

【目的】骨性マレットに対する石黒法は非侵襲的で優れた方法だが、整復位の保持が困難な症
例もある。当科では従来の石黒法を施行した後に、症例により細いKirschner鋼線（以下K鋼
線）を背側から骨片に対し直接もしくはintrafocalに追加刺入し、固定を強化する方法を行っ
ている。今回、石黒法及び追加K鋼線使用例（以下追加群）の治療成績について検討したので報
告する。【対象及び方法】平成17年～24年に経皮ピンニング法を行った骨性マレット指77例77
指のうち、石黒法39指（男19指、女20指、平均31.4歳、手術まで平均9.6日）、追加群38指
（男26指、女12指、平均35.9歳、手術まで平均10.6日）に分け比較検討した。術後成績は蟹江
の評価を使用し、良以上を成績良好、可以下を成績不良とした。【結果】術後成績は石黒法：
良好29指、不良10指、追加群：良好36指、不良2指であった。骨癒合不良は追加群で1指、癒合
後再骨折は石黒法で1指、追加群で2指であった。神経障害、爪の変形、ピン刺入部における皮
膚障害や感染症は両群とも認めなかった。また、追加群におけるK鋼線刺入による骨片破損は見
られなかった。骨片の大きさに関しては、末節骨関節面に対する骨片の割合が50％未満では両
群間で成績に有意差がなく、50％以上では追加群において有意に安定した成績が得られ
た。【考察】従来の石黒法は伸展ブロックピンによる1点で固定するため、骨片が不安定となる
可能性がある。その際、ブロックピンの入れ替えや追加刺入は中節骨頭への侵襲を増加させ
る。しかし、この方法による追加K鋼線は関節面への侵襲なく骨片の安定性を強化させることが
できるため、骨片の大きさや不安定性によっては有用な方法であると考えた。
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当院における石黒法を用いた骨性mallet fingerの治療成績
Clinical Result for Mallet Fractures with Ishiguro Method

○能登 公俊, 建部 将広, 田中 健司, 丹羽 智史
浦田 士郎

安城更生病院　整形外科

【目的】骨性mallet fingerに対する石黒法は低侵襲で良好な骨癒合が得られる優れた方法であ
り当院でも第一選択として行っている．しかし術後DIP関節に伸展制限が残存したり逆に伸展拘
縮を来す症例も時に存在する．今回当院における骨性mallet fingerの術後成績とそれに影響を
及ぼす因子について検討したので報告する．【方法】2003年8月から2013年7月までに当院で骨
性mallet fingerに対して石黒法を用いて手術治療を行い，2ヶ月以上経過観察が可能であった
160例163指を対象とし後向きに調査を行った．男性98例，女性62例であった．平均年齢は31.8
歳（11-73歳），受傷から手術までの平均待機期間は10.7日（0-84日）で陳旧例も対象とした．
術後可動域訓練開始までの平均固定期間は33.9日（23-70日）であった．平均観察期間は3.1ヶ
月（2-8ヶ月）であった．最終経過観察時のDIP関節伸展不足角，獲得可動域，および蟹江の評
価法より術後成績の評価を行い，術前待機期間・DIP関節固定角度・術後固定期間との関係につ
いて検討した．【結果】最終経過観察時，163指中160指に骨癒合を確認できた．最終評価時の
伸展不足角は平均7.5°，獲得可動域は平均54.0°であり，蟹江の評価では優75指，良35指，可
39指，不可14指であった．7指に術後転位を認め再手術を行った．手術時DIP関節固定角度は術
後伸展不足角度に有意に相関していたが，獲得可動域には相関していなかった．また術後固定
期間は獲得可動域に有意に相関していた．【考察】本研究では手術時DIP関節固定角度と術後伸
展不足角は相関しており，手術時の伸展位固定は伸展不足角度を改善させる可能性がある．し
かし獲得可動域には相関しておらず，示指から小指まで指の機能を考慮して固定角度を決定す
る必要があると考えられた．
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Mallet骨折に対する手術的治療　～石黒法におけるDIP関節の至適固
定角度についての検討～

Surgical treatment of mallet fractures  ~Favorable fixed position of the distal interphalangeal joint on

Ishiguro's procedure~

○高橋 明子, 中尾 悦宏, 篠原 孝明, 新海 宏明
中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【目的】Mallet骨折はDIP関節の伸展機構が破綻する関節内骨折であり、適切な治療が行われな
いと伸展制限を残すことがある。石黒法が発表されて以来、本法が広く行われている。治療成
績は比較的良好であるが、時として伸展不足、屈曲制限、可動範囲の減少を残すことがある。
正確に整復し、整復位保持を確実にすることが重要であるが、手術時のDIP関節固定角度も治療
成績に影響するのではないかと考え、今回我々は調査し検討した。【対象と方法】2008年から
2013年に当院で石黒法及び石黒変法で手術を行ったmallet骨折のうち、60日以上経過観察が可
能であった36例37指を対象とした。男25女11、年齢13歳～68歳(平均39.1歳)、受傷から手術ま
での期間は0～34日(平均7.4日)、経過観察期間は60～240日(平均114日)であった。これらにつ
いて手術時のDIP関節固定角度、最終診察時の伸展不足角、屈曲角度、可動範囲を調査し
た。【結果】受傷指は示指4、中指10、環指9、小指14、骨折型は小西池の分類で
Type1a：4、Type1b：5、Type2：7、Type3：12、Type4：9、手術時のDIP関節固定角度は伸展-25
～18°(平均-4.3°)、固定期間は26～58日(平均36.5日)であった。最終診察時の伸展不足角は0
～24°(平均6.9°)、屈曲32～82°(平均57.9°)、可動範囲32～77°(平均51.5°)であった。治
療成績(蟹江の評価基準)は優17、良11、可6、不可3であった。手術時にDIP関節を伸展位に固定
すると、最終診察時の伸展不足角は小さく、一方屈曲角は制限され、これらに相関を認めた。
固定角度と可動範囲には相関を認めなかった。【考察】DIP関節を伸展位で固定すると最終的に
伸展不足角が減少することが分かった。受傷指や患者の職業や希望をふまえ、手術時のDIP関節
固定角度を検討する必要があると考えた。
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骨性槌指に対する最小侵襲スクリュー固定法による治療成績
Minimally Invasive Screw Fixation for Treatment of Bony Mallet Finger

○桐田 由季子1, 今谷 潤也1, 森谷 史朗2, 前田 和茂1

近藤 秀則2

1岡山済生会総合病院　整形外科, 2金田病院　整形外科

【はじめに】当科では比較的骨片の大きな骨性槌指に対して2007年より最小侵襲スクリュー固
定法（MISF）による治療を行っており，すでにその有用性を報告した(今谷ら，JSSH 2011）．
しかし症例を重ねるに従い，術後骨片の再転位を生じるなど成績不良例も経験した．今回MISF
の追試を行い，術後再転位を来たした症例を調査し，その要因を検討したので報告する．【対
象および方法】2007年から2012年までに骨性槌指に対して当科でMISFを行った59例（男性
37例，女性22例）を対象とした．平均年齢は35歳（15～84歳），骨折型は小西池分類2型が
4例，3型が36例，4型が19例であった．治療成績（Crawfordの評価）と術後再転位率を調査し，
各要因（年齢，性別，骨折型，近位骨片背側面の長さ[DL]，末節骨骨軸に対するスクリュー挿
入方向[SA]）と術後再転位との関連について検討した．【結果】治療成績はExcellent
21例，Good 30例，Fair 5例，Poor 3例であった．術後再転位率は13%（8/59例）で，Fairまた
はPoorとなった症例が37.5%（3/8例）であった．再転位群（D群）と非転位群（N群）を比較す
ると，年齢に関しては，D群は平均45.0歳であったのに対してN群は33.7歳であり，D群は年齢が
高い傾向があった．性別では，D群は女性が75%であったのに対してN群は31%であり，D群では女
性の割合が高かった．DLはD群で平均2.79mmであったのに対してN群は3.30mmであり，D群ではDL
が短い傾向があった．骨折型およびSAは両群に差を認めなかった．【考察】骨性槌指に対する
MISFでの治療法はおおむね良好であった．FairおよびPoorの成績不良群には術後再転位を来た
した症例の割合が高かった．再転位には年齢，性別とDLが関連している可能性が示唆された.
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骨性マレット指の治療成績ー中高年患者に対する微小裸子固定法ー
A Clinical Results of Boney Mallet Fingers with Small Screw for Elderly Patients

○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医療法人社団秀輝会　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4年間に治療した骨性マレット指の成績と最近１年間の中高年患者の治療成績を報
告する。【方法】症例は39例、男25、女14。年齢は13から63、平均34.2歳。罹患指は示指7、中
指10、環指13、小指9。術式は石黒法22例、ワイヤリング法5例、微小裸子法8例、DIP関節仮固
定法4例。術式選択は年齢、骨片の大きさ、手術までの期間、日常生活動作を考慮した。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39例のうち転医6例、再手術例２例
を除いた31例について蟹江の基準で評価した。【成績】全体では優20例、良4例、可３例、不可
4例。手術術式別では石黒法16例中、優11、良1、可2、不可2。ワイヤリング法4例中、優2、良
1、可1。微小スクリュー法7例中、優6、良1。DIP関節仮固定法4例中、優1、良1、不可2。罹患
指別では示指６例中、優３、良１、可１、不可１。中指10例中、優8、可1、不可１。環指9例
中、優7、良１、不可１。小指6例中、優2、良2、可1、不可１。年齢別では10代9例はすべて
優。20代5例中、優4、良1。30代の４例中、優1、良1、可2。40代の6例中、優4、可２。50才以
上の7例中、優2、可1、不可4。術式では石黒法、微小裸子法が、罹患指間では中指、環指に、
手術時年齢では30歳未満に優が多かった。昨年の当学会で40歳以上の治療成績が不良と報告
し、原因としてK-wireのDIP関節固定の影響を考え、この一年間は40歳以上の症例は微小裸子法
を積極的に選択し、4例中、優3、不可1とそれ以前の成績より改善した。【結論】中高年の症例
では変形性関節症を念頭においての治療法の選択が重要と考える。
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骨性マレット指に対するフックプレート固定法の治療成績
Results of treatment of bony mallet finger by hook plate

○神田 俊浩, 大井 宏之, 向田 雅司, 鈴木 歩実

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】骨性マレット指では石黒法などの経皮鋼線固定やスクリュー固定などがしばしば選択
されるが、近年フックプレートを用いた治療の報告が散見される。当センターでも2010年以降
フックプレート固定を行っているのでその成績を報告する。
【対象と方法】2010年から2013年までに当センターでフックプレートを用いて治療した骨性マ
レット指26例26指を対象とした。男性17例、女性9例で、平均年齢38.3歳（14～65歳）、平均経
過観察期間8.0ヵ月（3～15ヵ月）であった。受傷指は示指6指、中指2指、環指14指、小指4指で
あった。プレートは25例でmodular hand 1.3mm、1例でprofile combo 1.7mmを用いた。術後は3
～4週間はDIP関節伸展位スプリント固定を行い、その後DIP関節自動可動域訓練を開始した。こ
れら対象症例において、最終観察時のDIP関節可動域、蟹江の評価、爪変形、術後に生じた問題
について調査した。
【結果】DIP関節の伸展は平均-4.6°（-30～15°）、屈曲は平均66.3°（50～81°）であり、
蟹江の評価では優16例、良5例、可4例、不可1例であった。爪の変形は8例に認めた。2例に術後
骨折部にgapを生じ、そのうち1例は偽関節となった。
【考察】過去の報告に比し劣らぬ成績を得ることができた。経皮鋼線固定は簡便で有用な方法
だが、鋼線が露出するため感染やback outの危険がある。本法は一時的な爪変形を生じる可能
性があるものの、術後管理が安全に行える良い内固定法であると考えられる。

S485



2-4-18

Mini plateによるPIP関節背側脱臼骨折の治療経験　－経皮的手術と
の比較－

Treatment of PIP joint fracture dislocation -mini plate fixation vs. percutaneous surgery-

○岡崎 真人1, 田崎 憲一1, 西脇 正夫1, 谷野 善彦2

1荻窪病院　整形外科, 2藤井外科胃腸科・整形外科

【はじめに】PIP関節脱臼骨折は閉鎖的に整復したのちにピンニングや創外固定で治療されてき
た。従来法では内固定材が皮膚上に存在することによるADL制限や，ピンの伸筋腱への干渉など
の問題も存在した。近年mini plateによる指節骨の関節近傍骨折の治療報告が散見され、当院
でも2012年7月に本治療法を導入した。今回、当院で治療したPIP関節背側脱臼骨折の治療成績
を調査し、治療法により比較検討した。
【材料および方法】新鮮PIP関節背側脱臼骨折に対してmini plate固定した8症例（MP群）につ
いて前向きに調査した。Mini plate導入以前に経皮的整復後にピンニングあるいは創外固定で
治療した9症例を対照群とした。他の外傷を合併する症例は除外した。MP群、対照群の順
（以後、同様）に、手術時年齢17-56歳（平均33.8歳）、11-67歳（平均35.4歳）、術後経過観
察期間は86-333日（平均202.1日）、64-179日（平均122.0日）だった。陥没骨片を有する症例
は5例、6例だった。
【結果】術後6週での自動PIP関節屈曲は80±20°、65±21°だった。最終経過観察時の自動PIP
関節屈曲92±15°、92±6°、伸展-4±8°、-13±13°で、握力健側比は95.7±13.9％、98.9±
14.8％だった。
【考察】症例数が少なく有意差は出なかったものの、術後6週でのPIP屈曲および最終診察時の
PIP伸展可動域はMP群が優れる傾向にあった。MP群は体外に露出する固定材が無く、術後早期に
ADL復帰が可能だった。現時点では屈筋腱障害発生を危惧して抜釘を行っているが、今後抜釘の
要否についても検討していく必要がある。
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指PIP関節陥没骨折に対する掌側骨片間アプローチ　－掌側板と側
副靭帯を温存する展開法－

A New Volar Intrafocal Approach for Intra-articular Impaction Fractures of the PIPjoint

○佐々木 勲, 蔡 栄浩, 遠藤 健, 前田 明子
西田 欽也

手稲渓仁会病院　整形外科 上肢センター

【目的】指PIP関節陥没脱臼骨折は観血的治療が推奨されているが、治療に難渋する外傷であ
る。この骨折では掌側骨片は比較的大きな塊のまま掌側に転位することが多い。我々はこの掌
側骨片を遠位から持ち上げて関節内を展開し、陥没骨片を整復固定している。本法では掌側板
や側副靭帯を切離せずに展開できる。本研究では本法で治療した症例の治療成績と手術法を詳
紀する。【対象と方法】症例は8例、男性6例、女性2例、全例陥没骨片を伴うPIP関節脱臼骨折
であった。罹患指は示指3例、中指3例、小指2例であった。受傷時年齢は平均46.9歳（16～
74歳）で受傷原因は転倒5例、ボールでの受傷2例、交通事故1例であった。手術法：背側脱臼を
徒手的に整復後、K-wireで伸展ブロックしPIP関節の再脱臼を予防する。次いで、PIP関節掌側
侵入でC1,A3,C2 pulleyを切離し、屈筋腱を側方によけてPIP関節部に達する。掌側板を切らず
に掌側骨片を蓋をあける様に遠位から持ち上げ骨折部及び関節内を展開する。骨に強く陥入し
ている陥没骨片をK-wire等で剥がし基節骨関節面に押しつけ整復する。φ0.7mmのK-wireで仮固
定し、必要に応じて骨移植する。掌側の骨片を戻し螺子あるいはK-wireで固定する。背側に刺
入した伸展ブロック用のK-wireは粉砕の程度に応じて術後2～6週で除去する。可動域訓練は術
後平均9.4日（3日～14日）から開始した。【結果】術後平均9.5 カ月（5～30カ月）で可動域は
伸展-4.4°（-15°～3°）、屈曲89.4°（80°～100°）であった。石田の評価法では優5、良
3で、全例骨癒合し、疼痛やPIP関節の再脱臼を認めなかった。X線検査では関節面は全例良好な
形態が得られた。【結語】掌側板や側副靭帯を切離しない本法は軟部組織のダメージが少な
く、関節の拘縮を最小限に抑えることができると予想される。
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PIP関節症に対する伸延関節形成術
Distraction arthroplasty for osteoarthritis of PIP joints

○河野 正明1, 森実 圭1, 千葉 恭平1, 高須 厚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】Bouchard関節に代表されるPIP関節症は日常診療上頻繁に遭遇する疾患である。疼痛お
よび可動域制限により、日常生活を制限されることも多いものの、確立された治療法はないの
が現状である。我々はPIP関節症に対し創外固定を併用した関節形成術を考案した。本研究の目
的は、本法により疼痛改善及び可動域改善効果を検討することである。
【術式及び後療法】PIP関節背側アプローチにて展開。中央索の両側から展開し背側関節包およ
び骨棘を可及的切除する。続いて基節骨および中節骨に1.5ｍｍのハーフピンを２本ずつ挿入
し、創外固定器（ストライカー社製Hoffmann II マイクロ延長器）を装着する。手術後に1mm延
長して手術を終える。翌日から1日1mmのペースで延長し、1週間で創外固定を抜去する。抜去し
た日から積極的な自動・他動可動域訓練を開始する。
【対象および方法】対象は平成22年11月～平成25年5月までに本術式を施行した4例6指。全例女
性の左手。4例の手術時年齢は48～77（平均58.0）歳。6指の内訳は、中指1指、環指4指、小指1
指であった。手術前後でのVASおよびPIP関節可動域を検討した。
【結果】VASは術前72～80(平均76.2)点が術後0～20(平均6.7)点に有意に減少した。PIP関節可
動域(自動)は術前30～60(平均47.7)°が術後術前68～100(平均82.0)°と有意に増加していた。
【考察】本術式による除痛効果は関節包や骨棘を切除することに加えて靱帯等の関節周囲の軟
部が創外固定により伸延されたことによるものと考える。また関節周囲の軟部組織が伸延され
ることで、創外固定除去後の可動域訓練が容易に行える状態になり、顕著に可動域が増加した
ものと考える。本術式は、有病率が高い疾患であるにもかかわらず外科的治療の対象になりに
くかったPIP関節症に対する手術として、有用な術式と考える。
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肋骨肋軟骨移植術によるPIP関節形成術の治療成績に影響を与える
因子の検討

Prognostic Factor for the Arthroplasty of the PIP Joint Using Costal Osteochondral Graft

○佐藤 和毅, 岩本 卓士, 細澤 徹自, 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】われわれは、外傷などによるPIP関節障害に対し肋骨肋軟骨移行部をドナーとする関節
形成術を行っている。概ね良好な成績を獲得しているが、一部には成績不良例も存在する。本
法の術後成績を検討し、術前における予後予測因子の解析を行ったので報告す
る。【方法】1996-2012年にPIP関節形成術を施行し、12ヵ月以上経過観察し得た35例36関節を
対象とした。35例は男性32例、女性3例、年齢は5-52(平均31)歳、右13関節、左23関節、損傷形
態は挫滅・開放性(脱臼)骨折17関節、化膿性関節炎1関節(以上、開放性) 、閉鎖性(脱臼)骨折
17関節、腫瘍1関節(以上、閉鎖性)、術式は関節全置換術14関節、部分置換術22関節であった。
これらの症例に対し、最終観察時の関節可動域(ROM)を目的変数、年齢・損傷指・損傷形態(開
放/閉鎖)・術式(関節全置換/部分置換)・術後牽引型創外固定器(EF)装着の有無・術前ROMを説
明変数とする重回帰分析を行った。【結果】術後経過観察期間は12-71(平均25)ヵ月であった。
術前平均ROM 5(伸展/屈曲 -11 /16)度に対し術後は66(-9/75)度と有意に改善した(p＜0.01)。
年齢・損傷指・損傷形態では術後ROMに有意差を認めなかったが、部分置換術の術後ROM58度に
対し全置換術では79度と有意に良好であった（p=0.002）。また、EF装着群は非装着群に比べ術
後ROMの有意な改善を認めた(p=0.004)。重回帰分析では術後ROMに影響する因子は術式のみであ
った（p=0.02）。【結論】肋骨肋軟骨移植術によるPIP関節形成術によりROMは有意に改善し
た。全置換(術式)とEF装着群が良好なROMを獲得した一方で、多変量解析では術後ROMに影響を
与える因子は術式のみであった。この結果は、対向する関節面の広範囲損傷例では関節全置換
術が選択肢となることを示唆するものと考える。
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PIP関節陳旧性掌側板損傷に対する治療経験
Repair of Chronic Traumatic Volar Plate Insufficiency of the Proximal Interphalangeal Joint

○藤井 裕子, 鶴岡 裕昭, 松坂 隆範, 岩川 和弘
西村 亮祐

市立宇和島病院　整形外科

【目的】PIP関節の過伸展強制によりPIP関節背側脱臼骨折か掌側板損傷が生じ、掌側板損傷が
陳旧化すれば、しばしばPIP関節の過伸展変形や白鳥の頚変形が残存し機能障害をきたす。今
回、外傷性PIP関節掌側板損傷後に変形をきたした陳旧性の症例に対して掌側板修復を主とした
手術を行ったために治療成績を検討した。
【対象・方法】2011年以降にPIP関節陳旧性掌側板損傷に対して手術を施行した7例を対象とし
た。全例小指で性別は男性5例女性2例、年齢18～64歳、受傷原因はスポーツでの受傷が5例、仕
事中での突き指が2例であった。局所所見ではPIP関節の白鳥の頚変形を5例に認め、4例では側
副靱帯損傷の合併により尺屈変形を認めた。受傷から手術までの期間は4～42か月、手術は全例
掌側アプローチで行い、6例にはスーチャーアンカーを用いて掌側板自体の修復が可能であった
が、1例には長掌筋腱を用いた再建を要した。4例に側副靱帯の修復も行った。後療法は術前の
尺屈変形が高度であった2例に3週の鋼線固定の後可動域訓練開始、5例では伸展制限のもとに術
後早期から可動域訓練を開始した。
【結果】最終観察時に疼痛や不安定性を訴えた症例はなかった。PIP関節の可動域は屈曲70～
100°（平均90°）、伸展-10～-5°（平均-8°）、術前に脱臼を繰り返し側副靭帯損傷も合併
していた1例にのみ、単純レントゲンにて関節症性変化のわずかな進行を認めた。
【考察】PIP関節陳旧性掌側板損傷に対する再建に関して、一般に掌側板は退縮、菲薄化などに
より修復が困難なことが多いとされているが、今回の結果から、陳旧例でも掌側板自体の修復
が可能であることが多かった。さらに尺屈変形や側方動揺性が著明な例には側副靭帯の修復も
有効であった。治療成績は良好であり、陳旧例でも掌側板修復は最初に試みてよい方法と考え
る。
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2-4-KH-1

手の機能評価表 (第5版)の方向性について

○大井 宏之, 勝見 泰和, 安部 幸雄, 長谷川 健二郎
織田 崇, 中村 俊康, 佐藤 彰博, 山下 優嗣

日本手外科学会機能評価委員会

1993 年に初版、2006年に第4版が出版された。第3と4版の間に、DASHをはじめとする患者立脚
型評価が重要視されたため、4版は障害程度の評価に加えこれらを加える形として出版された。
その後さらにQOL評価は重要視され、いくつかの疾患特異的QOL 評価が開発された。日本では
DASHが日本人の生活様式などの相違点があり、Hand 20が開発されDASHとの妥当性が検証され
た。一方、手指の可動域や握力測定法などは曖昧な点が多い。そこで日本ハンドセラピィ学会
と共に、米国ハンドセラピスト学会発行のClinical Assessment Recommendationsをもとに日整
会・リハビリテーション学会による測定法と整合性を取りつつ開発を進めている。5版はHP上へ
の掲載のみのため、完成されたものから随時掲載・更新してゆく。現在、第5版は患者立脚型評
価や妥当性が検証された疾患特異的QOL評価を掲載することと、新たな測定法などをまず掲載す
るよう作業を進めている。なお先天異常の評価は、今後は先天異常委員会が担当する。
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2-4-KH-2

Michigan Hand Outcomes Questionnaire (MHQ)日本語版の信頼性と妥
当性の検証

○織田 崇, 安部 幸雄, 勝見 泰和, 大井 宏之
中村 俊康, 長谷川 健二郎, 山下 優嗣, 佐藤 彰博

日本手外科学会機能評価委員会

MHQは、英語圏で広く使用されている自己評価式手のQOL評価質問票である．今回、MHQ日本語版
を作成し、その信頼性と妥当性を検証した．手に愁訴のある68名（平均57.7歳）を対象とし
て、MHQ日本語版、DASH-JSSH、SF-36v2日本語版を評価した．MHQ日本語版のみ初回評価の1-2週
間後に再評価した。MHQ日本語版の初回と再評価の結果を再検査法（級内相関係数）および
Chronbachの α係数による内的整合性の判定により解析し、信頼性を検証した。MHQ日本語
版、DASH-JSSH、SF-36v2日本語版の結果をspearmanの順位相関係数により解析し、妥当性を検
証した．MHQ日本語版の下位尺度の級内相関係数は0.68-0.93、Chronbachの α係数は0.81-0.97
であった．MHQ日本語版とDASH-JSSH機能／障害の得点の相関係数は-0.82であった．MHQ日本語
版の下位尺度、総得点とSF-36v2日本語版の下位尺度との相関係数の絶対値は0.23-0.72であっ
た．MHQ日本語版は信頼性と妥当性があり、その使用により日本語を話す人々の手の機能や痛
み、心理的影響を考慮した包括的かつ国際的評価に耐える手のQOL評価が可能となる．
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2-4-KH-3

手指関節可動域測定マニュアルの作成と手指関節角度測定について

○佐藤 彰博, 大井 宏之, 安部 幸雄, 勝見 泰和
中村 俊康, 織田 崇, 長谷川 健二郎, 山下 優嗣

日本手外科学会機能評価委員会

手指関節可動域測定マニュアルは，測定値の再現性を高めることを目的として日本手外科学会
と日本ハンドセラピィ学会が共同で作成した．今回，本マニュアルについて紹介すると共に，
手指関節可動域測定において5度刻みと2度刻みの角度計のどちらを用いるべきかを検討した．
対象は外来通院患者8例（64.3±16.8歳）で，検者は経験年数の異なる3人のセラピスト
（3年，15年，28年）とした．2つの角度計を用いて手指各関節の自動屈曲可動域を2回測定し，
平均7日後に再測定した．2回測定平均値を用いて検者内・検者間信頼性，SEM，系統誤差の有
無，最小可検変化量について分析した結果，2度測定の方が5度測定と比較して級内相関係数は
高く，SEMも小さく，系統誤差はなく，最小可検変化量も4度以上小さい値であった．以上より
手指関節可動域測定においては2度刻みの測定の方が角度変化を鋭敏に捉えられる可能性が示唆
された
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2-4-KH-4

握力の測定方法と測定機器の選択について

○山下 優嗣, 佐藤 彰博, 大井 宏之, 勝見 泰和
中村 俊康, 織田 崇, 長谷川 健二郎, 安部 幸雄

日本手外科学会機能評価委員会

手の機能評価としての握力の測定差を減らすために、測定方法と測定機器を検討した。【測定
方法】握力は座位よりも立位、肘屈曲位より肘伸展位が強いとされている。文科省体育測定で
は立位・上肢下垂・肘伸展で測定され、握力として理論上最大値が計測されており、国内では
同肢位での測定が普及している。一方ASSHでは、座位・肩内転内外旋中間位・肘屈曲位・前腕
手関節中間位が推奨され、生活に即した実用的な計測で患者に優しく再現性のある肢位と考え
られる。前記の理由から後者の測定方法を推奨したい。【測定機器】国内では安価なSmedley握
力計が広く用いられ、バネ式で計量検定制度外でもあり、測定誤差が過去にも指摘されてい
る。ASSHでは医師・技師のもと作成された油圧式または電気式の較正点検もあるJamar握力計が
推奨され、海外文献も多数ありglobal standardとなっている。前記の理由から高価である
が、Jamar握力計を推奨したい。
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2-4-23

重度Heberden結節におけるX線所見と疼痛との関連性についての検
討

A study on relationship with pain and X-ray findings in severe Heberden's nodes

○堀内 孝一1, 堀内 行雄1, 別所 祐貴1, 中道 憲明1

佐藤 和毅2

1川崎市立川崎病院　整形外科, 2慶應義塾大学　整形外科

Heberden結節はDIP関節の変形性関節症であるが、その変形の進行様式は明らかでない。病期分
類についてもいくつかの報告があるが、いまだ一定した見解は得られていない。今回われわれ
は、罹患期間が10年以上経過した重度Heberden結節の症例を検討し、X線所見と疼痛との関連性
について検討したので報告する。
【対象】昨年Heberden結節のアンケートで回答を得た125例の中から罹患期間が10年以上の症例
59例を対象とした。両手の示指・中指・環指・小指を対象とし、計472指であった。性別は男性
1例、女性58例、回答時年齢は52～85歳（平均65歳）であった。
【方法】疼痛に関しては、アンケートの結果と直近の外来での症状で評価した。X線所見の評価
は、母指を除く各指DIP関節の正面、側面像で骨棘の大きさで0～3型の4段階に分けて評価し
た。
【結果】単純X線像にて、明らかな関節変形を認めなかった(0型)のは5指であり、467指に変形
を認めた。その内訳は1型73指、2型141指3型247指であった。また、自然経過中に関節固定とな
っていたのは6例であった。
回答時に疼痛のある指は137指（固定：2例、0型：0指、1型：14指、2型：39指、3型：82指）疼
痛がない指は335指（固定：4例、0型：5指、1型：59指、2型：102指、3型：165指）であった。
橈尺側への側方変形を認めたものは87指で、疼痛のある指では49指、ない指では38指であっ
た。疼痛の有無と骨棘変形との間に有意差は認めなかったが、疼痛の有無と側方変形との間に
は有意差を認めた。
【考察】罹患歴10年以上のHeberden結節において疼痛のある指の特長としては、骨棘変形の程
度ではなく、橈尺側への側方変形と不安定性にあると考えられた。
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2-4-24

関節包部分切除による指粘液嚢腫の治療
Partial capsulectomy for the treatment of digital mucous cysts

○金谷 耕平, 和田 卓郎, 射場 浩介, 山下 敏彦

札幌医科大学　医学部　整形外科

【目的】演者らは第55回の本学会において、指粘液嚢腫に対して嚢腫切除および骨棘切除を行
わず関節包のみを切除する術式の短期成績を報告した。今回、症例数を増やした中期成績を報
告する。
【対象】本術式で治療した指粘液嚢腫の22例23指のうち、6か月以上の経過観察が可能であった
19例19指を対象とした。女性が18例で男性が1例、年齢は平均で63歳（47～83歳）であった。平
均経過観察期間は21か月（6～34か月）であった。右が9指で左が10指、罹患部位は、中指が7指
で最も多く、母指と環指がそれぞれ4指、小指が3指、示指が1指であった。爪甲変形は12指で認
められた。単純X線像で全例にDIPまたはIP関節症が認められた。
【術式】指間ブロック下に行う。Cystがある側の遠位指節間皮線に横皮切を加える。伸筋腱を
背側によけ、背側関節包をパンチおよび鋭匙で切除する。Cystおよび骨棘は切除せず、そのま
ま創閉鎖して終了する。
【方法】Cyst消失までの期間、爪変形の経過、関節可動域、再発の有無を調査した。
【結果】Cystは全指で消失し、消失までの期間は平均3週（1～6週）であった。爪変形は12指全
てで改善した。DIP関節の伸展/屈曲可動域は、術前が-10/50°、術後が-8/56であった。再発例
はなかった。
【考察】指粘液嚢腫の再発例の多くは6か月以内とされている。演者らは、本術式により治療し
た指粘液嚢腫19指において、6か月以上の経過観察により再発を認めなかった。本術式は、これ
まで報告された術式の中でもっとも低侵襲であり、治療成績も良好であった。
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2-4-25

Heberden結節に対して行った関節固定術の中期成績と形態学的変化
Morphological change after arthrodesis of the distal interphalangeal joint: clinical follow-up at 2 years

○戸張 佳子, 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】手指Heberden結節に対する関節固定術後、中期的な変化を明らかにするため、当院の
手術成績、DIP関節の形態学的変化及び患者満足度を調査した。
【方法】対象は39例、98指。平均観察期間は24.7か月であった。関節軟骨の欠損や適合性に応
じて、背側を切開し、終止伸筋腱を翻転して関節軟骨をそう爬する切開法（18指）、DIP関節背
側の橈尺側を1mmずつ切開し、骨鋭匙で骨棘と関節軟骨を可及的にそう爬する小切開法
（66指）、小皮切で固定のみ行う単純固定法（14指）を行った。切開法の3指は90°-90°
wiring法で、その他はHeadless compression screwで固定し、screw固定例は術翌日から自動運
動を許可した。
【結果】平均2.9か月で骨癒合し、固定角度は平均3.6度であった。観察期間中5指（5.1％：小
切開法3、単純固定法2）に固定不良を認め、1指（切開法）が感染し、再手術を要した。最終観
察時に知覚障害11指（11％）、爪変形2指（2％）が見られた。切開法と小切開法では、X線正面
像の末節骨基部横径が術後1か月から最終観察時にかけて経時的に減少した。同様に、全ての手
術法でDIP関節レベルでの軟部陰影幅は減少した。軟部陰影幅と、本人が自覚する太さの変化に
相関関係はなく、DIP関節が細くなったと自覚したのは切開法61％、小切開法72％、単純固定法
83％であった。同じ手術を自分や他人に勧めると答えた人は80％であった。満足度を有意に高
めた因子は、つまみ困難なし、術前からのPIP可動域制限なし、VAS低値であった。太さの変
化、知覚異常、固定角度、術前症状、利き手、術式は満足度と関連がなかった。
【考察】関節面の軟骨切除量と関係なく強固なスクリュー固定により骨癒合が得られた。ま
た、術後骨のリモデリングと軟部組織の炎症の消失によりDIP関節周囲径は減少するものと考え
る。
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2-4-26

Heberden結節に合併した粘液嚢腫に対する低侵襲手術の合併症と再
々発症例の検討

Complications and re-recurrence of minimally invasive surgery for mucous cyst with Heberden nodes

○山下 泰司1, 金谷 文則1, 赤嶺 良幸2

1琉球大学　医学部　整形外科, 2大浜第一病院

症例：Heberden結節に伴う粘液嚢腫に対して嚢腫切除を行わず、茎と一側の背側関節包及び骨
棘を切除する術式で治療した。対象は2009年2月より当院関連病院を受診した11例12指である．
女性8例9指、男性3指、平均年齢は66.3歳（39～82歳）であった。患指は中指が7指、母指・環
指がそれぞれ2指、示指が1指であった。皮切は11指がDIP関節上の横切開、1指が嚢腫近傍の縦
切開であった。結果：12指中11指は治癒し、1指に再発、再々発を認めた。術後合併症として一
時的な伸展不全が出現した症例が2指あったが、DIP関節伸展装具装着にて約4週間で消失した。
術後表層感染が1指あり、抗生剤内服にて治癒した。再発例：再発症例では母指はIP関節でやや
橈屈し、中等度の骨棘形成を橈側に認めた。IP関節尺側に15×7mmの本症例中最大の嚢腫があ
り、嚢腫茎は橈側にできた骨棘の更に橈側に認め、橈側骨棘と茎を含めて切除したが、約3年後
に初回と同側の尺側に7×7mmの嚢腫を認めた。手術は同様にDIP関節直上の横切開にて進入し、
正中やや尺側に嚢腫茎を確認し切除したが、7週後に尺側に再々発した。嚢腫径は3×4mmで、嚢
腫を含めて両側の骨棘と関節包を切除し、術後3ヵ月の現在再発していない。再発時には術後瘢
痕のため嚢腫茎の確認が困難なため、両側骨棘切除を伴う広範な関節郭清を計画する必要があ
ると考えられた。
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2-4-27

伸筋腱の処置に工夫を加えたHeberden結節に対する指人工関節置換
術

Distal  Interphalangeal  Joint  Arthroplasty  for  Heberden  nodes  by  using  a  new  tendon  reattachment

technique

○櫛田 学1, 松田 匡弘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］Heberden結節は日常よく遭遇する疾患であり、保存的治療が行われることが多
い。しかし、激しい痛みや腫脹が持続する症例や、関節の可動性の獲得を強く望む症例も存在
する。このような症例に対し、伸筋腱の処置に工夫を加えた背側侵入による母指IP、手指DIP関
節の人工関節置換術を行ったので報告する。［症例および手術法］症例は4例5指、男性１例、
女性3例で、年齢は65̃78歳（平均72歳）であった。　罹患指は、母指IP２指、示指DIP1指、中
指DIP1指、環指DIP1指であった。手術は背側展開にてterminal tendon を末節骨から切離した
後、人工関節置換術を行った。腱断端は3-0エチボンド糸にてbaseball sutureとし、縫合糸を
末節骨の骨孔に誘導しておき、implant挿入時に縫合した。implantは母指IPにたいしては
AVANTA  PIPまたは、石突らのITFSを用い、その他の指DIP関節に対してはITFSまたはAVANTA
PIPのステムを一部切除して使用した。これらの症例において、VAS（0-100）による疼痛評価と
母指IP、指DIP関節可動域を術前、および最終調査時で比較した。経過観察期間は8～39か月
（平均24か月）であった。［結果］VASは術前平均74が調査時に平均23となり、疼痛は全例で軽
快していた。可動域は、術前の自動伸展/屈曲はそれぞれ平均-11度/平均21度であったが、術後
はそれぞれ平均-4度/平均38度と改善していた。［考察］疼痛が軽減しないHeberden結節に対す
る手術治療として、従来関節固定が推奨されているが、手技や固定材料の選択において難渋す
ることもある。DIP人工関節置換術の報告は少ないが、術式を工夫することで、よい結果が得ら
れると考える。
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鏡視下関節整復術を行った橈骨遠位端関節内骨折（AO分類C型）の
治療成績

Clinical results of arthroscopic reduction and internal fixation for distal radius intra-articular fractures

(AO type C) with volar locking plate.

○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　整形外科

【目的】鏡視下関節整復術を行った橈骨遠位端関節内骨折(AO分類C型)の治療成績について報告
する。【対象および方法】対象は2005-2013年の9年間にAO分類C型骨折に対し、鏡視下関節整復
後、掌側ロッキングプレート固定を施行し、6ヵ月以上経過観察可能であったAO分類C型骨折37
例37手(男性17、女性20)である。手術時年齢24-79歳(平均55歳)、骨折型はＡＯ分類Ｃ-
3：19手、C-2：3手、C-1：15手で、尺骨遠位部骨折を27手に合併し、24手は尺骨茎状突起骨
折、3手は尺骨遠位端骨折であった。TFCC損傷は31手（1A+1B: 2,1B: 12, 1D 9(内1D大断裂1,
1B+1D: 8(内１D大断裂1)に合併していた。手術は鏡視下に関節面を整復した後、掌側ロッキン
グプレートで内固定し、TFCC損傷の有無や損傷形態(Palmer分類)について評価した。TFCC　１B
損傷を合併した22手中16手は尺骨茎状突起内固定またはTFCC修復術を行ったが、6例は治療を行
わず経過観察とした。以上の症例に対し、術後合併症、尺側部痛（Fovea sign、橈・尺屈時
痛、回内外動作時痛）、関節可動域、握力、治療評価（MS2010）について調査した。【結果】
術後合併症としてEPL断裂を1手に認めた。尺側部痛は37手中8手に生じ、内訳は１D大断裂1手、
１B損傷7手（TFCC損傷治療例16手中1手、未治療例6例中全手）に生じていた。関節可動域は健
側比平均で背屈89%、掌屈90%、回内96%、回外96%、橈屈93%、尺屈92%、握力は健側比で平均83%
であった。術後治療評価はMS2010でExcellent　25手、Good　11手、Fair　1手（0-13点）であ
った。【結論】掌側ロッキングプレート固定を用いたC型骨折の治療成績は概ね良好であった
が、TFCC１B損傷未治療例に尺側部痛が残存し、TFCC1B損傷の治療の必要性が示唆された。
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橈骨遠位端関節内骨折における関節鏡視での関節面の間隙・段差の
検討

Articular gap and step-off in wrist arthroscopy of the intra-articular fracture of the distal radius

○河野 慎次郎, 大村 泰人, 関口 浩五郎

埼玉医科大学整形外科

橈骨遠位端関節内骨折に対して当科では関節鏡視下に整復固定を行っているが、今回手術症例
の鏡視下での段差・間隙について検討したので報告する。対象と方法当科では手関節掌側FCRア
プローチにより掌側骨折部で骨片を整復・仮固定し、近位骨片にロッキングプレートを設置、
この時点で関節鏡を施行し関節内骨片を整復し、関節面の骨片固定をおこなっている。プレー
ト設置困難例には創外固定器を併用し、ロッキングプレートで関節面の骨折が保持困難と判断
した症例には骨移植を行っている。平成24年10月から平成25年9月までに橈骨遠関節内骨折に対
して、鏡視下手術をおこなった患者17例について、画像と鏡視での関節面の間隙と段差につい
て検討した。結果17例中男性7名女性10名、平均年齢60歳、AO分類B3-2例C1-3例C3-10例、術中
創外固定器使用が2例、骨移植が3例であった。整復困難により鏡視下整症を断念した症例が2例
あった。この断念した2症例を除いた15例の術前XPでの掌側傾斜平均8.1°、橈骨遠位端尺側傾
斜平均14.3°、術後掌側傾斜平均8.6°橈骨遠位端尺側傾斜平均18.1°であった。また関節面の
間隙と段差については平均で、術前XP間隙1.6mm/段差1.3mm、術前CT間隙3.3mm /段差2.0mm、術
後XP間隙0.3mm/ 段差0.4mm、整復前鏡視間隙2.1mm /段差1.0mm、整復後鏡視間隙0.7mm/段差
0.6mmであった。術前XPと術前CTを比較すると、間隙においては有意差あり(0,0028)、段差は有
意差がないもののP=0.057であった。術後XPと整復後鏡視の比較では、間隙においてはP=0.144
で有意差なし、段差においてはp=0.02と有意差を認めた。考察橈骨遠位端関節内骨折に対する
鏡視下整復については賛否あるが、XPはCTや鏡視より関節面の間隙や段差の認識力が劣るた
め、鏡視下整復は解剖学的整復に有用と考える。
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手関節鏡視下手術による関節軟骨損傷
Cartilage damage on wrist arthroscopy

○中村 俊康, 松村 昇, 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

手関節鏡は橈骨手根関節、手根中央関節のみならず遠位橈尺関節にも挿入可能になったことか
ら、手関節疾患を診断、治療するために必須の手技となってきている。しかし、狭い関節腔に
関節鏡を挿入するため、関節軟骨に重篤な損傷を引き起こす可能性がある。今回、手関節鏡施
行例での関節軟骨損傷について検討した。方法：手関節鏡を行い、関節軟骨の喪失や関節軟骨
欠損などの合併症を生じていた6例6手を対象とした。男2女4、年齢は25～49歳（平均36歳）、
右5、左1手であった。手術は手関節鏡視下TFCC部分切除4手、手関節鏡視と尺骨短縮術の併施１
手、直視下ＴＦＣＣ縫合術1手であった。関節軟骨の損傷状態、治療、臨床成績について検討し
た。結果: 1手で橈骨月状骨窩および月状骨背側の関節軟骨が喪失し、関節裂隙の狭小化を生じ
ていた。5手では橈骨関節面と舟状骨および月状骨軟骨面に関節鏡挿入によると考えられる放射
状に掘削された所見を認めた。そのうち2手では鏡視の際に強い舟状月状骨間（SL）靭帯と橈骨
関節面でのseptumの形成を認めた。手根中央鏡視ではSL靭帯に損傷は認めなかった。治療は愛
護的な関節鏡視下での授動を全例に行った上で、全例に尺骨短縮術を施行した。臨床成績は優
3、良3と良好であったが、関節裂隙の狭小化を生じた症例では裂隙の改善を認めるものの、狭
小化は残存した。考察: 手関節鏡は手関節疾患治療において有用な情報をもたらし、治療にも
有効であるが、関節鏡視手技によって新たな関節軟骨損傷を生じては意味がない。今回の症例
から手関節鏡手技の習得が必要であり、cadaverを用いたワークショップの必要性が再認識され
た。
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手関節拘縮に対する鏡視下手関節授動術の経験
Arthroscopic arthrolysis for wrist stiffness

○藤尾 圭司, 片山 幹, 橋村 卓実

関西電力病院　脊椎外科　手外科　整形外科

はじめに橈骨遠位端骨折、TFCC縫合術後にリハビリを行っても、可動域制限をきたす症例は経
験する。今回可動域制限が及び手関節痛が強い症例に対して鏡視下授動術を行い良好な成績を
得たので報告する。症例及び術式男性1例、女性9例、平均年齢は47.2歳であった。前回の手術
後から今回の手術までの期間は平均4.2ヶ月であった。症例の内訳は橈骨遠位端骨折術後２例
（内、1例は遠位橈尺関節脱臼を合併）、鏡視下TFCC縫合術後8例であった。手術は全例全身麻
酔下に5-7kgでSpider systemを用いて牽引した。3-4 portalより鏡視、4-5 portalからシェー
バー、RFを用いて屈伸方向に拘縮があるものに対しては掌側の関節包を橈骨付着部より
releaseし、背側は伸筋腱があるため行わなかった。lunate fossa にseptumを認める症例に対
してはこれを切除した。回内外制限のあるものは、TFCC遠位の掌側、背側の関節包をRFを用い
て回内外時に鏡視下に突っ張りが無くなるまでreleaseした。尺骨が背側に脱臼していた症例に
ついてはTFCC実質を開窓しDRUJ掌側の瘢痕を鏡視下に切除し、manipulationした。結果および
まとめ橈骨遠位端骨折の拘縮例では術前可動域が伸展20度、屈曲20度がそれぞれ70度40度に改
善した。DRUJ脱臼を合併した症例では、伸展0度、屈曲10度、回外20度、回内20度がそれぞれ
70度、50度、85度、70度に改善した。鏡視下TFCC縫合術後では術前回外平均70度が95度に、回
内平均60度が70度に改善した。痛みに関しては術前VAS平均6が2に改善した。鏡視下手関節授動
術は良好な成績を得たので術後拘縮に対して勧めるべき治療法であると思われた。
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完全隔壁を伴う橈骨遠位端骨折後手関節拘縮に対する鏡視下授動術
Arthroscopic Mobilization for Wrist Contracture with Complete Radiocarpal Septum Following Distal

Radius Fracture

○山本 浩司, 岡本 道雄, 難波 二郎

市立豊中病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折後に手関節内に隔壁状の瘢痕組織が形成され、手関節拘縮の原因にな
ることがある。完全隔壁を伴う橈骨遠位端骨折後手関節拘縮に対する鏡視下授動術の成績につ
いて報告する。【対象および方法】2005年9月から2012年9月までの7年間に当科で鏡視下授動術
を行った橈骨遠位端骨折後手関節拘縮症例で手関節内に完全隔壁を形成していたのは22例であ
った。このうち授動術後6ヶ月以上経過観察した18例を対象として、その術後成績を検討した。
内訳は男性5例、女性13例。橈骨遠位端骨折に対する初回手術時の年令は22から81才、平均
55才。全例で初回手術時に手関節鏡を行い、橈骨遠位端骨折に対してはplate固定を行った。初
回手術から鏡視下授動術までの期間は9から13ヶ月、平均11ヶ月。授動術は舟状月状骨間靭帯と
橈骨中央隆起をつなぐように存在する隔壁状の瘢痕を鏡視下に切除した。また同時に橈骨の
plateを抜釘した。授動術後の経過観察期間は6ヶ月から7年7ヶ月、平均2年7ヶ月であっ
た。【結果】授動術前後の手関節可動域は術前平均；背屈51°、掌屈41°、術後平均；背屈
62°、掌屈53°で、術前後で掌背屈は平均23°増加した。握力は術前平均；健側比64％から術
後平均；健側比89％に増加した。授動術後3年以上経過観察した7例で術後6ヶ月時点と最終経過
観察時を比較すると、手関節可動域は術後6ヶ月時平均；背屈58°、掌屈平均50°、最終経過観
察時平均；背屈60°、掌屈51°で、授動術後6ヶ月時点での手関節可動域が最終経過観察時でも
維持されていた。握力は術後6ヶ月時平均；健側比73％から最終経過観察時平均；健側比86％に
軽度増加した。【結論】鏡視下に隔壁状の瘢痕を切除する鏡視下手関節授動術は橈骨遠位端骨
折後の完全隔壁を伴う手関節拘縮に対して関節可動域を改善し、有用な方法である。
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長母指伸筋腱断裂を生じた橈骨遠位端骨折の画像所見の特徴
X-rays and Computer tomography assesment of distal radius fractures with Extensor pollicis longus

tendon rupture

○澤田 智一1, 大村 威夫1, 松山 幸弘1, 荻原 弘晃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　整形外科, 3静岡市立静岡病院

【はじめに】橈骨遠位端骨折の合併症の一つとして、長母指伸筋腱（EPL）の断裂が知られてい
るが、骨折の画像所見を詳細に検討した報告は少ない。今回、EPL断裂を生じた橈骨遠位端骨折
の単純X線およびCT画像所見を検討したので報告する。【対象と方法】骨折に対し保存的加療を
行い、受傷から1年以内にEPL断裂を生じた20例のうち、経過中に単純X線、CTを施行していた11
例を対象とした。全例女性、平均発症年齢64.2歳（22～79歳）、右3例、左8例であった。受傷
から断裂までの時期は9日～10か月で、受傷から1ヶ月以内に断裂が生じていたものは8例
（72.7％）であった。画像所見として骨折転位の有無、骨折型（AO分類）、橈骨遠位端から骨
折線までの距離、EPL grooveの状態について検討した。【結果】骨折転位ありは1例のみで、こ
の症例は受傷から10か月での断裂であった。単純X線での検討では、遠位端から骨折部までの距
離が平均8.34mm(5.07～14.82mm)であった。骨折型については、単純X線では
A2：7例、A3：1例、B1：1例、B2：1例、C1：1例であったのに対し、CTでは
A2：4例、A3：1例、B2：1例、C1：5例であり、CTで骨折部分を詳細に検討すると関節内骨折が
多かった。また、断裂時期が1ヶ月以内の症例では8例中6例が関節内骨折であった。CTでEPL
grooveに骨折線がみられたものは6例、骨棘は2例、明らかな所見なし3例であっ
た。【考察】EPL断裂が転位の少ない骨折に生じることは知られているが、どのような骨折形態
に生じやすいかは不明である。本検討では過去の報告と同様、単純X線では遠位端から骨折線ま
での距離が短いものに生じていた。また、CTでの骨折型は関節内骨折が多く、骨折線がEPL
grooveに及んでいるものに多く発生していた。
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陳旧性長母指伸筋腱断裂に対する術後最大減張位固定の効果
Postoperative maximum relaxation casting for the chronic rupture of the extensor pollicis logus tendon

○山本 博史, 藤田 俊史

三菱京都病院　整形外科

【目的】陳旧性の長母指伸筋腱(EPL)断裂の再建は、固有示指伸筋腱(EIP)の移行、長掌筋腱移
植などが行われることが多いが、EIPを使った場合、示指が単独で伸展しにくくなるなど、EPL
以外の正常組織に対する損失を生じることになる。このため、端々縫合が望ましいが、たとえ
縫合できたとしても、縫合後の固定肢位のために拘縮が残ることが危惧される。今回、我々
は、症例数は少ないが、過度の減張肢位によっても良好な結果が得られたので考察を加えた
い。【症例】1) 64歳男性。橈骨遠位端骨折に対するギプス固定を受けた。左母指伸展障害自覚
後2か月で腱縫合を行った。2) 40歳男性。橈骨遠位端骨折に対しプレート固定を行った。術後
11か月、左母指伸展障害自覚後1か月で抜釘と同時に腱縫合を行った。3) 65歳男性。手関節部
腱鞘炎として、橈骨茎状突起背側にステロイドの局注を数回受けた。左母指の伸展障害を自覚
後1ヶ月で腱縫合を行った。【手術】第3コンパートメントを開放し、EPLを近位遠位方向に十分
に剥離。手関節最大背屈位、母指最大背側外転位で腱断端を縫合し、腱の瘢痕組織で補強。症
例2は断端間に1cmのギャップができ、抜釘の際に展開する橈側手根屈筋腱の半切で補強。症例3
も縫合部の緊張が強く、開放した伸筋支帯の一部を使って縫合部を補強。術後4週間、thumb
spica castで手関節、母指を腱縫合時の肢位に保ち、その後、自動運動を開始した。【成績】
術後5～6か月で日常生活の不自由はなくなり、母指過伸展可能、対立は母指先端が小指PIPから
第5MCP関節掌側に到達可能となった。【結論】腱縫合部の緊張、腱の剥離操作による血流障
害、不自然な関節固定などのためにEPLのbowstring、再断裂、関節拘縮が危惧されたが、良好
な結果が得られ、正常組織温存手技として有効であると考えられた。
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腱緊張度を一定化した長母指伸筋腱断裂再建術：第2報
Extensor pollicis longus tendon reconstruction under constant tension

○林 正徳, 内山 茂晴, 伊坪 敏郎, 小松 雅俊
加藤 博之

信州大学　医学部　運動機能学講座

【背景と目的】長母指伸筋（EPL）腱断裂に対する再建（腱移行または腱移植）術後に母指の伸
展不全が発生することがあり，その原因の多くは再建時の腱緊張度が低すぎることにある．近
藤らは手関節中間位で母指爪尖中央が机上1ｃｍの緊張度で縫合する方法を提唱した（日手会
誌,13:2006）．演者らは近藤法の緊張度をさらに強くし，母指爪尖中央から机上までの距離を
2cmで縫合する方法を用いてきた．その7例の術後成績については第52回本会にて報告した．今
回はさらに症例数を増やし，術後成績について改めて調査検討したので報告する． 【対象およ
び方法】対象は2006年～2012年までに当院にて再建術を行ったEPL腱断裂患者15例で，手術時年
齢は18～81歳（平均59.3歳），性別は男性8例，女性7例である．断裂の形態はEPL腱の皮下断裂
が14例で，切創による陳旧断裂が1例である．EPL再建法の内訳は，固有示指伸筋腱移行が9例，
長掌筋腱移植が6例であり，術直後より装具療法を行った症例が12例，3週間のギプス固定を行
った症例は3例である．評価項目には，1）母指のretropulsionが可能かどうか，2）％
TAM，3）retropulsion位での母指爪尖中央から机上の距離，4）術前と評価時のDASH scoreを用
いた．術後経過観察期間は6～48ヶ月（平均20.9ヶ月）である．【結果】１）全例で
retropulsion可能であり，母指伸展不全を訴える例はなかった．２）％TAMは術前平均52％，術
後平均88％であった．3）retropulsion位での母指爪尖中央から机上の距離は平均2.2cmであっ
た．4）DASH scoreは術前平均35.6点，術後平均9.8点であった．【考察】EPL腱再建術時の腱緊
張は肢位と引っ張り力によって規定される．演者らの方法は，簡便でかつ一定の緊張度で縫合
が可能であり，術後伸展不全となる症例はなく成績も良好であった．
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長母指伸筋腱皮下断裂に対するtendon callusを利用した再建術の経験
Reconstruction of the spontaneously ruptured EPL tendon using the tendon callus

○村井 伸司1, 西浦 康正2, 原 友紀1, 神山 翔1

野澤 大輔1

1筑波大学　整形外科, 2筑波大学附属病院　土浦市臨床教育ステーション

【目的】長母指伸筋（以下、EPL）腱皮下断裂では、容易には断裂しない強度を持ったtendon
callusによる連続性が見られる場合がある．われわれは、そのような症例に対し、tendon
callusを利用した再建術を行い、良好な結果を得たので報告する． 【症例と方法】症例は、25
～66（平均49.8）歳、男1例・女3例、受傷原因は、橈骨茎状突起骨折・第2-第5中手骨基部骨折
・示指中節骨骨折などを生じた損傷1例・橈骨遠位端骨折3例、受傷から手術までの期間は、7～
27（平均15.0）週であった．手術法：局所麻酔下に手術を行った．いずれも、術中tendon
callusによる腱断端間の連続性を認めた．Tendon callusには牽引しても容易には断裂しない強
度があった．tendon callusを切断し、両腱断端にinterlacing sutureすることによって架橋
し、4-0あるいは3-0 loop針によるcore sutureと5-0ナイロンによる結節縫合を追加した．2例
は元の位置で縫合できたが、2例は橈側皮下に移動させて縫合した．術中、自動運動で緊張を確
認した．術後は，手関節から母指MP関節まで掌側ギプスシーネ固定を2週間行ったが、IP関節の
自動屈伸を許可し、早期運動療法を行った．術後成績を健側に対する総自動可動域（%TAM）で
評価した.【結果】%TAMは、90～100（平均97.5）％と良好であった． 【考察】EPL腱皮下断裂
に対しては、その再建術として、腱移行術や腱移植術が一般に行われ、良好な成績が報告され
ているが、正常腱を犠牲にする必要がある．Tendon callusを利用した再建術は有用であり、可
能な症例では、試みる価値があると考える.
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長母指外転筋腱移行術を用いて再建を行った母指伸筋腱断裂の治療
経験

Tendon Transfer to Restore Extension of the Thumb Using Abductor Pollicis Longus

○飯田 竜1, 辻井 雅也2, 平田 仁3, 植村 和司1,4

須藤 啓広2

1永井病院　整形外科, 2三重大学 大学院 整形外科

3名古屋大学　大学院　医学系研究科　手の外科学, 4植村整形外科

【目的】長母指伸筋腱（EPL）皮下断裂に対して,固有示指伸筋腱(EIP)移行術がGolden
standardであるが,ときにEIP使用困難例に遭遇する. Chitnisらは, APLによるEPL再建を20例に
行い,その有効性を報告した.今回, 母指伸筋腱断裂に対してAPL移行術を行い,良好な成績が得
られたので報告する.【方法】症例は母指伸筋腱断裂をAPLで再建した8例で, 橈骨遠位端骨折保
存療法後のEPL皮下断裂4例,打撲後の短母指伸筋腱（EPB）皮下断裂1例,外傷や先行する手術後
のEPL断裂2例,橈骨骨巨細胞腫摘出術後の強度変形後のEPL皮下断裂1例であった.手術時平均年
齢54.3歳（17～81歳）,男性2例,女性6例,左8例であった.手術は,リスター結節の遠位でEPL遠位
断端を同定し,第一区画の遠位でAPLの一部と編み込み縫合した.術後3週間外固定を行った.術後
評価は,最終診察時のIP関節可動域,握力,Riddellの評価基準で行った.【結果】平均経過観察期
間は11.3ヵ月(3～26ヵ月)で, IP関節可動域は,伸展-5度の1例以外はextension lagを認めず,屈
曲平均64度（健側比平均94%）,握力は平均27.7kg（95.4%）｛橈骨骨巨細胞腫の8kg(健側比
29.6%)1例を除く｝で,Riddellの評価はexcellent5例,good3例であった.【考察】APL移行後の
EPLの滑走距離は49mmで, EIP移行後の54mmに匹敵すると報告され,さらにAPLは 副腱を有する
為,腱移行後もAPLが温存されるという利点がある. 本シリーズでは,外傷や先行する手術,腫瘍
などでEIPの損傷、消失例を4例に認め,EPLの再建にAPLを用いた.Riddellの評価で全例good以上
であり,本術式はEIPの使用困難なEPL断裂の再建に有用であると考える.さらにEPB皮下断裂例で
は,同一区画の腱で再建するという点でAPL移行術は最も理に適った方法であると考える. 採腱
部の問題も少なく, 本術式は,本疾患に対する有用な治療法の１つであると考えた.
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手根管症候群に対する外科的治療 -ECTR・ OCTR・対立再建術の適
応について-

Surgical Management for Carpal Tunnel Syndrome - Indication of ECTR, OCTR, and Thumb

Opponensplasty-

○長尾 聡哉1, 長岡 正宏1, 豊泉 泰洋1, 冨塚 孔明1

山口 太平2

1駿河台日本大学病院　整形外科, 2日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野

【はじめに】当科では手根管症候群に対して主に鏡視下手根管開放術(以下ECTR)を施行してお
り、その成績は概ね良好であると報告している。しかし、ECTRでは良好な成績を期待できない
症例が存在することも事実である。本報告の目的は、当科での手根管症候群手術例を後ろ向き
に調査し、各術式の施行数および成績を明らかにするとともに、術式について再検討すること
である。
【対象と方法】当科で手術を施行した手根管症候群は511例659手で、その内訳は年齢: 18～92
歳(平均58.8歳)、性別: 男性74例・女性427例、罹患側: 右229例・左134例・両側148例であっ
た。対象症例について術式および選択の理由、術後成績を調査した。
【結果】術式の内訳は手根管開放術が632手(ECTR: 511手・従来法[以下OCTR]: 121手)であり、
母指対立再建術を加えたものは27手あった。ECTR導入前の症例を除いたOCTR選択の主な根拠は
1) 患者が合併症発生率の低い方法を希望、2) 手根管内占拠性病変または正中神経破格の存
在、であった。母指対立再建術の内訳はCamitz法: 22手・環指浅指屈筋腱(以下FDS4)使用: 5手
(ECTR併用2手を含む)であった。FDS4を使用した理由は1) 長掌筋腱が欠損または細い、2) 患者
が低侵襲手術(ECTR+FDS4再建)を希望、であった。術後経過は概ね良好であったが、ECTRの4手
で術後症状が不変あるいは悪化し、Camitz法で腱移行部の縫合不全と思われる対立不能例を1手
に認めていた。
【まとめ】ECTRの成績を向上させるためには、術前に手根管内占拠性病変を同定しておく必要
があり、当科では主に単純X線に加えて超音波検査をスクリーニングに使用している。また、母
指対立再建術は1) 母指球筋萎縮が高度、2) 罹病期間が長い、3) NCVが導出不能、に加えて4)
患者が早期機能回復を希望していることが重要と考えている。
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手根管症候群の手術治療―どこまで鏡視下で対応できるか？
Reliability of Endoscopic Carpal Tunnel Release Surgery and Endoscopic Neurolysis Applied to Carpal

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　整形外科, 2おくつ整形外科クリニック

目的：われわれは1986年以降手根管掌側組織の切離で対応可能な手根管症候群の全例に対
し、USE systemを用いた鏡視下手術を行っている。手根管症候群に対する初回鏡視下手根管開
放術または再発に対する鏡視下神経剥離術を行った症例の手術成績を明らかにし、さらに重症
例、高齢者、透析例、再発例などに対する内視鏡手術成績を評価する。
対象：初回鏡視下手根管開放術後2年以上経過観察可能であった2,343手（うち術前短母指外転
筋(APB)筋力低下の著しい（MMT:0）204手、電気生理学的検査で波形が描出不能な174手、80歳
以上28手）の術前・術後の臨床症状回復状況を調査した。また再発手根管症候群に対して鏡視
下神経剥離術を行った863手についても調査した。
結果：初回手術例の内訳は透析1,751手、特発性572手、その他20手で手術時平均年齢57歳であ
った。しびれ改善を90%、痛覚改善を95%、触覚改善を92%、APB-MMT 0,1,2,3から5へ改善を71%
で認めた。術前APB-MMT 0の症例のうち69%で術後MMTの改善を認め、術前波形が描出されなかっ
た症例の遠位潜時は知覚神経88%、運動神経94%で描出可能となった。また初回手術時80歳以上
の症例でしびれ改善63%、痛覚96%、触覚80%、APB-MMT:0,1,2,3から5へ改善を89%で認めた。
再発手根管症候群手術例の内訳は透析831手（内視鏡手術後483手、観血手術後314手、3回目以
降34手）、特発性25手（内視鏡手術後1手、観血手術後24手）で、手術時平均年齢61歳であっ
た。しびれ改善を70%、痛覚改善を83%、触覚改善を75%、APB-MMT:0,1,2,3から5へ改善を46%で
認めた。
考察：USE systemを用いた鏡視下手根管開放術および鏡視下神経剥離術により、手根管症候群
の初回手術のみならず、重症例、高齢者、再発例においても良好な手術成績が得られることが
明らかになった。
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手根管症候群重度症例に対する鏡視下手術の成績
Clinical Results of Endoscopic Carpal Tunnel Release in Patients with Advanced Carpal Tunnel

Syndrome

○田中 英城

新潟県立吉田病院　整形外科

　重度手根管症候群例に対する鏡視下手根管開放術の臨床成績を報告する。【対象／方法】　
過去12年で短母指外転筋遠位潜時(DML)が8.5ms.以上あるいは導出不能、または感覚神経活動電
位(SNAP)の導出不能な重度例は56例67手あった。男16、女40例で年令は45から87歳（平均
66歳）、手術側は右32、左15、両側が10手あった。特発性48手、糖尿病合併12手、透析5手、橈
骨遠位端骨折後2手であった。全例portal部のみの局所麻酔下で、2 portal Panoramic ECTR
systemを用いて行った。【結果】　特発例および透析中の各1手で外套管挿入時の痛みで直視下
法に変更した。　電気生理学的および知覚評価でいずれも継時的に順調に改善した。すなわ
ち、術前のCMAP導出不能は21手、CMAP測定可能な46手のDMLの平均は10.14msであったが、術後
最終検査時ではそれぞれ9手、5.25msに改善した。同様に術前SNAP導出不能は37手、導出可能例
のSCVは20.5m/s.であったが、それぞれ13手、35.9m/s.に改善した。母、示、中指および環指の
橈側指尖部のS-2PDは術前同定不能が64指、測定可能指では平均6.6mmから、術後最終でそれぞ
れ18指、5mmに改善した。同じく、M-2PDでは術前同定不能が54指、測定可能指の平均は4.9mmか
ら、術後最終でそれぞれ23指、4mmに改善した。SWTは術前同定不能が1％、赤が19％、紫が
54％、青が24％、緑が1％から、術後最終では同定不能が1％、赤が3％、紫が15％、青が57％、
緑が23％に改善した。　術後最終検査時までは平均343日であった。術後に悪化または回復しな
い例はなかった。【考察／結論】　Portal部のみの局所麻酔で外套管が挿入でき、手根管が完
全に開放されれば、合併症の有無に関わらず重度例でも、順調かつ良好な神経回復が得られ
る。この結果は本病態においても神経剥離の絶対的必要性がないことの証でもある。
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特発性手根管症候群の主訴に応える手術治療
Surgical treatments that respond to chief complaint of patients with idiopathic carpal tunnel syndrome

○森谷 浩治, 吉津 孝衛, 依田 拓也

(財)新潟手の外科研究所

【はじめに】特発性手根管症候群では手のしびれ・痛みを強く訴えるものむしろ母指の使いに
くさの改善を求めるものなど愁訴は一律でない。今回、私達が行っている主訴の改善に着目し
た手術治療について報告する。【手技】主訴が手のしびれ・痛みの場合は遠位ポータルを母指
最大外転位でその尺側縁から遠位手掌皮線に平行に引いた線と中環指間に引いた線の交点から
尺側ではなく近位へ15mmの縦切開、近位ポータルを近位手首皮線上で長掌筋腱のすぐ尺側とす
る鏡視下手根管開放術(ECTR)が第1選択になる。本法はChow法とは逆に遠位から展開し、メッツ
ェンバウム剪刀で正中神経と屈筋支帯間を十分剥がした後、近位ポータルから挿入したカニュ
ーラを介して遠位から屈筋支帯を引き切り刀で切離する。様々な愁訴の中で母指の使いにくさ
が主訴となり正中神経刺激で短母指外転筋(APB)のM波がみられない症例には小皮切手根管開放
術(mini-OCTR)に併せて固有示指伸筋(EIP)を用いた対立再建を施行する。局所麻酔または腋窩
ブロック下に行い、術中の緊張度は手関節掌屈0～20°で母指を他動的に最大掌側外転位とし
て、tonus properよりもやや強い緊張でEIP腱をAPB腱に編み込み縫合する。【対象と結
果】2013年1月から9月までにECTRを施行した153例では修復や再建を必要とする重篤な合併症は
認めていない。術後6か月以上の経過観察が可能であったEIP対立再建17例では術中、遅くとも
術後4週という早期に対立運動機能が獲得され、示指MP関節の伸展不全も平均6.7°と軽度であ
った。【考察】遠位からmini-OCTRのように展開するECTRは、従来法で多くみられる遠位ポータ
ル部の問題点を解消し、運動枝の確認も可能である。EIP対立再建は危惧される示指伸展機能の
損失も少なく、早期に母指を使用したい患者の要望に沿った方法と考える。
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手根管症候群に対する手指屈筋腱滑膜切除術
Finger flexor tenosynovectomy for carpal tunnel syndrome

○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】手根管症候群には屈筋腱滑膜の浮腫、肥厚の関与が指摘され、ステロイド手根管内注
射の効果は腱滑膜の浮腫を軽減し手根管内圧が低下するため発現すると考えられる。手術的治
療は手根管開放術が主として行われているが、pillar painが問題となる。鶴田の報告した屈筋
腱滑膜切除術は横手根靭帯を切離せずに手根管症候群を治療しようとする術式である。われわ
れはステロイド注射で効果のある軽症例に対し屈筋腱滑膜切除術を行っているので報告する。
【方法】対象はステロイド注射で一時的にしびれが軽快するが再発を繰り返す手根管症候群患
者22例25手で、全例女性、平均年齢56.9歳、13例にばね指を合併した。初診から手術までの期
間は平均24ヵ月、ステロイド注射は平均6.2回行われた。MCV終末潜時は正常15手、遅延9手であ
った。手術は手関節掌側の長掌筋、尺側手根屈筋腱間に約3cmの切開を加え、浅指屈筋、深指屈
筋腱滑膜を手関節、指を屈伸しながら横手根靭帯の末梢端を超えるまで切除した。
【成績】術後経過観察期間は6～36ヵ月（平均16.9ヵ月）で、最終評価時しびれが消失したもの
は23手であった。5手は一時しびれが再発し、うち3手はステロイド注射で消失した。母指球筋
萎縮が高度であった1手はしびれの改善もなく手根管開放術を追加した。2手で最終評価時に手
指のこわばりを残した。非再発群と再発群（一時的を含む）で比較すると、手術時平均年齢は
非再発群54.3歳、再発群63.4歳で有意差（p=0.03）を認めたが、術前ステロイド注射回数、初
診から手術までの期間、ばね指の合併、MCV終末潜時には有意差はなかった。
【結論】本術式の成績は良好で、pillar painはなかった。母指球筋萎縮の無い軽症例が良い適
応で、手根管症候群の病態に対する本質的な治療法と考える。
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滑膜切除併用鏡視下手根管開放術
Endoscopic carpal tunnel release  with tenosynovectomy

○小西池 泰三, 竹下 歩, 三喜 知明

岡山赤十字病院　整形外科

pillar painは、鏡視下手根管開放術(ECTR)導入後も解決されていない問題である。我々は第47
回日手会において、ECTR後146手におけるpillar painの性状について報告した（通常群）。活
動性の高い症例にはpillar painが長引く傾向にあった。第55回日手会において、ECTR後105手
にステロイドを使用すると、pillar painは術後早期には軽減するがその後増悪すること、ステ
ロイドの種類によりpillar painの反応性が異なることを報告した（ステロイド使用群）。この
ことからpillar painの原因は、ECTR後も継続する腱鞘滑膜炎ではないかと考えている。ECTR後
に皮切部より腱鞘滑膜部分切除を加えた症例の治療成績を検討したので報告する。【対象およ
び方法】2013年１月以降、滑膜切除併用ECTRを行った症例のうち、半年以上経過観察が可能で
あった38手（男10手、女28手、平均年齢68歳）を対象とした。圧痛は圧痛計を用いて評価、健
側との比較を行い健側と同等になった時点を圧痛の消失とした。以前報告した通常群、ステロ
イド使用群との比較検討を行った。【結果および考察】圧痛は術後1カ月以内に81.6％、3か月
以内に92.1％、6か月で全例が消失した。pillar painの増悪は2例に認めたが、ステロイド使用
群ほどの強い増悪ではなかった。手根管症候群の腱鞘滑膜炎は手根管内だけでなく、より近位
の前腕部にも認められる。肥厚した腱鞘滑膜が、術後に手根管入口部で機械的刺激を受けるこ
とでpillar painが発生するのではないかと考えている。ステロイド使用は術後早期のpillar
painを抑制できるが再燃の問題があった。活動性の高い症例には本法が有用ではないかと考え
ている。
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重症手根管症候群に対する母指対立再建術の適応決定における筋電
図検査の重要性

Appropriate indications of opponensplasty in carpal tunnel syndrome

○原 友紀1, 落合 直之2, 西浦 康正3, 中島 佳子4

山崎 正志1

1筑波大学　医学医療系　整形外科, 2キッコーマン総合病院

3筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育ステーション

4取手北相馬保健医療センター医師会病院

手根管症候群に対する母指対立再建術の適応基準は施設によりまちまちである。我々は神経伝
導速度検査で短母指外転筋(APB) 複合筋活動電位が導出できない症例に筋電図検査を追加し、
随意収縮の有無を母指対立再建術適応決定の参考としてきた。その結果をまとめ報告す
る。【対象と方法】2001年4 月～2012年9月の間に手術を行った特発性手根管症候群患者で術前
APB筋力がMMT【1】以下であった70例82手を対象とした。筋電図検査の結果、APBに随意収縮時
運動単位電位が導出された症例をMUP(+)群、導出されなかった症例をMUP(-)群とし、手根管開
放術のみ行った症例の術後1年のAPB 筋力を調査した。【結果】MUP(+)群は39例44手：平均64.2
歳(43-83歳)、罹病期間平均4.7年、MUP(-)群は12例14手：平均64.2歳(43-83歳)、罹病期間平均
2 . 1 年 で あ っ た 。 術 後 1  年 の A P B  筋 力 は 、 M U P ( + ) 群 で は M M T 【 3 】 6
手、MMT【4】20手、MMT【5】17手であった。二期的に母指対立再建術を希望した症例はいなか
った。MUP(-)群はMMT【0-2】6手、MMT【3】4手、MMT【4】4手であった。【考察】術前にAPBの
随意収縮が認められた症例は全例、随意収縮を認めなかった症例でも57%の患者がMMT【3】以上
に回復した。APB複合筋活動電位が導出できる患者は一期的母指対立再建術の必要はないこ
と、APB筋力の予後予測に筋電図検査が有用であることが示された。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施設が多い。著者らが2008年に行っ
たアンケート調査においても、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。手根管症候群患者の母指対立再建術の適応決定に筋電図検査は必須であ
ると考える。
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超音波検査を用いた手根管開放術の術式選択と母指対立再建の適応
の検討

Clinical Significance of Ultrasonography for the Surgical Treatment of Carpal Tunnel Syndrome

○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)当科では手根管開放術にopen法(皮切2-3cm)と超音波(US)法(正中神経-尺骨動脈間中央線
(安全線)で専用切離器にて切離)として小皮切法(遠位のみ直視下切離(同1-1.5cm))と経皮法
(同4mm)を用いてきた。3術式の総合比較はなく,術式選択の見直しと母指対立再建の適応も課題
と考え,これらの点を検討した。(対象と方法)特発性手根管症候群手術例212例254手で3術式(母
指対立再建なし)を比較した。母指対立再建の適応検討は短母指外転筋(APB)脱力手の分析(含US
計測)によった。(結果)切離器の音響陰影幅は3mmのため,手根管全長で正中神経-尺骨動脈間距
離＞3mmは経皮法(45手)とした。何れかの部位≦3mmは従来はopen法としたが,今回はまず1-
1.5cm皮切を入れ正中神経を圧排し＞3mmを確保できた場合小皮切法(88手),不能の場合open法と
した(121手)。統計的には神経,電気生理学的回復は同等,創痛,握/pinch力評価は術後12週迄経
皮法が最良,以下小皮切法,open法の順で合併症はなかった。APB脱力手でMMT3,4は5に
(98手),1(針筋電図:随意収縮あり),2は実用的(≧4)に回復した(87手)。0(24手:同検査:随意収
縮なし)では≧4の回復は11手に対し13手は≦3で,両者の年齢,罹病期間は同等であったが,反回
枝分岐部高位の正中神経圧迫率(断面積比:遠位仮性神経腫/絞扼部)が前者(1.1±0.2)より後者
(1.5±0.5)で有意に高かった。特に同率≧1.5では≧4の回復はなかった。(考察)安全線での切
離(US法)と上記術式選択は解剖学的に妥当で安全と考える。US法は低侵襲であるが,適応を選ぶ
必要がある。但し,上記の様に小皮切法の適応は従来より拡大できる。母指対立再建(当科では
Camitz法)はAPB-MMT0にのみ考慮する。特に上記圧迫率≧1.5では実用的回復の可能性は低く適
応と考える。(結語)USは術式選択,手術の低侵襲化,母指対立再建の立案に有用である。
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鏡視下手根管開放術と併用した母指対立機能再建術の術後成績
Tendon transfer with endoscope-assited carpal tunnel release

○宮坂 芳典, 長谷川 和重

仙塩利府病院　整形外科

当科では２ポータル法の鏡視下開放術を原則的に行っているが、手根管症候群重症例で、特に
両側開放術例の利き手側には同時に母指対立機能再建を行ってきたのでその術後成績を報告す
る。母指球筋委縮が半年以上経過して、鏡視下手根管開放術と同時に対立機能再建を行った12
症例を対象とした。術後経過観察期間は6カ月から6年で平均1年3カ月であった。術式は2ポータ
ル法後、橈骨茎状管を展開し短母指伸筋 (EPB)を同定し、EPB腱径2mm以上の場合は母指MPJ部で
切離し、母指球部皮下をとうして母指基節骨近位部に短母指外転筋腱をsplitして腱縫合したう
えで、アンカー縫合した。径2mm未満の場合示指MPJ背側より示指伸筋(EI)を採取して、同様に
母指基節骨にアンカー縫合した。ギプス固定は術後1ヵ月間行ったが、３週以内に自動ROMEｘを
開始した。術後成績として、術前には母指掌側外転筋力がZ―Tであったが、12例中10例にF―G
の筋力の改善がえられた。２例はP以下の筋力しかえられなかった。後者の２例は２週以内に患
者の判断で、手を酷使して移行腱が緩んだものなど不適切な後療法のためと考えられた。10例
に対立再建した母指の対立・円運動が獲得されたが、巧緻運動の獲得まで術後4―5か月を要し
ていた。この理由としては、移行腱による母指対立が可能となるまで2―3カ月であったが、知
覚回復まで4―5か月かかるためと考えた。本術式は小皮切を多数要するが、鏡視下開放術の皮
切を利用できる特徴を有する。問題点としては、場合によって移行腱長に余裕がなく強い緊張
下にアンカー縫合を要する症例もある点が挙げられる。
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重度手根管症候群に対する木森法による母指対立再建術の治療成績
Clinical results of Kimori's thumb oppones plasty for severe carpal tunnel syndrome.

○藤田 浩二1, 若林 良明2, 二村 昭元3, 鏑木 秀俊2

大川 淳2

1東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　応用再生医学分野

2東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　整形外科学分野

3東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　臨床解剖学分野

【はじめに】第54回本学会で重度手根管症候群に対する木森法(母指対立再建術)の追試結果を
報告したが、今回はさらに経験と経過観察を継続した治療成績を報告する。
【対象と方法】2008年以来、当科で木森法を施行した14例15指(うち1例1指は二期的再建術)を
対象とした。手術時年齢65(35-85)歳、経過観察期間は14(6-25)か月であった。術式は手掌皮切
から手根管切開刀を用いて屈筋支帯を切離後、手くび皮線から2.5cm中枢でPLを切離し、末梢端
はFCUに縫合して移行腱の滑車とし、筋腱移行部で切離したEPBの末梢端を前腕へ誘導し、先の
滑車にくぐらせPLの中枢端へ編み込み縫合して腱移行、術後は3週外固定を行った。術前・術後
のDASH、CTSI-JSSHの重症度スコア(CTSI-SS)、機能的状態のスケール(CTSI-FS)、指腹つまみ力
(PP)、側方つまみ力(SP)をWilcoxonの符号付き順位検定で検討し(p＜0.05を有意とした)、術後
経過の問題点も抽出した。
【結果】各評価値の平均値を術前/術後で示す。DASH 31/14、CTSI-SS 2.6/1.6、CTSI-FS
2.5/1.8、PP 2.0/3.3kg、SP 3.5/4.5kgで、各値とも術前から術後にかけて統計学的に有意な改
善を認めた。術前から母指MP関節のOAで掌側亜脱臼のあった反省症例1例1指以外の全例で良好
な母指対立位が得られた。また1例でCRPSの前駆症状を認め短期ステロイド内服で軽快、1例で
滑車部での一過性の腱癒着を認めたがリハビリで軽快した。
【考察】木森法によって患者立脚評価・筋力測定とも術後に有意な改善が得られ、その有用性
が示された。2例の合併症も術式自体に起因するものではなく、一般的な術後合併症であると考
えられた。本法はCamitz法のように手掌腱膜を挙上する必要がなく、二期的再建も容易であっ
たことから、一期的・二期的どちらの再建にも有用で汎用性の高い術式であると考えられた。
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手根管症候群重症例に対するCamitz法の術後成績
Clinical outcome of modified Camitz opponensplasty for carpal tunnel syndrome with severe thenar

wasting

○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】われわれは、母指対立障害を愁訴とし短母指外転筋（以下、APB）の複合筋活動電位
（以下、CMAP）が導出できない手根管症候群（以下、CTS）の重症例に対して、Camitz法による
母指対立再建術を行なっている。本発表では、その術後成績と意義について検討したので報告
する。【方法】2007年から2012年までに当院で手術を行なった特発性CTSは585手で、そのうち
Camitz法を施行したのは60手であった。このうち、術後6ヶ月以上の経過観察が可能であった48
例52手を対象とした。われわれが行なっているCamitz法は、長掌筋腱を横手根靭帯に作成した
pulleyを通して短母指外転筋腱に移行している。男性4例女性44例、年齢は平均69歳、術後観察
期間は平均9ヶ月であった。術前後の自覚症状、SWテストによる知覚、母指掌側外転角、ピンチ
力、患者立脚型評価としてDASHと手根管症候群質問表（以下、CTSI）を検討した。また、APBの
CMAPも経時的に記録した。【成績】夜間痛、しびれ感、SWテストによる知覚は全例で改善し
た。母指掌側外転角は術前平均23度が術後44度に改善、ピンチ力の健側比は術前60%が術後92%
に改善した。術後平均4ヶ月でのDASHの改善点数は平均15.1、CTSIの改善点数はSSで0.9、FSで
0.8であり、有意に術前より改善した。術後3ヶ月でAPBのCMAPが導出された症例はなかった
が、12ヶ月以上経過した症例の多くはCMAPが導出可能となった。【結論】手根管開放術のみで
も、APBの機能回復の可能性はあるが、長期間を必要とする。Camitz法はinternal splintとし
て有用で、早期のADLの改善が期待でき、母指対立障害を愁訴とする症例には推奨される。
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重度の手根管症候群に対する我々の母指対立再建術
New Opponensplasty for Severe Thenar Atrophy Secondary to Carpal Tunnel Syndrome

○木森 研治1, 角西 寛1, 河越 宏之1, 生田 義和2

1土谷総合病院　整形外科, 2広島手の外科・微小外科研究所

（目的）重度の手根管症候群に対する母指対立再建法としてはCamitz法が広く行われている
が、移行腱の走行ルートや癒着、浮き上がり、母指MP関節の屈曲傾向、手関節部の有痛性瘢痕
形成など問題も多い。そこで我々は手掌部小切開による皮下手根管開放と同時に、走行ルート
を変更した短母指伸筋腱（EPB）へ長掌筋腱（PL）を移行する対立再建を考案し、2006年以降こ
の方法を行い概ね満足すべき結果を得ている。今回、その手術の実際と治療成績について報告
する。（方法）手術は手根靱帯切離刀を用いた皮下手根管開放の後、まず母指MP関節背側に小
切開を入れてEPBを確認。この後EPBを筋腱移行部で切離してMP関節背側に引き出す。次に前腕
末梢を展開してPLを確認し、手くび皮線より2.5cm中枢でこれを切離。PLの末梢部分は尺側手根
屈筋腱へ縫着して滑車とし、中枢部分は母指球部から手根管中枢1/3の皮下、さらに滑車の下を
通して前腕に引き出したEPBと縫合する。なお、EPBの牽引で母指IP関節が強く過伸展する症例
ではEPBの基節骨基部での腱固定を追加する。術後は約3週間の外固定後に自動運動を開始し、6
週から自由な手の使用を許可した。対象症例は術後3ヵ月以上経過した24例（女性22例,男性
2例）で、手術時年齢は52～80歳である。（結果とまとめ）術後1ヵ月ですべての症例のしびれ,
知覚障害は軽減し、母指掌側外転は術前平均31°が46°に改善した。また6週までに全例で指尖
部でのつまみが可能となり、術後2ヵ月でADLでのつまみ動作の改善をみた。移行腱の浮き上が
りや母指MP関節の屈曲傾向を呈した症例はなかった。本法は従来法による手根管開放術後の二
期的対立再建にも利用でき、Camitz法の欠点を克服する対立再建法として有用である。
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外傷後橈骨神経麻痺に対する腱移行術
Tendon Transfer to Posttraumatic Radial Nerve Palsy

○石田 有宏, 今泉 督, 門田 英輝

沖縄県立中部病院　形成外科

【症例1】39才男性、ベルトコンベアに左上肢を挟まれ左上腕骨、橈尺骨開放骨折に対して創外
固定、橈骨動脈損傷に対して静脈移植による再建術がなされた。受傷後1年経過しても橈骨神経
麻痺の改善を認めなかったため、FCR to EDC, PT to ECRB, PL to EPL を行い、さらに上腕二
頭筋の筋力低下が著明であったため、広背筋による上腕二頭筋機能再建を行った。術後2ヵ月弱
で移行筋を意識せずに使用することが可能となり、ほぼ全機能が回復したが、母指は伸展より
も外転するためにキーボードを打つのに不自由している。
【症例2】56才男性、右上腕をロープで吊されて受傷。受傷後3ヵ月経過して橈骨神経麻痺の改
善を認めなかった。橈骨神経の知覚は温存されていた。受傷後4ヵ月で PT to ECRB, FCR to
EDC, BR to EPL を行った。術後2ヵ月で手機能はほぼ回復し、術後1年で麻痺していた橈骨神経
運動枝の機能もほぼ回復した。
【症例3】48才男性、オートバイ事故による高位橈骨神経麻痺。3ヵ月間の経過観察で改善が見
られないため PT to ECRB を行った。術後6カ月、受傷後9ヵ月でほぼ完全回復した。
【症例4】12才男性、サトウキビ畑のベルトコンベアに左上腕を挟まれて受傷、上腕骨開放骨
折、上腕二頭筋、上腕三頭筋の断裂、橈骨神経断裂を認め橈骨神経は縫合した。神経回復が期
待できたが、かなり高位の橈骨神経損傷のため、受傷後4ヵ月で FCR to EDC + EDQ, PT to
ECRB, PL to EPL を行った。術後2ヵ月で腱移行による機能回復が認められ、現在経過観察中で
ある。
【まとめ】腱移行術による橈骨神経麻痺の再建は術後早期から機能回復が認められ、神経回復
が期待される症例に対しても有用であったが母指の真の伸展の再建は困難であった。
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手関節・手指伸展再建術の治療成績
Treatment of tendon transfer reconstruction for radial nerve palsy.

○上里 涼子, 湯川 昌広, 藤 哲

弘前大学　大学院医学研究科　整形外科

【はじめに】橈骨神経麻痺や腫瘍広範切除後の下垂手に対する治療として、円回内筋を短橈側
手根伸筋に、橈側手根屈筋を総指伸筋に、長掌筋を長母指伸筋に移行するRiordan変法を始めと
した腱移行を行ってきた。今回、これらの治療成績を評価し報告する。【対象と方法】1992年
から2013年に当院で手術を行い、経過観察可能であった11例（男性8例、女性3例） を対象とし
た。手術時平均年齢は47.5歳 (20～72歳)、最終観察期間は平均3年11カ月であった。原因疾患
は、上腕骨骨折4例、上腕不全切断1例、腕神経叢麻痺2例、腫瘍4例であった。腫瘍切除後の1例
は、腱移植による手関節・手指伸展再建術が施行され、腕神経叢麻痺の1例は、長掌筋腱を総指
伸筋へ、円回内筋を短橈側手根伸筋へ移行していた。それ以外の症例は、Riordan変法が行われ
ていた。手の機能評価として日手会手関節障害の機能評価表、およびDASHを使用し
た。【結果】腕神経叢麻痺に対して手術が行われた1例は、術後2カ月目に移行腱の断裂を生
じ、再手術を施行した。平均手関節背屈9度、平均手関節掌屈52度、平均中指MP関節伸展-
3.7度、平均母指伸展-5.0度であった。腱移行を行わず、腱移植により再建した1例も、十分な
手指伸展が可能となった。【考察】当科では、手関節・手指伸展機能の再建に、津下らの報告
によるRiordan変法を行っている。
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腱移行による手指伸展機能再建の有用性　―FCRとFCUとの比較―
The utility of reconstruction for finger extension using tendon transfer-comparison between FCR with

FCU-

○中村 雄一1, 大山　 峰生1, 小田桐 正博1, 松澤 翔太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】
手指の伸展再建術では，指伸筋に共同して働く橈側手根屈筋（FCR）や尺側手根屈筋（FCU）が
供与筋とされることが多いが，筋収縮特性の見地からどちらが指伸展運動を獲得し易いかは明
確ではない．さらにFCRは前腕肢位によって筋長が変化するため，術後の伸展機能は前腕肢位に
よって影響される可能性がある．本研究では手指伸展運動と手関節掌屈運動時のFCRとFCUの活
動が前腕肢位でどう影響されるかを筋電図学的に捉えることを目的とした．
【方法】
対象は6名の健常男性とした．課題運動は前腕最大回内および回外の各肢位において最大努力に
よる手関節掌屈運動と手指伸展運動とした．筋電図の導出には双極性ワイヤー電極を用いた．
得られた各運動時の筋電図から筋電図積分値を求め，前腕中間位での最大手関節掌屈運動時の
積分値で正規化し，運動課題ごとにそれぞれの筋において前腕肢位間で比較した．
【結果】
手関節掌屈運動時の筋活動は，FCRとFCU共に前腕肢位による差を認めなかった．一方，手指伸
展運動時においては，FCRは前腕回内位で30％，回外位で5％であり，回内位で有意に大きい値
を示した（P＜0.05）．FCUにおいては前腕肢位の違いに関わらず20～30％の活動を示し，回外
位での活動量はFCRに比べ有意に大きい値であった（P＜0.05）．
【考察】
手関節掌屈運動では両筋ともに前腕肢位に関わらずほぼ一定の活動であった．手指伸展運動に
おいてはFCUの活動は一定であったが，FCRは回外位で低下した．この手指伸展運動時の活動は
EDの共同筋としての活動であり，手関節掌屈という主作用とは異なる特性の存在が判明した．
指伸展再建術後のリハではこの特性に影響される可能性があり，筋収縮特性の見地から考慮す
ると手指伸展の早期獲得にはFCUが有効である．
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頸椎症性筋萎縮症に対する大胸筋移行による肘屈曲再建術の経験
Pectoralis Major Transfer for Reconstruction of Elbow Flexion in Cervical Spondylotic Amyotrophy

○橋本 貴弘1, 村松 慶一1, 富永 康弘1, 田口 敏彦1

重冨 充則2

1山口大学　医学部　整形外科

2山口県立総合医療センター　整形外科・手外科センター

【緒言】頸椎症性筋萎縮症は著明な知覚障害を伴わずに重度の運動麻痺を呈する疾患で、近位
型では第5・6頚神経根の障害により肩挙上および肘屈曲が障害される。その多くは自然回復あ
るいは頸椎手術により回復を示すが，回復困難な症例も存在する．これまで，腕神経叢損傷な
どの末梢神経障害に対する肘屈曲再建術として様々な筋移行術や神経移行術が報告されている
が，本疾患におけるものは我々が渉猟しえた限りでは報告されていない．今回，頸椎症性筋萎
縮症による肘屈曲麻痺に対し，大胸筋移行術を行った症例について，少数であるがその術後成
績を調査検討し報告する．【対象と方法】当科にて過去10年間に大胸筋移行術を行った6例6肘
で，手術時平均年齢60歳，平均術後経過観察期間は3年4ヶ月，全例男性であった．これらの症
例について術前と術後の徒手筋力検査，肘関節可動域，および合併症について検討し
た．【結果】6例中4例に徒手筋力検査で2段階以上の改善が得られた．肘関節可動域は術前後で
ほぼ有意差はなかった．術後回復が不十分であった1例に対し，Steindler法による再再建術を
行った．【考察】　本検討では1例を除き良好な結果が得られた．大胸筋胸骨枝より下部の線維
は第８頚神経および第1胸神経により支配されているため本疾患に対する移行筋として合理的で
あり，かつ有茎で移行できるため術後早期より筋収縮訓練を開始できることが本術式の利点で
ある．また，術前の筋力がゼロとならないため，これが移行筋プラスαの筋力を生み出してい
るとも考えられる．一方，本疾患において障害神経根以外が障害される事はごく稀に存在し得
るため，術前に大胸筋の筋力を確認する事が重要である．　本術式は，頸椎症性筋萎縮症によ
る肘屈曲麻痺の再建術として有用な方法である．
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上肢を含めた慢性の痛み－痛む脳としての精神医学的問題

○西原 真理

愛知医科大学医学部学際的痛みセンター

慢性の痛み、特に運動器の痛みについては既に社会的な問題として認識されつつあり、本邦に
おいてもその対策が急がれている。しかし、実際のところ有効とされる系統的な治療法はまだ
その発展途上にあると言えよう。そもそも、痛みを感じ、それに対する行動を含めた反応を起
こすという現象は実に複雑な神経情報処理に基づいているため、その病態を解明するのは容易
ではない。痛みを総合的に認知するのは最終的に「大脳皮質」であるとされるが、その情報を
処理するメカニズムについては近年研究が急速に進展してきているものの、痛みの一次中枢や
情動面など不明な点も多い。このように脳の視点から慢性の痛みを考える場合に避けて通れな
いのが心理学的・精神医学的要因である。これは、まさに痛みを感じることのない
「脳」が、「痛む脳」すなわち、痛みに敏感で反応しやすい状態に変化する可塑的過程である
とも考えることができる。演者はこれまで直接的に痛みに影響する精神障害（気分障害、疼痛
性障害など）、慢性化・難治化に関与する精神障害（発達障害、認知症など）、背後にある心
理・社会的背景など（破局化思考パターン、家族内病理）多次元で評価する必要を指摘してき
た。このような要因を分析することは、例えば外科的治療など侵襲的な治療を行う際にも、そ
の治療効果を予測する因子となっていることが指摘されているが、まずは正確な精神医学的診
断をシステマティックに行うことが必要であろう。このような考え方を基に、本セミナーでは
脳における侵害受容刺激の情報処理過程について最近のトピックス、また精神障害という視点
から見た慢性の痛み、認知療法を含めた集学的治療の例についても考えてみたい。
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CRPSの発症機序を探る-末梢性か中枢性か？

○住谷 昌彦

東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部

Complex regional pain syndrome (CRPS: 複合性局所疼痛症候群)は、外傷や痛みを伴う不動化
の後に疼痛が遷延するだけでなく浮腫や皮膚色調変化、筋萎縮などが現れる疼痛疾患である。
外傷がその発症の契機となっていることが多いため、外傷に伴う慢性炎症が筋骨格系組織だけ
でなく神経系にも起こっているとの説明が一般的になされていたが、炎症の五徴（発赤、熱
感、腫脹、疼痛、機能障害）とは全く異なる症状（例：冷感、暗紫色）もしばしば観察され、
慢性炎症だけでCRPSを説明することは困難である。本発表では、CRPSを正しく理解し診療する
ために必要な以下の3項目について概説する。
（１） 診断の考え方・・・国際疼痛学会(1994年)のCRPS判定指標は感度が高いが特異度が極め
て低いという問題点があったが、統計手法に基づく科学的な判定指標が開発されており、本邦
でも厚生労働省CRPS研究班によって開発されている。本邦版CRPS判定指標を用いる意義とその
問題点について議論する。
（２） 重症度評価・・・CRPSは上下肢機能障害以外に浮腫などの有無が重症度として議論され
ることがある。重症度評価の目的は、疾患による生活への影響を定量的に評価するためである
が、CRPSではその症状の派手さが議論されるという現況であり、その意義が不明である。CRPS
の国際研究グループから提案されているCRPS indexについて概説し、その問題点を議論する。
（３） 発症メカニズム・・・CRPSの発症メカニズムとして末梢筋骨格系、末梢神経系、大脳中
枢神経系に大別し、臨床診断や治療応用について議論する。
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特発性前骨間神経麻痺における誘因と前駆症状の検討
Analysis of Trigger and Prodrome in the Idiopathic Anterior Interosseous Nerve Palsy

○菅原 留奈, 飯島 準一, 原 由紀則, 星川 慎弥
田尻 康人

東京都立広尾病院　整形外科

【はじめに】特発性前骨間神経麻痺は感覚枝を含まない運動枝のみの障害といわれ、通常感覚
障害を伴わない。しかしながら、麻痺発症前の圧痛や運動時痛を有するものも少なくない。今
回我々は、特発性前骨間神経麻痺における誘因と痛みを中心とする前駆症状について検討し
た。
【対象と方法】1992年1月から2012年11月までに当院および東京大学医学部附属病院で特発性前
骨間神経麻痺と診断した94手を対象とした。内訳は男性48手、女性46手、初診時平均44.4歳で
あった。初診時カルテを参照し、誘因、先行する疼痛、程度、部位について検討した。
【結果】分類は長野分類で1型42手、2型52手であった。誘因を呈したものが55手(58.5％)、う
ち外傷が9手（9.6％）、感冒・発熱が16手（17％）、overuseが20手（21.3％）、手術が6手
（6.4％）であった。先行する疼痛は82手（87.2％）にみられ、部位は肘が最も多く59手あり、
肩甲骨部痛10手、肩痛16手、上腕痛38手、前腕痛39手であった。また疼痛部位と長野分類では2
型でより高位に疼痛部位を有する傾向があった(p=0.013)。夜間痛や疼痛による夜間不眠を呈し
たものが30手（31.9％）であった。また疼痛に伴う肘関節の運動制限は26手（27.7％）に見ら
れ、伸展制限が22手（23.4％）と最も多かった。疼痛の持続期間については1日～2ヶ月であっ
た。
【考察】特発性前骨間神経麻痺は、発熱や感冒などの全身の炎症症状、外傷、overuse等により
神経になんらかの炎症や機械的刺激が加わり、その神経束にくびれを呈する病態と言われてい
る。本研究における誘因や前駆症状はカルテ記載に基づいたものであるため、病態把握につい
て後ろ向き調査としての限界がある。今後は、現在行われている全国的な前向き研究での詳細
な誘因、前駆症状の把握が、病態把握の一助となることが期待される。

S528



2-5-6

特発性前骨間神経麻痺の保存的治療
Conservative treatment of idiopathic anterior interosseus nerve palsy

○中井 秀和, 松本 泰一, 津村 卓哉, 高山 和政
松下 睦

倉敷中央病院　整形外科

【諸言】特発性前骨間神経麻痺に対する治療方法は一定の見解はない．当院における特発性前
骨間神経麻痺の保存的治療経験について検討したので報告する．【対象と方法】画像上明らか
な絞扼性病変が無い，前骨間神経麻痺の保存的治療についてに検討した．内訳は，特発性前骨
間神経麻痺5患者７手(男2，女3患者，左4，右3手，そのうち両側2患者)であった．特発性前骨
間神経麻痺と診断された患者で，1)前駆症状，2)発症まで期間,3）徒手筋力テスト（以下MMT）
3に回復するまでの期間 ，4）最終経過観察時における筋力について検討した．【結果】特発性
前骨間神経麻痺では，発症時年齢52才（36～82才）であった．平均経過観察期間は19ヶ月(8ヶ
月―52ヶ月)であった．前駆症状はいずれも患肢に疼痛を自覚し，発症までの期間は平均10日(1
～14日)であった．7例中6例まで回復した．MMT3以上となった平均経過観察期間は，7.6ヶ月で
あった．最終経過観察でMMT5となったのは1例であった．【考察】機械的な神経の絞扼がはっき
りしない特発性前骨間神経麻痺は現時点では原因が明らかでなく，単神経炎，neuralgic
amyotrophy，砂時計様くびれがその原因とされている．特発性前骨間神経に対する治療方法は
未だ一定の見解はなく経過観察のみで良好な回復が得られるとする報告がある一方で，発症後
早期から神経剥離等の手術療法を主体とした報告もある．経過観察期間が長期にわたっている
にもかかわらず，知覚障害がないことと，MMT3の回復が認められ，ある程度の自動運動が可能
で，日常生活に大きな支障がないために，患者は腱移行等の手術には消極的であった．【まと
め】当院における特発性前骨間神経麻痺の保存的治療経験について検討したところ，おおむね
満足のいく結果であった．
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前骨間神経麻痺ー保存療法と手術療法ー
Anterior interosseous nerve palsy -conservative vs. operative treatment-

○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東海病院　整形外科, 2あいせい紀年病院, 3前田整形外科クリニック

【目的】前骨間神経麻痺は上肢の疼痛後に発症することが多いが、誘因を伴わない場合もあり
その発症機序は明らかでない。保存治療と手術治療についても賛否が分かれる疾患である。当
院における保存症例と手術症例の治療経過を比較検討した。【対象】2006年より前骨間神経麻
痺と診断され、経過観察が可能であった8例を対象とした。男5例、女3例、保存療法5例、手術
療法3例で経過観察期間は発症後平均7ヶ月(2～12ヶ月)であった。外傷、スポーツ、作業などを
契機に発症したものが6例、発症前に患側上肢の疼痛を自覚したものが7例であった。【結果】
保存療法の５例は発症後3週から6ヶ月で治癒傾向が見られ、その後経時的に回復した。最終観
察時のピンチ力は健側の50～90%であった。手術に至ったものは半年以上治癒傾向が見られず、
手術を希望した症例であった。手術療法の3例は2例が神経剥離術、1例が腱移行術を施行した。
神経剥離の2例は圧痛部位の前骨間神経に周囲との癒着が観察された。術後約1ヶ月で回復が見
られ、最終観察時のピンチ力は70%以上であった。示指DIP関節の屈曲障害が残存した症例が見
られた。【考察】前骨間神経麻痺は経過観察のみで回復が見られるとする報告と手術治療を推
奨する報告がある。1年以上の経過を経て徐々に回復する症例もあるため、基本的には保存療法
が第１選択である。しかし回復傾向が全く見られないか、半年以上回復の進行が停止した症例
で前骨間神経上の圧痛点が明らかであるものは、患者の希望があれば小皮切による剥離術を施
行する選択肢があると考えている。また治療が長期に渡るため、関節拘縮を予防するスプリン
トやリハビリテーションが必要である。
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くびれを伴った後骨間神経麻痺の治療経験
Clinical Results of Posterior Interosseous Nerve Palsy with Hourglass-like Constriction

○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】近年、特発性前骨間神経麻痺および後骨間神経麻痺における神経束の「くびれ」
の存在が注目されているが、未だその成因は不明であり、結果的に治療法も一定した見解が得
られていない。今回、早期手術を行った治療成績を報告する。【対象および方法】当科におい
て特発性前骨間神経麻痺および後骨間神経麻痺(以下、PIN)の診断にてマイクロ下に手術(神経
線維束間剥離術)を行った症例はそれぞれ3例4手(1例は両側例)、5例5手であり、全例くびれを
確認していた。今回、それらの中でPIN例に限定して対象とした。なお、第1例目は本人の希望
もあり、早期にinternal splintとしての二期的腱移行が追加されていた。性別は男性1例、女
性4例であった。年齢は13～57歳(平均34.6歳)、罹患側は全例左手であった。麻痺発症から手術
までの期間は平均12.9週であり、術後経過観察期間は平均16.3か月であった。【結果】全例、
麻痺発症直前に肘関節周囲の前駆痛を認めていた。麻痺型は4例が長母指伸筋(以下、EPL)およ
び総指伸筋(以下、EDC)の完全麻痺であり、残りの1例がEPL完全麻痺およびEDC不全麻痺であっ
た。くびれの発生部位は橈骨神経浅枝分岐部より末梢の1.5cmより遠位に1～2カ所存在してお
り、おおよそ術前確認されたTinel like signの存在部位に一致していた。MMT2以上を回復傾向
ありとすると、その術後平均経過期間はEPLで2.2か月、EDCで1.2か月であり、MMT4を回復良好
とすると腱移行の追加例を除いた術後平均経過期間はEPLで4.8か月、EDCで3.5か月であった。
全例、最終時にはMMT5までの筋力回復を確認していた。【考察】今回、くびれを伴う後骨間神
経麻痺に対し比較的早期に神経線維束間剥離術を行ったが、麻痺の回復徴候は良好である可能
性が示唆されていた。
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特発性前・後骨間神経麻痺の臨床経過
Clinical Course of Anterior or Posterior Interosseous Nerve Palsy

○児玉 成人1, 竹村 宜記1, 今井 晋二1, 松末 吉隆1

上羽 宏明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】特発性前・後骨間神経麻痺に対する当科での臨床経過について検討したので報告す
る。
【対象・方法】2006年から2012年の間に特発性前・後骨間神経麻痺と診断され、1年以上の経過
観察が可能であった31例を対象とした。男性19例、女性12例で年齢は平均45歳（17-75歳）であ
った。前骨間神経麻痺は16例で保存療法4例、手術療法12例、一方、後骨間神経麻痺は15例で保
存療法12例、手術療法3例であった。治療は全例、先ず保存療法を6-12ヶ月行い、回復徴候がな
い症例については神経線維束間剥離を施行した。検討項目は麻痺改善の有無と筋力、前駆症状
の有無と麻痺発症までの期間、麻痺から麻痺改善の初覚までの期間、手術症例はくびれの有無
の存在について検討した。
【結果】保存療法16例で回復が認められなかったのは3例（前骨間神経麻痺1例、後骨間神経麻
痺2例）、手術療法15例は全例で麻痺の改善が認められ、筋力4以上に回復した症例は保存療
法、手術療法合わせて25例であった。前駆症状は17例で認められ、麻痺発症までの期間は平均
13日（直後-45日）であった。保存療法群における麻痺発症から麻痺改善の初覚までの期間は平
均6ヶ月（3-8ヶ月）、手術療法群の手術より麻痺改善の初覚までの期間は平均4.7ヶ月（2-9ヶ
月）で、手術症例15例中、くびれを認めた症例は10例であった。
【考察】今回の結果からは後骨間神経麻痺例のほうが自然回復しやすい傾向にあった。また麻
痺発症後、6から12ヶ月の間に回復徴候を示す例が多く、しかも十分な筋力回復が得られてい
た。一方、手術療法も良好な回復を示すことから、先ず6ヶ月間は保存療法を行い、その後、患
者の社会的背景を加味しながら手術療法を念頭に置く必要がある。　
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特発性前骨間神経麻痺の保存治療による回復過程
Spontaneous Recovery of Idiopathic Anterior Interosseous Nerve Palsies

○田尻 康人1, 原 由紀則1, 山本 真一2, 三上 容司2

冲永 修二3

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

【目的】特発性前骨間神経麻痺（以下IAINP）の保存治療での筋力回復について報告す
る。【対象】発症時に疼痛を伴い長母指屈筋（以下FPL）または示指深指屈筋（以下FDP）の筋
力低下を認め、筋電図検査にてIAINPと診断した90例95手を対象とした。年齢は14-73歳、男47
例女43例、右37例、左48例、両側5例で、発症-初診期間は3日-4年（平均4.3ヶ月）、発症-最終
評価期間（手術例はその直前まで）は1-82ヶ月（平均14.0ヶ月）であった。【方法】疼痛発生
時を発症としてFPL、FDPの筋力を診療録より後ろ向きに調査した。初診時M0の場合は発症時よ
り継続していたものとして、また、最終評価時筋力M4M5では以後もその筋力とし
た。【結果】FPLは初診時M0が66手で、発症後3ヶ月までには回復なく、6ヶ月でM0 39手、M1
10手、M3 3手、9ヶ月で同M0- M5 の順に25/8/1/4/0/1手、1年では9/7/1/3/4/1手で、M4以上の
割合は、1年20.0%、1年半31.3%、2年57.1%であった。初診時M1では50%がM4以上となったが、M2
33,3%、M3 28.6%と残存筋力は必ずしも良好な結果に繋がらない。EMGもしくはMMTにおいて回復
が認められた時期は、初診時M0では発症後平均8.0ヶ月であるが、M1M2では、平均2.8ヶ月とよ
り早期であった。　FDPは初診時M0が59手で、発症後3ヶ月でM1は1手、以後6ヶ月-1年でもほぼ
FPLと同様の結果であった。M4以上の割合も、1年15.4%、1年半33.3%、2年58.8%とほぼ同じ割合
であった。不全麻痺のM4以上への回復割合もM1で25%、M2で0%、M3で37.5%と必ずしも良好では
なかった。回復時期は初診時M0では平均7.0ヶ月、M1M2では平均2.5ヶ月であった。【まと
め】IAINPは良好な回復が報告されているが、2年経過時点ではM[4]以上の回復は６割程度であ
る。筋力が残存する例では早期に回復があれば良好な回復となるが、その割合は半数以下であ
る。
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両側に生じた前骨間神経麻痺4例の治療経験
Treatment for four Cases of Bilateral Anterior Interosseous Nerve Palsy

○大井 雄紀1,2, 高木 陽平1,2, 常深 健二郎1, 藤岡 宏幸3

田中 寿一1

1兵庫医科大学　整形外科, 2信原病院　バイオメカニクス研究所

3兵庫医療大学リハビリテーション学部

【はじめに】前骨間神経麻痺は比較的稀な疾患で特に両側に発症した報告は非常に稀である。
我々が今までに経験した両側性前骨間神経麻痺4症例について報告する。【症例1】21歳男性。
誘因なく左前腕部痛、左手指筋力低下が生じ当科を受診した。左母指IP関節、示指DIP関節屈曲
障害があり、針筋電図検査で左前骨間神経麻痺と診断し、神経剥離術を行った。MMTは術前
FPL0、FDP(2)2から術後半年でFPL5、FDP(2)5と改善した。左側の発症から約4年後に、右前腕部
に疼痛、右母指IP関節、示指DIP関節屈曲障害など、同様の症状が出現し神経剥離術を行っ
た。MMTは術前FDP(2)1、FPL0が術後2か月でFPL4、FDP(2)3+と改善した。【症例2】37歳男性。
誘因なく右母指の筋力低下を自覚し来院。右前骨間神経麻痺の診断に対し、神経剥離術を行っ
たところ、術前FPL、FDP(2)でいずれも0であったMMTは術後1年でFDL5、FDP(2)5と改善した。右
側の発症から約1年3か月後左側にも同様の疼痛と筋力低下が出現した。神経剥離術を行い、術
前FPL、FDP(2)のいずれも0であったMMTは術後1年でFPL5、FDP(2)5まで改善が得られた。【症例
3】34歳男性。右前骨間神経麻痺に対し神経剥離術行い術後10年で左に同様の症状出現。保存的
加療で軽快した。【症例4】38歳女性。右前骨間神経麻痺に対し神経剥離術後約4か月で左に同
様の症状出現。左前骨間神経麻痺に対して神経剥離術を行い軽快した。術中所見では症例1，2
に関しては前骨間神経の一束に1～数個のくびれがあり、症例3，4ではくびれはなかっ
た。【考察】前骨間神経麻痺のうち両側発症例はわずか約2.5％との報告があるが当院では10％
(4/40症例)と比較的多く見られた。一側に前骨間神経麻痺が生じた場合、数か月～数年後に反
対側にも生じる事があることをインフォームドする必要があると思われた。
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短橈側手根伸筋－長母指屈筋神経移行術の有用性　－解剖学的検討
Transfer of the Distal Terminal Motor Branch of the Extensor Carpi Radialis Brevis to the Nerve of the

Flexor Pollicis Longus: An Anatomicai Study

○小川 泰史, 國吉 一樹, 鈴木 崇根, 助川 浩士
木内 均

千葉大学大学院医学研究院　整形外科学

【目的】前骨間神経麻痺では支配筋麻痺による機能障害を呈する。特に母指機能は重要で、こ
れまで腱移行術・腱固定術などの機能再建術が行われてきた。しかしこれらの再建術は、腱滑
走抵抗や縫合部の強度などに問題があり長期成績は必ずしも良好ではなかった。最近では、新
たにECRB-FPL運動枝への神経移行術が報告されている。今回我々は、ECRB-FPL運動枝神経移行
術の実現可能性を検討し周辺組織の解剖学的調査を行った。
【方法】新鮮凍結屍体5体・10肢を使用。正中・橈骨神経を肘関節近位から末梢方向へ剥離展
開。ECRB→FPL神経移行術を実際に施行し、各検討項目につき調査を行った。検討項目は1,両神
経運動枝の神経長・径、2,神経移行可能位置、3,神経断端の神経軸索数とした。神経移行部
は、上腕骨両顆部を結んだ線(Epicondyle line)および肘関節正中を通り短軸方向に垂直な線
(Middle line)を基線とした座標にて評価した。神経軸索数はHE染色後、顕微鏡下に測定した。
【結果】移行時使用可能な神経長はECRB68±0.9mm, FPL2.8±0.4mm、神経径はECRB1.3±0.3mm,
FPL1.1±0.2mmであった。神経移行は全例可能で、神経縫合位置はEpicondyle lineから遠位
63mm・Middle lineから橈側8mmであった。神経軸索数はECRB174(±42)本、FPL162(±48)本であ
った。
【考察】ECRB-FPL神経移行に関する報告はBertelliらによる報告のみであるが、彼らと同様に
全例で神経移行可能であった。必要な神経長は十分であったが、FPL運動枝をAIN基部まで剥離
することで更なる延長も可能と考えた。神経のMatchingも問題なく、母指屈曲機能再建の方法
として有用と考えた。
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特発性前骨間神経麻痺・後骨間神経麻痺に対する超早期神経線維束
間剥離術　超早期の神経所見とくびれの成因についての考察

Early operative treatment for Spontaneous anterior interosseus nerve palsy and Spontaneous posterior

interosseus nerve palsy.

○岩部 昌平, 伊藤 恵康

慶友整形外科病院　整形外科

【目的】特発性前・後骨間神経神経麻痺に対する手術は通常一定期間の保存療法後に行われ、
神経束のくびれが報告されている。しかし、超早期の手術所見の報告は非常に少なく、くびれ
が生じる成因は明らかにされていない。我々は肘関節痛が消褪する前の超早期に手術を施行し
ている。この研究の目的はその術中所見よりくびれの成因とその対策を検討することであ
る。【対象】症例は肘関節痛で発症した後、麻痺が出現し早期に当院を受診した前骨間神経麻
痺２例（３７歳女、５１歳男）、後骨間神経麻痺２例（１９歳女、３１歳女）である。いずれ
も初診時に肘関節前面の広範囲に痛みがあり、痛みによる伸展制限を伴っていた。 徒手筋力テ
ストは０であった。 手術は肘関節痛発生から３から７週、麻痺の発生から１週から６週で行わ
れた。【結果】全例で神経束間剥離を行った。罹患神経の炎症と浮腫を認め、経過の短いもの
ほど炎症が強く、長いものほど浮腫が強い傾向にあった。神経束のくびれは、１から４カ所で
みられた。肘関節の屈曲で神経はくびれ部分を角として折れ曲がりくびれがきつくなり、伸展
で緩むことを確認した。ステロイドを局所撒布した後閉創し、術後は肘関節痛が消褪するまで
肘関節を伸展位で外固定した。術後３から５ヶ月で徒手筋力テスト０の麻痺筋の回復が始まっ
た。【考察】罹患神経の神経炎とそれに伴う神経束の浮腫が確認された。浮腫で柔軟性を失っ
た神経線維束が肘関節屈曲位により折れ曲がることがくびれの成因と推察された。少なくとも
くびれを悪化させる原因になったいることが判明した。保存療法、手術療法を問わず、神経炎
持続期には肘関節を伸展位で固定することでくびれの進行を予防できると推察され
た。【結論】神経炎症持続期には肘関節を伸展位で外固定することが推奨される。

S536



2-5-P7-6

特発性前骨間神経麻痺の治療成績ー保存療法と手術療法の比較と超
音波診断

Treatment for the Idiopathic Anterior Interosseous Nerve Palsy

○砂川 融1, 児玉 祥2, 中島 祐子1, 杉田 直樹3

越智 光夫1

1広島大学病院　整形外科, 2広島県立身障者リハビリテーションセンター　整形外科

3吉田総合病院　整形外科

【目的】2002年まで当科では特発性前骨間神経麻痺に対し原則経過観察としていたが成績不良
例が散見されたことから，以後3か月以上回復徴候のないものには神経束内神経剥離術を行なっ
てきたので両者の成績を報告する．また最近は神経の超音波診断を行なっておりその結果につ
いても報告する．【対象】保存群は20例，平均年齢34.5歳で，手術群は8例，平均年齢37.2歳，
発症から手術までの期間は平均6.5か月であった．以上の症例に対して，発症から回復徴候出現
までの期間，MMT4以上までの回復期間，最終筋力について調査した．【結果】保存群では発症
後平均5.4か月で回復徴候を認め，9.3か月でMMT4以上の回復を認めたが，4例でMMT3までの回復
にとどまり，特に1例ではFPL0のままであった．手術群では術中に全ての症例で砂時計様くびれ
が確認され，可及的に解除した．発症後平均8.9か月，術後平均2.3か月で回復徴候を認め，発
症後平均11.3か月でMMT4以上に回復し，最終経過観察時（平均21.1か月）MMT4であったのが
3例，5であったのが５例であった．超音波診断を行なったのは最近の3例でいずれもくびれが確
認でき，その内1例は早期診断できたため患者同意のもと発症後1か月で手術を行ない，発症後6
か月でMMT5まで回復し，超音波ではくびれが消失していた．【考察】平均値でみると保存群と
手術群に差を認めなかったが，手術群には成績不良例がなかった．超音波診断でき早期に手術
を行なった1例では完全回復までの期間が短縮された．手術療法でより確実な成績が獲得できる
可能性，また早期超音波診断により治療期間短縮の可能性が示唆された．またくびれの自然経
過を観察する上でも超音波診断が有用な可能性がある．
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2-5-9

分娩麻痺とホルネル症候群合併における比較、検討
Clinical analysis of the prognostic value of concurrent Horner's syndrome in newborn children with

brachial plexus palsy

○吉田 清志1, 川端 秀彦2, 樋口 周久1, 田村 大資2

杉田 淳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]分娩麻痺においてホルネル症候群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ホルネル症候群合併症例を、非合併症例と比
較、検討する。
[対象・方法]我々の関連施設において分娩麻痺と診断された症例は422例 (1973年～現在)であ
った。その中でホルネル症候群を合併していたのは41例 (9.7%)であった。ホルネル症候群を合
併する群 (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52.4%(22例)、B群で51.2%(195例)であった。出生時体重はA群で平均
4254g (2844～5242g)、B群で平均3736g (481～5636g)であった。出産週数はA群は平均39.1週
(35～41週)、B群は平均39.0週 (22～43週)であった。分娩方法はA群では吸引分娩26例
(63.4%)、肩甲難産10例(24.4%)が多かった。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62.5%(25例）、B群32.3%(120例)とA群で統計学的に有意に高値で
あった。
[考察・結語]分娩麻痺におけるホルネル症候群合併例では非合併例と比べて出生時体重が大き
く、分娩方法は吸引分娩が高率に認められた。機能的予後に関してはホルネル症候群の合併群
で有意に予後が悪かった。ホルネル症候群の合併が機能的予後の予測因子となりうる可能性が
示唆された。
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2-5-10

ホプキンス症候群に対する手指機能再建
Functional Restoration of Prehensile Hand Function in Hopkins' Syndrome: Review of Literature and

Treatment Considerations

○土井 一輝, 服部 泰典, 坂本 相哲

総合病院

【目的】ホプキンス症候群は、1974年にHopkinsが最初に報告した小児に喘息発作後に起こる四
肢のポリオ様麻痺で発症原因は今だ不明である。知覚麻痺を伴わず、脊髄前角細胞の病変であ
り、免疫異常が推測されている。運動麻痺は通常、一側四肢に限局され、時に不規則な運動麻
痺を呈し、自然回復はわづかで、重篤な機能障害を残す。過去に本症に対する手術治療の報告
はない。演者らは2例の本症を経験し、満足すべき機能回復を獲得したので報告する。【方法】
症例１は発症年齢4歳7カ月女児で腕神経叢麻痺型では全型麻痺であった。対側C7神経根移行に
よる肩機能再建、double free muscle transferによる肘、手指機能再建を行った。症例２は、
発症年齢2歳9カ月で全型不全麻痺であり、肘屈曲、手関節伸展以外は完全麻痺であった。副神
経移行による肩機能再建、筋肉移植による手指屈曲、肋間神経移行による肘伸展再建などを行
った。共に麻痺は喘息発作後1週間以内に発生しており、知覚障害は認めなかった。【結果】症
例１は、術後24カ月の現在、肩外転70°、肘屈曲130°、手指TAM80°の満足すべき回復を獲得
し、日常生活の支障はほとんどない。症例２は術後10カ月と短期であるが肩外転４０°、肘屈
曲135°、指屈曲力MMT３の回復を得ており、遊戯などに患側手指を使用している。手指伸展再
建のためのEDCの腱固定予定している。【結論】ホプキンス症候群は、ポリオ同様の重篤な麻痺
を残す疾患であるが、腕神経叢損傷全型麻痺の再建方法に基づいたDouble free muscle
transfer法、対側C7神経根移行術、上腕三頭筋再建などの最新の方法により小児例では神経再
生も早くり、高度な機能獲得が可能である。
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2-5-11

低エネルギー外傷による腕神経叢損傷の検討
Brachial Plexus Injuries caused by low-energy trauma

○星川 慎弥1, 原 由紀則1, 岡本 直樹1, 新堀 浩志2

田尻 康人1

1東京都立広尾病院　整形外科, 2茨城県立中央病院　整形外科

【目的】腕神経叢損傷はバイクによる交通事故が典型的な受傷機転であり、他にも高所転落や
労災事故など高エネルギー外傷によることが多い。しかし転倒など比較的低エネルギー外傷に
よるものもみられ、それらにつき検討した報告は少なく、今回臨床的特徴を検討した。【対象
・方法】2002-14年に東大病院、当院の末梢神経外科外来を初診し、腕神経叢損傷が疑われたの
は393名だった。その中で交通事故など高エネルギー外傷(アメリカ外科学会外傷委員会の基準
による)によるもの、分娩麻痺や睡眠圧迫麻痺を除き、低エネルギー外傷による腕神経叢損傷と
診断した35名を対象とした。診療録より、年齢、受傷機転、麻痺型、予後を調査し
た。【結果】全体に占める割合は9％、平均年齢は53歳だった。受傷機転は単純な転倒14例、自
転車での転倒5、スポーツでの損傷5、落下物での損傷5、低所転落3、その他3だった。肩関節脱
臼合併が18例、肩関節周囲骨折合併が15、骨折・脱臼を伴わないものが11であった。18例がS-D
曲線で完全変性、7例が部分変性だった。11例は非変性もしくは早い回復を示しNeurapraxiaと
考えられた。節前損傷は自転車での転倒の1例のみで、これを除く回復不良例は、9か月で筋力
M3未満の麻痺が残るものが11例、1年以上の経過で同様のものが9例だった。麻痺筋の内訳は、
三角筋5例、手内在筋5、指伸筋2、上腕二頭筋1であり、うち2例は腱移行術を行っている。回復
不良例はすべて完全変性であった。【考察】交通外傷を主な原因とした患者群より受傷平均年
齢が高く高齢者が多いと考えられる。一般に低エネルギー外傷による腕神経叢損傷は予後良好
と考えられ、本調査でも多くは自然回復した。しかし、少なからず筋力低下が残る症例が存在
し、機能再建手術が必要となる場合がある。S-D曲線は予後予測に有用である。
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2-5-12

腕神経叢損傷全型麻痺に対する手術方法によるQOL改善の比較
Comparative study of quality of life recovery of different surgical modalities for Traumatic Total Brachial

Plexus Injury

○坂本 相哲, 土井 一輝, 服部 泰典

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】腕神経叢損傷全型麻痺の治療によるquality of life(QOL)の改善についての報告は少
なく、術前後でDisability of Arm, Shoulder and Hand (DASH)を比較した報告はない。今
回、DASHによるQOLの改善について調査し、あわせて、復職などに関するアンケートを行った。
【方法】腕神経叢損傷全型麻痺に対する手術方法は、遊離筋肉移植に必要なドナー運動神経と
血管が十分な場合にはdouble free muscle transfer法（DFMT）、制限がある場合にはsingle
free muscle transfer法(SMT)、筋肉移植が不能な場合には肋間神経移行術による肘屈曲再建
（NT）を選択した。肩機能再建には神経交叉縫合や神経移植にて肩甲上神経、長胸神経の修復
を行なった。2002～10に腕神経叢損傷全型麻痺に対して手術的加療を行い術後2年以上経過例で
直接検診可能であった62例を対象とした。DFMT39例、SMT12例、NT11例、平均年齢27.5歳（16-
60）、男56、女6、平均経過観察期間は34ヵ月（24-100）であった。術前にDASHscore、最終経
過観察時にDASH scoreと復職などに関するアンケートを行った。アンケートは、1. 現在、仕事
をしていますか？２．職種は変わりましたか？３．手術した手を日常生活で使っていますか？
４．手術した手の位置をコントロールできますか？5．同じ怪我をした人に貴方が受けた手術を
勧めますか？の質問を行った。
【結果】最終調査時のDASH scoreは、DFMT33、SMT34、NT52であった。術前後でのDASHの改善
は、DFMT34、SMT24、NT19であり、DFMTで有意に改善が良好であった。復職などに関するアンケ
ートでも、DFMTで良好な回答がえられた。
【結論】DFMT法では上肢の運動が随意にできるようになり、完全麻痺上肢に最低限の物体保持
機能を獲得することができ、SMTやNTと比較し、より良いQOLの改善を得ることができる。
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2-5-13

肋骨骨折、肺挫傷を合併した腕神経叢損傷に対する肋間神経移行術
の治療成績

Operation outcome of intercostalnerve transfer to brachial plexus injury with a rib-fracture or lung

contusion

○岡本 直樹, 田尻 康人, 飯島 準一, 原 由起則
星川 慎弥

都立広尾病院　整形外科

【目的】腕神経叢損傷(以下BPI)には、肋骨骨折や肺挫傷をしばしば合併する。これらによりド
ナーである肋間神経に損傷をきたした場合、肋間神経移行術(以下ICNT)後の成績は不良となる
ことが懸念される。手術の際は損傷神経の使用を避けるため、必ず肋間神経を刺激して肋間筋
の良好な反応があることを確認し、さらに収縮が弱い場合には移行する本数を増やすようにし
ている。今回、BPIに対してICNTが行われた症例を、正常群と肋骨骨折または肺挫傷を合併する
群の2群に分類し、その術後成績を比較した。【方法】1984年から2010年までICNTが行われた症
例のうち、185症例(正常群151例、合併損傷群34例)を対象とした。年齢、受傷から手術までの
期間、麻痺型、術後上腕二頭筋再支配までの期間、最終筋力(MMT)を調査項目とし、2群間での
比較を行い統計学的に解析した。【結果】麻痺型は、合併損傷群で全型が有意に多かった。最
終筋力は、合併損傷群が正常群と比較して劣る傾向にあり、MMT4以上の成績良好例は、合併損
傷群で有意に少なかったが、全型症例のみに限ると最終筋力に有意差はなかった。また、全型
以外の麻痺型においても両群間に差は認められなかった。【考察】最終筋力については、全型
損傷では上位型損傷に対して劣ることが報告されており、今回、合併損傷群で術後成績良好例
が少なかったことは、全型損傷例の割合が多かったことが要因と考えられる。全型症例のみに
限ると、2群間で最終筋力に有意差はなく、手術時の工夫により、成績不良例を防ぐことができ
ていると思われる。
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2-5-14

筋肉移植術後血行モニターにおけるcompound muscle action potential
測定法の有用性

Significance of compound muscle action potential measurement for postoperative circulatory monitoring

of free innevated muscle transfer

○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】筋肉移植術後血行モニターは一般的に皮弁が使用されるが、皮弁と筋肉の虚血に対す
る感受性の違いから、血行障害発見の時期が遅れ、救済できないことがある。筋肉移植血行モ
ニターとしてのCMAPは実験的研究から有用性を認めたので、今回は、臨床応用について報告す
る。【方法】症例は1999年9月以降2012年12月までに腕神経叢損傷再建目的に行った筋肉移植
116例195筋肉である。2007年12月以前は皮弁による血行モニターのみであったが、以後はCMAP
による血行モニターを追加した。皮弁モニターのみは、96筋肉、CAMP例は99筋肉であった。術
後血行障害発見の感受性、再手術での救済率、およびCMAP測定法による侵襲性について検討し
た。【成績】皮弁モニター例では4例に皮弁色調の変化が起こった段階で血栓摘出術などの再手
術を行ったが、2例に筋肉完全壊死、2例は一部生着の結果となり、機能回復は獲得できなかっ
た。CMAP測定例では5例にCMAP振幅の急激な減少などの所見により皮弁の血行変化がないものに
も再手術を行ったが、すべて血腫による血行途絶の状態であり血腫除去などの操作で救済で
き、血行障害非合併例と同様の機能回復を得た。CAMP測定による侵襲性は、皮弁モニター血行
障害非合併例と筋電図上神経再支配時期、最終肘屈曲角度などの機能回復に差がなかっ
た。CMAP波形が術後同一パターンを呈した23例についてCMAPの潜時、振幅、持続時間では術後
72時間のWallerian変性による影響は少なく、急激な振幅の減少に伴う潜時の延長がCMAPでの血
行障害発見の明確な指標となる。【結論】筋肉移植術後の血行モニターにCMAP測定を用いるこ
とにより、早期に血行障害を発見でき、移植筋を完全に救済できる。
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2-6-1

上肢に発生した神経鞘腫の超音波画像と臨床所見の関連について
Evaluation of the ultrasonography and clinical findings of schwannoma of upper extremity

○三澤 寛子, 清水 弘之, 中島 浩志, 黒屋 進吾
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座

【目的】上肢に発生した神経鞘腫の超音波画像を検討し，その臨床症状との関連性について調
査したので報告する．
【対象と方法】対象は2007年1月から2013年9月の間に当科で超音波検査を行い，手術による病
理組織診断で神経鞘腫と診断された11例である．内訳は，男性7例，女性4例，手術時年齢32～
79歳（平均54歳）であった．発生部位は上腕2例，前腕1例，手部6例，手指2例であった．これ
らの超音波画像と術前後の臨床所見の関連について検討した。
【結果】超音波検査で神経鞘腫と診断されたものは6例(54.5%)であり，そのうちドプラエコー
で病変内に血流信号を認めたものは1例であった．他の5例では神経線維腫や粥状腫と診断さ
れ，手部・手指部等末梢の発生例で多かった．超音波検査で神経鞘腫以外の診断であった5例の
なかでMRIも同時に施行していた3例のうち，MRIで神経鞘腫の診断であったものは手指発生の1
例であった．術前からほとんどの症例でしびれやチネル様の症状を有していた．術後は８例で
脱落症状を示し，そのうち1例で術前に認められなかった症状が出現した．最終診察時にも4例
でしびれ，1例で違和感が残存していた．そのうち3例(60%)が，術前の超音波検査で神経鞘腫と
診断できなかったものであった．
【考察】末梢神経に発生する神経鞘腫の超音波所見として，腫瘍の両端に神経を示す内部線状
高エコーを伴う管状構造が連続して認められる．中枢に発生した症例では多くが超音波で特徴
的所見がとらえられていたが，末梢発生例では60%で特徴的所見が得られなかった．神経鞘腫の
手術療法として一般的に腫瘍核出術が行われているが，特に手指に発生するものでは画像検査
で診断がつきにくく，局所症状と併せてより慎重な手術適応の判断および術中操作が必要であ
ると考える．
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上肢末梢神経に発生した神経鞘腫に対する腫瘍核出術の治療成績
Results of surgical enucleation of schwannomas involving peripheral nerves of upper extremities.

○神山 翔1, 西浦 康正2, 原 友紀1, 山崎 正志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キッコーマン総合病院　整形外科

【はじめに】当科では末梢神経に発生した神経鞘腫の手術として腫瘍核出術を行ってきた。今
回、その治療成績について調査したので報告する。【症例と方法】2003年3月から2011年12月ま
でに当科にて手術を行った上肢末梢神経に発生した神経鞘腫23例を対象とした。症例の内訳
は、男性12例、女性11例、右側16例、左側7例であった。手術時年齢は、30-87（平均52.2）歳
であった。罹患神経はC4神経根1例、C7神経根1例、腕神経叢8例、尺骨神経6例、橈骨神経4例、
正中神経2例、指神経2例であった。多発例が1例あり、腕神経叢と尺骨神経の発生であった。手
術は、全例顕微鏡下に腫瘍核出術を行った。術後経過観察期間は1-50（平均13.3）ヶ月であっ
た。手術前の症状と手術後の症状の経過について調査を行った。 【結果】術前の症状は重複す
るものを含め、腫瘤の触知22例、Tinel様徴候15例、圧痛11例、安静時しびれ11例、感覚障害
7例、安静時痛2例、筋力低下2例であった。手術後新たに出現した神経症状は、しびれが2例、
筋力低下が3例、感覚障害が1例であった。そのうち、筋力低下を生じた1例のみ最終観察時まで
残存した。術前から神経症状を認めていた症例では, 感覚障害が1例、しびれが5例、筋力低下
が1例で最終観察時まで残存した。【考察】一般的に神経鞘腫に対する手術として腫瘍核出術が
行われているが、術後新たな神経症状発生率にはばらつきがある。自験例では、3例（13%）に
術後新たに神経症状を認め、そのうち1例（4%）で残存したが、過去の報告と比較しても良好な
成績であった。手術において、腫瘍と健常な神経束との境界を見極め、愛護的な操作のもと確
実に腫瘍を分離・摘出することが重要であると考える。
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腕神経叢腫瘍に対して被膜下切除術を施行した8例
Tumors of the brachial plexus with subcapsular resection: Report of eight cases

○岸田 愛子, 藤原 浩芳, 小田 良, 玉井 和夫
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）

【はじめに】腕神経叢に発生する腫瘍は,その多くが良性の神経鞘腫であり,症状がなければ手
術療法を行わないことが多い.今回,症状を有する腕神経叢腫瘍に対して手術療法を行った症例
について報告する.【方法】対象は腕神経叢に発生した腫瘍に対し1996年から2010年に手術を施
行した8例(男性1例,女性7例)である.手術時平均年齢52歳, 術後平均経過観察期間は1年4ヵ月で
あった.術前症状として上肢のしびれ感を4例,上肢痛を3例,筋力低下を2例に認め,そのうち１例
は筋萎縮を伴っていた.全例で術前に頚部から鎖骨上窩にTinel様徴候を認めた. MR画像は辺縁
整であり,T1強調画像で低信号から等信号,T2強調画像で低信号と高信号が混在し,Gd造影で造影
されていた.全症例に術中迅速病理検査を行い,術中に顕微鏡と電気刺激装置を用いて被膜下切
除術を施行した.術中と最終の病理検査結果,術後の神経脱落症状および腫瘍の再発について調
査した.【結果】術中病理検査において7例は良性の神経鞘腫であり1例は良悪性の鑑別は困難で
あった.術前に筋萎縮をきたし,術中に診断が確定しなかった1例は,最終病理診断で滑膜肉腫で
あったため化学療法を開始した.悪性の１例を除き,術後新たな神経脱落症状は認めなかった.術
後明らかな再発は認めていない. 【考察】腕神経叢腫瘍は上肢痛やしびれ感を症状とし、頚椎
椎間板ヘルニアと診断され見逃される場合もある.適切な診断を行い,疼痛や筋力低下をきたし
た場合は手術療法を要する.今回8例中7例で術後神経脱落症状がなかったことから,術中に顕微
鏡と電気刺激装置を用いて被膜下切除を行うことが術後麻痺の予防に重要と考えた.術前に筋萎
縮を認める症例や術中に診断困難な症例は悪性の可能性があり,注意を要する.
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腕神経叢神経鞘腫の術後成績に影響を与える因子の検討
Predictors of neurological deficit after the operation for brachial plexus schwannoma

○田中 啓之1, 岡 久仁洋1, 村瀬 剛1, 島田 幸造2

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】神経鞘腫に対しては一般的に核出術が選択され、術後に神経症状を来すことは少ない
とされている。しかしながら、腕神経叢に発生した神経鞘腫では術後に神経脱落症状が残存す
ることは稀ではない。今回我々は腕神経叢に発生した神経鞘腫の術後成績に影響を与える因子
について検討を行った。
【対象と方法】当院及び関連施設で手術を行い組織学的に神経鞘腫と診断され、術後12ヶ月以
上経過観察が可能であった41症例を対象とした。男性24例、女性17例で、手術時年齢は平均50
歳（17-79歳）、術後経過観察期間は中央値58ヶ月（12-171ヶ月）であった。最終経過観察時に
おける疼痛・神経脱落症状の有無を目的変数、性別、手術時年齢、術前の疼痛・神経脱落症状
の有無、手術方法、術中マイクロ使用の有無、術中神経刺激装置使用の有無、腫瘍発生部位、
腫瘍最大径を説明変数として、ステップワイズ法による多重ロジスティック回帰分析を行っ
た。
【結果】最終経過観察時に疼痛・神経脱落症状の残存を20例（48.8%）に認めた。多重ロジステ
ィック回帰分析の結果、術前の疼痛・神経脱落症状の有無、腫瘍最大径が有意な説明変数とし
て抽出された。腫瘍最大径1mm増大によるオッズ比は1.06（95％信頼区間1.01-1.13）、有意確
立0.03、術前症状有によるオッズ比は8.66（95%信頼区間1.4-105.5）有意確立0.04であった。
【考察】腕神経叢に発生した神経鞘腫は腫瘍径が小さい間は触診困難なことが多く、腫瘍径が
大きくなり表層に近くなるまでは自覚されにくい。しかしながら、神経脱落症状が出現してき
た場合や腫瘍径が大きくなってきた場合には、術後に疼痛や神経脱落症状が残存する可能性が
高いため、治療に際して注意が必要であると考えられた。
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腕神経叢部発生の神経鞘腫の治療
Schwannoma of the brachial plexus

○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】腕神経叢部の神経鞘腫の治療は、術後神経症状を残しやすいと言われており自験例で
検討した。
【方法】平成4年から腕神経叢部の神経鞘腫の治療に関わった症例は18例あった。73歳と78歳の
2例は、内側神経束部と下神経幹部の症例で長径6cmと8cmと大きいが症状がほとんどないため経
過観察している。上神経幹部の2例は外科で切除され麻痺が出てから紹介された。核出術を行な
った症例は14例あり、C6神経根部が2例で長径が4.5cmと6.0cmで、C7神経根部が5例で長径が
2.5cmから8.0cmであった。C8神経根部は3例で長径が2.5cmから4.6cmであった。上神経幹部が2
例で長径が1.8cmと4.0cmで、下神経幹部が1例で長径が4.0cmであった。外側神経束は1例で長径
が6.5cmであった。術前に麻痺症状はなかったが、痺れやチネル様徴候があったのは11例だっ
た。3例には、脊椎後方アプローチを先にして神経根から腫瘍の剥離操作を行った。外側神経束
の症例は鎖骨骨切して展開した。
【成績】外科で切除された麻痺例には神経移植を行い、1例では肩と肘のMMTが4、1例では3まで
回復した。核出術を行った14例では、術後麻痺の出現はなく、現在のところ再発はない。ただ
し、術後に痺れや痛みの増悪を来した症例は4例あった。C6神経根部で長径6.0cmの症例で術後
痛みの増悪を認めたが、術後2か月で軽減した。C7神経根部で長径7.0cmの症例でよけていたC5
神経根にしびれが数日持続した。下神経幹部の症例で術後1週間痛みが増悪したがその後消失し
た。C8神経根部は術前に無症状だった1例で数日間の痺れが生じた。C7神経根部で長径が5.0cm
と8.0cmの症例では、腫瘍を分割して摘出して後遺症はなかった。
【結論】術前に症状のあった11例中4例で増悪が認められた。長径が大きい症例で増悪の傾向が
あり、腫瘍を分割して取るなどの処置が必要と考えた。
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手巨細胞腫と骨病変の検討
Giant Cell Tumor of Tendon Sheath with Bone Lesion in the Hand

○菅野 百合, 福本 恵三, 加藤 直樹, 村中 秀行
小平 聡

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】当院で手術した手巨細胞腫の症例について、術前の単純X線像と再発を検討した。
【方法】対象は2006年1月から2013年8月までに手関節以遠で腱鞘巨細胞腫と確定された38例男
10例女28例。内、X線像で骨病変を認めたのは16例男4例女12例であった。骨病変の有群と無群
に分け、罹病期間、年齢、腫瘍長、再発率、発生部位と再発率、術中所見と再発率を比較し、
それぞれの再発傾向を検討した。
【結果】骨病変有群の平均罹病期間は28.1か月、無群は22.3か月。手術時平均年齢は有群
56.2歳、無群44.7歳。触診による腫瘍長は有群16.2mm、無群16.4mmであった。
有群の再発は25％、X線所見別では、罹患部変形性関節症43％に再発を認め骨圧迫像・骨浸潤像
には再発は無かった。骨病変の無い群の再発は18％であった。
指別では、有群、無群とも示指、小指、中指の順に罹患・再発が多かった。部位別では両群と
も再発は固有指部に限られ、有群はDIP部、無群はPIP部に再発が多かった。
術中所見の型別での再発は、有群の被膜されたlocalized型14％・被膜の内部を含むdiffuse型
40％、無群ではlocalized型15％・diffuse型36％であった。腫瘍の下床・癒着部位別では、有
群、無群とも、骨内、骨表面の症例では再発は無く、関節内・関節包の症例に再発を認めた。
【まとめ】変形性関節症と関節周囲に癒着する症例に再発を多く認めた。巨細胞腫細胞が関節
周囲の入り組んだ組織に入り込み完全切除しにくいためと言われている。変形性関節症の骨変
化により、関節周囲の線維組織と骨成分が不整に接触することで巨細胞腫細胞が硬性組織内に
入り込み更に切除しにくくしていると考える。骨棘があれば、切除したほうが良い。
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多発腱鞘巨細胞腫との鑑別に苦慮した多中心性細網組織球症の経験
Experience of the Multicentric Reticulohistiocytosis

○中野 智則1, 浦野 秀樹1, 西田 佳弘2, 平田 仁1

1名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学

2名古屋大学大学院　医学系研究科　整形外科学

【目的】多中心性細網組織球症は多発性結節性病変と多発性破壊性関節炎の二大症状によって
特徴づけられる稀な全身性疾患である。今回我々は手部を中心とした多発軟部腫瘍に対して多
発腱鞘巨細胞腫として治療を受け、最終的に多中心性細網組織球症と診断された症例を経験し
たので、特徴と経過を文献的考察を踏まえて報告する。
【症例】症例は65歳女性、2005年から多発軟部腫瘍の治療を受けていた。腫瘍は手部を中心
に、足背、体幹でも確認されていた。手部については臨床所見・画像所見から腱鞘巨細胞腫と
考えられた。複数回の切除術を受け、術中所見・病理学的所見共に腱鞘巨細胞腫と判断され
た。多発腱鞘巨細胞腫の報告は稀であり、当院整形外科腫瘍班へ全身検索と病理組織診断の再
検討を依頼した。
【結果】PET-CTでは両上下肢に多発軟部腫瘍を認めた。病理組織の再診断では、組織像として
線維芽細胞あるいは組織球様の紡錐形細胞の増殖を認め多核巨細胞も混在していた。免疫染色
ではCD68(+)、Factor13a(+)、S-100(-)、CD1a(-)等を示した。臨床所見も考慮し多中心性細網
組織球症と診断され、現在はMTXによる治療を行っている。
【考察】多中心性細網組織球症は稀な疾患であり、一例または数例での報告程度である。皮膚
科で治療されていることも多い為、一般整形外科医や手外科医が接する機会は極めて低く、関
節症状が著明でない場合、多発軟部腫瘍と考えられ、手部については腱鞘巨細胞腫との鑑別が
難しいことがある。腱鞘巨細胞腫は日常診療での頻度は高いが、多発性となると症例報告程度
となり、3ヶ所以上の複数部位での発症となるとほとんどない。多中心性細網組織球症の診断に
は全身検索と共に免疫染色が一つの手掛かりとなり、場合によっては腫瘍専門医や皮膚科医師
に診察を依頼することが望ましい。
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手指巨細胞腫の外科治療と成績
Clinical experience of giant cell tumor in the hand

○森 克哉, 松浦 愼太郎, 小俣 美香子, 西村 礼司
内田 満

東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

[目的]手部軟部組織に発生する良性巨細胞腫は、ガングリオン・血管腫に次いで多く経験する
が、術後局所再発が多いとされている。今回、当院および関連病院で経験した巨細胞腫16例の
術式と術後経過について検討したので報告する。[方法]2009年1月から2013年9月までの4年8ヵ
月間に外科的治療を施行した16例を対象とした。罹患部位は、母指3、示指5、中指1、環指3、
小指3、小指球部1であった。内訳は、男性7女性9例、手術時平均年齢46.7歳、平均術後観察期
間は28.5ヵ月であった。初回手術例は14例、前医により手術が行われた後の再発例は2例であっ
た。我々が行っている手術方法と術後経過について報告する。[手術方法] 手術は、3.5倍手術
用ルーペまたは手術用顕微鏡下に施行する。基本的切開はBruner切開を用い、必要に応じて背
側に補助切開を加える。腫瘍の中枢末梢側で神経血管束を同定し温存した後腫瘍を摘出する。
腫瘍が腱鞘や骨に接している場合は腱鞘または骨膜を含め全摘する。[結果]初回手術例に再発
は認めていない。再発例の２例のうち1例は、2回の手術歴があり追加手術後約2年で再発を認
め、再度手術を施行した。その後再発を認めてない。他の1例は1回の手術歴で追加手術後再発
を認めていない。再発率は16例中1例で7%であった。[考察]対象期間における巨細胞種の手軟部
腫瘍中に占める割合は15%であった。再発率は10%から40%と報告されている。再発例では術後瘢
痕拘縮のため腫瘍の切除範囲を決定することが困難となる。そのため初回手術が最も重要であ
り、術前の画像により腫瘍の局在を確認したうえで、手外科基本原則に則った手技により腫瘍
を摘出することが再発を予防する上で肝要であると考える。
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手部に発生した腱鞘巨細胞腫の治療成績
Treatment Outcome of Giant Cell Tumor of Tendon Sheath at the Hand

○西村 俊司, 大谷 和裕, 橋本 和彦, 冨山 貴司
赤木 將男

近畿大学　医学部　整形外科

【目的】当院で治療した手部発生の腱鞘巨細胞腫の治療成績についてretrospectiveに検討を行
った。【方法】対象は2000年1月から2012年1月まで当院で手術加療し術後6ヶ月以上フォローア
ップできた47例である。評価項目は年齢、部位、X線変化、皮膜の有無、手術手技、腫瘍最大径
とし、それぞれの項目と再発との関係をfisher exact testにて統計学的に検討した。【結果】
平均年齢は45.7歳（11歳-76歳）、フォローアップ期間は平均20.0ヶ月（6-110ヶ月）、男性13
例女性34例、X線上骨変化のあった症例は9例であった. 摘出標本にて明らかに皮膜を有する症
例は30例, 皮膜を有さない症例は11例, 不明は6例, en bloc resectionが可能であったのは
33例、intralesional resectionは14例に認めた. 再発例は4例（8.5％）でありその内2例は再
再発した。評価項目と再発率の間に明らかな有意差は認めなかった。【考察】再発のrisk
factorとして腫瘍径やpseudocapsuleがない、腱や骨、関節内へdirectに浸潤してい
る、satellite lesion の有無などが報告されている。また治療として摘出後の放射線照射が再
発予防に有効であるとの報告がある。今回の結果ではradiationを併用した症例は無いが再発率
としては比較的低率であったと考える。しかし再発例は1例を除きdiffuseタイプであったこ
と、また一度再発した症例の50%が再再発しており、再発例に対する手術は前回皮切より広範囲
としより慎重に行うべきと考えられた。
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手部発生腱鞘巨細胞腫の治療成績
Clinical Outcome of Giant Cell Tumor of Tendon Sheath of the Hand

○遠藤 宏治, 山下 英樹, 山下 優嗣, 永島 英樹

鳥取大学　医学部　整形外科

【目的】手部発生腱鞘巨細胞腫の治療成績と再発リスクについて検討すること。【対象と方
法】1999年4月より2011年12月までの間に当科で手術加療を施行した手部発生腱鞘巨細胞腫
（GCTTS）症例のうち、初発例の15例15病巣を対象とした。性別は男性4例、女性11例、平均年
齢は42.5歳（15-71）であった。これらの症例について、手術までの期間、骨周囲の全周性発
育、多発発生の有無、骨圧痕像、骨浸潤、周囲軟部組織（皮膚、腱、関節包、神経血管束）浸
潤、細胞異型性を調査した。局所再発のリスクについての統計学的検討にはFisherの正確確率
検定を用いた。【結果】手術までの期間中央値は18か月（3-78）であった。骨周囲の全周性発
育例は2病巣であった。骨圧痕像は8病巣、骨浸潤は5病巣で認めた。伸筋腱または屈筋腱浸潤は
8病巣, 関節包浸潤は6病巣でみられた。皮膚癒着、神経血管束浸潤は各1病巣であった。組織異
型性は1例に10/10HPFの核分裂を認めた。腫瘍被膜は全例認められた。局所再発は3例で認め、
うち2例は再々発も認めた。局所再発のリスクは、統計学的に骨周囲の全周性発育と多発発生例
で有意となった。【考察】GCTTSの再発リスクについては、骨圧痕像、腱・関節包・骨浸潤、骨
周囲の全周性発育、高細胞密度・細胞増殖活性などが挙げられている。今回の手部発生の検討
では全周性発育や多発発生例といった周囲組織への広範な浸潤傾向を示す所見でリスクが認め
られた。腱・関節包・骨浸潤例では合併切除や骨掻爬を行うなど注意を払えていたが、軟部組
織の浸潤に対しては、十分な対処ができていないと思われた。積極的に皮切を追加し、顕微鏡
や拡大鏡使用を導入し、十分な病巣部の確認を行った上で完全切除を目指すことが再発の予防
に重要と思われた。
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骨皮質破壊を伴う手指軟部腫瘤の検討
Osteolytic soft tissue tumor in the hand

○増山 直子, 小林 康一, 深澤 克康

関東労災病院　整形外科

【背景】皮質骨破壊を伴う手の軟部腫瘤性病変は少なく、炎症・感染・悪性腫瘍・骨腫瘍との
鑑別・治療選択に注意を要することがある。【対象と方法】2000年1月から2013年9月までに当
院にて手術的治療を行った手指部軟部腫瘤症例68例（腫瘍56例、非腫瘍性病変12例）を対象
に、皮質骨破壊を伴う軟部腫瘤をretrospectiveに検討した。【結果】骨破壊を認めた軟部腫瘤
は、病理診断で、左母指グロムス腫瘍1例、左手関節部巨細胞腫、右中指DIP関節痛風結節2例の
計4例であった。グロムス腫瘍は、XPで末節骨遠位橈側に骨透亮像が認められた。MRIでは明瞭
な軟部腫瘍は描出されなかったが、爪下で骨内に連続する軟部腫瘤を認め摘出した。巨細胞腫
は、MRIで舟状骨から橈骨茎状突起に連続するT1・T2で低信号の軟部腫瘤が認められた。術中所
見で腫瘍は舟状骨と橈骨茎状突起内に骨浸潤していた。右中指DIP関節痛風結節の1例は、XPで
石灰様腫瘤が認められ、術中所見で骨破壊が関節面1/3以上に及んでいたが、掻爬のみで植骨・
関節固定は行わなかった。もう１例はXPでDIP関節内の軽度骨破壊とMRIでのT1・T2で低信号の
軟部腫瘍が認められ、掻爬のみ行った。2例とも術後可動域は比較的良好であった。【考察】骨
欠損を伴うグロムス腫瘍は、骨嚢腫・骨内ガングリオン・類上皮嚢腫との鑑別を要した。DIP関
節痛風結節の1例は画像が非特異的であり、繊維系腫瘍・巨細胞腫との鑑別を要した。グロムス
腫瘍の骨欠損は、爪下という狭いコンパートメント内での発生による骨への圧迫力が骨内浸潤
の機序と思われた。巨細胞腫の骨内浸潤機序は確定されていない。関節破壊を伴うDIP関節痛風
結節は、関節固定や切断が選択されることがあるが、掻爬を試みてよいと思われた。
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局所浸潤を呈する手関節発生軟部腫瘍３例の治療経験
3 Cases of Soft Tissue Tumors of the Wrist with Local Infiltration

○伊原 公一郎1, 河村 洋行1, 栗山 龍太郎1, 伊達 亮1

村上 知之2

1国立病院機構　関門医療センター　整形外科

2国立病院機構　関門医療センター　病院病理部

【目的】手外科領域の軟部腫瘍は手指発生例が圧倒的に多く、手関節周囲に発生するものはガ
ングリオンを除けば稀である。今回われわれは手関節への浸潤、侵蝕を示し、診断や治療方針
の決定に苦慮した症例を経験したので報告する。【症例】症例は3例で性別は男性2例、女性
1例、年齢は25～61歳、平均48歳であった。発生部位は背側が2例、掌側が1例で、自発痛、運動
痛などの疼痛を2例に認めた。1例でガングリオンとして穿刺を受けていた。これら3例の臨床・
画像所見および治療成績について検討した。術後経過期間は3～24か月、平均15か月であっ
た。【結果】いずれも大きさ2～3cmの可動性不良な弾性硬の腫瘤で、2例に圧痛を認め、1例で
は手関節の可動制限を来していた。単純レ線の異常を呈したのは1例で、有頭骨に径1cmの透亮
像を認め、CTでは皮下軟部腫瘤と骨欠損像が連続していた。MRIではT1強調像はいずれも低信
号、T2強調像では1例が低信号、2例が等～高信号を呈し関節内、手根骨に浸潤する所見を認め
た。全例で中等度以上の造影効果が認められた。術前診断可能であったもの1例、悪性が否定で
きず術中迅速を行ったもの1例で、残り1例は切開生検後に紹介されていた。腫瘍は白色ないし
黄褐色の結節状腫瘤で、全例一塊として単純切除を行った。病理診断は腱鞘巨細胞腫2例、線維
腫1例で、再発を来したものはなかった。【結論】腱鞘巨細胞腫、線維腫はいずれも良性腫瘍で
あるが、両者とも局所浸潤性に発育するため注意が必要である。自験例でも手関節周囲で腱を
取り囲むように発生し2例は手関節内に、1例は手根骨に浸潤していた。術前の良悪性の鑑別は
ときに困難で、可能であれば術中迅速を活用した1期的な手術が望ましい。再発防止には画像所
見を詳細に検討し、拡大視野の下に腫瘍の取り残しを避けることが重要である。
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再建を要した上肢軟部肉腫の治療成績
Clinical Outcomes for upper limb small tissue sarcoma resction with reconstruction

○水島 衣美, 金谷 耕平, 射場 浩介, 和田 卓郎
山下 敏彦

札幌医科大学附属病院　整形外科

【はじめに】上肢では筋肉や神経、血管が近接して存在しているため、悪性腫瘍の広範切除で
は複数の組織欠損となる。組織欠損に対する治療は、欠損部の充填だけでなく機能再建も考慮
されなければならない。本研究の目的は、再建を要した上肢軟部肉腫の方法と治療成績を検討
することである。
【対象と方法】対象は、1995年から2012年までに再建を必要とした上肢および上肢帯の軟部肉
腫14例であった。男性が7例で女性が7例、平均年齢は59歳（30-87）であった。平均経過観察期
間は43か月（13-96）であった。調査項目は、腫瘍の組織型、発生部位、切除法、再建法、合併
症であり、治療成績はMusculoskeletal Tumor Society Rating Scale(以下、MSTS)で評価し
た。
【結果】腫瘍の組織型は、粘液線維肉腫8例、滑膜肉腫4例、粘液型脂肪肉腫1例、悪性線維性組
織球腫1例であった。発生部位は、上腕が6例、前腕が5例、肩甲部が3例であった。切除法は、
広範切除13例、辺縁切除1例であった。再建法は、皮弁手術が12例でそれ以外が2例であった。
皮弁手術の内訳は、有茎皮弁が10例で遊離皮弁が2例であった。有茎皮弁は、広背筋皮弁が
9例、肩甲皮弁が1例であり、遊離皮弁は腹直筋皮弁が2例であった。撓骨神経欠損の5例に
Riordan変法を追加した。最終観察時のMSTSは平均63％（33‐96）であった。
【考察】上肢の悪性腫瘍では、神経および血管を残せるかどうかが広範切除の可否の鍵とな
る。一方、犠牲となった組織欠損に対する再建法の検討には、腫瘍外科医と再建外科医の綿密
な術前計画と連携が重要であった。
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肩関節周辺悪性骨・軟部腫瘍広範切除術における広背筋皮弁を用い
た再建術　―三角筋切除後の機能再建―

Latissimus Dorsi Musculocutaneous Flap for Shoulder Defects After Oncological Resection

○富永 康弘1, 村松 慶一1, 橋本 貴弘1, 田口 敏彦1

伊原 公一郎2

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

【はじめに】肩関節周辺は骨・軟部腫瘍の好発部位であるが，根治術後に広範な組織欠損や機
能障害が残存しやすい．特に三角筋を全切除した場合は挙上動作が障害され日常生活に支障を
来す．当科では広範切除後の再建に広背筋皮弁を用いており，三角筋切除を行った症例に広背
筋を用いた三角筋機能再建を行っている．今回，その治療成績を検討し報告する．【対象と方
法】1996～2013年に当科で治療を行った肩関節周辺悪性骨・軟部腫瘍４例を対象とした．男性
３例，女性１例，平均年齢57.5歳（18～76歳），右2例，左2例であった．軟部肉腫3例（MFH２
例，脂肪肉腫１例），骨肉腫１例であり，全例において広範切除術を行い，三角筋全切除３
例，部分切除１例であった．全例広背筋を有茎で移行し，三角筋機能再建を行った．骨肉腫の
１例は上腕骨近位部を遊離腓骨頭移植にて再建した後，二期的に三角筋を再建した．経過観察
期間は平均63ヵ月（11～114ヵ月）であった．【結果】移行した広背筋は全例で筋収縮を認め，
１例のみ行った筋電図では外転時の筋収縮が確認された．肩関節外転筋力はＭＭＴにてGood：
３例，Fair：１例であった．座位における肩関節挙上可動域は，上腕骨近位を腓骨頭で再建し
た骨肉腫の１例を除いた３例において平均160°（150～170°）であった．MSTS機能評価では平
均92.5％（83～97％）と良好な成績が得られた．局所再発を１例に認め切除術を追加したがそ
の後再発なく，現在全例が生存している．【考察】肩周辺悪性骨・軟部腫瘍に対する広背筋を
用いた再建術は，有茎のまま移行可能であり，広範囲の欠損にも対応できる簡便かつ有用な再
建法である．特に，三角筋を全切除した症例に対しては，同時に機能再建が可能となるため良
い適応がある．
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当科で手術加療を行った手部の腫瘍性病変について
Our Experiment of Tumorous Lesions in the Hand

○岡本 駿郎, 多田 薫, 八野田 愛, 土屋 弘行

金沢大学　整形外科

【はじめに】手部に発生する腫瘍性病変は一般に良性腫瘍が多く、悪性腫瘍は稀であるとされ
ている。当科で過去20年間に手術加療を行った手関節以遠の腫瘍性病変について検討したので
報告する。【対象】対象は1993年から2013年に当科で手術加療を行い、病理学的に確定診断さ
れた手部の軟部腫瘍、骨腫瘍の合計189例である。【結果】　軟部腫瘍は全115例で、そのうち
悪性腫瘍は10例(  8.6％)であった。主な内訳は、腱鞘巨細胞腫34例,  神経鞘腫18例,
hemangioma 13例, 脂肪腫8例,グロムス腫瘍7例であった。悪性腫瘍の内訳は、主に悪性黒色腫
3例, clear cell sarcoma 2例などであった。　骨腫瘍は全74例で、そのうち悪性腫瘍は5例(
6.8％)であった。主な内訳は、内軟骨腫47例、骨軟骨腫11例、骨内ガングリオン3例、骨巨細胞
腫2例、類骨骨腫2例であった。悪性腫瘍の内訳は、chondrosarcoma 4例、osteosarcoma 1例で
あった。　15例の悪性腫瘍の発生部位は、8例が指部、5例が手掌並びに手背部、2例が手関節部
であり、10例に広範切除を施行した。　【考察】　我々の経験した腫瘍のうち、悪性腫瘍は7.9
%と想定していたよりも高頻度であった。術前にMRI等で腱鞘巨細胞腫を疑い全切除目的に手術
を施行したが、術中病理検査で悪性腫瘍と診断された例も経験したことから確定診断されるま
では常に悪性腫瘍の可能性を考慮しなければならないと考えられた。そのため、病理診断され
ていない症例にはbiopsy tractを含め生検の方法を考慮し、慎重に切除範囲を計画すべきと考
えた。悪性腫瘍に対しては基本的に広範切除を施行すべきだと考えるが、手掌部や手関節部の
悪性腫瘍は神経血管束や腱などを巻き込む事が多く、広範切除が困難な例もある。腫瘍専門医
と連携し、化学療法や手部の再建等も考慮した集学的な治療が必要と考えられる。
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小児の手部骨軟骨腫の治療成績
The treatment for osteochondromas in pediatric hands

○花香 恵, 射場 浩介, 金谷 耕平, 高橋 信行
和田 卓郎

札幌医科大学　整形外科

【目的】骨軟骨腫は小児の手部に発生する良性骨腫瘍として頻度の高い疾患であるが、手術時
期や方法については一定の見解がなく手術成績の報告は比較的少ない。今回は当科で手術を行
った小児の手部骨軟骨腫の特徴と治療成績について検討した。
【方法】2004年2月から2013年9月の間に当科で手術を行った5例6手を対象とした。男性4例、女
性1例、右1手、左3手、両側1例であった。手術時平均年齢は5.3歳(1歳～11歳)。術後平均経過
観察期間は71ヵ月(36ヵ月～109ヵ月)であった。検討項目は手指の形態的特徴、腫瘍の発生部
位、手指可動域、手術方法と術後成績、再発の有無とした。
【結果】手指の形態的特徴として、指の変形を全例に認め尺屈変形を3手、橈側偏位を1手、腫
大を3手に認めた。発生部位は中手骨遠位3手、中節骨近位2手、基節骨近位1手、基節骨遠位3手
であった。手指可動域は伸展制限を1手、屈曲制限を5手に認めた。可動域制限を認めないが指
屈曲時に指交差を呈した症例が1手であった。手術方法は全例に腫瘍切除術を施行した。術後全
例で手指可動域の改善を認め単純レントゲンにてアライメントの改善を得た。再発は1例であっ
た。
【考察】手指の骨軟骨腫は前腕や下肢に発生した症例に比べ障害が少ない。今回、手部に発生
した骨軟骨腫に対し機能改善や変形進行予防目的に手術を施行した。手術は全例腫瘍切除術を
施行し、現段階で変形や可動域制限の再発を認めていない。症例はいずれも成長過程であり今
後も慎重な経過観察が必要である。
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手指の静脈瘤の検討
Venous varix of the digits or the hand

○川勝 基久1, 藤原 雅雄2, 石河 利広3

1角谷整形外科病院　形成外科, 2浜松医科大学　形成外科

3大津赤十字病院　形成外科

【緒言】静脈瘤は、下肢に比べ、上肢、特に手指での発症や報告は少ない。今回、当院で手術
治療を行った手指の静脈瘤のうち病理所見が得られている症例について検討したので報告す
る。【対象と方法】1996年から2013年の間に当院で手術治療を行い病理検査で静脈瘤と確定診
断することが可能であった手指の静脈瘤8例を対象とした。性別は男性が4例、女性が4例、手術
時平均年齢は47.6歳(32～76歳)、手掌側5例、手背側3例、右側3例、左側5例、手部3例、母指
1例、示指2例、環指2例であった。腫瘍に気づいてから手術に至るまでの期間は手掌側で平均
4.6か月(1～12か月)、手背側で平均44.6か月（2～120か月）であった。画像検査は、MRI検査を
5例に、エコー検査を2例に行った。【結果】臨床症状として、全例で皮膚との癒着はなく可動
性が得られていた。手掌側では、ほぼ正常皮膚色に近い性状であったが、手背側では、青色に
近い性状であった。手掌側の2例で圧痛を認めた。ターニケットテストを行った手掌側3例のう
ち1例で、手背側3例のうちすべてで陽性であった。演者が肉眼的に確認可能であった静脈瘤の
うち、手掌側は全例単胞性であったが、手背側は2つ以上の多胞性の腫瘤であった。病理組織学
的検査であるが、全例静脈瘤を示す所見であった。手掌側は全例で腔内の全てもしくは部分的
な血栓形成が認められたが、手背側では明らかな血栓形成は認められなかった。術後観察期間
は、平均9.5か月（6～12か月）で、全例で再発はなく、著名な合併症も認められなかっ
た。【考察】今回の検討では手掌側と手背側では病理検査では静脈瘤として同じ所見を有して
いたが、臨床症状や画像検査や血栓形成の有無などで異なる点も見られた。
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手指に発生した軟部腫瘍の術前診断
Pre-operative Diagnosis of Soft Tissue Tumors of Digits

○六角 智之, 山田 俊之, 河野 元昭, 橋本 健
赤坂 朋代

千葉市立青葉病院　整形外科

【目的】手指軟部腫瘍は日常よく遭遇するが、術前の診断は他の部位に発生した腫瘍同様に容
易ではない．上肢軟部腫瘍の画像診断の正診率や吸引細胞診についての報告は散見されるが、
手指に限定した報告は少ない．今回手指に発生した軟部腫瘍の術前診断と病理診断を比較し、
術前正診率、腫瘍による特徴、細胞診の有用性について検討した．
【対象と方法】1996年4月より2013年8月までに当院で手指軟部腫瘍の診断で手術を行い、病理
検査にて診断が確定した125例を対象とした．男性70例女性55例、手術時年齢平均47歳（2歳～
77歳）であった．術前診断は病歴、局所所見、X線画像、MRI画像により行い、一部の症例で吸
引細胞診を行った．術後、全例病理医による病理診断を得た．これら症例について、術前診断
と術後診断の適合率、細胞診の正診率、腫瘍による正診率を検討した．
【結果】術後診断は腱鞘巨細胞腫63例、類皮嚢腫14例、線維腫8例、神経鞘腫6例、血管腫6例、
グロームス腫瘍5例、平滑筋腫4例などであった．悪性腫瘍はなかった．術前診断が正しかった
ものは全体で85例68％であった．細胞診を施行していたものは38例あり、診断が正しかったも
のは21例55％であった．また細胞診を施行しなかった症例84例で診断が正しかったものは57例
66％であった．腫瘍別の正診率は腱鞘巨細胞腫81％、類皮嚢腫71％、線維腫38％、神経鞘腫
50％、血管腫67％、グロームス腫瘍80％、平滑筋腫50％であった．
【結論】細胞診の正診率は細胞診を施行しなかった正診率を越えておらず、その有用性につい
ては疑問がある．臨床所見が特徴的な腫瘍、発生率の高い腫瘍は正診率が高かった．
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手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術―ポータル数の検討―
The endoscopic curettage for enchondroma in the finger

○岡本 秀貴1, 関谷 勇人2, 小林 正明1, 川口 洋平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

【はじめに】内軟骨腫の治療は病巣掻爬と骨移植が標準的方法とされてきたが、我々は1992年
以降侵襲の少ない鏡視下掻爬術を行ってきた。すでに症例数は120例を超え、再発は3例のみと
良好な成績を報告してきた。内軟骨腫の新たな治療として定着してきた本法の鏡視ポータル数
について検討したので報告する。【対象】1992年～2013年に鏡視下掻爬術を施行した手指内軟
骨腫129例のうち6カ月以上経過観察できた100例を対象とした。男性35例、女性65例、年齢は12
～79歳、経過観察期間は6～93ヵ月（平均34.4ヵ月）であった。これらに対し罹患骨、腫瘍の指
軸方向の長さ（病巣長）、ポータル数について検討した。【結果】ポータル数は
2個：83例、3個：9例、4個：10例（複数の指骨に腫瘍がある2症例を含む）と80％以上の症例が
2ポータルで掻爬可能であった。病巣長が25mmまでは2ポータルで掻爬できる症例が多かった。
一方、29mm以上の大きさでも示指や小指中手骨など比較的操作がしやすい中手骨では2ポータル
で掻爬可能な症例もあった。3ポータルの内訳は末節骨1（病的骨折による骨内隔壁あり）、基
節骨1、中手骨7であった。4ポータルは基節骨8、中手骨2でほとんどの症例が病巣長25mm以上で
あった。指別でポータル数に有意差は認めなかった。【考察および結語】本法には関節鏡によ
って視野が拡大され、死角も減少するため、従来法に比べて最小限の骨皮質開窓で確実な病巣
掻爬ができる利点がある。また、低侵襲のため術後外固定が不要で早期機能回復が得られる。
しかし、基節骨や中手骨のように骨長が長い骨では腫瘍の範囲が拡大して2個のポータルでは掻
爬しきれないことがある。このような時には腫瘍の再発を最小限にするために、低侵襲にこだ
わることなくポータルを追加して腫瘍の確実な掻把を行うことが肝要である。
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上肢におけるパーキュフィックスの臨床応用
The clinical application of PercuFIX for the upper extremities

○坂野 裕昭

平塚共済病院 /横浜市立大学大学院医学研究科 運動病態学

手指をはじめ上肢の骨接合術や関節固定術などにおいては、その骨片の小ささから使用Implant
のサイズに制限を受けることがある。この度、本邦最小クラスとなる径1.8mmのHeadless
Compression Screw（以下HCS）パーキュフィックスが臨床使用可能となり、指節骨の単顆骨折
などこれまでK-wireやMini Screwで対応していた症例にも骨埋没型の圧迫Screwを応用すること
が可能となった。海外では、単顆骨折において骨埋没型のHCSは、従来のMini Screw固定に比較
し可動域の低下が見られないとの有用性が報告されていたが、日本人の骨格においてはサイズ
の問題があった。我々の知る限り、本邦における初めての小指基節骨単顆骨折へのHCSの臨床応
用も今回のseriesには含まれており、その結果について報告する。
また、CMC fusionや舟状骨偽関節例など手根骨疾患の治療においても、細い径を利用して
ParallelあるいはMulti-axial screwingによる回旋安定性を得ることができる。舟状骨偽関節
の治療においては、圧迫スクリューの使用は従来、移植骨の圧壊や回旋転位の問題から海外に
おいてもK-wireの使用が多く報告されてきたが、パーキュフィックスでは、細い径のため、上
記の問題を避けて3つの骨片に2本のScrewを挿入し固定することができ、良好な骨癒合が得られ
た。
肘領域においては、橈骨頭骨折に鈎状突起骨折と肘関節脱臼を合併したTerrible Triadにおい
ても有用性が認められた。鈎状突起の骨片が<50%の比較的小さな骨片だった場合であっても
Parallel screwingが可能であった。抹消骨片に付着しているCapsuleやBrachialis tendonの張
力による骨片の転位を回避することで、肘関節の安定性を確保し、早期可動訓練を開始するこ
とは、関節拘縮による可動域低下を避けるうえで重要と考える。
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屈・伸交代固定法による治療
Alternate Flexion and Extension Fixation Method

○門 知生1, 吉村 光生2

1門整形外科　, 2吉村整形外科医院

【はじめに】肘関節周辺や指関節部の骨折，靭帯損傷後に対してギプスなどによる外固定は関
節拘縮を引き起こし，可動域障害が残存し苦労することがある．今回，吉村が発表した屈曲・
伸展交代固定法による治療を行い自験例を加えて報告する．
【方法】伸展位・屈曲位の2種類のギプスシーネを作成し，一日数回（日中は，約６時間毎，就
寝中は伸展位）交互に装着する．固定角度は痛みを伴わない範囲で行い，可能な伸展・屈曲か
ら軽度減じた程度とする．更に就労中などADL上便利な角度のものを追加作成したり，経過中に
屈曲・伸展角度をより有効にすることもある．
基本的に術直後または翌日から装着させ，患者や家族に装着方法を指導した．入院中の高齢者
には理学療法士が装着を行った．各々の固定肢位で関節や骨折部に変形や転位をきたさないこ
とを透視下で確認した症例を適応とした．
【対象】症例は14例で，年齢は12から86歳で平均43歳であった．肘頭骨折3例，橈骨頭骨折
4例，内反肘矯正骨切術後２例，上腕骨顆上骨折・離断性骨軟骨炎・橈骨小頭骨折が各１例で，
指PIP関節の側副靭帯損傷・関節内骨折が各１例であった．
【結果と考察】外固定を交換する際に強い痛みを訴えることなく２肢位の交代が可能であり，
装着が困難な症例はなかった．整復した骨折の再転位や関節の再脱臼もなかった．外固定除去
後，軽度の関節拘縮は残存するが可動域訓練を行うと容易に回復した．13例は，遷延すること
なく骨癒合したが，86歳の上腕骨顆上骨折１例に偽関節がみられたが，追加手術はしていな
い．本法は，外傷後あるいは内固定術後の安静を保ちながら行えるので，術後早期の腫脹・疼
痛の予防効果もあり，毎日数回の可動は関節拘縮の予防と固定除去後の早期の回復に有効と思
われる．
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前腕回旋障害の手術で近位と遠位橈尺関節への処置を要した症例
Surgery for contracture of the forearm rotation due to both the proximal and the distal radioulnar joints

○阿部 宗昭, 川上 剛, 木下 明彦

春秋会城山病院 　整形外科

　前腕回旋障害の原因が橈尺関節にある場合、近位か遠位の処置で回旋障害は改善するが、片
方の関節の処置では改善しないことがある。このような症例に対し近位と遠位両方の関節の処
置で回旋障害が改善した症例を報告する。対象　前腕の回内・回外制限があり、近位または遠
位の橈尺関節の処置で回旋障害が改善せず、近位と遠位の両関節の処置を要した３例を対象と
した。症例１：５４歳、女性、関節リウマチ。橈骨頭の切除では改善せず、尺骨頭切除を追加
した。症例２：２１歳、男性、先天性橈骨頭脱臼。橈骨頭切除では回外制限は改善せずBaldwin
手術を追加した。症例３：４２歳、男性、陳旧性橈骨頭脱臼。Baldwin手術、骨間膜の切離で改
善せず、橈骨頭の切除を追加した。結果：追跡期間は１年４ヵ月～６年３ヵ月、平均３年７ヵ
月である。。症例１は回外０°が９０°、回内２０°が９０°に改善した。症例２は回外制限
はなく、回内ー４０°が３０°に改善した。症例３は回外３０°が９０°に、回内６５°が８
５°に改善した。３例共に術後、肘・手関節での不安定性は生じなかった。考察：前腕回旋障
害の原因は骨間膜の拘縮によるものもあるが、その多くは近位か遠位の橈尺関節にある。近位
の場合は橈骨頭切除、遠位の場合はDarrachあるいはBaldwin手術かSauve-Kapandji手術で改善
することが多い。しかし、時に近位または遠位の処置では回旋障害が改善しないことがある。
このような例では近位の処置で改善しない場合は遠位の処置を、遠位の処置で改善しない場合
は近位の処置で回旋障害の改善が期待でき、自験例では期待通りの結果であった。当初、心配
した肘あるいは手関節の不安定性や不安定感は生じなかった。以上より近位あるいは遠位の処
置で改善しない回旋障害は両方の関節の処置を同時に行うことが推奨される。
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重度手部開放骨折の治療成績
Treatment of severe open fracture in the hand

○谷川 暢之, 齋藤 貴徳

関西医科大学附属滝井病院　整形外科

【目的】重度手部開放骨折は、手背部での伸筋腱断裂や皮膚欠損などの軟部組織損傷、血管神
経損傷、関節内損傷を伴う複雑な外傷である。また術後腱癒着や関節拘縮も必発であり、一旦
生じた拘縮を改善させることは受傷程度が激しくなるにつれ困難となる。今回我々は同外傷の
治療成績を報告する。【対象】受傷後2年以上経過観察が可能であった手部開放骨折10例10手を
対象とした。男性9例、女性1例、平均年齢49.9歳、Gustilo分類では3Aが3例、3Bが4例、3Cが3
例であった。受傷原因はプレス機での圧挫損傷が6例、旋盤への巻き込みが2例、交通外傷が2例
であった。全例受傷後golden hour内に血行再建、骨接合術、断裂腱の縫合や一期的腱移行術を
施行した。皮膚欠損に対しては、即時腹壁皮弁にて被覆したのが1例、二期的に遊離植皮術を3
例に、大腿前外側穿通枝皮弁術を1例に施行した。後療法は、術後数日目より手関節手指他動運
動訓練を開始し、創治癒後はスプリントを併用した手指可動域訓練を行った。【結果】術後MP
関節伸展拘縮に対して、関節授動術を7例15関節に施行した。授動術を施行したMP関節の平均可
動域は、術前14.2°が術後38.2°へと改善したが、満足のいく結果ではなかった。最終調査時
のChenの評価基準ではクラスIが4例、IIが4例、IIIが2例、廃用肢であるIVは認めなかっ
た。【考察】手部重度外傷に対して、積極的加療を行っても拘縮は必発である。また関節授動
術や腱剥離術を追加しても十分な可動域の改善は図れなかった。骨性支持、血行動態、軟部組
織の状態を受傷後早期に安定させて、装具併用下手指可動域訓練を開始することが、関節拘縮
の発生を回避させるために重要であると考えられた。
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当科における母指内転拘縮および第1指間瘢痕拘縮に対する治療法
の検討

Our Treatment of Contracture of adductor pollicis

○東盛 貴光, 菊池 雄二, 櫻井 裕之

東京女子医科大学 形成外科

母指内転拘縮における拘縮の程度は様々であり、症例個々に応じた治療が必要である。今回わ
れわれは、外傷や炎症に伴う母指内転拘縮に対して様々な治療を適用し、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、2004年から2013年までの過去10年
間における20症例であり、平均年齢は38歳、男性17例、女性3例であった。原疾患の内訳は、熱
傷11例、デグロービング損傷3例、切断や挫滅創などの重度外傷3例、挫創後瘢痕2例、壊死性筋
膜炎1例であり、先天異常に伴う拘縮は除外した。これらに対しTajimaらの報告に準じて拘縮組
織を皮膚性、深部軟部組織性、骨・軟骨・関節性にそれぞれ分類し、治療方法や改善度につい
て検討した。皮膚性拘縮11例中6例で局所皮弁、5例で全層植皮術が施行され、対立機能は全例
Excellentであった。皮膚軟部組織拘縮3例全例で遊離皮弁が施行され2例でExcellentであった
が手指欠損を伴うデグロービング症例でFairであった。皮膚・軟部組織・骨関節組織のすべて
に拘縮を伴う6例は、(遊離)皮弁移植のみ施行した2例でPoorであったが、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）を併用した4例ではお
おむね良好な成績を得た。第１指間の皮膚性拘縮では、その範囲に応じて局所皮弁や全層植皮
が有用であるが、軟部組織に至る拘縮では不十分であり、軟部組織再建を考慮した遊離皮弁移
植の有用性が、新垣、金谷らをはじめ緒家らにより報告されている。さらに、皮膚軟部組織か
ら骨関節に至る拘縮を認めた場合は骨間筋の拘縮解除に加え、皮弁による軟部組織の再建およ
び1-2カ月のIMを用いた他動外転を行うことで骨・関節拘縮の改善が得られ、五谷らや浜田らが
その有用性について報告した。
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イリザロフミニ創外固定を用いたPIP関節拘縮と隣接指骨に障害を
もつ難治症例の1期的治療経験

Treatment with a modified Ilizarov Method for Contractures of PIP Joint Complicated by Adjacent

Phalanx Non-Union, Deformity or Cartilage Defects : Refractory Case Series

○浜田 佳孝1, 日比野 直仁2, 吉岡 慎治2, 山野 雅弘2

高井 宏明3

1徳島県立中央病院　整形外科, 2徳島鳴門病院, 3阿南医師会中央病院

【目的】イリザロフミニ創外固定(IM)によるPIP関節伸展・屈曲拘縮の安定した治療結果は以前
に報告した．PIP関節拘縮と同時に1)基節骨変形癒合，2)中節骨の感染性偽関節，3)掌側約50%
の関節軟骨欠損を伴う難治症例では，それぞれ基節骨矯正骨切り術，中節骨骨接合，軟骨移植
等で治療し，その前・後にPIP関節拘縮を評価するという，長期の段階的治療となる．IMにて1
期的に治療したので報告する．
【方法・成績】1)56歳　男性 3M前に受傷，外固定を受けた．左小指基節骨骨折背屈変形癒
合，PIP関節屈曲拘縮の為，初診．副子療法で障害指関節，隣接指の拘縮を改善させた後，小切
開基節骨矯正骨切り部の固定と中節骨にIM装着した．2)46歳 女性 右中指中節部不全切断で骨
接合，植皮等の治療を約3M受けるも，中節骨偽関節+遠位骨壊死，皮膚欠損，PIP関節伸展拘縮
の為，初診．皮弁+プレート固定＋骨移植を行うも創部感染でプレート露出した．感染性偽関
節，X線で骨壊死様硬化像も改善なく，プレート抜去しIM装着．偽関節部は圧迫し骨形成・吸収
に注意しながら，後にPIP関節の牽引を開始した．3-1)18歳 男性 左示指不全切断後2Mで，PIP
関節拘縮(-45/50)と，関節軟骨は中節骨の50%以上が粉砕(複数の薄い関節面剥離型の骨折と基
節骨頭の骨折)を呈する症例．3-2)33歳 男性 受傷後9.5Mで，右環指陳旧性PIP関節内骨折+ PIP
関節拘縮(-30/50)，関節軟骨障害で轢音を伴う運動障害を呈する症例．3)の2例は約3M間五谷式
IMを装着し，自動・他動運動を施行した．4症例ともに可動域の改善がみられ偽関節と骨切り部
で骨癒合が得られた．
【結論】創外固定で難治症例を低侵襲に治療できた．長期の創外固定で同心性関節運動を行う
と，軟骨移植なく加療できる可能性があり，本手技の適応が今後の課題である．
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リウマチ手関節に対する部分手関節形成術の手技上の一工夫
A Novel Technique for Partial Arthrodesis of Rheumatoid Wrists

○吉原 由樹

倉敷成人病センター　整形外科

【目的】尺側移動の確実な整復と手根骨高の改善を行い、手関節の掌屈可動域を維持するため
の橈骨月状骨固定(RLF) の術式を改変した。その手術成績を検討する。【方法】RA手関節に対
する手術62手のうちRLFは22手に行っていた。従来は、airtome を用いて関節軟骨を切削して橈
骨月状関節(R-L)間に破砕骨片を移植していた(A群)。新術式(B群8手)は以下のごとく行った。
すなわち橈骨の月状骨関節窩を背側よりボーンソーで骨軸に垂直に矩形に切除し、尺骨の骨切
り部から採取した高さ6-8mmの円筒形の移植骨を、骨切り面に挟むようにステープルとk-wireで
固定した。【結果】尺側移動率(e/mc) はA群初期6 手では術前0.20±0.05術後0.18 ± 0.04、B
群では術前0.17±0.05術後0.10 ± 0.06 で、B群では有意に良好な整復が得られていた。ま
た、中手骨手根骨高比（CHR）はA群：術前0.46±0.09術後0.47±0.06、B群：術前0.53±0.02術
後0.54±0.04であった。手関節可動域(背屈/掌屈)はA群：術前（35/37°）術後
(41/24°）、B群：術前（52.5/46.7°）術後(50/30°)で術後の可動域はB群がよかったが、術
前もB群の方がよかったので新術式により可動域の温存に成功したとは言えない。また数例にお
いて月状有頭骨間の関節症変化の進行がみられた。【考察】RLF に際してR-L間に十分な厚さの
骨移植を行うと、橈骨舟状骨関節裂隙を開大し可動域の悪化を低減することができると考えら
れている。旧術式では曲面に破砕骨片を骨移植していたが、新術式では骨軸に垂直な骨切り面
に矩形の移植骨を挟み込みステープルで固定している。このため良好な固定性が得られ術後の
早期可動域訓練開始が可能であった。【まとめ】新術式によってX線評価は改善していたが、可
動域の改善には必ずしも有効ではなかった。最適な移植骨の高さの検討が求められる。
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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尺側手根屈筋
腱移行術の成績

Flexor carpi ulnaris tendon transfer for multiple extensor tendon rupture in patients with rheumatoid

arthritis

○小畠 康宣, 中野 健一, 仲西 康顕, 面川 庄平
田中 康仁

奈良県立医科大学　整形外科

【目的】関節リウマチ（RA）患者の合併症として伸筋腱断裂はしばしば発生するが、示指～小
指の4指におよぶ断裂は希である。今回3～4指断裂例に対し尺側手根伸筋腱移行による再建を施
行した症例につき報告する。【方法】対象症例は示指～小指の4指断裂3例、中指～小指断裂1例
の計4例で全例女性であった。手術時年齢は52歳～75歳（平均63歳）で、腱断裂発症から手術ま
ではすべての症例で2年以上の経過を経ていた。手術は背側縦切開にて腱断裂部を展開し、手関
節の固定や形成術を施行する。次に掌側のFCU直上の切開よりFCU遠位端を切離し近位へ剥離
後、尺骨切除部より背側へ誘導し長掌筋腱や断裂腱をbridging graftとして使用して各指の伸
筋腱と縫合した。術後は約1週間の圧迫包帯固定の後、ダイナミックスプリントを用いてリハビ
リテーションを施行した。同時に手関節固定術を2例に、darrach法（手関節強直例）、sauve-
kapandji法を1例ずつに施行した。術後経過観察期間は2年～9年（平均5.5年）で、術後可動
域、疼痛VAS、DASH、ｍHAQにつき調査した。【成績】術後再断裂を生じたものはなく、MP関節
の伸展可動域は3例で完全伸展が得られていたが、1例では伸展-50゜と伸展制限が見られた。ま
たMP関節屈曲能に制限を生じた症例はなく、手術側手の使用についてADL上の改善に対しての患
者満足度は高かった。疼痛VASは術前平均73.3から53.3へ軽度改善、ｍHAQは術前平均0.75から
1.0へ軽度悪化、術後DASHでは平均69.3と依然上肢全体の障害が残存していることが示唆され
た。【結論】3～４指断裂例に対するFCU移行術は比較的良好な結果が得られると考えられ、断
裂後に長期間経過しており、通常の腱移植術や移行術では力源が確保困難な症例には選択肢の
一つとなり得ると考えられた。
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MRIを用いた関節リウマチ(RA)患者の手関節における伸筋腱断裂と
尺骨遠位端背側脱臼および滑膜炎との関連

The relation between extensor tendon tear and dorsal dislocation of distal ulna ,synovitis using MRI in

rheumatoid arthritis (RA)

○広白 大介1, 秋田 鐘弼2, 岩橋 徹1, 辺見 俊一3

1国立病院機構　大阪南医療センター　整形外科

2国立病院機構　大阪南医療センター　リウマチ科, 3辺見クリニック

【目的】
RAにおいて伸筋腱断裂を予測するため第48回本学会で我々は、3DCTを用いたRA手関節における
尺骨遠位端背側脱臼と伸筋腱断裂との関連を報告した。今回はその方法をMRIに応用して行っ
た。
【方法】
対象は2010年1月から2013年7月までに当院でRA手関節に対し手関節形成術および手関節(部分)
固定術を行った50歳から79歳までの女性で49例49手とした。術中に伸筋腱断裂を認めた28手を
断裂群、認めなかった21手を非断裂群とした。なお、今研究ではEPL断裂を生じているものは対
象から除外した。調査項目は、MRIを用いて尺骨遠位端背側脱臼を定量化し、背側脱臼の程度と
伸筋腱断裂との相関を調べた。さらに腱鞘滑膜の増生、遠位橈尺関節の滑膜の有無、それらの
滑膜の連続性も調べた。
【結果】
尺骨遠位端背側脱臼度は断裂群が平均0.66(0.16-1.06)、非断裂群が0.46(0.14-0.85)であり、
断裂群が統計学的にも有意に大きな値となった。また、尺骨遠位端背側脱臼および腱鞘滑膜と
遠位橈尺関節の滑膜との連続性は伸筋腱断裂と関連があった。
【結論】
RA手関節における伸筋腱断裂と尺骨背側脱臼および滑膜炎には関連性があり、それらを評価
し、さらに伸筋腱断裂を予測する方法としてMRIを用いた今研究の方法は有用と考えられる。
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関節リウマチ患者の伸筋腱腱断裂に対する腱移行術成績への術前手
関節可動域の影響

The effect of pre-operative ROM of the wrist on the outcome of tendon transfer performed in RA patients

with extensor tendon rupture.

○岩永 康秀1, 森崎 裕1, 高本 康史1, 大江 隆史2

田中 栄1

1東京大学　医学部　整形外科, 2名戸ヶ谷病院

【背景と目的】関節リウマチにおいてDRUJ障害により生じる伸筋腱断裂は稀ではない。術後成
績としてMP関節の伸展不全角度などがしばしば測定されている。装具の使用、術前罹病期間、
罹患指の本数などが成績に影響を及ぼす因子として言われているが、術前手関節可動域との関
係については明らかにされていない。そこで今回、術前手関節可動域と、腱移行術術後のMP関
節可動域に対する関係について検討した。【方法】当院にて2009年から2013年の5年間で伸筋腱
皮下断裂に対して手関節形成術+伸筋腱再建術を行われたRA患者25例49指(全て環小指)を対象と
した。男性3例女性22例、手術時平均年齢64.3歳（SD14.7）であった。後療法は全例で術後1週
間以内よりdynamic splintを用いた可動域訓練を開始した。術後成績として術後約6ヶ月でのMP
関節伸展不全角及びMP関節arcを測定し、術前手関節arcとの関連性を検討した。【結果】術前
手関節arcの平均は78.8度、術後MP関節伸展不全角度の平均は7.1度、術後MP関節arcの平均は
78.9度であった。術前手関節arcと術後MP関節伸展不全角度とは相関を示さなかったが、術前手
関節arcと術後MP関節arcとの間には中等度の正の相関がみられた(Spearmanのρ＝
0.57(p＜0.001))。【考察】術前手関節可動域が良いとdynamic tenodesis効果から術後MP関節
伸展不全角度が少ないと思われたが、本研究の結果では術後MP関節arcに影響はあるが、術後MP
関節伸展不全角度に対する影響はなかった。本研究の結果を踏まえると、術前に手関節可動域
が悪い患者は、術後に獲得できるMP関節arcが少ないと予測され、伸展屈曲いずれを重視するか
を術前に患者と検討して術中の伸筋腱再建のtensionを決める必要があると考えられる。
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関節リウマチの手指尺側偏位変形矯正における伸筋腱の基節骨縫着
処置併用の有用性

The effects of extensor tendon fixation at the base of proximal phalanx on the correction of ulnar drift in

patients with rheumatoid arthritis

○石井 克志1, 持田 勇一1, 山田 祐嗣1, 三ツ木 直人2

齋藤 知行3

1横浜市立大学附属市民総合医療センター　リウマチ・膠原病センター

2横浜市立大学附属市民総合医療センター　整形外科

3横浜市立大学附属病院　整形外科

【はじめに】当科では関節リウマチの手指尺側偏位変形に対してシリコン製の人工手指関節を
用いた関節形成術を行っている。以前より尺側偏位矯正の軟部組織再建には伸筋腱膜を用いた
中央化を行ってきたが同法のみでは矯正不十分と考え、最近は伸筋腱の基節骨基部への縫着処
置を併用している。【目的】本研究の目的は、尺側偏位矯正における伸筋腱の基節骨縫着処置
併用の有用性について検討することである。【対象】対象は2～5指の尺側偏位変形に対してシ
リコン製MCP人工手指関節置換術を施行した22例88関節であり、伸筋腱の基節骨への縫着処置併
用群（A群）、非併用群（B群）各々11例44関節であった。【方法】評価は術前および術後6カ月
に行い、臨床評価としてMCP関節可動域、DASHスコア、患者満足度（VASで評価）、X線学的評価
として尺側偏位角度を調査した。【結果】術前可動域は両群間で差はなく、術後は伸展A群-
6°、B群-10°、屈曲A群55°、B群61°であり、伸展はA群、屈曲はB群で優れてい
た。（p＜0.05）術前尺側偏位角度は両群間で差はなく、術後6カ月ではA群9°、B群16°と両群
とも有意に改善したが、A群での矯正が有意に優れていた（p＜0.05）。術前の尺側偏位角度に
かかわらず、術後に20°以上の尺側偏位を認めたのはA群5指11%、B群15指34%とB群で矯正不良
指が多かった（p＜0.05）。DASHスコアは全例で手術により改善し、術後尺側偏位角度にかかわ
らず患者満足度（VAS平均78点）は高かった。【考察】シリコン製人工手指関節置換術の短期臨
床成績は伸筋腱の基節骨への縫着処置併用の有無にかかわらず良好であった。今回の結果から
は尺側偏位矯正の維持には伸筋腱膜を用いた中央化に加え、伸筋腱の基節骨基部縫着処置併用
の有用性が示唆されたが、今後さらに多くの症例についての検討が必要と考えられた。
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広範な骨欠損を伴った指関節に骨移植を併用した人工指関節置換術
Finger arthroplasty with bone graft for rheumatoid arthritis

○平良 貴志1, 南川 義隆1, 束野 寛人2, 有島 善也3

高群 浩司4

1東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院, 2熊本整形外科病院

3鹿児島赤十字病院, 4相模原病院

リウマチ（以下RA）手の再建術の中で高度な脱臼や変形による広範な骨欠損例に対する人工指
関節置換術は禁忌とされてきた。今回骨欠損の著しい症例に対して、Self Locking Finger
Joint(以下SLFJ)に中足骨骨頭を用いた骨移植を併用した人工指関節置換術6例7関節を経験した
ので報告する。年齢は32～71歳。術後経過観察期間は1ヵ月～6年6ヵ月。症例の内訳はMP関節が
脱臼位であったために基節骨背側の骨欠損のあった3例3関節、進行したスワンネック変形によ
り基節骨の背側に骨欠損のあったPIPの1例2関節、PIPのSLFJ再置換で近位基節骨に骨欠損が強
かった1例1関節、極度に屈曲したボタン穴変形により基節骨掌側に骨欠損のあったPIPの1例1関
節であった。SLFJに骨移植を併用した最初の症例は、MP関節で基節骨背側の骨欠損に対して
SLFJのJoint anchorを髄腔に挿入した後に移植骨をかぶせて軟鋼線固定を行った。術後2年で脱
臼したため再度中足骨の骨頭で側副靭帯を含めた骨移植を行った。この症例以後は骨欠損部を
十分に郭清し、大きめの移植骨を髄腔も含めて軟鋼線固定を行った後に髄腔のリーミングを行
うこととした。術後1ヶ月のボタン穴変形の症例を除き全ての移植骨は生着しSLFJの緩みは見ら
れていない。MP関節の3例は整復位で安定し、可動域、握力、ピンチ力は改善し満足度も高い。
スワンネック変形の症例ではPIP関節軽度屈曲位でほぼ強直となった。SLFJ再置換例はプロの琵
琶奏者で可動域改善し現職復帰している。ボタン穴変形の症例では創外固定を用いて人工指関
節の設置が可能となり伸筋腱の再建には浅指屈筋腱の半側を背側に移行したチャレンジングケ
ースではある。これまで関節固定術しか選択肢のなかった高度脱臼例や屈曲拘縮に対して治療
の選択肢が増えることを期待したい。
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生物学的製剤使用下におけるRA手の外科手術について
Hand Surgery in RA Patients with Biologic Agents

○中川 夏子, 香山 幸造, 寺島 康浩, 横山 公信
立石 耕司

一般財団法人甲南会　甲南加古川病院　整形外科

【目的】生物学的製剤は関節リウマチ（RA）の疾患活動性やRAに伴う関節破壊を抑制するとさ
れ、その導入から10年が経過しさらに積極的に使用されるようになっている。RA治療は大きく
変化してきており、生物学的製剤使用下における整形外科手術も増加している。今回当科にお
ける生物学的製剤使用下での、RA患者の手関節および手指に対する手術（骨折等の外傷を除
く）について検討し報告する。【対象および方法】2003年から2012年末までの当科RA患者にお
ける整形外科手術1990件中、生物学的製剤使用下手術は229件であり、その中で手関節・手指に
関する手術は44件であった。手術の内訳は、手関節鏡視下滑膜切除術3件、手関節形成術・固定
術22件、手指関節形成術・固定術16件、腱関連手術他3件であり、使用中の生物学的製剤の内訳
はインフリキシマブ 7件、エタネルセプト28件、アダリムマブ6件、トシリズマブ1件、アバタ
セプト2件であった。これらの症例に対し、生物学的製剤の手術に対する影響や術後経過等につ
いて検討した。また術後に生物学的製剤を導入した症例についても検討した。【成績】生物学
的製剤使用下での手関節・手指手術手術は、下肢の手術に比較して、良好なRAコントロール下
で行われており、単関節に症状が残存する症例が対象となっていた。手術時のステロイド使用
率も下肢手術に比して約50％減少していた。術後創の感染等はみられず、特に問題なく経過し
ていた。また術前に比して症状の改善が認められていた。手術後の生物学的製剤の導入も比較
的順調に行われていた。【結論】生物学的製剤使用下の手関節・手指手術は比較的安全に施行
可能で、有用と思われた。進歩した薬物治療下でも症状が残る症例は多く、今後RAの薬物治療
と手外科手術の密接な協力関係がより一層必要不可欠となると予想される。
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Dupuytren拘縮のMRI所見－組織学的所見との比較検討－
Evaluation for Dupuytren's Contracture Using MRI with Relation to Findings of Histology

○辻井 雅也1, 飯田 竜2, 大角 秀彦3, 平田 仁4

須藤 啓広1

1三重大学大学院　整形外科, 2永井病院　　整形外科, 3おおすみ整形外科

4名古屋大学大学院　手の外科

【目的】Dupuytren拘縮(DC)の病態は依然不明であるが.筋線維芽細胞 (MF)で形成される腱膜の
結節(nodules:N) 部が病態の中心と考えられている.実際にN部を対象に様々な解析され,病期も
MFでの分類が一般的である.そのため治療前のN部の評価は重要であると考えられる.DCの治療前
MRIがDC腱膜の病態を反映しうるかを検討した.
【方法】対象はDCで手術を施行し,術前MRIを撮像した16例18手,内訳は女性1例,男性15例,平均
年齢69歳,Tubiana分類はgrade1:2例,2:6例,3:5例,4:5例でPIP屈曲70度以上(D+)6例であった.切
除腱膜はパラフィン切片として屈曲が最も強かった指の腱膜をHE染色で結節部数を評価し
た.MRI(Achieva 1.5T,PHLIPS)は軸,矢状断を用いてT2強調像で高信号領域をN部として数を,部
位はPIP,MP関節レベルを基準に測定した.組織とMRIでのN部数の相関を統計学的に検討した.
【結果】組織学的にN部は1標本につき平均2.9個,MRIでは平均2.3個確認でき、統計学的に有意
な相関(R2=0.63, P=0.013)を認めた.部位的にはMP関節近位（2̃28mm）に13例(72%)で基節部
(PIP関節近位7-18mm)に15例(83%)で認めたが,PIP関節近傍でN部を確認できたのは5例(28%)であ
った.Tubiana分類grade4もしくはD+を除くと組織学的評価とMRIの相関係数は0.71,0.84であっ
た.またN部以外の腱膜では全体的に腱と同じく低信号域であった.
【考察】過去の組織学的病期分類においてN部の形成期に術後再発リスクが有意に高いことが示
されてきた.近年有用性が報告されるcollagenaseでの治療も含めて治療前にN部を評価すること
は重要と考えられる.今回の検討から術前MRIにおいてN部は有意に示されたが,臨床病期の進行
例,特にPIP屈曲位の強い例では評価に注意を要する.また組織学的にN部以外の腱様組織にMFを
認める例があり, MRIでは再発の予測にはなり得ないと考えた.
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デュプイトラン拘縮に対するneedle fasciectomyの短期成績
A short-term result of needle fasciectomy forDupuytren's contracture

○山崎 厚郎, 國吉 一樹, 松浦 佑介, 小林 倫子
助川 浩士

千葉大学大学院　整形外科学

【目的】デュプイトラン拘縮に対して海外では経皮腱膜切開術は主要な治療法の一つであるが
日本では未だ報告されていない。我々はDr. Eatonに習った後、H24年1月より経皮腱膜切開術を
行ってきているのでその短期成績につき報告する。【対象と方法】経皮腱膜切開術施行後1年以
上経過観察を行ったデュプイトラン拘縮患者10例12手である。全例男性、平均年齢
66歳、Tubianaのstage分類はstage 1: 4、stage 2: 4、stage 3: 3、stage 4: 1例であっ
た。AbeのDiathesis scoreは平均3.2 (1-6)であった。Eatonの方法に準じて25G針で経皮腱膜切
開を施行した。術中および最終診察時Total Passive Extension Deficit (TPED)と矯正率につ
き検討した。【結果】全例で術直後に他動的には完全伸展が得られた。平均TPEDは術前71°、
術直後0°、最終診察時21°、矯正率は術直後100%、最終診察時70%であったが、短期的には患
者満足度は極めて高かった。
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Dupuytren拘縮に対するジグザグ切開による選択的手掌腱膜切除の術
後成績

Postoperative results of the selective palmar aponeurosis excision by the zigzag incision for the

Dupuytren contracture

○山中 誠, 武光 真志, 平澤 英幸, 楠瀬 浩一

独立行政法人　労働者健康福祉機構　東京労災病院整形外科

【目的】当科のDupuytren拘縮に対する術後成績について調査し術後成績に影響する因子につい
て検討した。【対象と方法】　対象は、2009年から2013年に当科手術を行った18例23手、男性
16例、女性2例、年齢は51-75歳、平均67歳であった。術後経過観察期間は2週から1年4カ月平均
4カ月であった。Meyerdingの術前重症度分類は、0度1手、1度12手、2度6手、3度4手であった。
　手術適応はMP関節拘縮30度以上または硬結に疼痛があり日常生活に支障をきたすものとし
た。手術はジグザグ切開を用い選択的手掌腱膜切除とし、PIP関節拘縮が改善しない例には拘縮
解離を追加した。創閉鎖は必要に応じVY形成術を追加し一時的に創閉鎖を行った。術後外固定
は原則行わなかった。　術後成績についてはTubianaの評価基準を用い評価し、Tonkinらの方法
に準じて拘縮角度の改善率を計測した。また、手術時合併症の有無を調査した。【結果】　
Tubianaの評価基準では23手中、優5手、良14手、可2手、不可2手であった。拘縮改善率は、全
指平均で72％、小指68％、他指78％。MP関節では86％、PIP関節では64％。Meyerding 0度と1度
では79％、2度では69％、3度では70％であった。PIP関節拘縮解離を追加したのは1例であっ
た。合併症は軽度のしびれの残存が1例のみで、創遷延治癒はなく、指動脈損傷、指神経断
裂、CRPSなどの重大な合併症はなかった。【考察】　これまでの報告と同様本報告でも強度の
拘縮例、PIP関節罹患、小指罹患などが術後成績悪化の要因であった。本報告の成績不良例で
は、特に術後疼痛のためリハビリテーションを積極的に行うことができずに成績が悪化してい
るものと考えられた。
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高度なPIP関節の屈曲拘縮を伴ったDupuytren拘縮に対する手術成績
Clinical Results of the Dupuytren Contracture with Severe Flexion Contracture of the PIP Joint

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科

【目的】Dupuytren拘縮の予後不良因子の一つにPIP関節の屈曲拘縮が挙げられている．PIP関節
の伸展-60°以上の高度な屈曲拘縮症例の手術成績について報告する．【方法】1993年12月から
手術後1年以上の経過観察ができた10例11指を対象にした．全例が男性で，手術時年齢は平均69
歳で，罹病期間は平均5年であった．罹患側は右8指，左3指で，罹患指は小指が9，環指が2であ
った．術前のPIP関節の伸展は-60～-95°，平均-75°で，TAMは80～195°，平均144°であっ
た．手術は選択的手掌腱膜切除術を行い，必要に応じてZ形成術，掌側板の切離を追加した．術
後の2か月間は夜間に手指の伸展装具を装着させた．手術後の経過観察期間は平均2年1か月であ
った．【成績】手術の合併症として，一過性神経障害を1指に認めた．術直後のPIP関節の伸展
は-10～-50，平均-27°であったが，術後3か月で平均-37°，最終経過観察時では-15～-65°，
平均-40°と少しずつ拘縮が進行していた．PIP関節の伸展獲得角度は10～60°，平均で35°で
あった．最終観察時のTAMは115～275°，平均215°で術前より71°改善していた． Tubianaの
評価基準では，良が7指，可が4指であった．【結論】PIP関節の高度な屈曲拘縮例では，病的腱
膜切除に加えて皮膚のZ形成，PIP関節の拘縮解離術をしてもPIP関節の伸展が十分得られない症
例があった．また，術後に徐々に伸展障害が進行する傾向があった．しかし，全例で術前より
もMP関節を含めた罹患指が伸展できるようになり，ADL動作で改善がみられていた．伸展障害が
大きく残った症例は術直後から伸展制限がより強くあり，手術で拘縮をさらに取り除くことが
できなければ，伸展の改善は期待できない．PIP関節の屈曲拘縮が軽い段階で手術を勧めるべき
である．
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ジグザグ切開を用いたDupuytren拘縮（Meyerding分類Grade 3）の手
術治療成績

Operative Treatment for Dupuytren contracture with zig-zag incision

○梶原 了治

松山赤十字病院　整形外科

【目的】Dupuytren拘縮に対してはいくつかのアプローチが存在する。演者らは比較的重症例に
対してもジグザグ切開にY-V形成を追加することを原則としており、本法の手術成績を報告す
る。【対象】2011年4月以降に当院で施行したDupuytren拘縮に対する手術症例のうちMeyerding
分類のgrade3の重症例7例を対象とした。すべてジグザグ切開で展開し、閉創時には適宜Y-V 形
成を加えた。PIP関節の拘縮がcordの切除のみでは改善しなかった2例にはcheck-line ligament
や側副靭帯掌側の解離を追加し、術後可及的伸展位でのK-wireによる仮固定を数日行い、以後
Kapena splintと夜間装具による伸展補助を行った。【結果】2例に一過性の指神経障害を認め
た。全例一期的に閉創可能であり、術後に皮膚トラブルを生じた症例はなかった。術後平均拘
縮改善率は82.5%（68.4～89%）、関節別の拘縮改善率はMP関節95%、PIP関節69.5％、DIP関節50
％であった。Tubianaの評価基準はvery good  4手、good 3手であった。【まとめ】Dupuytren
拘縮に対するジグザグ切開を用いた進入法はデザインは容易である反面、皮弁が薄くならない
ように術中に細心の注意を払う必要がある。Y-V形成による皮膚の延長量には限界があるため、
重症例において皮膚欠損を生じる可能性が危惧されるが今回の症例では全例で一期的閉鎖が可
能であり、創治癒が遷延した症例もなかった。手掌腱膜切除のみでは改善しなかったPIP拘縮に
対しては掌側の解離が必要であった。拘縮改善率においては諸家の報告と同様にPIP関節以遠の
成績が劣る傾向にあった。
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強剛母指の超音波検査所見と予後
Sonographic Assessment of Pediatric Trigger Thumb

○太田 憲和, 北野 牧子, 北城 雅照, 下村 哲史

東京都立小児総合医療センター

【目的】小児強剛母指は，長母指屈筋腱に発生する腫瘤状肥大がA1腱鞘の通過障害を引き起こ
して生じると考えられている．大半の症例で良好な自然経過をとる一方で，スプリントによる
積極的な治療にも関わらず手術に至る症例も存在する．IP関節伸展制限や剛直の程度が強いほ
ど予後不良という説もあるが，必ずしも予後とは相関していない印象が持たれる．今回，小児
強剛母指の予後を予測するためのツールとして超音波検査に注目し，その検査結果と臨床所見
との関係を検討したのでこれを報告する．【対象】平成22年3月以降に当センターを受診した強
剛母指患者のうち超音波検査を実施した47例（男22，女25）を対象とした． 罹患側は右24例，
左10例，両側13例であった．【結果】初診時平均年齢は３歳７ヶ月であった．長母指屈筋腱の
肥大が全例でみられ，片側例の肥大部横径は健側比で平均約 1.72であった．腱鞘にひっかかっ
た屈筋腱がたわんで生じるとされる腱内の低エコー像（dark tendon sign，以下DTS）が１例を
除いた全例でA１腱鞘下に確認されたが，動的撮影の検証の結果，DTSは腱自身のたわみによる
ものではなく，引き寄せられて折り重ねられたA1腱鞘が発生原因であることが分かった．屈筋
腱が肥大しているほどDTSは大きくなる傾向があり，DTSが大きいほどIP関節の伸展制限は大き
くなる傾向が認められたが，初診時の腱肥大やDTSの大きさと予後との関連性は少なかった．屈
筋腱肥大部での腱線維走行の不整像がより顕著なものほど，予後不良な傾向が見られ
た．【考察】腱線維走行のみだれが短期経過不良例には強い傾向が見られたため，予後を予測
するにはDTSのために腱実質の評価が困難なIP関節最大伸展位ではなく，できるだけIP関節を屈
曲位にして超音波検査を実施していく必要があると考えられた．

S581



2-7-2

ばね指の対称性罹患
Symmetric occuring in trigger digits

○鈴木 歩実, 神田 俊浩, 向田 雅司, 大井 宏之

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】２本のばね指を有する患者において、その2本の罹患指の関連の有無について検討す
る。
【方法】2006年から2013年の間に当院で2本の指に対しばね指（Quinell grade 2以上）と診断
された成人患者190例380指を対象とし後ろ向き調査を行った。女性137例・男性53例、平均年齢
は58.9歳であった。症例ごとに利き手とどの指に罹患していたかを調査した。
【結果】利き手の内訳は右利き174例・左利き9例・両利き7例であった。両利き患者を除いた
183例で罹患指の組み合わせを調査すると、両手に罹患指を認めた（以後両側罹患）のは108例
（59.0％）であり、そのうちで対称性に罹患していたのは74例（40.4％、両側罹患群のうち
68.5％）であった。74例中、母指-母指の組み合わせは35例・中指-中指の組み合わせは29例と
有意に多かった。
また、罹患指を利き手のみに認めたのは46例、非利き手のみに認めたのは29例であった。いず
れも中指・環指の組み合わせが最も多く（利き手19例: 利き手のみ群では41.3％・非利き手
12例: 非利き手のみ群では41.4％）、母指・中指の組み合わせの2倍以上だった。
なお、両利き患者をみると、両側罹患は6例で、対称性罹患は5例（両中指4例・両母指1例）で
あった。
【結論】母指ばね指・中指ばね指は対称性罹患が起こりやすく、また同側の中指と環指ばね指
の合併も起こりやすいことが考えられた。
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ストレッチを中心とした弾発指保存治療における罹病期間と症状の
推移

Correlation between duration of disease and symptom of trigger finger, treated conservatively with

stretching

○丹伊田 康介1, 千葉 有希子1, 阿部 圭宏2, 徳永 進2

1 佐倉整形外科病院　リハビリテーション科, 2佐倉整形外科病院　整形外科

【はじめに】
我々は，第56回日本手外科学会で，弾発指に対しストレッチが症状改善に効果的であることを
発表した．
今回，弾発指保存治療症例における発症から来院までの期間と症状の推移について検討したの
で報告する．
【対象と方法】
調査対象は，2009年9月～2013年9月に弾発指と診断され，リハオーダーを受けた280例のう
ち，1か月以上理学療法継続かつ評価可能であった117例175指を対象とした．手術例，リハオー
ダー以前のトリアムシノロンA注射例，follow期間1か月未満の症例を除外した．
 症例内訳は男性31例女性86例，母指49指，示指12指，中指69指，環指36指，小指10指，平均年
齢58.2歳（6～80歳），平均follow期間109.7 日であった．
調査項目は，発症から来院までの期間，治療内容，トリアムシノロンA追加の有無とした．来院
までの期間は，0～3か月未満（以下1群），3～6か月未満（以下2群），6～12か月未満（以下
3群），12か月以上（以下4群）に分けた．
治療方法に関しては，ストレッチのみで治療可能であった症例（以下S群）と，症状によりトリ
アムシノロンAの追加を要した症例（以下S＋I群）の２群に分けた．
調査はカルテ内容からretrospective に行った．データの利用については当院倫理審査委員会
の許可を得た．
【結果】
S群は73例，S+I群44例であり，1群57例中S1群37例，S+I１群20例，2群22例中S2群10例，S+I２
群12例，3群15例中S3群10例，S+I3群5例，4群23例中S4群16例，S+I4群7例であった．各群の治
療成績を検討した結果，S1群が最も改善が良好でS+I4群が治療に難渋する傾向がみられた．
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成人母指ばね指における腱鞘内トリアムシノロン注射後の形態学的
変化-超音波画像による検討-

The sonographic inspecting the effect of intrasheath triamcinolone injection for trigger thumbs in adults

○齋藤 善, 飯田 聖

水野記念病院　整形外科

【目的】母指ばね指は、他指と異なり、屈筋腱一本の滑走がA1 pulleyでの狭窄により発症す
る。ばね指に対するトリアムシノロン腱鞘内注射(以下TC注)の有効性の報告が散見される。今
回我々はTC注を行った成人母指ばね指患者に対して経時的に超音波検査を行い、TC注が腱や腱
鞘におよぼす形態学的変化について検討した。【対象と方法】対象は本法を施行し、6ヶ月以上
経過観察が可能であった成人母指ばね指症例20例20指である。男性8指、女性12指で、年齢は24
～82歳（平均55.6歳）であった。TC注はトリアムシノロン10mgと1％塩酸メピバカイン0.25ｍl
の混注とした。注射前、および注射後2週、4週、12週、6ヶ月の時点で超音波検査を行い、A1
pulleyでの横断面で滑膜性腱鞘を含む腱の断面積および靭帯性腱鞘の肥厚の有無を測定し、健
側と比較した。治療成績は、Patel & Moradiaの評価法を用いた。また、1 ％塩酸メピバカイン
0.5ｍlを腱鞘内注射した成人ばね指患者7例7指を対照群とした。【結果】治療後6ヶ月の治療成
績はExcellent 19指、Good 1指で全例症状改善を認めた。TC注のみ注射直後に腱鞘の高エコー
像を全例に認めた。狭窄部位であるA1 pulleyでの平均腱断面積比（患側/健側）は、母指は治
療前：1.25、2週：1.16、4週：1.05、12週：0.97、6ヶ月：0.92であった。治療前にA1 pulley
の肥厚を14例に確認できたが、TC注後4週で全例消失した。一方、対照群は、注射後8週以内に
症状増悪したため、調査中止した。【考察】最近の超音波機器の進歩により、微細な描出も可
能になった。TC注の有効性に関する報告は散見されていたが、機序は不明であった。今回の研
究で、TC注のみ注射直後に腱鞘の高エコー像の広がりが確認でき、トリアムシノロンは変性し
た腱鞘に留まり、継続的に腱鞘の肥厚を減少させることが示唆された。
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手指バネ指に合併するPIP関節屈曲拘縮－長期予後－
PIP joint flexion contracture in trigger finger : long-term results

○森澤 妥1, 吉田 篤1, 高山 真一郎2

1独立行政法人国立病院機構埼玉病院　整形外科

2独立行政法人国立成育医療研究センター　整形外科

【目的】症状の進行したバネ指にPIP関節屈曲拘縮が合併することは多いが、術後も遺残し疼痛
を訴える患者も少なくない。今回その長期予後に関して検討した。
【対象と方法】対象は術前にPIP関節屈曲拘縮があり、術後2年以上観察しえた33例37指、年齢
は平均65歳、内訳は示指2、中指28、環指7、術後期間は平均44ヵ月であった。検討項目は1.屈
曲拘縮角の術前と最終診察時での相関（Peasonの相関係数）、2.最終診察時のa.A1の圧痛、b.
弾発現象、c.PIP関節痛（圧痛あるいは動作時痛）（PIP関節痛は0:なし、1:時折痛い、2:常に
痛いの3段階評価）の検討、3.PIP関節痛の有無と術前の屈曲拘縮角の相関の検討（Mann-
whitney U 検定）とした。
【結果】1.正の相関を認めた。2.全例でA1の圧痛、弾発現象はなかった。6例6指でPIP関節痛が
認められ、全例、程度は1であった。3.PIP関節痛を認めた症例は有意に術前の屈曲拘縮角が大
きかった。
【考察】術前のバネ指のPIP関節屈曲拘縮には関節外要素と関節内要素がある。軽度拘縮例では
関節外要素の大部分は術後に消失する。大部分の症例でA1の圧痛・弾発現象は消失したが、術
前の拘縮角が大きい症例の一部で拘縮の遺残・PIP関節痛を認めた。
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動物咬傷の治療
The treatment of animal bites

○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】動物咬傷患者は外科に受診する場合が多く,初療施設では抗菌薬投与と表在の創処置の
みで経過観察され炎症が深部感染に至って慢性化してから整形外科へ紹介となることがある.化
膿性関節炎や化膿性腱鞘滑膜炎を生じてからの手術では,機能障害が残存するので早期に適切な
処置が必要である.今回我々は手指に受傷し深部感染に至った動物咬傷9例を経験したので報告
する.【対象】対象は2009年4月から2013年9月までに手術治療をおこなった動物咬傷9例である.
受傷時年齢は26歳～92歳（平均56歳）.咬まれた動物の種類はイヌによるもの2例,ネコによるも
の7例であった.受傷部位は母指1例,示指5例,中指3例であった.受傷から当院初診までの期間は2
日から74日（平均27日）であり,前医で抗生剤投与や創部消毒処置のみで経過観察されていたも
のが6例であった.手術は可及的に病巣郭清、洗浄をおこない,ドレーン留置をおこなった.術後
は抗菌薬点滴とイソジン液による薬浴,消毒処置をおこなった.【結果】初診時あるいは手術時
の一般細菌培養検査で起因菌が同定できたものは2例であった.全例1回の手術にて感染は沈静化
させることができた.術後関節可動域制限が残存した症例は4例で,そのうち1例で関節授動術を
要した.また,1例で自然経過中にIP関節固定に至った.【考察】動物咬傷は漫然と抗菌薬投与と
消毒処置を継続し,感染が遷延する場合がある.早期に適切なドレナージなどの手術的治療と感
受性のある抗菌薬を使用することが重要である.しかしながら前医ですでに抗菌薬投与がされて
おり,起因菌が同定できない例も多い.文献的にはイヌに比較しネコによる咬傷は感染が生じる
確率が高いといわれている.ネコの口腔内常在菌にはPasteurella菌が多いことも考慮し,すばや
く適切な治療をおこなう必要がある.
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指関節化膿性関節炎の関節機能温存可能例と損失例の検討
Treatment for pyogenic arthritis by using apatite with anti-biotic

○澁谷 亮一

協立病院　整形外科

【目的】遠位指節間関節の化膿性関節炎に対し、治療中の負担を軽減するため、ドレーン留置
または持続洗浄は行わず、骨髄の掻爬と抗生剤入骨ペーストの充填のみの治療を行った。関節
機能を検討し報告する。【対象, 方法】2011年７月から2013年3月までに当科で手術を施行し
た、遠位指間関節（以下、DIP関節）の化膿性関節炎6例を対象とした。男性4例、女性2例（14
歳から77歳、平均６７歳）。術後経過期間は8か月から2.5年（平均1.5年）であった。最初に診
断加療を受けた医療機関では蜂窩織炎3指、爪周囲炎2指、化膿性腱鞘炎1指であった。2指です
でに関節が破壊されていた。4指では関節裂隙は保たれていた。MRIでは全例で関節の貯留と隣
接の骨髄内の浮腫炎症像を認めた。同定できた菌はMRSA１例、黄色ブドウ球菌1例であった。発
症から手術まで1-7ヶ月で（平均3.2ヶ月）であった。手術は関節腔内を洗浄後、中節骨遠位と
末節骨に骨孔を開け、骨髄内病巣を掻把洗浄した。バンコマイシン100 mgにリン酸カルシウム
骨ペースト（商標名、バイオペックス、HOYA株式会社）を4 g　の比率で練り合わせて顆粒状に
固めたものをそれぞれの骨孔から骨髄内に押し込んだ。ドレーンは留置せず、伸筋腱と皮膚の
み縫合した。抜糸後関節運動を開始した。X線評価、可動域評価を行った。【結果】感染は全例
で鎮静化した。単純レ線上、骨ペーストの顆粒は吸収され縮小し、骨梁との間の透亮像は認め
られなかった。3例でそれぞれ5°、20°、50°の屈曲位で関節癒合に陥った。残りの3指では伸
展/屈曲はそれぞれ0°/40°、0°/60°、0°/70°であった。【考察とまとめ】今回指化膿性関
節炎に対し、持続洗浄をせず治療を行った。骨髄に充填したからの抗生剤の徐放により関節内
の感染が鎮静したと考える。関節の早期運動が可能であった。
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手指非結核性抗酸菌症の治療経験
Nontuberculous Mycobacterial Tenosynovitis of the Hand

○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

【目的】非定型抗酸菌感染が手指に生じることは比較的まれであり, 時に診断と治療に難渋す
ることがある.　当院にて手指の非結核性抗酸菌症を疑い手術治療を行った症例について検討を
行った.【対象と方法】2006年12月より2012年12月までに当院にて手指の非結核性抗酸菌症とし
て手術治療を行った手指慢性化膿性腱滑膜炎の症例7例で男性6例女性1例であった.　全例伝達
麻酔下に腱滑膜切除術を施行し, 摘出した滑膜の病理検査と一般細菌培養・抗酸菌培養・PCR検
査を行った. 抗酸菌培養・PCR検査で抗酸菌を認めたもの3例(Mycobacterium marinum 2例,
Mycobacterium Intracellulare 1例), 抗酸菌培養・PCR検査が陰性で病理検査にて多核巨細胞
を伴っていたものは1例であった. 一般細菌培養・抗酸菌培養・PCR検査の全てで陰性であり病
理検査でも非特異的な炎症の所見だった症例は3例であったが, 3例共に術前の抗生剤の投与が
無効であったこと, 2例は魚のヒレや骨による受傷であったことより非定型抗酸菌感染を疑い術
後化学療法を行った. 術後3例はEB・RFPの投与を4例はEB・RFP・CAMの投与を行った. 投与期間
は6例で6ヶ月間, 1例で2ヶ月間であった. また, 一般細菌培養にてMRSAとCandida.spが検出さ
れた症例が各々1例あり各々に化学療法に加えてバンコマイシン, 抗真菌剤の投与を行っ
た.【結果】全症例で術後患指の腫脹と痛みは改善し現在再発はなく, 結果として患指に明らか
な可動域制限を残したものは1例のみであった. 【考察】抗酸菌培養やPCR検査の検出率が決し
て高くない手指非結核性抗酸菌症は, たとえ抗酸菌培養・PCR検査が陰性であっても術前の抗生
剤投与が無効な症例や非結核性抗酸菌感染が疑われる外傷歴がある場合には, 術後にEB・RFP・
CAMを中心とした化学療法を行うべきであると考えられた.
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手関節部化膿性伸筋腱腱鞘炎の治療経験
Surgical Treatment Pyogenic Extensor Tenosynovitis of the Wrist

○頭川 峰志, 長田 龍介

富山大学　医学部　整形外科

【はじめに】化膿性腱鞘炎の報告はほとんどが化膿性屈筋腱腱鞘炎であり、伸筋腱での報告は
少ない。症状から蜂窩織炎や関節リウマチとの鑑別を要するが、後遺障害を残さないためには
早期診断が重要である。当科で経験した手関節部伸筋支帯を中心とした化膿性伸筋腱腱鞘炎4例
について検討を行った。
【方法】年齢は39歳～80歳で、男性3例、女性1例であった。全例とも近医での初期診断は蜂窩
織炎であり、抗菌剤投与が行われたが症状が残存し当科紹介となった。基礎疾患として、糖尿
病 が2/4例、ステロイド内服が3/4例、血液透析が1/4例であった。臨床所見とMRIの画像所見か
ら化膿性伸筋腱腱鞘炎と診断し手術加療を行った。
【結果】全例とも、手背～前腕の圧痛、発赤、腫脹、手指伸展不全、屈曲時痛を認めた。1例で
は抗菌剤治療で改善なく腱切除、滑膜切除を行った。3例では抗菌剤治療で発赤は縮小したが、
伸筋支帯部に圧痛が局在化し、滑膜切除を行った。手術までの期間は3日̃3ヶ月であった。単純
X線像で骨関節に骨融解性変化は見られず、MRIで伸筋支帯～手背滑液包に腱鞘滑膜炎の増殖を
認めた。感染巣は各例で第1-4区画、第4,5区画、第4区画、第2,3区画であった。3例に伸筋腱断
裂を伴っており、敗血症を合併した１例を除く2例で伸筋腱再建を行った。起炎菌が判明したも
のは2例でMRSA 1例、MSSA １例であった。
【考察】化膿性屈筋腱腱鞘炎に比べ、薄い伸筋腱では高率に腱断裂を伴っていた。感染後の瘢
痕により母床は不良であるため腱移行を行っても機能障害が残存してしまうことから、腱断裂
に至る前に時期を逃さず外科的治療を行うことが重要である。易感染宿主、皮膚の脆弱性が危
険因子となり、蜂窩織炎との鑑別にはKanavelの4徴候を伸筋腱にみたてた諸症状、およびMRIで
病変の局在を確認することが有用である。
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手・前腕における非定型抗酸菌症の治療経験
Atypical Mycobacterium infections of the hand and forearm

○藤田 章啓, 山下 優嗣, 遠藤 宏治, 林原 雅子
永島 英樹

鳥取大学　医学部　整形外科

【目的】手・前腕における非定型抗酸菌感染症数例の治療を経験したので，内容を検討し報告
する．【症例】男性4例，女性4例の計8例であり，発症時年齢は平均68歳（63-89歳），発症か
ら手術までの期間は平均15.7か月（3-36か月）であった．初診時の病変部位は手指伸側2例，手
指屈側～前腕掌側1例，手根部～前腕掌側4例,手背～前腕背側1例であった．外傷は2例で見られ
た．初診時に高度の炎症所見を示した例はなかった．全例で化学療法併用病巣切除を行った．
術中所見は伸筋腱腫瘤型1例，伸筋腱滑膜炎型2例，屈筋腱腱鞘滑膜炎（以下滑膜炎）＋腱鞘滑
膜腔内米粒体1例，滑膜炎＋屈筋腱侵入1例，滑膜炎＋屈筋腱置換3例であった．屈筋腱置換の見
られた3例では腱切除を行い，うち1例では腱移植も行った．術中検体の培養検査では
M.Intracelluraleが2例，M.Marinumが2例で検出された．その他は全て陰性であり，PCRも全例
陰性であった．病理検査では類上皮肉芽腫が全例，ラングハンス型巨細胞が4例，乾酪壊死が2
例で見られた．抗酸菌染色は全例陰性であった．薬剤はClarithromycin  (CAM)　+　
Levofloxacin (LVFX)　+　Rifampicin (RFP)　1例，CAM+LVFX + Ethambutol (EB)1例，CAM +
LVFX 6例であった．術前又は術直後より開始したものが6例であり再発はなかった．培養結果を
待って開始した2例は再発し，化学療法併用病巣切除により治癒した．【考察】自験例では化学
療法の開始が遅れた2例では再発が見られた．2例とも伸側であり，M.Marinumが検出された．術
中所見より本症が疑われれば，培養・PCR結果を待たず化学療法を開始し，腱実質が置換されて
いる例では躊躇なく腱切除を行う事が再発予防において重要と考えられた．【結果】手・前腕
における非定型抗酸菌症の8例を報告した．
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難治性上腕骨外側上顆炎に対する単純X線評価の検討
X ray findings for refractory lateral epicondylitis

○西村 敏, 田中 雅尋, 新井 猛, 清水 弘之
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座

【目的】6ヵ月以上の保存療法に抵抗する上腕骨外側上顆炎を難治性と診断している．術前の難
治性上腕骨外側上顆炎の肘関節単純X線像を検討することで，病態への糸口を探ることを目的と
した．
【対象と方法】2010年7月～2013年9月の間に，難治性上腕骨外側上顆炎と診断し関節鏡視下手
術を施行した28例(L群：右20例．左8例)を対象とした．肘関節単純X線の正側2方向に対して，
以下の項目を測定した．正面像では上腕骨小頭関節面の頂点と橈骨頭関節面までの距離
(Anterior Joint Space-AJS-)，上腕骨小頭関節面の頂点に対する橈骨頭中央の外側への変位
(Lateral Shift-LS-)．橈骨頭の最大径(Anterior Radial Head Scale-ARHS-)，PRUJの距離
(Proximal Radioulnar Joint Space-PRUJS-)，PRUJと接する橈骨頭関節面の高さ(Radial Head
Height-RHH-)、PRUJ関節面の角度(Proximal Radioulnar Joint Angle-PRUJA-)を計測した．側
面像では，上腕骨小頭関節面の頂点と橈骨頭関節面までの距離(Lateral Joint Space-LJS-)，
上腕骨小頭関節面の頂点に対する橈骨頭中央の屈側への変位(Anterior Shift-AS-)，橈骨頭の
最大径(Lateral Radial head Scale-LRS-)を計測した．さらに単純肘関節X線における変形性変
化を認めない肘部管症候群と診断された28例(N群：右14例，左14例)をcontrol群として上記計
測値と比較し検討した．統計学的評価はT検定を用い，P＜0.05を有意差ありとした．
【結果】PRUJSにおいて，N群と比較しL群は有意に大きく，また AJS ，LS，PRUJAはN群と比較
しL群に大きい傾向がみられた．ARHS，RHH，LJS，AS，LRSでは両群間に有意差はみられなかっ
た．
【考察】難治性外側上顆炎の単純X線所見では，PRUJの関節裂隙が開大していた．難治性外側上
顆炎の病態にPRUJのアライメント異常が関与している可能性が考えられた．
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難治性上腕骨外側上顆炎における関節内病変の検討
Intra-articular lesion for refractory lateral epicondylitis of the humerus

○田中 雅尋, 西村 敏, 新井 猛, 清水 弘之
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学病院　整形外科学講座

【目的】難治性上腕骨外側上顆炎の病態は明らかにされていないが、上腕骨外側上顆炎が慢性
化すると，腕橈関節内に滑膜炎や橈骨頭の変性などが生じ、難治性に至ると考えている．今
回，難治性上腕骨外側上顆炎に対し，関節鏡視下手術を施行した術中所見から，腕橈関節内に
おける変形性変化の有無を調査したので報告する．
【対象・方法】2010年7月～2013年9月の間に，難治性上腕骨外側上顆炎に対して関節鏡視下手
術を行った28例(右20例、左8例)を対象とした．関節鏡視所見から腕橈関節内に変形性変化
（ICRS≧2 or 高度滑膜炎）を認めた群と認めなかった群に分け，滑膜ヒダの大きさと部位，さ
らに軟骨損傷の程度と部位を術前の画像所見および徒手検査における特徴で比較検討した．T検
定を用いて統計学的評価を行い，P＜0.05を有意差ありとした．
【結果】ICRS≧2 or 高度滑膜炎の変形性変化を認めたものは17例，認めなかったものは11例で
あった．術前MRI冠状断における滑膜ヒダおよび橈骨頭最大径において，いずれも変形性変化を
認めた症例が大きく，統計学的に有意差がみられた．手術時年齢，手術までの期間，術前可動
域，単純Ｘ線所見において両群に有意差はみられなかった．
【考察】変形性変化を認める難治性上腕骨外側上顆炎の特徴として，術前MRIにおいて滑膜ヒダ
と橈骨頭径が優位に大きいことから，それぞれのサイズが難治性上腕骨外側上顆炎の病態に影
響を与える可能性が考えられた．このことは，われわれが過去に報告した屍体解剖研究におい
て，滑膜ヒダと橈骨頭の大きい橈骨頭腕橈関節面には高度な軟骨損傷がみられた結果と一致し
ていた．
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上腕骨外側上顆炎にエルボーバンドは有効か　－randomized
controlled trial－

Is Forearm Band Effective for Lateral Epicondylitis? Randomized Controlled Trial

○西塚 隆伸, 平田 仁, 山本 美知郎, 加藤 宗一
倉橋 俊和

名古屋大学　医学部　手外科

【背景】上腕骨外側上顆炎(LE)に対しエルボーバンドはよく処方されるが、その有効性
（予後）をrandomized controlled trial（RCT) で検討した研究はない。【目的】LEに対する
エルボーバンドの有効性をRCT で検討する事【対象と方法】対象は、2012 年8 月以降名古屋大
学関連病院を受診し「LE」と診断された患者の内、研究への参加を同意頂けた74患者中6か月フ
ォロー可能であった58患者。平均年齢58.3（32-78）歳、男性36、女性22例で、発症から初診ま
では平均2.2か月であった。LEと診断された患者を、バンド有り群と無し群に無作為に割り付
け、6か月の間、バンド有り群（N＝ 29）には一日6時間以上のバンド装着、湿布、一日30秒ｘ3
回のストレッチを行って頂き、バンド無し群（N=29）には、湿布とストレッチのみを行って頂
いた。1，3，6か月後のHand10値、Pain score、満足度、身体所見（圧痛、Thomsen test, 中指
伸展テスト）を記録し、二群のHand10値 とPain scoreをStudent-T検定で、満足度や圧痛有無
等をカイ二乗検定で比較した。【結果】0→1→3→6か月後のHand10値はバンド有り群34.3±16
→36.9±17→29.7±15→16.5±10、バンド無し群32.7±16→30.0±16→26.4±14→17.2±9.3で
どの時点でも二群間で有意差はなかった。Pain score、圧痛・Thomsen Test・中指伸展テスト
の各陽性率も二群間で有意差がなかった。1→3→6か月時の満足患者の割合は、バンド有り群47
→71→80%、無し群35→60→88%で有意差がなかった【考察・結論】1,3,6か月時にバンド有り、
無し群間で臨床データに有意差はなく、バンドはLEの予後に影響を与えないという結果となっ
た。ただし、バンド有り群の半数は「装着時は痛みが楽だが外すと痛い」と言っており、バン
ドは装着時には痛みを減らし重労働の手助けになる手段であると考えられる。
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上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の術後2年以上観察例の成績
と関連因子

Operative results of arthroscopic surgery over 2 years and related factor in patients with lateral

epichondylitis

○阿久津 祐子1, 佐々木 浩一2, 金谷 耕平2, 射場 浩介2

和田 卓郎2

1札幌円山整形外科病院, 2札幌医科大学　整形外科

【はじめに】
難治性上腕骨外側上顆炎（以下、外上顆炎）に対する鏡視下手術の術後成績について、2年以上
経過観察した症例の成績と成績関連因子について調査した。
【対象と方法】
対象は2003年2月～2009年6月までの間に鏡視下手術を施行した外上顆炎患者のうち2年以上経過
観察ができた16例17肘とした。男性8例8肘、女性8例9肘。手術時の平均年齢は50.9歳、手術ま
での平均罹病期間は1年6ヵ月、平均観察期間は2年9か月であった。手術適応は6ヵ月以上の保存
療法で症状が改善しない症例とした。鏡視下にERCB変性部を切除、腕橈関節に嵌頓する滑膜ヒ
ダを切除した。評価項目は、術中所見（ERCB起始部断裂、腕橈関節滑膜ヒダ）、満足度
（優、良、可、不可）、術前後100点法VAS（安静時、労作時）、JOAscore、DASHscore、握力患
健比とした。年齢、性別、罹病期間、術前のVAS、職業（肉体労働と事務職）、関節包の断裂の
有無、滑膜ヒダのインピンジの有無により2群に分け、術後VAS、DASHscoreについて両群間での
関連性を比較検討した。統計にはMann-Whitney U testを用いた。（p＜0.05）
【結果】ECRB起始部の関節包断裂を11肘、腕橈関節に嵌頓する滑膜ヒダを4肘に認めた。満足度
は、優10肘、良7肘、可、不可はなかった。安静時疼痛VASは31.8から1.8へ、労作時疼痛VASは
70.9から9.1へ、JOAスコアは29.6から84.9に、DASHscoreは31.5から4.7に、握力患健比は76.6
％から100％に有意に改善した。術後DASHscoreは、51歳未満の平均が7.で51歳以上の0.9に比べ
て有意に不良であった。性別、罹病期間、職業、関節包の断裂の有無、滑膜ヒダのインピンジ
の有無では、有意差は認められなかった。
【結論】外上顆炎に対する鏡視下手術の術後2年以上経過例の成績は良好であった。手術時年齢
51歳未満の術後DASHscoreが有意に不良であった。
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上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の術後成績
Postoperative result after arthroscopic surgery with lateral epichondylitis

○青木 陽, 山上 信生, 山本 宗一郎, 内尾 祐司

島根大学　医学部　整形外科

上腕骨外側上顆炎は保存的治療で軽快する症例が多いものの、疼痛が遷延し、難治性に経過す
る症例も10～20％に認める。その際、直視下手術にて短橈側手根伸筋(ECRB)腱付着部の処理を
行うことで、良好な成績を得た報告が多いが、近年関節鏡視下手術で同様の処理を行った手術
成績の報告も散在される。われわれは6ヵ月以上の保存的治療を行っても症状が軽快しない症例
に対し、関節鏡視下手術を行ってきた。今回、その術後成績を調査し、有効性を検討したので
報告する。対象は2008年4月～2013年4月の間に肘関節鏡視下手術を行い、術後6ヵ月以上経過観
察が可能であった13例15肘(男性8例8肘、女性5例7肘)とした。手術時の平均年齢は48.3歳(15-
66)、術後平均観察期間は14.1ヵ月(6-64)であった。術式は関節鏡視下でECRB腱起始部の病的な
関節包と腱を切除し、腕橈関節に嵌頓する滑膜ヒダがあれば、これの切除を追加した。評価項
目として、術前および術後最終調査時の疼痛のvisual analog scale(VAS)、日本整形外科学会
肘機能評価法(JOA score)を検討した。また、術後合併症についても調査した。結果、疼痛の
VAS平均値は術前88(70-100)mmから術後早期に低下し最終調査時15(0-50)mmに、JOA score平均
値は術前72(56-85)点から術後より良好となり最終調査時94.9(86-100)点になり、VAS、JOA
scoreともに有意に改善した。術後合併症は尺骨神経麻痺(感覚障害のみ)を1例に認めたが、自
然軽快した。また、最終調査時の時点で全例再発を認めなかった。以上から、難治性の上腕骨
外側上顆炎に対する関節鏡視下手術は低侵襲であり早期に疼痛の軽減、機能改善が得られる有
効な術式であると考える。
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新鮮母指MP関節側副靱帯損傷に対する手術例の検討
Surgical Treatment for acute Collateral Ligament Injuries of the Metacarpo-phalangeal Joints of the

Thumb

○森口 和哉1, 常深 健二郎1, 高木 陽平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

【はじめに】母指MP関節側側副靱帯損傷は日常診療でしばしば遭遇する損傷である。我々は新
鮮同靱帯損傷の手術施行例に対し特徴と術後臨床成績ついて検討した。【対象】2000年から
2013年までに新鮮同靱帯損傷と診断し手術施行した71名71指。内訳は男性43例，女性28例、右
42指，左29指、橈側側副靭帯損傷（以下RCL）5指、尺側側副靭帯損傷（以下UCL）66指。受傷原
因はスポーツ39指，交通事故9指，労災3指，転倒等の外傷20指であった。受傷時年齢は平均35
歳（13歳～71歳），平均経過観察期間11.6ヵ月（4ヶ月～12ヶ月）であった。これらにつき受傷
原因、UCL損傷でのStener lesinの頻度、Strandell評価法での臨床成績を検討した。【方法】
術式はBone Suture anchorによる元の位置への縫着を、骨片のあるものにはK-wireで骨片固定
後、同anchorで締結を行った。【結果・考察】UCL群のStener lseionは24指（36％）に認め
た。臨床成績は20°以下の可動域制限を数例で認めたが全例good以上の結果で、受傷前のADL、
スポーツへ復帰していた。RCL群はUCL群と比して少なく約7％で、断裂部位は全例中手骨側であ
った。同損傷新鮮例では、UCL損傷のように受傷直後からピンチ力低下等の日常生活障害が出現
しにくいため、早期手術に至らないことが考えられた。UCL群はスポーツによる損傷が最も多か
った。Stener lesionは36％に認めた。診断はストレス撮影以外にMRIが有用であった。同
anchorでの早期の再縫着は、以前のPull-out法に比して簡便でより強固な縫着ができ有用であ
った。臨床成績は軽度の可動域制限を認める症例があったが、全例で早期手術により良好な成
績が得られていた。
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陳旧性母指MP関節側副靱帯損傷の治療
Surgical treatment for chronic collateral ligament injuries of the thumb metecarpophalangeal joint

○常深 健二郎1, 高木 陽平1, 大井 雄紀1, 田中 寿一1

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

＜はじめに＞母指MP関節側副靭帯損傷は比較的頻度の高いスポーツ外傷である。新鮮例では積
極的にアンカーを用いた靱帯修復が行われている。今回、陳旧例で再建術を行った母指MP関節
側副靭帯損傷の術後成績について検討した。＜対象と方法＞2000年1月から2013年4月までに母
指MP関節側副靭帯損傷と診断、手術を施行した30症例である。男性21例、女性9例、手術時平均
年齢は41.1歳、患肢は右24例、左6例、橈側損傷12例、尺側損傷18例であった。原因はスポーツ
14例、交通事故4例、その他の外傷12例であった。手術は靱帯付着部に骨孔をあけ移植腱として
長掌筋腱や骨付き短橈側手根伸筋腱を骨孔に通しInterference screw（TJ screw）を用いて腱
固定した。術後はMP関節をKirschner鋼線で仮固定し、3週間で抜去後、自動運動開始とした。
術後評価は母指MP関節のROM、instability、pain、loss of pinchにつき Strandellの評価で行
った。＜結果＞全例で母指MP関節の疼痛、不安定感は消失し、Strandellの評価は優16例、良
13例、可1例、不可0例であった。＜考察＞母指MP関節側副靭帯損傷に対する再建法は様々あ
る。我々は靱帯再建において解剖学的付着部の再建、移植腱の太さ、線維方向の一致、移植腱
の適度な緊張の維持、確実な初期固定力が重要と考えている。我々が行っている遊離腱を
interference screwで固定する方法はこれらの条件を満たしており、理想的な再建術式と考え
ている。＜まとめ＞母指MP関節靱帯損傷に対してTJ screwを用いた再建を施行し、良好な成績
が得られた。
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舟状月状骨解離に対する靭帯修復の治療成績
Surgical Treatment of Regament Repair for Scapholunate Dissosiation

○中川 玲子1, 堀木 充1, 吉田 竹志2, 田野 確郎1

1関西労災病院　整形外科, 2よしだ整形外科

【目的】外傷を契機とした舟状月状骨解離に対し靭帯修復を行ったので、その治療成績につい
て報告する。【対象と方法】症例は外傷性の舟状月状骨解離を認め手術を行った10例。男性9例
女性1例、平均年齢42歳（23～67歳）、月状骨脱臼・月状骨周囲脱臼に伴うもの5例、橈骨遠位
端骨折に伴うもの3例、舟状月状骨(以下SL)靭帯単独損傷2例で、全例静的不安定性を有してい
た。受傷から手術までの期間は2日～10カ月、急性1例、亜急性6例、慢性3例であった。経過観
察期間は平均8.4カ月(2～18カ月)であった。手術方法はSL靭帯を一次修復したものが6例、背側
手根間靭帯（以下DIC）で修復したものが4例であった。臨床評価は最終診察時の手関節可動域
・握力・疼痛、Watson test、画像評価は単純レントゲンでScapholunate angle(以下SL角)と舟
状月状骨間距離、関節症性変化の有無を検討した。【結果】術後、Watson testは陰性となり、
疼痛は8例で消失し、2例で軽度の痛みが残存するのみであった。手関節可動域は平均屈曲64度
・伸展71度、握力は健側比82％であった。単純レントゲンでは、SL角 は平均57.5度(41～
70度)で、急性・亜急性例で平均55度、慢性例で平均63度、SL間は平均3.1ｍｍ（2～5ｍｍ）急
性・亜急性例で平均2.7ｍｍ、慢性例で3.8ｍｍと、慢性例においてSL角・SL間は増大・開大傾
向がみられた。関節症性変化は全例認めなかった。【考察】急性・亜急性・慢性例ともに一年
以上経過観察できた症例の臨床成績は良好であった。しかしながら慢性例でのSL角・SL間は増
大・開大傾向にあることから、DICでの修復のみでは力学的強度が不十分であることが示唆さ
れ、今後、靭帯修復の方法については検討する必要があると考えられた。
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外傷性舟状月状骨解離に対する靭帯再建術の経験
Ligament Recontruction for Traumatic Scapholunate Dissociation

○村田 景一1, 矢島 弘嗣1, 河村 健二1, 中村 敏夫巳2

玉井 進2

1市立奈良病院　四肢外傷センター, 2奈良西部病院　奈良手の外科研究所

【目的】舟状月状骨解離（以下SL 解離）は外傷性手根不安定症の中で最も頻度が高いとされて
いる. 我々は外傷性SL 解離に対して靭帯再建術を行い良好な結果を得ているので, その手術
法、臨床成績, レントゲンおよび機能評価について報告する.
【方法】症例は6例（男性5例、女性1例）, 手術時年齢は平均30歳（17-42歳）であった.
dynamic stageが3例, static stageが3例, Garcia Elias のstage 3が2例, stage 4が4例であ
った. 手術方法は第2および第3CM関節背側部から採取した骨-靭帯-骨を使用した再建を3例,
Lister結節からの骨-支帯-骨を用いた再建を1例, 長掌筋腱をinterference screwで舟状骨と月
状骨に固定する再建を1例, DICの中枢部を利用したViegas法を1例に用いた.術後4-6週間 の外
固定の後に可動域訓練を開始した. 術前後のX線計測値、症状および機能を比較評価した.
【結果】術後調査期間は術後平均22か月（13-28か月）であった. X線計測値はSL間距離が単純
正面像にて術前平均2.5mm(1-4mm)から術後最終調査時には平均1mm(0-2mm), 正面グリップ位で
は平均3.8mm(3-5mm)から平均2.3mm(1-4mm)に改善した. SL角は術前平均72°(50-90°), 術後最
終調査時には平均68°(52-90°)とほぼ同様であった. Modified Mayo Wrist Scoreは28から
74に、DASHは術前22.7 から術後12.1に改善を認めた。
【考察および結語】現在, SL 解離に対して様々な手術法が用いられているが未だにそのコンセ
ンサスは得られていない．今回我々は骨-靭帯-骨, 骨-支帯-骨, 遊離腱, DICの中枢部などを用
いて靭帯再建を行い, 術後中期的に良好な結果を得た. それぞれの手術法に特有のコツを有す
るが, SL解離のdynamic stageのみならずstatic stageにおいても靭帯再建術は有用なアプロー
チと考えられた。
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骨付き有頭有鉤骨間靭帯（bone-CHL-bone）を用いた舟状骨月状骨
間靭帯再建術

Reconstruction of scapholunate interosseous ligament using bone-capitohamate ligament-bone

○中村 俊康1, 河野 友祐1, 大橋 麻衣子1, 寺田 信樹2

浦部 忠久3

1慶應義塾大学　医学部　整形外科, 2藤田保健衛生大学　第2整形外科

3足利赤十字病院　整形外科

[はじめに]　骨付き背側有頭骨有鉤骨間靭帯（bone-CHL-bone）を用いた舟状月状骨間（以下
SL）靭帯再建について報告する。[術式] 本術式の適応はSL靭帯の完全損傷でDISI変形の生じて
いるもので、特に3 mm以上のstaticなSL解離例である。背側のBerger-Bishop進入法で背側手関
節包を背側橈骨手根靭帯および背側手根骨間靭帯を半割して展開し、SL靭帯に到達する。SL靭
帯背側portionの完全断裂を確認後、SL靭帯膜様部が残存していればdetach側を新鮮化し、3-4
個のbone anchorを打ち込み、SL間を整復し、SL間と舟状骨有頭骨間を1.2 mm K-wireで仮固定
する。OriginalのSL靭帯背側部を小ノミを用いて5 mm×10 mm×5 mmの直方体状にくりぬいてお
く。背側有頭骨有鉤骨間靭帯の近位1/2がほぼ同じ大きさなので、SL部の母床に合う形状にbone
-CHL-boneを採取し、SL靭帯に移植、1.2 mm径screw１本ずつを用いて舟状骨、月状骨にそれぞ
れ固定する。 [症例] 2008年から本手術を行った症例は11例12手、全例男性で、右8、左2、両
側1、年齢は25から75歳（平均36歳）であった。SL間の開大を生じた例は10手、SL靭帯完全断裂
で舟状骨の回転が主であったもの2手であった。術後8～10週間でK-wireを抜釘し、自動運動を
開始した。[結果] SL gapは平均4.8 mmから2.7 mmに改善した。SL角は66から57度、RL角は7か
ら2度へ改善した。臨床成績は優6、良4、可2と良好であった。[考察] 舟状骨月状骨間（SL）靭
帯損傷の治療は依然困難である。今回報告した本術式は良好な成績が得られ、SL靭帯再建の選
択肢の1つとなりうる。
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尺側手根不安定症の診断と治療
Diagnosis and treatments for ulnar carpal instability.

○坪川 直人, 牧 裕, 森谷 浩治, 成澤 弘子
今尾 寛太

新潟手の外科研究所

【目的】尺側手根不安定症である月状三角骨(LT)関節解離，手根中央関節不安定症である三角
有鉤骨(TH)関節不安定症は稀で診断，治療は難しい．手術的治療例10関節を検討した．
【方法】症例は10関節（LT関節解離7，TH関節不安定症2）で男7女3，右3左7，手術時年齢は17
～59歳で平均35歳，受傷から初回手術まで3か月～1年3か月，平均6.4か月だった．受傷原因は
転倒3，交通事故2，労災事故2，スポーツ2，橈骨遠位端骨折後1，経過観察期間は6か月～5年，
平均1年6か月だった．手関節鏡所見，X線，MRI，X線透視所見，手術方法，臨床成績を検討し
た．
【結果】手関節鏡を9に，LT関節解離7でGeissler分類III が5，IIが2，TFCC断裂が４で合
併．TH関節不安定症2では靭帯損傷は認めなかった．X線では明らかなLT間解離，VISI変形を認
めなかった．橈骨月状骨角は患側5～26°平均14.7°，健側5～26°平均11.4°であった．MRIは
8でTFCC損傷は認めたが靭帯損傷は明らかでなかった．X線透視を3で行い脱臼1と軽度の不安定
性2を確認した．手術はLT関節そう爬ピンニング4，靭帯再建手術3，LT関節固定術1であっ
た．TH関節不安定症2には腸骨を用いた靭帯再建術を行った．LT関節に経皮ピンニングを行った
4中Geissler分類IIの2，靭帯再建術を行った1で痛みが続き関節固定術を行った．経皮ピンニン
グ例では可動域制限は認めなかったが関節固定術，靭帯再建術例では30～50°の制限を認め
た．術後握力は健側比54.6～115.3％，平均80.6％であった．疼痛なし5，軽度の運動痛4，強い
運動痛を1に認めた．
【結論】尺側手根不安定症はX線上明らかな解離，VISI変形を示す例は稀でありMRIでも確認は
難しい．診断には圧痛点，誘発テストで不安定症を疑い関節鏡で確定診断を行う．治療は不安
定性が強い症例では靭帯再建術，関節固定術が確実と思われた．
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手関節尺側部痛の診断と治療

○中村 俊康

慶應義塾大学整形外科

手関節尺側部痛は日常診療でよく遭遇する病態で、最も頻度の高い骨折である橈骨遠位端骨折
に合併し、その後遺症として生じることがよく見られる一方、見逃され単なる捻挫として扱わ
れることが多いため、手の腰痛と呼ばれる。手関節尺側部痛を生じる病態としてTFCC損傷や尺
骨突き上げ症候群、尺側手根伸筋腱（ECU）腱鞘炎や腱障害、尺骨茎状突起骨折・偽関節、月状
骨三角骨間靭帯損傷（月状骨三角骨間開離）などの疾患が含まれる。
TFCCは外傷性または変性により損傷され、特に外傷性に断裂を生じると橈尺間の支持、手関節
掌背屈・橈尺屈・前腕回内外といった複雑な運動性、尺骨手根骨間のクッション機能が喪失
し、症状を発現する。治療には鏡視下手術や直視下手術、尺骨短縮術などが行われる。尺骨突
き上げ症候群は橈骨遠位端骨折の短縮変形によって生じる2次性の突き上げ症候群と先天的に尺
骨が橈骨に比べ長い一次性の突き上げ症候群があり、尺骨plus varianceによってTFCCや尺側手
根骨に障害が発生する疾患である。ECU腱鞘炎ではECU腱鞘に沿う腫脹、圧痛を認め、尺屈時の
疼痛を生じ、腱の脱臼を認めることもある。尺骨茎状突起骨折・偽関節は橈骨遠位端骨折に高
率に合併し、骨折部や偽関節部での不安定性により尺側手関節痛を生じる場合と合併したTFCC
損傷の症状が前面に出る場合がある。骨折・偽関節の固定手術で良好な成績が得られる一
方、TFCC修復を行った方が良いとする報告や放置してもかまわないとする報告がある。月状骨
三角骨間靭帯損傷や同開離は尺骨突き上げ症候群に合併する場合と単独損傷があり、治療には
関節固定を推奨する報告とK-wireでの仮固定を行う報告がある。本講演では手関節尺側部痛を
生じる疾患の診断と治療について演者の経験を踏まえながら説明する。
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上肢切断再接着術後成績の検討
Functional Results of Upper Limb Replantations

○鹿島 正弘, 笠井 時雄, 岩瀬 穣志, 三橋 雅
小川 維二

高松赤十字病院　整形外科

上肢の切断再接着術は、全体として年々減少の傾向にあり、とくに手より中枢での再接着術は
稀となっている。しかしながら、上肢の各切断レベルにより手術手技や後療法も異なり、また
最終的に得られる臨床成績も必ずしも良好であるとは言えない。今回我々は、上肢全体の再接
着術後の中期的な臨床成績を報告し、その問題点を検討した。[対象と方法]1999年から2009年
の10年間に施行した上肢再接着術のうち、3年以上経過観察可能であった55例を対象とした。そ
の内訳は、男性53例、女性2例、年齢は2歳から79歳（平均42歳）であった。手より中枢での切
断は10例であり、そのうち上腕不全切断3例、前腕切断2例、手部切断4例であった。手指切断は
45例であった。玉井分類Zone I, IIに相当する指尖部切断は、23例であった。[結果]全体の生
着率は、85.5%であった。切断部位での生着率をみると、中枢切断90%、手指切断84.4%、指尖部
切断91.3%であり、玉井分類Zone IIĨV区域での生着率が他の部位に比べて劣っていた。切断部
位からみた臨床評価は、中枢切断の術後機能評価（Chen’criteria）ではgrade
II(good)66.7%、grade III(fair) 33.3%であった。手指切断の術後機能評価（玉井評価法）で
は、優70.3%、良21.6%、可8.1%であった。機能成績は、中枢切断より、より末梢での手指切断
において良好であった。[結語]１）上腕切断、前腕近位切断では、筋肉の温阻血限界時間を考
慮した速やかな血行再建が術後成績を左右する。２）中枢切断では、力源の再建を目的とする
筋肉移行術が適応となる場合がある。３）手指切断では玉井分類Zone IIĨV区域での成績が不
良であり、MP関節・PIP関節機能の早期回復を考慮した手術方法が必要であった。４）指尖部切
断は、臨床成績のみならず患者満足度も高く、積極的な手術適応がある。
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再接着術の評価　生着率と成功率について　～切断指自験例64指の
検討～

The Assessment of the Replantation: Is  the survival rate reliable? ~ A clinical study of 64 Amputated

fingers ~

○松末 武雄, 高見 昌司

関西電力病院　形成再建外科 マイクロサージャリー外傷センター

【目的】切断指再接着術の成績評価の指標の一つとして生着率がある。生着率＝(生着した数)
／（再接着を試みた数）であるが、適応についての要素が考慮されていないため、施設間ある
いは術者による成績の比較は困難である。つまり再接着術の適応を条件の良いものに絞れば当
然生着率は高くなるが、真の意味での成績を表すとは言えない。われわれは基本的に患者の希
望さえあれば、挫滅が強いように見えてもまずは再接着術を試みている。そこで自験例の成績
をまとめ、考察したので報告する。
【方法】2011年1月から2013年8月まで演者自身が治療を行った全切断指について検討した。
【結果】切断片を持参し再接着希望で救急搬入されたものは53例64指であった。このうち再接
着術を試みたのは58指であり、生着したのは51指（生着率87.9％）であった。(生着した数)／
（再接着を希望し受診した全患者数）＝成功率として考えると、79.7％であった。再接着を行
わなかった6例のうち5例は、挫滅が強いものの爪母が中枢側に温存されていたためgraft on
flap法、あるいはcomposite graftにて再建した例であり、4例はgraft部の生着が得られた。こ
の生着例を成功例として考えると成功率は85.9％であった。挫滅が著しいため切断片を用いた
再建を行わなかったのは1例のみであった。
【考察】一見生着の期待できなそうな高度挫滅症例であっても、適切な吻合血管の選択により
生着する例は意外と多い。全症例のうち挫滅例がどの程度の割合であるかといった内訳は、お
およそ施設による差はあまりないと考えられる。したがって切断指治療の評価としては、いわ
ゆる生着率＝(生着した数)／（再接着を試みた数）よりも、成功率＝(生着した数)／（再接着
を希望し受診した全患者数）で評価するのがよい。
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指尖部切断再接着に対するわれわれの治療戦略
Our strategy for the fingertip replantation

○伊東 大, 井砂 司, 菱山 潤二, 末澤 絵美
最上 真理子

東京女子医科大学　東医療センター　形成外科

【はじめに】指尖部は、再接着に成功すれば、整容的のみならず機能的予後がよく患者の満足
度も高いため、われわれはこれまでに患者が希望すれば積極的に再接着術を施行してきた。指
尖部切断の再接着術を行うにあたり、動脈と静脈の両者の吻合が再接着成功率を上げることは
当然としながらも、静脈が見つからない、挫滅が強い、患者の状態が長時間の侵襲に耐えられ
ない、手術室に余裕がないなどの理由により、動脈吻合のみで手術を終了せざるを得ないこと
が往々にして経験される。われわれは、これまでの臨床データの統計学的検討を行った結
果、SubzoneIII（石川の分類）までは動脈吻合のみで生着する可能性が高いと報告してきた。
この結果に基づいて新たな治療方針を作成し、良好な結果が得られているので報告する。【対
象・方法】2005年から2008年の4年間に再接着術を施行した指尖部完全切断症例（59症例67指）
の統計学的検討を行い、次のような新たな治療方針を作成した。1. SubzoneI～IIIの切断に対
しては、指神経ブロック下に、動脈の吻合を確実に行い、静脈吻合は可能な場合のみ行う。静
脈吻合を行えなかった症例では全例、適切に鬱血に対処する。2. SubzoneIVを含む中枢側の切
断に対しては、静脈吻合は必須であり、静脈移植等の必要性も考慮し、全身麻酔または腋窩神
経ブロック下に再接着術を施行する。2009年から現在までにこの治療方針に従って再接着術を
施行した指尖部完全切断症例（17症例17指）を対象とした。【結果】この治療方針に従い治療
した指尖部切断再接着症例の生着率は100％（17指中17指生着）であった。【結語】指尖部切断
に対する再接着術の当科独自の治療方針を作成、実行し良好な結果が得られている。患者や施
設のおかれる状況によっては治療方針の選択枝の一つに充分なり得ると考える。
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指末節部切断再接着術における静脈吻合と鬱血壊死との関係
The Relation of Venous Anastomosis and  Congestive necrosis of replanted finger tip

○神田 俊浩, 大井 宏之, 向田 雅司, 鈴木 歩実

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】指末節部切断再接着術では、組織量が少ない場合に限り静脈吻合なしでも生着しう
る。本研究の目的は、当センターでの指末節部切断例の静脈吻合と鬱血壊死との関係を調査
し、静脈吻合しなくともよい切断レベルを調査することである。
【対象と方法】2005年から2013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
指末節部切断・不全切断109例122指のうち、完全切断87例99指を対象とした。男性67例女性
20例、平均年齢41.7歳（1～79歳）であった。受傷指は母指21指、示指34指、中指20指、環指
17指、小指7指であった。切断レベルは石川分類subzone 1が10指、2が36指、3が33指、4が20指
であった。これら対象症例において、生着率、静脈吻合数、静脈吻合を行わなかった例の生着
率と鬱血壊死数、切断レベルとの関係について調査した。
【結果】99指中75指生着し、生着率は75.8％であった。1指あたりの静脈吻合数は0～3本で平均
0.83本であった。静脈吻合を行わなかった指が43指あり、その生着率は62.8%で壊死指は16指で
あったが、そのうち鬱血壊死は5指であった。静脈吻合なしで生着した27指はsubzone 1が
7指、2が18指、3が2指であった。鬱血壊死した5指は1指のみsubzone 2であり、他4指はsubzone
3であった。動脈閉塞による阻血壊死指を除外した場合、静脈吻合なしのsubzone 3指の鬱血壊
死率は66.7%であり、subzone 2指の鬱血壊死率は5.3%であった。
【考察】過去の報告でもあるように、subzone 2であれば静脈吻合なくても良好な生着率が期待
できる。しかしながら、subzone 3は静脈吻合なしで生着する「可能性」はあるものの、高率に
鬱血壊死する。subzone 3切断で確実な生着を求めるには、静脈吻合は必須と考えるべきであ
る。
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指尖損傷に対する再建術後のパフォーマンスに影響する因子の検討
The Investigation of The Outcome that influence for The Performance after The Reconstruction for The

Fingertip Injury

○鍜治 大祐1, 川西 弘一1, 中西 昭登1, 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　整形外科学教室

【目的】われわれは昨年の本学会において，Zone1および2の指尖部損傷に対し動脈皮弁を行っ
た患者13名の受傷指のパフォーマンスついて調査し，報告した。今回われわれはさらに対象症
例を21名に増やし調査したので報告する．【方法】2003年3月から2012年8月までの10年6カ月間
で，当院及び関連病院において再建術を行った21例21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13例，Oblique triangular flap4例，神経血管付き島状皮弁1例，切断指再
接着2例，デブリ＋ピンニング1例であった，男性17例、女性4例、平均年齢48歳(22歳～72歳)、
術後平均経過期間38.7カ月(12～105カ月)、受傷指は示指13例、中指8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，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．また，パフォーマンステストとそれ以外の結果との関連を統計学的に検討した．【結果】
客観的所見は，％TAM健側比が平均80.4％，ピンチ力対健側比は平均81.9％，Semmes Weinstein
Testの平均は3.46gであった．QuickDASHは平均9.07，Hand20は平均11.4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78.1％であり，患指
を使用した状況では57.5％であった．また，患指を使用したパフォーマンステストの結果は，
％TAMと有意な相関を認めた(p=0.043)．【考察】前回の報告同様患指を使用することでパフォ
ーマンスの低下を認めた．また，今回のデータからも前回と同様指可動域がパフォーマンスに
影響するという結果を得た．指尖部損傷後の巧緻性の獲得には受傷指の可動域の改善が重要で
あると考えられる．
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指尖切断後の末節骨欠損と爪の長さについて
Relationship between Distal Phalangeal Length and the Length of the Regenerated Nail in Distal Digital

Amputation

○西 源三郎1, 鈴木 祥吾1, 菊池 可絵2, 勝田 康裕3

1一宮西病院　整形外科, 2名古屋市立大学整形外科, 3JA愛知厚生連海南病院整形外科

【目的】指尖切断例の末節骨の欠損量と爪の長さの関係について検討したので報告す
る。【対象】指尖切断70例80指を対象とした。年齢は平均40歳。治療法は保存例20指、母指球
皮弁15指、逆行性指動脈皮弁8指、V-Y皮弁7指、前進皮弁2指、再接着28指であった。経過観察
期間は平均2年であった。【結果】末節骨の欠損が30%未満の症例は63指で、内訳は保存例
15指、母指球皮弁12指、逆行性指動脈皮弁5指、V-Y皮弁4指、前進皮弁1指、再接着26指であっ
た。30%以上の欠損例は17指で、内訳は各々5指、3指、3指、3指、1指、2指であった。一方、爪
の長さが健側の80%以上の症例は46指で、内訳は保存例8指、母指球皮弁11指、逆行性指動脈皮
弁4指、V-Y皮弁3指、前進皮弁1指、末節切断再接着19指であった。80%未満の症例は34指で、内
訳は各々12指、4指、4指、4指、1指、9指であった。末節骨の欠損が30%以上の17指のうち爪の
長さが健側の80%以上に再生した症例は保存例1指、母指球皮弁2指のみであった。爪の長さが健
側の80%未満の症例についてみると、保存例では12指中8指、母指球皮弁では4指中3指、逆行性
指動脈皮弁とV-Y皮弁では4指中1指、末節切断再接着では9指中7指で末節骨の欠損は30%未満で
あった。【考察】指尖切断で、爪の長さに最も影響する因子は末節骨の欠損量と考えられる。
美容的観点から爪の長さが健側比80%以上を許容範囲と仮定すると、末節骨が30%以上欠損すれ
ば逆行性指動脈皮弁、V-Y皮弁、前進皮弁では骨移植等の処置を行わなければ爪の長さは健側の
80%以上に再生しないが、保存例や再接着では末節骨が30%以内の欠損でも爪の長さが健側の80%
以上に達しない例があり、可及的に末節骨の短縮防止に努めなければならない。母指球皮弁で
は末節骨の欠損量と爪の長さについて一定の関係はみいだせなかった。
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指尖切断皮弁修復例の爪再生
Nail regeneration after flap repair for fingertip injury

○大坪 美穂, 三島 吉登, 岩澤 幹直

長野赤十字病院　形成外科

指尖切断は爪床、末節骨の欠損を伴い指尖に変形を残しやすい。特に爪は外観上、機能的にも
重要である。当科での皮弁修復例の術後爪状態を検討したので報告する。症例）すべて石川
Subzone2に分類された切断例で、爪床は５０％以上の欠損があり、末節骨の露出、部分欠損を
生じた２０例、２２指である。患者は２０才から６３才の男性１６例、女性４例。使用皮弁は
背側拡大指動脈皮弁１０例、背側枝皮弁１０例で皮弁壊死なし、２例で切断骨の再移植を行っ
た。方法）術前後の写真、レントゲン像から、残存末節骨の長さと再生爪の長さを正常指と比
較し％で評価した。術後経過は４ヶ月から年２年。結果）末節骨長さ５０％以下の２指では再
生爪長さ平均５６％、末節骨長さ５１―７０％の６指では、爪長さ平均６２％、末節骨長さ７
１％以上の１４指で、爪長さ平均７０％であった。考察）術後指尖状態を決定する因子とし
て、軟部組織、爪床、末節骨それぞれ欠損量が問題となる。背側拡大指動脈皮弁、背側枝皮弁
で修復した場合、従来より多くの組織を指先へ移動でき一期的に軟部組織と爪床欠損の修復可
能であった。石川Subzone2に分類では、爪床欠損が爪半月付近に及ぶ、この欠損を皮弁で再建
した場合、術後２―３ヶ月の経過で、爪床組織は遠位へ伸長し、皮弁は遠位へ押し出されるよ
うな現象が観察できた。爪床を支持する末節骨が大部分残っていれば、正常の７０％前後爪床
の再生がおこった。末節骨が５０％前後と短い場合は、爪床を皮弁修復しても５０―６０％の
爪床再生にとどまった。爪床再生には爪床移植と皮弁再建が有用とされるが、骨欠損が大きい
場合は骨再移植も可能な皮弁による再建が有用と考えられた。末節骨欠損が軽度であるが爪床
再生は不良な例は、爪母へも損傷がおよんでいたと考えられた。
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爪を含めた足趾からの組織移植による指尖部再建の成績と問題点
Nail reconstruction with a free neurovascular flaps from the big and fourth toe

○瀬戸 信一朗, 重冨 充則, 永尾 祐治, 藤澤 武慶
赤川 誠, 椎木 栄一, 田中 浩

山口県立総合医療センター　手外科センター

【はじめに】爪は背側の支持としてピンチ力を増強すると共に、若年者にとっては美容上の観
点からも再建が望ましい組織である。爪母損傷例では爪を含めた指尖部の再建には血管柄付き
爪移植や腸骨移植＋Wrap around flap（以下WAF）、足趾移行術などが適応となる。経験症例を
提示し問題点を報告する。
【対象】対象は2006年8月から2013年5月までに爪母欠損を伴う指尖部損傷に対し足趾からの組
織移植で再建した7例である。男性6例、女性1例で平均年齢は36歳（16-52）、経過観察は平均9
か月（4-17）。デグロービング損傷1例、指切断6例であった。母指4例、中環小指が各々1例で
切断高位は玉井のZone2が5例、3が1例であった。
【方法】損傷指の形態や組織欠損量に応じ母趾からの血管柄付き爪移植、腸骨+WAF、Twisted
WAF、第4足趾移行術を行った。足趾の欠損は全層植皮、示趾からの有茎皮弁、腓骨皮弁で被覆
した。
【結果】1例で静脈血栓を生じたが救済でき、全例生着した。足趾採皮部に対し腓骨皮弁を施行
した3例は術後3週で創治癒したが、全層植皮や示趾からの有茎皮弁を施行した4例は平均2.5か
月（2-4）と創治癒が遷延した。追加調査可能であった4例ではDASH scoreが平均15.7（9.2-
20.8）と良好で、Moving-2PDは平均8.3mm（5-10）、Semmes Weinsteinは4.36（2.83-5.18）で
あった。採取した爪幅は平均10.5mm（10-12）で最終観察時は平均10mm（7-13）となり、全例で
整容面での満足度が得られた。
【考察】爪母欠損に対する足趾からの組織移植による再建術の成績は良好で、整容面・機能面
での患者の満足度は高く有用な方法であったが、足趾採取部の創治癒遷延が問題であった。遊
離皮弁例は早期の創治癒が得られたが侵襲が大きくなる為、今後はVAC systemを併用した2期的
な植皮などの工夫を検討している。
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指尖部デグロービング損傷に対する手掌皮弁の工夫－delay法の併用
－

Delayed extended palmar flap for treatment of fingertip avulsion injuries.

○佐野 和史1, 橋本 智久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

【目的】末節骨を残し軟部組織が引き抜かれた指尖部デグロービングでは切断組織の損傷が強
く再接着が困難な事が多い。この状況で指長を維持するためには、損傷を免れた末節骨を早急
に被覆する必要がある。手掌皮弁はtexture matchに優れた組織を移植可能であるが、指尖部全
周を被覆するには不十分である。これに対して初回手術時にdelay法を併用することで移植可能
範囲を拡大する方法を紹介する。
【方法】初回手術では、母指球もしくは母指球と小指球の間(mid-thenar)に露出末節骨の背側
のみ被覆できる程度の簡単なコの字状皮弁を挙上するか横切開を加え皮下ポケットを作成し露
出した末節骨を皮下に完全に被覆埋入する。次にdelay手技として手掌皮弁切り離し時に埋入さ
れた末節骨掌側部分を被覆する為に必要となる大きさを埋入部周辺にデザインし、デザイン通
りに脂肪全層の深さまで皮切を加え縫合する。手掌皮弁の安全な切り離しが可能となる時期で
かつdelay効果が最大となる時期である初回手術から10日～14日後にdelayを加えた部分を再度
切開し手掌部より切り離し、末節骨掌側をdelay操作で拡大挙上された皮膚で被覆する。手掌皮
弁採1.5cm以内であれば縫縮し、それ以上では小指球より分層植皮を行う。
【結論】指尖部デグロービング損傷に対してwrap around flapでの被覆が理想的であるが外傷
の初期対応としてインフォームドコンセントを得る労力、手術時間、マイクロサージャリー技
術の必要性からも第一選択の治療とは言い難い。一方胸壁、腹壁遠隔皮弁は固定範囲も大きく
整容的にも機能的にもtexture matchは不良である。delay法を併用した手掌皮弁は手術時間が
短く手技が容易であり、整容的にはwrap around flapに劣るが指腹部の機能的texture matchに
優れた皮弁である。
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Oblique Triangular Flapにより再建した指尖部切断の術後PIP関節屈曲
拘縮に関与する因子の検討

Predictors of the PIP flextion contracture after Oblique Triangular Flap

○中西 昭登1, 面川 庄平2, 矢島 弘嗣3, 川西 弘一1

鍜治 大祐1

1田北病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　整形外科

3市立奈良病院　四肢外傷センター

【はじめに】指尖部切断に対する様々な皮弁法の術後合併症としてPIP関節のextension lossが
報告されており、その頻度は8～29％である。今回我々は当院および関連施設で、指尖部切断に
対してoblique triangular flap（以下OTF）を施行した症例の術後PIP関節のextension lossに
対し調査・考察したので報告する。【方法】症例は2006年9月～2013年2月までに当院・関連施
設で施行した41指36症例、男性32例女性4例で、OTFのみによる再建30例、graft on flap11例で
あった。後療法は全ての症例で術後４日間bulky dressingし、除去後すぐにfinger exスター
ト。PIP関節が屈曲拘縮の傾向にある場合はjoint jackを使用した。これらの症例に対して患者
因子として年齢、手術因子として皮弁の前進距離、術後因子として創部治癒までの期間を調査
し、術後PIP関節拘縮との関連を検討した。【結果】最終可動域との関連は、年齢との間に有意
差が認められた。皮弁前進距離との間には関連が認められなかった。術後創部治癒期間との間
に有意差は認めたれなかったがp＝0.055であった。【考察】指尖部の欠損領域が大きいと、OTF
の前進距離が大きくなりflap縫合後、指が屈曲の状態になることが多い。このことにより、術
後PIP関節の屈曲拘縮が生じるのではないかと危惧されるが実際は皮弁前進距離と術後のPIP関
節の可動性には相関が認められなかった。有意差が認められた因子は年齢であるが、これはほ
かの外傷やdigital flapでも報告されており、より早期のリハビリが重要であると考える。術
後創部治癒期間と術後PIP伸展可動域の間には有意差が認められなかったが、術後治癒期間が長
くなるほど、術後PIP伸展角度が低下する傾向が認められた。 これは創部治癒期間が長期にな
ることでリハビリの進行が遅れたことが原因ではないかと考えている。
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当院における手背軟部組織損傷に対する治療選択
Management of Soft tissue injury of Dorsal Hand in Our Hospital

○市村 晴充1, 上杉 雅文1, 岡野 英里子1, 井汲 彰2

1筑波メディカルセンター病院　整形外科

2茨城県厚生連　総合病院　水戸協同病院　整形外科

【目的】手背軟部組織損傷に対する治療法は陰圧閉鎖療法の出現により選択肢に幅は広がった
が、いまだどの治療を選択するか苦慮する場合がある。今回我々は当院における手背軟部組織
損傷の治療について調査、検討したので報告する。
【対象・方法】当院で2011.4-2013.10までの間に行った、手背軟部組織損傷の7例の損傷形態、
治療方法、機能的予後を評価、検討した。
【結果】初期治療として6例で陰圧閉鎖療法(NPWT)を行った。腱露出・骨折のない3例では2例は
NPWTのみで上皮化し、１例に植皮を追加した。腱露出のある２例には鼡径皮弁を追加した。切
断の２例には1例に逆行性橈側脂肪筋弁と植皮を追加し、1例はNPWTで上皮化した。NPWTのみ行
った１例は、創の上皮化はみられたものの、著明な可動域制限が残存し、手の機能的予後を示
すChen’s criteriaで4であった。しかし、皮弁と植皮を行った例では神経回復が悪いため
Chen’s criteriaでは3であるが、可動域、筋力は良好に回復した。また、他5例は、Chen’s
criteriaは1-2と、良好な結果が得られた。
【考察】NPWTは軟部組織損傷に多く用いられてきており、今回の症例でも腱露出・骨折のない
広範囲の組織欠損に対しNPWTのみで肉芽、上皮化が得られた。一方、Reconstruction ladderに
よる軟部組織損傷の治療選択では、腱や骨露出例には皮弁手術を行うことが推奨されている。
今回の腱露出・骨折のある切断例に対しNPWTのみで治療を行い上皮化は得られたが、手の機能
予後は著明に低下したことから、腱露出や骨折のある症例には皮弁手術の適応であると考えら
れた。
【結語】NPWTは手背軟部組織損傷例にも有用であるが、腱露出・骨折のある例には、皮弁手術
の適応があると考えられた。
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手背熱傷に対する遊離皮弁による再建
Burn and Burn Scar of Hand Reconstruction by Free Flap

○浅井 真太郎1, 飛田 晶1, 宮澤 季美江1, 林 絵実1

工藤 啓介2

1社会保険中京病院　形成外科, 2社会保険中京病院　リハビリテーションセンター

【はじめに】手背は熱傷受傷の好発部位であり、また皮下組織が薄く腱が露出しやすいため瘢
痕拘縮などの機能障害をきたしやすく、更には露出部のため整容的にも大切な部位であり治療
には難渋することが多い。今回、手背の熱傷及び熱傷後瘢痕拘縮に対して、遊離皮弁による12
例の再建を施行した。われわれの考える各皮弁の適応および選択の基準を若干の考察を加え報
告する。【対象】手背の熱傷及び熱傷後瘢痕拘縮にて遊離皮弁にて再建した12例。性別：男性
11例、女性１例。年齢：24歳～58歳（平均38.7歳）。皮弁の内訳は鼡径皮弁8例、大網弁3例、
肩甲皮弁1例とした。【結果】皮弁は全例生着したが、鼡径皮弁の1例と大網弁の2例に部分壊死
が認められた。機能的には鼡径皮弁の2例で十分な改善が認められなかった。【考察】手背は皮
膚が薄いため、腱などの構造物が露出しやすく、深達度が腱まで達する症例には、機能的再建
を行うためにも遊離皮弁による再建が必要である。その中でも、皮弁は血流が良く、薄く、筋
体や主要血管を　犠牲にしないもの、皮弁挙上の手技が比較的簡便であるものが良いと考えて
いる。鼡径皮弁は薄く、皮膚主体の皮弁で採取部の縫縮が可能であるが、解剖学的変異が多
く、手技が若干困難で広範囲熱傷におけるライン確保部位のため血管が損傷されている症例が
あった。大網弁は採取部の犠牲が少なく、広範囲熱傷でも採取可能であるが、開腹術を伴い、
植皮術が必要なため整容的に劣っていた。肩甲皮弁は解剖学的変異が少なく手技が容易であ
り、採取部の縫縮が可能であるが、体位変換が必要である。各皮弁には以上のような一長一短
があり、皮弁の選択には各皮弁の特徴と患者に適した検討が必要であった。今後は更に薄い、
穿通枝皮弁による再建も考慮する必要があると考えられた。
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重症熱傷に合併した手熱傷の治療について
Treatment for the hand burn of severe burn patients

○山田 賢治, 海田 賢彦, 山口 芳裕

杏林大学　医学部　救急医学教室

【背景と目的】重症熱傷に合併した手熱傷の治療は、主に救命を目的とした面積の広い熱傷部
位の治療が優先されるため、待機的になる傾向がある。しかし大量輸液に伴い容易に手の浮腫
が出現し、初期評価の2度から時間経過に伴って3度に深達度を修正した症例を経験したため、
最近は2度手熱傷創の皮下組織圧を測定し初期評価に反映させる試みを行っている。今回、重症
熱傷に合併した手熱傷の治療経過を検討したので報告する。【対象と方法】平成23年1月1日か
ら平成25年9月30日までの期間に、救命救急センターに搬送された熱傷患者82例のうち、上肢・
手熱傷を合併し集中治療室（ICU）に入室した19例を対象とした。内訳は男性14名、女性5名、
年齢は23～91歳（中央値57歳）、熱傷面積は11～82.5％（中央値25％）で、気道熱傷合併例は
11例であった。皮下組織圧の測定は2度手熱傷6例に行い、動脈圧またはCVP圧モニターラインの
先端に装着した21G針を皮下に刺入して行った。【結果】受傷後24時間の総輸液量は4,490～
24,300mL（中央値10,032mL）、測定した皮下組織圧は8～50mmHg（中央値18mmHg）であり、1例
に減張切開を行った。皮下組織圧を測定した残りの5例では、保存的加療を施行した。手熱傷創
のデブリドマン手術は受傷後1～28日（中央値8日）に、植皮術は8～35日（中央値15.5日）に施
行した。ICU退室までの期間は13～380日（中央値51日）、転帰は生存16例、死亡3例であっ
た。【考察】2007年にKumarらは、褥創壊死部で皮下圧が亢進し局所の微小循環障害が生じてい
ることを指摘し、subcutaneous compartment syndromeの概念を提示した。重症熱傷に伴う手熱
傷の皮下組織圧測定は、早期に微小循環障害を検出し、深達度の増悪を回避出来る可能性があ
る。
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手熱傷での高周波ラジオ波メス使用経験
Radiowave surgery in burn treatment of hands

○本間 幸恵1, 徳力 俊治1, 小林 誠人2, 大井 宏実1

菊川 元博2

1公立豊岡病院組合立豊岡病院　形成外科, 2公立豊岡病院　但馬救命救急センター

【目的】手はその構造上小範囲内に神経血管束や腱組織、靱帯といった主要組織がひしめき合
って存在する。熱傷のデブリードマン時にはできるだけ健常組織を温存しつつ壊死組織のみを
切除することが要求される。電気メスによる操作は高い止血効果が得られる反面、周囲組織へ
の熱損傷が懸念される。我々は今回全身熱傷で出血傾向もあり、手内筋の浮腫により良肢位の
維持に難渋した症例に対し、高周波メス（サージトロンEMC、Ellman社）と局所陰圧閉鎖療法
（V.A.C.、KCI社）を使用し治療したので、この経験を若干の文献的考察とともに報告する。
【症例】12歳、男児。花火大会見学中に近くの露天のガソリンが引火し爆発、気道熱傷を伴う
全身熱傷を受傷し救急搬送される。顔面、前胸部、背部、両四肢にDDB50%、DB5.5%（55.5%,
BI=30)の火炎熱傷受傷していた。受傷8日目に初回デブリードマン、植皮術を施行した。この時
点で全身の浮腫非常に高度となっており手内筋の浮腫が強く不良肢位をきたしていた。DICを脱
しておらず、全身の出血傾向強かったためできるだけ出血量を抑えるために手指の焼痂切除に
高周波メスを使用した。初回は術後burky　dressingとしたが2回目のデブリードマンの術後か
ら肢位の固定のためにVACシステムを併用した。
【結果】手背および指背側は皮膚全層でデブリードマン施行した箇所も皮静脈を温存できた。
また、部位によっては真皮の一部も温存できた。左手もVACシステムを併用することで比較的良
肢位を保つことが可能となった。
【結論】高周波メスは、その特徴として切片の熱損傷が10ミクロン以下と非常に少ないことが
挙げられる。周囲の熱損傷を避けたい、手のような微細な部位でのデブリードマンでは有用で
あると考えた。
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上肢複合組織損傷に対する創外固定の応用―マイクロサージャリー
との併用も含めてー

Usage of external fixator for reconstruction of complex injuries in the upper extremities combined with

the technique of microsurgery

○五谷 寛之1,2, 佐々木 康介1,2, 宮下 昌大1, 田中 祥隆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静岡理工科大学手外科微小外科領域先端医工学

（はじめに）上肢特に前腕の切断、不全切断を含む複合組織損傷においては確実な骨接合と血
行再建、皮弁移植を含む軟部組織再建が術後の機能回復において重要である。なかでも今回我
々は上肢の複合組織損傷における創外固定器の使用を含めた初療から二期的再建まで含めた治
療計画について報告する。（対象と方法）近年演者らが経験した上肢の複合組織損傷の内創外
固定を施行した17肢について検討した。Gustilo分類では3Aが4肢、3Bが10肢、3Cが 3肢であっ
た。年齢は15-78歳で、平均年齢は47歳であった。装着の目的としては初回手術時の固定が
10肢、外傷後短縮に対する橈骨骨延長が１肢、拘縮除去目的が6肢であった。使用した創外固定
器は前腕用ホフマンが10例（延長器使用例含む）、前腕用イリザロフが3例、ジョシイ式が１
例、指用イリザロフが3例であった。皮弁移植を施行したのは9肢で、内訳は遊離血管柄付き腓
骨＋腓骨皮弁5肢,遊離腓骨皮弁1例、後尺骨動脈穿通皮弁1例、遊離肋骨付き前鋸筋弁1例、遊離
傍肩甲皮弁1例であった。最終経過観察時の機能的評価はChenの評価基準によった。(結果)最終
観察時の術後成績はChenの1が4肢、2が5肢、3が4肢、4が４肢であった。(考察及びまとめ)上肢
の複合組織損傷の機能回復を目的とした加療は単一の方法で対処できるものではなく、初療時
に機能回復の目標を設定し、マイクロサージャリー手技や創外固定器を駆使した選択枝を考慮
すべきである。すなわち皮弁移植による良好な血行の軟部組織再建、そして創外固定器の併用
による組織の緩徐伸展は、手部の重度外傷後に起こることが必発である組織間の癒着や皮膚瘢
痕の乖離に欠くことのできない手技と考えられ、創外固定の利用は初療時の仮固定の役割のみ
ならず拘縮解離や骨延長など機種ごとの特徴に応じて利用すべきである。
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手部剥脱損傷に対する皮弁術施行時期の検討
The Timing of Flap Surgery for Degloving Injury of the Hand

○辻 英樹1, 倉田 佳明1, 松井 裕帝1, 土田 芳彦2

村上 裕子2

1札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター, 2湘南鎌倉病院　外傷センター

【はじめに】手部から手指にかけての広範囲剥脱損傷の再建術は非常に困難である。治療の基
本は剥脱した皮膚を元に戻し動脈および静脈の血行再建を行うこととされるが、殊に完全剥脱
創の場合はより困難なものとなる。血行再建が不成功に終わった場合皮弁術による被覆が行わ
れるが、初療時血行再建を断念し早期より皮弁術を施行することもある。今回手部剥脱損傷の
治療経過、成績を調査し、皮弁術の施行時期との関連を検討した。【対象と方法】対象は当科
において受傷同日より治療を行い、初療より1年以上経過観察可能であった12例。男8女4例、平
均年齢44.2歳（28‐58歳）。これらの症例の初期治療および確定治療、施行日、深部感染の有
無、最終経過観察時のDASH, Hand20を調査した。平均観察期間は13.8ヵ月（12‐17ヵ月）であ
った。【結果】受傷日全例に緊急手術が施行されていた。デブリドマンの後、動脈または静脈
吻合による血行再建術が5例、下腹部皮下埋没によるbiological dressingが3例、wet dressing
後24時間以内の遠隔鼡径皮弁が4例に施行されていた。血行再建術の5例は全例不成功となり、
受傷2,6,10,14日目に皮弁術、5日目に指切断術、下腹部皮下埋没の3例は2,4,5日目に皮弁術が
施行されていた。深部感染は2例でいずれも血行再建が不成功で6,14日目に皮弁術が施行された
例であった。平均DASHは40.5点（14.2-66.7点）、平均Hand20は51.7点（25.5-71.5点）であっ
た。【考察】今回の調査では早期の皮弁術が望ましく、下腹部皮下埋没によるbiological
dressingは組織温存に有用な手段であった。一方、初療時血行再建術を施行した5例は全例不成
功となり続く皮弁術施行も遅延する傾向にあり、2例で深部感染を来した。血行再建術の不成功
の見極めを早期に行う必要がある。
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Superficial Palmar Branch of the Radial Artery Flapによる手指皮膚軟部
組織欠損の治療経験

Soft-tissue Reconstruction of the Hand and Finger with Superficial Palmar Branch of the Radial Artery

Flap

○小野 真平, 岩田 勝栄, 向田 雅司, 神田 俊浩
大井 宏之

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】
橈骨動脈浅掌枝（superficial palmar branch of the radial artery）に栄養される手関節掌
側部をドナーにした皮弁（以下SPBRA flap） による手指皮膚軟部組織欠損の治療経験を報告す
る。
【対象と方法】
対象は2013年5～10月に手指皮膚軟部組織欠損の6例7指（男性5例、女性1例、平均35.8 歳、示
指3、中指2、環指1、小指1 ）である。4例（4指）が指尖指腹部の欠損、1例（2指）が中節骨レ
ベルでの横切断、1例（1指）が中節骨骨折を伴う指背から指腹にかけての皮膚軟部組織欠損で
あった。皮弁の大きさは最小40×25、最大55×28mmであり、いずれも遊離皮弁として挙上し、
ドナーは一期的に単純縫縮した。動脈は全例で橈骨動脈浅掌枝と指動脈を端々吻合した。静脈
は4皮弁で皮静脈、3皮弁で橈骨動脈の伴走静脈を選択し、レシピエントの皮静脈と端々吻合し
た。
【結果】
皮弁は最終的に1例を除き（80％）、100％生着したが、橈骨動脈の伴走静脈を選択した2皮弁で
術後うっ血傾向を認めた。
【討論】
SPBRAは手掌手首皮線の1～2cm近位で橈骨動脈から分岐し、尺側・遠位方向に母指球筋の近位部
表層を走行し、浅掌動脈弓に合流する。血管径は平均0.9～1.4mmであり、通常1～2本の伴走静
脈があり、橈骨動脈の伴走静脈に流出する。本皮弁は、(1)皮膚の薄さ・色・質感の観点から手
指部（特に掌側）の再建に有用であり、(2)ドナーが手掌手首皮線に一致するため目立ちづら
く、(3) 主要血管を犠牲にしない等の利点がある。一方で、(a) 動脈長が約2cmと短く、(b) 動
脈吻合直後の攣縮、術後の静脈還流不全によるうっ血傾向が欠点として挙げられる。また知覚
皮弁、flow-through flapとして挙上可能なことが報告されており、その汎用性に関して今後の
検討を要する。
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高度手指関節屈曲拘縮に対してtransposition flapを併用した手術治療
成績

Clinical results for use of transposition flap in skin defects after release for sever joint flexion contracture

of fingers

○勝村 哲1, 坂野 裕昭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　手外科センター, 2横浜市立大大学　整形外科

【目的】手指屈曲拘縮では、術前の拘縮角度が大きくなるほど、術後の関節拘縮の残存も大き
い傾向にある。今回、transposition flapを併用した高度手指屈曲拘縮の術後成績について検
討した。【対象と方法】対象は、手指PIP、または、MP関節の拘縮角度が60°以上の屈曲拘縮例
15例21指（中指2、環指7、小指12）で、平均年齢は58.2歳であった。拘縮原因は、外傷が4例7
指（屈筋腱損傷6、基節骨骨折1）、Dupuytren拘縮が11例14指であった。外傷例は全例PIP関節
のみの拘縮例で、Dupuytren拘縮例は、60°以上の拘縮がMP関節もの2指、PIP関節のもの12指で
あった。全例で観血的に屈曲拘縮を解除し、生じた皮膚欠損に対して2種類の局所皮弁の
transposition flapで被覆した。外傷例ではdigito-lataral flapを指側面に、Dupuytren拘縮
例はulnar parametacarpal flapを手掌尺側にデザインし皮弁を反転させ被覆した。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10カ月（6～
12）で、また、術前、調査時の拘縮角度、および、屈曲拘縮改善率を検討した。【結果】外傷
例のPIP関節拘縮角度は術前平均73.4°が調査時16.9°に、Dupuytern 拘縮例はMP関節が61.7°
が15.0°に、PIP関節が64.4°が28.8°に有意に改善した（p＜0.05）。皮弁は全例で生着し、
屈曲拘縮改善率は、外傷例が平均77.0％、Dupuytren拘縮例は82.6％であった。【結語】手指の
高度屈曲拘縮治療で、観血的に関節拘縮を解除した際に生じる皮膚欠損に対し
て、transposition flapで被覆することは、術後翌日から可動域訓練を開始が可能となるとと
もに、拘縮部に健常な皮膚を挿入することで、術後の再拘縮の予防につながると考えた。
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perforator flapを用いた手指血管奇形に対する切除再建術
Perforator flap reconstruction for vascular malformations of upper limb

○成島 三長, 加地 展之, 横山 愛, 飯田 拓也
光嶋 勲

東京大学医学部形成外科美容外科

はじめに　血管腫・血管奇形の治療法としては、第１選択として硬化療法や塞栓療法などもあ
るが、難渋する場合もある。今回我々は、血管奇形に対して切除術後　perforator　flapを用
いて再建をおこなった症例について報告する。方法2009年以降外科的治療症例は　68例ありそ
のうち四肢例は上肢17例　下肢20例　頭頸部27例　他4例であった。内訳動静脈奇形32 例　静
脈奇形25例　リンパ管奇形2例　その他　9例であった。結果　上肢17例の外科的切除後の再建
例は8例あり、そのうちSCIP flap6例 ALT 1例　TAP1例であった。植皮のみの再建を行ったもの
はなかった。部分残存例は認めるが切除後の急性再増大などはなし。部分壊死を一例認めた
が、皮弁は全例生着した。考察血管奇形において、切除できる症例で将来的に増悪により生活
に支障が出ると判断される場も患者さんと相談の上選択している。皮膚欠損が大きい場合や組
織欠損がある場合には再建が必要であるが、指や趾においても、第一選択は、再発について考
慮し趾移植などは避け皮弁移植を選択している。特にSCIP flapは、鼠径部から採取でき傷跡が
目立ちにくい場所にあるため、若い女性でも選択しやすい皮弁の一つである。他の利点とし
て、神経や筋膜・骨を必要に応じて入れられること、脂肪弁とすることができること、また薄
く挙上することも可能なであり、整容的機能的に様々な再建に利用可能である。欠点としては
四肢に比べて色がやや濃く黄色がかっている、血管が細くバリエーションがあることが挙げら
れる。しかしこのバリエーションがあることを知っていれば、SCIP深枝やSIEAへの栄養血管の
術中変更や皮弁デザイン位置の微修正で十分対応可能でありあわてる必要はない。また知覚が
乏しい点についてはLICAPとの併用で知覚再建も可能になると考えている。
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超音波カラードプラを用いた橈骨動脈穿通枝の検索
Identification of the Radial Artery Perforator using Color Doppler Ultrasonography

○斧出 絵麻, 高松 聖仁, 新谷 康介, 大山 翔一朗
香月 憲一

大阪市立総合医療センター　整形外科

【目的】近年皮膚軟部組織欠損に対する穿通枝皮弁を用いた再建が注目されており, 解剖学的
検索が種々の穿通枝について行われている. 今回, 超音波カラードプラを用いて橈骨動脈穿通
枝(以下RAP)の局在について検索を行ったため報告する.
【方法】対象は健常成人10例(女性5例, 男性5例)20手で, 平均年齢は28.9歳(24～48歳)であっ
た. GE Healthcare社製 Venue40と12L-SC(～13MHz)・L8-18i-SC(～18MHz)の2種類のプローブを
用いて橈骨動脈本幹を遠位手関節皮線から中枢へカラードプラで追跡して比較し, RAPを検索し
た. RAPの起始方向を, 橈骨動脈を中心に掌側・背側・橈側・尺側の4区画に分類し, 遠位手関
節皮線からの距離をそれぞれ計測した.
【結果】プローブによる比較では, L8-18i-SCの方がより詳細な穿通枝の描出が可能であり, 手
関節周囲のRAP検索に適していた. 一方12L-SCでは, 解像度はやや劣るものの中枢では肘関節付
近まで描出可能であった. そのためL8-18i-SCを用いて検索を行ったところ, 描出されたRAPは
合計120本であった. 区画別では掌側17本, 背側15本, 橈側36本, 尺側52本であり, 遠位手関節
皮線からの距離別では0-25mm：30本, 26-50mm：35本, 51-75mm：19本, 76-100mm：18本, 101-
125mm：15本, 126-150mm：3本であった. また掌側・尺側への穿通枝計69本のうち, 49.0%が
50mm以内に存在していた.
【考察】諸家の解剖学的検討ではRAPは茎状突起から20～70mmに多く穿通枝が存在するとされて
おり, 本研究でも概ね矛盾しない結果となった. また皮弁・脂肪弁を挙上する際に重要な掌側
・尺側へのRAPも, 同部位で比較的多く描出されることが明らかとなった. これらの穿通枝を侵
襲が少なく短時間で検索可能な超音波カラードプラで評価出来たことは, 今後RAP flapを挙上
する際の術前計画に有用と思われた.
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日帰り局所麻酔手術におけるフルルビプロフェン静脈内投与の効果
Postoperative analgesic effect of intravenous flurbiprofen in day surgery

○村井 伸司1, 原 友紀1, 西浦 康正2, 神山 翔1

山崎 正志1

1筑波大学　整形外科, 2筑波大学附属病院　土浦市臨床教育ステーション

【はじめに】整形外科手術術後の疼痛軽減に術中フルルビプロフェン静脈内投与による先取り
鎮痛法が有効であったとの報告がある。日帰り手術においては特に術後鎮痛が重要であると考
え、手根管開放術時にフルルビプロフェン静脈内投与を行った際の効果を検証した。【対象と
方法】2011年4月以降、日帰りで片側の手根管開放術を行った特発性手根管症候群34例を対象と
した。手術は皮切部にエピネフリン添加1%リドカインで局所麻酔を行い、手掌内皮切を用いた
開放式手根管開放術を行った。術中にフルルビプロフェン50mgを静脈内投与した投与群(n=17)
と非投与群(n=17)に分け、術後2,4,6,8,10,24時間後の術側の手の痛みをNumerical Rating
Scale(NRS)で評価した。また、全例に屯用でロキソプロフェンナトリウムを処方し、術後内服
回数を調査した。【結果】フルルビプロフェンおよびロキソプロフェン投与による有害事象発
症例はなかった。各術後経過時間でのNRSの平均値を投与群と非投与群で比較すると、全ての時
間で投与群のスコアが低い傾向にあり、術後8時間で有意差があった（Wilcoxson検定
p=0.018）。術後24時間以内のロキソプロフェン内服状況は、投与群では17例中2例のみ、非投
与群では17例中15例が内服していた。内服回数については投与群はいずれも24時間以内に1回の
みで術後6時間が1例、10時間が2例であった。一方、非投与群では内服を行った15例全例が術後
6時間以降の内服があり、24時間以内に2回以上内服した症例が10例あった。【考察】術中フル
ルビプロフェン静脈内投与は術直後の鎮痛効果に加え、半減期を過ぎた術後6時間以降も鎮痛剤
の追加投与を抑制する効果があった。日帰り手術の術後鎮痛にフルルビプロフェン静脈内投与
は有効である。
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手外科におけるwide awake surgeryの経験
The Experience of Wide Awake Hand Surgery

○白井 隆之, 福本 恵三, 加藤 直樹, 村中 秀行
菅野 百合

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】手外科領域における手術は無血野で行うため、伝達・全身麻酔下に止血帯を用いて行
うことが多い。しかし、伝達・全身麻酔では、術中自動運動ができない。局所麻酔下に自動運
動を行わせるwide awake hand surgeryの経験を報告する。【対象と方法】2011～2013年に、手
指可動域の改善目的として上腕止血帯を用いずに局所麻酔（指ブロック含む）で行った手術は
50例であった。内訳は、腱剥離術および関節授動術23例、腱縫合術21例、腱移植術1例、腱移行
術1例、PIP人工関節置換術4例であった。指基部での止血帯も用いなかったものは26例であっ
た。麻酔薬は指基部で止血帯を用いたものを除いて固有指部にもエピネフリン加リドカインを
使用した。【結果】腱剥離術および関節授動術では、腱剥離範囲や靭帯の切離範囲の決定に有
用であった。腱縫合術では腱鞘での縫合部の通過状態が確認できた。腱移植術・腱移行術では
緊張の度合いの決定に有用であった。人工関節置換術は、指ブロックと指基部での止血帯下
で、関節可動域と人工関節の動きを確認できた。エピネフリン加リドカインの使用と電気凝固
による止血で上腕での駆血なく手術可能であり、エピネフリンによって生じた合併症は特にな
かった。【まとめ】エピネフリン加リドカインの使用により、局所麻酔下に多くの手外科手術
が可能であり、自動運動によって術中に可動域が確認でき有用であった。エピネフリン加リド
カインの固有指部への使用は本邦では添付文書上禁忌とされているが、血行障害を有する患者
以外では国内外の多くの文献で安全性が報告されており、添付文書の改訂が求められる。
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当院における上肢手術に対するエコーガイド下腕神経叢ブロック腋
窩法

Ultrasound-guided Brachial plexus block for Upper Limb Surgery

○大坪 晋

永頼会松山市民病院　整形外科

【目的】エコーガイド下に腕神経叢ブロックを行うことにより安全に、確実に、更に再現性を
もって行える事より、エコーガイド下の鎖骨上窩法及び腋窩法は一般的となってきている。当
院で行っている上肢手術に対するエコーガイド下腕神経叢ブロック腋窩法の工夫に関して考察
し報告する。【方法】対象は当院で2012年4月よりエコーガイド下腕神経叢ブロック腋窩法にて
手術を行った84例（男性45例、女性39例）で、平均年齢46.7歳であった。手術の内訳は肘周辺
骨折4例・軟部組織手術6例、手関節周辺骨折25例・軟部組織14例、手指骨折17例・軟部組織18
例であった。まずプレスキャンとしてエコー下に腋窩レベルで上腕動脈を確認した上で筋皮神
経を含めて腕神経叢を確認した。尺骨神経の部位の判断が困難な症例は肘部管レベルから中枢
に尺骨神経を追い、同定した。それぞれの神経と上腕動脈との間に麻酔薬を注入していき、結
果的にドーナツ化サインを得る事により麻酔を終了した。【結果】効果不良で麻酔方法を切り
替えた症例はなかったが、執刀時に皮切部の疼痛を訴えた症例が7例あり、局所麻酔を追加し
た。また重大な合併症はなかったが、駆血部痛を訴える症例が5例あった。【考察】エコーガイ
ド下に腕神経叢ブロック腋窩法を行う事により鎖骨上窩法に比べ、尺骨神経領域にも確実に効
果を得る事が出来ると考えた。しかし駆血部痛を訴える症例はあり、手術時間がかかる症例や
直ぐに尺骨神経領域の効果が得られなくてもよい症例は鎖骨上窩法も考慮する必要があると考
えた。
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超音波ガイド下鎖骨上法腕神経叢ブロックを用いた手術経験
Upper extremity Surgery Under Ultrasound-Guided Supraclavicular Brachial Plexus Block

○中山 政憲1,2, 岩本 卓士2, 佐藤 和毅2, 戸山 芳昭2

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　整形外科

[はじめに]今回われわれは、超音波ガイド下鎖骨上法腕神経叢ブロック(以下SCB)のもとで行っ
た手肘の手術についてまとめ検討した。[方法]症例は平成25年4月1日より9月30日までの半年間
で、同一施設かつ同一術者兼麻酔医のもと行われた37例である。内訳は手指疾患が10例、手関
節疾患が20例、肘疾患が7例であった。全例SCB (1%リドカイン10ml＋0.75％ロピバカイン15ml)
を行った。また、尺骨神経領域の手術については全例腋窩部での尺骨神経ブロック(1%リドカイ
ン5ml＋0.75%ロピバカイン5ml)を追加した。全例術中駆血を行った。手術時間、術野での局所
麻酔の追加の有無、駆血部痛の有無、合併症の有無について検討した。[結果]手術時間は平均
45.6分(12-120分)であった。術野で局所麻酔の追加を要したのが11例で、止血帯部痛を訴えた
のが4例、Horner徴候が見られたのが2例、横隔神経ブロックの症状が見られたのが1例、迷走神
経反射によると思われる徐脈が現れたのが2例であった。気胸や明らかな局所麻酔中毒の症状は
全例において見られなかった。また疼痛の訴えが強く、ペンタゾシン50mg＋生理食塩水50mlの
術中点滴静注を要した例が2例あった。 [考察]局所麻酔の追加を要した症例の多くは麻酔施行
から加刀までの時間が短い例であり、麻酔施行後時間をあければ回避できると考えられた。駆
血部痛が見られたのは手技に不慣れな初期の症例がほとんどであり、概ね腋窩部神経ブロック
に比べ駆血部痛は抑えることができると考えられた。[結語]SCBは手肘の手術において止血帯部
痛を抑えられる有効な麻酔法である。一方合併症も一部にみられ、また局所麻酔の併用や鎮痛
剤の静脈内投与を要することもある。
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近赤外光を用いた手指血流測定装置の開発　第2報
Development of a device measuring the finger blood flow with using the near-infrared light -second

version-

○深澤 克康, 小林 康一, 増山 直子

関東労災病院　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。昨年の本学会で、我々は透過型近赤外線観察装置（製品
名：Genial Viewer）の検証結果と追加開発した時間微分解析ソフトの有効性を報告した。近赤
外線を透過光として入力する本装置は汎用されている反射型に比べて明瞭な血管像の描出が可
能であるものの、透過可能な組織厚の問題があり測定部位が限定される。一方、追加開発した
微分解析ソフトはキャプチャーした画像から非接触的に組織血流測定が可能であることがわか
った。そこで我々は組織厚の問題を解決するため、新たに本微分解析ソフトを運用可能とした
反射型近赤外線観察装置を開発、検証したので報告する。【対象と方法】　対象物に対して均
一な近赤外線照射を行うため、カメラを中心にLEDライトを環状に設置した反射型装置を開発
し、PCに接続して画像を出力、解析を行うものとした。これを健常者6人12手の手指を対象とし
て測定領域の位置、画像描出の影響を検証した。【結果と考察】測定を始めたところ、画像中
央に黒い陰影が出現し、画像を得ることが出来なかった。これは照射された近赤外光が強く、
組織に反射した散乱光の干渉により生じるものと考えられ、カメラ周囲に黒い筒（リテーナ
ー）を装着して遮蔽を行うことにより一定の効果を図れた。すべての健常者手指において静脈
の描出が可能であり、また微分解析ソフトにより組織血流を示す波形を確認することができ
た。しかし光量の調整とリテーナーからの距離の設定によっては描出されにくいことも多く、
更なる改良を要する。【結語】解決すべき課題も存在するものの、非接触的に血流測定を可能
とする本装置は、今後の改良により実用的な機器となりうる。
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RA手における尺側偏位変形の単純レントゲン撮影肢位に関する検討
Consideration of positioning in radiography for the ulnar deviation of rheumatoid hand.

○佐久間 悠, 越智 健介, 吉田 進二, 猪狩 勝則
桃原 茂樹

東京女子医大リウマチセンター整形

【はじめに】関節リウマチ (RA) における中手指節関節部の尺側偏位 (UD) に対して単純レン
トゲン画像 (X-ray) を撮影する際，通常の肢位ではUDが矯正され，画像に変形が反映されない
場合がある．そこで今回，RA手における尺側偏位症例のX-rayを数種の肢位で撮影し，適切な画
像が得られる撮影法に関して比較検討を行った．【対象・方法】RA患者37名70手を対象とした
(男7女30，平均年齢62歳)．カセッテ上で前腕回内位で手掌を下にする通常の肢位 (pronation-
volar-downward ; PVD) ，前腕回外位で手背を下にする肢位 (supination-dorsal-downward ;
SDD)，撮影側を下とした側臥位で肘屈曲90度・前腕中間位で手背を下にする肢位 (recumbent-
dorsal-downward ; RDD) ，立位で肘屈曲90度・前腕中間位として手背側にカセッテを設置する
肢位 (upright-dorsal-lateral ; UDL) の4肢位で撮影し，画像上のUD角を計測して比較し
た．【結果】平均UD度はそれぞれPVD群で11.3度，SDD群で34.6度，RDD群で27.4度，UDL群で
34.3であった．PVD群と比較していずれの群も有意にUD角は増加していたが，それら3群間の比
較では有意差は認められなかった．またUDL群で角度が3倍以上増加した症例は，PVD群の０―5
度で66.7%，5―10度で71.4%，10―15度で37.5%，15―20度で50%であり，20度以上では0%であっ
た． 【結論・考察】理論的にSDD位は前腕回外障害の，UDL位は重力の肢位に対する影響が否定
できず，最も影響が少ないRDD位はやや煩雑である．しかし実際のUD角に有意差は認められず，
従ってより簡便なUDL位が撮影法として適していると考えられる．また通常撮影でのUD角が20度
以下の症例において肢位による角度変化の幅が大きい傾向があり，RAにおけるUD症例の画像評
価・記録には注意が必要であると考えられた．
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橈骨遠位部掌側の形状の定量的解析
Volar morphology of the distal radius: a quantitative study.

○大浦 圭一郎1, 岡 久仁洋2, 片岡 利行3, 田中 啓之2

村瀬 剛2

1大阪大学　大学院　整形外科, 2大阪大学　整形外科

3星ヶ丘厚生年金病院　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固定後の長母指屈筋腱（以下，FPL）
断裂の報告が散見されている．橈骨遠位部の横断面は掌側が凹形をしており，この形状が骨と
プレートとの適合不良，FPL断裂の一因となりうるという仮説を立てた．この仮説を検証するた
め，橈骨遠位部の形態と，橈骨とFPLとの位置関係を定量的に解析した．
【方法】健常な前腕のCTデータ70例を用いて，橈骨とFPLの3D表面モデルを作成した．橈骨の長
軸方向をy軸，茎状突起方向をz軸とするような座標系を設定した．橈骨の長軸に垂直で月状骨
窩掌側関節縁を通る平面を定義し，この平面から近位方向に2mm間隔で橈骨，FPLの断面を作成
した．橈骨横断面の形態とFPLとの関係を各断面について以下の方法で測定した．
橈骨横断面掌側の凹形の両側縁に接する直線を直線Lとした．直線L と橈骨横断面掌側との距離
の最大値（凹の深さ）をDとした．FPLの重心と直線Lとの距離をFLとした．FPLの重心と橈骨横
断面掌側との最短距離をFRとした．z軸（茎状突起の方向）と直線Lとのなす角度をAとした ．
遠位から近位方向に向けて上記の測定を橈骨横断面掌側が凹でなくなるまで行なった．橈骨横
断面掌側が凹でない断面では，Dは0とし，A，FL，FRは測定不能とした．
【結果】橈骨断面掌側は遠位部では凹で，関節縁から6mm近位で最も深くなり，近位に向かうに
つれて次第に扁平化し，さらに近位では凸となった．FL，FRは関節縁から2mm近位で最小となり
近位にいくにつれて増加した．角度Aは近位から遠位に向けて回外方向に捻じれていた．
【考察】橈骨の横断面は遠位部では掌側が凹形で，近位から遠位に向けて回外方向に捻じれて
いた．この形態の特徴により，橈骨表面と掌側ロッキングプレートとの適合が不良となる可能
性が示唆された．
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尺骨頭の背側転位を生じる要因
The factor correlated with dorsal shift of the distal end of the ulna

○片山 健, 小野 浩史, 古田 和彦

国保中央病院　整形外科

【目的】手関節X線側面像で尺骨頭が橈骨より背側へ転位する症例があるがその要因はいまだ不
明である. 本研究の目的は尺骨頭が背側転位を生じる要因につき検討することである.【方法】
手関節X線2方向撮影を行った290例(男/女145/145例, 平均年齢67.6/67.3歳)を対象とした. 尺
骨頭の背側転位の評価法は, 側面像で橈骨の長軸に直交する橈骨骨幹端最背側点を通る直線を
引き, 橈骨の厚みaを決める. 次に尺骨最背側点を通る垂線の尺骨最背側点から橈骨背側皮質ま
での距離bを計測し, b＞0を尺骨頭背側転位有, b≦0を転位無とした. 政田法を用いて, b/aを
ulnar dorsal dislocation index(UDI)とした. 調査項目は年齢, 性別, X線正面像で手関節尺
側の変形性関節症の有無, RI, CHR, UV, X線側面像でVT, RLA, RSAを計測した.UDIと各測定項
目との相関を検討し, 次に尺骨頭背側転位の有無を目的変数, 有意に相関した項目を説明変数
としてロジスティック回帰分析を行った. 有意水準5％未満を有意差ありとした.【結果】尺骨
頭背側転位有152例, 無138例であった. UDIと有意に相関した項目はUV, RI, VTであった. 回帰
分析から尺骨頭背側転位の有無に影響する要因はUVが除外されRI, VTとなり, 最もodds比が高
い項目はRIの1.162であった. 【考察】尺骨頭の背側転位とUV, RI, VTの増加が関連し, 最も影
響する要因はRIであった. 橈骨RIが増加すると手関節の荷重は尺側へ移動するため手関節尺側
の荷重圧が増加し, 尺骨頭を背側に転位させる可能性が示唆される.
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手関節部における正常正中、尺骨神経の拡散強調画像
Diffusion Weighted MR Images of Median and Ulnar Nerve at the Wrist

○山部 英行1, 中村 俊康2, 山中 一良1, 吉岡 大3

1済生会横浜市東部病院　整形外科, 2慶應義塾大学　整形外科

3カリフォルニア大学アーバイン校　放射線科

【目的】本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、手関節部において正中、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DTTの有用性を検討することを目的とする。
【対象と方法】健常ボランティア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横断像をもとに各神経領
域をtrackingし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。
【結果】手根管は0mmから24/28mm、Guyon管は遠位4mmから12/16mmの領域に相当し、正中神経で
は反回枝の、尺骨神経では深枝、浅枝の分岐を確認できた。正中神経のFA値、ADC値はともに近
位から遠位にかけて減少し（r=-0.88; r=-0.76）、尺骨神経のFA値は近位から遠位に向けて減
少し（r=-0.83）、ADC値は増加する（r= 0.51）傾向にあった。尺骨神経のFA値は全領域におい
て正中神経よりも低値で、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】正常例では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。これら正常例の所見は手関節部での末梢神経DTT所見のベンチ
マークとなり、今後手関節部での末梢神経障害の診断の一助となる可能性を秘めていると思わ
れた。
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手根管の3次元有限要素解析
The MRI-based three dimensional finite element model of carpal tunnel

○松浦 佑介, Thoreson Andrew, Zhao Chunfeng
Amadio Peter, An Kai-Nan

メイヨークリニック　バイオメカニクスラボ

背景CTSにおける神経損傷は、手根管内圧の上昇だけでなく腱周囲滑膜組織Subsynovial
Connective Tissue（以下SSCT）の線維化も関与している。そのため、腱や神経、SSCTの挙動を
評価することはCTSの原因を知る上で非常に重要である。それらをすべて直接測定する事は困難
であるが、有限要素法（以下FEM）はそれらの計測を可能にする。本研究の目的は、正中神
経、腱、SSCTの挙動についてFEMを用いて予測し、新鮮凍結屍体による実測値と比較検討するこ
とである。方法滑走抵抗、滑走距離の実測値については、当研究室の過去の研究の生データを
使用した。FEMはMRIデータからMechanical Finderを用いて3次元モデルを作成し、2つの条件を
使用した。FDS3-SSCT間の境界条件：モデル1；接触条件（SSCTの含有水分による抵抗を摩擦係
数で代用しモデル化）、モデル2；固着条件（滑走後半に見られるSSCTの牽引作用をモデル
化）。モデル2は腱を13mm遠位に変位させた状態でメッシュ作成した。モデル1はFDS3を近位に
20ｍm、モデル2は13mmの地点から近位に7mm滑走させ、その間のFDS3近位断端にかかる滑走抵抗
と各組織の滑走距離を計測した。これらの値を過去の研究で求められている実測値と比較検討
した。結果生理的腱滑走距離の40%, 60%, 90%, 120%における滑走抵抗（N）の実測値はそれぞ
れ0.15, 0.22, 0.47, 1.64、FEMでの予測値はそれぞれ 0.15, 0.23, 0.78, 3.22であった。腱
の滑走に伴う正中神経、SSCTの滑走は実測値と同様の傾向を示した。結語FEMによる手根管での
腱、SSCT、ならびに正中神経の挙動をある程度再現することが可能であった。更にこのモデル
を用いて、手根管症候群のメカニズムの解明に役立つことが期待される。
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手指内軟骨腫単純掻爬術後の骨強度の経時的変化～CT有限要素法を
用いた検討

Evaluation of bone strength after operative treatment with curettage of enchondroma of proximal phalanx

: a finite element analysis

○鈴木 崇根1, 岡本 聖司2, 芝山 昌貴2, 小林 倫子2

國吉 一樹2

1千葉大学大学院医学研究医　環境生命医学

2千葉大学大学院医学研究院　整形外科学

【目的】手指に発生した内軟骨腫に対して腫瘍掻爬術が行われる。人工骨もしくは自家骨移植
の併用については議論の分かれるところである。当院では単純掻爬のみを行い良好な成績を得
ている。今回我々は、掻爬術前後の罹患骨の骨強度・骨密度の経時的変化を１例ではあるが有
限要素法を用いて検討したので報告する。【対象】当院で左示指中節骨・基節骨の内軟骨腫
（Polycentric type）の手術を施行された２０才の男性が対象である。中節骨の病的骨折後４
ヶ月の骨癒合後に掻爬術が施行された。病的骨折のなかった基節骨について、手術直前と術後
1, 2, 3, 6, 12ヵ月後に撮影したCT DICOMデータを元に有限要素法を用いて骨強度と骨密度
（以下CT-BD）を計測、健側示指基節骨をコントロールとした比の経時的変化を検討し
た。【結果】術直前の患指基節骨の骨強度は６２％であった。術後の骨強度は１ヶ月４３．５
％、２ヶ月５６．９％、３ヶ月６２％、６ヶ月８１．９％、１２ヶ月１３５．６％であった。
骨密度（CT-BD）は基節骨頚部で術直前５７．２％、１ヶ月５１．９％、３ヶ月６５．９％、６
ヶ月６０．３％、１２ヶ月１１０％、基部で術直前６４．０％、１ヶ月５９．１％、３ヶ月７
１．２％、６ヶ月６６．６％、１２ヶ月１１５％であった。【考察】骨強度は術直後に２０％
程度下がるが、３ヶ月後には術前と同等レベルにまで回復することがわかった。また１２ヶ月
後は健側比１３５％と骨強度は非常に高くなっていた。一方骨密度は術前と術後１ヶ月の差は
少なく、１２ヶ月後でも健側比１１５％程度の増加であった。骨密度による評価と比較して骨
強度は低下が大きく、術後3ヵ月程度までは再骨折のリスクに留意する必要があると思われた。
今後は症例を増やして検討していく予定である。
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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の治療経験
～プレートの遠位部は橈側に傾いて設置されやすい～

Treatment of Distal Radius Fractures with Volar Locking Plate System

○古作 英実, 上原 将志, 大場 悠己, 池上 章太
由井 睦樹

国保依田窪病院

【目的】当院で過去2年間に掌側ロッキングプレートを用いて治療された橈骨遠位端骨折の治療
成績を検討する。
【対象と方法】術後3ヶ月以上経過観察できた18例を対象とした。男性3例，女性15例，手術時
平均年齢は63.7歳，経過観察期間は平均7ヶ月であった。骨折型は背側転位型が16例，掌側転位
型が2例で，AO分類A3：5例，C1：2例，C2：10例，C3：1例であった。使用プレートは全てステ
ラ2であった。X線評価としてUV(ulnar variance)，VT(volar tilt)，RI(radial inclination)
を調べ，またプレートと橈骨長軸のなす角(PRA：橈側傾斜がプラス)と，プレート遠位部と橈骨
の橈・尺側縁との距離(RD・UD)を測定し，その比(U/R比)を調べた。臨床評価としてはMayo
wrist scoreを用いた。
【結果】UV，VT，RIの平均値はそれぞれ術直後→最終経過観察時で-0.33mm→0.28mm ，11.6°
→11.2°，18.9°→18.7°であった。PRAは1.8°(0～5.1°)で橈側に傾いた症例が8例あっ
た。RDは平均2.3mm(1.0～5.0mm),UDは4.3mm(2.0～6.0mm)であり，U/R比は2.6(0.4～6.0)で1を
超えた症例が13例あり，プレートの遠位部は橈側よりに設置されていた。Mayo wrist scoreで
はexcellent3例，good12例，satisfactory3例であった。
【考察】X線評価・臨床評価とも概ね良好であったが，プレートの遠位部は橈側に傾いて設置さ
れる傾向があった。尺側によけている方形回内筋や橈骨月状骨窩骨性隆起がその原因としてあ
げられる。月状骨窩関節面は手関節の荷重を支える重要な部位であり，関節内骨折ではこの骨
片を強固に固定しなければならないが，橈側に傾いてのプレート設置だと安定した固定ができ
ない可能性がある。手術に際してはプレートは橈側に傾くことが多いことを意識し確実に行う
必要があると考えられた。
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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において機
種や術者間で矯正損失に差が生じるか

Correction loss of volar locking plate for distal radius fracture

○本間 龍介1, 佐竹 寛史1, 江藤 淳2, 花香 直美3

高木 理彰1

1山形大学　整形外科, 2山形県立中央病院, 3医療法人　辰星会　枡記念病院

【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術は一般的な手術法となり、そ
の安定した成績が報告されている。掌側ロッキングプレート固定で使用した機種や術者間で術
後矯正損失に差が生じるかどうかを調査した。【対象と方法】山形大学関連病院11施設におい
て過去平均3年の間に橈骨遠位端骨折に対して手術治療が行われた826例中、掌側ロッキングプ
レート固定が施行され、術直後と最終観察時のpalmar tilt (PT)、radial inclination
(RI)、ulnar variance (UV)について単純X線計測が行われていた194例を調査した。女性
156例、男性38例であり、平均年齢は65.2歳（23～89歳）であった。術直後と最終観察時の計測
値から矯正損失量を求め、プレート機種間での有意差についてはKruskal-Wallis検定にて、術
者間（手外科医とそれ以外の整形外科医）の有意差についてはｔ検定にて解析した。【結果】
骨折型はAO分類でA2が48例、A3が76例、B3が4例、C1が15例、C2が43例、C3が8例であった。使
用プレートはStellarが94例、DVRが44例、Acu-Locが22例、DRPが17例、VA-TCPが11例、extra-
articular LCP DRPが6例であった。術者が手外科医は60例、それ以外の整形外科医は134例であ
った。プレート機種間と術者間でPT、RI、UVの矯正損失量に有意差は認めなかった。【結論】
橈骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレート固定は、種類や術者間で矯正損失に有意差は
認めず、概ね安定していた。
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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における術後
橈骨短縮の要因ついての検討

Study of factors with postoperative radius shortening in volar locking plate fixation for distal radius

fractures

○武光 真志, 楠瀬 浩一, 山中 誠, 平澤 英幸

東京労災病院　整形外科

対象：2008年3月から2013年6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を
行い3ヵ月以上経過観察が可能であった118例を対象とした．男性34例、女性84例、平均年齢は
6 2 . 8 歳 で あ っ た . A O 分 類 は
A1：5例、A2：17例、A3：22例、B3：11例、C1：30例、C２：14例、C3：19例であった．使用し
た機械はMatrix(stryker)：84例、Variax(stryker)：15例、ADAPTIVE（MES）：19例であった．
評価：単純X線で術直後と術後3ヶ月時のUlnar Variance(UV)を測定し橈骨短縮量を求めた．橈
骨短縮量に対して性別、年齢、骨折型、各種プレートなど各項目について統計学的評価を行っ
た．結果：選択した各プレートはすべてpolyaxial lockingでありロッキング機構の強度の問題
はあるが、遠位設置型のMatrixと近位設置型のVariaxとADAPTIVEでは橈骨短縮量に有意差はな
かった．関節内骨折であるAO分類C型においても各プレート間での有意差はなかった．2mm以上
の橈骨短縮をきたしている症例は22例認められた．矯正保持されている症例と比較すると、そ
の要因としては性別、年齢、骨折型、プレートの選択よりも解剖学的な整復や適切な各プレー
トの設置やスクリューの挿入などの問題が示唆された．考察：橈骨遠位端骨折に対する掌側ロ
ッキングプレート固定において、各種プレートが其々に良好な成績を報告している．本研究で
も各プレート間では橈骨短縮量に関して優位な差は認めず良好な結果であった．ただ、2mm以上
の短縮を生じている症例を検討すると整復位やプレートの設置、スクリューの挿入位置の不良
などが認められた．術後成績に影響を与える様々な要因の中で、我々がコントロールできる要
因であるプレートの選択や設置、スクリューの挿入位置などを改善することで、さらに良好な
術後成績を得ることができるものと考えた．
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新鮮屍体を用いた橈骨遠位端骨折モデルの繰り返し荷重負荷試験に
おけるdouble tiered subchondral support法の有用性

Cyclic loading test of double tiered subchondral support procedure for distal radius fractures in a fresh

cadaver model.

○筒井 完明1, 川崎 恵吉2, 青木 光広3, 内山 英一4

稲垣 克記1

1昭和大学病院　整形外科, 2昭和大学横浜市北部病院整形外科, 3札幌第一病院

4札幌医科大学保険医療学部理学療法学科

【はじめに】我々はpolyaxial locking plateを用いDSS法を行い、臨床上良好な治療成績を、
また静荷重試験による力学的強度を報告してきた。今回、新鮮屍体を用いて繰り返し荷重負荷
試験を行い、double-tiered subchondral support（以下DSS）法の力学的特性を検討したので
報告する。【方法】Osadaらの報告に準じて、新鮮屍体を用いて、AO分類C2型の橈骨遠位端骨折
モデルを作成して実験を行った。骨接合プレートはAPTUS2.5を用い固定した。標本の近位部は
レジンで固定し、手関節面はシリコン材で覆い、関節面全体に荷重負荷ができるように採型し
た。荷重負荷は油圧サーボ式荷重試験機にて約250Nの力を最大3000回繰り返し行った。遠位１
列目４本は全てロッキングスクリューで固定し、遠位１列目のみで固定した群(N群)、遠位2列
目からDSS法となるように固定を行った群(D群)の2群に分けた。これらを試験機に取り付け、繰
り返し荷重試験を行い、1000、2000、3000回の剛性を調査した。更に、繰り返し試験前後でX線
単純写真を撮影し、VT、RIの矯正損失についても検討した。【結果】繰返し荷重試験で、プレ
ート、スクリューの折損、緩みなどは認めなかった。また、各回の剛性においてD群が勝ってい
た。X線学的評価で、各種矯正損失はD群が少なかった。【考察】橈骨遠位端骨折モデルにおけ
る多軸掌側プレート固定法において、DSS法は繰り返し負荷下においても有用であると考えられ
た。
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尺骨茎状突起骨折の橈骨遠位端骨折部位による検討
Correlation with ulnar styloid fracture and the fracture level of distal radius

○佐々木 康介, 五谷 寛之, 田中 祥貴, 矢野 公一
山野 慶樹

清恵会病院　大阪外傷マイクロサージャリーセンター

【目的】橈骨遠位端骨折の骨折部位が，尺骨茎状突起骨折の発生頻度に影響を与えるか否かを
検討すべく，橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折についてCTにて評価したので報告す
る．
【対象と方法】対象は2009～2012年までに橈骨遠位端骨折と診断しCT精査を行った20歳以上の
155例（男性49例，女性106例）．平均年齢は63歳．ただし，バートン骨折などの橈骨部分関節
内骨折，陳旧性尺骨茎状突起骨折，尺骨遠位骨幹部骨折を認める症例は除外した．尺骨茎状突
起骨折を認めたのは95例であり，中村らの方法を用いて分類した．橈骨遠位端の骨折部位の評
価方法は，CTの前額断または矢状断にて橈骨遠位尺側端からsigmoid notchの部分の骨折線まで
の距離を計測した．
 【結果】尺骨茎状突起骨折を合併した群では，橈骨遠位端の尺側骨折部位は平均8.4mmであ
り，尺骨茎状突起骨折を合併しなかった群では平均10.3mmであった．両群間には統計学的有意
差が認められた．また，尺骨茎状突起骨折の骨折型の違いによる，橈骨遠位端の尺側骨折部位
の差は認められなかった．
【考察】尺骨茎状突起骨折を有する群で，橈骨遠位端骨折の尺側骨折線がより遠位であった．
尺骨茎状突起には手関節三角線維軟骨複合体（以下TFCC）の三角靭帯の一部が付着し，橈骨遠
位尺側には骨間膜の一部であるdistal oblique bundle（以下DOB）が付着している．いずれも
遠位橈尺関節の安定性への関与が報告されているが，DOBが橈骨遠位尺側に付着していることを
考慮すると，DOB付着部より遠位で橈骨が骨折した場合，TFCCのみ牽引され，尺骨茎状突起が裂
離骨折しやすく，DOB付着部より近位で橈骨が骨折した場合，TFCCとDOBが牽引されるため，尺
骨茎状突起は裂離骨折しにくい，と考えられる．
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橈骨遠位端骨折に合併した手根骨骨折の頻度と傾向
The Frequency and Tendency of Concomitant Carpal Bone Fractures with Distal Radius Fractures

○長谷川 康裕1, 中後 貴江2, 松橋 美波1

1神戸赤十字病院　整形外科, 2兵庫県災害医療センター　整形外科

【目的】手関節周囲の外相として橈骨遠位端骨折は高頻度であるが、手根骨骨折は頻度も少な
く、また、見落とされることも多い。今回、橈骨遠位端骨折に合併する手根骨骨折の頻度と傾
向を調べた。
【対象と方法】2010年7月以降、当院または併設する救急救命センターを受診し、単純X線写真
及びCTを撮影した成人橈骨遠位端骨折149例152手を対象とした。男48例50手、女101例102手、
年齢は18-89歳、平均60歳であった。これらの症例に対し、単純X線写真、CTより手根骨骨折の
有無及び部位を調べ、性差、年齢、受傷機転、橈骨遠位端骨折の骨折型（AO分類）について調
べた。
【結果】149例152手中、13例14手（9.2％）で手根骨骨折を認め、手根骨の骨折部位は舟状骨、
三角骨各4手、月状骨3手、有頭骨、有鉤骨各2手、大菱形骨、豆状骨各1手であった。その内訳
は男8例女5例と男に多く、年齢は18-85歳（平均49歳）であり、50歳以下の青壮年者が7例を占
めた。受傷機転は交通外傷5例、高所よりの転落4例と高エネルギー外傷が多かったが、4例は転
倒等の低エネルギー外傷で生じていた。13例中8例は頭部外傷、胸部外傷や、脊椎骨折、他の四
肢の骨折を伴っていた。また、5例は併設する救急救命センターへ搬入されたものであった。骨
折型はA2:2手、A3:1手、B1:2手、C2:4手、C3：4手であった。
【考察】今回の検討では、手根骨骨折を9.2%に認めた。手根骨骨折の合併は男、若年者、高エ
ネルギー外傷の症例に多かったが、高齢者の低エネルギー外傷の患者にも認めた。近年、CTの
普及及び機種の性能の向上に伴い、橈骨遠位端骨折の詳細を把握するためにCTを撮影すること
も多い。手根骨骨折は単純X線写真では見落とされることも多く、手根骨骨折を念頭に置き、CT
を含めて注意深く読影することが重要である。
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掌側ロッキングプレートで治療した遠位橈尺関節不安定性を有する
橈骨遠位端骨折の治療成績と問題点

Clinical Result and Problem of Distal Radius Fracture with DRUJ Instability Treated by Palmar Locking

Plate

○高山 拓人1, 井上 智雄1, 相川 大介1, 宝亀 登2

稲田 成作2

1社会保険山梨病院　整形外科, 2加納岩総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート（以下、PLP）固定法にて治療した症
例の中に、遠位橈尺関節（以下、DRUJ）不安定性があり、術後に手関節尺側部痛や握力低下を
有する症例が比較的多く散見されたため今回、これらを調査したので報告する。【対象と方
法】2008年4月からの5年間にPLPを施行し、12週以上経過観察可能であった182例184手のうち
DRUJ不安定性ありと診断され、術後に手関節尺側部痛を認めた58例60手を対象とした。男性
16例、女性42例、平均年齢は68.8歳で、右24手、左36手、経過観察期間は平均42週であった。
骨折型は斎藤の分類でColles骨折17手、粉砕Colles骨折43手であった。尺骨茎状突起骨折合併
例は24手で基部骨折20手は引き寄せ鋼線締結法で内固定した。PLP固定後、DRUJ不安定性テスト
で評価し、手関節鏡視下、三角線維軟骨複合体（以下、TFCC）損傷の有無を確認しえたPalmer
分類1A 3手、1B 23手、1D 2手のうち22手はpull-out縫合にて修復した。TFCC修復例は外固定に
よる回内外制限を平均3週間、それ以外は外固定なしで術翌日から関節可動域訓練を行った。以
上の症例について、X線学的評価、関節可動域と握力の推移、MS-2010とQuick DASHによる臨床
評価、DRUJ不安定性/TFCC損傷と術後疼痛の関連性などを調査した。【結果】整復位損失はUI
1.4°、VT  0.9°、UV  1.2mmであり、MS-2010での評価は疼痛と握力低下で減点さ
れ、Excellent13手、Good37手、Fair10手であった。TFCC修復例の90%はDRUJ安定、僅かな疼痛
程度であった。【考察】PLPによる骨性要素の再建は概ね良好であるが、合併するTFCC損傷など
の軟部組織損傷は治療成績を大きく左右させ得るため、修復、再建すべき病態をいかに正確に
診断かつ的確に治療するかが今後の検討課題である。
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手掌をついて受傷したと思われる掌側転位型橈骨遠位端骨折の検討
Investigation for volar displaced fractures of the distal part of the radius injured on palmar side.

○酒井 健1, 川崎 恵吉1, 西中 直也2, 門馬 秀介3

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】橈骨遠位端骨折において掌側転位型骨折、すなわちSmith骨折や掌側Barton骨折
は、手背をついて手関節掌屈位で、受傷した際に発生すると考えられている。今回当科及び関
連病院の中で手掌をついて受傷したにもかかわらず、掌側転位型橈骨遠位端骨折となった症例
を経験したので受傷機転を中心に検討した。
【対象と方法】対象は2001年以降当科にて手術治療を行った掌側転位型の橈骨遠位端骨折110例
のうち、手掌をついて受傷した14例22手である。平均年齢は50.1（26～80）歳、男女比は
10：4、片側例：両側例は6：8例で、骨折型は掌側Barton型（AO分類B3型）が17手、粉砕Smith
型（AO分類C1,C3型）が5手であった。これら症例の受傷機転を調査し、治療成績についても検
討した。
【結果】受傷機転は、motor cycleによるもの9例、前方へダイビングするように転倒したもの
が5例であった。そのうち7例8手には手掌に擦過傷を認めた。合併骨折は有鈎骨鈎、大菱形骨稜
をそれぞれ1例認めた。治療法は、掌側ロッキングプレート19手、創外固定1手、保存的加療2手
であった。骨癒合は全例で得られ、術後の矯正損失はUPVが0.78mm、VTが1.8°、RIが
0.89°で、Cooney scoreは91.1で術後成績は良好であったが、1例に遠位骨片がプレートを乗り
越えて、再脱臼を生じた。
【考察】Barton骨折は1838年、Smith骨折は1847年に報告されたがともに手関節を掌屈して転倒
することにより生じると報告されている。しかし我々の症例では、手掌をついて転倒した場合
でもこれらの骨折型を生じていた。これらは橈骨遠位端に剪断力が働き末梢骨片が掌側に転位
した可能性があり、手掌をついて受傷したと思われる橈骨遠位端骨折でも、掌側転位型となる
骨折を生じる可能性があると思われた。
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掌側転位型橈骨遠位端関節外骨折（Smith骨折）治療における問題点
Clinical results for volar displaced distal radius extra-articular fractures (Smith fractures).

○友利 裕二, 澤泉 卓哉, 南野 光彦, 堀口 元
高井 信朗

日本医科大学　整形外科

【目的】掌側転位型橈骨遠位端関節骨折（Smith骨折）の治療上の問題点について報告す
る。【対象および方法】対象は2002年から2013年までの11年間に治療を行い、受傷後12週以上
経過観察可能であったSmith骨折14例15手（AO分類A2-3）である。性別は女性14例で、受傷時年
齢は27～71歳(平均57.5歳)、経過観察期間は4-23ヵ月（平均9.3ヵ月）であった。治療は保存治
療群（C群）が5手、手術治療群（S群）が10手で、S群は掌側ロッキングプレートを用いて内固
定を行った。以上の症例に対して合併症、関節可動域、握力、治療成績評価（MS2010）につい
て調査した。【結果】合併症はC群では5手中2手にEPL断裂および尺骨突き上げ症候群を、3手に
尺骨突き上げ症候群を生じていた。S群は1例に骨折部でのEPL部分断裂を認めたが術中に修復し
機能障害をきたさなかった。関節可動域に関して、C群は健側比平均で背屈68%、掌屈71%、回内
91%、回外100%、橈屈88%、尺屈88%で、S群は健側比平均で背屈92%、掌屈90%、回内98%、回外
96%、橈屈97%、尺屈98%であった。握力はC群で健側比平均57%、S群は平均85%であった。術後治
療評価はMS2010でC群はGood　1手、Fair　4手（7-12点）、S群はExcellent　9手、Good　1手
（0-5点）であった。【考察】Smith骨折ではEPL断裂、尺骨突き上げ症候群が生じる可能性が高
く、保存治療は成績不良の原因である。手術治療の成績は良好であったが、EPL断裂を合併する
可能性があるため、術中EPLを確認する必要がある。
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橈骨遠位端骨折における正中神経障害と手根管内圧の検討
Median Nerve Injury in Patients with Distal Radius Fractures is Correlated with Carpal Tunnel Pressure

○里中 東彦1, 辻井 雅也2, 原 隆久1, 吉田 格之進1

中西 巧也1

1市立伊勢総合病院　整形外科, 2三重大学大学院 運動器外科学

【目的】橈骨遠位端骨折後の合併症の一つとして正中神経障害があり，発生機序として直接的
な正中神経の圧迫や損傷，手根管内圧(CTP)の上昇などが報告されているがいまだ明らかではな
い．今回，橈骨遠位端骨折におけるCTPを測定し，正中神経障害との関連について検討したので
報告する．
【対象と方法】当科にて橈骨遠位端骨折に対して骨接合と抜釘を施行した14例15手を対象とし
た．男性2例，女性12例，手術時平均年齢68.6歳で，AO分類ではtype A：7手，type C：8手であ
った．骨接合は掌側ロッキングプレート(VLP)を用いて内固定を行った．骨接合前後および抜釘
時にCTPを測定し，正中神経障害の有無とCTPの変化について検討した．
【結果】7手で受傷直後より正中神経領域のしびれを認め，3手で抜釘時もしびれが残存してい
た．平均CTPは骨接合前73.6mmHg，骨接合後13.1mmHgと有意に改善した(p＜0.001)．受傷時のし
びれなし(N)群とあり(P)群でみると，骨接合前はN群54.8mmHg，P群95.1mmHg，骨接合後はN群
10.8mmHg，P群16.0mmHgでともに有意差はなかったが，P群で骨接合前後のCTPが高い傾向があっ
た．また骨接合後にしびれのなかった12手としびれが残存した3手の抜釘時のCTPはそれぞれ
7.2mmHg，37.0mmHgで，しびれが残存した群の方が有意に高かった(p＜0.03)．
【考察】橈骨遠位端骨折後の正中神経障害の発生頻度は0-23%とされ，近年VLP固定後の正中神
経障害についての報告が散見される．GelbermanらはCTPが40-50mmHgで正中神経障害の危険性が
あると報告しているが，本症例ではVLP固定後に全例でCTPは低下したものの，しびれの残存し
た症例の骨接合前と抜釘時のCTPは116.3，37.0mmHgと有意に高かった．このことから正中神経
障害の発生には受傷早期のCTPの急激な上昇とその持続性が関連している可能性が示唆された．
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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後に発生した
長母指屈筋腱皮下断裂の3例

Flexor Pollicis Longus Subcutaneous Rupture Following Volar Locking Plate Fixation for Distal Radius

Fractures

○下江 隆司, 谷口 泰徳, 浅井 宣樹, 辻本 修平
吉田 宗人

和歌山県立医科大学　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後に発生した長母指屈筋腱(以下
FPL)断裂の3例を経験したので報告する。【症例】症例1：74歳、女性。約3年前に右橈骨遠位端
骨折に対し、近医で掌側ロッキングプレート固定を受けた。5日前に母指IP関節の屈曲が不能と
なった。単純X線ではpalmar tiltは0度で、プレート遠位部が橈骨掌側皮質より浮きあがってい
た。術中所見ではFPLが完全断裂し、抜釘と腱移植を行った。症例2：80歳、女性。約3年前に右
橈骨遠位端骨折を受傷し、近医で掌側ロッキングプレート固定を受けた。約1ヶ月前に右母指Ｉ
Ｐ関節の屈曲が不能となった。単純X線ではpalmar tiltは0度で, プレート遠位部が橈骨掌側骨
皮質より浮き上がっていた。術中所見ではFPLが完全断裂し、示指の深指屈筋腱にも部分損傷を
認め、抜釘と腱移植術を行った。症例3: 66歳、女性。1年前に左橈骨遠位端骨折に対し近医で
掌側ロッキングプレート固定を受けた。術後3ヶ月で左母指は屈曲不能となり、術後8ヶ月で抜
釘術のみ受けていた。単純X線でpalmar tiltは-5度で、プレート遠位部が橈骨掌側皮質から浮
き上がっていた。当科の術中所見では、  FPLは完全に断裂しており、腱移植術を行っ
た。【考察】掌側ロッキングプレートの合併症のひとつであるFPL断裂は、palmar tiltの整復
不良やプレートの設置不良などが原因とされる。今回の3例は、いずれもpalmar tiltの整復が
不良で、プレート遠位部は骨から浮き上がっていた。術中所見ではFPL末梢断端は手根管内へ退
縮していたため腱移植術を要した。このような症例では腱断裂発生の危険性を認識して経過を
みて、高齢者でも骨癒合後、早期に抜釘を行うべきと考えられた。近年、掌側ロッキングプレ
ートによるFPL断裂の報告が増えており一般整形外科医への啓蒙が大切である。
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橈骨遠位端骨折術後における手指拘縮発生要因の検討
Finger Contracture after Surgical Treatment of the Distal Radius Fracture

○峯 博子, 鶴田 敏幸

医療法人友和会　鶴田整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折に対する手術に掌側ロッキングプレートが用いられるようになり，良好な成績
が多く報告されている。しかし中には術後に手指の拘縮が生じる症例があることから，その発
生要因について検討した。
【対象と方法】
対象は2013年3月までに掌側ロッキングプレートを用いて手術を施行した71手である。術後6ヶ
月時に手指のfull gripもしくは完全伸展不能な症例を拘縮あり群，可能な症例を拘縮なし群と
定義し，患者背景（年齢，性別，術側，手術までの期間，手術時抗凝固薬投与の有無），X線学
的評価［橈骨骨折型（AO分類），尺骨遠位端骨折の有無と骨折型（中村ら，Biyani），術前・
術直後・最終調査時の橈骨アライメント］，術前・術後1週時の腫脹（手関節部，MP関節部，中
指基節部周径），術前日の可動域（中指MP・PIP関節，小指MP・PIP関節），術前日・術翌日・
術後1週時の疼痛（NRS）について両群を比較した
【結果】
71手のうち拘縮あり群は8手，なし群は63手で，拘縮あり群はなし群に比べて手術までの期間が
有意に長かった（p＜0.05）。さらにロジスティック回帰分析の結果，手術までの期間が11日以
上の群は5日以内の群に比べて術後手指拘縮が発症する危険度が高い傾向が認められた（オッズ
比13.0，p=0.06）。X線学的評価，周径は両群間に明らかな差は認めなかった。可動域（健側
比）では術前の中指MP関節屈曲において拘縮あり群がなし群に比べて有意に小さく，術翌日の
夜間痛，術後1週時の安静時痛・夜間痛は，拘縮あり群がなし群に比べて有意に高値であった
（p＜0.05）。以上の結果から，橈骨遠位端骨折術後の手指拘縮の発生予防には5日以内の手
術，術後の疼痛コントロール，積極的な手関節・手指運動の実施が重要であると考えられた。
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橈骨手根関節脱臼骨折の治療経験と文献的考察
Clinical results for radio-carpal joint fracture dislocation and literature review.

○日比野 直仁1, 浜田 佳孝2, 吉岡 伸治1, 山野 雅弘1

1徳島県鳴門病院, 2徳島県立中央病院

橈骨手根関節脱臼は比較的稀な外傷である.橈骨の月状骨に対面する部位の安定性が脱臼阻止の
key stoneとされる.過去5年間に4例を経験したので治療法,合併損傷,臨床成績を調査し文献的
な考察を含めて報告する.症例は4例,全例男性24歳から55歳.受傷機転はhigh energy損傷が3例,
転倒による損傷が1例.掌側脱臼が1例,背側脱臼が3例.合併損傷は全例橈骨茎状突起骨折を認め
掌側脱臼の1例のみ小骨片で舟状骨窩の1/3以下であったが,背側脱臼の3例は全て大骨片であっ
た.合併損傷は背側脱臼の症例にDRUJの脱臼,尺骨茎状突起骨折,正中,尺骨神経麻痺.SL解離,舟
状骨骨折.掌側脱臼に伸筋腱開放性引き抜き損傷を認めた.結果：掌側脱臼の1例は茎状突起の骨
接合のみで安定した.背側脱臼の3例は橈骨茎状突起の骨接合後不安定性を掌側展開で確認し
た.1例は安定していたが中間column橈側の靭帯の補強を追加した.DRUJの脱臼を伴う2症例は中
間,尺側columnの靭帯修復を行った.SL靭帯は経皮ピンニング,舟状骨は骨接合を行っ
た.（結果）脱臼は整復され骨癒合は全例で得られた. (考察)Dumontierは橈骨手根関節脱臼で
橈骨茎状突起骨折を合併し骨片が大きい場合,骨片の解剖学的整復のみで安定性が得られ,小骨
片もしくは骨折を伴わない脱臼の場合,靭帯修復が必要となる可能性が高いと述べているが,我
々の2例は大骨片であったが骨接合のみでは不安定で中間,尺側columnの掌側靭帯修復,骨接合を
要した.橈側から尺側columnまで横走する損傷の場合は骨性支持の再獲得の後,不安定性が残存
すれば軟部組織修復が必要と思われた.小骨片であっても中間,尺側columnの損傷が無い場合は
骨接合のみで安定性が得られた.
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橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定における方形回内筋
温存の意義

Significance of Pronator Quadratus Muscle Preservation in the Palmar Locking Plate Fixation of Distal

Radius Fracture

○阿部 瑞洋, いとう 聰一郎, 金井 三紗, 吉田 渡
吉岡 太郎

河北総合病院　整形外科

目的:　橈骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレート（LP）固定を行う際、Henryのアプロー
チでは方形回内筋（PQ）を切離しなければならず、術後回外制限や回内筋力の低下が報告され
ている。これを防ぐためにPQを温存し、PQを切離する従来法と治療成績を比較した。対象と方
法：　2011年11月～2013年9月までに橈骨遠位端骨折に対してLP固定術を行ない、12週間以上経
過観察が可能だった67例を対象とした。PQ切離群42例（女性37例、男性5例；平均年齢65.9歳）
とPQ温存群25例（女性20例、男性5例；平均年齢71.0歳）である。術後2, 4, 8週とリハビリ終
了時の前腕回内/回外を計測した。リハビリ終了時に手関節背屈/掌屈と握力の健側比％を計測
し、さらにQuick DASHを評価した。結果と考察：　リハビリ施行期間はPQ切離群16.9週、PQ温
存群12.4週とPQ温存群で有意に短縮された。術後2, 4, 8週とリハビリ終了時の平均回内角度は
順にPQ切離群で58°, 64°,77°,88.5°であり、PQ温存群は69°,73°,88°,88.9°だった。平
均回外角度は順にPQ切離群で術後50°,74°,88°,80°であり、PQ温存群は2週
80°,86°,90°,90°だった。回内、回外ともPQ温存群で有意に早期より改善した。リハビリ終
了時の平均手関節背屈/掌屈角度はPQ切離群で61.5°/57.5°、PQ温存群は55.0°/61.3°だっ
た。握力（健側比）はPQ切離群79.5％、PQ温存群82.5％であった。いずれも両群に有意差は無
かった。Quick DASHはPQ切離群8.5、PQ温存群5.7でPQ温存群が有意に小さかった。以上の結果
は、PQを温存することにより術後早期から回内・外運動が回復しリハビリ施行期間を短縮で
き、患者自身の機能回復評価も高いことを示唆する。
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subchondral supportを目指さない橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプ
レート固定

Volar locking plate fixation without subchondral support for distal radius fracture

○品田 良太, 王 耀東, 石井 宣一

佐久総合病院　整形外科

【目的】　橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定においてsubchondral supportが重要
という報告がみられる一方で、プレート設置が遠位になることで腱損傷のリスクが高くなる可
能性があるという報告も散見される。　今回、橈骨遠位端骨折における固定に近位設置タイプ
のプレートを選択し、遠位スクリュー位置を軟骨下骨直下にこだわらずに固定した症例につい
ての結果を検討する。【方法】　対象は2011年6月～2013年3月に、比較的安定していると考え
られた橈骨遠位端骨折に対してメイラ社の橈骨遠位端プレートシステムの近位設置タイプであ
るP-plateを使用し、術後6ヶ月以上経過観察できた11例11手である。　症例は男性2例、女性
9例、年齢は17～80歳(平均54.2歳)、骨折型はAO分類A2:4手、A3:4手、B3:1手、C1:1手、C3:1手
であった。　全例プレートをwatershed lineを超えない位置に設置し、遠位スクリューは軟骨
下骨直下にこだわらず固定を行った。　術直後の単純X線側面像における遠位スクリューと関節
面との最短距離と、最終観察時における骨癒合、矯正損失、腱断裂の有無を評価し
た。【結果】　遠位スクリューと関節面との最短距離は5.0～6.5mm(平均 5.2mm)であった。全
例に骨癒合を認めた。矯正損失の平均はRI: -7～+6° (平均 -1.2°)、UV: 0.0～+2.8mm(平均
+1.2mm)、VT: -3～+2°(平均 -0.9°)であり、許容範囲内と考えられた。腱断裂を認めた例は
なかった。【考察】　Drobetzらは屍体実験にて軟骨下骨から4mm以上のプレート設置では骨折
部の短縮が大きいと述べ、subchondral supportの重要性を報告しているが、今回の検討によっ
て、骨折部の安定性が高いと考えられる症例に対してP-plateを用いた固定は、subchondral
supportを目指さなくとも骨折部の短縮が許容できる良好な結果を示すと考えられた。
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新しく作製した整復鉗子を使用した橈骨遠位端骨折の手術治療
Open reduction and internal fixation of Distal radius fractures by using a new reductin device.

○有薗 行朋, 守 宏介, 浜田 良機

みつわ台総合病院整形外科

【目的】橈遠位端骨折の手術療法としては内固定材として掌側ロッキングプレートを用いる方
法が広く普及し、その良好な治療成績が多数報告されている。橈骨遠位端骨折の末梢骨片は背
屈転位と橈側転位を同時に生じることが多く、手術時に同時に整復する必要があって、整復に
難渋することもある。しかし、その整復方法として確立されたものはない。今回我々は、橈骨
遠位端用の整復鉗子を作製したのでその使用方法と治療成績を報告する。【方法】対象
は、2013年1月から橈骨遠位端骨折に対して新しい整復鉗子を使用して手術を行った男1例、女
11例、計12例。経過観察期間は4～6か月、平均5.6か月であった。骨折型はAO分類で
TypeA3:3例、C1:5例、C2:2例、C3:2例。使用したプレートはDRP（Zimmer社）であった。手術は
FCRの橈側から侵入、方形回内筋をL字切開して骨折部を展開した。掌側の骨皮質を整復後、プ
レートを掌側の楕円ホールから固定した。骨折の橈側転位は、橈骨骨幹端部尺側に筋鉤を挿入
し、橈側に牽引することで整復、この状態で新しく作製した整復鉗子をプレート末梢のスクリ
ューホールと背側はリスター結節付近に把持することで背屈転位を整復し、同時に橈側転位も
整復維持が可能であった。その後、残りのスクリューを固定して手術を終了した。【成績】最
終観察時のX線所見ではPT:4.9°（0～11°）、RI:20.3°（12～24.3°）、UV:0mm（-2～1mm）
で整復状態は良好であった。また、腱損傷などの合併症もみられていない。【結論】橈骨遠位
端骨折整復用鉗子を作製した。掌側はプレートホールに固定され、背側は円形状で背側皮膚の
上から末梢骨片を把持する。このため、安全かつ強固にプレートを末梢骨片の掌側骨皮質に圧
着することが可能であった。
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Dual windows approachを用いて治療した橈尺骨遠位端粉砕骨折の治
療経験

The experience of distal radius and ulnar comminuted fracture using dual winnows approach

○古川 佳世子, 善家 雄吉, 酒井 昭典, 目貫 邦隆
山中 芳亮

産業医科大学　整形外科

【はじめに】橈尺骨遠位端骨折で尺骨の内固定も考慮される場合や、橈骨遠位端骨折で遠位橈
尺関節(lunate-facet)骨片の転位を有する症例などに対しては、第55回本学会で久能らが報告
した「Dual windows approach」は有用である（＊2012年にMaresらが類似したapproachをTech
Hand & Up Ext Surgに報告）。【目的】今回我々は橈尺骨遠位端粉砕骨折症例に対し本法を用
いて展開・整復し、尺骨遠位端骨折に生体内吸収性プレートを用いて固定した症例を経験した
ので、その有用性と問題点について報告する。【対象・方法】橈尺骨遠位端骨折3症例（C2
2例,C３１例）で全例女性、平均年齢80.3歳(63-90歳)である。橈骨はDepuy&Synthes社製TCP、
尺骨はJ&J・Takiron社製 Super Fixorb MX40を採型して使用した。X線評価に加え、臨床成績
は、術後6ヵ月時の可動域、握力、Quick DASH scoreを評価した。アプローチは、前腕中央部に
ある長掌筋腱(PL)直上から遠位を橈側へ緩い弧状にカーブさせた約6cmをデザインし、橈・尺側
より侵入後、屈筋腱群を吊り上げ両側へ牽引することでradial及びulnar windowという2 つの
展開野を作成し、両windowより橈骨及び尺骨遠位端骨折部の展開及び整復固定を行
う。【結果】術後X線パラメーター,握力は良好であった。術後合併症として神経損傷や皮膚障
害は認めなかったが、1例に尺骨遠位端固定用のscrewのback outを認めた。【まとめ】本法
は、特に遠位橈尺関節部の確認や尺骨遠位端骨折の合併例には有用なアプローチであり、それ
に関連する術後合併症はなく、安全な展開法であると考える。また、尺骨遠位端骨折に対する
吸収性プレートは、薄く自由に成型が可能である反面、基本的にロッキング機構を有していな
いため、関節近傍での使用の際にはback outには注意が必要である。
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手術を施行した橈骨遠位端骨折における骨折型の検討
Analysis of the fracture pattern of the distal radius fractures operatively treated

○原 敬, 森谷 浩治, 坪川 直人, 牧 裕, 吉津 孝衛

（財）新潟手の外科研究所

【はじめに】手術療法は保存療法が困難な症例で選択されるため、受傷背景や骨折形態は双方
の治療法で異なる様相を示す可能性がある。今回、手術を施行した橈骨遠位端骨折における性
別・年齢と骨折型の関係を調査したので報告する。
【対象・方法】2012年7月～2013年6月に手術を施行した橈骨遠位端骨折142(男性40、女性102)
例を対象とした。手術時年齢は7～94(平均55.9)歳であった。受傷原因は立位・歩行時の転倒
99例、転落24例、スポーツ外傷9例、自転車での転倒6例、交通事故2例、直接打撃1例、手を挟
まれた1例であった。骨折型はAO(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen)分類23でA2
が21例、A3が23例、B1が3例、B2が1例、B3が4例、C1が9例、C2が27例、C3が54例であった。斎
藤分類では関節外Colles骨折37例、関節外Smith骨折7例、chauffeur骨折3例、掌側Barton骨折
3例、関節内Colles骨折78例、関節内Smith骨折12例、掌側Barton・chauffeur合併骨折1例、背
側Barton・chauffeur合併骨折1例であった。以上の症例に対し性別・年齢と骨折型について検
討した。検定にはMann-WhitneyのU検定、Kruskal-Wallisの順位検定、Fisherの直接確率計算法
を用い、p＜0.05を有意差ありとした。
【結果】60歳未満の症例は60歳以上と比べ、有意に関節外骨折が多かった。またAO分類を用い
た骨幹部に及ぶ骨折型頻度において、女性は有意に男性よりも多かった。
【考察】本研究では60歳以上の症例では関節内骨折の割合が多く、また女性では男性よりも骨
幹部に骨折が及びやすかった。これは主に高齢者、特に女性で骨脆弱性が進行していることが
原因と考えられた。全症例の７割を関節内骨折が占めたことも同様の影響と推測された。
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小児橈骨遠位端骨折および遠位1/3骨幹部骨折の手術治療
Surgical Treatment of Distal Radius Fracture and Distal One-Third Radius Fracture in Children

○倉 明彦, 田嶋 光, 束野 寛人, 野口 和洋

熊本整形外科病院

【はじめに】小児橈骨遠位部骨折の手術療法として我々は遠位端骨折に対する小切開エレバ法
による良好な成績を報告してきた. しかしながら遠位1/3骨幹部骨折に限れば良好な整復位は得
られるものの遷延癒合や抜ピン後の再転位を来した症例もある. 当院での遠位端骨折, 遠位1/3
骨幹部骨折の手術治療を比較し問題点について文献的考察を加え報告する.【対象と方法】1998
年1月より2013年8月までに手術を施行された45例を対象とした.遠位端骨折28例28手, 遠位1/3
骨幹部骨折17例17手. 術後合併症, 骨折型, 年齢, 手術方法等について検証した.【結果】全例
で最終的に癒合を認め機能障害は認めていない. 遠位端骨折ではピンニング22例, 徒手整復外
固定4例, 掌側転位例2例で掌側支持プレートを施行. 全例転位を含めた合併症は認めなかった.
遠位1/3骨幹部骨折ではピンニング12例, 徒手整復外固定1例, 3例にプレートによる内固定を施
行. 遷延癒合2例, 12歳と13歳の騎乗型骨折でともにピンニング症例. 抜ピン後の再転位1例, 9
歳の騎乗型骨折でピンニング症例であった.【考察】遠位端骨折が確実に皮質間固定を得られる
ことに比べ遠位1/3骨幹部骨折ではその形状から髄内ピン固定となりがちである. 今回問題とな
った症例は3例とも髄内ピン固定となっており固定性が悪く, 遷延癒合, 転位の最大の原因と考
えられる. 皮質間固定であれば問題なく癒合した可能性はあるが, 皮質間固定でも転位した報
告もあり年齢を考慮したうえでのプレート固定を推奨している. 内固定において遠位端骨折は
小切開エレバ法で問題ないと考えるが, 遠位1/3骨幹部骨折では症例によってプレートを使用す
ることを考慮しても良いと考える.
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橈骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の中
期成績

Midterm results of volar locking plate fixation for distal radius intra-articular fractures

○志村 治彦1,2, 若林 良明1, 二村 昭元1, 大川 淳1

1東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野, 2国立印刷局東京病院

【はじめに】橈骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキングプレート固定手術後の短期成績は
良好な報告が多いが、中長期成績については報告が少ない。橈骨遠位端関節内骨折後に2年以上
経過観察できた症例の治療成績を検討したので報告する。
【対象と方法】術前CT検査にて橈骨遠位端関節内骨折と診断し、掌側ロッキングプレート固定
手術後2年以上経過観察可能であった18例を対象とした。男性3例、女性15例で受傷時の平均年
齢 は 手 術 時 7 3 . 9 歳 （ 6 1 ～ 8 5 歳 ） で あ っ た 。 骨 折 型 分 類 は A O 分 類 で
B3:5例、C1:2例、C2:3例、C3:8例で、術後経過観察期間は平均42.9か月（24～80か月）であっ
た。使用した機種はStryker社製Smartlock5例、MEシステム社製APTUS13例であった。合併症の
有無、術後12か月・24か月・最終経過観察時のMayo Wrist Scoreを調査した。また最終経過観
察時の単純X線写真を用いて、関節症性変化をKnirk and JupiterのModification of the
osteoarthrosis grading systemで評価した。
【結果】長母指伸筋腱断裂を1例に、遅発性手根管症候群を1例に認めた。創部感染、屈筋腱断
裂、CRPSは認められなかった。10例は術後にプレートを抜去していた。Mayo Wrist Scoreは術
後12か月で平均78.9、24か月で85.3、最終経過観察時で85.8点であった。関節症性変化は14例
中8例に認められ、全てGrade1であった。尺骨茎状突起骨折偽関節を4例、舟状月状骨解離を1例
に認めた。
【結語】手関節機能は術後1年後も回復していくことがあり、その内容は主に疼痛と握力であっ
た。関節症性変化を認めた症例の中期成績において、手関節機能は悪化していなかった。
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APTUS(R)2.5ロッキングスクリュー締結時におけるトルクレンチの
有用性

Necessity of Using Torque Wrench for APUTS(R)2.5 Locking Screws

○斉藤 憲太1, 岡崎 真人2

1国立病院機構　東京医療センター　整形外科, 2荻窪病院　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であるAPTUS(R)2.5 (MEシステム社）
は多方向性ロッキングを特徴とするインプラントであるが、ロッキング方式が特殊であり慣れ
を必要とする。今回我々は、トルクレンチを用いてロッキング不足角を計測し、その確実性に
ついて検討した。
【方法】モデルボーンはSAWBONES(R)Solid rigid polyurethane 10pcfを用い、スクリューホー
ルを2.4mmでオーバードリルし骨粗鬆症様の脆弱な骨質を再現した。これにAPTUS(R)2.5をロッ
キングスクリューで締結した。検者は初期研修医 (A群)、一般整形外科医 (B群)、手外科を専
門とする整形外科医 (C群) 各8名とし、各検者はスクリュー5本ずつを締結した。その後、主演
者が0.7Nmトルクレンチドライバーを用いて増し締めし、その際ドライバーが回転した角度(ロ
ッキング不足角) を測定した。また、実際の橈骨遠位端骨折の3症例 (13本) において同様の方
法でロッキング不足角を測定した(術者はB群医師)。統計学的にはMann-Whitney U検定を用いて
各群の比較を行った。
【結果】ロッキング不足角は全体で0-26°(平均5.2°)、A群0-25°(平均6.1°)、B群0°-
26°(平均5.2°)、C群0-12°(平均4.2°)であった。空転したものは計7本で、A群5本、B群
1本、C群1本であった。A群とC群間およびB群とC群間では有意差を認めたが、A群とB群間では有
意差を認めなかった。臨床例ではロッキング不足角は0°-19°(平均5.8°)、空転が1本であっ
た。
【考察】経験豊富な医師でもロッキング不足は存在した。術者の経験に関わらずトルクレンチ
ドライバーを使用し確実なロッキングをすべきである。
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橈骨遠位端骨折術後における指屈曲固定の浮腫予防効果
A Study of prevension of hand edema by finger flexion immobilization for post operative distal radius

fracture

○佐藤 光太朗1, 鈴木 善明1, 古町 克郎2, 田島 克己2

1岩手県立中部病院　整形外科, 2岩手医科大学

【目的】橈骨遠位端骨折術後の浮腫は後療法を困難にする。MP関節が伸展位に固定されると手
の浮腫が生じ、手の浮腫はMP関節の伸展拘縮を助長する悪循環に陥る。そのため手指の屈曲伸
展が十分に行えることは重要である。著者らは、術直後から翌日の創処置まで手指を屈曲した
状態で固定する方法（屈曲固定法）を行っている。今回、屈曲固定法の手指浮腫の予防効果を
前向きに調査した。【方法】橈骨遠位端骨折に対するVLP手術例を屈曲固定群と固定なし群にカ
ルテ番号によってふり分けた。対象は36例（屈曲固定群：17例、固定なし群：19例）、平均年
齢64.6歳であった。術翌日に手の腫脹を軽度、中等度、重度で判定し、MP関節の可動域を十
分、中等度、不良で判定した。また手関節部と手背部と母指以外の4指のMP関節遠位部の周径を
計測した。治療成績判定はCooneyの判定基準で行った。【成績】手の腫脹は固定群
（軽度：9例、中等度：8例、重度：0例）固定なし群（軽度：6例、中等度：11例、重度：1例）
であった。MP関節の可動域は固定群（十分：4例、中等度：7例、不良：6例）、固定なし群
（十分：4例、中等度：4例、不良：11例）であった。周径はすべてにおいて固定群が小さい値
であった。Cooneyの判定基準は固定群（Excellent：14 例、Good：5例）、固定なし群
（Excellent：12例、Good：7例）であった。【結論】固定群で浮腫は少なく、術後の手指可動
域も良好であった。術後の屈曲固定は自己訓練が容易になり、リハビリテーションの導入に有
利と考えられた。最終成績に影響はなかったが、屈曲固定は後療法を促進する可能性が示唆さ
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後のリハビリ
テーションの現況

Rehabilitation following Palmar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fractures

○森谷 浩治, 牧 裕, 坪川 直人, 依田 拓也, 原 敬

(財)新潟手の外科研究所

【目的】橈骨遠位端骨折症例へのリハビリテーション介入の効果に対する明確なエビデンスは
ない。今回、後ろ向き研究ではあるが掌側ロッキングプレート(PLP)施行後のリハビリテーショ
ンの現況について調査したので報告する。【対象と方法】2012年7月以降にPLP固定を施行した
橈骨遠位端骨折症例のなかで、術後24週以上の経過観察期間(平均33週)を有していた65例66骨
折を対象とした。手術時年齢は16-86(平均58.3)歳、骨折型はAO分類でA2 5骨折、A3 14骨
折、B3 4骨折、C1 6骨折、C2 13骨折、C3 24骨折であった。全例、何らかの外固定が施行さ
れ、その期間は1-6 (平均2.3)週であった。リハビリテーションは51例で処方され、その開始日
は術後1-38(平均11)日であった。以上の対象について、リハビリテーションの開始理由ならび
に期間、リハビリテーションが実施された症例(実施群)と自己訓練のみの症例(自己訓練群)間
での可動域と握力の差違を調査した。【結果】リハビリテーションの開始理由は浮腫と手指の
自動可動域制限が多く、手指の運動時痛がそれに続いていた。リハビリテーションの実施期間
は1-43(平均18)週であった。両側受傷の1例を除き、両群間で対健側比の可動域を比較したが有
意差は認められず、握力も対健側比の平均が実施群76%、自己訓練群78%と差がなかっ
た。【考察】PLP固定といえども、術後早期の浮腫や運動時痛を伴う手指可動域制限は防ぎきれ
ず、リハビリテーションの処方にいたる症例が少なくない。本研究ではリハビリテーションの
有無において治療成績に差がなく、リハビリテーションの介入は効果がなかったように思われ
る。しかし、実施群には放置すれば拘縮にいたる症例が多く含まれていた可能性は十分考えら
れ、必ずしもその効果を否定するものではないと推測する。
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IFZ切離法を用いた橈骨遠位端ロッキングプレート固定後の超音波
検査による軟部組織の評価

Ultrasonographic Evaluation of Distance between Locking Plate and the Flexor Pollicis Longus Tendon

in Cases of Osteosynthesis for Distal Radius Fractures using the IFZ-severing Method

○善財 慶治, 長谷川 淳一

長岡中央綜合病院　整形外科

【目的】演者らは以前、橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定時にintermediate
fibrous zone (IFZ)の切離・修復による強固な線維性組織での被覆によってプレート遠位の露
出を防ぎ、長母指屈筋(FPL)腱損傷を予防できる可能性が高いことを報告した。しかし抜釘例が
少なく、修復組織が術後可動域訓練後も破綻なく残存しているか不明な例も多かった。そこで
今回超音波検査を用いて術後のプレート被覆状態について検討した。
【対象・方法】2012年11月から9か月間の手術例28例中、IFZ修復法によりプレート遠位を被覆
可能だったのは21例であり、このうち超音波検査を施行できた20例を対象とした。男5例、女
15例、平均年齢64歳、平均外固定期間は1週であった。長軸・短軸の2方向でプレート遠位部・
FPL腱間の最短距離を測定した。また同時期に手術を施行し、受傷時の筋挫滅などによりプレー
ト遠位部を十分に被覆できなかった7例も同様に評価した。
【結果】検査施行は術後平均4か月であった。超音波検査によるプレート・FPL腱間距離の平均
は長軸像・短軸像とも1.5 mmであった。一方被覆不十分だった群では長軸像・短軸像とも0.6
mmであり、うち1例には抜釘を施行した。
【考察】近年橈骨遠位端骨折術後に超音波検査でプレートとFPL腱の干渉状態を調査する報告が
散見され、これらによれば両者間の距離が0.8～1.0mm以上あれば腱損傷の危険性は低いとされ
ている。今回の調査で被覆可能群における両者間の距離はCRPSを発症した1例を除いて0.8 mm以
上であり、IFZを確実に修復できれば術後の可動域訓練後もプレートとFPL腱の間には十分な軟
部組織が残存することが確認できた。この結果から、本法施行後にはFPL腱損傷予防のみを目的
とした抜釘の必要性はきわめて低い事が示唆された。
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本邦における過去12年間の橈骨遠位端骨折関連論文の変遷：日本手
外科学会誌と日本骨折治療学会誌における傾向の違い

Transition of the trend for distal radial fractures relevant articles of the past 12 years in Japan :The

different of the trend between JSSH and JSFR

○善家 雄吉, 酒井 昭典, 目貫 邦隆, 山中 芳亮
古川 佳世子

産業医科大学　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折は、解剖学的に手外科に分類され得る領域であるが、日常診療に
おいては、手外科専門医のみならず、一般整形外科医も扱うことが多いごく一般的な外傷であ
る。しかしながら、同じ治療を行うにあたっても、専門性が異なるということは、言い換える
と「視点」が異なるとも考えられる。【目的】手外科を主に専門とする集団で形成される日本
手外科学会（日手会）と、骨折・外傷を主に扱う集団で形成される日本骨折治療学会（骨折）
の2つの刊行誌において、過去12年間の橈骨遠位端骨折に関連した論文を検討し、これらの傾向
に違いがあるか否かを明らかにすること。【対象と方法】2001～2012年に発刊された「日手
会」および「骨折」の雑誌の中から、橈骨遠位端骨折に関連した論文を抽出すると、日手会
誌：326論文、骨折誌：254論文であった。これらをトピック（10項目：1.掌側ロッキングプレ
ート、2.創外固定、3.ピンニング、4.手関節鏡、5.保存治療、6.背側プレート、7.掌側ノンロ
ッキングプレート、8.骨セメント・人工骨、9.髄内釘、10.その他）ごとに集計し、経年的変化
を検討した。【結果】最も多かったトピックは、両群とも「掌側ロッキングプレート」であ
り、2004年から飛躍的に論文数が増加しており、日手会群：128論文、骨折群：83論文であっ
た。一方、両群で有意差を認めたトピックは、「手関節鏡」（日手会群：28＞骨折
群：12）；P=0.04、「保存治療」（日手会群：6＜骨折群：17）；P＝0.03、「髄内釘」（日手
会群：2＜骨折群：11）；P＜0.01であった。【考察・まとめ】これら2つの雑誌に掲載された内
容のみで、手外科医と骨折・外傷医の「視点：何を重要視しているのか？」の違いや優位性を
論じることは出来ないが、ある一定の傾向を読み取ることが出来たのは興味深い。
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前腕骨開放骨折に伴う橈骨骨欠損に対して同種骨移植にて再建した
1例

The use of bone allograft in severely comminuted open fracture of distal radius : a case report

○重本 顕史, 澤口 毅, 坂越 大悟, 五嶋 謙一
羽土 優

富山市民病院　整形外科・関節再建外科

【はじめに】前腕骨開放粉砕骨折に対し，橈骨を同種骨移植で再建後，Sauvé-Kapandji法にて
手関節を形成した１例を報告する．【症例】49歳男性．高速道路をバイク走行中に居眠り運転
し対向車と衝突し受傷，ショック状態にて前医に救急搬送された．両橈骨尺骨遠位端開放骨折
Gastilo分類type2（右AO23-C3.3，左AO23-A3.3），左舟状骨骨折，骨盤輪骨折(AO61-C2.2)，膀
胱破裂，外傷性解離性大動脈瘤，右足関節果部骨折（AO44-C1.2）をみとめ，同日骨盤および両
橈骨に創外固定が施行され,受傷16日目に当科紹介受診となった．両側とも前腕遠位背側の開放
創の部分壊死を認めたが，感染徴候はなかった．単純X線上，右は橈骨・尺骨ともに骨幹端部の
粉砕が強く，橈骨は骨欠損を伴う約4.5cmの粉砕部が残存，尺骨頭は脱臼していた．早期可動域
訓練可能な安定した内固定を獲得するためには支持性のあるブロック状の骨移植を用いた橈骨
再建が必要であった．しかし自家遊離腸骨移植は創外固定の腸骨pin刺入部の組織の状態が悪
く，院内骨バンクの大腿骨頭を用いた同種骨移植による橈骨の再建とSauvé-Kapandji法に準じ
た手関節形成を，患者の状態の安定した受傷25日目に施行した．術後1年，可動域は手関節掌屈
60度，背屈60度，前腕回内60度，回外80度と制限をみとめるものの，疼痛はなく，橈骨は良好
な骨癒合を獲得した．【考察】外傷性の骨欠損に対して，現在遊離自家骨移植や高範囲の骨欠
損に対しては血管柄付き骨移植が広く行われているが，同種骨移植の報告は少ない．今回我々
は同種大腿骨頭を用いて再建することで，安定した内固定を獲得できた．同種骨移植は有用な
方法のひとつであると考える．
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橈骨手根関節脱臼骨折の治療経験
Radiocarpal Fracture-Dislocation , Report Of Two Cases

○冨塚 孔明1, 長尾 聡哉1, 豊泉 泰洋1, 長岡 正宏1

山口 太平2

1駿河台日本大学病院, 2日本大学医学部附属板橋病院

【はじめに】橈骨手根関節脱臼骨折は全脱臼の約0.2%と比較的まれな外傷である。今回われわ
れは橈骨手根関節脱臼骨折の2例を経験し、良好な成績を得たので報告する。
【症例1】24歳男性。100kgのバーベルを持ち上げようとして後方に転倒し受傷。同日近医を受
診し、右橈骨手根関節脱臼骨折の診断で、徒手整復を施行された。手術目的に当科紹介初診
し、受傷後12日で観血的整復固定術を施行した。関節鏡にて関節内を観察すると、関節面を含
む10×7mmの軟骨欠損を認めた。橈骨茎状突起骨片はheadless screw固定、背側に遺残していた
軟骨片はwire固定とした。遠位橈尺関節に不安定性を認めず、TFCCに対する処置は加えなかっ
た。術後4か月の現在、橈骨手根関節に不安定性を認めず、日常生活動作に支障はない。
【症例2】37歳男性。交通事故で受傷し、同日当院に搬送された。頭部外傷と眼窩底骨折、尺骨
茎状突起骨折を伴う右橈骨手根関節脱臼骨折と診断された。受傷後5日で観血的整復固定術を施
行した。橈骨茎状突起骨折は掌側ロッキングプレート固定、尺骨茎状突起骨折はheadless
screw固定とした。術後2年6か月の現在、可動域制限や橈骨手根関節の不安定性はなく経過良好
である。
【考察】Dumontierらは橈骨手根関節脱臼骨折の患者27例を検討し、橈骨舟状骨窩の3分の1未満
を含む茎状突起骨折を伴う脱臼(7例)は掌側の橈骨手根関節間の靭帯が全て断裂しており、骨折
部の整復固定だけでなく靭帯修復が必要と述べている。症例1は橈骨舟状骨窩3分の1未満を含む
茎状突起骨折を伴う脱臼であったが、整復固定のみで不安定性を認めず良好な結果を得ること
ができた。橈骨手根関節靭帯付着部を考慮した治療計画が重要と思われた。
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橈骨遠位端粉砕骨折に対する早期bridging創外固定治療法
Early operation to crush fracture of distal end of radius with a bridging external fixator

○西川 真史

にしかわ整形外科・手の外科クリニック

【目的】当院では受傷2日以内の橈骨遠位端粉砕骨折症例に対してbridging創外固定器を使用し
整復固定して治療しているのでその成績について報告する。【方法】　症例は27例(男性2例、
女性25例、平均年齢62歳)、27手（右13手、左14手）、骨折型はAO分類で
A3：2例、B1：1例、C1：12例、C2：11例、C3：1例であった。手術は受傷2日目以内に施行（平
均0.6日）、全例にbridging創外固定器を装着して徒手整復固定し、骨片の固定に補助的にK-
wire固定を追加した。平均手術時間17分（11～25分）術後早期に自主的な運動を指導し、術後5
週目に抜釘した。その後必要な例にはROM訓練を追加した。【成績】　　術後3か月以上経過
で、日手会の機能評価法第4版橈骨遠位端骨折の治療成績判定基準で評価した。総合成績は
Excellent:23,Good:4,Fair:0,Poor:0と良好な成績であった。骨粗鬆症(＋）例は13例で成績
Ex:10,G:3、骨粗鬆(-）例は14例で成績はEx:13,G:1であった。【考察】　骨折の治療は骨折部
位を本来の形に整復し、骨癒合まで整復位を保持することである。骨折早期の症例では麻酔下
に牽引するだけで良好な整復位になる例があるが、ギプスで巻きこんでも整復位を保てない例
や数日のうちに整復前の状態に戻ってしまう例を経験することがある。そのような例には観血
的内固定を選択せざるを得ないが、受傷数日後に観血手術を施行しても初期のような整復位を
得るのが困難な例がある。理由として骨折部での骨膜性骨化が整復を障害しているものと考え
られる。良好な整復位が得られる早期の症例には低侵襲であるBridging　創外固定法は積極的
に行うべき治療法である。【結論】　　徒手整復で良好な整復位を得られる骨折部の血腫・炎
症反応が完成するまでの間であればbridging 創外固定器での治療は低侵襲で有効な治療法であ
る。
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Polyaxial locking plateを用いた橈骨遠位端骨折治療例の遠位骨片の固
定本数の違いにおける固定性の検討  ―2nd row の意義―

Stability for distal radius fractures fixed with 1 or 2 rows of screws in polyaxial locking plates

○森田 晃造1, 堀内 行雄2

1国際親善総合病院　整形外科, 2川崎市立川崎病院　整形外科

【目的】現在使用されている多くの掌側ロッキングプレートは遠位骨片固定用ホールとして２
列を有しているが、手術症例全例に２列を用いた固定が必要であるかは疑問である。今回演者
らはpolyaxial locking plate（以下PLP）を用いた症例の中で遠位骨片へのスクリュー固定本
数の違いにより治療成績に差異が生じるか検討した。
【対象および方法】2008年から2013年にかけて、PLPであるAptus2.5を用いて治療を行った50例
を対象とした。その内訳はAO分類A2,3型の関節外骨折、C1,2型の完全関節内骨折の症例に限定
した。平均年齢は59歳であった。検討方法は遠位骨片を遠位1列のみで固定した群（1R群）と2
列を用いて固定した群（2R群）に分類し、術直後、術後３週・３ヵ月経過時のX線を用いて、各
パラメーター(volar tilt, ulnar variance, radial inclination) の経過を測定し、その矯正
損失の有無につき検討した。また臨床評価としてMayo wrist scoreについても検討した。統計
学的解析にはt検定を用い、危険率5%未満をもって有意差ありとした。
【結果】X線側面像においてvolar tiltの矯正損失は1R群0.6°、2R群0.4°であったが明らかな
統計学的有意差は認められなかった。他のパラメーター、臨床評価も同様に明らかな有意差は
認められなかった。
【考察】今回両群間で有意差が認められなかった理由の一つとして、手術手技に際し整復の際
に掌側骨皮質の整復を確実に行ったうえで遠位固定用スクリューを遠位骨片背側の軟骨下骨に
確実に挿入していたことが考えられた。掌側骨皮質を正確に整復することにより遠位骨片は背
屈方向への梃子状の転位のみを予防することに留意すれば、骨片は1列の固定のみでも十分に固
定されていた。しかし掌側骨皮質の粉砕例およびC3型ではこの原理が成り立たないため、２列
固定が原則と考える。
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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術後の長母指
屈筋腱断裂症例の検討

Cases of Flexor Pollcis Longus Rupture after Volar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fracture

○織田 宏基, 山川 知之, 丸尾 陽平, 家村 瑠那
西島 直城

丹後中央病院　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固定術後の合併症の一つに長母指屈
筋腱（以下FPL）断裂がある。当院にても、複数例の固定術後のFPL断裂症例を経験した。今
回、それらの所見等から、FPL断裂の要因について検討したので、文献的考察を加え報告する。
【方法】橈骨遠位端骨折に対して、掌側ロッキングプレート固定術を施行した症例で、2010年4
月から2013年8月の間にFPL断裂を認めて当院を受診し、追加手術を施行した5例を対象とした。
内訳は男性2人、女性3人で、再手術時の平均年齢は65歳（56-81歳）、右3手、左2手であった。
【結果】全例に対して抜釘術及びFPLへの環指の浅指屈筋腱の腱移行術を行った。初回手術から
FPL断裂を認めるまでの期間は平均34.4ヶ月（9-65ヶ月）であった。術中所見では、プレートの
遠位部が方形回内筋で覆われず露出しており、一部の症例ではプレート遠位尺側において橈骨
との間に間隙を認めた。使用機種は全例ともT字状のOSR plate(JMM)であった。術後は全例とも
良好な母指機能を再獲得し、在職者は全例元職に復帰した。
【考察】近年、掌側ロッキングプレート固定術は比較的強固な固定力が得られるため、広く使
用されている。一方で、手術手技に関連すると思われる合併症の報告も散見される。今回、方
形回内筋によるプレート遠位部の被覆不良の他に、橈骨遠位尺側でのプレートの浮き上がりが
FPL断裂の危険因子の１つと考えられた。また、浮き上がりを認める場合には、T字状のプレー
トの方が、局所的な摩擦を生じやすく断裂の危険性が高いと考えられた。骨接合の際にはプレ
ートを橈骨に密着させて設置するとともに、プレートの浮き上がりを認める症例では早期の抜
釘を考慮すべきと考えられる。
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橈骨遠位端骨折に合併する手根管症候群の検討
Carpal tunnel syndrome following distal radius fractures

○豊野 修二, 高原 政利, 丸山 真博, 根本 忠信

泉整形外科病院

【目的】当院では橈骨遠位端骨折の手術症例には術前に正中神経の遠位潜時を測定してきた．
術前遠位潜時測定の意義について検討した．【方法】過去2年6か月に当院で橈骨遠位端骨折の
手術を施行した130例のうち，18歳未満と遠位潜時を測定しなかった症例を除外した101例を調
査対象とした．術前に正中神経領域にしびれがあったのは17例(17%)であり，うち2例は受傷前
からしびれがあった．患側の遠位潜時4.0 ms以上は22例(22%)だった．全例掌側プレートを用い
て骨接合術を行い，9例には同時に内視鏡下手根管開放術（ECTR）を施行した．しびれと遠位潜
時遅延で以下の4つの群に分けた．A群：受傷前からしびれがあった2例．B群：受傷後にしびれ
が出現した15例．C群：しびれがなく，遠位潜時4.0 ms以上の17例．D群：しびれがなく，遠位
潜時4.0 ms未満の65例．それぞれの群でしびれの経過を調査した．経過観察期間は平均6.7か月
だった．【結果】A群は2例とも骨折手術と同時にECTRを施行し，しびれは軽快した．B群(15例)
では6例に同時ECTRを施行し，しびれは消失4例，軽快2例だった．同時ECTRを施行しなかった9
例は1例を除き術後にしびれが消失したが，1例ではしびれが悪化し遠位潜時も遅延したため抜
釘と同時にECTRを施行した．C群では1例に予防的に同時ECTRを施行し，全例でしびれは出現し
なかった．D群で同時ECTRを施行した症例はなかったが，2例は術後3か月に手根管症候群を発症
した．【考察】A群2例は術前から手根管症候群であり，同時ECTRの良い適応である．B群は急性
の手根管症候群の可能性があり，同時ECTRを考慮すべきである．C群は潜在性手根管症候群であ
り，潜時遅延が著明な例には予防的ECTRを施行すべきである．術前の遠位潜時測定により，手
根管症候群の重症度評価ができ，同時ECTRの決定に有用であった．
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橈骨遠位端骨折に対するVA-TCPの治療成績
Clinical Result of VA-TCP Plating for Distal Radius Fractures

○内山田 桜1, 恒吉 康弘1, 吉野 伸司2, 小宮 節郎3

1出水郡医師会広域医療センター, 2南風病院　整形外科, 3鹿児島大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対するdeviceとしてWatershed lineを超えない設置が可能なplateが
主流となっている。中でもfixed 、variable angleでのscrew挿入が可能なSYNTHES社製VA-TCP
を当院では主に使用しており、今回その治療成績を検討した。【対象】2011年１月̃2013年６月
まで、当院で橈骨遠位端骨折に対してVA-TCPを使用し手術を行った66例のうち、術後60日以上
経 過 観 察 可 能 で あ っ た 5 3 例 （ 男 性 1 3 例 、 女 性 4 0 例 、 A O 分 類 Ａ 症 例 1 2 例
（A1:1例、A2:4例、A3:7例）、B症例9例（B1:4例、B2:4例、B3:1例）、C症例32例
（C1:9例、C2:15例、C3:8 例）を対象とした。手術時年齢平均71歳、術後平均観察期間は189日
であった。臨床評価はX線学的評価とCooneyの評価基準を用いて行った。【結果】A、B、C症例
ともにVolar tilt（VT）、Radial tilt(RT)、Ulnar variance(UV)は術前と比較し最終評価時に
有意に改善していた。術直後との比較による矯正損失はA症例で平均0.5°、1.2°、0.7mm、B症
例で平均0.9°、0.7°、0mm、C症例で平均0.6°、0.6°、0.2ｍｍと僅かであり、3群間でも有
意な差は認めなかった。またCooneyの評価でもexcellentがA症例11/12例、B症例9/9例、C症例
29/32例と良好な成績であり、3群間に有意差は認めなかった。合併症として2例に長母指伸筋腱
断裂を、1例にscrewの関節内逸脱を認めた。【考察】VA-TCPの特長はfixed 、variable angle
の選択ができることである。ガイドを用いることで透視時間の短縮や手術の簡素化が得られる
一方、variable angleにより骨片選択性挿入やDSS（Double-tiered subchondral support）も
可能である。そのことが複雑な関節内骨折や粉砕骨折でも強固な固定に繋がり、今回の良好な
成績に寄与したと思われた。しかしscrewを振ったことで関節内に逸脱した症例もあり注意も必
要である。
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die-punch fragmentを伴う橈骨遠位端関節内骨折に対するAcu-Loc2
Distal Radius Plate Systemによる治療経験

The Fixation of Distal Radial Fractures with Die-punch Fragment by Using Acu-Loc2 Distal Radius Plate

System

○鍜治 大祐1, 川西 弘一1, 田北 武彦1, 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　整形外科学教室

【目的】橈骨遠位端骨折に対する手術加療においては，掌側ロッキングプレートによる内固定
が現在のゴールデンスタンダードとなっている．しかし，いわゆるdie-punch fragmentとよば
れる背側骨片に対して，掌側プレートのみの固定でよいかどうかは一定の見解が得られていな
い．今回われわれは背側骨片を伴う橈骨遠位端関節内骨折に対し，Acu-Loc2による内固定を行
ったので報告する．【対象および方法】対象は術前CTにて判明したdie-punch fragmentを伴う
関節内骨折5例で，全例日本メディカルネクスト社のAcu-Loc2およびそのオプションであるFrag
-Loc Compression screwを用いた．男性1例，女性4例，受傷時平均年齢は61.4歳(54-74歳)であ
った．右3例，左2例で，骨折型は全例AO分類C3型であった．掌側FCRアプローチで内固定を行
い，関節内の整復に関しては鏡視下による整復などは行わなかった．使用したプレートは全例
遠位設置型であり，また，背側骨片を固定するのに本デバイスの特徴のひとつであるFrag-Loc
を併用した．【結果】術後のRI(Radial Inclination)は平均°23.6，VT(Volar Tilt)は平均
9.6°であった．また，CTにて計測した月状窩のGapは術前平均2.32mmから術後平均0.80mmに改
善した．術後1カ月の可動域は掌屈平均48°，背屈平均48°であった．【考察】die-punch
fragmentを伴う橈骨遠位端骨折に対して，Frag-Locを使用した固定は有用であったと考える．
しかし、Frag-Locを使用する際には伸筋腱を挟み込まないように確実にレトラクトする必要が
あった．また，当インプラントが発売されてから間がないため，海外を含めても腱損傷などの
合併症に対する十分なデータが存在しない．今後症例の蓄積および中長期の術後評価により安
定した成績が得られることを期待したい．
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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骨接合の必要
性についての検討

Necessity for ORIF to Ulnar Styloid Fractures Associated with Distal Radius Fracture

○新海 宏明, 中尾 悦宏, 篠原 孝明, 高橋 明子
中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【はじめに】橈骨遠位端骨折(DRF)に合併した尺骨茎状突起骨折(USF)は、手術治療と保存治療
の明確な方針基準はない。DRFを固定しておけばUSFは放置しても成績に影響を与えないとする
報告もあるが、茎状突起に付着するTFCCの問題による遠位橈尺関節(DRUJ)不安定性の有無が、
どのように成績に影響するかは未だ明確でない。
【目的】当院におけるDRFに合併するUSFの治療方針は、DRFの骨折観血的固定直後にDRUJの不安
定性の有無を確認し決定している。すなわち、DRUJ ballottement testにて健側比較し、不安
定性がある場合にのみUSFの内固定を追加している。術後は前腕回外位又は中間位でのギプス固
定を行い、以後可動域訓練を行っている。今回我々は、この方針でのUSF治療が、成績に影響す
るかを調査し検討した。
【対象および方法】2010.9～2013.4に当院で手術を行ったDRFのうち、6か月以上経過観察を行
った40例40手を対象とした。平均年齢56歳(15～82歳)、男10女30例、右18左22手、平均経過観
察期間は52週であった。手術を行ったDRFのうち、USF合併なくDRUJ不安定性のあるA群
(3例)、DRUJ不安定性のないB群(10例)、USF合併でDRUJ不安定性のあるC群(7例)、DRUJ不安定性
のないD群(20例)を比較した。評価項目は、術後可動域(掌背屈、回内外)、握力(健側比)
、hand20とした。
【結果】4群間の可動域や握力、hand20において統計学的有意差を認めなかった。C・Dの2群比
較では、D群のhand20で成績が良い傾向を認めた。
【考察】DRFを整復固定した時点で、個々にUSFが DRUJ不安定性に関連するか評価したうえで、
治療方針を決定した。この方法で治療したいずれの群においても臨床成績は同等に良好で、明
らかなDRUJ 不安定性のないUSFは骨接合せずとも、成績に影響を及ぼさないと考えた。
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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時に生じたス
クリュー突出の検討

Analysis of screw projection in distal radius fracture patients treated with volar locking plate

○荻原 弘晃1, 牧野 絵巳1, 澤田 智一2

1浜松赤十字病院　整形外科, 2浜松赤十字病院, 3浜松医科大学

【背景】橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート (VLP) 固定を施行する際、遠位スク
リューが背側皮質を貫く症例が存在する。【目的】VLPを施行した橈骨遠位端骨折例のうち、術
後にCT撮影を行った症例を検討し、遠位スクリューやピンの背側皮質よりの突出率、突出方向
などについて検討した。【対象および方法】VLP施行後にCT撮影を行った45例を対象とした。CT
画像上、遠位スクリューの背側皮質からの突出の有無を検討した。さらに背側骨片に骨折が無
い場合、骨折線が1本の場合、粉砕している場合にわけて突出率を比較した。次に、スクリュー
の突出方向を、茎状突起、リスター結節、リスター結節の橈側、尺側にわけて検討し
た。【結果】遠位骨片に対してロッキングスクリューもしくはピンは計284本使用されていた。
このうち、背側皮質より突出したものは71本であり、スクリューとピンの突出率に差はなかっ
た。背側骨片に骨折がない場合27.0%、骨折線1本では26.0%、粉砕では24.4%に突出がみられ、
背側骨片の状態は突出に影響しなかった。スクリューの突出方向の検討では、茎状突起で
14.3%、リスター結節で10.4%、リスター結節橈側で25.0%、リスター結節尺側で33.3%であっ
た。【考察】VLP施行時の遠位骨片のスクリュー突出は、背側骨片の粉砕によりスクリュー長計
測が困難となって生じることが指摘されていた。しかし今回の検討では、背側骨片に骨折がな
い症例でも粉砕例と同様に突出を認めた。これは、スクリュー長の測定時に比べて、スクリュ
ー刺入以後に背側骨皮質までの距離が短縮している可能性があり、骨粗鬆症の関与や骨折部の
短縮が示唆された。リスター結節尺側の突出が多い点は、他の報告と同様に術中透視下にスク
リュー長を確認することが困難であることを示していた。
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高齢者の尺骨遠位端骨折に対するクリップピン固定法
The clip pin fixation for fractureof the  distal ulna  associated with fracture of the distal radius.

○戸羽 直樹

北九州総合病院　整形外科

高齢者の尺骨遠位端骨折は、骨脆弱性の強い橈骨遠位端骨折に合併し、粉砕骨片を伴うケース
や、解放骨折を呈するケースも多い。骨接合ではできる限り軟部組織を剥離せず整復し、小さ
く効果的な固定材料を用いることが望まれる。我々はキルシュナー鋼線を2つに折り曲げ骨折部
をクリップのように挟み込んで固定するクリップピン固定法を考案し、10例に行い良好な成績
を得ている。本研究の目的は本法の紹介と10例の成績を報告することである。【手術】クリッ
プピンは術中に1.8mmキルシュナー鋼線を5cm程度隙間ができないように二つに折り曲げて作成
する。挿入は尺骨遠位部背側より関節を展開して行う。まず骨頭をDRUJの適合性が合うように
鉗子で整復しTFCCを避けて、骨頭からクリップピンの長い方を用手的に髄内に挿入する。その
際、髄外に位置する5cm程度に折り曲げたピンの短い方がECUの橈側もしくは尺側の腱滑走の障
害にならない位置で骨折部を十分に挟んでいるかを確認する。固定性を確認して関節包を修復
して終了する。【結果】10例の平均は76.9歳。解放骨折は5例であった。骨折型はBiyani
type1：1例type2：4例、type3：2例、type4：3例であった。経過観察期間は平均8.4ヵ月、全例
感染なく骨癒合を認めた。尺骨の術後矯正損失は1mmの短縮を１例に認めたが、橈屈は認めなか
った。またピンのバックアウトを１例に認めた。刺入部の回内外時のクリックを1例、違和感を
4例に認めたが、術後リハビリに影響するほどではなかった。【結論】橈骨遠位端骨折に合併す
る尺骨遠位端骨折に対するクリップピン固定法は、安価で有効な固定方法である。
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高齢者の橈骨遠位端骨折変形治癒に対する尺骨遠位端切除を併用し
た矯正骨切り術

Corrective Osteotomy with Ulnar Head Resection for Malunited Distal Radius Fractures in Elderly

Patients

○角西 寛1, 木森 研治1, 河越 宏之1, 生田 義和2

1土谷総合病院　整形外科, 2広島手の外科・微小外科研究所

【目的】橈骨遠位端骨折変形治癒に対するopening wedge osteotomyは骨移植が必須であり,と
きに尺骨短縮も必要となる.このため骨粗鬆症を伴う高齢者では手術手技の困難さに加え,骨癒
合の遷延化が問題となる.そこで我々は,活動性の低い高齢者に尺骨遠位端切除を併用した
closing wedge osteotomyを行い,概ね良好な成績を得ているので報告する.【対象と方法】症例
は2005年3月以降,当科で手術を施行し,6ヶ月以上経過観察可能であった5例5手を対象とした.全
例女性で手術時年齢は平均72.4歳.いずれも関節外骨折後の変形治癒であり,背屈転位型4手,短
縮型1手であった.手術は,まず尺骨遠位端を切除したのち, 橈骨の closing wedge osteotomyと
掌側プレート固定を施行.骨欠損が生じた場合は必要に応じ切除骨から海綿骨を移植して,尺骨
遠位断端はECU半裁腱を用い安定化し,術後の外固定期間は4週とした.【結果】X線評価では,全
例で骨癒合が得られ, radial inclinationは 術前平均14.0°が調査時には19.4°に,volar
Tilt は術前平均-15.8°が調査時には6.2°に変化した.握力の健側比は,術前平均26.6％が調査
時70.0％と回復しており,可動域は術前平均で掌屈/背屈 29.0°/37.0°,回外/回内67°/47°が
調査時には掌屈/背屈 50.6°/63.0°,回外/回内88.0°/78.0°に改善していた. Mayo wrist
scoreは,調査時平均87.0点(85～95点)でexcellent1例,good4例であり,術後,特に問題となる合
併症は認めず,日常生活動作に制限をきたす愁訴は認めなかった.【考察とまとめ】本法
は,opening wedge osteotomyに比べ,手術手技は容易でより低侵襲であり, 確実に骨癒合が獲得
できる.臨床症状やX線指標も概ね良好に改善しており,活動性の低い高齢者には有用な手術法で
ある.
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筋膜切開を施行した前腕慢性コンパートメント症候群の治療経験
Fasciotomy for forearm chronic compartment syndrome

○富永 明子1, 野口 亮介2, 轉法輪 光1, 島田 幸造1

1大阪厚生年金病院, 2大阪警察病院

目的　前腕における慢性コンパートメント症候群（以下CECS）に対する診断法、手術適応、治
療成績に関しては一定の見解を得られていない。我々は臨床的に慢性コンパートメント症候群
であり、運動により症状が誘発されること、筋内圧測定で安静時よりも運動時において明らか
に筋内圧の上昇が認められること、運動負荷MRIで信号変化をみとめること、同じレベルのスポ
ーツ活動を希望する場合、保存的治療が無効である場合を総合的に評価し、筋膜切開の適応と
している。今回5例8腕に筋膜切開を行ったので報告する。対象と方法　対象は前腕のCECSと診
断した5例8腕（3例は両側、2例は右腕）である。そのうち4例がプロ・バイクレーサー（21歳か
ら26歳、平均23.5歳）でバイクレース中に腕の張りや重量感を自覚し、腕があがってしまい、
肩から力をいれなければならないという訴えがあった。残りの1例（37歳）は圧挫による急性コ
ンパートメント症候群に対する筋膜切開術後で日常の生活動作は可能となっていたが、長時間
物を握れず指が開いてしまうという訴えが残っていた。全例に前腕屈筋群の筋膜切開を行い、
症状に応じて腕橈骨筋や伸筋群の筋膜切開を行った。結果　バイクレーサーの4例は全例におい
て症状が消失した。うち１例で術前後に運動負荷MRIを撮影したが、術前には運動負荷後T2強調
画像で高輝度変化を認めたものが術後輝度変化を生じなくなった。圧挫後の１例では症状は軽
減したものの残存し、運動負荷MRIでは高輝度変化を呈する部位が残存した。考察　スポーツに
よるCECSにおいては症状、MRI画像ともに筋膜切開により改善したが、筋挫傷がベースにある場
合は症状が軽度改善したのみであった。原因として両者には筋の柔軟性、末梢循環の質に差異
があることが示唆された。
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手関節・手指の関節に着目した投球動作解析
Kinematic Analysis of Throwing Motion Focused on Hand and Wrist Motion

○高木 陽平1, 大井 雄紀1, 常深 健二郎1, 田中 寿一1

信原 克哉2

1兵庫医科大学整形外科, 2信原病院　バイオメカニクス研究所

目的：手関節・手指の関節に着目した投球動作解析の報告は少ない。そこで本研究では投球動
作における手関節・手指の関節運動を調査することを目的とした。対象と方法：対象は高校生
野球投手8名とし、投球動作の計測にはモーションキャプチャ・システムを用いた。投球側の示
指、中指のMP関節、PIP関節、DIP関節及び母指のMP関節、IP関節、手関節の橈骨茎状突起部、
尺骨茎状突起部に赤外線反射マーカを貼付した。球種はストレートとし、最も球速の速い一例
を解析対象とした。各身体部分に座標系を設定し、前腕、手の運動をオイラー角で表した。示
指、中指におけるMP関節の屈曲・伸展角度は、手関節、MP関節とPIP関節に貼付したマーカ
を、PIP関節の屈曲角度はMP関節、PIP関節とDIP関節に貼付したマーカをそれぞれ利用した。評
価項目は手関節、示指中指の角度変化の傾向と、ボールリリース（以下BR）時における手関節
の掌背屈角度及び橈尺屈角度、示指、中指におけるMP、PIP関節屈曲角度とした。結果：手関節
では最大背屈位は肩関節最大外旋位（以下MER）直前からMERの間に出現しその角度は平均46.3
度であり、BR時には背屈15.9度、尺屈7.6度を示した。示指中指においてはBR前からMP関節を屈
曲、PIP関節を伸展していく傾向があり、示指中指間の距離はBR前から短縮していく傾向があっ
た。BR時の平均屈曲角度は示指MP関節25.4度PIP関節25.1度、中指MP関節32.2度PIP関節27.7度
であり、MP関節PIP関節ともに中指の屈曲角度が大きかった。まとめ：投球における手関節、示
指中指の関節角度の変化を計測した。手関節において最大背屈位はMER直前からMERの間に出現
していた。示指中指においてはBR 前にMP関節を屈曲、PIP関節を伸展する傾向があり、BR時に
おいてMP関節PIP関節ともに示指に比べ中指の平均屈曲角度が大きかった。
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野球選手の肘関節不安定性が応力分布に与える影響　－超音波検査
とCT osteoabsorptiometry法を用いて－

Elbow valgus instability affect stress pattern in baseball players using ultrasonography and CT

osteoabsorptiometry

○船越 忠直1, 太田 昌博1, 安倍 雄一郎1, 大泉 尚美2

岩崎 倫政1

1北海道大学大学院　医学研究科　整形外科, 2整形外科　北新病院

【目的】Computed tomography osteoabsorptiometry（CTOAM法）は複雑な投球動作を再現する
ことなく軟骨下骨の骨密度計測することで長期の関節応力を類推できる方法である。本研究の
目的は超音波による肘関節動揺性評価とCTOAM法による応力分布解析により野球選手の肘関節不
安定性が関節応力にもたらす影響を検討することである。
【方法】対象は野球選手26名（投手12名、捕手5名、野手9名、全例男性、平均年齢20.9歳）、
野球経験のない健常ボランティア7名（平均年齢20.7歳）である。超音波による上腕骨内側上顆
と尺骨鉤状結節間の距離を計測し、安定群と不安定群に分けた。上腕骨関節面を前方、後方お
よび外側、中央、内側の計６つに分け軟骨下骨の高密度領域を検討した。
【結果】超音波による動揺性の検討においてコントロールでは動揺性はなく、安定群は9名
（35%）であった。CTOAM法を用いた応力解析において、コントロールでは上腕骨関節面で明ら
かな軟骨下骨密度の高い領域は認めなかった。安定群はコントロール群に比べ、前外側、後内
側、全体で軟骨下骨密度の有意な増加を認めた。一方、不安定群は安定群に比べ前外側、前中
央、後内側、全体での軟骨下骨密度が有意に増加していた。
【考察】投球動作により小頭前方と滑車後方に応力集中が生じると考えられた。加えて肘外反
動揺性を認めると、小頭前方、滑車前方、滑車後方に広範囲に応力が集中していた。特に上腕
骨小頭前方と滑車前方の中央部認めた高密度領域が動揺性のある野球選手では特徴的であっ
た。CTOAM法による応力解析は肘関節動揺性を示す評価法の１つとなりうると考えられた。
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遊離期肘離断性骨軟骨炎における遊離体固定術の治療成績
Free Fragment Fixation for Advanced Lesions of Osteochondritis Dissecans of the Elbow

○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】肘離断性骨軟骨炎(以下肘OCD)における遊離体は、固定しても生着は困難で、関節面の
再建材料としての有用性は乏しいとされる。今回、遊離期肘OCDに対し、遊離体を固定した症例
の術後成績を調査し、遊離体再利用の是非について検討した。【対象と方法】遊離体固定術を
施行し、1年以上追跡し得た遊離期肘OCD9例を対象とした。平均年齢13.4歳(12～14歳)、スポー
ツ歴は全例野球、術前病期(岩瀬分類)は巣内遊離期7例、巣外遊離期2例、病変は外側型6例、中
央型3例、骨成分を有する遊離体は5例であった。固定術の適応は遊離体のサイズ・形態・色調
・厚み・母床側の状態をもとに決定し、母床を掻爬し海綿骨を移植後、遊離体を新鮮化して骨
釘で固定し、8例で吸収性ピンを併用した。また欠損部への骨軟骨柱移植を3例に追加した。平
均2年6ヵ月(12～45ヵ月)の追跡調査による臨床所見、画像所見から遊離体固定術の術後成績を
評価し、遊離体再利用の是非を検討した。【結果】可動域(°)は術前126/-18、術後130/-6.7、
握力(健側比)は術後103.5%と良好で、JOA scoreは術前48.1が術後88.2に改善していた。術後平
均9か月で全例野球に復帰したが、4例は守備位置の変更などスポーツ能力は低下していた。術
後平均8か月でX線上は全例骨癒合と判定したが、同時期のMRIで3例が癒合未完成であり、術後1
年6ヵ月のMRIでも1例は癒合不全であった。最終的に良好な骨形態の獲得は3例、一部扁平化・
不整を認めての骨癒合が5例、癒合不全は１例であり、遊離体の癒合率は88.9%、良好な形態ま
での修復率は33.3%であった。【結語】肘OCDにおける遊離体固定術の臨床成績は概ね良好で、
適応を選べば遊離体の癒合も期待できる。正常形態までの再建が困難な遊離期肘OCDでは、低侵
襲の遊離体固定術は、関節面再建の一手段となり得ると考えられた。
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右小指に傍骨性筋膜炎を発症した１例
Parosteal fasciitis of right little finger : A case report

○赤嶺 良幸1, 金谷 文則2

1大浜第一病院　整形外科, 2琉球大学　整形外科

【目的】傍骨性筋膜炎はまれな疾患であるが、悪性腫瘍様の画像所見を呈するため術前診断に
苦慮する。今回、外傷後に発症し切除後に再発を来した１症例を経験したので報告す
る。【症例】 ５２歳男性。平成２５年１月下旬ごろ刻印ハンマーの金具で右小指を打撃したあ
とに末節部の腫脹を来たし２月に近医を受診した。近医にて腫瘍性病変に対して同月に切除術
を施行され、培養は陰性で病理学的検査では「fibrosing change、no malignancy」であった。
その半年後に再度腫脹を来たして手術加療目的に当院へ紹介となった。末節部の腫脹と疼痛を
みとめ、X線画像で末節骨基部の掌側橈尺側にspicula様の骨棘を形成し、MRIではT1等信号T2高
輝度強調像、不均一に造影される病変をみとめた。術前診断は感染性肉芽腫と考えられた。増
生した骨組織ごと可及的に病変を切除した。培養は陰性で切除病変の病理学的診断はparosteal
fasciitisで、切除された組織の中心部は不規則な構造の骨組織で、その周囲に類骨組織の反応
性増生があり、更にその周囲には密な線維性組織の増生が見られた。腫瘍性病変は認めなかっ
た。現在術後経過を観察中である。【考察】傍骨性筋膜炎は非常にまれな疾患で、手指の発症
は海外での症例報告は散見されるが本国ではほとんどない。今回のような外傷との因果関係を
示唆する文献もある。画像所見は悪性腫瘍に類似するため術前診断が困難な場合が多い。また
本症例のような再発を来す報告も見られ、慎重な経過観察が必要である。

S675



2-Po2-6

手関節偽痛風の臨床像の検討
clininal feature of pseudogout of the wrist

○多田 博, 戸嶋 潤

函館協会病院

【はじめに】関節組織中または滑液中にピロリン酸カルシウム二水化合物（CPPD）結晶が存在
する病態をCPPD結晶沈着症とされる。偽痛風は、CPPD結晶沈着症患者に発症する急性痛風様の
炎症発作で膝関節に多く発生することが知られているが、まれに手関節の発生例もみられる。
我々は、手関節偽痛風の症例の臨床像、頻度の検索を行うために過去5年間の偽痛風患者を登録
し、分析を行った。【方法】2008年6月より2013年5月までに当科を受診し、手関節を含め偽痛
風と診断された全症例をデータベースに登録し、その経過を記録した。偽痛風の診断は関節の
急性の疼痛、腫脹、圧痛があり、McCartyの診断基準に従った。症例は73例88関節で男15例、女
68例であった。初診時年齢は41～98歳、平均80.2歳で罹患関節は手関節16（18.1％）、膝関節
55（62.5％）、肘関節9（10.2％）、足関節4（4.5％）、その他4関節であった。これらの症例
の病歴、臨床経過、再発の有無につき手関節とその他の部位で比較検討した。【結果】発症年
齢は手関節で平均78.6歳と全症例と比較して差はなかった。男女比は手関節で男5例、女11例と
全症例に比較して男が多い傾向があった。疼痛の消失または著明改善までの期間は手関節で
7.3日、全例で10.0日と手関節で短い傾向があった。治癒後の再発率は手関節12.5％、その他の
関節27.8％と有意差はないものの手関節で少ない傾向であった。【考察】CPPD沈着症は高齢者
に多く発生し、80歳までのほぼ50％に軟骨の石灰化がみられるといわれている。偽痛風は膝関
節に最も多く発症し、次いで手関節が多く発症していた。今回の調査で手関節では比較的短期
間で治癒し、再発率も低い傾向がみらた。これらのデータは、今後の日常診療の一助になると
思われる。
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手術を行った二頭筋橈骨滑液包炎の検討
Study of Bicipitoradial Bursitis with Surgical Treatment

○依田 拓也, 森谷 浩治, 今尾 貫太, 原 敬
坪川 直人

新潟手の外科研究所

【目的】二頭筋橈骨滑液包炎は保存治療で軽快することが多く、手術まで施行する症例は少な
い。今回、手術に至った二頭筋橈骨滑液包炎に対し、患者の背景や臨床症状、術中所見から発
生機序について検討した。
【対象と方法】対象は肘関節痛を訴え当院を受診した患者で、CT、MRIで二頭筋橈骨滑液包炎と
診断され、手術を施行した8例である。調査項目は患者背景、疼痛の誘発動作、術中所見で滑液
包の部位、橈骨粗面の骨変化、上腕二頭筋腱の状態とした。
【結果】性別は男性2例、女性6例で、年齢は61～84歳（平均71.5歳）、罹患側は右3例、左5例
であり、全例で前腕回内動作で疼痛が誘発された。画像および術中所見で滑液包は腫大し、上
腕二頭筋腱を取り囲むように存在していた。橈骨粗面は辺縁に隆起した骨棘が発生し、アワビ
のような形状となっていた。上腕二頭筋腱は前腕回内時に橈骨尺骨間に引きこまれ、橈骨粗面
の橈側縁の隆起により摩耗しており、3例では断裂していた。
【考察】二頭筋橈骨滑液包は上腕二頭筋腱停止部と橈骨粗面の橈側縁の間に存在し、両者の摩
擦を軽減する役割があり、反復される前腕回旋運動で滑液包炎が生じると言われている。本研
究では上肢の使用頻度が低い高齢の女性に多く認めたことから、女性自体が解剖学的に橈骨粗
面と尺骨の間隙が狭く、回内時に二頭筋橈骨滑液包の内圧が上昇しやすい可能性が疑われた。
全例で橈骨粗面の変化を認めており、回内時に上腕二頭筋橈骨滑液包の圧が上昇することで橈
骨粗面の辺縁に骨棘様の隆起が発生すると推察された。発生した骨棘により上腕二頭筋腱との
摩擦はさらに増加し、二頭筋橈骨滑液包炎、最終的には上腕二頭筋腱断裂に至ると考えられ
た。
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テニス肘における前腕肢位によるThomsenテストの陽性率と橈骨神
経麻痺

Positive Rate of Thomsen Test Changing Forearm Position and Relation of Radial Nerve Palsy

Associated with Tennis Elbow

○佐竹 寛史, 本間 龍介, 高木 理彰

山形大学　医学部　整形外科

【目的】上腕骨外側上顆炎（以下テニス肘）は伸筋腱のenthesopathyが原因であると言われて
いるが、一方で橈骨神経麻痺との関連についての報告もある。テニス肘患者における前腕肢位
によるThomsen テストの陽性率と橈骨神経知覚障害の有無に関して調査した。【方法】肘外側
部痛を主訴に来院し、上腕骨外側上顆またはその遠位に圧痛があり、Thomsen テスト陽性の症
例をテニス肘と診断した。女性18例、男性8例、計26例、平均年齢55歳（39～76歳）であった。
調査項目は肘伸展かつ前腕回内（肢位1）、肘屈曲かつ前腕回内（肢位2）、肘伸展かつ前腕回
外（肢位3）、肘屈曲かつ前腕回外（肢位4）の4肢位でThomsenテストをそれぞれ行い、疼痛が
なければ-、疼痛が誘発されれば＋、強い疼痛が誘発されれば2＋とした。また、第1指間近位背
側の橈骨神経固有支配域に痛覚低下がみられるかどうかを調べた。【結果】Thomsenテストは肢
位1が-；0例、＋；11例、2＋；15例、陽性率100%、肢位2が-；6例、＋；20例、2＋；0例、陽性
率 7 7 % 、 肢 位 3 が - ； 1 8 例 、 ＋ ； 8 例 、 2 ＋ ； 0 例 、 陽 性 率 3 1 % 、 肢 位 4 が -
；24例、＋；2例、2＋；0例、陽性率8%であった。橈骨神経固有支配域の痛覚低下がみられた症
例は18例（69%）、健側より平均45%（10～90%）低下していた。【考察】テニス肘患者では前腕
を回外位として伸筋の緊張を緩めることにより手関節背屈を強制しても痛みを生じにくいこと
がわかった。また、橈骨神経の知覚障害が68%にみられ、橈骨神経管症候群との鑑別が問題とな
るが、テニス肘患者でも橈骨神経が何らかの関与をしていることが推察された。
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難治性上腕骨外側上顆炎関節鏡視所見での関節内変性所見の検討―
変形性肘関節症の初期病変としての可能性についてー

The degenerative changes of arthroscopic findings of in refractory lateral epicondylitis.

○新井 猛, 田中 雅尋, 西村　 敏, 清水 弘之
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座

【はじめに】難治性上腕骨外側上顆炎に2005年より2013年までに60例64肘に関節鏡視下手術を
施行してきた。腕橈関節後方の症状が残存し，再手術で症状が消失した症例を経験して以来，
腕橈関節後方の滑膜ひだに注目した。さらに腕橈関節の変性像が多くみられ，関節内所見が多
彩であることに注目してきた。【目的】関節内変性所見に注目した症例について，上腕骨外側
上顆炎と滑膜ひだや関節内変性所見の関連性について検討すること。【対象および方法】手術
法は2010年以降，前方鏡視像においては滑膜増生例では滑膜切除と腕橈関節にインピンジする
滑膜ひだは切除する。腕橈関節後方鏡視は後方から後外側の滑膜ひだ切除を施行し，ECRB起始
部変性例ではドリリングやデブリードマンを施行している。2010年7月～2013年9月の間に，関
節鏡視下手術を行った28例(右20例、左8例)を対象とした。　検討項目は前方鏡視の滑膜炎を，
無し，軽度，中等度，高度とし，滑膜ひだは肘伸展前腕回内位で，無し，橈骨頭の1/2以下覆う
程度，1/2以上覆うとした。また腕橈関節の変性程度はICRS分類を用いて評価した。腕橈関節後
方は滑膜ひだの有無について評価した。【結果】関節内滑膜炎は軽度が13例，中等度が6例，高
度が9例であった。前方滑膜ひだは全例存在し，1/2以下が16例，1/2以上が12例であった。後方
滑膜ひだも全例存在した。関節軟骨変性はICRS分類２以上が17例であった。【考察】今回の検
討から難治性上腕骨外側上顆炎症例では腕橈関節後方に存在する滑膜ひだや滑膜ひだの関わる
腕橈関節後方での退行性変化がみられた。滑膜ひだそのものは解剖学的研究から生理的存在で
あるが，上腕骨外側上顆炎の発症に伴い，腕橈関節の退行性変化を惹起する事が示唆された。
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手外科領域（肩を除く）における石灰沈着性腱炎に対する治療経験
Treatment of Crystal-induced Tendinitis in the Hand

○光安 廣倫1, 菊池 克彦2, 光安 元夫1

1光安整形外科, 2千早病院　整形外科

諸言)関節内、関節外に石灰沈着を生じ急性炎症を発症する症例を経験することは多いが、手外
科における報告は少ない。今回肘以遠に生じた石灰沈着性腱炎について検討し報告する。症
例)2011年4月より2013年7月までに筆頭著者の施設を受診、加療を行った9例(男性4例、女性
5例)である。当施設にて加療前に前医にて治療をうけ、発症後3か月以上たっても疼痛が軽減し
なかった慢性例は1例のみであった。受診時年齢は平均49歳（24歳～74歳）であり、20代発症は
水泳競技を行っている1例であった。発症部位は、手指MP関節以遠4例、手関節部3例、肘関節部
2例であった。全症例共に、初診時に単純X線にて石灰の有無を確認し、その上で超音波検査に
て石灰沈着が関節外病変であることを確認した。結果)治療については、慢性疼痛例を除いて水
溶性ステロイドを超音波ガイド下に局注を行い、局注後3～4日後の再来を指示しており、その
間はNSAIDsの内服を継続するように指導した。再来時疼痛が残存した症例はなく、その後3週後
経過時点でX線を再度撮像し、石灰の残存について精査を行った。石灰の消失については、3例
(37.5％)に認めたが、初診時よりは消失傾向を認めていた。またシメチジン投与の有無につい
ては、急性発症の4例(50%)に投与を行ったが、石灰の消失と疼痛の軽減については優位な傾向
は認めなかった。手術施行症例は24歳の慢性疼痛を伴う尺側手根屈筋遠位に生じたものであ
り、切除石灰を尿石検査法に準じて精査し、炭酸カルシウムの結晶であった。考察)石灰の沈着
部位について手関節部では尺側手根屈筋が多いとの報告もあり、当施設にても慢性疼痛例を含
む2例（22％）に認めたが、特異的とは限らないように思われた。治療については、超音波を用
いて石灰病巣へのステロイド局注を的確に行うことが重要と考えている。
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ばね指に対する腱鞘内注射におけるトリアムシノロン投与量の検討
Intrasheath injection for idiopathic trigger finger using variable dosage of triamcinolone

○成田 裕一郎, 千馬 誠悦

中通総合病院　整形外科

【目的】ばね指保存療法におけるトリアムシノロン腱鞘内注射の効果を，投与量の異なった3群
間で比較検討した．【対象と方法】対象は2008年から2013年までにばね指に対してトリアムシ
ノロン腱鞘内注射で加療した60例87指で，男10例，女50例，平均年齢は61.8歳，罹患指は母指
38，示指7，中指28，環指13，小指1であった．投与方法は，1％リドカインにトリアムシノロン
2ｍｇ，4ｍｇ，8ｍｇを混合して1mlとし，26G注射針で指基部から腱鞘内に注射した．糖尿病例
は除外した．治療効果は投与後1か月，4か月で痛みと引っかかり感の改善を自覚的な満足度で
評価し，4か月目で2度目の注射を要した例，手術を予定もしくは施行した例について検討し
た．【結果】注射後1か月では，2，4，8ｍｇ群いずれも97％以上の例で著明な改善がみられた
が，注射後4か月では，症状の十分な改善が持続している例は2ｍｇ群24％，4ｍｇ群50％，8ｍ
ｇ群69％であった．注射後4か月で2度目の注射を施行ないし，手術を予定・施行した例は2ｍｇ
群70％，4ｍｇ群39％，8ｍｇ群31％であった．腱断裂や感染，皮膚色素脱失などの合併症はな
かった．【考察】本研究の3群の比較では，いずれの群でも投与後1か月では高い治療効果があ
ったが，4か月では効果が減弱していた．本症では受診時に必ずしもばね現象の再現が得られな
い場合があり，診断的価値を含めた短期的な治療効果を期待する場合には2ｍｇが適当と考えら
れる．一方，4ｍｇでは5割，8ｍｇでは7割程度の症例で，4か月程度にわたり比較的良好な効果
が期待できるが，繰り返して注射する場合には屈筋腱や腱鞘の断裂に注意が必要である．個々
の症例ごとに，手術も視野に入れた長期的な治療計画に基づいて，トリアムシノロンの投与
量，使用法を選択すべきと考える．
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ばね指に対する超音波測定の妥当性の検討 ～検者内および検者間信
頼性について～

Validation study of intra and inter class reliability about ultrasonographic measurement of trigger finger

○速水 直生1, 重松 浩司1, 井川 真依子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　整形外科

【目的】近年、微小構造を超音波にて測定する報告が散見されるがその信頼性に対する報告は
少ない。今回、ばね指に対する超音波測定の妥当性について検者内及び検者間信頼性を調査し
たので報告する。【方法】18MHz超音波プローブを使用し、ばね指患者22人の罹患指と健側のA1
pulley中央部横断像の静止画を記録しこれを用いて後日測定した。測定部位はpulleyの掌側
壁、両側壁、腱縦径、横径の4点を2検者（検者1：17年目、検者2：5年目）が1週おきに2回測定
し、級内相関係数(intraclass correlation coefficient : ICC)を検者内、検者間で算出し
た。【成績】検者内信頼性ICC(1,1)は、A1 pulley掌側壁0.72/0.64、側壁0.70/0.82、腱縦径
0.89/0.95、腱横径0.97/0.97(検者1/検者2)であった。検者間信頼性ICC(2,1)は、A1 pulley掌
側壁0.60、側壁0.76、腱縦径0.95、腱横径0.97であった。また、静止画像から罹患側を診断で
きるか調査したところ検者1で86.4%(19/22)、検者２で68.2%(15/22)の診断率であっ
た。【考察】腱の縦横径の測定においては検者内および検者間信頼性は高かった。腱鞘の掌側
壁で良好な信頼性は得られなかったが、これは腱鞘の掌側壁はばね指において一部変性を来し
高エコー像となるなど輝度変化が生じる報告があり、またガングリオンの合併や浮腫などが測
定誤差を生じた原因と考えた。また、腱測定で検者間信頼性が高いのに関わらず正答率に差が
認められたが、これは腱の測定値以外に所見の読影等に経験等を要することが示唆され
る。【結論】エコーを用いたA1 pulley中央での腱鞘と腱の測定において、腱では高い信頼性が
得られたが腱鞘では十分な信頼性が得られなかった。
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指節間関節拘縮を伴うばね指におけるpulleyと屈筋腱の超音波解析
Sonographic Analyses Of Pulley And Flexor Tendon In Idiopathic Trigger Finger With Interphalangeal

Joint Contracture

○佐藤 潤香, 石井 義則, 野口 英雄, 武田 光宏

葦の会　石井クリニック

【背景】長期罹患の特発性ばね指は指節間 (IPまたはPIP) 関節の拘縮をきたすことがある。屈
筋腱の腱形成術や部分腱切除術が有効である報告が散見され、経験的に屈筋腱の変性肥大が関
与する事が示唆される。【目的】ばね指に合併するIP(PIP)関節拘縮がpulley、屈筋腱の肥厚と
関係するか超音波画像で検討すること【方法】約2年間に当クリニックを初診した特発性ばね指
患者128人(男44人、女84人、平均56.6歳) 177指(母指68、示指15、中指60、環指34指)を対象に
MP関節と基節骨近位(手掌指節皮線上)レベルのaxial画像で超音波評価を行った。MP関節レベル
で屈筋腱とA1 pulley、基節骨近位レベルで屈筋腱とA2 pulley近位部(母指以外のみ)の厚さを
計測した。また他指の同時合併、ばね指既往がない77患者(男25人、女52人、平均60.0歳)の反
対側健常指77指(母指68、示指5、中指21、環指13指)を正常コントロール群として同様に計測を
行い、得られたデータからカットオフ値を設定した。母指と母指以外で別々に解析を行った。
拘縮指(母指17母指以外34指、他動伸展可能なpositional拘縮を含む)と非拘縮指の計測値間に
優位差があるかを検定した。またカットオフ値を用いて屈筋腱、pulleyの肥厚が拘縮の要因で
あるかを統計学的に検定した。前者はStudent-t検定、後者はMann-Whitney U 検定を用いた
(p＜0.05)。【結果】母指のA1 pulley、他指のA1 およびA2 pulley、屈筋腱厚で拘縮指、非拘
縮指間に優位差を認めた。また母指のA1 pulley、他指のA1 pulley、屈筋腱肥厚が拘縮の要因
であることが示唆された。【考察】母指の屈筋腱の肥厚は拘縮要因ではなくA1 pulley切離で拘
縮が改善する可能性が高いと考えられた。一方、他指ではA1 pulley切離だけでは屈筋腱の肥厚
が残存するため屈筋腱の容積を小さくする手術は理にかなっていた。
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PIP関節屈曲拘縮を伴うばね指に対するA2 pulley完全切開の検討
Complete release of A2 pulleys on the snapping fingers with flexion contracture of PIP joints

○中島 紀綱1, 貞廣 哲郎1, 柴田 敏博2

1ハンズ高知フレッククリニック, 2しばた整形外科

【目的】ばね指に合併するPIP関節屈曲拘縮は、手術治療後も残存することがしばしば経験され
る。PIP関節屈曲拘縮を合併するばね指に対し、A2 pulleyを完全に切開することにより、問題
なく治療できるという報告がありこれを追試し検証した。【対象および方法】対象は2011年8月
から2012年3月までにばね指と診断され、A2 pulleyも含めて腱鞘切開術を行った30例46指であ
る。男性9例、女性21例、手術時平均年齢71歳（56～91歳）であった。罹患指は示指10指、中指
25指、環指12指、小指1指であった。術後経過観察期間は平均10.6ヵ月（1～25ヵ月）であっ
た。手術は吉村変法による浸潤腋窩神経ブロック下に、A1 pulley上に縦皮切を加えA1 pulley
を切開し、A2　pulleyも末梢まで切開する。さらにpalmar aponeurosis (以下PA) pulleyおよ
び腱滑膜を切除し、PIP関節が他動的に完全伸展することを確認して手術終了とする。【結果】
術前後のPIP関節可動域は、中指において術前伸展平均-8.9°（-50°～0°）から術後伸展平均
0.8°（-26°～33°）と有意に屈曲拘縮が改善していた（P＜0.01）。中指の屈曲は術前平均
94.5°（70°～100°）から術後平均90.6°（78°～100°）で有意差はなかった。30例46指の
うち3例3指（6.5%）にbowstringによると思われるPIP関節屈曲制限を生じ、いずれも中指であ
った。【考察】ばね指に合併するPIP関節屈曲拘縮の解離は困難なことが多い。今回A2 pulley
の完全切開によりPIP屈曲拘縮が改善する症例もみられた一方、3指（6.5%）に危惧された腱の
bowstringによると思われる症状を認めた。A2 pulleyのみでなく、滑膜切除やPA pulleyの切除
の有無もbowstringに関与している可能性もあり、ばね指に合併するPIP屈曲拘縮の改善のため
のA2 pulley完全切開の適応には慎重を要するものと思われる。
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ばね指手術後再手術を要した症例の検討
Clinical Results of re-operation of stenosing tenosynovitis

○中島 一郎1, 長谷川 仁1, 後藤 渉1, 田鹿 毅2

高岸 憲二2

1群馬県済生会前橋病院, 2群馬大学院整形外科

（はじめに）ばね指の手術は日常よく行われるが手術による種々の合併症があり、創部の圧痛
など軽微なものから指神経損傷などの重篤なものまである。また症例の中には手術のため術前
より可動域等の症状が増悪する症例も散見する。今回ばね指手術後腱剥離を含む再手術を必要
とした症例の検討を行った。（対象と方法）対象は２００１年４月から２０１３年３月までの
間当院および他院でばね指単独手術後拘縮等の主訴のため腱剥離や関節授動術を含む再手術を
行った１２例１４指であり、１０例１０指が他院で初期手術が施行された。内訳は男性３例３
指、女性９例１１指で平均年齢５９．２歳（２６歳～７６歳）であり糖尿病の合併を２例に認
めた。主訴がsnappinngの残存であった２例は早期に手術を施行したが可動域制限が主訴の１０
例は初診後理学療法を行い改善傾向がないことを確認後手術を施行した。術式として残存する
腱鞘の切開、腱剥離を行い可動域制限の改善が見られない場合関節授動術を追加し、全例術後
１～２日後から理学療法を行った。術後評価として日手会指屈筋腱機能評価法を用い
た。（結果）罹患指は中指単独が６例、環指単独が３例、中指・環指が１例、示指・中指が１
例、母指が１例であり、術式として関節授動術を追加した症例は４例４指であった。術後の成
績はFairが３指、Good５指、Excellentが６指であったがFairの中の１例は術前より可動域が増
悪した。（考察）再手術の原因として手術後早期の理学療法不足による腱の癒着が主因と思わ
れたが、当院で初期手術を施行した２例４指は術後早期に理学療法を開始したにも関わらず拘
縮を来した症例もあり、ばね指の手術といえども個々の症例に対してより適切な術式および理
学療法が必要であると思われた。
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ストレッチを中心とした母指弾発指保存治療の治療成績
Clinical result of physical therapy with stretching for the trigger thumb

○千葉 有希子1, 丹伊田 康介1, 阿部 圭宏2, 徳永 進2

1佐倉整形外科病院　リハビリテーション科, 2佐倉整形外科病院　整形外科

【はじめに】
我々は，第56回日本手外科学会で，弾発指に対しストレッチが症状改善に効果的であることを
発表した．
母指は他指と構造が異なるため，他指と異なる治療成績になる可能性が考えられる．
今回，母指弾発指保存治療症例に着目し，理学療法の治療成績について報告する．
【対象と方法】
調査対象は，2009年9月～2013年9月に母指弾発指と診断され，リハオーダーを受けた症例のう
ち，1か月以上理学療法継続かつ評価可能であった47指を対象とした．そのうち, 手術症例，リ
ハオーダー以前のトリアムシノロンA注射例，follow期間1か月未満の症例を除外した．
 症例内訳は男性9例女性35例，平均年齢約60.3歳（44～80歳），平均follow期間約97.3日であ
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．
治療方法に関しては，ストレッチのみで治療可能であった症例（以下S群）と，症状によりトリ
アムシノロンAの追加を要した症例群（以下S+I群）の２群に分けた．
調査はカルテ記載内容からretrospective に行った．データの利用については当院倫理審査委
員会の許可を得ている．
【結果】
ストレッチのみで治療可能であった症例は27指，20指が治療期間中にトリアムシノロンAの追加
を要した．
治療成績は内田らの基準（澤泉改変）を使用した．
S群はExcellent17例，Good23例，Fair6例，Poor1であり，S+I群はExcellent８
例，Good11例，Fair１例，Poor0例の成績であった．
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ばね指に対する腱鞘内トリアムシノロン注射の治療効果に関する検
討

Evaluation of the therapeutic mechanism of steroid injection into tendon sheath for trigger finger

○美舩 泰, 乾 淳幸, 原田 義文, 高瀬 史明, 国分 毅

神戸大学大学院

【目的】ばね指における弾発現象は腱鞘の肥厚や狭小化、屈筋腱の腫大や滑膜の肥厚などに起
因するとされている。治療として腱鞘内ステロイド注射は広く汎用されているが、中でもトリ
アムシノロン(TA)注射は疼痛消失だけでなく、弾発現象の軽快・消失も得られるため、手術加
療症例数を減少させているとの報告もある。そこで今回我々は、ばね指に対する腱鞘内TA注射
の治療効果および作用機序に関して検討を行った。【方法】弾発現象を有するばね指患者30例
38指（男性11例15指、女性19例23指、平均年齢63.8歳）を対象とした。両側罹患例を除外し、
患側をばね指（B）群、無症状の反対側指をコントロール（C）群とした。治療として
は、TA10mgと1%キシロカイン1mlの混合液を1回注射し、注射前、注射後1週、3週において超音
波検査および疼痛評価（VAS）、Quinnellスコアによる臨床成績評価を行った。【結果】超音波
評価において、注射前にB群の腱鞘はC群に比して有意に厚く、また腱腫大の評価でもB群では有
意な腫大を認めたが、注射後3週では腱鞘、腱ともにサイズは減少し、C群との間に有意差はな
くなった。VASでは注射後1週で注射前と比べて有意な低下を認め、Quinnellスコアでは注射後1
週で注射前と比べて有意な改善を認め、注射後3週では更に改善を認めた。【考察】TA注射後1
週で有意な疼痛改善を認めたが、腱鞘、腱の腫大は改善しておらいなかった。注射後3週が経過
すると、腱鞘、腱の腫大は有意に改善し、これにより多くの症例において弾発現象の改善が得
られたと考えられる。これらの結果より、ばね指に対する腱鞘内TA注射はまず試みるべき有効
な治療法であると考えた。
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屈筋腱腱鞘炎に対する注射部位の検討
Selection of injection point for treatment of flexor tenosynovits

○児島 新1, 漆崎 亜弥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

【はじめに】屈筋腱腱鞘内注射は腱鞘炎の治療に広く用いられている．注射部位は手掌部で行
う事が多いが注射時の痛みが強い．我々は固有指屈筋腱腱鞘内注射を基節骨レベルでの指側面
から行っており第５６回本学会でその解剖学的解析を報告した．また前腕屈筋腱部分への注射
でも治療効果があると考え行っている．今回我々はこれらの異なる３手技の注射方法の疼痛と
治療効果を比較検討した．【対象と方法】屈筋腱腱鞘炎で通院中の成人２０名で既に注射を複
数回経験している患者を対象とした．注射部位は 1)前腕では手首皮線の中枢１～３ｃｍの長掌
筋腱尺側で　２）A1掌側では中手骨骨頭付近で　３）指側方では基節骨中央部付近の側正中よ
りやや背側から行った．使用薬液はベタメサゾン２ｍｇ＋１％リドカイン０．５ｍｌで２６Ｇ
針を用いて５秒以上かけて注入した．注射時の疼痛をＶＡＳで評価．注射後の痛みの期間，注
射の効果，注射部位別のADLへの支障，今後どの手技を希望するかについて聞き取り調査を行っ
た．【結果】１）注射時の疼痛点数は手掌部が最も高く，続いて指側面からで，前腕部が低か
った．２）注射の効果は全例に認められたが　腱鞘炎が単独指例では固有指への注射も有効で
あった．３）前腕部に比べて，手掌部，指側面からの注射は注射後に指が濡らせない不便があ
った．４）今後行う注射については前腕部と指側面からの希望が多かった．【考察】腱鞘内注
射は有用な腱鞘炎治療法であるが，手掌部での注射は疼痛が辛く複数回は希望しない患者も多
い．指側面からの注射は痛みが少なく固有指への注射手技として有用であった．また　前腕で
の注射でも治療効果は期待でき，注射時の痛み，注射後のADL障害が少ないため複数回注射希望
例や両側・複数指の腱鞘炎症例には有用な手技であった．
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ばね指における皮切の検討　－斜皮切と縦皮切の比較－
Comparison of Oblique and Longitudinal Incision for Trigger Finger Release

○鈴木 拓1, 岩本 卓士2, 田島 康介3, 稲葉 尚人1

武田 和樹1

1那須赤十字病院　整形外科, 2慶應義塾大学整形外科, 3慶應義塾大学救急部

【目的】ばね指に対する皮切は従来, 横皮切が用いられ, 近年, 縦皮切の有用性の報告も散見
されるが斜皮切を用いた報告は少ない. 今回, ばね指に対して斜皮切と縦皮切を比較した臨床
成績について報告する． 【対象および方法】2002年7月から2013年8月までに2施設において,
示指から小指のばね指に対して手術を施行した81例99指を対象とした．ジグザグ切開の一部を
利用し, 斜皮切を用いた症例を斜皮切群, 縦掌紋に沿う縦皮切を用いた症例を縦皮切群とした.
斜皮切群 (31例40指) の手術時平均年齢は65 (39-80) 歳，術後平均観察期間は8.2 (2-18) ヵ
月, 罹患指は示指5指，中指18指, 環指14指, 小指3指であった. 縦皮切群 (50例59指) の手術
時平均年齢は64 (37-78) 歳, 術後平均観察期間は7.8 (2-24) ヵ月, 罹患指は示指9指, 中指
27指, 環指20指, 小指3指であった. 麻生の評価を用いた術後創瘢痕, 合併症について評価し
た. また, 手外科医 50人 (36施設) に対して, 皮切の方法について調査を行った.【結果】瘢
痕の評価は, 斜皮切群において優: 25指 (63%), 良: 11指 (27%), 可: 4指 (10%), 不可: 0指
(0%) であった. 縦皮切群において優: 39指 (66%), 良: 18指 (31%), 可: 2指 (3%), 不可: 0
指 (0%) であった. 両群とも創瘢痕の成績に有意差を認めなかった (P = 0.43). 両群とも神経
損傷等の合併症は認めなかったが, 縦皮切群の1指に術後化膿性屈筋腱炎を認め, 縦皮切を延長
して掻爬, 洗浄を施行した. 他施設の調査では, 横皮切が30人 (60%),  縦皮切が3人 (6%), 斜
皮切が7人 (14%), 掌紋に応じて皮切を選択する医師が10人 (20%) と横皮切を用いる医師が多
かった.【結論】ばね指術後の創瘢痕は, 斜, 縦皮切ともに整容面で良好であった. また術後,
合併症が起こった際に, 創延長に関して縦皮切はやや困難であった.
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母指経皮腱鞘切開の治療成績
Percutaneous Release of Trigger Thumb

○山田 俊之, 六角 智之

千葉市立青葉病院　整形外科

【目的】母指経皮腱鞘切開は術後の患者負担が少なく，満足度が高いことから当科では積極的
に施行している。その安全性と有効性が報告されている一方で，合併症の報告も散見されてい
る。当科で施行した手術症例の成績を調査した。【対象】2004.1月～2013.9月まで当科手外科
専門医２名により母指経皮腱鞘切開を施行した65例を対象とした。男性9例，女性56例, 平均年
齢65歳（35～83歳）であった。Eastwoodの分類ではgrade1 :1例, grade 2: 42例，grade 3:
17例, grade 4: 5例であった。5例に抗凝固薬内服を認めたが,内服を継続して施行した。手術
方法：術前に両側の神経血管束を触知し,皮膚にマーキングを行う。18G針のベベルの方向が分
かるようにプラスチック部分に印を付ける。A1 pulley直上でproximal creaseに刺入し,腱の走
行に沿って針先を動かし，腱鞘を切開する。針先に腱鞘の引っかかり感がなくなった後、患者
に自動運動をさせて，catchingが消失したことを確認する。2,3分圧迫止血し，終了。【成績】
術中open releaseに移行した１例を除き,全例catchingが消失し，再発例はなかった。皮下血腫
を１例に認めたが，神経血管損傷例はなかった。【結論】母指経皮腱鞘切開の成績は良好であ
った。合併症予防のポイントとしては神経血管束を触知し,マーキングを行うこと，18G針のベ
ベル方向を確認し，腱の走行に沿って動かすこと,圧迫止血して終了することが重要と思われ
た。
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多発性ばね指症例と単発性ばね指症例の比較
Comparison of the patients with multiple trigger digits and single trigger digit

○鈴木 歩実, 神田 俊浩, 向田 雅司, 大井 宏之

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】多発性ばね指症例を単発例と比較しその危険因子を検討する。
【方法】2006年から2013年の間に当院でばね指と診断された成人患者792例1298指を対象とし後
ろ向き調査を行った。女性551例・男性241例、平均年齢は60.3歳。症例ごとに罹患指・併存症
について調査を行い、患指数が1指（488例）・2指（190例）・3指以上（114例）の群に分け集
計した。
また、それらのうち手術を施行した404例632指についても同様に手術指と併存症について調査
した。
【結果】罹患指について1指群では母指が最も多かったが、２指群と3指以上群および全体では
中指が最も多かった。また男女比は3指以上群で有意に小さく、患指数が多くなる程、利き手側
の罹患率が小さくなった。
併存症については糖尿病が21.8％と最も多く、患指数が増えるほど有病率が高かった（3指以上
群で35.1％）。運動器疾患に限ると手根管症候群が11.8％と最も多かったが、患指数と有病率
の間には相関がなかった。しかし両側手根管症候群に限ると患指数が増える程有病率は高くな
っていた（全体で4.4％、3指以上群で9.6％）。
手術指についても1指群・２指群および全体では母指が最も多いものの、3指以上群では中・環
指が母指を上回った。男女比・患指と利き手の関連・併存症に関しても罹患指と同様の傾向
で、糖尿病は全体で23.5％、3指以上群では40.4％に、両側手根管症候群は全体で5.7％、3指以
上群では10.5％に併存していた。罹患指・手術指ともに腎不全や関節リウマチは有病率が小さ
かった。
【結論】単発性と比較し多発性ばね指の患者では性差は小さく、患指と利き手の関連は少なく
なると考えられた。糖尿病と両側手根管症候群が多発性ばね指の主な危険因子と思われた。
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肘屈曲再建を行った橈側列形成不全の2例
The reconstruction of the elbow active flexion for the radial ray deificiency; Report of two cases.

○太田 壮一, 柿木 良介, 野口 貴志, 貝澤 幸俊
松田 秀一

京都大学　医学部　整形外科

【目的】橈側列形成不全では、上肢の橈側列に様々な程度の解剖学的形成異常を生じる。橈骨
近位や上腕二頭筋に異常が及ぶと、肘関節の自動屈曲能に影響を及ぼすことがある。今回、我
々は肘関節の自動屈曲が困難な橈側列形成不全の2症例に対し、痕跡様の二頭筋橈側停止部を尺
骨へ移行し、良好な成績が得られたため報告する。【方法】手術は、前方アプローチで二頭筋
遠位側を露出し、橈側前腕筋膜に癒合した痕跡様の二頭筋停止部を可及的遠位で切離、尺骨鉤
状突起の数ミリ遠位にプルアウト法で締結した。3週間の外固定後、自動屈曲を許可した。【症
例提示】症例１は、右側がBayne4型、Blauth5型、左側がBayne3型、Blauth5型の男児である。
右肘の他動可動域は0～110度で自動屈曲20度、内反手変形を合併した。右手関節を中間位保持
しても右肘の自動屈曲が困難なため、生後10ヶ月で手根中央化手術と同時に肘屈曲再建術を施
行した。術後10年経過し、右肘の自動可動域は0～135度、二頭筋筋力はMMT5-であった。症例
2は、左橈尺骨癒合症を合併したBlauth5型の女児である。左肘の他動可動域0～90度で、自動屈
曲不能であったため、1才10ヶ月時に肘屈曲再建術を施行した。術後3年経過し、左肘の自動可
動域は0～80度、二頭筋筋力はMMT5であった。【考察】二頭筋停止部を支持力の弱い軟部組織よ
り骨へと変更することは、強固な力点を作成して二頭筋筋力の前腕への伝達効率を上げること
となる。さらに、尺骨鉤状突起の遠位へ移行することにより、上腕筋よりもモーメントアーム
が長くなり、より強い肘関節の屈曲力を生み出すと考えている。二頭筋停止部締結時の緊張度
については、症例が少なく不明であるが、症例1では肘屈曲90度、症例2では45度で締結し、良
好な自動可動域が得られていた。
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小児先天異常に対するIlizarov mini fixatorを用いた治療経験
Our experience of Ilizarov mini fixator using for the infantile congenital anomaly

○小俣 美香子, 松浦 愼太郎, 西村 礼司, 余川 陽子
内田 満

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

小児先天異常手に対し、Ilizarov mini fixatorを用いた仮骨延長および変形矯正を経験したの
で報告する。【対象および方法】過去4年8ヵ月間に手術を行った症例は9例10手で、内訳は仮骨
延長7手、変形矯正3手である。対象は合短指症4手、絞扼輪症候群2手、中手骨癒合症1手、骨性
合指症1手、裂手症1手、clam nail変形を伴う母指形成不全1手で、手術時年齢は平均4歳4ヵ月
であった。創外固定器は、コンパクト化したmini- M3 Ilizarov mini fixatorを使用し,ワイヤ
ーは径1.2mmを用いた。仮骨延長例は定型的な組み立てを行った。変形矯正は母指対立保持
1手、母指対立保持および指列移行後骨固定1手、骨性合指1手に対し行った。【結果】仮骨延長
例では平均9.8mmの骨延長を得た。一例で延長中転倒によるワイヤー逸脱を経験し再手術を行っ
た。また一例で抜去後に骨延長部で骨折を認め追加手術を行った。骨性合指例では、皮膚トラ
ブル、感染併発で早期に抜去し、その後指間形成を行った。【考察】われわれは小児ではコン
パクト化したmini-Ilizarov mini fixatorを用いている。手術手技の習得がやや煩雑である
が、背側設置型であるため多数指同時延長が可能で、われわれは3指同時延長を1手に行った。
転倒によるワイヤー逸脱を経験した後は、5歳以下で保護装具を装着している。また、小児では
骨皮質の硬度不足により、ワイヤーのcut-outを経験した。創外固定器を使用可能な年齢につい
ては今後も慎重に検討すべきであるが、早期からの骨長延長や機能肢位の獲得が、成長過程に
おける手機能の向上に有利な場合があり、今後も慎重に症例を重ねていく予定である。
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Apert症候群に伴う母指橈屈変形に対する人工骨を用いた楔開き矯正
骨切り術

Reconstruction of the thumb radial angulation in Apert syndrome by open wedge osteotomy with artificial

bone graft.

○新谷 康介1, 香月 憲一1, 中川 敬介2, 高松 聖仁1

斧出 絵麻1

1大阪市立総合医療センター　整形外科, 2大阪市立総合医療センター　小児整形外科

【目的】Apert症候群に伴う母指橈屈変形は患児の手指機能に障害を及ぼす重大な要因の一つで
ある。今回、我々が行ってきた人工骨を用いた楔開き矯正骨切り術の治療成績について調査し
たので報告する。【対象・方法】対象はApert症候群7例14母指、男5例、女2例、手術時年齢は
平均5.6歳であった。全例で頭蓋顔面骨の一次矯正と、合指の切り離し手術が終了した後に母指
矯正手術を行った。手術は母指橈側側正中に約1cmの縦切開を加え、基節骨中央で楔開き矯正骨
切りを行い、骨欠損部に人工骨を埋植し、2本の鋼線で固定した。手術評価はX線像上の母指末
節骨と中手骨の骨軸のなす角を橈屈角、末節骨先端から基節骨底辺までの垂直距離を母指長と
定義し、術前・術後・観察時で計測して行うとともに、術後の人工骨の吸収度合、合併症につ
いても調査した。【結果】全例骨癒合し、平均橈屈角は術前55°、術直後5.6°、観察時
17.7°で、観察時に軽度の矯正損失を認めた。変形が強度な例や、ターゲットになる部分の骨
が小さい症例に矯正損失が生じる傾向にあった。平均母指長は術前11.9mm、術直後17.5mm、観
察時18.9mmで、術直後から50%以上の延長効果を認めた。全例で母指と示指との間でピンチが可
能となった。整容は良好で、埋植人工骨は全例自家骨に置換されていた。植皮を必要とした例
や、術後感染、皮膚壊死をきたした症例はなかった。【結論】本法は強度の橈屈変形を伴う例
でも手技に習熟すれば単純な皮切で大きな矯正が得られる手術法である。
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先天異常手の三角指節骨に対するphysiolysisの術後成績
Surgical outcomes of physiolysis for delta phalanx of congenital anomaly hand

○射場 浩介, 和田 卓郎, 金谷 耕平, 高橋 信行
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【目的】三角指節骨では骨端線が骨の長軸方向に存在し、三角形や台形の形態を呈する。先天
異常手では斜指症などの指偏位を認める。指偏位に対して三角指節骨の矯正骨切りが検討され
るが、小児例では骨が小さいため骨切り矯正が難しく、骨壊死の危険も生じる。これまでに、
三角指節骨に対して矯正を行わず骨端線を含めた骨部分切除と遊離脂肪移植（physiolysis）術
のみで良好な術後成績が報告されている。今回は同様の術式にて治療した症例の術後成績を検
討する。【方法】対象は2例4手で、女1例、男1例であった。先天性疾患としてRubinstein-
Taybi症候群とFreeman-Sheldon症候群をそれぞれ合併していた。罹患指は母指が2手、示指が2
手であり、4手の手術時年齢は33ヵ月（22-48ヵ月）であった。手術は石垣らの方法に従い、三
角指節骨中央部で骨端線を含めて部分切除を行い、同部位に遊離脂肪移植を行った。骨切り部
での矯正は行わなかった。術後観察期間は38ヵ月（12-58ヵ月）であった。正面Ｘ線像にて末節
骨と基節骨あるいは中手骨の長軸がなす角度を指偏位角として、術前と術後最終経過観察時の
指偏位角を比較検討した。【結果】術前の指偏位角は53°（40-78°）であり、術後は29°（12
-44°）に改善した。改善率は46%（25-71%）であった。術後に合併症を認めた症例は無かっ
た。【考察】骨端線を含めた骨部分切除と遊離脂肪移植術のみを行う本術式は、矯正角度に限
界はあるが小児の小さな三角骨に対して良好な術後成績が期待できる簡便で安全な術式と考え
られた。
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当科における指切断治療の現況と課題
 Treatment of digital amputation : our current status and future issue

○塩川 一郎, 河内 司, 山川 知己, 大西 文夫
三鍋 俊春

埼玉医大　総合医療センター　形成外科

【目的】１次から３次救急対応まで行う当院では、手指外傷を含む多くの外傷症例を受け入れ
ているが、その中で当科で行ってきた指切断診療の現況を分析し、結果及び今後の課題に関し
て報告する。【方法】　日本形成外科学会で行われている全国各地の認定施設での症例登録デ
ータベースを用いて、2010年１月から2012年12月までの指完全切断/不全切断症例128 例を対象
とし、診療録情報から切断部位、施術内容、生着率などを調査した。【結果】性別は男性
102人、女性26人であった。受傷場所は埼玉県のほぼ全域に及んでいた。10施設以上で受け入れ
を断られていた例も存在した。受傷レベルは末節切断が最も多く,石川分類のSubzone 1̃2で85
例（66.4％）、Subzone3̃4で20例（15.6％）、玉井分類のZone 3で16例（66.4％）、Zone 4 で
7例（5.4％）であった。再接着術は完全切断で15例（16.8％）に行い、生着はその内8例（生着
率53.3％）、不全切断で11例(12.4%)、生着は9例（生着率81.8％）であった。遊離複合組織移
植を施行した例が完全で42例（47.1％）、不全で23例（58.9%)認められた。断端不明、あるい
は高度挫滅・汚染、また高齢・基礎疾患・認知症の並存などで断端形成を余儀なくされた症例
は完全切断で32例（35.9%),不全切断で6例(15.3%)であった。【結論】現況としては広域から患
者を受け入れているとはいえ、末節切断が多く、再接着術の施行例が少なかった。今後は可能
な限りその適応を広げ、積極的な救指につなげていくことが課題と考えられた。
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当院における過去８年間の切断指再接着症例の検討
Study of cutting finger replantation cases over the past eight years in our hospital

○三宅 良平, 石河 利広, 石川 浩三

大津赤十字病院　形成外科

当院は滋賀県大津市に位置し、滋賀県南部地域に於いて唯一切断指再接着を実施している施設
である。2006年4月から2013年9月までに当科において施行された切断指再接着術についてその
治療成績を検討した。
対象は完全切断及び不全切断のうち、虚血により血行再建を要した症例とした。症例は103例
142指、男性86名女性17名、年齢1歳～80歳（平均42.5歳）、完全切断92指不全切断50指。左右
別では左手67指、右手75指と差は見られなかった。切断レベル別では玉井分類zone1:
12指、zone2: 41指（石川分類subzone1: 1指、subzone2: 11指、subzone3: 22指、subzone4:
19指）、zone3: 44指、zone4: 34指、zone5: 11指。切断部位別では母指: 21指、示指: 33指、
中指: 50指、環指: 30指、小指: 8指。受傷形態としては山野分類にてclean cut: 41指、blunt
cut: 46指、crush: 28指、avulsion: 25指であった。手術は11名の術者により施行されてい
た。
119指が完全生着し、10指が部分壊死、13指が完全壊死となった。部分壊死例も含めた生着率は
90.8％であった。再手術に至った例は動脈閉塞が原因: 14指、静脈閉塞が原因: 2指、うち4指
（動脈閉塞3指、静脈閉塞1指）が再手術を行っても完全壊死となった。
受傷形態・受傷原因・受傷部位・手術までの時間等と生着率との関係につき検討し報告する。
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手部複合損傷(mangled hand)の治療
Treatment of mangled hand

○土田 芳彦

湘南鎌倉総合病院

【はじめに】手部複合損傷(mangled hand)は損傷が広範囲かつ重度なため、現代においても治
療が困難な外傷の一つである。この悲惨な外傷において良い治療結果を生むための原則とは、
患者背景と損傷状態の詳細な把握のもとで論理的な治療計画を立て、遅滞のない段階的手術治
療を施行し早期にリハビリテーションを開始することである。【対象と方法】手部複合損傷と
は重度軟部組織損傷をともなう手部骨折であり、Duncan分類の3B,C（長管骨のGustilo分類と近
似）に相当するものである。過去9年間に演者自身が治療した27例の手部複合損傷を対象とし
た。男性23例、女性4例、受傷時平均年齢は45才（19才から73才）であった。以上の症例を対象
として次の項目について調査した。修復すべき血管損傷の有無、皮弁形成術の割合、手術回
数、確定的手術までの期間、入院期間、治療成績（Chen criteria）である。術後経過観察期間
は平均1年3ヶ月である。【結果】切断再接着例などのように修復を要する血管損傷は10例37％
に認められ、皮弁形成術は9例33％に施行されていた。平均手術回数は1.8回（1回から3回）で
あり、確定的手術まで平均13日を要していた。また平均入院日数は30.3日（0日から75日）であ
った。最終経過観察時の上肢機能はChenの評価基準1が1例、2が8例、3が15例、4が3例であっ
た。【考察】手部複合損傷は単独損傷と比較して、多数回手術を要する例が多く、入院期間も
長期間に及んでいた。治療計画の良否が最終的な機能に重大な影響を及ぼすため、初期の的確
な組織損傷評価に基づいた論理的治療計画が肝要である。
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上肢における切断肢を含めた主管動脈損傷の治療経験
Treatment of major artery injury with upper extremity involved amputation

○宮城 光晴, 大久保 康一, 荒川　 雄一郎

藤崎病院　整形外科

【対象】2003年から2013年までの過去10年間で12例経験し，男性9例，女性3例，受傷時年齢は
16～76歳（平均年齢39歳），損傷部位は手関節での完全切断肢2例，肘前方2例，前腕前方中央
4例，末梢3例，手部1例であった．受傷機転は，電気ノコは5例，ガラスは3例，精神疾患の合併
（自傷、喧嘩）は2例，転落，圧挫傷は各1例であった. 【治療と結果】動脈損傷の内訳は，上
腕動脈は2例，橈骨動脈は1例，尺骨動脈は4例，橈骨動脈と尺骨動脈の同時損傷は5例であっ
た．神経損傷は12例中10例に認め，筋皮・正中・橈骨神経の3か所の損傷は1例，正中神経単独
は2例，尺骨神経単独は3例，正中神経と尺骨神経の同時損傷は4例であった．腱・筋肉損傷は，
上腕二頭筋腱と屈筋群，伸筋群損傷は1例，上腕筋損傷は1例，母指球筋と小指球筋と骨間筋損
傷は1例，他は前腕の屈筋群と伸筋群を損傷していた．血管再建の内訳は，上腕動脈損傷2例と
橈骨動脈損傷2例の計4例に静脈移植を行い，尺骨動脈単独損傷4例と橈骨動脈単独損傷1例に対
して縫合術を行った．完全切断肢2例に対して橈骨動脈と尺骨動脈の縫合術を行った．可及的に
PLを除くすべての腱・筋肉を縫合した．術後全例に阻血性拘縮は生じなかった．手外科評価表
とQuick DASHにて機能評価を行った．【まとめ】挫滅された組織は十分に切除，デブリードメ
ントを行う．断裂した軟部組織は可及的に1次的に全て縫合する．動脈の挫滅があれば静脈移植
を利用する．後療法は術後3週から行う．早期運動療法は再断裂の原因である． 術後の後療法
にDynamic splintを必ず装着する．手指の動きは比較的良好であるが，知覚の回復は不良であ
り，手指の巧緻性は神経の回復に左右される．
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動脈損傷を伴った上腕骨骨折の検討
Artery injury as a complication of humeral fracture

○五十棲 秀幸, 関谷 勇人, 勝田 康裕

愛知県厚生農業協同組合連合会　海南病院　整形外科

【はじめに】上腕骨骨折は日常診療において一般的な骨折であるが、血管損傷を合併すること
は少ない。当院で経験した上腕骨骨折のうち、動脈損傷を合併した上腕骨骨折症例を
retrospectiveに検討し報告する【対象・方法】対象は当院で経験した動脈損傷を伴った上腕骨
骨折6例。内訳は上腕骨近位部骨折1例、上腕骨骨幹部骨折3例、上腕骨顆上骨折2例。初診時年
齢は2歳～83歳であった。開放骨折の有無、骨折骨折前後の手指の色調、橈骨動脈拍動の有無な
どの臨床症状、血管損傷の形態、神経損傷などの合併症について検討した。【結果】開放骨折
5例、閉鎖性骨折1例。初診時の手指の色調は良好5例、不明1例。橈骨動脈の拍動は全例で認め
なかった。血管損傷の形態は断裂2例、内膜損傷3例、攣縮1例であった。多発骨折や橈尺骨正中
神経損傷を伴う例が4例、動脈損傷以外の合併症のない症例2例であった。端々吻合2例、静脈移
植3例、外膜切除1例であった。【考察】手指の色調が良好であっても動脈損傷を伴っている症
例が存在するので、開放骨折や多発外傷などの高エネルギー外傷の場合には、動脈損傷の可能
性を念頭に置き診察するべきである。
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血管柄付き腓骨頭移植術による上腕骨再建の長期成績- 移植骨形態
と上肢機能-

Long term result of free vascularized fibular head transfer for reconstruction of the proximal humerus.

○江尻 荘一, 川上 亮一, 田地野 崇宏, 山田 仁
紺野 愼一

福島県立医科大学　医学部　整形外科

【目的】われわれは、上腕骨近位部の悪性骨腫瘍切除後に生じた広範囲骨欠損に対して、遊離
血管柄付き腓骨頭移植術（以下FVFG）を用いた再建を行ってきた。本研究の目的は、FVFG術後
の長期経過例における、移植骨形態の変化と上肢機能について明らかにすることである。
【対象と方法】対象は、FVFGを用いて再建を行い、術後５年以上を経過した３例である。手術
時年齢は、12歳が2例、76歳が1例であった。性別は、全例女性であった。術後の経過観察期間
は、15年6ヵ月、9年10ヵ月、および8年３ヵ月であった。手術は、3例全例で骨頭を含む上腕骨
近位部を切除後に、FVFGを肩甲骨または鎖骨に吊り下げて再建した。血管茎は、全例で腓骨動
静脈を用いた。検討項目は、1. 移植腓骨の横径増大率、2. 移植腓骨頭の形態変化、3. ISOLS
score、および4. DASH scoreを用いた上肢機能、である。
【結果】移植腓骨の横径増大率は、それぞれ-14%、-17%、および-20％であり、全例で横径の減
少が認められた。移植腓骨頭の形態変化は、2例では横径が縮小し、他の１例では腓骨頭が圧壊
吸収されていた。腓骨頭が残存していた2例は若年例で、ISOLS score は2例とも83.3%、DASH
scoreは5.0と8.3で良好であった。一方、腓骨頭が圧壊吸収された１例は高齢の症例で、それぞ
れ73.3%、34.2と他の２例に比して不良であった。この１例において腓骨頭圧壊前後のISOLS
scoreとDASH scoreを比較してみると、いずれも悪化は認められず、腓骨頭の形態変化は上肢機
能に影響していなかった。
【考察】FVFGを用いた上腕骨近位部再建の長期経過では、移植腓骨の形態変化は上肢機能に影
響していなかった。上腕骨近位部へのFVFGは、長期に良好な上肢機能を獲得しうる再建法であ
る。

S701



2-Po2-32

骨髄内静脈還流を利用した指尖部再接着術の検討
Finger Tip Replantation Using bone marrow circulation for Venous Drainage

○高木 信介1, 信太 薫1, 堀川 良治2, 小坂 健太朗1

吉本 信也3

1今給黎総合病院　形成外科, 2寺田病院　整形外科, 3昭和大学　形成外科

【目的】指尖部切断指に対する再接着術において，静脈吻合が困難な場合がある。通常動脈吻
合のみで生着する症例を経験するが，鬱血が問題となる。その対策としてfish mouth incision
や抜爪による瀉血，Delayed venous anastomosis，手掌皮弁による静脈還流法などがある。わ
れわれは，静脈吻合困難な症例に対して，骨髄内静脈還流に注目し，動脈吻合のみで再接着術
を行った。今回，症例を供覧し治療成績について報告する。【対象と方法】対象は2011年4月～
2013年7月までに静脈吻合ができず動脈吻合のみで再接着術を行った指尖部切断指9例9指。動脈
吻合部に問題が生じた症例，デグロービング症例，骨損傷のない症例は除外した。男性7例，女
性2例，平均年齢37.2歳（22̃58歳）であった。切断レベルは石川分類Subzone１が2指，2が
5指，3が2指であった。術式：顕微鏡下に切断指の動脈のマーキングをする。骨接合に関して
は，0.7mmもしくは1.0mmのKワイヤーを用い，骨髄損傷，還流障害しないよう髄腔を合わせ，さ
らにGapが最小限になるように固定している。次に動脈吻合を行い，ラフに皮膚縫合する。Fish
mouth incisionは行っていない。【結果】5指は全く鬱血せず生着した。3指で軽度の鬱血がみ
られたが3～5日で改善し生着した。鬱血がみられた症例はClash typeの損傷であった。1指は術
後鬱血のため，2日目にDelayed venous anastomosisを試みたが吻合可能な静脈がなく手掌皮下
血管網による静脈還流を行ったが生着しなかった。【考察】静脈路確保が困難な小児や救急現
場において骨髄内注射が行われている。Papperは，骨髄内注射は静脈注射とほぼ同等の早さで
中心静脈に達すると報告している。したがって，静脈吻合が困難な指尖部切断に対する再接着
において骨髄内静脈還流を利用することは有用であると考える。
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指尖部切断再接着後の静脈還流障害に対するヘパリンカルシウム局
注の有用性と問題点

Topical injection of heparin calcium to relieve postoperative congestion after fingertip replantation

○門田 英輝, 今泉 督, 平塚 宗久, 石田 有宏

沖縄県立中部病院　形成外科

【背景】指尖部切断再接着で吻合可能な静脈が存在しない場合、術後の鬱血に対する処置が必
要となる。当科では鬱血が進行する症例に対してヘパリンカルシウム局注による瀉血を行って
いる。その有用性および問題点について報告する。
【対象・方法】2008年から2013年まで指尖部完全切断で再接着を行い、術後の鬱血に対してヘ
パリンカルシウム局注による瀉血を行った14例15指を対象とした。男性13例、女性1例、年齢は
平均31歳（6～50歳）、切断レベルは石川分類subzone I：2指、subzone II：6指、subzone
III：6指、subzone IV：1指であった。3指で静脈を1本のみ吻合し、12指では静脈吻合を行って
いなかった。全例でヘパリンナトリウム：12000単位／dayの全身投与に加え、指尖部にfish
mouth incisionをおいてヘパリンカルシウムを一回200～5000単位局注した。これらの症例にお
ける治療成績および合併症を検討した。
【結果】完全生着が10指、部分壊死を伴う生着が4指で全体の生着率は93.3%（14/15指）であっ
た。部分壊死した4例はsubzone IIIあるいはIVの切断例であった。瀉血に伴う出血量が記載さ
れていた10指における総出血量は20～1430gであり、輸血を必要とした症例はなかった。手術当
日あるいは翌日までに2000単位以上局注された症例は出血量が多い傾向を認めた。
【考察】全体の生着率は良好であったが、組織量が多いsubzone III、IVではヘパリンカルシウ
ムによる瀉血を行っても完全生着が難しい可能性が考えられた。再接着した組織の状態により
ヘパリンカルシウムの必要量は様々であるが、術後早期に2000単位以上の局注をする場合は過
度の出血に注意が必要であった。一回500単位の局注で適切な瀉血が可能であった症例もあ
り、500単位前後が至適量である可能性が示唆された。
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指尖部再接着における動脈再建法の検討
Surgical Strategies for Arterial Repairs in Fingertip Replantation

○後藤 仁1, 笠井 時雄1, 三好 英昭1, 三宅 亮次1

小川 維二2

1高松市民病院　整形外科, 2総合病院　回生病院

指尖部切断再接着術は、他の切断レベルと異なり、吻合すべき血管が細い、骨短縮ができない
ために長さが足りないなどの問題点があると同時に、動脈弓から末梢枝に分かれる特異な解剖
学的特徴を有しており、それらを考慮した動脈再建法を選択する必要がある。今回我々は、自
験例から指尖部再接着における動脈再建法を検討し、血管損傷状況に応じた再建法を分類し提
示した。[対象と方法]1999年から2008年の10年間に施行した指尖部再接着術のうち、23例を対
象とした。その内訳は、男性21例、女性2例、年齢は2歳から79歳（平均46歳）であった。 術前
にすべての症例を、その動脈損傷型により、遠位横掌側動脈弓（以下DTPA）が残存している
Type Iと欠損しているType IIに大別し、さらにDTPAが近位に残存するType IAと切断端遠位側
に残存するIBに細別した。術後に各動脈損傷型の動脈再建方法を検討評価した。[結果]全体の
生着率は、91.3%であった。動脈損傷型からみた再建方法では、DTPAが残存しているType IAで
は、移行した動脈弓と指腹中央動脈（以下CPA）との端々吻合が75%で可能であった。Type IBに
おいても、末梢動脈弓の断端と固有指動脈（以下PDA）との端々吻合が80%で可能であっ
た。DTPAが欠損しているType IIでは、92%でCPAとPDAとの間での架橋静脈移植が必要であっ
た。[結語]指尖部再接着においては、DTPAの残存の有無とその残存部位により、その動脈再建
方法を術前に予測し、静脈採取の必要性の有無と適切な吻合部位を早期に判断することができ
る。
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指尖部損傷に対し、triangular　oblique　flapを用いて再建した小経
験~皮弁の前進距離は術後の神経回復に影響を及ぼし得るか~

Case reports using triangular oblique flap for reconsructing finger tip injury

○高山 和政1, 松本 泰一1, 津村 卓哉1, 中井 秀和1

玉置 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

triangular　oblique　flap（以下TOF）はVenkataswamiらによって1980年に報告されたV-Y前進
皮弁である。片側の神経血管束をpedicleとした知覚皮弁であり、手技的に煩雑でなく、skin　
textureのmatchingも良く、優れた再建法といえる。我々の施設においては、平瀬らの報告して
いるgraft　on　flapの手技にならい、挙上した皮弁を掌側へrotationさせ被覆する再建法を行
ってきた。皮弁移動距離に関しては諸家の報告があるが、指関節を屈曲させ皮弁移動を行え
ば、15mm以上の前進も可能ではある。しかし前進距離が長すぎると、主にPIP関節に屈曲拘縮が
生じることがあり、また知覚回復においても劣るという諸家らの報告がある。今回我々は石川
のSubzone　2以遠の指尖部損傷に対して行ったTOF法において、皮弁の前進距離と知覚回復の関
連性について若干の文献的考察をふまえ報告する。対象は6カ月以上の経過観察が可能であった
14例15指で（2011年4月̃2013年4月）、対象にはgraft　on　flap法を行った3症例も含めた。欠
損部被覆に際し、皮弁前進距離が11mm以下である群と11mm以上の群にわけ検討した。11mm以上
の前進が必要な群は、いずれも指関節を屈曲位で縫合する必要があった。結果、%TAMにおいて
は両者に差は認めないものの、知覚回復（s2PD、S-W　test）においては差が認められた。術前
に最終的な前進距離を想定し皮弁挙上を行うことは難しいが、術後良好な知覚回復を得られ得
る皮弁前進距離の一つの指標として、指関節を屈曲させずとも被覆できる範囲内にとどめるべ
きと考えられた。
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指尖部切断に対するgraft-on flap法の経験
Reconstruction of Fingertip Amputations with Graft-on Flap Method

○小川 光, 小島 哲男, 村田 大, 仲西 知憲

溝口整形外科病院

【目的】軟部組織の挫滅により再接着ができない指尖部切断の治療を行う際、composite graft
法では生着率が安定しない。そこで当院ではこのような症例に対し、皮弁を併用した再建であ
るgraft-on flap法(以下GOF法)にて治療を行っている。今回、当院におけるGOF法の結果・検討
を報告する。【対象・方法】2011年より当院にてGOF法を施行した9例10指(男性8例・女性
1例)、手術時年齢21-58歳で平均34.8歳、母指1指・示指1指・中指3指・環指5指、切断レベルは
石川のsubzone分類でsubzone2は9指・subzone3は1指であった。皮弁はoblique triangular
flapを使用した。【結果】flapは全例生着したが、1例は爪床・末節骨が壊死したため断端形成
を行い短縮した。その他3例にも部分壊死を生じ一部短縮はしたが、ともに良好な爪甲を再生し
整容的にも満足する結果となった。指尖部の知覚はSemmes Weinstein testにて1例がBlueでそ
の他の症例はGreenであった。PIP関節の可動域制限はなかったが、DIP関節の軽度可動域制限を
2例に認めた。手術時間は1指あたり63-118分で平均79.2分(同時に再接着手術を行った1症例を
除く)であった。【考察】GOF法により移植組織量の減少を図りながら接触面積を増加させるこ
とができるため、composite graft法単独と比べ生着率を上げることが期待できる。また再接着
手術に比べると手術時間を短縮することができる。一方、今回の我々の報告において、爪床・
末節骨に壊死を生じたために短縮を必要とした症例が1例認められ、composite graft部の生着
率は87.5％であった。100％生着したという報告も散見されるが、平瀬らの報告でも生着率は80
％程度となっておりすべての症例での生着は難しいと思われる。今後は爪床・末節骨部の壊死
を生じないためのさらなる検討・工夫が必要であると考える。
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指尖部切断（石川subzone1/2）における再接着と皮弁による術後成
績の比較検討

Treatment of Finger Tip Amputations with Replantation or Flap

○松井 裕帝, 辻 英樹, 磯貝 哲, 倉田 佳明
二村 謙太郎

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

【はじめに】指尖部切断(石川subzone1/2)の治療法は,諸家の報告より再接着術が整容的にも機
能的に最良の方法である.しかし,皮弁再建術も良好な成績の報告が存在する.そこで当センター
における両治療法の術後成績を比較検討し,各治療法の問題点を検証した.【方法と対象】2011
年4月から2013年4月まで当センターで治療した石川subzone1/2切断指のうち,再接着術後生着し
た8例9指,皮弁術施行した11例11指における術後成績を検討した.比較検討項目は各群における
罹患指のDIP関節自動可動域,知覚評価（日手会知覚評価）,爪変形の有無,cold intoleranceの
有無,合併症の有無である.【成績】患指DIP関節可動域は再接着群で伸展‐5.0°屈曲41.4°,皮
弁群で伸展‐4.6°屈曲50.6°,知覚評価再接着群ではS1:1指,S2:6指,S3:2指,皮弁群では
S1:4指,S2:6指,S4:1指であった.爪変形は再接着群で2指(22.2%),皮弁群で5指(45.4%),cold
intoleranceは再接着群8指(88.9%),皮弁群7指(63.6%)に認めた.合併症として再接着群では再接
着指の萎縮が6指,骨癒合遷延による骨固定法変更が4指あった.皮弁群では示指再建時に皮弁壊
死や術式変更のトラブルを3指に認めた.【考察】再接着群では爪変形は少ないが,cold
intoleranceはほぼ必発,指尖部萎縮が多く認められた.これは神経縫合を行った症例が少なく,
動脈吻合のみの症例では術後瀉血療法による再接着組織への侵襲などが原因と推測する.また,
骨癒合遅延となった症例は骨折部にgapを残した骨接合であり,再接着時の骨接合法に注意と工
夫が必要である.皮弁群では,爪変形を多く認めたが,切断指より移植した末節骨が骨吸収してお
り,爪床の生着が不十分で爪甲再生に影響を与えたと推測する.両治療法の長所と短所を踏まえ
て治療法を選択すべきである.
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手指末節部挫滅切断再接着例の検討
Results of Replantation for Fingertip Crush Amputations

○高山 拓人1, 井上 智雄1, 相川 大介1, 宝亀 登2

稲田 成作2

1社会保険山梨病院　整形外科, 2加納岩総合病院　整形外科

【目的】手指末節部切断再接着術は諸家の発表、報告では比較的良好な成績が報告されてい
る。しかし、鋭的切断に比し、挫滅切断例での生着率は低く、術後循環障害による再手術例や
部分壊死、生着が得られても数回の手術が必要な症例が散見される。生着率に関しては技術や
手技はもちろん、圧挫による血管内膜の損傷程度などにも左右され得る。今回、当科における
治療成績と問題点を調査し、生着率を向上させるべく検討を行った。【対象と方法】2007年7月
から手指末節部挫滅切断に対して再接着術を行った29例31指を対象とした。受傷時年齢は20～
80歳（平均47歳）、男性26例、女性3例であった。受傷原因は機械によるものが19例と最も多か
った。受傷指は母指：3、示指：11、中指：8、環指：7、小指：2、切断レベルは石川の分類で
subzone1：6、2：14、3：6、4：5指であった。経過観察期間は平均8.5ヵ月であった。これらの
症例について生着率、術後合併症、再手術、玉井の評価基準による臨床評価を調査し
た。【結果】動脈吻合のみは16指、初回手術でのvein graft施行例は6指であった。8指は壊死
となり、生着率は74％であった。術後合併症は循環障害16、部分壊死7、感染3、偽関節5指であ
った。追加手術はvein graftによる血行再建術6、局所皮弁形成術12、偽関節手術5、骨延長術2
指などであった。【考察】挫滅切断指では動静脈ともに吻合困難な症例がある。今回、動脈吻
合のみでも80％が生着したが、瀉血処置を行っても比較的強い鬱血が生じ、創遅延と浮腫遷延
により機能回復は甚だ障害され、治療に難渋し得る。切断部が瞬間的にどのように損傷され、
血管損傷の程度や範囲などの詳細は不明であることから防ぎ得た壊死を減らし、生着率向上の
ためには積極的なvein graftによる血行再建が有用な一法であると考えられる。
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母指CM関節症における中手骨関節傾斜とMP関節過伸展の検討
Radiographic analysis of the trapezial tilt and the MP joint hyperextension in the thumb CM arthritis.

○松永 渉, 副島 修

福岡山王病院　整形外科

【はじめに】母指CM関節症ではstageの進行に伴い、第1中手骨の亜脱臼とそれに伴う内転変
形，MP関節過伸展が起こることが知られている． 当院ではstage2以上の母指CM関節症に対して
Thompson法を施行しているが，当院で同手術を施行した症例に対して，X線でのtrapezial tilt
(以下TT） , 術前後のMP関節過伸展角度を測定し，Eaton分類のstageと比較検討した．【対象
と方法】2009年～2013年8月までに母指CM関節形成術（Thompson法）を施行した18例20手を対象
とした．症例は男性1例，女性17例で，手術時平均年齢は64.4歳（52-78歳）であった．術後経
過観察期間は平均12.4ケ月（8‐32ヶ月）で，術前X線評価にてEaton分類stage2が4例，stage3
が14例，stage4が2例であった．母指CM関節症のstage2を軽症群、stage3・4を進行群とし，X線
（Robert’s view）にてtrapezial tiltを計測しstageとの関連を検討した．また術前stageと
術前後MP関節過伸展との関連について検討した．【結果】軽症群での平均TTは46.5±1.0 °，
進行群での平均TTは48.3±4.0°であり，stageの進行とともにTTは増大した．術前MP関節過伸
展角度は軽症群では3.5±4.0°，進行群では29.0±11.4 °であり，stageの進行につれ術前MP
関節の過伸展は増大した．MP関節過伸展が著明な4例（全て進行群）で，軽度屈曲位にてMP関節
の仮固定を併用した．術前Stageと術後のMP関節過伸展角度は相関を認めなかった．【考察】母
指CM関節症のstageが進行するほど，TTは増大した．またstageの進行とともに術前のMP関節過
伸展角度も増大したが，術前Stage と術後MP関節過伸展角度は相関を認めず，MP関節過伸展の
予後予測は困難であった．MP関節の手術時処置に関しては今後の検討が必要であると思われ
た．
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母指CM関節症に対するロッキングプレートを用いた第1中手骨外転
対立位骨切り術

Abduction-Opposition Wedge Osteotomy of the First Metacarpal Bone Using Locking Plate for

Trapeziometacarpal Osteoarthritis

○堂後 隆彦

西能病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対する第1中手骨外転対立位骨切り術(AOO)は、Futamiらが報告した術
式であり、その後、奥山らによる追試も行われ、それぞれ良好な成績が報告されている。AOOに
おいて、通常内固定はtension band wiring固定やdouble thread screw固定が用いられるが、
骨切り後の中手骨に対するこれらの固定は、刺入角度が制限され手技が難しい。今回、内固定
にロッキングプレートを用いたAOOを試みたので報告する。
【対象と方法】2010年11月～2013年3月に、当院でAOOを行った、母指CM関節症11例12手（男性2
例2手、女性9例10手）を対象とした。手術時年齢は38～72歳（平均56.3歳）、術後経過観察期
間は7～28ヶ月（平均12ヶ月）である。Eaton分類はstage1が1手、stage2が5手、stage3が6手で
ある。手術は第1中手骨基部で、橈掌側を基部、尺背側を頂点とする30度の楔状骨切りを行う。
こ の 時 、 頂 点 の 皮 質 骨 を わ ず か に 残 す よ う に す る 。 S y n t h e s 社 製
MatrixMandible（12穴、1.25mm厚）を4穴で切断し、30度の角度がつくようにW字型にベンディ
ングしておく。近位2穴のスクリューを挿入後、頂点をヒンジに曲げてゆき、遠位骨片がプレー
トに接触したところで、遠位2穴のスクリューを挿入して固定する。
【結果】全例で良好な骨癒合が得られ、VAS、Quick DASH scoreともに改善した。単純X線像で
の関節裂隙は術前平均0.26mmから術後平均0.85mmへ開大した。青山らの報告した単純Ｘ線像に
おける関節脱臼率を計測すると、正面像で術前平均17.6%から術後6.9%へ、側面像で術前平均
43.9%から術後平均25.9%へ改善を認めた。
【結論】AOOは母指CM関節症に対する手術法として有効であった。ロッキングプレートを内固定
に用いることで手技を容易にする事が出来た。
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母指CM関節症に対する骨アンカーを用いた靭帯再建腱球移植術の
治療成績

Clinical Outcome of the Patients with Trapeziometacarpal Osteoarthritis by Trapeziectomy and Ligament

Reconstruction and Tendon Interposition using Bone Anchor

○鈴木　 啓介1, 惠木　 丈1, 川端 確2, 矢野 公一3

1大阪労災病院整　整形外科, 2東住吉森本病院　整形外科, 3清恵会病院　整形外科　

【目的】母指CM関節症に対して、骨孔を開けずに骨アンカーを用いて靭帯再建腱球移植術
（LRTI）を施行してきたので、その治療成績を報告する。【対象と方法】対象は装具などによ
る保存的加療が奏功せず手術を施行した14例中、術後1年以上経過観察可能であった10例(男性
3、女性7)、手術時年齢は平均63歳(55-73)、術後経過観察期間は平均24か月(18-33)であった。
手術は、Ａ掌側アプローチから大菱形骨を全摘出、Ｂ橈側手根屈筋腱(FCR)を手関節から約8cm
近位部で完全切離した後、示指中手骨のFCR付着部まで引き抜き、Ｃ母指中手骨基部に骨アンカ
ーを設置し、Ｄ先のFCR腱を用いて母示指中手骨間で靭帯再建を行い、Ｅ余剰FCRで腱球を作成
し間隙に充填した。術後外固定は6週間施行した。Grind test、ピンチ力、Q-DASH score、x線
でのTrapezial  height、MP関節過伸展角度に関して、術後3か月おきに検討し
た。【結果】Eaton分類はstage 2：2例、3：6例、4：2例であった。Grind testは術前全例陽性
だったが、術後最終経過観察時は8例が消失し、2例が軽度残存した。ピンチ力は、指腹つまみ
では有意な改善なかったが、鍵つまみは術前の健側比65%から術後12か月で91%、術後最終102％
に有意に改善した。Q-DASH scoreは術前平均50から術後3か月で20、術後最終経過観察時15に有
意に改善した。Trapezial heightは術前平均27％から術後最終15％と中手骨の沈み込みは進行
したが、Q-DASH scoreとの相関はなかった。MP過伸展角度は術前14度から術後最終12度と有意
な変化を認めなかった。 【結論】骨孔を開けずに骨アンカーで靭帯再建術を施行し、FCR全腱
を用いることで十分な腱球を充填したが、中手骨の沈み込みを制御できなかった。ただ臨床成
績に影響はなく、過去の報告と同等の成績であった。簡便なLRTIの1術式として考慮できる。
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母指CM関節脱臼の治療
Treatment of thumb carpometacarpal joint dislocation

○鈴木 祥吾, 西 源三郎

一宮西病院　整形外科

目的：母指CM関節脱臼は比較的まれな外傷であり、その診断治療については議論のあるところ
である。今回、６例の母指CM関節脱臼を経験したので報告する。対象：症例の内訳はギプス固
定２例、経皮pinning１例、靭帯再建３例であった。年齢はギプス固定では59歳、69歳。経皮
pinningは35歳。靭帯再建は46歳、47歳、53歳であった。ギプス固定の１例のみ女性で他は男性
であった。ギプス固定、経皮pinningの症例は新鮮脱臼例で、靭帯再建例の受傷から手術までの
期間は10,13,127日であった。経過観察期間は２か月～６か月であった。結果：ギプス固定例お
よび経皮pinningの２例は固定除去後２か月では良好であったが、以後のfollow-upは出来なか
った。靭帯再建術については、短期follow-upでは、不安定性は認めなかったが、CM関節の軽度
の疼痛とMP関節、IP関節の軽度の運動障害が残存した。結論：母指CM関節脱臼は比較的稀な外
傷で、一般的には背橈側に転位し、完全脱臼は見逃すことは無いが、不完全脱臼は見逃すこと
があり、正確なＸ線写真が必要で、ストレス撮影も有用である。一方、治療については徒手整
復、経皮pinning、ギプス固定で良好な結果を得たとの報告と靭帯再建術が必要との意見があ
り、意見の統一は見られていないが、経皮pinningとギプス固定は不安定性が残存するとの意見
が多く、靭帯再建術が必要との意見が多い。我々の症例で、靭帯再建術以外の症例で不安定性
が残存したかは不明であったが、新鮮母指ＣＭ関節脱臼の治療は、不安定性が明らかな症例以
外は、まずは徒手整復し、母指最大回内、掌側外転位でのギプス固定あるいは経皮pinningを行
い、もし不安定性が残れば靭帯再建術を行うのが良いであろう。
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外傷性母指ＣＭ関節脱臼の治療経験
Traumatic Thumb Carpometacarpal Joint Dislocation

○中後 貴江1, 長谷川 康裕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

【はじめに】当院で経験した外傷性母指ＣＭ関節脱臼について検討した。【対象および方法】
症例は男性7例、女性1例で、平均年齢30.9歳であった。受傷機転は6例が交通事故での高エネル
ギー外傷で、合併損傷は6例で認めた。1例のみ陳旧例で、他7例は新鮮例であった。受傷当日に
徒手整復と外固定を行い、その際不安定性が強かった症例に対し、2例に経皮的ピンニング、2
例に靭帯再建術を行った。【結果】保存的治療を行った1例は受傷後3ヵ月で亜脱臼位を呈し、
疼痛悪化したため受傷後5ヵ月で靭帯再建術を施行した。その後OA変化が進み、受傷後1年で大
菱形骨切除と腱球移植を行った。保存的治療の約1年後に疼痛のため当科初診した陳旧例は、受
傷後1年半で靭帯再建術を行った。早期再建例2例を含む靭帯再建例4例と、ピンニングのみ行っ
た症例1例で術後1年以上の経過観察を行った。最終診察時、靭帯再建術例はレントゲン上亜脱
臼を認めず、power gripで軽度疼痛残存する症例もあったが、握力は健側比88.9̃105.1%であっ
た。最終的に大菱形骨切除と腱球移植を行った症例は疼痛残存し、握力は健側比56.4％であっ
た。【考察】外傷性母指CM関節脱臼の治療については未だ議論されているが、外固定や経皮的
ピンニングのみでは後日不安定性を来すという報告があり、我々の症例でも靭帯再建が遅れた
症例で最終的に大菱形骨切除および腱球置換が必要となった。青壮年に対しては早期に靭帯再
建術を行うことにより、長期的に安定した成績が得られると考えられた。また多発外傷症例で
は受傷後上肢が一定期間荷重関節の役割を担う場合も多く、この場合も早期の靭帯再建術を積
極的に考慮すべきと考える。
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DIP関節固定術における紡錘形皮切の有用性
Spindle-shaped skin incision is useful technique for distal interphalangeal joint arthrodesis

○野々村 秀彦, 横井 達夫, 濱田 知

岐阜県総合医療センター　整形外科

【目的】DIP関節固定術の標準的な皮切にはY字/H字切開などがあり、操作性は良好だが瘢痕が
やや目立つ傾向にある。横切開法は皺に一致し整容面で優れているが、やや視野が狭く手術操
作がしづらいのが欠点である。われわれはdermodesisの際に行う紡錘形の皮膚切除をDIP関節固
定術に応用したので報告する。【術式】DIP関節背側の皮膚を幅3～4mmの紡錘形に切除し、終止
腱を切離しDIP関節の骨棘や関節軟骨を切除する。DIP関節を術前より伸展位とし、指尖部に5mm
程度の縦皮切を加え、double thread screwなどで関節固定を行った。紡錘形に切除した皮膚は
皮膚縫合時にはちょうど横切開を受けた様に適合した。術後はDIP関節のみをアルフェンスシー
ネにて外固定した。【対象と方法】2013年1月から紡錘形皮切にてDIP関節固定術を行った5例5
指（示指1本、中指3本、小指1本）を対象とした。対象は全例女性で、平均年齢は61.8歳（50～
73）であった。原疾患はへバーデン結節が4指、伸筋腱損傷後の外傷性OAが1指であった。内固
定材料は、Acumed社製Acutrak 2 microを1指に、同社製Acutwistを4指に用いた。術後外固定期
間および術後疼痛が消失した時期を検討した。【結果】術後外固定期間は平均5.5週（4～
10週）であった。いずれも術後4～8週で疼痛は消失した。また屈曲変形が矯正され、背側皮切
跡も目立たず、全例で整容面で満足されていた。1例は過去に隣接指がY字皮切での関節固定術
後であったが、整容面で紡錘形皮切の方が満足度が高かった。【結論】dermodesisに用いるDIP
関節背側皮膚の紡錘形切除を利用したDIP関節固定術は、通常のDIP関節背側横切開よりも術中
視野が良好であり、整容面でも優れた有用なアプローチと考えた。
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粘液嚢腫を伴ったHeberden結節に対する骨棘切除術の患者満足度調
査

Patient Satisfaction of Osteophyte Resection for Heberden's Node with Mucous Cyst

○轉法輪 光, 富永 明子, 島田 幸造

大阪厚生年金病院　整形外科

【目的】粘液嚢腫を伴ったHeberden結節に対しては近年骨棘切除術が行われており、良好な成
績が報告されている。今回その患者満足度を調査した。【方法】平成23年以降に当院において
手術を行い、3か月以上経過した症例を対象とした。症例数は7例で、男性1例、女性6例、手術
時の平均年齢は64歳であった。手術では、粘液嚢腫を避けた背側Y字皮切を行い、粘液嚢腫の茎
を含めた背側の関節包および骨棘を可及的に除去した。粘液嚢腫自体の切除は行わずそのまま
閉創し、局所皮弁は用いなかった。最終診察時の粘液水腫の再発の有無について記録した。さ
らに術後平均1年7か月時に郵送による記名式アンケート調査を行い、術前、術後の疼痛を
Visual Analogue Scale（10点満点）にて、また調査時の再発の有無や手術に対しての満足度を
調査した。【成績】術後感染や創治癒の遷延はなかった。平均6か月の最終診察時には粘液嚢腫
の再発を認めなかった。アンケート調査では、Visual Analogue Scaleにて術前2.0点が術後0.4
点に改善していた。調査時にも粘液嚢腫の再発はなく、手術に対しての満足度は、「大変満
足」が1例、「満足」が5例、「不満足」が1例であった。「大変不満足」はいなかった。満足な
項目としては「水泡が消失した」が4例、「関節可動域が改善」が2例、「爪変形の改善」が2例
となっていた。不満足の1例では腫脹の残存が理由であった。他指に同様の症状が出現した際に
は、1例が「ぜひ手術を受けたい」、6例が「症状により手術を考えたい」であった。【結論】
骨棘切除術は再発を認めず、患者満足度も高かった。不満足例も存在し、術前の説明を十分に
行う必要がある。
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変形性DIP関節症におけるパワードップラーエコー所見と臨床評価
項目との関連

Correlation between Power Doppler Ultrasonographic Imaging and Clinical Findings in Patient with

Osteoarthritis of the DIP Joint.

○上原 浩介1, 森崎 裕1, 上田 晃史1, 高本 康史1

大江 隆史2

1東京大学　医学部　整形外科, 2名戸ヶ谷病院

【背景】変形性DIP関節症の病態には不明な点が多いが、発症機序として側副靭帯付着部炎の関
与が報告されている。本研究はパワードップラーエコー（PD）で靭帯周囲の炎症所見を評価
し、臨床評価項目との関連を検討した。【方法】変形性DIP関節症患者26例47指（男性6例
10指、女性20例37指）を対象とした。平均62.0歳（SD11.6）、母指2、示指18、中指11、環指
3、小指13指であった。炎症所見はSzkudlarekの半定量スコアに基づき評価した。その他の臨床
評価項目として、年齢、VAS（5/100  mm以上を疼痛あり）、背側発赤の有無を記録し
た。【結果】PDによる炎症所見はGrade(G)0が10指、G1が33指、G2が2指、G3が0指、判定不能が
2指であった。発赤の有無と疼痛には有意な関連があり（χ2検定P=0.035）、発赤の有無と炎症
の有無にも有意な関連があった（P=0.001）。炎症と疼痛には有意な関連がなかった
（P=0.131）。【考察】今回の調査では靱帯付着部炎と、通常は初期にみられることの多い指背
の発赤との関連が示された。靱帯付着部炎が初期の病態に関係している可能性がある。今後は
症例を増やし、健常人を含めたさらなる検討が必要である。
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指節間関節変形性関節症に対する手術用手袋サポーターの試み
New method of supporter therapy using rubber gloves for osteoarthritis of fingers

○林原 雅子, 山下 優嗣, 藤田 章啓, 遠藤 宏治
永島 英樹

鳥取大学　医学部　整形外科

【目的】指節間関節変形性関節症（OA）の保存療法は鎮痛剤、テーピング、装具などが報告さ
れている。今回我々は、手術用手袋を装着することにより治療効果が得られたので報告す
る。【対象と方法】対象は2012年4月から2013年10月までに治療した、指節間変形性関節症患者
8名（全例女性）である。平均年齢70歳（42～84）、平均罹病期間、経過観察期間はそれぞ
れ、45カ月、7か月であった。罹患指はDIP関節13指、PIP関節5指であり、７名が複数指罹患、4
名が両側罹患であった。適度な密着感と圧迫感の得られるサイズの手術用手袋（三興化学工業
社製）の指部分を罹患指に装着し、日常生活で使用するよう指導した。評価は麻生らのX線分
類、効果を使用前後のVAS、DASHなどで検討した。【結果】8名中6名に効果があり、残りの１名
はテーピングに変更し、もう1名は整復不能な側方偏位がみられ、関節固定術を行った。VASは
初診時50であったが、途中で悪化した1名をのぞくと装着後は17へ改善した。DASHスコアは同様
に27から18へ改善した。X線分類はgrade１が3指、grade２が7指、grade3が8指であっ
た。【考察】手指変形性関節症の保存療法には、テーピングやスプリントの報告がみられる。
手袋サポーターは、指腹の感覚と可動性を保ち、かつ関節の安定化が得られるため、日常生活
でも使用できる。また特別な指導が不要で、DIP、PIP関節ともに使用可能である。本症例でも1
か月以内に症状が軽減し、他の方法と同等の結果であった。しかし不適当サイズでは、抜けや
すく装着困難で、また徒手整復不能な高度変形例への適応も困難と思われた。手術用手袋によ
る固定は、簡便であり、保存的治療として良い方法と思われた。
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ＳＬＥのJaccoud関節炎に対する手指機能再建術の1例
Reconstruction of hand function for for Jaccoud arthritis due to the SLE

○親川 知, 石川 肇, 阿部 麻美, 大倉 千幸, 大谷 博

新潟県立リウマチセンター　リウマチ科

症例：71歳男性　主訴：両手指高度変形による把持障害　現病歴：13年前に両手指関節痛があ
り他医でＲＡと診断。2年前より急速に手指の変形が進行し、握力低下と共に巧緻障害が出現し
たため当センター受診。全身痛とこわばり、両手指関節腫脹と変形、両手指、足趾の冷感があ
り、ＣＲＰが3.0でＲＦ陽性、白血球減少を認め、抗核抗体、抗ＤＮＡ抗体ともに陽性。分類基
準の11項目中4項目を満たし、SLEと診断した。身体所見：両手の示指から小指にはスワンネッ
ク変形と尺側偏位を認め、右母指はボタン穴変形、左母指はスワンネック変形を認めた。手指
は自動屈曲制限認めたが、他動的には関節可動域は保たれ、徒手矯正可能。DASHスコアは
68.3点。Ｘ線所見：変形は高度だが、ＭＰ関節は非びらん性関節炎の所見。右中指中手骨頭の
橈・掌側にhook like erosionを認めた。手術所見：右手　母指から小指MP関節に人工指関節置
換術(Swanson)、母指IP関節と示指DIP関節に固定術。左手　母指CM関節形成術（Thompson法)、
母指MP関節と中指DIP関節固定術、示指から小指MP関節に人工指関節置換術(Swanson)　術後所
見：DASHスコア51.7点に改善。手指の変形は矯正され、握り動作も可能となった。考察：SLEに
伴うJaccoud関節炎によるＭＰ関節掌尺屈変形の再建術を施行する場合、軟部支持組織が弛緩し
破綻していることが多い。バランス再建のみでは、術後約70%の指で再発する。罹患関節の骨切
除と一体型シリコンインプラント挿入とバランス再建を併用した関節形成術を行うことで、良
好な手術効果が得られる。まとめ：ＳＬＥのJaccoud 関節炎による高度指変形と把持障害に対
して機能再建術を行った１例を報告した。
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関節リウマチにおける手関節痛に対するトリアムシノロンアセトニ
ド（ケナコルト-A ®）の注入効果

The effect of Triamusinoronacetonide for the treatment ofdistal radio-ulnar joint in rheumatoido arthritis

○福居　 顕宏

西の京病院　整形外科

【目的と方法】2009年11月から2013年4月の期間中にRAで注入施行後6か月以上経過観察が可能
であった65例（女性59例、男性9例）を対象とした。両側注入例は38例（女性34例、男性4例）
であった。症例の内訳は罹病期間が2-20年（平均8.9年）で注入時年齢は27-84歳（平均
65歳）、追跡期間は6-45ヶ月（平均26ヶ月）であった。Larsen分類ではGrade  I:16例
27手、Grade II:15例24手、Grade III:20例30手、Grade VI:14例22手であった。23 G針を使用
してトリアムシノロンアセトニド 40 mgと1 %リドカイン 5 mlを背側の遠位橈尺関節に両側ま
たは片側に注入した。鎮痛効果が持続した場合は一ヶ月以降、効果が少ないか、無い場合は2週
以後にもう一度注入を行った。1.手関節の疼痛の有無、2.注入回数、3.可動域、4.薬剤注入に
よる皮下の状態、5.注入前後の手関節の変化をx-p検査で調査した。【成績】関節の疼痛：注入
後全例疼痛の消失あるいは軽減をみるが、効果の持続期間は個々の症例により異なった。可動
域：注入前後での手関節の回外／回内を比較すると注入前は回外が特に痛みで制限されていた
が、注入後痛みが消失あるいは減少し回外／回80～90゜/80～90゜と改善している。薬剤注入に
よる皮下萎縮や色素脱失は全例に認めなかった。注入前後のx-p変化：狭小化が進行している症
例も進行していない症例が見られた。進行例でも急速な狭小化は無く、RAが悪化したのか注入
の副作用かは不明である。手根骨の壊死は認められなかった。【結論】注入直後から鎮痛効果
と滑膜の増殖を抑え、手関節の回外／回内は改善した。Grade の進行例では手の使用頻度で注
入回数が左右された。トリアムシノロンアセトニドにより局所と全身の両方の効果を認めるた
め、生物製剤の使用頻度を抑える可能性がある。
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手関節リウマチに対するDarrach法の長期成績
Darrach Procedure for Rheumatic Wrist, Long term follow-up

○河村 太介, 船越 忠直, 瓜田 淳, 松井 雄一郎
岩崎 倫政

北海道大学医学部　整形外科

【背景】リウマチ手関節症症例に対する手術治療法として、当科では尺骨遠位端切除、Darrach
法を第一選択としている。生物学的製剤をはじめとしたリウマチ治療における進歩は、疾患活
動性を制御することで術後成績に影響を及ぼすことが予想されるが、Darrach法の術後長期成績
について、生物学的製剤の使用や疾患活動性と関連付けた報告は無い。本研究の目的は、当科
でDarrach法を施行後10年以上経過した症例について、臨床成績を評価すること。また、生物学
的製剤使用、疾患活動性が臨床成績に及ぼす影響を調査することである。【対象と方法】1997
年4月から2003年10月までにリウマチ手関節症に対しDarrach法を施行した14例15手のうち、後
日手関節全固定術を施行した1例他、計6例を除く8例9手（全例女性）を対象とした。調査項目
は、PRWE日本語版、DAS28、術前後の関節可動域、X線評価（carpal height ratio (CHR)および
ulnar translation ratio (UTR)）、罹病期間、生物学的製剤の使用の有無とした。【結果】手
術時平均年齢は55.6歳。平均経過観察期間は12.5年。平均罹病期間は23.8年。PRWEスコアー
（PRWE-P、PRWE-F）は平均34.5（12.3、22.2）点。可動域は掌背屈術前60°が49°、橈尺屈
28°が14°と低下した。CHRは術前47%が45%、UTRは術前26%が35%へ変化した。最終経過観察
時、生物学的製剤非使用例が3例3手。疾患活動性は中等度以上が3例3手であった。PRWEの平均
は疾患活動性中等度以上の群で49.7点、中等度未満の群で23.1点であった。【考察】Darrach法
の長期成績について、Ishikawaらは術後平均11年の経過観察で疼痛の減少、手根骨の尺側移動
が非手術側よりも多かったと報告している。当科での長期成績も同様の傾向を示した。生物学
的製剤使用の有無よりも疾患活動性が臨床成績に影響していた。
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関節リウマチに対するSauve-Kapandji法の治療成績
Treatment results of Sauve-Kapandji procedure for rheumatoid arthritis

○立松 尚衞1, 川口 洋平1, 岡本 秀貴1, 関谷 勇人2

大塚 隆信1

1名古屋市立大学　整形外科, 2JA愛知厚生連海南病院　整形外科

【目的】近年、関節リウマチ（RA）治療は目覚ましく変化しているがRA手関節炎で不自由を余
儀なくされている患者は少なくない。我々は吸収性スクリューを用いたSauve-Kapandji（S-K）
法を施行したRA手関節炎の治療成績を検討したので報告する。【方法】対象は2004年1月̃2013
年10月に当施設においてS-K法を施行し、評価可能であったRA患者14例16手。男性2人、女性
12人、平均年齢は65.6歳(49̃81歳) 、術後平均経過観察期間は28.6ヶ月(8̃67ヶ月) であった。
術前のLarsen分類は grade 2が3手、grade 3が3手、grade 4が8手、grade 5が2手であった。伸
筋腱再建術を9例9手に併用した。検討項目は術前と最終経過観察時における、関節可動域、X線
像評価につき調査した。X線像評価項目として、carpal height ratio（CHR）、ulnar carpal
shift ratio（UCSR）およびpalmar carpal shift ratio（PCSR）を計測した。【成績】全例で
手関節痛は減少した。術前/最終における、平均手関節可動域は掌屈が38.4°/16.3°と有意に
低下した(p＜0.001)。背屈は33.8°/35.9°で変化に有意差はなかった(p=0.31)。回外は
70.3°/89.1°(p=0.03) と有意に改善を示したが、回内は82.8°/86.0°(p=0.26)と有意差はな
かった。X線像評価は、CHRは0.44/0.40 (p=0.02)、UCSRは0.17/0.19(p=0.02)、PCSR は
0.27/0.32 (p=0.008)と全項目で有意に手関節破壊の進行を認めた。【結論】背屈は保たれるも
掌屈が低下した要因として、背側進入に起因する瘢痕組織による可能性を考えた。手関節痛と
回外は改善され、RA手関節炎に対するS-K法の有用性を認めた。手根骨の破壊、尺側偏位および
掌側脱臼の進行はRA進行が要因と考えられた。自験例の術前Larsen分類はgrade 4、5が16手中
10手とコントロール良好とは言えず、RAコントロールが治療成績向上に重要と考える。
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リウマチ手関節障害に対するSauve-Kapandji法、Darrach法の術式選
択の妥当性の検討

Clinical Validity of the Indication of the Sauve-Kapandji or the Darrach Procedure for the Rheumatoid

Wrist

○柏 隆史, 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

当科ではRA手関節障害に対して主にSauve-Kapandji (S-K)法を行っているが、症例を限定し
Darrach (D)法も行ってきた。本研究の目的はRA手関節障害に対する関節形成術の術式選択の妥
当性について調査することである。【対象】RAに対する手関節形成術の28例32手である。性別
は男6例、女22例、患側は右20手、左4手、両側4手、平均年齢は60歳、平均観察期間は37か月で
あった。Larsen分類はGrade2１手、3 8手、4 18手、5 1手であった。手関節形成術の適応は
DRUJの著しい関節破壊を伴う症例、伸筋腱断裂を合併したDRUJ関節炎の症例とした。術式は橈
骨手根関節癒合例、棚形成例にはD法を用い、前記以外の全例にS-K法を用いた。【方法】対象
をS-K群、D群の2群に分類し、S-K群、D群で術前後の臨床及び画像評価を施行した。調査項目は
合併症、可動域、握力、DASHスコア、満足度、UCDR（ulnocarpal distance ration）とした。
統計学的分析にはχ2検定、Fisherの直接確率法、T検定を用いてP＜0.05未満を有意とし
た。【結果】対象はS-K群23手、D群9手であった。平均年齢、平均観察期間は2群間で有意差は
なかった。Larsen gradeはD群の方がS-K群より有意に進行していた。術前可動域は2群間で有意
差はなかった。握力はD群の方がS-K群より有意によかった。DASHスコア、UCDRは2群間で有意差
はなかった。術後可動域。握力、UCDRは2群間で有意差はなかった。DASHスコアはD群の方がS-K
群より優位に改善していた。2群とも術後掌屈可動域は低下したが、背屈、回内外は改善を認め
た。２群とも術後に握力、DASHスコアは改善し、UCDRは不変だった。大変満足＋満足例はS-K群
68%、D群89%であった。2群間に有意差はなかった。【考察】当科では症例を限定してD法を施行
し、S-K法とほぼ同等の術後成績を得た。当科での術式選択は妥当と思われた。
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シリコンインプラントを用いたMCP関節への人工関節置換術の術後
成績

Postoperative outcomes of artificial joint replacement with silicone implants in the MCP joint

○岩橋 徹, 秋田 鐘弼, 廣白 大介

大阪南医療センター　整形外科

【目的】当院において尺側偏位・伸展障害を来した手指に対し，シリコンインプラント
（AVANTA）を用いて施行した人工指関節置換術の術後成績について検討した．【対象と方
法】2010年から2013年まで当院で手指MCP関節に対し人工関節置換術を施行し，術後評価が可能
であった16例19手（男3手，女16手）を対象とした．基礎疾患は全例慢性関節リウマチであり，
平均術時年齢は67.2歳であった．それぞれの症例における患指MCP関節可動域，DASH score，握
力について術前と術後を比較した．【結果】可動域の術前・術後比較が可能であったのは14手
53指であった．最大伸展角度の改善は47指（88.7%）に見られ，逆に最大屈曲角度は46指
（86.8%）で悪化した．関節可動域は39指（73.6%）で拡大し，1指は不変であった．全体での平
均は伸展が37.2°改善し，屈曲は22.8°悪化，可動域は14.3°拡大した．DASH scoreが改善し
たのは19手中16手（84.2%）であり，全体で平均9.9点の改善が見られた．握力の術前後での比
較が可能であったのは10手であったが，増強が6手，減弱が4手であった．【考察】全体として
はシリコンインプラントを用いた人工指関節置換術後，可動域が伸展方向にシフトし，かつ可
動域の拡大が見られる傾向にあった．握力に関しての情報量が少ないが、可動域の変化がDASH
scoreの改善の一因になったものと考えられた。
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RA患者におけるAVANTA®によるMP人工関節置換術術後折損例の
検討

Analysys of the implant fracture of Avanta metcarpophalangeal joint arthroplasty in patients with

rheumatoid arthritis

○山下 泰司1, 金谷 文則1, 普天間 朝上1, 赤嶺 良幸2

小浜 博太3

1琉球大学　医学部　整形外科, 2大浜第一病院　整形外科

3中部徳州会病院　整形外科

【目的】RA患者に対してAVANTA®を用いたMP人工指関節置換術術後折損例を検討したので報告
する。【対象・方法】対象は2001年より当院及び関連病院において尺側偏位や掌側脱臼による
MP関節機能不全を有するRA患者10例36指である。全例女性、手術時年齢は33～71歳(平均
54歳)、RA罹病期間は8～37年(平均21年)、術後観察期間は3ヵ月～11年8ヵ月(平均4年0ヵ月)。
観察期間内に36指中13指(36%)でAVANTAの折損を認めた。AVANTA折損例と非折損例について手術
時年齢、観察期間、RA罹病期間、術前尺側偏位、術後可動域との関連を検討した。【結果】手
術時年齢は若年齢で折損率が高く、術前尺側偏位が強いほど、また術後可動域が良好なほど折
損しやすい傾向にあった。経時的に累積折損率を検討すると、3年経過では20指中7指が折損
(35％)、6年経過では12指中7指が折損(58％)、9年経過では4指中3指が折損(75%)と、経過と共
に折損率が上昇した。【考察】Goldfarbらは、平均14年の長期追跡により208指中131指(63％)
のシリコンスペーサーの折損を報告している。今回も若年者ほど折損率が高かったが、特に最
年少の33歳女性において再置換後1年以内に再々折損をきたした。MP人工関節において種々のタ
イプのインプラントが開発されている。AVANTAは多くの症例報告があり、術後成績も安定して
いるため頻用されているインプラントの一つであるが、若年齢のRA患者に対しては慎重な適応
が必要と考えられる。
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外傷性母指切断に対するIlizarov mini fixatorを用いた骨延長術の有用
性

Usefulness of bone lengthening surgery using the Ilizarov mini fixator for traumatic thumb amputation

○森本 祥隆1, 荻原 弘晃2, 大村 威夫3, 澤田 智一3

1磐田市立総合病院　整形外科, 2浜松赤十字病院　整形外科

3浜松医科大学　整形外科

【はじめに】外傷により母指を切断され、欠損した場合、再接着術、wrap around flap、足趾
移植術、母指化術、骨移植術と皮弁形成術など種々の方法で再建が行われる。今回我々はMP関
節レベルで外傷により母指を切断した3例に対してIlizarov mini fixatorを用いた骨延長によ
る再建を行い、良好な成績を得ため、その有用性を文献的考察を加えて検討したので報告す
る。【対象と方法】外傷による母指切断に対してIlizarov mini fixatorを用いて第１中手骨延
長と、第１，２中手骨間の開大を行い母指再建を行った例。（全例男性。21歳から39歳。平均
年齢33歳。右2例、左1例）この症例に対して延長量、創外固定装着期間、Healing Index、合併
症、患者満足度について調査した。【結果】延長量は23～30ｍｍ、平均27.3ｍｍ。創外固定装
着期間は148日～193日、平均168日。Healing indexは51.0日/ｃｍ～83.9日/ｃｍ、平均63.0日/
ｃｍ。合併症は全例にpin tract infectionを認めたが、洗浄および抗菌薬投与で軽快した。１
例に延長化骨の骨折、内反変形を認め、再手術を必要とした。IP関節は再建できなかったが全
例ピンチ動作を再獲得した。【考察】延長によって得た母指長は他の再建法に比べて遜色がな
かった。骨延長は下腿など他の部位にくらべ、Healing indexが長かった。周囲の軟部組織が少
ないため血流が他部位よりも少ないことが理由と考えられた。本法では他の部位を犠牲にした
再建ではないことが、最も大きな利点としてあげられる。欠点としてはIP関節が再建できない
こと、爪がなく美容的には優れないことが挙げられる。母指切断者はすでに自家組織を失った
ことで、さらに組織を犠牲にした再建に抵抗を示すことがあり、そのような場合、本法は有用
であると考える。
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指節骨延長の治療成績－切断端の仮骨延長はより末梢で可能か？－
Results of Phalangial Lengthening-Possibility of Callotasis Technique for distal site--

○前川 尚宜1,2, 面川 庄平2, 小畠 康宣2, 中野 健一1,2

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】指節骨の短縮の治療として仮骨延長法は有用な手段である。近年では創外固定器
の多様化により末節部の小骨片の延長も可能となった。今回は我々が行ってきた指節骨仮骨延
長例のうち中枢延長例と断端末梢での延長例について検討し報告する。【対象および方法】当
科にて施行した指節骨延長は16例25指で、うち10指では切断端での延長を行った（S群）、15指
ではより中枢側の基節骨や中節骨での延長（P群）であった。手術時年齢は平均25歳（3-49歳）
であった。原因は外傷19指　先天異常5指、循環障害による切断後1指であった。創外固定器は
Stellbrink型：2指、Hoffmann-mini：5指、penig mini：4指、Ilizarov Mini：14指を用い
た。1例では末節骨と基節骨の同時延長とした。S群とP群において骨延長量、骨延長
率、Consolidation　Index（以下C.I.）創外固定装着期間、合併症などの検討を行っ
た。【結果】全例で最終経過観察時に骨癒合が得られたが6指（S群：2指　P群：4指）で追加骨
移植を必要とした。S群は獲得骨延長量8.8mm（延長率79.2%）P群では10.5mm（57.3％）であり
有意差は見られなかった。またC.I.についてもS群94.5days/cm　P群91.4days/cmでC.I.でも有
意差は認めなかった。合併症としてS群では早期癒合が2指、カットアウトが1指、P群では屈筋
腱断裂が1指で見られた。【まとめ】骨形成の観点からみると切断端での延長は中枢部での延長
と同等である。手技的に難易度は高いがより末梢で仮骨延長することは可能であり治療の選択
肢としてよいと考えられた。
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前腕延長術の治療成績
Clinical Results of Forearm Lengthening

○高橋 光彦, 殿谷 一朗, 安井 夏生, 西良 浩一

徳島大学　運動機能外科

【はじめに】前腕における橈尺骨の骨長不等は、肘・手関節や、前腕回旋運動の障害を引き起
こすため、橈尺骨等長化を目的として骨延長が適応となる。当院での前腕骨延長の症例の治療
成績ついて報告する。【対象】2002年以降前腕延長を行った3例5肢が対象である。手術時年齢
は8-11歳で、原因疾患としては骨端異形成症1例、多発外骨腫症2例であった。橈骨1肢で変型矯
正骨延長を行った以外の4肢は尺骨延長であった。術後経過観察期間は358～1011日であった。
検討項目は、術前後症状、骨延長量とexternal fixation index (EFI)、X線画像上パラメータ
ー変化、合併症である。【結果】術前の症状は、手関節変形・橈尺屈可動域制限を全例に認
め、肘伸展制限1肢、回内制限1肢があった。これら術前症状は最終時全例で制限はなくなって
いた。術前の骨長差平均10.6 mmに対して骨延長量は平均22.8 mmであった。EFIは平均49.8
days/cmであった。最終時骨長差は2～4.5 mmで1例は再発と判断して今後の追加を考慮中であ
る。Radial articular angleは橈骨変形矯正肢で術前8°から27°と改善を認めたが、尺骨延長
症例では大きな変化はなかった。合併症は、一過性橈骨頭遠位亜脱臼2肢、ピンサイト感染・瘢
痕各1肢であった。【考察】前腕では橈骨・尺骨とも遠位骨端線での骨成長の寄与する割合が高
い。尺骨遠位端は骨端線が小さく病変によって長軸成長に影響がでやすいとされ、尺骨延長を
行うことが多いものと思われる。逆に橈骨短縮では骨端線部分が広く、部分的成長障害から角
状彎曲変形を合併しやすいと思われた。尺骨延長では近位側で延長することが骨形成にとって
は有利であるが、前腕骨間膜緊張による橈骨頭亜脱臼を2肢で認め、遠位での骨延長併用など注
意を払う必要があると思われた。
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CMC－PE gelの絞扼性神経障害に対する術後早期の機能回復効果
The effect of CMC-PE gel about early functional recovery after nerve decompression

○浦野 秀樹1, 岩月 克之1, 山本 美知郎1, 平田 仁1

遠藤 信幸2

1名古屋大学　手の外科

2帝人株式会社　新事業開発推進グループ　ヘルスケア新事業推進班

【はじめに】CMC（Carboxymethylcellulose）は水溶性の多糖類誘導体であり動物実験において
腹腔内の癒着防止効果が認められている。PE（Phosphatidylethanolamine）はリン脂質の一種
でありこちらも癒着防止効果がある。両者を共有結合させたCMC-PE gelを用いて絞扼性神経障
害モデルラットに対する術後1ヶ月での癒着防止効果、神経機能回復効果を確認したので報告す
る。【対象と方法】8週齢のルイスラットをSham（以下S）、Control（以下C）、CMC-PE
gel（以下G）群の3群に分けた。S群は坐骨神経の展開のみを２回行い、C群、G群は初回手術時
に内径1.3mm、長さ1cmのシリコンチューブを神経に留置して絞扼神経モデルを作成した。3ヶ月
経過後にチューブを抜去しC群はそのまま閉創し、G群はCMC―PE gelを0.5ml散布後に閉創して1
ヶ月経過させた。癒着防止効果に対しては坐骨神経引き抜きによる引っ張り強度試験、機能回
復に対してはMCV及び前脛骨筋の筋湿重量を測定し、t検定による比較検討を行った。【結果】
引っ張り強度試験では、C群1.55±0.49（N）、に対しG群0.54±0.23（N）は有意差を持って低
下しており、癒着防止効果が確認された。MCVでは1ヶ月後の比較ではG群23.2±3.51（m/s）、C
群21.0±2.4（m/s）間に有意差を認めなかったがチューブ抜去直後との比較においてはG群21.4
→23.2（m/s）、C群20.9→21.0（m/s）であり、G群のみ有意差を持って改善していた。体重あ
たり前脛骨筋の筋質重量おいてもG群0.148±0.002（%）、C群0.108±0.002（%）とG群において
有意に筋質重量低下が抑制されていた。【結論】神経剥離術後のCMC-PE gelの散布は術後1ヶ月
時点での癒着が予防され、それに伴う神経周囲の環境改善によって早期に神経機能も回復する
可能性が示された。
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手根管内における神経癒着モデルを用いた癒着の予防に関する検討
Prevention of adhesion with experimental model of median nerve adhesion in carpal tunnel of rabbits

○八野田 愛, 多田 薫, 岡本 駿郎, 土屋 弘行

金沢大学　整形外科

【はじめに】絞扼性神経障害や外傷に伴う末梢神経損傷の治療に際しては神経の癒着が問題と
なることが多い。特に手根管症候群の術後再発例では神経が高度に癒着し、剥離が極めて困難
となる場合がある。我々はラビットの手根管内で神経を癒着させるモデルを作成し、癒着の予
防に関して検討した。
【方法】日本白色家兎の右手部で顕微鏡下に横手根靱帯を展開、正中神経を剥離、滑膜を切除
した（癒着群）。左手部は無処置とした（対照群）。上記処置の3週、6週後に母指球筋の複合
筋肉活動電位を電気生理学的に評価し、その後手根管内の組織を一塊に摘出しHE染色で病理所
見を評価した。癒着の予防に関する検討としては、両手部で同様の処置を加え、右では手根管
内にアルギン酸ゲルを投与し（ゲル群）、左では投与せず（癒着群）閉創した。
【結果】癒着群と対照群の比較では、電気生理学的に3週後の潜時と振幅のいずれにも有意差を
認めた。一方、6週後では有意差は認められなかった。病理所見では癒着群において、神経周囲
の脂肪組織の減少と膠原線維の増生を認めた。また神経束間には瘢痕組織の形成が認められ、
一部は神経外から連続していた。ゲル群と癒着群では、3週後の病理所見で、神経床である結合
組織の多層化や神経束間の線維化の程度に差を認めた。
【考察】我々は手根管症候群の術後状態を模したモデルとして本モデルを考案した。その結
果、神経周囲の組織に加え神経束間にも変化を認める高度な癒着を作成することができた。ま
た本神経癒着モデルを用いて、癒着の予防を目的に手根管内にアルギン酸ゲルを投与し、その
効果を確認した。今後、癒着の予防に関してさらに検討する予定である。
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指神経縫合術後のCPT検査
Sensory evaluation by CPT testing after neurorrhaphy of digital nerves

○野々村 秀彦, 横井 達夫, 濱田 知

岐阜県総合医療センター　整形外科

【背景】われわれは1996年よりCurrent Perception Threshold(CPT) 検査を用いて主に絞扼性
末梢神経障害の知覚評価を行っている。CPT検査ではAβ線維、Aδ線維、C線維の3種類の知覚神
経毎に定量的知覚評価が可能である。これまで手根管症候群(CTS)と肘部管症候群(CubTS)を調
査し、CTS/CubTSとも、最も知覚過敏を示す割合が高い知覚線維はC線維であり、逆にAβ線維は
最も知覚過敏を示す割合が低い事を過去に報告してきた。【目的】指神経損傷後、指神経縫合
術を行った患者の術後経過について、知覚過敏例に注目し検討した。【対象と方法】指神経損
傷に対し神経縫合術を行い6ヶ月以上経過観察した5名6指（平均52.6歳、男2名/女3名、母指2/
中指2/環指1/小指1）を対象とした。static-2PD(s-2PD)、Semmes-Weinstein(S-W）およびCPT検
査を行い知覚障害について検討した。【成績】神経縫合群の6指中1指が、術後3ヶ月/6ヶ月の
CPT検査でAβ線維が知覚過敏を示した。この症例のみ、術後6ヶ月の時点でs-2PDがS4まで回復
していた。この症例は術後1年の時点でS-Wがblueまで改善していた。Aδ線維の知覚鈍麻は
2指、C線維の知覚鈍麻は1指、Aδ線維とC線維両者の知覚鈍麻は1指に見られた。Aβ/Aδ/C線維
全ての知覚鈍麻を示した1指は、最終観察時にしびれは全く改善しておらず、s-2PDは20mm以上
と回復不良であった。【結論】指神経縫合術後、半年以内にAδ線維の知覚過敏を示した1例
は、最終的な知覚回復が良好であった。また、C線維の知覚過敏を示した例はなかった。指神経
縫合術後の症例と絞扼性末梢神経障害の症例では、各知覚線維の知覚鈍麻/知覚過敏の傾向が異
なる事が示唆された。
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MRI拡散強調画像による末梢神経鋭的損傷の描出
Visualization of  Peripheral Nerve Laceration 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拡散強調画像の一種であるDiffusion weighted whole body
imaging with background body signal suppression (以下DWIBS)法によって、全身の末梢神経
の正常像と、腕神経叢麻痺、絞扼性神経障害による異常像を、神経組織特異的かつ三次元的に
描出できることを報告してきた。本発表の目的は、DWIBS法が末梢神経の鋭的損傷の診断に有用
かを明らかにすることであった。【対象と方法】対象は、刺創、切創による鋭的神経損傷5例
で、内訳は橈骨神経（肘）、尺骨神経（前腕）、正中神経（手関節）、固有指神経（手掌）、
脛骨神経（下腿）の各損傷1例、受傷から撮像までの期間は1日から45週であった。撮像には
1.5T全身用装置と、手関節用または径47mm小径受信コイルを用い、DWIBS法によって得られた信
号をMIP処理によって三次元化、モニター上で観察し、信号変化を手術所見と対比し
た。【結果】1) 受傷後1日で撮像した1例以外の4例で損傷部の近位側に信号上昇を認めた。2)
受傷後1日の1例では、損傷部周囲に信号の形態変化があったが、手術所見と一致しなかっ
た。3) 完全断裂例でも断裂部以遠の神経が描出された。4) 受傷後6週までに撮像した4例で
は、神経周囲の背景信号の上昇が重なり、神経由来の信号との鑑別が必要であった。【考察と
結論】本法は鋭的損傷での神経の形態変化や軸索変性を忠実に画像化するものではないが、今
回見られた損傷部近位側の高信号は断端神経腫類似の組織学的背景によると推測され、損傷部
位の診断に極めて有用であった。本法は従来の二次元画像では困難であった損傷部位の直感的
理解を可能にするが、新鮮例では周囲組織損傷による背景信号の上昇が重なるた場合があり、
今後、新鮮例での診断能力を上げるためには背景信号の選択的な除去が課題である。
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bFGF投与によるリンパ脈管新生と二次性リンパ浮腫改善
bFGF improves secondary lymphedema through lymphangiogenesis.

○大西 哲朗, 西塚 隆伸, 倉橋 俊和, 岩月 克之
平田 仁

名古屋大学　手の外科

【はじめに】二次性リンパ浮腫治療は手術的治療、保存的治療の進歩にもかかわらず、その効
果は報告により一定したものはない。一方でリンパ脈管新生を促すサイトカインによるリンパ
浮腫治療の可能性を示唆する報告が増えている。今回、我々はbFGFによるリンパ管新生促進と
二次性リンパ浮腫の改善を評価した。
【方法】8週齢ラットに尾部二次性リンパ浮腫モデルを作成した。これらをbFGF連日投与群
(bFGF群)と生理食塩水連日投与群(control群)の2群に分け比較検討した。浮腫の評価として尻
尾の容積を３日ごとに測定した。インドシアニングリーン(ICG)蛍光法を用いてリンパ管機能評
価を3日ごとに行った。手術部のVEGF-C, VEGF-D, HGF, TGFβ1,の遺伝子発現をreal time PCR
を用いて術後7,14,28日目に測定した。また同部位のVEGF-C蛋白量をELISA法にて術後7,14,28日
目に測定した。術後7,14,28日目に浮腫部組織のHE染色で皮下組織面積を比較評価、免疫染色
(LYVE1)でリンパ管密度を比較評価した。
【結果】容積変化はbFGF群がcontrol群に比べ有意に小さく、浮腫の改善も早く認めた
(P＜0.05)。ICG蛍光輝度変化はbFGF群で有意に減少が早かった(p＜0.05)。mRNAレベルはbFGF投
与群でcontrol群に比べて術後14日目でVEGF-C発現の増強が認められた。HGFは両群間で有意差
を認めなかった。TGFβは術後28日目でbFGF群が有意に低くなった。VEGF-Cは蛋白量もbFGF群で
有意に高かった(p＜0.05)。皮下組織面積は術後14日目でbFGF群が有意に小さく、リンパ管密度
もbFGF群で有意に高かった(p＜0.05)。
【結語】bFGF投与によりVEGFCを介したリンパ脈管新生が促進され、リンパ浮腫改善効果がある
ことをラット浮腫モデルにて確認できた。
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新規ICG類似蛍光化合物を用いた静脈・リンパ還流の近赤外蛍光リ
アルタイムイメージング

Near-Infrared Fluorescence Real Time Imaging of Venous and Lymphatic Drainage using a Novel

Indocyanine Compound

○倉橋 俊和, 新井 哲也, 大西 哲朗, 平田 仁

名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学

【目的】末梢微小循環は毛細血管などの微小血管系と間質、組織細胞間の水や物質の移動とリ
ンパ還流を包括する概念であり、生体の恒常性維持において最も本質的な役割を担う。その動
態の把握は炎症や浮腫の制御に極めて重要である一方で、未だ還流経路や調節機構の詳細は解
明されていない。新規のICG類似近赤外蛍光化合物TK1は立体構造3nm以下の微小な水溶性化合物
で、アルブミンと結合して蛍光を発するICGに比べその分子径は小さく、水や物質の移動をより
鋭敏に反映しうる。本研究の目的は近赤外蛍光イメージングにおけるTK1の有用性、および末梢
微小循環における分子径の影響を調査することである。
【方法】雄性SDラットの鼠径部を展開して大腿静脈および伴走するリンパ管を露出した。濃度
1mM、0.1mlのICGまたはTK1を後肢足底へ皮下注射し、大腿静脈と伴走リンパ管の蛍光強度を鼠
径部で描出してリアルタイムに観察した。さらに投与後10分時に大腿静脈血を採取して蛍光強
度を測定し、静脈への排出の有無を評価した。
【結果】ICG投与群はその殆どがリンパ管経由で排出され静脈は描出されないのに対し、TK1群
では大腿静脈とリンパ管の双方が描出された。リンパ管排出の動態にも相違を認め、ICG群がほ
ぼ一定の速度で排出されるのに対しTK1群は投与後10分前後で大きく上昇したのち漸減した。静
脈血の蛍光強度はICG群では殆ど確認できず、TK1群で有意に高かった。
【考察および結論】TK1の静脈・リンパ還流はその微小な分子径ゆえにICGと異なる動態を示
し、末梢微小循環における物質の移動が分子径により異なる制御を受ける可能性を示唆し
た。TK1は従来のICGのみでは不可能であった、静脈還流を含めた水と物質の移動をリアルタイ
ムで観察することを可能にし、炎症や浮腫の評価、および診断に有用なツールとなりうる。
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Buerger病による手指壊疽に対するDistal Venous Arterializationの経験
A case of distal venous arterialization for ischemic hand

○柳沢 曜1, 石椛 寛芳1, 川田 貴章1, 長谷川 泰子2

野村 正2

1姫路医療センター　形成外科, 2神戸大学大学院医学研究科形成外科学

【目的】Buerger病は、四肢末梢の動脈を中心に血管閉塞をきたし、進行すると手足の潰瘍形成
や壊死を生じる。薬物療法、血管内治療、交換神経節ブロック、バイパス術などの治療法があ
るが、重症例では困難が伴う。手指壊疽をきたしたBuerger病患者にDistal  Venous
Arterializationを行い良好な結果を得たので報告する。【方法】症例は59才女性。2年ほど前
からBuerger病に起因する左母指、示指、中指、小指の潰瘍形成を認め、母指の強い疼痛を伴っ
ていた。精査にて、手関節より遠位の動脈閉塞を認めたが、近位の動脈や静脈については有意
な狭小化を認めなかった。末梢の動脈病変でありバイパス術は困難であると考え、distal
venous arterializationを施行した。同側の橈側皮静脈を採取し前腕の橈骨動脈と端側吻合を
行い、末梢では母指・示指より合流した背側皮静脈に端端吻合を行った。血流再開後に弁形成
術を行い、母指・示指ともにMP関節まで動脈血流入を確認した。【結果】術後早期より母指・
示指の潰瘍面から出血を認め、術前の疼痛は著明に改善した。術後半年を経るが、母指・示指
の潰瘍部は良好な肉芽形成を認め、縮小傾向にある。【考察】下肢の動脈疾患に関するdistal
venous arterializationの有効性の報告は比較的多くみられるが、上肢に関する報告は少な
い。Buerger病に起因する手指末梢の動脈病変に対する治療には困難が伴うが、今回venous
arterializationを施行後早期より潰瘍の治癒傾向が得られ、疼痛も著明に軽減した。上肢末梢
の動脈性疾患治療の一選択肢となりうると考える。
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上肢動物咬創に対する積極的デブリードマンと創閉鎖
Aggressive debridement and wound closure for animal bite injuries of the upper limb.

○内藤 聖人1, 杉山 陽一1, 金子 和夫2, 大林 治1

1順天堂大学　医学部附属　静岡病院　整形外科, 2順天堂大学　整形外科

[はじめに]咬創は日常しばしば遭遇する疾患であるが、初期治療を誤ると感染を併発し機能障
害を後遺することが少なくない。咬創に対する初期治療は開放療法が基本とされてきた。しか
しながら、創の到達深度は想定外に深く、開放療法と洗浄では不十分な場合もある。特に、手
部において化膿が生ずれば重篤な機能障害を来す可能性がある。このようなことから我々は動
物咬創に対して積極的に創到達部の目視確認、損傷部分の確認・修復、汚染組織除去・洗浄そ
して創閉鎖を行なっているので、その治療成績について報告する。[対象と方法]我々は15症例
15上肢（平均年齢53. 6歳、男性6例、女性9例）の動物咬創に対して受傷早期のデブリードマン
と創閉鎖を行った。手術は受傷後2. 6（0 - 14）日で行なった。腕神経叢ブロック下に創の到
達深度の確認、汚染組織のデブリードマンと洗浄、損傷組織の修復そして創閉鎖を行なっ
た。[結果] 創処置終了までの期間は平均19. 8（9 - 44）日で、1例で追加デブリードマンを行
なった。咬創の合併症として、手指のしびれと橈骨神経浅枝損傷を1例ずつ認めた。最終観察時
のVASは1. 2（0 - 4）、DAHSスコアは9. 7（0 - 36. 36）であった。[考察] 本研究では手指の
機能障害を来した例は認められなかった。また、創閉鎖後に創処置を追加した症例もなかっ
た。つまり咬創であれデブリードマンを適切に行なうことにより、創閉鎖が可能となる。上肢
咬創では腱の露出を余儀なくされる症例が多い。開放療法では手指の早期可動が不可能であ
り、露出腱周囲に癒着を惹起する可能性がある。早期に創閉鎖を行なうことによりこれらの合
併症は予防し、受傷早期のデブリードマンは手指機能温存に大きな役割を担うと考えられた。
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手、手関節部屈筋腱・伸筋腱に同時発症した非定型抗酸菌性腱鞘滑
膜炎の２例

Nontuberculous Mycobacterial Tenosynovitis in the Hand: Two Cases with  Simultaneous Involvement of

the Flexor and Extensor Tendons

○峯田 和明, 高橋 光彦, 花岡 尚賢, 西良 浩一

徳島大学　整形外科

【目的】当院では2007年から2012年までに8例の非定型抗酸菌による手・手関節部腱鞘滑膜炎を
経験した。そのうち２例は屈筋腱・伸筋腱同時発症であった。同時発症例は渉猟した限り報告
がなく、文献的考察を加えて報告する。【症例1】69歳男性。職業は農業。誘引なく左手部の腫
脹、疼痛が出現しNSAIDs内服でも効果なく、発症後4ヶ月で当院初診となった。MINO、ST合
剤、RFP、LVFXなど抗生剤治療が行われたが改善を認めなかった。MRIでは左手屈筋腱、伸筋腱
ともに腱鞘滑膜の著明な腫大を認めた。発症後約5ヶ月で滑膜切除術を行い、病理所見はリウマ
チ性滑膜炎が疑われたが、PCR法で滑膜からMycobacterium nonchromogenicumが同定された。術
後約1年間INH、EB、RFP内服を行い症状はほぼ寛解した。【症例2】70歳男性。職業は漁業。太
刀魚の歯で右環指を負傷後1週間で手部全体に腫脹、疼痛が広がった。他院でステロイド内服、
手根管開放術、MTX4mg内服治療が行われたが改善しなかった。発症後4ヶ月で当院初診となっ
た。ツ反陰性、クオンティフェロン陽性でありMRIで手屈筋腱、伸筋腱ともに腱鞘滑膜の著明な
腫大・輝度変化を認めた。滑膜切除術が施行され、病理所見はgranulomatous tenosynovitisで
抗酸菌感染が疑われたが、PCR法、培養ともに検出は出来なかった。術後約1年間EB、MINO、RFP
内服を行い症状はほぼ寛解した。【考察】今回我々は屈筋腱・伸筋腱同時発症の非定型抗酸菌
性腱鞘滑膜炎を経験した。２例とも総指伸筋腱全てが手背から前腕にかけて侵され、屈筋腱は
手根管を通る全ての腱が手掌から前腕にかけて侵されていた。MRI上、手関節部の骨破壊を合併
しており、手関節を経て掌側-背側間で病巣が拡大した可能性も考えられた。慢性経過の腱鞘滑
膜炎では本症を疑い早期の治療が必要と考えた。
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手指粘液嚢腫から感染した化膿性関節炎の検討
Pyogenic Arthritis through Mucous Cyst

○石崎 力久1, 佐藤 攻2

1函館五稜郭病院　形成外科, 2函館五稜郭病院　整形外科

【目的】手指粘液嚢腫は指節間関節の変形性関節症に続発するものであり、ガングリオンと考
えられている。我々は過去1年間に経験した手指における化膿性関節炎のうち、手指粘液嚢腫か
ら感染したと考えられる症例4例4指を検討した。【対照および結果】2012年9月より2013年8月
までに当院で治療した化膿性関節炎のうち、明らかに手指粘液嚢腫から感染したと考えられる
症例は4例4指（男性3例、女性1例）であった。手術時年齢は平均58才、中指DIP関節が3例、示
指PIP関節が1例であった。1例は抗生剤投与で感染は鎮静化し、後に関節固定術を施行した。3
例は関節内の掻爬、洗浄および抗生剤投与により感染は鎮静化した。3例で起炎菌が同定され、
いずれもメチシリン感受性黄色ブドウ球菌であった。【考察】　手指の化膿性関節炎は初期の
段階では蜂窩織炎との鑑別が困難であり、適切な治療開始が遅れてしまいがちである。しかし
ながら粘液嚢腫が存在する場合は診断が容易であり、抗生剤に抵抗性がある場合は速やかに外
科的治療を試みるべきである。また、粘液嚢腫の治療法としてステロイド局注などの報告が散
見されるが、感染の可能性も考慮し、慎重に行う必要があると考えられた。

S737



2-Po3-30

手指爪周囲炎に対する外科的不適切治療は巻爪変形を起こす可能性
がある

Inadequate surgical treatment for finger panaritium may cause ingrown nail

○塩之谷 香1, 中村 蓼吾2, 高橋 明子2

1塩之谷整形外科　, 2中日病院　手の外科センター

【はじめに】手指の爪周囲炎はよく遭遇する疾患であるが、疼痛が強く患者の苦痛は大きい。
特に不適切な治療を受けると疼痛が遷延し、日常生活が困難になることすらある。当科を受診
した、他の医療機関で手指の爪周囲炎の治療を受けていた症例について検討し報告す
る。【症例】症例は過去に爪周囲炎を発端として他院にて治療を受けたが、治癒しなかったた
め当科を受診した12症例である。発症から当科を受診するまでの期間は1ヶ月から1年2ヶ月で平
均約3ヶ月であった。全例強い疼痛を有し、日常生活に不自由を感じていた。受けた治療は消毒
や抗生物質の外用と内服などの他、 爪の部分切除例が8例、 肉芽切除が3例、抜爪が1例であっ
た。当科受診までの期間が長いほど疼痛が強く、爪の曲率が増す傾向にあった。患指を全く使
うことができずCRPS様疼痛を発症し、X線上患指の骨萎縮を呈した症例もあった。全例形状記憶
合金ワイヤーを用いて治療し、疼痛と爪の形態は消失または改善した。【考察】小林らは第46
回本学会において、片麻痺患者の麻痺側の爪が健側に比し曲率を増すことを発表した。これは
麻痺のために手を使わなくなることにより、指腹から爪を平坦に保つための圧力がかからなく
なる事が原因と考えられる。爪周囲炎の場合は疼痛が強く、指が使えないことにより爪の曲率
が増し、疼痛が増悪するという悪循環を呈する。特に爪の脇を切除するなどの外科的治療を受
けると強い疼痛が遷延し、程度の強い巻爪となることもある。当科では爪周囲炎の初期より形
状記憶合金ワイヤーを用いて治療を行っているが、疼痛及び炎症は短期で消失する。爪が食い
込むことをワイヤーによって防止できるためと考えている。【結論】手指の爪周囲炎に対して
は早期に適切な治療を行い、爪の切除などの外科的処置は避けることが望ましい。
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化膿性肘関節炎から難治性肘頭部潰瘍を生じたWerner症候群の一例
Werner's Syndrome Associated with Intractable Skin Ulcer of Elbow after suppurative arthritis Of Elbow:

A Case Report

○田中 健祐1, 高田 逸朗1, 篠山 美香2, 河本 豊広1

長谷川 徹1

1川崎医科大学　整形外科, 2川崎医科大学　形成外科

【はじめに】Werner症候群は早老、鳥様顔貌、甲高い嗄声などの整容的特徴の強い常染色体劣
性遺伝を示す早老症の一つであり、足部や肘頭部等、骨隆起部に難治性潰瘍を生じやすいとさ
れている。今回， 難治性肘頭部潰瘍の加療中に本症候群を診断しえた1例を経験したので報告
する。【症例】45歳、男性。５ヵ月前より誘因無く左肘痛が出現し、前医で左肘MRSA関節炎と
診断され当院紹介。既往歴に糖尿病、白内障、統合失調症があった。当院初診時は左肘の著明
な腫脹、炎症反応高値を示し、関節液培養でMRSAを認めた。感染性関節炎掻破術を施行。術後
に創治癒の遅延を認め、浸出液が持続するも培養で陰性であった為、経過観察した。その間、
踵部の難治性褥瘡などで皮膚科受診した際にWerner症候群を診断された。初回手術から1ヵ月
後、再度創部縫縮を施行したが、創部癒合不全が残り、浸出液は持続した。遊離全層植皮を考
慮していたが、統合失調症の悪化により、入院が困難となり、伸展装具による固定と湿潤療法
を継続した。退院より一ヵ月後に浸出液は無くなり創閉鎖を認めた。【考察】Werner症候群は
稀な疾患ではあるが、皮膚潰瘍を契機に医療機関を受診する場合も多いとされ、診断に関して
整形外科医が重要な役割を果たす疾患の一つである。主要徴候の一つである難治性肘頭部潰瘍
は皮膚萎縮や血行障害のため保存的にも観血的にも治癒が困難となることがあり、場合によっ
ては皮弁による再建等の処置が必要となる。本症例では治療開始時に診断することが出来ず、
縫合術のみで治療を行い、結果的には創治癒可能であったものの相当な時間を要した。早老症
を伴う難治性潰瘍を見た際にはWerner症候群である可能性を疑い、診断、治療にあたる必要が
ある。
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透析患者におけるMRSA手掌部感染症から敗血症に至った１例
A case of sepsis from MRSA human hands infections in dialysis patient

○入江 弘基1, 水田 博志2

1熊本大学医学部附属病院　救急・総合診療部

2熊本大学大学院生命科学研究部　整形外科学分野

【はじめに】骨・軟部組織におけるMRSA感染症に対する抗MRSA薬の投与方法に関しては、未だ
一定のプロトコールが確立されていない。今回、抗MRSA補助薬の使用により、良好な結果を得
られたので報告する。
【症例】61歳、男性
【既往癧】慢性腎不全、慢性心不全、C型肝炎
【現病歴】維持透析患者で、シャント側の手根管症候群の診断で手根管開放術を行われた。抜
糸後に転倒し、手掌部を打撲した。1週間後には同部位の腫脹と皮下出血を認め、皮膚切開が行
われた。2日後、気分不良、血圧低下を認め、救急搬送され、創洗浄を行われた。救急搬送3日
目より、意識レベル低下・培養検査でMRSA陽性を認め、敗血症の診断で、抗MRSA薬を投与され
る。治療継続するもCRP 16mg/dlと高値が続くため、当院へ紹介となる。　
【経過】転院後、直腸出血のために待機手術とし、1週間後に洗浄+デブリートマンを行い、創
し開を認めた後は開放療法とした。抗菌薬は、術前よりダプトマイシン(DAP)に加えてリファン
ピシン(RFP)を投与し、術後にはRFPにミノマイシン(MINO)を加えて投与した。RFP+MINOを2週間
内服後にMINO単剤として以後、術後6ヵ月内服継続中である。入院時CRPが9.2mg/dlであった
が、術後3週で陰性化し、手掌部の症状による炎症の再燃は認めていない。創部は術後2ヵ月で
上皮化を認めた。
【考察】米国感染症学会(IDSA)ガイドラインでは、MRSAによる化膿性関節炎や骨髄炎の場合、
バンコマイシン(VCM)またはDAP、リゾネリド(LZD)、スルファメトキサゾール/トリメトプリル
(ST)+RFPが推奨されている。抗MRSA薬にRFPを併用することにより有効性を高めることができる
との報告がある。MRSA感染症に対して、抗MRSA薬単剤による加療ではなく、複合的な抗菌薬の
使用が効果あることが認識できたため、若干の文献的考察を加えて報告する。
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ジストニアに起因する骨髄炎を伴う難治性潰瘍に対しボツリヌス療
法を行った1例

Botulinum toxin for the treatment of hand dystonia with skin ulcer and osteomyelitis: A case report

○鈴木 茉友, 荒田 順

国立病院機構　京都医療センター　形成外科

【はじめに】進行性核上性麻痺などの錐体外路疾患ではジストニアによりしばしば手指が異常
な屈曲位をとり，高度な場合には潰瘍形成をきたし創部の処置に難渋する。今回，骨髄炎に至
った難治性手指潰瘍に対しボツリヌス療法にて保存的に治癒した1例を経験したため，報告す
る。
【症例】77歳男性。6年前に発症した進行性核上性麻痺により寝たきりとなり，在宅療養を行っ
ていた。1年前より右示指に圧迫性の潰瘍が出現するも，ジストニアにより創部の除圧および処
置が困難であり，受診1週間前には，指変形および創部感染の悪化と発熱を認めたため，当院整
形外科，皮膚科を受診し，指切断を勧められ当科紹介となった。右示指基節部掌側に骨に達す
る皮膚潰瘍を認めた。創部周囲の発赤腫脹強く，右母指，中指へも発赤腫脹を認めた。XPにて
示指基・中節骨の骨融解を認めた。創部洗浄処置が必要と判断したが，ジストニアにより処置
が困難であったため，深指屈筋，浅指屈筋，長母指屈筋，短母指屈筋にボツリヌス毒素の筋注
を行った。1週間後には手指のジストニア肢位の軽快を認め，洗浄処置も容易になり，感染は制
御され，2ヵ月後に潰瘍は治癒した。現在治癒後1年を経過するが潰瘍や感染の再発は認めてい
ない。
【考察】ジストニアに対するボツリヌス療法は，安全かつ有効な治療法であり、神経内科領域
で施行されることが多い。今回の症例では，切断を検討された症例であったが，ジストニアの
改善により，創部圧迫は解除され，洗浄処置も容易になり，治癒に至った。また同内容につい
ての既報告は認めなった。ボツリヌス療法はジストニアによる手指潰瘍に対する処置を容易に
するとともに，潰瘍発生の予防にも有用な方法と考えられた。
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膿瘍に対するループドレーン法
Looped drainage for abscess

○蔡 栄浩, 佐々木 勲, 前田 明子, 遠藤 健
西田 欽也

手稲渓仁会病院　整形外科

【はじめに】化膿性屈筋腱炎や化膿性滑液包炎等膿瘍を伴った化膿性疾患に対してドレナージ
は有効な治療法である。2010年にペンローズドレーンをループにして皮下膿瘍に留置するルー
プドレーン法について報告が二つあり、そこではループドレーンの管理の簡便性、小児患者に
対して痛みを伴う込めガーゼ処置が不要となること、安全性、有効性、皮膚切開を縮小できた
こと等の利点が示された。我々は2008年に抜けないことを第一義として膿瘍に対してループド
レーン法を開始した。その後端から端まで膿瘍腔に死腔を残さずにドレナージすること、排膿
促進のため重力を考慮しドレナージ孔を配置すること等の改良を加え皮下膿瘍以外の感染性疾
患にも適応を拡大してきた。ここでは我々が改良したループドレーンの方法およびそれを用い
た治療経験について報告する。【対象と方法】膿瘍腔の最近位側・最遠位側でドレナージ孔を
二つ作成し一つの孔から縦に裂いた1本のペンローズドレーンを挿入し膿瘍腔内を貫通させもう
一つの孔から引き出し体外でペンローズドレーン同士を糸で縫合してループを形成する。膿瘍
腔の形状に合わせてループドレーンの留置数、部位を適宜増減する。また膿が仰臥位や座位の
姿勢で自然に流出できるように膿瘍腔の最背側、最尾側等にドレーン孔を配置するよう努め
た。指の化膿性屈筋腱炎、肘の化膿性滑液胞炎、上肢の壊死性筋膜炎各1症例を対象とし切開排
膿の後ループドレーンを留置した。【結果】ループドレーン抜去時期は順に術後10日目、7日
目、12日目であった。創部治癒は順に術後18日目、22日目、39日目に得られた。【考察】ルー
プドレーン法は抜けないという点と膿瘍腔に死腔を残さないという点で確実なドレナージ方法
であると考える。
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上肢悪性腫瘍切除後の再建

○亀井 譲

名古屋大学　医学部 　形成外科

上肢における悪性腫瘍切除後の再建では、機能面と整容面を考慮した再建が必要となる。通
常、広範囲切除が行われるため、その欠損は大きく、再建にはしばしば難渋する。また、骨欠
損がある場合とない場合では、その再建方法もさまざまである。上腕であれば、有茎広背筋皮
弁の利用が可能であるが、前腕部では、遊離組織移植を必要とされる場合も少なくなく上肢で
は、主要血管も少ないことから、移植床血管の選択にも悩まされることが多い。
われわれは、2001年から2013年4月までに、上腕骨骨悪性腫瘍の再建を10例11手術、上腕部軟部
肉腫切除後の再建を9例、前腕部軟部肉腫切除後の再建を8例経験した。男性11例、女性16例、
年齢は5歳から78歳、平均年齢は36歳であった。原疾患は、上腕骨骨悪性腫瘍では骨肉腫が
6例、軟骨肉腫が2例、骨MFHが1例であった。上腕部軟部肉腫では悪性末梢神経線維鞘種が
2例、solitary fibrous tumorが2例、ユーイング肉腫が2例、その他3例であった。前腕部では
MFHが2例、DFSP、粘液線維肉腫、悪性神経線維種、胞巣状軟部肉腫、ユーイング肉腫の各1例で
あった。再建手術としては、植皮術、局所皮弁、有茎広背筋皮弁、遊離広背筋皮弁、遊離血管
柄付き腓骨皮弁、遊離前外側大腿皮弁などを用いて再建した。また、上腕骨再建では有茎鎖骨
移植や遊離血管柄付き腓骨移植、加温処理骨を利用して再建を行った。遊離組織移植では、血
管吻合を可能な限りflow-through型として、遠位の血流を確保した。
遊離血管柄付き腓骨移植において、固定された腓骨がずれたことによる静脈血栓を生じたのが1
例あったが、その他血管吻合のトラブルはなかった。骨の癒合に関しては、良好が3例、一部不
良が2例、変形治癒が1例、吸収された症例が4例あった。術後3例において、瘢痕形成術や
defattingを行った。
上肢悪性腫瘍切除後の再建では、後療法や年齢を考慮しながら、機能的、さらには整容面に配
慮して再建を行う必要がある。今回われわれが行っている、上肢悪性腫瘍切除後の再建につい
て、具体的な症例を提示して各再建法を紹介するとともに、初回手術でどこまで再建するかに
ついて述べる。また、遊離組織移植を行う際、移植床血管の同定、移植皮弁の血管茎の扱い
方、血管吻合法、さらに術後の管理などについて述べる。
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手指の拘縮について

○松浦 愼太郎

東京慈恵会医科大学医学部　形成外科学講座

「手指の拘縮について」のテーマの中で、病因は異なるがDupuytren拘縮、皮膚性瘢痕拘縮、関
節拘縮の病態と治療方法について解説する。
1． Dupuytren拘縮について
　本疾患は、Dupuytrenが19世紀初めに病態・病因論について述べた疾患で、本来は北欧民族に
特有な疾患である。多くは環小指MP関節掌側に生じる皮下結節が初発症状で、症状の進行に従
い拘縮が進行する。手術は拘縮がある場合に適応となる。手術の際、病的拘縮索の病理解剖を
十分に理解する必要がある。術後は早期からhand therapyを行う。近年、collagenase
fasciotomyが欧米を中心に行われ、わが国でも近い将来認可されると思われる。病的拘縮索の
病理解剖、我々の術後成績や合併症について症例を供覧し解説する。
2．皮膚性瘢痕拘縮について
　熱傷や外傷後に生じた瘢痕拘縮治療法は、瘢痕拘縮の部位や程度で選択される。限局する瘢
痕拘縮はZ形成術などで拘縮解除が得られる。運動制限を伴う瘢痕拘縮例は局所皮弁または植皮
術を要する事が多い。特に指間上昇を伴う例ではdigito-lateral flapを応用する事が多い。多
数指に指間上昇が存在する例は、dorsal flap with double-opposing lateral digital
extensionsを選択する。術前の関節可動域改善は必要不可欠で、術前からhand therapyを積極
的に行う。さらに術後3ヵ月は夜間伸展装具装着などhand therapyを継続する。digito-lateral
flapを中心に拘縮解除のデザインや術式の工夫について解説する。
3．関節拘縮について
　関節可動域が自動・他動ともに制限された状態が関節拘縮であり、保存治療としてdynamic
splint、joint jackなど装具療法を含めたhand therapyが行われる。手術適応は3ヵ月以上保存
療法に抵抗する症例で、手術方法としてcheckrein ligament解離、関節包・掌側板・側副靱帯
などの外科的処置が行われ、必要に応じ腱剝離・瘢痕拘縮形成術などが追加される。創外固定
器を用いた関節授動術はこれまでも報告されてきたが、2012年4月健康保険の適応となった。こ
れまでOrthofix M-100､生田式、mini-Hoffmann、Compass PIP joint hinge、中島式などの創外
固定器の報告を見るが、我々はIlizarov mini fixatorを用いロシア式関節授動モデルあるいは
Global hinge fixatorとして使用し比較的良好な結果を得ている。関節拘縮治療に必要な関節
構成体の解剖、関節拘縮に対するhand therapyや手術方法について解説する。
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手外科に関連する指関節の機能解剖：指の拘縮に対応するためには
？

○青木 光広

北海道医療大学リハビリテーション科学部

食事、着衣、排泄、書字、タイプなど人が日常生活を遂行する上で指の機能は極めて重要であ
る。重い物の下敷き、突き指、あるいは作業中の挫滅など指の外傷や障害は多い。骨折や脱
臼、腱損傷を伴う場合、時に指は癒着による拘縮に陥り機能は著しく傷害される。
指には多くの知覚を感知する器官があり、指神経や交感神経が関与している。外傷後に発生す
る反射性交感神経性ジストロフィーによる拘縮も手外科領域では極めて重要であるが、複雑で
難しいためここでは触れない。
今回の講演では、指に発生した骨折や脱臼、伸筋腱・屈筋腱損傷後に発生する指の拘縮を如何
にして回避し、また対応するか？について、日手会教育研修会アドバーンスコースに従い、私
の目で見た指のMP・PIP・DIP関節、指伸展機構、屈筋腱の解剖の知識を参加者と共有し、骨の
整復と癒合は得られている場合の、指拘縮の解決策を見出す試みを行いたい。
指関節の機能は握り(grip)とつまみ(pinch)に代表され、握りには腱の滑動が加味さstraight
finger, hook, fist, intrinsic plus, straight fistが行われる。また、つまみには tip,
pulp, key, 3-digit, 5-digit pinchが行われる。骨・関節に密着して伸筋腱と屈筋腱が滑動す
る指構造の特徴を考える場合、指の可動性を確保するためには指関節の可動性のみならず腱の
滑動性を同時に考慮する必要がある。
新潟手の外科セミナーの資料と津下先生の著書である私の手の外科を見ると、指の拘縮には皮
膚性拘縮、関節包性拘縮と拘縮関節部の腱性拘縮があると記載されている（関節の変形を除い
て）。MP関節の伸展拘縮の原因には伸筋腱の癒着、主側副靱帯の短縮、掌側板の癒着が指摘さ
れており、PIP関節の伸展拘縮には中央索・骨間筋腱膜の癒着、側副靱帯の拘縮があり、PIP関
節の屈曲拘縮には掌側板・手綱靭帯、屈筋腱の癒着が指摘されている。
今回の講演では、側副靱帯、関節包、掌側板からなるMP関節の構造、側副靱帯、関節包、掌側
板・手綱靭帯からなるPIP・DIP関節の構造に、指伸筋腱、矢状索・骨間筋腱膜（腱帽）、中央
索、側索、斜支靭帯、終末腱、虫様筋腱・骨間筋腱からなる指伸展機構の詳細な構造をリンク
させて観察する。続いて、MP関節の構造とPIP・DIP関節の構造に浅指屈筋腱(FDS)と深指屈筋腱
(FDP)、腱鞘・ 腱紐からなる指屈曲機構の構造をリンクさせて観察する。
まとめ　MP・PIP・DIP関節の形状と指伸展機構・指屈曲機構の作動状況を、標本を用いた動画
で再現した。指関節の可動性を確保する方法は、関節の可動性と関節に接する伸展・屈曲機構
の滑動性を維持する、自動介助運動（腱剥離？）と推測されます。治療が最も難しい、PIP関節
の可動性獲得について、ヒントとなる映像が供覧出来れば、この講演の目的は達成されると考
えます。
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手関節尺側部痛の診断と治療

○普天間 朝上

琉球大学医学部　整形外科

手関節尺側部痛の原因となる疾患はTFCC損傷や尺骨突き上げ、腱鞘炎、骨折などがあるが、診
断、治療に苦慮することも多い。
1． TFCC損傷
橈骨尺側縁(sigmoid notch)から尺骨茎状突起・小窩(fovea)に付着する扇子状の軟骨様組織で
遠位橈尺関節(DRUJ)の安定性や尺骨手根骨間の支持を担う。
慢性的な軽微外傷や転倒し手をつく、手関節を捻るなどにより発症する。尺骨頭掌側の圧痛
（fovea sign）,DRUJの不安定性(ballottement sign)、尺骨頭ストレステスト、前腕回旋時の
有痛性clickの有無を診察し、MRI（T2*）にてTFCC断裂（高輝度）を確認し、総合的に判断す
る。腱鞘炎などと鑑別を要するが、診察や画像検査などを行っても診断に難渋する例もあ
る。TFCC損傷のなかでも橈尺靭帯（深層）が断裂した例では遠位橈尺関節の不安定を生じるた
め手術適応と考える。当院では大学病院という関係上、陳旧例がほとんどであり、この場合は
尺骨小窩部の瘢痕切除、断裂部の新鮮化を行い小窩部へ縫着する。Ulnar variance(UV) plus
例では尺骨突き上げ症候群を来すことがあり、TFCC損傷を伴う。この場合、橈尺靭帯（深層）
断裂に縫合術を行っても疼痛が残存することが多く、尺骨の短縮を併施する。
2． 尺骨突き上げ症候群
橈骨に対する尺骨の相対長が長い(UV plus)ことにより手関節尺側部痛を生じる病態であ
り、TFCC損傷、月状骨・三角骨の変性、月状・三角骨靭帯損傷により疼痛を生じる。XpやMRIに
て月状骨尺側の骨梁減少、嚢胞形成、輝度変化があれば診断となる。しかし、必ずしもUV plus
でなくとも発症することがあり留意する。また、明らかな画像所見がなくとも症状に加え、鏡
視所見でTFCC proper部の毛羽立ちや穿孔が存在する場合、尺骨突き上げ症状が存在すると判断
し、尺骨短縮を行っている。
３．月状・三角骨靭帯断裂
手関節の強制背屈や前腕の強制回内、尺骨突き上げにより受傷し、手関節尺背側の腫脹、疼痛
を発症する。同部の圧痛、squeezing test（三角骨をその尺側縁より圧迫で疼痛誘発）、Shuck
test（月状骨と三角骨を両手で挟むように保持し、互い違いに掌背側に動かす）を行い判断す
る。画像所見で断裂を診断することは困難である。前腕回外位で外固定するが、軽快しない例
では鏡視下で断裂部をshavingした後月状・三角骨間鋼線固定を行う。
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手外科医のための労災診療の基本的知識

○三上 容司

横浜労災病院　

業務上の事故や通勤中の事故により外傷・疾病を被った被災者は、労災保険によりその医療費
と休業補償が給付される。そして、傷病が治癒した時点で身体に障害が残存する場合、その障
害の程度に応じて年金又は一時金による補償がなされる。補償のために障害の程度を判定する
作業が後遺障害認定である。本講演では、手外科医として知っておくべき労災医療の基本的事
項について述べる。
1)　労災保険の適用：労災保険が適用されるためには、被災した本人の請求が必要である。明
らかに業務上の事故であるにもかかわらず、会社の意向により本人に労災請求をさせない行為
は“労災かくし”と呼ばれ、法律に抵触する行為となる。
2)　診療報酬上の取り扱い：健康保険は1点10円で計算されるが、労災保険では、通常1点12円
となり、四肢の手術・処置・リハビリでは1.5倍、手関節以遠の手術・処置・リハビリについて
は2倍となる。したがって、労災患者の手の手術は病院収益への貢献大である。
3)　治癒：労災診療においては、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその
医療効果が期待できなくなった状態を症状固定といい、これをもって治癒とみなす。なんらか
の障害が残存していても、症状が安定していれば治癒となる。この点が、医学用語としての
“治癒”と異なるので注意を要する。
4)　後遺障害認定：症状固定、すなわち治癒となった時期が後遺障害認定時期である。通常、
被災者が労働基準監督署で医師（地方労災医員）の対診を受けた後、労働基準監督署長が障害
等級を決定する。障害の程度により1級～14級に認定される。
5)　後遺障害診断書作成上の注意点：他動での可動域測定は、手関節、手指の機能障害の程度
を評価する上で重要である。健側との比較により等級が決まるので、診断書作成時には患側・
健側双方の測定・記載が必要である。手指の切断は、切断レベルにより認定される等級が異な
る。末節骨の欠損では、健側との比較が必要になる場合がある。神経損傷後に手指の感覚障害
が残存した場合、これが用廃に認定されるためには、感覚神経活動電位が導出されないことが
求められる。橈尺骨遠位端骨折後、尺骨茎状突起の偽関節が残残した場合は、変形障害に認定
される。手関節掌背屈が正常であっても、前腕の回内・回外が健側の1/2以下に制限されると、
機能障害に認定される。
6)　後遺障害等級認定後の救済措置：社会復帰促進事業として、20の傷病については、後遺障
害が一定の基準を満たすと “アフターケア制度”が適用され、症状固定後も予防その他の保険
上の措置を受けられる。また 症状固定後でも“外科後処置”の適用により労災保険での治療が
行える場合がある。さらに、後遺障害認定後、障害が増悪した場合は一定の条件を満たすと再
発として、再度労災保険による診療を受けることができる。
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手指骨折の治療‐癒着・拘縮・破壊‐

○坪川 直人

新潟手の外科研究所病院

手指骨折の治療は、痛みがなく拘縮が無い手指を再建することが、最大の目標である。しかし
現実は偽関節、腱癒着、拘縮（可動域制限）、関節破壊などの問題が多い。これら手指骨折の
治療の問題点について述べる。
①保存治療―手術治療を行えば必ず瘢痕形成が起きる。特にPIP関節では掌側軟骨板による屈曲
拘縮、MP関節周囲では伸筋腱による伸展拘縮を引き起こすため、保存治療が勧められる。PIP関
節掌側裂離骨折では、大きな骨片でも脱臼してなければ伸展ブロック法による早期運動療法
を、また基節骨骨幹部、基部骨折では軸転位、伸展変形がなければBurkhalter-Reyes法、石黒
法（knuckle cast法）による早期運動療法が好まれる。保存治療は一般的にDIP関節、PIP関節
は伸展固定を、MP関節は屈曲固定が勧められる。
②経皮ピンニング法―マレット骨折に対する石黒法、PIP関節内陥没骨折に対する経皮経髄内整
復術、PIP関節掌側裂離骨折、末節骨・中手骨・基節骨・中節骨骨折、母指CM関節骨折
（Bennett骨折など）に用いられる。刺入ピンは伸筋腱機構、関節近傍では側副靭帯に干渉する
ために可動域が制限され、早期運動療法には向かない。マレット骨折では関節面を徒手整復し
てから行う石黒変法を、Bennett骨折でも骨折面を整復後のピンニングを紹介する。
③観血的整復内固定術―伸展変形、軸変形を残した骨折、開放骨折、関節面が整復不良な関節
内骨折では手術治療が選択される。基節骨伸展変形では伸筋腱機構の短縮が起こり、MP関節伸
展、PIP関節屈曲拘縮を引き起こす。側方転位、回旋変形では指交叉現象を引き起こし矯正骨切
り術が必要になる。骨接合方法にはキルシュナーワイヤー法、tension band wiring法、各種の
cortical wiring法（Two Dimentional Interosseous Wiring法）のほかスクリュー固定、プレ
ート固定法がある。指基節骨骨折で、骨接合を行う側のlateral bandを切除することで拘縮予
防を行う。基節骨側方にプレートを設置する場合は特にその必要がある。指固有部ではプレー
ト固定は不向きである。それぞれの利点および問題点を、症例を提示しながら説明する。強い
粉砕骨折例では単純な牽引が有効な場合があり、関節内骨折では創外固定器の使用もまた有効
である。母指CM関節、第5指CM関節内骨折は関節面の転位が残った場合、強い疼痛を訴えるため
正確な整復を行う必要がある。
④拘縮・癒着・破壊に対する手術方法―MP関節拘縮解離術、PIP関節拘縮解離術、屈筋腱癒着、
伸筋腱癒着に対する腱剥離術、関節欠損、破壊に対する骨軟骨（肋軟骨）移植術、足趾関節移
植術、関節固定術も合わせて紹介する。
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