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1-1-PL

末梢神経障害の治療

○根本 孝一

防衛医科大学校 整形外科学講座

末梢神経障害の治療においては、損傷部位のみならず、「脳～脊髄～末梢神経～効果器官」の
ループの全てを考慮する必要がある。障害部位は一カ所とは限らず、背景に糖尿病や慢性腎不
全などの影響により神経易損性が存在することもある。ストレスは各種疾患の発症と治療経過
に影響を及ぼすが、神経修復術後の回復も遅延させる。
　神経移植術では神経断端を同定して新鮮化することが必須であるが、身体深部では周囲の癒
着に埋もれた神経断端の同定は極めて困難である。神経は周囲組織より軽度T2高信号を示すの
でMR neurographyが撮像できる。神経に圧迫や損傷があって神経と神経周囲に炎症がある場合
は、より鮮明な高信号変化を示すので、損傷部位と範囲を同定できる。
　神経の手術に際しては新たな神経損傷は絶対に避けねばならない。正常な運動枝を保護する
ことは神経鞘腫核出術において必須である。肺尖部に発生した軟部腫瘍は胸腔鏡視下に切除が
可能であるが、下位腕神経叢や肋間神経の損傷を避けるために、試作した術中神経電気刺激器
は有効である。
　神経が損傷されると、受傷時を起点として効果器官の変性が生じ、再生軸索が効果器官に到
達するまで変性は進行する。したがって、この期間に効果器官の変性を防止することが重要で
ある。脱神経性筋萎縮の防止には持続的筋電気刺激療法が有効である。

　フォーカル・ジストニアは手指の巧緻運動を障害する中枢神経の機能的障害である。原因が
特定できない現時点では、複合的方法で治療を行うのが最善である。軟性装具は異常運動を物
理的に抑制するとともに、いわゆる「感覚トリック」が働くため有効と考えられる。
　鏡療法は幻視痛の治療法として開発された、脳可塑性を利用した治療法である。手外科領域
でも応用が可能であり、フォーカル・ジストニアと複合性局所疼痛症候群に対して有用であ
る。
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Microscopy coilを使用したMRI　矢状断画像による三角線維軟骨複合
体（TFCC）の尺骨付着部評価

Evaluation of the fovea attachment of Triangular Fibrocartilage Complex by Sagittal plane MR Images

using microscopy coil.

○田中 利和

キッコーマン総合病院　整形外科

【はじめに】TFCC損傷のうち，遠位橈尺手関節の不安定性の原因となる尺骨小窩付着部損傷
は，明らかな不安定性がない限り，その診断には他覚的所見を有意にとっても，まだ不安が残
り，補助診断による裏付けが欲しいものである．また，不安定性があると，尺骨頭は背側に変
位し，TFCCのdiscは掌側に移動する．今回MRI microscopy coilを使用し，矢状面撮影による尺
骨付着部とdiscの掌側移動の評価を行ったのでその成績を報告する．
【対象と方法】　三角線維複合体(Triangular Fibrocartilage Complex以後TFCC) 損傷を疑わ
れMRI microscopy coilを行い，最終的に手術，関節鏡を行った，20例(男5，女15)平均年齢
33.1歳（15～63歳）右7，左13であった．使用機種はPhilips社製Gyroscan NT Intera 1.5T，被
験者を腹臥位，患側を挙上前腕回内位，手関節伸展位とした．尺骨頭をコイルの中心にし，シ
ークエンスはGRE法T2*強調，STIR像で撮影した．矢状断画像のみを無記名で尺骨付着部の連続
性あり，なしの評価を1人の整形外科医に依頼した．また，discの掌側への移動をdiscの背側縁
の移動が尺骨頭の横径1/2未満が1+，1/2以上の移動（fovea付着部より掌側へ）を2+とし，分類
した．
【結果】fovea 付着部の矢状断評価は感度0.75特異度0.63であった．掌側移動の要素を含めた
複合評価では，　感度0.92，特異度0.88であり，discの移動を含めた評価の方がよかった．
【まとめ】　MRI microscopy coilを使ったTFCC fovea 損傷診断には，discの複合評価で感度
　％特異度　％となり，有用な評価法であった．
講演では，撮影始めたradial sectionについても言及する．
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TFCC 損傷に対する鏡視下 capsular repair
The Arthroscopic Capsular repair for TFCC Peripheral tear

○安部 幸雄

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】三角線維軟骨複合体 (TFCC) 損傷は手関節尺側部痛を生じる主因の一つであ
る．TFCC損傷は機能，血行動態，神経支配，膠原線維の配列から実質部と周辺部に分類され
る．治療は，実質部損傷は掻爬，周辺部損傷は修復が基本となる．鏡視下 capsular repair は
周辺部損傷，特に尺骨茎状突起剥離断裂，背側部断裂に適応となる．今回，その方法と術後成
績について検討する．【対象・方法】青壮年の橈骨遠位端骨折に合併した TFCC尺骨茎状突起剥
離断裂，背側部断裂と，慢性手関節尺側部痛にて鏡視を行い同様の断裂が判明した症例に縫合
を行った．鏡視下縫合法には結節縫合とマットレス縫合，outside-in 法と inside-out 法があ
るが，当科ではoutside-in によるマットレス縫合法を多用している．滑膜切除後，断裂部を新
鮮化したのち，鏡視下縫合を行った．縫合糸は3-0 PDS, 3-0 バイクリルを使用した．術後は2
週間の long arm cast ののちshort arm cast にて2週間，計4週間の固定を行った．【結果】
橈骨遠位端骨折に合併した周辺部断裂の一期的縫合術の成績は良好であり，非縫合例では時に
不良例を生じていた．不良例を作らないという意味では一期的縫合は有意義であった．一方，
慢性手関節尺側部痛症例における縫合の結果は良好であった．【考察】尺骨小窩断裂，橈側部
剥離断裂を除く周辺部断裂は，遠位橈尺関節の明らかな不安定性を生じるわけではないが，滑
膜炎などを誘発しTFCC 周辺部の支配神経を刺激して疼痛の原因となる．鏡視下 capsular
repair は手技に習熟すれば短時間で行え，良好な除痛効果も得られる．慢性例においては鏡視
により断裂を確認できれば疼痛の由来を特定でき縫合の大義が得られるが，橈骨遠位端骨折に
合併した急性例では一期的治療の適応について今後の検討が必要と考える．
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遠位橈尺関節不安定性を伴う三角線維軟骨複合体尺側損傷に対する
尺骨小窩修復術：観血的手術と鏡視下経骨孔修復術の比較

Comparison of open versus arthroscopic transosseous foveal repair for ulnar side TFCC tears with DRUJ

instability

○恵木 丈1, 池田 幹則1, 鈴木 啓介2, 矢野　 公一3

1大阪労災病院　整形外科, 2淀川キリスト教病院　整形外科, 3清恵会病院　整形外科

【目的】遠位橈尺関節（DRUJ）の主要な制動要素は三角線維軟骨複合体（TFCC）深層であり、
治癒しなければ不安定性による障害をもたらす。術式選択の最適化のため、同一術者による観
血的修復術（O群）と関節鏡視下修復術（A群）を比較検討した。【方法】対象はDRUJ不安定性
を有し、TFCC尺骨小窩損傷の確定診断をDRUJ鏡で行い、手術を施行した29例
（O群：14、A群：15）。手術時年齢はO群平均38歳、A群31歳、受傷から手術までの期間は平均7
か月、11か月であり両群同等であった。O群は背側侵入から骨アンカーを小窩に設置しTFCC深層
を縫合、A群は関節鏡視下に深層を尺骨小窩に経骨孔修復し、同時に浅層を関節包修復した。術
直後から術後1年まで3か月毎に追跡した。【成績】追加手術はO群で1例（靱帯再建術）、A群で
1例（尺骨短縮骨切り術）に要した。それらを除いたMayo wrist scoreは、O群で術前平均63点
（可10例、不可3例）が術後1年平均87点（優7例、良4例、可2例）と有意に改善し、A群でも術
前平均65点（良2例、可7例、不可5例）が術後1年平均94点（優13例、良1例）と改善し、A群が
術後1年時点でO群より有意に優れていた。Quick DASH scoreでは、O群で術前平均44.2点（5-
66）が術後1年平均13.3点（0-41）と有意に改善し、A群でも術前平均29.5点（5-66）が術後1年
平均3.9点（0-16）と改善し、A群が術後1年時点でO群より有意に優れていた。【結論】両群に
おいて術後改善を認めたが、医師及び患者立脚型評価共にA群が術後1年時点で勝っていた。そ
の理由として、A群では(1) 侵入の際DRUJ関節包等の切離が不要、(2) 骨アンカー修復ではなく
経骨孔修復による治癒過程の違い、(3) TFCC深層だけでなく浅層も同時に修復した事などが考
えられる。本研究結果から、受傷から比較的経っていてもA法が適応できることが示された。
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Fovea損傷に対する鏡視下inside-out法による縫合法とその成績
Arthroscopic Inside-out Technique for Foveal Repair

○藤尾 圭司1, 竹内 久貴2, 松本 泰一3, 片山 幹1

橋村 卓実1

1関西電力病院　脊椎外科　手外科　整形外科

2神戸医療センター中央市民病院整形外科, 3倉敷中央病院整形外科

fovea損傷の縫合方法としてtranscapsularおよびtransosseous techniqueがあるが、isometric
に縫合できるのはtransosseousであるのは論を待たない。鏡視下にfoveaのdebridementと縫合
を行うことは煩雑で困難であるとされてきた。我々は1999年より一貫してinside-out方による
縫合法を報告し改良を重ねてきた。今回その手術の方法の実際を紹介し、それぞれの成績につ
いて報告する。foveaのdebridementとしては３つの方法を行った。1)実質を開窓する 2-1))背
側DRUJ鏡で観察しながらその尺側からシェーバーを挿入する 2-2) switch back法を用いて掌側
はDRUJ 鏡、背側はシェーバーを挿入する3)尺骨茎状突起掌側からミニオープンでおこなう。縫
合はinside-out suture kitを用いて3-0 PDSで２針縫合する。術後は３週間上腕ギプスとす
る。2008年から12年に手術した220例の内訳は男性138例、女性82例、平均32.5歳であった。開
窓91例、DRUJ 82例、Hybrid 47例であった。受傷から手術までの期間が平均269 日、平均観察
期間は424日であった。VASは平均8.8から0.8に改善していた。握力は健側比術前72.3%から
94.1%まで改善していた。ほとんどの症例で元の職業に復帰したが、スポーツでは4例でポジシ
ョンを変更した。2mm以下のUVに対して+とzeroでの成績の有意差はなかった。術式間で特に有
意な差はなかった。鏡視下にFoveaを縫合することは可能で、良好な成績を得られる。
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掌側進入法による直視下TFCC修復術の治療成績
Open Repair of the Triangular Fibrocartilage Complex from Palmar Aspect

○森友 寿夫1, 有光 小百合2, 久保 伸之2, 正富 隆2

行岡 正雄2

1大阪行岡医療大学　行岡病院手外科センター, 2行岡病院手外科センター

【目的】TFCC小窩部断裂を直視下に修復する際、背側進入法が用いられることが多いが、尺側
手根伸筋腱の腱鞘床や背側橈尺靭帯浅枝を切らなければ小窩部を観察しにくいことがよく経験
される。われわれは2003年より掌側進入法による直視下TFCC修復術を行ってきたのでその利
点、治療成績を報告する。【方法】対象はTFCC小窩部断裂21例（男性１３例、女性8例、平均３
１才）で、全例明らかな外傷があり保存治療抵抗性の難治性手関節尺側部痛を認めた。16例で
fovea sign陽性であった。全例MRIまたは関節造影CTにて小窩部断裂を認めた。遠位橈尺関節不
安定性は軽度から中程度であった。安静時にすでに脱臼している重度不安定症例、受傷後経過
が長い症例、背側に優位に圧痛のある症例は適応から除外した。掌側より小窩部を展開しスー
チャーアンカーまたはpull-out法にて掌側橈尺靭帯深枝を直視下に縫合した。尺骨変異+3mm以
上または尺屈強制時誘発痛の強い11例に尺骨短縮術を併用した。平均観察期間は25ヶ月（3-65
ヶ月）であった。痛み、不安定性、可動域、握力、Mayo Modified Wrist Scoring Systemで評
価した。【成績】掌側進入法によってTFCC小窩付着部の病変をよく観察することができ、尺側
手根伸筋腱の腱鞘床や背側橈尺靭帯浅枝を温存して掌側橈尺靭帯深枝の小窩付着部を修復する
ことができた。最終診察時、11例で痛みは消失し、9例で労作時の軽度の痛みが残存した。可動
域制限はなく、握力は健側比65%から91%に改善した。最終成績は18例で優、3例で良と良好であ
った。【結論】掌側進入法は背側進入法に比べ、低侵襲で、尺骨背側安定性に最も重要な掌側
橈尺靭帯深枝の観察、縫合処置が容易であり、用いられてもよい進入方である。
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遠位橈尺関節不安定性を伴うTFCC尺骨小窩部断裂に対する関節鏡
援助下靭帯修復術の治療成績

Arthroscopically Assisted Specified Limbs Repair (AASLR) for TFCC Foveal Tear with DRUJ

Instability

○村田 景一1, 矢島 弘嗣1, 河村 健二1, 水谷 泰士1

田中 康仁2

1市立奈良病院　四肢外傷センター, 2奈良県立医科大学　整形外科

【目的】TFCC深層の尺骨小窩付着部での剥脱損傷は遠位橈尺関節（DRUJ）不安 定性の原因とな
り, 手術適応となることが多い. 我々は術前検査および橈骨手根関節・DRUJの鏡視所見から
TFCC深層の尺骨小窩部からの剥脱と診断した症例に対して損傷靭帯を特定して靭帯修復術
(AASLA 法)を施行してきた. 本法の詳細と治療成績を報告する.
【方法】対象症例は25例, 手術時年齢は平均32歳であった. 全例で手関節尺側部痛を訴え,
Fovea sign陽性, DRUJ不安定性を認めた. 手術方法は橈骨手根関節・DRUJの鏡視にてTFCCの深
・浅層の断裂を評価した後に, 尺側の小皮切から小窩部の掻爬を行い, 同部にpull-out法ある
いはanchor sutureを用いて靭帯を縫着した. 22例では掌背両側TFCCの浅・深層を一体として小
窩部に縫着し, 1例では掌側のみを, 1例では背側のみを縫着した. 術前後の疼痛(VAS), DASH,
PRWE, 握力, DRUJ不安定性, modified Mayo Wrist Scoreを比較評価し, 仕事・スポーツへの復
帰状況を調査した.
【結果】術後調査期間は平均18か月であり, 全例で疼痛は消失または軽快し, 握力およびDRUJ
不安定性, DASH, PRWEは有意に改善した. 術前に健側のDRUJにも関節弛緩を有した女性2例では
術後に患側のDRUJ不安定性による愁訴が残存していた.
【考察および結語】DRUJ不安定性を伴うTFCC深層の尺骨小窩付着部損傷では, 高確率で掌背両
側の深層靭帯が損傷していた. 本症において損傷部位を正確に診断し確実に修復することが重
要であり, AASLA法による靭帯修復は中期成績ではあるが結果は良好であり有用なアプローチと
考えられた.
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尺側手根伸筋腱半裁腱を用いた手関節TFCC 再建術
Reconstruction of the TFCC using half-slip tendon of the extensor carpi ulnaris

○中村 俊康1, 河野 友祐2, 小原 由紀彦3, 山部 英行4

鎌田 雄策5

1国際医療福祉大学　臨床医学研究センター, 2国際親善病院　整形外科

3大久保病院　整形外科, 4済生会横浜市東部病院　整形外科

5足利赤十字病院　整形外科

[はじめに] これまでに重度の遠位橈尺関節（以下DRUJ）不安定性を伴った三角線維軟骨複合体
（以下TFCC）損傷に、尺側手根伸筋腱（以下ECU）半裁腱を用いたTFCC再建法を行ってきた。そ
の成績を検討した。[術式] 手術適応は重度DRUJ 不安定性を伴うTFCC 尺骨小窩完全断裂例であ
る。TFCC 内にECU 半裁腱を誘導、腱とTFCC を強固に縫合し、ECU 腱を尺骨小窩中央から尺骨
外側にあけた直径2.5 mmの骨孔に通し、尺骨外側に引き出すことで、残存TFCCを小窩に引き込
む。ECU 半裁腱は尺骨または橈骨より採取した小皮質骨と介在スクリューを用いて小窩部に固
定する。[対象および方法]1998年以降に本手術を行い、1年以上経過観察が可能であった65例66
手関節を検討した。内訳は男28、女37 例、右41、左24、両側1、年齢は13～68（平均38）歳で
あった。平均経過観察期間は53ヵ月であった。受傷原因は転倒34、交通事故12、スポーツ9、労
災2で、原因不明8で、術前後の疼痛、回内外可動域、DRUJ不安定性と臨床成績を調査した。[
結果] 術前、50手で強い尺側手関節痛を、16手で中程度の疼痛を訴えた。回内外可動域制限を
呈した症例は2手のみであった。DRUJ不安定性は重度65手、中程度1手で認めた。最終経過観察
時には疼痛は中程度8手、軽度3手で残存したが、55手で消失した。30度の回外可動域制限を1例
で認めたが、65手では可動域制限はなかった。DRUJ不安定性が残存したものは軽度3、中程度
8、重度4手であったが、55手ではDRUJの安定性を得た。臨床成績は優50 良9 可3 不可4 と良好
であった。[ 考察]TFCC の再建はその解剖構造と損傷形態を把握して初めて良好な成績をおさ
めることができる。本手術法はTFCC の3 次元構造を良く温存し、回旋中心である尺骨小窩に残
存TFCC を誘導するために良好な成績をおさめることができた。
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手外科のときめき　―日手会の過去、現在、将来について―

○矢部 　裕

慶應義塾大学名誉教授

私が日手会へ入会したのは1960年、日本は高度成長期にあり、すべてが右肩上がりにチェンジ
しつつある時代だった。慶應の岩原教授のドイツ語の整形外科学は古臭く、アメリカ式の手の
外科は新鮮で、接すると、未知への期待で胸がときめいた。
日手会学術集会は今年で第58回を迎える。1957年九大の天兒教授が第1回の会長として学術集会
を主催し、岩原教授は第3回を主催した。私がフレマンの頃だった。手外科のときめきの原点
は、アメリカで手の外科を学んで帰国した津下、田島両先生だった。学術集会におけるお二人
の発表、特に手術の結果は、スクリーンに映し出されて、一目瞭然だった。私自身、津下先生
に師事し、米国Campbell clinicへ留学しProf.L.Milfordに学んだ。そして、手外科に熱中して
行った。その研鑽中に私自身ときめきを感じた具体的な事例について紹介する。そして手外科
の素晴らしい仲間を得た。
日手会の歴史は、平成13年に刊行された記念誌「20世紀の手の外科ーー21世紀への飛躍を期待
して」に詳細に記録されている。この間、日本の手の外科は見事な飛躍を遂げた。21世紀に入
り、そして現在も日手会会員数は順調な伸びを見せている。しかし、日本は少子高齢化が進
み、人口の減少に加えて、疾患構成も変わりつつある。このまま右肩上がりで推移はしない。
幸い、日手会は日本医学会に加盟することが出来た。そして2階建て構造として、専門医制度に
も乗れそうだ。さらに、学問的にも臨床的にも社会的にも深め、国民から認知されるべく努め
る必要がある。
2014年の春の日手会総会で、形成外科の理事を加えて、役員は刷新され、新しく理事長が選出
された。ヌーベルバーグとして期待するところ大である。
そして、特に若手の日手会会員は手外科のときめきを胸に感じて深めていって欲しい。
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最も悲惨な野球肘　―離断性骨軟骨炎―

○伊藤 恵康

慶友整形外科病院

いわゆる野球肘にはLittle leaguer’s elbow, 小頭離断性骨軟骨炎、尺側側副靭帯損傷、肘頭
疲労骨折、滑膜襞障害等が代表的なものである。中でも悲惨な後遺障害をきたす可能性が最も
高い障害は離断性骨軟骨炎である。過酷な練習、未治療、発見の遅れ、不適切な治療などによ
り高度な変形性肘関節症を遺し、スポーツ活動はもとより日常生活にも支障をきたす例が少な
くない。平成２年からこれまでに手術的に治療した症例は800例以上となり、愕然とした。手術
法は、症例に応じて骨釘移植、モサイク形成、遊離体摘出術、遊離体再固定、肋骨肋軟骨移
植、およびこれらの組み合わせで選択した。 　離断性骨軟骨炎の経験を振り返って、成績不良
となった症例の問題点を考えて見たい。
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経皮ピンニングによるPIP関節掌側脱臼骨折の治療
Percutaneous Pinning for Palmar Fracture Dislocation of the Proximal Interphalangeal Joint

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科　

【目的】手指PIP関節の掌側脱臼骨折に対して経皮ピンニング手術を行ったので，治療成績に検
討を加えて報告する．【方法】1998年2月から手術後6か月以上の経過観察できた9例10指を対象
にした．男性6例，女性3例で，手術時年齢は平均39歳であった．受傷から手術までの期間は2～
10日，平均5日であった．罹患指はすべて小指であった．受傷機転はボールがあたったのが
5指，転倒が3指，自転車からの転落が2指であった．手術は牽引により関節内の陥没骨片が整復
されない場合は経皮的に鋼線を用いて整復操作を加える．次に径1mmの鋼線を近位背側から，骨
片の背側で中央を滑らせて，先端を骨片間から中節骨の髄内へ刺入し，鋼線をできるだけ遠位
まで進めて背側骨片を押さえつけて固定する．術後1～1.5週からPIP関節の自動運動を開始させ
る．【成績】術後の平均経過観察期間は1年8か月であった．手術時間は平均15分であった．全
例で骨癒合し，術後5～6週で鋼線を抜去していた．最終調査時のPIP関節の可動域は平均で自動
伸展が-12°，自動屈曲が92°であった．健側と比べた平均の伸展不足角度は16°，屈曲不足角
度は6°で，伸展がより制限されていた．％TAMは平均89％であった．軽度の疼痛が1指にみられ
たが，9指では疼痛がなかった．健側と比較した握力は平均97％であった．【結論】本法は特別
な器具や器械を必要とせず，簡便で，低侵襲であり，早期から自動運動を開始できる利点があ
る．経皮的な操作で整復が可能で，鋼線の刺入で整復位の保持ができれば，PIP関節の掌側脱臼
骨折に対する経皮ピンニング法は有用な手術方法の一つといえる．
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PIP関節背側脱臼骨折に対するミニプレート固定手術
Mini plate fixation for the treatment of PIP joint fracture dislocations

○岡崎 真人1, 田崎 憲一1, 西脇 正夫2, 谷野 善彦3

1荻窪病院　整形外科, 2川崎市立川崎病院　整形外科, 3藤井外科胃腸科・整形外科

【はじめに】近年ミニプレートによる指節骨の関節近傍骨折の治療報告が散見される。当院で
もPIP関節脱臼骨折に対して2012年7月から本治療法を導入し、昨年の本学会でその有用性につ
いて報告した。今回は本法の治療成績に影響を与える因子も含めて検討した。
【材料および方法】PIP関節背側脱臼骨折に対してミニプレート固定した20症例のうち、抄録作
成時に術後2カ月未満の症例を除いた（発表時にはこれらも加えた結果を呈示したい）15症例15
指について前向きに調査した。手術時年齢14～56歳（平均35歳）、術後経過観察期間は86～373
日（平均203日）だった。陥没骨片を有する症例は9例だった。受傷から手術までの期間が3週以
上経過した2症例のうち1例では創外固定を併用した。
【結果】術後6週での自動PIP関節屈曲は35～100°（平均75°）だった。最終経過観察時の自動
PIP関節屈曲57～110°（平均91°）、伸展-30～+10°（平均-6°）で、握力健側比68～122％
（平均94％）だった。小指例、受傷から手術まで3週以上経過した例は可動域回復が不良だっ
た。陥没骨片が存在しても結果に影響なかった。
【考察】従来から行われてきたピンニングや創外固定での治療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が存在した。本術式は体外に露出す
る固定材が無く、術後早期にADL復帰が可能であり、可動域回復も良好だった。小指はサイズが
小さいこと、筋力が劣ることが結果に影響したものと思われた。陳旧例は症例数が少なく、術
式の工夫で成績が向上するのか、さらなる検討が必要である。
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陥没骨片を伴ったPIP関節背側脱臼骨折に対する側方アプローチ：
動的創外固定と牽引ギプス固定の比較

Lateral approach for fracture dislocation of proximal interphalangeal joint accompanied with the

depressed fragment: Comparison of dynamic external fixation with cast immobilization with traction

○矢崎 尚哉1, 矢島 弘毅2, 木野 義武2, 渡邉 健太郎2

1静岡済生会総合病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

2名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

【目的】1987年に木野らが報告したように，陥没骨片を伴ったPIP関節背側脱臼骨折に対して当
院では側方アプローチによる観血的整復術を行ってきた．2009年までは牽引を加えたギプス固
定を行い，3週後からPIP関節の運動を行っていた．2009年以降は動的創外固定を使用して早期
運動を行った．後療法による術後成績を検討した．【方法】1998年から2011年の14年間に当院
で観血的治療を行った陥没骨片を伴った軸圧型PIP関節背側脱臼骨折19例20指を対象とした．側
方アプローチにより側副靱帯を基節骨側付着部から切離して関節を展開した．関節面を整復し
自家骨移植を行い鋼線で固定した．側副靱帯の縫合は12指にプルアウト法を行い，8指にはアン
カーを使用した．その後，10指は中節骨に挿入した鋼線とギプスに装着した鋼線との間をゴム
で牽引した（以下，牽引ギプス群）．それ以外の10指に動的創外固定を追加した（以下，創外
固定群）．創外固定の内訳はpin and rubber traction 2指，Compass PIP Hinge 2指，DDA II
6指であった．【結果】PIP関節の屈曲は牽引ギプス群60～105°（平均91°），創外固定群95～
105°（平均100°）．伸展は牽引ギプス群-40～0°（平均-13°），創外固定群-35～0°（平均
-11°）．DIP関節の屈曲は牽引ギプス群6～85°（平均58°），創外固定群40～84°（平均
62°）．伸展は牽引ギプス群-30～0°（平均-6°），創外固定群-5～0°（平均-
0.5°）．【考察】PIP関節屈曲は牽引ギプス群に成績不良例が2指あったが，創外固定群は全例
が95度以上で良好だった．PIP関節伸展は両群ともに良好とは言えず，半数の症例に10°以上の
伸展制限を残した．動的創外固定を使用することにより，PIP関節屈曲は満足すべき結果が得ら
れたが，半数の例にPIP関節伸展制限が残り，今後改善が必要と考えられた．
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PIP関節脱臼骨折におけるDDA創外固定器の問題点
Postoperative finger deformity with DDA external fixation in PIP joint fracture-dislocation

○木村 和正1, 佐野 和史2, 増田 陽子2, 橋本 智久2

大関 覚2

1越谷誠和病院　整形外科, 2獨協医大越谷病院　整形外科

【はじめに】DDA創外固定は輪ゴムでPIP関節に牽引力を加える事で整復と固定性が得られ、そ
の一方で術後IP関節の可動性が期待出来る事が大きな特徴である。今回PIP関節脱臼骨折に対す
る本法の治療成績とその使用における問題点を報告する。
【対象・方法】対象は関節面の30％以上の骨折のうち陥没骨片を有するPIP関節脱臼骨折症例で
DDA創外固定単独で治療を行なった11例、平均年齢36歳。受傷から手術までの期間は平均
5.4日、平均創外固定装着期間は5.6週だった。手術は牽引徒手整復操作後に関節面陥没転位遺
残する場合にはHintringer法を追加し、DDA創外固定のみを装着した。もし整復位が不良であっ
た場合には観血的関節整復を考慮した。IP関節可動域、Strickland法に準じた臨床成績評価、
合併症などについて調査した。平均経過観察期間は12か月。
【結果】平均PIP伸展-1°屈曲96°,  平均DIP伸展-4°屈曲79°。臨床成績評価は
excellent10例、fair1例。合併症は5例にスワンネック変形を生じていた。整復pinの刺入を要
した6例中4例が中節骨近位骨幹端部に刺入され、その4例全例でスワンネック変形を呈してい
た。掌側骨片が陥没遺残した1例はPIP屈曲拘縮を生じた。
【まとめ】今回整復pinの中節骨近位刺入例ではスワンネック変形を認めたが、至適pin刺入部
位はPIP関節回転中心に刺入される近位pin以外明らかではない。スワンネック変形を回避する
ための注意点はPIP関節過伸展を来すような過牽引に注意する事や創外固定抜去後のPIP過伸展
に応じたスプリント装着、MP屈曲下の早期DIP関節可動域訓練からFDP腱・側索の癒着を回避す
る事等が肝要と思われる。また明らかな関節面転位残存例は関節可動性に影響しOA進行も危惧
されるため必要に応じて確実な観血的整復が望まれる。
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指関節牽引可能な可動式創外固定器を併用した骨軟骨移植による指
関節形成術

Finger joint plasty using osteochondral graft with joint traction mechanism type hinge external fixator

○五谷 寛之1,2, 田中 祥貴1, 宮下 昌大1, 佐々木 康介1,2

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先端医工学

　（はじめに）演者らは手指関節の関節面が欠損あるいは高度に粉砕された症例の治療法とし
て、指用可動式創外固定器を併用した骨軟骨移植による手指関節再建を行っている。関節牽引
下可動式創外固定器併用骨軟骨移植術の臨床的な意義を述べるとともに、実施上の注意点につ
いても考察する。 (症例および方法)骨軟骨移植と可動式創外固定併用例（Compass PIP hinge,
　Global hinge　fixator(Ilizarov mini創外固定器をベースとする本邦発の新しい創外固定
器), Suzuki type fixator）は PIP関節で15指、両側関節面置換例4例、片側以上置換7例、片
側1/2以下を置換例4例であった(陳旧性骨折、再接着指含む)。全置換、片側置換による関節形
成例は肋骨肋軟骨移行部、その他は有頭骨等手根、足根骨（外側楔状骨）より採取した。MP関
節は3例4指に施行、１指が両側置換である。年齢は15-61（平均40）歳,　追跡期間は 5-135か
月であった。（結果）骨癒合は全例に得られ、最終成績はMP関節で自動ROMが平均56度、PIP関
節で平均62.3度であった。側方動揺性は認めなかった。術前20度以上の軸偏位を呈した陳旧症
例では5度の軸偏位が残存した。移植骨採取部に特別な愁訴の残存はなかった。なおPIPへの肋
骨肋軟骨移植術後12年経過例を発表内に含み、本邦においての最長期経過観察例と考えられ
る。（考察）指関節の骨軟骨欠損に可動式指用創外固定器併用法には２つの利点がある。すな
わち、手術前に関節牽引下にスペースを保持しながら可動域訓練を行なう事、骨軟骨移植後の
二期的再建後に過牽引下にリハビリを行う事の２つである。特に術前のROM訓練は骨欠損がある
際には創外固定なしでは困難であり、大きな利点がある。また、骨軟骨移植前に関節周囲軟部
組織を修復することが移植後のリハビリテーションを行うために必要である。
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陳旧性PIP関節脱臼骨折に対する治療成績の検討
Surgical Treatment for Chronic Fracture-dislocation of the PIP Joint

○佐藤 和毅, 岩本 卓士, 鈴木 拓, 増田 秀輔
越智 健介

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

【目的】PIP関節脱臼骨折は、適切な初期治療が行われずに陳旧例となり、治療に難渋すること
は少なくない。治療成績に影響をあたえる因子、治療における問題点を明らかにする目的で、
当院で治療を行った陳旧性PIP関節脱臼骨折症例について検討した。
【対象】1998-2014年に治療を行った41例41関節を対象とした。内訳は、男性34例、女性7例、
年齢は14-72(平均33)歳、右25例、左16例、示指11例、中指5例、環指14例、小指11例であっ
た。受傷から手術までの期間は6週間から19ヵ月(平均5.6ヵ月)、受傷型は背側38例、掌側2例、
その他1例であった。施行手術は矯正骨切り術27例、骨軟骨移植による関節形成術13例、人工関
節置換術1例で、矯正骨切り術27例中9例、関節形成術13例全例に牽引型創外固定器を装着し
た。術後経過観察期間は6-72(平均18)ヵ月であった。
【結果】関節形成術、人工関節置換術は関節面損傷が高度な例や手術までの期間が長い例に行
われる傾向があった。術前/最終診察時の平均PIP関節可動域は矯正骨切り術群19.2度/73.0度、
関節形成術群5.9度/65.8度、平均獲得可動域は各々53.8度、59.9度であった。人工関節置換術
例は術前可動域25度が最終診察時70度に改善した。矯正骨切り術群では、術前可動域不良例、
関節面の陥没を有する例、創外固定器非装着例の獲得可動域が不良であった。一方で、術前ま
での期間と獲得可動域の間に明らかな相関は見られなかった。術後経過中に関節裂隙狭小化を
認める例があったが、疼痛や可動域の悪化はなかった。
【結論】いずれの術式も可動域は良好に改善し、有用な治療法と考えられた。関節軟骨損傷が
高度な例に対しては関節形成術や人工関置換術が選択肢になり得る。
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陳旧性屈筋腱損傷に対する滑膜内腱移植術の経験
Flexor tendon grafting to the hand using the intrasynovial donor tendon

○大井 宏之1, 内山 茂晴2, 神田 俊浩1, 向田 雅司1

加藤 博之2

1聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

2信州大学　医学部　運動機能学教室

【目的】第57回の本会で陳旧性屈筋腱断裂に対して足趾屈筋腱による滑膜内腱移植を報告し
た。滑膜内腱移植は滑膜外腱移植と比べて優れているという実験的な報告は多いが臨床報告は
少なく、滑膜内腱移植を行っている2施設での結果について報告する。【対象・方法】2011～
2013年までの症例は7例7指であった。年齢は平均40歳（22-59）、女性1例以外は男性であっ
た。腱移植は外傷後平均7.6か月（6-12）で行われ、腱移植後5例は早期自動屈伸訓練
（EAM）、2例が早期他動屈曲自動伸展訓練（EPM）を行った。評価法は日手会の%TAMと％術後達
成度（術後TAM/術前TPM）を用いた。【結果】1例が術後3週で感染を起こし再断裂した。感染沈
静後再腱移植（再断裂後7か月）を行った。再腱移植時に断裂した移植腱は正常の腱に近い性状
であり、癒着も少なかった。2例のEPMで腱剥離術を要したが、腱剥離時の移植腱の状態はこち
らも正常の腱に近い性状であった。なお5指のEAMは腱剥離不要であった。最終結果は%TAMが平
均89% (78-98)、％術後達成が平均85% (63-100)であった。5指が優か良であった。【考察】腱
移植に滑膜内腱移植が生物学的にも生体力学的にも有利であるという実験結果の報告や、早期
運動下でも滑膜外腱移植と比べ滑膜内腱移植の方が癒着など少なく関節可動域も良いという報
告はあるが、臨床報告は少ない。今回の感染例の再移植時に断裂した移植腱の状態や腱剥離の
状態をみると、移植腱は正常の腱様に見えたり癒着が少なくかったりした。今回EPMのみ腱剥離
を要したが、これはEPMでは腱縫合部の近位への滑走が十分でない可能性もあるためかともと思
われた。
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国際分類zone II遠位での手指屈筋腱損傷に対してA4滑車切除と早期
自動運動療法を施行した症例の検討

Evaluation of Flexor Tendon Repair with Excision of A4 Pulley and Early Active Mobilization in Distal

Zone II

○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】浅指屈筋(FDS)腱と深指屈筋腱が一緒に走行する国際分類zone II損傷の中には、時に
A4滑車への処置が必要になる場合がある。今回、zone II遠位の新鮮手指屈筋腱損傷に対してA4
滑車の切除と早期自動動療法(EAM)を施行した症例について調査した。【対象と方法】1993-
2014年の22年間に吉津1法による腱縫合後にEAMを施行したzone II手指屈筋腱損傷83例97指
中、A4滑車を完全に切除した15例22指を対象とした。男性11例13指、女性4例9指、手術時年齢
は20-50(平均34)歳、損傷指は示指4指、中指6指、環指5指、小指7指であった。指神経損傷は7
指に認められ、術前状態が良好なものは9例、不良は6例であった。FDS腱損傷は16指でみられ、
全て腱交差部遠位での断裂であった。このうち、切除と放置が5指ずつあり、6指で津下法また
は8字縫合による修復が行われていた。A4～C2滑車の切除が12指、A4～A3滑車の切除が9指、残
りの1指はA4～C1腱鞘まで一旦切除されたが、最終的にC1腱鞘を再建した。全例、背側シーネ下
に術翌日からKleinert変法と自動屈伸運動を組み合わせたEAMを施行した。経過観察期間は12-
58(平均28)週であった。以上の対象に対して、術後合併症ならびに総自動運動域(TAM)と
Strickland評価を調査した。【結果】再断裂や腱浮き上がり現象はなかったが、腱剥離術を
2例、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様症状を2例に認め
た。最終診察時のTAMは143-278(平均233)°であり、Strickland評価は優13指、良7指、可と不
可が1指ずつであった。【考察】少なくともC1滑車が温存できれば、A4 滑車切除がTAMや腱浮き
上がり現象に及ぼす影響はほとんどない。FDS腱交差部遠位での屈筋腱損傷ではA4滑車の切除が
必要となりかねないため、展開時のC1滑車開放には十分な配慮が必要と考える。
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屈筋腱引き抜きを伴った手部外傷に対して行った腱移行術-指引き抜
き切断を中心にー

Tendon transfer for reconstruction of avulsed flexors in hand injuries-Treatment of finger avulsion

injuries-

○五谷 寛之1, 田中 　祥貴1, 矢野 公一1, 佐々木 康介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先端医工学

（はじめに）　手指屈筋腱の引き抜きを伴う手部デグロービング損傷や手指切断において再接
着の技術は向上しているが、機能再建、特に手指屈筋腱の再建は重度の軟部組織損傷の故に困
難を伴う事が多い。我々は再建に隣接指の屈筋腱等を腱移行に用いておりその成績について報
告する。（対象及び方法）症例は7例9指で年齢は51から65（平均57.3）歳であった。前腕の完
全切断1例、手関節部での引き抜き損傷1例、指の引き抜き5例であり、症例の内訳は小指のFDP
に環指のFDSを手関節部で移行した症例３指、小指のFDPと環指のFDPを縫合したもの2指、手関
節部でのデグロービングでFCUを環指と小指のFDPに分割して移行した2指、前腕の完全切断に対
して中指のFDSをAPBと示指のFDSに同時移行した2指であった。初回手術時に腱移行を行った症
例は5指であり、二期的に腱移行を施行した例は4指であった。二期的腱移行の時期は再接着21
日めの症例から２年経過後に施行した例まであった。さらに腱剥離を要した症例は4指であっ
た。初回再接着時には全例に静脈移植及び植皮を併用していた。また、初回に腱移行を試みた
症例で壊死になった症例はなかった。術後評価はChenの分類によって行った。（結果）最終観
察時にGrade１が1例2指、Grade2が３指、Grade3が4指であり、Grade4はなかった。再接着は初
回手術のみで生着したが、局所皮弁追加例が3例、伸筋腱剥離追加３例であった。（考察とまと
め）手指屈筋腱の引き抜きを伴う手部のデグロービング損傷や手指切断はマイクロサージャリ
ーの発展に伴い高率に組織が生着するようになってきた。しかし、生着を目指すのみでなく、
ピンチや把持機能の再建が重要である。この観点から、皮膚や周囲組織の状態により腱剥離が
必要な症例はあるが、隣接する腱からの手指屈筋腱への腱移行は有用である。
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屈筋腱損傷修復後（zone2）に対する早期自動運動法の成績
Results of Early Active Mobilization after Flexor Tendon (zone2) Repair

○奥村 修也1, 大井 宏之2, 神田 俊浩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

屈筋腱損傷修復後に早期自動運動法（EAM）を導入して20年を経たので、成績と留意点について
報告する。【方法：EAM】術後1日より背側伸展制限スプリント（DEBS）を装着し、手指の自動
運動および他動屈曲保持訓練を開始する。自動屈曲が不十分な場合はKleinert改良法に準じゴ
ム牽引を行う。またIP関節の自動伸展が不十分な場合は、MP関節の屈曲角度を増すためのスプ
リントを挿入しIP関節の伸展を容易にする。3週からは、DEBSをリハビリ室の訓練時のみ外し自
動運動を開始する。4週からは装具を用いてIP関節の軽度な他動伸展を実施し、6週からは遺残
する屈曲拘縮に対し他動矯正と自動屈曲増加のためにblocking ex.を追加、12週からは抵抗運
動を許可しADLの制限を解除する。重労働については6ヵ月までに段階的に許可をしてい
る。【対象】1994年3月から2014年4月までに、zone2の新鮮一次修復した25手31指である。内訳
は、男性18名・女性7名、平均年齢30.9歳、示指9指・中指8指・環指5指・小指9指であっ
た。【結果】成績（％TAM法）は、優23指・良8指であった。全症例では平均94.0％、伸展制限
は平均10.0°・屈曲制限は平均5.0°、優では97.9％・良は 82.7％、優の伸展制限は平均3.0°
・屈曲制限は平均2.1°  、良の伸展制限は平均3１.8°・屈曲制限は平均12.1°であっ
た。【考察】EAMの利点はKleinert法などの他動屈曲自動伸展法に比べ近位滑走を得られ、腱滑
走距離が大きいところである。そのためEAMでは自動屈曲が重視されがちであるが、我々は成績
の不良化には伸展制限の影響が大きいと考え、予防的に早期よりIP関節伸展を念頭におきスプ
リントなども導入してきた。伸展を大きく得ることと、最大伸展位からの自動屈曲で腱の滑走
を大きく得ることで、修復腱の滑走障害と伸展制限の抑制に効果をあげていると考えられた。
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Zone II屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法　-治療成績に影響を与
える因子の検討-

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

the hand.

○金城 養典1, 高松 聖仁2, 鈴木　 啓介2, 福田 誠3

日高 典昭3

1清恵会病院手外科マイクロサージャリーセンター, 2淀川キリスト教病院整形外科

3大阪市立総合医療センター

【目的】
早期自動運動療法の導入によりZone II屈筋腱損傷の治療成績は飛躍的に向上したが，全ての症
例がStrickland評価の優ではない．治療成績に影響を与える因子について検討を行ったので報
告する．
【対象と方法】
母指を除くzone II屈筋腱損傷に対して6-strand腱縫合および早期自動運動療法を行った28例30
指を対象とした．性別は男性20例，女性8例，受傷時平均年齢は35歳，平均経過観察期間は7か
月で，受傷指は小指13指，環指7指，示指7指，中指3指であった．鋭利損傷が30指，鈍的損傷が
2指，損傷腱は，浅指屈筋(FDS)腱・深指屈筋(FDP)腱両腱が14指，FDP腱単独が16指であった．
受傷から手術までの期間は，平均8（0-40）日であった．機能評価はStricklandの評価基準を用
い，治療成績に与える因子について統計学的解析を行った．
【結果】
屈曲不全を呈した症例に対して追加の腱剥離術を2指に行った後の最終評価では，優 23指
（77%），良 7指であった．再断裂，感染やCRPSなどの重篤な合併症はなかった．年齢・受傷か
ら手術までの期間・FDS損傷の有無・受傷指・入院期間のいずれも最終成績と関連はなかった
が，術後4週時点での指節関節の屈曲拘縮の程度と最終成績に相関を認めた（R=  0.42,
p＜0.05）．
【考察】
Zone II屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法は，7割で優が獲得されており，比較的良好な成
績であった．術後の屈曲拘縮の発生とその程度が最終成績に影響しており，この原因を解析
し，より伸展を意識した後療法が治療成績の向上に重要であると考えられた．
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手指MP関節伸筋腱脱臼の手術療法の経験
Operative treatment for extensor tendon dislocation of metacarpophalangeal joint of fingers

○西浦 康正1, 原 友紀2, 神山 翔3, 村井 伸司2, 井汲 彰2

1筑波大学附属病院　土浦市地域臨床教育ステーション

2筑波大学医学医療系整形外科, 3キッコーマン総合病院整形外科

＜目的＞手指MP関節伸筋腱脱臼には、手術療法が必要な症例があり、いくつかの方法が報告さ
れている。今回、我々が行ってきた手術法とその成績について報告する。
＜症例と方法＞症例は、2005年7月から2014年7月まで手術治療した手指MP関節伸筋腱脱臼11例
12手20指である。症例の内訳は、男性3例・女性8例、手術時年齢は、平均51.0（27～79）歳、
病型は、特発性5例、関節リウマチ2例、SLE1例、外傷性3例（遅発発症1例、開放・陳旧1例、閉
鎖性・陳旧1例）であった。罹患側は、右手4例、左手6例、両手1例であり、罹患指は、示指
1例、中指2例、環指1例、小指2例、中環指2例、中小指1例、環小指1例、中環小指1例2手であ
り、全例尺側への脱臼であった。手術法：局所麻酔下に手術を行った。外傷性・陳旧の2例は、
損傷部の新鮮化と縫合で対処できた。1例では尺側腱間結合の切離のみ行った。他の8例では、
尺側の緊張をゆるめるため腱間結合の切離または矢状索を切開する必要があり、その上で橈側
矢状索の縫縮を行った。自動運動で緊張を確認し、必要に応じ半裁した腱間結合を反転させ補
強した。後療法は、術後、掌側にギプスシーネを当て、MP関節の屈曲を制限し、IP関節の運動
を許可した。2週でシーネを除去した。評価：術後4か月以上経過観察時に、再脱臼の有無、疼
痛の有無、MP関節の可動域（健側比）について調べた。
＜結果＞再脱臼はなく、全例で疼痛は消失していた。可動域は全例100％であった。
＜考察＞本疾患の病態には、variationがある。われわれは、手術の際、矢状索の尺側の緊張を
ゆるめ橈側を縫縮することを基本にし、必要に応じ伸筋支帯の一部を用いて補強するなどの工
夫を加えたが、その結果は良好であった。伸筋腱が屈伸時にMP関節中央で安定化することを自
動運動で確認することが重要と考えられた。
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自衛隊による国際貢献活動と災害派遣

○川口 雅久

防衛省陸上幕僚監部衛生部

近年、国内外における自衛隊の役割はより一層多様化している。
自然災害が多い我が国において、災害救助活動は自衛隊にとって重要な任務の一つであり、古
くは1959年の伊勢湾台風に対する救助活動が実施された。近年では、記憶に新しい御嶽山にお
ける噴火災害、東日本大震災における大規模震災および原子力災害、そして高病原性鳥インフ
ルエンザや口蹄疫への対応等、内容的にも多岐にわたる任務の遂行が求められてきている。
　自衛隊の災害派遣は、原則的に都道府県知事からの要請に基づき、自衛隊法の下に様々な活
動が実施される。この際、「公共性」「緊急性」「非代替性」の３つの基本原則に沿って行わ
れる。また、行動としては大きく「災害派遣」「地震防災派遣」「原子力災害派遣」などを定
めている。これを基に各種災害の発生時に、地方公共団体や関係諸機関等と連携・協力し、被
災者の捜索・救助、医療・患者搬送、防疫、給水、人員の輸送といった活動を実施する。
一方、国際平和協力法、国際緊急援助隊法及び各種特別措置法等に基づき、海外における活動
にも積極的に取り組んでおり、これまでに全て合わせると20以上のミッションに参加してき
た。
国際平和協力活動とは、国際的な安全保障環境を改善するために国際社会が協力して行う活動
をいう。現在までに、国連平和維持活動（いわゆるＰＫＯ）への協力をはじめとする国際平和
協力業務（イラク人道復興支援活動やソマリア沖・アデン湾における海賊対処活動等）や海外
の大規模な災害に対応する国際緊急援助活動（フィリピン国際緊急援助活動、スマトラ沖大規
模地震及びインド洋津波における国際緊急援助活動等）などを行ってきた。
海外における災害に関しては、特に開発途上地域に於いて大規模な災害が発生又はその恐れが
あり、被災国の政府等からの要請があった場合、外務大臣と防衛大臣の協議に基づいて自衛隊
は国際緊急援助活動を実施する。自衛隊は、緊急援助活動としての医療活動、輸送活動、給水
活動などの協力を行うことができるが、具体的にどのような活動を行うかについては、個々の
災害の規模や態様、被災国政府または国際機関からの要請内容など、その時々の状況により判
断される。
背景が多様で様態が複雑・多彩な事態が世界各地で生起しており、テロ、海洋の安全保障、自
然災害への対処といったいわゆる「非伝統的」な安全保障分野については多国間協力の重要性
がますます高まっている。さらに、大規模災害や感染症の流行に対しても迅速な対応が国際社
会に対して求められてきている。災害に関する活動の主体はあくまで文民であるが、迅速かつ
大規模で自己完結性を保持する各国軍等との連携が重要となる場合も少なくない。こうしたい
わゆる民軍協力への関心は国際的にも高まっている。
今回、これまで自衛隊が実施してきた国際貢献活動や国内での災害派遣等について、日本手外
科学会員たる自衛隊医官が参加したミッションを中心に紹介させていただく。自衛隊の活動内
容や課題をご理解いただくことにより、関係自治体や諸機関、各種医療機関等との連携がさら
に進み、より有効な救助・支援等が可能となることの一助となれば幸甚である。
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The management of Vascular anomalies of the upper limb

○Hiroshi Nishikawa (西川 洋), MB BChir, MA, MD, FRCS(Plast)

Consultant Craniofacial and Plastic Reconstructive Surgeon,

Birmingham Children’s Hospital, UK

Vascular anomalies have been classified by Muliken and Enrolas according to the type
of abnormal blood vessel that it contains. The most common anomaly affecting the
upper limb are haemangiomas and congential vascular tumours, which eventually
regress. The other main groups affecting the upper limb are vascular malformations.
The majority of these are low flow lesions of which venous malformations and
lymphatic malformations comprise the majority. Rarely high flow lesions affect the
upper limb and these are mostly congenital arterio-venous malformations (AVM). This
paper concerns the management of these lesions based on experience over the last 15
years at the Birmingham Children’s Hospital UK. There has been a switch away from
surgery to interventional radiology for the first line treatment in the form of
sclerotherapy.  Laser continues to be used for capillary malformations (port wine
stains). The techniques of both sclerotherapy and surgery are explained including the
types of injectable materials used and the role and timing of surgery. The
difficulties of treating high flow lesions such as AVMs, is also discussed.  The
experience with embolisation with Onyx®, for AVMs in combination with surgery is
presented. The need for combined, multi-disciplinary approach in the management of
vascular malformations is stressed.
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Nerve injury, the dying neurons and the frustrating nerve gap

○Mikael Wiberg, MD, PhD

Professor, Dept of Hand and Plastic Surgery, Umeå University Hospital, Sweden

Functional recovery after peripheral nerve injury is limited by many factors related to the biology of the
nervous system, including the extent of nerve cell survival after the injury, the rate and quality of axonal
outgrowth, the orientation and specificity in growth of regenerating axons, production of scar molecules
and the survival and state of the end organs.  We are investigating the biological reactions which impede
regeneration with the goal to develop novel therapies to increase neuronal survival and reduce target
organ atrophy. Using experimental in vivo peripheral nerve injury models we have characterised the time
course of neuronal cell death and we have also studied this after upper limb nerve injury in patients. We
are investigating the apoptotic signalling mechanisms which lead to the cell death and elucidating the role
of microRNAs, important post transcriptional regulators, in controlling how these processes are activated
or repressed.  We have shown that antioxidant drugs such as N-acetyl-cysteine provide significant
neuroprotection after nerve trauma.

Clinical treatment of extensive peripheral nerve injuries involves bridging the defect with a nerve
autograft taken from elsewhere in the body. This helps to guide some of the regenerating nerve axons
across the gap and towards the distal target organs. However, even in this “best case scenario”,
functional recuperation of muscle movement and skin sensitivity is very often poor. This loss of function
and the added morbidity for the patient due to the need to retrieve a nerve for the graft is far from ideal
and has prompted the search for alternative approaches.  We are combining cells and biomaterials to
create artificial nerve repair conduits within which the regrowing axons are directed by path-finding cues
and stimulating molecules. Adult stem cells can be isolated from various sources including fat, bone
marrow and dental tissues. We are investigating the neurotrophic, angiogenic and immunomodulatory
activities of these cells to find the best cell types to treat nerve injuries. We have shown that these stem
cells can be stimulated to become like glial cells which help repair the damaged peripheral neurons. When
the stem cells are transplanted within the nerve repair conduits they promote axon regeneration, enhance
remyelination and increase proximal neuron cell survival.

The timing of surgery is another factor influencing the extent of recovery but it is not yet clearly defined
how long a delay may be tolerated before repair becomes futile. In experimental systems we have shown
a dramatic decline in the number of regenerating neurons and myelinated axons found in the distal nerve
stump when repair is made more than one month after injury. There is also a significant decline in
Schwann cells accompanied by a progressive increase in fibrotic and proteoglycan scar markers in the
distal nerve with increased delayed repair time. Muscle atrophy is also significantly increased with any
delay in nerve repair suggesting the distal stump reactions also play a significant role in impeding
functional recoveries. Our current research is therefore also focussing on targeting the distal stump, in
addition to finding new ways to increase neuronal survival.
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橈骨遠位端骨折治療の最近の話題～「守・破・離」を踏まえて～

○善家 雄吉 , 酒井 昭典

産業医科大学 整形外科学

「守・破・離」に則って、最近の橈骨遠位端骨折の話題につき検討した。
「守」とは師の教えを忠実に守り、それから外れることのないように精進して身につけるこ
と。「破」とは今まで学んで身につけた教えから一歩進めて他流の教え・技を取り入れること
を心がけ、師から教えられたものにこだわらず、更に心と技を発展させること。「離」とは破
からさらに修行して、守にとらわれず破も意識せず、新しい世界を拓き、独自のものを生み出
すこと。という意味である。
「守」：橈骨遠位端骨折治療の基本は保存治療であり、多くの先人達が偉業を残してこられ
た。保存治療の限界が熱心に議論されてきた時代から考えると、近年、その使用が飛躍的に増
加している掌側ロッキングプレートに関しては、その適応が医師主導のもと安易に拡大されて
はいないだろうか？その明確な適応や標準的手術手技について検討していきたい。そして、保
存治療について今一度再考する必要があると考えている。
「破」：橈骨遠位端骨折治療後の手関節尺側部痛については、以前より多くの報告がなされて
いるが、いまだに定まった見解がない。過去に我々は尺骨茎状突起骨折の有無・骨折部位が尺
側部痛の発生に影響を与えないという報告をした。同部の疼痛の主因は骨性要素以外が問題点
であると考えるが、詳細は明らかではない。手関節鏡の有用性と将来の展望を踏まえて私見で
あるが述べさせて頂く。
「離」：新たな手技や考え方は身近なものから生まれたり、他分野からの応用で得られること
も多い。我々のオリジナルではないが、2012年に久能らが報告した「Dual  window
approach」は、橈骨遠位端骨折の尺骨遠位端骨折合併例や掌尺側骨片の正確な整復を行う際に
とりわけ有用なアプローチであり、当科でも症例を選びつつ好んで使用しているため、その代
表症例を供覧する。

S26



1-2-LS1-2

現代の日本社会における橈骨遠位端骨折治療のあり方

○内藤 聖人

順天堂大学附属順天堂医院 整形外科

Common injuryの一つとされる橈骨遠位端骨折の治療には手外科医のみならず、多くの整形外科
医が当たる。しかしながら、近年の本学会プログラムにおいて「橈骨遠位端骨折」を取り上げ
たセッションは多くの割合を占めており、手外科医または手外科医を志す医師が本骨折の治療
に積極的に介入すべきであると我々は考えている。
多くの医療施設・医師にとって橈骨遠位端骨折に対する治療の第一選択は保存治療である。し
かしながら、掌側ロッキングプレートの開発により、本骨折治療は劇的な変化を遂げた。今や
保存治療は手術治療と比べ難易度が高く、外科医にとって“手間”がかかる治療となってい
る。また、良質な保存治療の継承を行っている施設数は減少しているのではないだろうか。さ
らに、高齢者の本骨折患者に対する治療中の家族を含めた周囲の支援は手薄になる一方であ
り、また早期社会復帰を目指す青壮年患者も数週間の手関節ギプス固定を受け入れられない場
合が多い。
このような背景から2015年現在、橈骨遠位端骨折に対する治療の第一選択は掌側ロッキングプ
レートによる手術治療とする施設は増加していると考える。我々の施設においても同様の傾向
があり、高齢者・活動性の高い働き盛りである青壮年期患者の治療にあたる上で重要なこと
は、「いかに早く受傷前の日常生活レベル・社会復帰ができるか」であると考えている。掌側
ロッキングプレートによる手術治療は良好な短期成績が期待され、積極的な手術加療は現代の
社会背景に適しているかもしれない。
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From Debates to Conclusion in Peripheral Nerve Injury and Reconstruction

○David Chwei-Chin Chuang, M.D

Professor, Taipei-Linkou Chang Gung Memorial Hospital, Chang Gung University, Taiwan

I have obtained my microsurgical careers since 1982 . I become a peripheral nerve reconstructive
microsurgeon after my training with four inspirited teachers: Prof. Julia K Terzis (USA), Prof. H Millesi
(Austria), Prof. A Narakas (Switzerland) and Prof. Toru Kondo (Japan). I have performed numerous
reconstructions related to peripheral nerve injuries, including adult brachial plexus injuries (more than
1800 cases ), obstetrical brachial plexus palsy (more than 500 cases, including infant OBPP and Child
OBPP ), facial paralysis (> 350 cases), functioning free muscle transplantation (near 1000 cases),
compression neuropathy (thoracic outlet syndrome, cubital tunnel syndrome, carpal tunnel syndrome, and
others), and other numerous peripheral nerve injuries and reconstructions. I also performed numerous
searches on peripheral nerve especially on nerve transfers.

There are many debates but few conclusion or answers on peripheral nerves reconstruction. I am today
trying to make some conclusion related to peripheral nerve debates from my person point of views,
including 1. Classification of degree of nerve injury, 2. Classification of traction avulsion amputation of
limbs and reconstruction, 3. Surgical treatment of thoracic outlet syndrome, 4. Surgical treatment of
cubital tunnel syndrome, 5. Classification of level of brachial plexus injury, 6. Proximal-to-distal vs distal
-to-proximal in priority reconstruction in brachial plexus injury; 7. Nerve transfer. in BPI, 8. Choice of
neurotizer (CFNG vs spinal accessory nerve vs masseter nerve) for facial paralysis reconstruction, 9.
Postparetic facial synkinesis treatment, 10. Evaluation system to evaluate functional result after free
muscle transplantation.
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管楽器奏者の手の問題
Hand Problems in Wind Instrument Players

○有野 浩司, 根本 孝一, 尼子 雅敏

防衛医科大学校 整形外科学講座

日本の管楽器奏者は吹奏楽団が中学から高等学校、大学、社会人と多く存在し、また管弦楽
団、個人演奏家なども合わせて案外多く存在する。管楽器は一部の大きな楽器などを除いて、
手だけで持ったまま演奏するため手で楽器の重量を支えたままキーを操作する必要がある。木
管楽器ではほぼ全ての指がキーやホールを操作し、楽器の重量を支え、バランスを保つことに
寄与している。
軽い楽器でも長時間演奏するため、一部の指に楽器を支える負担が集中すると障害が生じる。
　吹奏楽団の管楽器奏者に行ったアンケートでは症状を有するものは約半数であり、金管楽器
よりも木管楽器に症状を有するものの割合が高かった。症状は上肢に多く上肢の中では指に多
かった。指は母指・小指に多かった。クラリネットなどのリード楽器での右母指の疼痛は常時
楽器を支えるために生じ頻度も高かった。
　管楽器奏者の障害に対する治療は、通常の治療だけでなく楽器、姿勢、精神的なことまで視
野に入れて行う必要がある。患者に楽器を演奏時のように持たせて診察するのも有用である。
　治療法には薬物療法、装具療法、手術療法の他に楽器、演奏法の調整がある。装具は形と材
質に注意し、楽器に触れる部分の皮膚を覆わないように工夫する。
　手術は音楽家全般に対して慎重であるべきと思われる。外傷で手術適応の場合は皮膚切開部
位が楽器に触れない位置にする。手術以外の治療法を十分に行い、必要な時に手術を行うが、
演奏の感覚などに対する術者の理解には限界がある。
　演奏の指使いが日常生活の指の動作と異なるために手術を希望することもある。手術を行う
ことの長所・短所をを十分説明し、低侵襲で、手術による障害が最小になるように計画する。
　管楽器奏者の治療は楽器と奏者のいわゆるインターフェースのミスマッチを楽器、演奏法の
修正をしながら保存的に治療するのが基本を思われる。
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弦楽器奏者の障害に対処するためのヒント
A cue for solution of musculoskeletal problems of instrumental musicians

○大江 隆史

名戸ヶ谷病院　整形外科

本発表では弦楽器になじみのない医師が弦楽器奏者の診療を行うために必要な知識を示し、そ
の診療に貢献したい。弦楽器が他の楽器と違う点は、第一に奏者が音高を決めなければならな
い点である。奏者は左手で弦をおさえて振動する弦の長さを決めて音高を決める。第２に弦と
弓との関係で、音色を変える点である。すなわち弦のどの位置にどれくらい傾け弓を接触させ
るかを決めなければならない。鍵盤楽器でドレミと弾く場合は指で３つの鍵盤を順に押せばよ
いが、弦楽器でドレミと弾く場合はまず左手の指でドの音の高さを決めて右手でその弦の意図
した位置に意図した角度で弓を当て、次にレでは右手で弓を隣の弦に移動させ、ミを弾く時は
左手の指を移動させてミの音の高さを決めなければならない。　弦楽器は弾きやすい位置に保
持しなければならないため、奏者はそのことにも身体を使う。バイオリンやビオラでは楽器を
顎と鎖骨の間ではさみ、左母指で位置を調整する。この時肩甲帯や頚部の筋の過緊張を来すと
それらの筋の痛みを生じ、遠位の筋が滑らかに動かない事態を招く。　左手が弦をおさえるた
めに、肘は屈曲し、前腕は回外し、手関節は屈曲する。その程度は体幹に対する弦楽器の位置
とおさえる弦の位置によって大きく変化する。またおさえるために指の末節にかかる力もおさ
える位置、弦の種類、楽器の種類で変化する。　右手が持つ弓で弦を振動させて音を出すが、
弓を素早く移動させるために肘関節は素早く反復して屈伸される。また指を滑らかに移動させ
るためには指が滑らかに動く必要があり、そのためには手内筋の働きが欠かせない。　弦楽器
奏者の障害は以上のどこかが原因で生じる。腱鞘炎、絞扼性神経障害、関節炎、筋痛などの原
因を演奏者と共に探っていく努力が医師には求められる。
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ピアノ奏者の手の障害
Musician's Hand in Pianists

○和田 卓郎1, 射場 浩介2, 花香 恵2, 渡邊 祐大2

織田 崇1

1北海道済生会小樽病院　整形外科, 2札幌医大　整形外科

【目的】ピアノ演奏は７オクターブの音域で88の鍵盤を指で叩くことによって行われる．手指
には大きな可動域に加え，スピードと強弱のコントロールという高度な神経筋スキルが要求さ
れる．練習が長時間に及ぶと，ピアニストにはoveruseを中心とした様々な手の障害が発生す
る．Amadioらは，発生頻度の高い病態として腱滑膜炎，絞扼性神経障害，focal dystonia，CM
関節炎を報告した．本発表では，ピアノ演奏による手の障害の診断・治療を概説すると同時
に，演者らが経験した手術例を提示し，手術適応，手術法のポイントを考察する．【症例提
示】５７歳女性　右母指CM関節症数年来，右母指基部痛に対し保存治療を受けてきた疼痛が増
悪し，ピアノ演奏が困難になった．X線ではEaton分類Stage IIIの関節症が認められた．手術治
療として関節固定術を選択した．オクターブ演奏ができるよう通常よりやや大きい外転角度で
固定した．術後２か月までに骨癒合が得られ，演奏に復帰．疼痛のない演奏が可能になった．
３５歳女性　右手屈筋腱滑膜腱鞘炎２６歳時，演奏時に右中・環・小指に巻くような感覚を覚
え，次第に演奏が困難になった．妊娠，出産を契機にPCの入力も困難になった．右中・環・小
指の独立した屈曲運動の障害が見出され，腱滑膜腱鞘炎による屈筋腱の滑動性障害が示唆され
た．腱剥離，滑膜切除術を行った．術後６週には症状が改善し，演奏が可能になっ
た．【考察】　ピアノ演奏に伴う手の障害の多くはoveruseである．治療は安静，薬物療法，リ
ハビリテーション，演奏フォーム指導など保存治療が主体であり，外科的治療は稀である．し
かし，正確な診断，厳密な適応のもとに手術を行えばよい結果が得られる．当科で開発した定
量的FDS testは腱滑動性の診断の一助になる．
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楽器奏者に発症する胸郭出口症候群ー鑑別診断の必要性
Thoracic Outlet Syndrome of the Musical Instrument Player-the Need for Differential Diagnosis

○代田 雅彦, 白川 健

さいたま赤十字病院　整形外科

【緒言】楽器奏者に生じた胸郭出口症候群（以下TOS）例を提示し、その特徴を考察する。
【対象と結果】十代にTOSを発症した11例中、楽器奏者は6例（ピアノ2例、クラリネット、サッ
クス、ホルン、フルート各1例）だった。腱鞘炎や関節炎様の限局した疼痛、尺骨神経領域の痺
れや脱力感、演奏時の巧緻運動障害など症状は多彩で、3例は生活指導および楽器補助具使用な
ど保存療法で改善した。３例は保存療法に抵抗し日常生活にも支障を生じたので手術を行い改
善、1例はサックス演奏に復帰したが、1例はピアノ科から声楽科へ、1例は美術部に転向した。
成人の音楽家は5例（ピアノ2例、打楽器、チェロ、フルート各１例）で、全成人TOS発症例の1
割に満たない。骨格的素因の有無は様々で、体調に影響を及ぼす何らかの誘因が加わり発症し
ていた。症状は十代同様に多彩で、他院ではオーバーユースによる腱鞘炎や肘部管症候群など
と診断されていた。病態を説明し、誘因を解決させ、体調の改善を図る保存療法でいずれも改
善した。
【考察】人間は成長期に各自の体型に合った生活習慣を学習し適応していくが、TOSを発症し易
い骨格的素因が強いと適応しきれず十代でTOSを発症する。その際に楽器演奏は大きな発症要因
になっている。一方、TOSの素因を様々な程度に有しながら発症せずに成人し、無症候性に生活
している人が少なからず存在し、疲労、外傷、病気などの誘因により体調が低下し、肩甲帯や
斜角筋の緊張の低下や腫脹により、それまで保っていた胸郭出口部の均衡が破綻するとTOSを発
症する。十代の厳しい練習に耐えて成った音楽家は淘汰された集団ではあるが、骨格的素因の
潜在例に誘因が加担しTOSを発症すると多彩な上肢症状を呈するので、音楽家の手障害を診る際
の鑑別診断として留意を要する。
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音楽家のフォーカル・ジストニア
Focal dystonia observed in musicians.

○中島 八十一

国立障害者リハビリテーションセンター 学院

　音楽家のジストニアは楽器演奏時に出現する局所性の動作特異性ジストニアであり、楽器の
種類により出現部位は手であったり口であったりする。しかも同一楽器であってもフルートの
ように出現部位が手であることも口であることもある。患者は一般に多年にわたる厳しい職業
的楽奏訓練の後に、専門とする楽器演奏に必要な部位にジストニアが出現し、一旦出現すると
緩徐に進行する。このような臨床症状に加えて、ジストニアには感覚トリックやオーバーフロ
ー現象などのいくつかの特徴的な症状を伴うことがある。そこでまず音楽家のジストニアの臨
床症状のまとめをするとともに、その基盤にある病態生理について述べ、その上で他の局所性
ジストニアとの異動について解説する。　さらにfMRIを用いた自験例での検討から、音楽家の
ジストニアでは手指運動に関わる大脳皮質の活動が健常者とは異なることを示し、この異常運
動が機能的には皮質のネットワークの異常を伴っていると推定した。　治療については明らか
にされた病態生理ごとに、様々な治療法の現況と将来的な可能性について言及したい。　　　
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音楽家の手の障害-概況と関節痛・フォーカル・ジストニアの治療
Medical Problems of the Musician's Hand - Overview and Treatment for Arthralgia and Focal dystonia

○酒井 直隆

東京女子医科大学　附属青山病院　整形外科

【目的】音楽家の手の障害の実態について疾患別に述べるとともに、近年議論が腱鞘炎や付着
部炎などの筋腱の障害から、フォーカル・ジストニアや関節痛などに移行しつつあるので、こ
れらの治療について述べる。【対象と方法】過去30年間に治療した音楽家の手の自験例は3,004
例であり、このうち職業音楽家は2,653例（88.3％）であったので、職業音楽家について年齢、
楽器、疾患別に調査した。【結果】受診時平均年齢は30.6歳、男560例・女2,093例であった。
疾患は腱鞘炎が25％、付着部炎23％、筋肉痛12％、関節痛12％、神経障害25％であった。関節
痛の33％を占めるヘバーデン結節のうち、ピアニストで打鍵時の疼痛を訴えるものにはDIP関節
のアライメントが橈側もしくは尺側変位を呈していることが多かった。打鍵の瞬間に荷重がか
かることを考慮して荷重関節と同様の発想で，アライメント矯正目的のダイナミック・スプリ
ントを装着して良好な結果を得た。神経障害の80％はフォーカル・ジストニアであり、演奏動
作の中でも特定のテクニックで発症する、手の運動方向によって症状が異なるなど、特異的な
臨床像を呈していた。治療は演奏動作によるリハビリテーションが基本で、低速度によるSlow
Down Exercise、発症の引き金となる動作で静止させるTrigger Position Exercise等を行わ
せ、補助手段として装具、環境変化、内服薬、ボツリヌス注射等を行っている。本症はリハビ
リ訓練のみで早期に治癒する良性例からボツリヌス注射を要する難治例まで、治療に対する反
応に大きな差異があった。治療開始段階でこの難治度の判別法がない点が、問題である。
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Musician’s Hand: ジャンゴのジプシースウイングギターから津軽三
味線まで

Musician’s Hand: Django’s Gypsy Swing Jazz Guitar to Tsugaru Shamisen

○藤 哲1, 上里 涼子2, 林 慶充2, 佐々木 規博2

湯川 昌広3

1弘前大学医学部附属病院, 2弘前大学整形外科, 3弘前記念病院整形外科

手外科医にとって、音楽家の手の障害ほど治療方針の決定に際し頭を悩ませるものはない。要
求される高度な技術ならびに芸術性ゆえに、些細な問題が、音楽家生命のキャリアーを脅かす
あるいはその生命を終わりにしかねない危機的な状況に陥る可能性がある。コンクールへのス
トレスや障害による練習不足もしばしば問題となる。繰り返えされる急速なプレイは、その保
持する楽器の重さや、得意的な演奏スタイルによって、炎症や障害を増悪させる。
　例えば、絞扼性神経障害はしばしば見られるもので一般的には治療に難渋することは少ない
が、音楽家ではしばしば慢性的な障害となることがある。Focal dystonia は特にピアニストに
おいては、手外科医が直面するおそらく最も治療が困難なものである
　治療戦略として考慮すべきことは、きめ細やかな正確な診断と演奏活動への早期復帰であ
る。音楽家の楽器演奏を観察することは、診断における大事な手がかりになる。治療に当たっ
ては、患者・医師・ハンドテラピストによるチーム医療が重要で、音楽家にその治療内容を完
璧に理解してもらう必要がある。
  一方で、障害を受け入れ新たな演奏・個性を出して活躍した,あるいは活躍している音楽家も
いる。1940年代に活躍したジャンゴ・ラインハルト(ギター奏者)は、弦を押さえる方の手背に
やけどの瘢痕があった。環・小指を使用しない特殊な奏法から、独特のコード進行を導入する
に至ったとされる。右半身麻痺のピアニスト館野泉氏は、左手のピアノ作品によるリサイタル
を開き、左手ピアノ曲の普及につとめている。当弘前には多くの津軽三味線奏者が活躍してい
るが、得意な演奏スタイルから手の不具合について相談されることも多い。
　代表的症例を紹介し,音楽家の手の治療について考察する。
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管楽器の楽器別特性と補助装具について
Characteristics of each wind instrument and its accessory

○澤野 展之

陸上自衛隊中央音楽隊　副隊長

【はじめに】
　管楽器は、演奏の調性（演奏する音程）の問題から、子供から大人まで、また、体格の大小
を問わず、同一の大きさの楽器を使用します。どの楽器を演奏するかは自身で選んでも、楽器
の大きさは変えられないということです。シンポジウムでは、楽器毎の特性や体のどの部分に
負荷がかかるか等を紹介させていただきます。

【楽器別の保持要領と負荷】
　実際に楽器を演奏することで身体の故障が発症する以前に、演奏者は楽器の保持という段階
で何らかの悩みを持っています。それは、安定して演奏を継続させるための楽器の保持です。
　繊細で、時には高速な運動を連続して要求されることも多く、その演奏の質を優先するため
に、楽器の保持において不自然な姿勢になってしまう例があります。
　楽器の重さや演奏する姿勢によって大きく異なりますが、演奏とは直接関わらない（音を変
えるための動作とは関わらない）状態で、既に身体のある部位に負荷をかけて痛めてしまうこ
とがあります。肩こりや腰痛、やがて神経を圧迫する症状から、もともと負荷のかかっていな
かった箇所を傷めます。それは痛みだけでなく、やがて精神的なストレスとなったり、実際に
演奏に影響を及ぼす症状にまで繋がっていきます。

【楽器保持のための補助装具】
　オプションとして使用される補助装具等を紹介します。
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35 years surgical experience with musicians

○Ian Winspur, MD, FRCS, FACS, LLM

Consultant Hand Surgeon, Wellington Hospital, Honorary Lecturer, University College London, UK

Only a small proportion of the medical care of musicians’ hands and arms requires operative surgery
and those cases mostly involve coincidental open trauma.  Hence hand surgeons in general have little
experience in the care, both surgical and non-surgical, of musicians.  In this lecture I will outline the
general principles of diagnosis and analysis of the musician’s hand and arm problems.  The principles of
surgical management and some specific modifications of  surgical technique will also be discussed.
Much of this material is contained in The Musician’s Hand, translated by Dr Nemoto and Dr Sakai.
However since publication of the book additional experience has been gained in 3 surgically troublesome
areas - painful cmc arthritis in older female pianists, loss of wrist rotation in mal-united distal radial
fractures in violinists and trigger fingers non responsive to steroid injections in musicians who play in the
extreme digitally flexed position eg guitarists - and I will discuss my recent surgical solutions in detail
and  the results of this surgery and hand surgery in general in professional musicians.
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神経障害性疼痛を有する手根管症候群におけるプレガバリンの効果
Efficacy of pregabalin for treating neuropathic pain with carpal tunnel syndrome

○高井 盛光1, 長田 伝重2, 亀田 正裕1, 都丸 倫代1

種市 洋1

1獨協医科大学　整形外科学, 2獨協医科大学日光医療センター　整形外科

【はじめに】痛みは、発症機序により侵害受容性疼痛、神経障害性疼痛（NP）、心因性疼痛に
分類される。今回、NPが痛みの発症機序となった手根管症候群（CTS）の割合、およびプレガバ
リンの効果を検討した。【対象と方法】電気生理学的検査にてCTSと診断した23例を対象とし
た。本邦で発案されたNPのスクリーニングツール（ST、0～28点）にてNPを有する症例（6点以
上）にプレガバリンを投与した。プレガバリン投与症例において、NPのSTスコア、安静時、動
作時、夜間時の疼痛程度（NRS：Numeric Rating Scale）、CTS質問表日手会版（CTSI-
SS：Symptom score、CTSI-FC：Function score）、quick DASHをそれぞれ投与前、投与4週・8
週・12週に、電気生理学検査（MCV・SCV・DML・DSL・M-Amplitude・S-Amplitude）を投与12週
に行い検討した。【結果】NPを有するCTS症例は13例（56%）であった。STスコア、安静時、動
作時、夜間時のNRS、CTSI-SSは投与前（それぞれ11、5、5、5、3点）と比較すると、投与後
（それぞれ4週：6、3、2、2、2点、8週：5、3、2、2、2点、12週：4、3、3、2、2点）どの時期
においても有意に低下していた。投与後4週、8週、12週のそれぞれの期間では有意差はなかっ
た。CTS-FC、quick DASHは投与後4週・8週では低下傾向であったが、12週では増加傾向であっ
た。電気生理学検査は有意な変化はなかった。【結語】CTSのうちNPを有する症例は約半数であ
った。NPを有するCTS症例では、プレガバリンの投与にて比較的短期間に自覚症状が改善され
る。しかし、機能的評価および電気生理学検査では変化がなく、長期間内服を継続することに
は注意を要する。
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手根管症候群に対するプレガバリンの有用性と安全性
Usefulness and Safety of Pregabalin for The Carpal Tunnel Syndrome

○奥山 峰志1, 入江 徹1, 研谷 智1, 伊藤 浩1, 平山 隆三2

1旭川医科大学　整形外科, 2進藤病院　整形外科

【はじめに】　近年、末梢神経障害性疼痛に対してプレガバリン投与が行われるようになり、
その有用性が広く認知されてきた。しかし、めまいやふらつきといった副作用のために、プレ
ガバリン投与の継続を断念せざるを得ない例も少なくない。今回我々は、手根管症候群に対し
てプレガバリン投与を行い、その有用性と安全性を検討したので報告する。【対象と方法】　
2012年3月より2014年9月までに当科を受診し手外科医によって手根管症候群と診断された患者
のうち、Numeric Rating Scale（以下NRS-11）0～10の11段階中4以上に相当する痛みやしびれ
を有し、同意が得られたものを対象とした。プレガバリンを1日50mgから開始し、徐々に増量し
て維持量を決定し、投与開始前後のNRS-11、QuickDASHスコアを比較した。副作用によって投与
を中止した例は解析対象外とした。【結果】　本研究に登録しプレガバリンの投与を開始した
16例のうち11例が解析対象となり、維持量は1日50～150（平均102.5）mgで投与期間は28～
260（平均92.1）日であった。11例のNRS-11の平均値は投与前6.2が投与後3.65へ有意に改善し
た。QuickDASHスコアの平均値は、投与前38.5点が投与後29.1点で有意な差はなかった。16例の
うち5例が1か月以内に投与を中止しており、めまいやふらつきなどの副作用によるものが4例、
他院で手根管ブロックを受けたものが1例であった。【考察】プレガバリンの投与により、症状
の有意な改善が得られ患者立脚型評価法でも改善の傾向がみられた。一方で、25％の症例で副
作用により投与継続を断念した。まだ症例数は少ないが、今後さらに症例を増やして検討した
い。
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手根管症候群に対する手関節装具療法の成績
Clinical Results of Wrist Splint for Carpal Tunnel Syndrome

○井上 貞宏

井上整形外科

【目的】手根管症候群（CTS)に対する手関節装具療法の成績を検討し、問題点を考察し
た。【対象および方法】過去11年間に浜田分類Grade1のCTSに対して装具療法を行った238例
中、4か月以上の経過観察が可能であった194例220手（男性8例8手、女性186例212手、平均年齢
58歳）を対象にした。装具は柔軟性のある市販の装具を用い、治療期間は限定せず、可能な範
囲で可及的に装着させた。投薬は全例に併用し、77手には手根管内注射を併用または追加し
た。成績は浜田の評価法を用いた。検討項目は発症からの期間、遠位潜時、年齢、手の使い過
ぎの有無、ステロイド注射の併用、Phalenテスト陽性の有無である。経過観察期間は平均21か
月であった。【結果】成績はGoodが73手（33.2％）、Fairが70手（31.8％）、Poorが77手
（35.0％）であった。発症から1年以上経過したもの、遠位潜時が7ms以上、70歳以上のものに
はPoorが多かった。手の使い過ぎがあるものとないものとの成績は同等であった。ステロイド
注射を併用したものでは約40％がFair以上であった。Phalenテスト陽性の有無は成績に関連が
なかった。【考察および結論】Grade1のCTSに対する装具療法の成績は65％の症例に良好であ
り、多少柔軟性のある装具を可及的に装着させることでも有効で、手の使い過ぎがある症例に
も対応可能であった。装具療法の効果は手関節運動の制動による手根管内圧の低下と正中神経
への力学的ストレスの軽減と考えられ、可逆的な病態には有効である。しかし、神経障害や周
囲環境の変化が進行した長期経過例、高齢者、遠位潜時の遅延が著しいものでは成績不良が多
かった。以上の限界に注意しておけば装具療法は簡便であり、軽症のCTSに対して積極的に行わ
れて良い治療法である。

S40



1-2-4

radial approachによる手根管開放術の治療成績
Clinical results of carpal tunnel release using radial approach

○鈴木 康一, 川崎 由美子, 稗田 寛

慶仁会　川崎病院　整形外科

【目的】Weber（1997）らが報告したRadial approachはpillar painを抑えることを目的とした
方法である．今回我々は同法の術後成績について検討したので報告する．
【対象】対象は当科で手術を行った手根管症候群21例（男8例，女13例）である．手術時年齢は
平均72.2（47～89歳），術後経過観察期間は平均15.2週間（12～24週間）であった．
病期は浜田分類でgrade1が9手，grade2が12手であった．検討項目として術後成績をKellyの評
価法を用いて評価し，Pillar painの評価として，池田らの方法に従い，手根管直上の圧痛閾値
を測定した．手術は横手根靭帯のsuperficial leafとdeep leafを橈側付着部にて切離するが，
原法とは違い，横手根靭帯遠位部の切離に関しては鏡視下に行った．
【結果】術後成績はExcellent8手，Good11手，Fair2手，Poor0手であった．電気生理学的検査
ではMDLの値が術前平均9.1±2.7msから術後平均5.7±1.6msに改善した．術後の手根管直上の圧
痛閾値は，術後1週目での圧痛平均が4.9kg重であった．また，術後1ヶ月の時点で90.5％が疼痛
閾値4kg重以上であり，術後3ヶ月の時点では，疼痛閾値が4kg重以下の症例は認めなかった．
【考察】手根管開放術術後のpillar painの原因としては諸説あるが，手掌部の掌側皮神経の損
傷が原因の一つと言われている．皮下組織を温存した小切開OTCRでは従来法に比べ手掌部痛の
軽減が可能であるという報告もあるが，それでもpillar painが残存する症例が見られることは
否定できない．radial approachは皮下組織を温存しつつ横手根靭帯を橈側付着部から切離する
ため，術後正中神経が手術瘢痕組織に埋もれることがないというメリットがある．今回の検討
にてradial approachによる手根管開放術がpillar painをより低く抑えられる可能性があると
考えられた．
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手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術後早期の主観的評価
Early subjective outcomes after endoscopic carpal tunnel release (ECTR) for carpal tunnel syndrome

○近藤 幹朗, 高原 政利, 丸山 真博

泉整形外科病院

【目的】鏡視下手根管開放術（ECTR）ではDASH scoreの改善は術後3か月で得られ、直視下開放
術よりも早いとされているが、報告は少ない。演者らはECTRを行った全例にしびれの消失・改
善を認めたことを報告したが、今回はHand 20が術前よりも改善する時期を調査することを目的
とした。
【方法】ECTR施行例で術前と術後1か月もしくは3か月にHand 20を行った61例73手を対象とし
た。手術時年齢は平均64.3歳（31～87歳）、男性11例、女性50例。罹病期間は平均22.9か月（1
か月～240か月）であった。短母指外転筋M波の導出可能例は60手（平均7.1ms）、不能例は12手
であった。経過観察期間は平均6.4か月であった。術後1か月、3か月のしびれ、手掌痛、握
力、Hand 20を調査した。
【結果】術後1か月でのしびれは消失が37%、軽快が55%、不変が5%、悪化が1%、不明が3%であ
り、3か月では消失が49%、軽快が32%、不明が19%であった。手掌痛は術後1か月で58%に認め、
術後3か月では41%に認めた。平均握力は術前：17.0kg、術後1か月：16.9kg、3か月：17.5kgで
あった。Hand 20の平均は術前：39.8、術後1か月：33.9、3か月：26.2であった。術前と比べ術
後1か月のHand 20の推移は改善：61%、不変：3%、悪化：36%、3か月では改善：73%、不
変：2%、悪化：25%であった。神経血管損傷、腱損傷、再発はみられなかった。
【結論】術後1か月では92%でしびれが改善し、61%でHand 20が改善したが平均値の有意な改善
は認めなかった。術後3か月では73%にHand 20の改善がみられ、平均値も有意に改善していた。
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75歳以上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
Outcome of endoscopic carpal tunnel release for carpal tunnel syndrome in elderly patients

○谷脇 祥通

医療法人三和会　国吉病院　整形外科

【緒言】社会の高齢化に伴い、75歳以上の手根管症候群（以下CTS）患者も増加してきている。
今回著者は75歳以上のCTSに対して鏡視下手根管開放術（以下ECTR）を行った症例の術後成績の
調査を行い、75歳未満の症例との比較を行ったので報告する。【対象と方法】対象症例はECTR
を行い、術後1年以上経過観察が可能であった75歳以上の24例25手（以下高齢群）で、同時期に
同術式を行った75歳未満の32例36手を対照群とした。高齢群は男7例8手、女17例17手で、手術
時平均年齢は79.9歳であり、対照群は男14例15手、女18例21手、手術時平均年齢は62.2歳であ
った。これらの症例に対して術前、術後3・6・12ヵ月時に自覚評価として日本手外科学会版
quick DASH scoreとCTSI scoreを用い、他覚評価として短母指外転筋の複合筋活動電位（以下
APB-CMAP）の遠位潜時の測定を行い、両群間での比較を行った。【結果】quick DASH scoreは
両群とも術後3ヵ月で有意に改善していたが、全ての時期において高齢群で有意に高値となって
いた。CTSIの症状尺度は両群とも術後3ヵ月で有意に改善し、両群間に有意差を認めなかっ
た。CTSIの機能尺度も術後3ヵ月で有意に改善していたが、全ての時期において高齢群で有意に
高値となっていた。APB-CMAPの遠位潜時も術後3ヵ月で有意に改善しており、両群間で有意差を
認めなかった。【考察とまとめ】今回の結果では75歳以上の高齢者においても自覚症状や電気
生理学的な結果が75歳未満の患者と同様に術後に回復していた。術前よりquick DASHとCTSIの
機能尺度において両群間で有意差を認めており、高齢者ではCTS以外の症状がスコアを悪化させ
ていることが考えられた。ECTRは安全・小侵襲な術式であり、75歳以上の高齢者においても十
分に症状や機能の回復が望める術式と思われた。

S43



1-2-7

透析手根管症候群切除滑膜におけるアミロイド沈着陽性率
Amyloid deposition of carpal tunnel syndrome in dialysis patients

○長沼 靖, 佐竹 寛史, 本間 龍介, 丸山 真博
高木 理彰

山形大学整形外科

【目的】近年透析技術の進歩によりアミロイド沈着の進行が緩徐となり、透析患者における手
根管症候群（CTS）の発症率は減少していることが報告されている。本研究では当科における透
析 CTS 罹患者の切除滑膜におけるアミロイド沈着陽性率を調査し、透析手根管症候群の病態に
ついて検討することを目的とした。【対象と方法】CTSと診断され、手術を行った透析患者 17
例20手を対象とした。男性6手、女性14手、手術時平均年齢61.2（48～84）歳、CTS発症から手
術までの平均期間2.9（0.3～11）年、平均透析年数18.1（2～35）年であった。術前の終末潜時
は導出不能が5手で、その他の平均終末潜時は7.1 ms （5.2～10.2 ms）。全例手術時に採取し
た腱滑膜を組織学的に評価し、アミロイド沈着の有無について検討した。【結果】 HE染色では
肥厚した膠原線維を背景とした炎症細胞浸潤の少ない滑膜組織を認めた。アミロイド沈着が確
認されたのは2手（10％）であった。【考察】透析患者におけるCTSの発生機序として、透析に
より除去されなかったβ2-microglobulinを前駆体とするアミロイドが滑膜などに沈着し、相対
的に狭小化した手根管内で正中神経が圧迫されて神経障害を生じるとされる。本研究では、過
去の報告に比してアミロイド沈着の陽性率は低い値を示しており、アミロイド沈着が主体とさ
れる透析手根管症候群の病態に変化が生じていると考えられた。
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Monoaxial locking plate(ＤＶＲ)を用いた橈骨遠位端骨折の治療成績
及び問題点

The Clinical Outcome and Problems of Monoaxial Locking Plate Fixation with DVR Plate for the Distal

Radius Fracture.

○酒井 健1, 川崎 恵吉2, 西中 直也3, 稲垣 克記4

1東戸塚記念病院　整形外科, 2昭和大学横浜市北部病院　整形外科

3昭和大学藤が丘病院　整形外科, 4昭和大学医学部　整形外科学教室

橈骨遠位端骨折に対して、monoaxial locking plate(以下MLP)であるＤＶＲ（Ｂｉｏｍｅｔ
社）を用いた掌側ロッキングプレート固定術の治療成績を検討した。症例は2012年以降同プレ
ートを使用した96例で、平均年齢は69.0歳、男性：女性が22：74例、右手：左手が42：54例、
平均経過観察期間は6.3か月であった。手術は卒後平均8.0年で、主に若手一般整形外科医が行
っていた。骨折型はＡＯ分類にてA2が5例、A3が28例、B2が4例、B3が3例、C1が4例、C2が
35例、C3が17例であった。Ｘ線学的評価として術前、術後、最終観察時のＲＩ、ＶＴ、ＵＶを
計測し、その矯正損失を評価した。また、臨床評価としてcooney scoreを評価し、さらに手術
時間、合併症についても検討した。骨癒合は全てに得られ、手術時間は平均51.1分であった。
矯正損失はＲＩが0.3°、ＶＴが1.5°、ＵＶが0.3mm、Cooney scoreは84.4で、治療成績は良好
であった。有症状の合併症は２例（２％）に認め、プレート遠位設置による正中神経麻痺1例、
術後感染症1例であった。一方無症状の合併症は8例(8.3％)で、プレートを遠位寄りに設置した
ことやサイズの大きいプレートを選択したことによるロッキングスクリューの穿破6例、短いロ
ッキングスクリュー挿入による矯正損失を2例認めた。ＤＶＲはMLPであることから、手術時間
も短縮可能で、比較的経験が少ない整形外科医であっても良好な成績が得られ、有用な掌側ロ
ッキングプレートであるが、時に合併症も存在し、スクリュー長やプレートサイズの選択、設
置位置については十分に注意して使用する必要があると思われた。
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当科における高齢者橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー
トの治療成績

The clinical outcome of volar locking plate fixation for the distal radius fractures in elderly people

○高崎 実, 畑中 均

九州労災病院　整形外科

（目的）橈骨遠位端骨折に関しては若年者と高齢者では多くの場合で、日常生活での手の使用
の程度が異なることから、同様に治療をしても疼痛などを含めた臨床成績に差が出てきてしま
うと思われる。具体的には高齢者のほうが疼痛などの残存が少ない可能性がある。このため、
今回我々は、高齢者にしぼって橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートによる治療成
績について検討した。（対象と方法）2006年3月から2013年10月までに当院で橈骨遠位端骨折に
対して掌側ロッキングプレート固定を施行した60歳以上の橈骨遠位端骨折の症例のうち、陳旧
例、開放骨折、尺骨茎状突起骨折以外の上肢外傷・疾患等の合併などを除外した患者は192例で
あった。このうち、10か月以上フォローできた177手について検討を行った（フォローアップの
割合は、92%であった）。尺骨茎状突起骨折を116手に認め、全例内固定は行わなかった。レン
トゲン学的評価と術後10か月後以降の関節可動域・握力・Mayo Wrist Score・尺側部痛・DASH
scoreなどを評価した。（結果）男性11人、女性162人、両側例4人、平均年齢69.5歳であった。
平均経過観察期間は437日であった。平均のMayo Wrist Scoreは83.9点（両側例除く）、DASHは
11.1と良好な成績であったが、特にDASHは高齢者では4問以上の回答がなく評価できないものが
散見された。尺側部痛を訴えたのは軽度なものを含めて6手であり、そのうち尺骨茎状突起骨折
があるものが3手であった。術後に長母指屈筋腱断裂を1例、長母指伸筋腱断裂を1例認め
た。（考察）尺骨茎状突起骨折を固定しなくても高齢者橈骨遠位端骨折に伴う尺側部痛の発生
頻度は低く、全体としては良好な治療成績であった。若年者と違い、尺骨茎状突起骨折やＴＦ
ＣＣに対する一期的な加療が必要でないことが多いと思われる。
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中高年女性における橈骨遠位端骨折の治療成績
The Outcomes of Surgically treated Distal Radius Fracures in Elderly Women

○畑中 均, 高崎 実

九州労災病院　整形外科

【背景】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た手術的治療は今日ごく一般
的に行われ、その治療成績・合併症に関する報告も豊富であるが、若年者や高エネルギー損傷
をその対象に含んで検討されていることが多い。もっとも頻繁に遭遇する症例は、骨粗鬆症を
背景に転倒等の軽微な外力によって中高年の女性に生じた橈骨遠位端骨折例であるので、この
ような症例に絞って治療成績・合併症を検討した。【症例と方法】2006年3月から2012年9月ま
で当科で手術を行った橈骨遠位端骨折は278手であった。その中から男性の57手、50才未満の
14手、尺骨遠位端骨折など他の骨折を有する16手、両側例の12手、術後に脳梗塞などを生じた
4手、交通事故・墜落によって生じた９手、反対側に同骨折の既往を有する1手、経過観察が１
年以下であった15手を除く150手を調査対象とした。尚、本調査は尺骨茎状突起骨折を有する症
例を含む。日本人女性の閉経平均年齢が50才であることに由り、調査対象を50才以上に限定し
た。術前・術後・最終経過観察時のX線評価（関節症性変化を含む）、最終経過観察時の可動域
・握力・Cooney score, DASH score、尺側部の疼痛もしくは圧痛、腱皮下断裂の有無を調査し
た。それ以外の有害事象があれば記載した。【結果】平均経過観察期間は15か月であった。関
節症性変化はKnirk and Jupitor (1986)の分類でgrade Iを11手に、grade IIを1手に認めた。
最終経過観察時の平均健側比握力・健側比可動域・Cooney score・DASH scoreはそれぞれ91%,
86%, 83, 10であった。尺側部の疼痛もしくは圧痛を6手に認めた。長母指屈筋腱皮下断裂を1手
に、抜釘時に同腱の毛羽立ちを2手に認めた。
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高齢者の橈骨遠位端骨折に対するLocking plateの治療成績
Palmar Locking Plate for Fixation of Distal Radius Fractures in Elderly Patients

○杉田 直樹, 定地 茂雄, 本山　 満, 山本 りさこ
竹本 正瑞

厚生連吉田総合病院　整形外科

【目的】当科では高齢者の橈骨遠位端骨折に対しては原則として保存療法を行ってきた。しか
し外固定期間中の不十分なリハビリにより手指の拘縮をきたす例や変形治癒による手関節痛を
訴える例も見られたため、現在は転位の大小を問わず積極的にLocking plateを用いた内固定を
行っている。今回その治療成績を検討したので報告する。【対象および方法】対象は2006年3月
から2014年3月までに手術を施行した70歳以上の59例で，男性6例、女性53例,手術時平均年齢は
79歳（70～98歳）であった。全例掌側プレート固定(Acu-Loc:41例，Acu-Loc2:18例)で自家骨移
植を行った症例はなかった。骨折型はAO分類でA2:19例，A3:29例，C1:1例，C2:8例，C3:2例で,
合併損傷は尺骨茎状突起骨折18例、尺骨遠位端骨折2例であった。評価方法は可動域，術直後、
調査時のX線でpalmar tilt angle（以下PT）、radial inclination angle（以下RI）、ulnar
variance（以下UV）を計測し，臨床評価はCooneyの評価を用いた。経過観察期間は平均10ヶ月
であった。【結果】最終調査時の平均可動域は伸展54°,屈曲47°,回内88°,回外88°で、握力
（健側比）平均77.2％であった。X線評価は術直後平均PT 9.3°，RI 23.1°，UV 0.4mmが，調
査時平均PT 8.0°，RI 22.9°，UV 1.1mmであった。 Cooneyの評価では優16例，良22例，可
21例、平均81点で、術後手指の拘縮を生じた症例はなかったが，初期の3症例で屈筋腱断裂を生
じていた。【考察】橈骨遠位端骨折におけるLocking plate固定術は骨の脆弱性を有する高齢者
においても十分な整復位の保持が可能であった。術後早期からの積極的な可動域訓練を行える
ことで手指の拘縮を予防することが可能であり，有用な固定方法であると思われた。
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手関節鏡併用手術にて加療した橈骨遠位端関節内骨折の検討
Arthroscopically Assisted Surgery of Intraarticular Distal Radius Fracture

○松田 匡弘1, 櫛田 学2

1福岡整形外科病院, 2櫛田学整形外科クリニック

【はじめに】橈骨遠位端関節内骨折に対し手関節鏡併用手術にて加療を行った症例で、いかな
る骨折型で鏡視併用手術が有用であったかを検討した。【対象・方法】2008年より2014年5月ま
でに、PART法に準じて観血的治療を行い、術後3ヶ月以上経過観察したのは55手関節で、内訳は
男性23例23関節、女性32例32関節、年齢は平均58.3歳（19から85歳）であった。橈骨遠位端骨
折はAO分類に従うと、B3が5関節、C1 が20関節、 C2が9関節、 C3 が23関節であった。これら
について、MedoffらのCT分類による骨折型、透視下整復後における鏡視所見、鏡視後の追加手
技を調査した。関節面のstep off は1mm以下、gapは2mm以下に整復することを目標とし
た。【結果】整復操作や骨折部の評価に手関節鏡が有用であったのは12関節であった。AO分類C
３のうち、MedoffらのCT分類におけるDepressed intra-articular typeでの関節面の陥没や
step offの整復に有用であったのが6関節、背側尺側骨片（Dorsaly displaced  ulnar  corner
　type）のgapの評価に有用であったのが4関節であった。また,Depressed volar rim typeの評
価に有用であったのが2関節であった。さらに前述の症例において、骨片の固定性の確認に有用
であったのが7関節であった。不安定性を認めた骨片に対して、骨片を固定するため、screw長
の変更、wire固定を追加するなどの手技を追加した。1例で掌側骨片の不安定性に対し、PLLA
plateおよPLLA pinによる補強を行った。臨床成績は斉藤評価にて優49関節、良6関節であっ
た。【考察】鏡視下手術は骨片間のstep offやgapの評価だけでなく、プローベ触知による骨片
の安定性の評価が可能であった。橈骨遠位端関節内骨折の治療において手関節鏡併用手術は必
須であると考える。
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背側転位型橈骨遠位端骨折の整復固定：プレート設置前に健側を基
準として骨折部の整復を完了する方法の検討

Reduction and Fixation Technique for Distal Radius Fracture of Dorsal Displacement Type: A Study of

Method of Reduction According to Anatomical Shape of Intact Side Before Plate Attachment

○山縣 朋宏, 福岡 昌利, 小川 亮, 小林 紘樹

さいたま市立病院

はじめに：我々は，背側転位型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行う
際に，プレート設置前に骨折部の整復を完了し，整復位の確認に健側の単純X線を基準に作成し
た術中テンプレートを用いる方法を行っている．その有効性について検討し，報告する．対象
と方法：2012年5月～2014年3月の期間に，背側転位型橈骨遠位端骨折に対して本法を用いて手
術を施行した症例のうち，健側に外傷歴のあるものを除き，手術後5か月間以上経過観察可能で
あった19例を対象とした．男性6名，女性13名．平均年齢61.6歳．術後平均観察期間は8.9か
月．骨折型はAO分類でA2：8例，A3：3例，C2：3例，C3：5例．単純X線でvolar
tilt（VT），radial inclination（RI），ulnar variant（UV）を計測した．術中整復法
は，intrafocal pinningを橈側・背側から行い，整復不十分の場合には背側より関節面直下に
刺入したK-wireをjoy stickとして用いて整復する．整復位の確認に用いる術中テンプレート
は，山中らが報告（骨折，2010）した透明シートで作成する方法に準じた．結果（数値は平均
値）：術前は，VT -18.4度，RI 16.3度，UV 2.7mm．術直後は，VT 15.5度，RI 24.8度，UV -
0.1mm．術直後の健側との差は，VT 1.6度，RI 1.8度，UV 0.6mm．最終観察時と術直後の差
は，VT 1.0度，RI 1.2度，UV 0.8mmで，有意差はVT・RIでは認めない(p＞0.05)が，UVでは認め
られた（p=0.001）．考察：術直後，健側との差はVT・RIで平均2度未満と小さく，正確な整復
が得られている．また，最終観察時，VT・RIは術直後との有意差はなく，強制損失は少ない．
以上より，プレート設置前に健側を基準として骨折部の整復を完了する方法は，健側の解剖学
的形態に近い状態に整復可能であり，有用な術中整復法と考えられる．
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橈骨遠位端骨折術後プレート抜釘の効果
Effect of implant removal after plate fixation for distal radius frature

○安岡 寛理, 中野 哲雄

公立玉名中央病院　整形外科

【緒言】橈骨遠位端骨折に対するロッキングプレート固定術後の合併症として屈筋腱皮下断裂
の報告が増えており、積極的抜釘を支持する意見も散見される。しかし抜釘そのものの効果を
論じた報告は少ない。抜釘そのものが自他覚所見に及ぼす影響を調べたので報告する。【対象
と方法】2012̃2014年の2年間に橈骨遠位端骨折術後に抜釘術の説明を行い、本人が抜釘を希望
した男性5例、女性26例、計31例、29～77（平均年齢65）歳を調査対象とした。術前術後評価に
は手関節可動域、握力、QuickDASH、Hand-20、modified Cooney score、斉藤のdemerit point
systemを用い、統計学的検討には対応のある2群間の差の検定としてpaired t-testとWilcoxon
signed-ranks testを用いた。また、抜釘前に聴診器を用いて屈筋腱の雑音を全例聴取し、術中
所見との比較を行った。【結果】手関節背屈は術前平均59度から術後平均63度へと改善
し、P=0.015と統計学的有意差をもって抜釘後の可動域が優れていた。握力も平均値では抜釘後
の方が優れる傾向にあったが、統計学的には有意差を認めなかった。術前5例において指の屈伸
に伴うわずかな屈筋腱の雑音を聴取したが、術中屈筋腱の損傷を認めた症例は無かっ
た。【考察】抜釘時、全例で屈筋腱の腱剥離を積極的に併施しており、屈筋腱の癒着が無くな
り腱の滑走距離が伸びたために背屈可動域が改善したと推測した。抜釘後評価時の握力は8例に
おいて術前より低下していた。今回の抜釘後評価は平均4.8か月で施行しており、握力の十分な
回復にはさらに時間が必要であると思われる。【結論】橈骨遠位端骨折術後のプレート抜釘は
屈筋腱断裂予防効果だけではなく、手関節背屈可動域改善効果も見込まれるため、もっと積極
的に行ってよい手技であると考えられる。
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手指基節骨単顆部骨折の治療成績
Clinical Results of Unicondylar Fractures of the Proximal Phalanx of the 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名古屋市立大学大学院 医学研究科整形外科学分野, 3一宮西病院

【目的】今回我々は手指基節骨単顆部骨折の14例を経験したので、その治療成績と問題点につ
き文献的考察を含め報告する。【方法】対象は1985年以降に当院で治療した手指基節骨単顆部
骨折14例14指で、男性11例、女性3例であった。受傷時年齢は平均17.4歳で、受傷指は示指
2指、中指2指、環指3指、小指7指であった。骨折型はWeiss分類でClass１が11例、Class４が3
例であり全例閉鎖性骨折であった。治療は2例に保存的治療、4例に経皮pinning、8例に観血的
整復固定術を施行し,手術例では4例がK-wire1本、7例は2本、1例は3本で固定した。経過観察期
間は2ヵ月から7.5ヵ月、平均4.0ヵ月であった。調査は最終観察時の%TAMと骨折型、治療法、K-
wireの本数それぞれの関係について行った。【成績】全例に骨癒合を認めたが,1例に骨壊死を
認めた。また、1例に骨片転位による再手術を要した。最終観察時の％TAMは平均91.8％であ
り、Class4で再手術を要した症例のみが著しく成績不良であった。治療法では観血的より経皮
的、K-wireの本数では１本より多数本刺入した症例の方が最終観察時の%TAMは優れてい
た。【結論】手指基節骨単顆部骨折は骨片が小さく正確な整復、強固な固定に難渋する。治療
法としてmini plate、mini screw等の報告もあり、これらは強い固定力が得られるが侵襲は大
きい。一方、K-wire1本でのpinningでは経過観察中に軽度の骨片間のgapや回旋転位を来し、最
終成績に影響を及ぼす可能性があることが示唆された。従って、転位のない症例には、経皮的
multiple pinning、または慎重な観察下での保存的治療を、転位を認める症例ではまずclosed
reductionを試み、正確な整復が可能なら経皮的にmultiple pinning,整復不能であれば観血的
に整復し、multiple pinningを行うことが成績向上のために有用な方法と考える。
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中節骨基部PIP関節内骨折への吸収性ピン（充填）髄内釘整復固定
の試み

New Method of Minimally Invasive Therapy for Intra-articular Fractures of the Proximal Interphalangeal

Joint with Bioabsorbable Pin

○山下 優嗣1, 林原 雅子1, 藤田 章啓2, 金谷 治尚1

永島 英樹1

1鳥取大学　医学部付属病院　整形外科, 2日野病院　整形外科

【はじめに】中節骨基部関節内陥没骨折の整復固定法としてHintringerや佐々木による経皮経
骨髄的手技が有用であるが、時に整復不足や矯正損失を生じる。当科では2012年より陥没、短
縮転位している中節骨基部関節内骨折に対して、吸収性ピンで骨片を基節骨頭関節面へ押し付
け関節面の整復を得、適宜創外固定を使用し、髄腔充填による整復保持と髄内釘として短縮再
発予防を図り、少数であるが報告する。
【対象】男性、女性ともに2指の平均50.5歳で小指2指、環指1指、中指1指の4指であった。骨折
型は陥没骨折2指、T型（以下T）骨折1指、片側plateu（以下P）骨折1指で、1指は同指にDIP関
節脱臼骨折を合併していた。損傷関節面は陥没骨折が40％、P骨折52％、T骨折100％であった。
手術は全例受傷1週以内に伝達麻酔か指局麻下に行った。患指牽引下に1.5mmまたは2.0mm吸収性
ピンを経皮経骨髄的に骨片直下へ押し込み、T骨折とP骨折にはP＆R創外固定を併用した。後療
法は陥没骨折2指で抜糸後自己ROM訓練開始し、創外固定2指は翌日からROM訓練開始し、創外固
定除去はP骨折で6週、T骨折では2か月で行った。
【結果】再転位は陥没骨折とP骨折で認めず、T骨折では牽引により骨幹横骨折が一時開大し
た。陥没骨折2指は6週、8週で可動域制限なく骨癒合を得、P骨折は2か月で骨癒合を得たが伸展
-16度、屈曲90度の可動域制限を残した。T骨折では骨長は保持されたが骨癒合に4か月を要し、
伸展-25度、屈曲70度の可動域制限を残した。全例疼痛はなかった。
【考察】中節骨基部関節内骨折への吸収性ピンによる整復固定の最も良い適応は低侵襲で外固
定不要な陥没骨折と思われ、片側plateu骨折も創外固定併用で整復位保持が可能と思われた。
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手指PIP関節内骨折の術後成績に影響を及ぼす因子の検討
Factors affecting surgical results of fractures and dislocations of the proximal interphalangeal joint

○高橋　 明子, 中尾　 悦宏, 篠原 孝明, 浦野 秀樹
中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【目的】PIP関節内骨折は時として治療に難渋し、可動域制限を残すことがある。今回我々は
PIP関節内骨折の術後成績に影響を及ぼす因子について調査した。【対象と方法】2010～2014年
に手術を行い3カ月以上経過観察できた27例28指、男20女7を対象とした。手術法は正確な整復
と強固な固定を念頭に置き、低侵襲を心掛けて症例ごとに決定した。年齢、受傷指、手術待機
期間、骨折型、関節面における骨片の占める割合と骨片数、脱臼度、手術法及びPIP関節の運動
開始時期と最終成績について検討した。【結果】年齢は14～82(平均37)歳、受傷指は示指2、中
指9、環指7、小指10、手術待機期間4～80(平均16.9)日、このうち20日以上の陳旧例は7であっ
た。骨折型は中節骨基部骨折23（臼底陥没型2、掌側脱臼骨折型4、背側脱臼骨折型14、pilon型
3）、基節骨骨頭骨折5（単顆型4、両顆型１）、関節面に骨片の占める割合11～100（平均
53.9）％、骨片の数2～6（平均3.2）個、脱臼度は脱臼なし9、Schenck分類A6、B７、C3、D3で
あった。手術法は経皮的あるいは小切開で整復固定を行った症例14、骨折部を展開して観血的
整復固定を要した症例14であった。PIP関節の運動開始時期は術後1～56（平均14）日であっ
た。終診時のPIP関節可動域は平均85°、成績はexcellent17、good6、fair3、poor2であった。
これらを検討するとPIP関節内骨折の予後不良因子として高年齢、尺側指、陳旧例、関節面に占
める骨片の割合が高い、多数の骨片の存在、高度な脱臼が挙げられた。一方手術法は最終成績
に影響せず、運動開始時期は軽度の相関を認めるのみであった。【考察】PIP関節内骨折には様
々な骨折型があり、適切な整復内固定と後療法を行えばほぼ良好な成績が獲得できた。しかし
脱臼・粉砕度が高度な症例、高年齢な症例などでは治療の限界もあると考えた。
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Dynamic Distraction Apparatusを用いた手指PIP関節周辺骨折の治療成
績

Treatment of peri- or intra PIP joint fractures using Dynamic Distraction Apparatus

○岡本 道雄, 難波 二郎, 宮村 聡, 山本 浩司

市立豊中病院　整形外科

手指PIP関節周辺骨折は、しばしば治療が困難となり合併症として関節可動域制限や変形性関節
症を生じることがある。我々は同外傷に対して、Dynamic Distraction Apparatus（MES社、東
京、以下DDA）を用いて治療しているので、今回その治療成績を報告する。対象及び方法2009年
4月以降、当院で治療した手指PIP関節周辺骨折10例10指を対象とした。男7例女3例、受傷時年
齢は13歳から79歳平均44歳、罹患指は示指2中指2例、環指4例、小指2例であった。新鮮骨折
9例、外傷性関節症1例であった。手術方法は鋼線等を用い経皮的に骨片、関節面の整復を行
い、整復不良例は観血的に整復固定を行った。外傷性関節症例には肋骨骨軟骨移植を併用し
た。その後、DDAを装着し、PIP関節を牽引した。術後は可及的早期に自動運動を開始した。DDA
抜去時期、臨床成績を疼痛の有無、PIP関節可動域、術後合併症またX線学的に評価した。結果
平均経過観察期間は338日であった。DDA装着期間は平均33.6日であった。術後2例に疼痛の残存
を認めた。PIP関節平均可動域は屈曲73.2±15.4°、伸展-8.4±12.3°であった。骨癒合は8例
に得られた。3例に亜脱臼の残存を、1例に偽関節、1例に変形性関節症を認め、それぞれ腸骨骨
移植を併用したORIF、人工PIP関節置換術の追加手術を必要とした。考察DDAの効果は（1）関節
面骨片への軸圧負荷軽減、（2）側副靱帯の短縮拘縮の防止、（3）ligamentotaxisにあると考
えられる。今回、我々はDDAを用いた治療成績を報告したが、関節内骨片の転位残存例は伸展角
度が有意に少なかった。また変形性関節症へ進行した例も認められ、本法の適応やその他の固
定方法の併用等、更なる検討が必要と考えられた。
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PIP関節掌側脱臼骨折の治療経験
Treatment of Palmar Fracture- dislocations 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関節脱臼骨折の治療において背側脱臼骨折を中心に治療成績の向上が報告されてい
るが、掌側脱臼骨折についてのまとまった報告は少ない。今回、PIP関節掌側脱臼骨折について
手術治療を行い術後成績を検討した。
【対象・方法】2011年以降にPIP関節掌側脱臼骨折に対して手術を施行した6例を対象とした。
罹患指は小指3指、環指2指、中指1指、性別は男性3例、女性3例、年齢22～66歳（平均
39.5歳）、受傷原因はスポーツでの受傷が3例、仕事中での突き指が2例、交通事故1例であっ
た。受傷から手術までの期間は1～12日（平均4.5日）、手術方法は3例に非観血的整復＋経皮的
鋼線固定、3例に観血的整復（背側小皮切を加え骨折面を直視下に整復）＋screw固定を行っ
た。後療法はPIP関節の鋼線固定4週の後可動域訓練を開始した。これらについて、X線学的評価
と、臨床評価として可動域、合併症などを調査した。
【結果】X線学的に全例で骨癒合を認めたが、経皮的鋼線固定を行ったうち2例で中節骨基部関
節面の前後長の増加を認めた。最終観察時に疼痛や運動時轢音を訴えた症例はなく、亜脱臼残
存症例もなかった。PIP関節の可動域は屈曲85～100°（平均95°）、伸展-10～-0°（平均-
3.3°）であった。経皮的鋼線固定を行ったうち2例で、PIP関節の伸展制限(-10°)が残存し
た。
【考察】PIP関節掌側脱臼骨折は中節骨基部に対して掌側への直達外力で軸圧がかかることによ
って起こるが、保存療法では亜脱臼を制動できないことが多いとされる。中央索付着部の剥離
骨折に対して強固な固定を得ることは容易ではないが、小皮切でのscrew固定は比較的低侵襲
で、骨折部を直視下に確認し確実に整復できる利点がある。

S56



1-3-13

創外固定を使用したPIP関節脱臼骨折の治療成績
The Treatment Results of Proximal Interphalangeal Dislocation Fracture with External Fixation

○橋本 瞬, 山崎 宏

相澤病院　整形外科

【目的】PIP関節脱臼骨折に対する指関節牽引・創外固定の有用性を検討する。【対象】2009年
～2014年にMEシステム社のDDA2を用いて治療した10例10指。男8例、女2例、年齢は49(23～
63)歳、示指1例、中指2例、環指3例、小指4例であった。背側脱臼8例、掌側脱臼2例であった。
受傷から手術までは平均6.8 (2～22)日で、うち1例は観血的整復固定後に転位し創外固定を用
いて再手術した。観察期間は平均15.2 (4～33)ヵ月であった。中節骨基部の関節陥没は経骨髄
的整復（Hintringer法）を行った。追加の鋼線固定を行わなかった。装着期間は平均42.2 (35
～55)日であった。術翌日から自動ROM訓練を行った。【結果】全例骨癒合が得られた。TAMは
208°(SD=46, 140～280°)であった。PIP関節の屈曲は72°(SD=20, 40～95°)、伸展は-
12°(SD=10, -30～0°)、DIP関節の屈曲は48°(SD=16, 30～75°)、伸展は-7.5°(SD=8, -25～
0°)であった。合併症は、1例にピン刺入部感染を認めたが経口抗生剤で治癒した。1例に隣接
指のピンによる皮膚潰瘍を生じたが抜釘後に治癒した。【考察】PIP関節だけでなくDIP関節の
拘縮も認められた。その理由としてピンによる伸筋腱の機能不全が考えられた。
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肋骨肋軟骨移植術による手指全置換術後の肋軟骨石灰化に関する検
討

Radiological Study on the Calcification of Costal Osteochondral Graft after Total Finger Joint

Arthroplastys

○本田 祐造, 佐藤 和毅, 越智 健介, 岩本 卓士
松村 昇

慶應義塾大学 医学部 整形外科教室

【目的】外傷などによる手指関節障害に対して、演者らは肋骨肋軟骨移植による関節形成術を
行っている。本法の術後経過中に生じる移植軟骨の石灰化ついて検討したので報告する。【対
象と方法】肋骨肋軟骨移植術による関節全置換術を行った手指関節障害21例22関節中、術後経
過観察24ヵ月以上の8例8関節を対象とした。8例は男性7、女性1、平均年齢30.5 (22-53) 歳、
罹患指は示指2、中指4、環指2、罹患関節はMP関節1、PIP関節7であった。第5・6肋骨肋軟骨移
行部から採取した骨軟骨片を用いて可能な限り解剖学的形状を再現し、low profile screwで固
定した。PIP関節の7例は創外固定器を術後約1ヵ月間装着した。評価項目は、単純X線上の石灰
化時期、石灰化様式、骨性部間距離、臨床症状 (可動域、疼痛、手指変形) である。【結果】
術後平均経過観察期間は50(24-104) ヵ月であった。8例中6例に移植軟骨の明らかな石灰化を認
め、石灰化出現時期は平均13.2 (6-23) ヵ月であった。骨頭側は石灰化が軟骨部の掌側基部か
ら始まって、背側方向に進み、遠位側は軟骨全体が基部より石灰化する傾向が観察された。X線
上の骨性部間距離(骨透亮部)は創外固定除去直後で平均7.4 (5.6～10.1) mm、最終診察時は3.6
(1.1～9.5) mmであった。最終診察時の可動域は屈曲79.6 (62-96) °、伸展-10.3 (-20-0) °
であった。手指の尺側偏位を2例で認めたが、疼痛や日常動作の支障はなかった。【結論】移植
肋軟骨は骨頭側・遠位側ともに石灰化を生じる傾向を示したが、骨性部間距離(骨透亮部)は維
持され、関節機能に影響を生じることはなかった。肋骨肋軟骨移植術により全置換された指関
節は中長期的にも機能すると考えられた。
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橈骨遠位端骨折掌側プレート後の母指運動障害；長母指屈筋腱は癒
着するか？

Evaluation of the Motor Dysfunction of Thumb After Volar Locking Plating of Distal Radius Fractures. ;

Do the Adhesions of the Flexor Pollicis Longus Tendon Affect the Thumb Motor Function?

○内藤 利仁1, 清水 弘之1, 松下 和彦2, 泉山 公3

別府 諸兄1

1聖マリアンナ医科大学　医学部　整形外科学講座, 2川崎市立多摩病院　整形外科

3南多摩病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート（以下，VLP）固定後に，母指運動機
能が改善しない症例が存在する．原因として長母指屈筋腱（以下，FPL）の周囲組織との癒着よ
る滑走障害が考えられる．今回，VLP固定後のFPLの癒着発生状況と母指運動機能障害との関連
性を検討した．
【対象・方法】2012年4月から2014年10月に当院でVLP固定術と抜釘を行い，母指機能評価と抜
釘術中にFPL癒着状況を観察し得た症例21例を対象とした．抜釘時平均年齢は55.5歳，男性
6例，女性15例，骨折型AO分類A3: 2例 C1: 2例 C2: 8例 C3: 9例，全例にAPTUSプレートを使用
し，VLP固定術から抜釘術までの平均経過期間は13.1カ月であった．臨床評価は日手会機能評価
表，PRWE，HAND20，QDASHで行い,   母指機能評価は%  Total  Active
Flexion（以下，TAF），FPL  Dyanmic  Tenodesis  Test（以下，DTT），Table  Top
Test（以下，TTT）の測定と超音波にて行った．FPL癒着状況はプレート長を3分割し，癒着の程
度を4段階にスコア化して肉眼的に評価した．2群間の比較にはt検定を用い，p＜0.05を有意差
ありとした．
【結果】臨床評価はCooney Score 96.0点，PRWE 6.7点，HAND20 10.9点，QDASH 6.8点，手関節
掌背屈56.4° / 67.1°，前腕回内外84.8°/88.1°，握力28.3kgであった．母指機能評価で
は，TAF 125.7°，%TAF 92.5%，DDT陽性10例/陰性11例，passive TTT 3.7cm，%passive TTT
89.4%であった．癒着スコアは平均5.6点であった．
【考察】橈骨遠位端骨折後の母指運動機能に影響する要因は多要因であり，FPLの癒着も原因に
なりうる．今回の検討では，軽度の癒着を含むと全例に認められ，癒着スコアが高値で母指運
動機能評価（%TAF，%passiveTTT）が低値である症例が存在した．
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掌側ロッキングプレートを用いた、橈骨遠位端骨折手術後の合併症
the Comprication of Distal Radius Fracture

○守 宏介, 有薗 行朋, 浜田 良機

みつわ台総合病院

掌側ロッキングプレートで治療された橈骨遠位端骨折例での術後合併症に注目した報告は少な
い。そこで我々は、掌側ロッキングプレート使用例の術後合併症について調査し、その予防に
ついて検討したので報告する。[対象]2005年から2014年の間に当科で掌側ロッキングプレート
を用いて手術を行なった橈骨遠位端骨折213例中、6ヶ月以上経過観察しえた男50例、女109例の
計159例を対象とした。受傷時平均年齢は60.9歳(20-95)、平均観察期間は22ヶ月（6-95）であ
った。骨折型はAO分類でA2:8例、A3:39例、B3:1例、C1:22例、C2:23例、C3:66例であった。な
お、手関節掌・背屈制限と前腕回旋制限は合併症から除外した。[結果・考察]術後合併症の内
訳は、10例(6.3%)に肩関節痛、8例（5.0%）に手根管症候群、各5例（3.1%）の腱鞘炎、腱断裂
と手指の関節拘縮を認めた。そのほか、手関節尺側部痛4例（2.1%）、術創部のkeloid状瘢痕形
成2例（1.3%）、手指にallodyniaを見た2例（1.3%）があった。腱断裂は、長母指屈筋腱完全断
裂1例、部分断裂2例、長母指伸筋腱断裂2例であった。長母指屈筋腱の症例は腱とプレートの摩
擦が原因と考えられた。最近は、末梢設置型プレートや母指に違和感がある場合は、早期にプ
レート抜去を施行している。今回最も多かった肩関節痛は、手関節部痛の持続などで三角巾固
定が長期となった症例である。特に高齢者では遷延し、痛みと可動域制限で生活に支障がでる
場合がある。我々が調べた限りでは、橈骨遠位端骨折術後に合併する肩関節痛の報告はなかっ
た。最近は、積極的な肩関節運動の指導や、ステロイドの関節内注射施行することで、肩関節
痛が長期に残存する症例は減少している。
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橈骨遠位端骨折掌側プレート固定における橈骨軸位撮影を用いた螺
子背側突出部位の評価　多施設共同研究

Radiological evaluation to detect dorsally penetrating screws after volar plating of distal radius fracture: a

multicenter study

○大野 克記1, 小田 明彦2, 石津 恒彦3, 岡本 雅雄4

根尾 昌志1

1大阪医科大学　整形外科, 2畷生会脳神経外科病院整形外科

3洛西シミズ病院整形外科, 4大阪府三島救命救急センター

【目的】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの合併症に伸筋腱障害があり、螺子
の背側突出が原因のひとつと考えられている。X線像による螺子の背側突出を的確に描出するに
は、屍体標本を用いた報告では橈骨遠位端背側に対し15°軸位撮影がよいとされている。本研
究は実際の臨床においてその有用性を検証した。
【対象と方法】2014年3月～10月に掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折手術例105
手(前向き調査)と抜釘例(後ろ向き調査)33手の計138手を対象(男性20手、女性118手、平均年齢
67.7歳)とした。AO分類はA1: 0手A2: 15手A3: 38手B1: 1手B2: 1手B3: 11手C1: 25手C2: 28手
C3: 19手であった。使用機種はMODE-DRP: 54手 Stellar1:7手 Stellar2: 29手 DVR: 23手
Aculoc2: 17手 VATCP: 7手 VariAx: 1手であった 。前向き調査は従来通りの手術後、専用台を
用い15°橈骨軸位撮影を行った。後ろ向き調査は抜釘時に同様の撮影を行った。全例に螺子背
側突出の有無と、突出があればその部位と骨折型について調査した。
【結果】軸位撮影にて螺子突出を認めたものは9手（6.5%）10本であり、前向き調査で4手、後
ろ向き調査で5手であった。突出部位の内訳はLister結節の橈側4手4本、尺側4手5本、遠位橈尺
関節部1手1本であった。AO分類ではA3: 3本B3: 1本 C1: 1本C2: 2本C3: 3本の突出を認めた。
螺子突出は全例最遠位列であった。
【考察】Lister結節尺側の螺子突出はX線側面や斜位像では確認が困難と言われている。軸位撮
影にてLister結節尺側以外の突出も確認され、螺子突出を確認するには部位に関わらず専用台
を用いた方法が有用と考えられた。また、螺子突出は橈骨遠位端背側に粉砕のない症例にも認
め、骨折型に関わらず生じることが示唆された。
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橈骨遠位端骨折におけるスクリュー突出
Screw protrusion in volar locking plate for distal radius fracture

○荻原 弘晃1, 牧野 絵巳1, 杉浦 香織1, 大村 威夫2

1浜松赤十字病院　整形外科, 2浜松医大整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート(VLP)固定の際、遠位背側へのス
クリュー（ピン）突出することがある。我々は第57回学術集会でVLPの背側皮質からのスクリュ
ー突出頻度は高く、スクリューが意図より長く突出する傾向があることを報告した。【目的】
スクリューと背側皮質骨までの距離が、術後にどの程度変化しているかを調べ、最適なスクリ
ュー長を検討した。【対象と方法】2014年に当院でVLP固定を行い、術後にCT撮影を行った26例
を対象とした。平均年齢は64.8歳であった。骨折型はAO分類A3例、B1例、C22例であった。プレ
ートはStellar2とAcu-Loc2を使用した。デプスゲージで背側皮質骨までの距離を測定し、長さ
を記録した。スクリューは原則的に計測値より2mm短いものを使用した。術後CT撮影を行い、ス
クリューごとに手術時の測定値とCT画像での計測値を比較し、背側皮質骨までの距離の変化を
計算した。【結果】遠位スクリューは173本挿入され、背側皮質より突出していたのは6本であ
った。背側皮質骨までの距離が挿入時より短縮していたスクリューは65本で、1mm超の短縮は28
本であった。短縮に影響する因子として、年齢、性別、プレートの種類などは有意差なかった
が、スクリュー部位がリスター結節尺側の場合は、橈側に比べて有意に背側皮質までの距離が
短縮していた。【考察】今回の検討では、65本のスクリューにおいて、挿入時より背側骨片が
短縮していた。原因として、整復時、固定後の骨片の転位などが考えられるが、手術時はこの
傾向を十分考慮してスクリュー長を選択する必要がある。スクリュー値をデプスゲージ測定値
より原則2mm短いもの選択したため、背側皮質よりの突出が3.5%と低値であったと思われ、デプ
スゲージ測定値より2mm程度短いスクリュー選択が有効の可能性がある。
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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法におけるマルチ
スライスCTを用いたインプラント突出の検討

Multislice CT examination of dorsal screw penetration and palmar plate prominence distance in the

locking plate method for distal radius fractures.

○深井 敦大, 瀧川 直秀, 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】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート法の問題点としてプレートやスクリ
ューが原因となる屈筋腱及び伸筋腱損傷が挙げられる。今回本骨折に対して掌側ロッキングプ
レート法で治療した症例についてCTを用いてスクリュー背側突出の有無及びプレート遠位掌側
突出距離をretrospective に検討したので報告する。【対象】2013年5月から2014年8月まで
に、本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82例中、術後にマルチスライス
CT検査を行った30例を対象とした。男性8例、女性22例で、手術時年齢は平均66.2歳 (16-86歳)
であった。使用機種は全例MODE  DRP(日本MDM社)であった。骨折型はAO分類で
A2:5例、A3:3例、B3:3例、C1:13例、C2:6例であった。追跡期間は平均7.2カ月(3-13カ月)であ
った。【方法】(1)術後CTにおいて橈骨遠位端掌側で最も掌側突出した骨性隆起から１０mm橈側
位置でのプレート掌側突出距離、及び術後の臨床症状の有無 を評価した。(2)術後CT橈骨遠位
端軸位断像における遠位スクリュー背側突出の有無、及び術後の臨床症状の有無につき評価し
た。【結果】プレート遠位端の突出距離は平均1.30mm(0.0-4.5mm)であった。母指IP関節屈曲時
の疼痛など臨床症状を認めた3例の突出距離は3.0mm、2.9mm、2.8mmであった。遠位スクリュー
の背側突出は6例、スクリュー211本中7本(3.3%)に認めた。術後1例に長母指伸筋腱断裂を認め
たがスクリュー突出例ではなかった。【考察】腱損傷予防の為、FPLの走行位置を理解してプレ
ートを設置する事及び、術中に施行可能な橈骨遠位端軸斜像で遠位スクリュー背側突出の有無
を評価する事が望ましい。

S63



1-3-20

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート破損に関するアン
ケート調査（第２報）

A questionnaire survey with hardware failure of volar locking plate system for distal radius

fracture(second report)

○富田 一誠1, 川崎 恵吉3, 池田 純3, 久保 和俊2

稲垣 克記2

1昭和大学江東豊洲病院　整形外科, 2昭和大学医学部整形外科学講座

3昭和大学横浜市北部病院整形外科

（はじめに）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の登場により、背側転
位した骨片を角度安定性に固定できるようになり飛躍的に発展した。現在まで多施設から掌側
ロッキングプレート固定法の良好な治療成績が報告され、現在では、橈骨遠位端骨折に対する
治療法のスタンダートになっている。一方で、不安定型骨折に対するlow profileなプレートと
各種ロッキング機構の強度や、polyaxial locking screwの強度などが危惧されている。最近症
例が多くなるにつれ、合併症が散見され始め、掌側ロッキングプレート固定による合併症の検
討が必要となってきた。当科では、2010年に共同演者が第1報を報告したが、最近の本邦でのイ
ンプラントの破損状況を、各販売業者にアンケート調査をしたので報告する。（目的）今回我
々は、橈骨遠位端骨折治療用掌側ロッキングプレートを扱う医療機器メーカーに対して、アン
ケート調査を行い、インプラントの破損状況について調査した。（方法）プレートの破損、ス
クリューの破損、連結部の緩みの有無について、各メーカーに、アンケート形式で調査し
た。（結果）各業者らの症例数は概数であり、破損例はメーカー報告のみであることが、本研
究の制限である。約29万弱の症例の中で、プレート破損が0.016％、スクリュー破損が
0.037％、ロッキング連結部破損が0.039%であった。（考察）純チタン製プレートに破損が多か
ったが、形状や厚みには関連性がなかった。スクリュー破損の原因は、不適切な使用や不正確
なロッキングによるものがあった。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
は、手外科専門医以外が施行することも多いので、システムのコンセプトと骨折型を熟知し
て、機種を選択する必要があると思われた。
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第17回 手外科における保険診療

○牧野 正晴

新潟万代病院 整形外科

平成27年度は2年毎に行われる医療保険大改定の年度ではないので、保険診療上の大きな変更は
ないと考えられる。
今回は、日本手外科学会社会保険等委員会活動、保険収載活動、Q＆A、医師の技術料算定方法
の検討等にテーマにした講演を行う予定である。
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DVR掌側ロッキングプレート固定後の矯正損失を予防するための工
夫: Subchondral Bone Tamp法の有用性について

Our approach to prevent the loss of reduction following DVR volar locking plate fixation: efficacy of the

subchondral bone tamp technique

○加藤 直樹, 福本 恵三, 久能 隼人, 酒井 伸英
斉藤 憲太

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

DVR anatomic plate system（DVR）は比較的強固な遠位骨片の制動性を有していると思われる
が、月状骨窩や舟状骨窩の関節面直下の背側寄りにfracture voidが存在すれば、効果的な
subchondral supportが出来ず、結果として矯正損失が生じることがある（第57回本学会で報
告）。そこで最近は術前のCT画像で関節面直下のfracture voidの有無を評価し、fracture
voidを認める症例に対しては整復位保持の観点からSubchondral Bone Tamp法（SBT法）を併用
して内固定を行っている。SBT法とは、荷重やストレスの伝搬経路から外れる橈側寄りの骨幹端
部や遠位骨幹部の局所海綿骨を関節面直下に押し上げて充填することで、関節面の整復に加
え、圧縮された海綿骨の厚い層をfracture voidが存在する軟骨下骨部分に作り出し、同部に挿
入したペグの関節面支持力を増加させるといった手法である。2013年3月以降、SBT法を用いて
内固定を行った症例は17例（平均年齢63.1歳、男性4名、女性13名）、左9例、右8例で、骨折型
はA3 3例、C1 4例、C2 9例、C3 1例であった。合併症として尺骨茎状突起骨折を8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、radial inclinationおよび
ulnar varianceを計測し、最終的な矯正損失量を算出した。またプレート遠位の浮き上がりに
ついてもSoongらの報告したvolar prominenceを計測して評価した。結果、SBT法を行わなかっ
たこれまでの症例と比較して、矯正損失量は有意に減少しており、整復位保持の観点から本法
は有用であると思われた。

S66



1-3-22

橈骨遠位端骨折掌側皮質粉砕症例に対する創外固定を併用した掌側
ロッキングプレート固定の有用性

Usefullness of volarlocking plating with external fixator for distal radius fracture

○大坪 晋

松山市民病院　整形外科

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定は一般的な治療となってきており、術後
の安定した角度安定性が得られ良好な成績が得られている。しかし掌側皮質骨が粉砕されてい
る症例は術中の整復位が保てずに短縮したまま固定せれ、尺骨突き上げ症候群や回内外可動域
制限などの遠位橈尺関節に関与した症状が残存する症例がある。そのため当科では橈骨遠位端
掌側皮質粉砕骨折に対してbridging型創外固定を併用した掌側ロッキングプレート固定を行っ
ている。手術ではまずbridging型創外固定にて牽引し短縮変形を改善させ、また
ligamentotaxisで大まかな整復位を得た。その上で掌側からロッキングプレート固定を行っ
た。ロッキングプレート固定後は創外固定の牽引を透視下に問題ない範囲で緩めた。術後２週
で創外固定は除去した。これまで３例にこの方法を行ったが、粉砕症例で骨萎縮を認めた症例
はあったがその他は大きな合併症はなく骨癒合が得られ、可動域も良好であった。末梢骨片が
掌側へ転位した症例は整復時に支えとなる掌側骨皮質がなく短縮変形が残存しやすい。掌側へ
短縮変形を来すと回外制限が著明に残存する事が多く、それらを防ぐためにはこのような症例
に創外固定を併用することは有用であると考える。
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Intrafocal pinningを併用した橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング
プレート固定

Treatment for distal radius fracture using volar locking plate with intrafocal pinning

○中山 政憲1, 菊池 駿介1, 岩本 卓士2, 佐藤 和毅2

1独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター　整形外科

2慶應義塾大学整形外科

【目的】われわれは橈骨遠位端骨折に対してintrafocal pinningを併用した掌側ロッキングプ
レートを用いた固定を行っておりその成績についてまとめた。【方法】2013年4月より2014年5
月までに当院で手術を施行した橈骨遠位端骨折のうち、5か月以上経過観察が可能であった30例
30手（男性7女性23、左14右16）を対象とした。手術時平均年齢は63歳(33-83)で、受傷から手
術までは平均11日(2-23)であった。X線像上全例背側転位型で、AO分類で
A2：6例、A3：5例、C1：14例、C2：4例、C3：1例であった。プレートはAPTUS (MEシステム)が
24例、MODE（MDM）が4例、ACULOC2（ACUMED）が2例であった。手術は透視下に1.8mmのキルシュ
ナー鋼線を用いて橈側・背側からintrafocal pinningを試み、仮骨形成などの理由でcloseでの
整復が困難な場合は掌側を皮切し、骨折部を剥離した後ピンニングを行った。次いで掌側から
ロッキングプレートを設置した後留置したピンを抜去し、透視下に骨折部が動かないことを確
認し閉創した。【結果】手術時間は平均59分(42-111)であった。臨床成績はCooneyの方法で
excellent15例、good12例、fair3例であった。術前AO分類C3であった1例にのみ術後経過観察中
に骨片の再転位が見られた。Closeでピンニングによる整復が困難であった例は10例で、この群
は手術までの待機期間が平均15.8日であるのに対し、整復が容易であった群は平均8.6日であっ
た。【考察】intrafocal pinningは整復と固定が同時にかつ比較的容易にできるため手術時間
の短縮が見込める。ロッキングプレート設置後全例でピンを抜去しており概ね問題はないが、
術前XPでAO分類C3の場合は注意が必要である。また手術までの待機期間が15日を超える症例で
はcloseでの整復にこだわらず、まず掌側を展開した後整復操作を行うのが望ましい。
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橈骨遠位端骨折における背側天蓋状骨片に対する治療戦略
Strategy for treatment of the dorsal roof fragment in the fracture 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】
橈骨遠位端骨折において、背側の関節外骨片が手関節内に転位している症例が存在する。佐々
木らはこれらの骨片を背側天蓋状骨片として報告し、さらに山中らによって連続型、遊離型、
髄内型に分類された。今回、背側天蓋状骨片を伴う橈骨遠位端骨折の特徴を明らかにし、同骨
片に対する治療戦略について検討した。
【対象と方法】
手術治療を施行した橈骨遠位端骨折374例のうち背側天蓋状骨片を伴っていた10例を対象とし
た。男性1例、女性9例、手術時年齢は平均72.2歳であり、骨折型はAO分類でA3 4例、C2
5例、C3 1例であった。これらの症例における背側天蓋状骨片の特徴とその処置方法を後ろ向き
に調査した。
【結果】
全例背側転位型の橈骨遠位端骨折であり、山中分類では連続型6例、遊離型2例、髄内型2例であ
った。骨片の大きさは長軸8.9～25.6 mm、短軸4.3～10.9 mmであり、同骨片に対する処置とし
ては遊離型と髄内型は骨片摘出のみが、連続型で骨片の長軸が15 mm未満の2例は骨片整復＋骨
もしくは骨膜縫合、15 mm以上の4例は骨片整復＋内固定(screw 1例、K-wire 3例)の処置が行わ
れていた。
【考察】
背側天蓋状骨片の処置として、山中らは同骨片を放置すると手関節の可動域制限や疼痛の原因
となり、さらに伸筋腱の滑走障害や腱損傷を生じると報告した。また森谷らは無処置の4例中3
例にEPL断裂が発生したことから適切な外科的処置の必要性を強調している。しかし、いずれの
報告においても具体的な方針については言及されていない。今回の検討から、遊離型・髄内型
は骨片の小さいものが多く直視下もしくは鏡視下の骨片摘出が適応となり、連続型では骨片が
大きいものが多く、その中でも15 mm未満のものでは骨もしくは骨膜縫合を、それ以上のもので
は骨片整復＋内固定を行うことで良好な結果が得られていた。
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橈骨遠位端骨折に対する手術治療の工夫-関節内掌側転位骨片の整復
操作

Devising a distal radius fracture fixation focus on the intra-articular volar dislocated fragment.

○杉山 陽一1, 内藤 聖人2, 有富 健太郎2, 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順天堂大学附属　順天堂医院　整形外科

[はじめに]関節内掌側転位骨片を伴う橈骨遠位端骨折（DRF）は掌側からのバットレスプレート
による観血的整復が行われることが多い。しかし、掌側転位骨片は掌側手根橈骨靭帯に牽引さ
れており単純なバットレス効果では骨片の転位が残存し、しばしば関節面のV字変形が生じる。
そこで我々は掌側転位骨片を伴うDRFに対してcondylar stabilizing法を応用した骨接合術を行
っているのでその結果を報告する。[対象と方法]2013年に当院で手術加療を行った関節内掌側
転位骨片を伴うDRF 10例（男：4例、女：6例、平均年齢 68.4歳）骨折型はAO分類でB3：1例、
C1：4例、C2：2例、C3：3例が対象である。Acu-Loc 2遠位設置型（日本メディカルネクスト）
を使用した。まず掌側に転位した骨片に遠位ロッキングスクリューを挿入し、これをプレート
のアンカリングとする。この時Condylar stabilizing法の如くプレート近位を橈骨から浮かせ
た状態である。その後バットレスプレートとして掌側転位骨片を整復固定する。本術式の術後6
月の臨床成績と画像所見を検討した。[結果]術後6月のMayo scoreは全例でexcellent（平均
91/100）であり、腱損傷など一般的な掌側ロッキングプレートによる合併症は認めなかった。
単純X線によるVolar tiltは平均12.7°（9.1- 15°）であり、CT矢状面による橈骨月状骨窩の
深さは平均4.1mm（3- 5.4mm）であった。[考察] 関節内掌側転位骨片を伴うDRF治療の問題点
は、掌側手根橈骨靭帯に牽引された掌側転位骨片の整復不良による関節面不整の残存である。
しかし、本研究の結果から遠位ロッキングスクリューによるアンカリングを用いたバットレス
効果は関節内掌側転位骨片の整復固定に有用な固定法と考えられる。一方、遠位設置プレート
使用による屈筋腱損傷の認識が重要であり、骨癒合後の抜釘が必要と考える。
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関節鏡を併用した橈骨遠位端骨折の治療-整容的アプローチと従来法
の比較-

Comparison between ARC(Arthroscopic Reduction and Cosmetic approaching) technique and traditional

approach with arthroscopically assisted ORIF for distal radius fracture

○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

【はじめに】我々は橈骨遠位端骨折に対する関節鏡手術をより簡便化し整容面にも配慮した術
式(ARC法)を開発し、その優れた臨床成績を報告してきた。今回はARC法と従来法（Ｃ法）と比
較しARC法の有用性及び適応について報告する。
【対象および方法】対象はARC法およびＣ法を用いた橈骨遠位端骨折各60例を対象とした。男女
比（ARC法/従来法）は男16例女44例/男19例/女41例で、受傷時平均年齢は64歳/67歳であった。
骨折型はAO分類type Aが10例/7例 type Bが3例/5例、type Cが47例/48例であり、C3が両群とも
最も多かった。1．骨癒合期間、2．関節鏡視下での骨片の追加整復の必要率、3．臨床評価とし
て関節可動域および握力、5．術前後のレントゲン評価、6．術後瘢痕についてはデジタルノギ
スを使用して、皮切の長さおよび幅を測定し検討した。
【結果】2群間の症例の内訳に差はなかった。術後全例骨癒合を獲得しそれぞれ平均8.9週/10.2
週であった。術中鏡視下追加整復は60中それぞれ15例/17例に必要とした。最終可動域は屈曲伸
展が平均152度/159度、回内外が平均172度/170度で、握力は対健側比78%/75%であった。単純レ
ントゲンでは、術後の矯正損失は両群間に差がなかった。また術後瘢痕の測定結果では本法の
横皮切が最も幅が狭く全例で肥厚性瘢痕は認めず、統計学的に優位にARC法が目立たないことが
判明した。Ｃ群では4例に著しい瘢痕形成を認めた。
【考察】ARC法は整容面に配慮した関節鏡併用法で、治療成績は従来法と同様であった。ARC法
は優れた外観を得ることができるとともに、肥厚性瘢痕などを認めず、手術創の異常知覚もな
かった。皮切は横皮切であるが骨折部の展開は良く、その適応は掌側ロッキングプレートで対
応可能な症例全般と考える。
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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後の手指拘縮
Finger contracture after volar locking plate fixation of distal radius fractures.

○後藤 真一, 秦 命賢

鶴岡市立荘内病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折後の手指拘縮の原因として、不適切なギプス固定がよく知られてい
る。しかし、手術加療を行った症例にも手指拘縮を生じることがある。当科ではこの予防のた
めに、全例に術翌日から作業療法士（OT）が関わり手指拘縮予防を行っているが、それでも手
指拘縮を合併する症例が存在する。今回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、その後手指拘縮を合併した症例について調査した。
【対象と方法】2010年1月から2013年12月までに、橈骨遠位端骨折新鮮例に対して掌側ロッキン
グプレート固定を行った157例のうち、術後4週以降に示指以外のいずれかのPPD（palp-palm
distance）が5mm以上であった症例を手指拘縮あり群として、詳細を調査した。また、手指拘縮
がなかった症例を手指拘縮なし群として比較した。後療法は一部を除き術後外固定を行わず、1
泊入院として、術翌日にOTよりリハビリテーションを受けた後に退院し、以後は通院リハビリ
テーションを行った。高度の浮腫を伴う拘縮に対してはプレド二ゾロン少量投与（5̃10mg/日）
を行った。
【結果】手指拘縮なし群は130例、手指拘縮あり群は27例であった。また、最終経過観察時にも
7例に手指拘縮が残存していた。手指拘縮の有無には、高齢、多骨折型（A-O分類A3、C2、C3）
骨折、尺骨遠位端骨折の合併、認知症、高度の浮腫（ステロイド投与を要したもの）が関係し
ていた。また、手指拘縮あり群の中で最終時に拘縮が残存した7例には、より高齢、認知症が関
係していた。
【結論】本研究より、橈骨遠位端骨折術後に手指拘縮合併のリスクが最も高い症例は、より高
齢者、多骨片型骨折、尺骨遠位端骨折の合併、認知症を合併している症例であった。これらの
症例に対しては、入院リハビリテーションの延長などの対策を行う必要がある。
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掌側ロッキングプレートにて治療した橈骨遠位端骨折の術後手根管
症候群（正中神経障害）

Carpal tunnel syndrome after volar locking plate fixation of distal radius fracture

○夏目 唯弘1, 浦野 秀樹2, 水島 秀幸3, 山本 美知郎3

平田 仁3

1刈谷豊田総合病院　整形外科, 2中日病院　名古屋手の外科センター

3名古屋大学大学院医学系研究科　手の外科学教室

【目的】掌側ロッキングプレートにて治療した橈骨遠位端骨折の術後手根管症候群（正中神経
障害）について調査すること【対象】2013年3月から2014年4月までに当院で橈骨遠位端骨折に
対し掌側ロッキンブプレートで治療した81例全例を前向きに調査した。頸髄損傷合併例1例、受
傷時に正中神経症状を訴えた4例、コンパートメント症候群により受傷時に手根管開放術を行っ
た1例、CRPS1例、術後早期に死亡した1例、術後未来院2例を除いた71例を対象とした。女性44
例男性27例、年齢は20～89歳（平均59.7歳）であった。手術は全例掌側アプローチで行っ
た。【方法】手根管症候群（正中神経障害）の発症率・発症時期を調査し、骨折型(AO分類）、
レントゲンパラメーター（受傷時・術直後・術後3か月時）、プレート設置位置（関節面からの
距離・プレートの浮き上がり）、超音波による手根管入口部正中神経横断面積（術後3ヶ月
時）、骨折の受傷機転（低・高エネルギー）、握力・ピンチ力、関節可動域、HAND20を評価し
CTS（掌側枝障害例除く）・非CTS群で比較した。全例6ヶ月以上フォローアップした。【結果】
正中神経障害の発症は7例（9.9％）でうち2例は掌側枝の障害と思われた。発症時期は掌側枝障
害症例では術後1週以内、その他は術後2～12週であった。CTS群では高齢で低エネルギー損傷例
が多かった。握力・ピンチ力は有意に低下していた。レントゲンパラメーター（受傷時・術後
・矯正損失量）・プレート設置位置・骨折型に有意差を認めなかったがプレートの浮き上がり
によると思われる例を認めた。正中神経横断面積はCTS群で有意に増大していた。【結論】掌側
ロッキングプレートにて治療した橈骨遠位端骨折における手根管症候群の発症原因としてはプ
レートの浮き上がりおよび潜在的手根管症候群の存在が示唆された。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する尺骨治療法の検
討

Clinical results of fractures of the distal ulna associated with distal radius fractures.

○本田 祐造1, 角 光宏2, 田中 奈津美1

1長崎労災病院　整形外科, 2貞松病院　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の治療法について検討した。【対象と方
法】橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折38例を対象とした。男性4例、女性34例、平均年
齢73.8歳(20～86歳)、平均経過観察期間は18.7か月(3～46か月)であった。骨折型はBiyani分類
でtype1:14例、type2: 2例、type3:12例、type4:10例であった。橈骨を掌側ロッキングプレー
トで固定後、尺骨に対してプレート固定(A法)、ピン/screw固定(B法)、Darrach(C法)、保存加
療(D法)を行った。これらに対しulnar variance(UV)の術後矯正損失量(ΔUV)、骨癒合の有無、
日本手外科学会手関節機能評価(JSSH)による臨床評価を調査し、type・治療法別に比較検討し
た。【結果】偽関節の１例で再手術を行ったが、接合例は全例骨癒合を得た。type別の治療
は、type1：A法(5例)・B法(4例)・C法(1例)・D法(4例)、type2：B法(1例)・C法
(1例)、type3：A法(4例)・B法(5例)・C法(2例)・D法(1例)、type4：A法(5例)・B法(2例)・C法
(3例)であり、各々のΔUV/JSSHは、type1: A法(0.5mm/86.8点)・B法(1.1mm/90点)・C法(-
/90点)・D法(1.0mm/86.3点)、type2:B法(2.0mm/80点)・C法(-/90点)、type3:A法(0.4mm/85点)
・B法(0.7mm/85点)・C法(-/80点)・D法(1.0mm/85点)、type4:A法(0.5mm/88点)・B法
(1.5mm/82.5点)・C法(-/83.3点)であった。【結論】type1は橈骨を固定した時点で尺骨が安定
していれば、保存加療でも十分な成績が得られた。type3はA法とB法でΔUV/JHHSの差はなく、
接合する場合はB法でも十分な治療効果が期待できる。type4は変形癒合回避にはプレート固定
が推奨されるが、活動性の低い高齢者ではDarrach法も選択肢の1つと考えられた。
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橈骨遠位端骨折治癒後に手術を必要とした TFCC 損傷
Analysis of TFCC injury that required surgery after uneventful healing of distal radius fracture

○安部 幸雄, 守屋 淳詞

済生会下関総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折はアライメントを整復すれば一般に予後は良好とされる．しかし良好
なアライメントで治癒してもTFCC損傷に起因する頑固な尺側部痛を訴える症例をしばしば経験
する．今回，良好なアライメントにて骨折治癒後に手術を必要としたTFCC損傷の検討を行っ
た．　【対象】症例は10例，男性1例，女性9例，右4手，左6手，年齢は56歳～87歳，平均67歳
であった．橈骨遠位端骨折に対しては1例のみ骨接合術を施行され，9例は保存的に加療されて
いた．受傷から TFCC 損傷の手術までの期間は3か月～10年であった．TFCC損傷形態は安部の分
類に従った．【結果】骨折は平均値にて radial inclination 25.8度，palmar tilt
9.2度，ulnar variance　+1mmと良好に治癒していた．TFCCの断裂形態は裂状断裂：5，弁状断
裂：2，尺骨茎状突起剥離断裂：3，尺骨小窩断裂：3，2例に合併損傷を認めた．実質部損傷は
掻爬，周辺部損傷は鏡視下縫合術を行った． 1例の骨接合術例では術後6か月以降に尺骨頭の不
安定性が明らかとなり，術後1年8か月で尺骨小窩断裂の鏡視下縫合術を施行した．全例に疼痛
の軽減と握力の改善を認め Mayo modified wrist score ではE:5例，G: 4 例，F: 1例であっ
た．【考察】橈骨遠位端骨折の予後を左右する因子の一つに TFCC損傷がある．その合併率は約
60％強であるが，骨折治療時における治療指針はいまだ明らかでない．今回TFCC手術に至った
症例は1例の手術例を除くと膨大な数の保存治療例の中の9例であった．良好なアライメントに
て治癒すれば TFCC 損傷が問題となる症例は稀といえる．現在，遠位橈尺関節の不安定性を生
じる尺骨小窩断裂の合併は骨接合時に縫合している．【結論】橈骨遠位端骨折が良好なアライ
メントで治癒しても尺側部痛を訴える症例では TFCC断裂を考慮し治療する必要がある．

S75



1-3-31

橈骨遠位端骨折に合併した遠位橈尺関節(DRUJ)不安定性の評価への
術中modified sky line viewの応用

The modified sky line view for evaluating the distal radioulnar joint instability secondary to distal radius

fracture

○今田 英明, 渋谷 早俊, 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】橈骨遠位端骨折に合併するDRUJ不安定性を評価する方法としてはDRUJ
ballottement testを用いることが多い。しかしこれは検者の経験や主観に影響され再現性にも
乏しい。手関節modified sky line viewは橈骨sigmoid notchの形態を術中に評価する方法して
2012年Klammerらにより報告された撮像法である。今回我々は橈骨遠位端骨折に合併するDRUJ不
安定性の評価に本法を利用し一定の知見を得たので報告する
【対象・方法】対象は観血的治療を行った橈骨遠位端骨折13例である。平均年齢は65.7歳、平
均術後経過観察期間は4.5か月であった。橈骨遠位端骨折AO分類ではA2が2例、A3が3例、B3が
2例、C1が2例、C2が4例であった。尺骨茎状突起骨折合併は9例で中村の分類では先端部1例、中
央部5例、基部水平骨折1例、基部斜骨折2例であった。これらの症例に対してまず橈骨をロッキ
ングプレート固定した後、肘屈曲70度、前腕回外位、手関節最大背屈位とし透視画面に描出さ
れたmodified sky line view上にて尺骨に掌背側のストレスを加え尺骨が橈骨sigmoid notchの
掌背側縁のいずれかを完全に乗り越えた4例を不安定ありとして修復術を追加した。術中、尺骨
骨折なし、中央部骨折の各1例ではTFCCが尺骨小窩付着部から完全に剥離していたため直視下に
縫着し、基部斜骨折の2例では骨折部をプレート固定した後TFCCを小窩付着部に縫合した。
【結果】修復後本viewにて不安定性の改善が確認できた。最終経過観察時、中村らのDRUJ評価
基準にて優10例、良3例であった。
【考察】術中modified sky line viewは橈骨遠位端骨折に合併したDRUJ不安定性の評価の一助
となる。今後症例数を増やし術中関節鏡所見との関係も検討していく予定である。
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橈骨遠位端骨折に合併した遠位橈尺関節不安定性の評価法～回外位
での試み～

Evaluation for DRUJ instability associated with Distal Radius Fracture -forearm supination-

○杉田 健, 酒井 和裕, 古川 雄樹, 宮地 有理

健和会大手町病院整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折は尺骨遠位端骨折や三角繊維軟骨複合体（TFCC）損傷など遠位橈尺関
節（DRUJ）不安定性合併の評価が治療に重要である。橈骨内固定後に徒手的にDRUJ
ballottement（従来法）を回内外中間位で評価し健側と比較することが多いが、信頼性が十分
とは言えない。そこで回外位ストレステストを考案したので紹介する。【方法】対象は2014年6
～10月に手術した橈骨遠位端骨折13例である。橈骨内固定後、肩外転屈曲90°・肘屈曲90°・
手関節屈伸中間位での最大回外位と、その肢位で橈骨を保持し尺骨頭を掌側に圧迫するストレ
ス下で、両者の側面像の尺骨頭背側縁-橈骨掌側縁の距離（UR）を比較し、その差ΔURを評価し
た。従来法と尺骨骨折、TFCC損傷の有無も評価した。【結果】ΔUR3mm以上6例で、3mm未満7例
であった。前者6例は尺骨茎状突起骨折2、尺骨遠位端骨折1、尺骨茎状突起骨折＋TFCC損傷
2、TFCC損傷1を合併し、いずれも従来法でも不安定性を認めた。骨折は5例すべて、TFCCは尺側
部断裂の1例に手術を追加した。後者は尺骨茎状突起骨折3例、TFCC橈側付着部断裂4例を合併し
たが、いずれ も従来法で不安定性はなかった。【考察】橈骨骨接合後のDRUJ定量的評価は、小
熊らが橈骨内固定後正面像でのDRUJ開大指数、櫛田が側面像で掌背側ストレスを行ったが、い
ずれも中間位である。中間位ではsigmoid notchと尺骨頭の彎曲率差で「遊び」ができ、偽陽性
となる危険がある。一方、前腕回外位でDRUJはTFCC、掌側橈尺靭帯、遠位骨間膜が緊張し安定
するため、この状態で不安定性があれば、DRUJ支持機構破綻は確実である。本法はΔUR3mm以上
では尺骨遠位部骨折やTFCC周辺部断裂を合併し、DRUJ不安定性評価の優れた指標と考えられ
る。
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尺側要素損傷から考える橈骨遠位端骨折の予後不良因子
Poor Prognosis Factors of Distal Radius Fracture

○山部 英行1, 山中 一良2, 小原 由紀彦3, 中村 俊康3

1済生会横浜市東部病院　整形外科, 2済生会神奈川県病院　整形外科

3山王病院　整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折に対し掌側プレート固定をした後に尺側要素を修復しなかった症例の治療成績
をまとめ、そこから推察される予後不良因子検討することを目的とする。
【方法】
同一術者が治療した尺側要素損傷を伴う橈骨遠位端骨折患者30名、30手関節（男性13、女性
17、平均59.2歳、AO分類はA2：3、A3：8、B1：1、B2：1、B3：2、C1：10、C2：2、C3：3、平均
経過観察期間7.8ヵ月）を対象とした。尺骨遠位端骨折に関しては遠位骨幹端部および近位型の
茎状突起骨折の症例は今回含まれていない。手術は全例、まず橈骨手根関節（RCJ）および遠位
橈尺関節（DRUJ）からの鏡視でTFCC損傷の有無を確認した後に橈骨骨折部の掌側プレート固定
を行った。断裂したTFCCに関しては断裂部辺縁の部分切除のみ行い縫合を行わなかった。最終
診察時のquick-DASHスコアと尺側要素損傷の関係を検討した。
【結果】30例のうち、尺骨茎状突起骨折を伴うものは16例（基部型：11、中央型：1、先端
型：4）、TFCCの新鮮断裂を伴うものは12例（Palmer 1A：2、1B：2、1D：8）、変性断裂を伴う
ものは10例（Palmer 2A：4、2B：1、2C：5）であった。Quick-Dash スコアが15点を越えた症例
は12例であったが、全例TFCC損傷が存在した（1B：1、１D：4、2A：１、2B：１、2C：5）。一
方、尺骨茎状突起骨折を伴ったものは8例（基部型：6、先端型：2）であった。TFCC損傷を伴わ
ない尺骨茎状突起骨折は全例Quick-Dashスコア15点未満であった。
【考察】
尺骨茎状突起骨折の有無および部位からのみから予後を予測することは困難であり、DRUJの不
安定性が懸念される場合は鏡視が必須である。高齢者の変性断裂では2Cタイプが多く、ulnar
varianceを確実に矯正する必要がある。比較的若年の新鮮断裂では1Dタイプが多く、手術時に
縫合を行う事が望ましい。
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橈骨遠位端骨折における骨折型一致率の検討
Coincidence of distal radius fracture classification using plain X ray images

○牧野 絵巳, 荻原 弘晃, 杉浦 香織

浜松赤十字病院　整形外科

【背景】
橈骨遠位端骨折の診断には主に単純X線像を用いるが、近年CT撮影により関節内の詳細な描出が
可能となった。また、骨折型の分類方法としてAO分類を使用することが多いが、分類の再現性
の低さが指摘されている。
【目的】
橈骨遠位端骨折において、AO分類における単純X線画像の分類結果がCT像とどの程度解離してい
るか、単純X線画像の読影結果が医師間でどの程度一致しているか、の2点について検討した。
【対象と方法】
2012年1月から2014年8月の間に当院を受診した橈骨遠位端骨折症例で、単純Ｘ線撮影に加
え、CT撮影を行った136例138手とした。3名の整形外科医が、単純X線画像2方向を読影し、AO分
類でsubgroupまで評価した。CT画像の分類は、医師間で協議して結果を統一した。単純X線像の
医師間の分類の一致率は、κ係数を用いて二者間毎に評価した。
【結果】
CTを正答とした単純X線像のAO分類の正答率は、typeまでの分類では平均74％と良好であった
が、groupまでの分類では平均46％と低く、subgroupまでの分類では平均34％と非常に低くなっ
た。単純X線像でtypeCと診断された症例のうち、CTでtypeAと診断された症例が29％と多く、背
側骨片の粉砕を関節内骨折ととらえていた例が多かった。単純X線像でtypeAと診断された症例
のうち、CTでtypeCと診断された症例は15％であった。X線画像の分類の一致率は、typeまでの
分類ではmoderateと中等度の一致率であったが、group、subgroupではpoorと一致率は低かっ
た。
【考察】
今回の検討で、医師間の診断の一致率は諸家の報告同様低かった。また、単純X線診断で関節内
骨折が評価できなかった症例が多く、治療方針の決定の為にはCT撮影の併用が有効であると考
えた。
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背屈型橈骨遠位端関節内骨折における骨片転位の三次元的解析
Three dimensional analysis of displacement of fragments in dorsally angulated  intra-articular distal

radius fracture

○信貴 厚生1, 岡 久仁洋1, 後藤 晃2, 栗山 幸治3

村瀬 剛1

1大阪大学大学院医学研究科 器官制御外科学, 2箕面市立病院 整形外科

3星ヶ丘医療センター 整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内骨折の正確な整復のためにはCTによる骨折線の位置、骨片の転位方
向の評価が有用である。しかしCTに基づく骨折型分類の報告は乏しく、関節内骨折の転位の特
徴についての報告はない。今回我々は背屈型関節内骨折を三次元的に解析し、骨折型と転位の
特徴を評価したので報告する。
【方法】背屈型橈骨遠位端骨折（AO typeC2、C3）25例のCTデータから三次元骨モデルを作成し
評価した。骨折型は遠位橈尺関節（DRUJ）に骨折線を含む（type1）、含まない（type2）、さ
らに橈骨手根関節（RCJ）の骨片数と骨折線の位置(subtype A,B,C）で分類した。RCJの骨片が4
つ以上の粉砕型はtype3とした。各々の型で骨片の転位を三次元的に解析した。
【結果】骨折型はtype1:57.7%、type2:23%、type3:19.2％であった。DRUJに骨折を含む
type1、3では、背側橈尺靭帯の付着した骨片は回外（4.0°）、背屈するのに対し、その他の骨
片は回内（9.5°）、背屈していた。DRUJを含まないtype2では尺側骨片は回内外せず（＜1°）
背屈し、橈側の骨片は回内（5.9°）、背屈していた。DRUJとRCJの橈背側に骨折線がある関節
面3 partのtype１C、粉砕型のtype3でgap、step offが大きい傾向があり、RCJのstep offは冠
状方向の骨折線で大きく、矢状方向の骨折線ではstep offは小さい傾向であった。
【考察】DRUJを含む骨折型では尺側の骨片は橈尺靭帯に牽引され回内外に異なる方向に回転
し、DRUJ、lunate fossaの転位が生じると考えられる。橈骨手根靭帯によるligamentotaxisだ
けでは回内外転位が遺残する可能性があり、整復の際に注意が必要である。
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背側転位型橈骨遠位端関節内骨折における背側骨片面積の評価
An evaluation for cross-section area of dorsal fragment in distal radius intra-articular fracture

○伊藤 博紀

厚生連山本組合総合病院

【目的】近年，3D-CTを用いた橈骨遠位端関節内骨折の骨折型評価において骨折線の特徴が明ら
かにされ，背側転位型のほとんどでDRUJに骨折線が及ぶとされている．今回，背屈転位型橈骨
遠位端関節内骨折例のうち，DRUJにかかる骨折線を認めた症例における，背側骨片関節面の橈
骨手根関節面における面積の割合を評価したので報告する．【対象および方法】2007年12月以
降，当科で掌側ロッキングプレートによる内固定を施行した背屈転位型橈骨遠位端関節内骨折
81例中，術前にCTを撮影しDRUJにかかる骨折線を認めた57例を対象とした．年齢は26～81歳(平
均64.7歳) ，骨折型はAO/ASIF分類ではC1 : 2例，C2 : 35例，C3: 20例であった．Multiplanar
reconstruction CTの水平断像より，背側骨片関節面(主に月状骨窩，症例により月状骨～舟状
骨窩)の橈骨手根関節面に対する面積の割合を，画像解析ソフトImage J (National Institutes
of Health; NIH) を用い計測した．【結果】背側骨片関節面の橈骨手根関節面に対する面積の
割合は， 14.0 ± 6.2 %であった．【考察】橈骨遠位端関節内骨折の手術に際して，遠位橈尺
靭帯が付着する背側骨片の固定は臨床的に重要と認識されている．一方，高齢者で多いとされ
る背側辺縁の薄い関節内骨片は臨床成績に影響を与えないとする報告もみられ，背側骨片への
対処に関するエビデンスは確立されていない．本手法による，背側骨片関節面の橈骨手根関節
面に対する面積の割合の数値化は，より客観的な骨折型の把握が可能となり，今後臨床的検討
を加えることによって，治療戦略の策定に役立つ可能性がある．
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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術後の骨癒合
評価

The assessment of the distal radius fracture union after volar locking plate fixation.

○栗山 幸治1, 上杉 彩子1, 片岡 利行1, 村瀬 剛2

濱田 雅之1

1星ヶ丘医療センター　整形外科, 2大阪大学　整形外科

【背景と目的】橈骨遠位端骨折に対する治療として、掌側ロッキングプレート固定術が広く行
われているが、骨癒合判定には明確な基準がない。近年、ビスフォスフォネート製剤やテリパ
ラチド製剤など骨癒合に影響を与えると考えられる薬剤の登場により、エビデンスの高い骨折
治癒判定基準が求められる。そこで，橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後のCTによ
る骨癒合判定を検討した。【対象と方法】掌側ロッキングプレートを用いて治療を行った50歳
以上の橈骨遠位端骨折患者で、術後約8週間の時点でCT撮影を行った39例を対象とした。男性
3例，女性36例，年齢は51～88歳（平均68歳）であった。術後平均57.7日（52～67）日に手関節
CTを撮影し、骨癒合のスコアー化を行った。骨癒合のスコアー化は前額断で橈側と尺側、矢状
断で背側の3面について、皮質の連続あり：1点、皮質の連続なし：0点、仮骨の連続あ
り：1点、仮骨の連続なし：0点、と各面について2点満点でスコアー化し、3面について合計し
た（0から6点）。スコアー化は治療に関与していない3人の手外科専門医が行った。また、骨癒
合と判定するためのcutoff値を決定するため、術後35日以内にCT撮影した4例（未癒合例）と術
後122日以降にCT撮影した4例（癒合例）のスコアーを検討した。これを元に、骨癒合判定の検
者間信頼性（Kappa係数）を算出した。【結果】各検者の平均点はそれぞ
れ、2.3点、3.3点、3.2点であった。また未癒合例の平均点は0.25点、0.50点、2.0点、癒合例
の平均点は3点、3.3点、4.0点であった。3点以上を骨癒合と判断すると検者間信頼性はkappa =
0.716であった。【考察】骨癒合について明確な基準が存在しない。本研究のようにCTでスコア
ー化し、cutoff値を設定することにより、高い検者間信頼性が得られた。
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保存治療を行った橈骨遠位端骨折におけるX線側面像分類を用いた
パラメータ変化の検討

The study of radiographic parameter change for conservative therapy of distal radius fractures using

lateral view of X-ray classification.

○古川 佳世子1,2, 善家 雄吉1, 目貫 邦隆1, 酒井 昭典1

古川 英樹2

1産業医科大学病院, 2古川ひでき整形外科医院

【目的】橈骨遠位端骨折の保存治療における、X線パラメータの経時的変化を明らかにするこ
と。
【対象・方法】2009年4月～2013年3月まで当クリニックにて、保存治療を行った背側転位型橈
骨遠位端骨折症例35例35肢を対象とした。受傷機転は転倒のみに限定した。手関節X線は同一技
師が撮影し、同一医師によって徒手整復され、前腕掌側シーネ固定を3週間施行した。全例骨癒
合し、偽関節症例はなかった。平均年齢は71.2歳(22～96歳)であり、男性10肢、女性25肢であ
った。AO分類でtype Aが21肢、type Cが14肢であった。X線側面像の掌側骨皮質に注目して、遠
位骨片骨皮質が近位の内側に入っているものを髄内型、掌側骨皮質が合っているものを解剖
型、遠位骨片骨皮質が近位の外側にあるものを髄外型として、palmar tilt(PT)、radial
inclination(RI)、ulnar variance(UV)を受傷時、整復時、最終観察時で計測した。
【統計解析】受傷時、整復時、最終観察時の各パラメータの矯正損失との関連を統計解析し
た。
【結果】受傷時に髄内型または解剖型の症例のなかで、整復時に髄外型の症例は最終観察時に
おけるUVの矯正損失が小さい傾向にあった。RI, PTのパラメータは各観察時の骨折型による有
意差はなかった。受傷時の骨折型やパラメータはUVの矯正損失には影響せず、整復時の骨折型
がUVの矯正損失に影響を与えた。
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65歳以上の橈骨遠位端骨折術後患者におけるHand20による評価の検
討

Examination of evaluation by Hand20 in distal radius fracture surgery patients over 65 years of age

○馬渕 まりえ1, 平田 仁2

1地域医療機能推進機構　中京病院　整形外科

2名古屋大学機能構築医学専攻　運動・形態外科学　手の外科学

【はじめに】橈骨遠位端骨折は骨粗鬆症に伴う骨折として近年増加傾向であり、手術件数も増
加傾向である。術後回復を評価する上で患者立脚型評価としてDASHが広く知られているが、高
齢者では答えにくい質問がある等の問題点が指摘されていた。絵を使用し、わかりやすくまと
めた評価としてHand20が開発された。【目的】橈骨遠位端骨折術後評価におけるHand20の有用
性を64歳以下と65歳以上のそれぞれで検証する事。【対象】2011年11月～2013年3月に当院で橈
骨遠位端骨折の内固定術を行った患者のうち、片側の受傷、MMSE25点以上の16～87歳の患者72
名(64歳以下23名、65歳以上49名)。【方法】作業療法時にDASH、Hand20を同一日に実施。その
前後4日以内にROM、握力を測定した。複数回評価した場合、評価の間隔は1ヵ月を目安とし
た。【結果】72名に対し1回～4回の評価を行い、のべ164例(64歳以下57例、65歳以上107例)の
結果を得た。64歳以下ではHand20はDASH、術後日数、掌屈、背屈、橈屈、尺屈、回内、回外、
握力健側比であり、すべての項目と相関していた。DASHは、術後日数、掌屈、背屈、橈屈、握
力健側比で相関を認めたが、尺屈、回内、回外とは相関を認めなかった。65歳以上ではHand20
はDASH、術後日数、背屈、回外、握力健側比との相関を認めたが、掌屈、回内、橈屈、尺屈と
は相関を認めなかった。DASHは、術後日数、掌屈、背屈、回外、握力健側比との相関を認めた
が、橈屈、尺屈、回内との相関は認めなかった。【結論】Hand20はDASHとの強い相関を認
め、64歳以下では全方向のROM・握力、65歳以上では背屈・回外・握力の客観的評価との相関を
認め、特に64歳以下ではDASHよりもROMを反映していた。65歳以上に限らず、Hand20は橈骨遠位
端骨折における患者立脚型評価として有用であると思われた。
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橈骨遠位端関節内骨折術後の術後ＭＲＩ所見と術後関節症変化につ
いて

MR Imaging of Intra-articular Distal Radius Fractures

○澁谷 亮一1, 正富 隆2

1協立病院　整形外科, 2行岡病院　手の外科センター

【目的】AO分類C型橈骨遠位端骨折の術後のMRI画像から、術後関節症変化の病態について検討
した。【対象, 方法】2011年７月から2013年10月までに橈骨遠位端関節内骨折に対して掌側ロ
ッキングプレートを用いて手術施行し、術後1年以上を経過した30例(男性10例、女性20例)を対
象とした。平均年齢６6歳、術後観察期間は1年から3年5か月（平均1年10か月）であった。AO分
類はC1；13例、C2；8例、C3；9例であった。術後平均8.8か月でプレートを抜去。その後術後平
均10.4か月でMRI検査を行った。X線像より術後の手関節症変化をKnirkとJupiterのgrade分類で
評価した。 【結果】臨床成績はCooneyの評価基準でExcellent 23例、Good 7例であった。X線
評価では術直後はgapとstep offは認めなかった。volar tilt(VT)は平均 6.7 °、radial
angle(RA) は平均19.8°、ulnar variance(UV)は平均-0.2 mmであった。最終調査時、平均値で
VTは6.0 °、RAは20.9°、UVは+0.3 mmであった。関節裂隙の狭小化が9例に認められ、関節症
変化のgrade分類では grade 0が20例、 grade1が9例、grade 2が1例であった。MRI上、18例の
関節面には欠損を認めなかった。12例で術前の骨折線に一致して関節面の軟骨の欠損が認めら
れ、そのうち5例で軟骨下骨の欠損が認められた。step offは認められなかった。MRI上軟骨欠
損が認められた12例の内、9例でgrade 1、1例でgrade 2であった。また軟骨下骨の欠損のある5
例では4例でgrade 1、1例でgrade 2であった。またこの5例のうち4例はAO分類のC3型、1例はC1
型であった。【考察とまとめ】単純X線で術直後明らかな骨欠損や転位を認められなくて
も、MRIにて関節軟骨の折損が40%の症例で認められ、さらに16.6%の症例で軟骨下骨の欠損が認
められた。骨壊死の可能性もあり今後さらに検討を進めていきたい。
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骨性マレットの保存治療
Non-operative treatment of bony mallet fingers

○原 章1, 工藤 俊哉1, 山本 康弘1, 楠瀬 浩一2

1順天堂大学附属　順天堂浦安病院　整形外科, 2東京労災病院　整形外科

【目的】骨性マレットで骨片が関節面の3分の1以上を含む場合，一般的に手術適応とされる．
手術を施行しても整復不良による関節面のstep offやgap，亜脱臼が残存したり，指伸展機構の
損傷を合併した伸展不全例も散見される．今回，患者側の希望などにより保存的に治療した骨
性マレット症例について，その成績を報告する．【方法】症例数は7例（新鮮例5例，陳旧例
1例，術後偽関節1例）で，初診時年齢は11歳～60歳（平均31歳），罹患指は中指3例，環指
2例，小指2例．関節面に対する骨片の割合は33％～45％（平均39．4％）．骨折部のgapを6例に
認め，DIP関節掌側亜脱臼を2例に認めた．陳旧例の1例は他院で装具による保存治療を行
い，DIP背側皮膚壊死を生じた例である．偽関節例は鋼線による骨接合術後骨片の転位を認め，
抜釘後偽関節となった例である．【成績】6例はシーネもしくは装具で伸展0°から軽度屈曲位
で外固定を行った．残る1例は自己管理下にテーピング固定を行った．7例全例に骨癒合を得
た．最終診察時，陳旧例の1例を除いて疼痛はなく，蟹江の評価基準では優2例，良3例，可
1例，不可1例であった．不可は陳旧例の1例で，術後偽関節の1例はOA 変化を認めた．テーピン
グによる外固定を行った1例は伸展不全が残り，評価は可であった．治療開始時，レントゲンで
gapを認めても，ほとんどの例で保存治療中に背側骨片が末節骨に引き寄せられる，もしくは末
節骨が骨片に引き寄せられるようにgapが縮小し骨癒合した．【結論】骨性マレットで骨片が関
節面の3分の1以上を占める場合でも，保存治療で骨癒合を得るのは十分可能である．その際，
シーネ固定が角度を調節でき有用と考える．保存治療は臨床成績よりも患者本人の満足度が高
かった．
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骨性槌指に対する最小侵襲スクリュー固定法の治療成績についての
検討

Research on Clinical Results of Minimally Invasive Screw Fixation Method for Mallet Fracture

○桐田 由季子1, 今谷 潤也1, 森谷 史朗1, 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最小侵襲スクリュー固定法
（Minimally Invasive Screw Fixation，以下MISF）による治療を行い，良好な治療成績を報告
している（今谷ら，JSSH 2011）．MISFで治療を行った症例に対して後ろ向きに調査し，術後治
療成績に影響を与える因子について検討し，MISFの適応及び手技上の要点，後療法を再考し
た．【対象および方法】2007年1月から2014年6月までに骨性槌指に対して当科でMISFを行った
症例のうち，術後3カ月以上経過観察可能であり，最終調査時に可動域の記載がある66例（男性
42例，女性24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5例，3
型39例，4型22例であった．治療成績（Crawfordの評価）と各要因（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]，術後単純X線像での整復
位としてGap及びStep off，可動域訓練開始時期）との関連を検討した．【結果】治療成績は
ExcellentまたはGoodが 54例，Fair またはPoor が12例であった．後者のうち術後再転位例は8
例であり，術後6から13日目に生じていた．再転位例を除く58症例をCrawfordの評価で
ExcellentまたはGoodであった53例とFairまたはPoorであった5例に分けて比較検討すると，年
齢，性別，骨折型，DL，SAは両群に差を認めなかったが，整復位としてGapは前者では平均
0.16mm，後者では平均0.66mmと不良で，可動域訓練開始時期が平均23日と遅い傾向があっ
た．【考察】骨性槌指に対してMISFの治療成績が不良な症例では，再転位例が多く，整復位が
不良で可動域訓練開始時期が遅い傾向があった．治療成績向上には，再転位を防ぎ，良好な整
復位を得ること及び保護目的での外固定を行いながら可動域訓練を開始することが重要と考え
る。
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低出力超音波治療による小児陳旧性骨性槌指の治療経験
Low intensity pulsed ultrasound for old bony mallet finger treatment in children

○太田 剛1, 大沼 円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

3横浜市立みなと赤十字病院

【目的】今回我々は小児の陳旧性骨性槌指に対して低出力超音波治療（以下LIPUS）を用い、良
好な結果を得たので報告する。【症例】小児骨性槌指8例。年齢は11歳から15歳（平均
13.3歳）。男児5例、女児3例。受傷指は母指1例、示指1例、中指3例、環指2例、小指1例。受傷
原因は全例球技によるものであった。受傷から治療開始までの期間は5週から3月（平均
8.2週）、初診時の愁訴は圧痛、屈曲時痛であり、初診時のDIP関節可動域は平均61度であっ
た。初診後LIPUS治療を開始した。受傷指に対して固定などは行わず、スポーツも制限しなかっ
た。【結果】8例中7例に骨癒合を得た。LIPUS治療期間は2ヶ月から1年（平均4.2ヶ月）であっ
た。全例において疼痛は消失し、愁訴はなくなった。DIP関節可動域は80度と改善した。蟹江の
評価では優6例、良1例、不可1例であった。【考察】小児骨折は成人に比べ骨癒合能が旺盛な
為、小児骨折遷延癒合に対するLIPUS治療の報告は少ない。骨性槌指遷延治癒に対する我々の様
なLIPUS治療報告は無い。骨性槌指は放置すれば小児でも遷延治癒となり、その治療は手術療法
が行われてきた。しかし、陳旧性の骨性槌指は手術的治療で骨癒合を得るのは技術的に困難な
ことが多い。LIPUSは皮膚と骨の距離が小さいほど有効であり、手指骨の遷延治癒に適した治療
法である。非侵襲的治療であるので、手術的治療による皮膚障害や、指尖の知覚異常の可能性
も無くなる。今回の我々の経験では、LIPUSのみの治療により87.5%に骨癒合が得られた。疼痛
も消失し、DIP関節可動域もほぼ正常に改善した。骨癒合が得られなかった1例も愁訴は無くな
り、治療効果に満足している。LIPUSは小児骨性槌指に対して手術療法の前に試みられてもよい
治療法と考える。
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陳旧性骨性槌指の治療経験
Treatment for chronic mallet fracture

○森澤 妥1, 吉田 篤2, 河野 友佑2, 松村 崇史3

高山 真一郎4

1国立病院機構埼玉病院　リハビリテーション科, 2国立病院機構埼玉病院　整形外科

3松村外科整形外科, 4国立成育医療研究センター　整形外科

【目的】骨性槌指新鮮例の石黒法による治療成績は良好である。しかし、陳旧例、初回術後骨
片脱転例の治療法としては様々な方法が報告されており、我々は鋼線を用いた観血的整復固定
術を施行し骨癒合を得ている。しかし、DIP関節可動域に関しては症例によりばらつきがみられ
た。今回、治療成績に加えて可動域、伸展不全に関与する因子を分析した。
【対象と方法】22例22指、男性14例14指、女性8例8指、年齢は平均35歳、指の内訳は示指6指、
中指8指、環指5指、小指3指であった。術後経過観察期間は平均42週、受傷から手術までの期間
は平均9週であった。初回手術例は19例19指、術後脱転例3例3指であった。検討項目は最終診察
時での単純X線像での骨癒合の有無、DIP関節の痛み(圧痛および動作時痛)の有無、DIP関節可動
域、DIP関節伸展不全角、蟹江評価とした。さらに性別、年齢、罹患指、受傷から手術までの期
間、再手術の有無を説明変数としDIP関節可動域、DIP関節伸展不全角との単変量分析をおこな
った。
【結果】全例で骨癒合はえられ、DIP関節の痛みはなかった。DIP関節可動域は平均44度、伸展
不全角は平均6度、蟹江評価は優10、良6、可1、不可5であった。術後脱転例の3指中2指では不
可であった。最終診察時のDIP関節可動域は年齢において有意差を認めた。
【結語】本法は直視下に骨折面や関節内の十分な掻爬・新鮮化および確実な整復固定が可能で
あった。全例で骨癒合はえられ、痛みはなかった。関節可動域はばらつきがみられ年齢におい
て有意差を認めた。
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石黒法による陳旧性骨性槌指の治療　
Treatment of chronic mallet fracture by Ishiguro's procedure

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科

【目的】受傷して2か月以上経過した後に石黒法で手術した陳旧性骨性槌指の手術成績について
報告する.【方法】対象は1995年から2013年まで手術し,4か月以上経過を観察できた14例14指
で，男性10例，女性4例，手術時年齢は平均20歳であった．受傷から手術までの期間は61～
129日，平均82日であった．罹患側は右9指，左5指で，罹患指は示指と小指が1例ずつ，中指が
5例，環指が7例であった．ボールがあたっての受傷が12例と原因の大部分を占めていた.手術は
伸展ブロックピンを経皮的に刺入した後，骨片間上に皮膚切開をおき，介在する肉芽組織を切
除し，できるだけ骨片間を密着させてDIP関節を固定する．鋼線の抜去は平均5.1週後にしてい
た．経過観察期間は平均13か月であった.【成績】全例で骨癒合が得られていた．末節骨関節面
の1mm以上の段差を5例に，中節骨骨頭の変形を4例に，関節裂隙の狭小化を1例に認めた．DIP関
節の健側と比べての平均可動域制限は伸展で11°，屈曲が17°であった．蟹江の評価で優が
6指，良が2指，可が4指，不可が2指であった．軽度の疼痛を3例が訴えていた.健側と比較した
％握力は平均で92％であった.【結論】骨片間を密着して固定できれば骨癒合は得られる.新鮮
例に比べて関節面の整復が困難で，手術時には関節面に段差を残さないような整復に重点をお
くべきである.末節骨が短縮し伸展位での固定となり，また中節骨骨頭の変形により術後にDIP
関節は伸展制限より屈曲制限をきたしやすいと思われる．
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陳旧性骨性槌指の若年例に対する石黒法による治療経験
Treatment of Chronic Bony Mallet Fingers with Ishiguro's Procedure in the Young

○高瀬 史明1, 美舩 泰1, 乾 淳幸1, 国分 毅1, 山崎 京子2

1神戸大学大学院　整形外科, 2三菱神戸病院　整形外科

【緒言】骨性槌指新鮮例に対する石黒法の成績は良好であり広く用いられている。受傷後6週未
満であれば、注射針による経皮的骨折部新鮮化を併用した石黒法が有用とされている。我々
は、受傷後長期間経過した陳旧性骨性槌指の若年例に対し、経皮的骨折部新鮮化を併用した石
黒法を用いて手術を行い良好な成績を得た2例を経験したので報告する。【症例】症例１）16歳
女性ハンドボールが左示指に当たり受傷したが放置していた。疼痛が残存するため受傷後3.5ヶ
月で近医を受診し当科紹介受診となる。陳旧性骨性槌指の診断で、受傷後114日に経皮的骨折部
新鮮化を併用した石黒法を用いて手術を行った。術後1年6ヶ月、骨癒合を認め疼痛は消失し
た。DIP関節可動域は伸展-5°、屈曲80°で蟹江の評価基準では優であった。症例2)12歳男性ド
ッジボールが左中指に当たり受傷したが放置していた。疼痛が残存するため受傷後3ヶ月で近医
を受診し当科紹介受診となる。陳旧性骨性槌指と診断したが、骨折部の転位が軽度で骨端線も
残存していた為、保存加療を行った。しかし骨癒合は得られず偽関節となった為、受傷後212日
に経皮的骨折部新鮮化を併用した石黒法を用いて手術を行った。術後3ヶ月、骨癒合を認め疼痛
は消失した。DIP関節可動域は伸展0°、屈曲60°で蟹江の評価基準では優であった。【考察】
受傷後6週以上経過した陳旧性骨性槌指は、観血的整復固定術の適応とされているが、骨片の破
損や終止伸筋腱の損傷など治療に難渋する事も少なくない。我々は、受傷後長期間経過した陳
旧性骨性槌指の若年例に対し、注射針による経皮的骨折部新鮮化を併用した石黒法を用いて手
術を行い良好な成績を得た。陳旧性骨性槌指においても、対象が比較的若年である場合本法が
有用となる可能性が示唆された。
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陳旧性骨性マレット指に対するPull out法の治療経験
Modified Pull Out Suture Technique for the Treatment of Chronic Bony Mallet Finger

○稲垣 弘進, 佐伯 将臣

JA愛知厚生連　豊田厚生病院　整形外科

【はじめに】陳旧性骨性マレット指に対して、pull out suture法に小工夫を加えて治療を行っ
たので報告する。【対象と方法】症例は受傷後6週間以上経過した陳旧性骨性マレット指5例5指
で、男性3例女性2例、平均年齢34歳（16～53歳）であった。受傷指は右環指4例右中指1例であ
った。受傷から手術までの期間は平均7.6週（6～11週）、Wehbe分類では全例で末節骨が掌側に
亜脱臼し、背側骨片が関節面の1/3～2/3の2B型であった。手術方法は、両側の爪側縁近位を平
行に皮切を行い、X線透視で確認しながら近位爪郭を慎重に背側骨片まで剥離した後、骨折部位
を展開した。骨折部位に介在する瘢痕等を切除して新鮮化した後、背側骨片に付着する
terminal tendon周囲の癒着を剥離した。背側骨片と末節骨にそれぞれ2か所1.0K-wireでドリリ
ングし、3-0ナイロンを通して背側皮膚に抜いた。末節骨の亜脱臼を整復して1.0K-wireでDIP関
節固定後、指腹に小切開をおいてナイロン糸を引いて末節骨掌側に密着させ指背でボタン固定
を行った。外固定は行わなかった。4週でpull out sutureを除去し、5週でK-wire抜去しROM訓
練を開始した。術後平均観察期間は3.6か月（3～5か月）であった。【結果】全例骨癒合は得ら
れDIP関節の平均ROMは伸展0.4度（-5～2）屈曲38.6度（32～47）であった。蟹江の評価では優2
例良3例、Crawfordの評価ではexcellent2例、fair3例であった。仕事やADLに障害を訴えた症例
はなかった。【考察】骨性マレット指の治療法では石黒法が優れているが、6週以降の陳旧例で
は骨折部の瘢痕形成のため困難である。pull out法は指腹でボタン固定するといった報告が多
いが指背固定の方が骨片の安定性がよいと考えている。また背側Y字切開の報告が多いが爪側縁
近位を平行切開した方がterminal tendonへの侵襲が少ないと考えている。
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先天異常手における第１指間の機能評価法
-母指MP関節の不安定性に着目して-

A Radiographic Method for Evaluation of the Index-Hypoplastic Thumb Angle

○高木 岳彦1, 関 敦仁2, 森澤 妥3, 持田 讓治1

高山 真一郎2

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

3国立病院機構埼玉病院　整形外科

【はじめに】母指の異常を伴う先天異常手では、第1第2中手骨間が狭小化し、これを代償する
ようにしばしば母指MP関節が橈屈変形する。母指対立再建においてもMP関節の安定性は重要で
ある。第1指間の評価には、指間距離の測定、母指外転角の測定の報告があるが、いずれもMP関
節の不安定性・代償性橈屈変形を考慮に入れていない。われわれは第1指間を最大に開大した位
置で円錐形発泡スチロールを把持させ、第1第2中手骨間の開大角度で第1指間の評価を行ってき
たが、今回これに加え、母指基節骨第1中手骨角(1MPA)を測定することで母指MP関節の橈屈不安
定性の評価を試みた。
【対象および方法】2008年9月以後母指の異常を伴う先天異常手について、上記撮影における
1MPA、第1第2中手骨角(1-2MCA)、みかけの第1指間角(1WA)を測定した。内訳は母指形成不全31
例(Blauth type II 11例、IIIa 12例、IIIb 8例)、先天性多発性関節拘縮症15例、先天性握り
母指7例であった。
【結果】平均角度は上記内訳の順に1MPAは12.1°、32.6°、62.7°、48.3°、31.9°、1-2MCA
は48.6°、35.2°、21.6°、34.5°、39.6°、1WAは54.6°、54.1°、58.8°、55.2°、54.5°
であった。1MPAは母指形成不全IIIBに高く、1-2MCAはIIIA, IIIBに低い値を示したものの、1WA
は各群間に有意差は見られなかった。第1第2中手骨間の開大に対する母指MP関節過橈屈の割合
(1MPA/1-2MCA)ではIIIBは他群に比べ有意に高い値を示した(p＜0.01)。
【考察】調査した先天異常手ではいずれも同様の1WAが得られていたが、母指形成不全IIIBでは
MP関節過橈屈による代償が大きかった。本法はこれまで困難であった母指MP関節の橈屈不安定
性が評価可能で、対立機能形成術の適応の決定や術前後の把持機能の評価にも期待できる。
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幼少児における先天異常手の機能評価
Assessment for hand function in young children with congenital hand anomaly

○射場 浩介

札幌医科大学　整形外科

【目的】先天異常手の手指機能評価法は対象が小児であるため確立された検査法が少ない。ペ
グボードを使用したFunctional dexterity test (FDT)は簡便な把持・つまみ機能評価法であ
り、幼小児に使用可能である（2006、日手会誌）。また、市販の巻きメジャーを用いて行うつ
まみ機能検査は（メジャー法）、3歳未満の小児にも使用可能な評価法である（2011、J Plast
Surg Hand Surg）。今回は、先天異常手を有する小児を対象に行ったFDTとメジャー法を用いた
手指機能評価の結果について報告する。【対象と方法】検討1、日手会先天異常委員会で調査を
行った橈側列形成不全54例の術後FDT値について検討した。検討2、Blauth 2型の母指形成不全
患者11例12手における治療（Huber-Litller法）前後のFDT値変化について検討した。検討３、
術前後の検査可能であった上肢先天異常患者32例36手を対象にメジャー法を用いて、つまみ機
能を評価した。【結果】母指機能障害の重症化に伴いFDTによる測定値は高値を呈していた。メ
ジャー法による評価でもFDTと同様に母指機能障害の高度な症例で成績が悪かった。術後評価で
FDTやメジャー法の測定値は術前と比較してともに改善していた。両検査法ともに幼少児の手指
機能評価が可能であり、メジャー法では1歳児にも使用が可能であった。【考察】幼小児の手機
能評価では、客観性があり、患者が興味を示し、短時間で簡便な方法が求められる。FDTやメジ
ャー法は先天異常手の機能評価に使用可能な検査法と考えられた。また、手術前後での手指機
能評価が可能であり、特に母指機能の改善が検査結果に反映していると考えられた。
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母指多指症の治療成績の検討
Surgical results of thumb polydactyly

○川端 秀彦

大阪府立母子保健総合医療センター　整形外科

【はじめに】　母指多指症自験例を日本手外科学会母指多指症術後成績評価表を用いて検討し
た．同評価表は同学会先天異常委員会によって作成され2007年に公開されたものである（日手
会誌24：422）．機能評価に14点，整容評価に4点，主観的評価に2点を配点し，20点満点になっ
ている．20点の時のみを「優」と評価し，17-19点を「良」，14-16点を「可」，それ以下を
「不可」とするものである．
【対象】　同評価表によって評価することができた125例132母指を対象とした．手術時日齢は
371日（0-1222日），経過観察期間は7.1年（1-17年）であった．
【結果】　全体では「優」26％，「良」52%，「可」17%，「不可」5%であった．Wassel分類別
に評価すると，それぞれWassel1型が0%，75%，25%，0%，Wassel2型が
21%，58%，17%，4%，Wassel3型が25%，63%，13%，0%，Wassel4型が
32%，51%，17%，0%，Wassel5型が0%，67%，17%，17%，Wassel6型が0%，24%，38%，38%であっ
た．IP関節近傍で分岐する1型及び2型ではIP関節の側屈変形，伸展不全，爪の変形が主な減点
項目であった．3型ではIP関節の不安定性，爪の変形が減点項目であった．4型では減点項目は
多岐にわたっており，MP関節の側屈変形と全体の屈曲可動域低下の頻度が相対的に高かった．5
型の減点項目は4型と同様の傾向ではあったが，各項目の頻度がより高くMP関節の不安定性も目
立った．6型では指の小ささ，屈曲可動域低下による減点が半数以上の症例で見られた．
【結論】　分岐高位が近位であるほど治療成績が悪くなる傾向を認めた．
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裂手症における機能障害の評価と治療
Functional Assessment and Surgical Treatment of Cleft Hand

○福本 恵三, 菅野 百合, 小平 聡, 酒井 伸英
斉藤 憲太

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所病院

【目的】Flattは未治療の裂手について”a functional triumph and a social disaster”と述
べ、その機能は一般に良好とされるが、機能に関する実際の報告は少ない。Manskeは裂手の機
能に第1指間の狭小が関与すると考え、第1指間の形態によって分類した。裂手の機能改善目的
に第1指間の拡大術が行われている。裂手の機能を調査し、指列欠損型、第1指間の形態との関
連を検討する。
【方法】裂手症12例17手、評価時年齢平均13.3歳、1指列欠損13手、2指列欠損2手、3指列欠損2
手を対象とし、客観的評価として握力、ピンチ力、関節可動域、Functional Dexterity
Test（FDT）、Simple Test for Evaluating Hand Function（STEF）、主観的評価としてQ-
DASH、Hand10を用いた。1指列欠損型をManske分類typeI、IIAの7手とIIB、IIIの6手にわけ、評
価時X線での自動掌側外転時の第１第２中手骨角（M1-M2角）を測定した。
【結果】1指列欠損型は健側比握力平均70%、ピンチ力平均81%、FDT平均109%、STEF平均
99%で、Hand10 平均5.5点、Q-DASH平均6.4点であった。2指列欠損型は健側と比較できた１例で
はピンチ力21%、FDT143%、STEF90%で、Hand10平均6点、Q-DASH平均5.7点であった。3指列欠損
型は7歳両側罹患例で、握力平均1Kg、ピンチ力平均0.5Kg、FDT平均35.3秒、STEF平均82.5点、
Hand10は53点、Q-DASH38.75点であった。Manske typeI、IIAのM1-M2角は平均40.0度、Hand10平
均4.6点、Q-DASH平均０点であった。TypeIIB、IIIではM1-M2角平均29.3度、Hand10平均
7.0点、Q-DASH平均3.32点であった。FDT、STEFFはともに正常範囲であった。
【結論】症例が少ないが、これらの結果は裂手の機能は指列の減少に従って低下し、2指列以上
の欠損型では良好ではないことを示唆する。1指列欠損型の術後機能は第１指間の状態に関わら
ず良好であった。
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先天性多発性関節拘縮症の機能障害と治療-肘関節、前腕・手関節、
手指-

Functional disorder and therapy for congenital arthrogryposis.

○森澤 妥1, 関 敦仁2, 高木 岳彦3, 福岡 昌利4

高山 真一郎2

1国立病院機構埼玉病院　リハビリテーション科

2国立成育医療研究センター　整形外科, 3東海大学　整形外科

4埼玉市立病院　整形外科

【はじめに】
先天性多発関節拘縮症は複数部位の関節拘縮と筋形成不全を特徴とする疾患である。上肢にお
いては肩は内転内旋、肘は伸展、手関節及び指は屈曲していることが多い。全身の症状が強い
Arthrogryposis  multiplex  congenitaと上肢と下肢の遠位が罹患しているdistal
arthrogryposis に大別される。今回、手術症例からその機能障害と治療の適応・限界に関して
検討した。
【対象と方法】
肘関節、前腕・手関節、手指の手術を施行した40例70肢を対象とした。男性31例女性9例、手術
時年齢平均8歳、術後観察期間平均42ヵ月であった。
肘関節：10例15肘の手術内訳は橈骨頭切除5肘、Steindler法6肘、広背筋移行3肘、大胸筋移行1
肘であった。
前腕・手関節：8例9肢に手術を行った。橈骨骨切りで前腕肢位の変換、手関節掌屈変形には屈
筋腱剥離・延長、関節包切除などの軟部組織の処置で対応した。
手指：31例53手に手術を行った。母指は第一指間拘縮に内転筋切離・第一背側骨間筋筋膜切離
を行い、拘縮程度に応じてsliding flap又はopposed Z plastyを施行した。対立障害改善のた
めEPB,EPL剥離とAPB停止部を切離し背側から母指MP関節尺側へ移行した。他指は指基部の掌側
皮切で皮下組織及び屈筋腱の剥離を行い、皮膚欠損部に植皮を行った。
【結果と考察】多発関節拘縮症の病態は多彩であり、拘縮だけでなく、筋肉の低形成が病態の
主体となる症例もあり、治療方針を画一的にきめるのは困難である。手指の屈曲拘縮に関して
は比較的安定した成績が得られた。手関節の屈曲拘縮に関しては、軟部組織の剥離・延長のみ
では限界があった。肘関節の屈曲再建は利用できる力源の判断が適切であれば改善が得られADL
の向上に寄与した。本疾患の治療に際しては患者の病態、日常生活での問題点に則して個々に
対応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授動術の術後成績と分類
Mobilization of a congenital proximal radio-ulnar synostosis : Surgical results and proposed classification

○金谷 文則, 金城 政樹, 仲宗根 素子, 掘切 健士
普天間 朝上

琉球大学　大学院　医学研究科　整形外科講座

【目的】近位先天性橈尺骨癒合症は前腕が中間位から回内位で強直する比較的希な疾患であ
り、両側例や片側例でも60度以上の回内位強直例では日常生活上の不自由が大きい。術前のＸ
線像や前腕回旋制限による分類はあるが、術後成績に基づく分類は無い。今回、術後の可動域
に基づく新しい分類を提案する。【対象および方法】遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植を用いた
授動術を行った25例26肢、男児21例、女児4例、手術時年齢5.3～13.4歳（平均8.0歳）を対象と
した。術前の橈骨頭脱臼を23肢(後方14肢、前方9肢)に認め、前腕回内強直肢位は回内0～90度
(平均32度)、術後観察期間は24～111ヵ月(平均51ヵ月)であった。【結果】術後再強直はな
く、1例のみに一過性橈骨神経麻痺を生じた。経過中に橈骨頭後方脱臼を9例に認めた。平均可
動域は81.6+15.8 度 であり、全例でちょうだいや食事動作など何らかの改善を認めた。橈骨頭
脱臼の方向より前方脱臼、脱臼無し、後方脱臼の3グループに分けると、術後平均獲得可動域は
前方脱臼群98度、脱臼無し群96度、後方脱臼群78度であった。前方脱臼群は後方脱臼群より有
意に良好な可動域を得た(p＜0.05)。後方脱臼群のうち術前回内強直50度未満群(n=9)の平均可
動域は85度で50度以上群(n=5)の73度に比べて有意に良好だった。【考察】橈骨頭後方脱臼例、
なかでも50度以上の高度回内強直例は、術後の前腕回旋可動域が不良であった。本疾患は橈骨
頭前方脱臼群、脱臼無し群、回内強直50度未満後方脱臼群、回内強直50度以上後方脱臼群に分
類でき、この分類は術後可動域の指標になりうる。また、回内強直50度以上後方脱臼群では術
式の工夫が必要と考えられた。
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前腕bipolar損傷の治療 ―TFCCと骨間膜の治療を中心として

○中村 俊康 1,2

1国際医療福祉大学臨床医学研究センター, 2山王病院 整形外科

前腕bipolar損傷は広義には手関節と肘関節に同時に脱臼や骨折が生じるもの、狭義には近位お
よび遠位橈尺関節に同時に脱臼と骨折が生じるものと定義される稀な外傷である。代表的な外
傷はEssex-Lopresti骨折やbipolar損傷であり、正しい病態把握ができないと治療に難渋するこ
とが多い。橈骨頭を含む近位橈尺関節と遠位橈尺関節が破綻することに加え、特に長軸力優位
型Essex-Lopresti骨折の場合には前腕骨間膜の損傷を生じ、前腕回内外障害および前腕全体の
不安定性を生じる。一方、骨間膜には損傷が及ばず、手関節または肘関節のみ、またはその両
方の治療で満足できる成績が得られる場合もある。
Essex-Lopresti骨折は橈骨頭骨折に遠位橈尺関節脱臼を同時に生じる外傷であり、橈骨頭の粉
砕（脱臼）骨折と前腕骨間膜の完全断裂によって生じた橈骨の近位転位（proximal migration,
longitudinal radioulnar dissociation; LRUDと呼ばれる）によってTFCCが断裂し、遠位橈尺
関節が長軸脱臼すると説明されているが、ほとんどの症例では橈骨頭の粉砕、骨間膜の断裂と
TFCCの断裂はほぼ同時に生じていると考える方が妥当である。橈骨頭の安定性を目的に骨折観
血手術や人工橈骨頭の挿入を、TFCCに対しては縫合術や陳旧例では再建術を行い、必要に応じ
て骨間膜を再建する必要がある。一方、骨間膜損傷がほとんどなく、前腕に加わる回旋力優位
で橈骨頭の骨折と遠位橈尺関節の脱臼が生じる例もあり、LRUDを生じるものを長軸力優位
型、LRUDを生じない後者を回旋力優位型に分類可能である。遠位および近位橈尺関節が同時に
脱臼するbipolar dislocationは純粋な回旋力優位による損傷と考えることができる。
本講演では前腕回旋メカニズム、bipolar損傷の病態と治療、付随損傷を生じたさまざまな
variationについて説明する。
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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　第二報

Second report on questionnaire survey of the working situation and residual complaints 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長野県立　須坂病院, 2信州大学　医学部　整形外科

【目的】手根管症候群(CTS)に対する手根管開放術の予後は良好と考えられている。しかし、演
者らは術後2年経過後もしびれのVAS値が11mm以上の例が41例中17例であったことを前回の本学
術集会で報告した。今回はさらに症例数を増やし、術後の就労状況、CTSIについて調査した。
【対象・方法】本施設で2006年～2012年に手根管開放術を行った158例のうち、特発性CTS患者
86例に手術直前と調査時の就労状況、生活習慣等に関する項目、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57例を対象とした。手術時平均60.9(31-83)歳、男性
14例、女性43例であった。手根管開放術式は鏡視下45例、直視下12例であった。アンケート回
答時までの術後平均経過期間は34.1(24-71)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】57例中54例は術前に専業主婦、農業、事務など様々な職種に従事していた。術後は32
例(59%)が休職期間を設けていたが、休職なしも含め48例(88％)の例が1か月以内に復帰してい
た。CTSI-SSは術前平均2.44から調査時平均1.52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15例(26％)あった。調査時のVAS値は0～96mm、中央値8mmで、11mm
以上が22例(38%)存在した。術後の休職に関する有意な術前因子は明らかでなかった。調査時の
CTSIに関する有意な因子は年齢であった。調査時の手指のしびれのVASに関する有意な因子は発
症から手術までの期間が長いことであった。
【結論】本研究では、術後職場復帰までの期間は1か月以内が88%であった。手根管開放術後2年
以上でCTSI改善不良、あるいはしびれが残存する例は20～40%存在することを示した。

S100



1-4-2

手根管開放術後の正中神経内の微小血行動態の変化　~造影超音波
検査を用いた検討~

Intraneural Microvascular Alterations of the Median Nerve after Carpal Tunnel Release Assessed Using

Contrast-Enhanced Ultrasonography

○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。これまで我々は造影超音波検査(CEUS)が手根
管近位部における神経内血流評価に高い再現性があることを明らかにし、またCTS患者において
健常者に比べて手根管近位部での神経内血流が有意に増加することを報告した。本研究の目的
は、CEUSを用いて手根管開放術前後における神経内微小血行動態の変化を検討することであ
る。【対象・方法】CTSに対して小切開による手根管開放術を施行した患者12人12手（男2女
10）、平均年齢60歳（49-80歳）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5以上、の全てを満たすも
のとした。全例で手根管開放術は手根管の尺側で横手根靭帯を切離し、神経剥離は施行しなか
った。術前および術後1,2,3カ月において、CEUS検査を施行した。正中神経内部の手根管近位部
に関心領域を設定し、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。【結果】術後手根管近位部で神経内血流は有意に増加し、術後3か月まで血流増加
は持続していた（AUC：術前115、術後3か月時184）。一方、臨床症状や電気生理学的回復とAUC
の変化に有意な相関は認めなかった。【考察】CTSの術後で手根管近位部での血流が有意に増加
することを初めて明らかにした。屈筋支帯の単純切除による神経除圧効果だけでなく、除圧に
よる微小血行動態の変化が術後の神経回復に重要である可能性が示唆された。
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手根管症候群の感覚評価におけるPain VisionRの有用性
Utility of current perception threshold by perception quantitative measuring device (Pain VisionR) for

carpal tunnel syndrome

○中村 恒一1, 内山 茂晴2, 伊坪 敏郎3, 林 正徳2

加藤 博之2

1安曇総合病院　整形外科, 2信州大学　整形外科

3相澤病院　スポーツ障害予防治療センター

【目的】感覚の定量評価機器にNeurometerがあるが、装置が大きく手技が煩雑で手根管症候群
(CTS)の外来診療には不向きである。演者らは、小型、簡便な感覚定量分析装置（Pain
VisionR）を用いてCTS患者の術前後の感覚を評価し、その有用性を検討した。【方法】術後半
年まで経過を追えたCTS患者の115例115手（平均65歳）を対象とした。Pain VisionRを用いて中
指腹部の感覚電流閾値（CPT値）を，術前、術後1，3，6か月に外来で測定した．同時に同指の
CPT値，SW値，および２PD値を測定した。術前測定は３回行い再現性を検証した．術後測定は各
１回行い、１）運動神経遠位終末潜時（MDL），２）感覚神経伝導速度（SCV），3）CTS重症度
(Padua)分類、との相関関係を検討した．反応性の検定にはStandardized response mean(SRM)
とEffect side(ES) を用いた．【結果】CPT値の級内相関係数0.89～0.94で、高い再現性を示し
た．術前CPT値は全例で測定可能であったが，２PD値は20例，SW値は6例が測定不可であっ
た．CPT値とMDL，SCV，CTS重症度との間で有意な相関が認められ，それぞれ相関係数
が，0.30，-0.45，0.30であり．SW値および２PD値よりも高値であった．CPT値の術後1，3，6か
月時点での反応性は、それぞれ-0.49/-0.40，-0.62/-0.54，-0.66/-0.63（SRM/ES）であっ
た。SW値 と２PD値の反応性は、-0.47/-0.43，-0.68/-0.59，-0.73/-0.65と、-0.56/-0.47，-
0.68/-0.56，-0.73/-0.65であった．  【考察】CTS患者の感覚定量評価におけるPain
VisionRは，簡便、欠損値が少ない、再現性が高い、重症度と相関する、２PD値やSW値と同定度
の反応性を有する、などの利点がある。Pain VisionRは，CTSにおける感覚障害と術後の感覚回
復の評価に有用である．
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鏡視下手根管開放術（奥津法）におけるUSE system挿入時の正中神
経偏位・形態変化に関する超音波検査を用いた検討

The ultrasonographic study of median nerve displacement under Endoscopic Carpal Tunnel Release

○喜多島 出1, 山本 精三2, 中道 健一3, 立花 新太郎4

1虎の門病院分院　整形外科, 2虎の門病院　整形外科

3虎の門病院　リハビリテーション科, 4三宿病院　整形外科

【目的】鏡視下手根管開放術（以下ECTR）は低侵襲な治療法であるが，正中神経損傷などの合
併症も報告されている．当院では初発手根管症候群に対して全例でECTR（One  Portal
Technique: 奥津法）を行っている．今回，われわれはECTR施行時に超音波検査を同時に施行
し，USE system挿入が正中神経に与える影響を分析した．若干の文献的考察を含めて考察す
る．
【対象と方法】対象は当院にて手根管症候群に対してECTRを施行し，手術時に超音波検査を施
行できた症例30例34手である．男性18例，女性12例，血液透析患者12例，平均年齢64.6±11.7
歳である．術前，USE system挿入時，屈筋支帯切離後において，手根管近位レベル（舟状骨結
節と豆状骨を含む）および手根管遠位レベル（大菱形骨結節と有鉤骨鉤を含む）で超音波検査
を施行．USE system挿入により生じる正中神経の偏位，形態変化について検討した．統計学的
検索にはstudent’s t-test， Mann-Whitney’s U testを用いて比較した．
【結果】術前後における手根管横径は手根管近位レベルで1.6±2.0mm，遠位レベルで0.5±
1.0mm開大していた．正中神経尺側縁と尺骨動脈の距離をUSE system挿入前後で測定すると近位
で5.1±3.5mm，遠位で3.1±2.7mmと統計学的に有意に橈側に偏位していた．またUSE system挿
入前後で正中神経横径を測定すると挿入前後で近位1.3±2.9mm，遠位0.9±2.1mm減少し，正中
神経が形態変化する傾向が見られた．
【考察】USE system挿入により正中神経は橈側に偏位し，形態も変化する．正中神経に対する
負荷が加わる一方，リトラクト効果によりsafe zoneを広げる効果がある．またECTR施行時に同
時に超音波検査を併用することで安全性を高めることができると考える．
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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-手根管開放
術前後の比較-

Ultrasound assessment of the displacement of the median nerve in the carpal tunnel before and after the

carpal tunnel release 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）に対して，超音波を用いた正中神経の手根管内での移動に
ついての報告が散見されているが，手根管開放術後の変化について検討した報告は少ない．今
回CTS例に対して，手根管開放術前後における手関節肢位変化による正中神経の手根管内移動に
ついて，超音波短軸像を用いて比較検討した．【対象及び方法】CTS 12例12手（平均年齢
69.3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
の移動を小切開手根管開放術前と術後1ヶ月で比較検討した．【結果】正中神経は，術前では全
指伸展位で，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．特に掌屈位，橈屈位で
は，全指を屈曲させると，屈筋腱が神経を背側から掌尺側方向に押し込み，神経は横手根靱帯
で圧迫されていた．一方，手根管開放後では，神経は術前と比較して全手関節肢位で，有意に
掌側に転位した．また，全指屈曲により屈筋腱は手根管内で移動したが，神経は掌側に移動し
ているため，屈筋腱による干渉は少ない傾向を示した．【考察及び結論】演者らは第57回本学
会で，CTS例における手根管内の神経移動について，患健側で比較検討を行った．今回CTS術前
では，掌屈位と橈屈位で，全指屈曲時に神経は屈筋腱群により掌尺側に押し込まれ，横手根靱
帯で圧迫されていた．今回手根管開放術により，神経は十分掌側に移動するため，術後早期に
おいては，手関節肢位や屈筋腱運動による影響は少ないことが確認された．
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超音波動態解析による手根管症候群手術後の効果判定
Ultrasound Assessment of the Effectiveness of Carpal Tunnel Release on Median Nerve Deformation

○吉井 雄一1, 石井 朝夫1, ドン ウェンリン1, 田中 利和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(CTS)患者では、手指運動時の正中神経横断像の形態変化が健常者と異な
ることが報告されている。これは正中神経の可動性と弾性の変化によるものと考えられるが、
これらが手根管開放術後にどのように変化するかは明らかでない。そこで今回、手根管開放術
前後の手指運動時の正中神経の形態と動態変化を調べた。【方法】観血的手根管開放術(OCTR)
を施行したCTS患者14名16手関節を対象とした。術前に超音波検査装置を使用し、手根管近位部
において正中神経の横断像を描出した。指伸展位から屈曲した際の正中神経の動態画像を記録
した。指伸展位と屈曲位における正中神経の横断面積、周径、縦横比、円形度を計測した。指
屈曲位での計測値を指伸展位の計測値で除した値を変化率とした。また正中神経の重心の掌背
方向と橈尺方向の移動距離を計測した。その後OCTRを施行し、術後3ヶ月において同じ計測を行
った。各変化率と移動距離を術前後で統計学的に比較検討した。【結果】術前の面積、周径、
縦横比、円形度の各変化率は1.00±0.05、0.98±0.05、1.06±0.16、0.96±0.10であった。術
後はそれぞれ1.00±0.07、1.02±0.06、0.97±0.10、1.04±0.07であった。術後、周径と円形
度の変化率は術前と比較して有意に大きくなり、縦横比の変化率は小さくなった(P＜0.05)。神
経は術前、指伸展-屈曲時に尺側/背側に平均1.93/0.13ｍm移動した。術後は尺側/掌側に平均
1.60/0.01ｍｍ移動した。移動距離については明らかな有意差を認めなかった。【考察】OCTR術
前は指伸展-屈曲時に正中神経の周径と円形度は減少し、縦横比は増大した。対照的に、術後は
周径と円形度は増大し、縦横比は減少した。これは健常者における正中神経の形態変化と類似
しており、神経の回復を示す所見と考えられた。
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鏡視下手根管開放術後2年以上経過例のMRIによる検討
Change of Carpal tunnel in MRI before and two years after endoscopic carpal tunnel release

○百瀬 敏充1, 内山 茂晴2, 宮岡 俊輔1, 加藤 博之2

1諏訪赤十字病院, 2信州大学医学部整形外科

【目的】今回われわれは鏡視下手根管開放術（ECTR）後2年以上経過した患者の術前後のMRIを
用いて，術後の手根管と正中神経の長期変化を検討したので報告する．【方法】対象はECTR術
後の患者24例（男性6人，女性18人，平均年齢67歳）であり，全例が特発性手根管症候群であっ
た．術前と2年以上経過時（平均3年8ヶ月）の神経伝導速度，手根管部のMRI（シーメンス
社，1.5T）を施行した．MRI T2*の画像にて有鉤骨鉤レベル横断像の手根管と正中神経の断面
積，palmar bowing (PB，大菱形骨と有鉤骨鉤の線から張り出した屈筋支帯までの距離)を測定
し，手関節レベルで正中神経の断面積を測定した（画像ソフトSYNAPSE, Fujifilm）．さらに10
例の無症状例のMRIより手根管と正中神経の断面積も測定した．術前後間の遠位潜時，手根管と
正中神経の断面積，PB，無症状例と手根管症候群例の間で統計学的に検討した．【成績】遠位
潜時は術前8.9msから術後4.2msと有意に改善し，切離した術前低信号の屈筋支帯は，２年以降
で低信号の線として見える例が多かった．手根管断面積は術前，術後でそれぞれ156ｍｍ2，181
ｍｍ2となり，正中神経断面積は有鉤骨鉤レベルでそれぞれ11ｍｍ2，13ｍｍ2，手関節レベルで
18ｍｍ2，17ｍｍ2となった．有鉤骨鉤レベルの手根管，正中神経の断面積は術前より術後平均3
年8ヵ月の時点で有意に拡大していた．PBはそれぞれ2.8ｍｍ，3.9ｍｍであった．手根管症候群
術前の正中神経断面積は無症状例より有意に大きかった．【結論】ECTR術後長期に手根管の拡
大は維持されていた．正中神経は有鉤骨鉤部では２年以降も断面積は増大し手関節部は軽度小
さくなった．
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手根管開放術後の手根骨配列の変化
Computed tomography of the carpal bone after the carpal tunnel release

○平良　 貴志, 戸張 佳子, 山田 哲生, 吉村 礼子
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

【はじめに】手根管開放術後に手掌基部や母指球部、小指球部に疼痛を訴える例は少なくな
い。pillar painの一因として考えられている手掌部での皮神経損傷をさける目的で、手根管遠
位部小皮切と、必要があれば手首皮線にそった小皮切を加え、内視鏡を併用した手根管開放術
を行っているが、それでも一時的にpillar painを訴える例を散見する。横手根靭帯および屈筋
支帯切離によって手根骨の配列が変化し、母指球筋、小指球筋の起始部が不安定になったこと
が疼痛の一因と考え、CT検査にて手根骨配列の変化を評価した。【対象】当院で過去2年間に手
根管開放術を行った146例の内、術前後にCT撮影を行っていた10例12手を対象に手根骨配列の変
化、pillar painの有無について後ろ向き調査を行った。【結果】術後pillar painを認めたも
のは4例4手であった。3DCT冠状断像にて有鉤骨鉤と大菱形骨の距離の術前/術後比はpillar
painあり群で0.86、pillar painなし群で0.95であった。豆状骨と舟状骨結節の距離の術前/術
後比はpillar painあり群で0.9、pillar painなし群で0.97であった。pillar painあり群のほ
うがpillar painなし群にくらべて有意に手根管掌側面が開大していた。【考察】本研究の限界
は後ろ向き研究であるためCT撮影時期にばらつきがあることと、同一肢位での撮影であるため
動的評価が行われていないことである。また、問題点はスクリーニングにCT検査を用いること
は放射線被爆の影響を考慮すると不向きなことである。今後は超音波検査など非侵襲的で動的
評価も可能な検査を併用した前向き研究を行うことでpillar painの原因が解明できる可能性が
あると思われた。
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鏡視下手根管開放術後のpillar pain
Pillar pain after endoscopic carpal tunnel release

○牧 裕, 吉津 孝衛, 坪川 直人, 成澤 弘子
森谷 浩治

一般財団法人　新潟手の外科研究所

【はじめに】第52回，53回の本学術集会において，特発性手根管症候群に対する手掌内小皮切
直視下手根管開放術（OCTR）後のpillar pain の発症に関する報告を行った。今回は，two
portal による鏡視下手根管開放術（ECTR）後の，pillar painの発生を中心に報告する。
【症例と方法】症例は平成25年1月から平成26年6月の間に演者がECTRを行い，術後1ヵ月以上
（1～3ヵ月）経過観察ができた男性28名 33手，平均年齢58歳（32～84歳）と，女性51名
63手，平均年齢62歳（24～86歳）である。術後2ヵ月は手指に負荷のかかる動作をできるだけ避
けるように指導した。pillar painは母指球と小指球基部の屈筋支帯付着部付近に生ずる圧痛と
定義し，術後1ヵ月ごとに同部位，皮切瘢痕部，皮下の屈筋支帯切離部に検者が母指指腹で3kg
程度の圧迫を加え，少しでも痛みを感ずる場合は圧痛ありと判定した。
【結果】術後1，2，3ヵ月時のpillar painは，男8/33，7/26，4/13，女13/62，9/57，11/41に
あり，痛みは時間の経過とともに減少した。また1，2，3ヵ月での皮切瘢痕部圧痛は，男
25/33，15/26，4/13，女55/62，39/57，18/41。屈筋支帯切離部圧痛は，男
22/33，12/26，3/13，女43/62，34/57，12/41にあり，これも時間の経過とともに減少した。。
【考察】pillar painの発生は男女ともに20％台であった。皮切部瘢痕や屈筋支帯切離部の圧痛
は女性に多く，消失までに時間を要す傾向があった。以前のOCTRの検討結果と比較し，ECTRの
方が女性の術後のpillar painは少なく，また男女とも皮切部瘢痕の圧痛が少ない傾向であっ
た。これには手掌に置いた皮切が，ECTRではOCTRと比べ遠位へ移動したことや，術後患手の使
用に際して無理をさせない指導を行ったことが影響したと思われる。
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手根管開放術後に神経障害性疼痛が出現した症例の検討
Neuropathic pain after open carpal tunnel release

○園畑 素樹1, 峯 博子2, 鶴田 敏幸2, 馬渡 正明1

1佐賀大学　医学部　整形外科, 2鶴田整形外科

【はじめに】手根管症候群（CTS）の病因は、正中神経の神経軸索圧迫である。そのため、CTS
に伴う手関節部痛、夜間痛の原因は神経障害性疼痛（NeP）によるものであると推察される。し
かし、CTSのNPに関する詳細な報告は少ない。昨年の本学会で術後4週時点でのNPの良好な回復
について報告した。今回、術前認めなかったNePが手根管開放術後早期に出現した症例について
検討したので報告する。【対象と方法】対象は2011年12月から2014月9月までにCTSに対して鏡
視下手根管開放術を行った症例のうち、術前および術後4週目のNPの評価が行えた145例166手を
対象とした。男性56名63手、女性89名103手、平均年齢69.8歳であった。神経障害性疼痛の判定
にはアンケート調査（painDETECT）を用いて行った。12点以下：NePの可能性が低い
（A群）、13-18点：NePの可能性がある（B群）、19点以上：NePの可能性が高い（C群）とし
た。術前A群から術後B群・C群となった症例と術前・術後ともにA群であった症例の比較を行っ
た。【結果】術前：A群112手、B・C群54手であった。術前A群から不変であったものが97手
（87%）、術前A群から術後B・C群へと悪化したものは15手（13%）であった。年齢、性別、罹病
期間、神経伝導速度、疼痛VASを2群間で比較したところ、術前疼痛VASに有意差を認めた
（p＜0.01）が、その他の因子については有意差を認めなかった。【考察】術前、強い疼痛を有
する症例では、術前にはpainDETECTでNePと判断されない患者であっても、術後早期にはNePの
症状を呈する可能性が高いことが示唆された。術後の疼痛管理を怠ると慢性疼痛へ移行する可
能性もある為、術前に疼痛が強いCTS患者に手根管開放術を行う際には注意が必要であると考え
た。
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重度尺骨神経麻痺に対するBulkhalter & Strait変法の治療成績
Bulkhalter and Strait modified procedure for severe ulnar nerve palsy

○坂井 健介1, 吉田 史郎1, 吉田 健治1, 仲摩 憲次郎2

白濱 正博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】重度な尺骨神経麻痺に対しBurkhalter and Strait変法による骨間筋機能再建術を
行ってきたので、その臨床成績について報告する。
【対象と方法】症例は10例(男性9例、女性1例)で、手術時平均年齢は37.6歳であった。原疾患
の内訳は開放性尺骨神経損傷(全例前腕部)が9例、小児外顆骨折後外反肘に伴う遅発性尺骨神経
高度麻痺が1例で、前者においては全例先行する顕微鏡下神経縫合が行われており、その手術よ
り本手術までの平均待機期間は6.7か月であった。なお、前者においては正中神経損傷合併例が
2例含まれ母指対立再建も追加されていた。実際の術式はBurkhalterらの方法に準じ、原法と異
なり移植腱はMitek bone anchorを用いて固定した。なお、神経損傷例の2例でNeviaser法、1例
で母指内転再建法を追加しており、遅発性麻痺例は同時に尺骨神経皮下前方移行術が併用され
ていた。術後平均経過観察期間は25.1か月であった。術後評価としてピンチ力、握力、DASH
scoreを調査した。
【結果】健側比握力は術前平均37%から術後平均56%まで有意に改善していた。また、健側比ピ
ンチ力も母指-示指間が術前25％から術後56％、母指-中指間が術前26％から術後63％、母指-環
指間が術前17％から術後54％、母指-小指間が術前6％から術後55％まで有意に改善していた。
かぎ爪変形の矯正は概ね良好で、DASH scoreは術前平均41.3点から術後平均19.２点まで有意に
改善していた。
【考察】かぎ爪変形に対するdynamicな矯正法である本法は変形矯正のみならず機能再建として
の意義付けも高く、難治性尺骨神経麻痺の再建法として有用であると思われた。
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重度手根管症候群に対する固有示指伸筋腱移行による対立機能再建
術

Opponensplasty with Extensor Indicis Proprius for Severe Carpal Tunnel Syndrome

○森谷 浩治, 吉津 孝衛, 成澤 弘子, 原 敬
柳橋 和仁

(財)新潟手の外科研究所

【目的】母指掌側外転機能の再建に止まるCamitz法では対立機能の再建が不十分と考え、私達
は移行腱の走行や即時機能転換の有用性から固有示指伸筋(EIP)を用いた対立再建を施行してい
る。今回、本法を実施した重度手根管症候群の治療成績を調査したので報告する。【対象と方
法】2009年4月よりEIP対立再建を施行し、術後6か月以上の経過観察が可能であった27(男性5、
女性22)例を対象とした。いずれも母指球筋の萎縮が著明かつ正中神経刺激により短母指外転筋
(APB)のM波はみられなかった。手術は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腱に編み込み縫合した。手術時年齢は49～84(平均67)歳、対立不能になってから
EIP対立再建までは1～72(平均13)か月、経過観察期間は24～179(平均71)週であった。以上の症
例に対し、意識せず対立可能になった日時、示指との指腹つまみ力、Kapandjiの母指対立評
価、示指中手指節(MP)関節の伸展不全角度および合併症について調査した。【結果】局所麻酔
下で実施した5例は術中から既に何も意識せず対立運動が可能であった。それを除く17例も1～
5(平均2.4)週時点で対立運動機能は獲得されていた。示指との指腹つまみ力は対健側比の平均
で最終診察時に91%まで回復していた。Kapandjiの母指対立評価は5～10(平均9.6)点、示指MP関
節の伸展不全は0～20(平均6.4)°、低位尺骨神経麻痺の合併症を実施初期の2例で認め
た。【考察】EIP対立再建の機能獲得は早く、既に手術中から完了している。本術式は経時的な
機能改善がみられ、危惧された示指伸展機能の損失も少なく、EIP腱の通過位置に起因する低位
尺骨神経麻痺に注意すれば優れた母指対立機能再建術と考える。
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特発性手根管症候群の再手術
Secondary Carpal Tunnel Surgery

○吉村 光生

吉村整形外科医院

【目的】特発性手根管症候群の手術的治療の成績は一般に良好であるが,術後症状が改善しなか
ったり,かえって悪化したり,また再発した症例を再手術した.その術後成績について述べ
る.【方法】1990年9月～2014年8月に再手術を行ったのは35例35手で,男9例女26例であった.初
回手術は直視下手根管開放術28例,鏡視下開放術7例であった.直視下法の内訳は手掌皮切法19,
従来法4,手掌・手関節部２皮切法3,手関節部皮切法2であった.初回手術から再手術までの期間
は3日から15ヵ月で,再手術は全て直視下法で行った. 【成績】再手術の術中所見は横手根靭帯
の不完全切離23,神経損傷4,屈筋腱滑膜炎3,神経癒着2,原因不明3であった.神経損傷は全て鏡視
下法であり,3例はナイフによる神経損傷であり,１例は手術器具の破損による損傷であった.横
手根靭帯の不完全切離例では再手術で完全切離することで,症状は消失または著明に改善した.
初回手術前,再手術前・後の神経伝導速度検査データを入手し得た6例についてみると,初回手術
後は悪化していたが,再手術後は良く回復していた. 【考察】手根管開放術の合併症は一般に低
いと考えられてきたが,低侵襲手術として小切開法や鏡視下法などが推奨されるようになって,
合併症が増加したように思われる.再手術の原因として靭帯の不完全切離が最も多く,神経損傷
は全てone portalの鏡視下法によるものであった.いずれの手術法でも合併症の発生を念頭に置
き,手術直後から症状が増強した場合は術中の神経損傷の可能性が高く,術後数日間やや軽快し
た後に術前よりも症状が増悪する場合は,手根管の不十分な開放の可能性が高い.早期に再手術
することが望ましいが,初回手術が他医で行われていることが多く,慎重な対応も必要である.
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血液透析患者に発症した手根管症候群における再手術例の検討
Reoperation for Carpal Tunnel Syndrome in Hemodialysis Patients

○佐伯 将臣, 稲垣 弘進

豊田厚生病院　整形外科

【目的】血液透析患者に発症した手根管症候群（CTS）の再手術例を初回手術のみの例と比較す
ることで、再発の要因を検討する。【対象と方法】2008年1月から2014年9月までに、当科で手
根管開放術を施行したCTS166例200手のうち、血液透析患者に発症した14例19手を対象とし
た。19手には全て鏡視下手根管開放術を施行した。初回手術例（F群）は11例14手で、男性
2手、女性12手、手術時年齢は平均65歳（51～89歳）、術後観察期間は平均14ヶ月（1～47ヶ
月）であった。再手術例（R群）は4例5手で、男性2手、女性3手、手術時年齢は平均67歳（52～
82歳）、再手術後観察期間は平均20ヶ月（0.5～48ヶ月）であった。シャント側との関係、初回
手術までの透析歴、術前の電気生理学検査から抽出したdistal motor latency（DML）と
sensory nerve conduction velocity（SCV）、Kellyの評価基準について調査し、F群とR群で比
較した。【結果】シャント側での発症は、F群で5手（35.7%）、R群で3手（60.0%）であった。
初回手術までの透析歴は、F群で平均16.1年（4～23年）、R群で平均10.8年（5～15年）であっ
た。DMLは、導出不能をF群で2手（14.2%）に認め、R群では認めなかった。導出可能例のDML値
は、F群で7.6±2.4msec、R群で7.3±3.5msecであった。SCVは、導出不能をF群で6手
（42.9%）、R群で2手（40.0%）に認めた。導出可能例のSCV値はF群で32.1±4.6m/sで、R群で
46.7±18.1m/sであった。Kellyの評価基準は術後3ヶ月以上の経過観察が可能であった16手
で、F群でexcellent 1手、good 7手、fair 3手、poor 1手、R群でgood 2手、fair 1手、poor 1
手であった。【考察】本研究の調査項目で、F群とR群で有意な違いを認めるものはなかった
が、R群でシャント側の発症が多く、初回手術までの透析歴が短い傾向にあった。
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脳磁図を用いた手根管症候群における脳皮質の変化の検証
Magnetoencephalographic analysis of cortical activity in carpal tunnel syndrome

○岩月 克之1, 寳珠山 稔2, 上村 純一3, 平山 正昭4

平田 仁1

1名古屋大学　医学部　手の外科, 2名古屋大学　医学部　脳とこころの研究センター

3名古屋大学　医学部　リハビリテーション療法学

4名古屋大学　医学部　病態解析学

【目的】手根管症候群は最も頻度の多い絞扼神経障害であり、正中神経領域に疼痛・しびれを
生じ、また母指球筋萎縮による運動障害を呈する。手根管症候群に対する疼痛は社会的な問題
となっているが、疼痛発生機序などの脳内メカニズムについては未知の部分が多い。我々は、
脳磁図を用いた脳機能解析を行い手根管症候群の疼痛機序を解明することを目的とし
た。【方法】当院にて手根管症候群手術を行う患者を対象に検査を行なった。患側の正中神経
を手関節部で電気刺激し体性感覚誘発脳磁場（SEF）を計測した。単発刺激に加え10, 40, 80,
200 msの刺激間隔（ISI）の2発刺激により誘発されたSEFより刺激後20msに出現するSEF成分
（N20m）の振幅の回復曲線を算出し、年齢対照群（n=21）における値と比較した。【結果】5名
9手の手根管症候群患者において測定を行った。男性3名　女性2名であり、平均年齢は68.0±
12.5歳であった。健常者は男性13名女性9名であり、平均年齢は66.3±10.3歳であった。N20mを
生じる電流（¦Q¦）は患側手と健常人対照群とで差は無かったが、ISIが10msの条件では患側手
のN20mは有意に大きな反応を示した（p＜0.05）。正中神経刺激のN20mの電流源を測定し、脳上
へ投影した結果、手根管症候群患者では左右、前後方向は差が見られないものの、上方向に位
置する傾向見られた。【考察】回復曲線の変化は、2発刺激のうち1発目の刺激による後続の刺
激反応の抑制作用が手根管症候群では少ないことを示した。単発刺激によるN20mには手根管症
候群と対照手では有意な差が認められなかったことから、体性感覚皮質に到達したafferent
signalには差は無く、手根管症候群患者は体性感覚皮質における抑制性活動の減少を生じたと
考えられ、さらに体性一次感覚野の再構築が起きている可能性が示された。
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肘部管症候群の画像診断における尺骨神経MRI T2 強調像high signal
の有用性

Reliability of MRI T2W high signal of the ulnar nerve in diagnosis for cubital tunnel syndrome

○寺山 恭史1,3, 内山 茂晴2, 岩倉 菜穂子3, 加藤 義治3

加藤博之 博之2

1蓮田病院, 2信州大学整形外科, 3東京女子医科大学 整形外学科教室

【背景と目的】肘部管症候群（cubital tunnel syndrome: CubTS）の診断において、神経筋疾
患、C8神経根症、胸郭出口症候群、 double crush syndromeなどとの鑑別が困難な例がある。
我々は前学術集会においてMRI尺骨神経横断像における面積増大がCubTSの診断に有用であるこ
とを報告した。今回はMRIT2Wにおける尺骨神経high signalの有用性を検討した。【方法】対象
はCubTS30肘で、McGowan分類stage I, IIの麻痺軽度群13肘、stage IIIの重度群17肘であっ
た。対象群30肘と健常群24肘に対し、MRIT2WをSiemensの1.5Tを用いて肘関節最大伸展位で上腕
骨と尺骨の骨軸に垂直に撮像した。対象群と健常群において年齢、性別に有意の差は無かっ
た。各肘のMRIにおいて、上腕骨内側上顆高位における尺骨神経の輝度と上腕筋の輝度を比較
し、尺骨神経が上腕筋に比べ高輝度を示す肘をhigh type、同程度か低い肘をlow typeとし
た。High typeの所見がCubTSの診断における感度、特異度、陽性的中率を調査した。次に麻痺
軽度群と重度群においてhigh  typeの頻度を比較した。【結果】CubTS  群ではhigh
type:20肘、low type:10肘であった。健常群では、high type:3肘、low type:21肘であっ
た。High  typeの占める割合はCubTS群で有意に高かった(Fisher's  exact
test、P＜0.05)。High typeの感度は0.67、特異度は0.88、陽性的中率は0.87であった。High
typeは麻痺軽度群で13肘中8肘、麻痺重度群で17肘中12肘であり、麻痺重症度とhigh typeの頻
度に関連は無かった。【考察】尺骨神経MRI T2 high signalの所見はCubTSの67%にみられ
た。T2 high signal所見は診断上の陽性的中率0.87であり、尺骨神経横断面積の増大所見の陽
性的中率0.90より劣っていたが、画像診断に有用と考えられた。
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特発性と思われる手根管症候群に対する術前ルーチンMRIの必要性
に関する検討

Is routine preoperative MRI necessary for a patient with clinical diagnosis of idiopathic carpal tunnel

syndrome?

○河原 三四郎, 山口 利仁

高月整形外科病院　東京手の外科・スポーツ医学研究所

【目的】
手根管症候群の診断は、臨床経過や所見、電気生理学的検査に基づいて行われ、補助的画像診
断としてMRIや超音波が使用されることがある。MRIでは正中神経や屈筋腱の評価が可能である
が、特に手根管内の占拠性病変の描出に優れている。本研究では、特発性の手根管症候群と臨
床的に診断し、手術が計画された患者で術前MRIを撮像した患者を対象とした。手根管開放術に
加えて、他の術式も要すると思われた病変が見られた症例を検討し、ルーチンMRIの必要性を評
価する。
【方法】
2009年1月から2014年10月までの間に、問診・理学所見・電気生理学的検査に基づいて特発性手
根管症候群と臨床診断し、手根管開放術を予定した694症例に、患側手関節部のMRIを撮像し
た。　MRI画像にて、特発性手根管症候群にみられうる非特異的所見のみを呈した群
（concordant）と、 特発性以外の原因が同定され、手根管開放術のみでなく追加術式を行った
群(discordant)の割合を算出した。
【結果】
MRI所見より特発性手根管症候群の臨床診断で矛盾しなかったconcordantの割合は96.0％（694
症例中666症例　95％信頼区間94.5％-97.4％　）、特発性以外の原因のため手根管開放術に加
えて他の術式を行ったdiscordantの割合は4.0％（694症例中28症例　95％信頼区間2.6％-5.5％
　）であった。
【結論】
この研究においては、臨床的に特発性手根管症候群と診断した場合、MRI所見にてconcordant
diagnosisである割合が非常に高かった。またdiscordant diagnosisで追加術式が行われた症例
の中には、腫瘍などの場合を除き、手根管開放術のみで充分であったものもある可能性があ
る。したがって特発性手根管症候群と判断される症例に対する、術前ルーチンMRIの必要性は低
いと考えられた。
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透析に伴う手根管症候群についてのMRIによる検討　-非透析症例と
の比較-

MRI analysis of carpal tunnel syndrome due to long term hemodialysis. Comparison to non-hemodialysis

cases.

○藤田 浩二1, 木森 研治1, 角西 寛1, 山中 浩気1

生田 義和1

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

緒言
屈筋腱、滑膜いずれへのアミロイド沈着が、透析による手根管症候群（CTS）の主病因であるか
は不明である。そこで、CTS初回手術例の術前MRIを用いて、透析による手根管内の変化を検討
した。

対象と方法
2005年以降当院で初回手根管開放術を施行したCTS症例のうち、10年以上の透析例（HD群、32例
40手）と性別をマッチさせた非透析例（非HD群、35例40手）を対象とした。両群とも男性
15手、女性25手で年齢差はなく、HD群の透析年数は21.2年であった。評価は術前MRI（T1強調画
像）における有鉤骨鉤レベルの横断像で、手根管、屈筋腱、正中神経の各断面積を計測した。
計測はSynapse OP-Aで行い、統計学的検討はt検定とピアソン相関係数検定を用い、p＜0.05を
有意とした。

結果
手根管断面積はHD群204.5mm2、非HD群191.3mm2、屈筋腱断面積はHD群101.4mm2、非HD群
92.7mm2で、共にHD群で有意に大きく、正中神経断面積は差がなかった。また、屈筋腱や正中神
経以外の手根管内面積も差がなかった。透析年数、年齢と手根管、屈筋腱、正中神経の各断面
積には相関を認めなかった。

考察
透析例では手根管、屈筋腱断面積がそれぞれ増大していたが、主に滑膜が存在する手根管内ス
ペースには変化がなく、屈筋腱へのアミロイド沈着が屈筋腱肥大、さらに手根管内圧上昇を惹
起し、神経圧迫の主因となっている可能性が示唆された。喜多島らは透析による再発CTSにおけ
る屈筋腱肥大所見を報告しているが、今回、初発CTSにおいても同様の所見を得た。一方、透析
年数と屈筋腱断面積には相関を認めなかったが、これは当院で2007年から導入したアミロイド
吸着能の高い透析膜の影響も考えられた。

結論
透析に伴うCTSでは、屈筋腱へのアミロイド沈着による屈筋腱肥大が神経圧迫の要因となってい
る可能性が示唆された。
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上肢麻痺を主訴に来院した特発性腕神経叢障害におけるMRIの有用
性

Usefulness of MRI in patients with idiopathic brachial disorders complaining of upper extremity paralysis

○澤田 智一1, 大村 威夫1, 松山 幸弘1, 荻原 弘晃2

牧野 絵巳2

1浜松医科大学　整形外科, 2浜松赤十字病院

【はじめに】上肢麻痺は整形外科から神経内科疾患まで様々な原因により引き起こされる。診
断は臨床・画像・電気生理学的所見から総合的に行うが、特に腕神経叢に麻痺の原因がある場
合、客観的な検査が困難で診断に苦慮することは少なくない。今回、我々はMRIにて異常を同定
可能であった特発性腕神経叢障害について報告する。【対象と方法】外傷など誘因なく発症
し、片側上肢の進行性不全麻痺があり、腕神経叢部MRIにて異常を認めた3例を対象とした。全
例右側、男性2例、女性1例であった。MRIは腕神経叢部を中心とした斜位冠状断像を行い、STIR
像・造影T1強調画像にて診断した。【結果】発症から診断まで要した期間は最長5年であり、1
例に頚椎手術2回、1例に肘部管症候群手術1回の手術既往があった。全例がまだらな不全麻痺
で、1例のみ感覚障害がなかった。腕神経叢部MRIにおいて、1例にすべての神経根から鎖骨下腕
神経叢部まで神経の著明な腫大と造影効果を認め、2例に一部の神経根の軽度腫大と造影効果を
認めた。全例、神経内科および小児科に紹介し、腕神経叢障害の診断にて加療を行ってい
る。【考察】特発性上肢麻痺の原因の一つに神経痛性筋萎縮症が挙げられる。先行する疼痛と
近位筋優位の麻痺といった特徴的な経過から比較的診断は容易と思われるが、今回の症例では
このような経過はなく、診断に苦慮した。また、経過中3例中2例が整形外科手術を受けてい
た。近年、神経痛性筋萎縮症や慢性炎症性脱髄性多発神経炎などでは腕神経叢部MRIにて神経の
異常陰影が見られることが報告されており、今症例でも同様に異常所見がみられた。上肢麻痺
において頚椎疾患を除外するために頚椎MRIを施行するが、積極的に腕神経叢部まで含めたMRI
を行うことで診断可能となると思われる。
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小児上腕骨顆上骨折に対する手術治療成績
Surgical Treatment for Supracondylar Fractures of the Humerus in Children

○西田 欽也, 佐々木 勲, 蔡 栄浩, 遠藤 健
前田 明子

手稲渓仁会病院　整形外科　上肢センター

【目的】小児の肘周辺の骨折の中で上腕骨顆上骨折は最も頻度が高く、また適切な治療がなさ
れないと変形や可動域制限を来す。小児上腕骨顆上骨折の手術症例について検討した。
【対象と方法】2006年10月～2013年11月に手術を行った11歳以下の上腕骨顆上骨折のうち、直
接診察が可能であった21例21肘を対象とした。男児13例、女児8例、平均年齢7歳、全例伸展型
の骨折でGartland 分類type IIが4例、type IIIが17例であった。受傷から手術までの平均期間
は0.6日で、徒手整復＋鋼線固定が15例、観血的整復＋鋼線固定が6例であった。平均経過観察
期間は3年9か月であった。合併症、carrying angle（以下CA）、肘関節可動域、Flynnの基準に
準じた評価を行い、単純X線像でBaumann angle（以下BA）、tilting angle（以下TA）を計測し
た。
【結果】5例で受傷時に神経麻痺があり、そのうち2例で血流障害を合併していた。神経麻痺は
全例4か月以内に完全回復し、血流障害はいずれも骨折部の整復操作により改善した。最終経過
観察時のCAは平均173°（健側平均169°）であり、肘関節可動域は伸展-屈曲が平均16°-
134°（健側平均14°-135°）であった。Flynnの評価法のcosmetic  factorは
excellent17例、good1例、fair1例、poor2例で、functional factorはexcellent19例、good2例
であった。BA及びTAは、術直後と最終経過観察時の間で有意差は認めなかった。
【考察】小児上腕骨顆上骨折に対して手術加療を行い良好な成績を得た。受傷後早期に適切な
加療を行うことが必要と考える。最終経過観察時のCAに健側との差を認めたがわずかであり、
外観の異常や機能障害を訴える例はなかった。経過中自然矯正はみられなかったため、術中の
正確な整復及びその保持が重要であると考えられた。
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小児上腕骨顆上骨折に伴う血管損傷に対する治療戦略
Treatment policy of vascular injury combined with pediatric supracondylar fracture

○中川 敬介1, 日高 典昭2, 福田 誠2

1大阪市立総合医療センター　小児整形外科, 2大阪市立総合医療センター　整形外科

【目的】転位の著しい小児上腕骨顆上骨折に伴う血管損傷に対する治療方針は一定していな
い。特に末梢の血行は保たれているが橈骨動脈の拍動を触知しないPink,pulseless handでは，
展開の必要性や適切なタイミングについて判断に迷うことをしばしば経験する。そこで、当院
で経験した症例を後ろ向きに調査し，適切な治療戦略について考察した。【対象・方法】2008
年4月から2014年10月までに当院で経験した小児上腕骨顆上骨折Gartland分類3型の症例を対象
とし、術前評価における循環障害の有無、治療法、術後経過について検討した。【結果】症例
は全46例で、男児32例、女児14例で、受傷時平均年齢7才4ヶ月（1才1ヶ月～12才6ヶ月）であっ
た。術前に明らかな循環障害を伴っていた症例は8例であり、うち7例で血管を展開した。4例に
おいて血栓形成や内膜損傷を認め、上腕動脈再建を施行した。2例は術中のミルキングのみで血
流の回復を確認した。１例は血管が骨折部に挟み込まれており、絞扼部を解除することで血流
の回復を確認した。残り１例は経皮ピンニング後の術中エコーで血流途絶像を認めなかったの
で展開しなかった。【考察】自験例の術中所見は一時的な血管攣縮から血栓による完全閉塞ま
で様々であり、術前の予測は困難であった。上腕動脈は途絶しても速やかに側副血行路が形成
されるため血行障害が問題となることは少ないとされるが，血栓形成や骨折部への嵌入が見ら
れる例が存在することを考えると，閉塞が疑われる場合は展開を躊躇すべきではないと考え
る。しかし，初回手術時にmicrosurgeonが確保できない場合もあるため，pink, pulseless
handでは術後1週で橈骨動脈の拍動に左右差があるか，または何らかの循環障害がみられるもの
を展開の適応としてもよいと考える。
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小児上腕骨外側顆骨折の合併損傷と治療成績
Complication and Clinical Evaluation of  Humeral Epicondyle Fracture in Children

○久保 和俊1, 川崎 恵吉1,2, 池田 純2, 富田 一誠3

稲垣 克記1

1昭和大学整形外科学教室, 2昭和大学横浜市北部病院, 3昭和大学江東豊洲病院

4太田綜合太田西の内病院

【目的】小児上腕骨外側顆骨折は顆上骨折に次いで多い骨折であるが、初診時に問診や理学所
見をとることに苦慮することが多い。加えて成長に伴い遅発的な問題が生ずる懸念もあるた
め、骨折のみにとらわれて合併損傷を見逃さないことが重要である。今回我々は2001年以降当
科において手術加療を要した小児上腕骨外側顆骨折106例を経験し、生じた合併損傷を再確認し
たので臨床成績とともに報告する。【対象と方法】2001年以降当科で治療した小児上腕骨外側
顆骨折の手術症例106例を対象とした。平均年齢6.2歳、男児64例女児42例、右50例左56例、平
均観察期間は16.1ヶ月であった。骨折型、受傷時の合併症、手術待機期間、骨癒合の有無、X線
学的評価、臨床成績、術後の問題を検討した。【結果】骨折型はWadsworth分類で1型：2型：3
型が4：49：53例、Milch分類で1型：2型が12：94例であった。合併損傷として内側上顆骨折を2
例に認め、鈎状突起骨折、肘頭骨折、橈骨尺骨骨折を各々1例ずつ認めた。受傷時橈骨神経領域
のしびれを訴えた症例を1例認めた。腕尺関節の脱臼を伴っていた症例が10例と比較的多くみら
れた。そのうち1例に他院で腕尺関節の脱臼を見逃されていた亜陳旧例があった。手術待機期間
は平均3.3日で保存加療から途中で手術に切りかえた症例が4例あった。最終的に全例で骨癒合
を得た。最終観察時平均Carrying angle（CA）:Tilting angle（TA）:Bauman angle（BA）は
169.4°：45.6°：70.6°であり術後に再脱臼を生じた症例はなかった。術後外顆の過成長にと
もなう内外反変形傾向が一部にみられた。【考察】小児上腕骨外顆骨折は比較的転位しやすい
関節内骨折であり、比較的合併損傷もあるため初診時の充分な問診、理学所見が重要である。
合併損傷を理解したうえで治療にあたることが重要であると考えられた。
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小児上腕骨外顆骨折の治療経験-後外側　ｖｓ　前外側進入法
Clinical results of lateral humeral condyle fractures in children; results of a surgical treatment using

posterolateral v.s. anterolateral approach

○友利 裕二, 澤泉 卓哉, 南野 光彦, 小寺 訓江
高井 信朗

日本医科大学大学院医学研究科整形外科学分野

【目的】小児上腕骨外顆骨折の手術治療のおける進入法は後外側、前外側の2つが主に使用され
ているが、進入法の違いによる治療成績についての報告は少ない。今回、小児上腕骨外顆骨折
に対する進入法による治療成績の違いについて検討した。【対象】2000～2013年の14年間に後
外側および前外側進入法で観血整復固定を行った小児上腕骨外顆骨折31例（後外側群Ｐ群：18
例（男児11例、女児7例）、前外側群：Ａ群　13例（男児10例、女児3例））を対象とした。初
診時年齢はＰ群：1～10歳 (平均6.3歳)、Ａ群： 3～10歳 (平均6歳)で、受傷側はＰ群：右8、
左8例、Ａ群：右6、左7例であった。骨折転位度はJakob分類でＰ群：Stage 1：1例、Stage
2：11例、Stage 3：6例、Ａ群：Stage 2：10例、Stage 3：3例で、術後経過観察期間は、Ｐ
群：6～61ヵ月（平均13.8ヵ月）、Ａ群：6～24ヵ月（平均12.5ヵ月）であった。手術は後また
は前外側進入法で外顆骨片を観血整復・内固定し、術後長上肢ギプス固定を2～4週間行っ
た。【結果】合併症はＰ群で内反肘を3例に認めたが、Ａ群では認めなかった。術後成績は
Flynnの評価でＰ群：Excellent　6例、Good　5例、Ｆａｉｒ　4例、Poor　3例、Ａ群：Ｅｘｃ
ｅｌｌｅｎｔ　8例、Ｇｏｏｄ　1例であった。【考察】外顆骨折は関節内骨折であるため、関
節面の解剖学的な整復が必要とされる。後外側進入法では上腕骨遠位端前方関節面の展開が困
難であるため、関節面の整復が不十分となり術後内反肘の一因となったものと推察する。前外
側進入法は上腕骨遠位前方関節面の展開が容易で、解剖学的な整復が確実であることから、推
奨される侵入法である。
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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におけ
る画像変化

Mid- to Long-term Radiographic Changes after Autologous Osteochondral Mosaicplasty for

Osteochondritis Dissecans of The Elbow

○瓜田 淳, 船越 忠直, 松井 雄一郎, 河村 太介
岩崎 倫政

北海道大学大学院　医学研究科　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)を行っており、これまで短期、中長期における良好な臨
床成績を報告している。本研究の目的はOCDに対するmosaicplastyの術後中長期での画像評価を
行い検討することである。
【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）、病巣は中央型
7肘、外側型8肘である。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)採取して小頭部に移植した。評価項目は単純X線における腕頭関節の適合性
(小頭関節面の横径/橈骨頭関節面横径)、橈骨頭肥大化率(橈骨頭横径/頚部最狭部径)、橈骨頭
偏位(前方偏位：AS、側方偏位：LS)、MRIにおけるRobertsらの軟骨スコア(0-4点)とし中央型、
外側型に分けて評価した。
【成績】外側型は術前の腕橈関節の適合性が悪く、橈骨頭が肥大する傾向にあったが、術後は
中央型、外側型とも進行していなかった。ASは中央型、外側型とも差はなく、術前後でも変化
はなかった。LSは外側型でより偏位していたが術後に有意な進行はみられなかった。Robertsの
軟骨スコアは中央型2.9点、外側型は2.8点であった。
【結論】OCDに対するmosaicplastyは中央型、外側型とも良好なリモデリングを示し術後中長期
でも維持されていた。外側型で側方変位が大きいのは外側壁の再建が不十分であることを示し
ているが術後中長期で進行しておらず、さらに長期の成績を示す必要はあるがOCDに対する
mosaicplastyは安定した治療法と考えられた。
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手指再建のための様々なSCIPフラップ
Various Type of Superficial Circumflex Iliac Artery Perforator (SCIP) Flap for Hand Reconstruction

○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

IntroductionSuperficial circumflex iliac perforator flap overcame shortcomings of
groin flaps by dissecting out the superficial circumflex iliac artey (SCIA) further
distally and designing hte skin paddle lateral to the anterior superior iliac spine
(ASIS). These advantages, combined with minimnal donor site morbidity, make SCIP flap
an ideal option for hand reconstruction.Materials and MethodsFrom December fo 2012 to
July of 2014, 7 cases of hand reconstruciton were performed using SCIP flaps. The
distribution of defects were the thumbs and fingers in 6, and palm in 1 case. The
deep fascia, perfused by the deep branch of the SCIA, was integrated with the skin
paddle in one case. For palmar reconstruction, a skin paddle was elevated with the
intercostal nerve for sensory recovery. A flow-through flap was elevated in one case
in which only one digital was patent.ResultsIn 6 cases, flaps showed complete
survivial with satisfactory cosmesis. In one case, the flap was removed on
postoperative day 10 by the patient. In cases with integrated nerves or fascia,
satisfactory functional recovery was observed. ConclusionsThe advantages of SCIP
flaps for extremity reconstructions are as follows:1) When compared with other free
flaps, donor site morbidity is minimal.2) A thin flap with a pedicle longer than 10
cm can be obtained.3) Vascularized fascia, iliac bone, and other structures can be
integrated with the skin paddle, allowing fuctional reconstruction.

S124



1-4-27

手の重度AVMにおける術前塞栓硬化療法が外科的治療に及ぼす影響
The implications of postoperative embolo-sclerotherapy for surgical treatment of severe AVM

○林 明辰, 田代 絢亮, 成島 三長, 光嶋 勲

東京大学　医学部　形成外科

【目的】AVMに対して、塞栓硬化療法と外科的切除を組み合わせた治療が多くの施設で行われ、
近年では進行した症例に対し、術前塞栓硬化療法とそれに続く広範切除・皮弁による被覆が奏
功した症例が多数報告されている。今回我々は、四肢の重度AVMに対して切除・皮弁による被覆
・再建を行った症例について、術前塞栓硬化療法が外科的治療に及ぼす影響を検討したので報
告する。【方法】症例は、2007年4月から2014年8月まで当科で治療を行った重度（Schobinger
第3期以上）の手におけるAVM8例。そのうち、術前に塞栓硬化療法を行っていたものは6例であ
った。　【結果】全例にAVMの広範切除と局所・遊離皮弁を用い被覆・再建を行った。皮弁の種
類は、TAP、SCIP、ALT、DAPと多岐に渡った。術前に塞栓硬化療法を行っていた症例のうち4例
において、病変外部位での組織壊死や病変部と周囲組織との強い癒着が認められ切除や組織再
建に難渋を要した。【考察】塞栓硬化療法のみでAVMの根治が得られる症例は少なく、国際的に
も塞栓硬化療法と外科的手術での切除を併用した集学的治療がAVMの一般的な治療法とされてき
ている。AVMの治療法において、塞栓硬化療法は病変増大の抑制と病変切除時の術中出血量の軽
減、さらに病変からの出血時の応急処置の役割など利用価値が大きい。その一方で、今回の症
例から、病変外の部位での塞栓や硬化剤に伴う組織壊死、周囲組織の瘢痕化が塞栓硬化療法の
合併症として挙げられ、それらが切除・再建などの外科的手術を困難とする可能性があること
が示唆された。四肢温存を希望し将来外科的治療が必要であると予想される重度AVMの症例に対
しては、最低限の適切な塞栓硬化療法が求められる。
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鬱血対策に皮下静脈を付加した逆行性指動脈皮弁
Reverse Vascular Pedicle Digital Island Flap Superdranaged with Subcutaneous Vein

○三宅 良平, 石河 利広, 角谷 聡, 中谷 浩子
石川 浩三

大津赤十字病院　形成外科

【目的】指尖部損傷、特に掌側を中心とする指腹部の損傷の再建に対し、指基節部側面の皮膚
を利用した逆行性指動脈皮弁は有用な再建法である。しかし、原法では静脈還流が指動脈周囲
の軟部組織内の静脈に依存しており、術後に鬱血を生じ易い事が問題とされている。多くは軽
度の鬱血であり、自然軽快するとされているが、中には重度の鬱血を生じ、皮弁壊死に至る可
能性もある。この対策として、血管茎とともに皮膚茎を付着させる方法や、皮弁移行後に皮下
静脈を吻合する方法が報告されている。しかし、皮膚茎を付着させる方法では茎部の捻れが収
まり難く、また静脈吻合を付加する方法では皮下静脈の採取と顕微鏡下の血管吻合が加わるた
め手技が煩雑となる。このため、我々は今回皮弁の鬱血対策として、掌側の皮下静脈を付加す
る方法を考案した。
【症例】症例は４例４指で全例男性、年齢18歳～50歳（平均40.8歳）であった。内訳は外傷に
よる指尖部切断即時再建１指、不全切断術後部分壊死の再建１指、断端形成術後鉤爪変形の再
建１指、化学熱傷によるデブリードマン後再建１指であった。
【方法・結果】手術では皮弁に末梢より流入する静脈を付加する事で、動脈とともに静脈が付
いた状態の皮弁を末梢へと回転させて移行した。静脈の血行は動脈と同様逆行性となるが、全
例術後に鬱血は全く生じず、皮弁の生着は良好であった。
我々の考案した鬱血に対する工夫につき報告する。
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Short　pedicleにより行った足趾からの組織移植による指尖再建
Finger tip reconstruction by free tissue transfer from toe using short pedicle

○五谷 寛之1, 矢野 公一1, 田中 　祥貴1, 宮下 昌大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先端医工学

（目的）指尖再建は整容と機能の双方から行う事が重要である。今回演者は、手指指尖部欠損
に対して第一背側中足動脈系よりshort pedicleを用いて採取した2nd-toe Wrap around flap
(2nd-toe WAF), 第2足趾よりの末節部指移植, Hemipulp flapを用いた指尖部再建を用いた方法
について報告する。（対象及び方法）症例は18指で、その内訳は2nd-toe WAF施行は７指、第2
足趾よりの末節部指移植は４指、Hemipulp flapは７指であり、いずれもshort pedicleを用い
た。年齢は19から62(平均３８)歳であった。今回の症例には母指は含まない。第一背側中足動
脈系はGilbertらは足趾血流に優位な背側動脈の分枝タイプを3つに分けた。この内タイプ1と2
で約80%を占める。タイプ3は足底動脈系が優位である。Long pedicleを採取する際には解剖学
的に操作が煩雑となる。しかし、指尖の再建は良好な指動脈があればshort pedicleで対応で
き、演者は指間部を最初に展開して母趾と第２足趾への分枝を確認し、血管茎を採取する。こ
の方法例では母趾への分枝結紮後の血管茎採取のみで移植が可能であった。（結果）日手会の
Highet法改変評価による知覚回復は2nd-toe WAFは７指の内５指でS３、２指でS2であった。第2
足趾よりの末節部指移植は４指ともS３であった。Hemipulp flapの７指は6指でS3、1指でS2で
あった。（考察及びまとめ）指尖再建を背側中足動脈系を用いて行う際には、年齢等を考慮し
ておけばほとんどがShort pedicleで再建可能であり、まず最初に指間部で血管茎を確認する事
を優先することが有効であった。
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足部から手指へ移植した組織採取部の検討
Donor morbidity from the foot to the hand

○田中 克己, 高橋 国宏, 千住 千佳子, 大石 正雄
平野 明喜

長崎大学　医学部　形成外科

【目的】足部は手指と類似した組織であり、手指の再建に際して機能的能的にも整容的にも良
好な成績を得ることが可能となる。再建後の治療成績と採取部の問題点のバランスが重要とな
るが、組織採取部への検討を行った報告は少ないため、現状を把握し、足部の組織採取部に関
して検討を行った。【方法】1992年9月から2014年8月までに当科において、足部から手指への
組織移植は211例であった。原疾患は外傷・熱傷52例、外傷後変形および瘢痕拘縮73例、腫瘍
28例、先天異常51例、その他の疾患7例であった。移植組織の種類はつちふまずからの分層植皮
81例、内果下部からの全層植皮66例、遊離皮弁64例であった。遊離皮弁の内訳はwrap-around
flapが27例、toe to fingerおよびhandが9例、hemipulp flapが13例、medial plantar flapが
8例、medialis pedis flapが4例などであった。【成績】採取後の経過観察期間は2カ月から22
年であった。つちふまずからの分層皮膚採取後の問題点は肥厚性瘢痕が12例に認められ、内果
下部からの採取後は軽度の瘢痕が4例と術直後の縫合不全3例が認められたが、足底のアーチの
変化などの異常は認められなかった。一方、皮弁として採取した部位の問題点は、採取部の欠
損創に対する植皮部の不安定な瘢痕、縫合部の過角化・亀裂、瘢痕拘縮、知覚異常などが42例
に認められた。そのため2例に追加の手術が行われていた。【結論】手指の組織欠損に対して足
部から移植された症例では機能的にも整容的にも高い治療成績が得られており、今後も主要な
再建組織として適用されると考えられる。しかし、足部は常に荷重や歩行による刺激が加わっ
ており、また、小児では成長の問題も加わるため、これらの問題点を考慮しながら採取部、採
取法および採取後の被覆を検討することが重要と考えられた。
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関節リウマチにおける母指変形の手術療法
Surgical treatment for Rheumatoid thumb

○小田 良, 遠山 将吾, 谷口 大吾, 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】関節リウマチ（RA）は手から発症することが多く，薬物療法が進歩した現在にお
いても機能障害が生じやすい．特に母指は手の機能において最も重要な役割を担うにも関わら
ず，罹患率が高く，疼痛や変形による機能損失も著しい． 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，人工指関節置換術が行われている．しかし，母指においては適応
の選択と手術手技に工夫を要する．【目的】RA母指変形に対する再建術の有用性について検討
すること．【対象と方法】RA母指変形に対して手術を施行した12例を対象とした．女性8例9関
節，男性2例3関節であった．軟部組織の再建を主とした関節形成術が2関節，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 (SLFJ) が4関
節であった．術後の治療成績を検討した．【結果】全例で可動域およびDASH scoreは改善し
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】RAの診断と治療の進歩に伴
い，整容面だけでなく，機能回復が求められるようになって，RA手の手術治療は適応が拡がっ
ている．しかし母指は手指の中で機能と構造が特異であり，これまでは支持性を重視した治療
が行われてきた．さらにRA母指変形の治療は，IP・MP・CM関節や腱，靱帯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，状態に応じた最適な術式を選択する必要がある．RA母指
変形の手術療法は，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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関節リウマチのMCP関節症に対するAVANTA プレフレックスの成
績～屈曲可動域獲得のための工夫～

Short-term Results of AVANTA Pre-Flex Type for Metacarpophalangeal Joints in Rheumatiod Arthritis

○秋田 鐘弼, 坪井 秀規, 辻 成佳, 橋本 淳
齊藤 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（以下RA）のMCP関節症に対してシリコンインプラントを用いた関節形成
術が行われることが多いが、術後のMCP関節の屈曲角度が不良になる傾向がある。そこで、われ
われは、術後のMCP関節の屈曲角度をより獲得するため、2011年1月から、プレフレックスタイ
プのインプラントであるAVANTA プレフレックスを使用している。また手術手技においては、十
分な骨切除を行うため側副靱帯付着部から近位で中手骨の骨切りを行い、橈側の側副靱帯のみ
をMCP関節最大屈曲位で再建している。今回その短期成績について検討した。【対象および方
法】RAによるMCP関節症に対してAVANTA プレフレックスを施行した19例25手90指を対象とし
た。手術時年齢は平均67歳である。評価は術前、後のMCP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）と外観に関するVisual Analog Scale (VAS)
とDASH soreによる自己評価を行った。また、術後レントゲンにてインプラントの骨折の有無な
どを評価した。経過観察期間は平均21ヶ月（6～45ヶ月）である。【成績】関節可動域はMP屈曲
/伸展が術前平均77 °/-44°、調査時平均66°/-13°で、多くの症例がMCP屈曲60°以上が獲得
できていた。また、術前/調査時の平均で尺側偏位角度は22°/3°で、外観に関するVASは
80.8/17.7と有意に改善し、DASH soreは88/82と改善傾向を認めた。レントゲン評価では骨折な
どを認めた症例はなかった。【結論】RAのMCP関節症に対するわれわれが行っているAVANTA プ
レフレックスの短期成績は良好で、術後のMCP関節の屈曲角度も保持できていた。
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関節リウマチにおける複指伸筋腱皮下断裂に対する腱再建術の検討
Reconstruction of extensor tendon subcutaneous rupture of multiple fingers of rheumatoid hands

○関口 昌之, 宮崎 芳安, 大日方 嘉行, 川上 裕史
中村 一将

東邦大学　医学部　整形外科

【目的】関節リウマチ(以下RA)の多数指伸筋腱皮下断裂に対して、2009年以降は断裂腱の中枢
側を反転して力源とする方法を試みているので、その治療成績と有用性について検討し
た。【対象および方法】2009年以降の5年間に当科で複数指伸筋腱皮下断裂に対して手術を施行
し、経過観察可能なRA患者20例を調査対象とした。症例は全例女性で、手術時年齢は29-79歳、
経過観察期間は6ヵ月から5年ヵ月であった。2008年までは腱の再建方法として、3指罹患例では
断裂腱全てEDC2へ縫合、あるいはEDC3・4をEDC2と縫合し、EIPをED5あるいはEDMに縫合してい
たが、2009年以降は3指腱断裂例に対しては、可能であれば健常腱であるEDC2へは腱移行を行わ
ず、EDC3あるいは４の中枢側を反転して末梢側へと縫合を試みた。尺側2指例ではEDC4あるいは
5の中枢側を反転し末梢側の断裂腱と縫合を試みた。3指腱断裂例で末梢側が短い症例ではEDC5
あるいはEDMにEIPを移行した。後療法は手関節の外固定と指減張位超早期運動療法を行い、夜
間は指伸展位固定とした。【結果】罹患指は4指罹患1例、尺側3指 罹患は 9例で環・小指罹患
10例であった。全例にSauve-Kapandji法あるいはDarrach法が腱の再建術と同時あるいは術前に
施行されていた。尺側3指罹患は 9例中7例に環・小指罹患10例中2例でこの方法が行われてい
た。術後早期はMP関節の伸展可動域の不良が目立ったが、術後３～６ヵ月で伸展可動域が改善
する症例が多かった。また、示指の軽度伸展制限を生じる症例もあるが、EDC- 5へEIP腱移行術
を施行した症例では小指MP関節の屈曲可動域が良好であった。【まとめ】複数指伸筋腱皮下断
裂の再建方法として、断裂腱の中枢側を反転して用いる方法は、伸展の改善に時間を要すもの
の比較的良好な伸展可動域が獲得できる方法である。
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関節リウマチにおける尺骨近位端の安定化術（Breen変法）の有用性
について

Clinical reserch of stabilization of proximal ulna stump in rheumatoid arthritis (modified Breen  method)

○谷野 善彦1, 栩木 弘和2, 田村 知雄3

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

3りつりん病院整形外科

【目的】 関節リウマチ（以下RA）における手関節形成術や関節固定術は、尺骨近位端（以下
ulnar stump）での不安定性による労作時痛が問題となる。われわれは、これまでFCUとECUの半
截腱を用いたBreen変法を併用してきたので本術式の有用性について報告する。
【方法】対象は、本術式を行い術後1年以上経過観察が可能であった29例31手とした。手術時年
齢は44から81歳（平均58歳）、術後観察期間は14から97か月（平均4年10か月）、Larsen
grade3が11手、grade4が19手、grade5が1手であった。橈骨手根関節に対する術式は、Sauve-
Kapanji法26手、関節固定術3手、Darrach法2手であった。調査項目は、関節可動域、握
力、ulnar stumpの疼痛、クリックの有無とし、XPにおいて術直後と最終経過観察時の橈骨と
ulnar stumpの距離計測を行った。
【結果】疼痛は全例認めなかったものの、1手にクリックを生じた。可動域は回内が平均58度か
ら75度、回外は平均53度から83度と増加し、掌屈は平均24度から20度、背屈は平均25度から32
度と変化した。握力は術前8.3kgから15.3kgと増加した。橈骨とulnar stumpの手関節中間位で
の距離は、術直後平均7.2ｍｍ、最終観察時平均7.9mmと変化した。Gripした状態での手関節最
大回内/中間/回外位の画像でも、ulnar stumpは橈骨との位置を維持していた。
【考察】近年のRA治療薬の進歩により、RA患者の日常生活における手関節に要求される負担は
従来と比べて大きくなっている。そのため、Gripに代表される掌背屈および回内外運動中
に、dynamic stabilityとしてそれぞれの運動方向に対して緊張を保たせてulnar stumpを安定
化させる本術式は有用な術式である。関節破壊を伴うRAにおける手関節の安定化を図る本術式
の制動効果は、その臨床結果からも有用であることが確認された。
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3次元術前計画およびlateral para-olecranon approachによる低侵襲人工
肘関節置換術の試み

Minimally invasive total elbow arthroplasty using three dimensional surgical planning and lateral para-

olecranon approach

○岩本 卓士1, 望月 猛2, 鈴木 拓1, 越智 健介1

佐藤 和毅1

1慶應義塾大学　整形外科, 2鎌ヶ谷総合病院　整形外科

【目的】人工肘関節置換術（TEA）は除痛および可動域の改善が得られる有用な治療法である
が，手術に際して広範な関節の展開を行うために脱臼や上腕三頭筋機能不全等の合併症も少な
くない．当科ではCTを用いた3次元術前計画および上腕三頭筋腱付着部を温存したlateral para
-olecranon approachによる低侵襲TEAを施行しており，その短期成績について報告する．
【方法】2012年4月以降に手術を施行した関節リウマチ患者9例9肘を対象とした．全例女性，手
術時年齢は42～81（平均63）歳，術後観察期間は平均13.2ヵ月であった．インプラントはK-NOW
total elbow system（ナカシマメディカル）のunlinked typeとし，術前CTを画像解析ソフト
Zed view（レキシー）に取り込み，適切なインプラントサイズおよび設置位置を決定した．展
開は上腕三頭筋を肘頭より近位約8cmから正中にて縦割し，遠位は肘頭外側縁にて肘筋筋膜を切
開し上腕三頭筋外側1/2および肘筋を一塊として外側にレトラクトするLateral para-olecranon
approachにより施行した．術前計画に基づき骨孔を作成しインプラントの設置を行った．後療
法は術後3～7日より自動運動を開始した．術前後のROM，JOAスコア，合併症について検討し
た．
【結果】 ROMは屈曲が術前平均118°から術後平均128°へ，伸展が術前平均-35°から術後平均
-17°に改善した．JOAスコアは術前平均51.6点から術後平均88.1点に改善した．合併症は尺骨
コンポーネントの後方穿孔を1例，尺骨神経麻痺を1例に生じたが，上腕三頭筋機能不全，脱臼
は生じなかった．
【考察】上腕三頭筋腱付着部を切離しない本法は安定性に優れ，かつ伸展可動域の改善が良好
であった．生物学的製剤の登場により高度の骨破壊を認める症例は減少傾向にあり，TEAも低侵
襲化に向かうべきであると考える．
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リウマチ手の機能再建術に対する患者立脚型アウトカム評価
Patient-based outcome assessment for the surgical reconstruction of the rheumatoid hand

○石川 肇, 阿部 麻美, 大谷 博, 親川 知, 針金 健吾

新潟県立リウマチセンター　リウマチ科

【目的】薬物治療の進歩により、高いレベルのQOL獲得を目指して手・足の小関節に対する手術
が増えている。関節リウマチ（RA）では、手以外の多関節にわたって障害がみられることが多
く、手のみの局所評価では不十分である。そこで、RA罹患手の手術に対して患者報告による全
身的アウトカム評価を前向き研究で行った。
【対象と方法】当センターで手の手術が施行されたRA30例(男/女：3/27)、平均年齢61(35-
88)歳、平均罹病期間16(2-32)年を対象とした。手術部位と術式は、1患者あたり重複している
ことが多いが、手関節では、滑膜切除＋Darrach法のみ：15関節、部分固定:6、Sauvé-
Kapandji法:6、中間膜、腱球挿入による関節形成術:6、伸筋腱再建、腱剥離:4 など、母指では
CM関節形成術(Thompson):5、人工指MP関節置換(Swanson):4など、示～小指では人工指MP関節置
換(Swanson):19、PIP関節固定術:7などである。術前（ベースライン）と術後1年の時点で、RA
の疾患活動性と4つの評価法でアウトカムを調べた。
【結果】DAS28-ESR(4)とSDAI (疾患活動性)は、術前3.85、14.83から術後1年で2.74、6.47
(p=1.68E-04、0.97E-04)に各々低下していた。DASH (上肢能力評価)は、47.5から35.9
(p=9.70E-04)に、HAQ-DI (身体機能およびQOL評価)は、1.28から0.98 (p=1.28E-03)に、EQ-5D
(QOL評価)は、0.68から0.74 (p=2.56E-03)に、いずれも改善していた。BDI-II (抑うつ評
価)は、術前14.9、術後1年13.3 (p=0.13)で軽度のうつ傾向は不変であった。この結果は、術後
経過中に薬物治療の変更なし・減弱群(n=16)のみでも同様であった。
【結論】リウマチ手の機能再建術によりRAの疾患活動性、上肢能力、身体機能、QOLは改善した
が、心理面の改善までには至っていなかった。
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手の外科医が診る骨粗鬆症・代謝性骨疾患～親子の遺伝率からみた
骨量獲得～

○清水 弘之

聖マリアンナ医科大学 整形外科

手の外科医は橈骨遠位端骨折を治療する機会が多いことから、骨粗鬆症治療に興味を持ち、精
通できれば患者に薬物治療を継続させ、その後の骨折や寝たきりを予防できる。
今回、小児期からの骨密度獲得戦略と中年以降に対する橈骨遠位端骨折後の骨粗鬆症薬の使い
方、BP剤を使用してはいけない代謝性骨疾患を中心にお話し、薬物治療をドロップアウトさせ
ないコツについて言及する。
１）成長期の骨密度獲得戦略
骨粗鬆症の予防として思春期における最大骨量を高く獲得しておくことが挙げられる。我々は
平成13年から現在まで、中・高一貫校の女子生徒と、その母親の骨検診（延べ約5000人以上）
を行ってきた。
この結果、骨量の規定因子は体格、母親の骨量、初経後年数、運動習慣が関連し、最大骨量の
決定因子が栄養、運動などの環境因子よりも体格などの内的・遺伝因子に大きく依存してい
た。骨量は遺伝的素因（遺伝率35％）に依存し、遺伝的に到達できない子供では運動習慣やCa
摂取の改善が最大骨量の向上に繋がっていた。さらに陸上など荷重負荷のある運動が骨量の増
加には有効であった。
低骨量の親子ペアではBMIが低く、体重が軽く、骨粗鬆症の家族歴が多く、運動量の少ない、と
いう特徴を有している。
授乳期間が6ヵ月以上の母乳栄養児の中学から高校での骨量は90％未満になりやすく、長期の完
全母乳栄養が成長期の最大骨量の獲得に悪影響を及ぼす可能性もあり、くる病も散見される。
２）薬物治療の問題点
　橈骨遠位端骨折後や骨皮質または海綿骨に効果的な視点から考えた骨粗鬆症薬の使い方、
薬物治療の問題点を中心にお話し、薬物療法を継続させる必要性と薬物治療をドロップアウト
させないコツや、ＢＰ剤の光と影（たとえばBeaks sign、Vincent signについて）、代謝性骨
疾患の鑑別などについて私なりの考えをお話しする。
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ばね指に対する腱鞘外注射注射は有効なのか
Is it available Extrasheath injection for trigger finger?

○豊泉 泰洋, 長尾 聡哉, 長岡 正宏

日本大学病院　整形外科

【目的】ばね指に対する保存療法の一つとして腱鞘内にステロイド注射を行うことは一般的に
なっている。今回われわれは腱鞘外注射をおこない腱鞘内注射と治療効果の比較をおこなっ
た。【対象】男性9名女性31人計40人の屈筋腱腱鞘炎を主訴にして受診した患者を無作為に腱鞘
内注射群（Intrasheath:IS群）と腱鞘外注射群（Extrasheath:ES群）の2群に分け検討した。IS
群19指ES群21指。男性9人女性31人、注射時の平均年齢は65.2歳(25-80歳)。うち糖尿病罹患患
者はIS群5指ES群8指だった。注射は全例超音波ガイド下に行った。A1-pulley直上を描出したの
ちに直交法で全例にトリアムシノロン4mg+1％リドカイン0.4mlを混ぜたものを27G注射針を用い
て腱鞘内もしくは腱鞘外に薬液が広がることを確認し行った。【結果】全患者1年間経過観察可
能であった。IS群ES群ともに注射後3週目のチェック時には痛み、弾発現象ともに軽快してい
た。再注射が必要となったものはIS群3例、ES群4例、経過観察期間中に腱鞘切開術を要したも
のがIS群3例、ES群は2例あった。注射にともなう腱損傷や皮膚瘢痕などの合併症は両群共に認
めなかった。【考察】ばね指に対するケナコルトを使用したステロイド注射療法において、薬
液注入部位における治療効果の差は認めなかった。腱鞘内注射にともなった合併症の報告があ
ることを考慮すると第一選択として腱鞘外注射を行うことも考慮に入れるべきである。
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ステロイド側正中注入法による狭窄性屈筋腱腱鞘炎の治療経験
Midlateral injection of steroid in the treatment of stenosing flexor tenosynovitis

○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]狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下，腱鞘炎）に対し，指基節部側方よりステロイドを注入
する側正中注入法（Midlateral injection technique）の手技，短期成績を報告する．
[対象および方法]2012年5月以降に本法を行った90例（134指）を対象とした．年齢は40～88 歳
（平均66 歳），性別は男51例，女39例で，糖尿病例は35例であった．治療手技は，トリアムシ
ノロン5mgと1%リドカイン0.5ccの混合液を，PIP関節を屈曲位に保ちつつ基節骨頸部掌側面と屈
筋腱の間隙より27G針で注入し，これを2週ごとに最高3回までとした．5指に対しhockey stick
type probeを患側指に当て，超音波エコーで薬液の注入状態を確認した．治療成績は，6か月間
経過観察した49例（76指）に対して，腱鞘炎症状が全くない状態を治癒とし，その比率
（以下，治癒率）を最終注入後2週，3か月，6か月時点で評価した．指可動域制限のあった62指
に対しては，注入前，初回注入後2週の指関節可動域を比較検討した．
[結果]薬液は，5指全て基節骨頸部掌側面と屈筋腱の間隙に確実に注入されていた．ステロイド
注入回数は，１回113指，2回13指，3回8指，治癒率は，初回注入後2週85%，3か月75%，6か月
59%であった．糖尿病例は非糖尿病例より治癒率の低い傾向がみられた．指関節可動域計測例の
指の可動域は平均でMP関節69°から80°，PIP関節68°から87°，DIP関節46°から64°に改善
した．
[考察]近年，腱鞘炎の超音波エコーでは，腱鞘，屈筋腱の双方に種々の肥厚を認めることが判
明している．従ってステロイドは腱鞘内に確実に注入し，腱鞘，屈筋腱の双方に薬効を発揮さ
せることが重要と考えている．本法では腱鞘内注入のためのスペースが十分にあり，注入時の
疼痛は非常に少なく，短期成績は従来法に劣らぬ優れた結果が得られていた．
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de Quervain病に対する腱鞘再建術の治療経験
Clinical results of pulley reconstruction for de Quervain`s disease

○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)de Quervain病の術後合併症である腱の亜脱臼を防ぐ方法として、我々は第1背側区
画を開放後に腱鞘再建術をおこなっている。今回、その術式と治療成績を報告する。(手術方
法)第1背側区画を展開し、区画をstep-cut状もしくはZ状に切開する。隔壁および増殖した腱滑
膜があれば切除し、APL、EPB両腱が開放されていることを確認する。切離した腱鞘の断端を、
腱鞘腔が十分拡大するように4-0ナイロン糸で縫合し区画を再建する。術後は包帯固定とし術後
1～2週で母指の運動を許可する。(対象)対象は2007年10月から2014年9月までにde Quervain病
の診断で、腱鞘再建術をおこなった14例である。性別は男性6例、女性8例、罹患側は右7例、左
7例、手術時年齢は平均43.1歳であった。これらに対し発症から手術までの期間、疼痛、合併
症、第1区画の隔壁の有無、および成績評価を調査した。評価法は麻生の評価法を用い
た。(結果)発症から手術までの期間は平均11. 2カ月であった。日常生活に支障のない程度の軽
度の疼痛を3例に認め、合併症は腱の亜脱臼例はなく一過性の神経障害を1例に認めたのみであ
った。第1区画の隔壁は11例(78.6%)に認め、完全隔壁は7例、不完全は隔壁4例であった。総合
評価は優9例、良5例であった。(考察)本法により、解剖学的に変異の多い第1背側区画の
APL、EPBを展開して区画を確実に開放し、腱鞘を再建することで合併症である腱の亜脱臼を回
避することができ成績な良好が獲得できた。今回おこなった腱鞘再建術は術式も簡便であり、
重大な合併症も無くde Quervain病に対し有用な手術法であると考える。
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高周波プローブによる超音波検査を用いた強剛母指の画像的検討
Evaluation of Trigger Thumb in Children using High-Frequency Ultrasonography

○國府 幸洋, 杉山 敦樹

柏厚生総合病院　整形外科

【目的】小児ばね指は母指が90％以上を占めるなど，成人とは異なる特徴を有し，病因や保存
療法の有効性，手術時期に関して不明な点が多い．近年，成人ばね指では屈筋腱や腱鞘の肥
厚，腱鞘における血流シグナルが特徴的な超音波所見とされる．今回，小児強剛母指患者に対
し，高周波プローブを用いた超音波検査を行い，画像的に検討した．【対象及び方法】小児強
剛母指10例10指，平均年齢4歳7ヶ月，全例片側例．探触子は18MHzを使用し，掌側走査，長短軸
像を母指IP関節の屈曲伸展時の動画を含め記録，観察した．長母指屈筋（以下FPL）腱: 腱の厚
みをMP関節の3点で測定し，厚みの差を求め，腱内部のエコー輝度を調べた．腱周囲組織: A1プ
ーリー(以下A1)の厚みとA1掌側の帯状低エコー領域の有無，パワードップラ法により血流シグ
ナルの有無を調べた．【結果】全例鎮静なしで検査可能であった．FPL腱の厚みの差は患側/健
側で平均1.2/0.3mm，A1の厚みは0.8/0.3mmであり，両者とも健側と比べて患側で有意に厚かっ
た．全例，A1レベルで腱内部の局所的低エコー像(dark tendon sign, 以下DTS)を認め，それと
は別に腱の滑走と同期して移動するtendinopathyの所見を認めた．帯状低エコー領域を認め
ず，腱鞘を含む腱周囲組織に血流シグナルを認めなかった．【考察】小児強剛母指の手術例と
同様，超音波でもFPL腱の局所的な肥厚所見が得られた．成人と同様，小児でもA1が肥厚してい
ることを画像的に明らかにし， A1における腱の通過障害を示唆する所見(DTS)と，腱内部の器
質的変化を示唆する所見(tendinopathy)を見出した．また本疾患では，A1や腱周囲軟部組織に
炎症や浮腫，血流増加が生じていないか，検出できないほど微細であり，これらの知見は質的
診断や保存療法の効果発現機序の解明に応用できる可能性がある．
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手に生じた米粒体を伴った屈筋腱滑膜炎
Flexortenosynovitis with rice bodies in the hand

○花香 直美1, 佐竹 寛史2, 石垣 大介3, 丸山 正博2

高木 理彰2

1三友堂病院, 2山形大学医学部付属病院, 3済生会山形済生病院

【はじめに】米粒体を伴う滑膜炎は関節リウマチ、結核、および非定型抗酸菌症に合併するこ
とがあり、肩関節に多い。手指屈筋腱周囲に米粒体を伴った腱滑膜炎を生じた4例を経験したの
で報告する。
【症例】男性2例、女性2例。平均年齢75歳(63～85歳)。症例1は橈骨遠位端骨折に対するロッキ
ングプレート固定術後1年で発症した。症例2は4年前に手掌に木の棒が貫通し摘出術の既往があ
った。症例3は16年前に手関節掌側の腫脹があり、腱滑膜切除術を受けていた。症例4は手術の
既往はなく、剪定作業を契機に発症した。いずれも前腕または手の腫脹があり、屈筋腱に沿っ
た腱滑膜炎と米粒体が確認された。これらを切除し、合併症に対する治療も行った。合併手術
は小指深指屈筋腱断裂に対する腱移行術が1例、手根管症候群が1例、腱鞘の再建が1例であっ
た。摘出した腱滑膜の病理所見はいずれも非特異的な滑膜炎であった。非定型抗酸菌陽性が
2例、結核は全例陰性であった。術後観察期間は平均1年7か月(6か月～4年8か月)であり、再発
は認めていない。
【考察】米粒体の成因は明確でないが、壊死に至った滑膜や炎症を起こし変性脱落した滑膜と
フィブリンから形成されると考えられている。感染や機械的刺激の影響が考えられ、病変の摘
出が有効である。本例では明らかな機械的刺激が3例(外傷1例、手術2例)であった。手術の2例
は非定型抗酸菌が陽性であった。1例は明らかな感染や外傷を認めなかったが、剪定作業が1つ
の要因といて考えられた。
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Partial fasciectomyとZ-plastyによるDupuytren拘縮の治療
partial fasciectomy and Z-plasty for Dupuytren's Contracture

○菅野 百合, 福本 恵三, 加藤 直樹, 小平 聡
斉藤 憲太

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】Dupuytren拘縮に対する、cord直上を切開・剥離し、病的腱膜のfasciectomyを行な
い、Z-plastyで閉創する術式の治療成績を報告する。
【対象と方法】1999から2014年に当院でDupuytren拘縮と診断され、今回の術式を行なった91例
110手術の内、術後6ヵ月以上経過観察され、術後評価できた55例63手術を対象とした。男11例
女2例、手術時平均年齢67.1歳、右39例左7例両側8例、罹患指は母指18手示指10手中指27手環指
44手小指45手、Meyerding分類はstage0が2手stage1が32手stage2が22手stage3が4手stage4が2
手だった。術中追加した手技はPIP関節鋼線固定16手、PIP関節授動9手、腱鞘切開9手あった。
平均術後経過観察期間は14.1か月。これらのTubianaの術後評価、術後合併症を集計した。術後
評価不良症例の原因を検討した。
【成績】Tubianaの術後評価は優18手、良31手、可7手、不可6手であった。可7手の成績不良原
因は全例PIP関節拘縮の再拘縮で、60°以上の伸展制限を起こしたのが2手あった。不可6手は、
罹患しているがPIP関節拘縮の無かった指にPIP関節拘縮が出現した4手、DIP関節拘縮が出現し
た2手で、6手中4手にPIP関節拘縮の再拘縮もあった。PIP関節再拘縮の症例が可となり、病的腱
膜がなかった関節に術後拘縮が出現した症例は不可となった。Z-plastyの閉創による皮膚拘縮
で成績不良になった例はなかった。術後合併症は、痺れ11手、肥厚性瘢痕10手、疼痛5手、神経
損傷3手などであった。
【結論】Tubianaの術後評価では、病態が進行した症例は不可となってしまうため、長期成績は
不良となる。本術式での成績不良はPIP関節再拘縮が原因であり、成績向上のために、また同指
DIP関節への進展予防に、指内の可及的total fasciectomyを行なうのが良いと考える。皮膚性
拘縮に対してはZ-plastyで対応できた。
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Dupuytren拘縮に対する部分的腱膜切除術の長期経過についての検討
Long term follow-up of partial fasciectomy for Dupuytren's contracture

○山中 浩気1, 木森 研治1, 河越 宏之1, 角西 寛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】Dupuytren拘縮に対する部分的腱膜切除術の長期経過について検討し報告する。
【対象と方法】2005年1月から2009年9月までに手術を行い5年以上の経過観察が可能であった21
例22手を対象とした。全例男性で手術時平均年齢は64.4歳、平均経過観察期間は7年であった。
手術は原則としてジグザグ切開にY-V形成術を併用する部分的腱膜切除術を施行し、高度のPIP
関節屈曲拘縮を伴う2例に関節授動術を追加した。評価は自動伸展可動域の推移、cordの発生、
機能障害の有無、患者満足度について行った。
【結果】手術時に手掌から基節部の間にcordが存在した53指のMP関節自動伸展平均角度は、術
前、術後3か月、最終調査時の順に-19.5°、+10.0°、+9.9°であった。同様に、基節部から中
節部の間にcordが存在した20指のPIP関節自動伸展平均角度は-39.9°、-12.9°、-17.3°で、
関節授動術を追加した2例はそれぞれ-100°、-43°、-64°と、-61°、-15°、-48°であっ
た。術野内でのcordの発生(再発)は2手(9%)に認めた。1手は第1指間で切除した同じ部位にcord
が生じており、もう1手は小指基節部のcentral cordを切除した例で術野内からPIP関節にかけ
て橈側に別のcordが生じていた。また、術野外でのcordの発生(進行)を15手(68.2%)に認め、第
1指間が11手で最多であった。日常生活動作は4例で洗顔しにくい、机に手をつきにくいなどの
支障を訴えたが、17例では全く支障がなかった。患者満足度は極めて満足14手、比較的満足
4手、やや不満2手、不満2手であった。
【まとめ】PIP関節の長期成績はMP関節に劣っていたものの、PIP関節の伸展制限が残る症例は
MP関節が代償性に過伸展する傾向があり、日常生活動作への影響は少なかった。また、主に橈
側で進行が多く認められたが、再発率は低く、患者満足度は概ね良好であった。
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Zigzag切開による腱膜切除、創部分開放＋早期運動療法による
Dupuytren拘縮の治療

Surgical Treatment for Dupuyren's Contracture with Zigzag incision,Partial open method and Early

Exercise

○麻田 義之

田附興風会　北野病院　整形外科

【目的】Dupuytren拘縮に対し手掌部から指部まで展開して腱膜切除を行い、皮膚の緊張が強い
場合には創の一部を開放して、術後早期から運動訓練を行ってきた。その術式、および治療成
績を調査し報告する。【対象および方法】演者が手術を行い長期追跡が可能であった30例33手
58指を対象とした。全例男性、年齢は平均64.6歳、罹患指は母指2指、中指5指、環指23指、小
指28指であった。経過観察期間は平均31.8か月であった。重症度はMeyerding分類で1度が
11手、2度が6手、3度が16手であった。術後の総合評価にはTubiana判定基準を用いた。拘縮改
善評価として術前、術後の伸展不足角度（Extension Loss：以下EL）の差を術前ELで除した改
善率を算出した。さらに創治癒までの期間、神経血管束の走行異常（偏位、腱膜への巻き込
み）の有無を調査した。【術式】Zigzag切開で病的腱膜を全長にわたって展開し、出来る限り
一塊として切除する。創閉鎖時にV-Y前進法に準じて山形の頂点に切れ込みを加え、緊張が強い
時は無理に縫合せず開放のままとする。術後２日目から温浴下に積極的な手指自動運動を行
う。【結果】Tubiana基準でvery goodが10手、goodが23手でfair,poorの例は無かった。EL改善
率は母指：MP100％ IP100%、中指:MP90.5％ PIP100%、環指：MP96.8%　PIP93.3%、小
指：MP93.8%  PIP83.9%で小指がやや劣る結果であった。創開放部は上皮化し、全例で追加処置
なく平均19.3日で完全治癒した。神経血管束の走行異常は12手に認められた。【考察】Zigzag
切開による広範囲展開は徹底した病的腱膜切除を可能とし長期の安定した成績につながる。神
経血管束の走行異常は稀ではなく十分な展開による安全な操作が望ましい。創部分開放による
減張効果、温浴下運動療法による血流改善効果は創治癒、再拘縮防止につながる。
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Dupuytren拘縮に対する経皮腱膜切離術の治療成績-Dupuytren
Diathesis、及び術前拘縮と臨床成績の関連

Clinical results of percutaneous needle fasciotomy for Dupuytren's disease ; Is there any correlation

between preoperative severity or Dupuytren's diathesis and clinical results?

○阿部 圭宏, 徳永 進

千葉大学　医学部　整形外科

【目的】近年、Dupuytren拘縮に対する最小侵襲手術として経皮腱膜切離術が提唱されている
が、本邦での100例以上の長期報告はない。分権的考察を加えて報告する。【方法】一年以上経
過観察可能であった経皮腱膜切離術によるDupuytren拘縮、51例103指の臨床成績について検討
した。術前評価はAbeの術前分類と、diathesis  scoreを用いた。術後成績の評価は
%improvement、 Successful correctionとTPED、PEDを用いた。再発は「術後20°以上の屈曲拘
縮の進行」と定義した。【成績】最終経過観察時、%improvement  でみるとMP関節では
89%、PIP関節では 57%の改善率が保たれていた。. Successful correction はMP関節では99%
、PIP で76% の症例で獲得できた。再発率はMP関節で20%、 PIP関節で38% 、指列数で 24% 、
患者数では39%であった。%improvement とTPED,PEDでの評価では臨床成績はAbe’s glade3,4の
ほうが grade1,2より有意に劣っていた。 再発率はdiathesis score が 5 点以上の例で55%で
あったのに対し、５点未満の例では 35%と低いものの有意差は認めなかった。手術時年齢50歳
未満の例で. 再発率は100% に対し、50歳以上の例では28%と有意に低かった。 合併症は皮膚裂
傷を18指、一過性の神経麻痺を６指に認めた。【結論】MP関節の治療成績はPIP関節より良好で
あった。若年発症とPIP関節の高度拘縮が成績不良の原因と考えられた。
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当科におけるDupuytren拘縮の治療の実際
The treatment of Dupuytren's contracture in our department.

○鳥谷部 荘八1, 牛尾 茂子2

1独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター形成外科・手外科

2仙台形成外科クリニック泉中央・東北ハンドサージャリセンター

Dupuytren拘縮において現在一般的に行われている手術療法は手技的にも必ずしも容易ではな
く、術後合併症のリスクも少なからず孕んでおり、問題点も多い。今回我々は当院に手外科専
門施設が開設されてからの4年間において経験した症例について検討した。【対象および方
法】2010年4月から2014年3月にかけてDuuytren拘縮手術例は20例26手であった。男性18例、女
性2例。右手16手、左手10手。罹患指は環指、小指、中指、示指、母指の順であっ
た。Meyerding分類ではGrade0 2手、Grade1:7手、Grade2:8手、Grade3:7手、Grade4:2手であっ
た。手術はSkoog法に準じた皮膚切開で行い、最小限度のlimited fasciectomyにとどめた。術
後１週間の手指伸展スプリント、術後３-６ヶ月間の夜間スプリント及びリハビリテーションを
行った。【結果】Tubianaの基準による評価ではVery good 11手、Good 12手、Fair 3手、Poor
0手であった。合併症は感染1手、創し開1手、神経損傷1手、flare reaction 4手、CRPSは認め
られなかった。【考察】Dupuytren拘縮は従来から手掌腱膜切除及びZ形成術などの皮膚延長術
を中心とした治療が一般的に行われてきた。しかし合併症も比較的多いとされ、特にCRPSの発
症には注意を要する。我々は必要最小限の腱膜切除と術後安静、必要十分な術後鎮痛を施し、
合併症の回避に努めている。しかし合併症を完全に回避することは困難である。近年において
はコラゲナーゼ製剤注入療法による治療が報告されており、本邦においても今年国内製造販売
の承認申請が行われた。今後は手術に取って代わる方法になる可能性もあるが、現状ではまだ
不透明であり、手外科としては本疾患の手術に十分習熟し、治療にあたる必要がある。
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高度なデュプイトラン拘縮例の創閉鎖に有用な局所皮弁
Useful local flaps for severe Dupuytren contracture cases

○平瀬 雄一1, 山口 利仁2, 稲見 浩平2, 福本 恵三3

1四谷, 2整形外科, 3成恵会

目的　高度の屈曲拘縮を呈するデュプイトラン拘縮例では、指掌側あるいは手掌に皮膚欠損を
生じることが多い。このような症例の場合、何らかの方法で皮膚欠損を覆うことなくそのまま
縫合閉鎖すると、術後の瘢痕性の再拘縮が起こりやすい。演者は、このような高度な屈曲変形
を呈するデュプイトラン拘縮例であっても、手術終了時での指の完全伸展を目標として積極的
に局所皮弁を用いて閉創してきた。症例　最近１５年間に演者自身が行ったデュプイトラン拘
縮手術は98例で、創の閉鎖にあたって、皮弁あるいは植皮が必要となった症例は23例であっ
た。使用した皮弁はＰＩＰ関節掌側の皮膚欠損に対してはdigitolateral flap、手掌の皮膚欠
損に対してはulna para-metacarpal flap, bilobed palmar flap である。この３種類の皮弁を
組み合わせて拘縮解除後の指と手掌の皮膚欠損部を被覆した。　結果：作成した皮弁はすべて
生着した。手術直後から指の自動運動を許可した。全例で指の可動域は著しく改善され、半年
以上の経過で拘縮が再燃した症例は見られなかった。　考察：デュプイトラン拘縮症例の拘縮
は指長軸方向に発生する。したがって、コードを切除しても再拘縮が予想されるような高度の
拘縮症例では途中に皮弁を挿入して拘縮をブロックすることは有用である。また、皮弁での被
覆が必要となる症例は皮下の病的コードが皮膚真皮内に浸潤している症例である。従来の臨床
分類では罹患指数や拘縮の角度で分類されているが生じる皮膚欠損の視点からの分類はない。
実際の再建法に即した分類としては、真皮内への病的コードがあるかないかで分類すべきであ
る。また、病的コードの切除は必要ではなく、完全に切離出来れば皮弁を挿入することで拘縮
は解除でき再発もない。
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化膿性腱鞘炎に対する治療成績の検討
The outcome of treatment of pyogenic flexor tenosynovitis

○平川 明弘1, 蔵満 紀成1, 大野 義幸2, 秋山 治彦1

1岐阜大学　医学部　整形外科, 2岐阜市民病院　形成外科

【目的】化膿性腱鞘炎は早期に適切な治療が行われなければ、著しい機能障害を残す疾患であ
る。当科および関連施設において化膿性腱鞘炎と診断し、手術加療を行った症例の治療成績を
検討したので報告する。
【対象と方法】2012年1月から2014年7月までに化膿性腱鞘炎と診断し、手術加療を行った9例21
指を対象とした。平均年齢は67.6歳（男性4例、女性5例）、罹患部位は手指5例（示指1例、中
指4例）、手関節から手掌・手指2例、手関節から手掌部2例であった。手術はすべて初診日当日
に緊急手術として施行した。掌側切開で進入し病巣郭清・腱滑膜切除を行った後、ドレーンを
留置し創を閉鎖した。これらの症例に対して、術前の臨床症状・血液検査所見(WBC, CRP)、発
症から手術までの日数、Loudon 病期分類、起炎菌の種類、術後機能(Flynn機能評価, %TAM)を
調査した。
【結果】術前の臨床症状としてKanavel 4徴をすべて満たした症例は6例であり、術前血液検査
所見はWBC:8521±3031μl, CRP:3.89±3.99mg/dl であった。発症から手術までの日数は5.3±
3.2日（慢性経過を示した非定型抗酸菌症例を除く）であり、病期分類は stage1: 2例、stage2
:6例、stage3: 1例であった。起炎菌は9例中8例で同定され、MSSAが3例で最多であった。術後
機能 はGood: 10指、Fair: 10指、Poor: 1指、%TAMは85.5±14.5% であった。
【考察】術後機能がgoodであった症例や85%以上のTAM を獲得した症例はstage1とstage2の一部
のみであり、これらはすべて発症から4日以内に手術が行われていた。化膿性腱鞘炎の治療にお
いては、Kanavel 4徴の一部しか満たさない症例や血液検査上の炎症所見が軽度である症例も存
在することを念頭に置き、早期の段階での手術加療を考慮し、そのタイミングを逸しないこと
が良好な機能予後を得るために重要と考えられた。
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手指の結核性腱鞘炎の治療経験
Two cases of tuberculous tenosynovitis in the finger

○藤岡 宏幸1, 常深 健二郎2, 国分 毅3, 豊川 成和4

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神戸大学大学院医学研究科整形外科, 4とよかわ整形外科クリニック

【はじめに】本邦における結核患者は減少傾向にあるが、高齢者や免疫不全を有する方では問
題となる。手指に生じた結核性腱鞘滑膜炎について報告する。【症例1】85歳女性。中咽頭癌の
ため放射線治療などを行われていた。誘因なく左環指MP関節部の疼痛と弾発現象が生じた。ば
ね指と診断されステロイド腱鞘内注射を行われたが症状は軽減しなかった。血液検査および単
純Ｘ線像では異常所見を認めなかった。MRIでは環指屈筋腱腱鞘滑膜炎が疑われたので腱鞘滑膜
切除術を行った。滑膜組織の細菌培養より結核菌が同定された。結核性腱鞘炎と診断し、約10
ヵ月間の抗結核薬内服を行い治癒した。【症例2】52歳男性。糖尿病に対して内服および肝移植
による免疫抑制剤内服していた。誘因なく右中指PIP関節部の腫脹、発赤、熱感、疼痛が生じ
た。蜂窩織炎と診断されセフェム系抗生剤などの投与を受けたが改善しなかった。血液検査お
よび単純Ｘ線像では異常所見を認めなかった。MRIではPIP関節背側にて伸筋腱の炎症が疑われ
た。創部の浸出液の細菌培養にて結核菌が同定された。結核性腱鞘炎と診断し、約10ヵ月間の
抗結核薬内服を行い治癒した。【考察】脊椎や下肢の骨関節における運動器結核はよく知られ
ているが、手指の腱鞘に発生する場合もある。手指の結核性腱鞘炎は急性化膿性腱鞘炎と異な
り、腫脹や疼痛、および血液検査での炎症所見に乏しいので診断に難渋することが多い。いず
れの症例も肺結核の既往はなかったが、症例1では高齢で悪性腫瘍に対する治療中、症例2では
糖尿病と肝臓移植後であった。このような易感染性宿主と考えられる方における治療抵抗性腱
鞘炎では、結核性腱鞘炎も考慮し、早期の確定診断と抗結核薬服用による治療を行う必要があ
る。
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非定型抗酸菌感染による手・前腕腱鞘炎の治療経験
Therapeutic Experience of Tenosynovitis Caused by Nontuberculous Mycobacteria.

○大北 弦樹1,2, 佐藤 信隆1, 斎藤 正憲1, 長澤 晃樹1,3

波呂 浩孝1

1山梨大学医学部付属病院　整形外科, 2峡南医療センター　富士川病院　整形外科

3北杜市立　甲陽病院　整形外科

【はじめに】非定型抗酸菌による感染症は、一般的に炎症所見に乏しく、緩徐に進行すること
を特徴とし、その診断に苦慮し、治療は難渋することが多いとされている。当院において本疾
患と診断した症例の特徴を検討し報告する。【方法・結果】2010年4月から2014年3月までに、
臨床症状と所見から本疾患と診断した9症例を対象とした。内訳は、男性4例、女性5例、平均年
齢68歳（28～84歳）。原因は、外傷後が2例で他は明らかでなかった。既往歴は、糖尿病4例、
ステロイド内服2例、尋常性乾癬1例、肝硬変1例、肝腎機能障害１例を認めた（重複あり）。発
症から当院初診までは平均3ヶ月で、前医での診断は、本疾患3例、腱鞘炎2例、軟部腫瘍2例、
偽痛風1例、不明１例であった。検査所見は、CRPおよび血沈の軽度上昇を認める程度であっ
た。治療は全例に病巣切除+抗結核薬投与を行った。病巣が前腕にまで及んだものは6例で平均
罹病期間5.9か月、平均手術時間254分。手に限局したものは3例で、平均罹病期間1.7か月、平
均手術時間115分であった。培養や病理で抗酸菌を同定できた症例は、9例中4例であった。5例
は臨床症状、所見、術中所見で腱周囲の特徴的な黄白色の肉芽様沈着物や米粒体を認めたた
め、非定型抗酸菌症と診断した。3例に再燃により再手術を施行したが、十分な病巣の切除と十
分な多剤抗結核薬の投与を行えた再発例１例を含む７例は治癒した。肝機能障害のため抗結核
薬を十分に投与出来なかった２例は再燃を繰り返した。【結語】炎症所見の強くない腱鞘炎を
認めた場合、菌が同定できなくとも、本疾患を念頭に置き、早期に治療を開始することが重要
である。また、その治療方法は、可及的病巣切除と十分な抗結核薬の投与が肝要と考えられ
た。
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手の非結核性抗酸菌感染症
Nontuberculous Mycobacterial infections of the hand

○植村 一貴, 内山 茂晴, 林 正徳, 小松 雅俊
加藤 博之

信州大学　医学部　整形外科

【目的】手の非結核性抗酸菌感染症は診断，治療に難渋することが多い．今回，非結核性抗酸
菌感染症が疑われ手術治療を行った症例について検討したので報告する．
【症例】2004～2014年に，手の非結核性抗酸菌感染症が疑われ手術を行った16例を対象とし
た．内訳は、男性6例，女性10例．手術時年齢は28歳の１例を除いて全例が60歳以上であった．
症状の出現から手術までの期間は1か月～6年で，7例が1年以上経過していた．感染部位は指屈
筋腱周囲が8例，手から前腕の屈筋腱周囲6例，MP関節1例，手関節1例であった．術前CRPは
0.3mg/dl未満が10例，0.3mg/dl～1.0mg/dlが3例，1.0mg/dl以上が3例であった．術中検体の抗
酸菌培養は16例中4例が陽性で，全てMycobacterium Intracellulareが検出された．PCRは1例の
みMycobacterium Intracellulare陽性であった．16例中14例でリファンピシン（RFP），イソニ
アジド（INH），エタンブトール（EB），クラリスロマイシン（CAM），サイクロセリン（CS）
等を用いた化学療法を行った．初回手術時に培養・PCRで陰性だったため化学療法を行わなかっ
た2例は再発し，再手術後に化学療法を行った．4例は化学療法開始後に副作用のために継続で
きず，1例はコンプライアンス不良のため継続できなかった．化学療法を継続できなかった5例
中4例で術後1か月～2年4か月の間に再発した．高度な肝機能障害が出現し感染のコントロール
ができなかった1例は，本人の希望があり指の切断を行った．化学療法を継続できた9例では7例
が再発無く治癒した．
【考察】非結核性抗酸菌感染症は慢性の経過をたどり，抗酸菌培養やPCRでも非結核性抗酸菌の
検出率は高くない．化学療法を行わない場合の再発率は高く，症状や術中所見から非結核性抗
酸菌感染が疑われる場合は術後の化学療法を行う必要がある．
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手の非結核性抗酸菌症に対するリファンピシン、エタンブトール、
クラリスロマイシンを用いた3剤併用療法の治療成績と問題点

Combined administration of rifampicin, ethanbutol, and clarithromycin for the treatment of

nontuberculous mycobacterial infection in the hand

○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】非結核性抗酸菌症（NTM）は稀ではあるが手にも発生する。呼吸器のNTMではリファン
ピシン（RFP）、エタンブトール（EB）、クラリスロマイシン（CAM）を用いた3剤併用療法（3
剤療法）が推奨されており、手のNTMでも用いられるようになってきている。しかし稀な疾患の
ため治療成績のまとまった報告がない。我々の施設では手のNTMに対する3剤療法を多く経験し
ており、今回その治療成績と問題点について報告する。
【方法】手のNTMに対し、病巣切除と3剤療法を施行した10例を対象とした。男5例、女5例、平
均年齢は67.5歳であった。感染部位は屈筋腱8例、伸筋腱1例、屈筋腱＋伸筋腱1例であった。3
剤療法は1年間継続することを基本とした。これらの症例に対し、起炎菌、治療経過、副作用な
どを検討した。
【結果】起炎菌はM. avium complex 6例、M. chelonae 1例、同定不能3例であった。3剤療法開
始後4例では副作用を認めず治療を完結できた。残る6例では副作用を認め、原因薬剤はRFP
3例、EB 2例、RFP＋EB 1例であった。このうち2例ではRFPに対する減感作療法により治療を再
開でき、合計6例で3剤療法を完結できた。残りの4例では3剤療法を断念し、原因薬剤を他の抗
抗酸菌薬に変更した。再発は3剤療法を完結できた6例中1例と、完結できなかった4例中1例に認
めた。
【考察】3剤療法を完結できた場合の再発率はNTMの治療としては比較的低く、その有用性が確
認されたが、副作用の発現率が高かった。原因薬剤がRFPであれば、減感作療法で治療を再開で
きる可能性があるが、EBの場合は視神経が障害されるため継続は容易ではない。その際は他の
抗抗酸菌薬に変更する必要があるが、いかなる薬剤に変更すべきかを検討していくことが今後
の課題である。
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小児手指末節骨骨端線損傷に伴った化膿性骨髄炎の治療経験
Pyogenic Osteomyelitis following from Epiphysial Fracture of Distal Phalanx in Children

○成田 裕一郎

中通総合病院整形外科

【目的】開放性の小児末節骨骨端線損傷（Seymour fracture）に伴った骨髄炎の7例を経験した
ので報告する．【対象と方法】対象は男6，女1で，受傷時年齢は6～15歳（平均12.3歳），罹患
指は示指3，中指2，環指2で，受傷原因はいずれも末節部への直達外力であった．受傷時に爪甲
基部からの出血が確認できたものが6例であった．全例，他の医療機関からの紹介で，受傷から
前医初診までの期間は0～21日（平均6.3日），前医初診から当科受診までの期間は0～13日（平
均6日）であった．初診時，全例で爪基部の腫脹，疼痛があり，Ｘ線上末節骨骨端線部の骨折と
骨萎縮，骨融解像を認めた．当科受診当日ないし翌日に手術（病巣掻爬）を行ったのが6例で，
当科受診時感染徴候が明らかでなく，骨接合術ののちに感染が明らかとなり再手術を行った例
が1例あった．全例で菌が同定され，MSSA4，MRSA2，緑膿菌1であった．全例に抗菌剤の経静脈
投与を行い，骨が融解して骨欠損を生じた3例にバンコマイシン含有リン酸カルシウムペースト
を用いたdrug delivery system（以下DDS）による治療を併用した．入院期間は5～28日（平均
10.3日）であった．術後はアルミ副子による外固定を行った．【結果】全例で感染は治癒し骨
癒合が得られたが，骨端線の早期閉鎖と軽度の爪変形が遺残した．末節骨の著しい変形とDIP関
節の可動域制限を残した例が1例あった．【考察】転位の高度な小児手指骨端線損傷では，爪甲
基部が損傷して開放骨折となり骨髄炎を続発することがある．治療は早期の病巣掻爬と抗菌剤
投与が中心となるが，骨融解が進行した例ではリン酸カルシウムペーストを用いたDDSも有用な
治療法の一つと考えられる．
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有茎指動脈脂肪弁を用いた手指の慢性骨髄炎の治療
Pedicled Adipose Tissue based on the Digital Artery for Treatment of Chronic Digital Osteomyelitis

○岡田 充弘, 上村 卓也, 横井 卓哉, 新谷 康介
中村 博亮

大阪市立大学医学研究科　整形外科学教室

【目的】慢性骨髄炎の治療法の一つに、病巣掻把後の死腔に血管柄付き組織移植を充填する方
法がある。血管柄付き組織移植として、有茎または遊離組織が用いることができる。有茎組織
移植術は血管吻合を要しないため、術後循環障害の危険性を低下させることができるが、移植
範囲が限定されるという欠点がある。今回我々は、指動脈を血管茎とした血管柄付き脂肪弁を
用い、手指の慢性骨髄炎を治療したので、その有効性について検討する。
【方法】症例は8例（男性5例、女性3例）である。手術時平均年齢60.6歳であった。全症例と
も、抗生剤投与等初期治療を受けたが効果なく、当院に紹介となった。罹患指は、母指1例、示
指4例、中指2例、環指1例であった。罹患部位は、基節骨1例、中節骨1例、遠位指節間関節から
末節骨から中節骨に及んだ4例、末節骨2例であった。術後平均経過観察期間は、42ヶ月であっ
た。治療成績は、血液検査、単純レントゲン、MRIを用いて判定した。また、有茎脂肪弁採取に
よる合併症の有無を調べた。
【結果】全例において、最終経過観察時に、術前に認めた発赤、熱感、排膿等の感染を示唆す
る症状は消失した。また、経過観察中に、骨髄炎が再燃した症例もなかった。術後MRIにおい
て、術前に認めた骨髄浮腫の所見は、全例で消失した。有茎脂肪弁を採取することによる指節
関節の可動域制限は認めず、手指の知覚障害も認めなかった。
【考察】指動脈を血管茎とする血管柄付き脂肪弁で、手指の慢性骨髄炎を制御することができ
た。また本法は血管吻合を必要とせず、脂肪弁採取による合併症を認めず、安全に用いること
が可能であった。本法は、基節骨から末節骨まで移植可能であり、手指に発生した慢性骨髄炎
の治療法として有効であると考える。
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AVANTAシリコンMCP Preflexインプラントの有用性の検討
Usefulness of AVANTA Silicone MCP Preflex Implants in Metacarpophalangeal Joint Arthroplasty for

Rheumatoid Arthritis

○兒玉 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　整形外科

【目的】関節リウマチによるMP関節破壊，高度な掌側亜脱臼を伴う尺側偏位を伴う症例に対し
てシリコンインプラントによる人工MP関節置換術が行われている.インプラン置換術は可動域を
屈曲域から伸展域へ移動する.これは示中指には好都合であるが,環小指には不都合である.特に
小指においては術後屈曲域が橈側指の屈曲より劣る事が報告されている.そこで我々は小指にの
み30°preflex typeのインプラントを使用し小指の屈曲域を獲得する試みを行っているのでそ
の成績を報告する.【対象と方法】2001年から2013年までに示指から小指に全てにMPシリコンイ
ンプラント置換術（AVANTA）を行った8例11手を対象とした.男性2例女性9例,年齢は平均61.6歳
（48-80）であった.使用したインプラントはAVANTA Silicone MCPで,このうち5手では全指で伸
展0°のStandard typeを使用し,6手にて小指のみに30°Preflex typeを使用した.評価は術前,
最終調査時のMP関節自動可動域,尺側偏位角度と外観,機能に関する主観的評価を行なった.経過
観察期間は平均49.7ヵ月（3-120）であった.【結果】尺側偏位は術前平均51.5°，調査時7.3°
であった.屈曲/伸展可動域は術前平均-47.8°/80.8°,調査時平均-20.6°/62.5°であった.小
指について2種類のインプラントの可動域を比較したところ,術前に差はなかったが調査時
Standard typeが-5°/32.5°,Preflex typeが-15.8°/67°でPreflex typeにて有意に大きい屈
曲可動域を獲得していた.外観の改善により満足度は高かったが尺側への再偏位を1例で全指に2
例で小指に認めた.再置換症例はなかった.【結論】シリコンインプラント置換術におけるMP関
節屈曲制限はPreflex typeのインプラントを使用することにより改善できる.
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リウマチ指尺側偏位矯正術における第4.5CM関節固定の有用性
Ulnar Side Carpometacarpal Arthrodesis in Rheumatoid Arithritis Patients with Ulnar Drift Deformities.

○中野 賢二1, 有島 善也1, 南川 義隆2

1鹿児島赤十字病院, 2南川整形外科

【緒言】リウマチ指尺側偏位の発生原因は様々であるが、Zancolliのテキストにはその原因の
一つとして第4.5中手骨の病的沈下（metacarpal descent）が記載されている。第4.5中手骨の
病的沈下を伴う症例に第4.5CM関節固定（以下、本法）を併用することにより手術成績の改善が
期待される。【対象と方法】本法を行った初回手術10例12手（女性8例9手）について検討し
た。手術時年齢41～65（平均52）歳、術後経過観察期間9～68（平均5か月）、全手にMP関節形
成（人工関節を含む）、8手に手関節手術を併用した。尺側偏位角、MP関節可動域、握力、ピン
チ力、DASH score、合併症について調査した。【結果】尺側偏位角（中指）は術前10～40（平
均23）度から術後0～20（平均7）度に改善した。握力は術前平均6.7kgから術後平均9.7kgに改
善し、lateral pinchは術前平均0.5kgから術後平均1.2kgに、tip pinchは術前平均0.35kgから
術後平均1.05kgに改善した。小指MP関節の関節可動域は術前屈曲73度、伸展-26度から術後屈曲
67度、伸展-28度となった。DASH scoreは術前41.1点から術後36.9点となった。合併症は尺骨神
経背側皮枝支配領域の一過性知覚麻痺を2手に認めた。【まとめ】短期成績ではあるが、尺側中
手骨の沈下を伴うRA尺側偏位症例に対して、第4・5CM関節固定術を併用することにより，手の
機能を悪化させることなくより良好な再建術を行うことができた。
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リウマチ手に対する中手骨短縮術の工夫
Modified shortening osteotomy for treating metacarpophalangeal joint deformity in patients with

rheumatoid arthritis

○越智 健介1,2, 佐久間 悠2, 岩本 卓士1, 佐藤 和毅1

桃原 茂樹2

1慶應義塾大学　医学部　整形外科

2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

【目的】
　関節リウマチ（RA）患者の疾患活動性の改善に伴い、MP関節破壊が比較的軽度な尺側偏位や
スワンネック変形が増加している。手内筋の拘縮が中等度以上の例では骨性要素の短縮が術後
再発予防のために重要となるが、人工関節置換術の適応にはならないMP関節破壊が軽度な症例
に対しては中手骨短縮術がよい適応になる。しかし、従来の頚部での短縮術では、術後再発時
の人工関節置換術に際して骨癒合後の硬化部あるいはスクリューの扱いに難渋することがあ
る。
　今回われわれはMP関節に著明な破壊を伴わない3例6指に中手骨骨幹部短縮術を施行したので
報告する。
【方法】
　症例は全例女性、手術時年齢はそれぞれ42, 70, 72歳であった。背側侵入で中手骨骨幹部を
展開し、斜め骨切り（スクリュー固定）あるいは横骨切り（ダブルワイヤー固定）によって2mm
程度短縮して骨膜を縫合した。尺側の手内筋腱切除と伸筋腱の中央化を追加し、術後はMP関節
伸展位で3週間外固定した。
【結果】
　術後平均23か月の現在、全例で骨癒合が得られて術前の主訴は改善した（スワンネックによ
る弾発は消失、尺側変位は術前平均40°が術後平均3.4°）。スクリュー固定した1例4指で術中
に骨皮質が破損したためワイヤー固定を追加し、うち1指で骨切り部の離開が術後進行したため
再手術を要した。ダブルワイヤー固定した1指は術中術後ともに転位を生じなかった。
【考察】
　本術式の骨癒合および術後成績は良好であった。再発時の人工関節置換術に際して骨接合材
や骨硬化部への対処が不要な本法は、関節破壊の軽度の症例に対する中手骨短縮術として推奨
してよい方法と思われた。骨質の悪いRA患者に対しては、スクリュー固定よりもワイヤー固定
が望ましい。
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関節リウマチによる遠位橈尺関節病変に対するmatched ulna resection
Matched Ulna Resection for Arthrosis of Distal Radioulnar Joint in Rheumatoid Arthritis

○細見 僚1, 安田 匡孝2, 安藤 佳幸3, 安福 友紀子1

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白庭病院　整形外科

【目的】関節リウマチ（以下RA）による遠位橈尺関節（以下DRUJ）病変に対する治療法とし
て，Darrach法，Sauve-Kapandji法，matched ulna resectionなどがあるが，前2者に比べて
matched ulna resectionの報告は少ない．我々はmatched ulna resectionの治療成績から本法
の適応について検討した．【対象と方法】2009年5月から2013年8月までに当科にて本法により
治療したRA患者8例10手関節を対象とした．全例女性，手術時平均年齢は66歳（41歳～79歳）．
術後平均追跡期間は3年5ヵ月（1年～5年5ヵ月）であった．手術はDRUJの関節症により手関節尺
側部痛や前腕回旋制限があり，保存的治療に抵抗するものを適応とした．手根骨の尺側・掌側
偏位の強いものは適応外とした．手術はWatsonの方法に準じて行ったが，WatsonらがRA症例に
行ったようなnon-union arthroplastyは併用しなかった．経過観察時に手関節尺側部痛
（severe，moderate，mild，none），回内，回外可動域，その他の身体所見，X線所見による手
根骨の尺側偏位などを調査した．尺側偏位はDiBenedettoらの手法を用い，ulnar translation
index（以下UTI）（正常値：0.09±0.02）を術前後で計測した．【結果】術後疼痛はmild：2手
関節，none：8手関節であった．可動域は平均回内71°（術前69°），回外90°（術前73°）で
あった．尺骨末端の不安定性を認めた症例はなかった． UTIの平均値は術前0.168±0.050，最
終観察時0.187±0.038と経度の増加を認めたが，有意差は認めなかった．また，経過観察中に
著しい手根骨の尺側偏位を認めた例はなかった．【考察】matched ulna resectionは，手技が
簡便で，術後固定期間が短く，偽関節のリスクもなく，術後尺骨断端部の問題も回避できるこ
とから，安定型の手関節障害にはよい適応であると考える．
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関節リウマチ手指伸筋腱断裂症例における発症前経時的手関節X線
評価

Preoperative radiological evaluation of the wrist joint in rheumatoid arthritis patients with extensor tendon

rupture

○田中 啓之, 岡田 潔, 岡 久仁洋, 村瀬 剛
吉川 秀樹

大阪大学　医学部　整形外科

【目的】関節リウマチによる手関節炎が進行すると、手指伸筋腱断裂を生じることがある。遠
位橈尺関節での炎症により尺骨頭が背側に脱臼することがその主原因であるとされているが、
その他の複合要素が関与している可能性は否定できない。今回我々は関節リウマチ手指伸筋腱
断裂に関与する要因を探索する目的で、経時的な発症前のX線評価を行った。
【対象と方法】当院で手指伸筋腱断裂に対する手術を行った関節リウマチ症例のうち、伸筋腱
断裂発症エピソードからさかのぼって1年以上前のX線にて評価が可能であった21例23手関節を
対象とした。男性3例3手関節、女性18例20手関節で、手術時年齢は平均63（20-79歳）であっ
た。手関節正面X線像を用いて、carpal height ratio、ulnar translation、radio-carpal
rotationを、手関節側面X線像を用いてulnar head translationをそれぞれ経時的に測定した。
【結果】手関節正面X線像において、carpal height ratioは徐々に低下、ulnar translationは
徐々に増加、radio-carpal rotationは徐々に増加を認めた。特にcarpal height ratioは発症
前2年より著明に低下する傾向を認めた。手関節側面X線像においては、ulnar  head
translationの増加を徐々に認めた。
【考察】関節リウマチ手指伸筋腱断裂は疼痛を伴わないことも多く、そのまま放置されること
も稀ではない。放置することで多数指の伸筋腱断裂が生じる可能性もあり、できるだけ早期の
治療が望まれる。経時的な手関節のX線評価を行うことで手指伸筋腱断裂発症を予測できる可能
性がある。
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当院における関節リウマチ患者に対する手外科手術の変遷
Hand Surgery of Rheumatoid Arthritis : Fifteen years of change in Tsukuba University Hospital

○井汲 彰1, 原 友紀1, 村井 伸司2, 西浦 康正3

山崎 正志1

1筑波大学　医学医療系　整形外科

2筑波大学大学院　人間総合科学研究科　疾患制御医学専攻

3独立行政法人　国立病院機構　霞ヶ浦医療センター　整形外科

【背景】生物学的製剤の登場によって関節リウマチ（RA）患者への手外科領域の手術は減少し
ているといわれている。一方で、手術技術の向上や人工関節の進歩により手術件数が増加して
いるという報告があり当院でもRAに対する手術は増加傾向にある。本研究の目的は、当院にお
けるRA患者に対する手外科領域の手術の現況を調査することである。
【対象と方法】対象は1999年～2013年の期間に手外科領域の手術を行ったRA患者91例（男性
11例、女性80例）128手術で、診療記録と単純X線を後ろ向きに調査した。調査項目は、手術件
数、手術時年齢、罹病期間、術式、薬物療法、Larsen分類とし、統計学的手法にはt検定とχ2
検定を用いP＜0.05を有意差ありとした。
【結果】術式では滑膜切除が減少していたものの、他の術式は増加していた。手術時年齢は有
意差はなかったものの高齢化の傾向にあった。手術までの罹病期間は平均18.2年と罹病期間の
長い症例に手術が行われていた。生物学的製剤使用率は13％で、生物学的製剤使用群で滑膜切
除が0例と有意に減少していた。Larsen分類では97％の症例にGrade3以上の関節破壊を認めた。
【考察】当院では、罹病期間が長く関節破壊が進行した症例に手術が行われており、海外の報
告と比較し滑膜切除の割合が少なく人工関節・関節形成の割合が多かった。この結果から現在
は生物学的製剤登場前に関節破壊が進行した症例に対し手術が行われており、RA患者の高齢化
も手術件数増加の原因になっていると考えられた。生物学的製剤使用群では滑膜切除の割合が
有意に減少しており、今後は発症早期からの厳密な病勢コントロールによって関節破壊が進行
した症例が減少し、薬物での病勢コントロールが不良な患者に対して早期の手術（滑膜切除）
が増加していくと考えられた。
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腕神経叢損傷における手指刺激での感覚神経活動電位測定の臨床意
義

Sensory Nerve Action Potential in Brachial Plexus Injury

○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東京都立広尾病院　整形外科・末梢神経外科, 2かちがわ北病院　整形外科

腕神経叢損傷（BPI）の治療では神経根と脊髄の連続性残存の有無が重要で，術前・術中に種々
の検査を行い診断する．引き抜き損傷では後根神経節が残存するため末梢の感覚神経活動電位
（SNAP）が正常に記録されて，節後損傷ではSNAP波形に異常が生じるはずであることに着目
し，検討した報告がいくつかあるが臨床意義ははっきりしていない．BPI症例のSNAPが神経根損
傷状態の判断根拠となりうるのか検討した．
【対象と方法】対象は腕神経叢展開し神経根状態を確認したBPI症例で，術前SNAPを測定した
21例．術前SNAPは手指を刺激して手関節部で記録した（母指-橈骨神経，中指-正中神経，小指-
尺骨神経）．各末梢神経と1本の神経根を対応させ（橈骨神経-C6，正中神経-C7，尺骨神経-
C8），各神経SNAP振幅と各神経根損傷状態の関係を検討した．神経根状態は，術中電気生理検
査で神経根-脊髄・脳の電気信号が導出可能な場合を根残存，導出できない場合を引き抜きとし
た．
【結果】橈骨神経SNAP平均振幅は，C6根残存4例が1.1μV，引き抜き17例は2.3μVであった．根
残存例の振幅は全て3μV以下であった．正中神経SNAP平均振幅は，C7根残存4例が8.7μV，引き
抜き17例は3.5μVで，根残存例の振幅は19，13，2，0.9μVであった．尺骨神経SNAP平均振幅
は，C8根残存5例が6.2μV，引き抜き16例は3.1μV．不全損傷例の振幅は2μVであった．
【考察】残存根と判断したC7，C8根の中に術中刺激で正常様に筋収縮した根があり，これらを
非損傷根と考えると，SNAP振幅が6μV以上で記録できた場合には，全て引き抜き根かもしくは
非損傷根であった．一方、SNAP振幅が3μV以下の場合には，根糸が残存する不全損傷・節後損
傷の可能性があり，積極的に展開し損傷状態を確認することが望ましい．
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肩甲上神経修復後の肩外転角度測定の不信頼性と対応
Unreliability of Conventional Measurement of Shoulder Abduction following Suprascapular Nerve

Repair

○下江 隆司, 土井 一輝, 服部 泰典, 坂本 相哲

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】腕神経叢損傷における肩甲上神経修復後の肩外転機能(ABD)の成績は、報告により大き
な差がある。これは、肩関節の構成関節:肩甲上腕関節(GH)、肩甲胸郭関節（ST)、胸鎖・肩鎖
関節（鎖骨角）を無視して、全外転角度から成績判定をしているためである。今回、自験例の
肩甲上神経修復後の肩外転角を従来法（Global ABD、G-ABD)と内転位・最大外転位の動的XP前
後像にて検証したので報告する。【方法】2012～2014年に肩動的XPを撮影した肩甲上神経修復
例60例を対象とした。計測は、電子カルテ内のXP画像を、付属のXP計測スケールを用いて、内
転位および最大外転位のGH、ST、鎖骨、脊椎側弯角を測定した。そして、その差を各関節の可
動域とした。【結果】G-ABDとGH-ABDには高い相関があったが、G-ABDにGH-ABDが占める割合に
一定の比例配分は認められず、STの関与に大きく影響されていた。正常関節でのGH2:ST1の比例
配分、GH 66%以上のGH ABD症例は23%に過ぎなかった。更に特記すべきは、G-ABDは改善してい
るのに、 GH-ABDがマイナス値を示す症例が28%に見られたことである。【まとめ】G-ABDから推
測できるGH-ABDの成績判定可能例は25%以下であり、G-ABDのみを唯一の評価法とした過去の報
告は信頼性が乏しいと言わざるを得ない。マイクロサージャリー、末梢神経外科分野では肩関
節のバイオメカニクスに関心が少なく、特に、ST関節における前鋸筋の関与を無視してきた経
緯がある。今後は、この動的XPを使用して肩関節各構成関節の角度を測定することにより、神
経修復手術の信頼性の高い評価が可能となることを確信する。
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肩関節脱臼に合併した腕神経叢麻痺、特に遠位筋麻痺の臨床像
Paralysis of Infraclavicular Brachial Plexus, especially Distal Terminal Branches, associated with

Shoulder Dislocation.

○山本 真一1, 佐藤 昌樹2, 八木 敏雄2, 大庭 紗希2

三上 容司3

1横浜労災病院　手・末梢神経外科, 2横浜労災病院　整形外科

3横浜労災病院　運動器センター

【はじめに】肩関節脱臼には腋窩神経を含む神経麻痺が合併することが知られている。多くは
保存的治療の対象となり、肩・肘周辺の神経麻痺の予後に関する報告は散見されるが、前腕以
遠の遠位筋に関しては少ない。本研究では、肩関節脱臼に合併した腕神経叢麻痺、特に遠位筋
麻痺の臨床像の特徴を検討した。【対象と方法】2006年以降当科を受診した肩関節脱臼に合併
した腕神経叢麻痺患者は11例であり、受傷後6ヵ月以上経過した8例を対象とした。年齢20-82歳
(平均58.8歳)で、発症後10日-6.5ヵ月(平均2.6ヵ月)に初診し、受傷後6ヵ月-3年(平均20.1ヵ
月)の経過観察を行った。これらの、受傷から整復までの時間、初診時麻痺型、最終像などを検
討した。【結果】受傷から整復までには、1-2時間 3例、3-4時間2例、12時間以上2例、24時間
以上1例、を要していた。2例は腋窩・筋皮神経を含む鎖骨下全型麻痺であり、6例は前腕以遠の
麻痺が主体であった。その6例中4例はmedial cord周辺、2例は橈骨神経とmedial cord由来正中
神経の麻痺であった。初期の全型麻痺1例に神経剥離を行い、術中電気生理学的検査からcordか
ら各神経分岐部での麻痺と診断した。他は保存的治療を行い、いずれも不全麻痺は残存し、3例
に巧緻障害が残存していた。【考察】本研究での腋窩神経麻痺合併は2例と少なく、通常の高エ
ネルギー外傷に合併する腕神経叢損傷鎖骨下型とは異なる病態が考えられた。整復まで3-4時間
以上経過すると、Sunderland分類3度の障害に陥る場合もあるようで、尺骨神経の過誤神経支配
に伴う巧緻障害が残存する例があった。肩関節脱臼の診療では、前腕以遠を含む神経麻痺の診
察と可及的速やかな脱臼整復が重要である。
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腕神経叢損傷に対する肘屈曲機能再建術の治療成績
Treatment Outcome of Reconstruction of Elbow Flexion for Brachial Plexus Injury

○川本 祐也, 岩月 克之, 山本 美知郎, 栗本 秀
平田 仁

名古屋大学　医学部付属病院　手の外科

【はじめに】腕神経叢損傷に対し肋間神経移行術またはOberlin法にて肘屈曲再建を行った患者
の治療成績を報告する。【対象および方法】　当院で2005年以降に肋間神経移行術、Oberlin法
にて肘屈曲機能再建術を行った18例を対象とした。受傷時平均年齢は29歳で、肋間神経移行術
10例（全型8例、上位型2例）、Oberlin法8例（全例上位型）であった。受傷から手術までの期
間は平均3.8カ月、術後経過観察期間は平均44.5カ月であった。評価項目は手術後から肘屈曲力
MMT1および3を獲得するまでの期間、最終診察時のMMT、Hand20とした。【結果】最終診察時の
肘屈曲力は肋間神経移行術ではMMT5が1例、4が3例、3が2例、2が2例、１が2例であった。上位
型の2例はMMT4および5であった。MMT2の1例に対し遊離薄筋移植が行われ、土井の評価でM3まで
回復した。Oberlin法ではMMT5が1例、4が4例、3が3例と全例MMT3以上の良好な成績であった。
全例術後軽度な尺骨神経領域の知覚障害を認めたが早期に消失し、手指屈曲力の低下をきたし
た症例はなかった。MMT1、MMT3を獲得する平均期間は肋間神経移行術でそれぞれ18.1週、83.4
週であり、Oberlin法ではそれぞれ11.5週、26.3週であった。最終診察時のHand20スコアは肋間
神経移行術69点、Oberlin法46点だった。肋間神経移行術では年齢が低いほどHand20スコアで良
好な結果であった。【考察】上位型はOberlin法で対応可能な例が多く、比較的良好な成績であ
った。Oberlin法を行えない例には肋間神経移行術が選択され、成績不良例もみられた。成績不
良例は受傷時に同側の肋骨骨折を合併していた例や脊髄損傷の既往があった例などで、これが
回復不良の原因であった可能性がある。Oberlin法はより早期に肘屈曲力が回復したが、これは
神経縫合部から神経筋接合部までの距離が短いためと考えられた。
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頭部外傷を合併した腕神経叢損傷への肋間神経移行術後成績の検討
Results of Intercostal Nerve Transfer for Brachial Plexopathy patients complicated with traumatic brain

injury

○星川 慎弥1, 原 由紀則1, 北 優介1, 新堀 浩志2

田尻 康人1

1都立広尾病　整形外科/リハビリ科, 2茨城県立中央病院　整形外科

【目的】肋間神経を移行された上腕二頭筋は次第に呼吸と関係なく随意収縮が可能となり機能
転換が得られる。これは大脳を含む中枢神経系の可塑的変化によるものと説明され、脳の働き
は肘屈曲機能獲得に重要と考えられる。今回頭部外傷による脳の器質的損傷が、機能獲得に影
響を与えるかどうかを検証した。【対象・方法】2003-12年に当院で腕神経叢損傷に対し(分娩
麻痺を除く)肋間神経移行術を実施した41名を対象とした。平均年齢29歳、損傷型はC5-6型
3、C5-7型6、C5-8型11、全型21、右19、左22であった。この中で頭部外傷合併群と非合併群の
術後経過を比較した。頭部外傷は、明らかな器質的障害が証明されるものとしてCT上頭蓋内出
血、脳挫傷が見られるものとした。頭部外傷合併は15例で、脳挫傷7、くも膜下出血5、脳出血
2、硬膜下血腫1であった。【結果】41例全例が筋電図上の収縮＝M1以上に回復した。2群間で年
齢に有意差はなく、M1に達するまでの期間に有意差はなかった。その後の経過でM3まで達しな
かったのは14名（34％）であった(非合併10、合併4；N.S.)。M3に達するまでの期間を比較する
と頭部外傷非合例は平均14ヶ月、合併例は平均18カ月で有意に長期間を要した
(P=0.011)。【考察】肋間神経移行後の機能転換は、中枢神経系、特に大脳の可塑的変化形成に
よると考えられ、川西らによる大脳皮質運動野における肋間神経支配領域の変化の報告はこれ
を示唆するものである。頭蓋内に器質的障害を合併する患者群において筋力回復に有意に長期
間要したという結果は、脳機能の一部に障害があり大脳の可塑性形成による随意性修得過程が
障害されたためという可能性がある。今回評価を行っていないがさらなる原因の追及や有効な
筋力回復方法模索のため高次脳機能検査など神経心理学的評価は考慮されるべきであろう。
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胸腔鏡補助下肋間神経移行術の有用性と限界
Usefulness and Limitations of Thoracoscopic-Assisted Intercostal Nerve Transfer

○三上 容司1, 山本 真一2, 田尻 康人3, 川野 健一4

有野 祐介1

1横浜労災病院　運動器センター, 2横浜労災病院　手・末梢神経外科

3都立広尾病院　整形外科, 4JCHO東京高輪病院　整形外科

【はじめに】我々は2005年以降、新たな術式として胸腔鏡下に肋間神経剥離を行う胸腔鏡補助
下肋間神経移行術(TAICNT)を行ってきた。この術式の有用性と限界を明らかにするため
に、TAICNTを試みた全例を検討した。【対象と方法】１．TAICNTを試みた症例は11例であっ
た。うち、3例は胸腔鏡下での肋間神経剥離操作を断念した。鏡視下手術を行えなかった原因を
調査した。２．TAICNTを行った8例の年齢は17～33歳（平均25歳）、男性7例、女性1例、受傷か
ら手術までの期間は43～151日（平均89日）、損傷型は、C5,6,7型2例、C5-8型5例、全型1例
で、移行した肋間神経を筋皮神経と縫合した。術後観察期間は2年～9年であった。これらの症
例について、手術時間、術中出血量、胸腔鏡下手術から直視下手術への移行(open conversion)
の有無、胸腔ドレーン抜去までの期間、合併症、術後biceps筋力を調査した。【結果】１．鏡
視下手術を断念した理由は、壁側胸膜の炎症により肋間神経の視認困難が2例、横隔神経麻痺に
よる横隔膜拳上のための胸腔鏡挿入困難が1例であった。いずれも直ちに直視下法に切り替え
た。２．TAICNTの手術時間は5～9時間で、症例を重ねるにつれ徐々に短くなる傾向があった。
出血量は60～310cc（平均172）で、6例は胸腔鏡下に肋間神経剥離を完遂したが、2例は鏡視下
に1本剥離後open　conversionとなった。胸腔ドレーンは術後3～6日に抜去された。合併症はな
かった。術後のbiceps筋力は、M4以上が5例、M3が1例、M2が2例であった。【結論】TAICNTは、
侵襲が小さく有用な方法であった。しかし、胸腔鏡の挿入困難、肋間神経の視認困難、肋間神
経の剥離困難などにより、11例中5例はopen　conversionとなった。TAICNTはその限界を理解し
た上で行う必要がある。
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胸郭出口症候群における腕神経叢造影Dynamic 3DCTを用いた検討-
安静位および上肢下垂位での肋鎖間隙・鎖骨下筋に着目して-

Analysis of Dynamic 3DCT after Brachial Plexography in Thoracic Outlet Syndrome-costoclavicular

space and subclavicular muscle with a resting and an upper limb hung downward position-

○斧出 絵麻1, 高松 聖仁2, 香月 憲一3, 坂中 秀樹1

1清恵会病院　整形外科, 2淀川キリスト教病院　整形外科, 3学園南クリニック　

【目的】これまで我々は胸郭出口症候群(以下TOS)において, 腕神経叢造影後に安静位と上肢下
垂位で3DCTを撮影し, Dynamic 3DCTとして動的な評価を行ってきた. 従来用いられている熊大
分類の肋鎖間隙の評価は上肢挙上位であり, 上肢下垂位での評価は行われていない. 今回, 上
肢下垂位で愁訴のある患者を念頭に置き, 肋鎖間隙について検討を加えたため, その有用性に
ついて報告する.
【方法】TOS患者12例(女性11名, 男性1名. 平均年齢35.2歳)14肢(両側例2例)を対象とし, 腕神
経叢造影後に安静位及び上肢下垂位で3DCTを撮影した. 腕神経叢に直交し, 肋鎖間隙が最も狭
小化する断面において, 肋鎖間隙に対する造影剤および鎖骨下筋の占有率を算出した.
【結果】肋鎖間隙は安静位平均29.7, 下垂位23.4mm(p=0.01, t-test), 腕神経叢周囲の造影剤
の厚みは安静位17.7,  下垂位14.0mm(p=0.02),  鎖骨下筋の厚みは安静位6.3,  下垂位
5.4mm(p=0.89)であった. また, 肋鎖間隙に対する造影剤の占有率は安静位60.3%, 下垂位
59.8%(p=0.89), 鎖骨下筋の占有率は安静位22.5%, 下垂位23.9%(p=0.53)であった.
【症例】26歳女性. 看護師. 両側TOS例. 両上肢の痺れと疼痛が出現し, 増悪したため紹介受診
となった. 腕神経叢造影で両鎖骨下および左斜角筋間での圧迫を認めた. また下垂位3DCTで肋
鎖間隙は右21.2, 左23.9mmであったが, 鎖骨下筋の占有率は右35.9, 左32.6%と大きく, 鎖骨下
筋による腕神経叢圧迫が疑われた. 発症から1年3か月目に両鎖骨下筋切除及び左斜角筋間神経
剥離を行い, 術後両側とも症状は軽快している.
【結語】腕神経叢造影Dynamic 3DCTを行うことにより, 上肢下垂位での肋鎖間隙狭小化及び腕
神経叢圧迫の定量化に加え, これまで腕神経叢圧迫の原因として注目されていなかった鎖骨下
筋も評価可能であった．
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尺骨神経麻痺を生じた前腕両骨骨幹部骨折の4例
Ulnar nerve palsy after midshaft forearm fractures. A report of four cases.

○沖田 駿治1, 福田 祥二2

1岡山市立市民病院　整形外科, 2津山中央病院

【目的】尺骨神経麻痺を伴う前腕両骨骨幹部骨折の報告は少ない。4例の尺骨神経麻痺を伴う前
腕両骨骨幹部骨折を経験したので報告する。【結果】症例は男性4人。12歳-17歳(平均
14.3歳)。右1例、左3例。骨折型は全例AO分類22A3であった。4例中3例はGustilo分類type1の開
放骨折であった。全例初回手術の際に骨折観血的手術と同時に尺骨神経の確認を行った。3例は
両骨ともプレート固定を行い、1例は尺骨をプレート固定、橈骨をKirschner鋼線による経皮的
髄内固定を行った。神経損傷に対してはSeddon分類、前腕機能評価はGrace&Eversmann分類、尺
骨神経障害の評価はMcGrone分類を利用し評価した。4例中2例は尺骨神経の部分損傷を認め
(Seddon分類3度)、神経縫合を行った。4例中3例で術後16-20週に神経剥離を追加した。最終観
察時のGrace&Eversmann分類は全例excellent、McGrone分類では障害なしが2例、軽症が2例だっ
た。【考察】尺骨神経麻痺を伴う前腕両骨骨幹部骨折は稀であり、渉猟し得た報告は11例しか
なかった。前腕両骨骨折に尺骨神経損傷の合併が稀な理由は尺骨と尺骨神経の間に深指屈筋群
が介在しているからだと考えられる。渉猟し得た報告11例と自験例4例と合わせると男性12人、
女性3人。9歳-17歳(平均12.8歳)と若年者の男性に多いことがわかった。その原因として強固な
骨膜の存在により短縮転位が少なく前方への転位が大きくなる可能性や、活動性の高さ、筋量
の少なさなどが推測された。【結論】前腕両骨骨幹部骨折には稀ではあるが、尺骨神経損傷を
合併することがあり、初回手術の際に尺骨神経の確認を行うなどの注意が必要である。
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尺骨神経断裂に対する神経縫合の3例
Repair of the ulnar nerve laceration injury

○池口 良輔, 太田 壮一, 貝澤 幸俊, 織田 宏基
松田 秀一

京都大学　整形外科

【目的】尺骨神経断裂に対する縫合術の成績は、支配筋肉が手内在筋となるため縫合部との距
離が長くなり、一般的には成績不良と言われている。今回我々は尺骨神経断裂に対し縫合した
症例を3例経験したので報告する。
【方法】2010年8月から2012年10月までで、術後2年以上経過観察可能であった3例を対象とし
た。断裂レベルは腋窩部1例（5歳）、肘部1例（15歳）、前腕部１例（39歳）で、全例、ガラス
などによる鋭的断裂であった。全例とも、受傷当日に緊急手術にて端々縫合を行った。
【成績】全例とも鷲手変形とFroment signが認められた時期もあったが、経過とともに消失し
た。環指尺側と小指の知覚は　SW testでPurpleまで回復した。手内筋の筋萎縮は継続したが回
復が認められ、腱移行などの追加手術は必要にならず、学業や原職に復帰した。
【考察】鋭的断裂の場合は周囲の軟部組織が損傷されていないため神経周囲の血流も保たれ解
剖学的に縫合することが可能で、切断神経のレベルと年齢に関しては18歳以上の高位断裂の症
例では回復は期待できないと報告されている。今回の症例では、高位切断の症例は若年者であ
り、鋭的切断による損傷で早期の端々縫合が神経回復につながったと考えられた。また、外固
定の肢位や肘部管での尺骨神経の前方移行など、縫合部の緊張を取り端々縫合できるようにす
る工夫も必要と思われた。
【結論】成績不良に陥りやすい尺骨神経断裂ではあるが、鋭的断裂で年齢が若年者の場合は、
早期に端々縫合できれば神経回復が期待できる。
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Guyon管症候群の臨床像と画像所見
Clinical features and radiological findings of Guyon's canal syndrome

○金谷 耕平1, 射場 浩介1, 山下 敏彦1, 和田 卓郎2

1札幌医科大学　整形外科学講座, 2済生会小樽病院　整形外科

【目的】Guyon管症候群は、ガングリオンをはじめとするさまざまな原因により発生し、その臨
床像も多彩である。当科で治療したGuyon管症候群の臨床像を調査し、画像所見の特徴を検討す
る。
【方法】1997年から2013年までに当科で治療したGuyon管症候群10例10手を対象とした。男性5
例で女性5例、年齢は平均43歳(17～68)であった。右左ともに5手であった。罹病期間は平均25
ヵ月（2～60）であった。資料の検討が可能であった9手において、臨床像とMRI画像所見を後ろ
向きに調査した。
【結果】Guyon管症候群の原因は、ガングリオンが3手で最も多く、腫瘍、fibrous band、異常
筋、豆状有鉤靭帯、繰り返し外傷、不明がそれぞれ1例であった。麻痺は、運動麻痺のみが
6手、知覚麻痺のみが1手、運動および知覚麻痺が2手であった。鉤爪変形は3手、Tinel徴候は3
手に認められた。治療は8手に神経剥離術、1手にガングリオンの穿刺を行った。圧迫部位
は、Gross&Gelberman分類でZone 1が3手、Zone 2が5手、Zone 3が1手であった。ガングリオン
および腫瘍の全例ではMRI画像で局在が確認された。また、Gross&Gelberman分類でZone 1の2手
では、MRI画像でGuyon管より近位部の尺骨動静脈および神経の背側への蛇行が認められた。術
後は全例で麻痺の改善が得られた。
【結論】Guyon管症候群はまれな疾患であり病態も多彩であるため、診断には正確な臨床像の把
握が必要である。MRI画像は腫瘍の有無や局在の検索に有用であった。また、Zone 1における
MRI画像の特徴的な所見は診断に有用と考えられた
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尺骨神経管症候群の電気生理学的診断と治療成績
Electrodiagnosis and Treatment for Ulnar Tunnel Syndrome

○信田 進吾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】尺骨神経管（Guyon管）症候群の電気生理学的診断と治療成績を検討すること。【対象
と方法】本症の26例（男12、女14、平均年齢50歳）を対象とした。25例に手術を行ない、発症
から手術までの期間は平均12カ月、術後経過観察期間は平均９カ月である。津下・山河の分類
で麻痺型は１型21例、３型３例、４型１例、分類不能１例である。知覚障害は手掌尺側８例、
手掌と手背尺側15例、正常３例である。手術所見からみた原因はガングリオンが6例、尺骨動静
脈による圧迫6例、腱性アーチ４例、尺骨神経管部の癒着6例等である。尺骨神経伝導検査は、
第一背側骨間筋(FDI)の複合筋活動電位(CMAP)（25例）、小指外転筋(ADM)のCMAP（23例）、小
指知覚神経活動電位(SNAP)（10例）を手関節部刺激で導出し、健常例２０名の計測値より求め
た正常範囲をもとに潜時延長と振幅低下を判定した。【結果】FDI-CMAPは22例に振幅低下（平
均1.3mV，対側11.4mV）、16例に潜時延長（平均6.3ms，対側3.7ms）を認め、ADM-CMAPは21例が
潜時延長（平均5.6ms，対側2.8ms）と振幅低下（平均1.8mV，対側6.9mV）を示し、FDI-、ADM-
CMAPともに正常の症例はなかった。SNAPは3例が潜時延長と振幅低下を示し、6例が正常であっ
た。治療成績は7例が麻痺の完治を、18例が麻痺の改善を示し，１例が不変であった。治療前後
の小指の静的２点識別覚テストは平均19mmから12mmへ、ピンチ力は2.1kgから3.4kgへ改善し
た。【考察】本症は尺骨神経深枝麻痺が多く，FDI-CMAPが電気診断で重要とされるが、自験例
においてADM-CMAPも潜時延長と振幅低下を高頻度に示し、FDI-およびADM-CMAPの両者の分析に
より確定診断が容易となると考える。
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両側に発症した特発性前骨間神経麻痺
Bilateral Spontaneous Anterior Interosseous Nerve Palsy

○飯島 準一, 田尻 康人, 星川 慎弥, 原 由紀則
林 洸太

東京都立広尾病院

【緒言】特発性前骨間神経麻痺は急激な上肢の疼痛が出現しその後母指や示指の屈曲が不能と
なる疾患で，その原因についてはいまだ不明である．【対象と方法】1999年1月から2012年1月
の間に東京大学整形外科末梢神経診もしくは当院末梢神経外科外来を受診した特発性前骨間神
経麻痺と診断した患者のうち両側発症した5例10肢を対象とした．対象患者の性，初発時の年
齢，既往歴，初診時から最終観察時までの臨床経過，再発までの期間，発症の誘因の有無につ
いて調査した．【結果】性別は男性2例，女性3例であった．初発時年齢は28歳から55歳で平均
44.4歳であった．既往歴では高血圧と痛風が1例，卵巣手術1例，人工股関節手術1例であった．
再発までの期間は，両側同時発症例が1例，その他は6ヶ月が1例，3年が3例であった．初診時2
肢はＭＭＴ3でその他は全例筋電図にてMMT0であった．2肢に神経束間剥離術が施行された．全
肢にMMT3以上の回復がみられた．2例に同じ誘因での再発がみられた．1例は28歳女性で，分娩2
ヶ月後と分娩6ヶ月後に発症した．もう1例は55歳女性で，左人工股関節全置換術後10日後に左
上肢，右股関節全置換術後2日後に右上肢に発症した．【考察】特発性前骨間神経麻痺が両側に
発症した5例10肢を調査したが，年齢や性別，既往歴，臨床経過に明らかな特徴はみられなかっ
た．しかし，2例においては分娩，人工股関節全置換術といった同じきっかけで反対側に発症し
ていた．Post-surgical inflammatory neuropathyの報告が近年散見されるようになったが，手
術など何らかのきっかけで神経炎が生じることが分かってきている．特発性前骨間神経麻痺の
発症にも神経に直接影響しない外的要因と内的要因の関与が示唆される．
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アスリートの手関節、手指の外傷と障害―診断と治療、競技復帰に
向けた手外科医、セラピスト、チームスタッフの連携―

○中尾 悦宏

中日新聞社健康保険組合 中日病院

アスリートの手関節や手指の突発的な外傷、パフォーマンス低下をひき起こす障害の診療を、
私たち手外科医はしばしば担当する。適切な病態評価、治療法の選択に加え、早期に良好なコ
ンディションで競技復帰を可能とするよう、ハンドセラピストやトレーナー、コーチなどチー
ムスタッフと連携した取り組みを紹介する。
スポーツ選手の診療に携わる場合、標準的な診療の知識、技術に加え、そのスポーツの特性を
十分に知っておく必要がある。その上で競技レベルやチーム内でのポジション、競技シーズン
における時期、さらには長期的に見た競技生活における時期まで考慮に入れる。セラピストや
選手を支えるスタッフと意見を交わし、リハビリテーションやリコンディショニングの手法、
復帰の時期、獲得できるパフォーマンスなど明確にして、治療計画を立てる。
本講では、アスリートの症例を通して手根骨骨折、尺側手関節障害、手指骨折など、診断、治
療から復帰への道程を紹介する。舟状骨骨折では手根配列に留意した骨接合術が要求される。
尺側部障害ではTFCCの慢性的損傷例が多く、保存的治療、時に鏡視下手術が施行されるが、効
果不十分例も経験する。尺骨短縮術は安定した成績が得られるが、一定期間手関節負荷を避け
ねばならず、その間のトレーニングやモチベーションの維持等が課題となる。トップアスリー
トには長期的視野を持った一部の選手にのみ適応すべきと考えている。手指骨折では、早期か
ら運動療法を可能とする内固定術、装具の工夫が必要である。シーズン中は癒合前でも競技参
加する場合もあり、また抜釘せずに競技を継続する選手も多い。インプラント選択や設置面な
ど配慮を要する。
術後早期よりセラピストの指導のもとリハビリテーションを行い、段階的にチーム内でのトレ
ーニングやリコンディショニングに移行していく。治療の全期間を通して、選手のパフォーマ
ンスの向上や競技復帰に向けたセラピスト、チームスタッフとの連携は重要で、私たち手外科
医の担う役割は大きい。
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マウス滑膜内腱の加齢に伴う遺伝子発現の変化
Age-related alteration of gene expression in mice intrasynovial tendon

○林 正徳, 内山 茂晴, 植村 一貴, 小松 雅俊
加藤 博之

信州大学　医学部　運動機能学教室

【目的】手指狭窄性腱鞘炎は中高齢者に好発する疾患であるが，その病態や加齢との関連につ
いては未だ不明な点が多い．本研究は老化モデルマウスにおける滑膜内腱の遺伝子発現の変化
を調べることにより，加齢に伴い発症頻度が増加する狭窄性腱鞘炎の病態を明らかにすること
を目的とする．【方法】8，24週齢の老化モデルマウス(SAMP6)とコントロールマウス(SAMR1)各
10匹の後肢第2から4趾より深趾屈筋腱を採取．RT-PCRによりTenomodulinを含む腱関連因子と
SOX9を含む軟骨関連因子，さらに腱の滑走を促進するLubricinの発現について定量を行った．
また組織学的解析としてHE染色ならびにTenomodulinに対する免疫染色を行った．【結果】RT-
PCRの結果，Tenomodulin, COL1A2は両マウスともに24週齢で有意に発現が低下していた．また
SOX9,SOX6,COL2A1はいずれの週齢数においてもSAMP6において有意に発現が高かった．また
Lubricinにつていは，SAMP6において24週齢で有意に発現が低下し，SAMR1では逆に増加してい
た． HE染色では，いずれのマウスにおいても腱・腱鞘内の明らかな軟骨化生は認めなかった
が，免疫染色では24週齢のSAMP6においてTenomodulin発現が減少していた．　【考察】マウス
滑膜内腱における加齢に伴う腱関連因子の発現低下と軟骨関連因子の発現増加については，我
々が過去に報告したLubricinノックアウトマウスや，実際の狭窄性腱鞘炎で認められる組織学
的変化と同様の傾向を示す結果であった．しかし，これらの遺伝子発現の変化とLubricinの発
現パターンは必ずしも相関していない事から，Lubricinの発現低下に伴う腱の滑走抵抗の増加
に加え，加齢に伴い潜在的に進行する腱組織から軟骨組織への遺伝子発現レベルでのシフトが
腱鞘炎発症の原因の一つとなっていることが示唆された．
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超音波ガイド下手術器具の開発経験
Development experience of ultrasound-guided surgical instruments

○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】弾発指に対する経皮的超音波ガイド下腱鞘切開術は、注射針やフックナイフを使用し
た手術方法が従来より報告されている。しかし器具を直視下ではなく皮下に挿入する方法で
は、腱実質や神経血管束に対する危険性を排除できない。我々は経皮的手術を安全にかつ低い
ランニングコストで行う為に、超音波ガイド下手術専用に設計した器具を開発し、臨床に応用
したので報告する。【方法・対象】我々が開発した「ダブルガイド式腱鞘切開器」は、主に超
音波ガイド下に腱鞘内に挿入される部位と、体外で切開をサポートするための部位の２個から
形成される。切開には18G注射針を単回で用いる。局所浸潤麻酔下に約2～3 mmの皮膚切開２カ
所で手術可能であり、皮膚縫合は必要としない。当大学関連施設に置いて、4例８指（示指２、
中指３、環指３）に手術を施行した。【結果】手術症例全例において、特に合併症無く弾発の
解除が可能であった。手術時間は録画等を含めても１指あたり10分以下であった。傷の被覆は
全例術後３日で解放し、入浴を許可することが可能であった。【考察】本方法では腱鞘の切開
に注射針を用いるが、注射針の先が腱鞘以外の組織を損傷しない構造に設計されているのが最
大の特徴である。手術中の腱鞘切開範囲と、腱鞘切開後に確実に切開が行われたことも、超音
波を用いて容易に確認することが可能である。切開に用いる注射針の単価は数円であり、手術
のランニングコストも他の方法に比較すると低い。超音波診断装置の特性に合わせて手術器械
を専用設計した、より安全で確実に経皮的手術を行う方法として期待できる。
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高血糖が腱細胞に及ぼす影響についての検討
Effect of hyperglycemia on degeneration and inflammation of tenocytes

○植田 安洋, 乾 淳幸, 美舩 泰, 高瀬 史明, 国分 毅

神戸大学大学院　医学研究科　整形外科学

【目的】糖尿病に伴う高血糖状態の持続は腱の肥厚、配列異常、変性、石灰沈着などによる腱
構造の変化と関連が指摘されている。しかし、その分子生物学的な機序については明らかでは
ない。本研究では高血糖が腱細胞に及ぼす影響について検討した。【方法】 　　　　　　　正
常ラットのアキレス腱より採取した腱細胞を12mM (正常血糖群)、33mM (高血糖群) のグルコ-
ス濃度の培地で培養した。48時間後、72時間後にWST assayにより細胞増殖活性を、Real-time
PCRにより腱の主要構成成分であるI型及び断裂腱や修復過程にある腱で増加するIII型コラーゲ
ン、活性酸素種発生に関与するNADPHオキシダーゼ( Nox ) 1,4 を測定した。また、活性酸素種
の蛍光免疫染色を行い蛍光顕微鏡で観察した。【結果】細胞増殖活性は48時間後、72時間後と
もに高血糖群の方が有意に低かった。高血糖群の72時間後でI型コラーゲンは有意に発現量が減
少したが、III型コラーゲンは有意に発現量が増加した。高血糖群の24時間後でNox1は有意に発
現量が増加していたが、Nox4は両群に有意差は無かった。活性酸素種の産生については48時間
後、72時間後ともに高血糖群で高い傾向を示した。　【結論】腱細胞に対する高グルコース負
荷により細胞増殖活性が抑制され、正常とは異なるコラーゲンの発現を認めた。また、Nox1の
発現及び活性酸素種の産生が増加しており、それによる酸化ストレスが糖尿病による腱障害の
一因となっていることが示唆された。
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挫滅症候群モデルにおける筋挫滅と全身性合併症に対する抗フリー
ラジカル治療の検討

Treatment with anti-free radical agent for ischemic reperfusion injury of skeletal muscle and general

condition in crush syndrome model

○横山 弘和, 辻井 雅也, 飯野 隆大, 國分 直樹
須藤 啓広

三重大学　整形外科

【目的】骨格筋の虚血再灌流障害は炎症性メディエーターや酸化ストレスマーカーの漏出によ
り局所に加え急性腎不全などの合併症を引き起こすが,有用な薬物治療はない.我々は短時間の
骨格筋IRIでedaravone (Ed)が脂質過酸化,炎症性細胞浸潤を有意に低下させることを示した.本
研究では長時間虚血による筋挫滅と再灌流後の全身性合併症に対するEdの効果を検討し
た.【方法】C57/BL6(8週齢,雄)36匹をCrawfordの報告に準じて右大腿部を歯科矯正用輪ゴムで4
時間駆血した.再灌流0,2,12,24,48,72hで採血後血漿を分離し腓腹筋(GC)前脛骨筋(TA)を摘出し
た.駆血30分前にEd 3mg/kg(E群)または同量の生食(S群)を腹腔内投与した.局所は筋線維損傷率
の算出とTUNEL法で陽性細胞数を評価し両群間で比較した.また血漿TNF-αをELISAで定量し,組
織学的に腎皮質内尿細管細胞の空胞化変性を評価した.【結果】GC,TAともに12hより損傷され
24hで著明,72hまで増大したが損傷率は両群の各時間での差はなかった.TUNELはS群で2hから陽
性細胞の増加,12hで最大,その後減少も,Ed投与で12hまで有意に抑制され,その後増大,24hで最
大であった.また24h以降の血漿TNF-αはE群で有意に抑制,さらに48h以降の尿細管細胞障害は抑
制される傾向にあった.【考察】骨格筋は3h以上の虚血で筋細胞死をきたすが,本研究でもEdに
よる局所制御は困難であった.しかし24h以降の血漿TNF-αは有意に抑制,48h以降の腎障害抑制
の傾向を認め,Ed投与が全身性酸化ストレス障害に対して治療効果の可能性があった.また骨格
筋の12hまでのアポトーシス抑制効果が認められ,先行研究のEdによる短時間虚血での炎症細胞
浸潤の抑制効果からも,Edはミトコンドリアを介した内因性アポトーシスのみならずTNF-αなど
炎症性サイトカインを介した外因性アポトーシスも抑制しうると考えられた.
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超音波エコーを用いたA1 pulley 高位での正常屈筋腱の形態変化の評
価-ばね指に対するストレッチ効果の原理解明を目指して

Ultrasound evaluation of the altered morphology of flexor tendon at A1 pulley in normal case

○岩倉 菜穂子1, 寺山 恭史2, 高築 義仁1, 深谷 久徳1

加藤 義治1

1東京女子医科大学 整形外科学, 2蓮田病院 整形外科

【目的】我々は、ばね指の保存治療として腱鞘内注射の他にストレッチ（徳永法）を用いてい
る。徳永法は行った直後より弾撥現象が改善するなど経験的に有効であるが、その原理につい
ての裏付けはなされていない。本研究の目的は、超音波エコーを用いて正常例における指の肢
位によるA1 pulley 高位での屈筋腱の形態の変化を評価することでストレッチ効果の原理を解
明することである。【方法】ばね指の既往のない50例100指の両中指を対象とした。平均年齢は
33.8歳であった。超音波診断装置は日立メディコ社製EUB-7500、探触子はホッケースティック
型のリニア式を用いた。指伸展位、PIP関節屈曲位、MP関節屈曲位、PIP・MP関節屈曲位の4肢位
で、脱力時と力を入れた時にA1 pulley 高位での短軸像を描出し、屈筋腱の横縦比を計測し
た。脱力時と力を入れた時の4肢位で横縦比に差があるかを比較検討、さらに4肢位それぞれに
ついての横縦比を脱力時と力を入れた時で比較した。【結果】脱力時では横縦比はいずれかの
関節を屈曲する事で増加し、力を入れた時にはMP関節を屈曲する事で増加した。また、脱力時
と力を入れた時で比較すると、PIP関節屈曲時以外の肢位で力を入れた時に増加した。【考察】
以上のことより、A1 pulley 高位において屈筋腱断面の形態は、関節を屈曲して力を入れるこ
とで横楕円から縦楕円方向へ変化する事が判明した。この傾向は特にPIP関節屈曲時よりもMP関
節屈曲時において著明であった。徳永法での弾撥現象の改善について、抵抗下での屈筋腱自動
屈曲により抵抗力と自動屈曲力との合力がA1 pulley の掌側方向の内腔を拡大させるためと考
えているが、腱の形態の変化もA1 pulley 内腔拡大の一助となっている可能性が示唆された。
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超音波画像と術中所見から得られたバネ指の病態
Pathogenesis of the trigger finger considered from preoperative ultrasound images and intraoperative

findings

○榮崎 彰秀1,2, 中村 敏夫巳1, 玉井 進1

1奈良西部病院　奈良手の外科研究所, 2奈良西部病院　リハビリテーション科

【目的】 我々は第31回中部手外科研究会において「超音波エコーを使用したバネ指の評価」を
報告したが、今回はバネ指症例に対して超音波エコー所見と術中所見から、若干の知見を得た
ので報告する。【対象と方法】 平成26年4月～9月末までの間にバネ指症状を訴え、エコー評価
を実施した90例109指のうち、腱鞘切開術を施行した25例28指を対象とした。内訳は、母指7指
・示指2指・中指11指・環指8指であり、男性15名・女性10名、平均年齢64歳であった。エコー
評価は、A1プーリー部の短軸及び長軸撮影・長軸撮影時の指屈伸動態などを観察した。また術
中所見は、腱鞘の肥厚・腱のnodule・腱滑走状態などの確認を行った。【結果】 エコーでの短
軸長軸撮影では、全例にA1プーリーに低エコー所見がみられ、腱のnoduleは母指の3指にみられ
た。示指～環指の長軸撮影での屈伸動態では21指の全例にA1プーリー周辺での滑走不良がみら
れ、その内5指ではFDSがA1プーリー部分で滑走しておらず、FDPの単独滑走を認めた。術中所見
では、腱鞘の肥厚は14指にみられたが、示指～環指の症例では、明らかな腱のnoduleはみられ
なかった。母指ではエコー画像と同様に、3指に腱のnoduleが確認され、特にこれらはIP関節の
伸展制限と屈曲障害を示す症例であった。その他に、滑膜炎や滑液流出・FDSとFDP間の癒着も
数例に認めた。【考察】 一般的にバネ指は、A1プーリーの肥厚や腱のnoduleなどに伴って弾発
現象を起こしていると考えられているが、今回の調査で示指～環指の症例では、腱自体の
noduleはなく、腱鞘の肥厚及び腱鞘の浮腫に伴うA1プーリーとFDSとの間での滑走不良が主な原
因であると考えられた。母指では、腱のnoduleを認める症例もあり、解剖学的にも他指と異な
る事からも、母指と他指のバネ指の病態は異なる可能性が示唆された。
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基節骨基部骨折に対する観血的整復術：アプローチと内固定法の工
夫

New open reduction methods for the proximal phalangeal base fractures

○板寺 英一

成田赤十字病院　整形外科

【目的】基節骨基部は背側および橈尺側は伸展機構に，掌側は屈筋腱および腱鞘に被われてお
り，きわめてアプローチしにくい部位である．そのため，同部の骨折で強固な内固定を行うに
は正常組織を犠牲にせざるを得ず，徒手整復と外固定または経皮ピンニングで対応するのが一
般的である．これに対し，我々はこれらの組織を温存しながら強固な内固定を行う方法を模索
してきた．今回は我々が開発してきた手術法について治療成績を含めて報告する．
【方法】術式1：trans-webアプローチ．主に基節骨基部の側副靭帯付着部剥離骨折に対するア
プローチである．指間部に縦皮切を加え，指神経・指動脈を掌側へ，骨間筋腱・中様筋腱を背
側へよけると側副靭帯付着部に到達できる．剥離骨片はスクリュー（小児ではKiｒschner鋼
線）で固定する．術式2：trans-web＋側正中アプローチ．中・環指の基節骨近位骨幹端部の骨
折に対するアプローチである．術式１の皮切を延長する様に側正中切開を追加する．伸筋腱を
背側へよけて側方からプレートを設置する．術式3：経中手骨髄内スクリュー固定．基節骨基部
関節外骨折に対する手術法でMP関節を貫通してheadless cannulated screwを近位から髄内へ刺
入する．比較的容易な手技で強固な固定が得られため，多発骨折などに有用である．
【成績】術式1を3例3骨折に行った．MP関節の可動域制限はなく，術後瘢痕拘縮も見られなかっ
た．術式2は3例3骨折に行った．MP関節可動域制限はなかったが，側方切開が掌側よりになった
1例で軽度の術後瘢痕が出現した．術式3は3例5骨折に行った．多発骨折例ではMP関節に軽度の
可動域制限が残存した．
【結論】これらの術式で基節骨基部のすべての骨折に対応できるわけではないが，従来の治療
法に加え，これらも選択肢のひとつになり得る．
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指骨骨折専用のロッキングプレートの可能性と問題点
Possibilities and Problems of Locking Plate for Fractures of the Phalanx

○今谷 潤也1, 森谷 史朗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】四肢骨折に対する部位別の専用ロッキングプレートの開発がすすんでいる．今回，本
邦で初めて使用可能となった指骨専用ロッキングプレート（VariAx Hand, 日本Stryker）を用
いて加療した指骨骨折症例の治療成績を調査した．またその可能性と使用上の注意点や問題点
について若干の考察を加えて報告する．【対象及び方法】当科において同システムを用いて手
術的に加療した指骨骨折26例26指（男性20例，女性6例）を対象とした．手術時年齢は平均41.7
才（15才から78才）であった．骨折型は母指基節骨骨折が2指，PIP背側脱臼骨折2指，基節骨頸
部から骨幹部骨折が10指，基節骨基部関節内骨折が2指，中手骨骨頭から骨幹部骨折が2指，中
手骨骨幹部骨折6指，中手骨基部骨折が2指であった．中手骨頸部，基節骨の各々1例と中節骨骨
折6例ではmidlateral approachが用いられていた．【結果】全例で骨癒合が得られた．2例で軽
度の変形癒合を認めたが機能的な問題はなかった．可動域は%TAMで平均91%と良好で，腱剥離な
どの追加手術を要した症例はなかった．【結語】指骨骨折においては，手術侵襲の大きいプレ
ート固定法の適応は他法と比し限定される．当科でも本法は骨折部の粉砕や骨質などにより他
法では十分な初期固定性が得られないと判断された症例に限定して適応している．今回の症例
群ではロッキングプレートが有する優れた初期固定性により早期リハビリテーションが可能で
あり，良好な成績が得られていた．今後は従来のプレートとの治療成績の比較，適応の限界を
明らかにすること，アプローチの工夫，カダバートレーニングなどによる正しい手術手技の啓
蒙などが重要と考える．
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手指基節骨骨折に対するMP関節からの髄内性経皮ピンニング
Intramedullary percutaneous pinning from MP joint for proximal phalangeal 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 大阪マイクロサージャリーセンター

【目的】手指基節骨骨折は様々な骨折形態があり、症例に応じて経皮ピンニン
グ、interosseous wiring, スクリュー固定、プレート固定、創外固定などが施行される。頚部
・基部を含めた骨幹部横・短斜骨折に対しては経皮ピンニングが施行されることが多いが、不
適切なピンニングや外固定により関節拘縮・腱癒着などの機能障害が生じる。我々はMP関節よ
りの髄内性経皮ピンニングを施行しており、手術手技・治療成績について報告す
る。【方法】2005年以降手指基節骨骨折に対する手術症例は61例74指で、母指症例、PIP・MP関
節内骨折、長い斜骨折で髄内性固定が困難、軟部組織（腱、神経、血管）損傷を伴う開放骨
折、閉鎖性整復が困難で観血的手技を要した症例を除いた髄内性経皮ピンニングで対応可能で
あった22例27指を対象とした。適応は頚部・基部を含む骨幹部骨折である。男性8例、女性
14例、右12例、左10例、年齢13～81（平均43）歳、示指3例、中指5例、環指4例、小指15例、骨
折部位は基部19例、骨幹部5例、頚部～骨幹部1例、頚部2例、経過観察期間は平均5か月であっ
た。手技は手関節ブロック下、MP関節よりKワイヤー2本を髄内性に刺入、正面・側面での転位
を整復、自動屈曲を行い回旋変形を矯正した後にKワイヤーをPIP関節軟骨下骨まですすめ固定
した。術後は隣接指と buddy taping・MP関節屈曲位で背側アルフェンスシーネ固定、PIP・DIP
関節は術直後より早期運動を行った。骨癒合状態、関節可動域を調査した。【成績】全例で変
形なく骨癒合を得た。ワイヤー抜去までの期間は平均5.6週、TAMは平均235°、％TAMは平均
96%、設楽の判定基準で excellent 23指、good 3指、poor 1指であった。【結論】頚部・基部
を含めた骨幹部横・短斜骨折に対してはMP関節よりの髄内性経皮ピンニングで良好な治療成績
が得られた。
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intrafocal pinningによる手指骨折の治療
intrafocal pinning for fractures of hand

○金 潤壽, 富田 泰次, 根本 高幸, 岩崎 幸治

太田総合病院　手外科センター

【目的】 手指骨折は手外科医にとって日常診療で治療する機会の多い外傷であるが、治療が適
切でなかった場合、容易に拘縮や変形をきたしやすく、その治療には熟練を要する。特に関節
内骨折や関節近傍の骨折に対しては、観血的治療を行う機会が多く、手術手技が治療成績に大
きく影響を及ぼす事も少なくない。今回、我々はintrafocal pininigを行った手指骨折の臨床
成績を調査し、検討を加えたので手術手技とともに報告する。【対象、方法】 手指骨折に対
し、本法単独、あるいは本法に追加固定を行った236例を対象とした。その内訳は中手骨頸部骨
折83例、骨性槌指に対するextension block法の追加固定26例、PIP関節背側脱臼骨折25例、指
節骨骨頭骨折21例、骨性槌指21例、第一中手骨基部骨折20例、基節骨基部骨折19例、指節骨頚
部骨折12例、PIP関節掌側脱臼骨折5例、その他14例である。これらの症例に対してX線学的検討
や臨床成績を調査した。【結果】 第5中手骨頸部骨折例の術後total active motion (TAM) は
平均251°、臨床評価は全ての症例でexacellentかgoodで、骨癒合は平均4週間で認められた。
その他の症例においても、偽関節となった症例や重篤な合併症は認めていない。【考察】 橈骨
遠位端骨折に対するintrafocal pinnigは、Kapandji法として知られている手術手技のひとつで
あるが、手指骨折に対してもその有用性は高い。経皮的pinningは整復された骨片を固定するの
みで、その固定性もpinによる２点での固定となるが、intrafocal pinningは同時に整復操作も
可能で、皮質骨全体を支えるため、その固定性も高い。更に他のpinning法と同様に最小侵襲手
術であるため、軟部組織の損傷も少なく可動域の獲得に有利である。手指骨折に対する本法は
簡便で有用性が高く、手外科医にとって必須の手術手技である。
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指運動を妨げない基節骨基部骨折に対する至適ピン刺入位置の検証
Optimal Insertion for Percutaneous Pinning of Proximal Phalanx Fracture - Dynamic Analysis of the

Interosseous Hood Using Fresh Frozen Cadavers

○井汲 彰1, 田中 利和2, 和田 卓郎3, 青木 光広4

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　整形外科

3小樽済生会病院　整形外科

4北海道医療大学　リハビリテーション科学部　理学療法学科

【背景】手指の骨折は日常診療で頻度の多い疾患であり、皮下組織が少ないため経皮的鋼線刺
入固定術が選択されることが多い。しかし、基節骨基部骨折に対する経皮的鋼線刺入固定術で
は、指の可動性に関連する基節骨周囲の軟部組織（伸筋腱、側索、伸筋腱帽）とピンが干渉す
ることによる術後の拘縮・可動域制限が問題になる。本研究の目的は、新鮮凍結屍体指を用い
て基節骨の側面に存在する伸筋腱、側索、伸筋腱帽に囲まれた解剖学的に軟部組織の粗な領域
（Interosseous hood（以下IH））と基節骨との位置関係を計測することで、術後の可動域制限
をきたしにくい至適ピン刺入位置を検証することである。
【対象と方法】新鮮凍結屍体7体34指（示指10、中指6、環指10、小指10）を用いて実験を行っ
た。各指は常温で解凍後、皮膚および皮下組織を切除して使用した。IHおよび伸筋腱帽の辺縁
にマーカーを装着し、自家製の装置に固定し、100ｇの負荷をかけた状態で3肢位（手指伸展位
・屈曲位・Intrinsic plus肢位）で単純X線側面像を撮像した。IHの形態変化、面積、基節骨と
各マーカーの位置関係を各肢位、各指橈尺側で比較検討した。
【結果】IHは伸展位と比較して、屈曲位およびIntrinsic plus肢位で遠位掌側に移動し、面積
が大きくなる傾向にあった。面積は中指および環指が最大となる傾向にあり、各指とも橈・尺
側で面積や形状は異なり非対称であった。IHの近位縁は全指とも屈曲位で基節骨近位端より遠
位に、伸展位で近位に存在していた。
【結語】IHの面積は屈曲位およびIntrinsic plus肢位で最大となり、MP関節から遠位に移動す
る。基節骨基部骨折に対する経皮的鋼線刺入固定術は、屈曲位およびIntrinsic plus肢位で骨
折部近位背側の関節面近くからの刺入が適していると考えられる。
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手指骨骨折に対するディスポシリンジを用いた創外固定法の治療経
験

External fixation framed by disposable syringe for phalangeal fractures

○長谷川 和重, 宮坂 芳典

仙塩利府病院　整形外科

ディスポシリンジと鋼線を用いた創外固定法の手技と問題点について報告する。【対象と方
法】9例13指を対象とした。年齢は13̃65(平均48歳)。基節骨9指、中手骨4指で、母指1示指6中
指2環指3小指1であった。開放骨折が5指、内固定との併用2指、3週以降の転位増大例が2指あっ
た。創外固定期間は平均5週であった。創外固定は3ccのディスポシリンジの筒の部分を用
い、1.0̃1.2mmK-wireをあらかじめ遠位2̃3本、近位2̃3本をシリンジに刺入しておく。骨折部を
整復位に保持しながら、K-wireを刺入して固定する。母指示指小指では側方から、中指環指で
は背側から刺入固定した。K-wireをシリンジ刺入部で90°に曲げてカットしてwireを束ね、サ
ージカルテープでシリンジに巻きつけるように固定した。固定性、骨癒合、可動域、合併症に
ついて検討した。【結果】創外固定単独使用例では副子固定などの追加固定を要した例はなか
った。全例で矯正損失なく骨癒合が得られた。感染例はなく、ワイヤ刺入部反対側の皮膚刺激
症状が2指、一過性の指神経障害が1指あった。母指示指の単独損傷例では可動域制限なく治癒
した。中指環指単独例ではごく軽度の可動域制限、示指～小指の基節骨開放骨折例ではTip-
palmer distance20mmの制限あり、追加手術を考慮中である。【考察】本法の適応は、１）開放
骨折の初期治療、２）転位の矯正保持、３）内固定の補助、追加固定と考えている。医療現場
にいつもある材料で、Kワイヤが刺入できる程度の骨片であれば骨幹端部でもnon-bridging固定
が可能、シリンジの貫通範囲の多方向から固定でき、ある程度のangular stabilityを持った固
定が可能である。一方、Kワイヤの先端による刺激症状や、刺入部が伸筋腱滑走範囲にかかる場
合には、早めに他の方法に変更するなどの対応が必要である。
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手指MP関節側副靱帯の基節骨付着部裂離骨折に対するbone anchorを
用いた骨接合術

Treatment of metacarpophalangeal joint collateral ligament avulsion fracture in fingers using bone anchor

○中西 巧也1, 辻井 雅也1, 國分 直樹1, 大角 秀彦2

須藤 啓広1

1三重大学　大学院　医学系研究科　整形外科学　, 2おおすみ整形外科

【はじめに】手指の靱帯付着部裂離骨折は外傷により過度の側方ストレスが加わることで発生
する.MP関節では母指での高い発生頻度に比して,手指MP関節では少ないが,転位の強い例では慢
性関節炎への進行を防ぐために観血的治療を行う.しかし部位特異性から十分な術野確保が困難
であり,また骨片が小さい場合には十分な固定ができない.我々はbone anchorを用いて骨接合術
を行っており,比較的簡便に良好な固定性が得られており,文献的考察を加えて報告す
る.【方法】対象は手指MP関節側副靱帯の裂離骨折で観血的治療を行った7例で,女性1例,男性
6例,平均年齢32歳であった.罹患指は示指3例,中指1例,小指3例であった.手術は掌側よりアプロ
ーチし,屈筋腱を非損傷側へレトラクトして骨折部を展開した.整復位を確認後に,bone anchor
を基節骨掌側へ刺入して骨片の靱帯付着部へ縫合糸をかけた.次に逆行性にピンを刺入して骨折
部を整復固定し,結紮操作により骨片を圧着した.術後は30°屈曲位で2週間の外固定,ピンは術
後1ヵ月で抜去した.【結果】平均経過観察期間は6.6ヵ月で,ピン抜去後に骨片の転位は認めな
かったが,最終観察時に完全な骨癒合を得られていないものが2例あった.可動域は健側比平均
98.1%,握力は健側比平均96.7%で深屈曲時の違和感を3例に認めたが,生活上の支障は認めなかっ
た.【考察】本疾患の手術はShewringが掌側アプローチの有用性を述べているが,実際に骨折部
の展開は良好であった.しかし術野が深く,wiringなどの術操作は煩雑となる.またスクリュー固
定の報告はあるが,小さい骨片では骨片の破綻や不適切な固定が危惧される.そこでbone anchor
を用いてtension band法に準じた固定を行った.本法は狭い術野でも比較的容易であり,有用な
方法であった.しかし骨癒合が不十分な例もあり,今後も検討を要する.
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橈骨の橈屈変形が遠位橈尺関節の支持性に与える影響
Effect of radial angulation of distal radius fracture on distal radioulnar joint stability: a biomechanical

study

○別所 祐貴, 中村 俊康, 斎藤 毅, 名倉 武雄
戸山 芳昭

慶應義塾大学　整形外科

【はじめに】橈骨の変形治癒が遠位橈尺関節（以下DRUJ）に与える影響を検討した報告は少な
い．われわれはこれまでに背屈，掌屈変形がDRUJの支持性に与える影響を報告してきた．今
回，橈骨の橈屈変形がDRUJの支持性に与える影響を生体工学的に検討した．
【対象および方法】新鮮凍結死体4体4上肢を用いた．上腕中央より切断した標本を専用台に固
定し，荷重試験器で橈骨に掌背側への変位を加えた.得られた変位‐荷重曲線からDRUJの
stiffnessを計測した．橈骨にradial inclinationを変化させられる固定器を設置後、橈骨
sigmoid notchの近位2cmを切除し,Radial inclinationを正常，10度尺屈，10度橈屈，20度橈屈
と変化させた際のDRUJのstiffnessの変化を，正常，TFCC部分切離，TFCC全切離（TFCCの切離は
尺骨小窩部で行った）の状態で比較，評価した．
【結果】 TFCCが正常の状態ではradial inclinationの減少（橈屈）に伴いDRUJのstiffnessは
著明に増加した．またradial inclinationの増加（尺屈）でもstiffnessは増加傾向であっ
た．TFCC部分切離ではstiffnessは5～10％低下したが，radial inclinationの増加・減少に伴
いstiffnessは増加し，その傾向は正常と同様であった．TFCC全切離ではstiffnessは20～30％
低下したが，正常，部分切離と同様にradial inclinationの増加・減少に伴いstiffnessは増加
した．
【考察】今回の結果ではradial inclinationの減少（橈屈）に伴いDRUJ支持性は著明に増加し
た．その傾向はTFCCを尺骨小窩部で切離した後も保たれており，いわゆるECU腱鞘床の緊張が関
与したと考えられた．また，橈屈に伴うstiffnessの増加は，橈骨遠位端骨折後変形治癒例の橈
屈矯正後にDRUJの不安定性が出現する可能性を示唆している．その際にはTFCCの評価，修復が
必要となるので注意を要する．
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AO C3型橈骨遠位端骨折に対する各種掌側ロッキングプレートの固
定性：人工骨による生体力学研究

Comparison of Different Volar Locking Plates for AO type C3 Distal Radius Fractures: A Biomechanical

Study

○亀田 正裕1, 長田 伝重2, 高井 盛光1, 青木 倫代1

種市 洋1

1獨協医科大学　整形外科学, 2獨協医科大学　日光医療センター　整形外科

【目的】著者らは術後関節面骨片の再転位が予想されるAO C3型橈骨遠位端骨折に対しては、掌
側ロッキングプレート（VLP）にキルシュナー鋼線を用いた格子状固定の併用を行っており、そ
の臨床成績を報告してきた。また昨年の本学会において、格子状固定の有無におけるVLPの生体
力学的強度試験の結果を報告した。今回、sawboneによるAO C3.2型骨折モデルを用いて、格子
状固定法併用を含めた5種類のVLP固定の固定性について生体力学的に検討した。
【対象】橈骨のみのsawboneを用いて、掌側関節面から20mm近位で骨切りして10mmの骨欠損を作
製した。次に橈骨関節面を舟状骨窩と月状骨窩の間で2分割し、月状骨窩をさらに3分割する骨
切りを行い、AO C3.2型骨折モデルを作製した。VLPとしてHearty plate®単独群、格子状固定併
用群、DVR®群、VA-TCP®群、Variax®群の5群について、各群6例ずつプレート固定した。前腕近
位部をレジンで固定後強度試験機に設置し、レジンで作製した手根骨塊を橈骨関節面に接触さ
せ、250Nの軸圧（手指の自動屈曲で橈骨関節面にかかる圧を模擬）を3000回繰り返し（術後か
ら骨癒合までに行う手指運動の回数を模擬）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、1000、2000、3000回目の剛性と、破断力を測定した。
【結果】剛性の平均値(N/mm)は、5群とも1回目の剛性に対し1000回目以降の剛性が有意に高か
った。3000回負荷時の剛性は、それぞれ789±100、951±132、1140±154、1154±243、1342±
134であり、Hearty plate®単独群および格子状固定併用群に対しVariax®群で有意に高値であっ
た。破断力(N)は、それぞれ1339±115、1549±221、1725±186、2533±455、2442±191であ
り、Hearty plate®単独群および格子状固定併用群に対しVA-TCP®群およびVariax®群が有意に高
値であった。
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橈骨遠位端骨折に合併するscapholunate instabilityの術前診断-種々の
舟状骨月状骨間距離計測の診断精度-

The Diagnostic Accuracy of Radiographic Scapholunate Distance Measurements for Scapholunate

Instability Associated with Distal Radius Fracture.

○鈴木 大介1,2,3, 面川 庄平3, 小野 浩史2, 片山 健2

田中 康仁3

1吉本整形外科外科病院　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（以下DRF）に合併するscapholunate instability（以下SLI）は術後
成績に影響する。その診断のgold standardは手関節鏡であるが、DRF全例に手関節鏡を行うこ
とは容易では無い。一方、scapholunate dissociationにおいては単純X線PA像における舟状骨
月状骨（以下SL）間距離計測の方法が多数報告されている。今回われわれはこれらの術前単純X
線所見からDRFに合併するSLIが診断可能か、またその診断精度について評価した。あわせて以
前に報告したCTを用いたSL間距離計測との関係性を検討した。
【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71例を対象とした。不
安定性の評価にはGeissler分類を用いた。grade2までの安定群、grade3(G3)群、grade4(G4)群
に分類した。SL間距離計測は諸家の方法を参照して患側の関節近位端、中央、遠位端および健
側の関節中央で行い、それぞれの方法について各群間における有意性検定とROC曲線解析を行っ
て評価した。またCTによる18部位のSL間距離との相関をPearsonの相関係数を用いて評価した。
【結果】SL関節中央での計測値がG4群と安定群の間で有意差を認めた。ROC曲線解析では
AUC0.744となりcutoff値2.0mmとすると感度77.8%、特異度66.1%となった。他の方法では各群間
で有意差を持った計測値は得られなかった。また各計測値とCTを用いた計測値の間には有意な
相関は認められなかった。
【結論】DRFに合併するSLIにおいてSL関節中央での距離計測がGeissler分類grade4とgrade2以
下を判別できるが、その診断精度は低い。他の方法では診断自体が不可能である。
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舟状大菱形小菱形骨（STT）関節症に対する鏡視下手術による治療
経験

The teatment of  scapho-trapezio-trapezoid joint osteoarthritis by the arthroscopic surgery

○新井　 猛, 内藤 利仁, 田中 雅尋, 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】手部変形性関節症はCM関節症の頻度が高いが，STT関節症をきたしている症例もあ
り鑑別を要する。治療には保存療法がまず試みられるが，保存療法抵抗例に関節固定術による
手術療法が行わる。今回，STT関節症と診断した症例に関節鏡視下手術を施行し，良好な結果を
得た。【手術法】麻酔は伝達麻酔下に母指を牽引し，STT関節背側のEPBの背側と掌側に鏡視，
ワーキングポータルを作成。1.9mm30°斜視鏡と2.0mmのシェーバーにて滑膜切除とデブリドマ
ンを施行する。【症 例】症例1. 63歳，女性，初診2ヵ月前より右手関節痛出現。単純X線とCT
検査にてSTT関節症と診断。約１年2ヵ月の保存療法を施行するも症状が軽快せず鏡視下手術施
行。約4週間のSTT関節仮固定施行。疼痛は完全に消失した。症例2. 38歳の女性。飲食業。当院
初診1 年前から右手関節痛出現。前医にてデケルバン病の診断にてステロイド注射にて加療さ
れたが症状が軽快せず，精査加療目的にて当院を初診。単純X線ではOA変化を認めず，MRIにて
STT関節内に水腫所見ならびにCM関節とSTT関節へのステロイド注射にてSTT関節の注射でのみ疼
痛が軽快するため，STT関節炎と診断。鏡視下滑膜切除術を施行し症状が軽快した。【考 察】
手部の変形性関節症はCM関節症の頻度が高く，STT関節単独での発症は比較的少ない。女性での
発症が多いが，舟状骨周囲の靭帯弛緩性の男女差が示唆される。STT関節症の発症要因としては
橈骨舟状骨角（RS角）の低下やradial inclination（RI）の低下が指摘されており，ピンチ動
作の過度な負荷によりSTT関節症が発症する。治療では一般的に保存療法が有効である。保存療
法抵抗例では関節固定術が選択されているが，関節裂隙が維持されていれば鏡視下手術で良好
な結果を得ることが可能である。
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手関節背側ガングリオンに対する鏡視下手術
Arthroscopic Surgery of Dorsal Wrist Ganglion

○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】手関節背側ガングリオンに対する鏡視下手術は1995年Ostermanらがその有用性を報告
して以来、欧米を中心に報告されているが、本邦での報告は少ない。今回我々は鏡視下ガング
リオン切除術の鏡視所見、再発率、合併症について調査し、その有用性について検討し
た。【対象と方法】対象は穿刺およびMRIにてガングリオンと診断し、保存療法で軽快しなかっ
た手関節背側ガングリオン20例20手である。症例の内訳は男9手 女11手、右11手 左9手、手術
時平均年齢は36.8歳で、術後平均経過観察期間は4年8ヵ月である。手術は橈骨手根関節間より
鏡視を行い、ガングリオン茎（以下、stalk）をみとめればシェーバーで切除し、stalkをみと
めなければ内容物が流出するまでstalkに近接した関節包を切除した。また、オカルトガングリ
オンの1例は後骨間神経関節枝の除神経術を追加した。【結果】術前に疼痛があったのは16例
で、いずれも術後に疼痛は消失した。鏡視所見は月状舟状骨間靭帯付近の背側関節包付着部に
stalkの突出を5例にみとめた。術後の再発は20例中1例（5％）で、術後2年で再発した。合併症
は術後2年で環指伸筋腱皮下断裂を1例に、伸筋腱滑膜炎を１例にみとめた。【考察】鏡視下ガ
ングリオン切除術は従来法に比べ整容的に優れており、その再発率は過去の報告によると0～30
％であるが、当院でも直視下法と同等ないしそれ以上の成績が得られていた。しかし、その合
併症に伸筋腱断裂の報告があり、当院で最初に行った1例で伸筋腱皮下断裂を生じた。Learning
curveの問題もあるが、関節包切除の際には関節外組織に対して愛護的な操作が重要である。ま
た、オカルトガングリオンに鏡視下手術が有効との報告もあるが、疼痛に後骨間神経関節枝の
関与も指摘されており、その適応については今後更なる検討が必要である。
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手関節痛を生じたoccult ganglionの超音波診断
Ultrasonography for Occult Ganglion with the Dorsal Wrist Pain

○三澤 寛子, 清水 弘之, 中島 浩志, 新井 猛
別府 諸兄

聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座

【目的】慢性手関節痛の原因となるoccult ganglionについて，手関節痛を主訴に来院し超音波
検査で手関節背側のganglionと診断された症例の臨床像と超音波画像について検討したので報
告する．【対象と方法】症例は43例で男性10例，女性33例．右側28例，左側15例で年齢は11～
57歳（平均32.4歳）であった．全例で手関節痛の訴えがあり，超音波画像でganglionと診断さ
れた．超音波検査は1人の熟練した整形外科医が行った．【結果】手関節痛の有症期間は0日～
27年（平均31.5カ月）で，全例で手関節背側に圧痛が認められた．超音波画像では内部が均一
で周囲軟部組織との音響特性の差がある無エコーの陰影を認め，ganglionと診断した．超音波
画像で，腫瘤は31例で月状骨に接しており，最小3×3×2mm，最大19×15×13mmであった．30例
に穿刺，3例に用手破砕を行い，穿刺および破砕後は全例で疼痛が改善したが，10例で疼痛の再
燃が認められた．9例で手術による摘出を行ったが，2例で術後再発を認めた．【考察】手関節
背側のganglionは腫瘤を触知して自覚することがほとんどであるが，occult ganglionでは腫瘤
を触知せずに疼痛を主訴に来院することがあり診断に難渋することがある．明らかな外傷の既
往がなく，手背に限局した疼痛・圧痛があり，X線像で異常が認められない場合にはoccult
ganglionも念頭に置く必要がある．穿刺によって疼痛が消失する例がほとんどであり，自験例
においても70％で穿刺によって疼痛の消失を認めており治療の第一選択となりうるが，盲目的
な穿刺を繰り返すと後骨間神経を損傷する可能性があり注意が必要である．超音波ガイド下で
の穿刺は確実に内容物を吸引することができ，occult ganglionでは有用な方法である．また，
穿刺後にも症状が再燃する例においては，摘出術も考慮する必要がある．
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上肢手術における腋窩神経ブロックの成績-放散痛法と超音波ガイド
下法との比較検討-

Comparison with conventional axillary plexus block and ultrasound guided axillary plexus block for

upper extremity surgery

○坪根 徹

周東総合病院 整形外科

【目的】当科では上肢手術における伝達麻酔を放散痛法による腋窩神経ブロックにて行って来
たが,時に麻酔効果が不十分な症例を経験してきた.そこで,より確実な方法として超音波ガイド
下法を導入した.今回,放散痛法と超音波ガイド下法の成績を比較検討したので報告する.【対象
と方法】2011年4月以降の同一術者による腋窩神経ブロック施行139例を対象とした.男性81,女
性58例で施行時年齢は13～92（平均54）歳であった.手術時間は16～207（平均54）分であった.
放散痛法を75例（以下,放散痛群）に,超音波ガイド下法を64例（以下,エコー群）に施行し,麻
酔には0.75%ロピバカイン10mlと1%リドカイン10mlを用いた.合併症は認めなかった.2群を,追加
麻酔の有無,麻酔手技開始から執刀までの時間,駆血時間,駆血圧,駆血痛について調査し,検討項
目毎に両群をMann-Whitney’s U testを用いて比較検討した.【結果】麻酔の効きが悪く局所静
脈麻酔あるいは指神経ブロックを追加した症例は放散痛群7例（9%）,エコー群5例（8%）であっ
た（以下,同順）.手術創への局所浸潤麻酔の追加は39例（52%）,43例（67%）であった.麻酔手
技開始から執刀までの時間は,11～38（平均24）分,10～38（平均21）分,駆血時間は18～
105（平均45）分,16～128（平均45）分,駆血圧は250～300（平均265）mmHg, 250～280（平均
262）mmHgであり,駆血痛は3例（4%）,5例（8%）に認めた. 麻酔手技開始から執刀までの時間の
みに有意差（p＜0.05）を認めた.【考察】超音波ガイド下法を導入してから麻酔が安定した印
象を受けていたが,今回の調査結果では従来法と大きな違いを認めなかった.放散痛法に習熟し
ていたことが一つの理由として挙げられる.しかし執刀までの時間が短縮していることから,超
音波ガイド下法は早く確実にブロックを行える方法であると考えられた.
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学童期小児に対する超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロック
（Kulenkampff変法）

Ultrasound guided modified Kulenkampff anesthesia for school aged children

○梶原 了治

松山赤十字病院整形外科

【目的】学童期の上肢手術症例に施行した超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロック
（Kulenkampff変法）について報告する。【対象および方法】対象は2012年5月から2014年8月に
本法単独で手術を行った7歳～12歳までの学童期児童17名（男児14名、女児3名）の上肢症例25
例で、平均年齢10.7歳、平均手術時間は37.0分であった。対象疾患は手指骨折、前腕骨骨折、
肘関節周囲骨折およびその抜釘術であった。使用した局所麻酔薬は1%メピバカインと0.75%ロピ
バカイン単独または混合液を用い、投与量は概ね0.3̃0.4m1/kgを目安とした。5例4名は救急外
来または手術室で母親の付き添いのもとに麻酔を行った。【結果】1例で術中にターニケットペ
インを生じて駆血を緩めた。上腕内側皮神経領域に局所麻酔を行った以外は追加麻酔を必要と
せず、全例で全身麻酔に移行することなく手術を完了した。局所麻酔中毒や気胸などの有害事
象は認めなかった。初回手術を本法で行い、麻酔下の抜釘が必要であった症例は全例で再度本
法で抜釘を行った。【考察】超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロックは一般に平行法で行わ
れ、カテラン針や神経ブロック用の針を用いることが多い。平行法は針の視認が容易である一
方で針が太い上に走行距離が長く、恐怖心強い小児には向かないと考えている。演者らの方法
は針先の描出にやや困難をきたす一方で細い針（26G）で短い皮下の走行距離で腕神経叢に到達
可能である。但し嗚咽を生じると施行が難しくなることから恐怖心を与えない工夫が必要であ
る。本法は学童期小児の上肢手術に対しても利用可能な麻酔法である。
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腕神経叢ブロックにおけるエコーガイド下肋間上腕神経ブロックの
併用について～ターニケットペインへの有用性～

Brachial plexus block with ultrasound-guided intercostobrachial nerve block for tourniquet pain

○山中 浩気1, 木森 研治1, 角西 寛1, 藤田 浩二1

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】上肢手術において腕神経叢ブロック単独では上腕内側の麻酔が不完全となり、ターニ
ケットペインの確実な予防はできない。そこで、上腕内側の除痛が可能となる上肢ブロックを
行うべく、鎖骨上部腕神経叢ブロック(以下BPB-SC)に肋間上腕神経ブロック(以下ICBNB)を併用
してその有用性を検討した。
【対象と方法】上腕部にターニケットを装着する肘関節以遠の手術31例を対象とした。内訳は
BPB-SC単独群(A群)11例と、BPB-SCとICBNB併用群(B群)20例で、いずれのブロックもエコーガイ
ド下に行った。局所麻酔薬は0.75%ロピバカイン及び1%リドカインを2:1で混合して、BPB-SCで
は20mlを投与し、ICBNBでは前腋窩線上の第２・第３肋間レベルで小胸筋と前鋸筋の間に10mlを
投与した。術前に麻酔範囲を確認した後、術中に数値評価スケールを用いてターニケットペイ
ンを評価し、ターニケットの加圧や除圧を自覚したかについても問診した。駆血合計時間はA群
94.2分、B群100.1分であった。
【結果】31例中6例で執刀前に術野への局所麻酔を追加したが、全例で術野の疼痛なく手術を完
遂できた。上腕外側は全例で麻酔された。上腕内側はA群2例(18.2%)、B群17例(85%)で広範囲に
麻酔され、これらの症例はターニケットの加圧や除圧も自覚しない無痛状態であった。残りのA
群9例(81.8%)、B群3例(15%)は上腕内側の麻酔が不完全で、ターニケットの加圧や除圧を自覚
し、そのうちA群3例(27.2%)、B群1例(5%)にターニケットペインを認めた。なおICBNBによる合
併症はなかった。
【考察】肋間上腕神経の支配範囲には個人差があるが、これを術前に予想することはでき
ず、ICBNBの併用はターニケットペインの予防に有用であることが示唆された。ただし、ICBNB
の成功率は100%ではなく、最適な穿刺部位や麻酔薬投与量については今後の課題である。
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上肢手術に対する超音波ガイド下鎖骨上腕神経叢ブロックの使用薬
剤による成績の比較と問題点

A comparison between 3 conbinations of volume and concentration of lidocaine and Ropivacaine for

Ultrasound-guided supraclavicular brachial plexus block.

○瀬戸 信一朗, 重冨 充則, 永尾 祐治, 赤川 誠
関 寿大

山口県立総合医療センター　手外科センター

【はじめに】超音波ガイド下腕神経叢ブロックによる上肢手術に対し、術者評価と患者アンケ
ートを検討した。【対象】筆者が2014年5月から10月までに超音波ガイド下鎖骨上腕神経叢ブロ
ック下に上肢手術を行った47例。【方法】腕神経叢のSheath内にできるだけ均等に麻酔薬が広
がるようMultiple injectionの手技で行った。予想手術時間が3時間以下の手術では1%リドカイ
ン20cc（L群）ないし1%リドカイン10cc+0.75％ロピバカイン10cc（C群）を、3時間を超える場
合は0.75％ロピバカイン30cc（R群）を用いた。【結果】執刀までの時間はL群18分/C群18分/R
群20分、執刀時の冷覚脱失率は鎖骨9%/上腕外側36%/前腕外側～母指64%/中指64%/小指49%/前腕
内側38%/上腕内側15%で、執刀時の筋麻痺率は三角筋79%上腕二頭筋72%/上腕三頭筋68%/指骨間
筋38%であった。局所麻酔薬を追加した症例はL群57%/C群37%/R群0%、手術時間は平均65分でタ
ーニケットペインは11%に認めた。ホルネル徴候を15%に認めた他は局所麻酔薬中毒や気胸を含
め副作用は認めなかった。筋力が完全に回復した時間はL群188分/C群435分/R群630分で、術後
疼痛VAS scaleのピークはL群は術直後、C群とR群は術後9時間であった。患者満足度は平均96点
と高く、減点の理由は痛み、目充血、術後手が使えない時間が長く不自由などであっ
た。【考察】短時間作用薬のリドカインと長時間作用薬のロピバカインを使い分けたが、L群は
鎮痛が不十分な症例が多かった。問題点として、他文献でもよく言及されているように小指を
中心とした遠位尺側の効き目が悪かった。鎖骨上窩は神経幹から神経束へ移行するDivisionの
部位であり、尺骨神経の位置はCorner pocketに近いと言われているものの確定はしていな
い。MRIとエコー所見を調査し尺骨神経の走行と手技の工夫について考察した。
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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-適応と
限界について-

Elbow and Hand Surgery Under Ultrasound-Guided Supraclavicular Brachial Plexus Block

○中山 政憲1, 菊池 駿介1, 岩本 卓士2, 佐藤 和毅2

1独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター　整形外科

2慶應義塾大学整形外科

【目的】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、その適応と限界について検討した。【方法】対象は平成25年4月から平成
26年9月までの間に当院で施行された107例である。内訳は手指疾患が33例、手関節疾患が
60例、肘疾患が14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。全例術中駆血を行った。術野での局所麻酔の追加の有無、止血帯部痛の有無、合併症の有
無について検討し、手術部位（橈側か尺側かも含む）ならびに手術時間による影響を検討し
た。【結果】手術時間は平均52.1分(12-140分)であった。加刀時のみでなく術中も局所麻酔の
追加を要したのは16例で、うち肘疾患が7例であった。他の部位でも尺側の操作時に局所麻酔の
追加を要する例が多かった。また止血帯部痛を訴えたのが7例であり、うち手術時間が60分以内
では3.9％（3/77）であるのに対し、60分以上では13.3%（4/30）であった。Horner徴候が5例、
横隔神経ブロックの症状が1例に生じたが、いずれも部位や手術時間による差はなかった。明ら
かな局所麻酔中毒の症状は全例においてなかった。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3例あった。【考察】SCBは手関節より遠位の手
術では単独でも有効だが、肘疾患や尺側の処置を含む場合では加刀時のみならず術中も局所麻
酔の追加を要した例が多かった。SCBは一般に止血帯部痛の抑制には有効で、概ね手術時間60分
以内であれば全く訴えない例がほとんどであったが、一方それを超える時間の手術では問題と
なることがあり注意を要する。
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上肢の腱鞘炎および腱付着部症に対する超音波ガイド下局所注射療
法の経験

Ultrasound Guided Local Injection for the Treatment of Tenosynovitis and Enthesopathy of the Upper

Limb

○田中 優砂光

自衛隊熊本病院　整形外科

【はじめに】当科にはまだ高画質の超音波診断装置はないが，2013年10月から旧型の超音波診
断装置を用いて各種運動器疾患の診断および治療を行っている．2014年8月までの10ヵ月間に当
科外来で行った上肢（肩関節およびその周囲組織を除く）の腱鞘炎および腱付着部症に対する
超音波ガイド下局所注射療法の効果を，同一患者に対する注射回数を元に検討した．
【対象と方法】対象症例は16～55歳（平均42.5歳）の自衛官およびその家族であった．超音波
診断装置はPowervision 8000（東芝）を用い，プローブは12MHzおよび7.5MHzリニアプローブを
用いた．理学所見および画像所見より腱鞘炎および腱付着部症と診断したものに対し，本人の
希望を確認した後に超音波ガイド下で腱鞘内または腱付着部に1%リドカイン0.5 mLとトリアム
シノロンアセトニド8 mgを注射した．1回目の注射から3ヵ月以内に症状が再燃して来院した場
合，次の注射を2回目とカウントした．
【結果】腱鞘炎の種類および注射回数の内訳は，手指狭窄性腱鞘炎（ばね指）13件（注射回数
1回:13件），尺側手根伸筋腱腱鞘炎12件（同 1回:11件，2回:1件），ドケルバン病7件（同
1回:7件），総指伸筋腱腱鞘炎5件（同 1回:4件，2回:1件），その他6件（同 1回:6件）であっ
た．腱付着部症の種類および注射回数の内訳は，上腕骨外側上顆炎27件（同
1回:24件，2回:3件），上腕骨内側上顆炎2件（同 1回:2件）であった．いずれも手術に移行し
た症例はなかった．
【考察および結語】腱鞘炎および腱付着部症に対し超音波ガイド下に注射を行えば，多くが1回
のみで症状が軽快する．旧型の装置であっても，超音波ガイド下注射療法はより確実に患部に
薬剤を注入することができるので，有効性が高い．今後は各種スコアリングを用い，より長期
の経時的評価を行う必要がある．
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超音波ドップラー法が診断に有用であった血管性胸郭出口症候群の
一例

Case report of a patient with vascular thoracic outlet syndrome diagnosed by Doppler ultrasonography.

○横田 淳司1, 渡辺 千聡2

1藍野病院　整形外科, 2河端病院　整形外科

胸郭出口症候群(TOS)の病態の多くは腕神経叢の牽引・絞扼に起因すると報告されている。今回
我々は超音波ドップラー法が診断・術後評価に有用であった血 管性TOS症例を経験したので報
告する。【症例】20歳女性。平成25年3月よりブレイクダンスを始めた。約3か月後より誘因な
く仕事（調理）の際に左上 肢、特に左手部の疼痛を自覚し、他院整形外科、神経内科で頸椎
MRIなど精査を受けるも異常は指摘されず、放置していた。疼痛が増悪し仕事継続が困難となっ
たため、平成25年9月に当科を初診した。姿勢・体型はやや猫背だが、なで肩ではなく、理学所
見上頸椎疾患は否定的であった。Wright testが陽性でRoos testでは20秒程度で左手指の屈伸
が困難となった。OT介入にて評価を行ったが神経学的異常は認めなかった。肩拳上位での造影
CTでは鎖骨下窩で鎖骨下動脈の圧迫像を認め、超音波ドップラー法で確認すると肩拳上位、水
平外転位では鎖骨下窩以遠で動脈の血流が検出不可能となり、血管性TOSと診断した。既往歴に
パニック障害があり、保存的治療と精神科的アプローチを薦めるも手術を希望したため、平成
26年2月5日手術を施行。右側臥位とし、肩関節鏡視下手術用アームホルダーを用いて左肩外転
位を保持した。腋窩部皮膚皺に沿う皮切で展開、腹腔鏡を用いて視野を確保し、第一肋骨を部
分切除した。術後9か月の現在、左手部の痛みは消失し、超音波ドップラー法でも肩拳上・水平
外転位での血行は良好となっている。【結論】血管性TOSの診断・術後評価には肢位を変えリア
ルタイムに血行を評価できる超音波ドップラー法が有用であった。経腋窩第一肋骨部分切除術
は本病態に対して有効であったが、視野が狭いため胸膜損傷などの合併症を防ぐためには腹腔
鏡を併用するなど、視野を確保し行うことが望ましいと思われた。
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当科におけるDupuytren拘縮の治療成績
Treatment outcome of Dupuytren contracture

○平原 康文, 有野 浩司, 尼子 雅敏, 大野 晋太郎
根本 孝一

防衛医科大学校 整形外科学講座

【序】
当院ではADL障害もしくは疼痛のあるDupuytren拘縮患者に対し部分腱膜切除を行い、全例一期
的に創閉鎖している。今回その術後成績と術中の工夫について報告する。
【対象と方法】
2010年1月から2014年9月の間に当院で手術を行った18例22手を対象とした。男性17例、女性
1例、で平均年齢は65.4歳(38-77歳)であった。平均経過観察期間は10.1か月(1-47か月)であっ
た。罹患指は母指・示指の指間２例、中指６例、環指17例、小指16例であった。術前の重症度
はMeyerding分類でgrade 0が2手、grade 1が8手、grade2が3手、grade3が8手、grade4が1手で
あった。全例Zig-Zag切開で展開し一期的に閉創し、術翌日から可動域訓練を開始した。術後評
価は伸展不足角改善率及びTubiana分類を用いて検討した。
【結果・考察】
　平均改善率はMeyerding分類grade 1で89.94%、grade2で90.74%、grade3で64.38%、grade4で
90.59%、全体で76.37%であり、Meyerding分類grade 3の症例で平均改善率が低い傾向にあっ
た。Tubiana分類ではvery good 9手、good 8手、fair 4手、poor 1手であり、fair及びpoorの
成績不良例はPIP関節拘縮の高度な再発例であった。われわれは皮切を行う際に一度に切開を加
えず、近位から処置を開始しcordの切離によって伸展可能になった指の皮膚の緊張に合わせて
皮切をデザインして段階的に追加していくことによって創に過度の緊張を与えることなく閉創
できるように工夫している。追加の皮膚形成処置を必要としたのは22手中1手のみ(術中にZ形成
を追加)であり、術後早期から可動域訓練が可能であった。閉創時の皮膚の緊張を考慮した段階
的な皮切によって早期に可動域訓練を行い、良好な成績を得た。
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当科におけるDupuytren拘縮の術後成績
Clinical Results of Surgical Treatment for Dupuytren's contracture

○渡辺 直也1, 木村 長三1, 岩崎 倫政2

1帯広厚生病院, 2北海道大学　整形外科

【目的】当科のDupuytren拘縮に対する手術治療の術後成績について調査した。【対象と方法】
対象は2005年～2014年3月までに当科でDupuytren拘縮に対し手術を行った30例35手53指で、全
例男性であった。手術時平均年齢は66.5歳（51～81歳）で、罹患指は中指7指、環指21指、小指
25指であった。手術は原則的にジグザグ切開で展開し、部分腱膜切除を行い、創閉鎖は必要に
応じVY形成術を追加して一次閉鎖した。術後の経過観察期間は9年1ヶ月の1例を除くと平均5.8
ヶ月（4週～4年8ヶ月）であった。術後成績について伸展角度とTubianaの評価基準による評価
および合併症について調査した。【結果】Tubianaの評価基準ではvery good7手、good18手
fair：8手poor：2手であった。MP関節の伸展角度は術前平均-32.9°から最終観察時-1.1°に改
善した。PIP関節の伸展角度は術前平均-24.5°から最終観察時-13.0°とMP関節ほどの改善は得
られなかった。合併症は8年後に再発し再手術となった症例を1例認め、その他に創離解5手、皮
膚壊死3手、創感染1手、CRPS3手、一過性の指神経障害6手、神経損傷を1手に認め
た。【考察】poorの2例は再発して再手術を行った症例とCRPS様の症状が出現したのち来院しな
くなった症例であり、再発例は足底腱膜線維腫を合併したLedderhose病の症例であった。神経
血管束の走行が著しく変位して異常腱膜の上を横断していた例を3例3指（6％）に認め、そのう
ちの1例で神経を損傷してしまい顕微鏡下に縫合を行った。いずれもMP関節付近での走行異常
で、同部位での操作には特に注意が必要と考えられた。
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当院におけるDupuytren拘縮の治療成績
The surgical outcome of Dupuytren's contracture

○松本 泰一, 高山 和政, 津村 卓哉, 林 孝典
松下 睦

倉敷中央病院　整形外科

【目的】Dupuytren拘縮に対して我々はmultiple Z plasty,open palm,背側中手動脈穿通枝皮弁
（Quaba flap）やdigito-lateral flap など皮弁を皮膚切開部に挿入する方法,palmに横切開を
加えてcord切除を施行するpartial fasciectomyなどの手術を行ってきた.その治療成績につい
て検討した.【対象と方法】男性34例,女性6例の40症例59指,平均年齢68.6才（54～82才）,小指
30指,環指20指,中指6指,示指1指,母指2指であった.multiple Z群31指,皮弁群 13指,open palm
群6指, partial fasciectomy群9指であった.術前重症度は(a)Meyerding分類を用い,術後成績評
価は(b)Tonkinの拘縮改善率と(c)Tubiana判定基準(op前stage→op後stage)を用いた.一元配置
分散分析法を用いて統計学的検討を行った.【結果】multiple Z群：(a)2.1,(b)55.9％,(c)op前
stage2.0→op後1.3.  皮弁群：(a)2.5,(b)76.8％,(c)2.6→1.4.  open
palm群：(a)2.0,(b)75.3％,(c)2.2→1.2. partial fasciectomy群：(a)3.5,(b)79.2％,(c)1.3
→1.0. 統計学的検討では,(a)(b)(c)において各群間に有意差は認められなかった.しかしなが
ら術前Tubiana stage1～4の各群毎に検討すると有意差が認められ（P＜0.05）,術式に関係なく
拘縮度が重症なほど改善率は良好であった.【考察】各方法に統計学的有意差は認められなかっ
たが,皮弁群とopen palm群の拘縮改善率は比較的良好であった.皮弁群は術後2週間は積極的リ
ハビリは実施しておらず,夜間も指伸展装具は装着していなかったが,open palm群は術直後より
積極的リハビリを実施し,夜間は指伸展装具を装着した.手掌皮膚に対して低侵襲かつ指を伸展
位に保つことができるような術式をとることが今後は肝要であると考えている.従って今後我が
国でも登場するコラゲナーゼ製剤注射は大いに期待できる.
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デュプイトラン拘縮に対するneedle aponeurotomyの検討
Result of needle aponeurotomy forDupuytren's contracture

○山崎 厚郎, 國吉 一樹, 松浦 佑介, 小林 倫子
安部 玲

千葉大学大学院　整形外科

【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
日本での報告は少ない。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
ているので短期ではあるがその成績を報告する。【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20例24手である。全例男性、平均年齢68歳、Tubiana
のstage分類はstage 1: 6、stage 2: 9、stage 3: 6、stage 4: 3手であった。AbeのDiathesis
scoreは平均3.5 (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73°、術直後
0°、最終診察時25°、矯正率は術直後100%、最終診察時69%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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指PIP関節に60°以上の屈曲拘縮を伴うDupuytren拘縮の治療
Treatment for Dupuytren's contructure with severe PIP joint  contructure

○佐々木 勲, 蔡 栄浩, 西田 欽也, 遠藤 健
前田 明子

手稲渓仁会病院　整形外科

(目的)指PIP関節に高度な屈曲拘縮を伴うDupuytren拘縮の手術成績は不良との報告が多い。当
科ではこのような症例に対し手掌腱膜切除、指全体のspiral cordやlateral cordの切除や関節
拘縮解離術を徹底的におこなっている。当科の手術成績を報告し、手術成績不良因子を考察し
た。(対象と方法)対象は、2008年から2014年の間に当科、および関連病院で手術を行った
Dupuytren拘縮29例45指のうち、PIP関節に60°以上の屈曲拘縮を伴う重症例で、術後6か月以上
経過した10例19指を対象にした。全例男性で、年齢は60歳から78歳、平均69歳であった。罹病
期間は1年から18年であった。罹患指は中指1指、環指7指、小指11指であった。手術はジグザグ
切開を用い手掌腱膜切除と関節拘縮解離術を行った。この手術ではGrayson靭帯を含め指全体に
わたりspiral cordやlateral cordを徹底的に切除し、手術中にPIP関節を他動過伸展可能にし
た。術後経過観察は23か月であった。 (結果)術前と最終観察時のPIP関節可動域を比べると伸
展は術前-72.6°が最終観察時-11.5°に改善し、屈曲は術前99.2°が最終観察時92.6°であっ
た。罹病期間が5年以上の症例では、最終観察時に伸展制限が強い傾向があった。これらの症例
は手術時に指を他動伸展すると非常に緊張が強く、屈筋腱、神経、血管等の軟部組織全体の短
縮が原因と考えられた。合併症は術後にしびれを訴えたものが8指に認められたが、最終観察時
には消失していた。感染、CRPS等の重大な合併症はなかった。(結論)指 PIP関節に60°以上の
屈曲拘縮を伴う重症例では罹病期間の長さが成績不良の要因の一つと思われた。Grayson靭帯を
含め指全体のspiral cordやlateral cordを徹底的に切除することにより、比較的良好な成績が
得られた。
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Dupuytren拘縮におけるインテグリンの関与
The effect of integrins in Dupuytren's contracture

○松井 雄一郎1, 今 重之2, 船越 忠直1, 松田 正2

岩崎 倫政1

1北海道大学　整形外科, 2北海道大学　薬学研究院　

【目的】Dupuytren拘縮の発生機序には、線維化を促進するTGF-β1の関与が指摘されているが
詳細はいまだ不明である。一方、潜在型TGF-β1は筋線維芽細胞の表面で、膜貫通型受容体であ
るインテグリンにより活性化されることが指摘されている。そこで本研究の目的は、Dupuytren
拘縮患者から採取した病的手掌腱膜の組織学的検討やインテグリンの発現量を評価
し、Dupuytren拘縮の病態を解析することである。
【方法】対象はDupuytren拘縮にて部分腱膜切除を施行した7例7手で、男性7例で平均年齢は71
歳だった。またコントロールには手根管開放術の際に摘出した正常腱膜を用いた。HEによる組
織学的検討及びα-smooth muscle actin (α-SMA)による免疫組織化学的検討を行った。さらに
はreal-time RT-PCRにてインテグリンα4、α8、α9、β6、β8のmRNA発現を評価した。
【結果】HE染色においてnoduleでは細胞密度の高い線維芽細胞を認め、免疫組織化学的検討に
おいてnoduleで特にα-SMA陽性細胞を認めた。real-time RT-PCRではDupuytren拘縮の腱膜は正
常腱膜に比較しインテグリンβ6の発現上昇を認めた。
【考察】本研究結果は、Dupuytren拘縮の病態には特にインテグリンβ6が関与している可能性
を示した。インテグリンβ6は、これまでによりTGF-β1が活性化されDupuytren拘縮において線
維化を促進する可能性が示唆された。
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高度PIP関節屈曲拘縮を伴ったDupuytren拘縮に対して皮弁を併用し
た治療成績-術後1年以上の経過例の検討-

Clinical results for Dupuytren contracture of sever flexion contracture of the PIP joint with local flap

○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横浜市立大学　整形外科

【目的】我々は、高度関節拘縮を伴うDupuytren拘縮手術の際には、拘縮解除後に生じた皮膚欠
損を皮弁で被覆し、術翌日から可動域訓練を開始し、術後の再拘縮を予防している。今回、PIP
関節の伸展-60°以上の高度屈曲拘縮例に対して、皮弁を併用したDupuytren拘縮手術を施行
し、術後1年以上経過観察が可能であった症例の術後成績について検討した。【対象と方
法】Dupuytren拘縮8例8手（小指7、環指1）を対象とした。平均年齢は69.3歳で、男性7手女性
1手、Meyerding重症度分類は全例3度、術後観察期間は平均12.4か月であった。全例で部分的腱
膜切除術を施行後、徒手的に関節を伸展させ、生じた皮膚欠損に対して局所皮弁のUlnar
parametacarpal flapで被覆した。皮弁のdonor siteは縫縮閉鎖し、術翌日から可動域訓練を行
った。術前、調査時のPIPおよびMP関節の拘縮角度、および、屈曲拘縮改善率(%)=［(術前の
MP、PIP、DIP関節の拘縮角度の合計-調査時のMP、PIP、DIP関節の拘縮角度の合計)／術前の
MP、PIP、DIP関節の拘縮角度の合計］×100とし拘縮改善率を検討した。また、最終調査時の
DASHスコアについても調査した。【結果】関節拘縮角度はPIP関節が術前70.0±13.1°が最終調
査時23.8°±11.6°に、MP関節が術前44.4°±21.9°が最終調査時3.8°±10.6°に有意に改善
し（p＜0.05）、屈曲拘縮改善率は、75.0±18.2％であった。皮弁は全例で生着し、最終調査時
のDASHスコアは9.17±7.73であった。【結語】Dupuytren拘縮手術に皮弁を併用し、拘縮部に健
常な皮膚を挿入することにより、創部も無理なく閉鎖できるため、術後の創部の疼痛の軽減と
創トラブルを回避でき、術翌日から可動域訓練が可能であった。高度PIP関節拘縮のDupuytren
拘縮手術に血行の安定した皮弁の併用は、再拘縮リスクを軽減できると考えた。
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切断指におけるCold Intoleranceに対する検討
The Study of Cold Intolerance for Finger Amputations

○松井 裕帝, 辻 英樹, 倉田 佳明, 坂 なつみ
越後 歩

札幌徳洲会病院整形外科外傷センター

【はじめに】Cold Intolerance（以下CI）は，切断指合併症の中で治療に難渋する症状の一つ
である．当院のCI評価はIrwinらが報告した質問方式の主観的評価であるCold Intolerance
Symptom Severity（以下CISS）を用いている．【対象および方法】対象は当院で加療した切断
指患者のうち，6か月以上経過観察可能であった40例51指で，男性32例，女性8例，受傷時年齢
は18～81歳（平均47.7歳），単指損傷32例，複数指切断8例であり，経過観察期間は6～32か月
（ 平 均 1 3 . 0 か 月 ） で あ っ た ． 玉 井 分 類
zone1;13例，zone2;12例，zone3;15例，zone4;5例，zone5;6例であった．CIはCISSによる評価
を行い，100点満点で30点以上を「CIあり」とした． CISS とDASH，Hand20との相関の有無
と，CIあり群となし群における受傷形態，生着の有無，単指切断と複数指切断での違い，縫合
神経本数，吻合動脈本数，吻合静脈本数，喫煙の有無，受傷時期との関連を検討し
た．【結果】CISSは0～85点（平均26.8点），CIあり16例，なし24例であった．CISSと
D A S H ， H a n d 2 0 と の 相 関 は S p e a r m a n の 順 位 相 関 係 数
で，DASH（r=0.622;p＜0.05），Hand20（r=0.583;p＜0.05）といずれも優位な相関を認め
た．CIあり群となし群の2群間における調査各因子間には有意差は認めなかった．【考察】我々
は手指の外傷におけるCIに注目し，その評価にはCISSを使用している．本調査でCISSスコアと
DASH，Hand20の間に強い相関が認められた．CIは神経や血管損傷合併症例に多いとされるが，
本調査ではCISSスコアにばらつきを認め，受傷形態などの強い関連因子は見られなかった．経
過観察期間が1年未満の症例も多く，経年的なスコア変化を見ることでCIの長期予後に関して検
討していく必要がある．
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Untied Stay Suture 法による小児Zone1・2指尖部切断再接着術
Replantation of Zone1.2 Finger Tip Amputation in children using Untied Stay Suture Method

○長谷川 健二郎1, 高田 逸朗1, 長谷川 徹1, 難波 祐三郎1

木股 敬裕2

1川崎医科大学　整形外科, 2岡山大学　形成外科

【目的】リンパ浮腫の治療において、特に外径0.3～0.5mm以下のリンパ管静脈吻合の際には
Untied Stay Suture 法が有効であり、今回この方法を小児Zone1・2指尖部切断の再接着術に応
用したので報告する。【対象】対象は2007年8月よりUntied Stay Suture 法を用いて再接着術
を施行した小児Zone1・2指尖部切断6症例である。年齢は9カ月から9歳で、男児3例、女児3例で
あった。Zone1は4例でZone2が2例であった。【方法】リンパ管静脈吻合の際に行うUntied Stay
Suture 法と違い、0.3～0.5mm以下の微細血管吻合の場合には、1st・2nd stay suture を
untied suture とし、先に3・4針目を通し、結紮した後に2本のstay sutureを結紮した。1st・
2nd stay sutureには両端針付きナイロン糸を用い、その他は基本的に片針になったものを使用
した。縫合手順はUntied Stay Suture 法に準じた。【結果】全症例生着した。5症例は動脈・
静脈を吻合できたが、Zone1の1症例は動脈のみ吻合可能であった。2症例で関節可動域制限を残
し、2症例で爪の変形を認めた。【考察】1st stay suture をuntied suture とし2nd stay
sutureの糸が通ってから両方の糸を結紮するUntied Stay Suture 法は、璧が薄く透明なリンパ
液の流れ込んでくる、特に0.3～0.5mm以下のリンパ管静脈吻合に有効な手技だと考えられる。
しかし指尖部切断再接着術のような0.3～0.5mm以下の微細血管吻合の場合には、1st・2nd stay
suture をuntied suture とし、先に3・4針目を通し、結紮した後に2本のstay sutureを結紮す
るほうが縫合しやすいと考えられた。
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静脈再建できなかった指末節部切断再接合術後の瀉血法の比較検討
Comparative Study of Phlebotomy after Fingertip Replantation without Venous Anastomosis

○河野　 李枝, 柳林 聡, 吉田 龍一, 山本 直人

新東京病院　形成外科

静脈再建できなかった指末節部切断再接合術後の鬱血対策として、Medical leechによる瀉血
（以下、ML法）や、fish mouth incision法による瀉血（以下、FMI法）などの報告がある。し
かし、それぞれの効果を同一施設で比較検討した報告はほとんどない。今回われわれは、それ
らの方法の効果について後向き調査を行い、比較検討した。対象は、当院において平成25年9月
から平成26年10月末までの14か月間で行った切断指再接合術72例のうち、指末節部完全切断の
28例である。当院では切断指ホットラインを開設し、損傷状態や切断レベルで適応を限定せ
ず、患者の希望する限り再接合術を実施している。28例のうち、動静脈吻合を実施したのは
8例、静脈再建できなかったのは20例あり、この20例中ML法が9例、FMI法が6例、瀉血未実施例
が5例であった。ML法では、指尖部の小切開にMedical leechを1日1～2回吸着させた。FMI法で
は指尖部に横切開をおいてfish mouth incisionとし、医療従事者が1～3時間毎に注射針で刺激
して出血させ、ヘパリンガーゼで被覆した。それぞれの方法の手技間隔や期間は、医師の診察
所見で判断していた。動静脈吻合の8例と、ML法9例はどちらも全例生着した。FMI法は6例中3例
が生着した。FMI法の壊死例3例はどれも、術後数日は針刺激で出血があり皮膚色も良好であっ
たが、術後4～6日以後に黒色調となった。瀉血未実施例は5例中1例が生着した。ML法は、静脈
吻合例と比較して、生着率において遜色のない成績であった。瀉血を行う際には、ML法が第一
選択となり得る。しかし、感染、貧血の問題や、血流の不安定さがあるため、可能な限り静脈
吻合は行うべきであり、瀉血に安易に頼るべきではない。これらの結果について文献的考察を
含めて報告する。
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切断指再接着術後の感覚評価
Sensory evaluation after amputated digit replantation

○鈴木 歩実, 神田 俊浩　, 大井 宏之, 向田 雅司

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】切断指再接着術後の感覚回復について調査・検討する。
【方法】2006年から2014年の間に当院で再接着術を施行し、経過を6か月間以上観察し得た手指
完全切断患者50例65指を対象として後ろ向き調査を行った。患者の平均年齢は43.6歳、平均観
察期間は10.9か月であった。切断レベル別の内訳は玉井分類zone1が17指、zone2が20指、zone3
が15指、zone4が13指であった。これらについて、手術時に縫合した神経の数、最終評価時の触
圧覚(SW)と静的二点識別覚 （static 2PD）の検査結果、paresthesiaおよびdysesthesiaのVAS
値を調査、上記群別に集計して検討を行った。
【結果】切断レベルが遠位になるにつれSWの健患側差は小さくなり、static 2PDも判別できる
指の割合も増え、paresthesiaのVAS値も低くなる傾向がみられた。Dysesthesiaについては明ら
かな相関を認めなかった。Zone1群のうち15指(88.2%)は神経縫合を施行していなかったが、同
群のSWの健患側差は平均0.462とわずかであり、static  2PDは全指で判別可能であっ
た。ParesthesiaのVAS値は平均10mmであった。Zone2群の神経縫合数には4例で2本・7例で1本・
8例で0本とばらつきがみられた。2本縫合した群はSWの健患側差が平均0.315と小さく、static
2PDも全指で判別可能であり、1本縫合した群や縫合しなかった群と比較して良好な結果であっ
たが、4例ともに鋭的切断でありそれが成績に関与した可能性も考えられた。
【結論】玉井分類zone1の切断指再接着後の症例では、神経縫合を施行せずとも触圧覚だけでな
く静的二点識別覚の回復も得られる。
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手部複合損傷の治療経験
treatment of mangled hand

○土田 芳彦

湘南鎌倉総合病院　外傷整形外科

【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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Saturated Salt Solution法固定CadaverによるSurgical Trainingの経験
The Experience of Surgical Training using the Cadaver embalmed by Saturated Salt Solution Method

○白井 隆之1,2, 林 省吾2, 伊藤 正裕2

1佐久市立国保浅間総合病院　形成外科, 2東京医科大学人体構造学分野

【目的】手術技術の向上のため、昨今cadaverによる手術手技セミナーが国内外で注目されてい
る。しかし、固定されたcadaverの組織は生体と大きく異なるため、その有用性を疑問視する声
もある。今回、saturated salt solution法（以下SSS法）固定cadaverによる皮弁挙上の
surgical trainingを経験したので報告する。
【対象と方法】東京医科大学人体構造学分野において、飽和食塩水を用いるSSS法固定した
cadaverを使用し、手外科領域で使用する皮弁の挙上トレーニングを施行した。SSS法固定
cadaverは3体を固定後3～6ヵ月にかけて何度かに分けて使用した。尚、本トレーニングは、研
究の一環として死体解剖資格者の監督下で施行した。
【結果】皮弁は、逆行性指動脈皮弁1例・前外側大腿皮弁2例・側頭筋膜弁1例を挙上した。一般
的なcadaver固定方法であるホルマリン固定においては、組織が硬化しており剥離操作が難しか
った。一方Thiel法固定では、水分量が少なく軟部組織が委縮してしまう傾向にある。SSS法固
定は、大量の食塩水を注入するため、水分量が非常に多く軟部組織の萎縮は少ない。そのた
め、軟部組織に関しては生体に近い印象であった。
【まとめ】SSS法固定cadaverを用いた手術手技トレーニングを施行した。SSS法固定
Cadaverは、皮膚切開、軟部組織や血管剥離の感覚は、生体と多少の違いはある。しかしなが
ら、軟部組織の萎縮が少なく、皮弁挙上手技の習得に有用と考えられた。また、長期間の保存
・使用に耐えられることも利点の一つであった。今後surgical trainingのためのcadaverに対
する法と環境の整備が求められる。
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遠位での尺骨短縮骨切り術後の遠位橈尺関節症に関する検討
Degenerative Change of Distal Radio-ulnar Joint Following Distal Ulnar Shortening Osteotomy

○河野 正明, 森実 圭, 千葉 恭平, 高須 厚
芝 成二郎

興生総合病院　整形外科

【目的】我々は主に尺骨突き上げ症候群に対し、一貫して遠位で尺骨短縮骨切り術（USO）を行
ってきた。近位でのUSO後の遠位橈尺関節（DRUJ）の変性についての報告はあるが、遠位での骨
切り後の報告はない。我々は遠位でのUSO後にDRUJに生じる変性変化につき検討した。
【方法】平成7年4月から平成23年10月までに遠位でUSOを施行した79例84手を対象とした。男性
21例23手、女性58例61手。手術時平均年齢は48.3歳。右手38手左手46手。手術時にTFCC縫合術
を行った症例が5手、月状三角骨間関節固定術を行った症例が1手あった。尺骨の短縮量は平均
4.2mmであった。この94手の術前および最終調査時の単純X線像を比較しDRUJに新たに生じた骨
棘を評価した。手術から最終調査までの期間は平均3.6年であった。
【結果】DRUJに新たな骨棘の発現が確認されたのは84手中11手(13.1%)であった。尺骨の短縮量
は、骨棘を認めた11手では平均4.8mm、認めなかった73手では平均3.8mmで、有意差を認めた。
またTFCC縫合術を併用した5手中2手(40%)で骨棘が出現していた。
【考察】近位でのUSO後の骨棘発現は16.7%～43.3％と報告者によりばらつきがある。今回遠位
でのUSO後では、諸家の報告よりも関節症の発現頻度が少なかった。森友らは40％で骨間膜中に
distal oblique bundle (DOB) が存在しDRUJの安定化に寄与しており、DOBの尺骨付着部より遠
位で骨切りすると、短縮してもDRUJの緊張は変化しにくいと述べている。今回遠位での骨切り
で、近位における骨切り後の報告と比して変性変化の発現が少なかったのはDOBの有無が関係し
ているのかもしれない。しかし短縮量が骨棘発現に関係しており、TFCC縫合術を追加した5例中
2例で骨棘を認めたことからも、遠位での骨切りでもDRUJの緊張が上がることが関節症性変化の
出現に関与していると考えられた。
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modified Sauve-Kapandji法における骨切り部近位断端制動の必要性
Clinical Symptoms in Modified Sauve-Kapandji Procedure without Stabilization of the Proximal Ulnar

Stump

○池田 純1, 川崎 恵吉1, 久保 和俊2, 富田 一誠2,3

稲垣 克記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学講座

3昭和大学江東豊洲病院整形外科

【はじめに】尺骨突き上げ症候群などに伴う遠位橈尺関節障害に対する治療の選択肢として手
関節形成手術は有用である。教室でも進行期遠位橈尺関節障害や随伴する伸筋腱断裂に対して
本法を施行し、安定した成績を得ている。しかし一方で、骨切りした尺骨骨切り部近位断端
（以下断端）の愁訴につながるという理由から断端を腱などで制動すべきとする報告を散見す
る。しかし、教室では特に断端を制動する処置は講じておらず、それに伴う愁訴の有無、問題
点を検討することが本報告の目的である。【方法】modified Sauve-Kapandji法の最近の10手を
対象とした。平均年齢73歳、男性1手、女性9手、術後平均経過観察期間は2年2か月で、基礎疾
患は関節リウマチ3手、尺骨突き上げ症候群7手であった。断端の疼痛と皮下突出に対する愁訴
発現率を検討し、断端の状態を単純X線画像で評価した。【結果】術直後断端の疼痛出現率は
80％、断端の皮下突出を愁訴とする症例は30％であった。しかし、疼痛は経時的に全例で消失
し、皮下突出に対する愁訴も術後１年の時点では全例で消失した。単純X線画像上、徐々に断端
が先細りとなり、断端より連続した異所性骨化が周囲組織に確認され、断端と周囲軟部組織が
骨性に癒着、制動されている様子がうかがわれた。【考察】断端が極端に転位する症例は認め
ず、経時的に除痛、制動される傾向が確認された。術後1年の時点では理学所見、自覚的にも同
部の掌背側への不安定感は認めなかった。教室では尺骨頭遠位端から３０ｍｍ程度での骨切り
をしており、骨間膜が概ね残存している点も安定性に影響していると思われ、あまり近位での
骨切りとならない工夫が肝要と考える。また、断端の異所性骨化が周囲との制動性に寄与する
可能性も考えられた。本結果より術中の骨切り部の制動は不要と思われた。
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尺骨断端切除後の尺骨断端不安定症に対するBreen法の治療成績
Stabilization of the Ulnar Stamp Using Breen Method after resection of the Ulnar Stamp

○松井 雄一郎1, 船越 忠直1, 本宮 真2, 瓜田 淳1

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】Darrach法、Sauvé-Kapandji法さらには橈骨月状骨間固定術などの術式の有効性は報告
されているが、術後に尺骨断端の不安定症に起因する断端部障害を生じる症例が存在する。こ
れに対し当科ではBreen法による尺骨断端の安定化術を行ってきた。そこで、尺骨断端切除後の
尺骨断端不安定症に対するBreen法の治療成績及び画像所見により本術式の有効性を調査したの
で報告する。
【対象と方法】対象は当科及び関連施設で2003年から2014年までに治療した4例5手で、手術時
年齢は平均62.6 (52～75)歳で男性3手、女性2手だった。このうち関節リウマチに罹患している
のは3手だった。術後平均観察期間は6.2年 (0.5～11年)で、術前には、全例に尺骨断端切除後
の断端部の疼痛と不安定性を認めた。手術では、尺側手根伸筋腱をproximal baseに、尺側手根
屈筋腱をdistal baseに半切し、尺骨断端に作成した骨孔に通して安定化させるBreen法を施行
した。臨床所見として疼痛、可動域、握力、modified Mayo Wrist Score、単純X線所見として
橈骨・尺骨間の距離 (Radioulnar distance、以下、RUD)を計測し評価した。
【結果】疼痛が消失したのが4手、改善したのが1手だった。術前手関節屈曲/伸展は平均
44°/51°、最終経過観察時平均44°/60°と伸展で改善傾向を示し、握力は対側比で48％から
76％と有意に改善した。最終経過観察時のModified  Mayo  Wrist  Scoreは平均80点で
excellent:3手、good:2手と臨床成績は良好だった。単純X線評価で、RUDは術前9.5mm、術後
10.6mmで有意な変化を認めなかった。
【考察】尺骨断端切除後の尺骨断端不安定症に対するBreen法施行後は、臨床成績は良好だっ
た。以上の結果は、尺骨断端が尺側手根伸筋腱及び尺側手根屈筋腱の両腱により制動化され安
定化したためと考えられた。
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STT関節症に対する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

Scaphotrapeziotrapezoid (STT) fusion with vascularized bone grafting from the radius for STT arthritis

○根本 哲也1,3, 川崎 恵吉2, 稲垣 克記1, 久保 和俊1

池田 純2

1昭和大学　医学部　整形外科学教室, 2昭和大学横浜北部病院, 3東京高輪病院

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キーンベック病、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。ＳＴＴ関節症の5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、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5手5名、ＳＴＴ関節症の5例はCrosby分類 grade 3であった。手術
施行時の平均年齢は70.4歳で女性５名、右4例、左1例であった。術後経過観察期間は平均3年6
か月であった。STT関節症の5例に対して、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。
結果】全例で骨癒合が得られた。術前平均可動域は背屈50°、掌屈46°であり、術後平均可動
域は、背屈40°、掌屈31°、握力は12.7kg、全例でＡＤＬ上は満足な結果が得られた。1例で術
後に一過性の橈骨神経浅枝領域の痺れが出現したが、経過観察のみで治癒した。まとめ】STT関
節症に対する血管柄付き部分手関節固定術は、全例で骨癒合が得られ、全例で良好な成績が得
られた。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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進行期STT関節症の治療経験
Treatment for Advanced Scaphotrapezial Trapezoidal Arthrosis

○浅野 研一1, 牧野 仁美1, 近藤 高弘1, 鈴木 正孝2

平田 仁3

1東海病院　整形外科, 2あいせい紀年病院

3名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学

【目的】進行したSTT関節症で疼痛のために日常生活に支障がある症例に対して治療を行っ
た．STT関節症の臨床経過を調べることと手関節X線を評価し，手根配列の変化について検討し
た．【対象と方法】STT関節症でCrosbyの分類grade3にて治療を行い追跡調査可能であった4例5
関節を対象とした．全例女性であり，両側例が1例あった．年齢は平均69歳であった．治療は保
存療法をまず行い，疼痛のため日常生活に支障がある症例に対して関節固定を3関節，関節形成
を1関節に行った．観察期間は平均52ヵ月であった．STT関節症に合併する手関節症，手関節可
動域，握力について調べた．X線学的評価として橈骨月状骨角(以下RLA)，橈骨舟状骨角(以下
RSA)，RI，VT，UVを計測した．患者立脚型の評価としてPRWE，HAND20を調べた．【結果】CM関
節症を3関節に合併した．橈骨手根骨間への関節症性変化は認めなかった．最終観察時の可動域
は平均掌屈48°，背屈48°，橈屈15°，尺屈30°であった．握力は健側比73％であった．X線は
初診時平均でRLA-18°，RSA36°，RI 27°，VT 13°，UV1.8mm，最終観察時平均でRLA-
18°，RSA52°，RI 26°，VT 16°，UV2mmを示した．PRWEは平均23点， HAND20は平均19点であ
った．【考察】STT関節症の進行した症例では，舟状骨の背屈に加えて月状骨の背屈が生じてい
た．STT関節症の進行とともに舟状骨の背屈が起こり，橈骨月状骨角が減少し，橈骨手根骨関節
の関節症が続発することが知られている．手術治療は橈尺屈の制限を認めたが，疼痛は改善し
た．手根配列の変化として舟状骨の背屈が矯正され月状骨背屈の進行を抑制したことが考えら
れた．
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Heberden結節のerosive変化について
Heberden's Nodes:erosive osteoarthritis

○酒井 伸英, 福本 恵三, 加藤 直樹, 菅野 百合
小平 聡

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

【背景】Erosive変化はRAの骨病変として用いられることが多いが、変形性関節症でも認めるこ
とがあり、1966年PeterらはHeberden結節のうちRAと類似した滑膜炎の所見を認めたもの
を、erosive osteoarthritis（以下EOA）と命名した。今回、Heberden結節患者でerosive変化
の有無について検討する。【対象および方法】2009～14年に当院でHeberden結節と診断された
患者は281例1363指、女性243例、男性38例、年齢平均59.2歳であった。罹患指は、母指63指、
示指353指、中指341指、環指267指、小指339指であった。正側面のX線像で評価し、2平面での
骨吸収領域があるものをerosiveとした。erosive+（E群）とerosive-（N群）に分け、性別・年
齢・罹患指・治療法を比較検討した。【結果】E群 は、76例（27%）188指、女性66例、男性
10例、年齢平均58.3歳であった。罹患指は、母指13指、示指53指、中指57指、環指24指、小指
41指であった。治療は、テーピングやNSAIDsが無効なものにステロイド関節内注射や手術（関
節固定術）を施行、注射は、E群45指、N群171指、手術は、E群25指、N群59指に行われた。両群
間に性別、年齢、罹患指に有意差はなかったが、注射と手術施行例は、E群で有意に多かっ
た。（χ²検定）E群で他指のHeberden結節にerosive変化のないものも存在した。【考察】EOA
が変形性関節症のsubsetであるか独立した疾患概念なのかは諸家によって異なり、明確な診断
基準はない。手指のerosive変化が2～3か所以上あり、RAや乾癬性関節炎が場外された場合に
EOAと診断されているのが現状である。サイトカインの関与も指摘されており、生物学的製剤の
使用が研究されている。EOAはnon-EOA と比べ症状が強く、注射や手術を行わざるを得ないこと
が多いが、ステロイド関節内注射が骨変形の進行に関与するとも考えられる。
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一般住民における手指変形性関節症とその関連因子
Prevalence and risk factors of hand osteoarthritis in Japanese general population

○佐々木 規博1, 上里 涼子1, 千葉 大輔1,2, 石橋 恭之1

中路 重之2

1弘前大学大学院　医学研究科　整形外科学講座

2弘前大学大学院　医学研究科　社会医学講座

(背景)手指変形性関節症(OA)に関する疫学調査の報告では年齢、性別、職業などが報告されて
いる。近年甲状腺疾患や骨粗鬆症との関連も報告されているが、その実態は明らかでな
い。(目的)一般住民検診において手指OAの有症率を調査し、その関連因子を特定すること。(対
象・方法)弘前市岩木地区における一般住民検診に参加した277名(平均年齢52.3歳、男性
117名、女性160名)を対象とした。アンケートにて職業、飲酒歴を聴取、また手の触診より
Dupuytren拘縮を診断した。全例両手単純X線を撮影し、指節間関節においてKellgren-Lawrence
分類grade2以上をOAとした。採血も行い、骨粗鬆症、甲状腺疾患、糖尿病に関連する項目を測
定した。統計的解析には重回帰分析を行い、従属変数にはOA関節数を、独立変数には年齢、性
別、職業、飲酒歴、Dupuytren拘縮の有無、採血の各項目(TRACP-5、オステオカルシン、遊離
T4、TSH、MMP-3、HbA1c)とし、有意水準はp＜0.05とした。(結果)手指OAは277名中140名
(50.5%)に認めた。重回帰分析より年齢(B＝0.242、β＝0.678、p＜0.001)、性別(B=1.593、β
=0.133、p=0.003)、遊離T4(B=4.400、β=0.128、p=0.004)、オステオカルシン(B=0.321、β
=0.101、p=0.02)の説明変数による重回帰式が得られ、説明率R2は0.508であった。(結語)一般
住民検診における手指OAの発生率は50.5%であり、関連する因子は年齢、性別、遊離T4、オステ
オカルシンであった。本研究より手指OAと甲状腺疾患および骨粗鬆症との関連が示唆された。
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手の良性腫瘍手術前後の患者立脚型機能評価
Patient-rated outcome measures before and after surgery for bone and soft tissue tumor of the hand

○山本 美知郎, 岩月 克之, 栗本 秀, 水島 秀幸
平田 仁

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

【はじめに】手外科医にとって手の腫瘍に遭遇する機会は多い。その多くは良性腫瘍であり、
手術の目的は病理診断のためのサンプリングと機能的、整容的さらには心理的な改善を得るこ
とである。しかし上肢の腫瘍手術前後の患者立脚型機能評価に関する報告は少ない。われわれ
は手術前後に患者立脚型機能評価表Hand20スコアを用いて評価している。【対象と方法】2007
年以降に上肢の腫瘍切除術を行った250例を対象とした。内訳はガングリオン63例、血管系腫瘍
30例、腱鞘巨細胞腫26例、神経鞘腫18例、内軟骨腫18例、脂肪腫18例、グロームス腫瘍16例、
線維腫14例、外骨腫12例、類上皮嚢腫10例、肉芽腫6例、血管平滑筋腫5例、その他が14例だっ
た。Hand20スコアを組織、サイズ、部位ごとに手術前後で比較した。【結果】術前後のHand20
スコアの平均値はガングリオンでは20.7から9.8に、血管系腫瘍は24.5から7に、腱鞘巨細胞腫
は13.3から6.3に、神経鞘腫では15.5から10.5に、内軟骨腫は19.4から2にそれぞれ有意に改善
した。脂肪腫は18.6から11.7に、グロームス腫瘍は9から5.3に線維腫は16.7から6.8に、外骨腫
では26.9から12.2に、類上皮嚢腫は18から14.9、肉芽腫は37.8から7、血管平滑筋腫は19.6から
8.2となった。サイズは1cm未満、1～3cm、3cm以上に分けたが3群間に差は認めなかった。部位
別では発生部位が近位になるほど術後のHand20スコアが悪い傾向を認めた。【考察】マイクロ
サージャリーや関節鏡を用いた最小侵襲手術を行い、多くの組織型でHand20スコアは有意に改
善していた。上肢の良性腫瘍の手術によって機能評価の改善が得られていた。
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当科における神経鞘腫の治療経験　核出術と術後神経障害
Schwannoma enucleation and postoperative nerve disorder

○大野 晋太郎, 有野 浩司, 尼子 雅敏, 平原 康文
根本 孝一

防衛医科大学校　整形外科学講座

2001から2013年に当科で腫瘍核出術を行った神経鞘腫58個について報告する。脊柱管内発生例
など、核出術を行わなかった神経鞘腫は除外した。
対象：男性6例女性14例、複数個発生が男性1例、女性2例であった。手術時平均年齢56.5歳。発
生部位は上肢15個、下肢38個、体幹5個であった。発生神経は脛骨神経13個、坐骨神経10個、皮
神経6個、腓骨神経5個、尺骨神経6個、正中神経4個、大腿神経3個、頚部神経根3個、橈骨神経
3個、肋間神経1個、趾神経1個、閉鎖神経1個、指神経1個、腓腹神経1個。大きさは3-60mmであ
った。後腹膜発生を2個認めた。いずれも腫瘤の自覚はなく、検診などによる偶発発見であっ
た。Tinel様徴候が陰性であった1個、後腹膜発生の1個を除き、いずれも術前に神経鞘腫、もし
くはその疑いの診断であった。術前の神経症状の増悪を含め、軽微な神経症状を術後に10個に
認めた。筋力低下はみとめず、知覚低下を呈したものが4個であり、9か月以内に回復した。し
びれの増悪を認めたものが6個であり、4か月以内に改善した。
考察：神経鞘腫はSchwann細胞由来の腫瘍であり、神経と連続している。腫瘍被膜には健常神経
束が散在しており、その温存が術後神経障害の予防に重要である。核出術は被膜を切開の後、
腫瘍実質のみを核出する方法である。罹患神経束は切離するが、被膜内の健常神経束を温存す
る。当科では慎重な核出術を行い、術後神経障害が少なかった。
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四肢に発生した神経鞘腫の治療成績
clinical result of the schwannomas developed to limbs

○前田 和洋, 千野 博之, 奥津 裕也, 湯川 充人
丸毛 啓史

東京慈恵会医科大学　整形外科

【目的】神経鞘腫は日常の手外科診療においてしばしば経験するが、核出術により、その予後
は比較的良好である。しかし、術後に神経脱落症状が生じ、その改善に長期間を要する症例も
散見される。そこで、今回、当科における神経鞘腫の術後成績を調査し、いかなる症例に神経
脱落症状が出現しやすいかを検討した。【対象】2003年から2014年までに外科的加療を行い、
術後の病理検査で良性の神経鞘腫と診断された32例40腫瘍を対象とした。内訳は、男性22例・
女性10例で、手術時年齢は21歳から86歳（平均49歳）であった。腫瘍の発生部位は、橈骨神経
10腫瘍、正中神経10腫瘍、尺骨神経5腫瘍、脛骨神経4腫瘍、腓骨神経4腫瘍、大腿神経2腫瘍、
坐骨神経2腫瘍、筋皮神経1腫瘍、指神経1腫瘍、筋肉内神経1腫瘍であり、多発例は5例であっ
た。発症から手術までの期間は2か月から240か月（平均49か月）、術後経過観察期間は1か月か
ら105か月（平均19か月）であった。手術は、全例に拡大鏡または顕微鏡を用いて愛護的に腫瘍
の核出術を行った。【結果】術後の再発はなかった。4例に運動神経の脱落症状を認めたが、3
から6か月で全例が回復した。これらはいずれも橈骨神経から発生したものであり、3例は径
30mm以上の腫瘍であった。また、知覚神経の脱落症状をきたしたものは5例あったが、全例で経
時的に改善した。このうち3例は多発例であった。【考察】核出術に際し、拡大視野で神経を愛
護的に扱うことは、新たな神経障害を招来しないために不可欠である。しかし、細心の注意を
払って手術に臨んでも神経障害を呈する症例が存在する。とくに、橈骨神経に発生する30mm以
上のものや多発例に対しては、今まで以上に十分な説明に基づく同意が必要であると考えた。
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Metachondromatosisの画像変化と特徴
Characteristic radiographic findings in patients with metachondromatosis

○鳥居 暁子, 関 敦仁, 飯ヶ谷 るり子, 高山 真一郎

国立成育医療研究センター病院　整形外科　

Metachondromatosisは多発性外骨腫症と並んで過誤腫症を主徴とする疾患である。手足に好発
する多発性の骨性隆起の他、骨盤や長管骨骨幹端部の内軟骨腫様変化、関節軟骨の小石灰化像
が見られる。本疾患と診断されれば骨性隆起が消退する可能性もあるため、特徴的なX線所見の
検討は鑑別診断および治療方針の決定に有意義である。 【対象と方法】2002年～2014年に当院
で経験した本疾患患者で、手部のX線画像に変化を来した13名を対象とし、骨性隆起と関節軟骨
小石灰化像の、発生部位および経時的変化（発生・消退）、さらに手術適応について検討し
た。 【結果】初診時年齢は平均3.3歳（5ヵ月～7歳）、経過観察期間は平均3年半（1年～
10年）であった。家族歴は親子例が3例、兄弟例が1組あった。骨性隆起は、手指では3ヵ月頃よ
り発症し中指、示指・環指、小指の順に多く、主に基節骨・中節骨でみられた。いずれも骨幹
端から骨端に向かい、一部隣接関節面に突出するものも認めた。中手骨では2歳頃より特に第2
～4の遠位に多く認めた。軟骨小石灰化像は主に手根骨で3歳頃より確認でき、手根骨骨化核と
は異なる部位に5例7手で1～4個認めた。骨性隆起の変化については、8例10手が経過観察期間8
ヵ月～5年で縮小あるいは消失し、初発年齢が低いと比較的短期間で消退する傾向がみられ、消
退の家族歴があるものはその可能性が高かった。経過観察中に、手指背側の骨性隆起が増大し
伸展制限をきたした1例と側屈変形が進行した2例では、発症から約2年で手術を施行したが、再
発は認めなかった。 【まとめ】当院で経験したmetachondromatosisの13例の画像変化と特徴を
検討した。手指の骨性隆起の経時的消退や手根骨の石灰化像は低年齢から認められるため、本
疾患の早期診断に有用である。関節機能障害を来した例では手術適応となる。
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MRIでの診断が困難であった上肢軟部腫瘤の検討
Soft tissue tumors in upper extremity: the discrepancy in diagnosis between MRI findings and histological

study.

○福田 誠1, 日高 典昭1, 金城 養典2

1大阪市立総合医療センター　整形外科, 2淀川キリスト教病院

【目的】一般に軟部腫瘍に対してMRIの所見のみで診断を確定することはできないとされてい
る．しかし，上肢については良性腫瘍がほとんどで，好発する腫瘍も限られているため，推測
が可能なことも多い．本研究の目的は，術前MRI所見と術後の病理診断をretrospectiveに調査
して，両者に相違があったものを検討することにより，今後の術前診断の精度向上に役立てる
ことである．
【対象及び方法】過去13年間にMRIを施行した上で手術を行い，診断の確定した上肢の軟部腫瘤
140例を対象とした。性別は男性60例、女性80例、平均年齢は50歳で、発生部位は手90例、前腕
23例、上腕27例であった。MRI所見による放射線科医の術前診断と病理診断の結果を比較した．
【結果】3例が悪性疾患だったが，それ以外は良性疾患であった。脂肪腫が最も多く21例、つい
で腱鞘巨細胞腫(GCT)20例、神経鞘腫17例、類表皮嚢腫11例、ガングリオン11例、グロームス腫
瘍8例，線維腫7例、血管腫5例、血管平滑筋腫4例、その他36例であった。術前MRI診断に対して
病理診断が一致していた率(A率)は56%で，腫瘍別では脂肪腫100%、神経鞘腫79%、グロームス腫
瘍73％，ガングリオン69%、類表皮嚢腫66%、GCT57%であった。一方，術後の病理診断からみて
術前にMRIで正しく診断されていた率(B率)は55%で、ガングリオン100%、脂肪腫95%、GCT90%、
類表皮嚢腫73%、神経鞘腫63%、血管腫40%、線維腫17%であった。診断に相違があった症例のほ
とんどが頻度的に少ない疾患で，デスモイド，結節性筋膜炎，平滑筋腫などであった．
【考察】脂肪腫以外の上肢軟部腫瘤のMRI診断率は高くなかった．B率が高く，A率の低いGCTで
は他の腫瘍をGCTと誤診しやすいこと，A率が比較的高く，B率の低い神経鞘腫では前腕，上腕に
比べて手に発生した場合に診断を誤りやすいことがわかった．
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手・前腕原発の悪性骨軟部腫瘍の検討
Primary malignant bone and soft tissue tumors of the hand and forearm

○園淵 和明1, 保坂 正美1, 綿貫 宗則1, 信田 進吾2

宮坂 芳典3

1東北大学　医学部　整形外科, 2東北労災病院　整形外科, 3仙塩利府病院　整形外科

【はじめに】手に原発する悪性骨軟部腫瘍は比較的稀である。当院にて手術を行った手・前腕
原発の悪性骨・軟部腫瘍の5例につき報告する。
【対象】症例は男性3例、女性2例、初診時平均年齢は46歳（35～69歳）で、悪性軟部腫瘍が
4例、悪性骨腫瘍が1例であった。悪性軟部腫瘍の発生部位は前腕が3例、手が1例で、組織型は
脂肪肉腫、未分化多形性肉腫、滑膜肉腫、明細胞肉腫が各1例であった。悪性骨腫瘍の1例は手
に発生した骨肉腫であった。初診時の症状は、腫瘤の自覚が3例で、腫瘤の自覚に加え疼痛がみ
られたものが2例あった。悪性を疑い当院へ紹介した前医の診断法として、画像所見によるもの
が3例、画像所見に加え針生検を施行していたものが1例、前医での手術検体によるものが1例で
あった。当院での治療は全例に外科的切除を行った。辺縁切除・広範切除を行い患肢温存がで
きたものが4例、患肢切断が1例であった。補助療法は2例に行われていた。術後経過観察期間は
2～68ヵ月（平均35.8ヵ月）で、予後は4例が再発・転移なく経過・機能ともに良好であった
が、1例は術後2ヵ月で腫瘍死した。
【考察】本症例群では4例で患肢温存ができ機能障害も認めていないが、前腕原発が多かったこ
とがその要因と思われた。実際手に発生した1例は、機能障害を恐れて手術を拒否し腫瘍死し
た。手においては手術に伴う機能障害のリスクが高いが、救命のためには十分な切除縁が重要
であることにかわりはない。
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手発生の類上皮肉腫
Epitheloid sarcoma of the hand

○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

【目的】類上皮肉腫は1970年Enzingerによって報告された非常にまれな軟部悪性腫瘍で、5cmを
超える症例では極めて予後の悪い転帰をたどる。主に手に発生する遠位型と体幹に発生する近
位型に分類される。今回過去10年間で当科にて加療した４症例（1例は近位型）から、その臨床
的特徴や治療成績について検討した。【症例】45歳男性　2年前から右肘前方の腫瘤と正中神経
麻痺が生じ当科受診した。腫瘍切除時の迅速病理検査で神経鞘腫の診断であったため、腫瘍切
除と機能再建術を施行した。術後病理診断で類上皮肉腫の診断が確定したので上腕切断を勧め
たが拒否され、腫瘍は手指指尖部まで拡大し難治性潰瘍となった。肺転移の診断後、IFO,ADMの
化学療法を行ったが効果なく、腫瘍死された。51歳女性　20年雨に中指指尖部の潰瘍ができ切
除術を受けた。1年前より同部位に再び軟部腫瘍と難治性潰瘍が生じ当科を紹介された。切除生
検の結果類上皮肉腫の診断で中指列切除と示指列移行術を施行した。術後再発や遠隔転移は認
めなかった。31歳男性　3か月前から母指基節部に径２ｃｍ程度の腫瘤あり紹介された。腱鞘巨
細胞種などの良性腫瘍を念頭に辺縁切除術を施行したが、術後病理診断は類上皮肉腫であっ
た。術後6か月治療せず経過観察し再発転移はない。【考察】類上皮肉腫は手に発生する悪性腫
瘍中では最も予後不良であり、5年生存率は40％程度と報告されている。腫瘍は手指皮下を浸潤
拡大し指尖部の難治性潰瘍となるのが特徴的である。化学療法は無効例が多く、IFO-ADMのプロ
トコールは当科治療の2例ともに効果不良でDODとなった。手術は広範切除が基本であるが、手
発生の場合は最初から切断術を考慮すべきと考える。しかし、2cm以下の小径腫瘍では辺縁切除
でも制御可能の症例もあり、個別の治療選択も検討せねばならない。
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変形性PIP関節症に対する表面置換型人工指関節置換術の治療成績
Surface Replacement Arthroplasty for Osteoarthritis of the Proximal Interphalangeal Joint: case series

○大森 信介, 森重 浩光, 杉田 英樹

香川県済生会病院　整形外科

【目的】変形性PIP関節症は疼痛や可動域制限の原因となり、DIP関節の変形に比べてADL制限を
来すことが多い。今回我々は変形性PIP関節症に対して人工指関節置換術を行ったので、その治
療成績を検討した。
【対象と方法】対象は変形性PIP関節症の6例7指、全例女性、示指1指、中指2指、環指4指で、
手術時年齢は平均58歳(40から67歳)、経過観察期間は平均17か月(3から45か月)であった。表面
置換型セメントレス人工指関節(ナカシマメディカル self locking finger system)を使用して
掌側進入で人工関節置換を行った。掌側板及び側副靭帯は再建し、3指で背側に皮切を追加して
伸筋腱付着部の骨棘切除を行った。術後は翌日から可動域訓練を開始した。術前と最終診察時
の関節可動域、自覚症状、X線所見、合併症について検討した。
【結果】関節可動域は術前平均22度(屈曲平均48度、伸展平均-27度)が術後平均64度(屈曲平均
76度、伸展平均-8度)に改善し、疼痛は全例で消失した。X線では最終経過観察時に弛みを認め
ず、2例に骨棘形成を認め、うち1例に尺屈変形を伴った。2例に関節拘縮を認め授動術を行っ
た。1例にスワンネック変形を認め、掌側板を縫縮して側索を掌側へ縫着した。
【考察】変形性PIP関節症に対する治療はまず保存的治療を試みるが、ADLに大きな制限を来し
た場合、手術療法も検討される。関節固定術は、疼痛は改善するが可動域が消失する。一方人
工関節置換術は除痛が得られるだけでなく、可動域が維持される。そのため、グリップに重要
な中指から小指では第一選択となりうると考える。また、示指ではつまみ動作の確保のために
まず関節固定術を検討しても良いが、本研究では人工関節置換術でも短期的な術後成績は良好
であった。長期成績に関しては今後検討を続けていく。
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変形性PIP関節症に対する表面置換型人工関節のアプローチ別にお
ける短期成績と合併症-掌側と背側アプローチの比較-

Comparison of short-term outcomes of surface replacement arthroplasty for osteoarthritis of PIPj-dorsal

approach vs. volar approach-

○白川 健, 代田 雅彦

さいたま赤十字　整形外科

変形性PIP関節症(PIP OA)に対する表面置換型人工指関節置換術(SRA)において、いずれのアプ
ローチを選択するべきか明確な指針は無い。本邦では、術後早期に可動域訓練を行える利点か
ら掌側アプローチの報告が多いが、屈曲可動域は良好であるものの屈曲拘縮傾向となりやす
い。一方、海外の報告では背側アプローチが主流であるが、伸筋腱の癒着や弛みが生じると成
績不良となる。今回、当院で行った掌側および背側アプローチSRAの短期成績および合併症につ
いて比較検討を行ったので報告する。
【対象と方法】いずれも表面置換型人工指関節置換を行った変形性指PIP関節症で、背側Chamay
アプローチを5例5指に行い、術後2週間程度の外固定を行った。掌側アプローチは10例12指で、
術翌日より可動域訓練を開始した。術後1年時のPIP可動域、合併症について検討した。
【結果】PIP平均可動域は、背側アプローチでは術前-17°/48°が術後-9°/63°、掌側アプロ
ーチでは術前-18°/69°が術後-25°/76°であった。合併症は、背側アプローチでは、２例で
伸展位強直となり観血的授動術を要した。掌側アプローチでは、手術中に伸筋腱付着部骨折が3
指に生じ、そのうちの1指で重度の屈曲拘縮となり、1指では伸展位強直により観血的授動術を
要した。
【考察】術後1年時のPIP可動域は両アプローチで同等であったが、背側アプローチでは伸展優
位、屈曲アプローチでは屈曲優位であった。合併症について、背側Chamayアプローチでは、術
前より存在する伸筋腱中央索と側索間の交通枝の拘縮の増悪により2指で伸展位強直となった
が、二期的にlateral band releaseが有効であった。一方、掌側アプローチでは、術中の伸筋
腱付着部骨折が成績不良因子と思われた。
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ＰＩＰ関節痛を主訴とする症例に対する浅指屈筋腱切除
Resection of flexor digitorum superficialis tendon for PIP joint pain

○平瀬 雄一, 平良 貴志, 戸張 佳子, 山田 哲生
戸田 千里

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：PIP関節の疼痛や可動域制限を主訴とする症例のうちでPIP関節のQOL改善を目的に手術を
試行した症例は242例367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：症
例総数は242例367指で、PIP関節の変形がある、いわゆるブシャール結節が157例230　指、PIP
関節変形のない、難渋するバネ指症例が85例137指含まれていた。手術は、当初は尺側だけの浅
指屈筋腱切除を行っていた（245指）が、再発例がみられたため以後は浅指屈筋腱の全切除を行
っている( 98例122指)。指基節部末梢に加えた小さな創で浅指屈筋腱を切離して、A1 pulley上
の小さな創から引き抜いて切除している。結果：当初の尺側腱のみの切離では、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、最近
は浅指屈筋腱全切除を基本としている。関節変形がある症例群のVASは安静17.34,運動54.33か
ら安静1.63,運動18.8に、DASH scoreは27.83から9.91に、%TAMは66.27から　　74に改善した。
関節変形のない難渋するバネ指群ではVASは安静時22.9,運動時42から安静時0,運動
12.8に、DASH scoreは34.3から9.3に、%TAMは75.6から88.4に改善した。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、痛みが生じていると推察される。慢性的な牽引はやがて関節破壊につながる。切腱術
は理にかなった術式で、特に浅指屈筋腱全切除は症状緩和にきわめて有用である。
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紡錘形皮切を用いた手指関節固定術
Distal interphalangeal joint and interphalangeal joint arthrodesis by spindle-shaped skin incision

○野々村 秀彦, 横井 達夫

岐阜県総合医療センター　整形外科

【目的】ヘバーデン結節などによる著しい手指DIP関節/母指IP関節痛に対し、最終的な治療と
して関節固定術が用いられる。われわれはDIP/IP関節の背側皮膚を紡錘形に切除するアプロー
チを開発し、指尖部からのヘッドレスコンプレッションスクリューによる固定と組み合わ
せ、DIP関節固定術に用いてきた。今回、母指IP関節固定術に応用し、DIP関節固定術との違い
を経験したので報告する。【対象と方法】2013年1月から紡錘形皮切を用いてDIP/IP関節固定術
を行い、4ヵ月以上経過観察し得た7例8指（母指1指、示指2指、中指3指、環指1指、小指1指）
を対象とした。対象は全例女性で、平均年齢は60.7歳（50～73）であった。原疾患はへバーデ
ン結節が7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7指に用いた。母指IP関節の症例1指に対しては、AcuTwistに
加え径1.0mm Kirshner鋼線（以下k-wire)2本を追加刺入した。術後外固定期間、および術後合
併症を検討した。【結果】術後外固定期間は平均6.4週（4～12週）であった。全例、関節痛が
軽快した。術後合併症として、1指に爪変形が生じたが、半年以内に消失した。また母指IP関節
固定術を行った1指は、固定性の不安からAcuTwist 1本に加え径1.0mm k-wire2本を追加刺入し
たが、術後4ヶ月時にk-wire1本が皮下より突出し疼痛出現したため、k-wireの抜釘を要し
た。【結論】紡錘形皮切を用いたDIP関節固定術の際、AcuTwistを指尖部より挿入する内固定法
は、手術も簡便であり、整容面からも、特に女性に対して有用な方法と考えられた。ただし母
指IP関節固定術の際は、内固定材料の選択や刺入方向について十分考慮する必要があると考え
られた。
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Fiber Wireを用いた新しい移行腱骨固定法の試み
New surgical procedure in transferred tendon fixation on phalanges using Fiber Wire

○宇佐美 聡, 本間 勉, 清水 寛章, 岡崎 睦

東京医科歯科大学　形成再建外科

手指の腱移行術にて骨固定を行う場合、1)骨孔を開けて直接腱を通す、2)pull-out wireを用い
る、3)suture anchorを用いる方法などが用いられてきた。しかし1)は、骨破損を生じたり、骨
孔に通す際に腱が裂ける危険性があり、2)はワイヤー感染や皮膚障害などの危険性があり、3)
は固定性に不安が残る場合がある。今回我々はFiber Wireを用いた新しい腱固定を試みた。対
象：症例は3例10指で、2例が正中尺骨神経麻痺（示～小指）に、1例が尺骨神経麻痺（環・小
指）に対して行ったintrinsic再建である。全例で力源としてECRLを利用し、背側ルートで移植
腱を介して基節骨に固定した。方法：最初にECRLを付着部より剥離し、移植腱を用意する。移
植腱をECRL展開部より深横中手靭帯掌側に通した後、末端を基節骨基部側方の小切開より引き
出す。移行腱の固定にはarthrex社4-0 FiberLoopを用いる。移行用の腱に津下法でloop針を2針
通して（4strand）腱断端へ引き出す。Lateral bandをかけないようにK-wireで骨孔を2か所開
け、loop針を直針にして骨孔に通した後、それぞれ対側で対となるWireと縫合固定する。最後
に緊張を調節しながら、移植腱とECRLをinterlace縫合する。結果：上記の方法にて移植腱の固
定が可能であり、術後も腱断裂やFiberWire締結部での疼痛、刺激症状などは認めなかった。考
察：FiberWireは本邦で2003年頃より使用され、長期成績における報告は渉猟し得なかったが、
従来の縫合糸を上回る破断強度，剛性をもち、柔軟性に優れた撚糸であるため縫合部が緩みに
くい印象がある。実際に、骨や腱固定に際し、従来用いられたwireの代用に使用される報告が
散見され、今回の経験より伸筋腱の固定に対しては十分な強度を持つと考えられた。今後は
Zone1屈筋腱や靭帯の固定などにも使用を拡大していきたいと考えている。
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上肢外傷に対する簡易陰圧閉鎖療法の簡便性と有用性
The convenience and availability of modified negative pressure wound therapy for upper extremity

trauma

○原 夏樹, 内田 陽一郎, 加藤 久佳, 田島 貴文

日本鋼管福山病院

【目的】1997年にArgentaらによって報告された陰圧閉鎖療法は、本邦においても2010年4月よ
り保険適応となった。近年、陰圧閉鎖療法を皮膚欠損創に対する肉芽形成促進目的や植皮部固
定のためのタイオーバー代わりに利用し、好成績を収めた報告を多く散見する。しかし既製品
の多くはレンタルによる使用となるため、突然の緊急手術症例には使用できない状況が発生し
得る。当院では陰圧閉鎖療法が保険適応となる前から、上肢外傷に対し入手しやすい材料を用
い好成績を収めているので紹介する。【方法】創の上にガーゼを3枚程度重ね、その上に14Fr吸
引カテーテルを置く。その上にさらに3枚程度のガーゼを重ね、デルマポアドレッシング
（ALCARE社）やTegaderm-Film（3M Health Care社）などで密閉する。吸引カテーテルを病室の
壁吸引を用いて100-120mmHg圧で吸引する。植皮部固定目的の際はガーゼを置かずに吸引カテー
テルのみを置いて密閉することもある。【症例1】66歳男性、交通事故で前腕に皮膚欠損創を受
傷した。簡易陰圧閉鎖療法を行い肉芽形成を促進し、後日全層植皮を行って生着を得た。【症
例2】66歳男性、芝刈り機で手背degloving損傷を受傷した。Debridmentとdefatingを行い分層
植皮後の固定目的に簡易陰圧閉鎖療法を行い生着を得た。【結論】陰圧閉鎖療法は皮膚欠損創
における肉芽形成促進や植皮部の固定を得るための優れた方法である。当院における簡易陰圧
閉鎖療法は、入手しやすい材料を用いているため緊急手術時にも活用できる。これまでにトラ
ブルとなった症例はなく、簡便で有用な方法と考えている。
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掌背側皮膚軟部組織欠損に対するtwin-faced abdominal flapsによる再
建

Twin-faced abdominal flaps for massive soft tissue defect of the hand region

○奥原 裕佳子1, 横田 和典1, 四宮 陸雄2, 砂川 融3

越智 光夫2

1広島大学病院形成外科, 2広島大学病院整形外科

3広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学

【はじめに】四肢の組織欠損に対する再建の手段として遊離皮弁で再建できないものはないと
言っても過言ではない．しかし主要血管を温存しなければならない場合や血行再建が困難な場
合などには有茎皮弁に頼らざるを得ない場面もある．さらに掌背側を被覆しなければならない
場合は，大きな皮弁が必要である．我々は，腹部に2つの皮弁を作成し，最終的にそれらが向か
い合った2つの皮弁となるデザインを考案した．掌側と背側を十分な組織で被覆し，かつ供与部
位を一期的に縫縮でき良好な結果を得たので報告する．【方法】掌背側に皮膚軟部組織欠損を
認める症例4例を対象とした．受傷機転は熱圧挫傷1例，機械による巻き込みが3例であった．同
日に腹部皮弁を行った症例2例，再接着施行後，後日デブリードマン，腹部皮弁を行った症例が
2例であった．手術方法は腹部に一方は掌側，もう一方は背側を被覆するための2つの皮弁をデ
ザインした．皮弁挙上後，供与部位を縫縮していき最終的に皮弁が向かい合う形とし，2つの皮
弁が手を挟み込むように掌側と背側を被覆した．【結果】全例において皮弁は生着した．1例で
皮弁の血行には問題がなかったものの骨髄炎を引き起こし，腹部皮弁術後7か月でデブリードマ
ンを行った．最終的に2例で趾間分離術を行い，1例でwrap around flapによる母指の再建を行
った．【考察】1例において術後に骨髄炎を引き起こしたが，これは患肢をなるべく温存しよう
とした結果と考えられ，皮弁側の血行に問題はなかった．一つの大きな腹部皮弁で被覆する場
合，random pattern flapの原理を考えると非常に大きな皮弁となり，躯幹正中を越え壊死を来
しやすくなる．その点本法では二つの皮弁とすることで正中を越えることなくデザインするこ
とができ，かつ供与部位も一期的に縫縮でき非常に有用である．
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HKSSH フェロー発表
Unstable distal radius fractures in the elderly :

A case-control study comparing locking plate with casting

○Dr Sara Hoi Yiu Tong

Tseung Kwan O Hospital, Hong Kong

There is much controversy regarding the optimal management of displaced distal radius fractures in
elderly patients.  A retrospective case-control study comparing the outcomes of plating and casting for
unstable distal radius fracture in Chinese elderly aged sixty to eighty years was conducted. Sixty-one
subjects were treated either operatively with locking plate or conservatively with casting, followed by
mobilization and strengthening exercises. Clinical, radiological and functional outcomes were assessed
six months on average after treatment.  No statistically significant differences in range of motion and grip
strength were found in two groups while radiographic parameters and functional outcomes (based on the
quick Disability of Arm, Shoulder and Hand scores) were significantly better in plating group. We
concluded that plating is preferred to casting for unstable distal radius fracture in the elderly of 60-80
years old.
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3Bunnellフェロー発表 Fragility Fractures of the Distal Radius

○Dr Tamara D. Rozental

Beth Israel Deaconess Medical Center, USA

Background
With a growing elderly population, fragility fractures have become increasingly common. A low-energy
distal radius fracture (DRF) is often the first presenting sign of underlying osteoporosis and
approximately 10% and 30% of men will suffer an upper extremity fragility fracture in their lifetime.

 Methods
The records of patients >age 50 treated for DRF were reviewed. Rates of osteoporosis screening and
treatment as well as differences between men and women were analyzed.  Subsequently, patients were
randomized to surgeons ordering a BMD in the clinic vs. primary care physicians (PCP) taking the
initiative. We recruited 40 premenopausal women with recent DRF (FX) and 80 matched non-fracture
controls (CONT) to analyze trabecular and cortical microarchitecture at the distal radius and tibia by high-
resolution peripheral quantitative CT.

Results
Following DRF, 21.3% of patients had a BMD and 78.7% were never screened.  Osteopenia was the most
common diagnosis (56.9%). Most patients (72.5%) were not treated after fracture. While 66% of women
had a BMD after injury, only 18% of men were (p<0.0001) evaluated and men were 15 times less likely
to be treated (p<0.0001). Patients who had a BMD ordered in the orthopaedic clinic had 2 to 3-fold
greater rates of BMD testing (92.6% vs. 33%, p<0.001), and initiating osteoporosis therapy (74.1% vs.
26.1%, p<0.001) than those who relied on their PCP.
In premenopausal women, trabecular microarchitecture was worse in FX vs CONT at both the distal
radius and tibia. FX had lower total density, trabecular density, number and thickness compared to CONT
(-6 to -14%, p<0.05 for all). Trabecular density, thickness, separation and distribution of trabecular
separation remained significantly associated with fracture after adjustment for age and ultradistal radius
BMD (adjusted OR’s: 1.94 - 2.04, p<0.05).

Summary:
1) Evaluation and treatment rates for osteoporosis after fragility fracture remain low.
2) Fewer men than women are evaluated and treated for osteoporosis.
3) Ordering a BMD in the orthopaedic clinic can dramatically improve screening rates.
4) Premenopausal women with DRF have significantly poorer bone density and microarchitecture at
the distal radius and tibia compared to non-fracture controls.
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重度手部前腕開放骨折の治療成績
Surgical outcome for Severe open fracture of hand and forearm

○谷川 暢之1, 齋藤 貴徳1, 飯田 寛和2

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

【諸語】手部前腕開放骨折において、手背部皮膚欠損、伸筋腱断裂や伸筋腱引き抜き損傷、血
管神経損傷を伴う高エネルギー外傷の場合、術後腱癒着や関節拘縮が必発であり、治療に難渋
する。我々は、受傷後即時に多発開放骨折に対する骨接合術、伸筋腱縫合術や一期的腱移行術
を施行し、その後スプリントを併用した早期運動療法を施行して加療してきた。そこで今回、
当院の術後治療成績を調査した。【対象】機械への巻き込みや交通外傷による動力機器を介し
て受傷した伸筋腱損傷を伴う重度手部前腕開放骨折14例を対象とした。受傷時年齢は24歳から
64歳、平均53.2歳であった。軟部組織損傷は、Gustilo 分類のtype3Aが6例、3Bが4例、3Cが4例
であった。全例共に手指手部前腕の多発骨折例であったが、この内9例に中手骨の開放骨折を認
めた。伸筋腱開放性損傷をZone VからVIIIに認め、一期的腱移行術を6例に施行した。遠位橈尺
関節内損傷が著しかった3例には、一期的Sauve-Kapandji法を施行した。背側皮膚欠損4例に対
しては、1例に即時腹壁皮弁、3例に二期的植皮や皮弁移植を施行した。【結果】MP/PIP関節拘
縮に対して、8例19関節に観血的関節授動術、1例に人工関節置換術を施行した。偽関節を1例に
認め、腸骨骨移植併用下再固定術を追加した。最終調査時のChenの評価基準では、クラスIが
6例、IIが6例、IIIが2例、廃用手であるIVは認めなかった。【考察】重度手部前腕外傷に対し
て、骨関節・軟部組織の早期安定化、早期運動療法の併用、更に追加手術を加えることにより
良好な機能回復に繋がった。
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肘関節脱臼・橈骨遠位端骨折同側損傷症例の検討
Elbow dislocation with ipsilateral distal radius fracture

○中後 貴江1, 松橋 美波2

1兵庫県災害医療センター　整形外科, 2神戸赤十字病院　整形外科

【目的】肘関節脱臼・橈骨遠位端骨折同側損傷6例について検討した。【方法】症例は兵庫県災
害医療センターおよび神戸赤十字病院にて治療を行った肘関節脱臼・橈骨遠位端骨折同側損
傷、男性4例、女性2例で、年齢は27～78歳であった。受傷機転は全例高所からの転落で、合併
損傷は3例で認めた。全例で受傷当日に徒手整復後創外固定または外固定を行い、必要に応じて
洗浄・デブリドマン、血行再建を行った。後日肘関節と手関節それぞれに対し、二期的に観血
的治療を行った。損傷形態、治療法について検討した。【結果】肘関節脱臼はsimple
dislocationが4例、complex dislocationが2例で、complex dislocationのうち1例は鉤状突起
骨折を、1例は鉤状突起骨折と橈骨頭骨折を合併するterrible triadであった。開放脱臼は1例
で、2例で上腕動脈損傷を合併していた。橈骨遠位端骨折はAO分類23-A2が1例、23-C3が5例
で、4例が開放骨折であった。初期治療として肘関節脱臼に対しては、徒手整復後4例で外固定
を、2例で創外固定を行った。外固定を行った4例中3例は経過中に再脱臼を来し、2例で後日創
外固定を追加した。橈骨遠位端骨折に対しては5例で創外固定を行った。全症例で肘関節に対し
て靭帯修復術および骨折観血的内固定術を、手関節に対し骨折観血的内固定術を二期的に行っ
た。【考察】肘関節脱臼・橈骨遠位端骨折同側損傷は高エネルギー損傷に起因し、不安定性が
強く整復位の保持が困難であることが多い。肘関節と手関節創外固定の併用は、初期の安定性
獲得に非常に有用であり、また管理も容易で、二期的手術にスムーズに移行することが可能で
あった。
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高圧注入損傷の治療経験
The treatment of high pressure injury

○森実 圭, 河野 正明, 千葉 恭平, 高須 厚
芝 成二郎

里仁会 興生総合病院 整形外科

【目的】高圧注入損傷は比較的稀な外傷である。治療に難渋した手部高圧注入損傷の3症例を報
告する。【症例1】28歳　男性　塗装作業中にペイントガンで誤って左中指PIP掌側に塗料を誤
って注入し、当院受診した。単純X線像で注入部以遠へ注入された塗料を認めた。同日緊急手術
にて屈筋腱腱鞘にそって広がった塗料の除去、軟部組織のdebridmentを行った。その後注入部
以遠の掌側組織が壊死となった。軟部組織欠損部を母指球皮弁で被覆したが、その後創部感染
を発症し、骨髄炎にいたり断端形成術を施行した。【症例2】21歳　男性　塗装作業中にペイン
トガンで誤って左母指MP関節尺側に注入し、当院受診した。単純X線像で注入部周囲に塗料を認
めた。同日塗料の除去、周囲軟部組織のdebridmentを施行した。その後母指尺側の注入部周囲
の皮膚が壊死となり、後日hemipulp flapを施行し患指を温存できた。【症例3】20歳　男性　
塗装作業中にペイントガンで誤って左手掌に塗料を注入し、同部の疼痛あり、当院受診した。
神経血管障害は認めなかったが、単純X線像で大量の異物を認めた。同日緊急手術にてthenar
spaceに注入された塗料のdebridmentを行った。注入部周囲の皮膚欠損が残存し、屈筋腱が露出
していたため、逆行性橈側前腕皮弁にて欠損部を被覆した。その後左示指DIP関節の屈曲が不能
となり、深指屈筋腱皮下断裂を認めたが特に就労や日常生活について本人の不具合の自覚はな
く経過している。【考察】高圧注入損傷は塗料や溶剤が高圧で注入され、組織障害を引き起こ
す重篤な外傷である。緊急での徹底的なdebridmentを要し、注入された異物はX線不透過物質で
あれば透視、不透過物質であれば広く展開しての目視で残存の有無の確認が必要となる。注入
部周囲が壊死に至ることが多く、皮弁での被覆が必要である。
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1-A-EP-4

小指基節部高度外傷後の拘縮に対し、腱剥離に逆行性有茎筋膜脂肪
弁移植を追加した2症例の検討

Extensor tenolysis with reversed vascular pedicle adipofascial flap for PIPjoint contracture following

crush injury in the proxymal phalanx of the lille finger , 2 cases of report,

○梶原 了治

松山赤十字病院　整形外科

【目的】指基節部の高度外傷後に生じた伸筋腱の癒着に対する腱剥離単独の成績は再癒着を招
くことが多い。今回基節部外傷（切断指再接着、基節骨開放性骨折＋屈筋腱損傷）の術後に伸
筋腱の癒着による可動域制限を生じた2症例に対して吉津らが報告した伸筋腱剥離後の有茎脂肪
弁移植を行って癒着防止を図ったので報告する。【対象】症例1：プレス機に小指を挟まれて左
小指を不全切断。基節骨中央での切断指再接着を施行。屈筋腱の癒着は生じなかったが伸筋腱
の癒着による屈曲障害が遺残（PIP伸展-25°屈曲40°、DIP伸展-20°屈曲40°、TAM125°）し
た。長掌筋腱を用いて菲薄化した中央索の補強を行い、腱剥離の後手背から逆行性の筋膜脂肪
弁を挿入した。症例２：30kgのボンベを持ったまま転倒して階段の角とボンベの間で右小指を
挟まれて受傷。屈筋腱損傷、基節骨開放性骨折、指神経損傷を受傷。術後5週で屈筋腱を再断裂
し、腱移植施行。続いて基節骨が偽関節に陥り骨移植＋背側からのプレート固定を行った。骨
癒合後伸筋腱の癒着によるPIP関節の伸展制限（PIP伸展-80°屈曲80°、DIP伸展-20°屈曲
40°、TAM110°）と屈筋腱のbowstringが遺残したため、抜釘・腱鞘再建・中央索の補強・腱剥
離に続いて手背からの逆行性筋膜脂肪弁を挿入した。【結果】症例1は術後1年でPIP伸展-20°
屈曲90°、DIP関節伸展-20°屈曲55°TAM 190°、症例2は術後6カ月でPIP伸展0°屈曲80°DIP
伸展-20°屈曲60°TAM210 °であった。2例ともに現職に復帰した。【考察】伸筋腱剥離後の有
茎脂肪弁挿入の利点として吉津らは血行の存在に伴う癒着防止目的意外に脂肪弁の組織量に伴
う指背腱膜遠位に緊張をもたらすことで緩みを減らすことができると述べている。本法は基節
部高度外傷後の伸筋腱癒着に対して有用な方法と考えられた。
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1-A-EP-5

上腕動脈穿刺法によるカテーテル治療後の陳旧性合併症
Complications after brachial artery catheterization without early surgical intervention

○新谷 康介1, 岡田 充弘1, 上村 卓也1, 中村 博亮1

高松 聖仁2

1大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学, 2淀川キリスト教病院 整形外科

【はじめに】血管カテーテル治療において、しばしば肘部上腕動脈穿刺法が選択される。近
年、手外科においてもその合併症についての治療報告が散見される。血管カテーテル後の血腫
による合併症は緊急治療が必要であるが、合併症発生後に緊急治療がされず陳旧例となった症
例に対する報告は少ない。今回我々が経験した血管カテーテル治療後の陳旧性合併症に、若干
の文献的考察を加えて報告する。【対象】症例１：49歳男性。他院にて急性心筋梗塞に対し
て、肘部上腕動脈穿刺による緊急カテーテル治療を行った。シース抜去後より、血腫の充満に
よる上肢コンパートメント症候群を呈するも、併存症の問題から外科的治療は行われなかっ
た。12ヶ月後、患肢はフォルクマン拘縮を呈しており、筋前進術を行った。手指の機能障害は
残存している。症例2：78歳女性。他院で閉塞性動脈硬化症に対するカテーテル治療を行った。
その後、肘部の腫脹を認め、正中神経領域の知覚障害と運動麻痺が出現したが、経過観察され
ていた。症状改善なく、精査により陳旧性血腫による肘部での正中神経圧迫像を認めた。電気
生理学的検査から高位正中神経麻痺と診断し、24ヶ月後、血腫除去と神経剥離術を施行した。
術後、知覚障害は軽度改善したが、運動麻痺は残存した。【考察】血管カテーテル治療に伴う
合併症の原因として、複数回の穿刺や圧迫止血不足で起こる事が多い。特に血管カテーテル治
療に際して、抗凝固薬・抗血小板薬の使用は必須であり、血腫による合併症は重篤になる可能
性が高い。新鮮例においては、筋膜切開などによる緊急治療により機能障害は軽度に抑えるこ
とが可能である。陳旧例では、本症例のように治療効果は限定的である。血管カテーテル治療
の合併症発生時は、できるだけ速やかに外科的治療を行うことが望ましいと考える。
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1-A-EP-6

心血管手術後の虚血再灌流による上肢コンパートメント症候群の２
例

Two cases of acute compartment syndrome causing reperfusion of ischemia after cardiovascular surgery

○佐藤 大, 永野 裕介, 下段 俊, 藤田 諒, 羽場 等

市立釧路総合病院　整形外科

【はじめに】急性コンパートメント症候群(Acute compartment syndrome; ACS)は神経、筋肉に
不可逆性変化が発生しうる緊急疾患である。心血管手術後の虚血再灌流による上肢ACSの2例を
経験したので報告する。
【症例１】60歳男性。心窩部痛のため当院心臓血管外科へ搬送、急性大動脈解離の診断で右鎖
骨下動脈を遮断し、上行弓部置換術が施行された。血流再開後から右上肢が腫脹し、手術後か
ら麻痺を認めたため、当科紹介。右上肢の腫脹、麻痺、他動運動痛、筋区画内圧の上昇でACSと
診断し、緊急的に掌側区画の減張切開術を施行。Shoelace法を行い第7病日に閉創した。橈骨神
経麻痺が遷延したが、作業療法を行い徒手筋力テストで４と回復している。
【症例２】87歳男性。右上肢痛で当院心臓血管外科へ搬送。右上腕動脈の急性動脈閉塞症の診
断で血栓摘除術が施行され、血栓摘除後に右前腕が腫脹し当科紹介。右前腕の腫脹、麻痺、筋
区画内圧の上昇でACSと診断し、緊急的に掌側区画の減張切開術を施行。Shoelace法を行い第8
病日に閉創、術後は橈骨神経麻痺を認めたが、現在は徒手筋力テストで5と回復している。
【考察】一般に心血管疾患患者のACSの原因は急性動脈閉塞、大動脈内バルーンパンピング挿入
などであり下肢に発生することが多い。上肢では鎖骨下動脈周囲の側副血行路の発達や筋肉量
が少ないため心血管手術後の上肢ACSの報告は少ない。解剖体を用いた研究で前腕の掌側区画の
減張切開のみで他の筋区画の減圧が得られたという報告がある。本症例2例とも掌側区画のみ減
張切開を行ったが、術後早期は橈骨神経麻痺が遷延した。虚血再灌流によるACSでは、血行再開
後に急速に筋区画内圧が上昇し複数の筋区画に不可逆性変化を生じさせる可能性があるため、
掌側減張切開後に他の筋区画内圧の測定が必要であると考えられる。
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1-A-EP-7

手外科領域における持続末梢神経ブロックを用いた早期リハビリテ
ーションの経験

The Experience of the Early Rehabilitation with Continuous Peripheral Nerve Block

○立松　 尚衞1, 岡本 秀貴1, 川口 洋平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

【はじめに】手外科領域の術後早期リハビリテーションでは疼痛が強く十分な訓練ができない
こともある。今回、持続前腕末梢神経ブロックを併用してリハビリテーションを行ったので報
告する。
【方法】対象は2013年11月～2014年3月に本法を行った4例で、男性3人、女性1人。年齢は35～
48歳。関節授動術2例、腱剥離術2例に併用した。直視下で神経近傍に硬膜外カテーテルを留置
し持続末梢神経ブロックを行った。術中と術後の鎮痛に使用し、退院後の外来通院時も使用し
た。留置神経は正中神経が3例、尺骨神経が1例。評価項目は、術後疼痛、留置期間、合併症、
術前と最終可動域とした。
【結果】術後2日目の疼痛はVAS：0～3.0（平均1.5）で、留置期間は4～12日（平均8.3日）であ
った。合併症は1例に留置カテーテル自然抜去を認めた。自動関節可動域は腱剥離術で母指IP関
節屈曲0°から55°、示指DIP関節屈曲30°から60°に改善し良好であったが、関節授動術では
中指PIP関節屈曲が25°から50°、環指PIP関節屈曲が40°から60°、右小指PIP関節伸展が-
60°から-50°で腱剥離術と比較し改善が少なかった。
【考察および結語】整形外科領域の術後鎮痛法には鎮痛剤内服以外に静脈内オピオイド持続投
与、持続硬膜外麻酔、持続末梢神経ブロックがあるが、手外科領域での持続末梢神経ブロック
の報告は少ない。手外科手術おいて腱剥離術や関節拘縮授動術では、術中での自動関節可動域
が確認できる麻酔が望ましい。また、腱の癒着や関節拘縮を防ぐために早期運動療法が必要で
あり、早期運動時における適切な鎮痛が必要である。そのため、術中に指の自動運動を温存
し、術後の鎮痛にも活用できる本法は有用と考える。本法は直視下で神経近傍にカテーテルを
留置し訓練時に確実な鎮痛が得られ、外来通院でも使用でき有用と考える。
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1-A-EP-8

エピネフリン含有リドカインを用いた手指局所麻酔の有用性
Usefulness of digital local anesthesia using Lidocaine with Epinephrine

○楠原 廣久, 和田 仁孝, 西脇 仁, 末吉 遊
磯貝 典孝

近畿大学　医学部　形成外科

【背景】腱の手術は基本、周囲の神経血管の損傷を防ぐため無血野での手術が推奨される。通
常ターニケットで駆血するため、伝達もしくは全身麻酔で行われるが、術中に腱の自動滑走を
確認できないため、腱の緊張や剥離が十分かの判断に苦慮する。一方、局所麻酔では出血量を
抑えるため通常、エピネフリン（以下E）含有リドカインを使用するが、手指での使用は本邦で
禁忌とされている。しかし現在、手指におけるE含有リドカイン使用の安全性が海外で見直され
ている。【目的】われわれは E含有リドカインによる局所麻酔で手指の手術を行い、合併症な
く良好な結果得られたので報告する。【方法】2011年6月から2014年10月までの３年４ヶ月間、
当院でE含有リドカインによる局所麻酔を行った手指手術症例を対象とした。Lalondeらの方法
に準じ、患指中枢皮下に１０万倍希釈のエピネフリン含有１％リドカインを注入後、手掌指節
皮線、PIP皮線、DIP皮線上皮下を順にそれぞれ注入した。結果、術後，血行障害などの合併症
を来たした症例はなかった。【考察】Lalondeらは、E含有リドカインを使用して、手のwide
awake surgeryを提唱し安全性を示してきた。本法により無血野を保ちつつ、腱の自動運動が可
能となり、術者と患者がともに術中、可動域が得られたことを確認できる利点がある。近年、
本邦でもE含有リドカインでの指ブロックについての報告が散見されるようになったが、本邦の
E含有リドカインの添付文書では禁忌と示されており、変更は容易ではない。本法は、入院設備
のないクリニックでも腱の手術が容易となり、非常に有用な方法と考える。今後広く検討してE
含有リドカインでの指麻酔の安全性を証明し、推奨していきたい。
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1-A-EP-9

指瘢痕拘縮に対する連続５皮弁Z形成術の有用性
Multiple five flap Z plasty using finger burn contructures

○黒川 正人, 中馬 隆広

熊本赤十字病院　形成外科

【目的】乳幼児の手指における熱傷後瘢痕拘縮はしばしば遭遇する疾患である。特に，指間部
を含む重度の瘢痕拘縮では治療に難渋することがある。今回，我々はこのような手指の熱傷後
瘢痕拘縮に対して通常の５皮弁Z形成術を連続して組み合わせた連続５皮弁Z形成術を用いて有
用であったので，ここに報告する。【方法】手術のデザインは，通常の５皮弁Z形成術を複数個
組み合わせる方法と，５皮弁Z形成術に連続Z形成術を連続させる方法がある。５皮弁Z形成術を
組み合わせる場合には，拘縮を挟んで反対向きのY-V形成が交互に連続することとなる。まず指
間部に５皮弁Z形成術を行い，それに連続して指の瘢痕拘縮に対する５皮弁Z形成術または連続Z
形成術を行った。キルシュナー鋼線による固定は行わず，術後はガーゼを用いたbulky
dressingを行った。【成績】乳幼児の手指熱傷瘢痕拘縮の５例に対して本法を用いた再建を行
った。全例は複数指の瘢痕拘縮および指間部の水かき変形を伴っていた。広範な熱傷後瘢痕を
認める症例で皮弁尖端の壊死をきたしたものが１例あったが，他に術後合併症をきたした症例
は認めなかった。【考察】一般に連続５皮弁Z形成術は連続Z形成術よりも延長効果が高いと言
われている。単一の５皮弁Z形成術では延長効果に限界があるが，５皮弁Z形成術を組み合わせ
ることで指間部のみならず指の瘢痕拘縮も解除でき，連続Z形成術よりも延長効果が優れている
と考えられる。ただし，皮弁のデザインは複雑となることと，一部の皮弁血流が若干悪くなる
ことが欠点である。
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1-A-EP-10

若年者における肘部管症候群の治療成績
Treatment of Cubital Tunnel Syndrome in Patients Aged Under Twenty Years

○有冨 健太郎1, 岩瀬 嘉志2, 内藤 聖人1, 楠瀬 浩一3

金子 和夫1

1順天堂大学　医学部　整形外科, 2順天堂東京高齢者医療センター整形外科

3東京労災病院整形外科

【目的】若年者, 特に20歳未満の肘部管症候群は骨折の既往や投擲動作のスポーツなど原因が
明らかでない場合稀である. 今回我々は20歳未満の4肘の肘部管症候群の治療成績について検討
した. 【方法】 対象は2005年以降に当院で手術を行った, 4例4肘, 男性1例1肘, 女性3例3肘,
年齢は15̃19歳(平均16.7歳), 発症から手術までの期間は5̃46か月(平均15か月), 術後平均観察
期間は18.7か月だった. 肘部管症候群の原因として考えられるのは, 外反肘が1肘, 尺骨神経の
脱臼が1肘, 外反肘と尺骨神経の亜脱臼の合併が1肘, 不明が1肘だった. 症状は全例で筋力低
下, 尺側のしびれを認めた. 肘関節の痛みは1例で, 鷲手変形を3例に認めた. 肘部管をはさん
だ神経伝導速度は運動神経, 知覚神経とも全例遅延していた. 術前の障害は赤堀の病期分類で
は第3期3肘, 第4期1肘だった. 症状が進行性であったために, 皮下前方移行術を施行した. 手
術は, Osborne靭帯を含めて肘部管を開放して, 中枢および末梢まで十分に神経の絞扼を解除,
伴走血管はできるだけ温存しながら神経を剥離して, 皮下前方移行した. 術後成績は赤堀の予
後評価基準を用いた. また合併症有無を調べた. 【結果】手術所見は全例内上顆付近で神経は
瘢痕組織に圧迫, 癒着していた. 術後早期より症状改善, 赤堀の予後評価基準では優4肘, 良
0肘, 可0肘, 不可0肘であり症状の改善を認めた. 術後合併症は認なかった. 【考察】若年者の
肘部管症候群は, 骨折の既往や投擲動作のスポーツなど原因が明らかでない場合は, 診断に苦
慮する. 症状として肘関節の痛みなど軽症であることが報告されているが, 我々の症例では全
例第3期以降であり, 診断には神経伝導速度が有用であった. 治療は皮下前方移行を行い, 全例
で回復しており, 若年者にも有効な治療法と考える.
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1-A-EP-11

尺骨神経のfriction neuropathyに対する尺骨神経筋層下前方移動術
anterior submuscular transposition of the ulnar nerve for the treatment of friction neuropathy

○浅田 麻樹1, 藤原 浩芳1, 小田 良1, 玉井 和夫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（整形外科）, 2松下記念病院

【目的】尺骨神経のfriction neuropathyに対して，早期の社会復帰やスポーツ復帰のために，
神経剥離術，King変法，尺骨神経皮下前方移動術，筋層下前方移動術などの手術療法が行われ
ている．今回，尺骨神経のfriction neuropathy 6例に対して上腕骨内上顆骨切りを併用した筋
層下前方移動術を施行し，治療成績を検討することを目的とした．
【方法】尺骨神経のfriction neuropathy 6例（年齢14～47歳，平均30.5歳，女性5例，男性
1例，経過観察期間2ヵ月～１年4ヵ月，平均8.4ヵ月）に対して，上腕骨内上顆の骨切りを併用
した筋層下前方移動術を施行した．骨切り部は，スクリューまたはアンカーによる骨接合を行
った．
【結果】全例，術後早期に神経症状は消失し，再発はなく，内上顆炎を発症した症例もなかっ
た．術後6ヵ月以上経過観察可能であった3/6例については，握力は健側と同等まで回復した．
しかし，1/6例で骨片の転位，2/6例で骨切り部の遷延癒合をみとめ，2/6例で再手術を要した．
【考察】尺骨神経のfriction neuropathyに対する神経剥離術やKing変法では尺骨神経の摩擦が
残存することがある．筋層下前方移動術では，摩擦の再発や過伸展による神経への牽引力や，
直達外力による刺激が加わりにくいが，筋力低下や内上顆炎が生じる場合がある．一方，上腕
骨内上顆骨切りを併用した筋層下前方移動術は，骨切り量と内固定の方法に留意する必要があ
るが，本症例で再発がなかったこと，内上顆炎や筋力低下を予防できた点において有効と考え
た．特にバレーボールのように肘部に直接外力のかかるスポーツ競技に有用と考えた．
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1-A-EP-12

肘部管症候群重症例に対する示指外転機能再建術の治療経験
Clinical Results of Tendon Transfer to Restor Abduction of the Index Finger for Cubital Tunnel

Syndrome

○山上 信生, 山本 宗一郎, 青木 陽, 内尾 祐司

島根大学　医学部　整形外科

【目的】肘部管症候群による尺骨神経麻痺の重症例で早期のつまみ動作の改善を希望する患者
に対して，Neviaser 法による一期的示指外転機能再建術を行っており，その術後成績について
調査したので報告する．【対象および方法】対象は2011年から2013年の期間に本法を行った肘
部管症候群症例8 例とした。男性7例，女性1 例，手術時平均年齢は73歳，術後経過観察期間は
平均14ヵ月であった．赤堀の病期分類では，3期5例，4 期2例，5 期1 例であった．手術は，尺
骨神経の除圧としては肘部管形成術またはKing変法を行い，示指外転機能再建術は長母指外転
筋腱のうちの1 本を遊離長掌筋腱で延長し第1 背側骨間筋腱付着部に縫合するNeviaser法を行
った．術後臨床評価は，術後赤堀の予後評価法を用い，平均対側握力比およびつまみ動作のし
やすさについても調査した．【結果】術後成績は赤堀の予後評価法で良5例，可3例であった。
平均対側握力比は63.6％から87.7％に改善し，つまみ動作も全例で改善した．【結論】肘部管
症候群重症例ではつまみ動作の障害など巧緻運動障害のため日常生活に支障が生じる。つまみ
動作時に働く母指内転筋力の低下は，長母指屈筋の働きである程度代償可能であるが，示指外
転運動に関しては，力源が第一背側骨間筋のみであり，強いつまみ動作のためにはこれの再建
が必要となる．肘部管症候群重症例で早期のつまみ動作の改善を希望する症例に対し
て，Neviaser  法による一期的示指外転機能再建術は有用な手術方法と考える．
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1-A-EP-13

舟状骨偽関節と舟状骨・月状骨壊死症に対し掌側手根動脈を茎とし
た有茎骨移植術による治療経験

Treatment of scaphoid nonunion or osteonecrosis of carpal bones with a vascularized bone graft harvested

from the volar aspect of the radius

○高橋 芳徳1, 浜田 佳孝1, 日比野 直仁2

1徳島県立中央病院 整形外科, 2徳島県鳴門病院 手外科センター

【目的】手根骨偽関節や骨壊死に対し血管柄付き骨移植の良好な治療成績が報告されている.掌
側展開で掌側手根動脈を用いた橈骨遠位端尺側からの有茎骨移植で治療した症例を検討し
た.【方法】症例は舟状骨偽関節が11例(男性9例,女性2例),平均年齢40.3歳,受傷から手術まで
平均16か月であった.外科的初期治療を受けた症例はなかった.骨壊死症は5例(月状骨の男性
4例,舟状骨の女性1例),平均年齢44.2歳であった.手術は掌側より展開し,病巣部を掻爬し橈骨遠
位から採取した海綿骨を充填し掻爬後にできた皮質間間隙に血管柄付き移植骨で,舟状骨は蓋を
するように糸をかけた関節包靭帯で押さえ込み,月状骨は芯棒になるよう移植し内固定した(舟
状骨はDTJ Screwを使用).hump back deformityを矯正した3例は腸骨移植も併用した.原則は術
後平均4週間ギプス固定しサポーターを追加した.月状骨壊死症で創外固定と骨長調整術を併用
した症例があった.【結果】手技上の問題点として橈骨表面の栄養血管の走行が骨間膜動脈に向
かい橈骨中央付近から近位へ走行を変える症例,移植骨を罹患部位へ届かせるのに難渋した症例
があった.3例を除いてMayo wrist scoreで75:satisfactory以上の成績が得られた.圧壊壊死を
生じていた舟状骨2例と月状骨1例の成績が不良であった. 舟状骨偽関節は単純X線上,平均11.5
週で骨癒合が得られた.【考察】本手技は病巣部の展開と同一皮切でliving boneの採取移植が
できるが,採骨時に遠位橈尺関節に配慮を要し,骨のサイズに限界があり変形矯正を要する例に
は腸骨移植を考慮する必要がある.骨膜上の血管走行を考慮したデザイン,橈骨動脈からの分岐
部の剥離,移行ルートの作成や骨の固定に手技上の工夫や注意を要した.年齢や併用手術等の条
件を考慮して,圧壊・細片化の進んだ骨壊死症例の救済を試みたが困難であった.
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1-A-EP-14

若年者に生じた小菱形骨無腐性壊死の1例
Aseptic necrosis of the trapezoid bone in a young patient, a case report

○森重 浩光, 杉田 英樹, 大森 信介

香川県済生会病院 整形外科

【目的】非常に稀な小菱形骨無腐性壊死の症例を経験したので報告する。【症例】症例：8歳女
性、競技：バレエ、主訴：右手背の疼痛・腫脹。特に誘引なく1か月前から疼痛が出現し他院受
診した。単純X線像で異常を指摘され、当科紹介受診となった。右第2CM関節周囲の疼痛・腫脹
があり、単純X線像で小菱形骨に軽度の骨硬化像を認めた。MRIではT1強調像で低輝度変化、T2
強調像で中～高輝度変化を認めた。以上より小菱形骨無腐性壊死と診断した。若年であり、本
人・家族と相談の上で保存療法を選択した。バレエレッスンでバーを持つことが原因となった
可能性もあるため、練習は禁止し、安静目的でサーモスプリントを装着した。治療開始後3か月
で徐々に疼痛が軽減し、MRIで一部輝度の回復を認めた。8か月後には疼痛消失し、単純
X線、MRIとも修復像を認め、競技復帰可能となった。【考察】手根骨において月状骨や舟状骨
に生じる無腐性壊死はよく知られているが、小菱形骨の無腐性壊死は極めて稀であり、過去の
報告も数例のみである。小菱形骨の栄養血管は、手根靭帯が付着する掌背側の非関節面に数本
ずつ存在しており（背側70％、掌側30％を栄養）、骨壊死は生じにくいと考えられている。し
かし、掌側と背側の血管は交通がないため、何らかの原因で背側の血行が阻害されれば本症例
のように骨壊死に至る可能性はあると考える。治療に関しては、成人例における腸骨移植＋関
節仮固定術、血管柄付き骨移植術や、小児に対する保存的治療例があり、いずれも経過良好で
あったと報告されている。本症例では、練習禁止及び装具を用いた保存療法のみで症状は改善
した。以上より、リモデリング能が旺盛な小児例で、骨壊死が初期の段階であれば、保存的治
療でも対応可能な場合があると考えられた。
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1-A-EP-15

有頭骨壊死に対する関節鏡視下病巣切除および母床掻爬術の治療経
験

Arthroscopic debridement for avascular necrosis of the capitate

○清水 隆昌1, 面川 庄平1, 重松 浩司2, 仲西 康顕1

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科, 2東大阪市立総合病院　整形外科

【目的】有頭骨壊死は非常にまれな疾患であり、病態はいまだ不明な点が多く、病期分類に基
づく定められた治療アルゴリズムが存在しないのが現状である。今回、本疾患に対して我々の
行っている関節鏡視下病巣切除および母床掻爬術の有用性を検討したので報告する。【対象と
方法】2011～2013年の間に、有頭骨壊死と診断され本術式を施行した4例（男性1例、女性3例）
を対象とした。平均年齢は39歳（25～49歳）で、病態はステロイド性1例、3例は不明であっ
た。痛みの出現から手術までの期間は平均16.5か月（6～36か月）であった。全例関節鏡視下
に、分節化および母床から剥脱した有頭骨の関節軟骨を切除し母床の掻把を行った。病巣の切
除範囲はKienbock病に対するCapitate shortningに準じて、capitolunate jointのみと
し、scaphocapitate jointは温存した。検討項目として、術前および最終経過観察時の手関節
可動域（掌背屈）、握力（対健側比）、DASH,PRWE、X線画像でCHR,RS角を計測し、MRI画像で術
前の有頭骨頭の関節内病変と、術前後の再血行化を評価した。【結果】術後平均経過観察期間
は21か月（12～30か月）で、手関節可動域は116度(術前76.7度)、握力は64.2%(術前
23.4%)、DASHは13.5(術前51.1)、PRWEは23.5(術前72.8)と改善を認めた（p＜0.05）。X線画像
でRS角が60.8度から67.3度と変化を認めた（p＜0.05）が隣接関節の関節症の進行を認めなかっ
た。最終経過観察時のMRI画像で全例で有頭骨の再血行化を認めた。【考察と結論】本法は、有
頭骨壊死に対して優れた除痛効果と機能回復が期待できる。一部軟骨損傷を認める症例におい
ても適応を有すると考えられるが、有頭骨頭切除に伴う隣接関節の荷重の増加が、将来的な関
節症の進行を引き起こす可能性もあるため、今後長期的な経過観察が必要である。
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1-A-EP-16

リウマチ母指に対するThompson法の治療成績
Clinical Outcome of Thompson procedure for Thumb Rheumatoid Arthritis.

○河村 太介, 松井 雄一郎, 船越 忠直, 瓜田 淳
岩崎 倫政

北海道大学　医学部　整形外科

【背景】関節リウマチ（RA)患者の過半数で母指の変形が生じ、著しい手の機能低下につなが
る。RA母指のCM関節病変はスワンネック変形、Z変形を呈し、CM関節のみでは無くMP、IP関節へ
の処置が必要な症例も多い。当科ではRA母指のCM関節病変に対し関節形成術（Thompson法）を
行ってきた。本研究の目的はその治療成績を調査・検討することである。【対象】2008年から
2013年に当科でRA母指に対しThompsonを施行した9例9指。全例女性。手術時平均年齢は62歳。
術後平均観察期間は26か月であった。同時にMP関節に対して行った処置は、関節固定術が4例、
関節形成術が1例、側副靭帯縫縮が1例。処置なしが3例であった。評価項目は疼痛・つまみづら
さのVAS、関節可動域、握力、ピンチ力、DASHスコアとした。【結果】疼痛のVASは平均0.4、つ
まみづらさのVASは平均3.6であった。関節可動域は、CM関節の橈側外転は20.3°から39.2°、
掌側外転は-7.2°から21.1度と術後有意に増加した。MP関節は屈曲角度が-26°から9.1°と増
加傾向を示し、伸展角度は56.1°から22.2°と有意に減少した。握力には改善傾向が見られた
が、ピンチ力は術前後で変わらなかった。DASHスコアは術後有意に減少した。MP関節固定術を
行わなかった群でつまみづらさのVAS、橈側外転が高値であった。【考察】RA母指のCM関節病変
に対して、FCR腱を使用する関節形成術は滑膜炎による腱停止部の損傷の危険性から選択しづら
い。Thompson法は比較的手技が簡便で他関節の処置と同時に行う際、有用な術式と考えられ
た。良好な除痛効果に比べつまみづらさが残存する傾向が見られた。MP関節過伸展変形に対し
適切な追加処置を選択することで治療成績を改善できる可能性が示唆された。
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1-A-EP-17

表面置換型人工指関節を用いたMP関節高度脱臼症例の短期成績
Cement-less surface finger implant arthroplasty for complete dislocation of the MP joint in RA

○束野 寛人1, 南川 義隆2

1熊本整形外科病院　整形外科, 2南川整形外科

【はじめに】RA患者のMP関節は尺側偏位し、掌側脱臼を生じる。従来、MP関節が高度に脱臼し
た症例にはシリコンインプラントが適応とされてきたが、我々は表面置換型人工指関節である
Self Locking Finger Joint（以下SLFJ）を使用している。短期成績ながら良好な結果であるた
め報告する。【対象】2013年1月から2013年5月までに当院で手術をしたMP関節高度脱臼症例の
うち、1年以上の経過観察が可能であった7例、26関節を対象とした。全例女性、平均年齢
68.0歳、平均経過観察期間13.6ヶ月であった。【結果】術後1年ではDASH score、Hand20、握力
に改善傾向はあるものの、統計学的有意差は認めなかった。全関節可動域（伸展＋屈曲）は小
指以外は有意に増加した。環小指は伸展が改善する一方、屈曲制限は増加する傾向がみられ
た。PPDは統計学的有意差はないものの悪化する傾向がみられた。小指の尺側偏位再発が1例認
められたが、掌側への再脱臼やインプラントの緩み、破損はなかった。【考察】機能的な改善
が認められなかったのは評価期間が短いためと考えられた。長期の経過観察が必要である。PPD
の悪化は、環小指の伸展へのshiftとPIP関節手術の合併があるためと考えられる。小指の尺側
偏位再発例は第4-5CM関節固定を行っておらず、術前評価で同程度に偏位している症例で第4-
5CM関節固定の追加により再偏位を起こしていないことから小指尺側偏位再発の防止となる可能
性がある。シリコンインプラントの治療成績と比較して同等かそれ以上の結果であり、掌側脱
臼の再発など重篤な合併症を認めないことから、SLFJは高度脱臼症例にも十分適応できると考
えられる。
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1-A-EP-18

RA患者における手指PIP関節手術例の検討
Proximal interphalangeal Joint arthroplasty in Patient with Rheumatoid Arthritis

○奥田 敏治1, 岡本 秀貴2, 大塚 隆信2

1奥田整形外科, 2名古屋市立大学整形外科

【目的】関節リウマチ（RA）患者において、PIP関節に限局した関節炎が持続すると腫脹・疼痛
を生じ、ボタン穴変形をきたす場合も少なくない。今回、RA患者でPIP関節に滑膜切除術および
形成術などの手術を施行した症例を検討したので報告する。【方法】対象は当院でPIP関節に手
術を施行し、1年以上経過したRA患者33例（男性2例、女性31例）38手54関節、手術時平均年齢
は53.4歳（33-76）、術後経過観察期間は平均6.9年である。他院での滑膜切除術後の変形に対
する再建例は5例9関節で、手術時の生物学的製剤使用は11症例であった。手術方法は、背側ア
プローチで、滑膜炎がみられる場合は滑膜切除術をおこない、関節破壊や変形に応じた軟部組
織の再建やインプラントを使用した形成術・固定術を施行した。ボタン穴変形を呈した26例43
関節に対しては、南川の方法に準じた伸筋腱機構の再建（VY法）29関節、インプラントを使用
した形成術12関節、固定術２関節であった。スワンネック変形に対しては、伸筋腱中央索の延
長・側索解離6関節（インプラント3）、固定術1関節で、側方動揺性の強い3例4関節は固定術を
行った。これらのうち、ボタン穴変形に対する手術例を中心に臨床的評価をおこなっ
た。【結果】術前みられた腫脹や疼痛は、いずれも消失していた。PIP関節に対するVY法施行例
における関節の平均関節可動域は、術前屈曲89.3°・伸展-36.1°、術後屈曲74.4°、伸展-
16.5°で、インプラント使用例（ボタン穴変形）においては、術前屈曲65.8°・伸展-47.7°、
術後屈曲43.5°、伸展-16.1°であった。可動範囲は伸展方向へ改善し、滑膜切除による除痛効
果もあり患者満足度は高かった。【結論】RA患者でのボタン穴変形を呈したPIP関節障害に対し
て、伸展機構の再建術やインプラントを使用した再建術は、有用と思われる。
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1-A-EP-19

関節リウマチに伴う伸筋腱断裂の治療成績について
Reconstruction of Ruptured Extensor Tendon in Rheumatoid Arthritis

○多田 薫, 八野田 愛, 岡本 駿郎, 山本 大樹
土屋 弘行

金沢大学　整形外科

【目的】関節リウマチに伴う伸筋腱断裂の治療として腱移行術や腱移植術、端側縫合術などが
行われているが、どの術式が最善かは見解の一致を認めていない。当科で行った各術式の治療
成績について検討したので報告する。
【方法】関節リウマチに伴う伸筋腱断裂に対し同一術者が手術を行った17例を対象とした。内
訳は男性2例、女性15例で、年齢は43～86（平均67.4）歳であった。罹患指は小指が3例、環小
指が8例、中環小指が4例、それ以外が2例であった。腱断裂から手術までの期間は10日～3年
（平均5.4か月）であり、術後の経過観察期間は4～68（平均24.9）か月であった。術式は固有
示指伸筋腱の腱移行術が3例、長掌筋腱の腱移植術が4例、尺側指から橈側指への端側縫合術が9
例であった。端側縫合術を行った9例のうち、5例では伸筋支帯を開放し（開放群）、4例では開
放せずに手術を行った（非開放群）。いずれの術式においても、腱の緊張は隣接する健常指の
緊張を参照し決定した。
【結果】最終経過観察時のMP関節の平均可動域は、腱移行術群で伸展-20.4度、屈曲66.4度、腱
移植術群で伸展-12.9度、屈曲69.1度、端側縫合術のうち開放群では伸展-2.4度、屈曲66.6度、
非開放群では伸展1.3度、屈曲65度となっていた。
【考察】伸筋腱断裂の治療成績は術式だけでなく罹患指数や手術手技、後療法にも大きく影響
されるため一概に論じることは難しいが、本研究では伸筋支帯を開放せず端側縫合術を行った
群において可動域が良好であるという結果が得られた。伸筋支帯に対する処置は伸筋腱の癒着
を生じる可能性があり、滑膜切除や伸筋腱の評価は伸筋支帯を開放せずとも可能であることか
ら、伸筋支帯は可及的に温存すべきだと考えられた。
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1-A-EP-20

関節リウマチ・手関節に対するAcutrak screwを用いたSauve-Kapandji
法の治療成績-1年間前向き研究-

One Year Outcome of Sauve-Kapandji Procedure for Rheumatoid Arthritis

○池田 幹則1,2, 恵木 丈1, 川端 確2, 矢野 公一3

鈴木 啓介4

1大阪労災病院　整形外科, 2東住吉森本病院, 3清恵会病院, 4淀川キリスト教病院

「背景」Sauve-Kapandji (SK)法には、遠位橈尺関節（DRUJ）の安定化と、固定された尺骨頭に
より形成された棚によって手根骨を制御するという2つの目的がある。しかしDRUJ固定術に際し
ては、関節リウマチ(RA)症例においては基本的に粗鬆骨に対する固定となるため、従来のscrew
では固定力が不十分となることがあった。当科では強固なDRUJ固定のためにAcutrak screwを用
いており、1年間の前向き研究について報告する。「対象と方法」対象はRA手関節に対してSK法
を行い、術後1年間の前向き調査が可能であった27例31関節である。SK法単独が20例24関節、橈
骨月状骨間固定術併用が7例7関節で、手術時平均年齢は66歳(42-84)である。手術は、全例
Acutrak 4/5 screw単独でSK法の固定を行い、尺骨近位断端の腱固定術は併施しなかっ
た。「結果」骨癒合は全例で得られた。術前、術後1年において、Q-DASHは46→28、回外は71°
→83°と改善した。一方、掌屈は46°→35°と低下した。dorsopalmar distanceは2.2mm→
0.27mmと尺骨近位断端の腱固定を併施しなかったが安定していた。carpal translation index
とpalmar carpal subluxation ratioは術前、術後1年で変化なく、橈骨月状骨間固定術併用と
の関連はなかった。術前に疾患活動性を示すDAS28-ESRを評価できた10関節においては、DAS28-
ESRがpalmar carpal subluxation ratioの変化量と相関を示した。[考察]スクリュー単独の固
定であったが、全例で骨癒合が得られ、Acutrakによる強固な固定性が確認できた。手根骨の掌
尺側への転位の進行は橈骨月状骨間固定術の有無に関連しなかったので、SK法単独でも手根骨
の制御ができていた。ただしDAS28-ESRがpalmar carpal subluxation ratio相関を示したの
で、疾患活動性の高い症例では本法単独での対処では不十分である。
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1-A-EP-21

関節リウマチに対する人工肘関節置換術の機種選択と成績
Implant selection and clinical results of total elbow arthroplasty (TEA) for the patients with rheumatoid

arthritis.

○高橋 光彦1, 笠井 時雄1, 西良 浩一2

1高松赤十字病院整形外科

2徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部運動機能外科

【目的】関節リウマチ（RA）によって肘関節に破壊がおこり、関節不安定性、運動制限などの
障害が生じた場合には、人工肘関節置換術（TEA）が適応される。現在使用できるTEAには、非
連結型（表面置換型）と連結型（もっぱら半拘束型）の二つの機種がある。当科の最近のTEAの
機種選択と治療成績について報告する。【方法】対象は、2006年以降にRA肘関節破壊に対して
TEAを行った7例9肘（うち男性2例）である。手術時平均年齢は76歳、術後平均観察期間は35.3
ヶ月（最短12.7ヶ月）であった。臨床成績はMayo Elbow Performance Scoreで、関節破壊は、X
線上にてLarsen分類で評価した。非連結型TEAとしてKudo-elbowを5肘に（K群）、連結型として
Discovery elbow systemを4肘に（D群）用いた。手術は全例で後方進入、尺骨神経を前方皮下
移行し、上腕三頭筋をV字状に切離して関節内に進入している。【結果】術前のpain（平均、K
群12.0、D群15.0）及びROMのscore（K群13.0、D群12.5）に両郡に明らかな差はなかった
が、stabilityとfunctionはK群（平均5.0と7.0）がD群（平均0.0と2.5）より良好であった（合
計でK群は平均37.0、D群は平均30.0）。Larsen分類もK群で破壊が少ない傾向があった。最終時
臨床成績合計はK群が平均83.0とD群は平均86.3点と改善しており、各項目においても二群間で
殆ど差はなかった。【結論】K群は術前に関節のstabilityがある程度残っており、関節破壊が
比較的少ないものに適応されていた。中期成績であるが、両群とも良好な改善が得られてい
た。連結型では長期的にインプラントの緩みをきたしやすいとされており、長期に及ぶ経過観
察が必要である。
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1-A-EP-22

母指CM関節症に対するトンプソン法術後に生じた長母指伸筋腱皮
下腱断裂

Extensor pollicis longus tendon rupture following the Thompson's suspensionplasty for osteoarthritis of

the carpometacarpal joint of the thumb.

○松永 渉, 副島 修

福岡山王病院　整形外科

母指CM関節症のstage3以上の症例に対して、当院では大菱形骨全摘出と長母指外転筋腱（APL）
を用いたsuspensionplasty（Thompson法）を行っている。良好な可動域・安定したピンチ動作
を獲得することができ有用であるが、Thompson法術後に長母指伸筋腱（EPL）皮下腱断裂をきた
した3例を経験したため報告する。【症例】これまでに演者らが母指CM関節症に対してThompson
法を施行した57例のうち、術後EPL皮下腱断裂をきたした3例3指を対象とした。全例女性で、手
術時平均年齢は72.6歳（65-78歳）であった。罹患指は右2例、左1例で、術前Eaton分類は全例
stage3であった。Thompson法による関節形成術を行い、抜糸後より過流浴開始。以前は術後3週
目よりsplint除去し、母指mild ROM訓練を開始していたが、最近では術後早期より母指の運動
を許可している。初回手術からEPL皮下腱断裂発生までの期間は平均45日（30-72日）であっ
た。発生原因として、軽微なピンチ動作によるものが2例、誘因なしが1例であった。全例で示
指固有伸筋腱を用いた腱移行術を行った。術中所見では、1例で大菱形骨摘出部背側の滑膜
炎、2例でAPLと短橈側手根伸筋腱の縫合部での滑膜炎を認め、同部位でのEPL断裂を認め
た。【考察】Thompson法術後の長母指伸筋腱皮下腱断裂の報告は非常に稀である。全例で術中
所見にて初回手術部位の滑膜炎を認めており、EPLの走行上に発生した滑膜増殖によりEPLが摩
擦を生じ、腱断裂が発生した可能性が考えられた。いずれも積極的なリハビリテーション開始
後に発症しており、徐々に早期から積極的に開始している術後リハビリテーションが滑膜炎を
誘発した可能性も危惧される。またAPLによるsuspensionにて生じた第1中手骨の傾斜角度の変
化も、EPL皮下腱断裂の発生に関与していると思われ、検討結果も併せて報告する。　
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1-A-EP-23

当科における母指CM関節症に対する関節形成術の治療成績
Treatment result of the arthroplasty for thumb carpometacarpal osteoarthritis in our deportment

○大村 泰人, 河野　 慎次郎, 関口 浩五郎
神成　 文裕, 織田 弘美

埼玉医科大学　整形外科

母指CM関節症に対する治療は、関節固定、中手骨骨切り、関節形成、人工関節などさまざまな
方法があり、特に関節形成に関しては多くの術式が報告されている。われわれは、2011年より
母指CM関節症に対し遊離腱（PL腱）を用いたligament reconstruction with tendon
interposition arthroplasty(LRTI)を行っており、遊離腱の固定にinterference screwを用い
ている。今回その治療成績を検討した。対象は、2011～2014年に施行し、術後3ヶ月以上経過観
察可能であった13例14関節。内約は、男性１関節、女性13関節、手術施行時年齢平均58歳（42
～72歳）、術後平均経過観察期間　10ヵ月間（3～35ヵ月間）。Eaton分類はstage2　1関
節、stage3　4関節、stage4　9関節であった。検討項目は、術前術後の疼痛比較、母指CM関節
可動域、DASH scoreとした。手術方法は、第1中手骨基部背側から橈骨茎状突起にかけて3-4cm
程度の皮膚切開で展開し、大菱形骨をpieace by pieaceで切除。第2中手骨基部撓背側、第1中
手骨基部尺側に骨孔を作成。PL腱を採取し、骨孔に挿入し、第1、2中手骨基部の間隙が2mmとな
るように調節しinterference screwでそれぞれを固定。術後はK-wireによる第1，2中手骨基部
間の固定と4週間のthumb spica cast固定をおこなっている。良好な結果である。当科で施行し
ている関節形成術は、簡便な方法であるだけでなく、術後経過としても、疼痛、DASH scoreの
改善もみられており良好な成績をおさめているといえた。
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1-A-EP-24

母指CM関節症に対するZipTightを用いた靱帯再建を併用した鏡視下
関節形成術-第一報-

Arthroscopic suspension arthroplasty for trapeziometacarpal osteoarthritis by using ZipTight

○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】母指CM関節症に対しZipTight(Biomet社)を用いて靱帯再建術を行った報告はない．我
々は低侵襲で術後疼痛が弱い鏡視下関節形成術において，更に低侵襲で簡便な方法として
ZipTightを用いて靱帯再建術を併用した鏡視下関節形成術を試みたので術式と短期成績，注意
点を報告する．【対象と方法】対象2014年4月以降に3ヵ月以上の装具治療や関節注射が奏効し
ないため，本法を行った8例である．全例女性で，平均年齢は63才，Eaton分類は全例
stage3で，平均経過観察期間は４ヵ月（３-６）であった．手術は鏡視下に大菱形骨を部分切除
した後に，CM関節の亜脱臼を徒手整復し第１と第2中手骨をK-wire鋼線で仮固定する．この状態
で第１中手骨基部関節面の遠位5mmの部位から第２中手骨近位部にガイドワイヤーを通してドリ
リングしZipTightを用いて靱帯再建を行う．ZipTightFixation Systemは両端に金属製のボタン
有するMaxBraid縫合糸でありノットレスで締結できる．術後３週間の外固定後に可動域訓練を
開始した．治療成績は疼痛(VAS)，可動域（掌側外転，橈側外転）,Kapandji test，握力，ピン
チ力，QDASHを調査し評価した．【結果】術前後の疼痛はVAS値で63/12と有意に改善した
（P＜0.05）．可動域は保持され．Kapandji test は7.4から8.4に改善し，QDASHスコアーは術
前43から術後12と有意に改善した．X線学的評価では全例で術前の亜脱臼は消失し術後の沈み込
みは見られなかった．合併症は１例で一過性の橈骨神経領域のしびれを認め
た．【結論】ZipTightを用いることで合併症を生じやすい採腱の手技が省略できより低侵襲に
関節形成術を行うことが出来る．関節安定性は保持され除痛効果が高く早期に機能回復が得ら
れる手技と考えられる．今後，固定性や締結強度など中長期の経過観察を行って行く必要があ
る．
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1-A-EP-25

Headless screwを用いた母指CM関節症に対する関節固定術の中期成
績

Middle term outcomes of trapeziometacarpal arthrodesis with headless screws.

○瀧川 直秀, 阿部 宗樹, 安井 憲司, 江城 久子
深井 敦大

西宮協立脳神経外科病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対する関節固定術は、除痛効果と握力やピンチ力の回復が期待できる
方法であるが、偽関節や可動域制限、長期的には隣接関節の関節症性変化などの問題点があげ
られる。著者らは2012年本学会誌にAcutrak miniを用いたCM関節固定術の治療成績を報告した
が、今回5年以上経過観察しえた症例の中期成績を報告する。【対象および方法】2008年5月以
降母指CM関節症に対し、関節固定術を施行した19例22指のうち5年以上経過観察しえた6例7指
（男性１例、女性5例）を対象とした。手術時平均年齢は60歳（51-67歳）、Eaton分類
stage2:3指、stage3:4指、平均経過観察期間は5年7か月（5-6年5か月）、外固定期間は平均15
日（10-24日）であった。手術は全例橈骨からの骨移植を併用してAcutrak miniもしくはmicro
screwを使用して行った。骨癒合の有無、ピンチ力、STT関節およびMP関節の隣接関節障害の有
無を調査した。【結果】1例を除いて骨癒合は得られた。偽関節の1例は疼痛などの症状はなく
無症候性であるため追加手術を施行していない。ピンチ力はkey pinch平均5.0kg、tip pinch平
均3.3kgであった。隣接関節障害はSTT関節には認めず、MP関節に1例認めた。【考察】CM関節固
定術後の隣接関節障害は10年以上の長期成績では時にみられるが、今回5年の中期成績で1例MP
関節障害を認めた。これは患者活動性が高いことや、RAを合併していることも原因と思われ
た。活動性の高い症例には注意深い経過観察が必要である。【まとめ】Acutrak screwを用いた
母指CM関節症に対する関節固定術の中期成績を報告した。1例に隣接関節障害を認めた。
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1-A-EP-26

鏡視下母指CM関節形成術の成績不良例の検討とその対策（関節
realignmentに注目して）

Problem and management for arthroscopic treatment of trapeziometacarpal joint arthritis of the thumb

○山下 優嗣1, 林原 雅子1, 藤田 章啓2, 金谷 治尚1

永島 英樹1

1鳥取大学　医学部付属病院　整形外科, 2日野病院　整形外科

【はじめに】当科では2010年より母指CM関節症に対し、鏡視下大菱形骨CM関節面の切除を行う
とともに長掌筋腱をinterpositionとする関節形成術を行い、その成績不良例を検討し、対策を
報告する。
【対象と方法】罹病期間平均25.3か月、術後経過観察期間12か月以上の平均年齢58.3歳、男性
3手、女性9手の計12手に対して鏡視下関節形成術を実施し、術前後の母指側面X線での橈側
（方向）亜脱臼度、母指正面X線での掌側（方向）亜脱臼度と母指CM関節の外転、内転、対立、
復位自動運動可動域を計測した。またアンケートによる術前後のDASH、VASと術後疼痛解消（痛
みが落ち着いて日常生活に満足に使用できるまでの）期間を聴取し、検討しMann-WhitneyU検定
でP＜0.05を有意差ありとした。
【結果】旧Eaton分類に準じた術前橈側亜脱臼1/3以上6例と1/3未満6例で群分けすると、疼痛解
消期間と術後橈側亜脱臼度において橈側亜脱臼度1/3以上が平均15か月と45.1％、1/3未満が4.2
か月と23.8％と有意差を認め、術前の橈側亜脱臼が症状安定までの期間と術後橈側亜脱臼と関
連していた。また臨床評価では術前橈側亜脱臼50％以上の3例と50％未満の9例に群分けすると
50％以上群が術後DASH平均30.7、術後VAS41.6mmに対して50％未満群がDASH平均3.7とVAS5.6mm
と有意に術前橈側亜脱臼度50％以上群が成績不良となっていた。
【考察】術前橈側亜脱臼はCM関節の不安定性を示していると考えられ、術後疼痛解消期間や成
績に大きく関与し成績不良要因の一つであると思われた。現在ではCM関節橈側亜脱臼を整復し
中心性を高めるrealignmentを重視し、interposition前に長掌筋腱を透視下に第1・2中手骨基
部を通し第1中手骨間靭帯の補強（再建）を行い、鏡視透視下ligament reconstruction tendon
interposition法へ移行し、慎重に経過を追っている。
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1-A-EP-27

3D-CTを用いた初期母指CM関節症の評価-可動域・骨棘形成・関節
接触面の変化-

A 3D-CT study of osteoarthritis of the first carpometacarpal joint in the early stage.-Range of motion,

osteophyte and changes in the joint surface-

○高井 宏明1, 木村 哲也2, 東 龍男3

1阿南医師会中央病院整形外科, 2徳島大学病院　整形外科

3阿南医師会中央病院　放射線科

【目的】前回の本学会の発表で，正常例母指CM関節のcircumductionの中での可動域と関節接触
面の変化を明らかにした．今回は，母指CM関節症の発症過程を明らかにするために3D-CTを用い
て初期母指CM関節症の可動域・骨棘形成過程・関節接触面の変化を評価した．【対象と方
法】Eaton stage 1-2の7手（すべて女性の左手、59歳から70歳、平均65歳）を対象に母指の
oppositionとradial abductionの3D-CT撮影を行なった．【結果】橈側外転度・掌側外転度・回
内度はそれぞれ，oppositionでは-2±3°（mean±SD），31±3°，92±5°，radial abduction
では31±8°，9±9°，61±9°であった．可動域は橈側内外転33°，掌側内外転22°，回内外
31°でそれぞれ正常可動域の69％，45％，56％に減少していた．骨棘は，第1中手骨の嘴状突起
尺側から掌側へ徐々に増大し，それに対応する大菱形骨関節面の掌尺側縁にも形成された．MPR
でみた大菱形骨と第1中手骨の接触面は，oppositionでは掌尺側の辺縁のみとなり，進行ととも
に関節面の扁平化・関節裂激の消失・軟骨下骨の硬化像を認めた．radial abductionでは関節
裂激を保っていた．【結論】対立動作での圧迫力が，第1中手骨と大菱形骨関節面の狭い範囲に
集中することで母指CM関節症が発症することが推察された．
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1-A-EP-28

外傷性母指CM関節脱臼に対して靭帯修復術を行った2例
Two cases that made the ligament repair for traumatic thumb CM joint dislocation

○岩佐 諦, 中川 玲子, 堀木 充, 田野 確郎

関西労災病院

【目 的】比較的まれな外傷性母指CM関節脱臼に対して、suture anchorを用いて背側靭帯を修
復した2例を経験したので報告する。症 例1】28歳男性。アメリカンフットボール中にタックル
をうけ受傷。単純レントゲンで左母指CM関節背側脱臼と診断、MRIでAOL(anterior oblique
ligament)と背側靭帯の断裂を認めた。脱臼整復し、ギプス固定したが容易に転位するため靭帯
修復術を行った。背側靭帯は大菱形骨の付着部から断裂しており、suture anchorで背側靭帯を
修復した。術後6週で自動運動開始した。術後1年で、可動域は掌側外転55度/50度、橈側外転55
度/50度、握力53kg/52kg、ピンチ力12kg/10kg（以上右/左表示）、ADL障害なく、術後経過は良
好である。症 例2】47歳女性。自転車同士の事故で受傷。受傷後3か月で来院、単純レントゲン
で右母指CM関節背側脱臼と診断、MRIで背側靭帯の断裂を認めた。易脱臼性を認めたため靭帯修
復術を行った。1例目と同様に背側靭帯は大菱形骨の付着部から剥離していたため、suture
anchorで背側靭帯を修復した。術後6週で自動運動開始し、術後3か月で不安定性なく経過は良
好である。考 察】外傷性母指CM関節背側脱臼の治療は急性期にはギプス固定やピンニング固定
が行われることが多い。しかし、これらの症例では不安定性が残存することが報告されており
良い治療法とはいえない。最近、母指CM関節の安定性には背側靭帯が重要であると指摘されて
おり、背側靭帯修復術は理に適っていると考えられる。今回、修復術を行った2例では術後の不
安定性、疼痛、ADL低下はなく、suture anchorを用いた背側靭帯修復術は有用な手術方法であ
る。
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1-A-EP-29

母指CM関節症に対する関節形成術と関節固定術の術後成績
Outcome of arthroplasty and arthrodesis for treatment of thumb carpometacarpal joint arthritis.

○花香 恵1, 射場 浩介1, 和田 卓郎2, 斉藤 憲1

山下 敏彦1

1札幌医科大学　整形外科, 2済生会小樽病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対する手術法は靱帯形成術、関節形成術、関節固定術など種々の方法
がある。今回は関節形成術と関節固定術の術後成績について比較検討した。
【方法】2005年1月から2013年5月の間に当科で手術を行い、術後5ヵ月以上経過観察が可能であ
った19例20母指を対象とした。男性3例、女性16例、右11母指、左7母指、両側1例であり関節形
成術8例8母指、関節固定術11例12母指であった。X線によるEaton分類は関節形成術ではstage3
4母指、stage4 4母指、関節固定術ではstag3が12母指であった。形成術はWeibly変法で行い、
固定術はHeadless compression screwおよびC-wireで固定した。手術時平均年齢は70歳(51-81)
であり形成術71歳、固定術63歳であった。術後平均経過観察期間は25ヵ月(5-83)であった。検
討項目は術後合併症、疼痛(VAS)、握力、key pinch、DASH scoreとした。
【結果】術後合併症は5母指で橈骨神経浅枝のしびれ3母指 (形成術2母指、固定術1母指)，OA変
化2母指 (固定術2母指：MP関節1母指、ST関節1母指)であった。術後、両術式とも疼痛、握
力、key pinch、DASH scoreの改善を認めた。疼痛は関節固定術で有意な改善を認め、握
力、key pinch、DASH scoreは同程度の改善であった。
【考察】母指CM関節症に対する手術療法は関節可動域の温存には関節形成術を、疼痛の改善や
握力・key pinchの改善には関節固定術が有効とされる。自験例では疼痛は固定術が形成術に比
し有意に改善したが、握力・pinch力は同程度の改善であった。手術施行の際には慎重な術式選
択が必要であると考えられた。
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1-A-EP-30

母指CM関節症に対するsuspensionplastyの術後成績
Surgical outcome of suspensionplasty for CM joint osteoarthritis of the thumb

○犬飼 智雄, 吉田 藍, 小久保 安朗, 内田 研造

福井大学　医学部　整形外科

【目的】母指CM関節症は中年以降の女性に多くみられ、中手骨の内転変形や疼痛のためピンチ
動作に障害を来す疾患である. 当科では、Eaton分類3-4の母指CM関節症に対して可動域の温存
を図る目的でsuspensionplastyを選択している. 今回、当科で施行した手術の治療成績につい
て調査したので報告する【対象と方法】本法は大菱形骨を切除したうえで、長母指外転筋腱を
用いて、関節切除と靭帯形成術を同時に行う手術である。術後半年以上経過観察可能であった
17例（男性2例、女性15例）を対象とした。手術時平均年齢は60.5歳（45～76歳）。右手9例、
左手8例であった。Eaton分類はstage3が9関節、stage4が8関節であった。治療成績として術前
後の疼痛・関節可動域・握力・キーピンチ力を調査した。ADL評価にはDASHを用いた。X線評価
としては、関節症の進行の有無、大菱形骨切除後のスペースと第1中手骨長の比を算出して母指
列短縮の有無を検討した。【結果】全例で疼痛は軽減していた。可動域：橈側外転が術前健側
比70％から術後90％、掌側外転は術前健側比65％から術後85％に改善していた。握力は術前健
側比70％から術後85％、キーピンチ力は術前健側比50％から術後85％に改善していた。DASH
scoreは術前55点から16点に改善していた。X線評価では、関節症性変化の進行はなく、大菱形
骨切除後のスペースと第1中手骨長の比は術直後0.21, 術後半年で0.18であった。【考察】CM関
節固定術では除痛が得られるが、可動域制限が生じ、中高年ではADL上支障となることが問題点
として挙げられる。本法は長母指外転筋腱を用いることで母指CM関節の亜脱臼方向への牽引力
を減じることが特徴で、かつ可動域の改善および母指長の維持も可能な術式である。重労働を
しない中高年の症例に対しては有用な術式であると考えられた。

S264



1-A-EP-31

母指CM関節症の臨床所見: Eaton分類に基づく差異
Differences in clinical manifestations of thumb CM joint arthritis based of Eaton staging.

○森崎 裕1, 宮本 英明1, 菅原 留奈1, 大江 隆史1,3

三浦 俊樹1,2

1東京大学医学部附属病院　整形外科・脊椎外科, 2JR東京総合病院, 3名戸ヶ谷病院

【目的】母指CM関節症におけるX線上の病期と症状の関連を明らかにする事。【対象と方
法】2012年5月から2014年10月にかけて当院を受診した母指CM関節症患者73人(男性17人、女性
56人、平均年齢65.0歳)、123母指を対象とした。X線によるEaton分類(1984年版)と、安静時痛
(VAS)、運動時痛(VAS)、夜間痛の有無、MP関節不安定性の有無、MP関節可動域、Kapandji
index、掌側外転距離との関係を調べた。【結果】Eaton stage毎の内訳は、 stage 2: 43母
指、stage  3:  60母指、stage  4:  20母指であった。平均安静時痛(VAS)はstage  2:
13.4mm、stage 3: 17.1mm、stage 4: 28.3 mmで、stage 2と4の差は有意だった。平均運動時痛
(VAS)はstage 2: 39.5.mm、stage 3: 45.4mm、stage 4 57.5 mmであったが、stage 2と4の差も
有意ではなかった(p=0.0509)。安静時痛はstage 2: 8/43母指、stage 3: 14/60母指、stage 4:
12/20母指でみられ、stage4で有意に多かった(p＜0.002)。MP関節不安定性の有無に有意差はな
かった。MP関節過伸展角度はstage 2:12.9度、stage 3;: 23.4度、stage 4: 21.8度であ
り、stage 3はstage 2より有意に大きかった。MP屈曲角度、Kapandji index、掌側外転距離に
群間で差はなかった。【結語】Eaton分類 stage 4では有意に安静時痛が強く、夜間痛を感じる
患者が多い事が明らかになった。今後は各stageにおける治療への反応性の違いなどを検討して
いく。
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1-A-EP-32

ミニH字型プレー卜を用いた母指CM関節固定術の治療経験
Arthrodesis using AO Mini H-shaped Plate for Carpo-Metacarpal arthrosis of the Thumb

○入江 徹1, 奥山 峰志1, 研谷 智1, 伊藤 浩1, 平山 隆三2

1旭川医科大学　整形外科, 2進藤病院　整形外科

【はじめに】
母指CM関節固定術において、適切な内固定方法を選択することが重要である。これまで複数の
内固定方法を試みたが、術中～術後の矯正損失や内固定材による痛みや異物感などの合併症を
経験し、適切な内固定方法を模索していた。
本研究では、ミニH字型プレー卜を内固定材として関節固定術を行った結果を検討する。

【対象】
2012年1月から2013年12月まで12例12手に本術式を行った。年齢54～80（平均64.4）才、男性2
手 女性10手、OA 11手（Eaton分類stage2　3手、stage3　7手、stage4　1手）、RA 1手であっ
た。

【方法】
CM関節面を切除して橈側外転20～30°、掌側外転30～40°の肢位となるように咬み合わせてか
ら、AOモジュラーハンドシステムのミニH字プレー卜で内固定した。骨移植は行わなかった。術
後は4～6週の外固定を行った。
術後の骨癒合、疼痛、単純X線における矯正損失、内固定材抜去の有無について、後ろ向きに調
査した。

【結果】
経過観察期間は6～20か月（平均12か月）であった。10手で骨癒合が得られ、骨癒合期間の平均
は13週であった。RAを含む2手が癒合不全となり、再手術を要した。術後の疼痛は、5手で消
失、4手で改善し、癒合不全の2手と術後にCRPSを発症した1手では改善しなかった。術直後のX
線において、橈側外転は19～36°、掌側外転は27～46°であった。最終経過観察時に、10手は
ほぼ矯正位を保持できていたが、癒合不全の1手と関節固定部に骨欠損が残存した1手で矯正損
失があった。骨癒合した10手のうち、内固定材の抜去を要する例はなかった。

【考察】
ミニH字型プレー卜は、矯正位を保持し抜去の必要がない有用な内固定材の選択枝と考えられ
た。しかし、手の負荷が大きい、骨質が不良、骨欠損などの症例には限界があり、他の方法を
考慮する必要がある。
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1-A-EP-33

母指CM関節症に対する第1中手骨外転対立位骨切り術の治療成績
Clinical results of Abduction-opposition wedge osteotomy of the first metacarpal for trapeziometacarpal

osteoarthritis

○都丸 倫代1, 長田 伝重2, 高井 盛光1, 亀田 正裕1

種市 洋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】母指CM関節症は単純X線所見と臨床症状が一致しないことや、手術方法も様々な方法が
あり一定の見解が得られていない。当科では、第一中手骨外転対立骨切り術（Abduction-
opposite osteotomy:AOO）を第1選択としており、その治療成績を報告する。【方法】2008年以
降当科にてAOOを施行した12例中、追跡調査可能であった6例7手を対象とした。男性1例2手、女
性5例5手、右5手、左2手で、手術時年齢は平均51.9歳（39～64歳）であった。手術時病期は
Eaton分類stage3が6手、stage4が1手であった。術後外固定を4週間行い、術後経過観察期間は
平均20.7ヵ月（6～33ヵ月）であった。最終観察時に、可動域（掌側外転・橈側外転）、握
力、pulp pintch、side pintch、HAND20、疼痛のVAS、単純X線像を評価した。【結果】喫煙者
の1例2手で骨癒合の遷延を認めたが、最終的に全例で骨癒合が得られ術後平均5ヵ月(3～9ヵ月)
で抜釘を行った。握力は健側比平均100.4%（79～120%）、pulp pinchは健側比平均89.8%（56～
144%）、side pinchは健側比平均95.8%（69～129%）であった。母指・示指間の自動可動域は橈
側外転平均58.1°、掌側外転平均57.7°であった。Hand20は平均11.6（0～22.5）で、疼痛の
VASは平均1（0～3）であった。単純X線上病期の進行は認めなかった。合併症として1手に抜釘
後の橈骨神経感覚障害が発症した。【考察】AOOはFutamiらにより報告され、奥山らにより追試
されている。利点は、手術手技が比較的簡便で、母指の外転・対立肢位の改善とCM関節の温存
によるADL改善、除痛効果に優れていることである。また、疼痛が残存する場合はサルベージ手
術への移行も容易である。短所は術後病期の進行の可能性があげられる。自験例では明らかな
病期の進行例はないが、経過観察期間が短いためさらなる経過観察が必要である。
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1-A-EP-34

DIP関節部伸筋腱両側における嚢腫切除・骨棘部分切除による手指
粘液嚢腫の治療

Operation for mucous cyst of finger : Treatment of stalk and partial osteophyte excision

○河内 俊太郎1, 柴田 実2, 金井 朋毅1, 松田 健2

隅田 優介2

1新潟大学　医歯学総合病院　整形外科, 2新潟大学　医歯学総合病院　形成外科

　手指DIP関節および爪部に発生した粘液嚢腫に対し、伸筋腱両側部で滑膜、関節膜および嚢腫
の切除と骨棘部分切除手術を行ったのでその成績を検討し報告する。対象は2011年6月から2014
年8月に当院および関連施設で手術を行った23例28指で、年齢は42歳～77歳(平均60.3歳)、男性
9例女性14例で、術後経過期間は2～148週(平均38.2週)であった。罹患指は母指4指、示指8指、
中指8指、環指3指、小指5指であった。22指で術前に爪甲変形を認めており、全指でX線側面像
または術中肉眼所見にてDIP関節背側に骨棘がみられた。 手術はDIP関節背側を切開し、終止伸
筋腱の両側から展開した。骨棘は全指で末節骨関節面の伸筋腱付着部は温存し、それ以外の骨
棘を切除した。関節部嚢腫を滑膜炎とともに、皮膚嚢腫もその茎を含めて切除した。。皮膚は
全例一次縫合し、局所皮弁や植皮は用いなかった。術後全例で嚢腫は消失し、経過観察中に再
発は見られなかった。爪甲変形も22指全てで改善または消失した。術後疼痛も改善し、術前可
動域はほぼ維持されていた。　 手指DIP関節周辺に発生する粘液嚢腫は関節部伸筋腱両側の嚢
腫本体を確実に切除することが重要と考えられる。過去の経験から終止伸筋腱の付着部を含め
て全骨棘を切除するとMallet fingerの発生が避けがたいので、部分切除に止めるべきと考え
る。　 終止伸筋腱の両側からのアプローチで確実な嚢腫茎の同定・切除と腱付着部以外の両側
の骨棘の切除が可能となり、嚢腫の再発が予防できる。疼痛・可動域制限が少なく、整容的に
も良好で高い満足度が得られる。
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1-B-EP-1

指尖外傷での局所皮弁適応条件の検討
Usefulness of local flap for  finger reconstruction

○三島 吉登, 岩澤 幹直, 佐治 智子

長野赤十字病院形成外科

2009年から5年間に、指尖外傷再建に適応した5種類の皮弁につき、適応条件と結果について検
討した。症例）男性47例女性5例の合計52例。年齢は１歳から72歳であった。方法）背側枝皮弁
34例、背側拡大指動脈皮弁10例、島状指動脈皮弁2例、母指球部皮弁5例、指交差皮弁1例。組織
欠損状態、皮弁の生着と指可動域、皮弁知覚の評価を行った。結果）皮弁はすべて生着した。
受傷近位の損傷が軽度の場合、背側枝皮弁は背側でも掌側でも指尖から1/2指節から1指節半の
欠損創に適応でき、最も症例数が多かった。背側拡大指動脈皮弁は、大きな組織の移動可能
で、指尖から１から３cmの指腹組織欠損や1期的指再建に適応できた。島状指動脈皮弁は、指腹
組織長軸約１cmまでの欠損へ適応した。母指球皮弁は受傷部近位に損傷が及ぶか指尖掌側斜め
切断で、1/2指節ほどの欠損に適応した。指交差皮弁も受傷より近位損傷があり、指掌側1指節
以上の欠損創に適応した。背側枝皮弁、背側拡大指動脈皮弁、指動脈皮弁ではDIP関節拘縮を残
すが％TAM70%以上が多数であり、母指球皮弁、指交差皮弁例で拘縮はなかった。5種類の皮弁
は、知覚皮弁非知覚皮弁に係わらず、手術後半年以後ではSemmes-WeinsteinTestでNo 6 かNo10
を示した。考察）背側枝皮弁は、長いrotation arcの指動脈穿通枝による知覚皮弁である。1指
節半ほどまでの指背側掌側に適応範囲が広い。背側拡大指動脈皮弁は、指動脈皮弁に背側組織
を拡大した皮弁で、指動脈皮弁と指交差皮弁とを合わせた特長がある、掌側３cmまで1期的に被
覆可能な唯一の知覚皮弁であった。母指球皮弁、指交差皮弁は、受傷近位損傷がある場合、な
お必須の皮弁である。ただ皮弁移動には経験が必要といえる。これら指局所皮弁は、知覚受容
体が多くためか非知覚皮弁でも知覚回復は良好であり再建に有用である。
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1-B-EP-2

指尖部損傷の皮弁による再建症例の検討
Reconstruction of Fingertip Injuries using Various Types of Flaps

○松崎 浩徳1, 植木 将人1, 間庭 圭一2

1新潟臨港病院　整形外科, 2新潟大学　医学部　整形外科

【目的】再接着が適応とならない指尖損傷に対して皮弁による指尖再建を行った症例の術式、
手術成績および手術適応に関して検討する。
【方法】対象は2002年8月から2014年4月までに指尖欠損に対して皮弁による再建術を行った45
例（46皮弁）で、年齢は24～77歳（平均47歳）、男性33例、女性12例であった。
【結果】使用されていた皮弁は神経血管柄付きVY型前進皮弁（VY群）が26皮弁、母指球皮弁
（TF群）が1皮弁、逆行性指動脈皮弁（RDF群）が15皮弁、遊離皮弁（FF群）が4皮弁であっ
た。VY群は大部分がAllen分類 type 3の欠損であり、橈側または尺側の神経血管柄のみを利用
したものは23皮弁、両側の血管柄を利用したものが3皮弁であった。1例で挙上中の指動脈損傷
に対して顕微鏡下の血管吻合術を要したが、全例とも生着し、疼痛のない良好な指尖形態が再
建されていた。TF群は34歳男性の左示指末節全体に及ぶ掌側組織欠損であり、術後2週で茎切離
を行い、拘縮の残存を認めなかった。RDF群は末節全体を含む掌側や橈尺側の組織欠損などであ
り、術後２例に皮弁うっ血に対する処置を要したが全例生着し、術後知覚評価を施行した症例
ではSWTでblueまたはpurpleの知覚が獲得されていた。遊離皮弁はwrap around flapが1例、静
脈皮弁が1例、遊離後骨間動脈皮弁が2例であった。全例とも完全生着し、満足すべき指尖形態
が再建されていた。
【結論】指尖損傷は極めてありふれた外傷であり、治療においては痛みがなく安定したピンチ
動作が可能な指尖を再建する必要があるが、最も頻度が高い爪基部より末梢の組織欠損にはVY
型掌側前進皮弁が簡便かつ確実な再建手段であった。より広範囲の損傷にはTF、RDFおよび各種
の遊離皮弁が適応となるが、損傷形態や個々の患者の要望や手術リスクを考慮した選択が重要
である。
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1-B-EP-3

指尖部損傷に対する治療戦略
Treatment of fingertip injuries

○白坂 律郎1, 若杉 琢磨1, 佐々木 研1, 石突 正文2

1土浦協同病院　整形外科, 2石岡医師会病院

【目的】指尖部損傷においては可能な範囲での爪の温存及び指腹部の再建が重要であることに
異論はないだろう。今回、我々が経験した症例からその治療戦略について述べる。【対象】指
尖部損傷の定義は定まったものはないが、爪母が損傷を免れていれば爪の再生が期待できる。
今回の対象は指尖部損傷のうち爪母を含んでより以遠の損傷（玉井zone1あるいは石川
subzone12）もしくは爪を含む指尖部背側の損傷の40症例42指である。行った手術は再接着8例
9指、逆行性動脈皮弁7例8指、掌側VY flap13指、母指球皮弁6指、母指掌側前進皮弁4指、有茎
鼡径皮弁2指であった。母指掌側前進皮弁の1例にgraft-on flapを併用した。【治療結果】逆行
性動脈皮弁の1例で部分壊死に至った。またVY flapで術中動脈を損傷してしまい、顕微鏡下で
の縫合を要した。また、再接着の1例でCRPS様症状を呈した。大部分の症例で指尖部は概ね良好
な形態が得られたが、爪母の損傷の程度に従って爪の変形を残した。行った術式と可動域制限
の間には相関はなかったが中高年以降の患者に可動域制限が生じやすい傾向が見られ
た。【考察】状況が許せば再接着を行うというのが共通した見解としていいだろう。ただし、
挫滅や引抜きなどの程度などによって常に動脈の縫合が行えるわけではない。また、再接着指
が生着しても感染や皮膚欠損などで治療経過が長期化したり、必ずしも良好な経過をたどらな
かった症例も存在した。良好な皮弁手術後の経過を見ると必ずしも再接着に固執する必要はな
いようにも思われた。今回の症例を振り返ると時代の変遷とともに好みの術式も変化してきて
はいるが、現時点では再接着にVY flap（母指の場合は掌側前進皮弁）、逆行性動脈皮弁といっ
たオーソドックスな選択のみで大部分の症例に対処が可能と考えている。
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1-B-EP-4

固有指部腱露出創に対する拡大型逆行性背側指動脈皮弁による再建
Reconstruction of skin defect of fingers with tendon exposure by extended reverse dorsal digital artery

flap

○山中 清孝, 松村 健一

多根総合病院　整形外科

【はじめに】固有指部腱露出創に対する拡大型逆行性背側指動脈皮弁による治療経験を報告す
る.【対象と方法】対象は4例4指で, 屈筋腱断裂に伴う指掌側の皮膚欠損が2例, 伸筋腱露出を
伴う指背側の皮膚欠損が2例であった. 屈筋腱断裂に伴う皮膚欠損の1例に対しては脂肪弁に分
層植皮を組み合わせて使用したが, その他はすべて皮島をつけた皮弁とした. 方法は, 手背中
手骨間に皮弁をデザインし, 手背皮下脂肪組織を皮下茎として逆行性に挙上する.皮下茎直上の
皮膚は真皮レベルで剥離挙上し, 皮下茎にはできるだけ中央に皮下静脈を含むようにし, 伸筋
腱パラテノンを含まずに挙上する. MP関節近位約1cmに存在する穿通枝を処理する. 遠位の基節
レベルの掌側指動脈との連合枝付近をpivot pointとした.  【結果】皮弁および植皮はすべて
生着し, 壊死をきたしたものはなかった. 採取部はすべて一期的に縫縮することができ, 植皮
を要したものはなかった. 採取部周囲の一過性の知覚鈍麻を4例に認めた. 屈筋腱断裂の1例に
追加の腱剥離を行い, 皮膚の問題もなく可動域の改善を得た.【考察】固有指部の腱露出創に対
する再建は, 皮膚欠損の被覆としてではなく, 後の腱剥離などの追加手術を考慮した, いわゆ
るfavorable scarとなる腱周囲組織としての軟部組織を再建することが重要となる. 手背部に
存在する皮膚穿通枝と背側指動脈の吻合によるネットワークを利用し, 逆行性背側指動脈皮弁
を拡大することで十分量の血流のよい脂肪を移植することができる. 本法は伸筋腱の処理が不
要なため挙上が容易で, 指中節部掌側までの十分なrotation arcがあり, 主幹動脈の犠牲もな
い. 縫縮可能な範囲では採取部に植皮も要さないためドナーの犠牲も少ない.

S272



1-B-EP-5

hemipulp flapによる指尖部再建の検討
A Study of Finger Tip Reconstruction by Hemipulp Flap

○高橋 信行1, 金谷 耕平1, 射場 浩介1, 山下 敏彦1

入船 秀仁2

1札幌医科大学  整形外科, 2札幌医科大学 高度救命救急センター

【はじめに】hemipulp flapは，知覚を必要とする手指指尖部再建に有用な方法の1つである．
我々は，指尖～指体部に及ぶ掌側の広範囲な欠損で，特に知覚再建が求められる症例に対
し，hemipulp flapによる再建を行ってきた．今回，当科で行ったhemipulp flapによる手指の
再建例について検討したので報告する．
【対象と方法】2009年～2011年にhemipulp flapにて再建を行った，5例5指．男性3例，女性
2例，平均年齢40.6歳．右手3例，左手2例．母指2例，示指3例．挫滅指3例，切断指1例，高圧注
入損傷1例．ドナー部位はいずれも母趾趾間の非加重部，皮弁の大きさは平均4.2×2.2cm，血管
茎はshort pedicle 2例，long pedicle 3例．平均観察期間は25ヶ月．これらの症例について，
皮弁の生着，術後合併症，ドナー部位の障害，追加手術，皮弁の知覚，DASH score，外観の満
足度について検討した．
【結果】全例皮弁の完全生着が得られ，術後合併症，ドナー部位の障害はいずれも生じなかっ
た．追加手術は3例(除脂術2例，Z形成1例)に行われていた．皮弁の知覚はSW  test
3.38，static 2PD 5.7mm，moving 2PD 5.3mmであった．DASH scoreは12点，外観の満足度は大
変満足2例，満足3例であった．
【考察】hemipulp flapは，手指の指尖部と組織が酷似するため，元の指に近い，美容的・機能
的再建が可能である．良好な知覚回復が期待でき，知覚皮弁としての有用性が報告されてい
る．本研究においても，再建した指外観の満足度は高く，良好な知覚回復が得られていた．ま
た，採皮部を母趾の非荷重部に求めれば採皮部の障害が少ないとされており，本症例でもドナ
ー部位に障害を生じたものはなかった．hemipulp flapは，手指掌側の広範囲な欠損例のうち，
特に良好な知覚が必要とされる，母指・示指指尖部の再建に良い適応と考えられた．
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1-B-EP-6

指尖部切断に対して神経縫合を実施しない再接着手術に対する術後
調査

Postoperative evaluation after replantation surgeries for complete digital amputations

○竹内 久貴1, 池口 良輔2, 安田 義1

1神戸市立医療センター　中央市民病院　整形外科, 2京都大学　整形外科　

【目的】
我々は指尖部の完全切断症例に対して神経縫合を実施していない。今回の調査の目的はこの手
術方法に対する患者の術後満足度を明らかにすることである。
【方法】
2011年7月から2013年８月までに実施された完全切断指症例は18例21指であった。これらの中で
1年以上経過観察可能であった14例17指を対象とした。DIPより以遠の指尖部切断は9例9指
(subzone III: 5例、 subzone IV: 4例)、DIPより近位の切断(以下、指体部切断)は5例8指(中
節切断4例、基節切断4例)であった。手術では指尖部切断症例に対しては神経縫合を実施せず指
体部切断症例に対しては神経縫合を試みた。術後評価は電話調査にて実施し、指尖部の痺れの
状態(paresthesiaまたはdysesthesia)と0-10の11段階で表した手術満足度及び指尖部の主観的
感覚を評価した。
【成績】
指尖部切断症例では、術後に痺れが残存したのは7例(paresthesia 4例、dysethesia 3例)残存
しなかったのは2例であった。また術後満足度は9.4±0.9、指尖部の主観的感覚は6.0±2.6であ
った。指体部切断症例では、術後に痺れが残存したのは4例(paresthesia 2例、dysethesia
2例)残存しなかったのは4例であった。また術後満足度は7.6±1.9、指尖部の主観的感覚は3.6
±2.9であった。
【結論】
指尖部切断症例に対して神経縫合を実施しないことは、指尖部に痺れ感が残存する原因の一つ
と考えられた。しかし、神経縫合を実施しなくとも患者の術後満足度は高いと考えられた。
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1-B-EP-7

手指皮膚軟部組織欠損に対するSuperficial Palmar Branch of the Radial
Artery Flapによる治療経験

○岩田 勝栄, 北野 陽二

南和歌山医療センター

【はじめに】今回我々は橈骨動脈浅掌枝superficial palmar branch of the radial
artery（以下SPBRA）に栄養される手関節掌側部をドナーとした皮弁による手指皮膚軟部組織欠
損の3例3指を経験した。【症例】2例はDIP関節背側の比較的大きな皮膚軟部組織欠損のため本
皮弁を選択し、伸筋腱が停止部から骨と共に損傷していたので伸筋腱の再建も同時に行った。
残り1例はring injury後の、2指節間に渡る指掌側皮膚壊死により屈筋腱が露出していたため、
本皮弁による再建を選択した。【結果】皮弁は2例が完全生着し、1例が皮弁末梢一部の部分壊
死を認めたが、その後問題なく生着した。追加手術として2例に除脂肪術を行い、そのうちの1
例にZ形成術、他の1例にDIP関節固定術を施行した。ring injuryの1例でDIP関節の屈曲拘縮を
認めたが、その他の関節可動域は良好で、他の2例もDIP関節以外の可動域は問題なく、全例復
職している。【考察】手指皮膚軟部組織欠損の治療法は多岐に渡る。特に腱や骨まで達する症
例に対しては皮弁を用いた再建が必要である。損傷範囲が小さな欠損の場合は局所皮弁や島状
皮弁で対応可能であるが、1指節間を越えるような大きな欠損に対しては遊離皮弁が適応になっ
てくる。本皮弁は皮膚の薄さ・色・質感の観点から手指掌側部の再建に有用で、患指の手関節
掌側部から採取可能であり、かつドナーを一期的に縫縮でき、主要血管を犠牲にしない等の利
点がある。知覚皮弁でないことが欠点であるが、知覚が重要な母指や示指以外の手指掌側の大
きな皮膚欠損や、腱・骨に至る大きな背側皮膚軟部組織欠損に対し本皮弁は有用と考える。部
分壊死の1例を経験したことから、皮弁デザインや大きさに関して今後の検討が必要と思われ
た。
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1-B-EP-8

ヨーロッパ3ヵ国（スイス・ドイツ・オーストリア）における橈骨
遠位端骨折に対するロッキングプレートの使用状況

Usage of the locking plate for distal radius fractures in three European countries (Switzerland, Germany,

Austria)

○川崎 恵吉1, 稲垣 克記2, Gruenert Joerg3

Krimmer Hermann4, Pezzei Christoph5

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

3Kantonsspital St. Gallen, Hand Surgery

4Krankenhaus St.Elisabeth, Hand Surgery

5Unfallkrankenhaus Lorenz Boehler, Hand surgery

【はじめに】現在日本で販売されている橈骨遠位端骨折用のpolyaxial locking plate(以下
PLP)の3メーカーである、Synthes社、Stryker社、Medartis(MES)社は、全てスイスが発祥の地
であり、現在もなお工場や開発の中心が、スイスに置かれている。スイスの精密器械の製作技
術の高さはスイスが世界最高レベルであり、日本はPLPの製作に関しては、明らかに後れを取っ
てしまったと思われる。このヨーロッパでの橈骨遠位端骨折用のロッキングプレートの使用状
況を調査し、日本との比較を行った。
【方法】上記会社や矢野経済研究所などから、ヨーロッパ3か国（スイス：ドイツ：オーストリ
ア）と日本における使用状況を調査した。また、私が現在上記3ヵ国の留学中でもあり、それぞ
れの国での手術見学及び各社の工場訪問を行い、その動向も調査した。
【結果】橈骨遠位端骨折に対するプレート使用数の1年間の総計（2013年度）は、スイス：ドイ
ツ：オーストリアで7700:78180:8200件個であった。そのうち、PLPであるVATCP＋
VALCP(Synthes):VariAx(Stryker):APTUS Correction+baby foot+ADAPTIVE+Dorsal
plate（Medartis）の使用された割合が、スイスで33:2:40%、ドイツで34:12:19%、オーストリ
アで33:2:43%であった。その他の会社のPLPも含めて、PLP：monoaxial locking plateの割合
は、各国ともに約80:20%で、日本の約40:60%に比べるとはるかにPLPが多かった。手術テクニッ
クに関しては、プレート近位から先にスクリューを固定していく方法、スクリューで整復する
方法などが見られたが、各施設でそれぞれ異なっていた。
【まとめ】各国で各種プレート使用の割合は異なっているが、ヨーロッパではPLPの使用割合
が、日本に比べて非常に高かった。今後日本人の形状に合わせたPLPの開発も必要と思われた。
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1-B-EP-9

掌側転位型橈骨遠位端骨折分類の単純X線評価による検者間信頼性
の検討

Investigation of intra-rater reliability by X-ray findings for volarly displaced distal radius fractures

○上杉 彩子, 片岡 利行, 栗山 幸治, 濱田 雅之

星ヶ丘医療センター　整形外科

【目的】掌側転位型橈骨遠位端骨折はAO分類B3型の掌側Barton骨折、A型C型のSmith骨折に分類
される。今回我々は掌側転位型橈骨遠位端骨折に対して掌側Barton骨折かSmith骨折かX線評価
を行いCT評価と比較検討した。【対象と方法】2013年1月から2014年10月まで当院で掌側ロッキ
ングプレートを用いて観血的治療を行った橈骨遠位端骨折のうち掌側転位型28例を調査対象と
した。男性6例、女性22例、平均年齢59.4歳（17～88歳）であった。全例受傷時に手関節単純X
線（正面像と側面像）と手関節CTを撮影した。手の外科医以外の整形外科医3名（整形外科1年
目、3年目、8年目）が手関節単純X線を用いて掌側Barton骨折かSmith骨折か評価し、手関節CT
と比較した。これを元に検者間信頼性（Kappa係数）を算出した。【結果】各検者が単純X線で
掌側Barton骨折と診断した症例はそれぞれ7例、4例、5例、CTによる診断では3例であった。単
純X線にて診断した掌側Barton骨折症例はばらつきを認め、3検者間信頼性はkappa = 0.151と低
値であった。またCT評価との検者間信頼性はそれぞれkappa = 0.0261、0.184、0.125と低値で
あった。【考察】掌側Barton骨折は掌側よりplateで掌側骨片を押さえ込む方法が一般的であ
る。関節内Smith骨折の場合、背側骨片も掌屈し背側関節面が陥没している場合が多く、背側関
節面を持ち上げ整復する必要がある。そのため、掌側転位型橈骨遠位端骨折はSmith骨折か掌側
Barton骨折か診断することが重要となるが、単純X線で診断することは難しく、CTが有用であ
る。
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1-B-EP-10

橈骨遠位端骨折形状は尺骨茎状突起骨折の有無で変化するのか？
Correlation with ulnar styloid fracture and the fracture pattern 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形状が，尺骨茎状突起骨折の有無により変化するのか否かを検
討すべく，橈骨遠位端骨折の形状と尺骨茎状突起骨折の有無についてCTにて評価したので報告
する．
【対象と方法】対象は2009～2013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
193例中，関節外骨折であった62例（男性14例，女性48例）を対象とした．平均年齢は67.1歳．
ただし，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38例であった．橈骨遠位端骨折の形状の評価方法であるが，骨折線の部位
としてCTの前額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．また遠位骨片の橈側転位としてCTの前額断にて近位骨片と遠位骨片の尺側端の距離を計測
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8.6mm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，尺骨茎状突起骨折を合併した群の橈側転位は平均0.8mmで，尺骨茎状突起骨
折を合併しなかった群では平均0.4mmであった．両群間には統計学的有意差は認められなかっ
た．
【考察】橈骨遠位端の骨折線の部位に関しては、橈骨遠位尺側には骨間膜の一部であるdistal
oblique bundleの付着部より近位で橈骨が骨折したか，遠位で骨折したかが，尺骨茎状突起の
裂離骨折の頻度に影響を与えると考えられた．また遠位骨片による受傷時の牽引を考慮する
と，尺骨茎状突起骨折を有する群で，遠位骨片の橈側転位が増大すると考えられたが，尺骨茎
状突起骨折の有無により有意な差は認められなかった．症例数が少ないことや，骨折部の整復
が理由となりうるが，今後，更なる検討が必要と考えられた．
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1-B-EP-11

骨形状に応じた橈骨遠位端骨折治療における内固定材の選択につい
て

Implant selection for the distal radius fractures according to the bony anatomy

○米田 英正, 岩月 克之, 栗本 茂る, 山本 美知郎
平田 仁

名古屋大学　手の外科

【はじめに】我々は昨年度の本会で、teardropとよばれる橈骨最遠位尺掌側の骨突出には個体
差があることを報告した。今回この知見をもとに、各社のmono-axialロッキングプレートの骨
適合性を形態の異なる骨を用いて解析し、個体差がプレート設置に及ぼす影響を調査し
た。【方法】teardropを側面から参照し、teardrop inclination angle(TIA)として掌側突出を
数値化した。TIAの異なる2本の骨を3Dモデルとして作成し、傾斜角度の急峻なbone Sと緩徐な
bone Gとした。またAcumed Acu-loc, Synthes VCP, Biomet DVRをそれぞれ3Dスキャナを用いて
スクリューごと取り込み3Dモデルを作成した。スクリューと軟骨下骨の距離が3mmとなる位置に
スクリューを挿入したという条件下に3D-CADモデル上で骨とプレートを重ねあわせ、プレート
と骨の適合性をシミュレートした。骨とプレートの距離を測定し、Plate-bone Distance(PBD)
として出力した。【結果】PBDの中央値はbone SではAcu-loc 1.4mm, VCP 0.9mm, DVR
1.7mmで、bone GではAcu-loc 0.5mm, VCP 0.8mm, DVR 1.3mmであった。Bone SではVCPとの適合
性がよく、bone GではAcu-locとDVRとの適合性がよかった。カラーマップでのPBD増加部位を確
認すると、VCPとBone Gの組み合わせでプレート最遠位で増加し、Aculoc1とbone Gの組み合わ
せで長母指屈筋走行部位で増加していた。すべての組み合わせで接触部位は10%以下であった。
これらの接触の違いはプレートの曲げ角度に起因するものと思われた。【考察】尺側傾斜の急
峻な骨にはVCPが適合し、傾斜の緩徐な骨にはDVRの適合がよいことが判明した。骨形状と異な
るプレートの利用は、プレート設置による整復位の損失やプレートの掌側突出による軟部組織
損傷の原因となりうるため、整復後の骨形状を意識したプレート選択が望ましい。
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1-B-EP-12

橈骨遠位端骨折において背側骨移植は必要か
Is the dorsal bone graft necessary for distal radius  fracture?

○浅沼 雄太, 楠瀬 浩一, 松尾 亮平, 武光 真志

労働者健康福祉機構　東京労災病院

【目的】背側転位や短縮転位を生じた橈骨遠位端骨折では，整復後骨欠損がしばしば生じる．
従来は骨欠損に対し骨移植も行われてきたが掌側プレートの普及と共にその頻度が少なくなっ
てきた．しかし，骨欠損部の骨の状態についての報告は比較的少ない．今回，CT検査を行い，
骨形成の様子を画像的に評価することを目的とした．【対象・方法】2013年10月～2014年7月に
手術加療を行った橈骨遠位端骨折のうち，術前，術直後，術後３カ月のCT検査を施行し得た11
例11手のうち，整復後背側骨欠損を生じた７例７手，55～84歳（平均72歳）を対象とした．骨
折型はAO分類でA３;１例，C２;６例，手術は全例エム・イー・システム社製ADAPTIVE　plateに
よる掌側プレート固定とし，背側の展開は行わず全例骨移植は行っていない．骨形成は術前，
術直後（術翌日～１カ月），術後約３カ月時のCT像により評価した．同時に背側傾斜角・橈骨
短縮を計測した．評価は， 橈骨遠位端矢状断で月状舟状骨間を中心軸とした３スライス（３mm
間隔）面において骨欠損部に連続した骨形成を認めたものを骨形成ありと評価した． 【結果】
対象とした７例７手すべてに，３スライス部において連続した骨形成像を認めた．なお，背側
傾斜角の進行は平均0.6°，短縮は0.3ｍｍであった．【結語】橈骨遠位端骨折において整復の
際生じた骨欠損は骨移植を行うことなく良好な骨形成像を認め，背側傾斜角・橈骨短縮ともご
くわずかであった．
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1-B-EP-13

術後関節可動域訓練開始時期の橈骨遠位端骨折治療成績に及ぼす影
響

Effect of Early and Delayed Onset of Rehabilitation in Treating Distal Radius Fracture

○徳山 直人1, 菅原 留奈1, 宮本 英明1, 大江 隆史1,2

森崎 裕1

1東京大学　医学部　附属病院　整形外科・脊椎外科, 2名戸ヶ谷病院　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手術の治療成績は多数報告されてい
るが術後他動可動域訓練開始時期の成績に及ぼす影響の報告は少ない。そこで当科の術後他動
可動域訓練開始時期と治療成績について検討した。【対象と方法】掌側ロッキングプレート手
術を行い術後6カ月以上経過の橈骨遠位端骨折28例(男9例、女19例)を対象とした。手術時平均
年齢は60.2歳。術後21日以内に他動可動域訓練を開始した早期群10例と22日以降に開始した非
早期群18例の2群に分け、最終診察時の関節可動域（背屈、掌屈、前腕回内、回外）と握力の健
側比、X線評価としてradial inclinataion（RI）、volar tilt（VT）、radial height（RH）の
矯正損失を計測した。【結果】AO分類による骨折型の内訳は早期群でA:4, B:1, C:5例、非早期
群でA:3, B:2, C:14例であった。他動訓練開始時期は早期群平均19.2日、非早期群31.7日で有
意差があった。最終診察時関節可動域(健側比)は早期群で背屈88.4%、掌屈84.4％、回内
96.3％、回外93.8％、非早期群は背屈94.4%、掌屈92.3％、回内93.9％、回外96.7％でいずれも
有意差はなかった。握力(健側比)は早期群79.0％、非早期群82.2％で有意差はなかった。X線に
よる矯正損失も全項目で両群に有意差はなかった。【考察】非早期群ではAO分類typeCが多く骨
折の不安定さが訓練開始時期の遅れの一因となったと推測される。本結果を受けAO分類typeCの
ような症例で他動訓練を遅らせても可動域、握力、矯正損失に差はなく、安定性に不安が残る
症例では他動訓練開始を遅らせても良いと解釈した。
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1-B-EP-14

有鉤骨鉤骨折もしくは大菱形骨稜骨折を合併した掌側転位型橈骨遠
位端骨折の検討

Treatment of palmar displacement type of distal radius fracture combined with trapezial ridge fracture or

hamate hook fracture

○古屋 貫治1,2, 川崎 恵吉1, 稲垣 克記3, 酒井 健2

根本 哲也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】Smith(1847)は、掌側転位型のSmith骨折は手関節屈曲位で手背をついて転倒した
際に起こると記載がある。しかし我々はこれまで、両手からダイビングするように転倒した
り、手掌に擦過傷を認めた、掌側転位型橈骨遠位端骨折を経験し、これらは手掌からついた掌
側転位型であると報告をした（2014.酒井）。今回さらに掌側転位型橈骨遠位端骨折例に、有鉤
骨鉤骨折を合併した2例と、大菱形骨稜骨折を合併した1例を経験したが、この両者の合併骨折
の受傷機転から、手掌からついたと考えられる。そこで、当科でこれまで橈骨遠位端骨折に対
してCT撮影を行った全症例の再読影を行い、同骨折の頻度や骨折型について検討した。
【方法】2001年4月から現在までに、当院で橈骨遠位端骨折に対して術前にCT撮影を行っていた
246手について、CTを再読影し、有鉤骨鉤または大菱形骨稜合併骨折の有無、AO分類との関係を
検討した。
【結果】対象症例246例中、有鉤骨鉤骨折の合併は3例（1.2％）、大菱形骨稜骨折は4例
（1.6％）であったが、このうち術前から診断が確定していたものは、前者1例、後者2例であっ
た。橈骨遠位端の骨折型は、有鉤骨鉤骨折は全例が掌側転位型、大菱形骨稜骨折は4例中3例が
掌側転位型であった。これら7例のうち、掌側転位型の6例を対象とした。6例の平均年齢は
56.3歳、男:女性は5:1例、AO分類ではtypeBが4例、typeCが2例であった。また、手掌に擦過傷
を認めたものは3例であった。
【まとめ】手掌からついたと思われる掌側転位型橈骨遠位端骨折に合併した有鉤骨鉤や大菱形
骨稜骨折の6例を経験した。掌側転位型橈骨遠位端骨折に遭遇した際には、これらは見逃されや
すいので注意が必要である。
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1-B-EP-15

透析・シャント肢側の橈骨遠位端骨折における術前シャント評価の
有用性

Usefulness of Preoperative  Evaluation of Vascular Access in Distal Radius Fracture of Hemodialysis

Shunt Limb Side

○野口 京子, 佐々木 大蔵

JCHO仙台病院 整形外科

【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,シャント血管が手術の妨げと
なることがある。これに対し我々は術前にドプラー血流測定法,シャント造影法を用いシャント
の走行を評価,これを参考に術式の選択を行っている。術前シャント評価の有用性について検討
する。【対象】2012年以降,観血的治療を行ったシャント肢側の橈骨遠位端骨折は9例である。
このうち,術前シャント評価を行った5例を対象とした。透析年数は平均8年,骨折型はAO分類
A2：2例,C1：1例,C2：1例,C3：1例であった。【方法】表層血管の評価にはドプラー血流計を用
い,前腕のシャントの走行を皮膚上に描出。深部血管の評価にはシャント造影法を用いた。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。【結果】術前シャント造影で3例にシャント狭窄を認めた。術式は創外固定術1例,内固定術
4例であった。手術時,ターニケットは使用しなかった。術中出血は平均23.8ｍｌ,術後シャント
使用再開は平均2.4日であった。関節可動域は背屈平均46°,掌屈49°,回内90°,回外90°健側
比握力76.3％,Mayo wrist scoreは平均91点であった。【結語】(1)シャント走行の評価にドプ
ラー血流測定法、シャント造影法は有用であり,これにより安全な術式の選択が可能であっ
た。(2)ドプラー血流測定法は皮膚表層の血管の評価に優れているが、血管の存在する深さが評
価できない。(3)シャント造影法は,シャントの走行,吻合部,シャント狭窄の有無,側副血行路の
発達が確認でき、三次元的評価が可能である。
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1-B-EP-16

遠位橈尺関節症に続発した伸筋腱皮下断裂の検討　～関節リウマチ
との比較～

Comparison of extensor tendon rupture associated with osteoarthritis of the dital radioulnar joint and with

rheumatoid arthritis of the wrist.

○澤田 英良, 建部 将広, 浦田 士郎, 田中 健司
丹羽 智史

安城更生病院　手の外科・マイクロサージャリ-センター

【目的】
遠位橈尺関節症に続発した伸筋腱皮下断裂について,関節リウマチに続発したものとX線所見・
腱移行術後成績を比較検討すること.
【方法】
過去10年当院で伸筋腱皮下断裂に対して腱移行術を施行した135例のうち,遠位橈尺関節症に続
発した6例7手(OA群)を対象とした.男性1例1手・女性5例6手,罹患指は全て環指・小指で,固有示
指伸筋腱(EIP)にて再建を行った.関節リウマチに続発した環指・小指皮下断裂にEIPで再建した
9手(男性0手,女性9手)をコントロール(RA群)として比較検討した．平均年齢はOA群73.6歳,RA群
51.0歳,平均経過観察期間はOA群6.4週,RA群19.7週であった.X線でUlnar variance(UV),carpal
height ratio(CHR),carpal-ulnar distance ratio(CUDR),carpal-radial distance
ratio(CRDR),radioulnar separation ratio(RUSR),scallop sign,尺骨頭背側脱臼の有無を評価
し,握力健側比,MP関節可動域,%TAM，Buck-Gramacko法を評価した.
【結果】
( O A 群 ： R A 群 ) と し て , X 線 計 測
は,UV(3.8：2.1)mm,CHR(0.47：0.38),CUDR(0.20：0.19),CRDR(0.30：0.34),RUS(0.52：0.54)で
あり,Scallop sign(42.9：66.7)%,尺骨頭の脱臼(71.4：66.7)%で認めた.術後評価では,握力健
側比(82.2：101.4)%,環指伸展(-4.4：-5.8)°,屈曲(75.1：75.2)°,小指伸展(-5：-8.6)°,屈
曲(78.3：78.4)°であり,%TAMは環指(91.8：90.3)%,小指(88.8：90.4)%,Buck-Gramacko法は環
指(優4良3：優6良3),小指(優4良3：優5良4)であった.CHR,CRDR,握力で有意差を認めた.
【考察】
X線評価では,OA群はRA群と比較し手根骨の圧潰と尺側偏位が有意に少なかった.Scallop signを
認めるものは少なく,尺骨頭の背側脱臼を認めるものが多い傾向にあった.術後評価では,RA群は
OA群と比較し伸展ラグが大きい傾向にあったが,屈曲制限はなくいずれも良好な成績が得られて
いた.
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1-B-EP-17

長母指伸筋腱皮下断裂に対する手術症例の検討
Follow up Studies of Surgical treatment for the Extensor Pollicis Longus Rupture

○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】当院で施行した長母指伸筋腱(EPL)断裂に対する手術症例について検討した。【対象と
方法】2010年10月より2014年9月までの間、当院で施行したEPL断裂に対する手術症例は16例17
手であった。男性4例、女性12例、年令は36才から85才、平均60.4才、右8手、左9手である。断
裂の原因は橈骨遠位端骨折が10例10手、関節リウマチが2例3手、原因不明が4例4手である。手
術方法は全身麻酔下もしくは局所麻酔下に、1例は長掌筋腱を用いて遊離腱移植を施行し、その
他の症例は固有示指伸筋腱(EIP)を用いて腱移行を施行した。後療法はいずれも3週のキャスト
固定を行った。評価は最終診察時の母指指節間(IP)関節、母指中手指節間(MP)関節の可動域と
し、麻酔方法（全身麻酔および局所麻酔）と治療成績との相関関係を検討した。除外症例は遊
離腱移植の1症例およびフォローアップできなかったものとした。【結果】フォローアップ期間
は1ヶ月から7ヶ月であり、術後可動域を評価できたものが14例15手であった。麻酔方法による
IP関節伸展、MP関節伸展、IP関節、MP関節の伸展合計の治療成績にいずれも有意差は認められ
なかった。【考察】EPL断裂に対するEIPを用いた腱移行術は最も一般的な治療方法であり、近
年局所麻酔下に施行する報告が散見されている。当院でもエピネフリン入り１％キシロカイン
で局所麻酔を行い、腱移行を行っている。治療成績に差は無いが、全身麻酔などに比べ利点は
多い。術中に緊張度を決定しやすく、外来通院での治療が可能であり、患者の負担や医療コス
トも抑えられる。以上より有用な方法であると考えられた。
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1-B-EP-18

手指伸筋腱皮下断裂の検討
The Treatment of Extensor Tendon Ruptures

○吉塚 将昭, 砂川 融, 中島 祐子, 四宮 陸雄
越智 光夫

広島大学　医学部　整形外科

【はじめに】当科での手関節部伸筋腱皮下断裂に対する手術成績から成績不良の原因について
検討した。【対象と方法】対象は平成18年4月から平成26年6月までに当科で手術をおこなった
母指を除く伸筋腱皮下断裂24例26手（男8、女16）で、手術時平均年齢64歳であった。原疾患は
RA17手、OA8手、キーンベック病1手で、伸展不全を呈した指は小指6手（EDMのみ2手）、示指
1手、環小指12手、中環小指8手、発症から手術までは1.5ヵ月から5.5年の平均13ヵ月であった
再建方法は、EDM 単独ではEIPの移行、小指単独ではEDC5をEDC4へ端側吻合しEDMへEIPを移行、
示指単独ではPL移植、環小指ではEDC4・5をEDC3へ端側吻合しEDMへEIPを移行、3指病変では
EDC3はEDC2へ端側吻合し、EDC4・5へEIPを移行（2手）、もしくはPLを移植（6手）した。Sauve
-Kapandji法を16手、Darrah法を9手、骨片摘出を1手に併用した。MP関節の固定は術後3週間以
内が19手、4週間が７手であった。術後6か月の時点でのMP関節伸展-20°以下もしくはMP関節屈
曲50°以下の症例を成績不良としその原因を考察した。【結果】MP関節伸展-20°以下の症例は
1手、MP関節屈曲50°以下は5手、その両方が2手であった。成績不良8手の内訳は、原疾患は
RA6手、OA2手、罹患指数1指1手、2指4手、3指3手、発症から手術までは2ヵ月から3年の平均7.5
ヵ月であった。8手中4手でMP関節を4週間固定していた。【考察】統計学的有意差はなかった
が、OAよりRAで、罹患指数が多いほど、3週間以上の外固定で成績不良となる傾向を認めた。手
術手技及び後療法を改善する必要があると考えられた。
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1-B-EP-19

手指伸筋腱皮下断裂に対する並列位テーピング法による早期運療法
の成績

Early active motion exercise for reconstruction of ruptured finger extensor tendons: Juxtapositional taping

method

○善財 慶治, 長谷川 淳一

長岡中央綜合病院　整形外科

【はじめに】石黒らの報告した減張位早期運動療法(石黒法)を改変し、手指を並列にテーピン
グして早期運動療法を施行した手指伸筋腱皮下断裂例の術後成績を検討した。
【対象】2010年～2014年に手指伸筋腱皮下断裂(EPL腱を除く)に対し再建を行った16例16手。年
齢65～86歳、男：女＝8：8。原疾患は遠位橈尺関節症12例、関節リウマチ4例、罹患指は小指の
み6例、環小指8例、中指から小指2例(計28指)。
【術式】遠位橈尺関節：Sauve-Kapandji法13例、Darrach法1例、尺骨頭骨棘切除2例。腱再建
法：隣接腱に端側縫合24指、断端間腱移植4指。
【後療法】術後平均4週間手関節外固定。原則として術翌日から手指自動屈伸開始。この時示指
から小指までを、石黒原法とは異なり全指ほぼ並列にテーピングし、術後平均6週間装着。
【結果】術後17か月(中央値)でのMP関節可動域：自動伸展-26度～＋14度(中央値-5.5度、以下
同)、他動屈曲70度～120度(100度)、他動屈曲健患差-32度～＋8度(-4度)。握力の健側との差：
-11 kg～＋4 kg(-0.5 kg)。ADL障害なし15例、軽度あり1例。
【考察】石黒法は腱縫合部を減張位に保持しつつ手指運動が可能であり隣接指の運動により患
指の他動運動が行えることが利点とされている。しかし減張位保持の煩雑さや、オーバーラッ
プのため小指・環指MP関節の屈曲が不十分になるという問題点もある。また、減張位を保持す
る目的からか原法では比較的太いテープが用いられており、これにより特に手の小さい女性な
どでは手指屈曲が制限される可能性がある。演者らは手指をほぼ並列にテーピングし、運動を
制限しないよう細いテープを使用した。今回の調査では本法により石黒法報告例と遜色ない成
績が得られていた。全例で機能的に大きな問題なく経過しており、本法は石黒原法の代替法と
して有用と考えられる。
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1-B-EP-20

手指MP関節部における伸筋腱脱臼の治療経験
Surgical Treatment for Extensor dislocation of the Metacarpophalangeal Joint

○楢崎 慎二1, 沖田 駿治1, 兒玉 昌之2, 橋詰 博行2

1岡山市立市民病院　整形外科, 2笠岡第一病院　笠岡手・上肢外科センター

【目的】関節リウマチ患者以外に生じる手指MP関節での伸筋腱脱臼は比較的稀である。またMP
関節部の伸展機構構造や脱臼の病態については諸説ある。我々が経験した症例について文献的
考察を加えて検討した。【対象と方法】対象は伸筋腱脱臼に対して手術療法を行った5例5指で
ある（関節リウマチ患者を除く）。年齢は24～51歳（平均41歳）、全例男性の中指尺側脱臼
で、右3指左2指であった。受傷から手術までの期間は6～28日（平均12日）であった。発症原因
は外傷性損傷が２指（殴打1指、転倒1指）、特発性損傷が３指（コップを握った１指、指をは
じいた2指）であった。Rayan & Murray分類では全例type2であった。全症例において損傷した
骨間筋腱帽と矢状索を修復した。術後は約2～3週の外固定を行った。術後経過観察期間は2～5
か月（平均3.2か月）であった。これらの症例の疼痛の有無、可動域、術後再発の有無について
検討した。また術中の損傷状態を解剖学的に評価した。【結果】最終調査時に疼痛、再脱臼を
認めた症例はなかった。外傷性損傷の術中所見は矢状索橈側の深層までの損傷を認めるものが
1指、浅層までの損傷とその近位で関節包損傷を認めたものが1指であった。特発性損傷はいず
れも矢状索橈側の浅層が損傷し、伸筋腱と深層との連結が断たれて脱臼していた。また2指にお
いて矢状索浅層の尺側にも損傷を認めた。関節包損傷を伴っていた外傷性損傷の1指においてMP
関節屈曲80度の可動域制限を認めたが，その他の指においては制限を認めなかった。【考察】
比較的新鮮な伸筋腱脱臼の治療法としては保存療法と手術療法がある。手術療法は損傷部を確
実に修復して、比較的早期に可動域訓練を行うことで成績は良好であった。
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1-B-EP-21

指屈筋腱狭窄性腱鞘炎に対する経皮的腱鞘切開術の適応
Indicaiton of Percutaneous Incision for Finger Flexor Stenosing Tenosynovitis

○田中 英城

新潟県立吉田病院　整形外科

【目的】　指屈筋腱狭窄性腱鞘炎に対する経皮的腱鞘切開術の最も良い適応は弾発現象が明瞭
な例である。演者は弾発現象のない例や全身あるいは局所に合併症を有する例にも行ってきた
ので、適応についてretrospectiveに検討し報告する。【対象】　対象は2003年4月から2014年
10月の間に経皮的腱鞘切開術を行った241例338指（男102指、女236指、年齢31 - 91歳）、母指
147、示指13、中指104、環指57、小指17であった。弾発現象が無かったのは27例
30指、Dupuytren拘縮が4例8指、関節リウマチ(RA)が1例2指、糖尿病(DM)合併例が12例20指、抗
凝固剤使用例が6例11指あった。【方法】　A1 pulley直上で局所麻酔を3ml浸潤させ19G針を使
用する。弾発現象のある例はその消失をもって、弾発現象が無く伸展あるいは屈曲制限が主の
例は、その制限消失を目安に操作を終えた。関節拘縮は適宜徒手矯正した。抗凝固剤の術前休
薬は行わなかった。【結果】　弾発現象が無かった例で後日直視下法に切り替えた例は無かっ
た。Dupuytren拘縮、RA例でも神経損傷を起こしたり再手術に至った例は無かった。DM例でも創
治癒の遷延は無く、抗凝固剤使用例でも術後皮下出血が目立った例は無かった。一方、弾発現
象のあった例で、後日再度経皮的に切開したものが2例2指、直視下手術が3例、3指あっ
た。【考察・まとめ】　Dupuytren拘縮やRAでも局所の解剖学的変化が軽度であれば必ずしも禁
忌ではない。易感染性や創治癒が懸念されるDM例には良い適応である。抗凝固剤使用例ではあ
えて休薬する必要はない。　弾発現象の無い例に適応するのはやはり危険性がある。不成功あ
るいは誤った診断で行われる可能性もある。後日直視下法に切り替えることもよく説明して、
決して無理な操作を繰り返さないことが重要と考える。
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1-B-EP-22

ばね指手術例2092指の検討
Retrospective study of two thousand ninety two operated trigger fingers.

○上里 涼子1, 佐々木 規博1, 西川 真史2, 石橋 恭之1

1弘前大学大学院　医学研究科　整形外科

2Nishikawa Orthopaedics and Hand Surgery

【目的】ばね指手術症例を集計し、手指の機能について考察した。【方法】2006年3月から2014
年8月までに施行した同一術者による腱鞘切開術症例1654例、2092指(男性：424例492指、女性
1230例、1600指)、右側1127指(男性2658指、女性859指)、左側965指(男性224指、女性741指)、
直視下手術1490例（1888指）、鏡視下手術164例（204指）を対象に手術年齢、対象指、複数罹
患、再発率を分析した。【結果】罹患指の割合を母・示・中・環・小指の順に示すと、男性右
側(20.1％,6.3％,38.4％,27.2％,6.3％)　左側（23.6％,8.9%,44.7%,18.6%,4.2%）、女性右側
(36.6％,5.4％,37.5％,18.0％,2.6％)　女性左側(42.9％,4.5％,30.8％,11.4％,１.5％)で男性
では左右とも中指、女性では母指・中指の罹患が多かった。手術時年齢は男女とも50代から60
代にかけて最も多かった。複数指の手術は男性15.6％、女性12.6％に行なわれ、対側手指手術
がそれぞれ12.7％、9.0％であり、複数指手術に占める割合はそれぞれ81％、72％であった。同
側複数指手術例は男性13例、女性44例でそのうち再手術例が8例　(男1例、女7例)9指に認め
た。全体の再発率は0.43％であった。再発を除く複数指手術例では母・中指、中・環指の組み
合わせが多かった。母・示指、母・小指、環・小指の組み合わせは少なかった。【結語】ばね
指手術症例では男女で罹患指にそれぞれ異なる傾向があった。男女での手指の使い方や、手の
大きさの違い、地域的な要因などが理由として考えられるが、今後も検討が必要と思われる。
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1-B-EP-23

陳旧性深指屈筋腱断裂に対し腱縫合を施行した3例
Outcome of tendon suture for old open rupture of flexor digitorum profundus:report of 3 cases

○大石 崇人, 森本 祥隆

磐田市立総合病院

【はじめに】陳旧性深指屈筋腱（以下, FDP）断裂は手関節での骨折や骨棘により腱が損傷し皮
下断裂するため遊離腱移植術を行った報告が散見される. 今回我々はFDP開放性断裂を受傷する
も浅指屈筋腱損傷がないため腱修復が行われず陳旧性となった2症例3指に腱縫合を行ったので
報告する.
【対象と方法】症例1　40歳男性. 左示指環指FDP開放性断裂受傷後2ヶ月で手術施行.受傷形態
は刃物による鋭的損傷. 部位はZone2D. 合併損傷はなし. 各々6strand(Lim&Tsai)にてFDP腱縫
合, 術後早期運動療法施行した. 症例2　73歳男性. 左示指FDP開放性断裂受傷後4ヶ月で手術施
行. 受傷形態は刃物による鋭的損傷. 部位はZone2D. 合併損傷としてPIP関節内骨折、骨欠損.
6strand(Lim&Tsai)にてFDP腱縫合, 基節骨骨切術, 術後固定法施行した.
【結果】％TAMは1)症例1示指：66.7%,  2)症例1環指：85.1％,  3)症例2示指：51.8%.
stricklandの評価基準ではexcellent 1指:2), good1指:1), fair 1指:3). 3)でPIP関節の関節
症性変化が進行していた.
【考察】開放性損傷が鋭的であれば急性期に端端吻合が試みられるが,これまで陳旧化した屈筋
腱鋭的損傷に対する端端吻合の報告は稀である. Zone1, 2Dの一部では腱断裂後、腱の退縮が少
ないため、腱縫合可能であった. 合併損傷の有無により術式が異なり、後療法にも影響するた
め注意が必要であった. 新鮮腱断裂に対する腱縫合や陳旧例での遊離腱移植では固定法に比べ
早期運動療法での良好な成績が報告されている. 陳旧性FDP断裂でも同様に早期運動療法が可能
であれば今回、良好な成績が得られており腱移植のほかに考慮してもよい選択肢と考えられた.
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1-B-EP-24

診断に苦慮した小指伸展障害の1例
One case of the little finger extension disorder that had difficulty in diagnosis

○矢野 浩明, 甲斐 糸乃, 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】前腕骨折後の屈筋腱癒着は稀な障害である。当科で経験した小指伸展障害を主訴
とした深指屈筋腱癒着の1例を報告する。【症例】26歳男性。14歳より左手小指の伸展障害を自
覚するも、支障なく放置。成人し仕事に支障をきたし、26歳時に当科初診となった。手関節屈
曲位では小指MP関節の自動伸展可能だが、手関節伸展位では小指MP関節が屈曲位となっており
腱固定様の所見を呈していた。。画像所見ではレントゲンで左尺骨骨幹遠位部に若干の変形と
思われる左右差を認め、MRIでは同部に軟部組織の不整像を認めた。当初外傷の既往が不明であ
り、受診から約半年後に手関節部の骨折の既往がある事が判明した。手術は骨折部と思われる
尺骨遠位掌側を展開した。小指深指屈筋腱は尺骨に癒着していた。剥離術を施行し、術後経過
は良好で原職に復帰した。【考察】各種報告によると前腕骨折後の屈筋腱癒着は10代に多く、
受傷から手術までの期間は平均39か月と長い傾向があり、本例では手術までに19年を要した。
前腕骨折の初期治療としてほとんどが保存療法を施行しており、本例も前腕骨折保存療法後の
障害であった。診断について、本例では画像・所見からは病態の予測はできたが、原因との因
果関係が不明で診断に難渋した。さらに、受傷時期と発症時期に７年のギャップがあったこ
と、症状発症時期と受診時期にも長期間要していることもあり、経過に関して患者の記憶があ
いまいであったことが考えられた。指伸展障害例は、上記も念頭におき、詳細かつ長期の病歴
聴取が重要であると思われた。【まとめ】1．前腕骨折後屈筋腱癒着の稀な症例を報告し、癒着
剥離術で良好な成績が得られた。2．診断の際には長期経過を念頭におき詳細な病歴聴取が重要
である。
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1-B-EP-25

腱性マレットに対する手術療法
Surgical treatment for mallet finger of tendon origin

○守屋 淳詞, 安部 幸雄

済生会下関総合病院　整形外科

【目的】
腱性マレットは一般的に保存療法が主として行われ,手術的治療の報告は少ない,今回腱性マレ
ット指手術症例の術後成績について報告する．
【対象および方法】
2004年～2014年までに観血的治療を行った新鮮腱性マレット指 31例を対象とした．男性16,女
性15例,平均年齢50.5歳（15～71日）,右19,左12例,罹患指は中指9,環指18,小指4例であった．
受傷後平均10.2日(4-24）で手術を施行し,手術内容はpull out法9例,suture anchor 17例,伸筋
腱縫縮5例であった．経過観察期間は平均97日（43～180日）であった．術後評価には蟹江らの
評価基準を用いた．
【結果】
初診時のDIP関節伸展不足角度は平均38.2°（25～60）であり,最終観察時には平均11.7°（0～
37）となっていた．蟹江評価では優7,良14,可6,不可4例であった．伸筋腱断裂部位は末節骨付
着部17,腱実質部14例であり,付着部からの剥離に対してはスーチャーアンカーを,腱実質部断裂
に対しては初期の9例はプルアウト法,後期の5例は腱縫縮行った.Suture anchor使用例では,伸
展不足角度平均12°（0～30）,優2,良9,可4,不可2例,Pull out法では伸展不足角度平均10°（0
～30）,優3,良3,可2,不可１例,伸筋腱縫縮では,伸展不足角度平均13°（5-37）,優2,良2,不可1
例であった.断裂部位別による術後の伸展不足角度は,付着部からの剥離において平均12.1（0～
30）,腱実質部断裂において平均11.2°（0～37）と明らかな差を認めなかった．
【考察】
腱性マレット指の保存的治療は長期間のスプリント装着が必要となり,患者のコンプライアンス
に影響されるところが大きい．手術的治療では,伸展位保持だけでは埋めることが不可能な腱断
裂のGapを無くすことが出来る.初診時の伸展不足角度が大きい症例に関しては良い適応と考え
る.

S293



1-B-EP-26

腱性マレット指に対する治療成績
A Clinical Results for Mallet Finger of the Tendon Origin

○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

【諸言】腱性マレット指の治療はスプリントを使用した保存的治療が一般的であるが，当科で
は，管理が容易なことから， DIP関節のKirschner鋼線による過伸展位固定で治療を行ってい
る．今回，その結果を報告する．【対象と方法】過去10年間で治療した腱性マレット指のう
ち，DIP関節のKirschner鋼線による過伸展位固定で治療した9例(以下，ピニング群)と，スプリ
ント固定した5例(以下，スプリント群)を対象とした．受傷から手術までの期間は，ピニング群
では，1週間以内が6例，4週間以上が3例で，スプリント群では，1週間以内が4例，4週間以上が
1例であった．初診時の伸展不足角(以下，不足角)は，ピニング群では，40°未満が3例，40°
以上が6例で，スプリント群では，全例40°未満であった．固定期間は4～9週間で，評価は蟹江
らによる評価基準(以下，評価基準)を用いて，受傷から手術までの期間が1週間以内の群
(以下，早期群)と4週間以上の群(以下，陳旧群)の比較，初診時不足角が40°未満の群
(以下，＜40°群)と40°以上の群(以下，40°≦群)の比較，ピニング群とスプリント群との比
較を行った．【結果】ピニング群の内，早期群と陳旧群では差を認めず，不足角が＜40°群で
は3例中2例が優と良好な成績がみられたが，40°≦群では全例が可又は不可と成績不良の傾向
を認めた．スプリント群では優2例，良・可・不可が各1例であった．また，最終屈曲角は，ス
プリント群と比較してピニング群で有意に不良な結果となった．【考察】ピニングは，固定性
が良好で，日常生活にも制限が少なく，術後管理が行い易いという利点があるが，屈曲制限を
きたす可能性があり，固定期間と後療法に注意を要する．
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1-B-EP-27

腱修復モデルにおけるフィブリンの生体力学的指標への影響
The Effect of Fibrin Formulation on Initial Strength of Tendon Repair in Vitro

○上原 浩介, アマディオ ピーター　シー, アン カイナン
ツァオ シェンファン

メーヨークリニック

【背景・目的】近年腱修復における腱治癒促進に組織工学の応用が試みられており、細胞を
seedするscaffoldの候補にフィブリンがあげられている。フィブリンには組織修復のりとして
の用途があるが、接着力はフィブリノゲンとトロンビンの濃度の組み合わせで変化すると報告
されている。In vitro犬腱修復モデルを用い、フィブリノゲン・トロンビン各種濃度の組み合
わせによる生体力学的特性への影響を検討した。【対象と方法】イヌの前足10本から40本のFDP
腱を採取した。以下の5通りの組み合わせでフィブリンを作成した。C群（フィブリノゲン、ト
ロンビン：5 mg/mL、25 U/mL）、LL群（40 mg/mL、250 U/mL）、LH群（40 mg/mL、500
U/mL）、HL群（80 mg/mL、250 U/mL）、HH群（80 mg/mL、500 U/mL）。腱は全長30 cmとし、中
央で切断した。腱切断部にフィブリンを充填し、5秒の圧迫を加え、3分以上の間をおいてから
検査を行った。マイクロテスターを用いて、破断強度、stress、stiffnessを調べ
た。【結果】HL群、HH群の破断強度はC群と比して有意に高く、それぞれ
164.2（SD112.7）mN、178.8（SD76.1）mN、36.1（SD29.8）mNであった（P=0.04 ,P=0.02)。ま
た、腱の断面積で除したfailure stressも同様の結果であった。Stiffnessにおいては、HH群が
C群に比し有意に高値を示し、170.7（SD112.9）mN/mm、34.7（SD19.4）mN/mmであった
（P=0.017)。【考察】フィブリノゲン高濃度の場合に生体力学的指標が高値を示した。今後
は、各種濃度のフィブリノゲン・トロンビンの細胞への影響を検討する必要がある。
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1-B-EP-28

PIP関節Accessory collateral ligamentの線維化の局在性を掌側板の配置
から間接的に評価する方法に関する研究

Indirect Evaluation of Fibrotic Change in Proximal Interphalangeal Joint Accessory Collateral Ligament

by Volar Plate Locus

○齊藤 晋1, 鈴木 義久2, 鈴木 茂彦1

1京都大学　医学部　医学科　形成外科, 2田附興風会医学研究所北野病院形成外科

【目的】PIP関節Accessory collateral ligament(ACL)の線維化の局在性を調べた報告はない。
本研究の目的はAccessory collateral ligament(ACL)の線維化を掌側板（VP）の配置から間接
的に評価し、外傷によりその局在性がどのように異なるか、またそれがVPの運動や関節可動域
にどのような影響を与えるかを調べることである。【対象と方法】対象として骨折を伴って背
側脱臼した13関節を採用した。うち7関節は手術的に加療された（不安定型骨折5関節、回転型
転位骨片を伴う剥脱損傷2関節）。手術方法は掌側展開かつA3を温存する侵入路から掌側骨片を
鋼線固定した。6関節は保存的に加療された（小骨片を伴う剥脱損傷）。超音波検査を受傷後12
週に施行した。指の掌側中央の矢状断で自動屈曲時のVPの運動を30f/sの連続画像で記録した。
運動追跡ソフトウェアを用いてVPの掌側縁に遠位から1.25mm間隔で5点を設置し、それら5点の
屈曲60°における掌側座標軸（Y）値の健側比を線維化の指標とした。手術例(n=７)と保存例
(n=６)それぞれにおいて、部位による線維化の違いを検定した。また5点を線連結し、VPの運動
軌跡を描出し、健常例、手術例、保存例間の軌跡パターンの比較をした。さらに線維化と関節
可動域との相関を調べた。【結果】手術例では最遠位のY座標値比が有意に低下したが近位は低
下を認めなかった。保存例では5点のY座標値比が一律な低下を示した。VP軌跡のパターン解析
では手術例、保存例ともに、健常の関節とは異なる軌跡パターンを示した。座標値の低下と関
節可動域との相関は認められなかった。【考察】外傷によりACLの線維化の局在性に違いがある
ことが明らかとなった。ACLの線維化はVPの生理的運動を阻害し、線維化の部位によりその阻害
の仕方が異なることが解った。
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1-B-EP-29

手指の独立屈曲運動に対する定量的評価法
Quantitative evaluation of independent flexion of each finger.

○渡邊 祐大1,2, 和田 卓郎3, 射場 浩介2, 金谷 耕平2

山下 敏彦2

1札幌医科大学附属病院　リハビリテーション部, 2札幌医科大学　整形外科学講座

3済生会小樽病院　整形外科

【目的】手の巧緻動作には指の独立した運動が不可欠である．手指の独立屈曲運動は主に浅指
屈筋（FDS）の作用である．各指のFDSの独立運動障害の診断にはFDS testが使用されるが，独
立屈曲の可否を診断する定性的評価法であり，障害の程度を定量的に評価することはできな
い．本研究の目的は従来のFDS testを応用し、手指の独立運動の定量的評価法であるQFDS test
を開発することと，健常者の手指の独立運動を定量的に評価することである．【方法】　肘関
節以遠に外傷，疾病，手術の既往歴のない健常者100名（20歳代～60歳代の各年代20名ずつ，男
女各10名），200手を対象とした．各指の独立運動を従来のFDS testにより定性的に評価した．
次に、QFDS testにより示・中・環・小指の独立屈曲運動を定量的に評価した．被験指以外の3
指を伸展位に保った状態で，被験指のMP・PIP関節の自動最大屈曲角度の和を独立屈曲角度と定
義した．独立屈曲角度を左右間と各指間で比較し，また，男女，年齢で比較した． 【結果】　
FDS testの結果では、示・中・環指では全指で独立運動が可能であったが、小指は200指中66指
（33％）で独立運動が制限されていた．QFDS testによる独立屈曲角度は示指が153.4°，中指
が161.0°，環指が159.6°，小指が113.8°であった．示指は中指，環指より，小指は示指・中
指・環指より有意に小さかった．各指の屈曲角度は左右間，男女，年齢で有意差を認めなかっ
た．【考察】　FDS testを用い健常者の手指の独立屈曲運動の定量的評価を実施した．FDSの損
傷や癒着による独立屈曲の制限は動作の障害や疼痛の原因となることが報告されている。QFDS
testは手指独立屈曲運動障害の診断・治療評価に応用可能であり、本研究で得られた各指の屈
曲角度は独立運動の正常値として利用可能であると考えられる。
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1-B-EP-30

Krackow変法を用いた腱側々縫合の力学的検討-第二報
Mechanical strength of the side-to-side tendon suture with modified Krackow method-part2

○上野 啓介1, 國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 助川 浩士1

木内 均1

1千葉大学大学院, 2千葉大学　環境生命医学

【目的】屈筋腱側々縫合の際にはinterlacing suture法（以下I法）などのweave techniqueが
通常用いられる。我々はI法の施行が困難な際の縫合法としてKrackow変法（以下K法）による側
々縫合を試み、本学会でK法の力学的強度がI法より有意に高い事を報告した。本研究では術後
早期運動療法を想定した繰り返し牽引試験をK法とI法において行い、比較検討を行った。
【方法】研究では新鮮凍結死体8肢から採取したFDP32本、FDS24本、FPL8本を使用して作成した
32組を用いた。K法による側々縫合を行ったK群とI法を行ったI群は共に腱重複部の幅を25mmに
揃え、縫合にはすべて4-0 nylon糸を使用した。繰り返し牽引試験は5N～75Nで200回施行し2群
間で比較検討した。
【結果】最終牽引時の変位量の平均はK群4.2mm、I群4.0mmであり、K群とI群に統計学的な有意
差を認めなかった。
【結論】早期運動療法を想定した今回の繰り返し牽引試験においては2群間で差を認めず、今後
K法に改良の余地があると考えた。
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1-B-EP-31

リバースダーツスロー・モーションのキネマティクス:in vivo 三次元
運動解析

Three-dimensional kinematics of reverse dart-throwing motion

○粕渕 賢志1, 森友 寿夫1,2, 有光 小百合2, 行岡 正雄2

1大阪行岡医療大学, 2行岡病院手外科センター

【目的】ダーツスロー・モーションと直交する橈掌屈から尺背屈への運動は、リバース・ダー
ツスロー・モーションとよばれ、リハビリテーションで注目されているが、三次元的な運動解
析は行われておらず、どのように動くのかはよくわかっていない。今回われわれはリバース・
ダーツスロー・モーションの三次元動態解析を実施したので報告する。【方法】対象は健常成
人3例（男性3例、平均20.7歳）であった。測定方法は前腕回外45°の肢位で上方への運動を橈
掌屈、下方への運動を尺背屈として測定した。前腕の回内外の動きを伴わない範囲で、右手関
節橈掌屈位、中間位、尺背屈位で3D-CT撮影後、動作解析システムを用い各関節の可動域を3次
元的に定量化した。【結果】各関節の可動域は、外側列の橈骨舟状骨関節は73°、舟状骨大菱
形骨関節47°、舟状骨小菱形骨関節41°、舟状骨有頭骨関節37°であった。中央列は、橈骨月
状骨関節49°、月状骨有頭骨関節37°であり、内側列は橈骨三角骨関節51°、三角骨有鈎骨関
節36°であった。また、舟状骨月状骨関節は25°であり、月状骨三角骨関節は10°であっ
た。【結論】手関節の内側列、中央側、外側列ともに、手根中央関節より橈骨手根関節が大き
く動いていた。リバース・ダーツスロー・モーションは橈骨手根関節の関節可動域改善のため
のリハビリテーションに応用できることが示唆された。
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1-B-EP-32

特発性舟状大菱形小菱形骨間関節症(STT関節症)の3次元動態解析
In vivo 3-dimentional analysis of isolated scapho-trapezio-trapezoidal osteoarthritis

○飯田 昭夫1, 面川 庄平2, 森友 寿夫3, 大森 信介4

田中 康仁2

1阪奈中央病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　整形外科, 3大阪行岡医療大学

4香川県済生会病院　整形外科

【目的】STT関節症は変形性手関節症のなかでも稀な疾患ではなく、手関節橈側の痛みの原因と
してしばしば認められる。その病態は月状舟状骨間や有頭小菱形骨間の不安定性、月状骨の形
態が関与していると報告があるが、いまだにSTT関節症の病態は不明である。今回我々は手関節
橈尺屈に伴う舟状骨の動態を３次元的に解析したので報告する。【方法】STT関節症4手関節
（平均年齢66歳）、健常者4手関節（平均年齢34歳）に対し、手関節尺屈位、橈屈位でのCTを撮
影し、3次元骨モデルを作成した。手関節尺屈から橈屈に伴う舟状骨の回転角度を橈骨を基準に
して3次元的に計測した。また、橈尺屈に伴う舟状骨の重心位置の移動距離を計測し、STT関節
症と健常の手関節で比較を行った。使用したソフトはOrthopedics Viewer, Osaka, Japanであ
る。【結果】尺屈から橈屈に伴う舟状骨の掌屈角度はSTT関節症で平均27±18度、健常で平均22
±15度であり、両者に大きな差は認めなかった。また、舟状骨の橈屈角度はSTT関節症で平均15
±3度、健常で平均27±13度であり、STT関節症において橈屈角度が少ない傾向であった。ま
た、舟状骨の重心移動距離はそれぞれ4.1±1.1mm、5.5±1.3mmであり、STT関節症において少な
い傾向であった。有頭骨の橈尺方向の回転角度はSTT関節症で平均39±10度、健常で45±15度で
あった。【考察】STT関節症症例では健常に比べて手関節橈屈に伴う舟状骨の橈屈が少なく、橈
骨上での舟状骨の移動距離が少ない傾向であった。手関節橈屈に伴う舟状骨の橈屈制限、橈骨
上での移動制限は、同肢位でのSTT関節にかかる圧迫力の増大を招き、関節症発症の一因となっ
ている可能性が示唆された。
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2-1-S8-1

末梢神経と虚血
Peripheral nerve and ischaemia

○額田 均1,2

1(公益財団法人)額田医学生物学研究所付属病院, 2オタゴ大学内科

末梢神経は、虚血後数分から数十分で不可逆的機能破綻に陥る心筋細胞などとは対称的に、重
症虚血が神経線維に組織学的な変化をもたらすのに数時間を要する。1、急性虚血による末梢神
経障害：急性虚血に陥った組織は虚血の程度とその持続時間により、1)再灌流により回復す
る、2)再灌流によりさらに重篤な機能障害を引き起こす、3)虚血による壊死に陥る。急性虚血
性末梢神経障害の病理学的所見については、80年代にいくつかの異なった方法を用いたモデル
が開発され、急性虚血が血流支配の分水界領域に軸索変性を主とする局在病変を起こすことで
一致している。2、再灌流傷害による末梢神経障害：ラット坐骨神経の実験から急性重症虚血発
症3時間以内に血流再開通があれば病理学的変化は起こさず回復し、重症虚血が7-8時間以上持
続すると神経線維に形態学的変化が起こる。このため、再灌流傷害を起こす可能性のある虚血
時間は3-7時間である。再灌流傷害では浮腫、脱髄、血管内皮細胞の腫脹等を認める。3、慢性
虚血による末梢神経障害：慢性虚血性末梢神経障害の病理像は確立されていない。ヒトでは糖
尿病を伴わない動脈硬化性慢性末梢血管障害による末梢神経障害が見られるが、実験的に慢性
虚血性末梢神経障害のモデルは、慢性低酸素症、AVシャント等で軽度の変化が認められるのみ
である。4、糖尿病と虚血性末梢神経障害：糖尿病神経は電気生理学的には虚血に対する抵抗性
を示すが、ストレプトゾシン糖尿病ラットの末梢神経は虚血・再灌流に対し形態学的に脆弱性
を呈す。この形態学的脆弱性は、電気生理学的抵抗性と同一ラットに共存する。形態学的脆弱
性は再灌流傷害時にもみられ、2-2.5時間虚血の再灌流後、非糖尿病神経は病理学的に正常だ
が、糖尿病神経では神経束内浮腫、軸索変性などの病理学的異常を呈する。
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2-1-S8-2

神経痛性筋萎縮症 Neuralgic amyotrophy の概念と臨床像
Concept and Clinical features of Neuralgic Amyotrophy

○福島 和広

信州大学　医学部附属病院　難病診療センター　

神経痛性筋萎縮症（neuralgic amyotrophy）は、Parsonage-Turner syndromeあるいは
idiopathic brachial neuritisとも呼ばれ、片側上肢の神経痛で発症し、痛みの軽快後に限局
性の筋萎縮を生じる症候群である．腕神経叢とその近傍を主座とする末梢神経障害とされてお
り、種々の誘因（感染、外傷、労作、遺伝性素因）が知られているが、詳細な発症機構は明ら
かにされていない．比較的希な疾患とされているが、認知度が低く、症候が運動器疾患とも類
似していることから、診断に至らない患者も一定数存在する可能性がある。本症の約7割を占め
る典型例では、肩甲上腕部の筋（棘上筋、棘下筋、前鋸筋、菱形筋、三角筋、上腕二頭筋な
ど）の萎縮を主徴とし、障害部位としてはC5/6神経根、腕神経叢上部、肩甲上神経、腋窩神
経、筋皮神経などが推定される。また、典型例の他に、亜型として「遠位型」神経痛性筋萎縮
症 や、上肢以外の部位の末梢神経（腰仙神経叢、横隔神経、脳神経）が障害される例、前骨間
神経や後骨間神経などの単神経障害例も報告されている。特異的な診断マーカーが存在せず、
診断は他疾患の除外によるが、特に頚椎症性神経根症との鑑別が困難な症例が存在する。一部
の症例ではMRIで腕神経叢の異常信号を認め、診断に有用な所見と考えられる。数ヶ月～数年の
経過で筋力の回復が見られるが、運動麻痺の残存する例や再発例では就労や日常生活に深刻な
影響を及ぼしうる。確立された治療はない。発症早期の副腎皮質ステロイド投与が有効とする
観察研究の結果がある。近年、免疫グロブリン大量静注療法により良好な経過を得たとの症例
報告が散見されるが、有効性は確立されていない。
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末梢神経障害の超音波診断
Ultrasonography for the diagnosis of peripheral nerve disorders

○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)末梢神経障害の診断は臨床,電気生理学的に行われるが，これらによっても診断が困難な
ことがある。この場合に当科では超音波検査(US)を行っており，今回その有用性と制約を検討
した。(対象と方法)臨床,電気生理学的診断が困難であった正中,前/後骨間(A/PIN),尺骨神経障
害例のUS所見を検討した。(結果)[正中神経]臨床的に低位麻痺の16肢で，神経伝導速度検査
(NCS)は正常のため局在が不明であったが，USで絞扼像(生理的絞扼部での狭小化と近,遠位の腫
大)を手根管部に認め，手根管症候群と診断した。臨床的に高位麻痺の1肢では，NCSで運動,感
覚神経とも活動電位を導出できず局在が不明であったが，USで腋窩以遠にびまん性神経腫大を
認めた(原疾患精査中)。母指のみの屈曲障害の1肢では，USでAINが分岐部より腫大(くびれな
し)しており，AIN障害と診断した。[PIN]USでびまん性腫大とくびれにより特発性麻痺
(4肢)，Frohse腱弓部での絞扼像により回外筋症候群(2肢)と診断した。[尺骨神経]臨床的に肘
部管症候群の2肢で，NCSではびまん性遅延と活動電位の低振幅化のため局在を確認できなかっ
た。USで1肢に前腕，残る1肢に上腕でのびまん性神経腫大を認めた(いずれも原疾患精査
中)。(考察)末梢神経障害では神経の形態が変化することがあるため，臨床,電気生理学的診断
が困難な症例ではUSが有用となりうる。自験例では絞扼像により神経絞扼，びまん性腫大とく
びれにより特発性麻痺と診断できた。くびれを欠くびまん性腫大には疾患特異性がない制約が
あるが，障害部位を確認(神経絞扼との誤診を回避)できる利点がある。また，近年A/PINの特発
性麻痺の研究が増加しているが，保存的治療例を含める場合は神経絞扼の除外を要する。自験
例のPIN麻痺ではくびれにくわえ絞扼の診断も可能で，対象の適切な選択にも有用と考える。
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2-1-S8-4

超音波検査による特発性前骨間神経麻痺における「砂時計様くび
れ」の診断と経過観察

Ultrasonographic Diagnosis and Follow-up of Anterior Interosseous Nerve Palsy with Hourglass-like

Fascicular Constrictions

○中島 祐子, 砂川 融, 四宮 陸雄, 越智 光夫

広島大学病院　整形外科

【目的】特発性前骨間神経麻痺の原因の一つとして神経束の「砂時計様くびれ」がある。従来
本くびれの画像診断は困難で、手術所見としてはじめて明らかにされていた。我々は超音波検
査で「砂時計様くびれ」の診断を行ない、経過中のくびれの変化と症状の関連について検討し
たので報告する。
【対象と方法】特発性前骨間神経麻痺8例（男性6例・女性2例、平均年齢46.5歳）を対象に、超
音波検査で正中神経神経束の「砂時計様くびれ」の診断と経過観察を行い、手術例では術中所
見との比較を行った。くびれの経過観察の指標として、くびれ中枢とくびれ部分の神経束径の
差をくびれ中枢の神経束径で除したものをくびれ率として算出した。
【結果】超音波検査でくびれは神経束の狭窄と前後の膨大として描出され、8例中6例で肘周囲
にくびれを認めた。くびれは1から3本の神経束に１から7個認め、くびれ率は平均
0.66（0.44̃0.78）であった。手術した7例の術中所見は超音波所見とほぼ同様であったが、2例
で比較的軽度のくびれ1個と細い神経束のくびれ3個が画像診断できなかった。くびれを認めた6
例（手術5例・保存1例）の経過観察期間は1カ月から1年半で、半年以上経過している手術例2例
中1例では麻痺がほぼ回復し、術後9カ月で超音波上くびれ率も0.67から0.25と改善していた。
しかし、術後10ヵ月で麻痺の回復が不十分であった1例ではくびれ率は0.78から0.68と改善は軽
度であった。保存療法の1例では、発症後6カ月から回復徴候を認め、11カ月で長母指屈筋
MMT4、示指深指屈筋MMT3と改善し、くびれ率は0.70から0.59と改善傾向にある。
【考察】超音波検査による「砂時計様くびれ」の描出はほぼ可能であり、くびれの存在と麻痺
の関連性が示唆された。今後超音波検査は本疾患に対する治療法選択の重要な補助手段となる
と考えられた。
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特発性前骨間神経麻痺の臨床像　-単独麻痺と複合麻痺を比較して-
Spontaneous Anterior Interosseous Nerve Syndrome

○赤根 真央, 山本 美知郎, 岩月 克之, 栗本 秀
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 手の外科学

【背景】特発性前骨間神経麻痺は支配領域を越えた神経麻痺の合併例も散見される。MRIや術中
所見においても、病変の局在が前骨間神経のみでなく正中神経本幹に認められる報告がある。
前骨間神経支配筋のみの麻痺を呈する群（長野1型）と前骨間神経支配を超えた麻痺を呈する群
（長野2型）に分類し比較検討した。【方法】2004年4月～2014年4月において前骨間神経麻痺と
診断された症例で、明らかな外傷による直接損傷や他の神経疾患が除外された29例を2群に分類
し比較検討した。【結 果】1型は15例で2型は14例であった。2型のうち9例で正中神経領域の感
覚障害を認め、6例で他の神経障害を認めた。1型は平均47.5歳(13-69)、2型は平均42.4歳(25-
77)、1型は男性7例女性8例で、2型は男性10例女性4例であった。1型に家族内発症を2例認め
た。再発例は認めなかった。発症前に患肢に疼痛を訴えたものが1型で14例、2型で6例認めた
(P=0.03)。長母指屈筋の完全麻痺は1型で11例、2型で5例認めた(P=0.04)。長母指屈筋の完全麻
痺の症例で発症前に患肢に疼痛を認めた。保存療法で麻痺から回復徴候を認めた期間は1型
(n=8)で平均8.8ヵ月(0.75-18)、2型(n=8)で平均4.3ヵ月(2-7)であった(P=0.08)。麻痺の回復徴
候を示すまでの期間は年齢と相関が認められた。1型の手術例5例のうち2例で正中神経に病的変
化を認め、2例で前骨間神経にくびれを認め、1例で回内筋による前骨間神経の圧迫を認めた。2
型の手術例4例のうち前骨間神経と回内筋枝にくびれを認めたのが1例、周囲組織による正中神
経の圧迫を3例認めた。【考察】1型は2型より運動麻痺の程度が強かった。また、発症前の疼痛
が有意に多くみられ、保存治療での回復が遅れる傾向があった。手術の適応については、現在
行われている全国調査の結果と合わせて検討する必要がある。
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特発性前骨間神経麻痺の神経線維束間剥離術術後の筋力回復
Recovery of Spontaneous Anterior Interosseous Nerve Palsies after Interfascicular Neurolysis

○田尻 康人1, 山本 真一2, 三上 容司2, 冲永 修二3

原 由紀則1

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）の保存治療では2年で60%がM4以上に、80%がM3以
上に回復した（昨年本学会）。IAINPに対する神経線維束間剥離術後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、筋電図検査で少なくとも一方の筋がM0で手術を行ったIAINP 32例のうち、術後6
か月以上観察できた28例を対象とした。年齢は23-69歳、男13例女15例、右17例、左11例で、発
症-初診期間は3日-1年（平均5.4ヶ月）、発症-手術は4-17ヶ月（平均8.8ヶ月）、経過観察は平
均2年6ヶ月であった。【方法】術後FPL、FDPの筋力を診療録より後ろ向きに調査し
た。【結果】回復不良例は2例で、術後1年まで観察して両方M0であった1例と、術後15ヶ月で両
方M1であった1例である。他の症例は、FPLは術後1-6.5ヶ月（平均4.2ヶ月）でEMG上回復が見ら
れ、3.5-22ヶ月（平均9.0ヶ月）でM3に回復した。最終筋力はM3 9例、M4 10例、M5 7例で、発
症後12か月以上で手術を行った6例も含まれていた。FDPは術後2.5-22ヶ月（平均5.8ヶ月）で回
復が見られ、4-24ヶ月（平均10.8ヶ月）でM3に回復したが、M1回復に22ヶ月を要した1例のみ術
後29ヶ月でもM2であった。最終筋力はM2 1例、M3 8例、M4 8例、M5 9例であった。術後2年以上
経過観察できた症例中のM4以上の割合は、FPL71.4%、FDP64.3%、M3以上では100%と92.9%であっ
た。麻痺の回復傾向、最終筋力とくびれの個数、位置、捻れの方向には特に関係はなかった。
発症後9ヶ月までに手術した群はそれ以降に手術した群に比べFPLは早期にM1に回復したが、最
終成績には差がなかった。【まとめ】IAINPの手術成績は保存治療に比べ回復割合は良好であ
る。発症1年以上で手術した8例も7例はM3以上に回復した。
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2-1-IL5

Understanding 3・Dimensional Complexities of Distal Radius
Fractures: Acute Treatment, Late Management and the Impact on

the Distal Radioulnar Joint

○William Seitz. Jr. MD 1,2

1Professor, Orthopaedic Surgery, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine, Case Western Reserve University

2Chairman, Orthopaedic at Lutheran Hospital, Cleveland Clinic Orthopaedic and Rheumatologic Institute, USA

The high frequency and commonality of distal radius fractures have made them the focus of many clinical
and anatomic studies.  As we began to learn more about the anatomy of the fractures we also began to
understand the “personality” of some of the fractures related to the degree of energy required to cause
certain fracture patterns, the potential fragility in certain individuals skeletal architecture, and as a result
an understanding of the steps required to reconstruct these fractures when surgically addressed.

Our early understanding was based on two dimensional plain radiographs and centered around the number
of fracture fragments (radial styloid, scaphoid facet, lunate facet, ulnar styloid).  Our focus was based on
an emphasis of restoring radial length, angle of inclination and volar tilt while avoiding articular step off
at the radiocarpal joint.  Pre and post-operative evaluations relied predominantly on plain radiographs and
many outcomes were based solely on the appearance of radiographic restoration of anatomy.

In time, use of CT scan pre- and post-operative evaluation demonstrated the ability (or inability) to restore
true articular congruity to the articular surface of the radiocarpal articulation, sigmoid notch, and
alignment of the distal radioulnar joint.   This latter component identifying and focusing on the rotational
component present in many of these fractures.

Advances in the management of distal radius fractures resulted from application of fixation techniques
addressing each individual fracture fragment and its relationship to normal anatomy recognizing the
importance of restoring alignment in all planes of stability and at the distal radioulnar joint.  These
techniques included a progression from closed reduction, “pins and plaster” stabilization, external
fixation, augmented external fixation, fragment specific fixation, to more recently fixe- angle volar plate
fixation.  In the process, we have intermittently lost focus on the importance of restoring “wholeness”
to both the bony configuration of the distal radius as well as to the distal radioulnar joint.

Today, complications of inadequately treated distal radius fractures tend to present with symptomatology
focused at the distal radioulnar joint.  An assessment of these complications suggest inadequate attention
to the fracture fragments attached on the palmar and dorsal side of the radius which anchor the
corresponding DRUJ ligaments and provide stability.   A loss of stability  and rotational malalignment
have resulted in displacement ,  incongruity and arthritis of the DRUJ.

 Anatomic  studies have shown variation in the depth and volumetric  content of the sigmoid notch,
demonstrating  concomitant variation in the bony architecture of the DRUJ and therefore, its ability to
provide stable seating of the ulnar head, making some joints inherently more unstable than others.
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Our approach to managing distal radius fractures in the twenty first century should incorporate all of these
principles when we provide acute treatment.   When we are faced with complications they should guide us
in our assessment and planning for our reconstructive techniques.  Use of 3-dimensional CT scan guided
templating for reconstruction of the distal radius, ulna and DRUJ will  be presented for management of
complex malunions along with a philosophy for management of acute fractures addressing each anatomic
fracture fragment and all articular surfaces, and “salvage” reconstructive procedures when fracture
reconstruction has failed or is no longer a viable option.

S308



2-1-SL2

わが国における医療機器研究・開発の現状と将来

○菊地 　眞 1,2

1公益財団法人 医療機器センター, 2防衛医科大学校名誉教授

わが国おける医療機器研究開発と医療機器産業振興が経済成長戦略の一つとして取り上げら
れ、過去に例を見ない枠組みで前進しつつある。平成２７年４月には日本医療研究開発機構が
発足し、これまでの医療研究開発に関わる縦割り行政を排除し、まさにオールジャパンで医療
に取り組むことになったが、医療を学術面だけでなく産業面からも捉えようとする意欲的改革
と言える。昨年１１月２５日には改正薬事法が施行され、経済産業省も一体となって「得意技
術を有するものづくり中小企業」の医療機器産業参入への後押しを始めて、医療機器産業振興
に向けた基盤整備が整いつつある。併せて橋渡し研究開発拠点や臨床試験拠点整備なども進め
られており、医療機器の研究開発から臨床研究支援、さらに上市までが一貫して機能する医療
機器産業化のためのシステム構築が始まっている。演者は平成２２年から開始された経済産業
省課題解決型医療機器等開発事業の有識者委員会委員長を務めると伴に、ふくしま医療機器産
業推進機構において医療機器開発と実用化を目指す事業者への支援を展開している。福島県が
全国有数の医療機器部品・製品生産県である利点を活かして、平成２８年度に「福島県医療機
器開発・安全性評価センター（仮称）」を開設する。本センターは、医療機器の安全性評価と
事業化支援、並びに医療従事者への機器研修等を通じて安全で信頼される医療機器の開発、及
び適正かつ安全使用の促進を図り、もって医療機器産業の発展と医療の安全確保に貢献するこ
とを目指しており、特に医療機器の安全性評価機能の確立が求められていることから、衛生試
験設備と動物実験設備の充実を図る。同時にここでは、“ものづくり”だけでなく“医療を支
える現場の人材育成・訓練機能の提供”を主要な役目と位置付けている。
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2-1-EL2

キーンベック病の成因と治療

○上羽 康夫 1,2

1認定NPO法人 健康医療評価研究機構, 2京都大学医療短大名誉教授

[先人達の業績] KienböckがLunatomalaciaの概念を確立させ,その後に多くの優れた研究業績が
集積された. この病気の原因として骨折・血流障害・血栓などが推測されたが, 月状骨がどう
して壊死に陥るのか, そして何故X線像で種々なStage変化を示すかについては十分に解明され
なかった.
｢摘出月状骨標本の所見｣ 晩期キーンベック病症例から摘出した月状骨を調査した. 月状骨は変
形し, 表層軟骨は変性摩耗していた. 月状骨表面には大骨折線が見られ, 内部には多くの小骨
折が認められた. 大骨折線は走行により３型に分類された. 月状骨内には壊死部と生存部とが
混在し, 境界に新生骨の形成が認められた.
[成因論] Lichtman分類のX線像stageと標本組織所見とを勘案すると, キーンベック病の発生機
序は下記の如くである. 手関節炎による関節内圧の上昇により微小静脈は閉塞され,月状骨内に
鬱血が起こり, 動脈流が減少し, 酸素供給が途絶える. その結果, 骨細胞は死滅し, 月状骨壊
死が起こる. 骨内カルシウムは濃縮され, 骨芽細胞によるappositional bone形成が起こり, X
線で骨硬化像を呈する, 関節炎が治まり, 血流が再開されると一旦壊死に陥った月状骨の修復
が始まり, 肉芽侵入に伴って骨強度は低下し, 骨折が起こり易くなる.変形した月状骨はやがて
関節症を誘発する.
[今後の治療方針] 手関節内圧の上昇期には関節穿刺などを行い, 関節内圧を下げる. 月状骨壊
死期には血流促進や骨細胞増殖を促す. 修復期には月状骨々折を予防するために創外固定など
を行う, 骨折が起これば, 骨癒合を促進させ, 形状を復帰させる手術を行う. 関節症が生じた
場合には, 変形した月状骨の治療のみならず変性摩耗した軟骨の修復術が必要であろう.
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2-1-IL6

Hand and Brain The connections of the periphery with the centre

○Joerg Gruenert, Prof. Dr. med.

Chairman, Department of Hand, Plastic and Reconstructive Surgery, Kantonsspital St. Gallen, Switzerland

In all our daily activities we use our hands to explore our environment, to touch our surrounding and to
experience our opposite. We manipulate with the power grip and touch with the pinch- and key-grip
objects that surround us and shape and arrange our environment new. With the help of tools we are even
in the position to move and shape even bigger objects, on the other hand we can also perform
microsurgical manipulations on tiny objects. Very often the capability of our hands enables our activities
of daily living and garantees our daily living. With our hands work we earn our salary, we communicate
with our hands using many gestures and please our minds playing music instruments. For all these
activities we need our hands with their 42 muscles and 27 bones, but it won`t work without its
connections via the 400.000 nerve fibres through the brachial plexus and the brain with its 100 billion
nerve cells in the cortex representing our whole body according its functional importance (homunculus).
There are many different sensory organs needed in the finger tips and manifold connections not only the
contralateral, but also to the ipsilateral cortex of the brain. These representations are plastic and
correspond to the functional demands and their training. Neuroplasticity defines the adaptation to use or
non-use of a motor function or somatic quality. In experimental research alterations in cortical
representation can rapidly been found after immobilisation, peripheral anaesthesia, nerve transsections
and nerve repair. Rapid cortical reorganisations and functional shifts are the consequences. 57% of all
patients with peripheral nerve injuries are between 16 and 35 years of age and 1.5 year after the injury at
least 25% of the patients did not return to their former workplace. Besides that the economic costs for one
median nerve injury amount for about 51.000 Euro. After nerve transsections there will be expected
central neuron degeneration the more proximal a lesion occurs (27% in proximal  versus 7% in distal
lesions). Can also Wallerian degeneration been influenced by therapeutic measures? From a
neuroscientific point of view there are many factors working in the brain and in the periphery which
influence nerve regeneration and functional recovery. A historical overview will demonstrate the
manifold ways of action and response in the brain, which determine the change of regeneration. From
physiologic observations in musicians and from reports in pathological circumstances we can learn many
relevant matters of how the brain is working and interacting with the periphery. Brain processes which are
connected to learning and experience processing are important. These mechanisms can be optimized
during the rehabilitaton period by multisensory inputs (e.g. tactile and therapeutic meals), the use of
sensory-gloves and other neuroscientific measures to improve lost functions. Here the knowledge of the
mirror neurons plays an important role and after nerve injuries besides the microsurgical nerve
reconstruction the use of mirror therapy supports and improves rehabilitation in these patients. For the
hand surgeon the scope has broadened and the results of surgical restoration of nerve injuries not only
depend on the surgical skills of the surgeon, but to a major degree also on how he manages to integrate
the newest developments of neuroscience in the rehabilitation.
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2-1-S9-1

若年成人ボランティアにおける尺骨神経障害
Incidence of Ulnar Nerve Palsy in Young Adult Volunteers

○佐竹 寛史, 本間 龍介, 丸山 真博, 長沼 靖
高木 理彰

山形大学　医学部　整形外科

【はじめに】若年成人における徒手筋力テスト（MMT）と尺骨神経障害について調べ
た。【方法】ボランティア360名、男270名、女90名、平均年齢24歳（21～29歳）を対象とし
た。調査項目は手のしびれ、脱力、肘痛などの症状（症状）、MMT；短母指外転筋（APB）、母
指内転筋（AddP）、示指深指屈筋（FDP-i）、小指深指屈筋（FDP-l）、第1背側骨間筋（DI）、
小指外転筋（ADM）、肘内側における尺骨神経亜脱臼（亜脱臼）、尺骨神経Tinel徴候
（Tinel）、尺骨神経の圧痛（圧痛）、肘屈曲テスト、および手の痛覚（痛覚）とし
た。【結果】症状は23例27上肢（3.8%）にみられた。MMT低下はAPB; 14例15手（2.1%）、AddP;
80例89手（12.4%）、FDP-i; 1例1手（0.1%）、FDP-l; 53例56手（7.8%）、DI; 111例115手
（16%）、ADM; 84例92手（12.8%）であった。亜脱臼は194例313肘（43％）、Tinelは186例290
肘（40％）、圧痛は5例7肘（1%）であった。肘屈曲テスト陽性は75例100肘（14%）、痛覚低下
は8例9手（1.3%）であった。尺骨神経領域のMMT低下がみられ、症状があった症例を尺骨神経障
害（肘部管症候群）と定義すると17例19上肢（2.6%）であった。尺骨神経領域のMMT低下がみら
れ、症状がなかった症例を不顕性肘部管症候群と定義すると、AddP低下が66例77手
（10.7%）、DI低下が97例102手（14.2%）で10～14%の発生率であった。【考察】20歳代成人ボ
ランティアにおいて、肘部管症候群が2.6%、不顕性肘部管症候群が10～14%にみられた。また、
尺骨神経亜脱臼やTinel徴候が約40%にみられたが、必ずしも病的な所見はみられなかった。尺
骨神経は解剖学的に障害を受けやすい神経であり、20歳代ですでに数%が障害を持っていること
が推察された。
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2-1-S9-2

肘部管症候群患者における尺骨神経伸長度　-病態と治療の観点から
ー

Unlar nerve strain around the elbow in patients with cubital tunnel syndrome

○越智 健介1, 堀内 行雄2, 堀内 孝一3, 森澤 妥4

佐藤 和毅1

1慶應義塾大学　医学部　整形外科, 2川崎市立川崎病院　整形外科

3独立行政法人　国立病院機構　東京医療センター　整形外科

4独立行政法人　国立病院機構　埼玉病院　リハビリテーション科

【目的】
肘部管症候群(CubTS)の病態は不明である。これまでの検討から、肘屈曲テスト(EFT)による症
状誘発は肘部管内圧のみでは説明できないことが示唆された。今回、尺骨神経伸長度に着目し
て検討した。
【方法】
CubTSにて神経剥離術を施行した20例20肘を対象とした。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
尺骨神経伸長度とした。神経剥離前後における伸長度の変化を測定できた13例では、神経剥離
術前後の比較を行った。EFT肢位と、われわれが症状誘発テストとして報告した肩内旋肘屈曲テ
スト(SIREFT)肢位（EFT肢位に肩関節最大内旋90°外転を加えたもの；J Shoulder Elbow Surg,
2012）における尺骨神経伸長度も比較した。
【結果】
神経剥離前27.2%であった平均神経伸長度は、神経剥離後に4.3%へ有意に減少した
（p＜0.01）。EFTとSIREFTの陽性率（5秒）は35%と 90%であった。平均尺骨神経伸長度はEFT肢
位では18.9%、 SIREFT肢位では24.7%であり、その差は有意であった（p＜0.01; 平均差：5.8
± 0.9%；95% confidential interval：3.90ー7.73%）。
【考察】
神経剥離前に新鮮屍体より顕著に高かったCubTS患者の尺骨神経伸長度は、剥離術後に新鮮屍体
と同程度まで減少した。SIREFTの高い陽性率には、神経伸長度増加が関わっていると考えられ
た。CubTSの病態や症状誘発には、尺骨神経の伸長度が関わっていること、神経剥離術単独で神
経伸長度は正常化することが示唆された。
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2-1-S9-3

重度肘部管症候群に対する腱移行術によるつまみ動作再建の治療成
績-神経除圧群との比較-

Tendon transfer to restore the pinch power for advanced cubital tunnel syndrome.

○森澤 妥1, 河野 友佑2, 越智 健介3, 佐藤 和毅3

高山 真一郎4

1国立病院機構埼玉病院　リハビリテーション科, 2国立病院機構埼玉病院　整形外科

3慶應義塾大学　整形外科, 4国立成育医療研究センター　整形外科

【目的】重度肘部管症候群に対する腱移行術によるつまみ動作を再建の有用性を検討した。
【対象・方法】対象は赤堀分類の4期以上、ADM,FDIの筋萎縮が明らかで、つまみ動作の困難を
訴え、手術を施行した肘部管症候群で20例21肘、年齢は平均70歳、経過観察期間は平均31ヵ月
であった。これらを腱移行術によるつまみ動作を再建した症例をT群、神経の除圧のみ施行した
症例をN群にわけた。T群は10例10肘、年齢は平均71歳、経過観察期間は平均28カ月、N群は10例
11肘、年齢は平均69歳、経過観察期間は平均33カ月であった。T群は全例でNeviaser法、そのう
ち7例にSmith法、2例にLittler法を施行した。検討項目は両群間の1)赤堀の予後評価基準、2)
ピンチ力（術前を1として評価）(a)術後12ヵ月までの経時的変化、(b)術前と最終診察時、3)利
き手のADL障害の改善程度、を調べた。
【結果】赤堀の予後評価ではT群は優4、良3、可3、不可0、N群は優0、良2、可7、不可2であっ
た。ピンチ力は術後12カ月時点で両群とも改善を認め、その経時的変化は有意差を認めなかっ
た。しかし、最終診察時ではT群は平均2.4と全例で術前より改善を認めたが、N群は平均1.1と3
例3肘で術後一時改善を認めるも再度悪化していた。ADL障害の改善程度はT群:平均9.8点、N群:
平均5.7点と有意差を認めた。　
【考察】重度肘部管症候群では神経の除圧のみでは筋萎縮の改善が得られないとする報告が多
い。今回の比較検討でも、神経の除圧のみではピンチ力・ADL障害の有意な改善が得られず、腱
移行術による再建症例が有意に優っていた。神経の除圧のみではピンチ力が再度悪化している
症例もあり腱移行術による再建術が積極的に施行されるべきである。

S314



2-1-S9-4

尺骨神経脱臼による肘部管症候群に対する手術症例の検討
Operative treatment for recurrent dislocation of the ulnar nerve

○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】肘部管症候群の病態のひとつに尺骨神経脱臼があるが、我々の経験した手術症例を検
討した。
【方法】平成10年からの手術症例は9例10肘で、若年齢群と中高年齢群に分けられた。若年群は
男が2例で女が3例で、13歳から24歳であった。中高年群に両側手術例が含まれ4例とも男で、46
歳から84歳であった。両群とも利き手が3例、非利き手が2例であった。若年群では対側に無症
候性脱臼が2例に認められ、中高年群では1例にあった。若年群はソフト、バスケ、剣道、弓道
の時に愁訴があり、1例は運搬仕事に支障があった。中高年群では、自動車整備、介護、日常生
活における肘の屈伸で支障があった。
【成績】若年群では神経伝導検査は正常で、中高年群では2例に潜時の遅延が認められ、その症
例を含め3例で肘関節症が存在した。肘関節症のない両側例では両側ともに内上顆炎の合併があ
った。若年群では尺骨神経のみの脱臼が1肘、三頭筋腱の押し上げによるものが2肘、三頭筋腱
も内上顆を乗り上げるものが1肘、三頭筋腱の弾発を認めるものが1肘あった。中高年群では、
尺骨神経の脱臼が2肘、三頭筋腱の乗り上げが3肘あった。手術は1例で尺骨神経溝形成術、残り
はKing変法を行った。三頭筋腱弾発症例では一部腱切離を追加した。若年群では術後2か月から
競技に復帰できた。若年群の1例で術後3か月まで創部の痛みにより日常生活が制限された症例
があった。また、内上顆炎を合併した症例では復職するまでに3か月かかり、神経伝導検査で異
常を指摘された症例は、麻痺症状の改善に時間がかかり満足度は低かった。
【結論】尺骨神経脱臼による違和感は手術で早期に愁訴は解決されるが、炎症所見や変形症所
見などが合併すると経過観察期間が長くなる傾向にあった。
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肘部管症候群に対する小切開単純除圧術の治療成績 -手術適応を再
考する-

Low Invasive Simple Decompression Procedure for Cubital Tunnel Syndrome - Re-consideration of

indication

○長尾 聡哉1, 長岡 正宏1, 豊泉 泰洋1, 冨塚 孔明2

山口 太平2

1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】近年、肘部管症候群に対して小切開や鏡視下などの低侵襲手術が行われるように
なったが、時に成績不良例が存在する。今回われわれは、当科で施行してきた小切開単純除圧
術の治療成績をretrospectiveに調査することにより本法の手術適応を再検討するとともに、成
績向上のための工夫について報告する。
【対象と方法】当科で手術を施行した肘部管症候群のうち、3cmの皮切による小切開単純除圧術
を施行し、2年以上経過観察可能であった52例53肘を対象とした。なお、術中に何らかの理由で
皮切を延長した例は対象から除外している。対象の内訳は、年齢19～78歳（平均52.8歳）、性
別は男性33例33肘、女性19例20肘、罹患側は右側28例、左側23例、両側1例であった。対象症例
について、原因疾患の有無、赤堀の術前病期分類および予後評価基準を調査した。術後経過観
察期間は24～94か月（平均39.0か月）であった。
【結果】原因疾患として変形性肘関節症(以下OA)29肘、外反肘8肘、上腕骨外顆偽関節6肘、ガ
ングリオン3肘、内反肘・滑車上肘筋2肘があり、特発性と考えられるものは5肘であった。術前
病期は第I～V期でそれぞれ7、14、19、11、2肘であり、術後予後評価は優:  32肘、良:
16肘、可: 5肘で不可はなかった。術後　再発を外反肘＋上腕骨外顆偽関節の1肘に認め、尺骨
神経皮下前方移行術を追加していた。
【まとめ】OA例、内外反肘の成績は比較的良好で、単純除圧のみでも良好な成績が得られてい
た。成績向上のためには、術前に超音波あるいはMRIにより肘部管付近の占拠性病変の有無を確
認しておくべきと考える。
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肘部管症候群患者における術後回復の傾向：線形混合効果モデルを
使用して

Trend of Postoperative Recovery in Patients with Cubital Tunnel Syndrome: using a Linear Mixed-

Effects Model

○井戸 芳和1,2, 内山 茂晴2, 林 正徳2, 今枝 敏彦3

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

3金城学院大学　生活環境学部

【はじめに】肘部管症候群(CubTS)患者の術後回復過程の予測は，手術適応を決定するうえで参
考になる．しかし術後回復の傾向については，定点観察によるデータ収集が必要なため詳細な
評価はなされていない．今回術後長期回復の傾向を線形混合効果モデルにて解析した．
【対象と方法】当院にて尺骨神経皮下前方移動術を施行したCubTS患者52例(男44例，女8例)を
用いた．術前重症度はMcGowan分類Grade II 25例，Grade III 27例で，平均年齢は67.3歳であ
った．術前，術後1，3，6，12か月および2年以上の最終観察時に，DASH，握力，サイドピンチ
(SP)，VASによる小指のしびれの程度を評価した．追跡可能であった症例は，術後1か月48例，3
か月51例，6か月52例，12か月51例および2年以上39例であった．最終観察時は術後平均34.8か
月であった．各評価項目の術後長期回復の傾向を評価するために線形混合効果モデルを使用し
た．解析にあたり術後経過期間をカテゴリー変数としてモデル化し，年齢を調整した．
【結果】DASHの平均値は，術前30.2，術後1か月26.3，3か月21.7，6か月20.1，12か月15.9およ
び最終観察時15.8であった．線形混合効果モデルにおいて，DASHの術後長期回復の傾向は術前
重症度に有意な影響を受けないことが示された．一方，握力，SPおよびしびれ (しびれについ
ては女性のみ) は術前重症度に有意な影響を受けていた．多重比較の結果，それらはGrade II
の方が早期に回復する傾向にあった．
【結論】CubTS患者の握力，SPおよびしびれ (しびれについては女性のみ) について，術後長期
回復の傾向は術前重症度の影響を受け，軽症例の方が早期に回復する．しかし患者QOLは，術前
の神経麻痺重症度に依存せず回復することが示唆された．
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肘部管症候群に対する予後予測因子の検討
Prognostic factor for the cubital tunnel syndrome.

○鈴木 拓, 岩本 卓士, 越智 健介, 松村 昇
佐藤 和毅

慶應義塾大学整形外科

【目的】肘部管症候群における術後成績不良因子は, これまでに多数報告されている. その一
方で, 交絡因子や評価法の影響により, 見解の一致を得ない因子も存在する. 今回われわれは,
多変量解析を用いて肘部管症候群の予後予測因子の検討を行った．【対象および方法】2002年
から2012年に, 特発性肘部管症候群に対して手術加療を施行した100例を対象とした．男性
52例, 女性48例, 手術時年齢は平均53.3 (19-82) 歳であった. 術式は尺骨神経皮下前方移行術
が76例, King変法が11例, 単純神経除圧術が13例であった. これらの症例に対して過去に成績
不良因子と報告された, 性別, 年齢, 術式, body mass index, 頸椎疾患, 糖尿病, 職業, 飲
酒, 喫煙量, 術前重症度 (McGowan分類), Motor Nerve Conduction Velocity (MCV), Sensory
Nerve Conduction Velocity (SCV) を予後予測因子として抽出した. また術後1年における成績
をMessinaの基準を用いて評価した. 前述の因子を説明変数とし, 術後成績を目的変数とした単
変量解析を行い, 術後成績と関連の強い因子をロジスティック回帰分析における候補因子とし
た.  さらにロジスティック回帰分析を行い,  術後成績に影響を与える因子を検討し
た.【結果】Messinaの評価基準は優14例, 良40例, 可42例, 不可4例であった. 単変量解析の結
果, 術後成績と相関の強い術前重症度 (P＜0.001) に加え, 年齢, 頸椎疾患, 罹病期間, 職業,
MCV, SCVをロジスティック回帰分析の候補因子とした. ロジスティック回帰分析において, 術
前重症度 (P＜0.001), 頸椎疾患の合併 (P = 0.01), MCV (P = 0.02) が術後成績と有意な関連
を認めた．【結論】肘部管症候群における手術では術前重症度, 頸椎疾患の合併, MCVが術後成
績に影響することが示された．
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当院における動的MRI撮影によるTFCC損傷の診断と鏡視下部分切除
術の成績について

Diadnosis for TFCC injury with Dynamic MRI and Results of Arthroscopic Partial Resectiom of injured

TFCC

○西川 真史1, 上里 涼子2, 佐々木 規博2, 石橋 恭之2

1にしかわ整形外科・手の外科クリニック, 2弘前大学大学院医学研究科整形外科

【目的】TFCC鏡視下部分切除症例の検討及び手術の成績の報告と術前に行なっている動的MRI撮
影の紹介とその有用性について報告する。【方法】動的MRIは当院で作成した機器で手関節を固
定し、前額面で手関節尺屈位・中間位・橈屈位で撮影し、それぞれの肢位での共通するスライ
スを組み合わせて動画にして判読した。鏡視下手術は水平牽引で3・4、4・5portalから行なっ
た。断裂部位はシェーバーで切除し、緊張の低下した部位にはバルカンでshrinkageを追加し
た。遠位橈尺関節(以下DRUJ)内の断裂に対してはTFCを開窓して切除を行なった。【結果】
2006年3月から2014年5月までに215例 (男性87例、女性139例)、平均年齢40.1歳、230関節
（右129関節、左101関節）に鏡視手術を施行した。受傷原因は不明36％、捻挫27％、繰り返し
作業17％、転倒11％、その他8％であった。鏡視所見はTFCC円盤部の断裂(Palmer1A)64％、尺側
手根骨付着部断裂59％、円盤部表層断裂20％に認めた。術後3ヶ月以上経過で木戸らのTFCC術後
成績評価を行い、Excellent：195関節、Good：17関節、Fair：10関節、Poor：8関節であった。
術前の動的MRI撮影(229関節に施行)と術中鏡視所見を比較すると、所見が完全に一致が92関節
(全体の40％)、部分的に一致が84関節(同36％)で両者をあわせると76％で術前に有用な所見を
得ることが出来ていた。また、不一致55関節中25関節（11％）は円盤部の表面や裏面(DRUJ側)
の水平に広がる断裂を誤読したものであった。【結論】鏡視下TFCC損傷部分切除術は良好な治
療成績であった。動的MRI撮影はTFCC損傷の術前評価に有用であった。
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三角線維軟骨複合体損傷に合併した尺側手根伸筋腱障害と遠位橈尺
関節障害のMRI所見

A MRI study of the ECU tendon disorder in traumatic and degenerative TFCC tears

○山藤 滋1, 面川 庄平2, 飯田 昭夫2, 田中 康仁2

1大阪暁明館病院, 2奈良県立医科大学付属病院　整形外科学教室

【目的】今回, 三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷を有する患者のMRIを調査し, 尺側手根伸筋
（ECU）腱障害あるいは遠位橈尺関節（DRUJ）障害の合併頻度を算出した.【方法】2006年から
2013年までに, 3ヶ月以上手関節尺側部痛を有する連続する71例の患者に手関節MRI撮影を行っ
た. 慢性関節リウマチは除外した. 理学的所見および画像所見からTFCC断裂と診断し, 直視下
または関節鏡視下手術により診断を確定した. 変性断裂（尺骨突き上げ症候群）24例, 外傷性
断裂44例であり, 3例はそれらの合併例であった. 女性49例, 男性22例であり, 平均年齢42歳で
あった. マイクロスコピーコイルを用いた1.5/3.0Tesla MRIを撮影した. 軸面と冠状断でのT2
強調画像から, ECU腱とDRUJ障害の有無を判断した. ECU腱障害は腱鞘炎と腱縦断裂を評価した.
ECU腱溝中心での腱周囲の高輝度領域が1mm以上あるものをECU腱鞘炎と定義し, ECU腱表層から
腱内部に連続する高輝度領域を認めるものをECU腱縦断裂と定義した. 軸面像でのDRUJ関節内の
高輝度領域の幅が1mm以上あるものを, DRUJ関節炎と定義した.【結果】変性TFCC断裂の27例の
うち, 14例（52％）にDRUJ関節炎, 9例（33％）にECU腱鞘炎, 7例（26％）にECU腱縦断裂を認
めた. 外傷性TFCC断裂の47例のうち, 17例（36％）にDRUJ関節炎, 23例（49％）にECU腱鞘炎,
16例（34％）にECU腱縦断裂を認めた.【考察および結論】慢性TFCC損傷患者のMRI所見から,ECU
腱あるいはDRUJ障害がTFCC断裂に高頻度(26-52%)に合併することが判明した. TFCC断裂は DRUJ
の不安定性を惹起し, DRUJ関節炎を引き起こす可能性がある. さらに,ECU腱は尺骨頭と接して
おり, DRUJ不安定性がECU腱障害に関与するものと考えられた.
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TFCC損傷例は尺側手根伸筋腱，腱鞘変化を合併するのか？-TFCC損
傷例とボランティアのMRI比較-

Comparison of the morphology of ECU groove and influence to tendon and tendon sheath between TFCC

patients and Volunteers

○田中 利和, 小川 健, 岡野 英里子, 神山 翔
落合 直之

キッコーマン

【はじめに】尺側手根伸筋腱(以下ECU)は伸筋腱第6コンパートメントに所属し，その腱床は三
角線維軟骨複合体（以下TFCC）の一部を形成している．今回，ECU腱，ECU腱鞘の変化と尺側手
根伸筋腱溝(以下ECU溝)の形態学的な比較を，MRIを使用し正常ボランティアとTFCC損傷例との
比較検討を行った．
【対象と方法】対象は正常ボランティア（V群）46名とTFCC損傷(T群)46名とし，T群は尺側小窩
への少量のリドカインテストで診断した．性別（V群男性21：女性25,T群22:24），年齢(平均V
群30.8，T群35.5歳)，左右(V群右20:左26,T群22:24)であった．方法は手関節伸展回内位で
Microscopy coilを用いT1とSTIRによる尺骨軸に対して垂直な軸写撮影を行った．腱内，及び腱
周囲の状態を (各々T分類，S分類)に分類した．(T分類)T1: 正常，T2:腱内部に複数の亀
裂，T3:腱内に輝度変化(重複可)，(S分類)S1：正常，S2：腱周囲に水腫，S3：腱鞘断裂．ま
た，画像解析ソフト(Get Curvature Radius， ALCO-Ex， Hitachinaka， Japan)を用い
て，Iorioらの報告(JHSAm2014)通り,ECU溝の幅，深さ，傾斜角度，溝の内部3点を通る曲率半径
を求めた．各評価部位はECU溝が最も大きく見える部位とした．統計学的検討はMann-
Whitney’s  U  testを用いP＜0.05を有意差ありとした．
【結果】 腱内の評価(T分類)T群（T1:29,T2:15,T3:20）V群(39,4,20)と腱周囲評価(S分類)では
T群(S1:35,S2:11,S3:0) V群(40,4,0)とT群で有意差にT2，S2が多かった．ECU溝の計測は幅
T群，V群(8.6±1.2, 8.5±1.2mm)　深さ(1.6±0.7, 1.7±0.5mm)　傾斜角度(134.5±24.2,
134.0±13.7°)　曲率半径(6.9±3.9, 5.9±2mm)と有意差はなかった．
【まとめ】ボランティアに比較して，TFCC損傷例では，ECU腱実質，腱周囲への変化を伴ってい
た．ECU溝の形態学的な有意な違いはなかった．
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TFCC 背側部断裂の臨床像と治療成績
Clinical appearance of TFCC dorsal tear

○安部 幸雄, 守屋 淳詞

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】手関節鏡の発展に伴いTFCC断裂の様々な損傷形態が明らかとなっている．背側部
断裂は2007年 Estrella らにより報告されたが，その臨床像はいまだ明らかではない．当科に
おけるTFCC背側部断裂の臨床像および治療成績について報告する．【対象】演者が経験した外
傷性TFCC断裂340関節のうち背側部断裂は15例16関節（4.7％）であった．男性10例，女性5例，
年齢：15歳～45歳（平均30歳），右12例，左4例であった．遠位橈尺関節亜脱臼を3例
に，Galeazzi 脱臼骨折，橈骨遠位端骨折を各1例ずつに認めた．【結果】臨床像の特徴は手関
節尺背側部の圧痛，回内外時の疼痛，ロッキング様症状，尺骨頭の背側への軽度不安定性を認
めた．画像診断ではMRIが有効であり，axial 像にてTFCC 背側の損傷が認識でき，尺骨頭の回
外転位を認めることもあった．TFCC の他の部位との合併損傷も多く，尺骨小窩断裂との合併損
傷3例，尺骨茎状突起剥離断裂との合併3例，実質部損傷との合併2例を認めた．治療は鏡視下縫
合11例，直視下縫合2例，尺骨短縮術，掻爬，ギプス固定を各1例に行った．平均22か月の追跡
調査が可能であった14手の Mayo modified wrist score による成績は excellent 12手，good
2手であった．【考察】TFCC損傷の分類には従来 Palmer 分類が使用されてきたが，手関節鏡視
下手術の発展に伴い様々な損傷形態が存在することが明らかとなっており，診断，治療法の選
択の修正が必要となっている．TFCC 背側部断裂の診断は，念頭になければ特に陳旧例に対し見
逃してしまう危険性がある．術前の圧痛部位，MRI 所見にて背側部損傷を推察し，鏡視に臨む
必要がある．
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64歳以下の橈骨遠位端骨折における遠位橈尺関節開大とDASHスコ
アとの関連

Relationship between DRUJ widening and DASH score in patients sixty-four years of age and younger

with distal radius fracture.

○片岡 利行, 栗山 幸治, 上杉 彩子, 濱田 雅之

独立行政法人地域医療機能推進機構　星ヶ丘医療センター　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折の受傷時の単純レントゲンにおいて、遠位橈尺関節の開大や著明な橈
骨の短縮は遠位橈尺関節の不安定性を予測する因子として報告されている。そこで、本研究の
目的は若年から中年の橈骨遠位端骨折における遠位橈尺関節開大や著明な橈骨の短縮が術後の
DASHスコアにどのような影響を及ぼすか調査することである。【方法】対象は2011年1月から
2013年12月に64歳以下の橈骨遠位端骨折症例で掌側ロッキングプレートを用いて観血的整復固
定術を施行した84例のうち、関節内gapやstep off が2mm以上のもの、AO typeC3骨折、経過観
察期間が6か月未満のもの、両側例、尺骨遠位に観血的処置を併用したものを除外した30例（男
性10例、女性20例、平均年齢49歳）で評価した。受傷時の単純レントゲン正面像で遠位橈尺関
節間距離を測定し、術後最終経過観察時のDASHスコアとの相関はピアソンの相関係数を用いて
検定を行った。さらに、受傷時の遠位橈尺関節間距離が3mm以上もしくはulnar varianceが+6mm
以上の群（不安定群）と遠位橈尺関節間距離が3mm未満かつulnar varianceが+6mm未満群（安定
群）にわけ、2群間でDASHスコアを比較した(Mann-Whitney U検定)。【結果】平均追跡期間は11
カ月（6-21ヶ月）、受傷時の遠位橈尺関節間距離は平均2.0（0.2-6.0）mm、最終経過観察時の
平均DASHスコアは9.2点（0-69点）であった。遠位橈尺関節間距離と最終経過観察時のDASH ス
コアには有意な相関を認めた（r=0.55, p＜0.05）。また、不安定群は安定群に比べて有意に
DASHスコアが高値であった(p＜0.05)。【結語】橈骨遠位端骨折において受傷時に遠位橈尺関節
開大があると、最終経過観察時のDASHスコアが悪化する傾向にあった。
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TFCC損傷に対する手術後の痛みについての検討
Investigation of Ulnar side pain after treatment for TFCC injury

○富田 一誠1, 池田 純3, 川崎 恵吉3, 久保 和俊2

稲垣 克記2

1昭和大学江東豊洲病院　整形外科, 2昭和大学医学部整形外科学講座

3昭和大学横浜市北部病院　整形外科

【はじめに】著者は、第56回本学会で、保存療法に抵抗するTFCC尺骨小窩剥脱に対して手術治
療を施行し、術前の痛みが24％消失し、最終VAS平均が10.9と改善し、概ね良好な臨床成績を報
告した。しかしながら術後に痛みが残存したり、別な場所に痛みが出現する症例を経験し、術
後に存在する痛みの原因に興味を持っていた。今回我々は、TFCC損傷に対する手術後に存在し
た痛みについて、変化や特徴について検討したので報告する。【対象と方法】対象は、当科で
TFCC損傷と診断し手術加療した32例であった。 男性19例、女性13例, 平均年齢は32歳であっ
た。手術は、尺骨小窩剥脱は経尺骨で縫合し、靭帯周辺損傷は経関節包で縫合した。関節外病
変は小切開にて修復した。術後は6週間の回旋制限のあと、段階的に手関節可動域訓練を開始し
た。方法は、術後早期と最終観察時の痛みの程度と変化、その部位について調査し
た。【結果】術前VAS平均72.8が、最終観察時12.7へと改善し、その40.6％は痛みが消失してい
た。痛みの改善率が25％に満たない症例は10例あり、術後一時改善した痛みが、手を使いだし
てから増強している特徴があった。また、痛みの部位は、ECU が6例、尺骨神経領域のしびれが
2例、舟状月状骨間(SL)靭帯が2例、DRUJが2例、手関節全体が2例、ポータル部が2例、尺骨への
縫合knot部が1例であった。【考察】最終的に改善率が25％以下であった10例は、積極的な運動
活動を開始した術後3か月か6か月以後に再び痛みが増悪していた。手術までの期間、TFCC損傷
以外の合併症の存在などが残存する痛みに関係しているのではと考えた。また、術前にないECU
の痛み、SL靭帯の痛みが出現していた。TFCC損傷以外の病変をどこまで治療するかは悩むとこ
ろである。今後も、病態を解明し術後に痛みが消失するよう術前から対処したい。
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採血時の正中神経損傷に対する防止対策の検討
How to prevent Median Nerve Injury due to Injection Needle

○勝見 泰和1, 河合 生馬1, 岸田 愛子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　運動器機能再生外科

【目的】近年、採血時の末梢神経損傷に関する医事紛争が急増している。特に正中神経損傷は
医療裁判の判決に影響し、その防止策が急務である。今回、採血時の正中神経損傷を回避する
ために、超音波エコーを用いて肘部の皮静脈と正中神経との位置関係について検討した。【対
象・方法】本研究の趣旨に賛同した健康成人70名を対象とした。内訳は男性35名女性35名、年
齢は22歳から68歳で平均42.2歳であった。標準採血法ガイドライン（GP4-A2）に準じた方法
で、座位で駆血帯を巻き、血管を怒張させ施行した。超音波診断システム(Aplio SSA-700A)を
用いて、肘部の正中皮静脈または尺側皮静脈と正中神経の位置関係を確認し、画像上で皮静脈
と正中神経の距離を測定した。加えて穿刺部位から1cm中枢部での位置関係も測定した。また反
対の上肢にも同様の方法で測定した。【結果】皮静脈の深さは0.9から9.6ｍｍ、平均左右とも
1.7ｍｍであった。肘部での皮静脈が2ｍｍ以下のものしか観察されない上肢が右４肢左3肢にみ
られ、採血可能血管なしと判断した。正中神経の深さ、すなわち皮膚から正中神経幹表層まで
の距離は、3.0から24.4ｍｍまでと幅があり、その平均は右肘で男性8.5ｍｍ女性8.4ｍｍ、左肘
で男性8.5ｍｍ女性8.1ｍｍであった。採血皮静脈と正中神経幹表層までの距離が最も近いもの
は1.6ｍｍで、尺側皮静脈の近傍に正中神経が観察された。皮静脈と正中神経の距離の平均は、
右18.6ｍｍ左18.8ｍｍで、1ｃｍ中枢に移動すると右21.5ｍｍ左20.6ｍｍとやや距離が長くなっ
た。【考察・結論】正中または尺側皮静脈と正中神経はある程度離れているが、症例によって
は極めて近く正中神経が走行していることを認識すべきである。尺側皮静脈を穿刺血管とする
際には、真空採血管を用いない方法で採血するほうがよいと考えた。
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当院での外来採血時に合併した末梢神経障害患者調査
Nerve Injury Caused by Needle for Blood Sampling in Our Hospital.

○佃 幸憲1, 船越 忠直1, 河村 太介1, 永野 裕介2

岩崎 倫政1

1北海道大学　医学部　整形外科, 2市立釧路総合病院

【目的】採血時の穿刺により起こる末梢神経障害に対し、当院では平成16年から医療安全管理
マニュアルを作成して対応しており、第54回本学会にて現状を報告した。平成22年より、対象
を主治医が必要と判断し、希望者のみ保険診療で整形外科を受診するよう改定を行った。本研
究はマニュアル改定前後での当院での採血時の末梢神経障害の実態を調査することである。
【方法】平成17年から平成25年の間に外来採血を施行した患者を対象とした。また、マニュア
ル改定前の平成17年1月から平成21年12月と改定後の平成22年1月から平成25年12月とに分け、
整形外科外来受診者数、神経障害患者数、穿刺部位、症状の経過を比較した。
【結果】採血患者総数は966,222名で、症状申し出があったのは281名、年平均31.2名であっ
た。主治医の判断により整形外科を受診した患者は改定前は年平均6.6名、改定後は年平均1名
であった。その中で、神経障害と診断された患者総数は14名(全患者数の0.0015%)、改定前は年
平均2名、改定後は年平均1名であった。障害部位は正中神経9名、橈骨神経3名、外側前腕皮神
経1名、手背穿刺による橈骨神経浅枝損傷1名であったが、全例4か月以内に症状は消失し、訴訟
例もなかった。
【考察】当院における9年間の神経障害の発生頻度は諸家の報告と比較しても低かった。医療訴
訟もなく、当院の医療安全対策による効果はあったと考えられる。また、平成22年より希望者
のみ保険診療で整形外科を受診するシステムとしたが、トラブルとなる症例も認められなかっ
た。採血による神経損傷は一定の期間経過観察により消失し、予後は良好であること、完全回
避は不可能であることを患者側にも説明し、理解を深めてもらうことで必ずしも整形外科を受
診する必要性はないという実態も明らかになったと考えられる。
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電流知覚閾値による末梢神経障害の病態の検討 -神経障害性疼痛と
侵害受容性疼痛の比較

Comparison between neuropathic and nociceptive pain using current perception threshold testing

○津田 悦史1, 尼子 雅敏2, 平原 康文2, 有野 浩司2

根本 孝一2

1自衛隊中央病院　整形外科, 2防衛医科大学校　整形外科学講座

【目的】電流知覚閾値(Current Perception Threshold: CPT)検査は、Aβ、Aδ、Cの各神経線
維ごとに知覚閾値を選択的に定量化できる。本研究の目的は、上肢の神経障害性疼痛と侵害受
容性疼痛患者のCPTを計測し、比較することで末梢神経障害の病態を解明することである。
【対象と方法】神経障害性疼痛（神経群）65例（内訳：手根管症候群38例、肘部管症候群
27例）と侵害受容性疼痛（侵害群）26例（内訳：肩腱板損傷12例、肩関節唇損傷14例）を対象
とした。電流知覚閾値検査はNeurometer® (Neurotron社、米国)を用いて行い、刺激電流は
2000Hz（Aβ）250Hz (Aδ)、5Hz (C) の3条件で実施した。電極は、手根管では中指、肘部管症
候群は小指、侵害群では上腕C5領域に固定し、患側及び健側のCPTを測定した。健患比(患側
CPT/健側CPT)を算出し、各線維間で比較した。
【結果】両群の平均CPT値は3条件ともに患側で上昇しており知覚鈍麻であった。神経群の平均
CPT健患比は2000Hz が2.11、250Hz が2.79、5Hzが1.70と250Hz が最も高かった。一方、侵害群
は2000Hz が1.14、250Hz が1.32、5Hzが1.92と5Hz が最も高かった。両群間の比較では
2000Hz、250Hz において神経群が有意に高い値であった（p＜0.001, p＜0.001）。
【考察および結語】神経群は患側のAβ、Aδ線維の閾値が有意に上昇しており、侵害群ではC線
維の閾値の上昇が特徴的であった。神経障害性疼痛はAδ線維を介して鋭い痛みが上行するのに
対して、侵害受容性疼痛はC線維を介して鈍い痛みが上行し、それぞれ生体防御反応として知覚
鈍麻が生じたことが示唆された。
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末梢神経手術後の疼痛予後
The prognosis of pain after peripheral nerve surgery

○大西 哲朗, 栗本 秀, 岩月 克之, 山本 美知郎
平田 仁

名古屋大学　手の外科

【はじめに】神経障害性疼痛の認知向上により、疼痛全体に対する患者の要求も高くなってき
ている。一方、神経障害後の疼痛の経過は詳細な検討がなされておらず、治療を行う際に判断
に困る事がある。今回、神経手術後の疼痛の経過を調査し、神経障害後の疼痛の経過を検討し
た。【方法】名古屋大学附属病院にて2008年から2013年までの間に上肢の神経の手術を受けた
患者のうち術後3ヶ月以上follow up可能であった59例（男性35例、女性24例）を対象とした。
原因疾患、手術、pain VAS score、術後の鎮痛剤の使用状況、VAS score高値群の特徴を調べ、
術後鎮痛剤使用群の危険因子をロジスティック回帰分析を用いて検討した。【結果】平均年齢
は43.1歳（18-79歳）で平均follow up期間は21ヶ月（3-68ヶ月）であった。疾患分類は腕神経
叢損傷12例、上肢神経損傷28例、上肢神経麻痺6例、腫瘍13例であった。術前Pain VAS scoreは
平均4.88で最終Pain VAS scoreが2.9と改善を認めた。全体の62.7%術後1年以内にPain VAS
scoreが3以下となる一方で8.5%の者が術後１年以上にわたりPain VAS scoreが７以上の高値を
示していた。Pain VAS高値のものは全例術前のPain VASが7以上の高値を示していた。術後鎮痛
剤は59.3%が術後１ヶ月以内に使用を中止し鎮痛剤の継続使用が必要となったのは13.6%であっ
た。鎮痛剤の継続使用の危険因子は年齢と術前の鎮痛剤使用であった。(95%odds: 年齢　1.011
-1.205, P=0.027、術前鎮痛剤使用　5.042-965.451, P=0.002)【結語】時間経過とともにほと
んどの症例でPain VAS scoreは低下していた。術前Pain VAS高値、術前鎮痛剤使用群で術後、
疼痛が持続する傾向が認められた。
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手術治療を要した医原性神経損傷の検討
Surgical Treatment for Iatrogenic Nerve Injury

○湯川 昌広1, 藤 哲2

1弘前記念病院　整形外科, 2弘前大学附属病院

【目的】
 手術操作に伴う神経損傷や、初診時の見逃しは患者と医師あるいは病院間のトラブルの原因と
もなるため注意が必要である。
本発表では手術による神経損傷や初診時に神経麻痺を見逃された症例に対する手術治療の成績
を検討した。
【症例、方法】
2005年8月～2014年までに当科または関連病院で手術を施行した医原性神経損傷（神経断裂の見
逃しまたは不適切な治療を含む）例14例。男性7例女性7例。手術時平均年齢33.4歳（2～77歳）
であった。神経損傷の原因は手術操作10例（骨折8例）、神経断裂の見逃し3例、腱と神経を縫
合1例であった。骨折の部位別では肘周辺5例（尺骨神経2例、後骨間神経2例、橈骨神経1例）、
上腕骨骨幹部2例（いずれも橈骨神経）、尺骨茎状突起部での尺骨神経背側枝損傷2例、指骨1例
であった。麻痺としては運動・知覚麻痺7例、運動麻痺のみ3例、知覚麻痺のみ4例であった。手
術方法は神経移植術5例、神経縫合術4例、神経剥離術3例、筋・腱移行術2例だった。
【結果】
神経に対する手術を行った12例に関しては、運動機能は術前M0からM3または4に良好な回復が得
られ、知覚も術前S0または1からS2～4へ改善がみられた。しかしながら自覚的なparesthesiaや
dysesthesiaが残存または増悪し、満足度の低い症例が3例あった（尺骨神経背側枝2例、尺骨神
経本幹1例）。筋・腱移行術後の運動機能は良好であった。特に訴訟などの問題となった症例は
なかった。
【考察】
医原性神経損傷に対する手術治療の機能成績は概ね良好であるが、精神的な影響もあり、自覚
症状は悪化する場合もある。十分なインフォームドコンセントが必要である。
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指神経障害性疼痛にたいする血管柄付き神経皮膚移植術の効果
Evaluation of pedicled vascularized neuro-cutaneous flap for the treatment of neuropathic pain following

digital nerve injury

○稲田 有史1,2,3, 中村 達雄2, 諸井 慶七郎1,5, 面川 庄平3

川西 弘一3

1医療法人社団湧水方円会稲田病院, 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西大和リハビリテーション病院

5奈良県立医科大学　麻酔科・ペインセンター

手指動脈・軟部組織障害をともなう指神経損傷後神経障害性疼痛は、人工神経の登場をもって
しても治療に難渋する疾患のひとつである。今回、手の内部にPedicled vascularized neuro-
cutaneous（PVNC） flapを作成、一次再建による根治治療を10例に行い、その有効性を検証し
たので報告する。【症例】10例10 指、男性５例女性５例、年齢は平均41才、左９右１，罹患指
は母指５示指1中指３環指１,指損傷レベルは、Tamai zone分類で、母指５例Zone I; 2,III; 3,
母指以外ではI:２,II;1,III;1,IV;1,で、受傷原因は労災事故５；それ以外５,いずれも動脈・
軟部組織障害をともなうもので、初期治療で見過ごされた例が６例、神経欠損２例、神経縫合
後神経剥離例1,自家神経移植後１例、受傷から当院手術まで、平均6.5ヶ月【方法】Tamai Zone
I、IIで、末梢指神経変性が軽度、欠損が1５ mm未満の場合には、障害部中枢側に片側Step-
ladder neuro-cutaneous islad flapを作成して、損傷軟部組織とともに神経障害部の
debriedment行い、神経欠損部を直接縫合で修復（前進群;5）、Zone I、IIでワーラー変性高度
な場合は、PVNC flapの神経と中枢指神経を縫合（知覚皮弁移植群;1）、Zone IIIで15mm以上欠
損では、示指橈側神経終末枝/背尺骨神経分枝を含めたPVNC flapで神経欠損を架橋形成する
（架橋形成群：４）を用いた。合併する損傷は個々対応した。評価は、術前後のCarroll test,
Grip, VASの変化を統計学的に検討した。【結果】欠損長の長さは、前進群が平均１２mm,架橋
形成群が25-40mmで平均25mm, 術前後のCarroll test, Gripは有意に改善し、VASも低下した。
今後、人工神経使用例との比較検討を行う必要があるが、手の中に犠牲の少なく、神経障害性
疼痛に有用なPVNC flapが作成可能であることが証明された。
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難関橈骨遠位端骨折の治療戦略-関節内骨折から遠位縁部骨折-

○坂野 裕昭

平塚共済病院 整形外科・手外科センタ

橈骨遠位端骨折に対する手術的治療は進化を続け現在は掌側ロッキングプレート固定術がgold
standardになっている．本術式は極めて良好な術後成績が得られるが，合併症を常に念頭に入
れておく必要がある．関節外骨折には近位設置型のプレートを使用し，遠位のスクリューホー
ルは1rowまたは2rowsで固定することで良好な臨床成績が得られることは議論を待たない．しか
し，関節内骨折，特に関節面の多骨片化を認めるAO C3骨折では治療法が格段に難しくなる．ま
た，遠位縁部の骨折は頻度が極めて少ないが最難関の治療になると考える．本講演では難関骨
折とされるC3関節内骨折と遠位縁部骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の治療戦略に
関して述べる．
　関節内骨折の治療原則は関節面を整復し関節面を仮固定する．仮固定の状態で掌側ロッキン
グプレート固定を行う．背屈転位型ではcondylar stabilizing法を，掌側転位型ではbuttress
固定法を用いて整復固定を行う．合併症低減の観点から使用プレートは可能な限り近位設置型
を使用し，関節面の術後再転位を防止するため2rowsプレートを選択する．1rowプレートを使用
する場合はk-wire等の鋼線を補助的に複数刺入することことが必要である．
　関節縁部骨折では関節内骨折の有無により固定法が異なる．関節内骨折の場合，骨折線は矢
状面骨折であり月状骨窩と舟状骨窩が離開するためkey stoneである月状骨窩をプレートで保持
することが非常に難しくなるからである．今回は骨折の形態による近位設置型プレートと遠位
設置型プレートの選択や各種固定法のoptionを紹介する．
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Design in muscle innervation

○Aymeric Lim, MBBS, FRCS (Glas), FAMS

Associate Professor, Department of Orthopaedic Surgery,

National University of Singapore, Singapore

The study of the musculoskeletal structure of the upper limb reveals a number of
anatomic principles that can be applied to any muscle or nerve. These are useful to
the surgeon for repair and planning reconstruction.

The basic functional unit of the upper limb is the muscle compartment. There are 5
basic questions that one needs to answer about the design of nerves and muscles in
the upper limb. The answers that this study provides are
a) Muscles are modular and are either spindle shaped or trapezoidal.
b) Within the muscle, nerves cross the muscle fibres but do not cross the intra-
muscular tendon.
c) The nerve connects to the muscle along the intersection of the muscle and the
course of the nerve.
d) Primary nerve branch points are clustered according to muscle groups
e) Multiple compartment muscles have multiple primary nerve branch points

In summary, the basic functional component of the upper limb is the muscle
compartment which has one nerve and one function. These principles can be used to
plan targeted reconstruction with minimal morbidity.
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手根骨配列異常をきたした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, 山本 謙吾

東京医科大学　医学部　整形外科

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

Tendon Ball Replacement and Scaphotrapeziotrapezoid Arthrodesis for Advanced Kienbock's Disease in

Adults of Prime

○中尾 悦宏, 中村 蓼吾, 篠原 孝明, 高橋 明子
浦野 秀樹

中日病院　名古屋手外科センター

【はじめに】我々は、キーンベック病に遭遇した際、主に橈骨骨切り術を施行し、良好な成績
を報告してきた。しかしながら月状骨の分節化や粉砕が進行した例で機能障害が存在する場
合、月状骨摘出術を選択せざるを得ない。腱球置換に加え舟状大菱形小菱形骨間関節固定術
(以下、STT固定術)を施行した症例をまとめ、成績を報告し、本法の有用性について検討す
る。【対象と方法】本疾患患者のうち、各種画像検査にて月状骨の温存、再建は不可能と判断
した症例で、月状骨切除、腱球置換、STT固定術を施行した8例8手を対象とした。男2、女6、25
～50歳(平均37歳)、右6、左2、全手stage IIIB、発症から手術までの期間は4ヶ月～3年(平均
1.5年)であった。手関節背側展開にて月状骨を摘出し、長掌筋腱で作成した腱球を挿入した。
別皮切にてSTT関節を露出し、骨移植を併用して固定術を施行した。術後は手関節装具を装着
し、3週後より可動域訓練を開始した。経過観察は2～6.5年(平均3.8年)であった。【結果】全
手でSTT関節の癒合を得た。疼痛の緩和は全手で得られ、無し4、労作時軽度3で痛みは橈骨手根
関節橈側に存在した。平均可動域は、背屈術前45°(健側比61%)から術後59°(81%)、掌屈
32°(40%)から39°(52%)、橈屈13°(57%)から13°(56%)、尺屈31°(67%)から30°(68%)、平均
握力は12kg(38%)から24kg(83%)へ改善した。日手会機能評価では、E: 4、G: 3、F: 1であっ
た。【考察】月状骨の救済が不能な症例に施行した腱球置換、STT関節固定術は、早期から除痛
効果に優れ、比較的短期間で治療可能であった。壮年期の罹患者には有益であり、治療法のひ
とつとして推奨できる。しかし掌屈可動域の改善は小さく、将来、橈骨舟状骨関節の関節症が
危惧されることなど、固定術後の手関節運動の解析を含め明確にすべき課題が存在する。
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進行期Kienböck病に対する橈骨短縮骨切り術の手術成績
Radial shortening osteotomy for advanced Kienböck's disease

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院 整形外科

【目的】Lichtman分類3aのKienböck病に対して橈骨を3mm短縮する骨切り術を行った．手術症例
の中期成績について検討を加えて報告する.【方法】対象は1998年から2012年までに手術し,術
後3年以上の経過を観察できた14例14手関節で,男性9例，女性4例，手術時の年齢は14～67歳，
平均32歳であった. 術前に尺骨2mm以上のplus varinat2例に尺骨の短縮もあわせて行った．術
後の経過観察期間は3年から9年，平均4.8年であった.【成績】疼痛は2例が軽減，11例が消失し
ていた．手関節の平均可動域は背屈が術前の48°から60°に，掌屈が術前の46°から60°に増
加していた.健側と比較した％握力は術前の44.6％から86％へ増加していた.Carpal height
ratioは平均で術前の0.5から0.48になり，3例が改善していた.Ståhl index は術前の0.38から
0.30となり，2例が改善していた.月状骨の分節化の進行を3例に認めた. Cooney評価は優2例，
良4例，可8例であった．中村らの術後評価では優2例，良12例であった．【結論】進行期
Kienböck病に対する橈骨短縮骨切り術により，疼痛は軽減か消失し，手関節の可動域と握力は
増加する可能性が高い．一方でX線所見では月状骨には明らかな改善傾向はみられなかったが，
進行を抑える効果は期待できる.分節化の進行例もあり,腱断裂のような合併症を引き起こす危
険もあるため長期にわたる経過観察を要すると思われた．
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進行期キーンベック病に対する関節鏡視下月状骨摘出術
Arthroscopic Resection of Lunate for Advanced Kienbock Disease

○吉良 務1, 面川 庄平1, 小野 浩史2, 村田 景一3

田中 康仁1

1奈良県立医科大学 整形外科学教室, 2国保中央病院整形外科

3市立奈良病院四肢外傷センター

【目的】Lichtman stage3B以降のキーンベック病に対して、関節鏡視下月状骨摘出術を施行し
た症例の臨床成績を検討した。【方法】2008年以降、関節鏡視下に月状骨を摘出したキーンベ
ック病6例（男性3例、女性3例、平均年齢66歳）を対象とした。Lichtman stageでは分節化を伴
う3Ｂ(いわゆる3C)5例、stage4 1例であった。罹患期間は平均32カ月、術後経過観察期間は平
均12カ月であった。手術は関節鏡で月状骨を評価し、再血行化が不可能と判断した舟状骨を鏡
視下に摘出した。全例に滑膜切除術を併用し、橈骨形状突起切除を追加した症例が2例、舟状有
頭骨間の仮固定をした症例が1例、舟状有頭骨間および三角有頭骨間を仮固定した症例が2例で
あった。臨床評価として手関節可動域，健側比握力，DASH，PRWE，VAS，Mayo wrist scoreを、
Ｘ線評価としてcarpal height ratio(CHR)、radioscaphoid angle（RSA）をそれぞれ術前後で
比較した。p＜0.05を有意な変化と判定した。【成績】手関節掌背屈可動域は術前平均71°から
術後平均103°、DASH scoreは術前37、術後14であり、PRWEは48から13、VASは56から5.6、Mayo
wrist scoreは55から79へといずれも有意に改善した（p＜0.05）。握力は術前57％、術後70％
と改善を認めたが有意差は生じなかった。CHRは0.49から0.46と減少したが(p=0.02)、RSAは術
前63°、術後65°と変化はなかった(p=0.22)。【結論】従来stage3B以降のキーンベック病に対
しては、直視下での月状骨摘出・腱球移植・手関節部分固定術などが行われ良好な成績が報告
されているが、donor site morbidityや大きな手術侵襲が問題となる。今回我々は関節鏡視下
に月状骨を摘出することにより低侵襲で手術を行い、短期的に良好な結果を得た。本法は進行
期のキーンベック病に対する手術法として有用な方法と考えられた。
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膠原病に合併したキーンベック病の治療
Treatment of Kienbock's Disease followed with Connective Tissue Disease

○谷口 泰徳, 下江 隆司, 浅井 宣樹, 山中 学
吉田 宗人

和歌山県立医科大学　整形外科

【目的】膠原病に月状骨壊死が合併することが知られている。今回我々は、当科で経験した膠
原病に伴ったキーンベック病の治療成績について検討し報告する。【対象】膠原病に合併した
キーンベック病7例8手である。年齢は21歳から67歳(平均41.8歳)、性別は全例が女性であっ
た。患側は左手5例、右手1例、両手1例、全例が右利きであった。職業は無職6例、事務職1例で
あった。原疾患はSLEが3例4手、混合性結合組織病が2例2手、強皮症およびシェーグレン症候群
が各々１例1手であった。初診時のLichtman分類病期はstage 2が2手、stage 3aが1手、stage
3bが3手、stage 4が2手であった。治療は4例5手に保存的加療を行い、3例3手に腱球置換術を施
行した。【方法】手関節掌背屈可動域、握力を調査した。X線所見としてcarpal height
ratio(CHR)、Ulnar variance(UV)を測定した。治療成績をDornanの判定基準により評価した。
追跡期間は9ヶ月から7年2ヶ月(平均3年8ヶ月)であった。【結果】掌背屈可動域は初診時平均
100.9°で追跡調査時平均100.0°であった。握力は初診時平均8.4kgで追跡調査時平均13.1kgで
あった。CHRは初診時平均0.47で追跡調査時平均0.43であった。治療成績は保存的加療では優
1手、良 3手、可1手であった。腱球置換術では優1手、良 2手であった。保存的治療、腱球置換
術とも手根骨圧潰の進行を認めたが、臨床成績はほぼ満足できる治療成績が得られ
た。【考察】膠原病に合併したキーンベック病の原因は、一般的なキーンベック病とは異な
り、ステロイド、血流障害などが病因となる。そのため治療法は病期に応じて選択されるべき
ではない。今回の症例では保存的治療、腱球置換術で満足できる臨床成績が得られた。そのた
め、膠原病に合併したキーンベック病に対し、装具療法、腱球置換術は有効な治療になりう
る。
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Kienbock病に対するセラミック人工月状骨置換術の有用性
Efficacy of Ceramic Lunate Implants for Kienbock's Disease

○鈴木 克侍, 志津 香苗, 西尾 真, 辻村 俊造

藤田保健衛生大学　医学部　整形外科

【目的】我々は1989年よりLichtman分類stage 3のKienbock病に対し，セラミック人工月状骨置
換術を施行してきた．目的は10年以上経過した症例の長期成績を調査し本法の有用性を検討す
ることである．【対象及び方法】1989年～2004年10月までにstage 3のKienbock病に対してセラ
ミック人工月状骨置換術を行った症例は25例（男性19例，女性6例）で，うち10年以上経過観察
し得た症例19例（男性15例，女性4例），手術時平均年齢38歳（19～72歳）を対象とし
た．Stage３Aが9例，３Bが10例であった．手術方法は，全例アルミナセラミック製の人工月状
骨で置換を行った．人工骨はX線画像のコンピューター処理で作成した．形状は分節化した月状
骨を摘出した空隙に適合し，周囲の橈骨，舟状骨，三角骨，有頭骨との関節面にも適合するよ
うにした．人工骨の掌側と背側に2孔ずつ作成し，これに非吸収糸を通して，人工骨を関節包に
縫合できるようにした．調査項目は，疼痛，ROM，握力，Ｘ線所見（carpal height ratio,以下
CHR，osteoarthritis，以下OA），Cooneyの手関節機能評価であった．平均最終調査時期は164
か月（122～252か月）であった．【結果】全例術後3か月より術前の労働に復帰した．疼痛は術
前全例にみられたが最終調査時には全例通常労働では疼痛はみられなかった．ROMは手関節背屈
63%から73%（術前及び最終調査時，対健側比平均値），掌屈44%から69%であった．握力は45%か
ら81%，CHRは0.46から0.51，Cooneyの評価は48点から79点へ有意に改善した．OAは術前では認
めず，最終調査時にわずかな骨硬化像などを10例で認めたが，OAによる疼痛はなかっ
た．【結語】術後10年以上経過観察したstage 3のKienbock病に対するセラミック人工月状骨置
換術の長期成績は良好で有用であった．
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TFCC変性損傷に対する尺骨短縮術の効果 : 手関節鏡による検討
Ulnar shortening for degeneration of the TFCC: arthroscopic evaluation

○中村 俊康1, 西脇 正夫2, 別所 裕貴2, 福岡 昌利3

齋藤 毅4

1国際医療福祉大学　臨床医学研究センター, 2川崎市立川崎病院　整形外科

3さいたま市立病院　整形外科, 4平塚市民病院　整形外科

尺骨短縮術は尺骨突き上げ症候群やTFCC変性損傷、中程度までの遠位橈尺関節(DRUJ)不安定性
症例に適応がある。特にTFCC変性損傷では尺骨短縮術による除圧に伴い変性所見の改善が得ら
れる可能性がある。TFCCの変性の程度の変化を初回尺骨短縮時と抜釘術時に施行したsecond
look関節鏡所見で検証した。方法: 単一術者による尺骨短縮術症例663手中、Palmer 2A以上の
TFCCの変性所見を認め、初回および抜釘時にDRUJと橈骨手根関節を鏡視した276例282手を対象
とした。男128例、女148例、右140、左136、両側6、平均年齢は42 (24-78)歳であった。術前の
尺骨varianceは2.48 (0-11.5) mm、疼痛は全例に認め、回内外可動域制限は25手に認め
た。DRUJ不安定性はなし 164手、軽度81手、中程度37手に認め、重度のDRUJ不安定性を認めた
症例はなかった。全例にDRUJ鏡を含む手関節鏡を行い、尺骨を平均2.6 (2-11) mm短縮した。初
回および抜釘時の関節鏡所見、DRUJ evaluation systemによる臨床成績を検討した。結果: 初
回手術時に橈骨手根関節所見ではPalmer 2A 173手, 2B 33手, 2C 68手, 2D 8手に認めた。DRUJ
鏡ではRULの背側不全断裂を9手に認め、TFC近位面の変性を266手に認めた。抜釘時には変性の
Palmer分類上の改善を認めたのは115手（41%）であったが、2C以上のperforationが滑膜性に被
覆されていたのは76手中55手（73%）であった。DRUJ鏡でTFC近位面の変性を認めた266手中250
手（94％）で改善が得られた。最終的な臨床成績は優261、良20、可1であった。結語:尺骨短縮
術によるTFCCの変性の改善はTFC近位側でより得られた。Perforation自体は73％で被覆され
た。
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TFCC小窩部断裂例に小窩部縫着に加えて尺骨短縮術の併用は必要
か

Fovea suture for TFCC fovea rupture whether or not shortening ulna

○普天間 朝上, 金城 政樹, 堀切 健士, 大久保 宏貴
金谷 文則

琉球大学　医学部　整形外科

【はじめに】TFCC小窩部断裂に尺骨突き上げ症候群合併例にはTFCC小窩部縫合術に尺骨短縮術
を併用した。術後の成績に術前のulnar variance(UV)と尺骨短縮術併用の有無が関与するのか
検討した。【対象と方法】48例49肢（男28、女20）、手術時平均年齢31.8歳（11-60）、術後平
均経過観察期間22.6ヵ月（6-108）であった。症例をUV2mm未満と2mm以上に分け、かつ尺骨短縮
術併用の有無で４群に分け、術後の手関節尺側部痛の有無を検討した。【結果】UV2mm未満尺骨
短縮術無群は17肢中6肢に疼痛が残存した。4肢は術前に尺骨突き上げ症候群の所見あるも尺骨
短縮術を併用しなかった例であり、1肢は前腕回内作業で疼痛が再発し尺骨短縮術追加後疼痛は
消失し、他の1肢は豆状三角骨関節部痛であった。UV2mm未満尺骨短縮術併用群は11肢中2肢に疼
痛が残存した。1肢は術後の外傷により再発し、他１肢は豆状三角骨関節部痛であった。UV2ｍ
ｍ以上尺骨短縮術無群は2肢中１肢に疼痛が再発した。UV2mm以上尺骨短縮術併用群19肢中2肢に
疼痛が残存し、１肢は豆状骨部の疼痛、1肢は術後の外傷による再発であった。【考察】TFCC小
窩部断裂例で尺骨突き上げ症候群合併例に尺骨短縮術併用を行った例では術後外傷により再受
傷を除き、TFCC部の疼痛残存例はなかった。UV2mm未満尺骨短縮術無群で術後疼痛残存した6肢
のUVは0mm以下であり、前腕回内位ではUVが2～4mm長くなるため尺骨突き上げ症候群合併例では
積極的に骨尺骨短縮術を施行した方が良いと思われる。
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TFCC損傷に対しTFCC縫合術を行った症例の検討　-直視下および鏡
視下縫合術の比較-

Treatment for TFCC injury -comparing arthroscopic repair with open repair-

○富永 明子, 轉法輪 光, 島田 幸造

JCHO大阪病院

目的　当院では保存的治療に抵抗する三角線維軟骨複合体損傷（以下、TFCC損傷）の治療とし
て、全例関節鏡視下クリーニングを行った後、従来は直視下、2013年以降は関節鏡視下にTFCC
縫合術を行い、plus variance例には尺骨短縮骨切り術を併用している。今回その術後成績を調
査し、疼痛が残存した症例につき検討したので報告する。対象と方法　直近7年間でTFCC損傷に
対しTFCC縫合術を行った14例を調査した。男性9例、女性5例、手術時年齢は13～74歳、平均
29.8歳、受傷から手術までの期間は3か月から24ヶ月、平均8.6ヶ月であった。TFCCの縫合は直
視下9例、鏡視下5例で尺骨小窩を通る骨孔をあけTFCCを縫着した。3例に尺骨短縮骨切り術を併
用した。術中所見、術前後の疼痛と関節可動域、術後合併症を調査、検討した。結果　鏡視所
見は10例がPalmer分類class1B、4例がclass2であった。直視下手術例において疼痛が残存した
のは3例であり、原因として尺骨神経背側枝損傷によるCRPS、尺骨突き上げ症候群の顕在化、縫
合糸の位置不良が考えられた。術前後で可動域を評価すると平均背屈6°、掌屈6°、回内
12°、回外8°低下した。鏡視下手術においては3例で疼痛が消失し、2例に軽度の疼痛が残存し
た。原因として尺骨突き上げ症候群の顕在化、縫合糸の位置不良が考えられた。可動域は平均
背屈14°、掌屈16°、回内5°拡大し、回外において2.5°低下した。合併症については直視下
手術の群でCRPS1例を認めたが、鏡視下手術群では認めなかった。考察　TFCC縫合術の結果は概
ね良好であり、可動域や合併症の点では鏡視下手術がやや優れていた。尺骨突き上げ症候群が
顕在化する例があり、術前の評価を注意深く行う必要があると考えられた。
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TFCC損傷に対する鏡視下縫合術の治療成績
Results of arthroscopic repair for TFCC tears

○藤原 浩芳1, 小田 良1, 浅田 麻樹1, 奥田 良樹2

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整形外科

【目的】三角線維軟骨複合体（以下TFCC）損傷に対する鏡視下縫合術は、主に関節包縫合術と
経尺骨縫合術に大別される。しかし、それらの術後成績の比較についての報告は少なく、どち
らの縫合術を選択すべきか苦慮することがある。今回、われわれは術後5年以上経過した鏡視下
縫合術の術後成績について検討した。【対象および方法】2006年から2009年において鏡視下縫
合術を行った32例のTFCC損傷を対象とした。男性15例、女性17例、平均年齢32.4歳（17～
57歳）であった。TFCC損傷型はPalmer分類1B22例（13例が三角靭帯損傷を合併）、三角靭帯単
独損傷を10例に認めた。全例ともTFCCストレステスト陽性で24例に遠位橈尺関節（以下DRUJ）
の不安定性を認めた。関節包縫合術を18例に、経尺骨縫合術を14例に施行した。関節包縫合術
は1.2mm穴あきK-wireを用いてinside out法で行い、経尺骨縫合術は尺骨に径2.3mmの骨孔を作
製し、outside in法で行った。臨床成績の評価には、疼痛・回内外可動域・DRUJの不安定性を
考慮した中村らの評価法を用いた。【結果】平均追跡期間は73ヵ月（62-86ヵ月）であった。関
節包縫合術を行った18例のうち、14例は優または良であったが、三角靭帯損傷を合併した4例に
可または不可を認めた。径尺骨縫合術は優9例、 良3例、可2例であった。可2例はulnar plus
varianceが2mm以上の症例であった。【考察】経尺骨縫合術はTFCCを尺骨小窩に解剖学的に縫着
できる利点があるが、術式がやや煩雑で関節包縫合術に比べると侵襲が大きい。三角靭帯損傷
を伴い、DRUJの不安定性の強い症例には、経尺骨縫合術が適応と考えられた。一方、辺縁断裂
のみの症例や、三角靭帯損傷を伴っていてもDRUJの不安定性が大きくない症例には関節包縫合
術が適応になると考えた。
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遠位橈尺関節不安定症に対する掌側橈尺靭帯再建術
Palmar Reconstruction of the Triangular Fibrocartilage Complex for Static Instability of the Distal

Radioulnar Joint

○有光 小百合, 森友 寿夫, 久保 伸之, 正富 隆
行岡 正雄

行岡病院　手の外科センター

【目的】TFCCの背側橈尺靭帯は尺骨の掌側への制動を、掌側橈尺靭帯は尺骨の背側への制動を
担っている。臨床的に遠位橈尺関節（以下DRUJ）不安定性のほとんどは尺骨が橈骨に対し背側
に不安定な尺骨背側不安定型であることから掌側橈尺靭帯の再建がより重要である。今回高度
な背側DRUJ不安定性を伴うTFCC損傷症例に対し、掌側橈尺靭帯に重点を置いたTFCC再建術を開
発したのでその治療成績を報告する。【対象・方法】対象は中間位でも尺骨の背側亜脱臼を認
める高度な背側DRUJ不安定性を伴う陳旧性TFCC損傷7例である。平均年齢43才、症状発生から手
術までの期間は平均12.5ヶ月、手術から最終観察時までの経過観察期間は平均16.5ヶ月であっ
た。明らかな外傷歴があったのは6例で、尺骨変異は平均+2.1mm、general laxityを認める症例
が3例であった。手術は掌側アプローチで行い、小窩で断裂した掌側橈尺靭帯の残存線維と尺骨
手根靭帯に、同側前腕より採取した長掌筋腱を編み込み縫合し、新鮮化した小窩に引き込んで
TJ screwで固定した。尺骨変異陽性または尺骨つきあげ症状があった5例にはMilch法を用いた
尺骨短縮骨切り術を併用した。術後3週間の外固定の後可動域訓練を開始した。【結果】全例で
DRUJ不安定性、尺側部痛は消失し、最終観察時平均可動域は回内79度・回外83度、握力も健側
比平均92％に回復した。【結論】尺骨背側不安定性に対して掌側橈尺靭帯を解剖学的に再建す
る手法を考案し良好な成績を得た。本法はAdams-Berger法など他の手術法と比べ小侵襲
で、TFCC修復やMilchによるDRUJ制動効果では不十分と思われるDRUJの尺骨背側不安定性の強い
症例に対し有効な方法と考えられた。
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舟状骨のCAST内動態から見た舟状骨骨折に最適なCAST固定法
In Vivo Three-Dimensional Kinematics of Scaphoid in Cast Immobilization

○川西 洋平, 岡 久仁洋, 信貴 厚生, 大浦 圭一郎
村瀬 剛

大阪大学大学院　整形外科

【目的】舟状骨腰部骨折は、転位の程度により、ギプス療法で骨癒合を得ることも可能であ
る。これまでの報告によると、骨癒合の観点からは、どのギプス固定法が最適かどうかには議
論の余地がある。また、いくつかの屍体上肢を用いた実験で、前腕回旋や母指動作の骨折部安
定性への影響について調べられているが、実際のギプス内における前腕や母指動作時の舟状骨
動態は知られていない。そこで、どのギプス固定法が舟状骨腰部骨折の治療に最適かを知るた
めに、正常手関節を用いて、前腕と母指動作時のギプス内舟状骨動態を調べ
た。〈BR〉【方法】正常10手関節に、母指を掌側外転位で固定したshort arm thumb spica
castを着用下に前腕回外位・中間位・回外位で、Colles cast着用下に前腕回旋中間位で母指橈
側外転位・対立位でCT撮影を行い、各ポジションの三次元骨モデルを作成した。これを用い
て、橈骨座標系における第三中手骨と舟状骨の位置をEuler angle法により三次元的に計測し
た。〈BR〉【結果】前腕回旋時に、第三中手骨は橈尺屈方向に動いていたが、舟状骨に有意な
動きは認めなかった。母指対立動作では、第三中手骨と舟状骨ともに有意な動きは認めなかっ
た。〈BR〉【考察】これまでに、いくつかのrandomized control studyにより、舟状骨腰部骨
折は固定範囲が狭くて済むColles castにより良好な治療成績が得られることが報告されてい
る。今回の解析結果は、これを裏付けるものであると考える。
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単純Ｘ線による手舟状骨humpback deformityの評価
Evaluation of humpback deformity of scaphoid fracture on plain X-ray

○黒沢 一也1, 佐野 浩志1, 永井 彩子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】手舟状骨骨折のhumpback変形評価にはreconstruction computed tomography(RCT)
による舟状骨sagittal画像が有用である。しかし、単純Ｘ線によるhumpback評価に関する報告
は少ない。手関節のreverse PA oblique viewによる手舟状骨X線画像はRCTによる舟状骨
sagittal画像と類似した舟状骨画像が得られることから、われわれは手舟状骨humpbackの評価
が可能ではないかとの仮説を立てた。本研究の目的は、単純Ｘ線による舟状骨のhumpback判定
について評価を行い、舟状骨骨折の治療に役立てることである。【対象・方法】手舟状骨骨折
例19例19手を対象とした。内訳は、新鮮骨折12手、陳旧性骨折7手であり、年齢は14̃81歳（平
均31.5歳）である。全例で舟状骨長軸に直交する45度斜位のreverse PA oblique viewによるX
線撮影とRCTによるsagittal像を撮影した。X線撮影は、疼痛や拘縮による手関節尺屈可動性低
下にともなう撮影誤差をなくし、舟状骨長軸に対するX線入射角を直角にするため、手関節橈尺
屈中間位で前腕を水平面に対し30度傾斜で保持する撮影台を用いて撮影を行った。humpbackの
計測は、dorsal cortical angle(CDA)とheight-to-length ration(H-L ratio)を用い、X線と
RCT画像からDCA, H-L ratioを計測してX線計測値とCT計測値の相関をピアソンの相関係数検定
で分析した。【結果】DCAのX線計測値とCT計測値との間には、極めて強い有意な相関(r=0.96,
p＜0.001 )を認めた。H-L ratioのX線計測値とCT計測値も有意な強い相関(r=0.74, p＜0.001)
を認めた。【まとめ】本撮影法は手舟状骨骨折のhumpback評価に適しており、舟状骨骨折の術
中、術後の整復判定に有用な撮影肢位である。

S345



2-3-3

舟状骨骨折に対するintraoperative 3DCT navigationの有用性-ナビゲー
ション手技と透視下手技との比較検討-

The verification of the effects of intraoperative three dimentional navigation for scaphoid fractures. -

Comparison with the flouroscopic method-

○鈴木 啓介1, 金城 養典1, 福田 誠2, 日高 典昭2

高松 聖仁1

1淀川キリスト教病院　整形外科, 2大阪市立総合医療センター

「目的」舟状骨骨折に対する小切開螺子固定法において, 螺子の至適位置については諸説検討
されているものの, 実際の刺入手技は決して容易ではない. 我々は術中CTナビゲーションガイ
ド下に螺子挿入を行っており, その有用性について従来の透視下法と精度を比較することによ
り検証したので報告する.「対象と方法」対象は舟状骨骨折に対して小切開螺子固定を行い, 術
後CTにて評価を行った30例31手で, 女性3例, 男性28例, 年齢は平均37歳(16～86歳), 骨折型は
Herbert分類A1 1例, A2 2例, B1 4例, B2 14, B3 2例, D2 7例, 螺子挿入法として透視下法21
例(F群)と術中CTナビゲーション法9例(N群)について, 手術時間, 術後CT画像における舟状骨の
冠状断と矢状断での理想軸との螺子設置軸の偏位角( Angle of deviation :AD), 螺子長率(螺
子長/舟状骨長Screw length ratio :SLR)を計測し比較検討した．「結果」年齢, 性別, 骨折型
において2群間に有意差を認めなかった. 手術時間はF群が平均48分, N群は平均69分(p=0.06)で
あった．精度評価の結果は，冠状断ADがF群6.4±4.8度, N群2±3.2度(p＜0.05)と有意差を認め
たが, 矢状断ではF群6.4±6.1度, N群7.6±7.1度で有意差は認めなかった. SLRはF群0.98, N群
0.89 (p＜0.05)で, F群で有意に長く，関節内に逸脱しているものをF群で5例，N認で0例に認め
た．「考察」舟状骨骨折に対して，ナビゲーションを用いることで，透視下手技に比べて，よ
り刺入点を正確に決定することができ，理想軸に近く挿入できると考えられた. また，術中CT
評価を行うことで螺子長をより正確に決定することができた．.
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月状骨形態が舟状骨偽関節におけるDISI発生率に与える影響
Association between lunate morphology and incidence rate of DISI deformity in scaphoid nonunion

○久能 隼人1, 福本 恵三1, 加藤 直樹1, 小平 聡1

小林 大輝2

1埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

2聖路加国際病院　聖路加ライフサイエンス研究所

【目的】舟状骨偽関節において月状骨遠位関節面の形態がDISI発生に影響を及ぼすか否かを検
討すること
【方法】2010/4月から2014/9月まで当院で手術を行った舟状骨偽関節38例のうち再手術例及び
著明な変形性手関節症4例を除く34例を対象とした.
まず単純X線写真PA像でGalleyらの報告に従いCapitate-triquetrum distance: CTDを測定し≦
2mmをtype1, ≧4mmをtype2としその中間をintermediate lunate(typeI)と定義した. 更に側面
像でradiolunate angle(RLA)を測定し≧15°をDISI, ≦15°を非DISIとした. Type1, 2及びI群
それぞれにおけるDISI症例をGroup1, 2, 3としFisher’s exact testを用い群間での有意性を
評価した. またCTDとRLAの相関関係の有無をSpearman’s correlationにて解析した.
【結果】月状骨形態の内訳はtype1, 2, Iで11, 10, 13例であった. Group1, 2, 3は8, 2, 3例
となりFisher’s exact testではGroup1 vs 2で有意差(P=0.038)を認めtype2群ではtype1群に
対し有意にDISI発生率が低かった. CTDとRLAは有意な相関を認めCTDの距離が長い程RLAの値が
増加(掌屈方向に)していた.
【考察】Hasseらの報告と同様に我々の研究でもtype2 lunateではDISI発生率が低く, 更にCTD
とRLAの間に相関関係があることが分かった. DISIを生じ難い要因として有鉤骨との関節が月状
骨背屈への抵抗性に寄与するとの推測が過去なされているがこれを証明するには更なる
biomechanical  studyが必要である.
一方日常臨床においては舟状骨偽関節手術症例における手術法選択の際に月状骨形態も考慮す
べきかもしれない. 特にDISIを伴わないhumpbuck deformity症例における舟状骨整復の必要性
の判断について有用である可能性がある.
尚, 本研究のlimitationsは症例数が比較的少ない点, 単純X線写真判読の際に盲検化を行って
ない点である.
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舟状骨偽関節に対するエンダーフックプレートを用いた治療成績
Results of scaphoid nonunion with Ender hook plate

○松木 寛之, 中土 幸男

抱生会　丸の内病院　整形外科

【目的】舟状骨偽関節の治療として，遊離骨移植を併用したheadless screw固定術や血管柄付
き骨移植術が　一般的に行われている．我々は舟状骨偽関節に対して，遊離腸骨移植とエンダ
ーフックプレートを用いた固定術を行ってきた．エンダーフックプレートはEnderによって開発
された舟状骨骨折用のプレートで，プレートの一側にフックがついており，反対側部の楕円形
ホールにスクリューを挿入することにより骨片間に圧迫力が生じる．今回それらの治療成績を
検討したので報告する．
【対象と方法】2008年から2013年の間に当院にて手術を行った13例13手を対象とした．男性10
例女性3例，右11手左2手，手術時平均年齢は27.3歳（17-61歳），術後平均経過観察期間は11ヵ
月（6-27ヵ月）であった．骨折部位は，腰部が11手，近位部が2手であった．手術は一側に皮質
骨のついた遊離腸骨を移植したのち，エンダーフックプレートを用いて偽関節部の固定を行っ
た．術後成績を骨癒合の有無，手関節可動域，握力，Mayo wrist scoreなどにて評価した．
【結果】骨癒合は全例で認め，骨癒合期間は平均16.4週（14-20週）であった．手関節可動域は
掌屈が術後平均61.9°（40-85°），背屈が術後平均55.8°（45-70°），握力は術後平均
38.9kg（20-49kg）であった．Mayo wrist scoreは術後平均93.8点（85-100点）であった．
【考察】舟状骨偽関節の手術においてheadless screwを用いた場合，スクリューが適切な位置
に挿入されないと骨癒合が得られないことがある．我々は舟状骨偽関節に対して，遊離腸骨移
植とエンダーフックプレートを用いた固定術を行ってきたが良好な治療成績が得られた．
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遠位スクリュー挿入孔を利用した経皮的舟状骨偽関節手術
Percutaneous fixation of scaphoid nonunion with curettage and bone grafting through the distal insertion

hole of the double threaded screw

○太田 壮一, 池口 良輔, 貝澤 幸俊, 織田 宏基
松田 秀一

京都大学　医学部　整形外科

【目的】舟状骨偽関節のうち池田分類の嚢胞型に対して，遠位スクリュー挿入孔を利用した掻
爬，骨移植を併用する経皮的偽関節手術を行い良好な成績を得たので報告する．
【方法】対象は，2010年より2013年に当科で舟状骨偽関節手術を施行した23例中，6例6手関節
である．全例男性で，平均年齢は26歳（17～39歳），受傷から手術までの期間は平均7ヶ月（2
～18ヶ月）であった．Herbert分類ではD1型が6例で，4例は中央部で，2例は遠位部と中央部の
間で偽関節を認めた．掌側アプローチで観血的整復固定術後に偽関節となった１例を除き，5例
は初回手術例であった．手術は，舟状骨遠位より挿入したガイドワイヤー越しに嚢腫へと至る
骨孔をカニュレイテッドドリルで作成し，その骨孔を通して1例は掻爬のみ，他の5例は掻爬後
に骨移植を行った．骨移植は，腸骨稜より骨生検針を用いて行った．生検針の外筒を舟状骨遠
位骨片に作成した骨孔内に挿入し，内部の移植骨を嚢腫内へスタイレットで押し出した．その
後、骨生検針挿入前に一時抜去したガイドワイヤーを再挿入してアキュトラック2ミニスクリュ
ーを挿入した．術後，thumb spica ギプス固定を5週間行い，その後骨癒合が確認されるまで
thumb spica型硬性装具を装着した．術後経過観察期間は，平均11.3ヶ月（5～19ヶ月）であっ
た．
【結果】全例術後3ヶ月でCT撮影し，骨癒合を確認した．最終経過観察時の背屈は平均80.8（70
～90）度，掌屈平均85.0（70～90）度であった．握力は，健側比平均88.2（61.2～
105）％，Cooney wrist scoreは平均99（95～100）点， quick DASHは平均1（0～8.5）点であ
った．
【考察】遠位スクリュー挿入孔を利用した掻爬，骨移植は、嚢胞型偽関節に対する最小侵襲手
術の一選択肢となりうる方法である．
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舟状骨偽関節に対するZaidemberg法の治療成績と問題点
Clinical result and problem of Zaidemberg procedure for scaphoid nonunion

○高山 拓人, 片桐 佳樹, 真島 敬介

笛吹中央病院整形外科

【目的】舟状骨偽関節に対する1,2-ICSRAを血管茎とした血管柄付骨移植術であるZaidemberg法
は諸家により良好な成績が報告されている。しかし、一方では内固定材料や方法、DISI変形の
矯正不足、偽関節などの問題点も指摘されている。今回、経験したZaidemberg法の治療成績と
問題点を検討する。【対象と方法】対象は受傷から6ヵ月以上経過した舟状骨偽関節8例で男性
5例、女性3例、平均年齢は62.3歳であった。経過は保存治療後が6例、他院術後が2例であっ
た。受傷から手術までは平均28.5ヶ月、経過観察期間は平均18.0ヶ月であった。骨折型はFilan
-Herbert分類のD1が1例、D2が3例、D3が3例、D4が1例で部位は腰部4例、近位部4例であった。
手術は血管柄付骨移植時に必要に応じて海綿骨移植も行い、DTJ screwまたはK-wireで固定し
た。DISI変形の矯正は骨移植の工夫と中村法を併用して行った。術後はthumb spica castを平
均5週間行い、その後はsplintを作製し、関節可動域訓練を開始した。以上の症例に対し、骨癒
合の有無、術後合併症、X線学的評価、自動関節可動域と握力の推移、Cooney scoreによる臨床
評価を調査し、問題点を検討した。【結果】骨癒合は6例で得られ、癒合期間は平均9.8週間で
あったが2例は偽関節となった。術後合併症は採骨部の疼痛、橈骨神経浅枝の刺激症状があ
り、X線学的評価ではDISI変形の矯正不足を認めた。関節可動域制限と握力の低下があり、臨床
成績はexcellent 3例、good 5例であった。【考察】近位骨片が脆い骨皮質のみ存在、または骨
欠損の大きい症例やhump back変形の矯正を要する症例、移植骨の安定化のためにはより確実な
内固定法が必要不可欠であると考えられ、遊離腸骨移植の併用なども今後検討を要すると考え
らた。
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術後の再発舟状骨偽関節に対する有茎血管柄付き骨移植術の治療成
績

Treatment of pedicled vascularized bone graft for refractory scaphoid nonunion after operation of

scaphoid

○川崎 恵吉1, 稲垣 克記2, 富田 一誠3, 池田 純1

上野 幸夫2

1昭和大学横浜市北部病院　整形外科, 2昭和大学　医学部　整形外科

3昭和大学江東豊洲病院　整形外科

【目的】既往に舟状骨の骨折や偽関節に対して手術が行われたにも関わらず、骨癒合が得られ
なかった症例は、治療に難渋することが多い。大きな骨欠損、小さな舟状骨、元来の乏しい血
流に加え、再手術による血流の低下、aligmentや転位の矯正、内固定材料の効果など、様々な
問題点を有する。今回の我々の目的は、術後の再発舟状骨偽関節例に対する有茎の血管柄付き
骨移植術の有用性を、retrospectiveに調査することである。
【対象と方法】再手術例(R)群15手と、初回手術例(S)群73手を比較検討した。R群：S群で比較
すると、平均年齢が35.0:34.1歳、術後経過観察期間が19.2:16.1ヶ月であった。偽関節部位
は、近位1/3が3:23手、腰部が12:41手、遠位部が0:9手で、screwが遺残している症例が11手で
あった。これらの症例の、手術方法、画像的評価、臨床学的評価について調査した。
【結果】手術方法として、Zaidemberg法が9:52手、Makino法が6:21手、内固定材として、k-
wireを3:17手、headless screwを12:56手に用いたが、そのうち5例に、遺残のscrewをそのまま
温存し、偽関節部に溝を作成し、inlay  graftでVBGを設置した。移植骨片の大きさは
63.4:65.4mm2であった。骨癒合は12:66例（80.0:90.4％）に得られ、特にscrew温存例は全例で
骨癒合が得られた。R-L angleは術前7.9:12.8°から術後4.0:7.3°となっていた。Cooney
scoreは81.4:86.0point、可動域は屈曲が51.1:53.6°、伸展が60.7:64.9°であった。
【考察】難治性の術後の再発舟状骨偽関節例であっても、有茎のVBGは有用と思われた。
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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術
後成績：1rowと2rowプレート固定術の後ろ向き比較研究

Comparative retrospective study of clinical results of volar locking plating for unstable distal radius

fractureds: 1row vs. 2row plate

○坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 岡崎 敦1, 竹元 暁1, 齋藤 知行2

1平塚共済病院　整形外科・手外科センター, 2横浜市立大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する2 row掌側ロッキングプレート固定術の有用性評価のため１
row プレートと比較検討したので報告する．【対象と方法】術後6ヵ月以上経過観察した１ row
plate (１群)と2 row plate(2群)を使用した橈骨遠位端関節内骨折患者から骨折型，年齢，性
別をマッチングさせて選択した86例を対象とした．全例，掌側ロッキングプレート単独固定と
し，関節面の整復は透視下に行い，後療法は統一プログラムで行った．対象を１群と2群で各43
例に分けMayo scoreを用いた臨床的評価と，受傷時と術後，調査時でRadial Inclination(RI),
Palmar Tilt(PT)，Ulnar Variance(UV) および関節面のgap, step-offを計測しＸ線的評価を行
い2群間で後ろ向きに比較検討した．平均経過観察期間は10ヵ月であった．【結果】Mayo Score
は１群86 point，２群86pointと良好な成績が得られ2群間に有意差はなかった．受傷時，術
後，調査時での各パラメーターの変化は，RIで1群16.1度，23.1度(p＜0.001)，23.0度で2群
14.3, 22.9(p＜0.01), 23.1で，PTは1群-11.5度，9.5度(p＜0.001)，9.7度で2群-10.6,
8.8(p＜0.01),  9.0  と整復位は良好に獲得，保持され2群間に差はなかった．UVは1群
4.5mm，0.9mm(p＜0.01)，1.8mm(p＜0.01)で2群4.7，1.1(p＜0.01)，1.7と両群で術後有意な短
縮を認めたが，2群間に差はなかった．gapは1群4.8mm，0.9mm(p＜0.01)，1.5mm(p＜0.01)で2群
4.8，1.0(p＜0.01)，1.1, step-offは1群2.0mm，0.2mm(p＜0.01)，0.8mm(p＜0.01)で2群
1.9，0.1(p＜0.01)，0.2と術後の整復位は1群で有意に増加した．【結論】両プレートとも良好
な臨床成績が得られたが，関節面の整復位は２ rowプレートにおいて有意に保持された． 関節
内骨折に対しては長期的な関節症発症予防の観点から2 rowプレートの使用が推奨される．
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Polyaxial locking plateによる橈骨遠位端骨折の治療成績
Clinical results of polyaxial locking plate fixation for treatment of distal radius fractures.

○石井 英樹1, 角田 憲治1, 浅見 昭彦1, 園畑 素樹2

1JCHO　佐賀中部病院　整形外科, 2佐賀大学　医学部　整形外科

【目的】今回著者らは、橈骨遠位端骨折に対し、螺子の刺入角度が自由に選択できるｐ
olyaxial locking plate（PLP）による治療を行ったので、その臨床成績をｘ線学的評価と共に
報告する。
【対象と方法】2008年4月以降に、PLPにて治療した橈骨遠位端骨折の中で4か月以上経過観察が
可能であった128手を対象とした。平均年齢は65歳で、平均経過観察期間は469日であった。骨
折型はAO分類でA型が30手、B型が2手で、C型が96手であった。これらの症例の最終経過観察時
の関節可動域ならびに握力による機能評価と、合併症について評価した。単純X線撮影での
ulnar valiance（UV）、volar tilt（VT）、radial inclination（RI）における矯正損失を検
討した。
【結果】平均関節可動域や握力は全ての項目で健側比80％以上に改善していた。13手に正中神
経障害を認めたが、屈筋腱断裂やCRPSなどの合併は認めなかった。X線学的評価では、平均の矯
正損失値がUVで0.31mm、VTは0.58度、RIは0.34度であった。
【考察】今回の検討により、PLPによる治療では、関節外骨折はもちろん、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。X線学的評価も良好な結果を得られたが、大
きな転位を来した症例のうち9例は遠位ロッキングスクリューの弛みに伴う矯正損失であっ
た。PLPはスクリューの締め込み不足や設定角度以上の角度で固定するなどの、術者側の問題も
存在するが、angular stabilityの弱さなどのプレートそのものの問題も存在すると考えられ
る。今回弛みを認めた症例のうち6手は遠位1列のみの固定で、残り3手も2列目が尺側1本のみの
double-tiered subchondral support（DSS）法で固定したものであった。2列とも完全に使用し
たDSS法の症例では弛みを認めていないため、PLPによる固定ではDSS法の使用は有用と考えてい
る。
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早期創外固定法による橈骨遠位端骨折の治療成績
Early External Fixation for Fresh Fracture of Distal End of Radius

○西川 真史1, 上里 涼子2, 佐々木 規博2, 石橋 恭之2

1にしかわ整形外科・手の外科クリニック, 2弘前大学大学院医学研究科整形外科

【目的】 近年、橈骨遠位端骨折のプレート固定法の報告が多数見受けられるが、その合併症の
報告も多く、プレート設置手技は簡単とは言い難い。当施設では受傷2日以内の橈骨遠位端骨折
症例に対してBridge type創外固定器を用いて治療を行なっているのでその成績について報告す
る。【方法】伝達麻酔後、橈骨骨幹と第2中手骨骨に創外固定器を取り付け、透視下に牽引・整
復を行なう。創外固定器を固定後、橈骨茎状突起から中枢骨幹にK-wireを追加固定する。術後4
週でK-wire抜去、5週で創外固定を除去する。必要に応じてリハビリを開始し、術後3ヶ月経過
で評価した。症例は52例(男性10例、女性42例)、平均61歳。52手(右28手、左24手)。骨折型は
AO分類でA2:2、A3:5、B1:1、C1:23、C2:19、C3:2、受傷から手術までの期間は平均0.6日、手術
時間は平均16.1分（11-25分）であった。【結果】日本手外科学会、手の機能評価表第4版橈骨
遠位端骨折の治療成績判定基準での評価でExcellnt:43、Good:9、Fair:0、Poor:0であった。受
傷時に骨粗鬆症を認めた症例が26例で、その成績はExcellnt:20、Good:6、骨粗鬆症を認めなか
った26例ではExcellnt:23、Good:3でいずれも良好な成績であった。尚、受傷3日以降の症例に
も同方法での治療を試みたが、良好な整復位を得ることが困難であった。【結論】本法は手技
が簡便で骨粗鬆症の有無に関係なく良好な成績であった。受傷早期に受診した症例を、プレー
トの準備等で待機させてしまうより、創外固定器をあらかじめ用意しておくことですぐに治療
可能な本術式は橈骨遠位端骨折治療の選択肢の一つとして十分活用できるものと考える。
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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術後成績
Arthroscopic reduction and internal fixation for intraarticular fracture of the distal radius

○坂本 相哲, 土井 一輝, 服部 泰典, 下江 隆司

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内骨折の治療において、関節内骨片の正確な整復は変形性関節症の発
生を予防するうえで重要である。当科では関節内骨片の正確な整復と強固な固定を目的に鏡視
下整復固定術を行っている。本発表において、その術後成績について報告する。
【方法】2007～13に鏡視下整復固定術を行った62例のうち、術後1年以上の経過観察が可能であ
った51例を対象とした。Plate presetting arthroscopic reduction technique法（PART法）で
プレート固定を行ったのは49例、2例で鋼線のみで固定を行った。性別は男12、女39、手術時年
齢63.5歳（22～87）、AO分類B1：1、B3：1、C1：13、C2：13、C3：23、Frykman分類
3：3、4：5、7：15、8：28、土井CT分類2parts：28、3：17、4：6であった。臨床成績はMayo
wrist score、DASHで評価し、OAについてKnirkらの分類を用いて評価した。
【結果】手術時、関節内骨片の転位は全例で2mm以下に整復しえた。Mayo wrist scoreは平均
90.6点（75～100）でExcellent34例、Good14例、Satisfactory3例、Poor0例であった。DASHは
平均9.2（0～36）であった。Knirkらの分類による橈骨手根関節のOAの程度はgrade0（OAなし）
が27例、grade1（軽度の関節裂隙の狭小）19例、grade2（著しい関節裂隙の狭小）4例
で、grade3（関節裂隙の消失）は1例であった。grade1の4例とgrade2の1例に術前からOAがみら
れた。遠位橈尺関節においてはgrade0が22例、grade1が24例、grade2が4例、grade3が1例であ
った。grade1の3例に術前からOAがみられた。
【考察】鏡視下整復固定術の術後成績は概ね良好であった。関節内骨片の正確な整復はOAへの
進行を最小限に止めていると推察した。
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掌側転位型橈骨遠位端関節内骨折に対するpolyaxial locking plate固定
術の治療成績

Polyaxial Locking Plating for Volarly Displaced Intra-articular Fractures of the Distal Radius

○森田 晃造1, 大橋 麻依子1, 越智 健介2, 堀内 行雄3

1国際親善総合病院整形外科, 2慶應義塾大学　整形外科

3川崎市立川崎病院　整形外科

【目的】近年橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の有用性は数多く報告され
ているが，掌側転位型関節内骨折に対する本治療法の報告は少ない。今回本骨折に対し掌側よ
り同一のpolyaxial locking plate（以下PLP）を用いて観血的固定を施行した症例の治療成績
を検討した。
【対象および方法】2008年より2014年までに本骨折に対してPLPを用いた固定術を施行し６ヵ月
以上経過観察が可能であった23例を対象とした。手術時平均年齢は59.7歳、男性9例、女性
14例、骨折型はAO分類でB3：13例，C2 : 2例，C3 8例であった。全例ともPLPであるAptus2.5
plate (Medartis社製)を使用した。評価法として単純X線写真を用いた各パラメーターの計
測、gap, step offの変化、関節可動域の計測、Mayo modified wrist scoreによる臨床評価を
行った。
【結果】X線評価では術後radial inclinationは平均21.4°, palmar tiltは12.4°, ulnar
varianceは0.5mmであり、最終観察時における矯正損失はそれぞれ平均0.4°, 0.3°, 0.4mmと
良好に整復位が維持されていた。経過観察中に1mm以上のgap, step offの増大を認めなかっ
た。Mayo modified wrist scoreも平均88点と良好な成績であった。
【考察】掌側Barton骨折に代表される掌側転位型橈骨遠位端骨折に対しては、従来バットレス
プレートによる治療が主流とされていたが、C3型のような関節内骨片が複数ある例などでは早
期からの関節可動域訓練を開始するために、ロッキングスクリューを用いた固定が確実であ
る。特に掌側転位した骨片が小さい骨折に対しては骨片支持のためにより遠位にプレート設置
が必要となる場合があり、スクリューの挿入に自由度のあるPLPが有用であると考えられた。本
プレートは短期での観察期間ではあるが良好な成績が獲得可能であった。
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橈骨遠位端関節内骨折に対するintraoperative 3DCT navigationの有用
性　-透視下手術との比較検討-

The application of intraoperative three dimentional navigation for complex intra-articular fractures of the

distal radius. -Radiological comparison between free hand and a 3D-based navigation techniques-

○金城 養典1, 高松 聖仁2, 鈴木 啓介2, 福田 誠2,3

日高 典昭3

1清恵会病院手外科マイクロサージャリーセンター, 2淀川キリスト教病院整形外科

3大阪市立総合医療センター

【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（VLP）においては，軟骨下骨を
支持するスクリューの刺入位置が重要であるが，実際の手技は容易ではない．intraoperative
3DCT navigation （iCTN）とは，術中CT撮影を行い，3次元画像を参照しながらナビゲーション
を行う新しい手術法である．我々はVLPの遠位スクリューの刺入にiCTNを応用しているので，透
視下法と比較しその有用性を検証し報告する．
【方法】
対象は2012年から2014年にiCTN下にVLP固定を行った関節内DRF 11例（N群，男：女＝3:8 平均
年齢64歳）で，透視下に手術を行った関節内DRF 51例から，性・年齢（＜±5歳）・骨折型をマ
ッチングした11例（F群，男：女＝3:8，平均年齢63歳）を抽出し対照とした．これらの2群につ
いて，手術時間，X線評価としてulnar variance，volar tiltを計測して矯正位損失を算出
し，CTにて遠位螺子の挿入位置を評価した．
結果
骨折型は，N群でAO分類C1:1，C3:10例で，F群はC1:1，C3:11例であった．手術時間で2群に差は
なかった（N:F=149:145分）．術後矯正位の損失は，UVでN群が有意に少なかった（N:F=0.3:1.4
mm, p＜0.05）．CT評価では，F群の2例に螺子の関節内穿破，1例に術後小骨片の転位が観察さ
れたが，N群では認めなかった．
考察
VLPの遠位スクリューの刺入をiCTN下もしくは透視下に行った2群を比較した結果，N群では術後
矯正位の損失が少なかった．一方，F群では関節内穿破の合併が観察された．DRFに対してVLPを
用いて軟骨下骨直下への刺入を企図する場合には，iCTNの利用は，より安全で確実な手術手技
を可能にすると考えられた．

S357



2-3-9

橈骨遠位端骨折の背屈角度変形に関連する因子の同定
Search for factors deciding volar/dorsal angulation of distal radius fractures

○田辺 勝久

西宮市立中央病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折では、背屈変形の有無によって、関節内骨折パターンやStep-off形成
の位置に差があることを、我々は報告している。背屈変形の有無によって、その治療戦略に差
があると考えられ、角度変形がその分類において大きな意味があると考えている。我々は、掌
屈背屈の角度変形を決める因子を探索した。【対象と方法】　時間連続的に当院整形外科外来
を受診した187例を対象とした。受傷時のX線写真側面像から橈骨遠位端が背屈しているか、あ
るいはしていないかの2群（背屈群、背屈なし群）に分類した。男女比、年齢、受傷肢の左右、
骨端線の存在する症例の割合、立位あるいは歩行中の自己転倒とそれ以外の原因かに関連して
いるかを調べた。また、骨端線の存在する症例と骨端線の存在しない症例に分けて男女比、年
齢、受傷肢の左右について調べた。【結果】背屈群、背屈無し群で、男女比、年齢、受傷肢の
左右、骨端線の存在する症例の割合に有意差を認めなかった。また、骨端線の存在する症例、
骨端線の存在しない症例とも、背屈群と背屈なし群の間で、男女比、年齢、受傷肢の左右に差
を認めなかった【考察】橈骨遠位端骨折の掌背屈変形は、年齢、男女、受傷肢の左右、骨端線
の有無に関係無くその割合が一定していた。何に起因して背屈するのかしないのか、本研究で
は同定できなかった。受傷時の肢位、詳細な受傷機が関係しているかもしれない。
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橈骨遠位端骨折の掌屈変形が遠位橈尺関節のキネマティクスに与え
る影響

Distal Radioulnar Joint Kinematics in Simulated Volarly Angulated Distal Radius Fractures

○西脇 正夫1, 別所 祐貴1, 堀内 行雄1

ジェイムス ジョンソン2, グラハム キング2

1川崎市立川崎病院　整形外科, 2ウェスタンオンタリオ大学

【目的】橈骨遠位端骨折の掌屈変形が，前腕回内制限や手関節痛の原因となることが臨床的に
示されているが，掌屈変形の影響を調査した生体工学的研究はわずかしかない．本研究では橈
骨遠位端骨折の掌屈変形が前腕自動回旋運動中に遠位橈尺関節(DRUJ)のキネマティクスに与え
る影響を3次元的に評価した．
【方法】新鮮上腕切断8上肢を用い，掌屈転位0°，10°， 20°の橈骨遠位端骨折変形治癒モデ
ルを作成した．それぞれの変形で前腕自動運動シミュレーターを用いて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】TFCC正常時は，10°の橈骨掌屈変形で尺骨は有意に尺側（p＝0.007），遠位
（p＜0.001）に転位したが，掌背方向への有意な転位は20°掌屈変形でも生じなかった（p＝
0.77）．TFCCを切離すると，10°の橈骨掌屈変形でも尺骨は有意に背側（p＝0.02），尺側（p
＝0.04），遠位（p＜0.001）に転位した．
【考察】10°の掌屈変形でもDRUJのキネマティクスは変化するため，痛みや関節症変化の原因
となる可能性がある．TFCCが正常であれば，橈骨掌屈変形によるDRUJでの掌背方向への転位は
TFCCが緊張することにより制御されるが，前腕回旋可動域制限を来す可能性がある．
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前腕回旋制限を呈する橈骨遠位端変形治癒骨折の3次元的解析
3-Dimensional Analysis of Malunited Distal Radius Fracture with Limitation of Forearm Rotation

○阿部 真悟, 岡 久仁洋, 大浦 圭一郎, 川西 洋平
村瀬 剛

大阪大学大学院　器官制御外科学（整形外科）

【はじめに】橈骨遠位端骨折後の変形治癒により前腕回旋制限をきたすことがある．今回われ
われは，前腕回旋制限を呈する橈骨遠位端変形治癒骨折の変形と回旋制限の関係を3次元的に定
量的に解析したので報告する.【方法】2006年から2012年の間に回旋制限を主訴として当科を受
診した橈骨遠位端変形治癒骨折の10例10手を対象とした．男性4例，女性6例，平均年齢は44.8
歳であった．初期治療から受診までの期間は平均11ヶ月であった．最大回内位と最大回外位の
CT画像から3次元骨モデルを作成し変形量と動態の解析を行った．変形量は患側の骨モデルを健
側の鏡像モデルに重ね合わせることにより３次元的に評価した．動態の解析は回内外運動の中
心軸の位置，回内外可動域，遠位橈尺関節の橈尺骨間距離，遠位橈尺靭帯長を評価し
た．【結果】前腕回旋可動域は平均で回内51.4度，回外43.4度であった．掌背屈方向の変形は
背屈変形7例で平均22.1度，掌屈変形3例で平均21.6度．回旋方向の変形は回内変形8例で平均
25.3度，回外変形2例で平均10.0度であった． 背屈変形は回内制限と関連し，掌屈変形と回内
変形は回外制限と関連していた．回旋運動の回転軸が尺骨小窩から変位した2例では回旋可動域
が23度，50度と著しく制限されていた．また3例は遠位橈尺関節で橈骨と尺骨がインピンジして
いた．さらに遠位橈尺靭帯長と回旋制限が関連し，回内時には背側橈尺靭帯が緊張し，回外時
に掌側橈尺靭帯が緊張する傾向があった． 【考察】橈骨遠位端変形治癒骨折による前腕の回旋
制限は，変形量，方向と関係し，その病態は，回内外回転軸の変位，橈尺骨間のインピンジメ
ント，遠位橈尺靭帯長との関連が見られた．橈骨遠位端変形治癒後，回旋制限を起こさない症
例も多く，今後さらに変形が前腕回旋に与える影響に関して調査が必要である．
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橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する簡便・低侵襲な矯正骨切り術を
目指して

Simple corrective osteotomy of distal radius malunions

○近藤 研司1, 日比野 直仁1, 浜田 佳孝2

1徳島県鳴門病院 整形外科, 2徳島県立中央病院 整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折変形治癒(以下DRM)に掌側ロッキングプレート(以下VLP)固定と人工骨
補填を用いた矯正骨切り術(以下CO)では,橈骨の延長は6mm程度が上限とされるが,延長や矯正の
困難例もある.著者らはDRM後の簡便で低侵襲なCOを検討し,最近3年間は,ulnar variance(以下
UV)4mm以下は橈骨のCOのみで,これ以上は,まず尺骨短縮(以下US)を行い,尺骨に合わせて術中の
回旋可動域を重視して橈骨もCOし,VLP固定後に人工骨補填を行ってきた.【方法】腱断裂を合併
したSK法施行例とUSのみの例を除く,当県手外科機関病院2施設での背側転位型21症例(両骨矯正
14例,橈骨のみ矯正7例,平均年齢62歳,受傷から手術までの平均期間14か月)の6か月以上の短期
成績を報告する.調査項目は,画像評価に術前,術直後,最終調査時のpalmar  tilt(以下
PT),radial inclination(以下RI),UVを計測し,臨床評価にはMayo wrist score を用いた.橈骨
骨切りは遠位骨片がVLP固定できる近位で行い,掌側を支点に仮矯正後,遠位骨片にVLPを圧着固
定し,PTの矯正0度を目安にVLPを近位sliding  holeに仮固定後,スライドさせて調整し
た.【結果】術前計画も簡便で,手術時間も平均72(40～120)分で,5例を除き伝達麻酔で施行でき
た.USは平均4.6mmであるがRIも改善するためUV minus例はなかった.Mayo wrist scoreは術後平
均good以上に改善し,UV/PT/RIの術前から術後平均は各々5.4から0.58mm,-22から-1.7度,13から
20度であった.合併症は橈骨骨癒合の遷延例が1例あった.【考察】USは簡便となり,尺骨に橈骨
を合わせる方が手術も簡便である.利点に,尺側部痛や回旋可動域制限が愁訴の大半を占めるの
でDRUJの矯正を中心に行えた点,掌・背屈可動域の改善も延長が少なく得やすい点があった.結
果として,背屈転位の矯正は平均0度に届かず僅かに残存していた.
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橈骨遠位端骨折変形治癒後の手根配列異常に対する矯正骨切り術の
効果

Effect of Corrective Osteotomy in Malunited Distal Radius on Carpal Malalignment

○角 光宏1, 本田 祐造2, 田中 奈津美2

1貞松病院　整形外科, 2長崎労災病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折変形治癒例に認める手根配列異常を、月状骨の掌背屈状態をもとに調
査し、配列異常と臨床症状に対する矯正骨切り術の効果について検討した。【対象と方法】背
屈転位型橈骨遠位端骨折後の変形治癒例に対し、矯正骨切り術を施行した10例を対象とした。
男性4例、女性6例、平均年令59.2歳(35歳～82歳)、受傷から手術まで平均2年4ヵ月(2ヵ月～
15年)であった。手術はopen wedge osteotomyが8例、closed wedge osteotomyに尺骨の処置追
加例が2例で、橈骨は全例掌側ロッキングプレートで内固定した。術後平均1年7ヵ月(3ヵ月～
3年)の追跡期間で、臨床所見・modified  Mayo  score・quick  DASHおよび、volar
tilt(VT)、radio-lunate angle(RLA)およびGuptaらの方法に基づくeffective radiolunate
flexion(ERLF)を調査し、矯正骨切り術の治療効果を検討した。【結果】可動域は、背屈/掌屈
が45.5/35.0→60.5/58.5、回内/回外は61.0/75.0→75.0/85.5、握力(健側比)は46.5%→87.3%と
改善、Mayo scoreは平均87.0、quickDASHが平均3.0と良好な臨床成績が得られていた。Ｘ線学
的には、VTが術前-29.3→術後2.8→最終3.1と概ね目標とした矯正位が得られていた。一方、長
期経過例の1例と高度な背屈変形を呈したradio-carpal malalignment例の1例を除く8例で
は、RLAが術前-18.1→術後1.3→最終1.9、ERLFが術前12.8→術後3.9→最終4.1と、術直後より
手根配列異常に対する良好な矯正効果が認められた。【結語】橈骨遠位端変形治癒例に対する
橈骨矯正骨切り術は、良好な治療効果が期待できる優れた方法であり、手根配列異常に対して
も術直後から概ね良好な矯正効果を有していた。但し、長期経過例や背屈変形が高度なradio-
carpal malalignment例では、矯正後も月状骨の背屈変形が残存する傾向があり注意が必要であ
る。
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次世代橈骨遠位端ハイブリットロッキングプレートが目指す治療戦
略

○長田 伝重

獨協医科大学日光医療センター 整形外科

現在、掌側ロッキングプレート固定法は橈骨遠位端骨折における手術治療のゴールドスタンダ
ードとなっており、使用されるプレートも次々と進化している。初期の単軸性近位設置型プレ
ートから単軸性遠位設置型プレート、さらに、DSS法の可能な多軸性プレートが開発され、現在
はDSS法の可能な単軸性プレート、角度固定モード付き多軸性プレートが開発されている。しか
し、DSS法可能な単軸性ロッキング機構プレートは、一旦プレートを設置するとスクリュー刺入
方向が決まってしまうため、スクリューの関節内穿孔の危険性が高くなる。多軸性ロッキング
機構プレートは角度固定モードの力学強度に不安が残る。
この様な経緯をふまえて、単軸性ロッキング機構と多軸性ロッキング機構それぞれの利点を兼
ね備えた、DSS法の可能なハイブリッド型プレートが開発された。HYBRIX®（ミズホ）はチタン
合金製でwatershed lineを越えない近位設置型プレートである。多数の日本人橈骨のCT画像解
析を基に、橈骨遠位掌側面の形状はもとより骨幹部のねじれも考慮した、より橈骨にフィット
する3次元形状となっている。最大の特徴は遠位列ロッキングホールを単軸性ロッキング機
構、2列目を多軸性ロッキング機構としたことである。このハイブリッド構造により、通常の骨
折においては遠位列のみの固定とすることで、従来の単軸性プレートと同じ簡便な手技で安定
した骨片固定性が期待できる。他方、関節内粉砕骨折等でDSS法が必要な例では、2列目から任
意の角度にピン・スクリューを刺入することで関節内穿孔を予防しつつ目的の固定性を得るこ
とが可能となる。この次世代ハイブリッドロッキングプレートは橈骨遠位端骨折治療の新たな
段階を切り開こうとしている。
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ハイブリッド橈骨遠位端ロッキングプレート「HYBRIX」の臨床に
おける有用性

○河野 　茂

京都武田病院 整形外科

橈骨遠位端骨折に対しては掌側ロッキングプレートを用いた治療がゴールドスタンダードとさ
れている。現在種々のプレートが使用されており、遠位設置型・近位設置型プレート、尺側優
位型・橈側優位型プレート、単軸性・多軸性プレートとそれぞれに特徴を有し、症例により使
い分けることも多い。単軸性プレートはスクリュー（ピン）の刺入角度が固定されているため
設置位置により関節内穿孔の危険性が生じ、また関節内粉砕骨折の場合、的確な位置にスクリ
ューを刺入できない可能性がある。他方、多軸性プレートは手技が煩雑となること、また単純
な骨折型の場合であってもスクリュー固定強度の点から遠位２列全てにスクリューを刺入固定
することが必要となる。
今回われわれが開発したHYBRIX®（ミズホ）は世界初のハイブリッド掌側ロッキングプレート
である。最遠位列は単軸性機構となっており、単純な骨折型であれば遠位１列のみのスクリュ
ー（ピン）固定で簡便に強固に固定が可能である。また強度的にCondylar-Stabilizing法にも
十分対応できる。遠位２列目は多軸性機構となっており粉砕骨折例では正確なDSS法を行うこと
が可能である。整復位との関係で２列目の刺入角度が問題となる場合や、粉砕骨片を的確に捉
えたい場合、任意の角度で至適な位置にスクリューの刺入が可能である。これらよりHYBRIX®
は大多数の症例に適合するものと考える。実際の臨床使用例においてその有用性を解説する。
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当院におけるMODE Distal Radius Plateの治療成績
Clinical Result of MODE Distal Radius Plate for distal radius fracture

○石倉 久光1, 平山 拓也2, 岩崎 倫政3

1函館中央病院 整形外科, 2平山医院, 3北海道大学大学院　整形外科

【目的】日本MDM社のMODE Distal Radius Plate(MODE DRP)は日本人の3D-CTデータよりデザイ
ンされた形状を有し、watershed line近位に設置するシステムである。今回、当院における本
プレートの治療成績を検討したので報告する。【対象と方法】当院において2013年10月より
2014年8月まで、橈骨遠位端骨折に対して、MODE　DRPで治療した19例19手、男性6例、女性13例
　平均年齢62.7歳（38-84歳）を対象とした。平均経過観察期間は平均7.7カ月（3-12カ月）で
あった。骨折型はAO分類で　A2：2手、A3：８手、C2：8手、C3：１手であった。評価項目は、
臨床成績評価としてquickDASH、Cooney  scoreを用い、X評価としてradial
inclination(RI)、volar tilt(VT)、ulner variance(UV)、を、術直後、最終観察時に計測し、
その差を矯正損失とした(ΔRI,ΔVT,ΔUV)。Multi-slice CTを用いて、橈骨掌側縁からのプレ
ートの突出距離を計測し、解剖学的適合性を評価した。また術後合併症の調査も行っ
た。【結果】quickDASHは平均10.4(0-31.8)で　Cooney scoreは平均83.8(70-95)であった。矯
正損失は平均でΔRI＝0.8mm、ΔVT＝0.75mm、ΔUV＝0.4mmとほとんどなかった。CTによる橈骨
掌側縁からのプレート突出距離は平均1.0mmであった。術後合併症として、腱断裂、手根管症候
群、CRPS、スクリューの脱転などはなかった。【考察】今回の当院における成績は、諸家によ
る報告を見てもおおむね良好といえる。橈骨掌側縁からの突出も小さく、解剖学的適合性も良
好と考えられ、橈骨遠位端骨折に治療に有用なプレートの一つといえるであろう。
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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
Clinical results of DVR anatomic plate system for distal radius fractures.

○友利 裕二, 澤泉 卓哉, 南野 光彦, 小寺 訓江
高井 信朗

日本医科大学大学院医学研究科整形外科学分野

【目的】DVR Anatomic Volar Plate System（DVRプレート）を用いた橈骨遠位端骨折の治療成
績について報告する。【対象と方法】2011-2014年の4年間にDVRプレートで内固定を行い術後6
ヵ月以上経過観察が可能であった橈骨遠位端骨折24手（男9、女15）を対象とした。骨折型はAO
分類A型：6手（A群）、C型：18手（C群）で、受傷時年齢はA群平均55.5（35-66）歳、C群平均
51.9（32-68）歳、経過観察期間はA群平均12（6-25）ヵ月、C群平均15（6-29）ヵ月であった。
以上の症例に対しX線学的評価、関節可動域、握力、術後Mayoスコアについて調査し
た。【結果】X線学的評価では最終診察時、掌側傾斜（PT）、尺側傾斜（RI）尺骨バリアンス
（UV）はそれぞれA群：PT 10°、RI 19°、UV　0.8ｍｍ、C群：PT 11°、RI 21°、UV0.ｍｍと
健側比で良好な整復位が得られていた。関節可動域および握力はA群：背屈98%、掌屈95%、回内
96%、回外93%、橈屈100%、尺屈100%、握力は健側比で平均75%、C群：背屈96%、掌屈91%、回内
97%、回外97%、橈屈99%、尺屈97%、握力は健側比で平均77%であった。Mayoスコアは
A群：83（75-90）でExcellent 1,Good 4、Satisfactory 1、C群：は80（50-95）でExcellent
2, Good 12, Satisfactory 3、Poor 1であった。【考察】関節内・外骨折に対しDVRプレートを
使用し多くの症例で良好な治療成績が得られていたが、DRUJに起因した術後疼痛を訴える症例
が散見され成績不良の原因となっていた。すべての症例で良好な成績を得るためにはＴＦＣＣ
損傷の評価および治療が重要と考えられた。
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Stellar 2 プレートを用いた橈骨遠位端骨折治療の術後CTによる遠位
スクリューの評価

Evaluation of Distal Locking Screw Following Fixation of Stellar 2 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

斎藤 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, 3横浜市立大学

【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広く行われているが，術後
合併症の一つとして伸筋腱断裂の報告がある．原因には遠位スクリュー挿入時のドリリングや
スクリュー先端の背側骨皮質の穿通がある．今回，プレートとサイズを統一し術後CTで遠位ス
クリュー先端の評価を行ったので報告する．【対象と方法】橈骨遠位端骨折に対してStellar 2
プレート(サイズM)固定術を施行した40例(全例女性)を対象とした．年齢は平均72歳，骨折型
（AO分類）はA2: 7例，A3: 1例，C1: 14例，C2: 7例，C3: 11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，D4，2列目の3穴を尺側より
P1，P2，P3とした．術中はドリル，スクリューが第3，4区画の背側骨皮質を穿通しないようイ
メージ側面像で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】第2区画，Lister結
節，第3区画，第4区画へ向かう遠位スクリューはそれぞれ，D1:  0，0，2，38本，D2:
0，2，10，28本，D3: 18，22，0，0本，D4: 0，0，0，40本，P1: 0，0，0，40本，P2:
0，25，10，0本，P3: 40，0，0，0本であり，第3区画へはD2，P2，第4区画へはD1，D2，P1が多
かった．また第3，第4区画に突出したスクリューは11本で，突出した長さは0.5mm未満が
6本、0.5mm以上1mm未満が4本，1mm以上1.5mm未満が1本であった．【結論】Stellar 2プレート
において遠位2列のロッキングスクリューの尺側2本は第3，4区画へ向かう可能性が極めて高か
った．尺側2本のスクリューのドリリング，スクリュー長に注意し，イメージ側面像でLister結
節の陰影を除した像を想定することで背側骨皮質の穿通を最小限に抑えることができると考え
られた．
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橈骨遠位端骨折におけるAcu-Loc2®Distal plate及びAcu-Loc2®
Proximal plateのプレート設置位置及び遠位部スクリュー位置の検討
Evaluation of the Plate and Screw Position of Acu-Loc2®Distal Plate and Acu-Loc2®Proximal Plate for

the Distal Radius Fracuture

○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　整形外科, 2金田病院　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の合併症を回避する目的でプ
レートの新規開発や既存プレートデザインの改良が続けられている.今回Acu-Locの改良型機種
であるAcu-Loc2®Distal plate(Acu-Loc2D)及びAcu-Loc2®Proximal plate(Acu-Loc2P)を用いて
内固定された臨床症例において,プレート設置位置及び遠位部スクリュー挿入位置をMulti-
DetectorCT(以下MDCT)を用いて評価したので報告する.【対象・方法】Acu-Loc2D(46例)及びAcu
-Loc2P(13例)を使用した橈骨遠位端骨折59例を対象とした. 術後MDCTを撮影し,プレート遠位部
の位置関係(遠位近位方向・掌側背側方向),さらに関節面からスクリューの距離を近藤らの方法
で計測した. 【結果】Acu-Loc2Dでは掌側の突出はAcu-Locと比較して尺側はほぼ一致していた
がFPLの走行位置ではより0.5±1.5mm小さく,Acu-Loc2PではAcu-Locより全領域で1.5±0.5mm小
さかった.またプレートの設置位置についてはAcu-Loc2DではAcu-Locよりも遠位に,Acu-Loc2Pで
はAcu-Locより近位であった.スクリュー挿入位置はAcu-Loc2D・PともにAcu-Locと同様に関節面
中央で関節面からの距離が最小となっており,Acu-Loc2Dで1.8±1.0mmと最も小さくなってい
た.【考察】Acu-Loc2D・2PともにAcu-Locよりプレート遠位部の掌側への突出が小さいことか
ら,正しく使用されればいずれもFPL損傷の可能性を漸減でき,またAcu-Loc2D使用例では軟骨下
骨近傍にスクリューを挿入できより安定した固定性が得られる可能性がある.
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AO type A3の橈骨遠位端関節外骨折に対するDVRプレートを用いた
治療　-遠位部ロッキングペグの必要本数について-

The treatment of extra-articular distal radius fracture with DVR.

○本間 龍介1, 石垣 大介2, 佐竹 寛史1, 長沼 靖1

高木 理彰1

1山形大学　医学部　整形外科, 2社会福祉法人　恩賜財団　済生会　山形済生病院

【目的】新しい世代の橈骨遠位端骨折用掌側ロッキングプレートの一つであるDVRは、遠位部２
列に６～７本のロッキングホールを有し、関節内骨折を含む多様な骨折型に対応可能である。
演者らは、比較的単純な関節外骨折の場合は遠位部近位列のみのペグ挿入で対応できると考え
て治療を行ってきたので、その成績を報告する。【方法】AO分類A3の橈骨遠位端骨折に対して
DVRを用いて骨接合術を行い、遠位部近位列にのみ３本もしくは４本のペグを挿入した38例を調
査した。術前、術後１，３，６，１２週で単純X線評価（radial inclination, volar tilt,
ulnar variance）および臨床評価（手関節可動域、握力健側比）を行った。【成績】女性
28例、男性10例であり、平均年齢は64.9歳であった。骨折型は全例背側転位型であった。術後
１週から12週にかけて、radial inclinationは24.5°から23.9°、volar tiltは14.1°から
14.7°、ulnar varianceは0.1mmから0.8mmと矯正損失を認めなかった。掌屈は34.2°から
55.9°、背屈は42.4°から56.3°、回内は65.7°から77.1°、回外は65.1°から85.1°、握力
健側比は39.1％から75.9％へと改善した。【結論】従来、関節外骨折に対する掌側ロッキング
プレート固定は、遠位部に４本程度のペグを打ち上げ方向に挿入して背側の関節面を支えるこ
とで良好な成績が報告されている。DVRでも遠位部近位列に３～４本のペグ挿入で矯正損失を認
めず、機能的回復も良好であった。背側転位型関節外骨折の場合、症例によっては必ずしも全
てのロッキングホールにペグを挿入する必要はないと考えられた。
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橈骨遠位端骨折にpolyaxial locking plateを使用した術後の矯正損失;
異なるlocking plate（APTUS2.5、Matrix Smart Lock）の比較

Loss of correction after polyaxial locking plate fixation for distal radius fracture; comparison between two

different locking plates (APTUS 2.5 vs Matrix Smart Lock)

○清水 あゆ子1, 池田 全良2, 小林 由香3, 齋藤 育雄4

石井 崇之5

1東海大学　医学部付属　大磯病院　整形外科, 2湘南中央病院

3東海大学　医学部付属病院　整形外科, 4伊勢原協同病院, 5秦野赤十字病院

【目的】橈骨遠位端骨折に対し我々はplate設置位置の簡便さからvariable angleを有する
polyaxial locking plateを使用してきた。しかしそのplate形状には変遷があり、初期には
Matrix Smart Lockを用いていたが、近年関節内骨折に対してdouble-tiered subchondral
supportとして用いるAPTUS2.5 baby-footを使用している。今回は当科で施行したこれらの症例
について、その矯正損失を評価し固定強度について比較検討した。【対象と方法】当科で治療
した橈骨遠位端骨折70例70手を対象とし骨折型はAO分類A型12例、B型8例、C型50例、男性
14例、女性56例、手術時の平均年齢は66.3歳であった。手術は橈骨遠位端背側及び橈側の転位
骨片をintrafocal pinningで整復した後、plateを至適位置に用いた。APTUS2.5 baby-footを用
いた群（A群）は45例、Matrix Smart Lockを用いた群（B群）は25例で、評価方法は術直後から
術後約12か月後の単純X線で矯正損失を評価し、成績不良の要因を検討した。【結果】矯正損失
の平均はA群RI 1.02°、UV 0.71mm、VT 0.98°、B群 RI 0.88°、UV 0.78mm、VT 1.09°で両群
間に有意差を認めず両群ともに良好な固定性を示していた。固定性不良例は、plateの種類に関
わらず、遠位screw刺入部での骨折の粉砕が高度な場合、掌側関節縁の骨片が小さくplateで
buttressとして整復できない場合、また骨粗鬆症の骨質のために橈骨茎状突起の橈側転位ある
いは背側骨片の背屈転位をintrafocal pinningで充分に整復しきれない場合などであっ
た。【結論】当科で施行したpolyaxial locking plateを用いた手術では、良好な整復位の基に
掌側locking plate固定を行えば、plateの形状に関わらず良好な成績を得ることができた。し
かし粉砕の強い症例や、Key stoneの大きさが小さい症例では手術手技に更なる工夫を要する。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術後の掌側亜脱臼 - volar
lunate facet fragment固定の重要性

Palmar Subluxation after palmar locking plate for distal radius fractures - Importance of support of volar

lunate facet fragment of distal radius -

○川崎 恵吉1, 稲垣 克記2, Gruenert Joerg3

Krimmer Hermann4, Pezzei Christoph5

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

3Kantonsspital St. Gallen, Hand Surgery

4Krankenhaus St.Elisabeth, Hand Surgery

5Unfallkrankenhaus Lorenz Boehler, Hand surgery

【はじめに】橈骨遠位端骨折の掌側プレート固定術後の再転位例については、HarnessがAO分類
B3-3型の7例において、橈骨遠位部の掌尺側骨片(volar lunate facet fragment)の支持の失敗
例を報告し、volar shearing骨折と称した。橈骨遠位掌尺側部は、手関節の最大荷重部である
ことと同時に、靱帯や関節包の付着部であることからも安定性にも重要である。我々が経験し
た、掌側プレート術後に、掌尺側部を支えられずに亜脱臼した14例について、その治療方法と
成績を調査し、今後の対策を検討した。
【対象】掌側プレート術後に、掌尺側骨片を支えられず、再転位した症例は14例で、全例橈骨
手根骨間関節が亜脱臼位を呈していた。平均年齢は46歳、男:女性は8:6例であった。受傷時の
骨折型は、背側転位型が3例、掌側転位型が11例で、AO分類のB3型が7例、C3型が7例であった。
【結果】初回手術は全例掌側プレート固定術が行われ、non-locking型が2例、monoaxial型が
6例、polyaxial型が6例で、k-wireの追加が1例であった。2回目以降の手術は、再整復後内固定
行術（掌側プレート）が4例で、橈骨月状骨間の仮関節固定は2例に行った。1例は計3回同手術
（創外固定も追加）が行われたものの、亜脱臼を繰り返した。再転位の原因として、掌尺側骨
片の支持不足、同骨片へのスクリュー刺入位置不良、同骨片の骨折、亜脱臼への予防不足など
が考えられた。再整復術が成功した症例と再転位が軽度であった5例以外の治療成績は、不良で
あった。
【考察】掌側プレート術後に掌尺側骨片を支えられずに再転位した症例は、これまで掌側転位
型の報告が散見されているが、背側転位型にも存在し、その背側転位型でも掌側への再転位を
認めた。再転位・亜脱臼の予防には、掌尺側骨片の整復と保持が重要で、必要なら一時的に関
節固定も有用と思われた。
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骨脆弱性橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の
治療成績

Volar Locking Plate Fixation for the Fragilyty Fructure of Distal Radius

○小橋 裕明1, 藤原 浩芳2, 河合 生馬3, 奥田 良樹4

1大津市民病院　整形外科

2京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）

3宇治武田病院　整形外科, 4京都第二赤十字病院 整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術について優れた治療成績
が報告されているが，屈筋腱損傷の合併症が存在する．近年，屈筋腱損傷を回避するため，近
位設置型プレートが開発されている．我々は，骨脆弱性橈骨遠位端骨折に対し，掌側ロッキン
グプレート固定術を行った女性における手術成績を，Acu-Loc（遠位設置型）使用群(A群)と
DVR（近位設置型）使用群（D群）で比較検討した．【対象と方法】症例はA群33例33手，D群28
例28手，全例女性．手術時年齢はA群58歳から83歳，平均70.0歳，D群57歳から89歳，平均71.5
歳であった．術後経過観察期間はA群3か月から23か月，平均8.6か月，D群3か月から15か月，平
均8.8か月であった．以上の症例に対し，X線計測（Volar tilt，Radial inclination，Ulnar
variance），Cooney score ，合併症について検討した．また，D群のうち患者の希望または同
意が得られて，抜釘を施行した17例における屈筋腱の肉眼的評価を行った．【結果】X線計測
は，A群，D群とも，すべての項目で術前と比較し改善し強制損失はわずかであった．Cooney
scoreは，A群でExcellent14例， Good9例， Fair 8例，Poor2例，D群でExcellent19例，
Good4例， Fair5例， Poor0例であった．合併症としては，A群で1例に長母指屈筋腱皮下断裂を
認めたが，D群では認めなかった．抜釘例において，プレートは全例で軟部組織に被覆され，屈
筋腱のダメージは全くなかった．【結論】骨脆弱性を有する女性の橈骨遠位端骨折においても
掌側ロッキングプレートを使用することで矯正損失を少なくすることができ，さらに近位設置
型掌側ロッキングプレートを使用することで屈筋腱障害を防止し得ると考える．
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橈骨遠位端骨折治療における2種類の掌側ロッキングプレートの比
較

Comparison of two different volar locking plates in treating distal radius fracture

○菅原 留奈1, 徳山 直人1, 宮本 英明1, 三浦 俊樹1,2

森崎 裕1

1東京大学医学部附属病院整形外科, 2JR東京総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折治療に用いられる掌側ロッキングプレートは年々改良されており、ス
クリュー配置、至適設置位置はプレート毎に異なる。今回、至適設置位置が異なる2種類のプレ
ートによる固定で、術後可動域、握力、術後矯正損失に差があるかを検討した。
【対象と方法】術後6ヶ月経過観察が可能であった28例を対象とした。Acu-Loc Distal Radius
Plate System（日本メディカルネクスト社）を使用した13例（以下A群）、DVR Anatomic Volar
Plate System（BIOMET社）（以下D群）を使用した15例を比較した。平均年齢はA群61.7歳（女
性8例、男性5例）、D群58.7歳（女性11例、男性4例）、骨折型(AO分類)、尺骨茎状突起骨折の
有無、外固定期間などの因子に両群間で有意差はなかった。最終経過観察時の関節可動域（手
関節背屈、掌屈、前腕回内、回外）および握力の健側比を算出し、X線評価では術直後と最終観
察時のvolar tilt (VT)、radial inclination (RI)、radial height (RH)の変化量を比較し
た。
【結果】最終観察時の関節可動域、握力は、A群では手関節背屈94.6%、掌屈88.9％、前腕回内
98.3％、回外98.4%、握力77.2%であった。D群では手関節背屈92.7%、掌屈84.9％、前腕回内
97.3％、回外95.9%、握力84.5%であり、両群間で有意差はなかった。X線評価でのVT、RI、RHの
変化量はA群で1.6°、-0.35°、-0.15 mm、D群で0.2°、0.2°、0.13 mmと両群の有意差はなか
った。
【結語】至適設置位置が異なる2プレートだが、いずれも良好な可動域が獲得できており、術後
の矯正損失という点でも両者に違いはなかった。
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橈骨遠位端骨折における棚掛けスクリューを用いた掌側ロッキング
プレート固定の検討-有限要素法の観点から-

Finite element analysis for the stress distribution in the locking plating by shelf screw in distal radius

fractures

○泉山 公, 別府 諸兄, 清水 弘之, 内藤 利仁
田中 雅尋

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

橈骨遠位端関節内骨折において関節面にそって薄い掌内側骨片,つまり,watershedline近傍に骨
折線を有する症例, 内掌側骨片の関節面が小さい症例では掌側からのロッキングプレートでは
軟骨下骨を行うlocking screwの挿入が困難で、関節面の不適合を認める症例も経験する。この
ような臨床例の問題点を改善させるために、われわれは、掌側ロッキングプレートに加えて橈
側からwatershedline直下の高密度海綿骨掌側ロッキングプレートのロッキングスクリューに梁
となるように横走するスクリューを挿入する方法（以下棚掛け法）を考案した.【目的】有限要
素法を用いて掌側ロッキングプレート単独固定法と棚掛け法においての荷重伝搬を検討し
た．【方法】橈骨遠位部の3DCTより作成した関節内骨折モデルを作成した.メディアティス社製
ADAPTIVE掌側ロッキングプレートとコーティカルスクリューを用いて掌側プレート単独固定法
モデル, 棚掛け法モデルそれぞれに250N(m/s2)の軸圧を加え、応力分布と変位量を有限要素法
で視覚化し検討した．【結果】いずれのモデルも内掌側骨片に集中し,海綿骨の最大応力値は約
20.1MPaであった.スクリューと骨接触部における最大応力値の25％以上の高応力を示す範囲は
単独法においては尺側のロッキングスクリュー周囲にスクリュー径の2.4倍の範囲に高応力を示
したのに対し,棚掛け法においては,ロッキングスクリューのスクリュー径の1.1倍の範囲であっ
た.【結論】棚掛け法は荷重を受けとめる能力が高く,さらに近位の掌側ロッキングプレートの
ロッキングリューに支えられるため,荷重伝播能力が高くなると考えられた.
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plate edge leverage法による橈骨遠位端骨折の治療成績
Clinical results of volar locking plate fixation using plate edge leverage method for distal radius fracture

○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】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定は今やスタンダードな治療法と
なっているが，解剖学的整復位を得ることは必ずしも容易ではない．今回我々はplate edge
leverage法（PEL法）を考案し，その治療成績を検討したので報告する．
【対象】2013年1月から当科で手術を行った橈骨遠位端関節外骨折24例（男1例，女23例）であ
る．手術時年齢は平均72.6（52～93歳）．AO分類はA2が12例，A3が12例，術後経過観察期間は
平均5.6ヵ月（3～12ヵ月）であった．手術法はtrans FCRアプローチにて展開し，プレートを骨
幹端部に仮固定した後，イメージガイド下に掌側から径1.5～1.8mmのK鋼線を橈骨遠位端の軟骨
下骨を添わせるようにして2～3本刺入する．刺入したK鋼線をプレートのエッジを支点として近
位に倒すことで整復する．その後，整復位を保持しつつ,遠位，近位のスクリューホールにスク
リューを刺入する． X線評価として受傷時，術直後，最終経過観察時の掌側傾斜（以下VT），
尺側傾斜（以下UI），尺骨バリアンス（以下UV）を計測した．また，臨床評価は手関節可動
域，握力を評価した．【結果】VT，UI，UVいずれも最終経過観察時まで良好な整復位を保てて
いた．また，最終関節可動域は平均で掌屈/背屈が64.8/65.8°，回内/回外が82.7/87.1°，握
力は16.7kgであった．
【考察】橈骨遠位端骨折に対するcondylar stabilizing法は整復と内固定を同時に行うことが
できる画期的な方法であるが，転位の高度な例，粉砕が強く不安定な例では遠位ホールのスク
リュー刺入が難しく，熟練を要する．我々の方法は最初にプレートを至適位置に設置してから
整復するため，整復が容易であり，またイメージ下にVTを調節できるメリットがある．今回の
検討ではPEL法は良好な整復とまたその整復位の保持が可能であった．
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橈骨遠位端掌屈転位型骨折におけるプレート設置位置の検討(model
boneでの検討)

Examination of Plate Location at Volar Displacement Type Distal Radius Fracture.(Examination in

Model Bone)

○古川 雄樹, 酒井 和裕, 杉田 健, 宮地 有理

健和会大手町病院　整形外科

(はじめに)橈骨遠位端掌屈転位型骨折の内固定はプレートを利用して整復することが一般的に
多い。今回我々は模擬骨を用いて骨折の整復を再現し、整復後のプレート設置位置を検討した
ので報告する。(方法)Smithらの報告によると橈骨遠位端掌屈転位型骨折は関節面から近位に
12.7mm～25.4mmにおいて発生しやすいとされている。今回我々はその中間値である19mmで模擬
骨の骨切りを行い、近位-遠位骨片間に0.9mmのワイヤーを挿入した。掌屈転位角度を25度から
40度の間で調節し5度おきに骨折モデルを作成した。プレートを橈骨遠位骨性隆起部にあて楕円
ホールの再近位をドリリングし、その後スクリューを挿入した。骨折部が整復されていること
を確認し、橈骨遠位骨性隆起部からプレート最遠位までの距離を測定した。これを2回づつ行い
その平均値を記録した。(結果)プレートはBiomet社,DVR、Stryker社,VariAx、Synthes社,VA-
TCPを使用した。DVRの整復後の設置位置は25度で3mm、30度で3.5mm、35度で6.5mm、40度で8mm
であった。Variaxはそれぞれ2mm、3mm、4.5mm、6mmであった。VA-TCPはそれぞれ
4mm、4mm、5mm、5.5mmであった。(考察)橈骨遠位端掌屈転位型骨折の内固定にプレートを利用
して骨折部を整復した場合にプレート遠位端は整復前の設置位置と比較して整復後は近位に設
置される。関節内骨折であればプレートの設置位置によっては関節面の骨片をスクリューでと
らえることができず骨折部の安定性に大きく影響する。諸家らの報告によるとDVRの適切な設置
位置は橈骨骨性隆起より近位1.25mm～1.45mm、VariAxとVA-TCPは1mm～3mmとされている。関節
内骨折においてこの範囲外でプレートが設置される掌屈転位角度であればbuttress効果のみで
は整復位を獲得できず、追加手技を加え整復位を獲得しなければならない。
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橈骨遠位端関節外骨折に対する手術治療成績 -髄内釘と掌側ロッキ
ングプレートの比較研究-

Comparative study of intramedullary nail and volar locking plate fixation for extra-articular distal radius

fractures

○川端 確1, 佐々木 康介2, 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

【目的】現在、橈骨遠位端骨折に対する手術治療は、掌側ロッキングプレートを用いて行われ
ることが多い。また、近年はより低侵襲な手術として髄内釘での良好な治療成績も報告されて
いる。今回、当院で施行した橈骨遠位端関節外骨折に対する髄内釘と掌側ロッキングプレート
の治療成績を比較検討した。
【方法】当院で2009年4月以降に背側転位型の橈骨遠位端関節外骨折に対して手術加療を行い、
髄内釘としてMICRONAIL、掌側ロッキングプレートとしてACULOCを使用していた症例を抽出し、
その内6か月以上経過観察可能であった32例を対象とした。MICRONAIL群は15例、ACULOC群が17
例であり、それぞれの平均年齢は73.6歳、71.1歳、平均経過観察期間は10.2か月、9.8か月であ
り、2群間に有意差はなかった。これら2群の術後3か月時、6か月時の握力と関節可動域、最終
観察時のMayo  wrist  score、術直後と最終観察時のレントゲン各パラメーター(ulnar
variance,  volar  tilt,  radial  inclination)を比較検討した。
【結果】最終観察時のMayo wrist scoreはMICRONAIL群が85.7点、ACULOC群が88.2点であり、統
計学的有意差はなかった。術後3か月、6か月時の臨床評価においても両群間に有意差を認めな
かった。Ｘ線学的評価においても、術直後と最終観察時の各パラメーターは両群間に有意差を
認めず、矯正損失量も有意差を認めなかった。
【結論】髄内釘固定はプレート固定と比較して、Ｘ線学的に整復位が得られにくい可能性が懸
念されたが、本研究ではプレート固定と同等の整復位を獲得、保持できていた。また臨床評価
においてもプレート固定と同等の結果を得た。髄内釘はプレートよりも軟部組織への侵襲が小
さい手術と考えられ背側転位型橈骨遠位端関節外骨折に対する手術の選択肢となる。
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橈骨遠位端骨折に対する髄内釘～MICRONAILの治療成績
Treatment of disatal radius fracture by intramedullary nail

○筒井 美緒1, 黒田 司1, 国分 毅2

1新須磨病院　整形外科, 2神戸大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対し、比較的、侵襲が少ない髄内釘（MICRONAIL　WRIGHT
MEDHICAL社）による治療を2008年以降行ってきたので、その治療成績につき検討した。【対象
と方法】2008年以降、当施設で髄内釘による治療を行い3カ月以上経過観察できた102例（男性
11例、女性91例）を対象とした。骨折型はAO分類A3 66例 C1 8例 C2 28例。受傷時年齢は平均
67歳（22歳～89歳）、経過観察期間は平均2年6カ月（3カ月～5年6カ月）であった。CTにて骨折
型を確認し、適応を検討した。手術は弾性髄内ピンによる仮固定後、第１-2区画間を開窓し髄
内釘固定を行った。術後約10日間のシーネ固定の後、後療法を行った。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）、合併症につき検討し
た。【結果】全例で骨癒合が得られた。最終経過観察時のＸ線上の平均矯正損失値はUV VT RI
それぞれ0.4mm 0.9° 0.8°、関節可動域は掌背屈141.9°、橈尺屈59.9°、回内外175.5°、握
力健側比86.1％、Mayo wrist score88.7点と概ね良好であった。合併症は、橈骨神経皮枝領域
のしびれを9例に認めたが、全例回復した。その内、2010年までの症例が7例(全35例)、2011年
以降の症例が2例(全67例)と、初期の症例に多かった。掌側転位の増大を4例、長母指伸筋腱の
皮下断裂を1例に認めた。【考察】髄内釘による橈骨遠位端骨折の治療成績は概ね良好であっ
た。しかし、その適応は慎重にすべきであり、掌側転位例は適応から外すべきと考える。手技
の習熟、神経への愛護的な操作が重要と考える。
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橈骨遠位端骨折後の正中神経障害に関連する因子の検討
Factors Correlated with Median Nerve Injury in Patients with Distal Radius Fractures

○里中 東彦1, 辻井 雅也2, 原 隆久1, 吉田 格之進1

萩 智仁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(DRF)後の合併症の一つとして正中神経障害は周知されているが，その
発生機序はいまだ明らかではない．今回DRFの手術時に手根管内圧(CTP)を測定し他の因子と併
せて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】対象はDRFに対し手術を施行した55例56手とした．男性11例，女性44例，右
29手，左27手，手術時平均年齢68.2歳で，AO分類ではtype A:29手，B:1手，C:26手であった．
手術は全例でVLPにて内固定を行い，手術前後にCTPを測定した．正中神経固有支配領域にしび
れを認めるものを正中神経障害ありとし，CTPを含む各要因との関連につき検討した．
【結果】11手で受傷直後より正中神経領域のしびれを認め，3手で術後も残存していた．平均
CTPは術前52.4mmHg，術後10.9mmHgで術後に有意に改善した．骨折型ではtype AとCにおけるし
びれの発生率は24.9%，15.3%と有意差は認めず，術前CTPも43.6mmHg，62.9mmHgで有意差はなか
った．また，しびれ無し(N)群と有り(S)群でみると，年齢はN群69.4歳，S群63.4歳で有意差は
なく，術前CTPはN群45.2mmHg，S群81.7mmHgとS群で有意に高かったが，術後ではN群9.8mmHg，S
群15.4mmHgで有意差はなかった．
【考察】DRF後の正中神経障害の発生頻度は0～23%と報告されているが，今回の結果でも受傷直
後で約20%とほぼ同等であった．また年齢や骨折型では正中神経障害との明らかな関連は認めな
かったが，しびれを認めた症例の術前CTPは有意に高かったことから，正中神経障害の発生には
受傷早期のCTPの急激な上昇が関連している可能性が示唆された．さらに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おり，本症例の半数以上で術前CTPが40mmHg
以上であったことから潜在性の正中神経障害が存在している可能性が考えられた．
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橈骨遠位端関節内粉砕骨折の掌側ロッキングプレート固定における
方形回内筋温存の重要性

Significance of Pronator Quadratus Muscle Preservation in the Palmar Locking  Plate Fixation for the

Comminuted Intraarticular Fracture of Distal Radius

○伊藤 聰一郎1, 吉田 渡2, 吉岡 太郎2

1桜会病院 整形外科, 2河北総合病院 整形外科

目的:　Henryのアプローチが橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート（LP）固定における標
準的な方法であるが、方形回内筋（PQ）を切離しなければならず、粉砕型骨折では修復困難な
症例が多い。屈筋腱の滑走面と骨折部への血行を保持するためPQを温存するアプローチを採用
し、PQを切離する従来法と術後成績を比較した。
対象と方法：　2011年10月～2013年4月まではPQを切離後修復し（PQ切離群）、2013年5月～
2014年9月まではPQを温存して（PQ温存群）LP固定術を行なった。このうち50歳以上の橈骨遠位
端関節内粉砕骨折AO-C2, C3型に対し、35例で方形回内筋（PQ）を温存し（PQ温存群、平均年齢
71.0歳）、30例でPQを切離後可及的に修復し（PQ切離群、平均年齢70.7歳）した。両群とも尺
骨茎状突起骨折は固定せず、術後外固定はしなかった。ＰＱ温存群では術翌日から回内、回外
を含む全ての可動域訓練を開始した。ＰＱ切離群は術後2週間回外運動のみ禁止した。術後1,
2, 3-4, 5-6ケ月で前腕回内/回外、手関節背屈/掌屈、握力の健側比％を計測し、さらにQuick
DASH（機能+症状）とVASにより運動時痛を評価した。
結果：　PQ温存群はAO-C2型17例, C3型18例で、尺骨茎状突起骨折を17例に合併した。PQ切離群
はAO-C2型13例, C3型17例で、尺骨茎状突起骨折を16例に合併した。いずれの群も非利き手側左
が多く、ともに22例だった。術後2ケ月で回内角度はPQ温存群がPQ切離群に比し有意に大き
く、VAS値は有意に小さかった(p＜0.05)。Quick DASH値も術後1, 2ケ月でPQ温存群がPQ切離群
に比し有意に小さかった(p＜0.05)。術後3ケ月以降ではすべての項目で両群間に有意がなかっ
た。
結論：　PQを温存することにより術翌日から制限なく可動域訓練を開始できることにより、早
期の上肢機能回復と除痛効果がえられることが示唆された。
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脆弱性橈骨遠位端骨折患者の骨強度、骨格筋と骨代謝マーカー
Bone Strength, Skeletal Muscle Area, and Biochemical Markers Associated with Bone Metabolism in

Patients with Fragility Distal Radius Fracture

○内山 茂晴1, 池上 章太1, 上村 幹男2, 今枝 敏彦3

加藤 博之1

1信州大学　医学部　整形外科, 2かみむらクリニック, 3金城学院大学　生活環境学部

[目的]橈骨遠位端骨折は閉経後女性に生じる最初の骨折であることが多く、他の脆弱性骨折よ
りも若くして発生する。現在までに脆弱性橈骨遠位端骨折の特徴としては大腿骨近位部の低骨
密度であることの他には詳しい検討はなされていない。将来の大腿骨近位部骨折を含む脆弱性
骨折の危険因子となる、この骨折の骨密度以外の特徴を明らかにすることにより、より効果的
な２次的脆弱性骨折予防が可能となる。[方法]脆弱性橈骨遠位端骨折既往のある４７人の閉経
後女性と年齢を一致させた９４名の健常女性群において、以下の項目を調査した。1.DXAによる
大腿骨頚部骨密度、2.定量CTによる大腿骨頚部の力学的指標（座屈比、皮質骨幅）と3.定量CT
による大腿部の骨格筋量と脂肪量（皮下脂肪を除く）、4.１２種類の骨代謝関連マーカー。そ
れぞれの計測値は両群間でANOVA、次いで　大腿骨頚部骨密度で調整したANCOVAで比較し
た。[結果]1.大腿骨頚部の骨密度は骨折群の方が低値であった。2.大腿骨頚部皮質骨幅は骨折
群で小さく、そのため座屈比は大であった。しかしこの差は頚部の骨密度で調整すると有意な
差ではなくなった。3.大腿部の骨格筋量には有意差は認められなかった。4. 25(OH)Dは骨折群
で低値 であった。尿中デオキシピリジノリン、血清および尿中ペントシジンは骨折群で高値で
これらの差は、骨密度で調整後も有意であった。[結論]脆弱性橈骨遠位端骨折既往の患者は、
健常コントロールと比較して、骨密度が低いが大腿骨周囲の骨格筋量は同等である。更に　
25(OH)Dは低く、尿中デオキシピリジノリン、血清および尿中ペントシジンは高い。これらの骨
代謝関連マーカーはいずれも脆弱性骨折の危険因子となりえるが将来の骨折発生にどの程度関
わるかについては今後の検討を要する。
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閉経後女性の橈骨遠位端骨折後の骨粗鬆症の診断と血清ucOC、尿中
NTXの解析結果

Evaluation of bone mineral density,serum undercarboxylated osteocalcin(ucOC) and urine NTX for

osteoporosis following postmenopausal women after distal radial fracture

○飯田 竜1, 辻井 雅也2, 國分 直樹2, 植村 和司3

須藤 啓広2

1永井病院, 2三重大学　大学院　整形外科, 3植村整形外科

【目的】脆弱性骨折の既往は二次骨折の危険因子であり,骨粗鬆症への介入が重要である.中で
も閉経後女性の橈骨遠位端骨折は50代より増加するため早期から介入できる契機となり得る.今
回閉経後女性の橈骨遠位端骨折の骨粗鬆症の特徴を骨密度,骨代謝マーカーで検討し
た.【方法】症例は閉経後女性の転倒による橈骨遠位端骨折例56例で,内訳は平均年齢69.7歳(51
-85歳),治療は保存6例,手術50例であった.受傷後3カ月時に健側橈骨DXA,血清ucOC,尿中NTX(Cre
補正)(カットオフ値;各4.5,54.3)を測定し,骨粗鬆症治療薬,ワーファリン投薬例を除く34例(平
均69.8歳,YAM71.1%)を評価した.解析はMann-WhitneyのU検定,Spearman順位相関係数を用い
た.【結果】YAMは平均70%で,80％未満は48/56例で約86％が骨粗鬆症と診断された.受傷前の骨
粗鬆症治療例は7例(12%)で,新たに骨粗鬆症と診断できた48例中41例(85%)が未治療であっ
た.ucOC,NTXはそれぞれ平均6.7,46.1で有意な相関関係にあり,27例(79%),9例(27%)で高値を示
した.また55-65歳(y群11例),65-75歳(m群14例),75-85歳(o群9例)の3群で比較すると,ucOCは各
群平均6.3,7.3,6.4で,各群9例(82%),12例(86%),6例(67%)で高値を示した.一方NTXは各群平均
39.6,57.2,36.9で,m群が有意に高値を示し,各群2例(18%),6例(43%),1例(11%)で高値を示し
た.【考察】自験例は50歳代より骨折を発症し,約86％が骨粗鬆症と診断された.従って早期より
骨粗鬆症の治療に介入でき,ADL低下を招く大腿骨近位部骨折などの二次骨折の予防となる可能
性がある.本骨折の治療後は骨密度の測定が重要である.また橈骨遠位端骨折例のucOCはNTXと異
なり50歳代より高値を示す例が多かった.ucOC高値は大腿骨近位部骨折の危険因子であり
(Vergnaudら,1997),ucOCは本骨折における骨粗鬆症の介入の際の早期のマーカーになる可能性
がある.
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橈骨遠位端骨折への掌側ロッキングプレートの抜釘は必要か？屈筋
腱の滑走に伴う轢音の周波数解析

Risk assessment of subcutaneous tendon rupture following treatment of distal radius fractures combined

with volar locking plate fixation

○山崎 宏1, 橋本 瞬1, 伊坪 敏郎1, 内山 茂晴2

加藤 博之2

1相澤病院　整形外科, 2信州大学　整形外科

【目的】屈筋腱の滑走音の音響特性を用いて, 橈骨遠位端骨折の掌側プレート術後の屈筋腱摩
耗を予測する.【対象】掌側ロッキングプレート抜釘術を行った患者:141人【評価方法】屈筋腱
の滑走音を電子聴診器で録音し音響解析を行った.解析項目は振幅(Intensity),基本波(Pitch),
基本波の周波数変動(Jitter),基本波の振幅変動(Shimmer), 高調波とノイズの比(Noise-to-
harmonics ratio)とした. 轢音の有無は検者主観で判定した.単純X線画像側面像でプレート設
置位置,Volar tiltを評価した.超音波画像で腱滑膜炎,腱とプレートとの接触の有無を評価し
た.抜釘時に屈筋腱摩耗を評価した.【検討方法】轢音の音響特性を求めた.屈筋腱摩耗の予測は
多重ロジスティック回帰分析を用いた.目的変数:屈筋腱摩耗,説明変数:轢音の有無,屈筋腱滑走
音の音響解析項目,単純X線画像の評価項目,超音波画像の評価項目とした.【結果】轢音は13%に
認め,振幅が大きく(Intensity最大値と最小値の差が大きい,P=.02), 基本波の振幅変動が大き
い(P=.04)という特徴があった.屈筋腱摩耗は9%に認め,予測因子は轢音(P＜.001,オッズ比
OR:12,95%信頼区間CI:3.1̃54),X線画像でのプレート遠位設置(P=.07,OR:3.4,95%CI:0.9̃12),超
音波での腱滑膜炎(P=.08,OR:3.9,95%CI:0.8̃18)であった.【考察】轢音の音響特徴は,急激に音
の大きさが変化する腱滑走音であった.轢音, X線・超音波検査を組み合わせることで屈筋腱摩
耗を高率に予測でき,プレート抜釘を判断する際に有用である.
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橈骨遠位端骨折術後の長期臨床成績と手関節の変形性関節症に影響
する要因

Long-term clinical outcome of distal radius fracture and the factor correlated with wrist osteoarthritis

○片山 健, 小野 浩史, 古田 和彦

国保中央病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折(DRF)術後5年以上の長期臨床成績と手関節の変形性関節症(OA)に影響
する要因を明らかにする
【方法】対象は2003-09年まで不安定型DRFに対して掌側locking plateで手術加療を行い5年以
上の追跡調査が可能であった36例で, 平均追跡期間83ヶ月, 男/女7/29例, 手術時平均年齢
65歳, AO分類A/B/C型は5/2/29例である. 調査項目は最終追跡時における対健側比の手関節可動
域・握力, 疼痛VAS, Modified Mayo wrist score(MWS), DASH, PRWEを臨床評価とした. さらに
X線学的評価は手関節正面像でRadial inclination(RI), Ulnar variance(UV), Carpal height
ratio(CHR), 側面像でVolar tilt(VT), Radiolunate angle(RLA), Radioscaphoid angle(RSA)
を計測し, 各測定項目の追跡時と術直後の計測値の差を変化量(Δ)と定義した. また手関節の
OAのGradeはKnirkらの評価法で行った. 検討項目は各測定項目の計測値のΔと手関節OAの有無
との関連をPearson相関, さらに術直後と追跡時における各関節のOAのGradeを調査し, その変
化をU検定で評価した. 有意水準５％未満を有意差有りとした.
【結果】手関節可動域は掌/背屈・回内/外・握力はそれぞれ対健側比92/93％・99/99％・94 %,
疼痛VASは 5.9mm, MWS/DASH/PRWEはそれぞれ96/7.9/9.4点であった.
X線学的評価として手関節OAは術直後で13例, 追跡時に17例認め, そのうち15例にOAの進行を認
めた. 追跡時には手関節OAの有無はΔUVとΔRSAに相関を認め, 手関節の各関節でのOAのGrade
が有意に進行した関節はRS関節, STT関節, DRUJと尺骨月状骨関節であった.
【考察】DRF術後の手関節OAは長期臨床成績に影響せずその成績は良好であった. X線学的評価
ではUVの増加がDRUJと尺骨月状骨関節に, 舟状骨の掌屈がRS関節とSTT関節のOA変化に影響する
可能性が示唆された.
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手の再建における穿通枝皮弁の現況
Perforator Flap for Reconstruction of Upper Limb

○田中 克己, 高橋 国宏

長崎大学　医学部　形成外科

　穿通枝皮弁は1980年代半ばに開発され、手外科領域においても使用されてきている。従来の
皮弁の概念から一歩踏み込んで、単一の細い動静脈のみで皮膚・皮下組織が栄養されることに
より皮弁としての移植が可能となった。穿通枝皮弁の血行形態に関しては、musculocutaneous
perforator、septocutaneous perforatorによるものが中心となっており、現在ではほぼ統一し
た見解が得られているが、最近ではいわゆるdirect cutaneous artery flapからのperforator
に基づいた皮弁も報告されている。このように穿通枝皮弁は主要な動脈を犠牲にすることなく
血行の安定した組織を移植することが可能となり、手外科領域の再建にとって有用なものとな
っている。さらに遊離皮弁として使用する際もperforator-to-perforatorとして移植すること
で、その有用性も高まる。　一方、手の再建にとってもっとも重要なことは、各部位における
解剖学的、生理学的な回復であり、これらの基本原則に則った組織移植が行われなければなら
ない。そのためにはどのような症例で適応になるのか、厳密な使い分けが求められる。　今
回、『手外科における穿通枝皮弁の展望』というセッションにあたり、穿通枝皮弁の現況とと
もに、われわれの手外科領域の穿通枝皮弁に対する考えについて述べる。

S385



2-4-P5-2

Pure Skin Perforator Cenceptを用いたthin SCIP flapによる手の再建
Hand Reconstruction with thin SCIP flap using Pure Skin Perforator Concept

○ 成島 三長, 林 明辰, 田代 絢介, 吉松 英彦
光嶋 勲

東京大学医学部形成外科美容外科

はじめに手の再建においては、できるだけ薄くしなやかな皮膚再建材料が求められる。様々な
局所皮弁が報告されているが、範囲が広い場合には植皮または遊離皮弁による再建が行われ
る。植皮の場合、薄く生着させることが可能であるが、瘢痕拘縮による可動制限などの機能障
害をきたしやすい。遊離皮弁の場合しなやかなであるが、厚みがあり複数回の脂肪切除とその
期間に手指の機能低下をきたすことも珍しくない。これに対し我々は皮下脂肪を含めず挙上可
能なpure skin perforator flapのコンセプトを用いて、手指再建を行ったので報告する。方法
2009年以降2014年10月までに　pure skin perforator concept を用いて flapにて再建した症
例は、44例あり、そのうち四肢例は上肢12例　下肢6例　であった。結果　上肢10例のうち再建
皮弁はすべてSCIP flapであった。術後腫脹が強いものもあったが術中鬱血を認めたものはなか
った。部分壊死を一例認めたが、皮弁は全例生着した。考察　Pure skin Perforator flapは、
真皮に穿通するところまで栄養血管を剥離同定し、皮弁を挙上する方法である。これにより真
皮下血管網を気にすることなく、皮下脂肪の厚みを必要に応じて自由自在に変えることが可能
となる。必要ならば、植皮のように薄く皮弁のようにしなやかな二つの有用な特徴を併せ持つ
thin flapが挙上可能である。採取場所は特にSCIP flapは、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と考える。手指のような皮膚の厚みが少なく、機能
的に重要な部位には、必要に応じて皮弁の厚みを変化させることができるPSPflap conceptを用
いたflap による再建が有用であると考える。
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腓骨動脈穿通枝皮弁を用いた手の軟部組織再建
Peroneal perforator flap transfer for soft tissue reconstruction of the hand

○河村 健二, 矢島 弘嗣, 村田 景一

市立奈良病院　四肢外傷センター

【目的】1984年に吉村らによって報告されたperoneal flapは穿通枝皮弁の概念の確立により紛
れもなく穿通枝皮弁と言える。腓骨動脈穿通枝皮弁を用いた手の軟部組織再建について報告す
る。【対象】1990年以降に手の軟部組織再建に用いた腓骨動脈穿通枝皮弁27例を検討した。17
例は腓骨動静脈本幹を血管茎として用いたが、10例は穿通枝のみを血管茎とするtrue
perforator flapとして用いた。本幹を血管茎とした皮弁の大きさは6×3cmから21×10cmであり
血管茎の長さは6cmから12cmであった。知覚皮弁として2例、2本の穿通枝を用いたdouble flap
を3例、腱付皮弁を1例に用いた。true perforator flapの10例はすべて手指の再建に用いてお
り、皮弁の大きさは5×2cmから8×3cmであり血管茎の長さは3cmから6cmであった。【結果】2例
が生着に失敗して有茎橈側前腕皮弁による救済術を施行した。採取部は皮弁幅4cm未満の12例で
一期的縫縮が可能であったが、15例で植皮が必要であった。皮弁の二期的なdefattingが14例に
必要であった。【考察】腓骨動脈の穿通枝は下腿遠位ではヒラメ筋と腓骨筋の筋間中隔を通る
ために同定と剥離が容易である。true perforator flapとして用いた場合、穿通枝は指動脈と
の適合が良く手指の再建に有用である。本幹を血管茎として用いれば10cm以上の長い血管茎が
得られるため安全な部位での血管吻合が可能であり、また複数の穿通枝を用いた皮弁を挙上す
ることも可能である。欠点は、有毛であること、幅4cm以上の皮弁では採取部の一期的縫縮が困
難であること、本幹を剥離する場合には側臥位か腹臥位が好ましいことである。
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穿通枝皮弁を駆使した美しい再建は、手指の機能アウトカムを高め
るのか？

How much does aesthetic reconstruction with perforator flaps improve functional outcomes?

○小野 真平, 小川 令

日本医科大学　形成外科

上肢における皮膚軟部組織欠損の再建は、 機能面を重視するのはもちろんであるが、それに加
えて整容面でも高い患者満足度が求められるようになってきた。従来の有軸皮弁による再建
は、技術的には比較的簡易であり、手術手技としての確実性は高いが、主幹動脈を犠牲にする
うえに、皮弁自体が厚いことが多く、 侵襲面・整容面で改善すべき点は多い。一方で、穿通枝
皮弁は、より細かな手術手技が求められるが、低侵襲に薄くしなやかな皮弁を挙上することが
可能であり、上肢のようにcontour再建が求められる部位では特に有用である。
われわれは穿通枝皮弁を駆使した美しい上肢再建をすることは、整容面だけでなく機能面の治
療アウトカムも高め、結果として高い患者満足度が得られると考えている。本演題では、上肢
の皮弁再建において、著者が用いている治療原則と美しく再建するためのポイントを報告す
る。
(1) 欠損の位置・大きさによる穿通枝皮弁再建の治療戦略
・比較的小さな欠損に対する局所穿通枝皮弁
・中程度の欠損に対する穿通枝プロペラ皮弁
・比較的大きな欠損に対する遊離穿通枝皮弁
(2) 穿通枝皮弁の生着範囲の限界とその打開策
・1本の穿通枝で皮膚はどこまで生きるのか? (perforasome concept)
・穿通枝の深筋膜上での走行の規則性
・穿通枝付加（Perforator supercharging）による拡大型皮弁
(3) 美しく再建するためのコツとピットフォール
・Aesthetic units of the hand
・皮膚の色調・厚さ・質感の観点から局所穿通枝皮弁を第1選択とし、難しければ遊離穿通枝皮
弁を考慮する
・遊離穿通枝皮弁は薄くしなやかで血行の安定したものを選択する（皮弁採取部としての下肢
の有用性）
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手外科領域における種々の穿通枝皮弁・脂肪弁の応用
The feasibility of various perforator flap, adiposal flap, and adipofascial flap in upper extremities

○高松 聖仁1, 金城 養典1, 鈴木 啓介1, 新谷 康介2

斧出 絵麻1,3

1淀川キリスト教病院整形外科, 2大阪市立大学医学部整形外科, 3清恵会病院整形外科

【目的】手外科領域における穿通枝は，前腕や手部の皮膚・軟部組織欠損に対する皮弁の報告
が多くなされてきた．近年、それら以外の病態に対しても種々の穿通枝が応用されている．我
々も前腕・手部以外に固有指部の組織欠損，神経剥離後・縫合後の神経癒着防止・保護，腱剥
離後の腱癒着防止・滑走床として穿通枝皮弁・脂肪弁を応用しているので報告する．
【対象および方法】対象は前腕・手部・固有指部の皮膚軟部組織欠損8例，手関節周囲神経損傷
8例，指神経損傷6例，手部・固有指部の伸筋腱損傷5例であった．使用した穿通枝は橈骨動脈穿
通枝（RAP）11例，尺骨動脈穿通枝2例，指動脈穿通枝（DAP）10例，中手動脈穿通枝4例であっ
た．（一部重複）いずれも穿通枝を茎として回転させたプロペラ皮弁または脂肪弁・筋膜脂肪
弁・脂肪弁として用いた。
【結果】皮膚軟部組織欠損例では10x15（DAP皮弁）～60x90（RAP皮弁）mmの皮弁・脂肪弁を移
行した．全例生着したが、第1指間形成に使用したRAP皮弁1例で辺縁の表皮脱落を認めた．手関
節周囲神経損傷例では，術前に著明だった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．3例でRAP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．
また指神経損傷例では，神経剥離部のTinel様徴候が軽微となり，2例では縫合部の圧痛が術後
早期に消失した．伸筋腱損傷例では伸筋腱の滑走が良好となり健側比%TAMは平均79%であった．
【考察】前腕・手部だけでなく固有指部の軟部組織欠損もDAPを用いて再建が可能となってお
り，また神経損傷に対して脂肪弁により疼痛の軽減が得られ，伸筋腱損傷に対しては筋膜脂肪
弁が良好な滑走床として機能しているものと考えられた．
【結語】手外科領域における穿通枝の応用範囲はさらに広がるものと考えられる．
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穿通枝皮弁を用いた上肢軟部組織欠損
Perforator Flaps for Soft Tissue Reconstruction in the Upper Extremity

○岡田 充弘, 上村 卓也, 横井 卓哉, 新谷 康介
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、遊離または有茎皮弁として挙上可能である。遊離穿通枝皮弁は、様々
な軟部組織欠損に対応できる。一方、有茎穿通枝皮弁は移植範囲を限定するため、その適応は
限定される。今回、上肢軟部組織欠損に対する穿通枝皮弁の適応について検討する。
【対象および方法】上肢軟部組織欠損に対して遊離穿通枝皮弁を用いたのは、8症例（男性
6例、女性1例）で手術時年齢は23～58歳であった。有茎穿通枝皮弁を用いたのは、14症例（男
性9例、女性5例）で手術時年齢は23～78歳であった。それぞれに用いた穿通枝皮弁の種類と、
移植方法、生着率および合併症について調査をした。
【結果】遊離穿通皮弁として、前外側大腿皮弁を7例、前内側大腿皮弁を1例で用いた。軟部組
織欠損が大きい症例や、隣接の皮膚を犠牲にすることで、皮弁採取部に機能障害が生じる症例
に用いた。皮弁の大きさは、12.5×8cm～32×13cm（平均22×10.5cm）であった。1例に術後静
脈鬱血を認め、再吻合を要したが、全例とも壊死することなく生着した。有茎穿通枝皮弁は、
隣接の軟部組織が正常か、皮弁採取部に植皮を用いても機能障害を生じない症例に用いた。使
用した血管茎は、内胸動脈、胸肩峰動脈、胸背動脈、橈側側副動脈、尺側側副動脈、後骨間動
脈、橈骨動脈、背側中手骨動脈、および指動脈であった。皮弁の移植方法は、propeller flap
が11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。
【考察】有茎穿通枝皮弁を様々な血管茎で利用することで、大部分の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、術後管理も容易であり有用な方法と考える。しかし、
大きな軟部組織欠損症例や有茎穿通枝皮弁が移植できない部位には、遊離穿通枝皮弁を用いる
必要がある。
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指の皮弁による再建の原則
Principles in  reconstruction of finger by flaps

○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

手指の再建の最終目標は「痛みがなく、よく動き、形が良い」手指を作ることであり、この３
つの要素の何れが欠けても良い手術結果は得られない。再建外科の祖、Sir Harold Gilliesは
かつて「よく似た組織で再建する」ことの必要性を説いたが、この言葉の重要性は今も変わっ
ていない。すなわち、掌側の皮膚は掌側の皮膚で、背側の皮膚は背側の皮膚で被覆されるべき
である。其れが皮弁であれ、植皮であれ、原則は変わらない。微小血管解剖の発達により、さ
まざまな新しい名前の皮弁が登場しているが、それらのほとんどは従来よりあった皮弁の亜型
に過ぎない。ただ、従来の比較的太い血管茎より末梢の血管を茎として皮弁を作成しているに
過ぎない。このような背景にはminimum invasive surgeryの考え方があるのであろうが、小さ
な血管茎の小皮弁にこだわるあまり、「よく似た組織で再建する」という原則から外れた再建
法も散見される。いまいちど、再建外科の原則に立ち戻って、小動脈皮弁による手指の再建の
将来について考察したい。
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小児における手掌熱傷の治療アルゴリズム～growth factorを併用する
整容と機能の両方を考慮した再建～

Algorithm for Aesthetic and Functional Resurfacing in Pediatric Hand Burns

○林田 健志1, 西條 広人1, 諸岡 真1, 藤岡 正樹1

1国立長崎医療センター　形成外科, 2長崎大学大学院医歯薬総合研究科

【目的】小児の手掌熱傷では一般的に保存的治療が選択されるが、しばしば高度の熱傷瘢痕拘
縮をきたし、整容面と機能面の両方が問題となる。Basic fibroblast growth factor (bFGF)
が熱傷創へ適応されるようになり、熱傷創の早期上皮化や、上皮化後の瘢痕の質の改善を認め
るという報告が散見されるが、小児の手掌熱傷に関するまとまった検討例はいまだない。当科
で行っているbFGFを併用した小児手掌熱傷創の治療結果を検討した。【方法】2010年1月から
2014年6月までの間に、当院で加療を行った小児の手掌熱傷例を対象とした。熱傷創に対して、
受傷後3日目に水泡膜を除去し、連日bFGFの噴霧を続け、受傷後21日を経過してまだ熱傷創が残
存する場合は、創部を被覆するために頭皮からの分層植皮術を行った。受傷約半年後の瘢痕の
状態をVancouver Scar Scaleで評価した。【結果】男児26例、女児8例の計34症例で、平均年齢
は17.0±11.9 months (range, 1 to 36 months) であった。受傷後21日以下で上皮化した症例
では、明らかな瘢痕拘縮を認めた症例はなかった。6例で頭皮から分層植皮を行っており、その
内4例は平均4.6 months 後に足底非荷重部もしくは内踝下部より全層植皮を行っていた。その
結果全例において、手指の関節可動域制限は認めず、整容面でも良好であった。【結語】小児
手掌熱傷において、拘縮を防ぎ、良好な質感をもたらすbFGFの併用療法は受傷後21日目までの
保存治療において有用であった。我々が行っている小児手掌熱傷に対するアルゴリズムは、手
術適応を決定するのに有用である。
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乳幼児の手部熱傷後の瘢痕拘縮に対し手術治療を行った症例の検討
Operation for Burn-Contructure of the Hands in Infants

○福田 憲翁1, 朝戸 裕貴1, 高田 悟朗2, 菅 剛史3

1獨協医科大学 形成外科学, 2獨協医科大学日光医療センター 形成外科

3獨協医科大学越谷病院 形成外科

【目的】乳幼児期はその活動性から熱傷を受傷することが多く、手は受傷の好発部位の一つで
ある。深達化あるいは創傷治癒の遷延に陥ると手は瘢痕拘縮をきたしやすく、その後に瘢痕拘
縮形成術を要することもまれではない。我々は、乳幼児の手部熱傷後に瘢痕拘縮が生じ、手術
を行った症例の長期経過をもとに、初期治療および瘢痕拘縮形成術での要点を検討したため報
告する。
【対象と方法】当科と関連施設において、乳幼児期に熱傷を受傷し、その後に瘢痕拘縮が生じ
手術を行った9例10肢を対象とした。内訳は男4例、女5例で、瘢痕拘縮形成術施行時の年齢は0
～4歳（平均1.4歳）であった。術後の平均経過観察期間は8年8か月であった。術後経過中の変
化、最終診察時点での瘢痕拘縮、手術痕、愁訴を総合的に評価した。
【結果】瘢痕拘縮形成術は対象となった10肢全例で全層植皮を行った。うち2例でZ形成を併施
した。10肢のうち4肢で経過観察期間にさらに追加の瘢痕拘縮形成術を要した。計4回の手術を
要した症例も1肢存在した。術後の装具療法を継続できた症例では追加手術を要したものはなか
った。鼡径部と上腕内側からの全層植皮では色素沈着が目立ち、内果下部と肘窩からの全層植
皮では色素沈着は目立たなかった。手の成長障害をきたした症例はなかった。
【考察】乳幼児の手の瘢痕拘縮形成術の目的は、その時点での瘢痕拘縮を解除することだけで
はなく、その後の成長を見据え、今後生じうる再拘縮・醜形をも予防することである。そのた
めには、手術のデザインが非常に重要であると考えた。具体的には、皮線に植皮縁を一致させ
る、瘢痕外にも三角片を挿入する、ゆとりをもって植皮をする等が挙げられた。また、採皮部
の選択や、術前から後療法のための装具に慣れることも必要と考えた。
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後骨間神経麻痺・尺骨神経麻痺合併を呈する病態の治療経験
Posterior Interosseous Nerve Palsy combined with Ulnar Nerve Palsy

○頭川 峰志1,2, 長田 龍介1

1富山大学　医学部　整形外科, 2黒部市民病院

【はじめに】指伸展障害に対して後骨間神経麻痺と診断される症例の中には手内筋麻痺を合併
する症例がある。これらは知覚障害に乏しく、頚椎症性筋萎縮症、脳血管障害、Neuralgic
amyotrophyなども鑑別にあがるが診断に至らないことも多い。このような症例の臨床所見と治
療成績を調査した。
【対象と方法】対象は指伸展障害と手内筋麻痺を合併していた10例（男9、女1）。平均年齢は
70.2歳で、平均罹病期間は5.9ヶ月であった。基礎疾患、前駆症状、神経学的所見、電気生理検
査、画像所見、治療経過について調査した。また、改善が得られず腱移行術を行った4例の治療
成績について調査した。腱移行は麻痺の回復も考慮し、FCRをEDCへ、PLをEPLへ端側で移行し
た。尺骨神経支配筋に対する手術は動力源も少なく行わなかった。
【結果】基礎疾患では糖尿病を7例に認めた。前駆症状は1例のみで見られた。疼痛を伴う例は
なく、6例で軽度の知覚障害を認めた。全例で総指伸筋、小指外転筋、骨間筋の筋力低下を認め
た。長母指伸筋の筋力低下は6例であった。電気生理検査では小指外転筋で導出不可1例、肘部
管でのMCV低下4例、CMAP低下5例であった。全例とも肘MRIで所見は見られず、頚椎MRIでは多椎
間狭窄が見られた。頭部MRIでは3例で陳旧性梗塞病変が見られた。治療経過として、3例は保存
加療で麻痺は改善した。頚椎手術が4例、神経剥離術が4例で行われた。末梢神経に圧痕像や神
経束くびれは見られなかった。4例に腱移行術を行い、指伸展力は改善し、％TAMは77.1%→術後
92.8%、quick-DASHは33.2点→術後18.9点に改善した。
【考察】指伸展障害に手内筋麻痺を合併する場合、上位の中枢神経が原因の事が多く、治療後
も麻痺の回復は不良であることが多い。主訴である指伸展障害に対する腱移行術がADLの改善に
必要である。

S394



2-4-4

重度上肢外傷に対する急性期遊離皮弁術におけるrecipient血管の検
討

The examination of recipient vessels in acute free flap surgery for severe upper limb injuries

○辻 英樹1, 倉田 佳明1, 松井 裕帝1, 坂 なつみ1

土田 芳彦2

1札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター, 2湘南鎌倉総合病院　外傷センター

【はじめに】軟部組織損傷を合併する重度四肢外傷に伴う血管病変としてpost-traumatic
vessel disease(PTVD; Khouri1992)が知られている．“Zone of injury”周囲の浮腫、瘢痕が
及んだ血管は容易に薬剤抵抗性の攣縮を起こし，遊離皮弁術を行う際のrecipient血管としては
不適となるが通常下肢外傷例に発症するとされる．今回重度上肢外傷に対する急性期遊離皮弁
術において，選択したrecipient血管と PTVD発症を後ろ向きに調査した．【対象と方法】対象
は2007.4～2014.8に当科で重度上肢外傷に対して急性期に遊離皮弁術（＋複合組織移植）を行
った35例(男27女8、平均年齢45.0歳(18‐73))．血管吻合部は上腕～肘部2例，前腕～手関節部
24例，手部9例．受傷より平均7.4日(2-18日)で遊離皮弁術を施行．調査項目：1.術前
CTangio(CTA)の有無2.受傷時所見とCTAで選択したrecipient血管は途絶か連続か3.PTVD発症の
有無と受傷から遊離皮弁術までの日数との関係4.皮弁生着率。【結果】1.術前CTA施行例は
20/35例（57％）．2.途絶17例、連続18例．3.PTVDは4/35(11%)，途絶群3/17例、連続群1/18例
に発症．受傷から移植術まで発症群平均11.0日，非発症群6.9日．4.生着率は
34/35=97%．【考察】PTVDは通常下肢外傷例に発症し，これが下肢外傷における遊離皮弁術の比
較的高いflap failureの原因とされるが，今回の調査では上肢でも11%に発症していた．受傷に
より途絶した血管の近位部を吻合部として選択する場合，十分に受傷部から離した位置に吻合
部を設定するが，PTVD発症には受傷部位，程度の他にも，受傷から遊離皮弁術までの日数も関
連すると思われた．またCTAで連続でも1例でPTVDを発症しており，これはCTAが血管の質まで評
価出来うるものでないことを示している．
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足趾移植術の術後評価（SF-36、SAFE-Q、DASHを用いて）
The patient-relate measure(SF-36,SAFE-Q,DASH) for the treatment of the reconstruction of finger

○中西 昭登1, 面川 庄平2, 川西 弘一1, 鍜治 大祐1

田北 武彦1

1田北会田北病院, 2奈良県立医科大学　整形外科

【はじめに】手指切断の再建方法としてwrap around flap、toe transfer、hemipulp flapは非
常に有用で1960年代後半にその手技が確立された。今回我々は、最近実施した6例の足趾移植術
に対して術前と術後に患者立脚型評価法（SF-36/SAFE-Q/DASH）を用いて治療効果判定をおこな
い足趾移植が患者にあたえる影響を考察したので報告する。【対象と方法】当院で足趾移植を
もちいて再建した6例を対象とした。平均年齢は34.7才で、受傷指は母指2例、示指2例、中指2
例で、再建手術を受傷から平均6カ月後に行った。再建方法はWAF3例、toe
transfer2例、hemipulp flap1例であった。手術後の効果判定を術前後のSF-36、SAFE-Q、DASH
を用いて検討し、統計解析はSpearmanの順位相関係数を用いて検定を行った。【結果】SF-36は
下位尺度の５項目でいずれも術後改善した。SAFE-Qはそれぞれの項目で軽度悪化が認められた
が特に痛みおよび身体機能の項目で悪化が認められた。DASHは50.2点から23.2点に改善した。
有意差はいずれも認められなかった。【考察】足趾移植は手の整容的・機能的な再建が可能で
ある一方で足趾を犠牲とするため術後の患者の健康状態の悪化が懸念される。特に母指再建以
外においては、術後に再建指を上手に使用することができず術前に比してかえって健康状態が
悪化する可能性が考えられ、その適応に賛否両論がある。我々の調査ではSF-36において下位尺
度の全ての項目で改善が認められた。さらに患者の満足度は全ての症例で非常に高かったので
足趾移植は有用であると考えられた。しかしSAFE-Qでは特に痛み・身体機能の項目で悪化が認
められた。術前に足趾の障害がある程度発生する可能性について十分説明する必要があると考
えられた。
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精密機械工場における手根管症候群の有病率
Prevalence of the carpal tunnel syndrome in the precision instrument factory

○佐藤 彰博1, 對馬 均2, 藤原 健一1, 湯川 昌広3

1弘前医療福祉大学　保健学部　医療技術学科　作業療法学専攻

2弘前大学大学院　保健学研究科　健康支援科学領域, 3弘前記念病院　整形外科

【はじめに】第57回本学術集会で報告した筆者らが開発したスクリーニング・ツールを使って
精密機械工場における手根管症候群の有病率を調査し，性別によるオッズ比を求めた．
【対象と方法】青森県弘前市内の精密機械工場と関連会社の従業員1,500名を対象として，平成
25年7月1日から7月31日までに調査を実施した．まず全員にスクリーニング・ツール（最低
5点，最高25点）を配布し，後日回収した．その後，スクリーニング・ツール得点が6点以上で
あった対象者の中で面談・検査を希望した者について自覚症状・症状誘発テスト・神経伝導検
査により手根管症候群の有無を総合診断した．そして結果をもとに有病率と性別によるオッズ
比を求めた．なお，本研究については弘前大学医学研究科倫理委員会の承認を得て実施した．
【結　果】1,103名（73.5％，男性863名・女性240名）から有効回答が得られた．年齢は18歳か
ら63歳（36.5±10.6歳）であった．スクリーニング・ツール得点は，5点から19点（5.2±
0.8点）であった．また，自覚症状のない5点が999名（90.6％），何らかの自覚症状をもつ6点
以上が104名（9.4％）であった．この104名の中の面談・検査を希望した28名（男性18名・女性
10名）の中で，手根管症候群は6名（男性2名・女性4名）であった．以上より全体の有病率は
0.58％（男性0.25％，女性1.80％），性別によるオッズ比は7.37であった．
【考察】今回の調査における有病率は，諸外国における一般住民を対象とした調査結果よりも
低値であった．理由としては調査対象の年齢層が若く男性が多かったこと，近年精密機械工場
で手作業が減少したことと関係していることが推測される．しかし，男性に比べて女性は7.37
倍罹患しやすかったことから，女性従業員の多い職場では手根管症候群を念頭に置いて健診す
る必要がある．
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特発性手根管症候群に合併したバネ指症例の検討
Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome with Trigger Finger

○斉藤 忍1, 国司 俊一1, 國吉 一樹2

1東京城東病院　整形外科, 2千葉大学大学院医学研究院整形外科学

【目的】特発性手根管症候群（以下CTS）とバネ指はともに手指屈筋腱周囲に派生する滑膜の増
生が病因の一つと考えられ、実際CTSにバネ指を合併した症例と遭遇することも稀ではない。我
々の研究の目的は、バネ指を合併したCTS症例の特徴を明らかにすることである。【対象および
方法】対象は当院にてCTSと診断された111例148手で男性15例20手、女性96例128手、平均年齢
は63歳であった。これら症例に対しバネ指を合併している頻度、罹患指を調査した。さらにCTS
症例をバネ指非発症群と発症群２群に分け手根管部MRI撮像し、有鉤骨鉤レベル、豆状骨レベ
ル、手関節レベル3カ所で軟性手根管面積、滑膜面積および軟性手根管内での滑膜の占拠率（滑
膜占拠率）を計測し比較検討した。【結果】バネ指非発症群は87例117手、男性9例女性78例、
平均年齢62歳、発症群は26例31手、男性8例女性19例、平均年齢65歳であった。バネ指罹患指は
母指7、示指12、中指15、環指6、小指6指であった。MRI上有鉤骨鉤レベルでは滑膜面積、滑膜
占拠率においてバネ指発症群が有意に高い値を示した。豆状骨レベル、手関節レベルでは軟性
手根管面積、滑膜面積、滑膜占拠率ともに両群間に有意差は認められなかった。【結論】今回
の結果ではCTSのバネ指合併率は21%で、バネ指自然発症率よりかなり高い値を示しており、こ
のことはCTSの中にバネ指を引き起こす要因が潜んでいることを予想させた。また手根管遠位部
での滑膜占拠率がバネ指合併群で高かったことは、同部位での滑膜の増生がCTS症例のバネ指発
症に関与している可能性を示唆するものであった。
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石灰沈着症による手根管症候群の治療経験
Carpal tunnel syndrome induced by calcinosis

○原田 和弘, 澤泉 卓哉, 小寺 訓江, 武 雅樹
高井 信朗

日本医科大学　整形外科

【目的】手根管症候群（以下CTS）の中で手根管内占拠性病変によるものは全体の約5%であり，
まれである．今回，我々は石灰沈着症によるCTSを経験し，調査・検討を行ったので報告す
る．【対象】当院で2005年から2014年までに石灰沈着症によるCTSに対して手術加療を行った5
人5手を対象とした. 平均年齢は56.4歳（41～68），症状出現から手術までの期間は平均25.4ヶ
月（3～37），術後経過観察期間は平均4.6ヵ月（4～6）であった．術前と術後最終診察時の
CTSI-JSSH，血液検査所見，基礎疾患，病理所見，結晶分析を調査した．【結果】術前CTSI-
JSSH症状重症度スコアは平均47.6(41～52)，機能的状態スケールは平均22.8(16～26)であり，
全症例で著しい正中神経領域の疼痛を認めた．代謝性疾患,膠原病を有する症例はなく，病理所
見は5例中3例で被膜内石灰化と多核巨細胞を含む肉芽組織を認めた.その他2例では上記を認め
ず,変性軟骨細胞と周囲の石灰沈着を認めた.被膜の有無にかかわらず,全例で屈筋腱周囲の滑膜
炎所見を認め，結晶分析は5例中3例にピロリン酸カルシウム,1例に炭酸カルシウムとリン酸カ
ルシウム,1例にリン酸カルシウムが検出された.術後最終診察時のCTSI-JSSH症状重症度スコア
は平均16.8(12～20)，機能的スケールは平均10.4(9～14)と改善し，観察期間における再発例は
なかった．【考察】石灰沈着症は基礎疾患に伴う石灰化と,特発性に分けられ,後者には1943年
にInclanが提唱したTumoral calcinosis （以下TC）も含まれる.今回経験した特発性石灰沈着
症5例中3例がTCであったが,TCを含め全例が利き手に発症しており,over useが病態に関わって
いると考えられた．また，今回経験したCTSに特徴的であった著しい疼痛症状は石灰による物理
的な正中神経圧迫に加え，屈筋腱周囲の滑膜炎が惹起されたためと考えられた．
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手根管症候群の術後成績に母指CM関節症が与える影響
The prevalence of basal joint arthritis of the thumb in patients with carpal tunnel syndrome

○三竹 辰徳, 建部 将広, 田中 健司, 浦田 士郎

安城更生病院　整形外科

【目的】母指CM関節症は閉経後女性に多く、好発年齢が手根管症候群と似ている。本研究の目
的は、手根管症候群に合併する母指CM関節症の有病率を調査し、CM関節症が手根管開放術後に
与える影響を評価することである。
【対象と方法】手根管開放術を行い、2か月以上追跡調査可能であった304例365手を対象とし
た。男性117手、女性248手、手術時平均年齢は63歳（25～88歳）、平均経過観察期間は13か月
（2～80か月）であった。手術前の単純X線でEaton分類stage2以上の母指CM関節の変形を関節症
性変化ありと評価した。CM関節症を合併していた群をCM群、合併していなかった群をN群とし
て、臨床検査を比較した。術前と最終診察時に電気生理学的検査を行い、短母指外転筋からの
運動神経終末潜時(distal latency)と、手根管を挟む知覚神経伝導速度（SCV）を評価した。
【結果】CM群は101手、N群は264手であった。CM群の内訳はEaton分類stage2が83手、stage3が
14手、stage4が4手であったが、母指CM関節痛を認めたものはなかった。性別と経過観察期間、
透析合併についてはCM群とN群の間に有意差を認めなかった。手術時平均年齢はCM群69歳（43～
88歳）、N群60歳（25～88歳）であり、年齢分布に統計学的有意差を認めた(P＜0.05)。
術前のdistal latencyはCM群9.32ms、N群7.98msであった。術前のSCVはCM群22.6m/s、N群
26.8m/sであり、いずれも有意差を認めた(P＜0.05)。
術後のdistal latencyは CM群4.81ms、N群4.77msであり有意差を認めなかった。
【考察】本研究では手術を行った手根管症候群365手のうち、101手に画像上の母指CM関節症を
認めた。CM群ではN群よりも高齢者が多かった。CM群では術前の電気生理学的検査で重度の手根
管症候群が多かったが、最終診察時の臨床検査結果はN群と遜色なく、いずれも良好な治療成績
であった。
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Kienbock病に合併した手根管症候群の検討
Carpal tunnel syndrome associated with Kienbock disease

○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 医学部　手の外科

【目的】Kienbock病に合併した手根管症候群（以下CTS）は比較的まれであり、その臨床像、病
態に関しては不明な点が多い。今回、自経例に対して検討を行ったので報告する。【対象と方
法】Kienbock病に合併したCTSに対して神経剥離術を行った12例12手（男性3例、女性9例）を対
象とした。手術時平均年齢は72（62～87）歳であった。初診時の愁訴、手関節痛の有
無、Kienbock病に対する治療歴と病期、両側の正中神経伝導速度、術中所見につき検討し
た。【結果】愁訴は全例しびれ、巧緻性障害であり、全例母指球筋萎縮を認めた。手関節痛は2
例のみに認めた。40年前に手術加療を受けた1例以外は、受診して初めてKienbock病と診断され
た。病期は、Lichtman分類stageIIIbが5例、stageIVが7例であった。患側の正中神経伝導速度
は全例、運動神経遠位潜時の遅延または測定不能を認め、健側は11例が4.0msec以上であり、う
ち7例は4.5msec以上であった。術中所見では、正中神経は11例が横手根靭帯の近位部で最も絞
扼されており、1例のみ中央部で絞扼されていた。手術時に横手根靭帯と月状骨の位置関係を確
認した8例においては、8例とも月状骨は横手根靭帯のやや近位に位置していた。【考察】臨床
像は、高年の手関節症状がほとんどない末期のKienbock病であり、女性の割合が高いのが特徴
であった。発症の原因は、潜在的なCTSを背景として、月状骨の突出により正中神経が掌側に押
し上げられているすぐ遠位に横手根靭帯が位置するために、正中神経が通常の絞扼部より近位
の横手根靭帯近位部で絞扼されることが一因と考えられた。
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特発性手根管症候群における腱滑膜の病理組織学的検討-若年群と高
齢群の比較-

Pathohistological Study of Tenosynovium in Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome -Comparing Older Age

Group and Younger Age Group-

○鶴田 敏幸1, 峯 博子1, 内橋 和芳2

1医療法人友和会　鶴田整形外科, 2佐賀大学医学部　病因病態科学講座

【はじめに】
手根管症候群（CTS）において，術式に関わらず高齢者は若年者に比較し術後成績が不安定であ
る。我々は術中所見において，若年者と高齢者の腱滑膜が異なる印象を受けている。これまで
CTS患者の横手根靱帯や腱滑膜について検討された報告は散見されるが，若年者と高齢者を比較
した報告は我々が渉猟し得たかぎりない。そこで今回，若年群と高齢群の腱滑膜を病理組織学
的に評価し，その違いを検討した。
【対象と方法】
対象はCTSに対しECTR法もしくは手指屈筋腱腱滑膜切除法を施行した31名32手で，60歳未満の若
年群16手(平均50.8歳)，70歳以上の高齢者群16手（平均77.8歳）である。手術時に腱滑膜を採
取し，滑膜表層細胞の増生，リンパ球浸潤，ヒアルロン酸産生性の軟骨細胞様細胞
（chondrocytoid cell），膠原線維の粘液変性について評価し，その頻度を両群間で比較し
た。
【結果】
滑膜表層細胞の増生は，両群ともに1例（6.3％），リンパ球浸潤は，若年群2例（12.5％），高
齢群1例（6.3％）に認め，両群間に有意差は認めなかった。しかし，粘液変性は若年群13例
（81.3％），高齢群6例（37.5％），軟骨細胞様細胞は若年群9例（56.3％），高齢群2例
（12.5％）に認め，ともに若年群が高齢群に比し有意に頻度が高かった。
【考察】
今回，CTSの若年群と高齢群において，腱滑膜の病理組織学的な特徴が異なる結果を得た。これ
は，両群の病態に差違がある可能性を示唆するものと考える。CTSの本態は正中神経への圧迫で
ある。高齢者では，粘液変性や軟骨細胞様細胞の頻度が少ない腱滑膜が，横手根靱帯部ととも
に正中神経の圧迫をきたし，さらに術後の正中神経の弾性の回復に影響を及ぼし，成績が不安
定となる原因の一つになっているのではないかと推察する。今後さらに症例数を重ね，詳細に
検討していく予定である。
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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と心機能
The clinical features and cardiac function of idiopathic carpal tunnel syndrome with TTR amyroid

deposition.

○大茂 壽久1, 酒井 昭典2, 川崎 優二1

1戸畑共立病院　整形外科, 2産業医科大学　整形外科

【目的】野生型TTR関連アミロイドーシス（senile systemic amyloidosis：SSA）は、高齢者に
多く発症し心障害を中心とし全身臓器に沈着する予後不良な疾患である。SSAでは心症状に先行
して約半数に手根管症候群を発症す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53名60手　（男性
15名　17手、女性38名　43手、平均年齢　68.1±13.7歳）とした。手術時に屈筋腱滑膜を採取
しDSF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のみ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、心胸郭比（CTR）、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43.3%であった。男性はTTR陽性率47.1%、女性39.5%であり男性に多い傾向にあっ
た。平均年齢は、TTR陽性群（75.8±8.9歳）が陰性群（62.5±13.9歳）と比較して有意に高
く、運動神経遠位潜時は、陽性群（7.0±1.9ms）が陰性群（5.7±1.9ms）と比較して有意に延
長していた。心機能では、CTRは陽性群（50.3±6.0％）が陰性群（46.9±4.7％）と比較して有
意に拡大していた。心電図では、心房細動、房室ブロック、心室内伝導障害などの刺激伝導系
異常を陽性群54.5％、陰性群9.6％に認めた。一方、心臓超音波検査所見では、陽性群は、心室
中隔厚（IVS）と心室後壁厚（PW）の有意な肥厚を認めていた。【結論】TTRアミロイド沈着を
認める手根管症候群は高齢男性の重症例に多かった。また、心電図では刺激伝導系異常を54.5
％と高頻度に認め、心室中隔および心室後壁の肥厚を認めていた。
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手外科におけるシミュレーション技術：実用化への道程と将来展望

○村瀬 　剛

大阪大学 整形外科

過去10年間、我々は手外科におけるシミュレーション技術開発と臨床応用を積極的に推進して
きた。3次元形状評価が最も効果的な変形矯正に主に使用してきたほか、形態・動態を詳細に解
析することで病態を把握して治療に活かしたり、実体造形モデルを手術ナビゲーションとして
利用する試みを行ってきた。本講演では実際の症例を交えながら、我々が歩んできた道を振り
返るとともに将来に対する展望を述べる。
2003年当時、幸運にも大型の研究費を獲得した我々は、開発効率性の向上と独立した研究環境
維持を目的としてプログラマーを雇用し、ソフトウェアを独自に開発する体制を整えた。プロ
グラマーと医師が机を並べて開発に取り組むことで、臨床的・実地的な視点からの開発が可能
となった。研究がある程度進んだ段階で医療用造形が可能な３Dプリンターを導入、骨の実体モ
デルだけでなくシミュレーションを実際の手術で再現するための患者適合型手術器具（PMI:
Patient Matched Instrument）を研究室内で作成することができるようになり、研究は一気に
加速した。2009年、日本科学技術振興機構（JST）からグラントを受けることをきっかけに企業
に対してライセンスアウトし、本格的に実用化を目指すことになった。PMIと組み合わせて行う
ことで矯正骨切りの内固定を極めてシンプルかつ正確に行うカスタムメイド骨接合プレートの
アイデアも研究当初からあったが、この頃から実際に開発にとりかかった。海外でのキャダバ
ースタディーを重ねることでデータを蓄積し、医薬品医療機器総合機構（PMDA）との折衝を経
て薬事承認を得ることが出来た。
しかし、本技術の有用性が真に評価されて普及に至るには、基本的な知識や理論、問題点を共
有するためのシステムが必要であるとの考えから、現在は興味を持って頂ける先生方とともに
研究会組織の設立を進めている。
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手根管症候群患者における母指球筋の超音波検査による評価
The evaluation of thenar muscles in carpal tunnel syndrome with ultrasonography

○岩永 康秀, 辰巳 徹志

東京都立多摩総合医療センター　整形外科

【背景と目的】手根管症候群において母指球筋の萎縮が起こることはよく知られている。この
評価としては外観上の萎縮や対立機能、電気生理学的検査が行われてきたが画像による評価の
報告はまれである。今回、手根管症候群患者を対象に超音波検査での母指球筋の評価を試みた
のでこれを報告する。【方法】研究に先立ち健常者20名40手の母指球筋の超音波検査を行った
後、手根管症候群で母指球筋に萎縮のある例と手術予定症例20例28手（男性3名、女性17名、平
均年齢70.7歳）を対象に母指球筋の超音波検査を行った。第1中手骨基部掌側での短軸像、第1
中手骨掌側での長軸像で短母指外転筋、母指対立筋を評価し、短母指屈筋はその長軸像での評
価を行った。【結果】健常者では全手で短母指外転筋、母指対立筋、短母指屈筋の両頭が良好
に描出され、短母指外転筋においては2-3層の筋層に分かれているのが観察された。手根管症候
群で母指球筋の萎縮が強い手では短母指屈筋、母指対立筋が扁平化し、境界が不明瞭であっ
た。さらに外観上短母指屈筋の萎縮が疑われた1手では短母指屈筋の両頭とも描出不能であっ
た。健常者の短母指屈筋で観察された層状構造は28手中14手で筋萎縮に伴い確認できなかっ
た。母指対立筋は健常者では周囲の筋と等エコーであったが手根管症候群患者では28手中16手
で高エコーとなっていた。【考察】手根管症候群患者では母指球筋の画像評価はほとんど行わ
れてこなかった。超音波検査を用いることで母指球を構成する各筋肉を描出することができ、
各々の萎縮の程度を評価できる可能性がある。しかし萎縮が軽度の例では超音波検査による画
像評価は困難である。今後は症例を蓄積することにより超音波の所見と母指対立機能や電気生
理学的検査との関係を明らかにしたい。
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超音波検査による母指球筋萎縮の評価
Evaluation of thenar atrophy based on ultrasonographic measurement

○名倉 一成1, 金谷 貴子1, 美舩 泰2, 乾 淳幸2, 国分 毅2

1神戸労災病院　整形外科, 2神戸大学大学院　整形外科

【目的】超音波検査を用いて手根管症候群(CTS)の母指球筋萎縮を評価した。【対象と方法】母
指球筋萎縮を呈する重症CTSで電気生理学的重症度では4期(DML遅延＋SCV測定不能)と5期(DML,
SCVともに測定不能)と分類された29名を対象とした。4期:男性7手、女性12手、5期:女性10手
で、平均年齢は4期:65.5歳、5期:73.8歳であった。超音波検査の短軸像で母指対立筋(OPP)が第
1中手骨橈側に付着する位置で、短母指外転筋(APB)およびOPPの最大となる筋表面-第1中手骨間
距離(筋幅)を測定し、30歳代の健常者(男女別)と比較した。統計にはWilcoxonの順位和検定を
用いた(p＜0.03)。【結果】平均筋幅は健常者:男性APB; 9.2±1.8mm、OPP; 4.4±0.9mm、女性
APB; 7.4±1.8mm、OPP; 3.9±0.9mmに対し、4期では男性APB; 9.0±2.3mm、OPP; 5.0±0.8mm、
女性APB; 6.4±2.2mm、OPP; 3.8±0.8mmであり、APBが男女ともに減少をみとめ、女性では有意
であった(p=0.02)。5期では女性のみの検討となったがAPB; 4.5±1.8mm、OPP; 3.5±0.8mmであ
り、APB, OPPともに減少を認め、APBでは有意であった(p=0.0003)。【考察】超音波検査による
母指球筋評価の報告は少ない。昨年の本学会で報告した超音波検査による健常人の母指球筋の
測定値を指標とし重症CTSでの母指球筋萎縮と比較したところ、電気生理学的重症度と並行し
て、まずAPBの筋幅の減少に始まり、重症度が進むとAPB に加えてOPPの筋幅の減少を認め
た。【結論】重症CTSでの超音波検査による母指球筋萎縮の評価を報告した。
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特発性手根管症候群の超音波診断：honeycomb-like imageに基づく診
断基準

Ultrasonographic Diagnosis of Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome Based on the Honeycomb-like Image.

○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)近年，手根管症候群(CTS)の補助診断に超音波検査(US)が用いられている。その方法は正
中神経の腫大の検出(神経断面積(CSA)を測定しcutoff値(co値)と比較)である。CSA測定は神経
の辺縁を利用する方法であり，神経内の変化は評価しない。今回われわれは神経内の正常像と
して神経束が粒状に描出されるhoneycomb-like image(h像)に着目した。CTSではh像は神経の腫
大とともに消失する傾向にあるため，co値の設定にはh像の有無を考慮する必要があるのではな
いかと考え，この点について検討した。(対象と方法)特発性CTS202女性260手(49-81(平均
59)歳)と同年代の対照95女性95手(利き手)を対象とし，手根管近位で正中神経の最大径高位の
US横断像を得た。CSA,ROC法によるco値,感度,特異度を全手およびh像の有(残存手)無(消失手)
別に求めた。(結果)残存手は患者31手,対照41手で，残る手は消失手であった。CSA(平均±
SDmm2,患者/対照の順)は全手15.0±5.2/8.9±2.1,残存手10.4±2.3/7.8±1.4,消失手15.5±
5.2/9.5±2.3で，いずれも患者が対照より有意(p＜.05,以下同)に高値で，残存手では患者,対
照とも消失手より有意に低値であった(t検定)。全,残存,消失手の順に至適co値(mm2)は
11,9,12，感度/特異度(%)は81/83,79/80,80/82であった。全手対象のco値,11mm2を残存,消失手
に適用すると，感度/特異度(%)はそれぞれ29/100,85/76となった。(考察)CSAは患者,対照とも
残存手で消失手より小さい結果，至適co値も残存手で消失手より低くなる。h像の有無別にco値
を設定すると感度,特異度は残存,消失手とも80％前後であるが，全手対象のco値を一律に用い
ると両指標は不均一(残存手では特異度は改善するが感度が低下，消失手ではその逆)となる。
したがって，感度,特異度を均一に保つためにはh像の有無別にco値を設定する必要がある。
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手根管症候群におけるエコー所見の検討-重症例との比較
Ultrasonographic assessment of idiopathic carpal tunnel syndrome Comparison with severe cases

○林原 雅子1, 山下 優嗣1, 金谷 治尚1, 藤田 章啓2

永島 英樹1

1鳥取大学　医学部　整形外科, 2日野病院組合日野病院

【目的】近年．超音波（US）検査を使用した手根管症候群（CTS）の診断法に関する報告が散見
され、有用性が認められるようになった。我々はCTS症例について神経伝導速度検査（NCS）を
もとに、重症度と知覚およびUS所見との関連について検討した。【対象と方法】2009年12から
2013年7月の間に，当院で臨床上特発性CTSと診断された15名24手について初診時にNCS、知覚評
価 、 U S 検 査 を 行 っ た 。 N C S に よ り P a d u a の 基 準 に 分 類 す る
と、extreme6手、severe11手、moderate7手であった。重症例であるextreme群6手とそれ以外の
non extreme群18手の2群にわけ、知覚とUS所見との関連を検討した。知覚評価は母指、示指、
中指のSemmes-Weinstein monofilament test（SWテスト）を行い、US検査では手根管部の横断
像で手根管近位、手根管近位縁と遠位縁での正中神経の縦径と横径、手根管の縦径と横径をそ
れぞれ計測した。【結果】extreme群は、SWテストで有意に低値であり、US所見では、手根管遠
位部の横径が小さかった。また手根管近位で正中神経の縦径が大きい傾向にあっ
た。【考察】MRIやUS検査により、手根管近位部において正中神経の断面積が増大する、あるい
は、重症度と神経の面積は相関すると報告されている。重症例である反応なし群で手根管近位
での神経の縦径が大きい傾向にあったのは、神経の腫れを示唆しており、過去の報告に一致し
た。また手根管の容積は、遠位部へいくほど小さくなるといわれている。反応なし群で有意に
手根管遠位の横径が小さかったことは、手根管最狭窄部の大きさが重症度に影響する可能性を
示唆するが、断面積の比較など更なる検討が必要と考えた。
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重症手根管症候群の短母指外転筋遠位潜時導出の限界
Limit of abductor pollicis brevis distal latency measurement of severe carpal tunnel syndrome

○ 田山 信敬

松村総合病院　整形外科

【目的】重症手根管症候群で短母指外転筋遠位潜時(APB DL)が、どの程度まで導出されるのか
検討した。【対象と方法】対象は浜田分類grade3手根管症候群の1996年から2013年までの53手
で、男性13手　女性40手であった。年齢は41-84歳（平均64.9歳）であった。これらに以下の電
気生理学的検査を行った。1.手関節で正中神経を刺激し、短母指外転筋複合筋活動電位(以下
APB CMAP) を導出した。10手にAPB CMAPが導出され、遠位潜時（APB DL）は、5.3から14.2msec
だった。2.APB CAMP非導出43手に針筋電図を施行し,11手に運動単位電位を認めた。うち10手に
手関節刺激で遠位潜時導出を試み、遠位潜時（APB needle DL）が7手で導出され、DLは7.2から
50.2msecだった。上記より以下について検討した。1.手根管症候群50手を無作為に抽出し、そ
れらのAPB DLと振幅の線形近似曲線から上限値を求め、APB DLの上限値と比較した。2.他のAPB
針電極導出できた5例と上記症例も含めてAPB needle CMAPのDLと振幅の線形近似曲線から上限
値を求め、APB needle DLの上限値と比較した。【結果】1. 50手より得られた線形近似曲線で
APB DL上限は12.9msecだった。測定値の上限は14.2msecだった。2.針導出APB CMAPでDLと振幅
が計測できたのは8手で, それより得られた線形近似曲線でAPB needle DLの上限は100msecだっ
た。測定値の上限は50.2msecだった。【考察】本研究ではAPB DLの上限は表面電極導出で
14.2msec、針筋電図導出では50.2msecであった。対照より予測された表面電極導出潜時は上限
12.9msecであり、おおよそ妥当と思われた。針導出での予測上限潜時は100msecと現実値と乖離
があった。針導出例のデータ数が少なく信頼性に乏しいが、実際の検出精度等を考慮すると針
導出では上限50.2msecで妥当と思われた。

S409



2-4-18

重症手根管症候群における短母指外転筋筋力回復の検討
Severe carpal tunnel syndrome-postoperative recovery of Abductor policis brevis

○鈴木 重哉1, 伊藤 高規1, 鈴木 希央1, 阿部 雅志1

澤田 智一2

1藤枝市立総合病院　整形外科, 2浜松医科大学　整形外科

【目的】対立障害を有する重症手根管症候群患者に対して手根管開放術を行った場合、短母指
外転筋（以下APB）の回復が得られる症例と得られない症例がある。今回、我々は対立障害を有
する手根管症候群に対して手根管開放術を行った症例の治療成績と、それに影響を及ぼした要
素について検討したので報告する。【方法】術前、APBの徒手筋力検査（以下MMT）が0もしくは
1であった手根管症候群に対して当院で直視下手根管開放術を行った38例43手を対象とした。男
性14例、女性24例、手術までの罹病期間は3ヵ月～20年であった。手術時年齢は30歳～88歳（平
均71.6歳）、術後経過観察期間は3～42か月（平均18.5か月）であった。手術時年齢が70歳以上
を1点、罹病期間が1年以上のものを1点、APB終末潜時、感覚神経伝導速度ともに導出不能であ
ったものを1点のリスクポイントとして、0点～3点で各症例を点数付けし、結果を検討した。術
後APB筋力が4以上に回復したものを良好群、4未満のものを不良群とした。【結果】良好群は
21手、不良群は22手であった。リスクポイントが0点の症例は6例すべてで術後成績が良であっ
た。リスクポイント1点群は6例中5 例（83％）、リスクポイント2点の症例は14例中9例
（64％）、リスクポイント3点の症例は17例中1例（6％）で術後成績が良好であった。【考察】
罹病期間、手術時年齢、電気生理学的重症度はそれぞれ手根管開放術後の予後に影響するとす
る報告が多い。これらをリスクファクターとして各症例を点数化することで術後の予後予測が
出来ると考えた。リスクポイントが0点の症例はたとえ術前APBのMMTが0-1でも筋力の回復が十
分見込め、手根管開放術のみで良好な母指対立機能が回復する。リスクポイント3点の症例は手
根管開放術のみではなく、同時対立機能再建も検討すべきである。
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重症手根管症候群の術前後での電気生理学的検討
Electrophysiological evaluation of severe Carpal tunnel syndrome before and after  Carpal tunnel release

○田山 信敬

松村総合病院　整形外科

【目的】手根管症候群(CTS)の短母指外転筋複合筋活動電位(APB CMAP)が導出不能例で、短母指
外筋針筋電図(APB EMG)と第2虫様筋複合筋活動電位(2nd L CMAP)誘発を行い、術後のAPB CMAP
導出が、術前のAPB EMGと2nd L CMAPのどちらが予後判定に有用か比較検討した。【対象と方
法】当科でのCTS群、2000年から2013年の24手、男性4手、女性20手、年齢51から84歳（平均
64.7歳）。術前電気生理学的検査でAPB CMAPが導出不能で、術後経過観察できた症例を対象と
した。術後経過観察期間は、1ヶ月から107ヶ月（平均20ヶ月）であった。方法1.術前に手関節
で正中神経を刺激し、2nd L CMAPを誘発した。17手が導出され、7手が非導出だった。2.術前に
17手にAPB EMGを施行し、運動単位電位（APB MUP）の有無を確認した。5手にMUPを認め、12手
にMUPを認めなかった。3.術後調査時にAPB CMAPを誘発した。APB CMAPが導出されたのは18手
で、非導出は6手だった。上記より以下について検討した。1.術前2nd L CMAP導出群と非導出群
間での術後APB CMAP導出の有無の有意差。2.術前APB MUPを認めた群と認めなかった群間での術
後APB CMAP導出の有無の有意差。3.術前2nd L CMAPとAPB MUPの有無により4群に分類し、それ
らの群間での術後APB CMAP導出数の有意差。以上についてχ2乗検定を行い、有意水準を0.05と
した。【結果】1. 術前2nd L CMAP導出群と非導出群間での術後APB CMAP導出の有無では有意差
を認めなかった。2. 術前APB MUPを認めた群と認めなかった群間での術後APB CMAP導出の有無
では有意差を認めなかった。3. 術前2nd L CMAPとAPB MUP有無での4群間で、術後APB CMAP導出
数では有意差を認めなかった。【考察】重症CTS群ではAPB EMGより2nd L CMAPが導出されやす
く診断に有用であるが、術後の予後判定には、どちらが有用とも言えない。
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末期手根管症候群の手根管開放術予後予測における第2虫様筋複合
筋活動電位の有用性

Usefulness of Compound Muscle Action Potential of the Second Lumbrical for Predicting Recovery after

Carpal Tunnel Release in Extreme Carpal Tunnel Syndrome

○江畑 龍樹

佐倉整形外科病院

【目的】1997年Paduaは、手根管症候群（carpal tunnel syndrome : CTS）の重症度を5段階に
分類し、最も重症である末期（Extreme）CTSを、短母指外転筋複合筋活動電位（APB-CMAP）と
知覚神経活動電位（SNAP）の両者が導出不能な症例と定義した。第2虫様筋複合筋活動電位（SL
-CMAP）の予後予測における有用性を検討した。【方法】2006年から2012年までに手根管開放術
を施行し、術後1年以上経過観察した49例56手を対象とした。平均年齢は62.3歳、平均経過観察
期間は27.0ヵ月、母指対立障害は母指と小指のpulp pinchが可能であるか否かで判定し、統計
学的判定にはMann-WhitneyのU検定を用い、p＜0.05を有意差ありとした。【結果】改善群は32
手（57.1％）、非改善群は24手（42.9％）であった。術前SL-CMAP（+）は41手（73.2％）、（-
）は15手（26.8％）であった。改善群32手では術前SL-CMAP（+）は25手（78.1％）、非改善群
24手では16手（57.7％）で、有意差を認めなかった。術前SL-CMAP（+）41手では、改善は25手
（61.0％）、SL-CMAP（-）15手では7手（46.7％）で、有意差を認めなかった。改善群の術前SL
-CMAP平均潜時は6.58ms、非改善群は6.80msで、有意差を認めなかった。【考察】末期CTSで
は、術後母指対立障害が改善しない症例が少なからず存在し、術前に予後予測が可能であれ
ば、一期的母指対立再建術を行う上で有用である。SL-CMAPは、APB-CMAP導出不能例でも導出可
能な症例が多いため、予後予測因子として期待され、近年報告が散見される。本研究では、母
指対立障害改善群において術前SL-CMAP導出可能率が高く、また術前SL-CMAP導出可能群は導出
不能群より母指対立障害改善率が高かったが、有意差は認められず、SL-CMAPは予後予測に必ず
しも有用ではなかった。末期CTSの予後予測にはさらなる研究が必要である。
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母指対立機能障害を伴う重度手根管症候群における2L-INT法を用い
た予後予測の検討

Prognostic prediction using lumbrical and interossei recording of severe carpal tunnel syndrome with

undetectable compound muscle action potential of the abductor pollicis brevis

○大久保 直輝, 藤原 浩芳, 小田 良, 土田 真嗣
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）

重度手根管症候群（CTS）に対して手根管開放術施行前に母指対立機能の回復を予測する方法に
ついて一定の見解はない．本研究の目的は，重度CTSの電気生理学的評価，臨床成績，および母
指掌側外転筋力を後ろ向きに調査し，術前の電気生理学的評価が術後の母指対立機能回復を予
測する指標となるか検討することである．
【対象と方法】対象は，短母指外転筋の複合筋活動電位（APB-CMAP）が導出不能の重度特発性
CTSに対し手根管開放術を施行した35例42手である．術後12ヵ月での臨床成績をKellyの分類
で，術前および術後12ヵ月の母指掌側外転筋力をMMTで評価した．電気生理学的評価は，正中神
経支配の第2虫様筋（2L）尺骨神経支配の第1掌側骨間筋（INT）における運動遠位潜時差を比較
（2L-INT法）で術前，術後3，12ヵ月の導出率と潜時差（2L-INT DIFF）を算出した．
【結果】臨床成績は，excellent 16手，good 21手，fair 5手，poor 0手であった．MMTは，術
前全例2以下であったが，術後12ヵ月で5が11手，4が22手，3が7手，2が2手となった．2L-INT
CMAPは，術前6例で導出不能であったが，術後12ヵ月では全例導出可能となった．術前の2L-INT
DIFFは，excellent例で3.98±1.26 ms，good例で4.18±1.43 ms，fair例は全例測定不能であっ
た．術前の2L-INT DIFFと術後12ヵ月の母指掌側外転筋力との間に負の相関を認め，2L-INT
DIFF≧6 ms例では，術後12ヵ月でのMMTは3以下であった．
【考察】2L-INT法は，重度CTSの86%で定量可能で，2L-INT DIFF≧6 msあるいは導出不能例で
は，母指対立機能の回復が十分ではなかった．術前の2L-INT DIFFは，APB-CMAP導出不能の重度
CTSに対する術後の母指対立機能回復を予測しうる有用な指標となると考えた．
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重症手根管症候群の術後短母指外転筋筋力回復の検討-短母指外転筋
複合筋活動電位と第2虫様筋複合筋活動電位

Severe carpal tunnel syndrome-relation between APB-CMAP, SL-CMAP and postoperative recovery of

APB mustle power

○鈴木 重哉, 伊藤 高規, 鈴木 希央, 阿部 雅志

藤枝市立総合病院　整形外科

【目的】対立障害を有する重症手根管症候群に対して手根管開放術を行い、術前神経伝導検査
と、術後の短母指外転筋筋力の回復との関連を調べた。【方法】術前、短母指外転筋（以下
APB）の徒手筋力検査（以下MMT）が0および1であった手根管症候群に対して当院で直視下手根
管開放術を行った38例43手を対象とした。男性14例、女性24例、術後経過観察期間は3～42か月
（平均18.5か月）であった。術前に神経伝導検査としてAPB複合筋活動電位（以下APB-CMAP）を
測定し、導出不能だった症例に対して第2虫様筋複合筋活動電位（以下SL-CMAP）を測定した。
術後成績はAPB筋力がMMT4以上に回復したものを良好群、4未満を不良群とし、術前神経伝導検
査との関連を検討した。統計学的検討にはFisher`s exact testを用いた(p＜0.01)。【結果】
良好群は21手、不良群は22手であった。APB-CMAPが導出可能な16手中13手（81％）、導出不能
であった27手中8手（30％）が良好群であり、成績との相関が見られた(p=0.0016)。APB-CMAPが
導出不能であった27手中17手でSL-CMAPが導出可能であった。SL-CMAPが導出可能であった17手
中7手（41％）、導出不能であった10手中1手（10％）で術後成績良好となったが、SL-CMAPと術
後成績との間には統計学的相関はみられなかった（p=0.1895）。【考察】APB-CMAPが導出可能
であるものはすべてAPBの回復が良好であるとの報告もあるが、症例によっては回復が不良であ
るものもある。SL-CMAPが導出可能でも半数以上が成績不良となっており、神経伝導検査のみで
は術後のAPB筋力の回復を予測するのは困難である。
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手根管開放術を施行した60歳以下の手根管症候群における電気生理
学検討

One-year postoperative electrophysiological recovery after carpal tunnel release in the patients under 60

years old

○金谷 貴子1, 名倉 一成1, 国分 毅2, 美舩 泰2

筒井 美緒3

1神戸労災病院整形外科, 2神戸大学整形外科, 3新須磨病院整形外科

【目的】60歳以下の手根管症候群(CTS)において手根管開放術(CTR)を施行した症例を対象に電
気生理学的重症度分類を用いて、術前、術後1年での電気生理学的回復を検討した。【対象と方
法】2005-2013年に60歳以下でCTRを行った106手(男性; 20手, 女性; 86手,平均年齢; 52歳)を
対象として診断基準; DML≧4.5ms, SCV≦40.0m/sとして重症度分類(1期:DML,SCV共に正常,
2期:DMLのみ遅延, 3期:DML遅延およびSCV低下,4期:DML遅延およびSCV測定不能, 5期:DML,SCV共
に測定不能)に基づき術前を評価し、術後1年での変化をχ二乗検定にて検討した。【結果】術
前は1期: 1手, 2期: 8手, 3期: 27手, 4期: 37手, 5期: 33手であり92%が3-5期に分散した。術
後は1期: 39手, 2期: 36手, 3期: 16手, 4期: 11手, 5期: 4手となり、1期, 2期が有意に増加
し(p＜0.0001)、4期, 5期が有意に減少した(p＜0.0001)。1, 2期の合計は71%となった。重症度
分類別では2期の8手は1期; 6手, 2期; 2手へ、3期の27手は 1期; 13手, 2期; 12手, 3期; 2手
へ、4期の37手は 1期; 12手, 2期; 16手, 3期; 8手, 4期; 1手へ、5期の33手は1期; 7手, 2期;
6手, 3期; 6手, 4期; 10手, 5期: 4手となり97手(92%)が1期以上改善した。【考察】高齢者CTS
の電気生理学的重症度は、術前は重症例が多いとされているのに対し、今回の60歳以下のCTSの
検討では、術前は中程度-重症(3-5期)に分散し、術後は軽症例(1, 2期)が有意に増加し
た。【結論】60歳以下のCTR後1年での電気生理学的回復は良好である。
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鏡視下手根管開放術後の各種検査所見の経時的変化　-重症度による
改善度の差の評価-

Time course of neurological function after endoscopic carpal tunnel release.

○山口 幸之助1, 加地 良雄1, 中村 修1, 今泉 泰彦2

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】
当科では手根管症候群症例に対し,電気生理学的検査,知覚評価,患者立脚型評価を行っている.
今回,鏡視下手根管開放術(ECTR)を行った患者の術前後の各種検査所見の経時変化を重症別に評
価した.
【対象と方法】
対象は当科にてECTRを行い,6ヶ月以上経過観察可能であった手根管症候群30例(男12例,女18例)
で罹患側は右17例,左13例,平均年齢は67.4歳(52～92歳)であった.これらに対し,術前後の電気
生理学的検査(SNAP,CMAP)と,知覚評価としてSemmes-Weinstein Test(SW),moving two-point
discrimination test(m2PD),static two-point discrimination test(s2PD), 振動覚閾値を,患
者立脚型評価としてQuick DASHを経時的に評価し,各種検査値の動向を評価した.なお術前に
CMAP,SNAPともに導出された群をMS群,SNAPのみ導出されなかった群をM群,CMAPおよびSNAPとも
に導出困難であった群をS群とし,各群の評価を行った.
【結果】
MS群(9例),M群(15例)およびS群(6例)それぞれの術前知覚検査の平均値はSWが3.5,4.6,4.4,m2PD
が4.8,11.3,10.6ｍｍ,s2PDが5.5,12.8,13.6ｍｍ,振動覚閾値が13.9,106.3,178.1Gであった.筋
電図所見では,MS群ではCMAPの平均遠位潜時が術前5.6msから術後3か月で4.7msと早期に回復し
た.術後6か月時点においてM群では15例中9例にSNAPの導出が可能となったが,S群では6例中1例
と改善が遅延する傾向にあった.術前後のQuick DASHはMS群24.2から15.7,M群29.2から22.7,S群
41.2から20.5と改善した。
【考察】
術前にSNAPが導出される症例では各検査で早期に改善がみられた.術前にSNAPが導出されない重
症例でも,CMAPが導出されていれば,術後6ヵ月までにSNAPが導出される可能性がある.一方で,術
前にCMAPも導出されない高度重症例では,術後6ヵ月経過してもSNAPが回復する可能性は低く,知
覚障害の難治化が示唆される.
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中手骨分岐型母指多指症の長期成績
Metacarpal Type Thumb Polydactyly- Long-term surgical outcome

○洪 淑貴1, 大塚 純子3, 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, 3犬山中央病院

【目的】　中手骨分岐型母指多指症の術後長期成績を報告する。【方法】　　1989年～2003年
に同一術者が初回手術を行い10年以上経過観察し得た17例19手（男児13例女児4例、両側例
2例、初回手術時平均年齢9.2ヶ月、平均経過観察期間12.1年）について、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（JSSHスコア）について
調査した。【結果】　術前形態は尺側指MP関節のalignmentが良好なA群10手、MP関節で橈尺指
が蟹爪様変形を呈するB群7手、尺側指中手骨がデルタ型のC群2手の3型に分類された。初回手術
は全手橈側指を切除し橈側指へ付着した母指球筋を尺側指へ移行した。局所皮弁形成術を第1指
間へ1手で、MP関節掌側へ1手で施行した。尺側指中手骨の骨切りを11手に、癒着高度な屈筋腱
剥離を2手に、余剰指節骨切除を1手に行った。全例伸筋腱は低形成であった。MP関節の高度の
不安定性を呈した2手に尺側靱帯の縫縮を、2手に遊離腱移植による靱帯形成術を施行した。修
正手術は2.3～12.5歳で5例に1回、1例に2回施行した。MP関節変形/不安定性に対して関節制動
術を5手に、中手骨骨切り術を4手に、対立腱形成術（小指外転筋移行術）及び第1指間への局所
皮弁形成術を1手に、腱剥離術を1手に、余剰指節の切除を1手に施行した。JSSHスコアは平均
17.5点、優2手、良12手、可5手であった。可5手は全例B/C群で、A群と比較して有意に成績が悪
かった。(p＜0.05)【考察】母指多指の分岐高位が中手骨の場合は、一見良好な形態を持つ
MP、IP関節に機能的な問題が生じた。特に術前尺側指がMP関節で撓屈しているB群ではMP関節は
不安定で、初回手術で骨切りしalignmentの矯正を図ったり、靱帯の補強を行ったにもかかわら
ず、半数以上で二次的に関節制動術を必要とした。
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小指多指症の臨床像
Clinical Picture on Ulnar Polydactyly

○竹内 実知子, 石田 治

広島市立広島市民病院

【目的】小指多指症の臨床像について母指多指症と比較検討した。【対象と方法】2006年から
2014年に治療を行った小指多指症5例9手を対象とした。男児4例、女児1例、左1手、両側4例、
手術時平均年齢は10ヵ月(6から12ヵ月)であった。病型は片側浮遊型1例、両側浮遊型1例、両側
発育良好型1例、片側浮遊型反対側発育良好型2例であった。手術は全例尺側指を切除し、発育
良好型では小指外転筋を尺側指から橈側指へ移行した。浮遊型の付着部、発育良好型の重複指
の分岐部、他の先天疾患合併の有無、同胞の発生の有無を検討した。【結果】浮遊型の付着部
は5手でMP関節レベルであった。発育良好型の重複指の分岐部は、両側発育良好型では低形成な
中手骨が第5中手骨尺側から分岐し、片側浮遊型反対側発育良好型の1例では中手骨の遺残が第4
と第5中手骨間に介在し、もう1例では中手骨の遺残を第5中手骨の尺側に認めた。両側発育良好
型1例に口蓋裂、両側浮遊型1例に両第5趾多趾症、片側浮遊型反対側発育良好型の1例に両第1趾
と両第5趾に多趾症、もう1例に多合趾症の合併を認めた。同胞発生は1家系で片側浮遊型反対側
発育良好型の2例であった。【考察】小指多指症は、症候群や四肢先天異常疾患の合併を高頻度
に認め、その発現にGli3遺伝子の欠損が関与するとの報告がある。染色体検査を行った1例に異
常は認めなかったが、両側例は口蓋裂や多趾症を合併し、同胞例も認めることから何らかの遺
伝子異常の関与が示唆された。母指多指症では病型診断にWassel分類があるが、同様にTamirら
は発育良好な小指多指症を分岐部から5型に分類し、第6指が固有の中手骨を有す型が約80%と多
く、中節骨より末梢で分岐するものはなかったと報告している。自験例も分岐部は中枢側で母
指多指とは異なる臨床像を呈していた。

S418



2-4-27

前腕成長障害による橈骨頭脱臼に対する治療
Surgical Treatment for Developmental Radial Head Dislocation

○堀井 恵美子1, 洪 淑貴1, 服部 達哉2, 大塚 純子3

1名古屋第一赤十字病院, 2服部整形外科皮フ科, 3犬山中央病院

　橈尺骨の高度な成長障害により橈骨頭脱臼を生じた症例に対する機能再建の報告は少ないの
でその中期成績を報告する．【対象】当院初診時すでに橈骨頭脱臼を生じていた７例(男性４女
性３)８肢を対象とした．原疾患は全例多発性外骨腫であり，前腕の短縮・内反変形を主訴とし
ていた．原疾患に対する手術治療歴はなかった．２肢では，屈伸可動域制限が著明であった．
手術時平均年齢13.5歳(8.9-16.9)であった．尺骨近位で変形を矯正し，骨延長を行った．２肢
では同時に橈骨矯正骨切術も行った．2回骨延長を行った症例が2例あった．診療録より，骨延
長量・延長期間・手術治療に伴う合併症，術前および最終調査時の変形・可動域・疼痛・機能
障害を調べ，総合評価をKimの評価に準じて行った．【結果】骨延長量は平均34mm，創外固定装
着期間は154日であった．合併症は，1例で感染があり早期に延長を中止したが，脆弱な仮骨が
変形し，のちに骨切術を追加した．術後経過観察平均90か月(12-120 ) である．最終レントゲ
ンで，全例，橈骨頭は変形し亜脱臼位であった．しかし，内反変形は１例を除いては改善がみ
られ，整容面では満足していた．軽度の疼痛が３肢，著明な可動域制限が１肢みられた．Kimの
評価では術前平均70点が術後85点に改善し，goodとpoorが各1肢で，6肢はexcellentであっ
た．【考察および結語】橈骨頭脱臼が生じた症例に対しても，矯正骨切り・骨延長で変形の改
善は得られた．しかし，経年的に橈骨頭変形は進行し，軽度の可動域制限は残存した．一旦脱
臼が生ずると腕頭関節の安定性の獲得は困難であり，成長障害に対しては早期の修正が必要で
ある．長期経過例では疼痛の訴えもあり，機能障害の進行に関してはさらに長期慎重な経過観
察が必要である．
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小指多指症の検討
The clinical features of ulnar polydactyly.

○加藤 秀輝, 奥本 隆行, 吉村 陽子, 井上 義一

藤田保健衛生大学　形成外科

【はじめに】多指症は比較的発生頻度が高い疾患であるが, 本邦では多くが母指多指症であり
小指多指症はまれである。我が国における多指症全体に占める小指多指症の発生頻度は10%程度
と報告されている。今回われわれは当科を受診した小指多指症について臨床像について検討し
たので, 若干の文献的考察を加えて報告する。 【対象】対象は1992年1月から2014年8月までに
当科を受診し手術を行った小指多指症12例19手。男7例, 女5例である。【結果】罹患側は右
1例, 左4例, 両側が7例であった。8例で足趾の異常を合併していた。2組4例で同胞発生を認め,
いずれも足趾の先天異常を合併していた。Sverdrupの分類ではType Aが14手, Type Bが5手であ
った。また日本手外科学会手の先天異常分類マニュアルによる分類では浮遊型5手, 発育良好型
14手, その他0例であった。【考察】小指多指症は人種間で発生頻度に差がみられ, 黒人は白人
の約10倍と報告されている。欧米では多指症全体の20-40%を占めているが本邦では10%前後であ
る。また欧米では浮遊型が多いとされているが, 本邦では発育良好型が比較的多く, 今回の報
告でも14手が発育良好型であった。母指多指症や欧米と比較し, 本邦における小指多指症の発
生頻度はまれであり今後も症例の蓄積を重ね検討する必要があると思われる。
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中足骨移植による重度母指形成不全症の再建：移植骨の生着とその
成長

Two stage reconstruction by non-vascularized metatarsal bone graft followed by opponensplasty for

severely hypoplastic thumb  with special reference to engraftment and growth of transplanting bone

○飯ヶ谷 るり子, 高山 真一郎, 関 敦仁, 鳥居 暁子

国立成育医療研究センター病院

目的：われわれは重度な母指形成不全に対して、中足骨頭移植と二期的腱移行による再建術
（以下矢部法）を行い、その有用性を報告してきた。しかしながら移植骨の生着・癒合や再建
母指機能が不良な症例も存在するため、今回移植骨の生着と成長について焦点を当て検討し
た。対象及び方法：2002年以後矢部法による再建を行った母指形成不全症46手（Blauth3B
22手、4型24手　手術時平均年齢 3.29歳）を対象とし、骨癒合の有無、骨癒合までの期間、移
植骨骨端線の開存期間および第1中手骨の長さを経時的に計測し評価した。結果：末梢骨片が著
しく細いため、Kワイヤー刺入中は接合部の判定は難しく、抜釘後のＸ線により骨癒合判定を行
った。骨癒合は6週から12週で平均8.8週で得られたが、Blauth分類4の７例、3Bの1例に移植骨
片の骨折が生じた。3例は保存で骨癒合が得られ、5例は偽関節手術を施行した。また二分脊椎
の麻痺足から移植した1例で移植骨の骨吸収がみられた。偽関節、骨折を生じた症例8例中、最
終的に7例で骨癒合は得られたが、2例では高度な変形が残存し母指の対立機能が不良であっ
た。2008年以降の症例では移植骨片の骨端線は現在も開存し、それ以前の症例では8例で9歳～
15歳時に骨端線の閉鎖を認めた。移植骨の成長は、術後2年で観察し得た19症例で平均7.4ｍ
ｍ、術後3年の11例で平均10.8ｍｍの成長を認めた。考察：本法はnon-vascularizedの骨移植で
あるが、移植骨の生着・成長は80％以上の症例で良好に得られ、Ｘ線上骨端線は長期間開存し
ていた。Blauth 3Bでは整容面、機能面でも良好な成績を得られたが、Blauth4の一部では偽関
節や変形を生じるリスクが30％程度あり一部の症例では適応の限界と考えられた。
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16歳以降に行った手先天異常修正術の検討
Clinical feature of the revision for hand anomaly from 16 years old

○根本 充, 熊澤 憲一, 石川 心介, 秋本 峰克

北里大学　医学部　形成外科・美容外科

【はじめに】手先天異常の初回手術は1̃2歳で行われることの多いが、追加修正術は手先天異常
本来の病態や経過によって様々な時期に行われている。我々は過去5年間に行った16歳以降の手
先天異常修正術について調査したので報告する。【対象と方法】対象は2009年4月から2014年3
月の間に16歳以降に修正術を行った手先天異常8例9手とした。方法は疾患名、初回手術時期、
手術回数、修正目的、修正内容を診療録から調査し、青年期における手先天異常修正術の意義
や課題について検討した。【結果】修正術を行った手先天異常は合指症４例5手、母指多指症3
例3手、合短指症1例1手であった。初回手術時期は生後10か月̃1歳10か月時に行われていた。修
正術までに行った手術回数は1回5例5手、2回2例2手、3回1例2手であった。修正目的は拘縮解除
4例4手、指軸修正3例3手、爪甲位置修正1例2手であった。修正術は拘縮解除には植皮術やZ形成
術、指軸修正には矯正骨切り術、爪甲位置修正には皮弁形成を単独もしくはこれらの手技を組
み合わせて行っていた。【考察】手先天異常の術後形態は成長とともに変化し予想し得ない変
形をきたすことがある。変形を残していても機能面では日常生活に適応しているため修正を望
まない患者もおり、青年期における修正術は個別に対応しているのが実状である。我々の症例
は進学や就職を控えた整容面の改善を希望した修正であった。また、患者本人の修正希望より
親からの修正希望が強い側面があった。修正術は本人の希望を考慮し機能、整容に配慮した手
術を心掛けているが、指の長さや植皮部の色調の修正には限界があった。修正術の有無に関わ
らず、成長とともに個々の希望に応じたきめ細かいフォローアップが重要である。
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先天性橈尺骨癒合症における術後腕橈関節アライメントに関する検
討

Evaluation of postoperative radiocapitellar joint alignment in the congenital radioulnar syostosis patients

○赤坂 朋代, 國吉 一樹, 安部 玲, 上野 啓介
木内 均

千葉大学大学院医学研究院　整形外科学

【目的】当科において分離受動術および有茎血管柄付き脂肪弁挿入を行った先天性橈尺骨癒合
症例における術後の腕橈関節アライメントと成績との関連につき検討したので報告する。【対
象と方法】1年以上経過観察可能であった7例8肢を対象とした。男児6例、女児1例。平均手術時
年齢8歳8か月であった。腕橈関節アライメントは単純X線側面像で評価し、前方脱臼型、中間
型、後方脱臼型の3つに分類した。術前、術直後、最終診察時で評価し、自動回内外可動域との
相関を調査した。術式として脂肪弁は、初期の3肢に後骨間動脈を茎とするもの、残る5肢に橈
側皮静脈を茎とするvenoadipo fascial flapを使用し、橈骨頚部の角状変形の強い3肢と橈骨骨
幹部のbowing変形の強い1肢に矯正骨切り術を追加した。平均経過観察期間は2.1年であり、再
癒合を来した症例はなかった。【結果】術前では前方脱臼型が5肢、中間型が1肢、後方脱臼型
が2肢であった。術直後では前方脱臼型が1肢、中間型が4肢、後方脱臼型が3肢であった。最終
診察時では前方脱臼型が2肢、後方脱臼型が6肢であった。前腕回内外可動域は、術直後他動で
全例においてfullとなったが、最終診察時には自動で前方脱臼型において回内37.5±8°、回外
20±10°、後方脱臼型において回内41±23°、回外26.0±18°であり、腕橈関節アライメント
による成績には有意差を認めなかった。【考察】全例において腕橈関節の整復位保持は困難で
あり、特に術後に後方脱臼を来す症例が多く見受けられた。成績に差を認めなかったものの後
方脱臼型では回外時に橈尺骨のインピンジが必発であり、成績低下の一因になっているものと
考えられた。
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日本手外科学会カダバーワークショップにおける手外科教育
Hand Surgery Education with JSSH Cadaver Workshop

○服部 泰典1, 柏 克彦2, 青木 光広3, 矢島 弘嗣4

1小郡第一総合病院　整形外科, 2岩手医科大学　形成外科

3北海道医療大学病院　整形外科, 4市立奈良病院　四肢外傷センター

【目的】2012年6月から、厚生労働省より助成を受けた全国6施設でカダバーを用いた手術研修
が可能となった。日本手外科学会教育研修委員会では、2012年12月に第１回カダバーワークシ
ョップを、2014年9月に第2回を札幌医科大学整形外科学講座と解剖学第2講座と共催し、関節鏡
と四肢の皮弁挙上の手技の教育を行なった。本発表では、その現況について報告す
る。【方法】受講者の応募は関節鏡コース、皮弁コースに分けて学会HPで行なった。第2回の応
募資格は、医師免許取得後15年以内の本学会員で、日本整形外科学会もしくは日本形成外科学
会の専門医取得済みとした。講師は、教育研修委員会の委員を中心とした。第1日目には皮弁と
関節鏡の講義を行い、第2日目には解剖実習室での研修を実施した。関節鏡コースでは関節鏡の
操作およびTFC縫合などの手術手技を、皮弁コースでは四肢の各種の皮弁の挙上手技を実習し
た。【成績】関節鏡コース9名、皮弁コース28名の参加者に対し、12名の講師が指導を行なっ
た。Thiel法という特殊な保存方法で処理されたカダバーは柔らかく、実際の手術に近い感覚で
手術手技を行うことができた。関節鏡ではほとんど生体と同様な状態での手技の実践が可能で
あった。皮弁コースでは、血管内に注入したマイクロフィルにより皮弁の穿通枝も確認でき、
四肢の多くの皮弁の挙上が可能であった。アンケート調査では、97%の受講者が有益なワークシ
ョップと回答し、100%が再度参加したいとの回答が得られた。【結論】手術手技を習得するた
めの最も有効な方法の一つは、カダバーを用いたトレーニングであり、本ワークショップでも
その有用性が確認できた。しかし、カダバーの数の不足、実習時間の制限など、今後改善すべ
き問題点も明らかになった。
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クリニカルアナトミーラボにおける新鮮凍結屍体を用いた手技教育
の効果

Evaluation of surgical training using fresh frozen cadaver in Clinical Anatomy Lab

○鈴木 崇根1, 國吉 一樹2, 小林 倫子2, 助川 浩士2

金塚 彩1

1千葉大学大学院医学研究院　環境生命医学

2千葉大学大学院医学研究院　整形外科学

【目的】近年医学部ではOSCEの導入により基本的な診療手技教育が導入されている。一方で卒
後の手技教育は現場に一任され、古くから患者を用いて指導医と行うOJT（on the job
training）が頻用されているが、倫理面・安全面から課題が残る。海外では屍体を用いて実際
に手術手技を教育するcadaver trainingが導入され効果をあげている。千葉大学では演者らが
2010年にクリニカルアナトミーラボ（以下CAL）を立ち上げ、積極的に導入している。本研究の
目的は屍体を用いた手技教育の効果をアンケートを用いて評価することである。
【方法】CALにて手技教育を行い、参加者（外科医全般）から教育直前、直後にアンケート調査
を実施した。調査項目は年齢・性別・手技の経験回数・理解度（指定3項目を教育の前後に回
答）とし、評価方法はNumeric Rating Scale(7 points)で行った。検討項目は習得度・教育効
果とし、参加者を経験値により4群に分類し、各群間で比較した。
【結果】開催された手技教育は10件であり、参加者は医師141名、有効回答数91名（男性86名、
女性5名）であった。医師としての平均キャリアは11.7年（2̃38年）であった。習得度は教育の
実施後に多くの参加者で増加した。教育効果は経験の少ない群ほど高くなる傾向があった。
【考察】CALで行われている手技教育とはOJTを屍体で実施することである。そのため1回分の手
術と同等の教育効果は少なくとも期待できる。実際には出血がないために時間を十分にかける
こと、失敗を再現してその回避方法を学ぶこと、手術では展開しない周辺解剖も実施すること
で周辺構造を可視化することが可能であり、患者でのOJTに優る点も多数備えている。国民に高
い医療技術を還元するためにも屍体を用いた手技教育を実施できるcadaver labを各大学に整備
することが一番重要である。
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望ましい手外科教育-形成、整形外科混合型の手外科専門施設での手
外科教育に携わって-

An ideal hand surgery education: from Saitama Hand Surgery Institute experience

○福本 恵三, 加藤 直樹, 菅野 百合, 小平 聡
久能 隼人

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

埼玉手外科研究所は手外科専門施設で、形成外科医3名、整形外科医２名のスタッフで運営して
いる。手外科手術件数は年間約1500件で、その内容は肘関節以遠の外傷、変性疾患、絞扼性神
経障害、腫瘍、先天異常と多彩であり、マイクロサージャリーのトレーニングを行える動物実
験室を持つ。2000年から現在まで36名の手の外科研修医を教育してきた。内訳は整形外科医
19名、形成外科医17名、大学医局に属するもの25名、その他9名で、認定医資格を保持していた
ものは整形外科12名、形成外科8名であった。研修期間は基本的に1年で、毎年２名の研修医を
採用する。研修の主目的は、整形外科医はマイクロサージャリーを含む皮膚軟部組織再建、形
成外科医は手外科の基礎知識や技術を学ぶことであった。手外科教育はsubspecialityとして専
門的な知識、高度な技術の習得が目標となると考え、研修医は直接治療に関わり、技量に応じ
手術も担当させている。
手外科は整形外科、形成外科の知識、技術がともに必要な分野である。しかし、大学や総合病
院の形成外科では手外科が専門でも前腕より中枢の症例を治療する機会はほとんどない。一方
整形外科では近年マイクロサージャリーを行う施設が減少している。手外科教育を充実させる
には整形外科系の施設ではマイクロサージャリーを用いた再接着や皮膚軟部組織再建、形成外
科系では肘関節、橈骨遠位端骨折などの骨関節外傷症例を確保できるか否かが重要なポイント
だが、実際には難しい。そのため、手外科研修期間の内1年程度、整形外科は形成外科、形成外
科は整形外科の施設での研修を受けることが望ましいと考える。大学などから他施設へ研修派
遣することで、整形外科と形成外科の施設間の交流も深まり、日本の手外科の発展のために有
益である。
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屈筋腱縫合のトレーニング法について：手外科教育の側面から
A model for practicing flexor tendon repair with artificial tendon

○光安 廣倫1, 竹内 直英2, 岡田 貴充2, 岩本 幸英2

1光安整形外科, 2九州大学大学院医学研究院整形外科

緒言）屈筋腱縫合手技は、極めて重要な手技の一つであり、その正確性は術後成績を左右する
といっても過言ではなく、トレーニング方法の確立は重要と考えている。手技のトレーニング
として動物腱を用いることは、倫理的な側面ばかりでなく、腱の太さがヒトの生体腱とは異な
ること、準備を含めると頻回に行うことが難しいことから適当とは言いがたい。我々は、Tare
らの報告をもとに歯科で使用されるdental rollを使用し、手技の到達については力学試験を含
めて評価する方法を確立した。方法）歯科で使用される綿性の長さ80mmのdental  roll
(ParotisrollTM, Germany）を２本用い、糸は主縫合として4-0 polypropyleneを、副縫合とし
て6-0 polypropyleneを用いて、トレーニングを行っている。技術の評価としては、独自に開発
したcyclic loading machineを用いて、縫合gapの均一性について評価し、縫合部破断の部位と
疲労強度、破断強度を計測し評価を行っている。考察）腱縫合手技は、手外科を専門とする上
で必要不可欠であり、手術成績の向上には迅速かつ正確な手技が求められる。我々は繰り返し
トレーニングを行うことが手技の向上につながると考えおり、dental rollであれば、場所を選
ばすに縫合糸のみあればすぐに出来る利点がある。評価としては縫合がスムーズに出来るとい
った時間的な側面も重要と考えているが、力学的評価を行うことで、人工腱で有るため限界が
あることは言うまでもないが、正確性を評価でき、反復トレーニングを行う意欲の維持にもつ
ながっており、有用と考えている。結語）屈筋腱縫合のトレーニング方法として人工腱を用い
ることで、繰り返し行え、技術の評価を他覚的に行える本方法は、手外科教育の一つと考えて
いる。
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豚足を用いた腱縫合法実習
Surgical training of the tendon suture using pettitoes (hand of pork).

○尼子 雅敏, 有野 浩司, 根本 孝一

防衛医科大学校 整形外科学講座

手外科領域の手術手技の技能の習得には習練が必要である。特に、腱縫合は手外科領域の代表
的な手術手技であり、適切な手技を用いなければ、術後の腱癒着や縫合強度不足による再断裂
の危険性がある。腱縫合の手技の習得の目的で、2004年以来当科では豚足を用いた腱縫合実習
を定期的に行ってきた。本実習を紹介するとともに、その有用性を検討した。
＜方法＞豚足は近隣の精肉店から1個100円で購入して用いた。まず背側の皮膚を切開し、伸筋
腱を展開する。伸筋腱をメスで横切して、2-0ナイロン糸を用いて水平マットレス、または垂直
マットレスで2針縫合する。次に底側を切開して屈筋腱を展開する。屈筋腱を切断後、津下法で
縫合させる。ループ針は2-0ナイロン糸の端末を結ばせて実施する。補助縫合として連続縫合法
を追加する。その際、できるだけ腱の側面を鑷子で把持しないようにしている。この方法を当
科の研修医全員に実施させている。1回の実習時間は2時間である。
＜結果＞全員が縫合可能となった。縫合の手術手技の概念とともに、腱の識別法や扱い方を理
解させることができた。
＜まとめ＞新しい研修制度は教育による成果を評価することを重視している。しかし生きた動
物を用いた実習は容易でないが、豚足は食肉として流通しており、近隣の精肉店から安価に入
手可能である。さらに腱の性状はヒトと類似しており、手技の練習に適している。研修医は縫
合の理論を習得するとともに、手技の難しさ、面白さを学び、手外科の技術の奥深さに感銘す
る者も少なくない。研修医に腱縫合実習の機会を与え、その魅力を体感させることは、手外科
の教育において有用であると思われた。
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当科における手外科を対象としたマイクロサージャリー教育
Education for microsurgery technique in the field of hand surgery in our department

○五谷 寛之1, 田中 祥貴1, 佐々木 康介1, 宮下 昌大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）当院では手術用顕微鏡を４台設置した実験室で医学生、医師に対して血管吻合実
習を行っており、その状況を報告する。（方法と結果）１）医学部６回生は後期臨床実習とし
て６週間在籍し、３日間の午後をマイクロの実習に当てる。医学生９人に以下を行った。肉眼
で５mm程度のチューブで、５-０ナイロン糸を使用して器械縫合の指導を行う。一般縫合は習得
しており困難はない。次に手術用顕微鏡を用い、３及び１mm前後のシリコンチューブを８-０、
ないし９-０ナイロンで縫合させる。最初は指導者が１針縫合し、交互に全周を４-６針縫合さ
せる。評価はチューブを切開して行い、1mmチューブに進むのかを判定する。２日目以降は自由
に選択したチューブを縫合させる。３日目に1mmのチューブに４針以上縫合できたのは３人であ
った。２）医師に対する血管縫合指導　ラット尾の腹側は尾骨、腱成分、動静脈の配列がヒト
の指に似ており剥離、血管縫合の実習に向く。中枢では約１mmで、末梢で0.2mm程度となり上級
者の練習も可能である。また、あらかじめ尾から尾動脈を採取しておくと１週間程度なら何回
でも使うことができるので勤務後に短時間で練習できる。おおよそラットのサイズにもよる
が、一匹で６-１０回は縫合可能である。この方法は演者の知る限り上海医科大学や演者の留学
した仏ナンシー医科大で施行され、フランスでは実習後のディプロム取得が臨床で必須であっ
た。3) 皮弁指導　国内では保存標本を用い、前腕レベルの臨床解剖の検討を行う際に皮弁臨床
解剖を指導する。また、海外でのセミナーに若手医師と同行し、希な皮弁解剖を習得するよう
にしている。（考察およびまとめ）若手医師や医学生は手技の習得には熱心であり、短時間で
実習を行えるようなシステム構築が必要である。【目的】第53回の本会で当センターのHand
Fellowshipについて報告した。その後も年に1-2名ほどの医師が研修に訪れている。現状につい
て報告する。【対象・検討事項】当院では1978年から手外科専門診療を開始し、当センターは
1997年4月に設立した。設立の頃は各大学からの整形外科Rotatorに対して手外科指導をしてい
た。その後2004年4月からFellowの採用を開始した。2014年10月までに21名（整形16、形成
5名）の全国公募による医師を教育した。当センターのFellow採用、教育、仕事、問題点等につ
いて報告する。【採用、教育、仕事等】採用等：整形外科か形成外科の専門医、もしくは同等
の力量があり。期間は基本的に1年。同時期の研修は2名まで。有給。教育・仕事等：肩を含め
た上肢とマイクロ手術症例を担当。自ら主体性をもって患者を治療。全症例の術前後の提示。
担当手術件数は執刀約170件/年、助手約200件/年、1年間でほぼ全ての分野を担当。ハンドセラ
ピィ教育など。【考察等】できる限り手外科全ての領域を網羅する手外科医師を育てることを
考えているので基礎分野が整形か形成かの区別は全くない。また特に苦手分野（整形ではマイ
クロや皮弁・植皮など、形成では骨折内固定など）を克服する必要があると考えている。整形
も形成Baseの医師でも手のリハビリテーションに対する知識技量はほとんどないため、重点を
おいて指導し、セラピストとのコミュニケーションを密にさせ、セラピストから直接指導をう
ける体制にしている。問題は医師個々の手外科の基礎や技量が大きく違うためのギャップが大
きいこと、研修を希望しても所属医局の問題があること、常時Fellow確保が難しいことなどの
現状がある。
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当センターのHand Fellowshipについて
The Hand Fellowship in Our Hand Center

○大井 宏之, 神田 俊浩, 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】第53回の本会で当センターのHand Fellowshipについて報告した。その後も年に1-2名
ほどの医師が研修に訪れている。現状について報告する。【対象・検討事項】当院では1978年
から手外科専門診療を開始し、当センターは1997年4月に設立した。設立の頃は各大学からの整
形外科Rotatorに対して手外科指導をしていた。その後2004年4月からFellowの採用を開始し
た。2014年10月までに21名（整形16、形成5名）の全国公募による医師を教育した。当センター
のFellow採用、教育、仕事、問題点等について報告する。【採用、教育、仕事等】採用等：整
形外科か形成外科の専門医、もしくは同等の力量があり。期間は基本的に1年。同時期の研修は
2名まで。有給。教育・仕事等：肩を含めた上肢とマイクロ手術症例を担当。自ら主体性をもっ
て患者を治療。全症例の術前後の提示。担当手術件数は執刀約170件/年、助手約200件/年、1年
間でほぼ全ての分野を担当。ハンドセラピィ教育など。【考察等】できる限り手外科全ての領
域を網羅する手外科医師を育てることを考えているので基礎分野が整形か形成かの区別は全く
ない。また特に苦手分野（整形ではマイクロや皮弁・植皮など、形成では骨折内固定など）を
克服する必要があると考えている。整形も形成Baseの医師でも手のリハビリテーションに対す
る知識技量はほとんどないため、重点をおいて指導し、セラピストとのコミュニケーションを
密にさせ、セラピストから直接指導をうける体制にしている。問題は医師個々の手外科の基礎
や技量が大きく違うためのギャップが大きいこと、研修を希望しても所属医局の問題があるこ
と、常時Fellow確保が難しいことなどの現状がある。
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社会構成主義に立脚した医学部学生に対するICT活用ブレンド型カ
リキュラムの実践経験

A report of the course of the musculoskeletal system for undergraduate medical students based on

constructivism in the blended learning environment

○奥山 訓子1, 伊藤 薫子2, 越智 健介2, 岩本 卓士2

佐藤 和毅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 医学部学生整形外科

【背景】整形外科講義開始時の医学部生の手外科認知度は，詳細に知っている：0%，名前だけ
知っている：53%，聞いた事もない：47%，と低い（本学調査）．医学教育の目的である「複雑
で不確実性に富んだ臨床現場に対応できる問題解決能力」「協力して問題解決にあたる能
力」「生涯学習を続けるための省察能力」等メタスキルの涵養と実践レベルの手技習得は，明
快なイメージや動機付けなしでは難しく，座学による知識の丸暗記と試験時の反射的想起では
これらの目的達成は困難である．【目的】社会構成主義に基づく協同学習と内発的動機付けを
促す事を目的としたカリキュラムの実践結果を報告する【方法】手術ライブ，診察法実習，学
生グループワーク(GW)を含む集合型講義に，web学習管理システム（LMS）による自習を加えた
ブレンド型カリキュラムを2学年で実践し学生のフィードバックを得た．【結果】解剖など基礎
情報の確認は授業時間外にいつでも個人で繰り返し学習できるLMSで行うと効果的・効率的であ
る．問題解決に応用可能な知識とするには臨床現場体験や指導医の質問が有用だが大人数に講
義室で行うことは難しい．双方向の映像・音声を含む手術ライブ中継により実践に近似した文
脈で熟達者の問題解決過程を視聴することで手術がイメージしやすくなり内発的動機づけが図
られた．また，座学による条件反射的言語情報獲得を応用可能な有意味学習とするにはGWが有
効であり，学生は活発な質疑応答を伴う完成度の高い発表を行い，非常に楽しく有用であった
という意見が多くみられた．一方，教育に熱心な教員でも講義による知識伝達に愛着を持つ者
もおり，試験が知識の評価に偏る現状では合目的的であるとの意見もある．学習者のみならず
教員にとっても「効果と効率と魅力」を兼ね備えた学習方法の改善が望まれる．
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青壮年期の上肢運動器外傷・障害に関する疫学的研究
Epidemiologic study of the upper-limb injuries among young and middle-aged patients

○伊藤 雄也, 尼子 雅敏, 有野 浩司, 根本 孝一

防衛医科大学校 整形外科学講座

【目的】青壮年期の上肢運動器外傷・障害の発生について疫学的に解明すること。
【方法】自衛隊病院等の整形外科を受診した自衛官の初診患者22,340人（男性20,718人、女性
1,458人）を対象とした。初診時に質問票に回答させ、主治医が診断名を記入して回収した。外
傷・障害の種類や発生原因などを集計し、年代別の実態を明らかにした。さらに、上肢外傷に
おける骨折の危険因子を多変量解析を用いて検討した。
【結果】運動器外傷・障害の診断は、のべ26,838件、外傷10,442件(39%)、障害16,396件(61%)
であった。そのうち上肢の受傷は6,198件（23%）で、外傷が3,332件(54%)、障害が2,866件
（46%）と外傷の割合が高かった。部位別では、外傷が手指44%、肩28%、手関節12%と手指の外
傷が多く、障害が肩41%、肘25%、手指17%と肩に多かった。診断は、外傷では捻挫が43％と最も
多く、打撲・挫傷28％、骨折16％であった。障害では筋腱障害37%、関節周囲炎30%、関節障害
16%の順に多かった。年代別には35歳までは外傷が多く35歳以降は障害が多かった。外傷受傷時
の行動は運動が48%、自衛隊の訓練13％が多く、障害受傷時の行動は運動が39％、日常生活動作
18％が多かった。骨折は自衛隊歴の短い者が多く、BMIが有意に低かった(p<0.001)。
【考察とまとめ】青壮年の上肢の外傷・障害に関する疫学的検討は少なく、その実態は明らか
にされていない。青年期は運動に伴う手指の外傷が多く発生し、35歳以降は肩・肘の障害が増
加した。職場の経験年数の少なくやせ形の人は手の骨折に注意が必要であ
る。（705words<750）
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手関節の変形性関節症の頻度とその発現に影響を及ぼす要因
Distribution of primary osteoarthritis in the wrist and the factors that are correlated with wrist

osteoarthritis.

○片山 健1, 小野 浩史1, 古田 和彦1, 赤羽 学2

面川 庄平3

1国保中央病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　健康政策医学

3奈良県立医科大学　整形外科

【目的】本研究の目的は手関節橈側と尺側の1次性変形性関節症(以下OA)の頻度とその発現に影
響する要因を各々明らかにすることである. 各手関節OAは橈骨・尺骨の形状と手根骨配列が影
響すると仮説を立て検討した.
【方法】対象は過去3年間に当院の外来を受診した成人で正確な手関節正面・側面2方向X線撮影
を行い, 明らかな2次性関節症を除外した連続する患者群1128例である.
方法は手関節単純X線正面像で橈骨・尺骨手根関節・手根中央関節の各関節毎に関節症性変化
(関節裂隙狭小化・骨硬化・骨棘・軟骨下嚢胞)の有無から各関節の関節症性変化の頻度を調査
した. 次に, 橈側と尺側手関節のOAに影響を及ぼす要因を明らかにするために年齢と性別をマ
ッチングし, かつ関節症性変化を認めない選択的対照群を個別に抽出した. 各関節毎に関節症
性変化の有無と性別, 年齢, radial inclination(RI), carpal height ratio(CHR), ulnar
variance(UV), volar tilt, radiolunate角, radioscaphoid角との相関を調査した. さらに有
意に相関した項目を説明変数, 関節症性変化の有無を目的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】１次性の手関節OAは橈側/尺側で各々25例(2.2%)/145例(12.8%)に認めた. 橈側手関節
OAはRS関節, STT関節の順で, 尺側手関節OAはDRUJ, 尺骨月状骨関節の順で頻度が高かった. 橈
側/尺側手関節のOAの有無に影響を及ぼす要因はRI, RSA/RI, UV, CHRであり, 最もodds比が高
い項目は橈側手関節OAではRIの0.734, 尺側手関節OAではUVの1.645であった.
【考察】橈側/尺側手関節のOAはそれぞれ2.2%/12.8%に生じ, その頻度はRS関節, STT関節
/DRUJ, 尺骨月状骨関節の順で多かった. 各々のOAに最も影響を及ぼす要因はRIの減少/UVの増
加であった.
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大規模コホート研究による手指変形性関節症の有病率およびその関
連因子‐The ROAD study‐

Prevalence of hand osteoarthritis and associated factor - The ROAD study -

○児玉 理恵1, 岡 敬之2, 村木 重之3, 田中 栄1

吉村 典子4

1東京大学　大学院　医学系研究科　整形外科

2東京大学　医学部　２２世紀医療センター　運動器疼痛メディカルリサーチ＆マネジメント講座

3東京大学　医学部　22世紀医療センター　臨床運動器医学講座

4東京大学　医学部　22世紀医療センター　関節疾患総合研究講座

【目的】本邦の手指変形性関節症(hand osteoarthritis: HOA)の有病率を明らかにし、その関
連因子を解明すること。
【方法】対象は、2012-2013年に行ったROAD study第3回調査に参加した2,566名のうち、両手正
面単純X線撮像を実施した山村、漁村コホート1,535名(男性507名、女性1,028名、平均65.6歳)
である。手指全関節を読影し、Kellgren-Lawrence（KL）grade 2度以上をOA、3度以上をsevere
OAと定義した。統計解析には、性、年齢、体格指数調整済ロジスティック回帰分析を用いた。
【結果】全関節に一つでもOAがある場合を有病とした場合の有病率は、HOAで91.5%（男性
89.9%、女性92.3%）、severe OAでは39.8%（37.3%、41.1%）であった。いずれも年齢と有意な
正の相関を示した（p＜0.0001）。関節毎にみた有病率は、DIP関節85.5%(84.0%、86.3%)で最も
多く、次いで母指IP関節64.2%(63.5%、64.6%)、PIP関節57.5%(50.9%、60.7%)、CM関節
50.2%(50.5%、50.0%)、MP関節38.2%(39.8%、37.5%)であった。PIP関節では男性よりも女性のほ
うが有意に有病率が高かったが（p＝0.0003）、他の関節では有意差はなかった。母指～中指MP
関節では、利き手側が有意に有病率は高かった  (p＜0.0001)。一方、手の痛みは
7.3%（5.7%、8.2%）にみられた。Severe OAは、握力（オッズ比 0.98、95%信頼区間 0.95-
1.00）および手の痛み（1.50、1.06-2.11）と有意に関連していた。
【結論】本研究により、一般住民におけるHOAの有病率と罹患関節の詳細を明らかにし
た。Severe  OAは握力および手の痛みと有意に関連していた。
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バネ指手術時年齢の高齢化
Increasing Age at Surgery for Snapping Finger

○新行内 義博1, 諸橋 彰2, 小泉 憲之1, 名嘉 準一2

山本 淳一2

1所沢中央病院　整形外科, 2仁和会総合病院

はじめに　人口の高齢化によりバネ指手時年齢も高齢化している傾向があると考え、今回我々
は過去18年間のバネ指手術時年齢について分析したので報告する。対象　所沢中央病院(237例)
と仁和会総合病院(246例）で1997年から2014年までの18年間に手術した小児のばね指手術症例
を除く成人例男156例、女327例の483例を対象とした。483例の内には他指にばね指を生じ2回以
上の複数回手術例が、男128人の内23人、女285人の内36人の59人いた。対象を1997年から2008
年までのA群214例と、2009年から2014年9月末までのB群269例のB群に分類した。統計処理はT検
定で行った。結果　1)483例、男156例、女327例の手術時平均年齢は、それぞれ64.9歳、63.7歳
であった。男女のバネ指手術時年齢に有意差を認めなかった(P=0.53)。　2)所沢中央病院
237例、仁和会総合病院症例246例の平均手術時年齢は、それぞれ64.9歳、63.3歳であった。両
病院間のバネ指手術時年齢に有意差を認めなかった（P=0.13)。　3）A群214例、B群269例の手
術時平均年齢は、それぞれ62.2歳、65.6歳で、有意にB群の手術時年齢が高かった（P＜0.05)。
考察　1985年出版の津下著私の手の外科の実際ではバネ指の好発年齢は50代が最も多く次いで
40代であった。自験例483例では60代が161例、次いで50代132例、40代はわずか20例で、70代が
99例、80代54例であった。以上の結果から今後ますます60代以降の高齢のバネ指手術患者が増
加するものと考える。
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救急搬送された橈骨遠位端骨折の外傷重症度スコア(ISS)別の治療内
容の分析

Systemic Injury Severity Influences Treatment Plan for Distal Radius Fracture

○若林 良明1, 品田 春生1, 能瀬 宏行1, 二村 昭元2

大川 淳3

1横浜市立みなと赤十字病院　手外科・上肢外傷整形外科

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　整形外科学分野

【はじめに】掌側ロッキングプレート(VLP)の台頭以来、橈骨遠位端骨折の治療法は確立されつ
つあるが、多発外傷患者においては受傷経緯や合併外傷の影響によって治療方針も左右され
る。当院の外傷重症度スコア(ISS)データベースから外傷の全身的な重症度と、橈骨遠位端骨折
に行われた治療内容の関係について検討したので報告する。
【対象と方法】2007年4月から2014年3月に当院に救急搬送・入院した外傷患者1403例中の橈骨
遠位端骨折55例を、ISS 17点以上の重症群(以下S群：22例23手、平均53(18-87)歳、ISS平均
27点)と、16点以下の軽症群(以下M群：33例34手、平均59(21-88)歳、ISS平均10点)に分類し
た。各群の受傷原因、AO骨折型分類、治療内容、受傷から手術までの期間を比較検討した。
【結果】受傷原因をS群/M群で示すと、交通事故8/7例、転落11/12例、転倒1/11例、その他2/3
例で、S群では転倒が有意に少なかった(Fisherの正確確率検定 p=0.018)。AO骨折分類を
A2/A3/B1/C1/C2/C3で示すと、S群は5/7/1/2/2/6手、M群は2/7/1/4/12/8手であり、ISSの重症度
とAO分類の重症度とは相関を認めなかった。治療内容をS群/M群で示すと、保存療法
11/6手、VLP 11/22手、その他の手術1/6手であり、手術が行われたのはS群52%に対しM群は82%
と有意に高率であった(カイ二乗検定 p=0.012)。手術例の受傷から手術までの期間はS群平均
9.6(5-18)日に対しM群は平均4.7(0-13)日で、M群で有意に短かった(MW-U検定 p=0.002)。
【考察】ISS 17点以上の重度多発外傷例は高エネルギー外傷で受傷しており、単純な転倒によ
る受傷はほとんどなかった。また重度多発外傷例は諸々の理由で約半数で保存治療が行われて
おり、手術となった場合も軽症群よりも平均2倍の待機期間を要しており、合併外傷の状態が治
療計画や方針に影響したものと考えられた。
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当科で手術加療を行った手・肘部の腫瘍性病変について
Tumors of the hand and elbow : Surgical cases in our department

○岡本 駿郎, 多田 薫, 八野田 愛, 山本 大樹
土屋 弘行

金沢大学　整形外科

【目的】上肢に発生した骨軟部の腫瘍性病変について多数例を対象とした報告は少ない。今回
我々は、当科で手術加療を行った手・肘部の骨軟部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1990年から2014年に当科で手術加療を行い、病理学的に診断した手部の腫瘍性
病変244例並びに肘部の腫瘍性病変86例である。肘部の範囲は上腕遠位1/2から前腕近位1/2内を
含める部位とし、肘部より遠位を手部と定義した。
【結果】手部の軟部腫瘍は全171例で、そのうち悪性は10例(5.8％)であった。良性腫瘍ではガ
ングリオン、腱鞘巨細胞腫、神経鞘腫の順に多く認められ、悪性腫瘍では悪性黒色腫、clear
cell sarcoma等が認められた。手部の骨腫瘍は全73例で、そのうち悪性は7例(9.6％)であっ
た。良性腫瘍では内軟骨腫、骨軟骨腫の順に多く認められ、悪性腫瘍では
chondrosarcoma、osteosarcoma等が認められた。
肘部の腫瘍は全72例で、そのうち悪性は22例（30.6%）であった。良性腫瘍では神経鞘腫、脂肪
腫 、 血 管 腫 の 順 に 多 く 認 め ら れ 、 悪 性 腫 瘍 で は m a l i g n a n t  f i b r o u s
histiocytoma（MFH）、synovial sarcoma等が認められた。肘部の骨腫瘍は全14例で、そのうち
悪性は9例（64.3%）であった。転移性悪性腫瘍が最も多く認められた。良性腫瘍ではfibrous
dysplasia、内軟骨腫等を認めた。
【考察】我々の経験した骨軟部の腫瘍性病変のうち、悪性腫瘍の占める割合は手部7.0%、肘部
36.0％と一般に報告される割合よりも高頻度であった。身体所見、MRI所見より腱鞘巨細胞腫を
疑い手術を施行したが最終的に悪性腫瘍と診断された例も経験した。なお、当院での術中迅速
診断の正診率は91.2％（91例中83例）であったことから、永久病理標本による最終病理診断が
行われるまでは常に悪性腫瘍の可能性に配慮すべきと考えられた。
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関節リウマチによる上肢の機能障害に対する手術療法―手指人工関
節全置換術からリバース型人工肩関節全置換術まで

○池上 博泰

東邦大学

関節リウマチによる下肢の障害（特に股関節や膝関節）に対する手術治療は盛んに行われ、良
好な機能の獲得が報告されています。一方、上肢に対する外科的治療は伸筋腱断裂を除くと、
手術の適応、方法、順序などに関して一定のコンセンサスが得られていません。特に、人工関
節全置換術については、この傾向が顕著といえます。
　例をあげると、昨年の2014年に一般社団法人日本リウマチ学会が編集した“関節リウマチ診
療ガイドライン2014”では、人工膝関節置換術、人工股関節置換術とも推奨の強さは“強い”
となっていますが、人工肘関節置換術、人工肩関節置換術は“弱い”となっています。
　また関節リウマチの患者さんの多くが手関節あるいは手指を初発症状としているため、手関
節・手指は長い罹病期間を有し、それに伴って関節の破壊が進行し変形の著しい例も多くなっ
ています。しかし、罹病期間が長いので関節の変形に慣れていて、日常生活で工夫しながら使
うことで、特に外科的な治療を必要としない例もあります。また、治療にあたっては、関節リ
ウマチでは、手指だけでなく、手関節、肘関節、肩関節もその機能が障害されますので、上肢
を一つの運動ユニットとして評価することが非常に大切です。特に手術治療を行う場合には、
手術をする部位のみならず、上肢全体を評価してから、その手術方法を検討する必要がありま
す。
　近年の生物製剤の開発とともに、手術手技の改良、新しいインプラント材料の開発、あるい
はバイオメカニクスの進歩などによって、上肢の関節リウマチ疾患に対する治療体系も変わり
つつあります。
　さらに2014年4月からは、欧米に遅れること10年経って、ようやくリバース型人工肩関節が本
邦でも使用可能となりました。手外科医であっても、リウマチの手指･肘関節を手術する場合に
は、肩関節リウマチに対する現在の種々の治療方法を知っておく必要があると考えています。
　本講演では、手指・手・肘・肩関節リウマチに対する手術療法の適応及びその治療成績につ
いて、経験した実際の症例を提示して言及したいと思います。
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中手骨基節骨骨折に対するナックルキャストの治療成績
Knuckle cast for fracture of the metacarpus and proximal phalanx

○高原 政利, 近藤 幹朗

泉整形外科病院　手肘スポーツ

【目的】MP関節屈曲位でのナックルキャストはMP関節伸展拘縮を防止し、良好な臨床成績が得
られるとされているが、報告症例数が多くはない。今回の目的はナックルキャストの治療成績
を調査することである。【対象】過去4年間に中手骨骨折・基節骨骨折204指を経験し、108指に
ナックルキャストを行った。ナックルキャストの除去まで経過観察した82例101指を調査対象と
した。年齢は平均 32歳であり、ナックルキャストを平均3.6週間装着し、その後32例にはシャ
ーレやテーピングを追加した。経過観察期間は平均10週であった。【結果】転位（2mm以上もし
くは30度以上の変形）は初診時に32指にみられたが、ギプス後は17指であった。骨癒合を確認
したのは82指であり、骨癒合までの期間は平均7.2週であり、未確認の19指の観察期間は平均
4.4週であった。ギプス除去後の指の可動域制限はなしが87%であり、平均6.3週で完全可動域が
得られた。可動域制限があったのは13%であり、観察期間は平均5.4週であった。11週以上経過
観察した33指では可動域制限の残存はなかった。痛みも可動域制限もない良は88%、どちらかが
ある可は11%、両者がある不可は1%であった。転位の残存と成績との関係をみると、可/不可の
割合は転位残存群の22％であり、転位なし群の8%よりも高率であった。【考察】ナックルキャ
スト例の96%は平均4.7週で痛みがなく、87%は平均6.3週で可動域制限がなく、20°以上の可動
域制限は1%のみであった。ナックルキャストにより中手骨・基節骨骨折の整復位が保持され、
骨癒合は平均7.2週で得られ、早期に良好な可動域が得られた。ナックルキャストは優れた治療
法であり、第1選択である。
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中手骨骨幹部骨折に対する観血的治療-髄内釘法とORIF法の比較-
Invasive Surgery for the Shaft of Metacarpal Bone Fracture

○峯 博子, 鶴田 敏幸

医療法人友和会　鶴田整形外科

【目的】
中手骨骨折の手術法には，鋼線や髄内ピンなどによる髄内釘法，螺子やプレートで固定する観
血的整復固定術（open reduction and internal fixation，ORIF法）などがある。我々は，中
手骨骨折に対して髄内釘法もしくはORIF法の二通りの方法を選択してきた。今回，両術式の有
用性を比較検討した。
【対象と方法】
対象は，2001年8月から2014年1月に当院にて中手骨骨幹部骨折に対して手術を行った33例39指
（平均25.5歳）である。全例に対し術式，手術時間，骨癒合期間，合併症を調査し，スポーツ
競技者には競技復帰時期について調査した。
【結果】
髄内釘法は19例23指，ORIF法は14例16指であった。平均手術時間は髄内釘群32.6分，ORIF群
29.6分，平均骨癒合期間は髄内釘群70.3日，ORIF群67.1日で，両群間に明らかな差はなかっ
た。39指中スポーツ競技者の受傷は28指で，競技復帰までの期間は，髄内釘群は平均
15.9日，ORIF群は平均36.7日と，髄内釘群の方が有意に早かった（p＜0.05）。ORIF群の一例に
競技復帰後軽度の転位を認めたが，再骨折等の合併症はなかった。
【考察】
社会人の場合，仕事の内容によって職場復帰の可否は異なるが，スポーツ競技者に対しては手
掌部functional brace装着の上，ほとんどの競技への復帰を許可している。髄内釘法は小皮切
のため，ORIF法よりも早期に装具が装着でき，装着直後から復帰可能で，復帰後の再転位や再
骨折などの合併症も認めなかった。骨折治療では，強固な固定か低侵襲の髄内釘で多少の可撓
性を許した方がよいか迷うところだが，スポーツ競技者の場合は早期に競技復帰可能な髄内釘
法のほうが有用ではないかと思われた。しかし，スポーツを行わない症例については，手術時
間，骨癒合期間において両術式に明らかな差はなかったことから，有用性は変わらないものと
考える。
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髄内釘固定法を行った中手骨骨折の治療成績
Treatment of Metacarpal Fractures with Intramedullary Fixation

○北條 潤也1, 小野 浩史2, 面川 庄平3, 田中 康仁3

1平静記念病院　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

【はじめに】われわれは中手骨頚部及び骨幹部骨折に対して髄内釘固定法を行ったので、その
結果について報告し、問題点について考察した。【対象と方法】対象は2007年10月から2014年3
月までに当院で手術を施行した26例であった。男性19名、女性4名で、手術時年齢は15～79歳
（平均47歳）であった。第5中手骨が19例で第4中手骨が5例、第2および第3中手骨が1例含まれ
ていた。このうち、頚部骨折が18骨折、骨幹部骨折が8骨折であった。手術はX線透視装置を使
用して、骨折部の徒手整復を行う。経皮的もしくは、中手骨基部の背側に小皮切を加え、中手
骨基部を露出した後、刺入予定の鋼線より太い鋼線で刺入孔を作成し、弯曲をつけておいた鋼
線を刺入した。基本的にピンの断端は短く切り皮下に埋没させた。術後は約１週のbulky
dressingを行い、その後は適宜固定もしくはbuddy tapingを行い、自動運動を指示した。手術
時間、骨癒合、術前後と骨癒合時の中手骨長、可動域、合併症について検討した。【結果】鋼
線は0.9mm～1.6mmを用い、平均2.0本を使用した。そのうち3例には、ナカシマプロペラ社製
NODE anchoring systemを使用した。平均手術時間は37分であった。全例骨癒合した。平均5.4
か月で抜釘を行った。中手骨長は手術にて平均4.4mm矯正し得たが、術後短縮を平均3.2mm認め
た。最終経過観察時にcross fingerを1例、MP関節の可動域制限を2例で認めた。伸筋腱や尺骨
神経損傷、感染などの合併症は認めなかった。【考察】髄内釘固定法は侵襲が少なく、骨癒合
しやすい。また、術後短縮が全例起きたが、早期から運動可能で可動域も良好である。MP関節
の可動域制限を生じた2例は、不安定性を認めたため、長期外固定を必要とした症例であった。
不安定性のある症例はプレート固定など別の治療法が良いと考えた。

S441



2-5-4

中手骨頚部・骨幹部骨折に対する治療成績と問題点
Outcomes and complications of the operative treatment for metacalphal neck and shaft fractures

○井下田 有芳1, 内藤 聖人2, 金子 和夫2, 梶原 一1

1江東病院　整形外科, 2順天堂大学付属順天堂医院整形外科

[はじめに] 今回われわれは第2-5指中手骨頚部・骨幹部骨折において、当院で行っている手術
治療の結果を調査し、考察をおこなったので報告する。 [対象と方法] 2009年1月～2014年7月
に当院で手術加療を行った21例の内、最終観察まで行えた19例（男：15例、女：4例、平均年齢
42歳、右：9例、左：10例）を対象とした。頚部骨折10例に対しては鋼線による固定（ピンニン
グ・随内釘）を行い、骨幹部骨折9例には鋼線やスクリュー、プレートを用いた骨接合術を行っ
た。[結果]頚部骨折の1例に術後1週で骨片の掌屈転位・髄内釘穿破を認めたため再手術を要し
た。また、骨幹部骨折2例に遷延癒合を認め超音波骨折治療を併用した。骨折部の掌屈変形の推
移は頚部骨折で術前40°から術直後12°、最終経過観察時14°に、骨幹部骨折で術前18°から
術直後8°、最終経過観察時は9°であった。全例で骨癒合が得られ、患者満足度は高かった。
[考察]中手骨頚部骨折には鋼線を用いた手術治療が多くの施設で行われている。当院でも鋼線
によるピンニングや鋼線随内釘固定を行っている。頚部背側の骨皮質は脆弱なため、随内釘を
行う場合鋼線を骨頭内に深く挿入しなければ術後再転位を起こす危険性がある（本研究でも1例
経験）。また、鋼線は複数本刺入すべきという意見もあるが手技は煩雑となる。鋼線の太さ・
刺入深度に注意すべき手技であると考えている。中手骨骨幹部骨折にはスクリューやプレート
を用いて手術を行っている。プレート固定の場合、術後の矯正損失がほぼないことから強固な
固定が期待され、手指の早期可動が可能になる。しかし、本研究の2例では遷延癒合を認めた。
これは骨折周囲の軟部組織剥離を必要としたためと考えている。軟部組織温存を可能とする相
対的固定を得るためのロッキングプレートの使用を検討している。
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米粒体を伴った慢性腱鞘滑膜炎の検討
Chronic tenosynovitis with rice body formation ; 5 cases report.

○山本 大樹, 多田 薫, 岡本 駿郎, 八野田 愛
土屋 弘行

金沢大学附属病院　整形外科

【はじめに】手関節周囲、特に手掌から前腕の屈筋腱における慢性腱鞘滑膜炎は、しばしば日
常診療で遭遇する疾患であるが、米粒体形成を伴うものは比較的稀である。今回我々は、米粒
体形成を伴った手関節周囲の慢性腱鞘滑膜炎5例について検討を行ったので報告する。
【結果】症例の内訳は男性3例、女性2例、初診時平均年齢は66.2歳（53-84歳）であった。腱鞘
滑膜炎の原因は、関節リウマチが1例、非結核性抗酸菌感染症が2例、真菌感染症（Candida
parapsilosis）が1例、不明が１例であった。米粒体の病理所見は、いずれもフィブリンの析出
した変性滑膜様の組織であり、症例毎の特異性は認めなかった。術後化学療法として非結核性
抗酸菌症では抗結核薬の３剤併用療法を行い、Candida感染例では抗真菌薬の投与を行った。5
例中3例において術後に再発を認め、再手術を要した。初回手術から再手術までの期間はそれぞ
れ１年４か月、１年９か月、５か月であった。再発例も含め、全例最終経過観察時には手指の
可動域制限を認めず、良好な経過であった。
【考察】米粒体形成は慢性的な滑膜炎における非特異的な所見であるとされ、必ずしも診断の
決め手となるものではない。関節リウマチ、結核菌感染症、非結核性抗酸菌感染症による米粒
体形成の症例が散見されるが、Candida感染症によるものは肩、肘関節での報告が数例あるのみ
で、手関節周囲では我々が渉猟しえた限り報告は認めなかった。米粒体を伴った腱鞘滑膜炎で
は、抗酸菌感染症のみでなくCandida感染症も念頭に置く必要があると考えられた。
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クラミジア関連関節炎の手関節画像所見の検討
Evaluation of radiographic findings of Chlamidia-associated arthritis.

○岡田 貴充, 大石 正信, 小山田 亜希子, 竹内 直英
岩本 幸英

九州大学　医学部　整形外科

【目的】反応性関節炎は先行感染症として泌尿・生殖器感染或いは腸管感染の後に発症する無
菌性関節炎と定義されている。先行感染症としてはクラミジアの頻度が高く、クラミジア関連
関節炎とも呼ばれる。今回、手関節痛を主訴として発症したクラミジア関連関節炎の手関節画
像所見について検討したので報告する。【対象と方法】対象は前医での加療で改善が無いため
当科を紹介受診し、血清学的に抗CCP抗体、リウマチ因子が陰性で関節リウマチを否定され、ク
ラミジアトラコマティスIgG、IgA抗体、もしくはクラミジアニューモニエIgM, IgG抗体が陽性
であった6例（男性：5例、女性：1例）を対象とした。年齢は平均48.8歳（23歳～73歳）調査項
目としてMRIで滑膜炎の発症の有無を手根中央関節、橈骨手根関節、遠位橈尺関節に分けて調査
した。また骨びらんの生じている骨を調査した。また前医での診断病名、発症から診断確定ま
での日数をを調査した。【結果】MRI所見では滑膜炎を手根中央関節：1例、橈骨手根関
節：2例、遠位橈尺関節：2例に認め、全例で三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷を認めた。骨び
らんは有頭骨、月状骨、三角骨に多く認めた。前医での診断名はTFCC損傷3例、関節リウマチ3
例であった。診断確定までに平均40.3ヶ月（14～72ヶ月）を要していた。【考察】画像所見で
全例にTFCC損傷が認められ、内3例が実際にTFCC損傷の病名で長期間治療されていた。クラミジ
ア関連関節炎は整形外科分野においても手外科・リウマチ診療の境界に位置するため、通常の
画像検査、関節リウマチに対する検査だけからでは見逃される可能性がある。手外科診療にお
いて、原因不明の手関節痛は常にクラミジア関連関節炎を鑑別診断の一つに挙げることが重要
であると思われた。
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手における非結核性抗酸菌感染症の治療経験
Treatment for Nontuberculous Mycobacterial Infection of the Hand

○納村 直希1, 池田 和夫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】手における非結核性抗酸菌感染症は、慢性的な手の腫脹として経過し、その生物学的
活性の低さから診断には難渋することが多い。臨床経過と病理組織像から非結核性抗酸菌感染
症と診断した7例について治療成績を検討した。
【対象および方法】対象は男性6例、女性1例であり、平均年齢は63歳であった。全例に屈筋腱
の慢性滑膜炎を認め、当科初診までの罹病期間は2-34か月であった。前医で手術を施行されて
いた症例は2例あり、1例は複数回の滑膜切除を受けていた。抗酸菌培養、PCR法、病理学的検査
から本症と診断した。手術は広範囲の滑膜切除を行ったが、骨病変を認めた1例は手関節固定術
を行った。術後は、EB（エタンブトール）、RFP（リファンピシン）、INH（イソニアジド）の
三剤併用療法を施行した。
【成績】起因菌が同定できたのは4例あり、その内訳は、Mycobacterium intracellulare
3例、Mycobacterium kansasii 1例であった。病理所見では、類上皮肉芽腫を全例、多核巨細胞
を4例、乾酪壊死を3例に認めた。術後再発例が2例あり、うち1例は、術後1年間化学療法を行っ
たにもかかわらず、1年2か月後および3年半後に再発を繰り返した。再発例を含み、6例は約1年
間の化学療法を行い感染は鎮静化している。1例は、術後7か月化学療法を継続しており、現在
のところ感染の再燃は認めていない。
【結論】非結核性抗酸菌感染症は、起因菌が同定不能であっても、病理所見および臨床経過か
ら強く本症を疑う場合は、術後早期に三剤併用療法を開始することが望ましいと言える。化学
療法は少なくとも1年間は継続すべきであるが、数年後に再発する症例もあり、化学療法終了後
も長期にわたる経過観察が必要と考える。
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非定型抗酸菌感染による手の化膿性腱鞘炎に対する治療戦略
Strategy of the treatment of tenosynovitis in the hand caused by non-tuberculous mycobacterial infection.

○原 章1, 工藤 俊哉1, 山本 康弘1, 楠瀬 浩一2

1順天堂大学附属　順天堂浦安病院　整形外科, 2東京労災病院　整形外科

【目的】非定型抗酸菌感染による手の化膿性腱鞘炎が疑われた場合の治療戦略と実際に経験し
た9症例の治療成績について報告する。【方法】手指から手関節の屈筋腱もしくは伸筋腱に沿っ
て慢性的な腫脹を認め、誤ってステロイドの腱鞘内注射を受けると腫脹が増強し，皮膚に潰瘍
を生じる．魚を扱うもしくは土をいじる，などの既往があり，血液検査でCRPは陰性である．以
上の場合，非定型抗酸菌感染を強く疑う．早急に滑膜切除を施行し，検体を病理検査と抗酸菌
培養へ提出．抗酸菌培養にはなるべく多くの検体を提出し， 30℃の低温培養の追加とアルカリ
処理はしない事を明記する．病理検査は数日で結果が判明する．類上皮肉芽腫の診断がつけ
ば，非定型抗酸菌感染として抗結核薬等の多剤投与を開始．既往からMycobacterium marinum
が強く疑われる場合にはINHは使用しない．培養の結果が出るのは1か月以上かかることも多
い．培養結果が判明し感受性結果がでたら抗菌薬を変更．かならず複数剤投与し，投与期間も6
カ月から1年継続する．【成績】平成17年以降，非定型抗酸菌感染が疑われたのは9例であっ
た．全例で滑膜切除を施行し，切除滑膜の病理検査から類上皮肉芽腫と診断，抗結核薬の複数
剤投与を開始した．培養に提出できなかった1例を除く8例全例で培養結果が判明．内訳は，M.
.marinum 6例、M. fortuitum 1例，M.kansasii 1例で，滑膜切除から菌種が確定するまで21日
～58日（平均36.9日），薬剤感受性検査結果が判明するのは19日～64日（平均43.3日）を要し
た．抗菌薬投与は途中，副作用などで変更しても6か月から1年間投与を継続し全例，治癒し
た．【結論】非定型抗酸菌感染の治療には，外科的な滑膜切除と適切な抗菌薬投与が重要とさ
れる．そのためにも培養結果が判明することが望まれる．
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手関節結核により屈筋腱断裂を生じた稀な1例
Rupture of flexor tendon due to wrist tuberculosis, a case report

○山中 清孝, 松村 健一

多根総合病院　整形外科

【はじめに】手関節結核による屈筋腱断裂を生じた極めて稀な1例を経験したので報告す
る.【症例】40歳, 男性. 軽度の知的障害がある. 既往歴, 家族歴に特記すべきことはない. 1
年以上前より左手関節部の腫脹を自覚した. 初診時前腕は著明な筋萎縮を認めるとともに手
指、手関節の拘縮を認めた. 熱感はなく, 疼痛も軽度であった. 軽度の炎症反応の上昇を認め
たが, リウマチ因子は陰性であった. 手関節単純X線では手根骨や橈尺骨遠位部, 中手骨近位部
が萎縮し不鮮明となっていた. MRIでは手根骨の骨隨炎および周囲の滑膜炎の所見とともに前腕
遠位屈筋腱内に3cm程度のmassを認めた. 胸部 X線像ではすりガラス陰影を認め, 結核感染が疑
われた. 手術加療を行ったところ著明な滑膜の増生を認めるとともに示指, 小指の深指屈筋の
断裂を認めた. massは滑膜の増生であり, 可及的な滑膜切除を施行した. 病理検査にて, 結核
の確定診断となった. 化学療法を9ヶ月施行した. 化学療法終了後3ヶ月で腱剥離術とともに腱
移行術を行った. 初診より1年半での単純X線では関節症変化の進行を認めるものの, 再発, 疼
痛なく就業復帰している.【考察】筋骨格系結核は結核感染の中でも稀で, そのほとんどが脊椎
に発生し, 手関節は極めて稀である. 緩徐に発育するその性質からも, 手根管症候群の併発を
しやすいが, 屈筋腱の断裂に至ることは極めて稀で, 過去の報告でも数例のみである. 症状に
乏しく, 他の疾患に間違われやすいため診断が遅れやすく, 鑑別疾患として常に念頭に置いて
おく必要がある. 化学療法終了後追加手術を行うことで屈筋機能の回復はいくらか可能である
が, 早期診断により関節機能の温存をすることが重要であると考える.
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長母指伸筋腱皮下断裂に対する治療
Surgery for closed rupture of the extensor pollicis longus tendon.

○小平 聡, 福本 恵三, 加藤 直樹, 菅野 百合
久能 隼人

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】長母指伸筋(EPL)腱皮下断裂の治療では、腱移植術や種々の腱移行術が選択肢となる。
本邦では固有示指伸筋 (EIP)腱の腱移行術が第1選択とされており、良好な成績が多数報告され
ているが、繊細な動作がしづらい、力が入りづらいといった愁訴を時に認める。腱移行術では
縫合の緊張度が議論となるが、自動運動が確認できる点から局所麻酔下手術の報告が近年散見
される。腱移植術は、EPLの筋拘縮の問題や縫合部が2か所になる点からやや難しいとされ、本
邦での報告は少ない。演者らは、EPL腱皮下断裂に対して、伝達麻酔下のEIP腱移行術(BT群)、
局所麻酔下のEIP腱移行術(LT群)、局所麻酔下の長掌筋(PL)腱移植術(LG群)を行っているので、
この3術式の比較検討を行った。【方法】EPL腱皮下断裂10例を対象とした。BT群が4例、LT群が
3例、LG群が3例であった。発症からの経過期間が長い場合は腱移行術とし、短期間であれば患
者の希望に応じて術式を選択した。術後評価は、Riddellの評価、qDASH、愁訴の問診で行っ
た。【成績】Riddellの評価では、BT群は優3例、良1例、LT群は優1例、良2例、LG群は優1例、
良2例であった。qDASH機能障害/症状スコアは、BT群は平均14、LT群は平均20、LG群は平均5で
あった。BT群とLT群で母指が疲れやすい、ひっかかるなどの愁訴が存在した。【結論】すべて
の術式がRiddellの評価では良好な成績であったが、患者主体の評価では腱移植術が優れてい
た。これは、EIPの筋力がEPLと比較して弱い点や、移行腱の機能転換が不十分な症例が存在す
る点が原因と推測された。局所麻酔下手術は、緊張度の決定とともに、EPLの筋拘縮の程度が判
断できることが利点といえる。
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長母指伸筋腱皮下断裂の検討
Rupture of extensor pollicis longus

○建部 将広, 田中 健司, 澤田 英良, 丹羽 智史
三竹 辰徳

安城更生病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】長母指伸筋腱（EPL）皮下断裂は多くは橈骨遠位端骨折後や関節リウマチ（RA）に生じ
るものが知られており、また頻度は少ないが誘因なく発症するものが報告されている。過去10
年間、当院で経験した症例についてその臨床像と成績について評価したので報告する。
【方法】我々の施設で過去十年に経験したEPL皮下断裂37例を対象とした。男性13例、女性
24例、平均年齢53歳（21-80）、右19例、左18例であった。手術は全例腱移行術を施行してい
た。病歴・受傷原因・レントゲン所見・術後経過について検討した。
【結果】橈骨遠位端骨折後に発生したものが24例であり、手術例が6例（プレート固定4例、創
外固定2例）であった。外固定による保存療法は12例、残りの6例は外傷後医療機関を受診しな
いなどの理由により骨折を指摘されていなかった。受傷から発症までは3日から10年、平均19ヶ
月であり、手術症例は平均47ヶ月に対し保存療法／骨折非指摘例は6ヶ月で有意な差を認めてい
た。RAによるものは8例であり、RA発症からは7ヶ月から21年、平均8.8年であった。その他は5
例であり、そのうち2例はMRIにて手関節炎を認めていたが、リウマチ反応含め血清反応陰性の
単関節炎と考えられた。残りの3例については明らかな原因は不明であった。レントゲン上はRA
例でPalmar tiltが他に比べて有意に大きかったが、骨折治療法による差はなかった。術後現在
経過観察中の3例を除き、日手会腱損傷の機能評価では優18例、良11例、可5例であった。
【結論】EPL皮下断裂橈骨遠位端骨折後の保存症例・骨折非指摘例に多く、また原因のはっきり
しないものも認められていた。なお、手術例と保存加療では受傷からの期間に差があり、何ら
かの発症機序の違いが示唆された。
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母指MP関節伸展不全を伴った長母指伸筋腱皮下断裂例の検討
Case reports ; a rupture of the extensor pollicis longus tendon with an extension lag of the thumb

metacarpophalangeal joint

○田中 雅尋, 清水 弘之, 新井 猛, 小山 亮太
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】日常臨床において橈骨遠位端骨折後や関節リウマチに続発する長母指伸筋腱(EPL)
皮下断裂をしばしば経験するが，中には母指MP関節伸展不全を合併する病態が存在する．今回
当院にて経験した母指MP関節伸展不全の症例に関して文献的考察を含め検討したので報告す
る．【症例】2000年以降に当院で経験したEPL皮下断裂例は69例であり，その内MP関節伸展不全
を伴った症例は8例(12%)(男性1例，女性7例)，発症平均年齢64歳，左4例，右4例であった．橈
骨遠位端骨折後6例，関節リウマチ1例，母指CM関節症1例であり，母指CM関節症以外の症例が
Lister結節においてEPLが断裂していた．若年外傷性橈骨遠位端骨折を除く脆弱性橈骨遠位端骨
折後にEPLが断裂するまでの平均期間は9日であった．短母指伸筋腱(EPB)を確認すると欠損
5例，低形成2例，断裂1例であった．全例に固有示指伸筋腱を用いて腱移行術を施行し
た．【考察】EPBの欠損や低形成などを原因とした母指MP関節伸展不全は報告によりさまざまだ
が，当講座のEPBに関する解剖学的研究結果からは，144手中11手(7.6%)にEPBの欠損がああり，
臨床例ではやや多い傾向を認めた．橈骨遠位端骨折後のEPL皮下断裂までの期間は約4̃8週との
報告が多いが，EPBに原因を認めた母指MP関節伸展不全合併例では，母指MP関節伸展機能をEPL
が代償し，EPLの機能負担が過度に生じ，EPLの早期断裂を来すものと考えられる．
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指PIP関節伸展制限に対するOhshio法の治療経験
Ohshio's method for extension disorder of PIP joint of digits.

○増田 秀輔, 佐藤 和毅, 越智 健介, 岩本 卓士
松村 昇

慶應義塾大学　医学部　整形外科

【目的】 Ohshio法は指ボタン穴変形に対する手術法の一つで、lateral bandの背側移動により
PIP関節伸展力を補うものである。今回私たちは、RAや外傷に伴うボタン穴変形に加え、DIP関
節過伸展を伴わないPIP関節伸展制限に対してOhshio法を行ったのでその治療成績を報告す
る。【対象】症例は6例9指、年齢は10-63歳、男性3例、女性3例、中指3指　環指2指　小指4指
であった。PIP関節伸展制限の原因はリウマチ指2例5指、外傷後3例3指、屈指症1例1指であっ
た。外観上、5指はボタン穴変形を呈し、他の4指はDIP関節の過伸展を伴わなかった。術前PIP
関節自動可動域は平均で伸展-68°(-90～48)°、屈曲90°(76～98)°、DIP関節は伸展-8°(-34
～14)°、屈曲47°(10～90)°であった。方法：PIP関節背側より進入し、両側lateral bandに
付着する横支靱帯を掌側に向かって同定、剥離する。横支靭帯を掌側板付着部で切離
し、lateral bandを背側に引き上げるようにして横支靱帯を翻転して背側正中で縫縮した。PIP
関節伸展位で術後3週間鋼線固定し、その後に可動域訓練を開始した。【結果】ボタン穴変形は
5例全例で改善した。術後PIP関節平均可動域は伸展-23°(-30～-10)°、屈曲89°(72～
95)°、DIP関節は伸展3°(-10～18)°、屈曲23°(20～26)°であった。【結論】ボタン穴変形
に対するOhshio法は、腱自体に縫合などの操作を加えることなく、比較的簡便な手技でPIP関節
の伸展不足を補正することが可能である。ボタン穴変形を伴わないPIP関節伸展制限に対して本
手技を行ったところ、PIP関節の屈曲制限を起こすことなく伸展不足を改善することが可能であ
った。短所として、軽度ながら術後DIP関節屈曲制限を来す可能性が考えられた。

S451



2-5-14

手指腱鞘炎に対する超音波ガイド下腱鞘内ステロイド注射後の再発
に影響を与える因子の検討

Risk factors for recurrent trigger finger in patients who have already received an ultrasound-guided

intrasheath corticosteroid injection

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 中島 祐子1, 川西 啓生1

越智 光夫1

1広島大学　医学部　整形外科, 2広島大大学院上肢機能解析制御科学

目的】手指腱鞘炎に対する超音波ガイド下腱鞘内ステロイド注射の有効性は明らかであるが，
再発を繰り返し手術療法に移行する症例も多く存在する．注射療法施行する前に再発が予見で
きれば治療期間の短縮や医療資源の節約になると考え，注射療法後の再発に関与する因子につ
いて検討したので報告する．【方法】加療歴のない中指もしくは環指の手指腱鞘炎患者に対
し，超音波ガイド下腱鞘内ステロイド注射施行後1年経過した34名43指(男性19名，女性14名，
平均年齢64.6歳)を対象とした．超音波ガイド下注射は平行法で行い，注射内容はトリアムシノ
ロン4mgと1%メピバカインの混合液0.5mlとした．注射後1年以内の腱鞘炎再発を目的変数とし，
年齢，性別，注射前の弾発現象の有無，近位指節間関節伸展制限の有無，超音波検査で計測さ
れる注射前のA1 pulleyと屈筋腱の厚み，浅指屈筋腱(FDS)内の低輝度変化の有無を説明変数と
してロジスティック回帰分析を行い，腱鞘内ステロイド注射後の手指腱鞘炎再発に影響を与え
る因子を調査した．【成績】43指中26指(60.5%)が注射後1年以内に再発した．各説明変数の中
で注射前のFDS腱内の低輝度変化のみが腱鞘炎再発と関連性を示した(オッズ比；4.89，95%信頼
区間；1.17-20.41, P=0.02)．【結論】これまでロジスティック回帰分析を用い，手指腱鞘炎に
対する超音波ガイド下腱鞘内ステロイド注射後の腱鞘炎再発に関与する因子について検討した
報告はなかった．本研究の結果から，注射前のFDS内超音波低輝度変化は腱鞘内ステロイド注射
後の再発に影響することが分かった．つまり，超音波検査でFDS内に低輝度変化を認める場合，
手術療法を検討する一つの指標となる可能性がある．
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Zone１屈筋腱断裂に対するpull out wire法後の早期自動屈曲運動法
Early active flexion exercise after finger flexor tendon in zone1 repair operation usingpull out wire

method

○野中 信宏, 田崎 和幸, 宮崎 洋一, 坂上 秀和
貝田 英二

愛野記念病院　手外科センター

【はじめに】Zone1の屈筋腱断裂やjersey fingerの治療法に深指屈筋腱を前進させて直接末節
骨に埋没させるpull out wire法がある．その術後に早期自動屈曲運動法を用いた報告は少な
く，今回その治療成績を報告する．
【対象と方法】対象は，Zone1での屈筋腱完全断裂例でpull out wire法を用いて修復し，術後
自動屈曲運動法を行った7例8指とした．男性6例，女性1例で年齢平均33.6歳であった．鋭利な
損傷が6指で皮下断裂は2指であった．全例断裂した深指屈筋腱を前進させてwireを通した後，
骨穴を開けた末節骨内に通して爪甲にボタンにて固定した．外固定は背側スプリントを用いて
修復指を屈曲位とした．術後3週間は，holdingでの自動屈曲運動，単関節でのPIP，DIP関節他
動伸展運動を各5回程度，1日4セット継続した．術後3週から背側スプリント内で自動運動を許
可した．術後5週でwireを除去し，術後6週で背側スプリントを除去した．術後12週で制限なく
仕事等に患手使用を許可した．日手会腱機能評価表にて評価した．
【結果】結果は優6指，不可1指，再断裂1指であった．不可例の原因はCRPSの発症であった．再
断裂の原因は対象者自身の過度の伸展運動が原因であった．経過中にwireトラブルが2指に認め
られた．
【考察】pull out wire法では爪甲にwire固定用のボタンを装着するため，Kleinert法のように
ゴム牽引を行うためのフックが装着しにくい．また，腱縫着部が腱停止部になるため，癒着と
想定されるflexion lagが発生した場合の癒着部位は必ず縫着部より近位となる．したがって，
伸展運動は注意を要するが，自動屈曲運動は安全かつ癒着改善に効果的といえ，今回の結果か
らも比較的良好な結果が得られた．以上からpull out wire法後の早期運動療法にはKleinert法
よりも自動屈曲運動法の方がより適していると考えた．
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ラグビートップリーグ選手の中手骨骨幹部骨折　-早期復帰に向けた
治療-

Metacarpal Shaft Fractures of Rugby Players in Japan Top League  -Treatment for Early Return to

Competition-

○中尾 悦宏1, 中村 蓼吾1, 篠原 孝明1, 高橋 明子1

茶木 正樹2

1中日病院　名古屋手外科センター

2中日病院　名古屋手外科センター　ハンドセラピィ部門

【はじめに】ラグビー選手は、競技の特性上、時に上肢の外傷を負う。今回、トップレベルの
選手の中手骨骨幹部骨折に着目し、治療法を再検討し、競技復帰に向けた取り組みについて紹
介する。【対象と方法】日本ラグビートップリーグに所属する選手の中手骨骨幹部骨折を5例
5手、治療した。全例男性、右3手、左2手、第二中手骨2手、第三2手、第四1手であった。チー
ムドクターや近医にて診断され、1～6日後に当院を受診した。治療法は、チームスタッフ同席
のもと早期復帰を念頭に置いて選択した。全手で手術を施行し、受傷から手術までの期間は4～
8日(平均6日)、plate固定4手、screw固定1手であった。plate設置面は、競技の特性、解剖学的
特徴を考慮して選択し、背側骨間筋の剥離を最小限に留め手術を施行した。locking plateは使
用していない。インプラントは骨間筋にて被覆し、筋機能温存、伸筋腱滑走床再建に努めた。
直後よりスプリントを装着し、骨折部位を保護して運動療法を開始した。骨癒合を確認しつ
つ、ポジションを考慮して競技復帰を指導した。【結果】全手で骨癒合が得られ、受傷前のレ
ベルで競技へ復帰した。実戦復帰までの期間は42～79日(平均57日)であった。1手で復帰後に不
完全癒合を認めたが、2.5ヶ月間十分なパフォーマンスで競技を継続した。その後1.5ヶ月のブ
レース装着にて癒合した。【考察】中手骨骨折では、短縮、回旋など変形を残さないことに加
え、アスリートの場合、休止期間を最小限に留めるべく治療法を選択しなくてはならない。単
に強固な固定を行うのではなく、斜骨折で骨膜損傷が小さいと判断すればscrewのみの固定と
し、plate固定を要する場合は、中手骨は”しなる”ことを考慮してplateの種類や設置面など
を検討する。競技復帰に向けた後療法においてもきめ細かい指導が重要である。
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イリザロフ・ミニ創外固定器を用いた母指中手骨底部骨折の治療成
績

Use of the Ilizarov mini-external fixator for a juxta-articular base fractures of 1st metacarpal bones.

○友利 裕二, 澤泉 卓哉, 南野 光彦, 小寺 訓江
高井 信朗

日本医科大学大学院医学研究科整形外科学分野

【目的】イリザロフ・ミニ創外固定器を用いた母指中手骨底部骨折の治療成績について検討し
た。【対象】2003～2014年の12年間に母指中手骨底部骨折に対してイリザロフ・ミニ創外固定
器を用いて治療を行った8手（男性6手、女性2手）を対象とした。初診時年齢は15～89歳 (平均
52歳)、受傷側は右4手、左4手であった。手術待機期間は3～19日（平均10日）、創外固定の装
着期間は4～7週（平均5.6週）、術後経過観察期間は4～48週（平均14週）であった。手術は近
位・遠位骨片にワイヤーを複数本挿入した後、中空ボルトの軸を骨軸に合わせてワイヤーに装
着し、骨折部を整復固定した。後療法は術翌日から関節可動域訓練を開始した。【結果】術後
合併症は1例にピン感染を認めたが、偽関節は認めなかった。単純X線評価では屈曲変形が術前
平均32.1°（15～51°）に対し、最終診察時平均5.4°（2～21°）で、1手を除き良好な整復位
が得られていた。術前10°以上の内転変形が生じていた4手のうち3手は整復位が良好であった
が、術前25°の内転変形が生じていた1手で10°の内転変形が残存した。【結論】イリザロフ・
ミニ創外固定器は術直後からの可動域訓練が可能で、骨折部周囲の腱や軟部組織への侵襲も少
ないため有効な治療法と考えられる。しかし、屈曲・内転変形が遺残する症例も散見されるた
め整復時に注意する必要がある。
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Bennett骨折に対するmini screw固定の治療成績
Operative treatment of Bennett fracture using mini screw

○志村 治彦1, 二村 昭元2, 石井 宣一3, 藤田 浩二3

1東京ベイ・浦安市川医療センター　整形外科

2東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学分野

3東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

【はじめに】Bennett骨折は母指CM関節内脱臼骨折であり、保存治療では整復位が保持できない
ため手術治療の適応になることが多い。一般的には徒手整復と経皮的鋼線刺入が行われている
ことが多く、演者らも同方法を行ってきた。しかし、鋼線が皮膚上に飛び出しているため感染
の可能性があること、鋼線抜去まで母指の運動が制限されること、鋼線抜去後に再転位を起こ
す可能性があることなどの問題点がある。その問題点を回避するためにわれわれは、Bennett骨
折に対してmini screw固定を施行しているのでその手術手技と治療成績について報告す
る。【対象と方法】症例は2009年以降に手術を施行したBennett骨折6例である。男性6例で右手
4例左手2例であった。平均年齢は37.7歳（22-66歳）で、経過観察期間は平均で6.2（3-12か
月）であった。手術は骨折部直上の約3cmWagner皮切を用いて、CM関節にアプローチする。透視
下に整復を行い1.5mmの指骨針2本を平行にならないように仮固定する。透視下に整復不可能な
場合は直視下に整復する。Martin社製の2mm径mini screwのドリルは1.5ｍｍ径であるので、ド
リルは使用せず指骨針を抜去後に2mmのscrewを挿入する。もう1本も同様に挿入した。術後は2
週間の外固定を行った。治療成績はX線での関節面Step Offの有無、％握力、quick-DASHで評価
した。【結果】術後再転位は見られず骨癒合は全例に得られた。1例で1mm未満の関節面のStep
Offがみられた。％握力は平均82.1（78.9-97.8）％、quick-DASHは平均4.5（0-13.6）であっ
た。【結論】Bennett骨折に対するmini screw固定の術後成績は概ね良好であり有用な手術方法
である。
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交叉指変形に対する矯正骨切り術-動作解析の基づいた手術シミュレ
ーション-

Three Dimensional Corrective Osteotomy for the Phalangeal Deformity with Overlapping Fingers:

Preoperative Simulation Based on the Motion Analysis

○岡 久仁洋, 信貴 厚生, 大浦 圭一郎, 田中 啓之
村瀬 剛

大阪大学　整形外科

【目的】交叉指変形に対する治療は矯正骨切術が行われるが、伸展位の単純X線から屈曲時の隣
接指との位置関係を予測することは困難である。今回我々は、動作解析に基づいた3次元矯正骨
切シミュレーションを用いて手術を施行し良好な成績を得たので報告する。【対象と方
法】2006～2013年に交叉指変形（変形治癒骨折6例、先天異常１例）に対し矯正骨切術を施行し
た7例である。男性5例、女性2例、平均手術時年齢は33.7歳（16～73歳）、外傷例では受傷から
手術までの期間は平均26.8ヶ月（11～61ヶ月）、対象骨は基節骨5例、中手骨2例である。指伸
展位と屈曲位の低線量撮影CTデータから3次元骨モデルを作製し、伸展位と屈曲位の中手骨を重
ね合わせることにより交叉指の動きを再現し、各関節の回転軸を算出した。次に屈曲位で隣接
指との交叉が消失するように骨切シミュレーションを行い、各関節の回転軸を用いて矯正後の
指伸展位の状態を確認した。患者適合型骨切ガイドを用いて矯正骨切を施行した。臨床評価は
指交叉の有無、指可動域TAM（Total Active Motion）を、画像評価は骨癒合の期間、術前の回
旋変形量、術前後の正側面での健側差を変形角として評価した。【結果】指交差は術後全例消
失し、伸展位での変形も認めなかった。TAMは術前237°が最終経過観察時231°と有意差を認め
なかった。骨癒合の期間は17.7ヶ月、術前回旋変形量は10.4°であった。正側面の変形角は各
々術前7.6°、2.3°が術後1.0°、0.6°に改善した。術後、基節骨の3例に健の癒着を認め腱剥
離術を施行した。【考察】交叉指変形に対する矯正骨切術は、術中に手指を屈曲させ交叉しな
いよう矯正する手技が一般的である。本手法は、術前に矯正量、骨切部の評価が可能であり、
さらに矯正後の伸展位の状態も予想することができる有用な方法である。
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深指屈筋の筋力測定器の開発とその妥当性
Development of Power Measurement Device for the Flexor Digitorum Profundus and its Validity

○大山 峰生1, 小田桐 正博1, 松澤 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

【目的】現在，握力の測定にはJamar式dynamometer（Jamar）の使用が推奨されている．しか
し，Jamarを含め既存の握力計で測定した握力は深指屈筋（FDP）に加え浅指屈筋（FDS）が関与
し，FDP単独の筋力を純粋に測定することは不可能である．そこで我々は，指関節が最大屈曲位
に近い肢位でFDP筋力を測定する握力測定器を開発した．本研究では，FDPとFDSを電気刺激で収
縮させた時の握力および指屈曲力を測定し，開発器の妥当性について検討した．
 【方法】対象は健常成人6名とし，測定は右手で行った．握力計はJamar，円筒型握力計（円筒
型），開発器の3種類を用い，それぞれFDPを一定刺激強度で電気刺激して握らせた時の握力を
測定した．また開発器を用いて，環指のFDS単独刺激，FDP単独刺激，FDSとFDPの同時刺激の3条
件で指の屈曲力を測定した．電気刺激にはFDP，FDSともに各筋内に刺入したワイヤー電極を用
い，刺激強度は電気刺激で最大握力が得られた強度の1.3倍，刺激周波数20Hzで全ての条件で一
定とした．
【結果】FDP電気刺激時の握力は，円筒型，Jamar，開発器の順に14.9N，19.1N，26.7Nであり，
有意に開発器による握力が高かった（P＜0.05）．開発器を用いたFDS単独刺激，FDP単独刺
激，FDSとFDPの同時刺激3条件の指屈曲力の比較では，それぞれ3.4N，8.9N，10.3Nであり，FDP
単独刺激時とFDSとFDPの同時刺激時の屈曲力に有意な差はなかった．
【考察】FDP電気刺激時の握力は開発器によるものが最も高く，さらに開発器においてはFDSの
収縮が加わってもその張力が握力に反映されづらいことが明らかになった．このことは，開発
器はFDPの筋力をより正確に測定できる握力測定器であることを示しており，FDP腱断裂縫合後
等のFDP筋力の測定においては，本開発器は有効であることが示唆された．
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筋腱駆動装置を用いた未固定屍体母指CM関節固定前後の三次元的
動作解析

A biomechanical comparison of the thumb-tip trajectory with/without trapeziometacarpal joint fusion: a

cadaveric study.

○河野 友祐1, 中村 俊康1,2, 多田 充徳3, 名倉 武雄1,4

佐藤 和毅1

1慶應義塾大学　医学部　整形外科, 2国際医療福祉大学　臨床医学研究センター

3独立行政法人　産業技術総合研究所

4慶應義塾大学　医学部　運動器生体工学寄付講座

【はじめに】母指CM関節症に対してCM固定をすることで、どのように母指の動きに制限が生じ
るかを3次元的に検討した報告は少ない。本研究の目的は未固定屍体を用いてCM関節固定前後で
どれくらい3次元運動に違いがあるかを調査することである。【方法】皮膚、神経、血管を除去
した前腕以遠の未固定凍結屍体6体を用いた。母指に関与する外在筋にはその筋腱移行部にナイ
ロン糸を結紮し、内在筋は過去の報告に準じナイロン糸を用いてその走行を直線で近似した。
橈骨、舟状骨、大菱形骨、第一中手骨、母指基節骨と末節骨にマーカーを設置した。各内在筋
に６つの異なる負荷（0g～500g）をかけた状態で、アクチュエーターにより外在筋を牽引し母
指を3次元運動させ、それぞれの運動を光学式モーションキャプチャシステムを用いて計測し
た。マーカーと骨との位置関係は3D-CT上で補正した。各条件で測定された母指の指尖部が描く
領域をCM関節固定の前後で比較検討した。【結果】母指の指尖が描く軌跡は、CM関節固定前に
比べ固定後に約30%に減少していた。またその制限される領域は、おもに手掌近くを指尖が通過
する部分と手掌面付近であった。【考察】CM関節を固定すると、固定前と比較して母指指尖部
が描く領域は約30%程度に制限された。過去の報告では日常生活で母指はその可動域の約３割程
度しか使用していないことが多いこと、また、つまみ動作や把持動作など他の指と共に行う動
作は、おもに手掌から離れたところで行われていることから、CM関節症に対して関節固定術を
行っても制限される母指の動きは、日常生活ではあまり使用しない動きであることが多く、日
常での生活には大きな支障が起きにくいことが示唆された。
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異なる前腕肢位による手関節掌屈筋力の変化
Wrist flexion forces in different forearm positions.

○吉井 雄一, 唯根 弘, 大橋 一希, ドン ウェンリン
石井 朝夫

東京医科大学茨城医療センター　整形外科

【背景】上腕骨内・外側上顆炎などの肘関節周辺の腱付着部炎において手関節筋力がどのよう
に変化するか評価するため、手関節筋力測定装置を開発した。今回、この装置を用いて健常者
の前腕肢位変化に伴う手関節掌屈筋力の変化を調べた。【方法】健常男性10名20手関節を対象
とした。手関節筋力測定装置（スリーワンデザイン）は、ロードセルを付けたハンドル部分と
前腕を固定する手台で作成した。ハンドルの位置を変更することによって、前腕の各肢位（中
間位、回内位、回外位）で手関節掌背屈筋力を計測できるようにした。被験者は坐位で前腕を
手台に固定し、手関節の回転中心にあわせてハンドルを把持して計測を行った。ハンドルは固
定して等尺性筋力を評価した。被験者には手関節掌屈方向に最大筋力を発揮し、5秒間保持する
ように指導した。計測は2回行い、初回計測の1週間後に2回目を行った。前腕肢位は初回計測で
は中間位、回内位、回外位の順番をランダムに選択し、2回目は初回と異なる順番で計測を行っ
た。最大計測値を記録し、2回の計測値の平均を統計解析に用いた。各肢位における計測値の変
化を二元配置分散分析で検定し、P＜0.05を有意差ありと判断した。また2回の計測の再現性を
Intraclass correlation coefficient（ICC）で評価した。【結果】各肢位における手関節掌屈
筋力は中間位、回内位、回外位それぞれで8.0+/-3.0、8.3+/-3.1、11.9+/-2.9（Nｍ）であっ
た。回外位での掌屈筋力は中間位、回内位に対して有意に大きかった（P＜0.01）。2回の計測
値のICCは0.928であった。【考察】異なる前腕肢位における手関節掌屈筋力を評価した。計測
値は良好な再現性がえられた。健常者では回外位での掌屈筋力が最も強く、これは橈尺側手根
屈筋の筋収縮が最も効率的に作用するためと考えられた。

S460



2-6-8

握力測定機器の違いによる浅指屈筋および深指屈筋の筋活動
The differences in contractile properties of the flexor digitorum superficialis and flexor digitorum

profundus between the power measuring devices

○小田桐 正博1,2, 大山 峰生2, 中村 雄一1, 松澤 翔太1,2

吉津 孝衛1

1新潟手の外科研究所, 2新潟医療福祉大学大学院

【目的】握力測定は，手外科領域における手の機能評価方法のひとつであり，Jamar式握力計が
その測定機器として広く使用されている．握力発揮には主に浅指屈筋（FDS）および深指屈筋
（FDP）が関与するが，Jamar式のhook gripでの把握型と指関節が最大屈曲位となるpower grip
時での把握型では両者の筋活動が異なることが予測される．我々は新たにpower grip時の握力
測定が可能な測定機器を開発し，本研究では本開発器とJamar式を用い，握力を発揮した時の
FDSおよびFDPの活動特性を比較検討した．【方法】対象は，健常成人6名とした．運動課題は最
大握力値まで達するグリップ動作のリニアランプ負荷課題とし，測定肢位は肘関節屈曲90度，
前腕中間位，手関節背屈30度とした．握力測定には，Jamar式，開発器の2種類を使用した．筋
電図は，FDPと環指FDSに刺入したワイヤー電極を用いて導出した．各筋から得た筋電図は握力
値20%間隔毎に250msecの積分値を求め，最大活動時の積分値を100％として正規化し，握力と筋
活動の関係を調べた．【結果】Jamar式では，FDSとFDPの筋活動は握力の増大に従って比例的に
増大し，最大握力発揮時は両筋ともに100%近くまで達した．開発器においてもFDPの筋活動は握
力の増加に従って増大し，最大で100%まで活動したが，一方でFDSの活動は握力が増大してもそ
の活動は低く，最大握力発揮時でも40%程度の活動であった．【考察】Jamar式は，FDSおよび
FDPの両者の筋活動を総合的に反映した握力評価が可能と考えられた．一方で，開発器を用いた
power grip時においては、握力の増加に伴いFDPの筋活動は増大するものの、FDSの筋収縮は誘
発されにくいことが明らかとなり、開発器はFDP単独の機能を反映した握力評価が可能であると
考えられた．
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投球動作および肘内側不安定性が与える肘関節応力分布の変化
Stress distribution in throwing motion and medial collateral ligament injury in baseball players

○船越 忠直1, 古島 弘三2, 門間 太輔1, 遠藤 香織1

岩崎 倫政1

1北海道大学整形外科, 2慶友整形外科病院

【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、野球経験のない健常ボランティア7名（健常コントロ
ール群）、競技レベルサッカー選手10名（競技コントロール群、ゴールキーパー除く）、無症
候性野球選手20名（無症候群、投手10名、野手10名）内側側副靭帯（MCL）損傷のためMCL再建
術を要した野球選手30名（MCL群、投手23名、捕手4名、野手3名）、である。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】CTOAM法を用いた応力解析において、健常、競技コントロール群では明らかな軟骨
下骨密度の高い領域は認めなかった。無症候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。MCL群は無症候群に比べ前外側、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。内側不安定性に加え、尺骨神経症状などの合併症
状があり、MCL再建に加え合併症に対する手術を施行した選手は8名であったが、関節応力に特
徴的な所見を認めなかった。【考察】健常および競技レベルボランティアと比較することで投
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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SF-12による上肢筋骨格系疾患における健康関連QOL評価法の検討
　～上肢、下肢、脊椎での比較検討～

The measurement of health-related quality of life (QOL) by SF-12 in upper limb musculo skeletal

disorders

○目貫 邦隆, 平澤 英幸, 善家 雄吉, 中村 英一郎
酒井 昭典

産業医科大学　整形外科

【背景】
我々は、2007年からSF-36を用いて当科初診患者を対象にタブレット型タッチパネル方式（当科
開発）による健康関連QOL調査を行ってきた。SF-36は、国際的に最も普及している健康関連QOL
尺度であるが、質問項目が多く、臨床の現場で用いるには回答に時間がかかるデメリットがあ
る。そこで短縮版であるSF-12を2014年から導入し、またシステムもiPadによるネット環境を利
用したクラウドシステムに変更し、利便性とシステムの拡充性を図っている。
【目的】
筋骨格系疾患患者における健康関連QOL（SF-12）を疾患部位で比較検討し、過去我々が行って
きたSF-36による調査結果と比較し、筋骨格系疾患患者におけるSF-12による健康関連QOL調査の
妥当性を検討すること。
【対象・方法】
2014年以降、当科初診患者1040名を対象にSF-12による調査を行った。SF-36のデータは、2007
年～2011年の期間に調査した3922名でSF-12の調査とは別集団とした。疾患部位を、手・肘・肩
・股・膝・腰・頚の7ヶ所に分類し、疾患部位別特徴を解析し、SF-12とSF-36での解析結果を比
較検討した。
【結果】
SF-12、SF-36ともに疾患部位の影響が大きく、手・肘の疾患部位でのQOLは一番高く、腰・股の
疾患部位は一番低い結果であった。また、SF-12、SF-36とも、全ての下位尺度で、国民標準値
を下回る結果であった。SF-12とSF-36との比較では、疾患部位別特徴および国民標準換算値は
同等の結果であった。
【まとめ】
SF-12による健康関連QOL調査は、SF-36による調査と同等の結果であり、短時間で調査でき、臨
床現場での健康関連QOL調査の手段として妥当であると考えられた。また、上肢筋骨格系疾患の
健康関連QOLは、他部位に比べ高いが、他疾患の合併でスコアーに大きく影響を受ける可能性が
あり、常に念頭におき評価する必要があると考えられた。
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手・肘関節疾患患者における簡易上肢機能検査（STEF）と関節可動
域の関係

Relationship between Joint Range of Motion and Simple Test for Evaluating Hand Function (STEF) in

Wrist or Elbow Disorders.

○太田 光俊, 河村 太介, 船越 忠直, 岩崎 倫政

北海道大学　医学部　整形外科

【目的】
簡易上肢機能検査（STEF）は，本邦リハビリテーションの現場で用いられる一般的な上肢機能
評価法である．物品の把持，つまみ，移動に要する時間から，上肢機能を短時間で客観的に評
価可能とされているが，手外科領域に用いた報告は少ない．我々は手・肘関節疾患患者におい
て，関節可動域制限がSTEFスコアに影響を及ぼすという仮説をもとに，手・肘関節手術予定患
者の術前患側STEFスコアと患側ROM（手関節掌背屈，前腕回内外，肘関節屈伸）の相関を調査し
たので報告する．
【方法】
対象は2012年9月からの2年間に術前STEF評価を行った患者のうち，患肢の他関節に障害のない
手・肘関節疾患患者とした．検査時平均年齢は41歳，手関節疾患患者10例（男6，女4，右5，左
5），肘関節疾患患者9例（男5，女4，右4，左5）であった．術前に測定したSTEFスコアと関節
可動域（手関節掌背屈，前腕回内外，肘関節屈伸），またDASHスコアとの相関を，スピアマン
順位相関係数を用いて検討した．
【結果】
手関節疾患患者において，STEFスコアと手関節掌背屈arcおよび前腕回内可動域に有意な相関を
認めた（p＜0.05）．しかし肘関節疾患患者においては，STEFスコアと前腕回内外，肘関節屈伸
可動域に相関は認められなかった．また手関節疾患患者においてのみ，STEFスコアとDASHスコ
アに有意な相関を認めた（p＜0.05）．
【考察】
手関節掌背屈制限および前腕回内制限が，複合的にSTEFスコアに影響を与える可能性が考えら
れた．手関節疾患患者において，主観的評価であるDASHスコアと客観的機能評価であるSTEFス
コアに相関を認めたことから，STEFで要求される動作には手関節疾患患者のADLを障害する動作
が多く含まれている可能性が示唆された．STEFは，手関節・前腕の可動域制限を有する症例に
おいて，有用な機能評価法と考えられた．
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手指機能障害における罹患部位別の簡易上肢機能検査(STEF)成績の
検討

Study of the STEF score differences in the disease part of finger functional disorder.

○小川 圭太1, 河村 太介2, 稲垣 侑士1, 生駒 一憲3

岩崎 倫政2

1北海道大学病院　リハビリテーション部, 2北海道大学　医学部　整形外科

3北海道大学病院　リハビリテーション科

【はじめに】簡易上肢機能検査(Simple Test for Evaluating Hand Function：STEF)は本邦の
リハビリテーション場面で用いられる一般的な上肢機能評価であり、上肢機能を客観的に把握
することが可能な検査である。しかし整形外科上肢疾患における手指機能評価としてSTEFを用
いた報告は少ない。STEFと能力障害の主観的評価であるDisabilities of the Arm, Shoulder
and  Hand(以下DASH)との関連を検討するとともに罹患部位別STEF成績の差を検討す
る。【対象】平成24年4月から平成26年9月に当院整形外科に入院した患者の内、手指機能障害
を有し術前STEFを施行した37例(男性10例、女性27例、平均年齢65.1±17.8歳、疾患は変形・拘
縮・関節炎22例、筋・腱・靭帯損傷11例、神経損傷2例、骨折2例)を対象とした。【方法】罹患
部位において母指群13例、示中指群10例、環小指群14例の3群に分類し、STEFとDASHとの相関を
Spearman順位相関係数を用い検討した。年齢、DASH、STEF患健比について一元配置分散分析を
行い、事後比較にはBonferroniを用いた。【結果】　3群全てでSTEFとDASHとの間に有意な負の
相関を認めた(母指群：ｒ＝-0.602、示中指群：ｒ＝-0.869、環小指群：ｒ＝-0.766、全てｐ
＜0.01)。年齢、DASHに有意差は認めなかったがSTEF患健比で有意差を認め、環小指群(0.99±
0.02)と比較して母指群(0.89±0.05)・示中指群(0.87±0.09)で有意に低い値となった
(ｐ＜0.01)。【考察】STEFとDASHの間で有意な相関を認め把持・つまみの動作速度と生活にお
ける主観的な能力評価が関連する可能性が示唆された。また環小指群と比較して母指・示中指
群のSTEFが有意に低く、手指のつまみ・把持動作に関係する母指・示中指領域の疾患でSTEFが
より低下しやすい可能性が考えられた。
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上肢運動器疾患における機能障害と心理学的要因の関連-DASHスコ
アと運動恐怖-

Contribution of psychological factors to DASH score in upper extremity specific disability

○千見寺 貴子1, 射場 浩介2

1札幌医科大学　医学部　解剖学第２講座, 2札幌医科大学　医学部　整形外科学講座

【目的】近年, 抑うつに加えて運動恐怖や破局的思考など心理学的要因が上肢運動機能に与え
る影響が注目されている. 本研究では, 上肢運動器疾患患者に対して抑うつ, 運動恐怖, 破局
的思考, ストレスコーピングなど心理学的評価と上肢機能評価を行い, その関連性について検
討を行った.【方法】上肢運動器疾患患者10名(男性5 名, 女性5名)を対象とした.診断名はTFCC
損傷,肘部管症候群,テニス肘,上腕二頭筋腱鞘炎,手根管症候群,橈骨茎状突起骨折だった.平均
年齢は51歳であり、全員右利きで障害側は右3名、左5名、両側2名であった。診断日から評価ま
での平均期間は20ヶ月であった.上肢機能評価はDASHで、心理学的評価は抑うつ状態自己評価尺
度(CES-D),タンパ運動恐怖症スケール(TSK-J),疼痛破局的思考尺度(PCS),精神的健康尺度(GHQ-
30),ラザルス式ストレスコーピングイベントリーを用いて行った.スピアマンの順位相関係数に
て各評価間の関連を分析した.【結果】DASHはTSK-Jとのみ強く相関した(ρ=0.81,p＜0.01).CES
-DはTSK-J(ρ=0.75,p＜0.01)及びPCS(ρ=0.87,p＜0.01)と強く相関した.TSK-JとPCSも強い相関
を認めた(ρ=0.71,p＜0.05).GHQ-30は,CES-D(ρ=0.76,p＜0.01),TSK-
J(ρ=0.71,p＜0.05),PCS(ρ=0.72,p＜0.05)と強く相関した.【結論】上肢運動器疾患を有する
患者において,上肢機能は運動恐怖症スケールと強い相関を認めた.また、運動恐怖は,疼痛への
恐怖心から動作を回避する思考で、慢性疼痛や抑うつとの関連が報告されている.以上より、運
動恐怖は上肢機能に有意な影響を与える因子と考えられた。
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労働災害事故による上肢外傷患者の注意機能の特性
Characteristics of attentional function in patients with work-related accidents leading to upper extremity

injuries.

○白戸 力弥1,2, 太田 久晶3, 石合 純夫1,4, 射場 浩介2

山下 敏彦2

1札幌医科大学　附属病院　リハビリテーション部

2札幌医科大学　医学部　整形外科学講座

3札幌医科大学　保健医療学部　作業療法学科

4札幌医科大学　医学部　リハビリテーション医学講座

【目的】労働災害(以下，労災)事故による上肢外傷の発生には，人的要因と環境要因が考えら
れている．先行研究では主に環境要因の分析が行われてきた．今回は，人的要因の一つである
注意機能と労災事故発生の関連性を明らかにするために，労災事故による上肢外傷患者の注意
機能を調査した．
【方法】対象は，不注意により生じた労災事故による上肢外傷患者9例とした．男8例，女1例で
あり，検査時の平均年齢は48歳(28～71歳)であった．受傷時から検査までの平均期間は21ヵ月
(1～57ヵ月)であった．利き手は全例が右で，受傷側は右5例，左4例であった．受傷原因は機械
による損傷が6例，転落が2例，電動工具による損傷が1例であった．注意機能の評価は標準注意
検査法(Clinical Assessment for Attention, CAT)を用いた．受傷した利き手の機能が成績に
影響する視覚性抹消課題の所要時間とSymbol Digit Modalities Testを除いた6つの下位検査1)
スパン，2)抹消・検出検査，3)記憶更新検査，4)Paced Auditory Serial Addition Test，5)上
中下検査，6)Continuous Performance Testを検討した．
【結果】9例中8例で1つ以上の下位検査で成績低下を認めた．1例で4つの下位検査，3例で3つの
下位検査，3例で2つの下位検査，1例で1つの下位検査の成績低下を認めた．最も多くの患者で
成績低下を認めた課題は，記憶更新課題4スパンであり，4例で成績低下を認めた．
【考察】労災事故による上肢の外傷患者の9例中8例で，注意機能の低下を認めた．特に，作動
記憶の成績低下が共通して認められた．注意記憶の低下は，労災事故による上肢外傷の発生要
因となり得る可能性が示唆された．
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労働災害による難治性手外科外傷症例の発生予防に関する検討
Examination of the occurrence prevention for severe hand trauma injury cases due to occupational

accidents

○善家 雄吉, 酒井 昭典, 目貫 邦隆, 平澤 英幸
山中 芳亮

産業医科大学整形外科

【はじめに】労働災害において手外科関連外傷は最も多い損傷であり、重症化する例も多い。
そのため治療に難渋する例も少なくなく、機能回復までに長期間の治療を要する。このような
外傷を的確に診断し迅速に治療を行い、復職に至るまでのリハを継続していくことは手外科医
として当然重要であるが、その発生予防について、産業医学的見地から詳細な検討を行った報
告はない。【目的】過去に報告した症例データベースを利用して、労働現場で働く労働者の手
外科外傷が発生した際の「重篤度を下げること」、「事故そのものの発生率を下げるために取
り組むべきこと」を明らかにすること。【方法】労働災害による手外科外傷症例466例のうち、
難治性手外科外傷症例を抽出すると、圧挫・挫滅45例、切断 23例、剥脱20例など117症例であ
った。これら症例をもとに、労働者の外傷予防に感心があり、労働安全衛生の実務経験や研究
実績のある多分野の専門家を7名収集し、情報を共有したうえで「外傷を防止するために実施す
べき取り組み」のテーマで各人が15以上のアイディアを書き出し、KJ法を用いて、得られた取
り組みをカテゴリーごとに分類し、スクリプト化して項目を整理した。【結果】難治性の手外
科関連外傷が起きないようにするための11のポイントが整理された。1.安全な機械の購入。2.
要注意機械のリスト作成。3.回転部を囲う。4.機械の定期的なメンテナンス。5.危険個所の目
立つような表示。6.回転部を明るくし周りに物を置かない。7.インパクトのある安全教育の計
画的な実施。8.体調管理。9.安全衛生方針の表明。10.作業手順の見直し。11.事故発生時に備
える。【まとめ】項目を整理して得られたこれら11のポイントを産業医学現場に還元するため
に、今後は職場環境改善マニュアルの作成を目指していく。
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労働災害による手外科外傷症例の治療が長期化する要因についての
検討

Examination of struggled hand trauma cases due to occupational accidents -Factors for prolonged

treatment-

○善家 雄吉1, 福本 恵三2, 篠根 理孝2, 芝山 浩樹2

酒井 昭典1

1産業医科大学整形外科, 2埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【はじめに】我々は、日手会誌 28巻3号:218-222, 2011において、労働災害症例を多方面より
疫学的に検討し報告した。その結果、治療に難渋した（難治性）症例が少なからず存在するこ
とがわかった。【目的】過去に報告した症例データベースより、難治性手外科外傷（手術回数
が3回以上、あるいは治療期間が1年以上に及ぶと定義）症例を抽出し、その要因を明らかにす
ること。【対象と方法】手術治療を行った労働災害による手外科関連外傷（前腕以遠と定
義）466症例のうち、難治症例117例（男性104、女性13）、平均年齢40.１歳（18-74歳）を対象
とした。これら症例の受傷原因、損傷形態、手術回数、治療方法、複合外傷（複数部位での受
傷）の割合、感染併発の有無、手袋着用の有無につき調査した。【結果】受傷原因は、はさま
れ 63、巻き込まれ21、切れ・こすれ 17などであり、損傷形態は、圧挫・挫滅45、切断23、剥
脱23などであった。手術回数はのべ458回行われた。手術方法は、皮弁形成・切離 60、洗浄・
デブリ 52、瘢痕拘縮形成 48、複合組織移植 40、腱剥離 35などであった。複合外傷は、56例
（47.9%）に認められた。また感染の併発は、32例（27.3%）に認められた。手袋の着用は不明
例が多かったが、中でも剥脱損傷は20例中18例に着用されていた。【考察・まとめ】全466例中
117例（25.1%）が難治例であり、受傷形態として、はさまれ・巻き込まれ症例の割合が高かっ
た。また感染の併発例に加えて、剥脱損傷における手袋着用の割合が高く、これらが重症化さ
せる要因と考えられる。今後は治療による重症化させない努力（感染制御）に加え、はさまれ
・巻き込まれを起こさない、あるいは起きても重症化しないための産業医学的対策につき、臨
床医学分野より提言を行う必要がある。
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手と人類の進化―手と脳のかかわり―

○高橋 正憲

東京歯科大学 名誉教授

ヒトは700万年前にチンパンジーから枝分かれした若輩者ですが、手を自由の使うことの魅力に
牽かれて長い時間と努力の結果、200万年前にホモ・エレクトスが直立２足歩行を獲得しまし
た。２足歩行の確立で手が器用に使われるようになり、左右を使い分ける必要性から利き手が
できて、精巧な石器などを作り使うようになりました。それにつれてそれまでチンパンジーと
変わらなかった脳も大きくなり形も変わっていったことが、化石の復元による頭蓋から推測で
きます。手の役割が増すとともに、集団でのコミュニケーションの必要性から手などによるボ
ディランゲジが盛んになり、その結果右利きでは左脳に言語中枢が作られました。言語で過去
や未来を語り、考えを他人と共有できるようになり、更に文字の登場でコミュニケーション能
力は急速に高まっていきました。長い石器時代の後、人は手を使って急速に科学技術を発達さ
せ、音楽を奏で、芸術作品を作り、文学を記すようになって、今、人類は文化・文明の繁栄を
謳歌しています。脳が大きくなり機能が高まったことがチンパンジーと変わらなかった初期人
類を現代人にまで進化させましたが、その背景にはヒトが手を器用に使い言語を使って、脳の
機能を高めたことにあります。
赤ん坊の脳では神経細胞は出来ているのですが機能は未熟です。しかしその後手を使い、歩
き、言葉を話すようになって脳機能は急速に発達します。視覚や聴覚障害などで刺激の入らな
い中枢は発達しないで他の機能に置き換わるとも言われています。それぞれの脳機能には発達
の臨界期があり、臨界期に最適な刺激が入らなければ脳の発育は障害され充分な機能は発揮で
きません。即ちヒトの脳は変化するように創られていて、良い刺激のも悪い刺激にも反応する
可塑性があると言えます。脳の可塑性を意識してミラ-ニュ-ロンなどを活用することで、英才
教育やフォーカルジストニアなどへのアプローチが見つかるかも知れません。
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肘部管症候群手術症例における電気生理学的検討
Electrophysiological assessment of cubital tunnel syndrome after the decompression surgery

○隈部 洋平1, 金谷 貴子1, 名倉 一成1, 美舩 泰2

国分 毅2

1神戸労災病院, 2神戸大学　整形外科

【目的】電気生理学的検討を用いて、肘部管症候群の手術症例における術前の評価と術後1年で
の電気生理学的回復を検討した。【対象と方法】2003-2013年に肘部管症候群と診断し、皮下前
方移動術もしくは筋層下前方移動術を施行され術後1年経過観察しえた49例(男性39例、女性
10例)を対象とした。平均年齢は、60.6歳であった。赤堀の病期分類(1期: MCV, SCV共に正
常、2期: SCVのみ低下、3期: MCV正常下限または低下、SCV低下 時に消失、4期: MCV低下SCV消
失、5期: MCV低下 時に消失、SCV消失)を用いて術前を評価し、術後1年における電気生理学的
回復を検討した。統計学的検討にはχ二乗検定(p＜0.05)を用いた。【結果】術前での病期分類
は、1期: 8例、2期: 3例、3期: 11例、4期: 23例、5期: 4例であり重症例(4, 5期)は55%を占め
た。術後1年では1期: 10例、2期: 6例、3期: 28例、4期: 3例、5期: 2例となり、重症例は10%
へと有意に減少し(p＜0.0001)、中程度例(3期)が有意に増加した(22%→57%)(p＜0.0001)。3期
の28例のうち21例（75%）は4期から19例と5期から2例の回復例であった。【考察】筋萎縮や
crow finger変形を伴う肘部管症候群の臨床上重症例は、術後の回復が不良であるとされてい
る。しかし今回の前方移動術後1年での電気生理学的検討では、重症例は有意に減少し、中程度
例への回復を示す例が多く術後の3期の75%は4, 5期からの回復例であった。【結論】肘部管症
候群は手術加療によって重症例でも電気生理学的回復は期待できる。
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肘部管症候群に対する鏡視下前方移行術の治療成績
Clinical results of the anterior transposition of ulnar nerve with endoscopic assistance in the patients with

cubital tunnel syndrome

○小西池 泰三, 三喜 知明

岡山赤十字病院　整形外科

肘部管症候群に対する小侵襲手術として小切開simple decompressionやいくつかの鏡視下手術
が報告されてきたが、これらは外反肘や高度のOAには適応外とされてきた。我々は奥津らの鏡
視下手術に若干の工夫を加えた鏡視下尺骨神経前方移行術を考案した。今回これらの症例の治
療成績について検討を加えたので報告する。【対象および方法】2007年8月より同法を行い、術
後1年以上の経過観察が可能であった65手(男38、女27手)を対象とした。平均年齢59歳（16-
87歳）である。原因は2手がガングリオン、1例が尺骨神経脱臼、1手が骨折後、外反肘1手、そ
の他は本態性であった。術前のMcGowan分類ではGrade1：16、2:32、3:17手であった。治療成績
については赤堀の評価を用いた。【結果および考察】術後の成績は赤堀評価で優23、良30、可
11、不可1手であった。皮下神経の損傷による知覚障害は認めなかった。最終評価時点で全例に
おいて尺骨神経は前方に移行されていた。我々のコンセプトは1)USEシステムを絞扼部位の確認
のための術中検査として用いる。2)Osborne靭帯を直視下に切離し同部で神経外神経剥離を行っ
ておけば、USEシステムを挿入することで神経外神経剥離が可能である。3)神経前方移行を行う
のであれば、前方移行に障害となる線維性組織の鏡視下切離を切離する。４)術後の尺骨神経の
神経溝の落ち込みを予防するため肘部管を閉鎖する。5)あくまで補助手術であるのだから、鏡
視下にこだわらず必要に応じて皮膚切開を広げる。このようなコンセプトのもとにUSEシステム
を柔軟に使用すれば、小切開simple decompressionより確実な手術が低侵襲で可能であると考
えている。
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肘部管症候群に対する尺骨神経前方移動術(transmuscular anterior
transposition)の臨床成績と予後因子

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

transmuscular anterior transposition of the ulnar nerve

○矢野 公一1, 恵木 丈1, 川端 確2, 鈴木 啓介4

池田 幹則1

1清恵会病院　整形外科, 2大阪労災病院, 3東住吉森本病院, 4淀川キリスト教病院

【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て手術加療を行い、術後1年以上経過観察ができた31例、34肘を
対象とした。内訳は男性21例、手術時年齢は平均67歳(38-80)、罹患側は右20肘、両側3肘であ
った。術後観察期間は平均18か月(12-28)、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(DM)、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)とした。術前と最終観察時の握力、ピンチ力、Quick-DASHを比較し、統計学
的に検討した。
【成績】BMIは平均24.3kg/m2、OA：25肘、糖尿病：6例、喫煙：3例であった。神経伝導検査結
果は、軽度：6肘、中等度：21肘、重度：7肘であった。術前病期分類は、第1期：2肘、第
3期：17肘、第4期：6肘、第5期：9肘で、予後評価は、優：14肘、良：9肘、可：10肘、不可：1
肘であった。術後患者主観評価は、改善：27肘、不変：7肘であった。患者主観評価と年
齢、BMI、DMは有意に関連し、予後評価とOAは有意な関連を示した。握力とピンチ力は術後有意
に改善した。
【結論】本術式の術後成績は、術後患者主観評価で改善80%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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肘部管症候群における神経変性所見の病態への関与-鏡視下尺骨神経
異常所見と術前臨床症状重症度の関係-

Relation between abnormal endoscopic nerve findings and clinical severity in cases of cubital tunnel

syndrome

○吉田 綾1,2, 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：肘部管症候群の鏡視下神経剥離術において、鏡視下の尺骨神経変性所見は絞扼部を
示す指標となる。絞扼性神経障害において神経変性は神経障害の程度を反映していると考えら
れ、臨床症状にも影響を与える可能性がある。鏡視下尺骨神経所見の程度と臨床症状の関連を
調査し、その関与について考察することを目的とした。
方法：臨床症状および電気生理学的検査結果より特発性肘部管症候群と診断し、鏡視下神経剥
離術を受けた59手55症例について、術前臨床症状（尺骨神経領域のしびれ、痛覚障害、触覚障
害、小指外転筋筋力、第一背側骨間筋筋力）、術前運動神経伝導速度、および術中鏡視下神経
所見（神経上膜の肥厚、神経束の蛇行・肥厚）範囲を調査し、相関を調査した。
結果：平均年齢57.8歳、平均神経異常所見範囲9.2cm、全肢で肘部管部での絞扼を認めた。術前
臨床症状の有無および運動神経伝導速度と、鏡視下尺骨神経異常範囲には明らかな相関は認め
なかった。
考察：術前の重症度と神経変性を認める範囲に相関はなかった。軽症でも変性範囲が広く、重
症でも変性範囲が狭い症例が存在する背景には、臨床症状の発現が範囲ではなく局所の障害に
よって規定されている可能性がある。その部位は術前神経伝導速度で特定不可能な狭い範囲で
あると考えられ、術中の詳細な観察に頼らざるを得ない。神経変性は血流障害を緒端に生じる
と考えられるため、節性の循環障害により局所が絞扼され、その後一定範囲の変性が観察され
る可能性がある。
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術前病期分類に基づいた肘部管症候群の治療戦略：重症例に対する
一期的示指外転再建術の有効性について

Treatment of cubital tunnel syndrome based on preoperative grade of palsy: Effects of simultaneous

tendon transfer to restore index abduction for severe cases

○加藤 直樹, 福本 恵三, 菅野 百合, 小平 聡
久能 隼人

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】
これまで我々は、重度の肘部管症候群（赤堀の術前病期分類4期以上）では、神経に対する手術
を行うことで知覚の改善は期待できるが、筋萎縮やピンチ力の回復は得られにくいことを確認
し報告してきた。そこで最近は、ピンチ動作の障害を強く訴える術前病期分類4期以上の肘部管
症候群に対し、積極的に示指外転再建術（Neviaser法）を併用しているが、この際には移行腱
の緊張度を統一するよう術式を工夫して行っている。今回、こうした工夫と臨床成績を報告
し、術前病期分類に基づいた治療戦略の妥当性について検討する。
【対象と方法】
2009年10月以降に臨床所見と電気生理学的検査によって肘部管症候群と診断して手術を行った
症例62例62肘（男性49名、女性13名）のうち、一期的にNeviaser法を行ったのは19例であっ
た。この19例の手術時平均年齢は67.5歳であり、平均罹病期間は5年7ヵ月であった。赤堀の術
前病期分類では4期が13例、5期が6例で、King変法を3例に、その他の16例に対しては皮下前方
移行術を行った。治療成績については赤堀の予後評価基準を用いて評価し、加えて術前後のピ
ンチ力、知覚障害、筋萎縮の改善などにつき検討した。
【結果】
予後評価基準では優1例、良10例、可が8例であった。知覚障害については全例で改善を認めた
が、筋萎縮の回復を認めたのは3例のみであった。術前後のピンチ力を健側比で比較すると、術
前21.2%が術後59.5%に改善していた。
【結論】
今回、我々の行っているNeviaser法で比較的安定したピンチ力の増加が得られていることを確
認した。これまでの検討から、術前病期分類4期以上ではピンチ力の改善が余り期待出来ないた
め、希望に応じて示指外転再建術を併用した方が良いと思われた。
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肘部管症候群術後における上肢機能評価値の反応性と特徴
Responsiveness and Characteristics of Upper Extremity Functional Parameters in Postoperative Patients

with Cubital Tunnel Syndrome

○井戸 芳和1,2, 内山 茂晴2, 林 正徳2, 今枝 敏彦3

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

3金城学院大学　生活環境学部

【はじめに】肘部管症候群 (CubTS) 術後の評価方法は，身体所見や電気生理学的検査，また患
者立脚型評価など多岐にわたる．しかし手術に対するそれぞれの反応性は不明であり，優先す
べき評価方法についてコンセンサスを得られているものはない．今回は各種上肢機能評価値の
反応性とそれらの相関関係を調査した．
【対象と方法】当院にて尺骨神経皮下前方移動術を施行されたCubTS患者39例を対象とした．術
前重症度はMcGowan分類Grade II 16例，Grade III 23例で，平均年齢は66.5歳であった．術
前，術後1，3，6，12か月および2年以上の最終観察時に，DASH，握力，サイドピンチ (SP)，小
指のしびれの程度 (VAS)，SWテスト，2PDおよび神経伝導速度病期分類を評価した．最終観察時
は術後平均34.8か月であった．反応性としてStandardized Response Mean (SRM) を算出した．
また評価時期ごとに各種上肢機能評価値の相関関係を調べた．
【結果】中等度以上の反応性 (SRM) を示した上肢機能評価値は，術後1か月の時点でSW (-
0.63) としびれ (-0.46)，3か月の時点で握力 (0.88)，2PD (-0.54) およびDASH (-0.49)，さ
らに6か月の時点で神経伝導速度病期分類 (-0.51) とSP (0.48) と経時的に増加していった．
すべての時期において一貫してDASHと相関関係にあった上肢機能評価値は，しびれ (r=0.40～
0.71) および握力 (r=-0.33～-0.50) の2項目のみであった．SWおよび神経伝導速度病期分類に
関しては，いかなる時期においてもDASHとの相関は認められなかった．
【結論】CubTS術後早期において，最も鋭敏な上肢機能評価値は小指のSWおよびしびれの程度で
あった．またDASHは，しびれとの間に中等度から強い相関，握力との間に概ね中等度の相関が
すべての評価時期において一貫して認められ，それらの評価の重要性が示唆された．
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野球選手に生じた尺骨神経障害の手術成績とその問題点
Ulnar nerve disorder in baseball players

○今田 英明, 渋谷 早俊, 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】野球選手の尺骨神経障害は、肘部管レベルでの圧迫に加え尺骨神経前方脱臼、肥
厚した筋間中隔やStruthers’acadeによる圧迫といった複数の要因が関与して発症するためそ
の診断、治療に難渋することがある。本障害に対する当科の手術成績を報告するとともにその
問題点について考察する。
【対象・方法】対象は12例である。手術時年齢は18.5歳(15～24歳)であり術後経過観察期間は
26.6か月(3～46)か月であった。5例に胸郭出口症候群(TOS)、4例に後方インピンジメント、4例
に内側側副靱帯(MCL)損傷、3例に上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(OCD) の合併（重複あり）を認め
た。全例に尺骨神経皮下前方移動術を行い7例に骨棘・遊離体切除を、1例にMCL再建術を合わせ
て行った。これらの症例に対してスポーツ復帰状況、握力・ピンチ力、JOA  sports
score(JOASS)について調査した。
【結果】術中、肘屈曲に伴い尺骨神経が前方に脱臼しOsboene靱帯ならびに肥厚した筋間中隔に
より圧迫される所見を全例に認めた。その他Struthers’ arcadeを3例に、deep flexor-
pronator apneurosisの肥厚を3例に認めた。術後全例で肘内側の痛みとしびれの改善を認めた
がスポーツに完全復帰できたのは9例(75%)であった。健側握力比は術前90.2％から最終
102.8%へ、健側ピンチ比は術前92.7%から最終103.2%へ、JOASSは術前50.3から最終93.6へと改
善した。TOS、MCL損傷合併例ではしびれや肘内側の痛みの残存を認めた。
【考察】尺骨神経皮下前方移動術は早期復帰を希望する本障害例の治療として有用であった
が、他の障害を合併した場合は症状が残存する可能性がある。
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尺骨鉤状突起に関する解剖学的検討
An  anatomic study of the ulnar coronoid process

○志村 治彦1,2, 二村 昭元3, 今谷 潤也4, 大川 淳1

秋田 恵一3

1東京医科歯科大学大学院 整形外科学分野, 2東京ベイ・浦安市川医療センター

3東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学, 4岡山済生会総合病院　

【目的】尺骨鉤状突起骨折と橈骨頭骨折を合併した肘関節脱臼はterrible triad injuryと称さ
れ、不安定性や可動域制限が残存しやすい難治性の骨折である。尺骨鉤状突起は肘関節の安定
性に寄与する重要な要素と認識されているが、骨性組織だけでなく鉤状突起に付着する軟部組
織も重要と考えられている。本研究の目的はterrible triad injuryの治療成績向上のために尺
骨鉤状突起の骨性要素と付着する軟部組織との関係性を解剖学的に検討することである。【対
象と方法】東京医科歯科大学解剖実習体14肘を使用した。上腕遠位1/3で上肢を離断し、遠位よ
り円回内筋上腕頭・橈側手根屈筋・長掌筋・尺側手根屈筋を同定し近位に翻転した。次により
深層の浅指屈筋・深指屈筋を近位に翻転した。上腕筋・肘関節包を近位から遠位に翻転し鉤状
突起付着部の観察を行った。5肘において、鉤状突起先端のレベルで矢状断標本を作製し、関節
包と鉤状突起先端の軟骨成分の観察を行った。【結果】関節包は橈側では11.9±2.2ｍｍ、尺側
では6.1±1.0ｍｍと幅を持って尺骨に付着していた。鉤状突起先端には関節包は付着しておら
ず、関節包の近位付着部は鉤状突起先端から5.8±0.9ｍｍであった。矢状断での観察では、関
節包の付着部より近位に1.9±0.2ｍｍの骨性成分を、4.7±0.2ｍｍの骨軟骨成分を認め
た。【考察】O’Driscoll　tip subtype 2ではX線撮影で認識するよりも大きい骨軟骨片を有
し、関節包を含んでいることが推察された。
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Lateral para-olecranon approachによるtwo-window techniqueを用いた上
腕骨遠位端骨折の治療経験

Two-window technique by using lateral para-olecranon approach for the treatment of distal humerus

fracture

○岩本 卓士, 名倉 重樹, 稲葉 尚人, 鈴木 拓
佐藤 和毅

慶應義塾大学 　整形外科

【目的】上腕骨遠位端骨折に対する手術において関節外骨折では上腕三頭筋を切離しない
bilaterotricipital approachが，関節内骨折では肘頭を骨切りするtransolecranon approach
が一般的に行われるが，前者では関節面の確認が困難であり後者では肘頭骨切りに伴う合併症
がある．今回われわれはlateral para-olecranon approachによる上腕骨遠位端骨折の治療経験
について報告する．
【方法】対象は9例9肘（男3女5），手術時年齢は23～89（平均63）歳，術後観察期間は平均10
ヵ月であった．骨折型はAO分類A2: 3例，C1: 3例，C2: 3例であった．関節面の粉砕を伴うC3お
よび前方の展開が必要なB3は本アプローチの適応外とした．手術は後方縦皮切にて展開，上腕
三頭筋を近位正中にて縦割し，遠位は肘頭外側縁の肘筋筋膜を切開するlateral  para-
olecranon approachにより上腕骨関節面中央部から外側を展開する．内側は上腕三頭筋を挙上
することで展開可能であり，上腕三頭筋1/2を左右にずらす“two-window”アプローチにより骨
折部の整復および内外側のdouble plate固定を行った．術後のROMおよび合併症について検討し
た．
【結果】 術後ROMは屈曲110°～140°（平均126°），伸展0°～-20°（平均-10°）であり，
全例で骨癒合は得られtypeCにおいても関節面の整復は良好であった．上腕三頭筋に起因する合
併症は生じなかった．
【結論】肘頭骨切りを必要としない本法でも関節面の後方部分は十分確認可能であり，術中X線
透視を併用することで良好な整復が得られた．術後早期より骨切り部に対する懸念無く自動伸
展が可能であるため，合併症が少なく良好な伸展可動域が得られると考えられた．
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骨脆弱性を有する高齢者の上腕骨遠位端骨折に対する治療課題
Treatment of distal humerus fractures in the elderly with bone fragility

○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】高齢化が急速に進んでいる本邦において,今後骨粗鬆症を基盤とした骨脆弱性骨折をい
かに治療するかが課題となる.今回,骨脆弱性を有する高齢者上腕骨遠位端骨折に対する手術療
法および治療上の問題点を調査し,最適な治療方針について検討した.【対象と方法】本研究は
多施設後ろ向き研究である.対象は本骨折に対してアナトミカルロッキングプレート(ALP)固定
法を行った65歳以上の52例(男性7例,女性45例,平均年齢82歳)である.骨折型によりAO/OTA type
A(35例)とtype C(17例)について,各群の臨床成績を調査した.また術後経過中における他部位の
新規骨折の発生率などについても調査した.【結果】52例全例に骨癒合が得られた.Type Aのう
ち外側ALP＋内側スクリュー固定を行った27例中1例に遷延癒合を,3例で内側が一部圧潰して癒
合したが,主に不適切な手術手技が影響していた.Type Cでは全例にdouble plate固定法(DP法)
を行っていたが,前額面多骨片を伴ったC3の2例に関節面(前額面)骨片の矯正損失を認めた.また
術後経過中の52例中9例(17%)において,大腿骨頚部骨折などの他部位の新規骨折が発生してい
た.【考察】高齢者において肘関節はつかまり立ちや歩行の際の重要な補助となっており,その
機能再建は生活の質(QOL)を担保する上で重要である.本研究では,優れた初期固定性があるとさ
れるALP固定法により全例骨癒合が得られていた.しかし骨脆弱性を有する高齢者においては,不
適切な手術手技が初期固定性不良に直結する.また前額面多骨片を伴うC3では,ALPによるDP法に
よってでも整復位を維持できない症例が存在するため,primary TEAの選択も考慮すべきである.
さらに今回17%に他部位の新規骨折を生じており,骨折の連鎖を予防するためには本骨折の治療
のみならず,初療時からの骨粗鬆症治療への積極的な介入も重要となる.
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上腕骨遠位端骨折の治療と術後合併症の検討
Complication after treated distal humerus fracture

○飯田 竜1, 辻井 雅也2, 國分 直樹2, 植村 和司3

須藤 啓広2

1永井病院, 2三重大学　大学院　整形外科, 3植村整形外科

【目的】上腕骨遠位端骨折はdouble plateが一般的であるが,尺骨神経麻痺などの合併症も報告
されている.今回上腕骨遠位端骨折の治療法と術後成績を検討した.【方法】症例は上腕骨遠位
端骨折24例で,受傷時平均年齢73.7歳（23-93歳）,男5例,女19例,受傷機転は転倒19例,転落5例
であった.AO分類はA2:14例,A3:1例,C2:2例,C3:7例で, 治療は保存1例,手術を23例行い,術式は
CCS2例(A2：2例), 後外側plate+内側screw3例（A3：1例,C3：2例）,double plate18例
(A2：11例,C2：3例,C3：4例,C型7例で肘頭骨切り)で,最終観察時の屈伸可動域,X線評価,術後合
併症を評価した.【結果】経過観察期間は平均9カ月で,最終平均可動域は伸展-22.4°/屈曲
122.1°,CCS施行例は-10°/135°,後外側plate+内側screw施行例は-20°/110°double plate施
行例は-24°/122°(A型-22/124°,C型-26/119°)であった.X線評価で偽関節を1例(4%)認め,脆
弱性骨折の保存例であった.術後転位を2例（8.7％）認め,いずれもC3に対して後外側plate+内
側screw施行例であった一方,術後尺骨神経麻痺を5例(21.7％)認め,全例double plate例であっ
た.3例はしびれのみ（A2の78歳,85歳女性,C2の23歳男性）で,全例数週間で症状が消失したが,
感覚.運動障害を認めた2例（転落によるC型の71歳,36歳男性）は,最終観察時も症状を認め
た.【考察】Double plate施行例は,安定した固定性,まずまずの可動域が得られたが,自験例で
はdouble plateを行わなかったC3型の2例に術後転位を認めた.一方,自験例で術後尺骨神経麻痺
を22％認め, WiggersらもB型を除く上腕骨遠位端骨折59例で術後尺骨神経の運動感覚障害を21
％認めたと報告している.上腕骨遠位端骨折に対する手術はdouble plateによる強固な固定が重
要であるが,術中の尺骨神経に対する配慮および術前のinformed consentが大切と考える.

S481



2-6-28

肘関節脱臼・脱臼骨折に対する手術療法の治療成績
Functional outcome after operation of Elbow dislocation and dislocation Fracture

○林 孝典, 松本 泰一, 津村 卓哉, 高山 和政
松下 睦

倉敷中央病院

【目的】肘関節脱臼および脱臼骨折に対し当院で手術加療を行った症例の術後成績について検
討したので発表する。【方法】2008年から2013年までに当院にて手術加療を行った肘関節脱臼
および脱臼骨折の症例14人14肘について検討を行った。対象は男性6名、女性8例であり、受傷
時の平均年齢は51歳であった。内訳は脱臼による靱帯損傷が5例、terrible　triadが5例、脱臼
骨折が4例であり、受傷から手術加療までの平均待期時間は6.5日であった。評価項目は術後3ヶ
月での関節可動域およびJOAスコアーとした。【結果】術後3ヶ月での肘関節の平均可動域は屈
曲123度、伸展-20度、回内69度、回外71度、平均JOAスコアーは81点と比較的良好であった。術
後6ヶ月には屈曲134度、伸展-18度、回内71度、回外76度、平均JOAスコアー89点と改善を認
め、成績は良好であった。異所性骨化は6例に認めているが、異所性骨化により成績不良となっ
た例は無かった。【考察】当院では骨傷を伴わない脱臼に対し肘関節の不安定性を認める例に
対しては積極的に手術加療を行っている。また、脱臼骨折に対しても骨接合後に不安定性を認
める例に対しては内側および外側ともに縫合を行う方針としている。術直後は比較的可動域が
悪くとも、リハビリテーションを6ヶ月継続することにより可動域の改善を認める例もある。そ
のため特に若年者に対しては不安定性を残さないように初期にしっかりとした修復を行うこと
が肝要であると考える。
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血友病性肘関節症に対する鏡視下滑膜切除術の治療成績
Arthroscopic synovectomy for haemophilic elbow arthropathy

○轉法輪 光, 富永 明子, 島田 幸造

地域医療機能推進機構　大阪病院

【目的】血友病において、血友病性関節症はQOLを左右する合併症の一つであり、繰り返す出血
により疼痛や可動域制限を来たす。我々は、血友病性肘関節症に対して関節鏡視下滑膜切除を
行っており、今回はその治療成績を報告する。
【方法】当院にて手術を施行した血友病性肘関節症4例4肘を対象とした。全例男性で、手術時
平均年齢は20歳（14-21歳）であった。全例血友病Aで、第8因子製剤の補充療法を受けていた。
手術では関節鏡視下に易出血性の増殖した滑膜を切除し、さらに1例では腕橈関節の適合性不良
のため橈骨頭形成術を追加した。術中、術後には正常レベルになるように第8因子製剤の補充を
行い、血液検査にて第8因子、APTTをモニターし、周術期出血の予防に努めた。術前および最終
診察時の可動域や単純X線所見、出血イベントなどの合併症の有無を検討した。
【成績】手術では全例において黄褐色の滑膜増生を認め、関節鏡視下に切除した。平均可動域
は術前屈曲126度、伸展-14度が、回内65度、回外68度が、術後1年5か月の最終診察時には屈曲
130度、伸展-6度、回内75度、回外73度に改善していた。単純X線では、Arnold-Hilgartner分類
で術前stage 3が2例、stage 4が2例であったが、術後はstage 3は3例、stage 4は1例と、1例に
て改善していた。術後の出血イベントは1例において術後1日目に関節内出血を認めたのみで、
第8因子の追加補充にて止血できた。最終診察時には全例で疼痛を認めなかった。
【結論】第8因子製剤を補充しながら手術を行うことで、大きな出血イベントを予防することが
できた。出血の原因となる滑膜を切除することにより新たな出血を予防し、関節の適合性を得
ることにより疼痛や可動域の改善が得られた。
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母指手根中手（CM）関節症における第１中手骨亜脱臼率に関する
検討

The Rate of First Metacarpal Bone Subluxation in Osteoarthritis of the Carpometacarpal Joint of the

Thumb

○金谷 治尚, 山下 優嗣, 林原 雅子, 藤田 章啓
永島 英樹

鳥取大学医学部附属病院　整形外科

【目的】CM関節症の進行度はEaton、Burton、Dellなどによって分類されているが、いずれも亜
脱臼の程度が進行度判定に用いられている。我々は第1中手骨亜脱臼率が、母指CM関節症に与え
る影響について検討した。【方法】対象は2010年1月以降に当院で手術を行った母指CM関節症患
者16人17手とした。母指X線側面像を撮影し、旧Eaton分類のstageIIとIIIに準じて、関節面の
1/3以上の亜脱臼の有無で2群（StageII 7手、StageIII 10手）に分けた。またX線正面像で関節
面の10%以上の転位の有無で2群（転位無 8手、有 9手）に分けた。検討項目は1.掌側内外転可
動域、2.橈側内外転可動域、3.健側との握力比（％）、4.DASHscoreとし
た。【結果】DASHscoreは正面像での転位の有無で有意差を認めた（転位無 23.4、有 38.0　
P=0.0300）。その他に有意差のある項目は無かったが、可動域は亜脱臼率の高い症例で良い傾
向にあった。【考察】Eatonらの分類では亜脱臼が増悪するにつれ、stageは上昇する。橈背側
への亜脱臼はkey stabilizerとしてのanterior oblique ligament（AOL）の機能低下を示唆す
るが、今回の検討では側面像での亜脱臼の程度と母指機能低下との相関関係は示されなかっ
た。しかし正面像での転位の改善が上肢機能の改善に有用である可能性が示唆された。また亜
脱臼が大きくなると不安定性が増すが、そのことで可動域が広がる可能性があると思われた。
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母指CM関節形成術後のMP関節過伸展変形に関する検討：機能的レ
ントゲン評価法を用いて

A study on hyperextension of MP joint following CM joint arthroplasty of the thumb: evaluation using

functional X-ray imagings

○加藤 直樹, 福本 恵三, 菅野 百合, 小平 聡
久能 隼人

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

母指CM関節症が進行すると、CM関節レベルでの中手骨亜脱臼が増悪して内転変形が生じ、これ
を代償するためMP関節の過伸展変形が生じることが知られている。一方、術前のMP関節は正常
であるも、母指CM関節形成術後に過伸展変形が進行し臨床的に問題となることがある。これは
CM関節形成術の重篤な合併症としてよく知られているが、術前のMP関節伸展角度から術後の過
伸展変形が予測出来るのか、どのような因子が過伸展変形に関与するのか、などについては未
だ統一された見解はない。今回、術前から術後にかけて機能的レントゲン写真を撮影し、これ
らの画像から正確な母指の橈側および掌側外転角度、MP関節伸展角度、加えて大菱形骨腔を計
測し、MP関節伸展角度との相関関係を検討した。対象は2012年5月から2014年3月までにCM関節
形成術を当院で受け、経過観察期間が6カ月以上の39例（男性14例、女性25例）。手術時平均年
齢は63.7歳であり、術前Eaton分類はstage 2が3例、stage 3が27例、stage 4が9例であった。
結果、術前の平均MP関節伸展角度は28.6度であり、30度以上の症例が17例あった。術後に伸展
角度の増加を認めたものは20例、平均増加角度は12.8度であった。術前30度未満であった症例
で術後30度以上に増加したものが5例あった。母指MP関節伸展角度の増加と最も相関係数が高か
ったのは自動橈側外転角度の減少であり、その相関係数は0.53であった。なお、大菱形骨腔の
減少との相関係数は0.24と低く、再建靱帯のゆるみによる吊り上げ効果の減少はMP関節過伸展
変形にそれほど影響を与えないことが示された。
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当院における母指CM関節症に対する手術成績
Clinical outcome of suspension arthroplasty for  thumb carpometacarpal joint arthritis.

○神山 翔, 田中 利和, 小川 健, 岡野 英里子
落合 直之

キッコーマン総合病院 整形外科

【目的】母指CM関節症に対する関節形成術は様々な方法が報告されている。当院では撓側手根
屈筋（FCR）半裁腱を用いるLittler法の変法を行っており、その手術時の工夫と成績を報告す
る。
【対象と方法】対象は、2009年9月から2014年1月に手術を行った母指CM関節症17例17関節であ
る。男性4例、女性13例、手術時年齢は平均58.8（38-77）歳であった。Eaton分類では、stage2
が4例、stage3が11例、stage4が2例であった。術後経過観察期間は平均18.2（5-55）ヶ月であ
った。
手術は、舟状骨大菱形骨間の関節症性変化の軽度な症例は大菱形骨を半切除、高度な症例は全
切除する。、FCR半裁腱を第一中手骨に作成した骨孔を通して固定するが、この際FCR半載腱の
緊張が緩まないよう、可能な限り遠位まで半裁し、TJ screw を用いて強固に固定する。また、
残腱で作成した腱球を関節内に留置し、スペーサーの一助としている。し検討項目は、術前後
の疼痛（VAS）、大菱形骨腔距離（狭小率）、握力（健患比）、ピンチ力（健患比）、母指掌側
外転・撓側外転角度、DASH scoreとした。統計にはMann-Whitney U検定を用いた。
【結果】疼痛は術前平均9.2（8-10）から最終観察時平均1.4（0-5）と改善した(p=0.27)。大菱
形骨腔距離は術直後平均3.8(1.6-6.1)、最終観察時平均3.6（1.2-5.7）mmであり、狭小率5%で
あった。握力は平均22.2（14-39）kgで健患比80%、ピンチ力は平均4.7（2-10）kgで健患比81％
であった。母指掌側外転角度は平均54.4（40-70）度、撓側外転角度は平均54.7（45-80）度で
あった。DASH scoreは、機能障害/症状が平均18.0（4.54-45.45）、仕事は14.8（0-25）、スポ
ーツが平均15.0（0-25）であった。
【結論】本方法は、過去の報告と比較しても、特に大菱形骨腔距離の狭小率が少なく、有効な
治療法である。
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母指CM関節症に対する鏡視下大菱形骨部分切除術と靭帯形成術の
治療成績

Treatment of partial trapeziectomy and ligament reconstruction under arthoscopy for osteoarthritis of

thumb CMC joint

○辻井 雅也1, 飯田 竜2, 國分 直樹1, 藤澤 幸三3

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鈴鹿医療科学大学

【目的】母指CM関節症(CM-OA)の治療には様々な術式があるが,固定術と関節形成術が一般的で
ある.関節形成術は靭帯形成に大菱形骨(Tm)切除が行われ,Tm切除術のみでも良好な成績が報告
されている.しかしTm切除では母指列短縮やピンチ力低下の危険性があり,特に軽症例では適応
に苦慮する.当科では関節鏡視下にTm部分切除と靭帯形成術を行っており,治療成績を報告する.
【方法】対象はCM-OAで上記手術を施行し,1年以上経過観察した15例で,平均年齢67歳,女性
13例,男性2例であった.手術は関節鏡視下にTm部分切除と,遊離長掌筋腱を用いて背側と掌側に
二重束靭帯形成術を行った.治療成績を術前,最終観察時のDASH,可動域,握力,ピンチ力(健側比
%),単純X線(大菱形骨腔,第1中手骨背側亜脱臼)を評価した.また術後3,6,9,12ヵ月での臨床成績
の推移も検討した.
【結果】平均観察期間は1年8ヵ月(1.0-2.8年)であった.DASHは術前平均43.9が最終19.3へ有意
に低下,術後6ヵ月以降で有意に低下した.関節可動域は術前より術後3ヵ月以降から差はなく,早
期から良好な回復であった.筋力は最終時に比して有意に増大し,握力は3ヶ月,指腹つまみは9ヵ
月以降,側つまみでは12ヶ月で有意に改善した.単純X線では大菱形骨腔は術前と変化なく最終ま
で保たれ,第1中手骨背側亜脱臼は術後1ヶ月での有意な矯正が最終まで保たれていた.
【考察】CM-OAに対する手術加療ではTm切除は一般的で,単純切除術でも治療成績は他の術式と
同等で合併症が有意に少ないことが示されている.しかし母指列の短縮やピンチ力の低下,手根
不安定症といった合併症の危険性からTm温存が望ましいと考えられる.今回の検討で鏡視下に靱
帯形成術を追加したTm部分切除は良好な臨床成績で,術後合併症の抑制に加えて,さらなる手術
を要する場合にも種々の術式を適応でき,有用な方法と考えられた.
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Eaton分類stage3,4の進行期母指CM関節症に対する第1中手骨外転対
立位骨切り術

The Surgical Results of Abduction-opposition Wedge Osteotomy of the First Metacarpal Bone for

Trapeziometacarpal Osteoarthritis in Eaton Stages 3 and 4

○堂後 隆彦

西能病院　整形外科

【目的】2010年以降、母指CM関節症に対する手術治療として第1中手骨外転対立位骨切り術
(AOO)を施行してきた。今回、Eaton分類stage3,4の進行期母指CM関節症に行ったAOOの治療成績
を報告する。
【対象と方法】2010年11月～2014年6月に、当院でAOOを行った母指CM関節症のうち、Eaton分類
3,4の16例18手（男性7手、女性11手）を対象とした。手術時年齢は38～87歳（平均59.8歳）、
術後経過観察期間は5～46ヶ月（平均13ヶ月）である。Eaton分類はstage3が16手、stage4が2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
い、Synthes社製MatrixMandibleロッキングプレートで内固定した。
【結果】全例良好な骨癒合が得られた。VASは術前平均73から術後平均12に、Quick DASH score
は術前平均43点から術後平均6点に改善した。単純Ｘ線像での関節裂隙は、術前平均0.2mmから
術後平均0.9mm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は、正面像で術前
19.6%から術後平均10.3%へ、側面像で術前平均41.4%から術後平均21.2%へ改善した。
【考察】母指CM関節症に対するAOOは、Futamiらが最初に報告した術式である。第1中手骨の骨
切りにより、荷重方向と荷重面が軟骨変性の強い掌側から軟骨が保たれている背側へ移行する
ため、亜脱臼の改善と疼痛の緩和が期待できる。当初、AOOは早期例が適応とされてきたが、近
年進行期例における有用性を示す報告が散見される。今回のEaton分類stage3,4に対するAOOの
臨床成績は良好であり、手技が簡便で関節を温存できる利点を加味すると、AOOは進行期母指CM
関節症に対する治療法として第1選択となりうる術式であると考えた。
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母指CM関節症に対する関節形成術における母指沈み込み防止の工
夫

Techniques to Minimize Thumb Subsidence after Arthroplasty for Thumb CMC Arthritis

○三浦 俊樹1,2, 岩科 麻紀1, 田中 伸弥1, 森崎 裕2

宮本 英明2

1JR東京総合病院　整形外科, 2東京大学　整形外科・脊椎外科

【はじめに】母指CM関節症に対して大菱形骨切除による関節形成術が普及してきた。その際の
大菱形骨の切除量、靭帯再建の方法に関しては未だ議論の余地がある。今回は大菱形骨切除量
や靭帯再建法の工夫により術後母指沈み込みを防ぐことができるかを検討した。【対象と方
法】同一術者が執刀し半年以上の経過を追えた大菱形骨部分切除群21指と大菱形骨全切除群13
指を対象とした。関節リウマチ症例や後述の術式以外の症例は除外した。部分切除群では大菱
形骨遠位部の切除後、長掌筋腱で母指中手骨と橈側手根屈筋腱（FCR）間を連結し、背側亜脱臼
を制動した。全切除群では長母指外転筋腱を用いFCRとの縫合だけでなく吊り下げ効果を期待し
て母指と示指の中手骨間の靭帯再建も行った。母指長はX線側面像にて舟状骨遠位関節面から中
手骨頭関節面までの距離で評価した。【結果】両群ともに術後半年で母指長は術前より2.5mm短
縮していたが、それらは術後早期から生じており、その後の経過観察期間での更なる短縮はほ
とんどなかった。疼痛の改善は両群ともに良好で、最終経過観察時には全例疼痛は消失ないし
は改善していた。【考察】Hematoma Distraction Arthroplastyでは大菱形骨切除後の間隙が半
年で5mm、7年後は8mm沈み込むこと、FCRを用いたLRTI法でも術後半年で6mm沈み込むことが報告
されている。今回の結果はそれらの報告に比べて母指の沈み込みが抑えられており大菱形骨切
除量や靭帯再建法の工夫が有効だったと考えられる。今回の2つの術式は沈み込みには同等の効
果があったが、部分切除はEaton stage 4は適応外になることに注意を要する。【まとめ】母指
CM関節症に対する大菱形骨切除を伴う関節形成術では大菱形骨の部分切除や靭帯再建の工夫が
術後の母指沈み込みを防いでいた。
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母指CM関節に対する遊離腱球移植による再建法
Tendon ball interposition and ligamentous reconstruction for CM arthritis of thumb.

○山口 利仁, 稲見 浩平, 河原 三四郎, 宇佐美 聡

東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院

【目的】母指CM関節症に対して、表面置換型人工関節が製造中止となり、人工関節抜去後にサ
ルベージ手術として行った遊離腱球移植の結果が良かったため、現在遊離腱球移植と背側靭帯
再建を行っているので報告する。【方法】手術は背側よりCM関節を展開し人工関節置換術を行
なう手順で中手骨基部関節面を切除し、大菱形骨の関節面の骨棘を切除し変形を形成する。関
節背側の靭帯成分は中手骨基部骨皮質まで含めるようにして切離し弁状にして中枢へ翻転して
おく。次に橈側手根屈筋腱の半裁腱を手関節から前腕中央付近まで採取する。この末梢から約
8cmをさらに半裁切離し靭帯再建用とする。残りの腱組織で直径約1.5cmの腱球を作成する。こ
の腱球を人工関節の代わりに関節内に挿入し背側靭帯を縫合したのち、採取しておいた遊離腱
で橈背側の靭帯をさらに補強する。術後は3週間ギプス固定後自動運動を開始し、術後5週で母
指を自由に使用させた。本術式を25例26指に施行した。観察期間は最長5年10ヶ月、平均2年9ヶ
月である。【結果および考察】1）CM関節形成術においては、スムーズな回転可動性の獲得が重
要で、本法はligametous reconstruction and tendon interposition arthroplastyに属する。
しかし背側から関節を展開し、人工関節の代わりに遊離腱球を挿入し、さらに遊離腱により背
側の靭帯成分を補強する方法で、他の手術法と違いがある。観察期間は短いが全例きわめて良
好な経過である。2）CM関節以外の関節にも術前に十分な検討が必要で、特に母指スワンネック
拘縮などの場合は伸筋腱の癒着剥離や関節授動術後、CM関節の手術をすることが重要で、また
術後のギプス固定やリハビリには伸筋腱の滑走や母指内転拘縮の改善も重要と考える。
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鏡視下母指CM関節形成術の臨床成績とレントゲン評価の関連
Correlation between clinical and radiological result of arthroscopic trapezium hemi-resection arthroplasty

for thumb carpometacarpal joint

○速水 直生, 面川 庄平, 小畠 康宣, 仲西 康顕
田中 康仁

奈良県立医科大学　整形外科

【目的】当院で行った鏡視下母指CM関節形成術について、術前後に経時的レントゲン評価を行
い、術後の機能評価との関連を調査したので報告する。【方法】2010年8月から2014年2月まで
に鏡視下関節形成術を行い、6か月以上術後経過を観察しえた17症例（男6人、女11人）を対象
とした。検討項目は母指側面像での背側への亜脱臼距離と中手骨基部と大菱形骨間の距離（CM
関節裂隙）であり、それぞれ術前、術直後、最終観察時で計測し、個体差を標準化した値を算
出した。機能評価は、DASH、疼痛score、ピンチ力、握力を術前、最終観察時に計測し、レント
ゲン計測値との相関を検定した。【結果】平均年齢は59歳、平均術後観察期間は9ヶ月であっ
た。DASHは術前平均53から術後27、疼痛scoreは63から10、ピンチ力は2.8kgから3.7kg、握力は
18kgから20kgへと、いずれも有意に改善した(P＜0.01)。背側への亜脱臼距離は術前平均
5.8mm、術直後3.5mm、最終観察時3.8mmであり、CM関節裂隙はそれぞれ1.2mm、2.7mm、2.1mmで
あった。いずれも術前と比較して術後有意に変化したが(p＜0.05)、術直後と最終観察時では有
意な変化を認めなかった。最終観察時のCM関節裂隙と握力（r=0.71）、ピンチ力(r=0.78)との
間に有意な相関を認めた（p＜0.01）。【考察】鏡視下母指CM関節形成術において、形成した関
節裂隙は術後の経過で軽度狭小化したが、短期の観察では有意な差を認めず保たれていた。最
終観察時の中手骨基部と大菱形骨間の距離が術後の握力・ピンチ力と相関したことから、術後
の母指長の保持が把持力の増大と関連する可能性が示唆された。
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前腕回旋運動における近位橈尺関節の解剖学的検討
Anatomical Study of the Proximal Radioulnar Joint in the Forearm Rotation Movement

○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病院　整形外科学講座

【目的】当講座の解剖学的研究結果において，橈骨頭関節環状面(以下，環状面)の大きさに有
意差を認めた．この結果から，前腕回旋運動に伴う尺骨橈骨切痕(以下，切痕)への適合性の変
化や，近位橈尺関節(以下，PRUJ)の形態上の相違が，肘関節の安定性や変性に関与している可
能性について，PRUJの解剖学的検討を行った．
【方法】系統解剖用屍体標本26体49肘を用いた．切痕の形状の評価として深さ，高さ(H)，関節
面長を計測した．前腕最大回内位における環状面を，前方(A)，後方(P)，内側(M)，外側(L)の4
領域に分け，また切痕の関節面を近位前方(pa)，近位後方(pp)，遠位前方(da)，遠位後方(dp)
と各々の中間領域であるpp＋pa，pa＋da，pp＋dp，dp＋daおよび中央(O)の9領域に分けた．各
領域における軟骨損傷の程度を評価した．系統解剖用屍体標本5体10肘は，肘関節伸展位におけ
る前腕回外・中間・回内位の各肢位の肘関節単純X線を正側2方向施行し，以下の項目を計測し
た．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-)，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-)を計測した．
【結果】回内位におけるPRUJの適合する割合は，回外位の約半分であった．環状面M領域と切痕
遠位に高度軟骨損傷を認めた．領域dp+da領域のみに環状面Mの大きさと相関関係を認めた．
【考察】前腕回内位では回外位よりPRUJにおける関節適合割合が低く，不安定であることが示
唆された。回内動作時，dp+da領域が尺骨側の支点となっている可能性が考えられた．
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前腕骨間膜遠位腱様組織の解剖学的検討
The anatomical study of antebrachial distal interosseous membrane

○木内 均1, 國吉 一樹1, 助川  浩士1, 上野 啓介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]新鮮凍結屍体において前腕骨間膜遠位腱様組織（Distal Oblique Band; DOB）の存在率
と存在の性差、左右差および付着位置と形態について検討したので報告する。　[対象] 対象は
上肢新鮮凍結屍体14体28肢。男性7体、女性7体、死亡時平均年齢84.2歳。[方法] 前腕骨間膜を
展開、骨間膜腱様部の有無を確認した後、DOBの橈尺骨における付着部を、橈尺骨全長に対する
百分率として測定した。またのDOBの付着幅と厚さを測定した。またDOB存在例の性差　[結果]
　DOBは28肢中14肢（50％）で認められた。男性では7体中4体8肢、女性では7体中３体６肢で認
められ、性差は認められなかった。全例で両側性に存在し、左右差は認められなかった。尺骨
側では尺骨の17.3％の位置に、橈骨側では橈骨８％の位置（背側関節包）を付着部として斜走
していた。腱様組織の幅は、平均1.8mm(1.4-3.4mm)であり、2mm以下の幅ものが９肢、2mm以上
の幅ものが５肢であった。 厚さは、平均 0.６mm(0.2-1.2mm)であった。[考察]今回の検討では
DOBは従来の報告よりやや高率に存在していた。DOBは近年、遠位橈尺関節の安定性への関与が
報告されており、存在の性差・左右差、付着位置・形態といった情報は前腕遠位の手術の際に
は念頭に入れておくと有用であると考えられた。
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上腕筋浅頭腱膜を用いた輪状靭帯再建の解剖学的検討
An anatomical study of the tendon of the Superficial Head of the Brachialis Muscle for Annular Ligament

Reconstruction

○大西 正展1, 面川 庄平1, 清水 隆昌1, 飯田 昭夫2

田中 康仁1

1奈良医大　整形外科, 2阪奈中央病院整形外科

【目的】橈骨頭脱臼に対する輪状靭帯(以下AL)の再建材料として、上腕三頭筋付着部腱膜(Bell
法)や、前腕伸筋群の深筋膜(Boyd 法)などが用いられている。近年、上腕筋浅頭腱膜(以下SB)
の解剖学的研究の報告で、採取できるSBの長さと再建時の余剰腱の長さで再建の可能性が示唆
されたが、SBの幅、付着部の位置や近走する上腕二頭筋腱との位置の評価がなく、解剖学的情
報が不足している。今回SBを用いたAL再建に関する詳細な解剖学的検討を行ったので報告す
る。
【方法】学生解剖実習用保存屍体30肢(左15肢、右15肢)を用いた。採取可能なSBの長さ、AL・
SB付着部の位置と形態、AL前方付着部とSB付着部の中心間距離を計測し、再建した際のSB余剰
腱の長さ、再建靭帯と上腕二頭筋付着部との位置関係を調査した。
【結果】採取可能なSBの長さは平均71mm(50-100mm)、再建後の余剰SBの長さは平均10mm(3-
28mm)であり、全例で再建可能であった。SB付着部は全例でAL後方付着部の末梢内側に位置して
おり、その付着部間距離は平均19mm(13-25mm)であった。SB付着部の縦径は平均11mm(8-20mm)、
横径は平均5.3mm(3-11mm)であり、AL前方付着部の形態（縦径平均10mm：6-12mm、横径平均
1.8mm：1-3mm)と比較して、縦径で近似しており横径は大きかった。再建移行したSBは、上腕二
頭筋付着部より平均0.5mm(-2mm-5mm) 中枢の位置を走行した。
【考察】本所見は、近年のNwokoらの報告と同様であり、SBはALを再建するのに十分な長さを有
していた。付着部の形態から、SBはALに近似した再建材料として使用可能と考えられた。ま
た、AL前方付着部とSB付着部間の距離は平均19mmと比較的離れていたが、再建する際には25例
（83%）のSBが上腕二頭筋付着部より中枢を走行し、軟部組織の干渉なくAL再建が可能であっ
た。
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超高周波プローブを用いたエコーによる橈骨神経浅枝の正常解剖
Anatomical study of superficial branch of radial nerve using high-resolusion diagnostic ultrasound

imaging

○乾 淳幸1, 国分 毅1, 美舩 泰1, 藤岡 宏幸2, 黒坂 昌弘1

1神戸大学大学院医学研究科整形外科, 2兵庫医療大学リハビリテーション学部

【目的】橈骨神経浅枝は前腕の橈側で体表付近を走行し、橈側皮静脈と交差するために医原性
神経損傷の生じやすい神経として知られている。今回の研究では超高周波プローブ用いて橈骨
神経浅枝と橈側皮静脈の位置関係について検討を行った。【対象と方法】健常成人41名 (年齢
分布は22̃62歳で平均32.0歳)の82手を対象とし、22MHz超高周波プローブ(GE社、LOGIQ-e )を用
いて観察を行った。橈骨茎状突起から0, 5, 10cmのレベルで橈骨神経浅枝と橈側皮静脈を同定
し、神経と血管の距離、橈骨神経浅枝の体表からの距離、神経の長径について検討を行った。
また、Lichtらの神経誤穿刺リスク分類に基づいて、脈管と神経の距離が2mm以下のhigh risk群
が占める割合について検討した。【結果】橈骨神経浅枝と橈側皮静脈の距離は橈骨茎状突起か
ら0, 5, 10cmのレベルで各々、平均1.1±1.0mm, 1.4±1.3mm, 2.1±1.6mmであった。体表から
の距離は各々、2.7±0.9mm, 3.5±1.1m, 5.5±1.9mmであり、神経の長径は0.9±0.3mm, 1.1±
0.3mm, 1.0±0.3mmであった。神経と血管が近接しているhigh risk群の占める割合は0, 5,
10cmのレベルで各々82.7%, 62.9%, 46.9%であった。【考察】橈骨神経浅枝と皮静脈との位置関
係については解剖用屍体を用いて種々の研究が行われているが、生体での報告は少ない。今
回、超高周波プローブを用いることで、エコーによる表在皮神経の観察が可能となり、生体で
の橈骨神経浅枝と皮静脈との位置関係の把握ができた。生体における評価においても手関節か
ら近位10cmまでは神経と脈管が近接していることが観察された。
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手指伸筋腱延長部と爪構造の観察と機能に対する考察
Structures of extended extensor tendon to the nail matrix

○青木 伸峰1, 東 隆一1, 清澤 智晴1, 松井 利康2

小林 靖2

1防衛医科大学校　形成外科, 2防衛医科大学校　解剖学講座

【目的】爪母を含めた爪構造と指伸筋腱末節骨付着部の間には、伸筋腱の延長部と考えられる
薄い線維性の構造物が存在する。これまで同構造物を詳細に観察した報告はなかった。解剖用
献体３体を用いて、各手指および第１、２足趾の同部を詳細に観察、計測し、その機能的役割
について考察した。【方法】防衛医大解剖学講座に献体された遺体３体の両手各手指、両足第
１、２足趾合計３６本を用いた。指尖から末節骨近位までを、伸筋腱、屈筋腱とともに長軸方
向に採取し、HE切片を作成した。顕微鏡下に爪構造と線維性構造物の位置関係、長さ、厚さ、
伸筋腱との厚さの比を測定した。【結果】各指の線維性構造物の長さ、厚さ、伸筋腱との厚さ
の比の平均は、それぞれ、母指3.18mm、0.28mm、0.61、示指2.80、0.25、0.50、中指
2.53、0.24、0.48、環指2.64、0.22、0.44、小指2.80、0.24、0.45であった。足趾は第１、２
趾とも手指のような連続性のある線維性構造物は認めなかったが、ランダムに入り組んだ膠原
繊維が爪構造と伸筋腱の間に存在した。【考察】指尖部は指先つまみ時にその形態が変形す
る。指先つまみ時の爪甲とhyponychiumの位置関係を観察すると、DIP関節屈曲早期から爪甲が
hyponychiumを覆うように位置関係が変化し、指尖の形態変化を補助しているように見える。こ
の機序に対し、今回観察した線維性構造が関節回転中心を軸に、屈曲時には強く緊張すること
で関与していると同時に、周囲の靭帯構造とともにpinch時の爪甲の安定性にも寄与していると
考えられた。手指爪構造は指伸筋腱と連続し、pinch時の指尖部形態を構築するのに動的に関わ
っていると考えられた。
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小指FDS腱独立滑走を妨げる解剖学的要因
Factors to interfere with the independent sliding of FDS tendon of the small finger

○木村 和正1, 佐野 和史2, 増田 陽子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】小指浅指屈筋(FDS)腱の破格とFDSテストとの関係に関する記載は少ない。今回実
際の解剖所見とFDSテストとの関係から小指FDS腱独立滑走を妨げる解剖学的要因を検討した。
【対象.方法】系統解剖屍体10例20手を小指FDS腱停止部から筋腹にかけて解剖し、環指FDSも含
めた周囲組織との連続性とFDS腱破格の有無、中環小指の基節骨長を計測した。また徒手FDSテ
ストとmodified FDSテストを76人140手（38±25歳）に行いindependent , common, absentに分
け更にPIP,DIP屈曲伸展の有無で亜分類し各々の年齢等を調査した。
【結果】破格は尺側FDS腱half slip低形成を3手に認め、尺側FDS腱低形成群と非低形成群間の
基節骨長に関して有意差は無かった。FDSテストにおいて頻度の多い4つの亜分類の内小指DIP屈
曲を伴う群(62±17歳)が他群と比較して有意に高齢であった。一方、小指独立屈曲が制限され
るパターンの中で20歳以下ではcommon type(62％)が、65歳以上ではabsent type（73％）が最
多であった。
【まとめ】今回の結果からは加齢に伴いFDSテストでDIP屈曲傾向、つまり加齢により従来の小
指独立運動を妨げている因子が増す事を示唆していると思われた。また我々が昨年度当学術集
会において報告した高齢者FDS筋腱の解剖所見では小指FDS腱と周囲組織との腱性の連続性は存
在せずに多くの腱滑膜増生を認めていた。以上より高齢者の場合、破格よりも増生した腱滑膜
組織が小指FDS腱との間を連続し従来の小指FDS腱独立滑走を妨げる要因と思われた。
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Hypertrophic thenar muscle存在例における正中神経運動枝の走行に関
する解剖学的検討

An anatomic study of the course of the motor branch of median nerve in relation with the existence of

hypertrophic thenar muscle

○金塚 彩1, 助川 浩士2, 小林 倫子2, 鈴木 崇根1

國吉 一樹2

1千葉大学　大学院医学研究院　環境生命医学

2千葉大学大学院医学研究院整形外科学　

【背景】手根管開放術の際に母指球皮線上で横手根靭帯を横切る筋組織が存在することがあ
る。この筋組織についての報告は過去に散見されるが、その解剖は明らかでない。【目的】こ
の筋組織をhypertrophic thenar muscle (HTM)と定義し、その起始・停止およびHTMが存在した
際の正中神経運動枝の走行の特徴を明らかにする。【方法】対象は新鮮凍結屍体4体8手。母指
最大外転位でのKaplan’s cardinal lineと示中指間橈側線の交点を運動枝分岐部の皮膚メルク
マールとして実際の分岐部との解離を評価し、HTMの有無により比較した。中指中線と、有鉤骨
鉤を通るその垂線を座標にとり鋼線を配置してX線撮影を行い各局在を記録した。また横手根靭
帯に対する通過位置も評価した。【結果】8手中3手(37/5%)にHTMを認め、母指球皮線より3±
2.6mm尺側より起始し、全例において遠位で短母指外転筋 (APB)に連続し、APB腱となり基節骨
に付着していた。運動枝分岐部はHTMあり群ではメルクマールより9.0±4.4mm (4～12mm) 近
位、5.0±1.7mm (4～7mm) 尺側に見られた。HTMなし群では8.6±3.9mm (4～13mm) 近位、4.6±
1.5mm(3～6mm) 尺側に見られた。運動枝分岐部はHTMの有無による差は認められなかった。運動
枝の横手根靭帯通過位置は、HTMあり群ではextraligamentous3手で、HTMなし群では
extraligamentous4手、transligamentous1手であった。【結論】HTMはAPBの一部と考えられた
が、運動枝の分岐部、横手根靭帯通過点との明らかな関連性はなかった。
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音楽家の筋骨格系問題についてのアンケート調査と検診の報告
Questionnaire surveys and medical examinations for musicians about musculoskeletal problems

○金塚 彩1, 助川 浩士2, 小林 倫子2, 鈴木 崇根1

國吉 一樹2

1千葉大学　大学院医学研究院　環境生命医学

2千葉大学大学院医学研究院整形外科学

【背景】芸術的パフォーマンスを支える筋骨格系の症状に悩む音楽家は多い。しかし整形外科
医の視点から調査した研究は少なく不明な点が多い。【目的】上肢の症状を中心として筋骨系
の諸問題を明らかにする。楽器ごとの演奏姿勢の特徴と愁訴との関連を検討する。【方法】音
楽家51名を対象としてアンケート調査を行った。年齢、性別、楽器、経験年数、所属団体、プ
ロ・アマチュア・指導者、練習時間と頻度、症状、VAS、整形外科疾患の既往、音楽家生命の危
機の経験の有無について調査した。楽団員15名に対して検診を行い、症状の他覚的評価を加え
た。【結果】平均年齢34.3歳(18～64歳)、男性19名、女性32名。鍵盤楽器36名、弦楽器27名、
木管楽器9名、金管楽器9名、打楽器3名、声楽3名、指揮者1名（重複含む）。平均経験年数19.9
年（1～60年）。プロ2名、アマチュア17名、指導者16名、音大生10名、その他6名。普段の練習
時間2.7時間/日、普段の練習頻度4.4日/週、多い時の練習時間5.2時間/日。有症状時最大VAS平
均65、調査時演奏時VAS平均23。整形外科疾患既往を認めたもの22名。手の外科領域の疾患では
腱鞘炎やHeberden結節、肘部管症候群、ジストニアが愁訴となっていた。音楽家生命の危機経
験者は6名で内訳は左肘関節骨折2名、橈骨神経麻痺1名、甲状腺炎１名、ばね指2名。楽器を構
える肢位の特徴によりファゴットとフルートで左上肢痛、チェロで右肩痛が多く、大きく重い
楽器は運搬に伴い手や腰が痛いという悩みがみられた。使いすぎによる上肢痛の他、同じ姿勢
をとり続けることによる頸部痛や腰痛も多い。【結論】症状は多岐に渡るが、音楽家の診療に
は楽器の特徴への理解は非常に重要である。
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音楽家の手におけるDASH-SMと上肢患者立脚型評価尺度の関連性
の検討

Correlation between DASH-SM and Patient-oriented Outcome Measure with musician hand

○上原 浩介1, 森崎 裕1, 三浦 俊樹2, 菅原 留奈1,3

大江 隆史3

1東京大学　医学部　整形外科, 2JR東京総合病院　整形外科

3名戸ヶ谷病院　整形外科

【背景・目的】音楽家の運動器障害は上肢に多く、障害の評価や治療効果の判定には熟練を要
する。上肢の患者立脚型評価尺度であるDASHはスポーツ・音楽活動のモジュール（SM）を有し
ており、その妥当性・信頼性が検討されている。音楽家の手におけるSMとその他の評価尺度の
関連性を検討した。【対象と方法】2011年9月から2014年3月の間に回答を得たDASH1897例のう
ち、SMに活動内容が記載されていたものは500例であり、うち楽器演奏は93例であった。重複
例、他の活動が併記されていたものを除いた47例を対象にDASH機能スコア、Hand20、JHandとの
相関、楽器の種類による違いを解析した。【結果】平均42.9歳（SD19）、男11例、女36例であ
った。楽器は鍵盤楽器21例、弦楽器20例、管楽器2例、打楽器1例、記載なし5例であった(重複
が2例)。プロは7例、音楽科の学生は3例であった。SMは平均52.8点、DASH30.5点、Hand20
35.3点、JHand26.2点であった。SMとDASH、Hand20、JHandの相関係数はそれぞれ
0,737、0.664、0.694（いずれもP＜0.001）であった。楽器別のSMとDASH、Hand20、JHandの相
関係数は鍵盤楽器でそれぞれ0.88（P＜0.001)、0.67（P=0.002 ）、0.75（P＜0.001)、弦楽器
で0.48（P＝0.05)、0.54（P=0.024 ）、0.53（P＝0.027)であった。【考察・結語】弦楽器が鍵
盤楽器に比してSMと各上肢患者立脚型評価尺度との相関が弱かった。鍵盤楽器と弦楽器の違い
の一つに、利き手と非利き手の動作が大きく違うことが挙げられるが、利き手・非利き手の影
響が少なくなるよう配慮して作成されたJHandにおいても同じ傾向がみられた。このことから、
弦楽器のパフォーマンスには上肢機能以外の要素が影響している可能性がある。
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橈骨遠位端骨折術後のQuick-DASHスコアとSF-36との関係性
The relationship between Quick-DASH and SF-36 of DRF

○石川 貴史

社会医療法人共愛会　戸畑共立病院

【はじめに】当院では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っており、術
後早期よりリハビリ介入をし、早期機能改善・早期退院を図っている。当院で手術を行った方
の多くは術後1週間以内には退院しているが、その中には機能改善が不十分な症例もいる。今
回、機能改善が不十分となる要因を調べるため、精神面に着目し調査を行った。【方法】橈骨
遠位端骨折術後の21症例（平均年齢70±15歳）を対象に術後1週のQ-DASHスコアとSF-36を評価
し、Q-DASHスコアの得点とSF-36の下位尺度8項目の得点をそれぞれ回帰分析を行い相関をみて
いった。【結果】Q-DASHスコアに対して、SF-36の下位尺度8項目のうち身体機能、日常役割機
能（身体）、活力、社会生活機能、心の健康の5項目については相関は見られなかった。しか
し、その他の3項目においては、全体的健康感はr２=0.226、日常役割機能（精神）は
r2=0.207、体の痛みはr２=0.209と弱い相関が認められた。【結論】今回の調査によりQ-DASHス
コアとSF-36の結果から術後1週のQ-DASHスコアの得点が高い方はSF-36においても全体的健康感
や日常役割機能（精神）、体の痛みの3項目は低い得点を示している方が多くみられた。SF-36
の得点は全体的健康感では得点が低いと「健康状態が良くなく、徐々に悪くなっていく」、日
常役割機能（精神）では得点が低いと「仕事や普段の活動をした時に心理的な理由で問題があ
った」と解釈され、Q-DASHスコアの日常生活でどの程度動作が行えるかという事に関与してい
ると考えられる。急性期病院という入院期間の短い施設において早期よりリハビリ介入を始
め、術後早期より身体機能へのアプローチだけでなく精神面へのアプローチを行っていくこと
により早期ADLやIADLの向上や早期家庭復帰に繋がっていくのではないかと考える。
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手根管症候群術後早期リハビリの治療成績
Treatment of carpal tunnel syndrome with early rehabilitation intervention

○犬飼 智雄, 山岸 淳嗣, 小久保 安朗, 内田 研造

福井大学　医学部　整形外科

【目的】手根管症候群は、正中神経の絞扼性神経障害であり、その発症には反復運動障害が大
きく関与し、日常生活動作での手の使用形態が発症の遠因となっている可能性が示唆されてい
る。術後の良好な神経の回復を得るには、日常生活動作を含めたリハビリテーションが必要で
あると考えられる。著者らはリハビリ早期介入による手根管症候群の治療を行っているので報
告する。【対象と方法】当科で手根管開放術を行った25例を対象とした。男性5例、女性20例。
手術時平均年齢は62.8歳（43～84歳）。平均罹病期間は8ヵ月（2ヵ月-10年）であった。手術は
手掌部小皮切で行った。術後2日後より正中神経と屈筋腱の癒着を防止する腱滑走運動(tendon
gliding exercise)を開始した。1週間後より手関節の固定を除去して手関節の自動運動を開始
し、正中神経の長軸方向への滑走を維持しながら周囲組織との癒着を予防するため神経滑走訓
練(nerve gliding exercise)を行った。術前後の評価項目として、Quick Disabilities of the
Arm, Shoulder and Hand (Q-DASH),Carpal tunnel syndrome instrument- symptom severity
scale (CTSI-SS)を検討した。【結果】術前、術後1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月のQ-DASH平均は23.0→
24.9→16.0→10.2、CTSI-SS平均は22→17→16.2→14.5であった。【考察】DASH scoreは術後1
ヵ月にやや上昇するもののその後改善を認めた。CTSI-SSは術後良好に改善を認めた。術後早期
からリハビリの介入を行うことにより、手の過使用や不使用を避けることが可能であった。適
切な屈筋腱と正中神経のgliding exerciseを行うことにより、術後長期にわたるADL障害を来し
た症例はなく、良好な結果であった。
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臨床研究実施のための手続きの変遷と対策に関する検討
Examination about the changes against procedure for clinical researches in Japan

○岡田 潔

大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部

【内容】近年の臨床研究に関する考え方の変遷から、臨床研究実施に関わる手続きも適正化を
求められつつある。臨床研究に関する倫理指針は疫学研究に関する倫理指針と統合され「人を
対象とする医学系研究に関する倫理指針」が平成27年4月から施行される予定となっており、侵
襲かつ介入を伴う研究に対してはモニタリングや監査等を求める方向性で調整されている。ま
た、整形外科と関連の深い再生医療の分野では平成26年11月25日に「再生医療等の安全性の確
保等に関する法律」（平成25年法律第85号）が施行され、再生医療等臨床研究の実施に当たっ
ては、従来と異なる手続きが必要になった。人の幹細胞を用いて、疾病治療や機能欠損の再建
を目指す再生医療や、ウイルスベクター等を用いて疾病の治療を目指す遺伝子治療に関して
は、これまでそれぞれ、ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針、遺伝子治療臨床研究に関
する指針があり、実施に当たっては、厚生労働大臣の意見を求めることが定められていた。し
かし、再生医療等の安全性の確保等に関する法律では、これまで指針が対象としてきたものの
多くを、本法律が定める手続きに従って、国に届け出ることが義務付けられた。同法施行令並
びに施行規則を確認すると、様々な様式の書類の準備、提出が求められており、さらに国の認
定を受けた認定再生医療等委員会の審査、意見を受ける必要があることがわかる。また、健康
被害に対する補償の対策についても再生医療等臨床研究に関しては、法律上義務付けられてお
り、これまでとは異なる考え方が必要になるものと推察される。以上の現状を踏まえて、今
後、臨床研究の実施をより適切、迅速化していくために必要なポイントについて検討を加え、
臨床研究推進の一助となることを目指したい。

S503



2-7-13

青壮年マウス坐骨神経欠損に対するiPS細胞ハイブリッド型人工神経
の有用性

The efficacy of bioabsorbable nerve conduit coated with induced pluripotent stem cell-derived

neurospheres for peripheral nerve repair in middle-aged mice

○横井 卓哉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淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】これまで我々は、神経再生誘導管（以下、人工神経）に人工多能性幹細胞（以下、iPS
細胞）を付加したハイブリッド型人工神経を開発し、若年マウス（6週齢）の坐骨神経欠損に対
するその有用性を報告した。しかし、臨床で人工神経が適応となる症例は青壮年者が多いこと
を想定して、今回青壮年マウスモデルを用いてiPS細胞ハイブリッド型人工神経の有用性につい
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を使用した。マウスiPS細胞から分化誘
導した第2世代神経前駆細胞塊（day7）をin vitroで2週間にわたり人工神経に生着させてiPS細
胞ハイブリッド型人工神経を作製した。青壮年マウス（52週齢）の坐骨神経に長さ5mmの欠損を
作製し、1)人工神経（n=10）, 2)iPS細胞ハイブリッド型人工神経（n=10）, 3)自家神経
（n=9）で移植再建を行った。移植後12週で下肢機能回復および組織学的に再生軸索について評
価した。
【結果】移植後12週において、自家神経、iPS細胞ハイブリッド型人工神経、人工神経移植の順
にマウスの下肢機能は回復しており、再生軸索数は増加していた。
【考察】iPS細胞ハイブリッド型人工神経は、青壮年マウスの坐骨神経欠損に対しても有用であ
った。従来の若年マウスモデルにおける自家神経と人工神経の比較実験では、若年マウスの神
経再生能が高くiPS細胞付加の効果が過小評価されている可能性がある。実臨床を想定した青壮
年マウスモデルの確立は、iPS細胞付加が青壮年患者に与える影響を類推する上で重要な意味を
持つと考えられる。今後、神経再生に対する加齢の影響について検討し、自家神経移植に並ぶ
ハイブリッド型人工神経の開発につなげたい。
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iPS細胞ハイブリッド型人工神経の長期成績-マウスモデルにおける
iPS細胞由来神経前駆細胞移植の効果-

Long-term outcomes of tissue-engineered nerve conduits coated with iPS cell-derived neurospheres -The

efficacy of iPS cell-derived neurospheres for peripheral nerve regeneration in mice-

○上村 卓也1, 高松 聖仁2, 横井 卓哉1, 岡田 充弘1

中村 博亮1

1大阪市立大学　医学部　整形外科, 2淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】これまで我々は神経再生誘導管（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行ってき
た。今回、マウス坐骨神経欠損モデルに対するiPS細胞ハイブリッド型人工神経の長期成績と
iPS細胞由来神経前駆細胞移植の効果について検証した。
【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を使用した。GFPが遺伝子導入されたマ
ウスiPS細胞（iPS-Stm-FB/gfp-99-1）から分化誘導した第2世代神経前駆細胞塊（day7）をIn
vitroで2週間にわたり人工神経に生着させてiPS細胞ハイブリッド型人工神経を作製した。マウ
スの坐骨神経欠損（gap 5mm）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った。
移植後、48週まで人工神経内の再生軸索および移植したiPS細胞由来神経前駆細胞について組織
学的に評価した。
【結果】iPS細胞ハイブリッド型人工神経は48週の長期成績においても、人工神経単独よりも再
生軸索数が有意に増加しており、線維束形成が進んでいた。また移植後48週でも抗GFP抗体陽性
のシュワン細胞様細胞が再生軸索周囲に残存していた。
【考察】iPS細胞ハイブリッド型人工神経は、長期成績においても再生軸索数の増加を認め、移
植したiPS細胞由来神経前駆細胞がシュワン細胞様細胞として再生軸索周囲に残存し、軸索伸長
に貢献していることが示唆された。移植したiPS細胞由来神経前駆細胞が髄鞘形成に直接関与し
ているかについては不明であり、今後さらなる検証を行う必要がある。
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ラット切断尾のCAS凍結による組織学的変化と解凍後再接着の可能
性について

Histological alteration of amputated tail of a rat after CAS freezing and its possibility of replantation

○佐野 和史1, 木村 和正2, 橋本 智久1, 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】生体組織を凍結・解凍すると通常では細胞破壊を起こすが、細胞内水分の結晶化を極
力抑える特殊な冷凍技術 (cells alive system、以下CAS)では、歯根膜細胞、歯髄組織、卵巣
等を用いた基礎研究を通して解凍後の細胞生存率の向上、細胞分化能、接着性、増殖能の普遍
性が実証されている。この成果がさらに大きな複合組織のバイアビリティ維持に繋がるかどう
かラット切断尾を用いて検討した。
【方法】実験１：Lewis系ラットの尾を切断し尾動脈より臓器移植用潅流液と細胞凍結保存液で
潅流した後、直ちにホルマリン固定したもの（コントロール）、CASフリーザーで-50℃までプ
ログラム凍結後解凍ホルマリン固定したもの（CAS凍結）、一般冷凍庫で-20℃まで凍結後解凍
ホルマリン固定したもの（一般凍結）の組織学的相違を検討した。
実験２：CAS凍結後解凍した切断尾を顕微鏡下に再接着施行した。この際、尾動脈と側方の尾静
脈を２本吻合し再潅流後の血行を経時的に観察した（n＝17）。
【成績】実験１：一般凍結標本ではほぼ変性・壊死の状態であったが、CAS凍結標本では骨、血
管、筋組織において少なからずviableな部分が確認できた。
実験２：再接着直後に動脈血再開とともに側方尾静脈より静脈潅流を認め、再接着尾全体の色
調も改善したが、再接着６時間以内に全例血行途絶した。
【結論】切断指に代表される組織再接着において血行再開までの時間的制約は避けられず早急
な手術対応を必要とされ、これに対してCAS凍結の可能性は魅力的である。今後冷凍能力が向上
し組織内をより瞬時に且つむら無く均一に凍結し得ればさらなるバイアビリティの向上に繋が
る可能性はあるが、現時点ではラット尾程度の複合組織であっても生着生存し得るバイアビリ
ティは維持できなかった。
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外傷性肘関節拘縮の関節包における特異的なコラーゲン発現の解析
Expression Patterns of Collagen in Post-Traumatic Anterior Elbow Contracture Capsules

○佐々木 浩一1, 射場 浩介1, 和田 卓郎4, 青木 光広3

Kamineni Srinath2

1札幌医科大学　医学部　整形外科, 2ケンタッキー大学整形外科, 3北海道医療大学

4済生会小樽病院

【目的】肘関節外傷後に生じる関節拘縮の発生原因として関節包におけるコラーゲンの発現変
化が関与していることが報告されている。一方、その詳しい病態は未だ不明な点が多い。今回
は外傷後の時間経過が異なった拘縮肘患者の前方関節包における各種コラーゲンの発現解析を
行い、その病態について検討した。【対象と方法】本研究はケンタッキー大学倫理委員会の承
認を受けた。対象は関節授動術をおこなった、外傷後の時間経過が異なる拘縮肘患者7名7肘
(男4、女3肘)である。平均年齢38歳、外傷から手術までの期間は平均6.4ヶ月であった。6肘が
関節鏡視下、1肘が直視下で手術を行った。外傷の種類は肘関節脱臼2肘、上腕骨骨折5肘であっ
た。術中に前方関節包を採取し、組織学的検討をおこなった。偏光顕微鏡下ピクロシリウスレ
ッド（PSR）染色でIおよびIII型コラーゲンの発現および、Western  Blottingによる
I,III,V,VI,X型コラーゲンの発現レベルを検討した。【結果】全肘の関節包でIおよびIII型コ
ラーゲンの発現を認めた。各コラーゲンの発現レベルは、外傷早期から経時的に増え、異なる
時期に最大となった。すなわちI型は外傷後4ヶ月で最大となり、III型は外傷後5ヶ月、V型は7
ヶ月、VIおよびX型は4ヶ月が最大となった。正常コラーゲン線維(I型コラーゲン)と修復コラー
ゲン(III型コラーゲン)の比（I型/III型比）は、外傷後1ヶ月で0.5、その後経時的に増加し、
外傷後13ヶ月では9.5であった。【まとめ】外傷性関節包でのI,III,V,VI,X型コラーゲン発現
は、外傷早期から経時的に増え、外傷後4-7ヶ月で最大となった。またI型/III型の比は、外傷
早期から経時的に増加した。これは関節包が修復されてきたことを示す。これは外傷からの時
期が拘縮の病態に深く関与すると考えられ、病態解明の一助になると考えられる。
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microRNA-222の発現抑制による骨形成促進の検討
Inhibition of microRNA-222 expression accelerates bone fracture healing with enhancement of

angiogenesis and osteogenesis in atrophic non-union model in rat

○吉塚 将昭, 中佐 智幸, 砂川 融, 中島 祐子
越智 光夫

広島大学　医学部　整形外科

【目的】non-coding RNAであるmicroRNA(miRNA)は、様々な疾患の病態に関与し、miRNAを利用
した治療の試みも行われている。我々は骨芽細胞分化に関与するmiRNAを同定し、発現を制御す
ることで、ラット大腿骨偽関節モデルにおいて骨形成が促進されるか検討した。【方法】ヒト
骨髄由来間葉系幹細胞(MSC)と骨芽細胞に分化させたMSCにおいて、miRNAの発現を網羅的に解析
した。このうち、分化後に発現が大きく低下したmiRNA-222に注目し、骨分化への影響を検討し
た。MSC にmiRNA-222 inhibitorとmiRNA-222 mimicsをtransfectionし、骨芽細胞分化誘導後、
それぞれの群のRUNX2,Col1a1,Oxteocalcinの骨形成マーカーのmRNAの発現量、アリザリンレッ
ド染色、ALP活性の検討を行った。さらにmiRNA-222 inhibitorをラット大腿骨偽関節モデルの
骨折部に投与し、骨形成が促進されるか検討した。【結果】MSCではmiRNA-222を抑制すると、
対照群に比べ有意に骨形成マーカーの発現は上昇し、アリザリンレッド染色の染色性やALPの発
現が上昇した。miRNA-222の発現を上昇させると、これらのマーカーは低下した。またラット大
腿骨偽関節モデルの骨折部にmiRNA-222のinhibitorを投与すると、投与後8週間でcontrol群に
比べXP、macro-CT、組織学的評価で骨形成の促進が確認できた。【考察】本研究からmiRNA-222
の発現を抑制すると、MSCからの骨芽細胞分化が促進され、またラット大腿骨偽関節モデルでは
骨形成促進が確認された。血管内皮細胞でmiRNA-222を抑制すると細胞増殖能、遊走能が増加し
血管新生が促進されるとの報告があり、miRNA-222の抑制は骨分化促進、血管新生の両作用を持
ち、骨折偽関節の新たな治療法となる可能性が示唆された。
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CRPSは治る？　25年以上長期経過観察の検討

○三木 健司 1,2,3, 行岡 正雄 4

1近畿大学 医学部 整形外科, 2行岡病院 リウマチ科, 3大阪大学疼痛医療センター

4行岡病院　手の外科センター

CRPSの最終像は、発生頻度が小さいことからはっきりしていない。我々は単一の施設で発症初
期から経過が観察できた3症例を検討した。発症後25年、32年、52年と長期間観察するにつ
れ、「痛み」はほぼ消失した。関節拘縮は完成しているものの、骨萎縮は無く、日常生活に患
肢を使用することができるようになっている。長期間、治療に応えることが出来たから
「痛み」が改善したのか？「痛み」が改善したから長期間の経過観察が可能であったのかは不
明であるが、いずれにしてもCRPSと診断された患者が「痛み」が無くなり、日常生活で患肢を
使用することができ、皮膚の萎縮は残っているものの、骨萎縮は無くなる症例が存在するとい
うことはCRPSと診断された患者にとっても朗報と考えられる。労災保険の後遺症診断では関節
拘縮、骨萎縮、皮膚の変化（皮膚温の変化、皮膚の萎縮）という慢性期の主要な3つのいずれの
症状も健側と比較して明らかに認める場合に認定するとある。しかし、もしかすると骨萎縮は
改善するかもしれない。ある患者は「あらゆる治療はあまり効果が無かったが、自然に痛みが
減ってきた」と述べた。CRPSの「痛み」経過、骨萎縮や皮膚の変化について皆様のご意見を頂
戴したい。
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CRPSを裁判所がどのように認定しているか

○小島 崇宏

大阪A&M法律事務所

交通事故によりＣＲＰＳ（複合性局所疼痛症候群）になり、重度後遺障害が残存したと主張し
て、加害者側に、損害賠償請求をするケースは少なくなく、裁判で、争われるケースも散見さ
れる。交通事故の被害者の場合は、まず、自賠責保険により後遺障害等級認定がなされるが、
自賠責保険でのＣＲＰＳの認定基準は、関節拘縮、骨萎縮、皮膚変化の慢性期の主要３症状が
認められるか否かというもので、その所見の程度および関節拘縮の程度等を参考に、７級、９
級、１２級を認定するとされており、厚生労働省ＣＲＰＳ研究班による判定指標とは異なった
指標を用いている。交通事故の裁判例においては、原則として、自賠責保険の後遺障害等級認
定が尊重され、自賠責保険の後遺障害等級認定で、ＣＲＰＳとの認定がおりなかった被害者
が、医師の診断書等においてＣＲＰＳと診断されていることを根拠として訴訟提起をしたとし
ても、これを否定する裁判例が多い。もっとも、裁判例の中には、自賠責保険上の基準では認
められないが、日本版ＣＲＰＳ判定指標は満たすとして１２級１３号を認定したものなどあ
る。いずれにせよ、ＣＲＰＳによる後遺障害の等級認定がなされるか否かで、交通事故被害者
の受け取る賠償金額は大きく異なってくるため、医師としては、後遺障害診断書等を作成する
ときは、自賠責保険上の認定基準や、その他基準の異同を認識し、適切な診断を行う必要があ
る。多少の手間があっても、最初の診断書作成段階で、適切な診療を行い適切な診断書を作成
しておくことが、後に、診断書の訂正を求められたり、意見書の作成を求められたりといっ
た、無用に交通事故紛争に巻き込まれることを回避することに繋がると考える。
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2-A-EP-1

小児橈骨頚部骨折の治療成績
Clinical result of radial neck fractures in children

○前田 明子, 佐々木 勲, 蔡 栄浩, 西田 欽也
遠藤 健

手稲渓仁会病院　整形外科

【目的】当院における過去10年間の小児橈骨頚部骨折の治療成績を調査した。
【方法】対象は15例で、受傷時平均年齢は7.3（1～16）歳。骨折型はJudet分類２型8例、3型
3例、４型4例だった。２型に保存治療を、３、４型および肘脱臼を合併した２型1例に手術を行
った。追跡期間は平均3年9.5ヶ月（6.5ヶ月～8年7.5ヶ月）。単純X線像、Carrying　angle（以
下CA）、肘関節機能を調査した。
【結果】全例骨癒合し、Steinbergの臨床評価は15例中13例がgoodで概ね良好であったが、単純
X線像では早期骨端線閉鎖が4例（保存2、手術2例）、骨頭肥大または変形4例（保存3、手術
1例）、骨頭部分壊死1例（保存）をみとめた。最終調査時のCAは平均18.3°（健側平均
14.9°）であった。CAの健側との差が+5°以上あった症例は11例中8例で、特に早期骨端線閉鎖
例は4例全例で健側差が5度以上あった。
【考察】整復位が良好であっても、早期骨端線閉鎖や骨頭変形により外反傾向がでると考え
た。また患者側の要因として健側CA自体にも外反傾向があり、手をついた際に肘が外反強制さ
れやすく受傷につながったと推測する。
【結語】長期経過を含めた治療成績を調査することができた。これまで数々の文献で推奨され
てきた「Judet分類1，2型は保存治療、3，4型を手術治療」とする方針で良好な肘機能が得られ
たが、最終観察時は外反肘傾向があり、また単純X線像で異常所見をみとめる例が多かった。さ
らなる長期調査が必要である。本調査をふまえ、小児橈骨頚部骨折の経過および合併症リスク
について理解を深めることが出来たと考える。
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Hume骨折の3例
Hume fracture : Report of three cases

○杉浦 香織1, 荻原 弘晃1, 鈴木　 重哉2, 牧野 絵巳1

1浜松赤十字病院　整形外科, 2藤枝市立総合病院　整形外科

【はじめに】Hume骨折は、橈骨頭の前方脱臼を伴う非転位型肘頭骨折で、稀な外傷とされてい
る。当院および関連施設にて治療を行ったHume骨折3例の特徴、治療成績について報告す
る。【症例】受傷時年齢は4～6歳、受傷機転はすべて転落であった。受傷当日～3週間で来院
し、初診時X線像にて3例とも橈骨頭前方脱臼、転位のない肘頭骨折、尺骨塑性変形を認めた。
初診時のMaximum ulnar bowingはそれぞれ2.2mm,3.9mm,6.0mmであった。受傷当日に受診した6
歳女児の1例は、受傷後2日目に尺骨骨切り術を施行した。受傷翌日に受診した5歳女児の1例は
整復位となる回外位で4週間の上腕ギプス固定を施行した。再脱臼は認めなかったが、回内位で
疼痛が誘発され、橈骨頭の軽度不安定性を認めることから、受傷後7か月で尺骨矯正骨切り術を
施行した。4歳男児の1例は前医にて受傷後3週間ギプス固定されていたが、橈骨頭脱臼と肘関節
可動域制限が残存していたことから紹介され、尺骨楔状骨切り術を施行した。現在のところ、3
例ともに橈骨頭の再脱臼はなく、肘関節の可動域制限もない。【考察】Hume骨折における橈骨
頭脱臼は尺骨塑性変形が原因であるとの説がある。我々が渉猟しえたHume骨折19症例の報告の
うち、前腕全長X線が確認できる症例が10症例で、そのうち9症例が尺骨塑性変形を合併してい
た。Hume骨折の診断においては前腕全長X線を撮影し尺骨塑性変形の有無を確認する必要があ
る。また、治療においては橈骨頭の整復に加え、尺骨の整復や骨切りが必要と考える。

S512



2-A-EP-3

小児肘頭骨折の治療経験
Treatment of olecranon fracture in children

○久保田 豊1, 川崎 恵吉2, 上野 幸夫3, 稲垣 克記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, 3太田西の内病院

【目的】小児の肘頭骨折は肘周辺骨折の中で合併外傷としての頻度が多く、肘頭単独骨折は比
較的まれである。それゆえに的確な診断と初期治療に注意が必要である。今回、当科で治療を
行った小児肘頭骨折の骨折型・合併症について調査した。【対象および方法】2004年4月から
2014年10月までに当院および関連施設で治療を行った30例32肘を対象とした。疲労骨折による
ものは除外した。受傷時平均年齢9.9歳（2～15歳）、性別は男:女20:10例、罹患肢は右:左:両
側13:17:2例であった。何らかの手術を要した手術群が25例、保存療法群7例。平均観察期間9.4
か月（3～24か月）であった。これらの症例に対し単純Ｘ線による骨折型と合併症の評価を行っ
た。【結果】骨折型はWilkins分類に従った。骨端線損傷8例、骨幹端部骨折20例（屈曲損傷
5例、伸展外反損傷11例、伸展内反損傷4例）、分類に適さない先端部骨折4例であった。単独骨
折11例（34％）、合併外傷を伴うものが21例（66％）でありその内訳は内上顆骨折2例、外顆骨
折1例、橈骨頚部骨折10例、橈骨頭脱臼4例、内側側副靭帯損傷3例、橈骨頭脱臼＋Acute
plastic bowing(以下APB)3例であった。【考察】合併外傷として伸展外反損傷によるJeffery型
骨折や伸展内反損傷によるBado3型のMonteggia脱臼骨折などが有名であるが、それ以外にも
Hume骨折やさらにはAPBを合併する症例も認められ、様々な骨折型を念頭に置き診断・治療する
ことが必要と思われた。また、健常児の外傷性骨端線損傷はまれであり、文献的には骨形成不
全症などの易骨折性の疾患に合併することが多いとされ、注意が必要である。
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2-A-EP-4

見落としやすい小児橈骨近位部骨折に合併する肘頭若木骨折
単純レントゲン写真での診断に有用な所見について

Useful plain radiographic sign in diagnosis of pediatric olecranon greenstick fracture complicated with

proximal radial fracture

○藤原 祐樹1, 藤原 那沙2, 建部 将広3, 田中 宏昌4

平田 仁5

1稲沢市民病院, 2津島市民病院

3安生更生病院　手外科・マイクロサージャリーセンター, 4静岡済生会総合病院

5名古屋大学医学部手の外科教室

【はじめに】小児に発生する橈骨近位部骨折は頻度の高い骨折であり、井上らによればその
38.9％に尺骨近位部骨折を合併する。しかしながら、実際には骨折した小児の検査は容易では
なく、しばしば撮像条件の悪い単純レントゲン写真のみで骨折の有無を判断せざるをえない。
今回我々は筆頭演者の前任地である静岡済生会総合病院で経験した症例を調査し、診断に有用
な所見について検討したので報告する。
【対象と方法】2006年4月から2014年9月に治療を行った橈骨近位部骨折を受傷した患者のうち
15歳以下の患者22例を対象とした。平均年齢は8.5歳、男児9例女児13例、受傷機転は立位から
の転倒７例、高所からの転落14例、直達外力による損傷1例であった。橈骨近位部骨折の内訳は
Chambers分類group1が17例、Group2が5例であった。肘頭骨折は13例59.1%に合併し、そのうち5
例については骨折を指摘されず、1例に高度の屈曲拘縮が残存した。肘頭骨折は全例若木骨折で
あり、単純レントゲン写真正面像あるいは側面像において長軸方向に走行する骨折線が指摘で
きた。
【考察】肘頭骨折はJeffery骨折やHume骨折といった複合損傷の一部である可能性もあり、実臨
床ではまず骨折の有無の判断が非常に重要となる。MRIやCTを用いれば正確な判断は可能との報
告もあるが、全例に施行することは現実的でなく、その点単純レントゲン写真で容易に骨折の
有無を判断できる本所見は有用である。この長軸方向に走行する骨折線は、肘頭部の骨梁が長
軸方向に走行しており、若木骨折が生じる際その方向に割れることで生じると考えられた。
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2-A-EP-5

小児橈骨遠位端骨折に伴った尺骨急性可塑性変形～当院における橈
骨骨折に伴う尺骨損傷の検討を加えて～

Acute Plastic Bowing Deformity of the Ulna associated with Distal Radius Fracture

○梅原 渓太郎, 山本 久司, 谷川 泰彦, 藤 真太郎
城戸 研二

山口労災病院

急性可塑性変形は骨端線閉鎖前の小児に多く発生する稀な病態で、骨折と比較し局所所見も乏
しく見逃されることも多い。適切な治療がなされないと回旋障害が残存することもある。　今
回尺骨頭脱臼を認めた尺骨可塑性変化が原因の小児橈骨遠位端骨折を経験した。これを踏まえ
当院にて過去5年間に小児橈骨骨折に対し手術加療を行った症例の尺骨損傷の合併を中心に検討
した。【症例】14歳男性。スノーボード中後方に転倒し右手を雪塊に叩き付け受傷。近医で徒
手整復施行後、当院に紹介。レントゲン上橈骨遠位端背側転位型骨折で、骨端線は温存され、
尺骨の骨折は認めなかった。受傷後9日目に鋼線固定を施行したところ回外位で尺骨頭の背側脱
臼を認めた。尺骨骨幹端部で背側への可塑性変化が原因と判断。これを観血的整復すると尺骨
頭は整復され、回旋制限は改善した。【対象と結果】平成21年8月から平成26年7月までの5年間
に当院で橈骨骨折に対して手術加療を行った18歳以下の症例38例39肢に対し検討を行った。骨
折部位は橈骨近位部2例、骨幹部11例、橈骨遠位部26例、橈骨遠位部のうち8例は骨端線損傷
で、すべてSalter-Harris分類2型であった。尺骨骨折は28例に認め、肘頭1例、骨幹部6例、遠
位部骨折21例で、すべて橈骨と同レベルでの骨折であった。このうち手術を必要としたものは
14例であった。また急性可塑性変化は2例あり、共に橈骨骨幹部骨折に伴う背側凸の変化であっ
た。2例とも可塑性変化に対して未治療で、最終診察時にも弯曲変形が残存しているものの、回
旋制限は認めていない。　【考察】急性可塑性変形の中には今回のように局所的な変形を認
め、関節破綻を起こしている症例もある。今後は局所的な可塑性変化も考慮し、関節機能の評
価を行っていくべきである。
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2-A-EP-6

後骨間神経麻痺を合併したMonteggia骨折の治療経験
Treatment of Monteggia fracture with posterior interosseous nerve palsy

○藤浪 慎吾1, 関谷 勇人1, 勝田 康裕1, 五十棲 秀幸1

岡本 秀貴2

1JA愛知厚生連　海南病院, 2名古屋市立大学　医学部　整形外科　

【目的】2006年以降当院で治療したMonteggia骨折14例のうち，後骨間神経麻痺を合併した症例
を4例経験したので報告する．【症例1】6歳男児．遊具から転落し受傷した．受傷後翌日当院紹
介受診となったが，前腕中央に開放創を認め，手指の完全伸展ができなかった．単純X線像で
Bado分類type1のMonteggia開放骨折と診断し，緊急手術を行った．開放創の洗浄とデブリード
マン，尺骨の鋼線固定おこなうと橈骨頭も整復された．麻痺は術後より改善傾向を示し3週で改
善した．【症例2】7歳女児．うんていから転落し受傷した．初診時より痛みで手指の完全伸展
は確認できなかった．単純X線像でBado分類type3のMonteggia骨折と診断し当日手術をおこなっ
た．尺骨を鋼線固定すると橈骨頭も整復された．麻痺は術後１ヵ月頃より改善傾向を認め2ヵ月
で回復した．【症例3】35歳男性．左手をローラーに挟まれて受傷した．受傷後より手指の完全
伸展ができなかった．単純X線像でBado分類type3のMonteggia骨折と診断した．同日透視下に整
復し外固定，受傷後6日目に手術を行った．尺骨をLC-LCPで固定すると橈骨頭も整復された．麻
痺は１ヵ月頃より母指の伸展が改善傾向を認め，3ヵ月で完全回復した．【症例4】34歳男性．
バイク事故にて受傷した．単純X線像で左Monteggia骨折と右肘関節脱臼骨折，右第３中手骨骨
折を認めた．整復を試みるも整復不能であり，翌日観血的治療を行った．左Monteggia骨折に対
しては尺骨をLC-DCPで固定すると橈骨頭も整復された．術後３ヵ月頃から麻痺の改善傾向が認
められ術後8ヵ月で完全回復した．【考察】保存的治療で後骨間神経麻痺は4例中3例が３ヵ月以
内に改善された．しかしながら症例4のように改善に長期間かかることもあり，高エネルギーで
の受傷や脱臼位で待機したことが要因ではないかと考えられた．
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2-A-EP-7

小児前腕骨骨幹部骨折の治療成績および再骨折についての検討
The outcome of pediatric diaphyseal  forearm fractures and refractures following implant removal

○岩瀬 真希, 山田 俊之, 河野 元昭, 橋本 健
六角 智之

千葉市立青葉病院　整形外科

＜目的＞小児前腕骨骨幹部骨折においてインプラント抜去後の再骨折はしばしば散見される.
今回我々は, 当院における小児前腕骨骨幹部骨折術後の再骨折について検討したので報告する.
＜対象と方法＞2008年1月から2014年9月までに, 当院で手術を行った小児前腕骨骨幹部骨折47
例を対象とした. 男児43例, 女児4例, 受傷側は右24例, 左23例, 治療方法は経皮的鋼線刺入固
定術(W群)が27例, プレート固定術(P群)が20例であった. 平均年齢はW群8.0歳、P群12.5歳であ
った. インプラントは全例抜去され, 初回手術から抜去までの平均期間はW群27日, P群213日で
あった. 平均経過観察期間はW群202日, P群315日であった. 両群間における再骨折率を調査し,
再骨折例における患者背景の比較および再骨折に寄与する因子について検討した. ＜結果＞再
骨折はW群では5例(18.5%), P群では1例(5%)に認めた. W群において再骨折なし群とあり群の平
均年齢はそれぞれ7.7歳と9.2歳であり, 両群間で有為差は認めなかったものの再骨折あり群で
年齢が高い傾向にあった. 抜去までの期間はいずれの群においても27日であった. 一方, P群に
おいて年齢は再骨折なし群平均12.5歳, あり群12歳であった. 抜去までの期間は再骨折なし群
216日, あり群161日と, 再骨折あり群ではインプラント抜去までの日数が短い結果となった.
骨折型については, 再骨折例の初回骨折型は全例横骨折で, 再骨折部位はいずれも初回骨折部
位を含む骨折であった. 再骨折時の治療はW群の4例とP群１例に対しては手術を行い, W群のう
ち1例は外固定での保存加療を行った. ＜結語＞横骨折の骨折型, 年長児に対するピンニング
例, プレート固定後抜去までの期間が短い症例などが再骨折のハイリスク群として考えられた.
そのような症例に対しては慎重な後療法が必要である.
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2-A-EP-8

ロッキングプレートを用いて治療した腕相撲骨折7症例の検討
Spiral fracture of the humerus during arm wrestling : clinical features of 7 cases treated with locking plate

○山下 泰司1, 金谷 文則1, 小浜 博太2

1琉球大学　医学部　整形外科, 2大浜第一病院

【はじめに】腕相撲はその単純性から若者を中心に人気のスポーツになってきている。我々は
腕相撲中に発生した上腕骨骨幹部骨折の7症例をロッキングプレートを用いて治療したので報告
する。【対象と方法】対象は過去3年間で腕相撲中に発生した上腕骨骨幹部骨折に対してロッキ
ングプレートを用いて治療した7症例である。全例男性で、手術時の年齢は20～34歳（平均
27.1歳）であった。骨折型、手術方法、合併症、術後可動域などを検討した。【結果】利き手
である右手が4症例、非利き手である左手が3症例であった。3症例は飲酒後の発症であった。全
症例AO 12-B1のらせん骨折で、内側に蝶形骨片を伴っていた。1症例に術前橈骨神経麻痺を認め
た。手術は後方よりtriceps splitにてアプローチ、全症例スクリューとロッキングプレートを
用いて内固定を施行した。全症例手術中に橈骨神経を直視下に確認した。術後4週の時点で肘関
節可動域は健側の80%まで回復し、最終調査時はほぼ100％であった。【考察】近位側の内旋力
と遠位側の外旋力により全症例らせん骨折の形態をとり、蝶形骨片は内側に存在した。過去の
報告からも腕相撲骨折はこの骨折形態をとることが非常に多い。上腕骨骨折の治療として以前
はfunctional braceを中心とした保存療法が主流であったが、骨折部の接触不良や筋肉の介在
などによる骨癒合不全が報告されている。また、骨折部特に内側蝶形骨片の遠位端は7例とも遠
位1/4以遠に存在しており、髄内釘による治療も適さない。早期に職場復帰を希望する若者にと
ってスクリューとロッキングプレートを用いた後方アプローチによる強固な内固定術は、橈骨
神経麻痺を合併した骨折の場合でも対処でき、有用な術式であると考えられた。
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2-A-EP-9

観血的整復固定を要したマレットフィンガー症例
Mallet finger performed open reduction and internal fixation.

○日比野 直仁1, 近藤 研司1, 浜田 佳孝2, 吉岡 伸治1

佐藤 亮介1

1徳島県鳴門病院　整形外科, 2徳島県立中央病院

【緒言】マレットフィンガーに対する石黒法は低侵襲で好成績が得られる良い方法である。今
回我々は石黒法で対処不能な症例を経験したので報告する。【対象】2012.1から2014.10に手術
を要したマレットフィンガーは42例存在した。そのうち石黒法で対処困難であった11例を検討
した。男性6例　女性5例　平均年齢32.6歳であった。受傷機転はスポーツでの突き指が5例、転
倒して打撲が4例、強い回旋力のかかった症例が2例であった。石黒法で対処困難であった理由
は、骨片の転位が著しかった症例が5例。陳旧例が3例。閉鎖的に整復が不良であった症例が
2例。関節面の陥没を認めた症例が1例。固定方法はフックプレート8例。スーチャ-アンカー固
定2例。観血整復後石黒法が1例。経過観察期間は平均6.5カ月。　【結果】術前と比べ伸展不足
角は全例改善していた。蟹江の機能評価で優が4例、可が3例、不可が1例、3例は最終評価に達
する時期では無かった。【考察】転位が大きい症例は骨片と末節骨との連続が絶たれDIP関節を
屈曲しても骨片が遠位に移動せず、extension blockを刺入しても骨片間のギャップを埋めるこ
とが困難と思われた症例であった。また全例骨片が小さく骨片にk-wireを刺入して整復するこ
とが困難であった。固定方法はフックプレートを選択した症例が最多であった。末節骨が小さ
く爪母の損傷が危惧された症例にはopen 石黒法、スーチャ-アンカーによる固定が行われてい
た。伸展不足角が大きく可、不可となった症例が存在した。今後後療法も含め検討の余地があ
ると思われた。　
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2-A-EP-10

Double extension block first techniqueによる陳旧性骨性mallet fingerの
治療

Double extension block first technique for chronic bony mallet fingers

○阿部 耕治, 吉川 泰弘

駒沢大学　整形外科

【目的】陳旧性骨性mallet fingerに対し、最初にextension blockを行なった後に、小皮切か
ら瘢痕組織を除去し、次いで骨折面を合わせて整復し、最後にDIP関節固定を施行して治療
（double extension first technique）した症例の成績を報告する。
【方法】本法で治療した受傷後6週間以上経過した陳旧性骨性mallet finger6例6指を対象とし
た。方法は、DIP関節を最大屈曲させ、掌側に移動した骨片の背側正中部をはさんで橈・尺側に
extension blockとして0.8～1.0mm鋼線を 2本平行に刺入。骨折部背側に約5mmの横皮切をし、
骨折部の瘢痕組織を可及的に除去。末節骨を牽引して骨片をextension block鋼線に押し当て整
復した後、1.0mm鋼線でDIP関節を固定。横皮切部は縫合していない。原則術後6週で鋼線を抜去
し、自動屈曲運動、他動伸展運動を開始。夜間伸展位副子固定を2～3週間行う。
【結果】骨癒合は全例に得られた。1例で遅発性感染を起こした。蟹江の評価は優3例、良2例、
不可１例であった。
【考察】陳旧性mallet fingerに対する手術療法として、pull-out法、鋼線締結法、石黒法など
による報告がある。pull-out法、鋼線締結法では比較的広範囲の展開を要し、さらに一度骨片
を翻転させることから整復操作の煩雑さは否めない。石黒法では、経皮的な骨折部新鮮化のみ
では整復困難であることも多い。また骨折部をY皮切等で展開した後に石黒法を行なう際
は、extension blockの際に骨片の掌側移動が困難となる可能性があり、また鋼線の存在により
皮膚縫合が煩雑である。本法は、extension blockの際に骨片の掌側移動が容易であり、骨片背
側を展開しないため伸筋腱停止部周囲の血行温存に有利である。瘢痕組織の除去は十分可能
で、かつDIP伸展に伴って皮切部が寄るため縫合を必要とせず、簡便かつ有用な方法であった。
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2-A-EP-11

骨性槌指に対する2種の石黒変法の比較（double extension block法お
よびintrafocal pinningh法）

Modified ishiguro percutaneous pinning for bony mallet finger: double extension block vs intrafocal

pinning

○関 康弘

諏訪中央病院　整形外科

【はじめに】骨性槌指に対する治療として２本のKirschner鋼線を利用した石黒法が本邦では広
く行われている。しかし、術後に骨折転位を生じる例もあり、いくつかの改良法が報告されて
いる。今回我々は、合計３本のKirschner鋼線を使用する２つの異なるの石黒変法の治療成績を
比較検討する。
【方法】合計11人の患者が経皮ピンニング（石黒変法）を受けた。Double extension block
(D法):伸展ブロックピン2本＋関節固定ピン1本の6例およびIntrafocal法（I法）：1本の伸展ブ
ロックピン＋骨折部より回転防止ピン1本＋関節固定ピン1本の５例を比較した。平均年齢は
D法：37.8(17-64)歳、I法:24.2(15-38)で、D法は男性1例女性5例、I法は男性1例女性4例であっ
た。平均観察期間は、D法:120(66-248)日、I法：77(48-144)日であった。最終観察時の遠位指
節間関節可動域（自動伸展・自動屈曲角度）およびCrawford評価基準にて評価した。
【結果】平均自動伸展角度は、D法:-8.3(-20-0)度、I法:-4(-10-0)度で、平均自動屈曲角度は
D法:40(20-60)度、I法:57(30-80)度で、I法がD法よりともに成績は良かったが、有意差は認め
なかった。また、Crawford評価基準にてD法はgood3例fair3例で、I法はexcellent1例good3例
fair1例であった。
【結論】Intrafocal法はdouble extension blockに比べて、最終観察時の自動可動域良好であ
ったが有意差は認めなかった。また、Crawford評価基準でもIntrafocal法が成績良好であっ
た。今後さらなる症例の積み重ねをしたい。
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2-A-EP-12

Mallet骨折に対する引き寄せ締結法の治療成績
Osteosynthesis of mallet finger using tension band wiring technique

○高田 治彦, 林 淳二

医療法人楓会　林病院

【目的】Mallet骨折に対する治療戦略は石黒法を第1選択としているが、陳旧例や骨片の小さな
新鮮骨折に対して引き寄せ締結法を行っているのでその成績を報告する。【対象および方法】
対象は2000年以降に手術を施行した25例で、男性16例、女性9例、平均年齢は43歳であった。受
傷指は示指4例、中指7例、環指6例、小指8例であった。新鮮例4例、陳旧例21例でその受傷から
手術までの期間は平均43日で、初回に石黒法を5例に施行された。骨折型はWehbe分類でtype 1A
8例、type 1B　9例、type 2B 8例であった。手術方法は骨折部を新鮮化した後、末梢骨片を両
端針付きwireにて末節骨掌側面で締結し、DIP関節はK-wireで仮固定した。伸展ブロックを追加
刺入したのは15例であった。術後外固定およびK-wireを平均29日で除去した。検討項目は疼
痛、可動域、X線所見、合併症で、蟹江の評価基準で評価した。経過観察期間は平均15カ月であ
った。【結果】疼痛なしが23例、軽度が2例で、DIP関節の平均可動域は伸展-10°、屈曲51°で
あった。X線で全例骨癒合を認めた。合併症は一過性の爪変形を3例、遅発性骨髄炎を1例、屈曲
拘縮を1例に認めた。蟹江の判定基準で優10例、良6例、可5例、不可4例であった。【考察】本
法は、新鮮例で骨片が非常に小さな場合、石黒法にて圧迫をかけることによる骨折の危惧があ
る症例に安全に行える。また陳旧例で骨折部の適合が悪い場合でも応用可能である。整復に際
してwireを過度に牽引する必要がある例には伸展ブロックを追加することで腱の損傷を軽減で
きると考えた。伸展制限の予防にはDIP関節を伸展位で固定するのがよいと思われた。

S522



2-A-EP-13

基節骨開放骨折の内固定: プレート固定法と鋼線刺入法の比較
Internal fixation of open proximal phalangeal fractures: comparison of plate fixation and pinning

○坂 なつみ, 松井 裕帝, 斉藤 丈太, 倉田 佳明
辻 英樹

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

【目的】開放性基節骨骨折は合併する腱損傷、癒着により、その予後が悪い外傷とされる。治
療には早期可動域運動が必要であるが、鋼線刺入法では、固定性の不足や鋼線と腱の干渉が生
じる。我々は2013年以降同骨折の内固定に積極的にplateを用いている。本研究の目的はplate
固定群（以下L群）と鋼線刺入群（以下P群）の治療成績を比較し、plate固定の有用性を検証す
ることである。
【方法】2011年から2014年にかけて加療を行った手指基節骨開放骨折の内、経過観察期間が6ヶ
月未満例、関節内の粉砕が強く関節固定を要した例を除外した20症例26骨折を対象として診療
録を用いた後方視的検討を行った。全体の平均経過観察期間は11.4ヶ月であった。骨折型の内
訳はmodified Gustillo and Anderson分類はtype1,2：L群３例P群9例、type3：L群８例P群６例
であった。L群10例11骨折、P群10例15骨折に対して骨癒合期間、偽関節、感染、癒着などに対
する二次的手術の有無、％TAMについて評価した。
【結果】骨癒合期間はL群4.4ヶ月P群3.3ヶ月(p=0.24) 二次的手術を必要とした例はL群5例
(45.4%)　P群5例(33.3%)(p=0.69)。%TAMの平均値はL群49.7％P群47.5％(p=0.84)であった。そ
れぞれの結果に有意差はみられなかった。
【考察】手指骨骨折におけるplate固定は、軟部組織の展開を伴い癒着の原因になりうる。しか
し開放骨折においては、既に軟部組織の破綻が生じており、更に骨折部の粉砕を伴うことも多
い。固定性に優れたplateの使用は、早期可動域訓練において有利と考えられる。本研究で
は、plate固定は鋼線刺入法と比較しても劣らない結果が示された。今後の症例数の蓄積と骨折
型に応じた治療戦略が必要である。
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2-A-EP-14

PIP関節掌側板剥離骨折に対し掌側より行う経皮的ピンニング
A percutaneous technique to treat volar avulsion fracture of PIP joint

○藤田 俊史, 山本 博史

三菱京都病院　整形外科

【目的】今回我々は回転転位を伴うPIP関節掌側板剥離骨折に対し掌側より屈筋腱を貫いて経皮
的にピンニング固定を行い良好な成績を得たので報告する。【対象】対象は2012から2014まで
に加療し6か月以上の観察が可能であった4例(中指2指、環指2指)で、手術時平均年齢は
26.3（16～35）歳であった。いずれの症例も骨片の大きさ　は単純レントゲン側面像で関節面
の40％以下で掌側に骨片の回転転位が認められた。【治療方法】骨折部近位より屈筋腱を貫い
て剥離骨片にむけてK-wireを刺入し可及的に骨片を整復し、そのまま骨片の遠位部より背側へ
貫通させ屈筋腱と干渉しない位置まで背側よりひきだした。次にPIP関節を過伸展させ骨折部遠
位掌側よりK-wireを刺入しPIP関節内より基節骨頭を貫いて近位背側にすすめK-wire先端をひき
だしblock pinとした。透視側面像で骨折面と関節面のcongruencyを確認しPIP関節を伸展位の
まま関節固定を行った。3週でK-wireを抜去した後自動可動域訓練を行い画像上骨癒合を確認後
power gripを許可した。【結果】平均手術時間は22分であった。術後6̃12週（平均9.5週）で全
例骨癒合を確認した。3例で健側比100％のPIP屈曲角度(95-110°)と伸展角度（0°）及び
TAM（265-270°）を獲得した。1例において術後15か月においてPIP可動域は屈曲110°（健側
120°）伸展-15（健側0°）と軽度可動域制限が認められた。【考察とまとめ】骨片が多骨片の
場合術前の断層評価に基づいてK-wire刺入部の綿密な計画が必要であると考えられた。本術式
は低侵襲であり、回転転位を伴うPIP関節掌側板剥離骨折に対する治療の1選択肢として有用で
あると考えられた。
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2-A-EP-15

手指関節内骨折に対して微量かつ定量的な牽引が可能な創外固定器
AIR-X(Axial Impact Reduction Fixator)

The AIR-X(Axial Impact Reduction Fixator) :A novel external fixator that enables minor and quantitative

traction for intraarticular phalangeal fractures of the hand

○新井 哲也1, 平田 仁2, 山本 美知郎2, 岩月 克之2

米田 英正2

1岐阜県立多治見病院整形外科, 2名古屋大学大学院手の外科学

【目的】手指関節内骨折の治療において、整復固定後軸圧負荷による関節面の圧壊を防ぐた
め、しばしば関節牽引を加えた状態での可動訓練が行われる。今回我々は、新しい手指関節内
骨折用牽引型創外固定器を開発し、耐久試験並びに牽引力の定量化を行ったので結果を報告す
る。
【方法】本器は4つのパーツで構成され、ナットによるネジへの圧縮力を関節の牽引力に変換す
る機構である。アルミ製でレントゲン透過性も良好なため、関節面の視認性に優れている。
耐久試験では模擬骨(Sawbone)に本器を装着の上、近位側を試験機に固定し、ついで試験ジグで
遠位側を押し下げ指の屈曲を再現し、変位量 22mm、周波数1Hz、回数50000回での繰り返し負荷
を与え、破損とナットの緩みの有無について評価した。
牽引力定量化試験では、新規創外固定器以外に比較対象としてSuzukiのデバイスを用いた。樹
脂製手指PIP模擬関節を作成し、新規固定器ではナットの回転数で、Suzukiのデバイスでは輪ゴ
ム数の加増でそれぞれ牽引負荷を加え、関節裂隙間距離とフォースゲージによる牽引力をプロ
ットし結果を比較した。
【結果】耐久試験における破損とナットの変位 (緩み)は認めなかった。
牽引力定量化試験では、新規固定器がナット1回転あたり平均0.64±0.16mmの関節裂隙開
大、0.08±0.01Nの牽引力の増大を認め、19段階の連続的調節が可能あった。Suzukiのデバイス
は輪ゴム1つの加増で平均3.03±1.24mmの裂隙開大、0.38±0.26Nの牽引力増大で調節は3段階で
あった。
【考察】本器は従来の輪ゴムを用いた牽引治療器と比較して牽引力の微調整が可能であり、よ
って臨床的にもより繊細な治療が期待できる。
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2-A-EP-16

上肢手術に対するPercuFIX double thread screwの使用経験
Treatment of upper extremity surgery using PercuFIX double thread screw.

○岡崎 敦1, 坂野 裕昭1, 勝村 哲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】PercuFIX double thread screw（オリンパスバイオマテリアル社、以下PercuFIX）は
Herbert-typeスクリューであり、その径は1.8mmと細いため小さな骨を強固に固定するのに有用
である。また専用のデバイスで抜釘を行うこともできる。PecuFIXを用いて上肢手術を行ったの
で、その治療成績と使用上の注意点について報告する。【方法】対象は上肢手術に対しPecuFIX
を用いた15例10手5肘、年齢は平均45.3才、経過観察期間は平均7.6ヶ月であった。術式は、観
血的整復固定術10例、関節固定術3例、血管柄付き骨移植術2例であった。PecuFIXは11例で単独
で使用し、4例では他の固定材料と併用した。【結果】PecuFIXにより固定した部位は全例骨癒
合を認め、平均骨癒合期間は8.8週であった。3例で抜釘を施行した。合併症として、抜釘を考
慮してスクリュー近位を長めに出しておいた1例でスクリューの刺激による皮膚潰瘍を認めた
が、スクリューを抜去することにより改善した。使用時の注意点として、cannulated screwで
ないためにスクリューを挿入する方向に注意が必要であること、また近位の把持部をスナップ
オフできる方向が決まっているためスナップオフする際に注意が必要であることが挙げられ
た。【結語】PeucuFIXは径が細いため、手指骨等の小さな骨の固定や、プレートのみでは固定
できない小骨片の固定に適しており、また、複数本使用することにより固定強度を上げること
も可能である。抜釘を予定する症例ではスクリューの深度に注意をする必要があった。使用方
法に若干の注意点は認めたが、有用な固定材料であると考えた。
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2-A-EP-17

徒手整復不能な手指PIP関節掌側亜脱臼の治療経験
Irreducible palmar subluxation of the proximal interphalangeal joint of the finger

○遠山 雅彦, 田中 久夫, 濱 峻平

JR大阪鉄道病院　整形外科

【はじめに】今回我々は，徒手整復不能で観血的治療を要した手指PIP関節掌側亜脱臼の4例を
経験したので報告する．
【対象と方法】男3例，女1例，初診時年齢は平均15.8歳（12～20歳），受傷から当院初診まで
の期間は平均17日（2日～40日），受傷から手術までは平均3週（1～6週），術後観察期間は平
均5ヶ月（6週～8ヶ月）であった．全例小指で受傷機転はボールがぶつかり受傷2例，転倒1例，
運動中に他者に引っ掛かり受傷1例であった．いずれも単純Ｘ線像で明らかな骨傷はなく，側面
像でPIP関節の掌側亜脱臼を認めた．PIP関節の伸展制限が全例にあり，側方動揺性は3例に認め
た．これらの症例に対し整復阻害因子，レントゲン経過，関節可動域，疼痛，関節不安定性の
有無などを評価した．
【結果】整復阻害因子は側索の嵌頓2例，側副靭帯の嵌頓が1例，中央索の損傷瘢痕化1例であっ
た．全例側副靭帯の断裂を伴っており，手術は全例側副靭帯の縫合を行った．2例は中央索，側
索間の縫合，1例は中央索の縫縮も行った．術後は2～4週の外固定，もしくはK鋼線による固定
を行ったのち，可動域訓練を開始した．最終調査時，PIP関節の自動屈曲は平均88.8度（75～
95度），自動伸展は平均-5度（0～-10度），1例に軽度の疼痛が残存したが，関節不安定性は全
例なかった．
【考察】PIP関節の脱臼は背側や側方が大半で，掌側はまれである． PIP関節に屈曲力と回旋力
が加わることにより生じるとされており，背側脱臼や側方脱臼と異なり徒手整復困難例が多
い．その場合側索や側副靭帯が整復阻害因子となっていることが多く，観血的な整復を必要と
する．
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2-A-EP-18

同一指における近位・遠位指節間関節同時骨折に対する手術経験
Surgical treatment for simultaneous fractures of interphalangeal joints in a same finger.

○森 武男1, 岡崎 真人1, 田崎 憲一1, 西脇 正夫2

1荻窪病院　整形外科, 2川崎市立　川崎病院

【はじめに】
同一指における近位指節間（以下PIP）関節と遠位指節間（以下DIP）関節の同時損傷は比較的
まれであり、まとまった報告は少ない。今回われわれは両関節に対して手術的加療を行った12
例12指を後ろ向きに調査検討し、文献的考察を加えて報告する。
【対象と方法】
症例は12例12指で、男性9指、女性3指、受傷時平均年齢は39.8歳（16-54歳）、示指2例、中指
2例、環指6例、小指2例であった。受傷から手術まで平均6.0（2-15）日で、受傷機転は野球・
ソフトボール5例、転倒3例、サッカー2例、アメフト2例で、骨折型は9例が骨性槌指+中節骨掌
側基部に骨片をもつPIP関節背側脱臼骨折、1例は腱性槌指+PIP関節内骨折+基節骨骨頭骨折、2
例はDIP関節背側脱臼骨折+PIP関節背側脱臼骨折であった。手術方法として骨性槌指は石黒法を
行い、DIP・PIP関節背側脱臼骨折に関節面の陥没を有する場合はHintringer法で整復した。PIP
関節内骨折は10例に経皮ピンニング、2例に掌側mini plateでの整復固定を行った。術後経過観
察期間は平均4.7（2.2-8.2）ヶ月で、臨床評価はPIP・DIP関節可動域、疼痛の有無を、画像評
価では単純レントゲン像では骨癒合、亜脱臼の有無を調査した。
【結果】
最終調査時の術後平均自動可動域はPIP関節屈曲/伸展87.1°/-9.4°、DIP関節屈曲/伸展
55.2°/-13.8°であった。疼痛は1例、full grip時PIP関節に認められた。画像評価は全例骨癒
合が得られ、亜脱臼の遺残も認められなかった。
【考察】
PIPあるいはDIP関節単独損傷と比較すると、両関節同時損傷では特に伸展可動域制限を残す傾
向を認めた。外力の大きさに加えて、手術法や後療法に制約を加えざるを得ないことが関与し
たと思われた。
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2-A-EP-19

新鮮及び陳旧性ロッキングサムの治療経験
The treatment of fresh and obsolete locking thumb

○原田 義文1, 藤岡 宏幸2, 国分 毅1, 黒田 司3

黒坂 昌弘1

1神戸大学　医学部　大学院　整形外科, 2兵庫医療大学リハビリテーション学部

3新須磨病院整形外科

【はじめに】ロッキングサムは母指MP ( metacarpophalangeal ) 関節が伸展位でロックされ、
屈曲困難となる病態である。脱臼とは異なり牽引による徒手整復が困難で治療に難渋する場合
がある。新鮮及び陳旧例のロッキングサムに対し保存的及び観血的治療を行った症例について
報告する。【方法】平成22～24年の3年間で経験したロッキングサムの症例9例9指を対象とし、
年齢は4～46歳（平均19.4歳）、男性6人、女性3人であった。受傷機転、新鮮8例の受傷から受
診までの日数、整復方法、再発の有無について検討した。【結果】受傷機転は球技等での突き
指が7例、母指による指圧施行中に生じた症例が2例で、全例母指への軸圧で受傷していた。全
例が来院時MP関節過伸展で、自他動での屈曲が不能であった。受傷から受診までの期間は新鮮
例8例で1～3日で、そのうち5例で受診当日に徒手整復を行い、約2週間シーネ固定を行った。3
例は徒手整復困難で、観血的にconstriction bandの切離と中手骨骨頭橈側の骨軟骨性隆起の切
離を施行した。陳旧例1例は受傷後4ヶ月であり、観血的に同様の処置及び周囲組織の癒着剥
離、関節包切離を施行した。全例で再発を認めなかった。　【考察】我々は諸家の報告に基づ
き、ロッキングサムの病態について、MP関節過伸展で掌側板膜様部が損傷することで、種子
骨、掌側板、副靭帯から成るconstriction bandが中手骨骨頭の橈側隆起に乗りあがり副靭帯が
緊張することが原因であると推察している。新鮮例であれば局所麻酔下に基節骨に軸圧をかけ
ながらMP関節を伸展位から屈曲する整復方法が推奨されている。整復困難例や受傷後3週以上経
過した陳旧例では観血的にconstriction bandを切離する報告がある。本報告でも我々は推奨す
る方法に基づいて、徒手整復及び手術を施行し全例で再発を認めなかった。
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2-A-EP-20

母指形成不全患者の手指機能評価におけるFunctional Dexterity Testの
有用性　-前向き研究-

Assessment for post-operative improvement of hand dexterity in children with hypoplastic thumb using

Functional Dexterity Test -prospective study-

○射場 浩介1, 金谷 耕平1, 高橋 信行1, 和田 卓郎2

山下 敏彦1

1札幌医科大学　整形外科, 2済生会小樽病院　整形外科

【目的】先天異常手の手指機能評価法は対象が小児であるため確立された検査法が少ない。ペ
グボードを使用したFunctional dexterity test (FDT)は簡便な把持・つまみ機能評価法であ
り、幼小児に使用可能であることを報告した（2006、日手会誌）。今回は母指形成不全患者を
対象に手術前後のFDTを用いた手指機能評価について前向きに調査したので報告する。【対象と
方法】対象は2009年4月から2013年3月の間に母指対立再建術を行い、保護者が前向き研究に同
意した母指形成不全患者5例5手とした。平均年齢は4歳（3～5歳）、男3例、女2例であっ
た。Blauth 分類で2型3手、3型1手、5型1手であった。手術はHuber-Litller法（HL法）を4手
に、母指化術を5型の1手に行った。手術前後の手指機能評価をFDTによる評価と、visual
analog scale（VAS、0～10点）による保護者評価を用いて検討した。FDTは16個のペグすべてを
片手操作でボードの穴から抜き、上下を反転させて同じ穴にもどすのに要する時間を計算す
る。調査方法は前向き研究であり、手術前、術後6、12ヵ月で評価した。【結果】術前のFDT値
は平均88秒であった。保護者評価VASは2.4点であった。術後6ヵ月のFDT値は49秒に改善してい
た。また、術後12ヵ月ではFDT値が41秒であり、保護者評価VASは7.2点であり、術前と比較して
著明に改善していた。一方、術後6ヵ月と12ヵ月の検査結果の比較では有意差を認めなかっ
た。【考察】母指形成不全患者の手指機能変化を、FDTを用いて手術前後で前向きに比較検討し
た。FDTは母指形成不全を有する小児において手術前後の手指機能の改善を反映していると考え
られた。
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2-A-EP-21

絞扼輪症候群にみられた罹患手付着索状組織の検討
Histological Study of the Adherent Cord Like Substance Around the Affected Hand in Constriction Band

Syndrome

○菊地 憲明1, 舟山 紗耶1, 池山 有子1, 佐竹 寛史2

石垣 大介3

1山形大学　医学部　附属病院　形成外科, 2山形大学　医学部　附属病院　整形外科

3山形済生病院　整形外科

【はじめに】絞扼輪症候群の発生原因には、germ plasmの欠損のために異常な羊膜腔が形成さ
れるという内因性説、羊膜の破裂による羊膜索状物の胎児体表への接着と絞扼による外因説、
物理的絞扼がおきる前に血行障害を契機として、胎児体表の壊死や潰瘍形成部が生じることで
羊膜が接着するという説、羊水減少に伴う子宮内環境の変化が原因とする諸説があるが、一元
的に発生要因を説明できるものではない。【目的】絞扼輪症候群症例の罹患部位に生下時から
認められた索状組織を組織学的に調べ発生原因を検討する。【患者と方法】2005年から10人の
絞扼輪症候群の症例を経験した。男児6人、女児4人。手指だけの罹患4人、罹患側：両側1人、
片側3人。片側足趾だけの罹患3人。手足の同時罹患2人。手と肩甲部絞扼痕1人、手と下腿部絞
扼輪1人であった。合併異常は不全唇裂1人、両側唇顎口蓋裂1人、大理石様皮膚紋理1人であっ
た。これらの内、出生時に罹患部位に付着する索状組織を認めたものが、手罹患例の3人に認め
られた。その1人は二絨毛膜二羊膜双胎児の第1児で、手足の罹患部にそれぞれ索状組織が付着
しており、胎盤側臍帯側にも索状物がみられた。3例とも自然脱落した索状組織を母親が保存
し、組織検索のために提供された。【結果】乾燥した繊維状のものであったが、細胞成分を認
め生体組織でることが分かった。細胞密度は低く、羊膜にみられるような整った上皮性構造は
見られなかった。しかし、線維組織の増生が認められ、索状物であること、そして臨床的な状
況と合わせて検討すると、本組織が羊膜組織の一部であると推察された。【まとめ】多くの支
持を受けた羊水減少伴う子宮収縮が絞扼輪症候群の原因と捉えるには限界があり、羊膜索状物
による胎児への機械的絞扼や接着による成因を否定できない。
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2-A-EP-22

過剰三角骨内楔状骨切り術を施行した対立可能な三指節母指例
Osteotoy of delta bone for opposable triphalangeal thumb

○島田 賢一, 岸邊 美幸, 宮永 亨, 川上 重彦

金沢医科大学　医学部　形成外科

【はじめに】三角骨を伴う対立可能な三指節母指に対三角骨内楔状骨切り術を施行し良好な結
果を得たので報告する。
【手術方法】イメージ下，母指橈側のmid lateral incisionにてアプローチ，三角骨の直上で
靱帯・骨膜を矩形に切開，骨膜下に剥離する。中枢と末梢の骨部分を１mm残して，骨を楔状切
除する。母指末梢部の尺側偏位を矯正し1.0mmキルシュナー鋼線で固定，靱帯，骨膜を縫縮す
る。
【症例１】8歳，男児。生来両母指が曲がっていた。初診時，両母指のIP関節の尺側偏位を認め
た。IP関節の可動性は良好であった。2012年7月，両側三指節母指に対して，三角骨内楔状骨切
り術を施行した。
【症例２】7歳，女児。生来，右母指多指症を認め，1歳児に外側指切除を受けた。残存する母
指が三指節母指のため手術となった。7歳時所見，右母指IP関節に尺側偏位を認める。2012年
7月，両側三指節母指に対して，三角骨内楔状骨切り術を施行した。
【結果】症例１：右IP関節軸偏位13度（術前23度），右IP関節ROM，屈曲90，伸展0度右IP関節
不安定性なし。左IP関節軸偏位8度（術前55度），左IP関節ROM，屈曲90度，伸展0度　左IP関節
不安定性なし。レ線上左三角骨が吸収された。症例２：右IP関節軸偏位0度（術前26度），IP関
節ROM，屈曲90度，伸展20度IP関節不安定性なし。
【考察】三角骨内の楔状骨切り術による偏位の修正により良好な結果が得られた。これは三角
骨内で骨切りを行うことにより，既存関節に侵襲を加えずに偏位の修正を行えたため思われ
る。小児における余剰三角骨のサイズは小さく，今回の楔状骨切りにより除去された骨は1×
3mm程度であり，骨切りに際しては繊細な器具により，注意深く行う必要があった。三角骨を有
する三指節母指においては，症例によっては三角骨内の楔状骨切除は有用であった。
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2-A-EP-23

両側二分舟状骨：1症例報告と文献的考察
BILATERAL BIPARTITE CARPAL SCAPHOID: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW

○中山 美数, 竹光 義治, 大田 秀樹, 木田 浩隆

大分整形外科病院

今回我々は極めて稀な先天異常である両側二分舟状骨の1症例を経験したので報告する。症例は
右利きの営業を営む47歳男性患者で主訴は右手関節痛であった。外傷などの誘因なく発症し軽
減しないため当院来院。理学所見では手背部全体の腫張と痛みおよび可動域制限を認
め、anatomical snuff boxに圧痛はなかった。血液学的検査では白血球数が13300/μl、尿酸値
が9.2mg/dl、CRP値が4.4mg/dlであった。X線画像では舟状骨が腰部で二分化しており、周囲に
は明らかな変形性関節症所見は見当たらなかった。健側にも同様の二分化した舟状骨を認め
た。さらに患側のみCT検査を行うとごくわずかな変形性関節症所見は一部認めるが、舟状骨腰
部の二分化した間隙では滑らかで明らかな偽関節の形態とは異なった他の手根骨間関節面と類
似した像を呈していた。以上より我々は舟状骨骨折や骨折後偽関節というより両側の先天性二
分舟状骨であると診断した。この間治療は炎症所見を伴っていたため対症療法にて軽快し、事
情により健側も含めてMRIによる硝子軟骨の存在など追加の検査は行っていない。過去の文献を
渉猟してみると、1877年にGruberらが屍体解剖にて報告されて以来数十例ほど散見される。ま
た国内では手術的加療が行われた岡らの報告の1例のみである。1976年Louisらによって一度は
先天説を否定されたが、その後1990年Domanらの8歳の同一患者の経時的経過観察例やMRI検査に
よる軟骨の証明などによって現在では先天説が有力になってきており、その文献のほとんどが
保存的治療によって良好な経過をたどっていることがわかった。このような症例では外傷・偽
関節と誤診され裁判事例となったり手術なされたり可能性もあるため、二分舟状骨という先天
異常が存在することを念頭に置き注意深く鑑別していく必要性があると考えられた。
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2-A-EP-24

トモシンセシスによる舟状骨偽関節術後経過観察
Tomosynthesis radiography for scaphoid nonunion surgery

○古町 克郎, 佐藤 光太朗, 熊谷 瑠璃子, 田島 克巳
土井田 稔

岩手医大　医学部　整形外科

【目的】　デジタル画像処理直線断層撮影トモシンセシスは単純X線に比し手領域の骨折の診断
感度に優れることが報告されている。今回われわれは、判定がしばしば困難とされる舟状骨偽
関節の術後骨癒合判定・経過観察にトモシンセシスが有用か検討した。
方法【方法】　対象は舟状骨偽関節手術例11例11手（男性9、女性2例、平均年齢35.1歳）で、
手術歴のある3例を含む。偽関節病期はFilan-Herbert 分類D1: 1手、D2: 6手、D3: 5手、部位
はProsser分類IIｃ: 1手、Filan-Herbert分類B2: 9手、B3: 1手である。トモシンセシスと単純
Ｘ線の所見を経時的に比較した。トモシンセシスは島津製SonialvisionにてFBP再構成法を用
い、走査方向とインプラントの長軸を一致させた、われわれの２方向を撮影した。単純X線は２
方向に加えて、回内、尺屈、elongated viewの5方向(Cheung 2006に準ず)を用いた。撮影時期
は、術前、直後、6週、8週、12週、26週、52週である。骨癒合判定はRossi 1995に準じた。非
癒合例はなかった。
【結果】　見かけ上の骨癒合までの期間は単純X線では平均8.2週、トモシンセシスでは平均9.6
週であった。それ以降の癒合判定の不一致はなかった。
【考察とまとめ】　トモシンセシスは1回の約30度の振り角の直線走査でボリュームデータの検
出ができ、高精細像がえられる、CTの1/10の被曝である、金属アーチファクトの低減が容易で
ある、などの利点がある。単純X線で検出困難な未癒合の間隙がトモシンセシスで検出できる可
能性があると思われた。
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2-A-EP-25

若年者の舟状骨骨折偽関節に対する低出力超音波パルスによる保存
的治療

Nonoperative treatment of scaphoid fracture nonunion in adolescence with low-intensity pulsed

ultrasound

○木村 理夫, 佐々木 源, 松下 隆

帝京大学　医学部　整形外科

【目的】　スポーツ活動性の高い若年者の舟状骨骨折の偽関節は、骨移植を併用した手術療法
の適応となることが多く、保存療法の報告は少ない。今回、初回治療で保存療法を希望した症
例に対し、ギプス固定と低出力超音波パルス(low-intensity pulsed ultrasound: LIPUS)を併
用した臨床例の治療成績を報告する。【対象と方法】　対象は、2010年以降、当科初診時に舟
状骨骨折後の遷延治癒あるいは偽関節と診断され、保存療法で治療した若年患者3名である。全
例男性で、年齢は14～18歳、受傷原因は全例スポーツ中の転倒であった。X線によるHerbert分
類は全例type D2で、骨折部位は中央1/3が2例、近位1/3が1例であった。　治療法は、前腕から
母指までギプス固定を行い、その開窓部からLIPUS（帝人ファーマ株式会社製SAFHS4000J）を使
用した。骨癒合は、X線検査やCT、MRIによる画像検査と、理学所見を加味して判定した。【結
果と考察】　受傷から治療開始までは1例は90日、2例は不明であった。骨癒合と判定するまで
の期間（ギプス固定期間）は50～70日（平均59日）、LIPUS 使用期間は3～6ヶ月（平均4.2ヶ
月）、スポーツ復帰までの期間は3～5ヶ月（平均3.8ヶ月）で、最終的に、全例で疼痛や可動域
制限なく治癒した。治療後経過観察期間は、6～12ヶ月（平均8ヶ月）であった。　舟状骨骨折
の治療における問題点として、1）未受診による骨折放置例の存在、2）初回治療における固定
期間が不十分で、偽関節に移行する例が相当数あること、3）初診時に既にX線上偽関節を呈
し、真の受傷からの経過期間が不明である例が多いことなどが挙げられる。今回の結果から、
骨癒合能の高い若年者の偽関節に対して、LIPUSを併用した保存療法は、治療の第1選択として
試みて良い方法と考える。
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2-A-EP-26

不安定型舟状骨偽関節に対する橈骨遠位骨幹端からのanterolateral
corner bone graft

Short-term results of scaphoid nonunion with DISI deformity treated by anterolateral corner bone graft

from distal radial metaphysis

○久能 隼人, 福本 恵三

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】DISI変形を伴う不安定型舟状骨偽関節に対し橈骨遠位骨幹端前外側角（ALC)からの骨
移植を用い偽関節手術を行った症例群の治療成績を評価すること.
【方法】男性3例, 女性１例の計4例の舟状骨偽関節症例を対象とした. 全例RLA(radiolunate
angle)が背屈15°, SLA(scapholunate angle)が70°以上でありDISIの合併を認めた. 手術方法
は掌側アプローチにて展開し偽関節部を掻爬した後DISIを矯正, 生じた欠損型に応じてALCより
移植骨を採取した. 骨折部は移植骨を欠損部にはめ込んだ後headless screwにより圧迫固定し
た. 骨癒合評価に加え術前後の手根骨アライメント(RLA, SLA, ISA(intrascaphoid angle),
AL(axial length)), 可動域, 握力, mayo wrist score及びQ-DASHによる臨床成績評価を前向き
に行った.
【結果】骨癒合期間は平均5.3ヶ月(3-9)であった. RLA, SLA, ISA, ALの平均値は各々術前背屈
19.2→術後背屈1.5°, 76.2°→50.1°, 66.1°→45°, 23.1°→26.2°に改善した. Q-DASH値
(機能障害/症状)は術前17.6→術後4に改善し術後8ヶ月時のmayo wrist scoreは全例excellent
であった.
【考察】不安定型舟状骨偽関節に対して掌側楔状骨移植を行う場合腸骨が第１選択になること
が多いが全身麻酔や別皮切を要するという特徴がある. 本法は舟状骨と同一の術野から採骨が
可能という利点に加えその特徴的な形態から適合性も良好であり舟状骨長,手根骨アライメント
の再建に有用な方法であると考えられた.
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2-A-EP-27

有鈎骨鈎骨折の骨折型分類と治療成績
Relationship between fracture classification and clinical result of hook of the hamate fractures

○武田 真輔1,3, 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, 2三重大学大学院医学系研究科整形外科学

3名古屋大学大学院運動形態外科学　手の外科学

【目的】手根骨骨折の2-4％とまれな有鈎骨鈎骨折は，X線画像診断は困難であり，CT画像が確
定診断で重要となる。しかし，これまでCT画像で骨折型を分類し，分類別に治療方針を述べた
報告は極めて少ない。そこで今回，当院で治療した有鈎骨鈎骨折患者のCT画像による骨折型分
類と，その治療成績を報告する。
【方法】対象は2008年から2014年までの7年間に治療した28例（男25例，女3例）の有鈎骨鈎骨
折患者であり，罹患側は右7手，左21手，平均年齢は33.1歳（15-68歳）であった。CT axial画
像を用いて，骨折型を突起先端部（1），突起部(2)，基部（3)，体部基部（4）に4分類し，受
傷機転，治療方法，合併症などを検討した。
【結果】28例中24例が手術治療（鈎切除，スクリュー固定）を行い，4例が保存治療を行った。
骨折型で分類すると，1型は1例で，ローラーに巻き込まれ受傷し，保存治療を行った。2型は1
例で，野球のデッドボールで受傷し，鈎切除術を行った。3型は24例で，スポーツによる受傷
（14例）や交通事故による受傷（4例）などがあり，21例は鈎切除術，3例は保存治療を行っ
た。スポーツによる受傷は15例中14例が3型で，これらはバッティング等スイング時の受傷であ
った。4型は2例で，転倒時に受傷し，スクリュー固定を行った。術前合併症は小指屈筋腱の断
裂2例，部分損傷4例であり，断裂例は長掌筋腱移植術を行った。これら6例はすべて3型であっ
た。CT axial画像で骨折転位距離を計測したところ，1.5mm以下では屈筋腱損傷症例はなかっ
た。スクリュー固定や保存治療後の偽関節例はなく，手術例は約2か月，保存例は約4カ月で疼
痛が軽減あるいは消失した。
【考察】有鈎骨鈎骨折を疑った場合は，CT画像で早期確定診断後，骨折型分類別に的確な治療
方針を立て，屈筋腱損傷や偽関節化を予防することが重要である。
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2-A-EP-28

有鉤骨骨折を伴った尺側CM関節脱臼骨折の治療経験
Fracture-dislocation of the Ulnar Carpometacarpal Joints Associated with Hamate Fracture

○廣田 高志, 尾上 英俊

福岡徳洲会病院　整形外科

【はじめに】有鉤骨骨折を伴った尺側中手手根関節（以下CM関節）脱臼骨折は比較的稀な外傷
である。今回我々はこの外傷を8例経験したので報告する。【対象と方法】2003年1月～2013年
12月までに当科で治療を行った8症例を対象とした。全例男性で受傷時年齢は16～48歳（平均
27.5歳）であり、術後経過観察期間は1～9か月（平均3か月）であった。右手5例、左手3例で受
傷機転は殴打6例、転倒1例、交通事故1例であった。損傷関節は第4,5CM関節が5例、第5CM関節
単独2例、第4CM関節単独1例であり、骨折型はCain分類でType1B：3例、Type2：2例、Type3：3
例であった。全例観血的整復固定を行った。手術方法は、有鉤骨骨折の固定は吸収性screwによ
る固定が4例、吸収性screw＋非吸収性screwの併用が1例、非吸収性screw単独が2例、Kirschner
鋼線固定が1例であった。CM関節の脱臼は7例でKirschner鋼線による関節固定を行った。これら
の症例に関して、臨床所見、X線所見について検討した。【結果】　最終経過観察時にX線所見
では全例で整復位を維持しており、3か月以上経過観察可能であった4例については可動域制限
を認めるものはなかった。【考察】有鉤骨骨折を伴った尺側CM関節脱臼骨折は過去の報告に散
見されるが、治療に関しては観血的整復を推奨するものが多い。我々も全例観血的整復固定を
行い概ね良好な成績を得ることができた。有鉤骨の正確な整復とCM関節の整復位保持が重要で
あると考えられた。
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2-A-EP-29

稀な手根骨脱臼の治療経験
The Treatment of Rare Cases of Carpal Bone Dislocation.

○古川 雄樹, 酒井 和裕, 杉田 健, 宮地 有理

健和会大手町病院　整形外科

(はじめに)稀な手根骨脱臼を合併した手の重度損傷2例を報告する。(症例1)19歳、男性。フォ
ークリフト運転中に横転し左手を挟まれて受傷。左手掌に開放創を認めた。X線及びCT像で左第
1～5CM関節背側脱臼、有鉤骨手掌脱臼及び第4・5中手骨頚部骨折を認めた。また母指尺側指動
脈、示指橈側指動脈の損傷を認めた。同日、脱臼と骨折は徒手整復と経皮鋼線固定を行い、損
傷動脈を吻合した。開放創は洗浄して縫合閉鎖した。初回手術後32日で壊死皮膚に対しデブリ
ードメントの後、遊離皮弁移植を行った。術後3ヶ月後のＸ線像において整復位は維持されてお
り、Cooneyの手関節スコアは55点とfairあった。(症例2)57歳、男性。仕事中に鉄鋼に左手を挟
まれ受傷。左手関節掌側に開放創を認めた。X線及びCT像で月状骨周囲掌側脱臼、豆状骨脱臼、
有鉤骨鉤骨折を認めた。同日、徒手整復と経皮鋼線固定、および合併した橈骨・尺骨動脈損傷
を修復した。術後3ヶ月後のX線像において変形が残存した。Cooneyの手関節スコアは40点と
fairであった。 (考察)いずれの脱臼も極めて稀である。全CM関節脱臼はこれまで国内外の報告
で16例認めた。月状骨周囲掌側脱臼は国外の報告で12例認めたが、国内での報告例は認めなか
った。受傷のメカニズムとして全CM関節脱臼はハンドル外傷が多く、手関節掌屈位で中手骨に
軸圧がかかった結果生じると考えられる。月状骨周囲掌側脱臼は転落外傷に多く、体幹部より
離れたところに手があり中等度手関節が掌屈された場合、月状骨周囲掌側脱臼を生じると考え
られる。いずれの脱臼も特殊な外力が原因となり生じたと考えられる。
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2-A-EP-30

非脱臼性のPerilunate injuries
 Perilunate injuries,not dislocated

○藤原 達司1, 難波 二郎2

1大阪府立急性期総合医療センター　整形外科・四肢外傷センター, 2市立豊中病院

【緒言】月状骨周囲脱臼もしくは脱臼骨折は、手根骨部で脆弱なgreater arc, lesser arcに発
症する外傷で、月状有頭骨関節の脱臼を伴う。　今回、これら月状骨周囲脱臼骨折と同様
に、greater arcを経路とした舟状骨骨折,三角骨骨折を認めたが、月状有頭骨関節脱臼のない
症例を経験したので報告する。
【症例】症例は5症例6手で、4症例は新鮮症例、1例は陳旧症例であった。受傷時平均年齢は38
歳(16-67歳)、受傷側は右側3手、左側3手、受傷機転は交通外傷1例の他すべて高所からの転落
であった。初診時単純レントゲン,ＣＴ検査で5手とも舟状骨骨折,三角骨骨折を認め、うち2手
で有頭骨骨折を合併していたが、月状骨周囲脱臼は認めなかった。　全例、手術を施行した。
術中、3症例4手で尺骨三角骨靭帯付着部の裂離骨折を認めた。
【考察】月状骨周囲脱臼もしくは脱臼骨折は単純レントゲン正面像、ＣＴ冠状断像から判断さ
れた損傷経路に基づいてgreater arc, lesser arc の2種類に分類される。しかし、本疾患に
は、translunate injuryをはじめ、この分類で包括されない症例が存在し、月状有頭骨関節の
脱臼を伴わない骨折型が報告されている。今回、我々は単純レントゲン正面像、ＣＴ冠状断像
より、greater arc injuryと判断されたが、初診時単純レントゲン側面像、ＣＴ矢状断像で月
状骨周囲脱臼を認めない5症例6手を経験した。脱臼していなかった要因としては、三角骨骨折
は伴っていたが、月状三角骨靭帯が温存されていたことが挙げられる。非脱臼性のPerilunate
injuriesの場合、非脱臼性であるために過小評価され、その後月状骨周囲脱臼した報告があ
る。このため、Perilunate injuryに非脱臼性のものが存在することを知っておくことは重要
で、治療計画の際に考慮すべきであると考える。
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2-A-EP-31

第4・5CM関節脱臼骨折例の検討
Treatment of dislocation fractures of the fourth and fifth carpometacarpal joints

○向田 雅司, 神田 俊浩, 大井 宏之, 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、指骨用のロッキングプレートの出現で骨折の治療法も変化しつつある。今
回、第4・5CM関節脱臼骨折の治療結果について報告する。
【対象と方法】2008年から2014年までに当院で治療を行った第4・5CM関節脱臼骨折例で、他の
手指骨折合併例、第4もしくは第5CM関節単独の脱臼骨折例を除外した10例を対象とした。全症
例が男性で平均年齢35.1歳であった。受傷原因は殴打7例、バイク事故2例、その他1例であっ
た。内訳は、第4・5中手骨の脱臼と有鉤骨骨折合併が3例、第4・5中手骨CM関節骨折と有鉤骨骨
折合併が5例、第4中手骨CM関節骨折に第5中手骨脱臼・有鉤骨背側の裂離骨折合併が2例であっ
た。治療は、第4中手骨の脱臼3例に鋼線固定、骨折7例のうち鋼線固定3例、残り4例にロッキン
グプレート固定を行った。第5中手骨の脱臼5例に鋼線固定、骨折5例には1例鋼線固定、4例プレ
ート(うち3例はロッキングプレート)固定を行った。有鉤骨体部・有鉤骨鉤の骨折4例にはDTJス
クリュー等を使用、また2例には中手骨・有鉤骨間をブリッジしてロッキングプレート固定し
た。
【結果】全例とも比較的良好な整復位、骨癒合が得られた。フルグリップ時に疼痛が残存する
ものは2例であった。健側と比較して握力は平均90％、TAMは平均91％であった。
【考察】今まで、第4・5CM関節脱臼骨折の治療は鋼線固定と外固定の併用が主体であり、複数
の鋼線使用や長期の外固定が必要であった。中手骨骨折に対してはロッキングプレートを使用
することで鋼線の本数を減らし外固定期間を短縮できる場合がある。また、創外固定のように
中手骨・有鉤骨間をブリッジすることも可能なため、治療の幅を広げることができる。
【まとめ】第4・5CM関節脱臼骨折に対してもロッキングプレートが有用な場合がある。
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2-A-EP-32

ADAPTIVE　plateを使用した橈骨遠位端骨折の治療成績と注意点
Clinical Evaluation and Attensions of Diistal Radius Fracture treated with ADAPTIVE Plate

○久保 和俊1, 川崎 恵吉2, 池田 純2, 前田 利雄1

稲垣 克記1

1昭和大学医学部整形外科学教室, 2昭和大学横浜市北部病院

（目的）近年、橈骨遠位端骨折の手術には多種のロッキングプレートが使用されている。プレ
ートの種類により形状、スクリューの挿入角度などは様々であるが目指すべき点は同じでであ
る。今回我々はMES社製のpoly axial locking plate（ADAPTIVE）を用いて加療した橈骨遠位端
骨折の治療成績とともにそこから見えた注意すべき点を報告する。（対象.方法）2012年4月以
降に当院および関連施設で加療した橈骨遠位端骨折に対してADAPTIVE　plateを使用した症例は
74例75手であった。内訳は男性23例23手、女性51例52手であった。平均年齢は63.1歳、術後平
均観察期間は62.5週であった。臨床成績評価にはCooney scoreを用い、X線学的評価として術直
後と最終観察時のulnar variance（UV）、volar tilt（VT）、radial inclination（RI）の差
を矯正損失とした。比較的矯正損失が大きかった症例に関しては問題点を考察した。（結果）
全例で骨癒合を得た。最終観察時の平均可動域は掌屈64°背屈71°回内81°回外83°で握力健
側比は82.6％であった。平均矯正損失はΔUV0.7ｍｍ、ΔVT0.8°ΔRI1.0°であった。矯正損失
が比較的大きかった症例は6例6手にみられた。（考察）我々は基本的に多軸性ロッキングシス
テムの初期固定力を向上させるために遠位１列目と２列目のスクリューを交差させて挿入する
Double-tiered  Subchondral  Support（DSS法）を行なっている。しかし、矯正損失が大きか
った症例をみると、DSS法が確実に行われていたとは言えず、キーストーンをうまく固定できて
いた可能性が疑わしい。全体として臨床成績はおおむね良好であったことから本プレートは橈
骨遠位端骨折に対して有用であると思われた。一方で、スクリューの挿入位置やプレートの設
置状態などにより矯正損失が大きくなる可能性があるため注意を要する。
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2-A-EP-33

転位のある背尺側骨片を有する橈骨遠位端関節内骨折に対するAcu-
Loc 2 Frag-Loc systemの有用性

Usefullness of Acu-Loc 2 plate for the surgical treatment of distal radius fracture with ulnodorsal

fragmnet

○大坪 晋

松山市民病院　整形外科

近年、治療困難な橈骨遠位端関節内骨折においても掌側ロッキングプレート固定により良好な
治療成績が報告されている。しかし転位した背側骨片を固定する事は伸筋腱損傷の危険性が高
まり、また掌側ロッキングプレートで固定した場合、背側からスクリューを挿入することは困
難である。しかし背側骨片の中で橈骨手根関節と遠位橈尺関節の両方の関節面を含む背尺側の
骨片の整復固定は重要である。今回Acu-Loc 2 plateを掌側から当て、Frag-Loc systemを用い
て背尺側骨片を固定した3症例を経験したので報告する。　3例共にXp.にて橈骨遠位端関節内骨
折を認め、CTにて遠位橈尺関節を含む背尺側骨片の転位があり、それに伴い尺骨頭の背側転位
を認めた。術後それぞれ1年2か月、1年1か月、8か月と経過したが回内・外共にほぼfull range
に可動出来、疼痛もない。　Acu-Loc 2 Frag-Loc systemを用いて橈骨遠位端関節内骨折背尺側
骨片を固定する事は手技的な難しさはあるが有用な方法であると考える。
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2-A-EP-34

橈骨遠位端骨折プレート固定時のレトラクタブルガイドの使用経験
Retractable Guide for Plate Fixation of Distal Radius Fracture

○蔡 栄浩, 佐々木 勲, 前田 明子, 遠藤 腱
西田 欽也

手稲渓仁会病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折のプレート固定術においてプレート仮固定用キルシュナー鋼線刺
入やスクリューホールのドリリングの際に正中神経や長母指屈筋腱等の軟部組織損傷を避ける
ため筋鉤によるレトラクトが必要で、注意を要する作業である。我々はこの操作中の軟部組織
のレトラクトを確実にするために、プレート全体を覆い且つ橈骨にプレートを設置した際に体
外に突出する厚みのあるドリルガイド：レトラクタブルガイドを考案した。これによりガイド
使用時ドリリング操作による軟部組織損傷のヒューマンエラーはほぼ防げるようになった。今
回レトラクタブルガイド使用の有無で橈骨遠位端骨折の治療成績を比較したので報告す
る。【対象と方法】2010年6月から2013年12月までの間に橈骨遠位端骨折に対してプレート固定
を施行された48例を対象とした。対象をレトラクタブルガイド使用群（24例）と非使用群
（24例）の2群間で手術時間、X線評価、関節可動域、握力、合併症を比較した。【結果】レト
ラクタブルガイド使用群は男性6例、女性18例、手術時平均年齢61.8歳、平均追跡期間は182日
であった。レトラクタブルガイド非使用群は男性2例、女性22例、手術時平均年齢62.5歳、平均
追跡期間は170日であった。手術時間、X線評価、関節可動域、握力のいずれも2群間で統計学的
に有意差を認めなかった。また2群とも全例で合併症の発生は認めなかった。【考察】2群間で
術後成績の有意差がなかったもののAO分類A3タイプの骨折に限ればレトラクタブルガイド使用
時手術時間は平均10分短縮された。またレトラクタブルガイド使用中はドリル操作での軟部組
織損傷のリスクはほぼゼロであり、ヒューマンエラーを減少させるという点で有用なデバイス
であると思われた。
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2-A-EP-35

橈骨遠位端骨折のDorsal tiltの整復を目的としたステラ2プレートの
ティルトアップデバイス使用の検討

Examination for tilt up device of stellar 2 plate with the intension of reduction for Dorsal tilt of distal

radius fracture

○吉澤 貴弘, 関谷 繁樹, 中井 生男, 野村 英介

赤心堂

はじめに：当科では、橈骨遠位端骨折の転位のある骨折に対しては、Reduction and Distal
Fixation First technique (以下R and D)法（加藤ら2013年日手会誌）を行ってきた。中には
プレート設置直前の徒手整復と鋼線固定で十分なvolar tiltが得られない症例があることか
ら、ステラ２プレートのティルトアップデバイスを用いてsubcondralにスムースピンを挿入
し、プレート近位を圧着させて戻すことにより、Dorsal tiltの整復を行ってきた。この手法の
有効性と問題点を検討した。対象；2012年4月から2014年6月までの26か月で橈骨遠位端骨折の
背側転位のある骨折で徒手整復後、鋼線による仮固定（ R and D)法を行った後、透視下に
Dorsal tiltが残っていると判断した症例。男性14例、女性31例、45関節。骨折型は、A3:8例、
Ç1：22例、C2：13例、C3：2例であった。インプラントは、日本ユニテック社：ステラ２プレ
ートと同社のティルトアップデバイスを用い、Dorsal tiltの整復を試みた。結果：R and D法
を行った直後のvolar tilt の平均値は、掌側傾斜をプラス数値とすると-4.06（-15～
4）で、45例中14例がvolar tilt 0～4度で、ティルトアップデバイスによる整復操作を行って
いた。最終的なvolar tiltの平均値は8.80度（1～17度）。45例全てでvolar tiltが得られた。
術後６か月での手関節可動域も良好であった。この方法において、整復時に関節面をsmooth
pinが穿破してしまう症例はなかった。考察：術後のｘ線にてDorsal tilt が残存しているとい
うことは、plateの形状からplate 遠位部が橈骨遠位の掌側面から浮き上がっていることを意味
しており、FPL断裂につながると考えられるため、残すべきではないと考えている。
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2-A-EP-36

骨折が遠位骨幹部に及ぶ橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ
レート固定の治療成績

Clinical Results of Palmar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fractures with Distal Diaphyseal

Extension

○森谷 浩治, 坪川 直人, 原 敬, 上村 一成, 牧 裕

(財)新潟手の外科研究所

【目的】尺骨変異(UV)は橈骨遠位端骨折の治療成績に大きく影響するため、骨折線が遠位骨幹
部に及ぶ骨折では橈骨遠位端長の維持が特に重要となる。今回、この型の橈骨遠位端骨折に対
する掌側ロッキングプレート(PLP)固定の治療成績を調査したので報告する。【対象と方
法】2012年7月からの2年間にPLP固定を施行した橈骨遠位端骨折は211例あり、そのうち骨折が
遠位骨幹部に及んでいた8例(3.8%)を対象とした。手術時年齢は49-67(平均61)歳、受傷機転は
転倒6例、転落2例、骨折型はAO分類でA3-3 1例、C2-3 4例、C3-3 3例であった。手術は最初に
掌側皮質骨の連続性を獲得してから、PLPで固定した。使用したプレートはメイラ社I-Plate
3例、DePuySynthes社VA-TCP 2例、日本メディカルネクスト社ACU-LOC 2 3例であった。このう
ち2例で骨内鋼線締結法が併用されていたが、骨移植を施行した症例はなかった。経過観察期間
は30-53(平均39)週であった。以上の対象について、対健側比の関節可動域(ROM)と握力、UVを
調査した。【結果】対健側比のROMは背屈の79%を最小として、回内・外の97%まで回復してお
り、握力は健側の91%であった。UVは平均で術直後1mm、最終診察時1.9mmであった。手関節尺側
部痛の遺残を1例に認めた。【考察】骨幹部に骨折が及ぶ橈骨遠位端骨折の発生頻度は低いもの
の、その多くが高齢女性であり、本骨折発生には受傷外力よりも、骨脆弱性、特に皮質骨粗鬆
化の関与が大きいと推測された。用いたプレートはいずれも現在使用できる最大長ないし延長
可能な近位設置型PLPであったが、UVは比較的良好に維持されていた。これは関節近傍に骨折線
がかかる症例が含まれていなかったためであり、骨折型によっては遠位設置型PLPも必要とな
る。今後は遠位設置型PLPで本骨折に対応可能なプレートの開発が望まれる。
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2-A-EP-37

橈骨遠位端骨折に伴う橈側転位型尺骨遠位端骨折に対する橈背側プ
レート固定の試み

Radial-Dorsal Plate Fixation for Radial Deviated Distal Ulna fractures Concomitant with  Distal Radius

Fractures

○斉藤 憲太1,2, 加藤 知行2, 堀内 孝一2

1埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所, 2国立病院機構東京医療センター　整形外科

【はじめに】　橈側転位型橈骨遠位端骨折に伴う尺骨遠位端骨折では尺骨は遠位尺側から近位
橈側に斜めに骨折線が入り橈側転位することが多い．われわれはこのような症例に対して背側
進入し橈背側から尺骨の内固定を追加している．
【対象と方法】　橈骨遠位端骨折に伴う橈側転位型尺骨遠位端骨折で骨折線がDRUJの近位であ
った4例4手を対照とした.　年齢は69̃88歳（平均81歳），全て女性で右2手，左2手で経過観察
期間は5～12ヵ月（平均9ヵ月）であった．橈骨の整復固定後，尺骨の固定を行った．背側アプ
ローチで伸筋支帯を縦切し総指伸筋の尺側より進入, DRUJに干渉しないように注意しながら
APTUS(R)2.5背側用ストレートプレートを尺骨橈背側に設置した．
【結果】　全例骨癒合し感染や腱断裂などの重大な合併症は認めなかった．プレートの突出や
違和感を訴える例はなかった．関節可動域は回内80-90(平均85°), 回外65̃85°(平均73°),
Modified Mayo Wrist ScoreはExcellent 1例,good1例，satisfactory2例であった．
【考察】　尺骨遠位端骨折に対する内固定の方法として，尺側あるいは掌側にプレートを設置
する報告が多い．尺側プレートは尺骨神経背側皮枝の障害やプレートによる違和感の訴えが多
く，掌側プレートは手技的に難易度が高いことが懸念される．本術式は尺骨遠位を橈側から支
える方法であり，高齢者の橈側転位型不安定性骨折に伴う尺骨遠位端骨折など適応を選んで実
施すれば有効な手段であると考えた．
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2-A-EP-38

掌側転位型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
成績

Clinical results of volar locking plate fixation for volar displaced distal radius fractures

○加藤 義洋1, 石垣 大介1, 豊野 修二1, 本間 龍介2

高木 理彰2

1済生会山形済生病院整形外科, 2山形大学整形外科

現在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（VLP）が主流であるが、治療成績
に関する報告のほとんどは背側転位型である。今回、掌側転位型橈骨遠位端骨折に対するVLPの
治療成績を報告する。【対象と方法】2010年からVLPを用いて治療した掌側転位型橈骨遠位端骨
折21例中、骨癒合まで経過観察可能であった18例19手を調査した。手術時年齢は平均
58歳、Smith骨折10手、掌側Barton骨折9手であった。調査項目は経過観察期間、骨癒合期間、
橈骨プレートの機種、プレート遠位のピンの数、X線評価、手関節可動域、握力を調査し
た。【結果】経過観察期間は平均18週、骨癒合期間は平均10週で、使用したプレートはSynthes
社製DRP 1手、LCP-DRP 7手、LCP-T-Plate 1手、BIOMET社製DVR 10手であった。X線評価は術
前 、 術 直 後 、 最 終 診 察 時 で そ れ ぞ れ
UV4.1mm、1.7mm、2.1mm、RI19.3°、23.8°、23.7°、PT19.6°、15.9°、16.7°であった。最
終診察時の手関節可動域は背屈59.7°、掌屈56.3°、回外82.9°、回内85.0°で、握力は健側
比73.3%であった。プレート遠位のピンを全て挿入した10手と一部挿入しなかった9手で成績は
ほぼ同等であった。掌側骨皮質の整復不良であった例で矯正位損失がみられた。【考察】掌側
転位型は従来から掌側バットレスプレート法が適応とされてきた。VLPでも術後のX線及び、臨
床成績は良好であった。遠位のピンを全て挿入しなくとも成績は同等であり、バットレス効果
が得られる場合は、必ずしも全て挿入する必要はないと考える。しかし掌側骨皮質の整復不良
や過度の橈骨伸延では、矯正位損失が大きい症例が存在し注意が必要である。
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2-A-EP-39

Micronail髄内釘における遠位横止めscrewの骨外穿破についての検討
Distal locking screw perforation in using Micronail for distal radial fracture fixation.

○若杉 琢磨1, 白坂 律郎1, 佐々木 研1, 石突 正文2

藤田 浩二3

1土浦協同病院 整形外科, 2石岡市医師会病院, 3東京医科歯科大学大学院整形外科学

4東京医科歯科大学臨床解剖学

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する髄内釘による内固定術は骨内にimplantが埋没することで
腱の刺激症状を低減させることが可能だが、遠位横止めscrewが橈骨の掌背側へ穿破すれば腱断
裂を起こしかねない。本研究の目的は遠位横止めscrewの骨外穿破について検討することであ
る。【対象と方法】対象は2009年4月以降橈骨遠位端骨折に対しMicronail髄内釘にて加療し術
後半年以上の経過観察を行った症例のうち、骨癒合後術後CTを評価可能であった36例。男性4例
女性32例、平均年齢68.8歳、術後平均経過観察期間は295日。骨折型はAO分類でA2 1例A3 28例
C1 3例 C2 5例。遠位横止めscrewのうち掌側背側へ向くscrewの刺入方向を尺骨切痕方向、橈骨
背側面方向、橈骨掌側面方向に分類しその本数を計測することで、どの方向のscrewが骨外穿破
のriskが高いかを検討した。Screwの方向と髄内釘のsizeの関係についても調査した。【結果】
髄内釘から背側へ向かう横止めscrewは36例中7例が尺骨切痕に向かい29例が橈骨背側面へ向か
っていた。掌側へ向かうscrewは36例中33例が尺骨切痕に向かい3例が橈骨掌側面へ向かってい
た。Nail size（#1-4）との関係では背側screwが橈骨背側面へ向かう症例は#1と2で5例中
2例、#3で17例中14例、#4で14例中13例、掌側screwが橈骨掌側面へ向かう症例は、#1と2で5例
中0例、#3で17例中1例、#4で14例中2例であった。【結語】Micronail髄内釘の遠位横止めscrew
は背側方向のscrewが橈骨背側面へ向かう傾向があり、髄内釘のsizeが大きいほどscrewの骨外
穿破の危険性が高かった。橈骨背側面への穿破は伸筋腱断裂につながるため、drillingの際の
透視での確認が重要である。
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2-A-EP-40

橈骨遠位端骨折における尺背側骨片の術前後CT評価ー３整復方法に
よる比較ー

comparison of  reduction ratio at the site of ulno-dorsal  fragment of distal radial fracture between three

different procedure on Computed Tomography

○井川　 真依子1, 重松 浩司1, 面川 庄平1, 田中 康仁1

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】橈骨遠位端骨折では橈骨尺背側骨片の整復が重要である。今回我々は橈骨遠位端骨折
に対する掌側ロッキングプレート固定術に対する整復方法により尺背側骨片の整復率に差があ
るかどうか、手術前後のＣＴ画像により尺背側骨片のgapを測定し、評価を行った。【方法】尺
背側骨折を有する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った症例13人、14
手を対象とした。平均年齢は68歳、男性4例4手、女性9人10手である。全例AcuLoc 2を用い、内
固定術を行い整復方法により以下の３群にわけそれぞれ整復率を比較した。関節鏡視下手術を
10例10手施行し、関節鏡視下手術を行なったS群（7例）とFrag-Locを用いたF群（3例）に分け
た。透視下整復のみを行なった例をI群（3例4手）とした。術前後でCT撮影を行い、冠状断像で
尺背側骨片のgapをそれぞれ骨片の尺側部・中間部・橈側部の３点で測定した。骨片整復率は
（術前gap-術後gap）/術前gap×100（％）で計算した。【結果】術前のgapはS群尺側部2.2mm、
中間部3.6mm、橈側部2.3mm、F群尺側部4.9mm、中間部3.3mm、橈側部3.0mm、I群尺側部6.5mm、
中間部8.1mm、橈側部6.9mmであった。S群の骨片整復率は尺側部54.6％、中間部71.6％、橈側部
82.3％、F群の骨片整復率は尺側部48.3％、中間部100％、橈側部100％、I群の骨片整復率は尺
側部91.5％、中間部90.4％、橈側部87.1％であった。【考察】今回整復方法の違いによる術後
のgapに差があるかどうかを検討したが３群ともに比較的良好な整復が得られていた。F群では
橈側部・中間部の整復率は他群と比較して良好であった。F群では尺側部の整復率が他群と比し
て低かったが、これはFrag-Loc screwの挿入部位によっては尺側が開大する可能性が示唆され
た。
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2-A-EP-41

橈骨遠位端骨折の手術中に破格筋を認めた5例の検討
The flexor carpi radialis brevis muscle : Report of 5 cases of volar approach for the distal radius fractures

○永田 純一1, 小島 安弘1,2, 里村 健志1, 石河 利之3

安食 孝士4

1長崎県病院企業団　対馬いづはら病院　整形外科

2湘南鎌倉総合病院　湘南外傷センター, 3福岡大学病院　整形外科教室

4自治医科大学病院　整形外科教室

【目的】手関節掌側の破格筋として短橈側手根屈筋（以下、FCRB）があるが、これまで本邦に
おけるFCRBの臨床例の報告は極めて少ない。今回我々は、橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ
ングプレート（以下、VLP）施行時にFCRBを認めた5例を経験し、展開障害や術後疼痛の有無、
手の機能についてretrospectiveに検討したので報告する。【対象と方法】2008年4月から2014
年4月まで、当院において橈骨遠位端骨折に対してVLPによる内固定術を施行した113例のうち、
術中にFCRBを認めた5例（男性1例、女性4例、平均年齢61歳）を対象とした。検討項目
は、1：FCRB subtype、2：展開障害の有無、3：方形回内筋の低形成の有無、4：手の機能と術
後疼痛、とした。なお、手の機能は術後3、6ヵ月時にCooneyの機能評価変法を用いて評価し
た。【結果】FCRB subtypeは3例が筋腹主体、2例が腱主体だった。5例中3例は通常の掌側アプ
ローチに準じてFCRBを尺側に牽引して展開できたが、2例は展開が困難なためにFCRBを橈側に牽
引したり、FCRBを縦切開して展開した。subtypeが筋腹主体の2例に 方形回内筋の低形成があっ
た。Cooney評価法変法による術後6ヶ月の手の機能はexcellentが4例、goodが1例であった。2例
に術後疼痛を認め、そのうち1例はFCRBの腱滑膜炎が原因であった。【考察および結論】FCRBは
比較的まれな筋肉である。しかし橈骨遠位端骨折に対するVLPが主流となっている現在、FCRBの
遭遇頻度はさらに高くなると思われる。FCRBは手術展開の妨げや術後疼痛の原因となることが
あり、術者は破格筋の存在と解剖学的特徴について理解しておく必要がある。
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2-A-EP-42

高齢者における母指ボタンホール変形
Boutonniere Deformity of the Thumb in Elderly People

○原 龍哉, 山本 美知郎, 栗本 秀, 岩月 克之
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【はじめに】高齢者において，関節リウマチ（以下RA），外傷歴，高度な変形性手指関節症
（以下OA）などの既往がなくとも母指ボタンホール変形を生じていることがある．高齢者はこ
の変形が生じていても，医療機関を受診せずに放置していることが多い．よって，高齢者に生
じる母指ボタンホール変形についてはあまり認識されていないだけでなく，その疫学や病因に
ついて調査した報告はない．【目的】本研究の目的は母指ボタンホール変形の有病率を調査
し，超音波検査を行うことによって病因を解明することである．【方法】2014年1月から10月ま
でに名古屋大学病院とその関連病院を受診した外傷歴，RA，高度手指OA，上肢麻痺，その他上
肢に影響を与える疾患を持たない患者の母指162指を検討の対象とし調査を行った．男性83例，
女性79例，平均年齢62.7 (20～100)歳であった．調査項目は母指ボタンホール変形の有無，母
指IP，MP関節可動域，握力，pinch力，超音波所見（EPB, APL腱の幅，厚み，EPB腱の数，第一
コンパートメントの隔壁の有無）とした．【結果】母指ボタンホール変形の有病率は9.2%であ
った．母指ボタンホール変形の有無を従属変数としてロジスティック回帰分析を行った結果,年
齢，EPB腱の幅の広さ，母指MP関節の屈曲角度が母指ボタンホール変形に影響していた．母指ボ
タンホール変形が有る症例と無い症例の間に握力，pinch力の有意差は存在しなかった．また，
第一コンパートメントの隔壁が存在する症例は有意にEPB腱の幅が広かった．【考察】本研究の
結果より，母指ボタンホール変形は性別に関係なく，高齢者，幅の狭い低形成EPB腱，MP関節屈
曲角度が大きいことが影響し生じていると考えられた．
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2-A-EP-43

骨粗鬆症を伴う上肢骨折の観血的治療に併用したテリパラチドの有
効性

The utility of teriparatide with surgical treatment for upper extremity fragility fractures: Case series

○安福 友紀子1, 高松 聖仁2, 細見 僚1, 香月 憲一3

大橋 弘嗣1

1大阪府済生会中津病院　整形外科, 2淀川キリスト教病院　整形外科

3学園南クリニック

【はじめに】近年,骨折予防や骨粗鬆症を伴う椎体骨折に対するテリパラチド（以下TPD）の有
用性が報告されている．今回,骨粗鬆症を伴う高齢者の上肢骨折患者に対して手術加療に
TPD（20μg連日投与）を併用した症例を経験したので報告する．【対象と方法】対象は2012年
11月から2014年10月までに上肢の骨折や骨切り術に対して加療し，同時に骨粗鬆症に対してTPD
を使用した患者5名6骨折とした．平均年齢は79.8歳（64-93歳）,骨折の内訳は上腕骨遠位部偽
関節1例, 上腕骨インプラント周囲骨折1例, 橈骨遠位端骨折後変形に対する矯正骨切り術1例,
上腕骨・橈尺骨・舟状骨骨折が各1例で、骨癒合はレントゲンおよびCTで判定した.【結果】骨
折からTPD開始までの期間は偽関節例を除くと0-25日であった．全ての症例において, 骨癒合が
得られた． TPD開始から骨癒合までに得られた期間は全症例で平均95.2日,そのうち偽関節例の
177日を除くと平均78.8日であった．【症例】90歳女性．上腕骨遠位部偽関節に対して，偽関節
根治術（病巣掻爬術＋内固定術，骨移植なし）を施行．その後，自己転倒しインプラント近位
部の上腕骨骨幹部で骨折をきたした．転位は軽度であったため保存的に加療することとし，同
時に骨粗鬆症に対してTPDの使用を開始した．インプラント近位部の骨折はTPD使用後60日目に
骨癒合を得た．一方, 病巣掻爬のみで骨移植を行っていなかった偽関節部においてもTPD使用後
177日目に骨癒合を得ることができた．【考察】これまでTPDを使用し椎体骨折で有意に骨癒合
が得られていたように，高齢者の上肢における骨脆弱性骨折についても全例骨癒合が得られた
ことは，同様に有用性を示唆しているものと考えられた.【結語】高齢者の骨折治療に対し，骨
粗鬆症の治療としてTPDを併用することは骨癒合に有利に働く可能性がある．
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2-A-EP-44

握力、Keyピンチ力、Quality of lifeの満足度は骨密度の予測因子であ
る

Grip and key strength and satisfaction of Quality of life are predictive factors of bone mineral density

○田鹿 毅, 山本 敦史, 大谷 昇, 高岸 憲二

群馬大学　整形外科

【目的】我々は一般住民においてピンチ力、握力、Quality of life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4.4％にあたり男性70人、
女性146人、合計216人平均年齢63.5（29～90）歳であった。評価項目は両側握力、母指、示指
のKeyピンチ力をそれぞれ3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。問診にてロコモ25、Euro QOLを行いロコモスコ
ア、EQ効用値、EQ VASを算出した。統計学的手法は踵骨内伝播速度を目的変数とし、年齢、性
別、体重、身長、左右握力平均値、左右Keyピンチ力、ロコモ25スコア、Euro QOL効用値、Euro
QOL VAS値を説明変数としステップワイズ重回帰分析にて骨密度の予測因子を解析した。また目
的変数を骨粗鬆症とし、説明変数を上記検討項目としロジスティック回帰分析を施行した。危
険率5％未満を有意とした。【結果】ステップワイズ重回帰分析の結果、左握力、左Keyピンチ
力、Euro QOL VAS値は踵骨内伝播速度の有意な関連因子であった（左握力:標準偏回帰係
数：0.29、P＝0.04　左keyピンチ力: 標準偏回帰係数：0.27、P＝0.0003 Euro QOL VAS: 標準
偏回帰係数：0.23、P＝0.0003)であった。【考察】握力、Keyピンチ力、Euro QOL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た。骨粗鬆症のスクリーニングは握力
評価が有用でることが示唆された。
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2-A-EP-45

弾発指に対するステロイド腱鞘内注射の評価
The Efficacy of Intra-Sheath Steroid Injection for Trigger Finger

○坂田 亮介, 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】
弾発指に対する保存的治療としてステロイドの腱鞘内注射は広く用いられており、有用である
と報告されているが、腱断裂の報告もみられるなど、薬剤の選択や投与量については議論の余
地がある。本研究では、当科にて施行されたステロイド腱鞘内注射の臨床効果を後向きに検討
した。
【方法】
2009年1月より2013年12月に当科にて弾発指と診断された240指の中で、保存的治療後の評価が
できた１72指を対象とした。治療を外用薬や安静などで行った非注射群、プレドンゾロンコハ
ク酸エステルナトリウム10mg使用したPSL群、トリアムシノロンアセトニド（TA）を5mg使用し
たTA5群、10mg使用したTA10群、20mg使用したTA20群とし検討を行った。評価項目として、最終
的に手術に至った割合、自他覚的症状の改善の有無、及び平均投与回数について、各群で評価
を行った。
【成績】
感染や腱断裂などの副作用は認めなかった。症例の内訳としては、非注射群33指、PSL群
30指、TA5群31指、TA10群62指、TA20群16指であった。当科加療中に手術に至った症例は全11指
で、その割合に各群間の差は認めなかったが、症状が改善した割合は、TA群で有意に高く（TA5
群84%、TA10群95%、TA20群81%）、PSL群(67%)でも非注射群(36%)に比べて良好な結果を示し
た。平均注射回数は、いずれのTA群(TA5群1.45回、TA10群1.47回、TA20群1.19回)でもPSL群
（1.83回）と比較して少ない傾向にあった。また症状が改善した割合、平均注射回数のTA群間
での差は認めなかった。
【結論】
ステロイド腱鞘内注射は弾発指治療において、非使用群に比べて、自他覚症状の改善に有用で
あった。TA投与はPSL投与に比べて、改善率を高め、投与回数を抑えることができる可能性が示
された。TAの投与量に関しては、本検討においては5mg以上では効果に有意な差は認めなかっ
た。
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2-A-EP-46

Dupuytren拘縮におけるPIP関節高度拘縮例対する関節releaseの有用
性

PIP joint release in case with sever contractures of the proximal interphalangeal joint in Dupuytren's

disease

○佐藤 信隆1, 大北 弦樹1, 斎藤 正憲1, 長澤 晃樹2

波呂 浩孝1

1山梨大学　医学部　整形外科, 2北杜市立山梨甲陽病院

【目的】PIP関節重度拘縮例に対するPIP関節のrelease手術の有用性は賛否両論である。それを
明確にする目的に、今回我々は後ろ向き調査を行った。【対象および方法】当院で2000年以降
手術治療後6ヶ月以上経過観察を行えた症例は41人46手であった。そのうち60度以上の屈曲拘縮
を認める17人、17手、19指を対象とした。男性18指、手術時年齢は41歳から80歳平均64.1歳。
罹患側は右側6例、左側11例であった。指別では中指１指、環指7指、小指11指であっ
た。Meyerdingの分類では、全例がgrade３であった。術前合併症は高血圧9例、糖尿病4例をみ
た。術前の％TAMは34.6～67.3（平均54.2）であった。手術はzig-zag切開を基本とし複数指に
及ぶものに対してはSkoog切開を併用することで、広く展開し病的手掌腱膜の可及的全切除とし
た。PIP関節に対しては他動的に過伸展が可能になるまでCheckrein靭帯、副靭帯、側副靭帯の
順に切離を行なった。創に対しては、V-Y前進法、Ｚ形成を用いた。3例は生じた皮膚欠損部に
対して遊離植皮を行ない、open methodは行なわなかった。 経過観察時期は6～240ヶ月（平均
49ヶ月）であった。release群（R）10指と非release群（N）9指についてPIP関節の拘縮角
度、TAMに対して検討した。【結果】年齢の平均はR群66.7歳、N群62.5歳。経過観察期間はR群7
～30ヶ月（平均16ヶ月）、N群6～240ヶ月（平均75ヶ月）であった。術前と最終観察時を比較す
るとPIP関節の拘縮角度は平均でR群：72.2→20.0°、N群：81.0→12.0°で有意差を認めた。し
かし％TAMはR群：53.0→90.2、N群：55.4→93.5で明らかな有意差はなかった。合併症は術後感
染N群１例、皮膚壊死R群3例、N群１例であった。【まとめ】PIP関節のreleaseは高度拘縮例に
対して有用と考えられた。
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2-A-EP-47

まれな小指MP関節伸展位ロッキングの手術治療経験
Locked Metacarpophalangeal Joint in Extension of the little Finger: A report of two cases

○大野 義幸1, 平川 明弘2

1岐阜市民病院　形成外科, 2岐阜大学整形外科

（はじめに)母指MP関節ロッキングは過伸展外力による伸展位ロッキングが一般的で治療法は確
定しているが，母指以外の伸展位MP関節ロッキングは極めてまれで，その病態，治療法も確定
していない．2例の小指MP関節伸展位ロッキングを経験したので報告する．症例は35歳女性と12
歳男児で，いずれも母指MP関節ロッキング整復に準じた徒手整復行うも無効で観血整復術を行
った．症例1．35歳女性．戯れて殴る動作をした際に拳を手で払われた．そのまま右小指MP関節
が屈曲したまま伸展困難となり近医外科受診し，強く右小指を引っ張られ，今度は屈曲が困難
となり当科受診．右小指MP関節は屈曲が45度に制限されていた．術前画像所見で中手骨橈側隆
起が骨棘様に膨隆しており，Stewertが述べたspontaneous typeの屈曲位ロッキングが他医で伸
展矯正を受けたことにより今度は伸展位ロッキングに移行したものと判断した．局麻下に掌側
アプローチで進入し種子骨ー掌側板ー副靭帯複合体の副靭帯部を切離してロッキングをはず
し，Volar lipを切除した．術中は良好な自動可動域が得られたが，術後疼痛のためリハビリ行
うもMP関節屈曲拘緒を後遺した．症例2．12歳男児．サッカーで左小指を突き指し受傷．5日後
に当科来院.左小指MP関節屈曲は50度に制限されていた．伝達麻酔下に掌側アプローチで進入し
中手骨橈側隆起を乗り越えて整復不能であった種子骨ー掌側板ー副靭帯複合体の副靭帯部を切
離しロッキングを解除した．骨に対する侵襲は加えず，1週間の外固定の後，スプリントによる
可動域増大訓練を行い経過良好である．（考察）2例の病態がまったく同じとはいえないが，母
指MP関節ロッキングに類似した病態と考えた．徒手整復不能な場合には観血的ロッキング解除
を行うことになるが，骨に対する侵襲は最小限にとどめるべきと考えた.
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2-A-EP-48

中枢性運動路障害の指標としての手の機能の電気生理学的検討
Damage of Central Motor Conduction and Function of Intrinsic Muscles of Hand

○澁谷 亮一1, 河井 秀夫2

1協立病院　整形外科, 2星ヶ丘医療センター　整形外科

【はじめに】四肢麻痺の症状を呈する脊髄症患者において、四肢麻痺の重症度と中枢神経運動
路の伝導障害と上肢機能との関係を調べた。【対象、方法】頚椎症性脊髄症患者73名の146手を
対象とした。平均年齢56歳であった。電気生理学的検討は、上腕二頭筋、上腕三頭筋、短母指
外転筋の末梢神経刺激よりM波、F波、T波の潜時を記録。径頭蓋磁気刺激による運動誘発電位の
潜時も測定して中枢運動路伝導時間（CMCT)を算出した。四肢麻痺の重症度は日本整形外科学会
の頚髄症判定基準　(JOA score)で評価した。手の機能評価として、握力、ピンチ力、握り-開
きの10秒テストを測定した。画像評価はMRIの矢状面T2強調画像で高輝度変化の有無と局在から
C3/4群、C4/5群、C5/6群、多椎間群、輝度変化なし群の5群に分類した。【結果】上腕二頭筋と
上腕三頭筋でのCMCTはJOA scoreとは有意な関係は認められなかった。短母指外転筋でのCMCTは
JOA scoreとは各群で有意な(C3/4群：r=-0.69, p=0.0002、C4/5群：r=-0.86, p＜0.0001、
C5/6群：r=-0.72, p＜0.0001、多椎間群：r=-0.68, p＝0.003、輝度変化なし群：r=-0.61, p＝
0.004)相関関係を示した。また短母指外転筋でのCMCTはピンチ力(r=-0.39, p＝0.003)、握り-
開くの10秒テスト(r=-0.35, p＝0.003)と有意な相関関係を示したが、握力とは有意な相関関係
は認められなかった。【考察】頚髄の障害レベルに関わらず、短母指外転筋のCMCTのみが四肢
麻痺の程度、ピンチ力、握り-開きの10秒テストとよく相関した。文献ではヒトの錘体路の中で
手の内在筋を支配する神経線維が最も大径線維が多とされる。大径線維が易損性が高いと考え
られ、手の内在筋の機能が中枢神経運動路の状態を反映することが電気生理学的に示唆され
た。
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2-A-EP-49

ばね指に対する術前ばね現象と腱鞘切開術中tenosynovitisとの関連
Preoperative Sevelity of Snapping and Intraoperative Flexor Tenosynovitis in Snapping Finger

○安藤 佳幸1, 安田 匡孝2, 細見 僚3

1白庭病院　整形外科, 2馬場記念病院　整形外科, 3大阪府済生会中津病院　整形外科

【はじめに】ばね指に対する腱鞘切開術中に屈筋腱に著明なtenosynovitisを認める症例に遭遇
することがある．我々は腱鞘を切開した後に，浅指（FDS）および深指（FDP）屈筋腱に明らか
なtenosynovitisを認めた際にはsynovectomyを施行している．
【目的】今回我々はばね指患者に対する術前症状と術中tenosynovitis程度との関連性を調査し
た．
【対象と方法】2010年8月以降当院にて施行したばね指腱鞘切開術143例155指中，105例
（男36，女69）127指（母指45，示指19，中指37，環指23，小指3）を対象とした．平均年齢
66.0歳．方法は，術前ばね現象を5段階（1；なし，2；時々，3；常時，4；解除可能ロッキン
グ，5；解除不可ロッキング），術中tenosynovitis程度を4段階（1；なし，2；FDS or FDP局
所，3；FDS and FDP局所，4；広範囲）に分類しその特徴を明らかにした．またそれらの相関性
をスピアマンの検定を用いて算出した．
【結果】術前ばね現象は1；5例，2；24例，3；42例，4；34例，5；22例であった．術中
tenosynovitis程度は1；61例，2；46例，3；14例，4；6例であった．解除不可ロッキング22例
でtenosynovitis程度3および4を呈した症例は認めなかった．著明なtenosynovitis（程度4）を
呈した6例は術前ばね現象2，3，4の各2例であった．スピアマンの検定では有意確率＜0.05かつ
相関係数-0.18で，わずかに負の相関を認めた．
【考察】解除不可ロッキング症例では著明なtenosynovitisを認めなかった．ばね指進行に伴う
ロッキングによって屈筋腱の滑動が減少しtenosynovitisが鎮静することが示唆された
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2-A-EP-50

治療手技によりばね指のケナコルト腱鞘内注射の治療成績は異なる
か？

Is different technique different outcome of trigger finger intra-sheath steroid injection?

○田中 利和, 小川 健, 岡野 英里子, 神山 翔
落合 直之

キッコーマン総合病院

【はじめに】日常診療で頻繁に訪れるばね指は，同一患者に異なる治療者が処置を行うと，し
ばしばその成績も異なることを経験する．今回我々は，ばね指患者に対するケナコルト腱鞘内
注射手技の違いが再発に影響するかを検討したので報告する．
【対象と方法】対象は2013年4月より2014年3月までの1年間に初診され6か月以上の経過観察が
可能であった137名160指である．年齢は63.9±11.4歳で男女比は37：99，罹患指は母指，示
指，中指，環指，小指が52，11，55，37，5指，罹患側は右：左は101：59であった．注射法に
ついては各医師に任せ，全例ケナコルト40mg/mlを１％リドカインで希釈し，4mg/ml を1ml用意
した．外来診療医師は10名（手外科専門医3名，整形外科専門医5名，非専門医2名）．アンケー
ト項目は注射の時期，針刺入位置，量，投与部位，注射後ストレッチの有無である．腱鞘内注
射後の再発の有無と，再注射までの期間を目的変数にして各アンケート項目について統計学的
検討を，Fisher’s exact probability testと一元配置分散分析法を用いてp＜0.05を有意差あ
りとした．
【結果】再発は71指（44％）であった．質問項目は腱鞘内注射の時期（第１選択， 保存的治療
で改善がなければ， 術前の確定診断など），針刺入位置（A1腱鞘上，A2腱鞘上，A1-2 クリー
ゼ），投与量（1ml全量投与，滑膜腱鞘が充満まで，0.5ml投与），投与部位（腱鞘内，腱鞘
外，両方），注射後の後療法（注射後ストレッチの有無）について，再発の有無，再発例に対
する２回目注射までの期間について検討したが，どの項目も再発率，再発期間には有意差はな
かった．
【まとめ】ばね指に対するケナコルト腱鞘内注射の効果については，腱鞘内注射のタイミン
グ，刺入部位，投与量，投与部位，注射後の後療法等の違いが，再発への影響はなかった．
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2-A-EP-51

PIP関節屈曲拘縮が主訴である屈筋腱狭窄性腱鞘炎(ばね指)に対し手
術を行った症例の検討

Three Cases Report of trigger digit with flexion contracture of PIP joint

○古作 英実

国保　依田窪病院　整形外科

【はじめに】PIP関節(以下PIPJ)の屈曲拘縮を伴うばね指の手術ではA1プーリーの切開のみでは
屈曲拘縮が改善しないことがありA2プーリー切開も必要だが,A2プーリーを全切開してよいかに
関しては議論がある.今回PIPJ屈曲拘縮が主訴の症例に対し,A2プーリーは部分切開にとどめ,改
善しない場合はPIPJの掌側板切除を行った.【対象と方法】2013年6月から1年間にPIPJの拘縮が
主訴で手術を行った4例を対象とした.男3例,女1例で年齢は61-87歳,中指2例,環指2例であ
り,PIPJの屈曲拘縮の角度(以下FC角)は25-70°であった.全例で以前にあった弾発現象は消失し
ていた.手術はA1 pulleyを全切開,A2プーリーを3-4mm部分切開した後にPIP関節をmanipulation
した.これで完全伸展しない場合はBruner切開で延長しA3 プーリーを切開した後に屈筋腱をよ
けPIPJの掌側板切除を行なった.この手術中に要した処置と術後のPIPJの残存FC角に関して検討
した.経過観察期間は3-12ヶ月であった.【結果】術前FC角が30°前後の3例ではA2プーリーの部
分切開とmanipulationを行うとPIPJ完全伸展がえられた.FC角70°の1例は,この処置ではFC角が
40°残ったため, A3 プーリーを切開しPIPJ掌側板切除を行なうと完全伸展可能となった.最終
経過観察時,0-10°の屈曲拘縮があった.【考察】A2 プーリー部分切開により改善しないPIPJの
拘縮は,関節自体の拘縮と考えて掌側板の切除を行った.術前のFC角が30前後の症例ではA2プー
リーの部分切開で対応できたが,70°の症例では掌側板切除を必要としPIPJ自体の拘縮も合併し
ていると考えられた.症例数が少ないため今後も検討が必要である.
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2-A-EP-52

手指ばね指に対する腱鞘切離後のPIP関節伸展制限
PIP Joint Extension After Open Trigger Finger Release

○草野 望

富永草野病院 整形外科

【目的】ばね指腱鞘切離後に残存するPIP関節(PIP)の伸展制限の主因は浅指屈筋腱と深指屈筋
腱の遠位への滑動制限と考え、腱の滑動を促す後療法を行った。今回、術後のPIPの伸展制限の
推移とその病態を検討した。【方法】対象は2013年1月から2014年1月までに腱鞘切離を行った
29例33指で、平均年令は62.7(11-87)才、患指は示中環指各4, 25, 4指、平均経過観察期間は
47.8(7-104)日であった。術式は全例にA1腱鞘切離を行ったが、切離後もPIPの伸展制限が残っ
た5指にA2腱鞘の全切離を追加した。術前と術翌日後療法前に著者考案の屈筋腱滑動手技（安静
位→DIP他動最大屈曲→PIP他動伸展→MP他動伸展→DIP他動伸展）を行い、PIP自体の拘縮、腱
の滑動制限を検査した。術翌日より屈筋腱の滑動を促す後療法を行った。術翌日の後療法前と
後、術後1, 4週、最終のPIP伸展制限角を、術前のPIP伸展制限の無い正常群(11指)、15°未満
の軽度群(8指)、15°以上の重度群(9指)、A2腱鞘を全切離したA2切離群(5指)の4群に分け、群
間と群内で比較した(重複測定-分散分析法、Tukey-Kramer法)。【結果】術前と術翌日後療法前
の屈筋腱滑動手技でDIP他動最大屈曲時にPIPの伸展が改善し、DIP他動伸展時に抵抗を認めた。
後療法前と後、術後1, 4週、最終の平均PIP伸展制限角(°)は正常群19.3,2.7, 0.6,0.5,0、軽
度群22.1,3.5, 0.4,0.3,0.9、重度群30.2,5.6,0.6, 0.2,1.7、A2切離群21.0,6.4, 3.4,2.0,1.0
であった。群内比較では有意差(5%未満)を認めたのは各群とも後療法前と他時期の間のみであ
った。群間比較では各時期とも有意差はなかった。【結論】PIP伸展は、腱鞘切離術翌日に悪化
したが、術翌日から屈筋腱の滑動を促す後療法を行い、早期より良好に回復した。PIP伸展制限
の主因は屈筋腱の腫脹によるA2腱鞘遠位部での滑動障害と考えた。
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2-A-EP-53

FDS切除を用いた難治性手指狭窄性腱鞘炎の治療経験
Experience of Treatment for Recalcitrant Stenosing Flexor Tenosynovitis Using FDS Resection

○難波 二郎, 岡本 道雄, 宮村 聡, 山本 浩司

市立豊中病院　整形外科

【はじめに】手指狭窄性腱鞘炎に対する一般的な手術治療はA1pulleyの切開による腱浮腫性肥
大部の通過性を改善させることである。ときに通過傷害がA1pulley以外にも存在し、弾発また
はPIP関節屈曲拘縮が残存することが知られている。我々は再手術を含めA1pulleyの切開後に弾
発またはPIP関節屈曲拘縮を呈している症例にFDS腱の半または全切除を施行しているので手術
成績を報告する。【対象と方法】対象は7例で男3、女4例、年令は62から91才で平均73才であっ
た。過去の手術歴は3例に有し、糖尿病を2例に合併した。罹患側は左1、右6で罹患指は全例中
指であった。手術所見、臨床成績を検討した。【結果】術前PIP屈曲拘縮は平均39度であった。
過去の手術にてA1pulleyは2例に完全、1例に不全切開であった。A1pulleyを切開後、4例に
A2pulley近位でのFDS腱の肥大化、3例にFDS及びFDP両腱の肥大化を認め、A2pulley内の屈筋腱
の通過障害がみられた。肥大化所見に応じてFDS尺側の半切4例、FDS全切3例に施行した。経過
観察期間平均13ヶ月時点にて完全伸展は5例に可能となり、平均PIP屈曲拘縮角度は6度であっ
た。切除FDS腱の病理検査2例において線維軟骨化生と石灰化を認めた。【考察】A2pulleyは手
指屈曲時に重要なヒンジとしての役割を担い、切開した場合屈筋腱のbowstring傷害を生じ
る。A2pulleyと屈筋腱間のサイズのミスマッチに対して腱自体のボリュームを減らすFDS腱切除
の治療を選択した。術後拘縮角度の改善を認めたことと病理学検査2例であるが変性所見を認め
たことより病的なFDSを温存した術式よりもFDS腱切除術は合理的であると考えられる。
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2-A-EP-54

重度狭窄性屈筋腱腱鞘炎に対する浅指屈筋腱切除の経験
Resection of flexor digitorum superficialis for the treatment of recalcitrant stenosing flexor tenosynovitis

○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]近年狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下，腱鞘炎）の超音波エコーで屈筋腱の肥厚が注目さ
れ，重症例で屈筋腱やA2の処置を追加する報告が散見されている．我々は，指可動域制限のあ
る重度の腱鞘炎に対し，Favreの提唱する浅指屈筋腱（以下，FDS）切除を行っておりその経験
を報告する．
[対象および方法]2013年7月以降に本法を行った12例（16指）を対象とした．年齢は34～69 歳
（平均60歳），性別は男4例，女8例，糖尿病例は5例，罹患指は，示指2指，中指10指，環指4指
であった．適応の候補は，母指を除く指関節の自動屈曲障害があり，超音波エコーでA2下に腱
症を認め，他動的屈伸でFDS，FDP（深指屈筋腱）の滑走が著しく障害されている例とした．手
術は，A1上の皮膚を縦切開し，A1，A2近位，PA（palmar aponeurosis pulley）を切離，腱滑膜
切除，FDSとFDP間の癒着剥離を行った．その後，他動的に指を屈伸し腱の滑走が滞る場合にFDS
切除を行うこととした．FDS切除の手技は，FDSを挙上し遠位の腱分離部を同定し，橈側，尺側
のslipをそれぞれ切離後，腱端を把持して牽引しできるだけ中枢を切離した．
 [結果]切離したFDSはいずれも4̃5cm長であった．指関節伸展は術後早期で良好となったが，術
前に屈曲障害が強かった例では，屈曲の改善に時間を要した．自動TAM（Total  active
motion）は，平均で術前160°から最終調査時243°となった．採取した腱は，腱症に相当する
部位で種々の線維軟骨化生を認めた．
[考察]FavreはFDS切除の適応を，MP関節90°屈曲位でPIP関節の他動伸展が得られるPIP関節屈
曲拘縮，いわゆるpositional contractureとしている．一方，我々は本法の適応を屈筋腱の腱
症を背景とする屈曲障害としている．本法は適応を慎重にする配慮が必要だが，指可動域の改
善が確実に得られる優れた治療であった．
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2-A-EP-55

手根管開放術後に発症したばね指の検討
Trigger finger after carpal tunnel release

○中島 紀綱, 貞廣 哲郎

ハンズ高知フレッククリニック

【はじめに】 手根管開放術(以下CTR)後にばね指が発症することは知られている。当院ではCTR
前にA1プーリー部に明らかなcrepitusを触れる場合、あわせて腱鞘切開も行なうようにしてい
る。これでもなお、CTR後にばね指を発症した例につき調査・検討を行った。【対象と方法】
2012年4月から2013年12月までに鏡視下手根管開放術(以下ECTR)を行った84例93手につき
retrospectiveに調査を行った。平均年齢66歳（46～90歳）。術後にばね指を発症した群
と、ECTRに腱鞘切開を併用せず術後もばね指を発症しなかった群について、術前MRIによる腱鞘
炎の有無を評価した。【結果】 93手のうち13手（14.0%）18指に術後ばね指の発症を認めた。
ばね指発生指は母指4手、示指1手、中指7手、環指4手、小指2手であった。ばね指を発症した13
手において術前MRIで腱鞘炎を認めた指は1手につき平均3.4指であった。ECTRに腱鞘切開を併用
せず術後6ヵ月以上経過観察でき、ばね指を発症しなかった例は33手であり（術後経過観察期間
は平均11.3ヵ月）、術前MRIで腱鞘炎を認めた指は1手につき平均2.0指であり、ばね指の発症群
よりも有意に少なかった（P=0.002）。【考察】 CTR後のばね指の発症頻度は諸家の報告では
16̃30%とされている。自験例では14.0%と低い発生頻度であったが、これは、当院での治療方針
として、中指にcrepitusを確認できる症例には積極的に腱鞘切開を行ない、93手中40手
（43.0%）に腱鞘切開を併用しており、このためCTR後のばね指の発症を抑えられたと考え
る。13手にばね指を発症しretrospectiveに術前MRIを評価したが、ばね指を発症した指と発症
しなかった指において、輝度変化の幅に相関は認めず、術前MRIのみで術後のばね指発症を予想
することは困難と思われた。
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2-A-EP-56

上腕骨外側上顆炎に対する多血小板血漿（PRP）療法による治療 -第
一報-

The treatment of lateral epicondylitis by the platelet rich plasma

○新井　 猛1, 別府 諸兄1, 清水 弘之1, 井上 肇2

大森 みかよ3

1聖マリアンナ医科大学　整形外科学講座, 2聖マリアンナ医科大学 形成下外科学講座

3聖マリアンナ医科大学リハビリテーション部

【はじめに】近年，付着部症（enthesopathy）に対してplatelet rich plasma(PRP)療法の有効
性が報告されている。血小板には、組織修復を促進する様々な成長因子，サイトカインなどの
分子が多く含まれており，これらの成分が付着部周囲に働き損傷された組織を修復する。本邦
では現在，このPRP療法は保険適応外の治療で各医療機関においては自費診療として実施されて
いるのが現状である。【目的】本学倫理委員会承認のもと、当大学形成外科学講座において褥
瘡、難治性皮膚潰瘍に対するPRP療法の高い有効性が認められたため，さらに本学倫理委員会承
認のもと上腕骨外側上顆炎に適応を拡大し，臨床試験を実施することでその有効性について検
討した。【対象および方法】対象は書面による同意を得た年齢が20歳以上75歳未満の成人で，
登録時VAS値が50以上かまたはすでに保存的治療を行った上で、改善を認めず手術適応と診断さ
れた患者とした。PRPの投与は4週間おきに2～3回投与し有効性を評価した。現在までの症例数
は男性6例，女性7例の13例，平均年齢51歳であった。検討項目は患者によるVAS値の推移を中心
にRoles and Maudsleyスコアー，患者による治療満足度，副作用等とした。【結果】施行前の
VAS平均値は55.8であった。VAS値が0となった症例は2回投与と3回投与の2例のみであった。2例
は2回および3回投与でVASに変化が無く，手術予定となった。その他は2回投与例で平均VAS値36
が12に，3回投与例で平均VAS値60が38にとどまった。副作用では投与時の疼痛が目立っ
た。【考察】VAS値に改善を認めたのは13例中11例であったが無効例も存在した。今後，上腕骨
外側上顆炎に対するPRP療法の詳細な適応基準や投与法にさらなる検討を加える必要がある。
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2-A-EP-57

非常に稀な幼児手関節に発症した結核性関節炎
 A Rare Tuberosity Arthritis Case of the Infant Wrist Joint

○山本 久司1, 梅原 渓太郎1, 三好 智之2

1山口労災病院　整形外科, 2阿知須共立病院　整形外科

外傷を契機に右手関節周囲の腫脹・疼痛で発症した2歳10ヶ月男児の関節結核を経験した。【発
症と経過】発症の契機は、鞄を背負って遊んだ後より右母指付近の痛みと腫脹・疼痛が続き13
日後に受診。初診時右手関節部の腫脹・発赤・熱感・圧痛があり血液検査ではCRP 1.89、白血
球 10900。抗生剤の投与で炎症の改善はなく緊急手術施行。手関節は皮下から橈骨手根関節・
手根中央関節まで黄色滑膜様組織が増生していた。採取組織の塗抹染色は陰性、結核PCR法で陽
性。術後8週目小川培地で結核菌培養陽性。病理所見は主に肉芽組織で非特異的炎症像。術後も
炎症と腫脹は続き、術後21日目に再掻爬。再掻爬後25日で創閉鎖。 術後5日目の結核PCR法陽性
後から9ヶ月間の抗結核薬を投与。発症後3年の現在再発・疼痛はみられていない。【考察】今
回の症例の問題点として　１， 幼児手関節結核は非常に稀で、文献等の報告がほとんど見られ
ていない。２， 鑑別・確定診断の困難さ．小児のQFT、ツベルクリン検査は参考にならず、結
核PCR法が早期に確定診断がつき、精度も信頼度も高く有効。３， 小児骨関節結核への抗結核
薬の決まったプロトコールはなく、肺結核のプロトコールを参考にせざるを得ないこと.４，
手術治療選択の良否と手関節の手術の困難さ．小児手関節の手術には解剖学的知識と経験が必
要．手術選択の良否としては、抗結核薬は関節へ届きにくく、また、特に小児の感染性関節炎
は関節軟骨の破壊がより危惧される為、早期に掻爬をすることが有効と思われた． ５，家族と
周辺の人への聞き取り調査と直接家族への肺結核検診で肺結核既往・罹患はみられず、原因ル
ートが不明のままであった。
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2-B-EP-1

骨折部安定性が骨折治癒過程に及ぼす影響の組織評価-Triple Color
GFPマウスと新規考案創外固定モデルを用いた研究

Fixation stability dictates the differentiation pathway of periosteal progenitor cells in fracture repair

○萩原 祐介1, David Rowe3, 高井 信朗2

1日本医科大学　千葉北総病院　整形外科, 2日本医科大学付属病院　整形外科

3コネチカット大学　ヘルスセンター

【目的】ラット下腿骨骨折モデルは手外科領域でも用いられる。しかし遺伝子導入技術の発達
により基礎研究分野で重要となったマウス骨折モデルはあまり行われない。我々はマウス脛骨
のピンニング(IMP)及び創外固定(EF)を考案し、Triple Color GFPマウスを用いて、固定強度の
違いが骨折治癒過程に及ぼす影響を詳細に観察した。
【方法】hOC-green(オステオカルシン)、Col3.6-blue(未熟骨芽細胞)、ColX-red(肥大軟骨)を
同時発現する3色GFPマウスを用いた。IMP群(n=12): 脛骨膝関節面に経皮的に作成した骨孔より
遠位髄内径に一致する316LVMワイヤーを脛骨全長に挿入固定し、次に脛骨中央部に閉鎖骨折を
作成した。EF(n=12): 脛骨遠位近位に計6本の注射針を経皮的に刺入し、外側でシリンジの一部
に固定することで片側型EFを作成した。途中で経皮骨切りを行い、骨折部不安定性を確認した
後に整復しEFで固定を行った。術後2,5週で3方向X-ray撮影、トレッドミル動態解析を行い、屠
殺後に蛍光組織観察、同一切片にTRAP染色、ALP染色、Safranin-O(Saf-O)染色を追加した。
【結果】2,5週のX-ray計測では短縮率、角上変形量、回旋変形量共にEF群で有意に(p＜0.05)小
さく、EF群が形態保持能に優れていた。動態解析では両群の走行に違いを認めなかった。組織
像では、IMP群はColX、Saf-Oを多く含む仮骨形成を経てリモデリングする2次骨癒合を示した
が、EF群はColX、Saf-Oを発現させず直接Col3.6が骨折部に認められ、それがhOCへ移行する1次
骨癒合を示した。TRAP+の破骨細胞はIMP群のリモデリング期に多く見られた。
【結語】EFの強固な固定力及び部分免荷(軸圧除去)機構が変形をより小さくし、骨折治癒過程
もIMPとは大きく異なる結果となった。近年の骨折手術治療を反映するEFモデルは小骨骨折研究
に有用である。
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2-B-EP-2

近赤外蛍光色素TK-1を用いたラット下肢二次性リンパ浮腫モデルに
おける水動態の解析

Near-infrared fluorescence imaging in the experimental model of secondary lymphedema using TK-1

○倉橋 俊和, 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】新規インドシアニン蛍光色素TK-1は立体構造3nm以下の微小な水溶性近赤外蛍光色素で
あり、血漿蛋白と結合して蛍光を発するindocyanine green(ICG)に比べ生体内での粒子径は小
さい。TK-1はその微小な粒子径ゆえにICGでは不可能であった経静脈的な水動態の観察を可能と
し、微小循環における水や物質の移動をより鋭敏に反映しうることを第57回本学会で報告し
た。本研究の目的は、ラット下肢二次性リンパ浮腫モデルの浮腫肢における水の動態を、TK-1
を用いた近赤外蛍光イメージングを用いて解析することである。
【方法】雄性ラットの後肢足底にEvans Blueを皮下注射したのち鼠径部の表皮を帯状に切除
し、青色に描出された大腿静脈の伴走リンパ管と膝窩リンパ節を顕微鏡下に郭清、切除して下
肢二次性リンパ浮腫モデルを作成した。モデル作成3日目のラット尾静脈よりTK-1を経静脈投与
し、間質に漏出したTK-1の後肢全体の蛍光輝度変化を投与後2時間まで経時的に測定して浮腫肢
と健側肢を比較した。蛍光の検出には浜松ホトニクス社のPDEを用いた。
【結果】下肢リンパ浮腫モデルにおける下腿周囲径と足部容積はともにモデル作成1日目より増
加し、3～4日目をピークに浮腫を呈した。モデル作成3日目におけるTK-1投与後の経時的輝度変
化では、浮腫肢において健側肢より蛍光輝度の減衰が早い結果となった。この傾向はモデル作
成10日目、3週目、5週目にも同様に観察された。
【考察および結論】リンパ浮腫肢における蛍光輝度の減衰亢進は、TK-1の経静脈的なドレナー
ジ亢進を反映しているものと考えた。リンパ浮腫初期には経静脈的な水の排出が亢進し、停滞
したリンパ還流を代償している可能性がある。
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2-B-EP-3

LEDライトを用いた皮下腫瘤簡易補助診断法
The Way to Use LED Light for Auxiliary Diagnosis of Subcutaneous Mass

○新井 健1, 穴澤 卯圭2, 水野 早季子3

1東京歯科大学市川総合病院リハビリテーション科

2東京歯科大学市川総合病院整形外科, 3慶應義塾大学医学部整形外科

【目的】ガングリオンとその他の皮下腫瘤を鑑別するために近年入手が容易になった高輝度LED
ライトを用いてきたので紹介する．
【対象】平成24年10月から平成26年9月まで上肢の皮下腫瘤を訴え当科外来を受診した54例で，
最終診断はガングリオン34例，腱鞘巨細胞腫5例，神経鞘腫3例，静脈血栓3例，粉瘤2例，脂肪
腫2例，その他5例であった．
【方法】開口径10 から20 mm，出力0.5 から3 Wのペン型LEDライトで，皮膚に圧着した際に光
が漏れにくいように開口部の辺縁に凹凸のないものを使用した． LEDライトの開口部を腫瘤直
上の皮膚に圧着させ光透過性の有無を見た後，皮膚に圧着させたまま辺縁に移動し腫瘤の辺縁
の境界が光で描出されるかどうか見た．描出されればガングリオンであると診断した．描出さ
れないものはさらに検査をすすめた．
【結果】大多数のガングリオンは診断可能であったが深いものや小さいものは診断不可能であ
った．粉瘤は触診上は鑑別が困難であったが，本法では光透過性がなく容易に鑑別できた．神
経症腫，腱鞘巨細胞腫および脂肪腫は光透過性をみとめるものもあったが腫瘍の境界描出され
なかった．ガングリオンの診断をした症例の約半数が穿刺を希望し，全ての症例でゼリー状の
内容物が吸引された．ガングリオンでない皮下腫瘤を穿刺した例はなかった．
【考察】ガングリオンの穿刺吸引は確定診断には有効であるが治療上必ずしも必要ではない
し，ガングリオン以外の腫瘤を穿刺することは治療上好ましくない．特に小児など穿刺を怖が
る例もあり可能なら避けたい．またMRIは時間やコストがかかり，超音波診断装置は一般に普及
しているとはいえない．一方，LEDライトは携帯が容易であり痛みを伴わず瞬時に診断できるこ
とから皮下腫瘤簡易補助診断法として有用であると考えられた．
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2-B-EP-4

当科における手部軟部腫瘤例の検討
Evaluation of soft tissue masses in the hands and wrists

○増山 直子, 小林 康一, 深澤 克康, 金子 雅子
岡崎 裕司

関東労災病院

手部の軟部腫瘤は整容的にも機能的にも障害となることが多いため、小さくても手術を選択す
ることが多い。手術は手指の機能を考慮し皮切や切除範囲を定めなくてはならないが、その
際、腫瘤の術前診断の可否は非常に重要となってくる。今回2000年から2014年まで当科にて手
術した手部軟部腫瘤病変72例を検討し、術前診断と最終診断の整合性を評価した。内訳は男35
例女37例、　右42例左30例　腱鞘巨細胞腫17例、ガングリオン9例、グロムス腫瘍5例、線維腫
5例、瘢痕4例、血管腫3例、神経鞘腫3例、軟骨腫3例、類上皮嚢腫3例と続き、悪性は
myxoinflammatory fibroblastic sarcomaの1例であった。諸家の報告と同様、手部の軟部腫瘤
は原発性の良性腫瘍が多いが、悪性腫瘍や非腫瘍性病変の鑑別も必要である。臨床所見、好発
部位、画像診断、基礎疾患から鑑別可能なものもあるが、当科での術前診断と最終診断の整合
性は63％（72例中46例）であった。特に中節部以遠のサイズの小さいもので診断が難しいこと
が多く、MRIの信号強度が類似する腱鞘巨細胞腫と線維腫の鑑別や、非腫瘍性病変の瘢痕と腱鞘
巨細胞腫の鑑別、ターゲットサインやTinel様兆候などの典型的な所見のない神経鞘腫と外観の
色調変化のない血管腫の鑑別が困難であった。また、石灰化を伴わない軟骨腫の術前診断も困
難であった。悪性腫瘍の1例（myxoinflammatory fibroblastic sarcoma）も術前画像所見では
腱鞘巨細胞腫の診断であった。
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2-B-EP-5

Metachondromatosis-消退と変形-
Metachondromatosis -disappearance and deformity-

○佐竹 寛史, 本間 龍介, 丸山 真博, 長沼 靖
高木 理彰

山形大学　医学部　整形外科

【はじめに】Metachondromatosisは、自然消退することがある稀な軟骨性腫瘍類似疾患であ
る。小児手足骨に発生した3症例について自然消退と変形の経過を報告する。【症例
1】10歳、女。右小指MP関節の隆起に気づいて受診した。単純X線で第5中手骨骨幹端に骨性膨隆
がみられ、両足にも突出がみられた。第5中手骨の骨病変は外骨腫様であったが、関節方向に突
出しており、足には明らかな骨性病変がみられなかったことからmetachondromatosisと診断し
た。初診から10か月で骨病変は消退した。【症例2】7歳、男。2年前から左母指MP関節近位に腫
脹を自覚し、次第に増大したため受診した。単純X線で第1中手骨骨幹端に骨性膨隆がみられ、
関節方向に突出していた。母指の変形と可動域制限がみられたため病変の一部を摘出した。病
理組織像は、骨軟骨腫であった。術後2年7か月で骨病変が消退し、metachondromatosisと診断
した。【症例3】6か月、男児。生後4か月で右第2趾の変形に気づかれ近医を受診し、次第に変
形が増悪したため当科を受診した。単純X線で第2趾基節骨近位に骨病変がみられ、関節方向に
突出していた。Metachondromatosisと診断し、経過観察されていたが、変形が増悪したため2歳
9か月で変形矯正術を施行した。一旦は変形が矯正されたが、次第に変形が増悪したため、5歳
時、骨軟骨病変の切除、変形矯正、骨端線閉鎖術を施行し軽快した。病理組織像は骨軟骨腫と
診断された。【考察】小児期の手指に発生する軟骨性腫瘍類似疾患には、多発性軟骨性外骨腫
症、内軟骨腫症、metachondromatosisがある。Metachondromatosisは単純X線像が外骨腫に類似
しており、病理像は外骨腫と内軟骨腫が混在する場合もあるため診断と治療に注意する必要が
ある。
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2-B-EP-6

Common digital nerveに発生した結節性筋膜炎の1例
Intraneural nodular fasciitis of the common digital nerve in the palm

○水島 秀幸, 平田 仁

名古屋大学大学院医学系研究科 機能構築医学専攻　運動・形態外科学講座 手外科学

（はじめに）結節性筋膜炎は良性腫瘍あるいは外傷や感染を契機に発生する筋線維芽細胞の反
応性病変とされており、通常は筋膜より発生する。今回指神経より発生したまれな結節性筋膜
炎症例を経験したため報告する。（症例）39歳男性。誘引なく右環指末節のしびれが出現し、
その後徐々にしびれの範囲が拡大したため当院を受診した。初診時右環指橈側に限局するしび
れを認めたものの、痛みおよび筋力低下は認めなかった。手根管にTinel様徴候を認めなかった
ものの、手掌部に約10ｍｍ×15ｍｍの弾性硬の腫瘤を触れ、その腫瘤を圧迫すると右環指橈側
に放散するしびれを認めた。腫瘤部に発赤、熱感は認めず、神経伝導速度においても異常所見
は認めなかった。MRIにて同部位にT１強調画像にてlow、T2強調画像にてlow、fat　
suppressionにてiso～highの19ｍｍ×5ｍｍ程度の紡錘形の領域を認めた。保存的に症状が軽快
しないため手術を行うこととした。手術時横手根靱帯の遠位に約20ｍｍ×幅約7ｍｍの軟部腫瘍
を認めた。軟部腫瘍は中指・環指へ走るcommon digital nerveと強く癒着しており、顕微鏡視
下に神経剥離、腫瘍の切除を行った。この際神経線維は温存可能であった。術後環指橈側に加
え、中指尺側にもしびれが出現したが、徐々に軽快していった。切除した腫瘍組織は病理検査
にて結節性筋膜炎と判明した。（考察）結節性筋膜炎は通常前腕屈側に生じることが多く、手
部以遠に発生することは少ない。また通常筋膜より発生するとされており、神経より発生した
と考えられる症例はこれまで６例しか報告されていない。これまでの報告と同じく今症例でも
結節性筋膜炎は神経と強く癒着していたが、摘出に際しては神経損傷を行ないよう十分注意す
る必要があると思われた。
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2-B-EP-7

上肢に発生した悪性骨軟部腫瘍の再建と術後機能評価
Functional evaluation after excision of malignant bone and soft tissue tumors

○三又 義訓1, 佐藤 光太朗1, 古町 克郎1, 田島 克己1

西田 淳2

1岩手医科大学　整形外科, 2東京医科大学　整形外科

【目的】上肢悪性骨軟部腫瘍に対して広範切除が行われた場合, 術後の患肢機能低下が問題と
なる. 本研究の目的は, 上肢に発生した悪性骨軟部腫瘍の術後の患肢機能を評価することであ
る.【対象と方法】対象は, 2010年1月から2014年7月までに上肢骨軟部腫瘍で手術を施行した
214例のうち術前の病理診断で悪性と診断された22例（男性12例, 女性10例）である. 手術時平
均年齢52.1才(10-85才), 平均観察期間は25.3ヵ月(5-48ヵ月)であった. 検討項目は, 切除方
法, 切除縁評価, 再建方法, 組織型, 局所再発の有無, 転移の有無, 転帰, 術後患肢機能(MSTS
スコア)である. 【結果】摘出腫瘍の切除縁は, wide margin 19例, marginal margin 1例,
intralesional margin 2例であった. 再建を要したのは16例 (72.7%) であり, 人工肩関節置換
術を5例に, 局所皮弁を3例に, 遊離皮弁を2例に, 広背筋皮弁を2例に, 指列移行術を2例に,
wrap around flapを1例に行った. MSTSスコアは, 平均82.4% (26.7-100.0%)であった. 【考察
と結語】機能的再建として指列移行術を行った2例, wrap around flapを行った1例はともに術
後機能は良好であった. 上腕骨近位部の再建は, 人工関節置換術が簡便であるが感染, 人工関
節のゆるみ, 耐久年数等の問題がある. 本研究においては人工関節置換術を施行した5例のうち
人工関節の緩みを生じた1例と複合性局所疼痛症候群により患肢の拘縮を来した1例で高度の機
能低下を認めた. 残りの3例はMSTSスコア70点以上であり, おおむね良好であった. 広範囲皮膚
欠損により局所皮弁, 遊離皮弁, 広背筋皮弁を行った例においては, 患肢機能は良好であった.
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2-B-EP-8

腱鞘巨細胞腫の治療経験
Clinical Outcome of Tenosynovial Giant Cell Tumor

○能登 公俊1, 建部 将広2, 細野 幸三1, 山田 健志1

1愛知県がんセンター愛知病院 整形外科

2安城更生病院 手の外科マイクロサージャリーセンター

【目的】腱鞘巨細胞腫は日常診療でよく遭遇する良性腫瘍であるが，再発しやすい腫瘍として
知られている．再発率および再発症例の特徴や経過を調べるため当院および関連施設での腱鞘
巨細胞腫に対する治療成績を報告する．
【方法】2003年1月から2014年3月まで両施設で手関節以遠に発生した腱鞘巨細胞腫57例を後向
きに調査した．さらに全例に電話での再発調査を行った．この57例中，術後6か月以上経過し現
在の症状が電話および診察で調査可能であった35例を対象とした．「再手術による病理で再発
と診断されている」，「画像検査で再発を指摘されている」または「電話調査にて腫瘤が再出
現している」ものを再発と定義した．男性19例女性16例，平均年齢は42.4歳（10-72歳），腫瘍
径は平均13.4mm（5.4-29.8mm）であった．平均通院期間は8.3か月（2週間-25か月）であった．
腫瘍の発生部位，進展様式，罹病期間，再発を含めた合併症を評価した．
【結果】5例(14%)に再発を認め，そのうち1例は3回再発を繰り返していた．手術から電話調査
までは平均７９か月であった．再発時期はそれぞれ術後6か月，1年，2年，3年，3年であっ
た．3例は定期診察が終了した術後2年以降に再発を認めた．他の術後合併症として感覚障害
4例，可動域制限3例を認めた．「罹病期間」，「腫瘍サイズ」，「骨と腱の間への浸
潤」，「骨へのscalloping」と再発との関連は有意差を認めなかったが，再発症例はDIP関節お
よび中節骨レベル発生であった．
【考察】再発率に関しては過去の報告の範囲内であった．再発時期について記載された報告は
少なくどこまで経過観察するべきかは議論が必要であるが，今回の調査では定期診察が終了し
た3例に術後2年以降での再発を認めたことからもより長期間の経過観察もしくは再発時の受診
指示の説明が必要と考えられる．
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2-B-EP-9

グロムス腫瘍12例の検討
Glomus tumor:analysys of 12 cases

○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　整形外科, 2JA愛知厚生連海南病院　整形外科

【緒言】グロムス腫瘍は手指の爪下部に好発し、疼痛、圧痛、温度過敏性を3主徴とする腫瘍で
ある。しかし、その症状の発現は非特異的であることも多く、腫瘍径も小さいため、確定診断
が困難である。当院で手術治療を行ったグロムス腫瘍12症例について検討したので報告す
る。【対象と方法】当院で摘出術を施行し、病理診断でグロムス腫瘍と確定した12例を対象と
した．性別は男性4例，女性8例，手術時年齢は平均49歳であった。これらの発生部位，自覚症
状から診断に至るまでの期間，臨床所見（自発痛，圧痛，温度過敏性，爪甲変形，爪床の色調
変化の有無），単純X線，MRI，術後の爪変形，再発について調査した．手術は爪下部発生例に
ついては抜爪(部分抜爪も含む)または爪甲を近位に反転し、顕微鏡下に爪床を切開し、腫瘍を
摘出した。【結果】発生部位：示指2例、中指3例、環指3例、小指3例、母趾1例であった。11例
が爪下部発生、1例が爪縁部での発生であった。罹病期間：平均6年11か月であり、5例が看過さ
れていた。3例が他の骨腫瘍を疑われ紹介受診し、グロムス腫瘍を疑われ当院を紹介受診したの
はわずか4例であった。臨床所見：全例で自発痛を認め、圧痛は11例に認めた。温度過敏性は6
例に認めた。術前爪甲変形は3例、色調変化は7例で認めた。画像所見：単純X線像では8例に骨
圧排像を認め、全例MRIで腫瘍性病変の同定が可能であった。術後の爪変形は2例で認め、再発
は認めなかった。【考察および結語】症状発現から当院受診までの期間は平均6年11か月と長期
を要しているのは単純レントゲンと臨床所見では診断が困難であることが原因と考えられ
る。MRIでは全例描出可能であり、疼痛、圧痛を認める症例にはレントゲン上異常が認められな
くてもグロムス腫瘍を念頭においてMRI撮影を行うべきである。
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2-B-EP-10

手指爪下グロムス腫瘍手術例の検討
Treatment of Subungual Glomus Tumors

○白井 久也1, 黒川 義隆1, 沢辺 一馬2, 野田 和王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】グロムス腫瘍は比較的まれな手指に好発する良性腫瘍である．自験例での臨床症状，
検査所見，手術進入法に関する検討を加えたので報告する．
【対象と方法】対象は2010～2013年に手術を施行した12例である．男性4，女性8例，手術時年
齢は25～75（平均45）歳，発症から手術までの期間は1～40（平均11）年であった．患指は母指
5，示指4，環指1，小指2例であった．これらの身体所見，検査所見，手術成績を調査した．術
後調査期間は1～4年であった．
【結果】全例，爪甲または爪縁にピンポイントの圧痛（Love’s test陽性）を認めた．爪甲に
所見なし4例，青みや線上の爪変形のあるもの8例，X線では末節骨正常7例，圧痕あり
5例，MRI（Philips,Intera1.5R)で腫瘍の同定可能8例，不能3例，エコー(日立アロカ,Hi
Vision AviusR)で同定可能4例，不能4例であった．手術は全例爪甲の一部または全てを反転
し，爪床に切開を加えて，腫瘤をルーペ下に摘出した．全例，病理組織検査はグロムス腫瘍で
あった．術前の疼痛は術後1～2ヵ月で消失していた．調査時，全例症状はなく，再発例を認め
なかった．爪甲に所見なし8例，線状の跡が残存したものは4例あったが術前と同レベルであ
り，爪変形の増悪例はなかった．
【考察】術前にＸ線，MRI，エコーの3検査とも腫瘍の同定不能を2例に認め，症状とLove’s
test陽性からグロムス腫瘍を疑い手術を行った．これらの腫瘤の大きさは2mmであったことか
ら，診断には身体所見が最も大切と考える．腫瘍部位を術前に同定できたものは爪甲の一部を
反転し，最後に爪甲を戻してダーマボンドRで固定する工夫を行った．爪郭外側展開法は爪変形
を生じにくいという報告があるが，標準の経爪甲的展開でも少ない侵襲で腫瘍を切除できるこ
とがわかり，爪変形を生じさせることはなかった．
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2-B-EP-11

超音波検査で診断した指尖部グロムス腫瘍の治療経験
Importance of ultrasonography in digital glomus tumors

○瀬川 武司1, 橋本 二美男2, 中村 琢哉1, 丸箸 兆延1

笹川 武史1

1富山県立中央病院　整形外科, 2高志リハビリテーション病院　整形外科

【はじめに】手指に発生する腫瘍性病変のうち、グロムス腫瘍は画像的評価が難しく、診断に
至るまでの期間が非常に長くなることが多い。当院では、グロムス腫瘍が疑われる症例の術前
検査として外来で超音波検査を施行しており、良好な結果を得たので報告する。
【対象と方法】症例は指尖部に圧痛やtinel sign様の疼痛を認める女性4例で、単純レントゲン
像で末節骨にへこみがあるか、MRIで占拠性病変を認めるなど、腫瘍性病変が疑われた。平均年
齢は34.5歳（26～51歳）であった。罹患部位は、爪母部2例、指腹部2例で、平均罹病期間は
9.75年（2～14年）であった。超音波検査により術前に位置や大きさ、内部の血流を確認した。
【結果】全例、カラードップラー超音波検査で病変部に一致して拍動性の血流を認めた。術後
病理学的検査でグロムス腫瘍と診断確定した。
【考察】これまでグロムス腫瘍の画像検査においては、径2～3mm程度のものの場合は一般的な
MRIの分解能では評価が困難であるため、診断は理学的所見に頼るところが大きかった。また小
さなものは、創母周囲というごく限られた範囲内でも発見に難渋することが多かった。これら
の問題点は、グロムス腫瘍の発症から治療までの期間を延長している原因となっていると考え
られる。グロムス腫瘍が疑われる症例に対し、術前に超音波検査を施行することは、術前診断
を支持するということに加え、術者が自分で腫瘍の局在を確認することによりスムーズに手術
が行なわれ、低侵襲、短時間手術につながると考えられた。また、超音波検査は短時間の練習
のみで、爪甲下の腫瘍に対しても比較的容易に描出できるようになる印象であった。
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2-B-EP-12

遠位橈尺関節から発生した尺骨神経内ガングリオン
A ganglion within the ulnar nerve and communication with the distal radioulnar joint via an articular

branch

○斉藤 公亮, 岡田 充弘, 上村 卓也, 新谷 康介
中村 博亮

大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科学

【はじめに】ガングリオンは関節から発生し、稀に神経内に発育することがある。我々は、ガ
ングリオンが遠位橈尺関節（DRUJ）から発生し、尺骨神経内に発育した神経内ガングリオンを
経験した。今回文献的考察を加え、報告する。【症例】51歳男性。右手指の痺れと共に、右手
関節尺側に軟部腫瘤を認め、当院受診となった。初診時、環指尺側から小指にかけての知覚鈍
麻あり、骨間筋と小指外転筋に筋萎縮を認めた。電気生理学的検査では、手関節レベルで尺骨
神経の伝導速度の遅延を認めた。MRIで、前腕遠位尺側にDRUJと連続する嚢胞性病変を認めた。
手関節での軟部腫瘤による尺骨神経麻痺と診断し、手術を施行した。尺骨神経内に嚢腫性病変
を認め、嚢腫内にはゼリー状の内容物を認めた。嚢腫性病変は、DRUJに連続しており、尺骨神
経の関節枝に伴走していた。嚢腫性病変を尺骨神経の関節枝と共に一塊として切除した。病理
診断で、嚢腫性病変はガングリオンと診断された。術後18ヶ月、知覚鈍麻と内在筋の萎縮は消
失し、再発は認めていない。【考察】神経内ガングリオンの多くが、膝から発生し、腓骨神経
麻痺を生じたものである。Spinnerらは、神経内ガングリオンの発生原因として、ガングリオン
が神経関節枝を通じて主神経内へと発育するunifying articular (synovial) theoryを提唱し
た。手関節での尺骨神経内ガングリオンは、過去に1度のみ報告されているが、詳細な画像はな
かった。本報告では、尺骨神経のDRUJへの関節枝から発育したガングリオンの詳細な画像を得
ることができた。今回の所見は、unifying articular (synovial) theoryを支持するものであ
り、関節枝と共に切除することで、術後再発を抑えることができた。
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2-B-EP-13

手指粘液嚢腫に対する低侵襲手術
Minimally Invasive Surgery for Mucous Cyst of the Finger

○稲葉 尚人1, 鈴木 拓1,2

1那須赤十字病院, 2慶應義塾大学　整形外科

【目的】手指粘液嚢腫の根治手術は嚢腫と皮膚の切除に加えDIP関節背側の骨棘切除を要すると
されてきたが，局所皮弁や植皮の必要とする症例も散見され, 侵襲が大きく手技が煩雑になる
点が問題であった．1989年にLowreyらが, 嚢腫を切除せずに骨棘のみを切除する方法を報告し,
その後本邦においても同手法の有用性が多々報告されている．更に2012年に金谷らは，嚢腫だ
けでなく骨棘も放置し，背側関節包の切除のみを行う低侵襲手術を報告した．今回われわれ
は，粘液嚢腫に対して同手技を用いた追試を行い, 術後成績を検討した．【対象と方法】2013
年から2014年に手指粘液嚢腫に対して手術を施行した9例10指  (男性3指, 女性7指) を対象と
した．手術時年齢は平均64.7 (48～88) 歳，術後経過観察期間は平均 6.0 (2～15) ヵ月であっ
た．罹患指は母指3指, 示指2指, 中指2指, 環指2指, 小指1指であった. 手術は, 嚢腫の外側の
縦切開に背側遠位指節間皮線上の横切開を加えたL字またはT字切開とした．腫瘤の茎部を掻把
し, 片側の背側関節包を切除，嚢腫壁および骨棘はそのまま放置した．最終観察時における嚢
腫の再発，爪甲変形，感染の有無, DIP関節の可動域につき評価を行った．【結果】最終観察時
において全例, 嚢腫の再発, 爪甲変形，感染を認めなかった．また，DIP関節の可動域は屈曲60
(45～70) °, 伸展-3 (0～-15) °と伸展制限は軽度であった.  【考察】Lowreyらの術式は有
用である一方，骨棘を切除することにより伸筋腱付着部が損傷し，術後DIP関節伸展制限を生じ
た報告も散見される．本術式は，骨棘切除を行わないためより伸筋腱に対して低侵襲であるこ
とに加え, 再発も認めず，手指粘液嚢腫に対する有用な術式と考えられる．
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2-B-EP-14

上肢に発生した神経鞘腫の臨床的検討
Clinical Characteristics of Patients with Schwannoma in upper extremity

○藤渕 剛次, 今井 浩, 竹葉 淳, 清松 悠, 三浦 裕正

愛媛大学大学院　医学系研究科　整形外科学

【目的】神経鞘腫は比較的よくみられる軟部腫瘍の一つである．何らかの症状を有する場合，
外科的治療が選択されるが，ときに術後に神経症状の悪化をみることがある．本研究の目的
は，上肢に発生した神経鞘腫の臨床的特徴と術後成績の関連について検討を行うことであ
る．【対象，方法】対象は2003年から2012年までに当院で外科的治療を施行した上肢発生の神
経鞘腫症例31例である．これらに関し，腫瘍最大径，発生部位，術前症状，MRI画像所見および
術後症状について検討した．術後症状は術前神経症状の軽減，消失を認めたものを改善，術前
症状の軽減を認めないもの，新たな症状が出現したものを増悪と定義した．【結果】術後症状
の増悪は7例(22.6%)に認め，術前症状の軽減が得られなかった症例が5例，新たな症状の出現が
2例であった．改善群24例の平均年齢は59.8歳，腫瘍最大径34.0 mm，深部発生75.0%，術前神経
症状を有した症例66.7%，MRIでのsplit fat sign陽性93.8%，target sign陽性33.3%，これに対
し増悪群7例ではそれぞれ50.7歳， 35.8 mm， 100%， 71.4%， 71.4%， 42.9%であった．症状
増悪に関する因子について更に検討を行ったところ，上腕部発生例では44.4％に対しその他の
部位では13.6％，また，尺骨神経発生例では38.5％に対しその他の神経では11.1%で症状の増悪
を認め，上腕部発生，尺骨神経発生例では症状増悪例が多い傾向にあった．【考察，結論】上
肢発生の神経鞘腫に対する外科的治療の術後，神経症状の軽減が認められない，あるいは症状
が悪化した症例の割合は22.6％であった．術後症状悪化の危険因子として，これまでに年齢や
腫瘍の大きさなどの報告があるが定まったものはない．今回の検討では，上腕部発生，尺骨神
経発生例において術後症状増悪例が多い傾向にあることが示された．
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2-B-EP-15

手に発生した滑膜性骨軟骨腫症の臨床所見と治療成績
Clinical Findings and Operative Outcomes of Synovial Osteochondromatosis of the Hand

○上石 貴之, 松尾 光祐, 川端 佑介, 小牧 裕子
齋藤 知行

横浜市大　整形外科

【目的】滑膜性骨軟骨腫症は、主として関節滑膜に軟骨結節が増生し関節内に多数の小さな遊
離体を生じるが、手に発生することはまれである。今回、手に発生した滑膜性骨軟骨腫症の5例
を経験したので、その臨床像と治療成績について検討した。【対象と方法】対象は、手に発生
し、病理所見により滑膜性骨軟骨腫症と診断した5例であった。男性2例、女性3例、初診時年齢
は平均50.2歳、初診までの罹病期間は平均32ヵ月、術後観察期間は平均35ヵ月であった。手術
は、全例に遊離体摘出および滑膜切除を施行した。これらについて、発生部位、臨床症状、画
像所見、治療成績について調査した。【結果】腫瘍の発生部位はPIP関節、MP関節、CM関節、尺
骨-三角骨間および手根骨間、母指CM関節周囲の関節外がそれぞれ1例であった。全例に腫脹が
あり、可動時痛および軽度の関節可動域制限を4例に認めた。単純X線検査では関節周囲に石灰
化陰影を認め、CT検査では石灰化が明瞭に描出された。MRI検査では、4例では病変部の関節包
は腫瘤状に増大しT1強調像で低信号、T2強調像で不均一な高信号を呈し、内部にT2強調像で低
信号の小結節を認めた。最終調査時、可動時痛は4例で改善し、関節可動域は3例で改善した
が、PIP関節に発生した1例では可動域制限の増悪を認めた。感染、神経障害などの合併症は無
かったが、再発を1例（術後4年）に認めた。【考察】手の関節内に発生する滑膜性骨軟骨腫症
は、報告によるとMP関節、橈骨手根関節、遠位橈尺関節発生例が多かったが、今回経験したCM
関節、PIP関節、手根骨間発生は少なかった。手術は通常、遊離体摘出と滑膜部分切除が行われ
るが、再発率が高いことに加え5年から10年後に再発を認めることが多く、今後も長期の経過観
察が必要である。
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2-B-EP-16

手指・手関節に発生した血管平滑筋腫5例の検討
Review of 5 cases of angioleiomyoma in finger or hands

○宮村 聡, 難波 二郎, 岡本 道雄, 山本 浩司

市立豊中病院　整形外科

【はじめに】我々が経験した手指・手関節に発生した血管平滑筋腫5例の臨床・画像・病理組織
学的特徴について検討したので報告する。【対象・結果】症例は全例男性で年齢は33～80歳で
平均56.4歳であった。発生部位は手指3例、手掌1例、手関節1例であった。左母指発生の1例の
み疼痛を伴っていた。手関節掌尺側発生の1例は低位尺骨神経の麻痺症状を呈していた。3例の
初診時の症状は腫瘤を触知するのみであり、この3例は症状自覚から初診まで5か月～5年を要し
た。画像検査ではXpで異常なく、MRIのT1で低信号、T2では4例が不均一な高信号、1例が等信号
を呈していた。全例切除生検術を施行。病理組織検査で血管平滑筋腫の診断確定に至った。腫
瘍長径は10～50mm（平均24.4mm）であり、本腫瘍の組織学的分類である森本の分類で
は、solid：2例、venous：1例、cavernous：1例、solid+cavernous（混在例）：1例であった。
術後、全例で術前の疼痛や神経症状が消失した。【考察】血管平滑筋腫は有痛性の腫瘤を形成
し、中年女性の下肢に好発（67%）する良性腫瘍で、上肢発生は22％と報告されている。森本は
病理組織像における平滑筋線維と血管の組織学的形態に従って、solid 、venous、cavernousの
3typeに分類した。疼痛を引き起こす原因としては虚血が推測されており、血管腔の狭小な
solid typeに疼痛を伴うことが多いとされ、venous及びcavernous typeでは疼痛がないとされ
る。しかし、手指・手関節に限れば、疼痛と組織学的形態の関連に言及した報告はない。自験
例では純粋なsolid typeは2例であったが、うち1例のみ疼痛を伴っていた。Venous及び
cavernous typeでは疼痛がなかった。本症例群では、solid typeと疼痛の関連はなかったと考
える。今後、手指・手関節に発生する同腫瘍の更なる症例の積み重ねが必要である。
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2-B-EP-17

橈骨の正常3次元形状予測の試み
Predicting the normal three-dimensional shape of the radius.

○大浦 圭一郎1, 横田 太2, 岡 久仁洋1, 村瀬 剛1

佐藤 嘉伸2

1大阪大学　大学院　整形外科, 2奈良先端科学技術大学院大学　情報科学研究科

【目的】CT画像を用いてコンピュータ上で3次元骨モデルを作成して変形矯正を行う手法は，健
側の骨モデルを目標に治療を行うため，両側に変形がある症例に対しては用いることができな
い．そこで，我々は正常の骨形状を予測する手法を考案した．本研究の目的はその予測骨モデ
ルの精度を求めることである．
【方法】2002年から2012年までに上肢外傷後変形評価のため両側上肢CTを撮影した症例の健側
データ100例（男性51例，女性49例，平均年齢45.6歳）を対象とした．部分最小二乗回帰（以下
PLSR; Partial Least Squares Regression）を用いて，100例の正常な3次元橈骨モデルのデー
タから予測骨モデルを作成する手法を用いた．100例の橈骨モデルから任意の1例を抽出し，骨
モデルの一部を削除した欠損骨モデルを作成した．残りの99例の橈骨モデルにPLSRを用いるこ
とで，欠損骨モデルから全橈骨モデルを予測した（以下，予測モデル）．予測モデルは
1.遠位40%を予測したモデル
2.近位40%を予測したモデル
3.骨幹部40%を予測したモデル
の3種類を作成した．予測モデルと実際の橈骨モデルとのAverage Symmetric Surface Distance
(以下，ASD)を誤差として計算した．以上の手順を100例すべての橈骨について行い，本手法の
精度を評価した．
【結果】1.2.3.の予測モデルと正常モデルのASDはそれぞれ，1.21±0.49 mm，1.43±0.49
mm，0.44±0.07 mm（平均±SD）であった．
【考察】本研究の予測モデルと正常モデルのASDは平均0.44 mmから1.21 mmであった．過去の報
告によると，健常者の橈骨には水平方向に最大3 mm，長軸方向に最大の15 mm左右差があるとさ
れている．予測モデルを目標に矯正計画を立てる方法は，従来の健側の骨モデルを目標とする
方法と比較して，臨床で十分使用できる精度であると考えられる．
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2-B-EP-18

舟状骨骨折に対するCT舟状骨条件の有用性の検討
The diagnostic performance of scaphoid fractures with computed tomography

○浦野 秀樹, 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

【背景】舟状骨骨折の評価にはCTが有効とされている。当院では舟状骨骨折が疑われた場合、
手関節MPR像に加えて舟状骨冠状断像、矢状断び舟状骨放射状CT（以下、三つをまとめて舟状骨
条件）を追加し診断を行っている。この舟状骨条件の追加が診断能を有意に向上させているか
を検討した。【対象と方法】2010年1月以降、当院で舟状骨骨折が疑われ、舟状骨条件を含めた
CTを施行した患者でMRIまたは経過記録より骨折の有無が判明している者を対象とした。受傷6
週以上経過している者、経舟状骨月状骨周囲脱臼の患者は除外した。症例は57例あり、内訳は
平均年齢31.3±14.2才、男性51人、女性6人、骨折のある者が49例でその内、単純X線上で1mm以
上の転位の無い者が32例であった。整形外科、手の外科専門医1名と、整形外科専門医、手の外
科非専門医1名でそれぞれ読影を行い、骨折の有無、骨折型（Herbert分類）を手関節MPR像のみ
の場合と手関節MPR+舟状骨条件の場合で確認した。骨折の有無のスクリーニング能力について
は感度、特異度、精度を確認し、精度について舟状骨条件の追加による差をMcNemar testで比
較した。骨折型に対する診断能はκ係数の確認を行った。【結果】スクリーニング能力は感度
89.8％→94.9％、特異度87.5％→100％、精度89.4％→95.6％と舟状骨条件を追加することによ
りすべて改善を認めた。McNemar test ではｐ＜0.015と有意差を持って精度の上昇を認めた。
骨折型の一致率の測定では、手関節MRPのみの場合のκ係数は0.58であったが、舟状骨条件を追
加した後では0.79まで上昇を認めた。【結論】舟状骨骨折が疑われた場合に手関節MPR像に舟状
骨条件像を追加することは骨折の有無の診断能力及び骨折型分類の一致率を上昇させる。患者
の負担も伴わないため、舟状骨条件の追加は有用と考えられる。
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2-B-EP-19

ばね指における掌側板の影響　-超音波画像での評価-
Sonographic evaluation of effects of the volar plate on trigger finger

○田中 祥貴, 五谷 寛之, 矢野 公一, 佐々木 康介
宮下 昌大

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】近年、超音波画像診断の進歩により弾発指の発生機序が詳細に検討されA1 pulleyの肥
厚や屈筋腱自体の腫大がその発生に重要と言われている。しかし、画像上はこれらの所見を認
めるにもかかわらず、弾発現象を呈さない症例が散見される。掌側板の関与を示唆する報告も
あるが、はっきりしていない。本研究では超音波画像にて掌側板の弾発現象への関与について
検討する【方法】2012年1月から2014年1月までに当科で超音波検査を施行した弾発指症例28例
32指を対象とした。男性14例、女性14例、平均年齢は59.6歳（26-71歳）であった。診察時に弾
発現象を認めた群：16指（Group 1）と弾発現象を認めず、MP関節掌側の疼痛・圧痛のみを認め
た群：16指（Group 2）に分け、さらにそれぞれのgroupにおいて症状のない対側指をコントロ
ール群（Control 1, 2）として、超音波画像所見の比較・検討をした。超音波機器はMy Lab
Five (日立アロカメディカル)を使用した。超音波検査ではA1pulleyの厚さ、同部での屈筋腱断
面積、MP関節掌側板の厚さを計測し比較した。またGroup2の9例でトリアムシノロン注射を施行
し、3-4週後に再度超音波評価を行い、注射の影響について比較検討した【結果】Group 1では
Control 1と比較してA1pulleyの厚さ、屈筋腱断面積、掌側板の厚さはすべて有意に増加してい
た。一方Group 2ではControl 2と比較してA1pulleyの厚さ、屈筋腱断面積は有意に増加してい
たが、掌側板の厚さは有意な差を認めなかった。また注射を施行した9例中8例で弾発症状は消
失したが、注射前と比較して注射後はA1pulleyおよび掌側板の厚みが有意に減少してい
た。【考察】持続的な弾発現象の原因として一般的に言われているA1 pulleyの肥厚および屈筋
腱自体の腫大に加え、掌側板の肥厚が関与している可能性が示された

S586



2-B-EP-20

3Dスキャナーを用いた非侵襲的形態記録
Non invasive measurement of hand volume using 3D scanner

○新海 宏明, 原 龍哉, 山本 美知郎, 岩月 克之
平田 仁

名古屋大学　手の外科

【背景】手外科医にとって手の腫脹の治療は難渋する。腫脹は疼痛や拘縮を合併しやすくCRPS
の診断指標の１つにもなっており、正確な評価が求められている。しかし、腫脹や浮腫を計測
することは容易ではない。古典的にはアルキメデスの原理に従い水を利用した方法があるが、
外傷後や疼痛を伴う手には適用しにくい。非接触で非侵襲的に腫脹を評価するために、3Dスキ
ャナーを使用して手の体積を計測した。その信頼性を検証したので報告する。【方法】健常ボ
ランティア5名の片手を、水で満たした容器内に近位手首皮線まで手を入れ、あふれた水の体積
(WV)を測定した。また、同じ手を検者2名が3回ずつ3Dスキャナーで測定し、近位手首皮線より
遠位の手の体積(3DV)を算出した。ピアソンの相関係数にてWVと3DVの相関を、級内相関係数
(ICC)にて3DVの検者内信頼性、検者間信頼性を分析した。【結果】WVと3DVのピアソン相関係数
は有意な高い関係が認められた(r=0.991, p=0.001)。また、n 回計測したときの検者内信頼性
はICC(1,n)で計算され、検者2名のICC(1,1)はそれぞれ0.988、0.996と高い値であり、ICC(1,3)
は0.996と0.999、また検者間信頼性ICC(2,1)も0.998でalmost perfectであった。【考察】手足
の腫脹に対する客観的評価に関する報告は少ない。今回3Dスキャナーを用いて手部の体積を計
測し、その信頼性は良好であった。今後、手の腫脹に対して有用な検査法と考える。また3Dス
キャナーで得られたデータを利用し、画像解析ソフトを用いた脚延長のシミュレーション
や、3Dプリンターと接続したスプリントの作成など、様々な応用が期待できる。
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2-B-EP-21

超音波検査を用いた母指MP関節側副靭帯損傷の治療経験
Treatment  of  collateral  ligament  tears  of  the  thumb  MP joint by  using  Ultra  sound  diagnosis

○櫛田 学

櫛田　学　整形外科クリニック

［はじめに］スポーツ活動による手指の損傷は日常よく遭遇するが、なかでも側副靭帯損傷
は、単純X線像で靭帯を描出することは不可能であり、いわゆる突き指として扱われ、適切な加
療がおこなわれないこともある。今回、超音波検査により母指MP関節側副靭帯損傷と診断し加
療を行った症例について考察を加え報告する。［症例および検査法・治療法］症例は13例
14指、男性8例、女性5例であった。年齢は11～40歳（平均16.2歳）で、受傷スポーツはハンド
ボールやバスケットボールなどの球技が11例、柔道が2例であった。受傷当日または翌日の受診
が10例、2週後、3週後、4週以上で受診がそれぞれ１例であった。全例に単純X線撮影後、超音
波検査を行った。検査にはコニカ製SONIMAGE613と12-5　MHzリニアプローブを用いた。MP関節
側方をまたぐfibrillar  patternを呈する靭帯の腫脹、途絶を認めたものを靭帯損傷と診断し
た。治療はthumb  spica  cast様の母指装具をハンドセラピストが作製し、約4週装着させた。
経過観察期間は4～27週（平均7.3週）であった。［結果］全例単純X線像では明らかな骨傷は認
めなかった。尺側靭帯損傷は6指、橈側靭帯損傷は8指であった。超音波画像所見上Stener
leisionを思わせる症例は認めなかった。受傷後2週間までに診断・加療を行った11指では問題
なく治癒し、スポーツに復帰した。受傷後3週で受診の１指、4週以上で受診の２指（両側例）
は橈側の痛みと不安定性が改善せず、靭帯縫合術を行った。［考察］近年、整形外科領域での
超音波検査の進歩により、部位によっては軟部組織損傷の診断が容易となった。母指MP関節側
副靭帯損傷が疑われる症例には超音波検査を受傷早期に行い、適切な治療を行うことが重要で
ある。
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2-B-EP-22

JuggerKnotソフトアンカーを用いた母指MP関節側副靭帯損傷の治療
成績

Clinical results of the treatment of collateral ligament injury of the metacarpophalangeal joint of the

thumb 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

【目的】JuggerKnotソフトアンカー1.0mmミニ(Biomet社)を用いた母指MP関節側副靭帯損傷の治
療成績とアンカーの有用性について検討する.
【方法】母指MP関節側副靭帯損傷に対しJuggerKnotソフトアンカーを用いて手術を行い，3か月
以上経過観察可能であった12例を対象とした．男性4例,女性8例,手術時平均年齢は45.4歳(14～
68歳)であった.橈側側副靭帯(以下RCL)損傷3例(うち陳旧例2例), 尺側側副靭帯(以下UCL)損傷9
例(うち陳旧例1例)であった．術前X線での平均ストレス角はRCL損傷で36.3°(20～45°), UCL
損傷で36.1°(25～51°)であった．全例JuggerKnotソフトアンカーのみで靭帯縫合を行った．
術後経過観察期間は平均7.3か月(3～15か月)であり，臨床評価として最終診察時の関節可動域
(ROM)，疼痛，不安定性の有無，合併症，ADL・仕事復帰について調査した.
【結果】MP関節の術後平均ROMは伸展-5.5°(-20～0°),屈曲58.2°(30～90°)で良好なROMが得
られた. 最終診察時に明らかな不安定性を呈した症例はなく,感染などの合併症もなかった.疼
痛は消失もしくは軽度でありADLに支障を来した例はなく,仕事,スポーツに復帰していた.
【考察】母指MP関節側副靭帯損傷に対する観血的治療としてpull out wire法やsuture anchor
による靭帯縫合がある. JuggerKnotソフトアンカーは従来の金属製アンカーと比べ,本体サイズ
が小さくドリル径も1mmと細いため手指の使用に適している.引き抜き強度に優れ,またpull out
wire法と異なり手技が簡便で皮膚障害や感染リスクも低く,母指靭帯縫合に有用なデバイスであ
ると考えた.
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2-B-EP-23

外傷性母指CM関節脱臼の新鮮例に対する治療経験
Treatment for Acute Traumatic Carpometacarpal Joint Dislocation of the Thumb

○浅野 研一1, 牧野 仁美1, 近藤 高弘1, 鈴木 正孝2

平田 仁3

1東海病院　整形外科, 2あいせい紀年病院

3名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学

【目的】外傷性の母指CM関節脱臼は非常に稀な疾患であり，整復後に再脱臼しやすく陳旧例へ
移行すると治療に難渋する．今回我々は新鮮例の4例を経験したので報告する．【対象と方
法】2003年から2014年までに新鮮例の外傷性母指CM関節脱臼に対して手術治療を行った4例を対
象とした．男性3例，女性1例，平均年齢は，47歳(37～60歳)であった．受傷機転は転倒2例，オ
ートバイ事故1例，自転車事故1例であった．第1中手骨基部の裂離骨折を1例，舟状骨骨折を1例
に合併していた．受傷から手術までの期間は平均11日(1～22日)であった．全例で徒手整復は可
能であったが，容易に再脱臼を起こすため手術を行った．手術方法は経皮的鋼線刺入固定1例，
観血的靭帯修復3例であった．観察期間は平均16ヵ月であった．これらの症例に対して，可動域
訓練開始時期，疼痛，不安定性，可動域(橈側外転，掌側外転)，握力について調べ
た．【結果】可動域訓練は平均30日で開始していた．疼痛なしを2例，弱い疼痛を1例，強い疼
痛を1例に認めた．経皮的鋼線刺入固定術を行った1例で，再脱臼を生じ不安定性と疼痛を認め
た．可動域は橈側外転平均45°，掌側外転平均55°であった．握力は健側比平均71％であっ
た．【考察】外傷性の母指CM関節脱臼の保存療法は，再脱臼を生じることが多く陳旧例へ移行
すると治療に難渋する．また経皮的鋼線刺入固定術単独で治療したが，再脱臼を生じ不安定性
が残存する症例を経験した．新鮮例のうちに靭帯修復を行い，不安定性を残さないことが必要
と考える．
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2-B-EP-24

稀な小児陳旧性手指ＰＩＰ関節側副靭帯損傷の一例
A case of chronic injury of the PIP collateral ligament in child

○高崎 実, 畑中 均

九州労災病院　整形外科

手指ＰＩＰ関節側副靭帯損傷は日常診療でよく見られる外傷であるが、小児での発生は稀とさ
れている。今回、我々は稀な小児陳旧性手指ＰＩＰ関節側副靭帯断裂の症例を経験したので報
告する。6歳の男児で、自宅で転倒して右小指を打撲して受傷（受傷時5歳）。その後、強い痛
みと腫脹を主訴に、2日後に前医を受診。レントゲン上で骨折を認めなかったため、シーネ固定
された。その後、buddy tapingで加療されたが、不安定感が残存するため、受傷後5か月で当院
へ紹介受診となった。ストレスレントゲン撮影で、右小指ＰＩＰ関節は23度の不安定性を認
め、中節骨は亜脱臼した。受傷後6か月で手術的治療を行った。術中所見では、小指ＰＩＰの撓
側側副靭帯が基節骨付着部から完全断裂している所見を認めた。撓側側副靭帯は残存してお
り、これを引っ張ると十分な安定性を持っていることが確認できたため、基節骨付着部に3-0　
pull-out wireで縫合した。幼少のためコンプライアンスが得られず術後4週まで示～小指の手
関節以遠をシーネ固定。術後4週からリハビリ時のみbuddy tapingでの自動可動域訓練開始。術
後6週でpull-out wire抜去。外固定は完全に外した。術後3か月で、指の可動域制限なく治癒し
た。この年齢での手指ＰＩＰ関節側副靭帯損傷の報告は見つけることができず、治療方針に大
きく迷いが生じたが、良好な成績となったためこれまでのＰＩＰ関節側副靭帯損傷の文献学的
考察を含め報告する
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2-B-EP-25

DRUJロッキングの1例
A case of DRUJ locking

○小原 由紀彦1, 中村 俊康2, 鎌田 雄策1

1大久保病院　整形外科, 2山王病院　整形外科

【はじめに】遠位橈尺関節（以下、DRUJ）ロッキングは三角線維軟骨複合体（以下、TFCC）が
DRUJの掌側または背側に陥頓することによって、前腕回旋制限を生じる病態である。今回その1
例を経験した。【症例】44歳女性　テニス中に左手掌を着き転倒。近医整形外科受診、捻挫と
して安静加療となった。受傷1ヵ月後、症状の改善がないとのことで他院整形外科受診、肘下シ
ーネ固定、レーザー加療を行った。3週外固定後は通院せずに放置していた。受傷6ヵ月にて著
者にXP上、尺骨頭の背側亜脱臼を指摘、DRUJロッキングと診断され、受傷後8ヵ月で手術を施行
する。術直前、前腕回旋時に手関節痛を自覚し、握力12.5kg（健側20.8kg）、回外45度と制限
を認めた。全身麻酔下、手関節鏡施行、TFCCは背側縁が断裂し、Discは掌側に偏移し、膨隆を
認めた。DRUJ鏡ではTFCCのDiscが尺骨頭の掌側に位置していた。掌側偏移したTFCCが、前腕回
外動作での尺骨頭の掌側偏移を妨げていると判断し、手関節鏡にてTFCC遠位背側断裂部からか
らプローベを近位掌側に刺入し、DRUJ鏡下で陥頓したTFCC掌側縁を剥離するように掌側偏移を
解除した。TFCCは背側関節包へ手関節鏡視下縫合を行った。術後は前腕回外45度で5週間の外固
定を施行、その後、リハビリを開始した。徐々に前腕回外制限は改善し、術後6ヵ月の時点で前
腕回外は90度と制限なく、痛みもなく経過している。【考察】DRUJロッキングは稀な病態が故
に診断に至るまでが困難となる、過去の報告を見ても前腕回旋制限、MRIでのTFCCの偏移など共
通の所見が多くあり、認識しさえすれば診断は容易であると推測する。生じている病態は単純
であり、受傷から診断まで経過が短ければ治療は容易である。
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2-B-EP-26

キーンベック病の手関節腫脹の解析
Analysis of Wrist Swelling in Kienboeck's Disease

○市瀬 彦聡, 中村 蓼吾, 中尾 悦宏, 篠原 孝明
高橋 明子

中日病院　名古屋手外科センター

キーンベック病では手関節の腫脹をしばしば認める。腫脹の存在を確認し、何が腫大したかを
知ることを目的とした。方法：X線写真計測-関節内病変がない30例とキーンベック病26例の両
側手関節側面基準撮影像で有頭骨骨頭より皮膚までの最短距離（軟部厚）を計測した。MRI像の
計測-25例のキーンベック病の患側と関節内病変のない30例片側手関節の脂肪抑制画像、横断面
で計測した。両群間の性別比、平均年齢、第３中手骨長に有意差はない、関節裂隙、関節包～
腱滑走床、腱滑走床～腱鞘、それぞれの距離を計測検討した。結果：健常手関節背側軟部厚は
右14.1±2.0ミリ、左14.1±2.0ミリと左右差がなかった。掌側軟部厚も右18.8±2.2、左19.２
±2.2と有意差がなかった（p＞0，5）。一方キーンベック病では背側軟部厚患側15.4±2.2、健
側13.1±2.0と有意の差を認めた（ｐ＜0.001）。しかし掌側軟部厚は患側19.7±2.9、健側20.1
±2.6と有意差はなかった（p＞0.5）。MRIでの計測ではキーンベック病患側背側軟部厚14.4±
2.0,健常手関節背側軟厚部厚11，7±1.1と2.7の有意差（p＜0.001）があった。部位別では関節
包～腱滑走床で1.2ミリの有意差（p＜0.001）を認め次いで腱滑走床から腱鞘に0.9ミリの有意
差を認めた（ｐ＜0.001）。一方掌側軟部厚はキーンベック病18.9±2.6健常手関節19.1±1.8と
差がなかった（p＞0.5）すなわちキーンベック病の手関節腫脹は背側のみであり腫脹の主体は
関節包と腱走行部であった。考察：本症の月状骨周囲にも病的変化があることはテクネチウム
骨シンチグラフィ第２相で高頻度に月状骨周囲に核種の集積があることからも推定できる、結
果からは手関節背側の関節包炎と腱々鞘炎の存在が疑われる。病因との関連は不明であるが、
関節包炎により月状骨への血行が障害されためかもしれない。
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2-B-EP-27

高度分節化を認めるKienbock病に対し月状骨部分切除、腱球挿入術
を施行した3例

Partial tendon ball replacement in advanced Kienbock disease. Report of three cases.

○増田 哲夫, 砂川 融, 中島 祐子, 四宮 陸雄
越智 光夫

広島大学　整形外科

【はじめに】Kienbock病に対し、当科ではこれまで血管柄付き骨移植術と除圧の併用で対応し
てきた。しかし、骨癒合が得られなかった症例や、関節症性変化が出現する分節化や圧壊が高
度で本法の適応とならない症例も存在する。これらの症例に対して月状骨部分切除と腱球挿入
術を併用したStageIIIBの3例を経験したのでその術後成績を報告する。
【症例】1：44歳、女性。5年前に右手関節痛を発症し、6ヵ月前に重いホースで水撒きをした際
に手関節痛が増強したため前医受診し、Kienbock病と診断され当科紹介受診した。単純X線およ
びCTで月状骨の圧潰と高度の分節化を認めた。分節化した月状骨の部分切除と、腱球挿入術(長
掌筋腱)を行った。術後半年でのModified Mayo Wrist Score(MWS)は75点であった。2：51歳男
性。10年来の手関節痛を主訴に当科紹介受診。画像検査で同様の所見あり、月状骨部分切除、
腱球挿入術(長掌筋腱)を施行した。術後単純X線で圧潰進行は認めず、MWSは75点であっ
た。3：35歳男性。10数年前に右Kienbock病と診断され、症状の増悪緩解を繰り返していた。徐
々に疼痛が増強してきたため、手術目的に当科紹介受診。同様の画像所見であった。月状骨部
分切除、腱球挿入術(薄筋腱)を行った。術後1年でMWSは80点であった。
【考察】これまでStageIIIBのうち、月状骨の分節化や圧壊が高度な症例に対する各手術療法に
は一長一短があり、一定の見解が得られていない。今回、血管柄付き骨移植で骨癒合が期待で
きない圧壊と分節化が高度な症例に対して、関節面と手根骨間靭帯をなるべく温存する目的で
月状骨の部分切除と腱球挿入術を併用する方法を試みた。術後経過期間が短いがGoodが
1例、Fairが2例で比較的良好な成績を得られた。本法は進行した症例に対し考慮して良い手術
方法であると考える。
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2-B-EP-28

キーンベック病に対する骨核入り腱球移植の術後成績
Clinical outcomes of resection arthroplasty by using tendon ball grafting for Kienbock's disease

○中村 修, 加地 良雄, 山口 幸之助, 山本 哲司

香川大学　整形外科

【目的】Lichtman分類stage3以上の進行期キーンベック病に対し、当科では骨核入り腱球移植
術および仮STT固定術を行ってきた。その臨床成績と術後のX線所見を評価した。【方法】2007
年以降、当科にて月状骨の摘出後に骨核入り腱球移植術および、仮STT固定術を施行し術後半年
以上経過した7手を対象とした。性別は男性2手、女性５手。手術時平均年齢は59.8歳（29～
76）。右5例、左2例。術後経過観察期間は平均で19.6ヵ月（50～8）。病期はLichtman分類で
stage3bが6例、stage4が１例であった。仮STT固定ピンはすべて8週前後に抜去した。術後はギ
プスによる外固定を行ったものが2例、創外固定を併用したものが5例であった。これらの症例
に対し、術後の臨床所見として疼痛、可動域（手関節掌背屈）、握力、画像所見として単純X線
像による橈骨舟状骨角（RS角）、Carpal height ratio（CHR）を測定し、それぞれ評価し
た。【成績】術前の手関節痛は全例で消失した。可動域（対健側比）は平均で術前68.8％から
80.8％に、握力は平均で12.5Kgから19.3Kgにそれぞれ改善した。単純X線による計測では、最終
時平均で、RS角が52.5°、CHRが0.48と、おおよそ保たれていた。【結論】進行期キーンベック
病に対する本術式は、除痛効果、可動域・握力の改善を認め、一定の術後成績が期待できる。
また、創外固定器の併用や、最近ではアンカーを用いた舟状骨-三角骨間の制動を行うことで、
術後CHRの維持が可能になるのではないかと考えられた。
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2-B-EP-29

Kienbock病に対する創外固定器を併用した血管柄付き橈骨移植によ
る治療経験

Vascularized Bone Grafts from the Distal Radius with External Fixation for the Treatment of Kienbock

Disease

○金 潤壽, 富田 泰次, 根本 高幸, 岩崎 幸治

太田総合病院　手外科センター

【目的】 Kienbock病に対する血管柄付き骨移植は、良好な治療成績が数多く報告されている
が、術後に月状骨の圧潰が進行する症例も少なくない。月状骨の再血行が起こるまでの間、仮
STT固定、有頭骨短縮骨切り、橈骨短縮骨切りなどを併用し、月状骨の除圧を行う報告が見られ
るが、今回、我々は創外固定器を併用し月状骨の除圧を行ってきたので、その治療成績に検討
を加え報告する。【対象、方法】 本症に対して、橈骨遠位端背側から第４、５extensor
compartment artery (ECA)を血管柄とする骨移植を行った２１例中、創外固定器を併用した８
例を対象とした。Lichtman分類ではstageIIIが４例、　stageIIが４例、手術時年齢は平均３９
歳である。これらの症例に対してX線学的検討とMRIやCTによる評価、Mayo Wrist Scoreによる
臨床成績などを調査し、創外固定器を併用しなかった症例との比較検討も行った。【結果】
carpal height ratio (CHR)やStahl indexは改善しており、MRIやCTにおいても改善傾向や骨癒
合を示している症例を認めた。Mayo Wrist Scoreはexcellent６例、goodが２例で、全例、疼痛
は改善していた。【考察】 1995年Sheetzらは、血管柄付き骨移植のための、橈骨遠位端におけ
る詳細な血行解剖を報告して以来、第４、５ECAを血管柄とする本法の良好な治療成績が数多く
報告されている。我々も2001年以降、本法を行ってきたが、月状骨の除圧は主にK-wireによる
仮STT固定を行ってきた。しかし、K-wireを抜去後に月状骨の圧潰が進行する症例が散見された
ため、現在は創外固定器の併用を行い圧潰の進行を防止している。また、手術操作では、第４
ECA末梢からの血流も温存し、良好な血行を有する移植骨となるよう心がけた。今後、症例を重
ね本法の有用性を検討して行きたい。

S596



2-B-EP-30

キーンベック病に対する新しい保存療法～体外衝撃波治療の経験
Extracorporeal Shock Wave Therapy as a new conservative therapy for Kienbock disease

○國吉 一樹1, 小林 倫子1, 上野 啓介1, 安部 玲1

鈴木 崇根2

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】近年，一部の腱付着部炎に対して保険適応となった体外衝撃波治療のキーンベック病
への応用を試みたので報告する．【方法】体外衝撃波治療後6ヶ月間経過観察が可能であった，
キーンベック病14例14手関節を対象とした．男性9例，女性5例，平均年齢64.5歳（38-
71歳）．Lichtman分類では2型3例、3a型 6例、3b型5例であった。1ヶ月間の装具療法無効例に
体外衝撃波治療を適応し，装置はDornier Epos（Dornier社、Germany）を使用，1回の照射は
5000発もしくは総エネルギー量600mJとし，月に１回ずつ３ヶ月間行い，以後経過観察した．臨
床成績は安静時および労作時のVisual Analog Scale (VAS)，quick DASH，手関節可動域
（arc），握力（健側比），Mayo wrist scoreで評価し，初診時と最終診察時で比較した．平均
経過観察期間は19ヶ月（6-36ヶ月）であった．統計学的評価にはWilcoxon signed-rank testを
用いた．【結果】初診時の安静時および労作時Visual Analog Scale (VAS)，quick DASH，手関
節可動域（arc），握力（健側比），Mayo wrist scoreはそれぞれ18±11, 51±22, 34±18, 89
±35, 69±24, 73±25であった．最終診察時の安静時および労作時Visual Analog Scale
(VAS)，quick DASH，手関節可動域（arc），握力（健側比），Mayo wrist scoreはそれぞれ15
±10, 21±17, 10.2±13.3, 127±40, 84±29, 87±25であった．安静時VASを除く全ての項目
で有意な改善を認めた．【考察】キーンベック病に対する体外衝撃波治療は副作用のない有効
な治療法であり，特殊な装置を必要とするものの保存療法の1つとして確立される可能性もあり
得ると考えられた．
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2-B-EP-31

Feeder cellを用いないヒトiPS細胞からの神経堤幹細胞分化誘導
Differentiation of human induced pluripotent stem cells into neural crest stem cells in vitro

○安部 玲1, 小林 倫子1, 赤坂 朋代1, 鈴木 崇根2

國吉 一樹1

1千葉大学大学院医学研究院　整形外科学

2千葉大学大学院医学研究院　環境生命医学

【目的】外傷等による末梢神経損傷は時に麻痺や知覚脱失・鈍麻などの重篤な後遺症を残す
が，これまでの研究で損傷した神経に対する神経幹細胞移植やSchwann細胞移植の効果が示され
ており，細胞移植に向けて簡便かつ安定した方法での細胞の供給が求められている．そこで本
研究の目的は，人工多能性幹細胞(iPS細胞; induced pluripotent stem cell)からfeeder cell
を用いずに神経堤幹細胞(NCSC; neural crest stem cell)を分化誘導させることである．
【方法】ヒトiPS細胞を，Matrigelコーティングしたプラスチックディッシュ上でips
maintenance medium を用いて単層培養を施行．その後，nogginおよび SB431542を含むNeural
crest differentiation medium にて培養しNCSCに約12日で分化させた．分化の指標としてNCSC
のマーカーであるp75, Hnk1, hiPSのマーカーであるSox2について免疫細胞化学染色を行った
(n=2)．
【結果】iPSでは幹細胞マーカーであるsox2が陽性（陽性率100%）、神経系マーカーであるp75
が陰性（陽性率0%）なのに対し、NCSCではSox2が陰性、p75が陽性を示した．このことか
ら、iPSがNCSCへ分化したことが示唆された．
【まとめ】feeder cellを用いない簡便な方法でiPS細胞からNCSCへ分化させることに成功し
た．iPS由来NCSCの移植は末梢神経損傷治療への効果が期待される．
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2-B-EP-32

末梢神経再生におけるBMP7/smadシグナルの関与
Involvement of BMP7/Smad signale in de-differentiated Schwann cells during peripheral nerve

regeneration after injury

○國分 直樹1, 辻井 雅也1, 横山 弘和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名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科

【目的】Bone morphogenetic protein-7(BMP7)は骨誘導能だけでなく様々な組織の分化誘導に
必須で,中枢神経系では神経保護作用の報告もあり,末梢神経系においても我々は損傷後の
Schwann cell(SC)での再発現を確認した.本研究では末梢神経再生におけるBMP7/smadシグナル
の発現変化と局在の評価,及びSCに対する作用を検討した.【方法】対象は8週齢SDラットで血管
クリップにて坐骨神経軸索断裂モデルを作成,本モデルはSciatic functional indexにて術後8
週での機能回復を確認した.正常群,Sham手術群,軸索断裂群(術後1週,2週,4週,8週)の坐骨神経
を採取し,BMP-7,BMP receptors(BMPRs),Smad,antagonistであるNogginの発現を免疫組織学
的,Western blotting,real time PCR法で評価,比較検討した.発現細胞は二重蛍光免疫染色にて
評価し,MTS assayにてSCの増殖への関与を検討した.【結果】BMP-7,BMPRs,smadは免疫組織学的
には術後1週より損傷部以遠で有意に増大(p＜0.01),蛋白,mRNAレベルでも同様の変化を認めた.
二重免疫染色にてBMP7はP75NTRと共発現を認め,脱髄鞘化したSCでの発現が示され,またMTS
assayではBMP7添加にて24時間後よりSCの増加を認めた.In vivoでの発現は4週以後に減少した
が,Nogginは術後2週より優位に増大し,機能回復後も維持された.【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,中枢神経損傷後のBMP7再
発現,神経保護作用や遺伝子導入治療の可能性が報告されている.本研究からBMP7/smadシグナル
は末梢神経損傷後にSCで再発現し,in vitroでSCの細胞増殖促進作用も確認された.SCは神経再
生において重要で,細胞療法における有効性の報告もある.BMP7/smadシグナルはnogginに
antagonizeされる2週までの期間でSCに作用し,軸索再生に関与することが示唆された.
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2-B-EP-33

BMP　Coreceptor RGMbにおける末梢神経再生への役割
Role of BMP coreceptor RGMb in peripheral nerve regenertion

○大村 威夫, 澤田 智一, 松山 幸弘

浜松医科大学　医学部　整形外科

【目的】Repulsive guidance molecule b(RGMb)はBone Morphogenetic protein (BMP)の副受容
体および増感剤として知られており、後根神経節で発現が高いことが知られている。本研究の
目的はRGMbの末梢神経再生への役割を解明することである。【方法】RGMb-/-および+/+マウス
をコントロールとして用い機能解析を行った。RGMb-/-は生後3週で死亡するため、in vitroの
実験として生後2週にL4-5後根神経節を採取し、培養単離細胞およびexplantを用い、軸索伸長
の検討を行った。In vivoの実験として坐骨神経pinch testにより軸索再生の比較検討を行っ
た。【結果】後根神経節培養単離細胞において-/-マウスでの軸索長はコントロール群と比較し
有意に減少したが、BMP-2の投与により軸索長の改善を認めた。Explant cultureにおいても同
様に-/-マウスでは軸索長の有意な減少を認めるも、BMP-2投与によりコントロール群と同等の
改善を認めた。コントロール群に対するBMP-2投与では有意な軸索伸長は生じなかった。坐骨神
経pinch testを用いたin vivo実験において、-/-では坐骨神経圧挫24, 48時間後ともに軸索再
生の有意な低下を認めた。BMP signaling抑制目的にてその内因性阻害剤であるnogginを培養
explantに投与したところ、BMP signalingの遮断により軸索長は有意に減少した。【考察】BMP
はsmad1/5/8を介し、神経の発育に重要な役割を担っていることが報告されている。本研究によ
りBMP signalingは神経の発生、発育のみならず、再生にも重要な役割を担っていることが解明
された。
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2-B-EP-34

Methylcobalaminはシュワン細胞の分化を促進し、ラット脱髄モデル
の再髄鞘化を促進する

Methylcobalamin promotes the differentiation of Schwann cells and the remyelination of the rat

demyelination model

○西本 俊介1, 田中 啓之1, 岡田 潔1,2, 村瀬 剛1

吉川 秀樹1

1大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

2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

【目的】ビタミンB12の一つであるmethylcobalamin (MeCbl)はメチオニン合成酵素の補酵素と
して働き、末梢神経障害に対する治療薬として広く臨床応用されている。我々はこれまでに神
経細胞に対するMeCblの影響を報告してきたが、末梢神経損傷後の再生過程において重要な役割
を果たすシュワン細胞(SCs)に対する影響については未だ不明である。本研究ではMeCblがSCsに
与える影響について検討した。【方法】生後1～3日齢のラット坐骨神経からSCsを単離培養し
た。増殖培地にMeCblを添加し、ウェスタンブロッティング(WB)法を用いてErk活性の変化につ
いて検討を行った。また増殖曲線とBrdU assayを用いて細胞増殖に対する検討を行った。cAMP
を添加した分化培地を用いて、myelin basic protein (MBP)の発現量をWB法にて測定し、また
後根神経節細胞(DRG)とSCsを共培養しMBPの発現量を測定し、SCs分化に対する影響を検討し
た。次に坐骨神経にlysolecithinを局所注射することで脱髄モデルを作成し、再髄鞘化に対す
る効果を蛍光免疫染色にて評価した。【結果】増殖培地にMeCblを投与することで、濃度依存的
にErk活性の低下を認め、投与後60分でErk活性は最も低下していた。増殖曲線ではMeCbl群と非
投与群間に差はなかったが、BrdU assayではMeCbl群で有意にBrdUの取り込みが抑制された。分
化培地ではMeCbl群でMBP発現量の増加を認め、DRGとSCsの共培養では、MeCbl群で有意にMBPの
発現量の増加を認めた。脱髄モデルにおいても、MeCbl群でMPB陽性軸索数が有意に増加し
た。【考察】末梢神経損傷後の再生過程においては、SCsが脱分化（脱髄）、増殖、分化（再髄
鞘化）と各段階に応じて適切な動向を示すことが重要であるが、MeCblは増殖段階後の分化過程
を促進させることで、末梢神経再生促進に寄与していることが示唆された。
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2-B-EP-35

ラット坐骨神経欠損モデルに対するナーブリッジの神経再生促進効
果

Nerve regeneration after peripheral nerve repair with Nerbridge in a rat segmental sciatic nerve defects

model

○西本 俊介1, 田中 啓之1, 岡田 潔1,2, 村瀬 剛1

吉川 秀樹1

1大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

2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

【目的】ナーブリッジは本邦で初めて市販された人工神経で、ポリグリコール酸製の筒状物の
内腔にコラーゲンが充填された構造を有している。ナーブリッジの臨床試験では感覚機能回復
に対して良好な成績が報告されているが、基礎的な神経再生機能に対する評価は行われていな
い。今回我々は、ナーブリッジの神経再生に対する効果を検討した。【方法】ラットの坐骨神
経を10mm切除し坐骨神経欠損モデルを作成、Sham群、切除した坐骨神経を翻転し縫合した群(以
下auto群)、内腔コラーゲンを除去し中空構造にしたナーブリッジを用いた群 (以下中空群)、
ナーブリッジを用いた群(以下ナーブリッジ群)にわけた。術後12週で前脛骨筋の湿重
量、CMAP、終末潜時(TL)、isometric tetanic forceを測定し、蛍光免疫染色(IF)にて髄鞘を
myelin basic protein(MBP)で、軸索をneurofilament 200で染色し組織学的評価を行っ
た。【結果】湿重量はauto群と比して中空群、ナーブリッジ群で有意に減少していたが、ナー
ブリッジ群では中空群と比して有意に回復していた。CMAPは中空群とナーブリッジ群間に有意
差はなかった。TLとisometric tetanic forceにおいて、中空群と比してナーブリッジ群で有意
に改善しauto群と同程度まで回復を認めた。IFでは、軸索数は中空群とナーブリッジ群間に有
意差はなかったが、MBP陽性軸索数はナーブリッジ群が中空群と比べて有意に改善してい
た。【考察】海外で市販されている人工神経は中空構造を有するもののみであり、内部にコラ
ーゲンが充填されたナーブリッジは運動神経機能回復に有用で、組織学的評価で髄鞘形成を促
進することがわかった。以上の結果より、ナーブリッジはこれまでの人工神経よりも良好な神
経再生効果を獲得出来る可能性があると考えられた。
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2-B-EP-36

Adipose-Derived Regenerative Cellsを用いたハイブリッド型人工神経
の研究

Hybrid nerve graft added Adipose-Derived Regenerative Cells promotes peripheral nerve regeneration

○岡本 駿郎, 多田 薫, 八野田 愛, 山本 大樹
土屋 弘行

金沢大学　整形外科

【目的】近年は幹細胞を用いた人工神経の研究が進んでおり、我々はこれまでにAdipose-
Derived Regenerative Cells（以下ADRCs）が神経再生を促進したことを報告している。今回我
々は臨床応用を念頭に置き、生体吸収性の人工神経（ナーブリッジR）にADRCsを封入したハイ
ブリッド型人工神経を作成し、その短期成績について検討したので報告する。【方法】体重2.5
～3.0kgの日本白色家兎の右側の坐骨神経を膝蓋骨より5cm近位部で切離し、15mmの欠損部を内
径3.5mmの管腔物で架橋した。実験群は管腔物、封入物により分類し、I群はシリコンチューブ+
生理食塩水、II群は人工神経+生理食塩水、III群は人工神経＋ADRCsとした。各群6匹の計18匹
を作成し、4週後および8週後に肉眼的、電気生理学的および病理学的評価を行った。電気生理
学的評価では8週後に坐骨神経を電極で刺激し、膝蓋骨より5cm遠位部での前脛骨筋の複合筋活
動電位を計測した。病理学的評価では再生組織の中央断面像を評価した。【結果】肉眼的評価
では全例に神経断端の連続性を認めたが、I群と比較してII、III群では管腔内に組織が充満し
ていた。電気生理学的評価では遠位潜時における各群の平均は、I群4.48ms、II群3.62ms、III
群2.56msであった。なお健側での平均は1.47msであった。病理学的評価は、8週ではI群と比較
しII，III群において髄鞘化の始まった線維像が認められ、特にIII群では明らかだっ
た。【考察】本研究ではいずれの項目においてもI群と比較しII、III群で良好な結果が得られ
たが、特に電気生理学的、病理学的評価においてADRCsを封入しIII群に良好な結果が得られ
た。我々はこれまでの研究結果から、ADRCsはSchwann細胞の増殖や遊走を介して神経再生を促
進すると考えており、ADRCsを封入したハイブリッド型人工神経は有用であると考えられた。
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2-B-EP-37

遊離神経片内へ移植したmotoneuronを新たな支配神経とする脱神経
筋再建

Reconstruction of the denervated muscle by motoneuron-transplanted free nerve

○中野 智則1, 栗本 秀1, 加藤 宗一2, 新海 宏明1

平田 仁1

1名古屋大学大学院　手の外科, 2江南厚生病院

【目的】神経損傷や運動ニューロン疾患に伴う脱神経筋の再生には神経再支配が不可欠である
一方、筋移植術による機能再建では支配神経の存在と血行のためにdonorとなる筋の選択や設置
位置は制限される。我々は脱神経筋の本来の支配神経内にmotoneuronを移植し、末梢レベルで
脱神経筋を再支配するMotoneuron Integrated Striated Muscle(MISM)と機能的電気刺激(FES)
を組み合わせた機能再建法を以前より研究してきた。本研究の目的は、MISMと遊離神経移植を
組み合わせて、支配神経を任意に設置して骨格筋を支配できることを実証し、より自由度の高
い運動機能再建法を確立することである。
【方法】坐骨神経切断により脱神経されたラット前脛骨筋筋腹に切離した腓骨神経片を遊離神
経として縫合する。1週後、胎生14日胎児ラット脊髄前角より採取したmotoneuronをその遊離神
経内に移植する。12週後、遊離神経内motoneuronが新たな支配神経として前脛骨筋を再支配し
たことを運動機能評価と組織学的評価によって確認する。
【結果】免疫染色にて、移植motoneuronが遊離神経内に生着し、縫合部を越えて筋肉内へ軸索
を伸ばして新たな神経筋接合部を形成していることを確認した。また、筋腹に縫合した遊離神
経を電気刺激すると前脛骨筋は収縮し、遊離神経と移植motoneuronが新たな支配神経として前
脛骨筋を再支配していることを確認した。
【考察】骨格筋の任意の位置に新たな支配神経を設置することに成功した。遊離神経片を支配
神経として骨格筋を制御できることは、脱神経筋の再生だけでなく、複数の支配神経を設置し
て骨格筋を分割して利用するなど、より自由度の高い運動機能再建法に繋がる技術である。
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2-B-EP-38

神経損傷による神経筋接合部の変性を防ぐためにーWnt/βカテニン
経路の検討

Targeting the Wnt/Beta-Catenin Signaling Pathway after Traumatic Nerve Injury to Improve Functional

Recovery

○栗本 秀1, 岩月 克之1, 山本 美知郎1, Gupta Ranjan2

平田 仁1

1名古屋大学　手外科

2Department of Orthopaedic Surgery, University of California, Irvine, Irvine, USA

【目的】神経筋接合部(NMJ)での適切な神経伝達機能には、後シナプス構造におけるアセチルコ
リン受容体(AChR)の高密度の凝集が必要とされる。神経損傷後には経時的にAChRは分散し、再
神経支配後の運動機能回復を妨げる要因の一つとなる。発生段階においてWntシグナルがNMJの
形成や維持に重要な役割を果たし、その中でもWnt/βカテニン経路がAChRの凝集の負のシグナ
ル制御因子であると報告された。しかし、末梢神経損傷において、Wntシグナルの関与を検討し
た報告はない。そこで我々は、Wnt/βカテニン経路が神経損傷後のNMJの変性に関与していると
仮説を立て検討した。【方法】マウスの坐骨神経損傷モデル用い、脱神経筋内のWnt3aと活性型
βカテニンの発現を健側と比較した。さらに、Wnt/βカテニン経路の活性化によりGFPを発現す
るTCF/Lef:H2B-GFPレポーターマウスを用いて、神経損傷後におこるAChRの分散とWnt/βカテニ
ン経路の活性化の関連を評価した。【結果】脱神経筋内のWnt3a mRNAの発現は、坐骨神経損傷
後2週より有意に増加した。mRNAの増加に伴い、Wnt3aおよび活性型βカテニン蛋白の発現も、
切断後2ヶ月の時点で変性したAChRの周囲で増加していた。TCF/Lef:H2B-GFPレポーターマウス
の脱神経筋において、GFP発現量は健側と比較し約３倍に増加していた。興味深いことに、GFP
陽性細胞は変性した運動終板帯に限局し、その他の部分ではほとんど発現を認めなかっ
た。【考察】末梢神経損傷に伴う神経筋接合部の変性に、Wnt/βカテニン経路の関与が示唆さ
れた。この経路は腫瘍生物学の分野において重要な役割を担い、そのメカニズムについても多
くの研究が行われている。今後、Wnt/βカテニン経路の制御が、神経損傷後のNMJの変性を防
ぎ、機能回復を補完する有用な治療タ ーゲットとなり得ると考える。
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2-B-EP-39

神経筋接合部形成促進薬の探索
Research of the Drug Activates the Formation of Neuromuscular Junctions

○石井 久雄, 川本 祐也, 中野 智則, 栗本 秀
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】今日、重度神経損傷に対するES/iPS細胞由来神経細胞移植による治療法の研究が活発
に行われているが、移植神経細胞による神経回路網形成の制御についてはあまり考慮されてい
ない。本研究の目的は、神経筋接合部形成を促進する既存薬を同定し、神経回路網形成能を最
適化する薬理学的アプローチを確立することである。【方法】HEK293細胞に、ATF-Luc、phRL-
TK、MuSK、LRP4、neural agrinの各cDNAをtransfectionし、FDA既認可薬パネルを用いて、JNK
を介してATF2をリン酸化する薬剤の網羅的スクリーニングを行った（Luciferase assay法）。
同定された薬剤の効果の確認と作用部位の検証のため、抗リン酸化tyrosine抗体を用いた免疫
沈降後、Western blottingを行い、MuSKリン酸化作用の評価を行った。また、マウス筋芽細胞
種であるC2C12細胞を培養し、筋管を形成後、neural agrin存在下での薬剤のACh-receptor凝集
能をα‐bungarotoxinを用いた免疫染色法にて評価した。その後、神経再支配モデルマウスを
用いて、薬剤の効果を確認した。【結果】Luciferase assay法にて薬剤Aを同定した。薬剤
Aは、Western blotting法にて、濃度依存的に、MuSKのリン酸化を促進することが確認された。
また薬剤Aは、C2C12細胞の筋管において、neural agrin単独に比べ、ACh-receptorの凝集を促
進するとともに、マウスの神経再支配筋において、AChRεサブユニットやCol-Q等のRNAの発現
を増加させ、神経伝導検査にてCMAPを増大させる傾向を認めた。【結論】薬剤Aは、MuSKのリン
酸化を促進することにより、神経筋接合部形成促進作用を有することが予想される。
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2-B-EP-40

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 adhesions with experimental model of median nerve adhesion in carpal tunnel of rabbits

○八野田 愛, 多田 薫, 岡本 駿郎, 山本 大樹
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。今回、我々が考案したウサギの手根管内で神経を癒着させるモデルを用い
て、癒着の予防に関して検討した。
【方法】体重2.0 ～ 3.0kg の雌の日本白色家兎を使用した。左手部で顕微鏡下に横手根靱帯を
展開、正中神経を剥離、滑膜を一部障害し、横手根靭帯を縫合後に閉創した（癒着群）。右手
部は同様の処置を行い、閉創前に手根管内と皮下にアルギン酸ゲルを投与した（試薬投与
群）。処置の1、2 週後に独自の癒着スコアを使用し肉眼的に評価を行った。また、処置の
1、2、3、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
織を一塊に摘出し病理学的に評価した。
【結果】肉眼的評価では1、2 週後いずれも癒着群で癒着スコアの値が大きく、差は2 週後でさ
らに大きくなっていた。電気生理学的評価では2 週後以降で試薬投与群の振幅が明らかに大き
く、癒着群との差を認めた。遠位潜時に差は認めなかった。病理学的評価では癒着群で神経周
囲の脂肪組織の減少、線維性組織の増生、滑膜下結合組織の変性が目立ち、試薬投与群と比較
して神経周囲結合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】本研究では臨床例に近い癒着について検討するため、手根管症候群の術後状態を模し
たモデルを使用し、癒着を予防する製剤としてアルギン酸ゲルを投与した。肉眼的評価、電気
生理学的評価、病理学的評価を行い、アルギン酸ゲルは組織修復の過程に作用し神経と周囲組
織の癒着を予防していると考えられた。
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2-B-EP-41

ラット腕神経叢引き抜き損傷モデルにおける後根神経節および脊髄
でのp75 NTRの発現

Expression of p75NTR in Dorsal Root Ganglia and Spinal Cord of Rat Brachial Plexus Avulsion Model

○小林 倫子, 安部 玲, 赤坂 朋代, 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、NGFは疼痛
を惹起する神経栄養因子であり、この受容体にはTrkAとp75NTRがある。過去の本会において私
たちはラットBPAモデルに対し、抗p75NTR抗体を腹腔内投与し、疼痛行動、後根神経節（以下
DRG）におけるCGRP発現と活性化satellite glial cellおよび脊髄グリア活性を抑制したことを
報告し、抗p75NTR抗体がBPAに起因する疼痛を抑制する可能性を報告した。
目的： ELISA法を用い、ラットBPAモデルにおけるDRGおよび脊髄でのp75NTRの発現を調べ、抗
p75NTR抗体の作用部位に関して考察することである。方法:Wistarラット24匹を用いた。右腕神
経叢下神経幹を展開し、Sham群はそのまま閉創、BPA群は右下神経幹を引き抜きモデルの作成を
行った(各群n=12)。1週間後、Sham群では右C7DRG、右C8DRG、C7脊髄を、BPA群では右C7DRG、引
きぬいたC8神経根局所、C7脊髄を採取し、ELISA法を用いp75NTRの発現を測定した。統計学的手
法はNon-repeated Measures ANOVAを用い比較検討した。
結果：C7DRG、C8DRG、引き抜いたC8神経根局所においてはBPA群の引き抜いた損傷局所でp75NTR
は有意に上昇していた（p＜0.05）。一方、C7脊髄ではSham群とBPA群で有意差を認めなかっ
た。
考察： p75NTRはBPA群の引き抜いた損傷局所において強発現し、C7・8DRGおよびC7脊髄では上
昇していなかったことから、先行研究における抗p75NTR抗体の作用部位は引き抜いた損傷局所
である可能性が示唆された。
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2-B-EP-42

交差神経移植後の体性感覚野応答　-マウスモデルにおける解析-
Somatosensory Cortical Responses after Contralateral Peripheral Nerve Transfer - Analysis in Mice

Model-

○間庭 圭一1, 山下 晴義4, 澁木 克栄3, 柴田 実2

遠藤 直人1

1新潟大学　整形外科, 2新潟大学　形成外科, 3新潟大学脳研究所　システム脳生理　

4新潟市民病院　整形外科

【目的】腕神経叢損傷の治療に、患側の尺骨神経を健側C7神経根に移行するContralateral C7
Transfer（CC7）がある。この術式により左右を取り違えることなく知覚が回復した症例を経験
し、背景にある神経機構を解明するため、マウスモデルを作成し解析した。
【方法】8週齢のオスのC57BL/6マウスにペントバルビタール麻酔を行い、左の正中・尺骨神経
の遠位側を坐骨神経移植を介して右正中・尺骨神経の中枢側に縫合した。脳活動に伴ってミト
コンドリア電子伝達系の酸化型フラビン蛋白が増加し、これに由来する緑色蛍光強度が増加す
る。術後8週でウレタン麻酔下に、この現象を利用したフラビン蛋白蛍光イメージングで左前肢
振動刺激時の体性感覚野応答を経頭蓋的に可視化した。
【結果】
1.交差神経移植後の体性感覚野応答：対照群のマウスでは、刺激と対側に視床入力による直接
応答を、同側には痕跡的な間接応答のみを認めた。交差神経移植群では刺激と同側に視床入力
による直接応答を、対側に弱い間接応答を認めた。間接応答は脳梁を介して直接応答が伝播し
たのではないかと考えられる。
2.皮質応答の層解析：直接応答は視床から直接4層に入力され4層優位に生じると予想される。
一方、間接応答が脳梁経由で生じるとすると、4層ではなく2/3層へ投射されると予想される。
この可能性の検証には、大脳皮質の各層ごとの活動パターンを解析する必要がある。通常のCCD
カメラでは深さ方向の分解能がないが、焦点面だけの断層撮影が可能なマクロ共焦点顕微鏡を
用いて体性感覚野応答を解析した。各層ごとの解析で、対照群の直接応答は4層優位、交差神経
移植群の間接応答は2/3層優位の傾向であった。
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2-B-EP-43

橈骨神経浅枝の走行と手術時損傷の危険性についての考察
Anatomical characteristics of the superficial branch of the radial nerve and relationship to surgical sites

○戸張 佳子, 平瀬 雄一, 平良 貴志, 山田 哲生
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】橈骨神経浅枝損傷は医原性に発生することが多く、予防の観点から神経の走行を把握
しておくことは重要である。今回我々は、母指CM関節、snuff box、第1伸筋区画との関係に着
目して解剖学的特徴を検討した。
【方法】2011-2014年に手術を行った23例、25手を対象とした。男性3例、女性20例、平均年齢
62.7（20-87）歳、右12手、左13手。基礎疾患は一次性母指CM関節症23手、外傷後母指CM関節症
1手、EPB皮下断裂1手であった。手術時に母指中手骨基部から橈骨茎状突起近位約4cmまで展開
し、橈骨神経浅枝の走行を確認した。
【結果】橈骨神経浅枝は全例皮切部より近位で2本以上に分岐していた。分岐後第1伸筋区画お
よびsnuff box、母指CM関節を横切らず末梢へ平行に走行していたのは10手（40％）であった。
第1伸筋区画を走行せず、snuff box上を走行していたもの、母指CM関節上を走行していたもの
は各4手であった。第1伸筋区画上を走行していたのは7手（28％）で、そのうち4手はsnuff box
上にあり、さらに2手は母指CM関節上を走行していた。snuff boxを通らない3手のうち2手は母
指CM関節上を走行していた。全体としてsnuff box上を走行していたのは8手（32％）、母指CM
関節上を走行していたのは8手（32％）であった。橈骨神経浅枝別にみると、第1伸筋区画上を
走行する7手のうち、背側枝は2手、掌側枝は5手であった。Snuff box上を走行する8手のうち、
背側枝は3手、掌側枝は5手であった。母指CM関節上を走行する8手は全て掌側枝であった。
【考察】第1伸筋区画、snuff box、母指CM関節背側上には30％前後橈骨神経浅枝が走行してお
り、重複していることも多く、母指橈側に分布する掌側枝である割合が高い（78％）。手術の
際に安全領域はなく、神経を損傷しないための操作が必要である。
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2-B-EP-44

末梢神経絞扼性障害におけるICG蛍光法を用いた神経内微小血行動
態評価

Evaluation for Hemodynamics of Peripheral Nerve with Entrapment Neuropathy by ICG Fluorescence

○岡田 充弘, 横井 卓哉, 上村 卓也, 新谷 康介
中村 博亮

大阪市立大学医学研究科　整形外科学教室

【目的】末梢神経内部の血流評価方法として、水素クリアランス法、レーザードップラー法や
超音波検査などを用いた方法が報告されている。それぞれに利点はあるが、取扱いの煩雑さや
全体の血流評価が困難等の問題がある。現在、外科や脳神経外科で、血流評価方法としてイン
ドシアニングリーン（ICG）蛍光法が用いられている。本研究の目的は、ICG蛍光法を用いるこ
とで、末梢神経内の微小血行動態が評価可能か検討することである。
【方法】身体所見と電気生理学的検査から肘部管症候群（CuTS）と診断し、手術加療を行った
15例（男性11例、女性4例）を対象とした。手術時平均年齢55.9歳（22-78歳）であった。手術
で、尺骨神経を展開し、神経絞扼部位を記録した。その後ICGを静脈投与し、赤外蛍光装置で尺
骨神経の輝度変化を観察した。赤外蛍光解析ソフトを用い、神経絞扼部位とその遠位部および
近位部で関心領域を設定し、それぞれの関心領域の最高輝度と時間輝度変化を計測した。ま
た、ICG投与による合併症の有無を調べた。
【結果】最高輝度は、神経絞扼部位とその遠位部と近位部で、36.75, 47.64, 53.83と神経絞扼
部位で有意に低値を示した。時間輝度変化も、神経絞扼部位とその遠位部と近位部で、1.14,
1.69, 1.89と神経絞扼部位で有意に低値を示した。また、ICG投与による合併症は、全例で認め
なかった。
【考察】ICG蛍光法は、ICGを静脈投与するだけの簡易かつ安全性の高い方法である。これまで
の方法と比較すると、広範囲で輝度変化を観察することができる。また、今回の輝度測定の結
果は、術中所見と相似するものであり、ICG蛍光法は、末梢神経内部の血流評価方法として利用
可能であることが示唆された。
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2-B-EP-45

リストカット後に生じたアロディニアに対して有茎脂肪筋膜弁移植
を行った2例

Clinical results of  pedicled adipofascial flap graft for hand allodynia after wrist cut; two cases reports

○入船 秀仁1,2, 高橋 信行2, 金谷 耕平2, 射場 浩介2

1札幌医科大学　救急医学講座, 2札幌医科大学　整形外科学講座

【はじめに】アロディニアは様々な原因によって生じ、治療に難渋する病態である。今回我々
はリストカット後に生じたアロディニアに対し、有茎脂肪筋膜弁移植を行い、良好な結果を得
た2例を経験したので報告する。【症例】症例1、30歳台男性。既往にうつ病、複数回のリスト
カット歴がある。最終リストカット後2年経過頃より創部以遠の正中神経領域にアロディニアを
生じたため、正中神経剥離を行い、一時軽快したが術後1年で再発のため、再度正中神経剥離を
行い、有茎橈側前腕脂肪筋膜弁移植を行った。術後、症状は消失し、再発を認めていない。症
例2(両側例)、40歳台男性。既往にうつ病がある。自殺目的に両手関節を切り救急搬送された
が、主要組織損傷無く、止血と創縫合のみを受けた。自傷後6ヶ月頃より両手関節以遠の正中神
経、尺骨神経領域にアロディニアを生じた。右は1回、左は2回の神経剥離を行い、一次的に症
状は軽快するものの再発を繰り返したため、左は初回剥離後2年で正中神経剥離に加え、有茎橈
側前腕脂肪筋膜弁移植を行い、右は初回剥離後4年で正中・尺骨神経剥離に加え、有茎橈側前
腕、尺側前腕脂肪筋膜弁移植を行い、症状の消失を得た。以後、現在に至るまで再発なく経過
している。【考察】アロディニアの治療は、薬物療法、各種リハビリテーション、手術療法な
どを単独、または組み合わせて治療を行うが、原因が明らかな場合にはまずはそれを排除する
ことが必要である。自験例はいずれもリストカット後に生じた神経癒着に起因するアロディニ
アで、神経剥離により一次的ではあるが症状の軽快を得たが、いずれも再発を来した。このた
め、再剥離の際に再癒着防止と神経血流改善のために脂肪筋膜弁移植を行い、良好な結果を得
た。本法は癒着性アロディニアに対して有用な治療法の1つと考えられる。
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2-B-EP-46

指引き抜き切断再接着術における神経再生誘導チューブの使用
The neuranagenesis guide tube for replantation of the avulsion amuputated finger

○松末 武雄, 高見 昌司, 清水 和輝, 冨田 浩一
関 謙太朗

関西電力病院　形成再建外科

【はじめに】切断指のなかでも引き抜き切断例においては、神経が中枢側、末梢側両側とも損
傷があるため、可及的な新鮮化と神経縫合をしても良い結果を得ることが困難である場合が多
い。このような神経引き抜き断裂を認める症例に対して、再接着術時にナーブリッジを使用
し、使用群と非使用群と比較、考察した。
【方法】2012年6月から2014年5月に手術を行った切断指再接着術のうち、神経の引き抜き損傷
を認め、十分に新鮮化した上でナーブリッジを使用した群と、端端で神経縫合が可能な範囲の
新鮮化にとどめ神経縫合した群の6か月経過時の知覚を調べた。末節骨レベルでの切断と中節骨
レベルより中枢の切断とは区別して比較した。知覚の評価はSWテストを用いた。
【結果】中節骨より中枢での切断例では、ナーブリッジ使用群は5例6本あり、うちSWテストで
green  2本、red1本、脱失3本の結果であった。非使用群は5例10本あり、purple　
2本、red1本、脱失7本であった。末節骨レベルでの切断例では、ナーブリッジ使用例は4例6本
あり、うちpurple4本、脱失2本であったのに対し、非使用群は3例5本あり、うち
blue4本、puple1本であった。また中節骨より中枢での切断においてナーブリッジを使用したも
のの知覚脱失となった3例のうち2例では再度の神経再生誘導術を行い、術後3カ月経過した時点
で2例ともpupleの結果を得た。
【考察】中節骨より中枢レベルでの神経引き抜き損傷を伴う切断指の場合、ナーブリッジによ
り良好な知覚の回復が得られることが示されたが、良い結果が得られなかった症例もあった。
これは再接着手術時における神経のデブリードマンの範囲の決定が難しいことが原因と考えら
れた。末節骨レベルでの切断指の場合、今回の結果からはナーブリッジの有効性ははっきりし
なかった。
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2-B-EP-47

神経再生誘導チューブ使用症例の短期成績
Short follow-up date of nerve reconstruction cases by artificial nerve conduit

○山田 哲生, 平瀬 雄一, 平良 貴志, 戸張 佳子
竹田 絵理子

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　2013年７月から使用が可能となった神経再生チューブ(商品名ナーブリッジ)を手の再建
11例に使用した。その短期成績について報告する。　症例　手掌部で指神経の再建に使用した
前腕デグロービング症例が、後の手術でその中枢に神経断裂が見つかったので対象症例から除
外した。対象症例は10例で、いずれも６ヶ月以上の経過観察が可能であった。内訳は、肘での
尺骨神経の部分断裂１例、前腕正中神経の神経鞘腫切除後１例、正中神経断端神経腫のCRPS１
例、他はすべて指の知覚再建に使用した。長さは7mmから45mmであった。　結果　母指の両側指
神経再建に２本使用した症例で１本が感染し除去した。正中神経を前腕部で３本のチューブで
cable graftにより再建したCRPS様症例で知覚回復が遅延したことを除けば、他の知覚再建例は
おおむね良好な成績を残した。また、術前に指の内外転障害のあった尺骨神経麻痺症例で指内
転が可能となった。さらに母指対立が不能であった正中神経鞘腫切除後例では母指対立が可能
となった。　考察　cable graftでの正中神経再建例に知覚回復の遅延はあったがCRPS様症状は
消失した。他の症例では良好な回復を示し、その有用性が確認された。また、手の運動機能の
再建にも効果が認められた。さらに、チューブで再建した部位に術後再建痛が無かったことは
特筆に価する。
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2-B-EP-48

手根開放術後に重度の低位尺骨神経麻痺をきたした１症例
Ulnar Neuropathy due to Volar and Ulnar Displacement of the Finger Flexor Tendons Following Open

Carpal Tunnel Release: Case Report

○田辺 勝久

西宮市立中央病院　整形外科

【症例】６８歳男性。約５年前からの両手指のこわばり、右示指中指のロッキング約２年前か
らの両手のしびれ、痛みにて来院された。両手の正中神経領域のしびれ、疼痛、右母指球の筋
萎縮があり、右示指中指環指のばね指、両手根管症候群と診断した。初診後１年目に他院で右
手根管開放術を受けた。初診後２年目に当院で左手根管開放術及び示指中指環指腱鞘切開術を
行った。術後１週目の再診時に、右手掌側の尺骨神経領域のしびれ感、知覚鈍麻を認め、小指
外転筋、掌側及び背側骨間筋、母指内転筋のMMT0と筋力低下が見られた。神経伝導速度検査で
も、小指外転筋、第一背側骨間筋の筋収縮を認めなかった。手関節クリーゼ付近にTinel様徴候
を認めた。術後7週目に手関節MRIを行った所、手根管内の手指屈筋腱が掌側及び尺側に偏位
し、小指浅指屈筋腱、小指深指屈筋腱、環指浅指屈筋腱が有鉤骨鉤を乗り越えてその掌側尺側
に見られた。屈筋腱の偏位による尺骨神経の圧迫が原因と考えられた。手術も考慮したが、患
者の希望も有り、経過観察した。超音波検査では、同様の所見に加えて、手関節の尺屈で屈筋
腱の偏位が増強されるようであったため、手関節中間位での手関節固定装具を作成したが、1ヶ
月程度しか装着しなかった。術後４ヶ月で、わずかな筋収縮が見られるようになり、徐々に麻
痺の改善が見られた。術後1年3ヶ月で、しびれはなく、SWテストも左右差なくなったが、第一
背側骨間筋の軽度の筋萎縮が残存していた。【考察】手根管開放術後に手指屈筋腱が有鉤骨鉤
の前方に偏位して低位尺骨神経麻痺が起こった症例が、過去に英文で2報ある。同様の報告は本
邦では初めてであり、非常にまれな合併症と言える。
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2-B-EP-49

特発性後骨間神経麻痺における“くびれ”の病理像
Histological findings of hourglass-like constriction in a patient with spontaneous posterior interosseous

nerve palsy.

○小松 雅俊1, 山崎 宏2, 内山 茂晴1, 額田 均3

加藤 博之1

1信州大学　医学部附属病院　整形外科, 2相澤病院　整形外科

3額田医学生物学研究所

【目的】特発性後骨間神経麻痺では神経束の“くびれ“を生じることがあるが，その病理像の
報告はわずかであり，絞扼部の連続切片を詳細に観察した報告はこれまでみあたらない．本研
究では，神経束の“くびれ“部を切除し，同部の連続切片を病理学的に観察した１例を報告す
る．【症例】24歳の男性．交通事故受傷５日後に伝達麻酔下に右第一中手骨骨折に骨接合術を
施行した．その4日後に，突然左肘の疼痛が出現し左手指の伸展が不能となった．左上肢のMMT
では，Triceps:5，ECRL&B:4，ED，ECU，EPL，EDM，EIPは0であった．発症後6か月で回復無く，
上腕遠位から前腕近位部の橈骨神経の神経束間剥離術を行った．肘の近位5cmに神経束の著明な
“くびれ“がみられ，“くびれ“部を含んで罹患神経束を2.5cm切除し，腓腹神経移植を行っ
た．術後12か月の時点で，MMTでED:5-, ECU:4, EPL:2まで回復した．”くびれ“の近位神経束
の横断像HE染色には，炎症細胞浸潤は見られなかった．“くびれ”より近位5mmの横断像
Toluidine blue 染色では大径有髄神経線維はほとんどなく，小径神経線維の束が多数みられ，
神経内膜には浮腫がみられた．くびれ部の2mm近位では大径有髄神経線維が無く，全て小径の再
生神経線維であった．同部位強拡大では，sproutingを示す小径神経線維が多数がみられ，神経
内膜の浮腫はなかった．“　くびれ”部の縦断像では神経周膜が斜走しており同部でのねじれ
を示していた．“くびれ”部より遠位では有髄神経線維と無髄神経はなく，神経内膜には浮腫
を認めた．【考察】本症例では“くびれ“には炎症所見は見られず，“くびれ”の近位で神経
線維のsproutによる再生像がみられ，遠位では神経線維が消失していた．
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2-B-EP-50

切断指治療に対するアンケート調査による患者満足度の検討
Questionnaire Investigation of Satisfaction with Treatment of Finger Amputation

○丹羽 智史, 建部 将広, 三竹 辰徳, 田中 健司
浦田 士郎

安城更生病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

【背景】切断指の治療に関して、再接着や皮弁手術は、断端形成に比し整容面では優れるが、
機能的な面に関して劣る点もある。本研究では、郵送によるアンケート調査により、長期経過
の満足度および自覚的機能評価に関して検討を行った。
【対象と方法】単独指の切断指治療を行った143例に対しアンケートを郵送し、返答のあった58
例を対象とした。再接着34例、皮弁8例、断端形成16例であった。患者満足度(5点満
点)、Numerical Rating Scale(NRS)、Hand20、ADLでの患指使用状況、入院・休業期間について
調査した。玉井分類zone1-2の遠位損傷に関しては、再接着(13例)・皮弁(8例)・断端形成(7例)
の3群、zone3-5の近位損傷に関しては、再接着(21例)・断端形成(9例)の2群にて比較検討し
た。
【結果】遠位損傷に関して、再接着・皮弁・断端形成の順に、満足度平均は
[4.3、4.1、3.9]、NRSは[2.2、2.8、3.0]、Hand20は[16.9、14.6、14.8]、患指を常に使用して
いる人の割合は[58、38、86]%、入院期間は[20.7、8.3、1.1]日、休業期間は
[64.7、59.9、31.6]日であった。近位損傷に関して、再接着・断端形成の順に、満足度は
[4.0、3.8]、NRSは[4.0、2.9]、Hand20は[26.8、26.3]、患指を常に使用している人は
[57、44]%、入院期間は[31.1、1.4]日、休業期間は[165.7、42.4]日であった。入院・休業期間
に関しては有意差を認めた(P＜0.05)。手術選択において何を重視したか尋ねたところ、再接着
・皮弁症例では見た目を、断端形成では仕事復帰までの期間との返答が多数を占めた。
【考察】後ろ向き研究では、切断指の手術法選択において、受傷状況と患者背景を考慮し、本
人の希望を最優先としており、結果として満足度や自覚的機能評価に差は認められなかったと
考えられる。今後は前向き研究により、検討を行う必要があると考えられる。
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2-B-EP-51

指切断時のdecision makingにおける医師・患者の優先事項の違い
Patient and Hand surgeon preference on Finger Replantation

○西塚 隆伸, 平田 仁, 山本 美知郎, 岩月 克之
原 龍哉

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】日本では救急現場において指切断患者は再接着を希望する事が多い。しかし再接着術
は外見こそ保たれるものの断端形成術と比べ治療期間が長く、拘縮の問題もある。一方米国で
は近年断端形成術が選択される割合が増えているという論文が散見される。この研究では日本
での切断指治療に対する患者および手外科医の認識をアンケート調査にて比較する事を目的と
した。【方法】患者および手外科医に対し切断指治療に関するアンケートを行った。患者は手
の疾患、外傷を有さない当院外来患者51人（男性31女性20、18-77才の平均51才）、手外科医は
K手外科研究会参加者36人を対象とした。切断指の術式選択に影響すると考えられる10因子の優
先順位、指切断者への差別偏見の有無、どの高位の切断まで再接着を選ぶかの質問は双方のア
ンケートに含まれ、手外科医には再接着術の経験数、自信等の質問も加えた。10の因子には順
位によりポイントを付け比較した。【結果】優先順位に関しては患者は1位術後の機能、2位ど
の指か、3位利き手の順であり術後の外見は6位、費用は8位、保険の有無はこちらも10位だっ
た。医師は1位切断高位、2位どの指か、3位患者の希望の順であり、術後の機能は6位、術後の
外見は8位、保険の有無は10位だった。どの高位でも再接着を希望すると答えた患者は46%であ
った一方、医師は中指の鋭利切断ならば94％が玉井のZone1まで、46%がZone2まで、26%がzone1
までなら再接着を行うと答えた。指切断者への差別偏見は患者の60%、医師の50%があると答え
た。【結論】治療選択に際し患者は外見よりも機能を、医師は切断高位、どの指か、挫滅の有
無等を重視する傾向にあったが双方とも費用や保険の有無は重視していなかった。本調査を
prestudyとし今後は日米医師患者４群のcross-cultural studyを行っていきたい
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2-B-EP-52

当院における指尖部切断に対する手掌ポケット法の治療成績
Clinical Results of Palmar Pocket Method for Fingertip Amputations

○澤井 誠司, 北山 稔大, 添田 晴雄

松寿会　共和病院　形成外科

【目的】当院で経験した指尖部切断のうち、手掌ポケット法で治療した33例の治療成績を検討
したので報告する。【対象と方法】2009年1月から2013年12月までに当院で指尖部切断に対して
手掌ポケット法で治療を行った33名33指を対象とした。男性28名、女性5名、年齢は10歳から69
歳であった。切断部位は石川分類のsubzone1が8指、subzone2が24指、subzone3が1指であっ
た。術後の経過観察期間は2ヶ月から13ヶ月、平均7ヶ月であった。評価項目として、挿入期
間、挿入部での創感染の有無、生着の有無、二次手術の有無とその内容、知覚機能、運動機能
を選択した。知覚機能についてはSemmes Weinsteinテストを行い、日手会機能評価に従ってS0
からS4で評価した。運動機能については各関節の屈曲可動域を測定し、TAMを算出して評価し
た。【結果】挿入期間は14日から19日、平均16.9日であった。創感染は認めなかった。全例で
生着したが5例で部分壊死を認めた。二次手術は12例で行っており、うち3例で部分壊死に対す
るdebridementと骨削り、6例で指尖部の易刺激性に対する骨削り、3例で異所爪に対する手術を
行った。知覚機能については、S0が0例、S1が12例、S2が15例、S3が5例、S4が1例であった。運
動機能については、屈曲可動域がMP関節で平均88.6度、PIP関節で平均99.4度、DIP関節で平均
52.4度であり、TAMは平均240度であった。【考察】指尖部切断であっても、可能な限り血管吻
合による再接着術を目指すべきという原則は論を俟たない。しかし、subzone1から2までの切断
では、吻合可能な血管を認めない症例も稀でなく存在する。このような場合には、上記の通り
治療成績が安定している手掌ポケット法が有用であると考えられる。なお、術後に生じる指尖
部の萎縮などに対して二次手術を要する症例があることには注意が必要である。
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2-B-EP-53

玉井分類zone 3切断指再接着後の可動域
Range of Motion of Tamai zone 3 replanted digits

○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】zone 3切断指ではPIP関節が損傷を免れているため、再接着術後の機能は良好である。
しかしながら、時にzone 3であるにも拘わらず期待されるほどの可動域（以下ROM）が得られな
い例もある。当センターで再接着術を施行したzone 3切断指を対象とし、MP関節およびPIP関節
の術後ROMが十分得られているかを後ろ向きに調査したので報告する。
【対象と方法】2008年から2014年までに再接着術を施行した切断および不全切断指146例185指
のうち、母指を除外し、生着したzone 3切断指を対象とした。骨および腱の連続性のある不全
切断例およびPIP関節まで損傷の及ぶ例は除外した。この条件に合う対象は22例25指であり、男
性17例20指、女性5例5指、平均年齢43.0歳（5～74歳）、平均経過観察期間12.2か月（4～26か
月）であった。受傷指は示指6指、中指10指、環指7指、小指2指であった。これら対象のMP関節
およびPIP関節のROMを調査したが、術後関節授動術や腱剥離術等でROM改善を図った例は追加手
術前でのROMで評価した。
【結果】MP関節伸展平均16.2°（-16～30°）、屈曲平均87.4°（70～100°）、PIP関節伸展平
均1.6°（-26～20°）、屈曲平均78.1（24～110°）であった。PIP関節伸展拘縮に対し1指に関
節授動術を、1例2指に関節授動術と屈筋腱剥離術を施行していた。PIP関節自動屈曲不全1指に
屈筋腱剥離を施行していた。
【考察】MP関節のROMは問題なかったが、PIP関節のROM獲得は確実ではなかった。再接着術後は
安静期間を必要とするためROM訓練の開始時期が遅れてしまう。また自験例ではparadoxical
extension phenomenonを2例3指に認めており、これが生じるとPIP関節自動屈曲が得られなくな
る。PIP関節ROM獲得のためには可能な限り深指屈筋腱は縫合し、かつ早期のROM訓練を行うよう
努めるべきであると考えられる。
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2-B-EP-54

母指完全引き抜き切断再接着後の機能再建術の経験
Functional  Reconstruction of replanted thumb following  complete avulsion injuries with amputation

○宮地 有理, 酒井 和裕, 古川 雄樹, 杉田 健

健和会大手町病院　整形外科

【目的】母指完全引き抜き切断再接着は腱や神経の修復が困難で、二次再建が必要となること
が多い。しかし、生着しても皮膚壊死等の合併症が多く、生着後の運動知覚の機能再建に関す
る論文は少ない。今回当科で２例を経験したので報告する。
【症例】症例１：68歳男性、左IP関節離断で受傷日に固定術を行い、腱は伸筋のみ縫合、屈筋
は筋肉部より引き抜かれ、中枢側は切除した。指動脈は尺側のみ、指神経は橈側・尺側とも縫
合した。術後13日目に血流障害を生じ部分壊死となり5週間目に腹側皮膚欠損を第1背側骨間中
手動脈を使用し内側足底動脈穿通枝知覚皮弁で覆った。3.5月目に末節骨先端露出に対し部分骨
切除と腹側皮弁移動術、背側部分皮膚欠損に対し植皮を追加した。受傷後4月、爪変形があるが
つまみが可能でDASH70となった。
症例２：41歳男性、右MP関節離断で受傷日に鋼線で整復仮固定し、母指球筋と母指内転筋腱は
筋肉内に埋没固定し、長母指屈筋は神経血管吻合部深層に長短母指伸筋腱は皮下に置いた。両
側指動脈（尺側は動脈移行）と橈側指神経を縫合した 。屈筋腱は2.5週目に腱移行し、伸筋腱
と尺側指神経は4.5週目に腱移行と神経移植・交差縫合による再建を行い、MP関節仮固定は6週
目で解除した。受傷後2月で治療中で整容的・機能的に有用性が得られた。
【考察】母指完全引き抜き切断の再接着生着率は近年向上しており、生着母指の機能・整容な
どの二次再建の必要性が高まってきた。その時期と方法選択については改善への効果と侵襲に
よる合併症という視点が重要である。修復組織血流が安定する術後3ヶ月以後を示唆する論文も
あるが瘢痕形成から技術的に困難であり、治療期間短縮や成績向上を目指し早期に行える方法
を我々は模索しており、現時点での考えを述べる。
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2-B-EP-55

切断指再接着後に血行再建を必要とした再手術例の検討
study of amputated fingers to redo revascularization

○清水 和輝1, 北山 稔大2, 添田　　　 晴雄3

1関西電力病院, 2松寿会　共和病院　形成外科, 3松寿会　共和病院　整形外科

切断指再接着後に血行再建を必要とした再手術例の検討を行った。再手術例39例中28例が生着
し、生着率は71.8%で あった。男女比、年齢、喫煙 or 非喫煙、完全切断 or 不全切断、損傷
状態、切断レベル、動脈吻合数、血流不全のタ イプ別(虚血 or うっ血)、再手術時の静脈グラ
フトの使用、静脈吻合数、再手術日に関して、生着例と非生着例で比 較検討を行ったが、有意
差を示す項目は認めなかった。この結果と再手術例の生着率71.8%を考慮すると、再手術例 の
背景因子に左右されず、切断指再接着後に血行障害を認めた場合は積極的に再手術を行うこと
が望ましい。 術後2日目までに行った再手術例が31例(79%)であり、再接着術後の血行障害に特
に注意を要する期間である。 再々手術は3例中2例が生着したことより、再々手術も積極的に行
ってよいと考える。
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3-1-S-1

肋骨肋軟骨移植術による関節形成術　―上肢骨軟骨損傷の治療を中
心に―

○佐藤 和毅

慶應義塾大学 整形外科

関節軟骨の障害は関節機能に大きな影響を与える。したがって、関節面の障害や欠損に対して
は可能な限り正確な解剖学的整復が要求される。一方で、硝子軟骨である関節軟骨は自己再生
能に乏しく、一度損傷を受けると硝子軟骨で完全に修復することは困難である。関節軟骨欠損
に対する治療法として、近年、組織工学、遺伝子治療を応用した新しい再建法の試みも始まっ
ているが、未だ確立された手法ではなく、現時点において最も信頼の置ける関節再建法の一つ
が骨軟骨移植術である。
骨軟骨移植術の問題点は、自家移植ではドナーとなる関節への侵襲が大きいこと、また同種移
植の場合、わが国ではドナーを得ることが難しいことである。この問題を解決すべく演者は
1996年以降、肋骨肋軟骨移行部をドナーとする自家骨軟骨移植術を行っている。
　本移植術の適応は、外傷性骨軟骨欠損、外傷後関節症性変化、離断性骨軟骨炎など様々な原
因による四肢の比較的小さな関節の障害・欠損である。　手指関節では、外傷による関節面欠
損性障害や脱臼骨折変形治癒、陳旧性側副靱帯損傷による関節不安定性の結果生じた関節症性
変化に対して本法を施行している。手指における対象関節は基本的にはMP関節、PIP、IP関節で
あるが、側方偏位を呈するDIP関節の関節変形・欠損に本移植術を行うこともある。
　肘関節では、上腕骨小頭離断性骨軟骨炎進行期の骨軟骨欠損が本法のもっともよい適応と考
える。その他、外傷により障害された上腕骨小頭・滑車や橈骨頭の再建も可能である。

　本移植術の特長は、①他の関節を犠牲にしないこと、②関節軟骨欠損を硝子軟骨により生物
学的・解剖学的修復することが可能なことである。また、③軟骨部分を自由に形成可能である
ため、欠損部母床に合わせた関節形成が容易であることも特長の一つである。一方、問題点は
①手術手技に多少の習熟が必要であること、②肋軟骨の骨化を認める年配者では関節形成が困
難であること、③1片の肋骨肋軟骨片で修復できる関節軟骨欠損の大きさに限界があること、で
ある。
演者の行っている肋骨肋軟骨移植術について、手術手技や治療上の注意点、治療成績などを動
画も交えて解説させて頂く。
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3-1-S-2

形成外科における神経移植と神経付き皮弁の拳上法

○柏　 克彦

岩手医科大学医学部形成外科

外傷や腫瘍切除などに起因する神経損傷の治療目的は運動・知覚機能の最大限の獲得であり、
神経修復には神経剥離、神経縫合、神経移行、神経移植などの手技が存在する。中でも神経移
植法は、四肢・頭頸部をはじめとする神経欠損の再建法として不可欠な手法であり、1970年代
後半を端緒とする微小血管吻合による遊離血管柄付き神経移植は、大径の神経再建や周囲血行
が不良な部位への神経移植、周囲軟部組織欠損を伴う神経欠損例などに有用な選択肢の一つと
考えられる。その適応や手技についての検討は現在も進行形であるが、手外科領域における応
用と発展が期待されるところである。
神経移植に関わる以下の事項に言及しつつ、主に形成外科領域における神経移植術ならびに神
経付き皮弁の実情を述べる《 1) 神経移植の歴史、2) 神経の修復法、3) 神経の縫合法、4) 神
経の移植法、5) 移植神経の種類、6) 血管柄付き神経移植と神経付き皮弁 》。
近年報告されている血管柄付き神経移植・神経付き皮弁には、橈骨神経浅枝、尺骨神経、内・
外側前腕皮神経、外側大腿皮神経、大腿神経筋枝（運動枝）、腓腹神経などが利用されてい
る。この中で演者は主に外側大腿皮神経、腓腹神経を用いており、耳下腺腫瘍切除後の顔面神
経欠損即時再建を中心に、これまで36症例の経験を有する。前者の栄養血管としては前外側大
腿皮弁の栄養血管である外側大腿回旋動静脈下行枝や浅腸骨回旋動脈が選択できる。また後者
の栄養血管としては、腓骨動静脈皮枝・後脛骨動静脈筋内穿通枝、腓腹筋外側頭の穿通枝や、
腓腹皮弁の栄養血管である浅腓腹動静脈の利用が報告されているが、解剖学的バリエーション
の豊富な本部位ではその選定に配慮を要するため、拳上の手順に工夫を加えている。これらの
神経付き皮弁の解剖学的原理と手技の詳細、手術結果について供覧し、考察を加える。
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3-1-S-3

肘部管症候群の病態と治療

○尼子 雅敏

防衛医科大学校整形外科

肘部管症候群は上肢の絞扼性神経障害の中で手根管症候群についで2番目に多く、日常診療でし
ばしば遭遇する。本疾患は、肘関節のダイナミックな動きに伴って発生・進行し、その病態は
様々である。絞扼部位はfibrous bandを含めた狭義の肘部管が最も多く、Struthers’
arcade、内側筋間中隔、内側上顆、deep flexor pronator aponeurosisの5か所で起こりうる。
発生原因も、変形性関節症、外反肘、内反肘など骨変形に伴うものや、ガングリオンなどの腫
瘍性病変に伴うもの、尺骨神経脱臼に伴うもの、投球動作に伴うものなどさまざまである。力
学的にも、単純に絞扼に伴う圧迫の他に、神経の牽引、摩擦などの病態が関与する。さらに、
絞扼による神経上膜の線維化、肥厚や、偽神経腫の形成など、時間経過とともに病態は変化す
る。頚椎疾患や糖尿病や甲状腺疾患、全身性ニューロパチーの合併は神経易損性を亢進させ、
症状を複雑化させる。診断は詳細な神経学的所見に加え、最近は新たな神経障害誘発テストが
報告されている。補助的診断として神経伝導速度検査、筋電図検査が広く用いられてきた
が、10%以上の偽陰性が存在すると報告され、電気生理学検査も万能ではない。MRIや超音波検
査などの画像診断を用いて神経の病態を可視化する試みがなされている。治療法として保存療
法には限界があるとされ、外科的治療が行われてきた。手術法も単純神経除圧術、神経前方移
動術、内側上顆切除術など様々方法が行われ、概ね良好な成績が報告されている。RCTやmeta-
analysisも行われているが、手術法による明らかな優位性はないと報告されている。しかし、
術後成績不良例も散見され、絞扼部位の除圧不十分で再手術を要することがある。また、神経
周囲の瘢痕形成や内側前腕皮神経による有痛性神経腫や前腕の疼痛過敏など手術手技に問題が
あることもある。さらに単純除圧術後の神経脱臼など術式選択が問題となる場合もある。病態
を的確に診断し、愛護的に必要かつ十分な除圧を行うことは重要であるが、さらに異なる病態
に対して単一の治療法で対処するのではなく、病態に即した治療を行う必要がある。治療に関
するアルゴリズムを考案し、その方針に沿って治療を行い、有用性を検証していくことが今後
の課題である。病態に即した治療法を適切に選択して、治療成績の向上に努めるべきである。
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3-1-S-4

Musician’s Handの治療の実際

○仲尾 保志

医療法人社団保和会元赤坂クリニック

全国で約２００万人がピアノを、約２０万人がバイオリンを習っていると言われ、音楽演奏は
スポーツと同様に多くの人々に親しまれています。そのため、音楽演奏家の手の不調を治療す
る機会は少なくなく、手の外科医にとってその治療の実際を知ることは有用と思われます。本
日は、デリケートな動きを必要とする音楽演奏家の手について理解を深め、さらにその治療を
行う際の特殊性についてわかりやすく解説します。また、楽器ごとに発生しやすい疾患とその
治療法を紹介し、一般外傷が音楽演奏家に発生したときの対処法についても説明したいと思い
ます。
　Musician’s Handに見る病態には、①音楽演奏家に特有な手指の障害が発生した場合と②外
傷や手指の疾患が、音楽演奏家に発生した場合の２種類があり、基本的な治療法は一般患者と
同じですが、患者が音楽演奏家であるがために、特殊な病態が発生していることもあれば、特
殊な治療が必要とされる事もあります。
　Musician’s Handの治療の特殊性は、治療のゴールで、①手指の過度の使用が必須である、
②手指の分離運動が必要である、③特殊な姿勢での演奏を強いられる等の特徴があり、常に高
いレベルの機能再建を要求されます。そして医者側も④楽器や演奏技術をある程度は知ってい
る必要があり、また実際の治療では、コンサートなど治療に時間的制限のあることが少なくあ
りません。これはスポーツ医学で、ある程度そのスポーツのルールやプレー技術を知っている
必要があり、試合などにより治療時間に制約が生じることと同じです。
　本日の講演では、具体的な疾患として、ピアニストに多い腱鞘炎、ヘバーデン結節、バイオ
リニストに多い肘部管症候群、チェリストに多い手根管症候群に加えて、手指の骨折、靭帯損
傷などの外傷が生じた音楽演奏家の手の治療についても、具体例を上げて解説し、手術法の工
夫やリハビリの実際、さらには楽器の調整方法から再発防止のための演奏フォームについても
述べたいと思います。そして最後に、診断治療ともに難しく、いまだ根本的な治療が確立して
いないジストニアについて、私の行っている保存療法と手術治療を紹介いたします。
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3-1-S-5

筋肉移植術による上肢機能再建の基礎と実際

○服部 泰典

小郡第一総合病院整形外科

筋肉移植術は代表的な遊離複合組織移植術のひとつであるが、近年では四肢や顔面の機能再建
術において欠かせない手術法となっている。単なる遊離筋皮弁による軟部組織の再建と異な
り、移植筋が生着するのみではなく、十分な筋肉の収縮により有用な運動機能が獲得されて、
手術の目的が初めて達成される。適応は、腕神経叢損傷やフォルクマン拘縮をはじめとする上
肢の麻痺、外傷や腫瘍切除後の筋肉欠損、顔面神経麻痺などである。
　筋肉移植術を成功させるためには移植筋の生着は当然であるが、移植筋の選択、作動神経と
なる運動神経の選択、移植筋の設置部位、pulleyの作成、移植筋の縫合の緊張、神経縫合術の
手術手技など多くの要因がある。移植筋の選択は、単一の運動神経と血管により支配されてい
ることが必須であるが、長い滑走距離と強い筋力、筋肉採取による障害がないことが重要であ
る。ヒトの骨格筋は筋線維の配列によって大きく平行筋(strap muscle)と羽状筋(pennate
muscle)の2種類に分けられる。平行筋は筋線維が長軸状に配列されているのに対して、羽状筋
は斜めに配列されている。前者は、筋力は弱いものの長い滑走距離を有しており薄筋や縫工筋
が代表的である。後者は、その反対の特徴を有し大腿直筋や腓腹筋に代表される。このように
再建する目的に応じて移植筋を選択できるが、一般的には薄筋、大腿直筋、広背筋が使用され
る。この中でも、薄筋は安定した神経血管束の解剖と長い滑走距離を有しており、上肢の機能
再建には第一選択となる。移植筋の筋力回復に最も影響を与えるのは、作動神経となる運動神
経の選択である。多くの運動線維を含んでいる純運動神経が望ましいが、腕神経叢損傷では副
神経、横隔神経、肋間神経などが使用される。また、患者の年齢、関節拘縮の有無、中枢関節
の安定性の獲得、拮抗筋の再建、手指の知覚の再建も重要な要因である。さらに、筋肉移植術
では手術のみではなく術後のリハビリも非常に重要である。移植筋が滑走するまでの癒着予
防、移植筋の筋力増強と再教育、獲得された機能のADLでの使用が中心となり、最低でも術後1
年間のリハビリが必要となる。
　本講演では、筋肉移植術を成功させるために必要な筋肉の基礎的な解剖、生理、上肢のバイ
オメカニクスなどを中心に解説し、最も一般的な薄筋を用いた腕神経叢損傷に対する筋肉移植
術の実際について供覧する。
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3-1-S-6

橈骨遠位端骨折　―診療ガイドラインと治療戦略―

○澤泉 卓哉

日本医科大学整形外科

橈骨遠位端骨折診療ガイドラインは，実際の臨床の場で橈骨遠位端骨折の診断・治療に携わる
医師が，適切な判断や決断を下せるよう支援することを目的として作成された．実際の策定作
業は2007年から日本手外科学会(当時日本手の外科学会)から選出された12名の委員と担当理事
が担当した．診断，治療，リハビリテーション，機能評価・予後の大項目を細分化し，Q&A項目
として相応しいクリニカルクエスチョン(CQ)を練り上げていくことから始めた．その際，手術
的治療を積極的に行わない一般開業医の視点も考慮した保存療法を十分に盛り込むこと，また
最近2-3年の治療法の変化に相応しいCQも盛り込むことに注意した．作成したCQ項目を日本手外
科学会代議員会(当時評議員)に提出し，批判と訂正を得た．抽出した過去20年の橈骨遠位端骨
折に関する文献は3679編であったが，橈骨遠位端骨折の治療は，近年著しく変化しているた
め，治療に関する文献は原則的に過去10年までとし，症例数が20例以上，観察期間が6ヶ月以上
であることを条件とした．診断や予後については過去15年まで遡って検索した．また合併症に
ついては症例数の把握のため症例報告を含んで抽出することとした．以上の条件を満たした文
献の中から，各CQごとにkey wordから絞り込み，最終的に1448編の文献の採用を決定し，日本
手外科学会代議員に依頼して構造化抄録を作成した．作成された構造化抄録をもとに文献内容
を批判的に吟味し，各文献のエビデンスレベルと各CQに対する推奨度を判定し，Q&A項目に回答
する形で推奨度のついた回答とその解説，回答の根拠としてscientific statementを記述し
た．最終的に診断9，治療総論6，保存的治療6，手術的治療26，そのほかの骨折治療法6，リハ
ビリテーション5機能評価・予後2で計60項目のQ&Aとなった．本研修会では， Q&Aの中から特に
日常診療に直接役立ちそうなものを中心に解説する．
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