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1-1-PL

後輩に伝えたい４つの手外科手術

○水関 隆也

広島県障害者リハビリテーションセンター

　2016年10月で現在の職場へ赴任して丁度30年になる．この30年間はほとんど手外科医として
仕事をさせていただいた．この30年を振り返り，私が後輩に伝えたい４つの手術を紹介した
い．
【創外固定器を用いた月状骨/月状骨周囲脱臼の整復術】
　月状骨脱臼あるいは月状骨周囲脱臼の観血的整復は2か月以上の慢性期に入ると非常に難しく
なる．そのため，掌背側両側からの進入で靭帯を切離したり，最悪の場合は月状骨摘出術や近
位手根列切除術が適応とされている．われわれは橈骨と中手骨に創外固定器を架けて緩徐に伸
延することにより，背側進入のみで脱臼整復できることを報告した．
【創外固定器を用いた指PIP関節拘縮の治療】
　関節面の不整あるいは軟骨欠損を伴わない指PIP関節の拘縮は保存療法で治療するのが原則で
あるが，これに不応な症例も多い．われわれは創外固定器によりPIP関節を緩徐に伸延した後，
可動域訓練を継続することにより非観血的に良好な可動域を得ることができることを報告し
た．
【尺骨短縮術のための補助器具の開発】
　尺骨短縮術は尺骨突き上げ症候群のみならず，TFCC損傷，DRUJ不安定症などにも有効な術式
として認知されているが，フリーハンドで正確な短縮量，確実な骨癒合を得ることは難しい．
われわれは正確な尺骨短縮術に特化した補助器具，Ulnoshort®を開発し，実用に供している．
【RA全指伸筋腱断裂の再建】
　RA手関節の掌側亜脱臼と尺骨頭背側脱臼を合併すると，指伸筋腱が摩耗し，示中環小指の全
指の断裂を生じることがある．この４指伸筋腱断裂は再建が非常に困難であることが知られて
いる．これに対しわれわれは手関節のShelfplasty+仮固定術+尺骨頭切除術で伸筋腱滑走床を整
えた後，全指に遊離腱移植と早期運動療法を行うことで良好な成績を得ている．
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1-1-IL1

Inside Rodin’s Hand: Teaching Surgery Through Art & Anatomy

○James Chang

Stanford University School of Medicine, USA

In this lecture, Dr. James Chang will discuss a past exhibit at the Cantor Arts
Center at Stanford University.  This multi-media art exhibit was a unique
collaboration between the Division of Plastic & Hand Surgery, the Division of
Anatomy, and the Cantor Arts Center.

While training in surgery, Dr. Chang began to see correlations between the Rodin hand
sculptures and actual hand and microsurgery patients he was treating.  This concept
became the basis for a Stanford undergraduate course where students would dissect
human limbs and learn reconstructive techniques in order to diagnose and treat
Rodin's hands.  The Rodin hands have now been scanned, and computer graphics have
been used to allow a look inside Rodin's hands.

Dr. Chang's lecture will discuss how he uses Rodin's hands for teaching anatomy and
surgery.  He will make clinical correlations to a hand conditions and hand
operations.
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1-1-IL2

Intrinsic Balancing in Hand Surgery for Tetraplegia - 40 years Perspective

○James H. House

University of Minnesota, USA

Surgical reconstruction of pinch and grasp in the hand of persons with tetraplegia
(quadriplegia) following spinal cord injury (SCI) using a combination of extrinsic
tendon transfers or tenodesis of forearm muscles for thumb and finger control and
selective joint stabilization has been shown to significantly improve hand function.
The addition of intrinsic balancing procedures by tenodesis or tendon transfer
prevents clawing by improving finger extension and further enhances grasp by
facilitating MCP flexion without the problem of premature interphalangeal flexion
during grasp and pinch. The author’s perspective is based on personal experience
with 183 hand reconstructions in 135 consecutive tetraplegic patients since 1969.
The International Classification for Surgery of the Hand in Tetraplegia provides a
basis for understanding the potential for reconstruction of pinch and grasp.  This
classification considers the functional level of the SCI and is based on sensibility
and the retained active function in 7 muscles or muscle groups in the forearm; the
Brachioradialis, ECRL,ECRB,PT,FCR,EDC,EPL.  Key-pinch reconstruction alone is advised
for higher level patients, but in those with 4 of more active muscles, strong grasp,
release and more effective thumb control can be achieved.  Intrinsic balancing of the
fingers and thumb will be discussed in relation to the type of reconstruction
employed and surgical techniques for each method will be presented. Follow-up studies
in comparable patients have documented increased grip strength with intrinsic
balancing and this series confirms that improvements in activities of daily living
can be attained by hand surgery in selected persons with tetraplegia.
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1-1-SL1

整形外科、医療、教育、国際化

○越智 光夫

広島大学　学長

私は1977年津下健哉教授の広島大学整形外科学教室に入局し、それ以来病院長時代もメスを執
り続けましたが、2015年4月にメスを置きました。手外科と膝関節外科を専門に研修を開始しま
したが、これは当時の生田義和講師の示唆によるところが大きかったと思います。基礎実験は
「末梢神経の再生」を行い、臨床は腕神経叢損傷に対する神経移植等を行いました。その関係
でミレッシー教授、ルンドボルグ教授のもとに留学しました。同時に膝関節鏡手術も行い、私
のもとで膝を専門にしてくれた先生は50名に上ります。今、翻って思うのはやはり、恩師の津
下先生、生田先生の影響力の大きさだと思います。木沢武男氏が「料理と仕事」の中で料理人
の世界において修業を始める若い人の将来のレベルは師匠のレベルに依存すると述べていま
す。ガラスの天井のない環境下で国際的な仕事をすることが当然であったことが一番恵まれて
いました。国際社会において日本の医療界の貢献評価の1つは国際誌における論文数であろうか
と思います。日本の論文数は全論文数のシェア、被引用数トップ１％、10％論文シェアとも
2000年をピークに減少の一途であります。整形外科領域全般においても同様であり、論文数は
韓国、中国の後塵を拝しています。唯一救いは手外科領域の論文数が高いレベルを維持し続け
ていることだと思います。医療費は40兆を超える一方で、高等教育費は1.1兆であり、教育費全
般の支出はGDPの3.5％と、OECD32か国中最下位であります。この状態が続く限り、日本の未来
は明るくなさそうであります。水関会長の期待されているような若い先生への有意義なメッセ
ージを発信できるよう、40年の整形外科医生活を振りかえりながら、現在思うところを話した
いと思います。
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Difficult Problems in Dupuytren’s Disease ? Case Studies

○Lawrence C. Hurst

Department of Orthopaedics, State University of New York, Stony Brook, USA

The development of Xiaflex for Dupuytren disease began at Stony Brook in 1991.  Since
the 2010 FDA approval, 855 patients with Dupuytren disease evaluated and 472 received
Xiaflex.  This experience has allowed the Xiaflex indications to be extended and
techniques to evolve.  The nuances of the examination that allow the relationship of
the cord type and specific joint contractures is explained.  The careful examination
of recurrent contractures in order to avoid confusing cords from tendons with damaged
pulleys is highlighted.  The finer points of Xiaflex injection technique and
splitting the single dose, and double doses, into aliquots is emphasized.  The four-
step manipulation with avoidance of skin tears is reviewed.  Difficult cases will
demonstrate using Xiaflex for problematic cords such as the “Y” cord, “crow foot”
cord, and complex cord combinations.  The effectiveness of simultaneously treating
multiple cords in a single hand with double Xiaflex doses is demonstrated and allows
the surgeon to completely treat multiple contractures in a single treatment cycle.
The cases will highlight unique Xiaflex techniques needed for the PIP joint, DIP
joint and thumb.  The anatomic and pathoanatomic causes of these contractures is
discussed with the successful Xiaflex treatment of these rarer contractures.
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手と文化－手の大切さ、その役割をご存知でしょうか

○藤澤 幸三

社会医療法人　鈴鹿回生病院　整形外科

「上肢が歩行器管であることを止めたとき、人間の歴史が始まり、そして【手】により暦史が
書き換えられてきた。　逆に【手が手である】ことを止めたとき、人間は、【ヒト】であるこ
とを否定される」これは先人の言葉である。運動機能以外のことに関して皆さんは手の大切さ
に今まで関心を持たれたことはあるでしょうか?特に我々手外科医を目指すものとして、手は心
の窓口、第2の脳とも言われ、手の社会的、文学的、言語学的領域にまで広く知識を習得すれば
より一層「手の重要性、存在感」に敬服すると思います。手は単なる一つの道具ではなく、実
に多数の道具である。人間の手を「道具の道具」「手を道具の中の道具」人間は　知性的であ
る故に手を持つ　ー　アリストテレス　ー手とはなんでしょうか（医学的解剖学的、　社会的
文学的）？解剖学的に「手」とは肩から手指までなのか？手関節以遠か？母指とは母を思い起
こさせる存在、示指とは人差し指とも言われ、人をさす、指示する。中指は中心を意味し、そ
の存在感をアピール、環指はやはり指輪をはめる指、これは何を意味するか?小指これは果たし
て単に小さいだけの意味なのか？又手に纏わる諺、熟語も沢山あります。[人間は何によってヒ
トとなったか?と言う問いに対し、それは手の発生による。・・・シュペグラー・・・〕〔手は
知性の道具である。・・・モンテソリー・・・〕手に関する沢山のエピソード、格言をご紹介
し、手外科医として改めて〔手〕について考えて見ましょう。広大名誉教授津下健哉先生の
「手外科は機能を作る、創造の医学、科学とは別に芸術性も要求される」心に響くお言葉で
す。
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或る手外科医の軌跡

○平山 隆三

医療法人社団　進藤病院　整形外科,手外科

〔手外科〕で手術の絶対的適応は多いものではない。これまで多くの手術を行い纏めて学会発
表なども行ってきた。確かに手術により良くなった患者さんもいると思うが手術の数が増える
だけ不幸な方が増えていることも確かである。不幸な患者さんをより少なくするため外科医は
技術の向上に努めなければならない。経験した症例をもとに技術の修得、創意工夫の過程につ
き述べる。技術を高め、目的に到達するための最善の方策は伝統と経験により形成された基本
的な「形(かたち)」、流儀を早期に修得することである。この「形」は力強い道具で創造力を
豊かにしてくれる。一方独善的部分があることも確かでその見極めが重要である。自分にとっ
てこれが一番大切だと考える「形」を確り把握し、これを規範とし継続して行う。既成の
「形」に拘ることなく創意と工夫、的確な手術手技により考案者よりもより優れた成績を上げ
ることができるのも外科医の喜びである。知的好奇心と若干の知的虚栄心によって技術は向
上、進歩し独特な術式は生まれる。新しい術式の開発は創造することであるが、創造は無から
有を生むことではなく二つ以上の既成事実の組み合わせである。各個人が修得した技術は社会
に還元し評価を得て、後世に伝承する。
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Small Joint Arthroplasty: Where Have We Been, Where Are We Now, and
Where Do We Need to Be

○Scott F.M. Duncan

Department of Orthopaedic Surgery, Boston University, USA

Small joint arthroplasty for the hand and wrist has become more popular, but still
with mixed results precluding its widespread use.  Most new designs are anatomically
designed resulting in low profile, limited bone resection, and collateral ligament
preservation.  Pyrocarbon and cobalt-chrome stemmed unconstrained implants on ultra-
high molecular weight polyethylene are the two commonly available bearing surfaces.
However, silicone still has an important role in inflammatory arthritis and revision
cases.  The common indications for small joint arthroplasty are degenerative, post-
traumatic, and inflammatory arthritis.  Despite some advances, there remain concerns
over progressive loss of range due to implant settling, dislocation, squeaking, poor
osteo-integration, and implant failure.  Joint stability, realignment and balance of
soft tissues remain the primary challenges to surface replacement arthroplasty in the
fingers. Limited bone resection and preservation of ligamentous integrity helps
maintaining stability and reduces axial torque at the bone-cement or bone implant
interface. When marked bone loss is present or collateral ligaments have been
rendered incompetent, more constrained designs can be considered. Joint replacements
are promising but have not achieved the reliability that hip, knee, and shoulder
replacements have to date.
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手外科医として心がけてきたこと

○阿部 宗昭

春秋会城山病院　整形外科

　私は卒後５０年、手外科に興味を持ち日手会会員になって４７年、大学を退職して１１年目
になる。今年から後期高齢者の仲間入りをしたが、週３日の勤務で年間１００例余りの手術を
している。「私が今も勧める手術、今はやめた手術」というよりも「私が今もやっている手
術、今はしていない手術」について簡単に述べた後、今まで私が手外科医として心がけてきた
ことを中心に述べたい。１. 和を大切にする。２. 褒めても叱らない。３. チーム医療を心が
ける。４. 保存的治療を優先する。５. 手術では組織を愛護的に扱う。６. やってきたことは
学会で発表し論文にする。７ .社会にも目を向ける。８. 自分の思いを言語（言葉）にする。
　いずれも当たり前のことだが、失敗談も含めて、今までの自分を振り返りながら技よりも私
の心を伝えたい。
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失敗から学ぶ

○吉村 光生

吉村整形外科医院

　手の外科や微小血管外科手術に携われたことは幸運であった。多くの事を教えていただき経
験してきたが、学んだことの多くは問題のあった症例からである。微小血管外科手術、手根管
開放術、ばね指手術など問題点と対策について述べる。　組織への血行を考慮することは全て
の手術の基本であり、緊張をかけた皮膚縫合は皮膚欠損を拡大し、感染の危険性を増大させる
など結果に大きく影響する。皮膚は緩く縫合したり、delayを置いて、腫張の軽減を待って完全
閉鎖する。　切断肢指再接着術や足趾移植など微小血管外科手術では、術後循環状態の頻回か
つ厳密な観察が必須で、血行が安定するまでの急性期は包帯を術者自らが巻き、包帯交換や色
調の観察も自ら行うべきである。循環障害などの合併症は可及的早期の発見と対処が不可欠で
ある。　足趾移植では長いpedicleよりも短いpedicleとし、donorも recipientも共に最小の犠
牲と瘢痕を目指し、Wrap around flapなど移植する組織量は健側と全く同じとし、皮膚の閉鎖
は粗に緩く行ない、後に完全閉創する。　手根管症候群の手術では、小皮切法や鏡視下法など
低侵襲手術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。手根管開放術後症状
が軽快しなかったり、かえって増悪した多数の症例を再手術した。　ばね指手術ではA1 pulley
の切開だけで治癒するとされているが、PIP関節に伸展障害のある症例では難渋することがあ
る。このような症例に対してはA2 pulleyの切開を追加するが、腱鞘以外の軟部組織は鈍的に剥
離することにより、bowstringingなどの合併症は経験していない。　手指手術のゴールは最小
の犠牲で、機能的にも整容的にも、良好な結果を得ることである。手は露出部であり、機能回
復が良好であっても、瘢痕など整容的に不満足であればADL上使用しない。
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橈骨末端部骨折に対する解剖学的特徴にもとづく標準化された掌側
ロッキングプレート固定術

○今谷 潤也1, 森谷 史朗1, 前田 和茂1, 松崎 美波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】橈骨末端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定法は良好な初期固定性を有す
ることから手術的治療のgold standardといわれるようになった．一方で，術後合併症として伸
筋腱・屈筋腱障害，神経障害やスクリューの関節内穿孔などが報告され，その発生頻度は16.5
％（Bentohami 2014）と決して低いものではなく，その原因の多くは術者のtechnical errorに
よるとも言われている．当科では一般整形外科医や研修医などが術者となることの多い本骨折
において，すべての術者にとって本法を安全・安心な手術法とするため，同部のさまざまな解
剖学的研究をもとに手技術式の標準化を提唱してきた．今回はその手術手技の詳細についてビ
デオを用いて供覧する．【手術手技】Step I:アプローチ・局所展開（プレート遠位端部が設置
されるいわゆるIntermediate fibrous zoneの鋭的な剥離展開）．Step II: 正確な骨折部の整
復および仮固定（Key stone骨片の確実な整復と背屈・回旋変形の遺残防止）．Step III:適切
なプレート設置（使用するプレート固有のWatershed lineを越えない位置で，プレート遠位縁
を遠位骨片掌側面に密着させる）．Step IV:正確なスクリュー刺入操作とその確認（腱損傷や
関節内穿孔の防止，イメージやＸ線撮影による確認方法の工夫）．Step V:確実な屈筋腱走行床
の再建および閉創．【まとめ】この標準化された手術手技は，橈骨末端部の機能解剖学的特徴
をもとに，人工関節手術のような一定のステップに沿った，使用するインプラントの種類によ
らない共通の手技であり，かつ普遍的な注意点やコツを網羅している．これらのStepを順次，
確実に履行することで各種合併症を回避でき，より安全な手術の普及に有用であると考える．
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橈骨遠位端関節内骨折に対する透視下整復固定術

○坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 岡崎 敦1, 三橋 祥太1

齋藤 知行2

1平塚共済病院　整形外科・手外科センター, 2横浜市立大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端関節内骨折の整復固定法は透視下整復固定と鏡視下整復固定が行われてい
る．関節面の整復精度精度や臨床成績の違いが報告されているが，我々は主に透視下整復法を
行っている．今回は関節内骨折での透視下整復に関して動画も使用してコツを紹介するととも
に，鏡視下での関節面整復精度，患者立脚評価を交えた術後成績を調査したので報告す
る．【手術法】高解像度の器機を使用することが望まれる．関節面の粉砕骨折は多種多様であ
るが2次元での整復を基本として行う．矢状方向・冠状方向の骨折を順次整復しK-wireで仮固定
する．整復法は骨折の基本パターンを作成しk-wireや極小エレバトリウムを用いてjoystick等
で行う．次いで骨幹端部の整復を行うSmith typeでは掌側からのButtress固定，Colles typeで
はcondylar stabilizing法を使用している．骨幹端部の掌側皮質の骨折で不安定性が強い場合
はβTCPブロックを補填して関節面の支持に利用する．【対象と方法】対象は術後1年以上経過
したAO C３型橈骨遠位端関節内骨折85例で手術は透視下に関節面のgapとstep offを1mm以下に
整復し，手技と後療法は統一した．これら症例に受傷時と術後，調査時でRI, PT,UV, Gap,
Step-offを計測しＸ線的評価を行い，臨床的評価としてMayo ScoreとDASH scoreを行った．ま
た，関節鏡にて透視下整復精度を評価した．【結果】UVに術後有意な短縮を認めた．Gap，Step
-offは良好な整復と保持が得られた．Mayo Scoreは平均87.3点，DASH scoreは平均9.6であっ
た．関節面の整復精度は鏡視下ではgapが有意に大きかったが，2mm未満に整復されてい
た．【結論】透視下整復は良好な臨床成績が得られた．鏡視下整復と比較して整復の正確性は
劣るが，gap, step offともに平均2mm未満には整復され臨床的には最小の範囲内と考えた．
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橈骨遠位端骨折の鏡視下手術

○安部 幸雄, 藤井 賢三

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折は関節内あるいは関節周辺骨折であり，その予後はアライメント
に加え関節内骨片の整復，関節内軟部組織の損傷状態にも左右される．当科では橈骨遠位端骨
折に対し，これまで350例を超える鏡視下手術を行ってきた．【結果】鏡視下併用手術により得
られた知見は以下の通りであった．１）1/5 強の症例にイメージのみでは把握困難な関節面の
gap, step-off がありこれらの多くで鏡視下整復が可能であった，２）10％ 強の症例にX線で
は把握困難な関節内遊離骨片があった，３）スクリューの関節内突出あるいは関節軟骨の持ち
上げを把握できた，４）約1/3 の症例に舟状月状骨靭帯損傷の合併を認め，約10％の症例では
Geissler 分類 grade 3,4 であった，５）外傷性の三角線維軟骨複合体損傷を40％強の症例に
認めた，これらの損傷は関節内外骨折の別なく合併率はほぼ同様で，特に関節外骨折において
予後左右因子となる恐れがあった，６）関節軟骨の gap の残存は関節内の線維組織の増生を生
じ，術後比較的短期に関節拘縮を来すことがあった．７）鏡視併用にて掌側ロッキングプレー
ト固定を行い術後1年以上経過観察が可能であった追跡例の最終成績は，文献報告による鏡視を
行わない掌側ロッキングプレート単独固定と比較し良好であった．【結論】鏡視下手技の併用
に慣れ手技を潤滑に行えれば，以上の様々な利点が得られ欠点はほぼないに等しい．発表では
手技のポイントについてビデオにて供覧したい．
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橈骨遠位端marginal fractureに対するrim plateの適応と手術手技:18種
のプレート設置位置の検討

○川崎 恵吉, 稲垣 克記, 前田 利雄, 久保 和俊
門馬 秀介

昭和大学　医学部　整形外科

【始めに】marginal fracture(MF)と呼ばれる橈骨辺縁骨折の治療は難しく、未だ不明である。
我々は掌側プレート術後の掌側亜脱臼の20例から、volar lunate facet fragment (VLF骨片)の
縦径の平均が10mm以下、骨片に対するプレートでのサポート率が約1/3と報告した。今回MFに対
する術後掌側亜脱臼の予防を目的に、本邦で使用可能な18種類の掌側ロッキングプレート(VLP)
を人工骨に可及的遠位尺側に設置し、各種プレートの関節面までの距離とFPL腱との干渉の程度
を調査した。さらに当科で使用したrim plateの適応と手術手技について報告する。
【対象と方法】11社18種のVLPを準備し、1.PLP群(P群)5個、2.rim plateや遠位部用MLP群(S群)
5個、3.尺側伸長型MLP群(U群) 3個、4.橈側伸長型MLP群(R群) 5個、の4群に分類した。これら
をSAWBONE上で可及的遠位尺側に設置し、実測値とCTによる、橈骨掌側辺縁からプレート尺側遠
位縁までの距離（A値）、FPL腱滑走上で最掌側に突出した骨性隆起部からの遠位方向への距離
（D値）と掌側への突出度（V値）を計測した。
【結果】P:S:U:R群の平均値は、A値が1.3:1.8:4.2:6.8mm、D値が3.3:3.2:1.2:2.2mm、V値が
2.9:1.4:-2.2:-1.5mmであった。rim plate、遠位部用プレート、PLPでは、遠位までプレート設
置が可能であったが、FPL腱との干渉は大きかった。
【考察】当科では、縦径10mm以下のVLF骨片を有する10手のMFに対してrim plateを使用し、整
復位特にVTの確保、プレートと掌側骨皮質との圧着、設置位置やスクリュー方向に留意、方形
回内筋によるプレートの被覆、早期の抜釘に努め、転位も軽度で合併症もなく、良好な治療成
績であった。rim plateはMFに有用であるが、安易に使用すべきではなく、その特徴を熟知し、
正確な手術手技が必要である。
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正確・迅速で低侵襲を目指した背側転位型橈骨末端骨折の掌側ロッ
キングプレート固定法

○酒井 和裕, 杉田 健, 宮地 有理, 宮本 瞬
家入 雄太

健和会大手町病院　整形外科

【目的】経皮的な骨折内鋼線刺入整復・仮固定と方形回内筋温存を軸としたプレート固定法で
時間短縮と合併症軽減が得られているので報告する。
【術式】術前にCT等で骨折転位を把握し、まずイメージ下に経皮的な骨折内鋼線刺入整復を十
分に行う。多くは1.6mm径kirschner鋼線を橈背側と尺背側から数本刺入し、特に橈側転位と関
節面背側転位を整復する。次に掌側進入で方形回内筋末梢1/3をL字形に切開し末梢はIMF zone
の骨膜を縦切してwatershed lineまで展開する。関節面の陥没等が残っていれば鋼線で経骨髄
整復し、関節外転位があれば直視下に整復して鋼線で仮固定する。方形回内筋深層で橈骨上に
中枢方向にトンネルを作成しプレート中枢側を挿入し、プレート位置を再調整して末梢側をガ
イドピン２本で仮固定する。プレートがwatershed lineを超えず骨と密着し、末梢側スクリュ
ーが月状骨窩の軟骨下骨直下となることが重要である。プレート末梢の浮き上がりがあればレ
ーン型骨把持鉗子等で近接させる。この状態で末梢側のロッキングスクリュー固定を先に行
う。最後にプレート中枢側軟部組織に小切開を加え中枢側スクリュー固定を行うが、プレート
が骨から離れ持ち上がっているときはcondylar stabilizing効果が得られる。方形回内筋の末
梢切開部は可及的に縫合する。
【対象】最近4年間に当科で手術し18か月以上経過した154例（男62、女92、平均年齢63.8歳）
でAO分類A1.B1-3以外すべてが含まれる。尺骨遠位端骨折合併は106例で診療録を後ろ向きに調
査した。
【結果】手術時間は平均45分程度であった。Mayo wrist scoreは2例を除きG以上であった。橈
骨関連の術後合併症は関節症7例、手根管症候群例、尺骨突き上げ、スクリュー突出，CRPS各2
例で腱断裂はみられなかった。
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橈尺骨遠位端骨折に対する生体内吸収性プレートの効果的使用方法

○善家 雄吉, 酒井 昭典, 目貫 邦隆, 平澤 英幸
田島 貴文

産業医科大学　整形外科

【目的】橈尺骨遠位端骨折に対して、薄く成型が自由な生体内吸収性プレート（BAP）を症例を
選んで併用しているため、代表症例を呈示しそのコツやピットフォールにつき動画で紹介す
る。【対象】2006年6月～2015年3月までの期間に当科にて橈尺骨遠位端骨折に対し、橈骨に掌
側ロッキングプレート（VLP）を用いて固定した症例は355例あった。うちBAPを何らかの形で併
用した症例につき検討を行った。1. 橈骨遠位背側用：8例8骨折（男性7例、女性1例：平均年齢
44.2歳）、2. 尺骨遠位用：25例26骨折（男性2例2骨折、女性23例24骨折：平均年齢74.8歳）の
主に2カ所に併用を行った。【方法】術式紹介：1.橈骨背側：背側天蓋骨片の整復固定が必要な
症例に対し、背側アプローチにてBAPを成型しバットレスプレートとして使用しており、骨折型
に応じた形状に成型することが可能な点が有用である。また、plateに圧着をかけるために背側
から刺入するscrewをVLPのholeやwindowに突出させる手技を紹介する。2. 尺骨遠位：初期の頃
には、尺側アプローチで展開していたが、2013年より症例を選んでdual  window
approach（DWA）を用いて、掌側からの1皮切のみの展開も行っており、現在までに4症例施行し
た。DWAはradial windowをFCR橈側、ulnar windowをFCU橈側より侵入する展開方法で、主に遠
位橈尺関節部や月状骨窩部の整復固定を行ううえで有用なアプローチである。【考察・まと
め】BAPは自由に成型が出来るため、症例に応じたプレートを作成することが出来る。例え
ば、volar marginal rim骨片が小さい場合にBAPを用いて骨片を支えた上にVLPを固定するplate
on plateの方法を用いることも可能である。将来性のある材料であるとともに術者の多くのア
イディアにより効果的な使用方法が得られる点で有用と考える。
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橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定におけるvolar lipから
のKirschner wireによる仮固定

○河野 慎次郎1, 大村 泰人1, 川邊 保隆1, 関口 浩五郎1,2

1埼玉医科大学　整形外科, 2関口病院

【はじめに】橈骨遠位端骨折の治療に掌側ロッキングプレート（LP）は有用であるが、橈骨の
整復が不十分な状態、特に掌側傾斜が減じたままの固定は、LPによる屈筋腱損傷を引き起こす
可能性が高くなる。また遠位掌側尺側骨片の整復が全体の整復の上で重要とされているが、こ
の骨片をLP設置の邪魔にならないように整復位を保持するのは難しい。演者らはこれらの問題
に対処するために、volar lip（VL）から背側近位にKirschner wire（KW）を刺入することで遠
位骨片の仮固定をおこなっており、今回その手術法を紹介する。【手術手技】（1）FCRアプロ
ーチで行うが舟状骨結節まで皮切を延長し、さらにGwathmeyらの方法に準じて橈側手根屈筋腱
腱鞘の下層で屈筋支帯を切離し、橈骨遠位部を大きく展開する。（2）方形回内筋（PQ）を橈側
縁から剥離し骨折部を展開、整復、仮固定を行うが、ここでVLから近位背側に向かってKWを挿
入する。（3）LPを近位骨片に固定し、関節内骨折の場合は関節鏡を併用し関節内の整復をす
る。（4）遠位骨片をスクリューで固定するが、スクリュー固定の際にVLからのKWを掌側方向に
倒し込むと、KWを介して遠位骨片がプレートに押し当たり、掌側傾斜を回復することができ
る。（5）LP固定後にKWを抜去するが、掌側骨折線がwatershed line付近やその遠位にあり掌側
ロッキングプレートだけでは固定が不十分な場合にはKWを抜去後に同じ部位にダブルスレッド
スクリューを刺入する。【まとめ】橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定におけるVL
からのKW仮固定は、遠位尺側骨片の整復や掌側傾斜の回復に有効な手術手技である。
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母指変形の再建

○石川 肇, 阿部 麻美, 大谷 博, 根本 哲也

新潟県立リウマチセンター　リウマチ科

母指は、ヒトの手に特徴的な“つまみ”動作に不可欠な指で、手の中央に立つ柱 “central
pillar of the hand”と呼ばれており、手全体の機能の40％を担っている。母指の罹患頻度は
RAの約2/3と高く、病変の進行に伴い、疼痛を伴う変形や不安定性によって“つまみ”動作が大
きく障害されてくる。
RAの母指関節にとって、支持性の確保は重要であり、Larsen grade III以上に進行したMPまた
はIP関節に対する固定術は良好な結果を期待できる。ただし2関節以上の固定は母指の自由度を
大きく奪うことになるため、固定関節数は、ムチランス変形の場合以外は、1関節のみにとどめ
ることが望ましい。
もっとも頻度の高い母指ボタン穴変形に対して、Larsen grade III以上のMP関節には人工指MP
関節置換術（趾用Swansonインプラントを使用）とIP関節固定または掌側関節包固定が行われ
る。中等度以上の変形に対する軟部支持組織によるバランス再建術（EPB腱前進術など）は、術
後に変形が再発することが多い。母指スワンネック変形には、変形のもととなるCM関節に
Thompson法による関節形成術とMP関節固定が行われることが多い。
2006年11月から2014年12月までに当センターで施行されたRA母指手術は、人工指MP関節置換術
69例、CM関節形成術（Thompson法など）38例、IP関節固定62例、滑膜切除11例、MP関節固定
9例、IP関節包固定3例、MP関節包固定2例である。術後平均経過観察期間3年8ヵ月の時点で、お
おむね良好な結果が得られている。
リウマチ母指の再建では、CM、MP、IP関節ごとの疼痛の有無、関節破壊の程度と変形の種類を
チェックして、術後に他指とうまく対向できることを想定した上で術式を決定していくことが
重要である。
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関節リウマチのボタン穴変形・スワンネック変形に対する再建術

○西田 圭一郎1, 中原 龍一2, 那須 義久2, 島村 安則2

尾崎 敏文2

1岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科　人体構成学

2岡山大学　大学院医歯薬学総合研究科　整形外科

RA手指の外科的再建においては、その変形の解剖学的成立機序を正しく理解し、これを一つず
つ遡りながら修正していく。早期に手術治療をした方が術後成績も良いが, 各変形のstageによ
って対応は異なる。　ボタン穴変形では手指の屈曲はよく温存されるため、手術適応は限られ
る。橈尺側の側副靱帯は残存していれば滑膜切除と共にエレバトリウムなどで剥離する。拘縮
がさらに強い場合は副靱帯の切離と掌側板近位付着部の剥離を追加する。DIP関節の過伸展に対
しては, Fowlerの終止伸腱切離術やstep-cutを用いる。lateral bandの掌側移動に対しては両
側の横支靱帯を剥離してlateral bandを持ち上げながら背側で縫合するOhshio法も有効であ
る。central bandの再建にはChamayのVY縫縮, Matev法, Littler&Eaton法などがあるが, 多く
の場合VY縫縮で対応できる。スワンネック変形は固縮したものでは把持動作が困難となり, 手
術適応となる場合が多い。MCP関節の掌側脱臼に伴う外在筋型, 尺側偏位に伴う内在筋型, 関節
型に分けられ, 関節型以外はMCP関節の処置なしでのPIP関節の処置では再発する。スワンネッ
ク変形の病態に対して, lateral band mobilization は, 基節骨頭の回転中心より掌側に移動
させる基本手技である。PIP関節掌側の安定化として, SwansonのFDS固定術は基節骨にFDSを腱
固定しcheckrein ligamentを再建する方法である。また, Littlerの斜支靭帯(ORL)再建術は尺
側のlateral bandを基節骨近位レベルで切離し, Cleland靱帯の掌側を通して指背腱膜あるいは
橈側のlateral bandに縫合する方法で, 終止腱が断裂していない例ではDIP関節の伸展にも作用
する。いずれの変形も関節破壊の強いものでは人工関節を併用する。側方動揺性や骨欠損が強
い場合は骨移植術併用も考慮しながら関節固定術を行う。
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関節リウマチによる指ボタン穴変形に対するOhshio変法

○加藤 博之1, 内山 茂晴1, 林 正徳1, 百瀬 敏充2

山崎 宏3

1信州大学　整形外科, 2諏訪赤十字病院　整形外科, 3相澤病院　整形外科

【目的】関節リウマチ（RA）による指ボタン穴変形に標準的方法はない。我々は外傷性の指ボ
タン穴変形に対し、横支靭帯を切離し側索をPIP関節背側に移動させPIP関節の伸展力を獲得さ
せるOhshio法を報告し(Ohshio I. et al., J Hand Surg Br, 1990)、さらに改良を加えた
Ohshio変法をRAによる指ボタン穴変形に対し行ってきた。術式と成績を報告する。【対象と方
法】症例は指変形の整容的改善を主訴とする7例8指である。年齢は25～62（平均48）歳で、ボ
タン穴変形の程度は、Nalebuffのstage II：4指、stage III：4指である。後観察期間は24～
72（平均46）か月である。変法の改良点は、1) digital block下に手術を行い、術中に指屈曲
伸展の自動運動とする、2) 横支靭帯はPIP関節自動伸展0度が得られるような緊張度で縫合す
る、3) DIP関節自動屈曲15度が得られるまで中節骨部で側索に数か所の横切離を加える、など
である。PIP関節屈曲拘縮例では、副靭帯と掌側板の近位を切離して他動伸展0度を得る。術後
は指伸展位固定とし、術後3日よりDIP関節の自動屈曲運動を開始し、術後約１0日よりPIP関節
自動屈曲を開始する。【成績】PIP関節自動伸展角度は0～-25（平均-10）度、自動屈曲角度は
75～100（平均94）度であった。DIP関節自動伸展角度は0～-20（平均-3）度、自動屈曲角度は
30～60（平均44）度であった。PIP関節の屈曲拘縮角度は術前0～30(平均10)度、術後は0～
25（平均9）度であった。全例で疼痛なく、手術結果に満足が得られた。【結論】適応ではRAコ
ントロールが良好であること、手術操作では側索切離を少なめにすることが重要であ
る。Ohshio変法はPIP関節伸展角度とDIP関節屈曲角度を術中に調節可能で、成績が安定してい
る。側索、終止腱の連続性が保たれているので後療法が容易である利点がある。
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尺側偏位ーシリコンインプラントの治療成績

○秋田 鐘弼, 南平 昭豪, 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）による尺側偏位症例に対しては可能な限りMCP関節温存を目指
したいが、中等度以上の変形では困難なことが多い。変形を矯正しなおかつ関節の動きを獲得
するためには、側副靱帯を含めた軟部組織の緊張を和らげねばならず、そのため多くの場合に
関節面での骨短縮が必要になる。われわれは、画像検査で関節裂隙の狭小化や基節骨の掌側亜
脱臼が認められる症例にはシリコンインプラントを用いた関節形成術を行っている。今回術後
１年以上経過した症例の短期成績について報告する。【対象と手術方法】シリコンインプラン
トを用いた関節形成術を、20例26手94指に行った。全例女性で、手術時平均年齢は67歳（57～
77歳）であった。使用したインプラントはAVANTA プレフレックスである。また、術後のMCP関
節の屈曲をより獲得するために、全例に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関節屈曲位で再建した。【成績】術後観察期間は平均30ヶ月（12～54ヶ
月）である。その関節可動域はMCP屈曲/伸展が術前平均79 °/-46°、調査時平均65°/-
20°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33.6°/10°で改善を認めた。術後レントゲンでインプラントの折損を認めた症例はな
かった。【結論】RAによる尺側偏位症例に対するわれわれが行っているシリコンインプラント
を用いた関節形成術の短期成績は良好であった。
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関節リウマチ手指の尺側偏位に対するMP関節形成術の10年以上の
成績

○池上 博泰, 眞宅 崇徳, 吉澤 秀, 阪元 美里
金子 卓男

東邦大学　医学部　整形外科学講座（大橋）

【目的】関節リウマチ手指の尺側偏位は、外観上の問題だけでなく、母指とのピンチの際に力
が入りにくいなど機能障害も大きい。この尺側偏位に対して、滑膜切除術、背側関節包の縫
縮、橈側側副靭帯の中手骨への再逢着、crossed intrinsic transferおよび要すればimplantの
挿入からなるMP関節形成術を行ってきた。今回、この手術の10年以上の治療成績について検討
し報告する。
【症例および方法】対象は、尺側偏位に対してMP関節形成術を行った16（男2, 女14）例、50
MP関節（示14, 中12, 環12, 小指12）である。手術時年齢は58歳（38-72）,リウマチ罹病期間
12年、術後経過観察期間14年（12-19）である。手術方法は、前述した軟部組織の再建に、骨頭
破壊のあった12例, 32MP関節にはimplant（Swanson型 4, MES社製8, AVANTA社製20）を用いた
MP関節形成術を行った。治療成績を経時的に検討した。
【結果】疼痛は術後3年の時点で、術前40関節から術後3関節に、腫脹は45関節から5関節に減少
し、経時的な変化はほとんどなかった。関節可動域は、術前伸展平均-38度、屈曲75度から術後
3年の時点で各々-10度、70度となり、より伸展側へ可動範囲は移動していた。術後8年を過ぎる
と明らかに可動域は減少し、特に伸展不足角が増大していた。骨頭を温存した4例中2例で再手
術が行われ、implantを用いた12例中、6例でインプラントの破損や脱臼が認められた。4例で小
指の著明な尺側偏位が再発していたが、経過観察期間中に再手術が行われていた例はなかっ
た。
【考察】手術後5年以内では、尺側偏位が改善すると力が入りやすくなったと自覚しているもの
が多かった。手術後8年を経過すると伸展不足角が明らかに増大している例がほとんどである
が、屈曲制限はそれほどなく、再手術を希望する患者はほとんどいなかった。
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関節リウマチにおける伸筋腱断裂の治療成績

○岩本 卓士1, 鈴木 拓2, 佐久間 悠3, 越智 健介1

佐藤 和毅1

1慶應義塾大学　整形外科, 2藤田保健衛生大学　整形外科

3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（以下RA）において滑膜炎および変性した尺骨頭から受ける機械的摩耗
により伸筋腱皮下断裂が高頻度に生じる．断裂は通常尺側指から始まり，徐々に進行し3指以上
の多数指断裂に至る症例も存在する．今回我々は伸筋腱断裂の成績不良因子を検討し，多数指
断裂における再建法を比較した．
【方法】66手における術後3ヵ月での屈伸可動域を調査し，年齢，断裂腱数，罹病期間を説明変
数とした多変量解析により成績不良因子を検討した．また3指断裂例において，長掌筋腱を用い
た遊離腱移植術（移植群）, 固有示指伸筋腱（以下EIP腱）を用いた腱移行術（移行群），隣接
指への端側縫合術（端側群），端側縫合術とEIP腱の移行術を混合した術式 (混合群)の成績を
評価した．
【結果】断裂腱数の増加に伴い臨床成績が不良であることが統計学的に示された．3指断裂例に
おいてMP関節伸展は混合群で平均-3°と最も良好であり，MP関節屈曲は端側群において平均
74°と良好であった．臨床評価は混合群で最も良好な結果が得られた．
【結論】小指および環指・小指の断裂では，石黒らの報告した隣接指への端側縫合と術直後か
らの減張位早期運動療法により，癒着を生じる可能性が低く安定した成績が報告されている．3
指断裂においては残存する腱の状態により再建法を選択するが，我々の検討では中指伸筋腱を
示指へ，環指小指伸筋腱を固有示指伸筋腱に移行する再建法により，力源を二分し解剖学的走
行に近い腱の再建を行うことで良好な成績が得られた．4指断裂においては長掌筋腱移植あるい
は力源を手関節屈筋あるいは伸筋，浅指屈筋等に求める必要があり，成績はさらに不良となる
ため，RA伸筋腱断裂においては多数指断裂に至る前段階での早期の外科的治療介入が重要であ
ると考える．
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関節リウマチにおける屈筋腱皮下断裂症例の検討

○船橋 拓哉1, 鈴木 拓1, 岩本 卓士2, 桃原 茂樹3

鈴木 克侍1

1藤田保健衛生大学　整形外科, 2慶應義塾大学整形外科

3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】RAにおける屈筋腱断裂は伸筋腱断裂に比べ稀であり，まとまった報告も少ない．われ
われはRA屈筋腱皮下断裂症例における臨床像および手術成績について検討した．
【方法】当科にて手術を施行したRA患者24手40指 (女性19手) を対象とした．断裂時における
年齢は平均61歳，RA罹病期間は平均14年, 術後観察期間は平均40ヵ月，断裂から手術までの期
間は平均3.4ヵ月であった．これらの症例に対して断裂腱，術中所見による断裂部位，再建術,
術後手指関節自動運動可動域，断裂時におけるCRP, ESR, Disease activity score 28 (DAS28)
といった疾患活動性に加え，手関節骨破壊についてLarsen gradeを用いて評価した．
【結果】単独指断裂が14手，2指断裂が6手，3指断裂が1手，4指断裂が3手であった.罹患指は母
指12指, 示指5指, 中指5指, 環指9指, 小指9指であり，橈側指ならびに尺側指が断裂する傾向
にあった. 断裂部位は30/40指 (75%) の症例が手根管内での断裂であった. 術式は断裂部位,
断裂指に応じて腱移植術, 腱移行術を組み合わせて行った．術後平均可動域は母指のIP関節が
38 (10-62) °, MP関節が55 (32-86) °, 示指̃小指はDIP関節が平均23 (0-74) °, PIP関節が
42 (0-92 )°であった．断裂時における平均CRPは2.5 (0.2-11.2) mg/dl, ESRは52 (7-112)
mm/h, DAS28は4.5 (2.2-8.0) であり疾患活動性の高い症例が多かった．手関節骨破壊はLarsen
gradeIIが1手，IIIが4手，IVが14手，Vが5手であった．
【考察】RA屈筋腱断裂の臨床像として，断裂時における疾患活動性は高度で，手関節の骨破壊
が進行している症例が多く認められた．屈筋腱断裂の術後の成績は必ずしも良好ではなく，腱
断裂への進行を防止するために，疾患活動性をtight controlし，骨関節破壊の進行を抑制する
ことが重要であると考えられた．
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AVANTAシリコンインプラントによるMP関節形成術の治療成績と
早期破損症例の検討

○岩本 卓士1, 中山 政憲1,2, 松村 昇1, 越智 健介1

佐藤 和毅1

1慶應義塾大学　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）によるMP関節変形に対してAVANTAシリコンインプラントによる人
工指関節置換術は機能的・整容的改善が得られる治療法であるが、シリコンインプラントの破
損が高率に生じることが問題となる。今回術後3年以内の早期破損に関連する因子を検討したの
で報告する。
【対象および方法】術後3年以上観察可能であったRA患者31例113指（示指29、中指28、環指
29、小指27）を対象とした。全例女性、平均年齢62歳であった。これらの症例に対して年齢，
罹患指，尺側偏位角度，術前および術後1年時のMP関節可動域，手関節橈屈変形を調査し，術後
3年以内のインプラント破損との単変量解析およびロジスティック回帰分析を用いて早期破損に
影響を与える因子を検討した．
【結果】尺側偏位角度は術前平均36度から術後1年にて平均2.9度、MP関節可動域は平均値にて
術前伸展-39°，屈曲72°から，術後伸展-10°，屈曲48°と機能的に良好な伸展方向への改善
が得られた．インプラント早期破損は29指（26%）に認め、単変量解析では術前のMP関節可動
域、術後1年でのMP関節屈曲角度および可動域との有意な関連を認めた。ロジスティック回帰分
析では術後1年でのMP関節屈曲角度が早期破損に有意に影響を与える因子であった（単位オッズ
比1.07，p＜0.05）．ROC曲線より屈曲角度60度をカットオフ値とした場合、早期破損の感度
55%、特異度82%であった。
【結論】術後の屈曲が良好な症例においてシリコンインプラントの破損が早期に生じることが
示された。MP関節の屈曲を60度未満に制限することで早期破損の防止に繋がる可能性があると
考える。
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FINE Total Finger Systemを用いたRA患者の多数指MP関節人工指関
節置換術の検討

○関口 昌之1, 大日方 嘉行1, 高松 諒1, 谷口 慎治2

中村 一将1

1東邦大学　医学部　整形外科学教室, 2東邦大学医療センター　佐倉病院　整形外科

【目的】3指以上の多数指MP関節にFINE人工指関節（FINE system）を用いて関節置換術（TFA）
を施行したRA患者の臨床成績と画像変化を調査し、成績不良例の改善を検討した。
【対象】2015年9月末までにFINE SystemにてMP関節にTFAを施行したRA患者43例160関節(両側置
換8例)のうち、母指を除く多数指（３～4関節）にTFAを施行し、経過観察可能であった17例77
関節(両側置換3例22関節)を調査対象とした。全例女性、手術時年齢は平均65歳で、術後経過観
察期間は1年̃11年5ヵ月であった。
【方法】臨床成績は自動運動可動域を調査し、implant周囲の変化を単純X線像にて評価した。
また、上肢機能評価としてHand 20を用いたアンケート調査を行い評価した。統計学的評価には
Paired t-testおよび Wilcoxon signed-ranks testを用いた。
【結果】指MP関節の自動運動可動域は、術後1年時には伸展平均-17.2°、屈曲平均71.4°であ
り、調査時は-30.2°、70.8°であった。可動域(arc)は54.2°が40.6°に減少していた。Hand
20の評価では術前74.9±12.6から術後54.2±19.4と有意に改善した。経過中、3例に基節骨
implantの骨セメント周囲にclear zoneが出現し、2例に中手骨implantの沈み込みを認めた
が、implantの変形や破損はなかった。術前に尺側偏位や掌側亜脱臼・脱臼が高度な症例に上記
したimplant周囲の変化が発生していた。最近ではこれらの症例に対して、側副靭帯を剥離後に
中手骨を十分短縮し、小サイズのimplantを設置して側副靭帯を再縫着している。
【結論】術後早期と比較し伸展制限が進行した症例もあったが、良好な屈曲運動と関節の安定
性が得られており、患者の満足度は 高かった。最長で11年の経過であるが、implantの破損は
なく、RA患者の指変形の改善に有用なsystemであると考えられた。
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リウマチ母指ボタン穴変形に対するSwanson趾人工MP関節置換術の
X線学的検討

○根本 哲也1,2, 石川 肇1, 阿部 麻美1, 大谷 博1

稲垣 克記2

1新潟県立リウマチセンター, 2昭和大学医学部　整形外科

【目的】関節リウマチによる母指ボタン穴変形は、MP関節炎が原因で、MP関節屈曲、IP関節伸
展となるもっとも頻度の高い変形である。当院で行った母指ボタン穴変形に対するSwanson趾用
人工MP関節置換術の変形矯正効果をX線像を用いて後ろ向きに評価した。【方法】2007年11月か
ら2014年12月までにSwanson趾用人工MP関節置換術を行った68母指のうち、MP関節の伸展制限5
度以上のボタン穴変形があり、6ヵ月以上経過観察可能であった56母指を対象とした。術前およ
び術後の母指MP関節屈曲角、IP関節伸展角を測定した。MP関節伸展制限 5°以上20°未満を
mild、 20°以上40°未満をmoderate、 40°以上をsevereと判定した。併施された手術、合併
症についても調査した。【成績】平均年齢64歳（35～81歳）、男性8例、女性48例、術後平均経
過観察期間は3年4ヵ月(6ヵ月～8年3ヵ月)であった。母指MP関節屈曲角は平均術前50°、術後
18°、IP関節伸展角度は平均術前46°、術後0°に矯正されていた。重症度では、術前はmildが
4例、moderateが12例、severeが40例であったが、術後は正常が8例、mildが19例、moderateが
27例、severeが2例と、ほぼ正常からmoderateに矯正されていた合併症は1例で感染があり抜去
し、折損はなかった。母指に併施された手術は、19例にIP関節固定術、3例にIP関節包固定
術、1例にCM関節形成術であった。また母指以外の同側手に対する併施手術はSwanson人工指MP
関節置換術20例、 Darrach法19例、 手関節固定術7例、 尺骨断端安定化手術4例などであっ
た。【結論】母指ボタン穴変形に対するSwanson趾用人工MP関節置換術は大きな合併症はなく、
良好な矯正が得られた。
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リウマチ手MP関節変形に対する人工指関節置換術

○鈴木 克侍, 志津 香苗, 鈴木 拓, 辻村 俊造
下山 哲生

藤田保健衛生大学　医学部　整形外科

【目的】RA手MP変形に対して人工指関節置換術を行った症例の中・長期成績を評価しその有用
性を検討した．【対象】2002～2010年にMP関節の人工指関節置換術（TFA）を行ったRA指変形で
最終調査時期が5年以上の症例16例23手66指（右14手，左9手，示指20指，中指19指，環指
14指，小指13指），男性3例，女性13例，手術時年齢35～79歳（平均61歳）を対象とし
た．【方法】使用した機種はMP関節用人工指関節（MEシステム社製）で，中手骨側にチタン製
球状のヘッド，基節骨側にポリエチレンカップとチタン製外筒を配置し，両者金属部をセメン
ト固定した．評価項目は，術前，術後のMP関節屈伸角度，TAM，握力，ピンチ力，合併症，生存
率とした．最終調査時期は66～154か月（平均102か月）であった．【結果】MP関節屈伸角度は
術前・最終調査時で示指-25／57・-13／52（伸展／屈曲，術前・術後，全て平均値：以下同
様），中指-22／65・-24／57，環指-33／64・-26／59，小指-26／65・-12／46であった．TAMは
術前・最終調査時で示指126度・109度，中指163度・141度，環指126度・124度，小指131度・
130度であった．握力・ピンチ力は術前4kg・1kgが最終調査時に5kg・1kgであった．合併症は2
例2指に感染を認め，抜去して抗菌剤含有セメントまたはCPC補填で沈静した．感染以外では2例
2指に再置換を行った．再手術をend pointとした生存率は66関節中62関節で94％であった．
【結語】RA指変形に対してTFAは102か月後も軽度の可動域制限は生じるが変形の急速な進行は
抑えていた．
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関節リウマチに対する人工指関節置換術の治療成績

○富田 善雅1, 渡 泰士1, 名倉 奈々1, 内藤 聖人2

1佐々木研究所附属杏雲堂病院　整形外科, 2順天堂大学　整形外科

(はじめに)現在本邦で使用されている人工指関節は、シリコン製の一体化したものと関節の表
面を置換する表面置換型があるが、リウマチの指関節に用いられるその殆どは1965年にスワン
ソンが開発したシリコンインプラントが現在も主流となっている。スワンソン型人工指関節例
について検討を行ったので報告する。(対象) 当院でスワンソン型人工関節を用いて手術を行い
調査可能な16例20手66関節を対象とする。症例は全例女性。手術時年齢平均60歳(36歳～
75歳)、手術までの罹病期間平均20年(9年～27年)、MP関節Larsen grade2 3関節、3 2関節、4 5
関節、5 56関節、術後経過観察期間平均3年1カ月(9か月～7年)、レントゲン所見、可動域、握
力、ピンチ力、患者満足度(VAS score)について評価した。(結果)インプラントの沈み込み4関
節、折損2関節であった。術後屈曲可動域制限を認めた。握力・ピンチ力で有意差は認めなかっ
た。満足度は、MP関節部の腫脹・疼痛の軽減、つまみ動作や整容面の改善など概ね良好であっ
た。(まとめ)関節リウマチに対するスワンソン型人工指関節は、外観・把持機能に優れ、継時
的な観察でも尺側偏位は概ね予防できていたが、術後の尺側偏位の再発は、尺側指から認めら
れ腱移行を行うことでも尺側偏位を予防することは困難であった。
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手外科における保険診療

○亀山 真

東京都済生会中央病院　整形外科

「手外科における保険診療」セミナーは，1998年より日本手外科学会の社会保険等委員会が業
務の一環として学会開催期間中に行ってきており，この度演者は6人目の講演を担当させていた
だくことになった．今回は診療報酬改定年度となり，現時点の情報として，全体の改定率は
1.03％引き下げで，このうち技術料に当たる本体部分は0.49％（医科は0.56％）引き上げるこ
とが決定された．具体的な変更内容は平成28年3月末になって判明するため，本学会の講演の際
に詳細を述べる予定である．最新情報としては，平成27年12月21日付で0.5%キシロカインポリ
アンプ（防腐剤無添加）の上肢手術における静脈内区域麻酔への使用が，薬事承認された．ま
た平成27年9月よりデュピュイトラン拘縮に対するコラーゲナーゼ注入療法が可能となったの
で，本法を行う上での算定方法について述べる．なお，例年9月に日本整形外科学会，日本臨床
整形外科学会，日本整形外科勤務医会が共同で行っている全国整形外科保険審査委員会議（全
審会）で過去に手外科領域の診療について討議された内容を示し，いわゆる算定方法にどのよ
うなグレーゾーンがあるかを紹介する．恒例のQ&Aについても講演に取り入れて解説を行う予定
である．
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30 years' Experience with Distraction-Lengthening in the Upper Extremity

○William H. Seitz

Orthopaedic Surgery, Cleveland Clinic Lerner College of Medicine, Case Western Reserve University  /  Department

of Orthopaedic Surgery Lutheran Hospital, Cleveland Clinic Orthopaedic & Rhuematologic Institute, USA

It is a distinct honor and privilege to have been asked to address the members of the Japanese Society for
Surgery of the Hand by President Takaya Mizuseki, MD regarding my career-long experience in
incorporating the Principles of Distraction Lengthening into my care of children with congenital hand
differences.
Congenital hand differences can take many shapes or forms and can affect any aspect of the entire upper
limb from the shoulder to the fingertips.  Skeletal deficiencies resulting in absence or loss of some of the
longitudinal skeletal support structures can render the arm or hand significantly dysfunctional.  We have
learned through the techniques of bone transplantation and more aggressive stretching of these tissues that
length can be achieved but old techniques frequently resulted in stiff segments with tight or painful skin
which did not have good sensation .  Transplantation of entire toe segments can be useful and functional
in some cases but when multiple digits are involved the foot defect can be problematical.
With the advent of the Ilizarov technique applied to larger long bones in the lower limb for leg length
discrepancies, we learned that slow, gentle distraction of skeletal segments following meticulous surgical
osteotomy, handling of small delicate tissues, and repair of periosteum and careful application of the
distraction apparatus can achieve substantial increases in functional skeletal length without some of the
complications noted in the more aggressive forms of rapid distraction recognized by the Matev or Wagner
procedures.  Analysis of the process has demonstrated that slow distraction not only creates new bone
through a physiologic process resembling endochondral ossification, but also results in the hypertrophy
and elongation of adjacent soft tissue structures.
Application of these techniques to the upper limb began in the early 1980’s again focusing on the larger
skeletal structures such as the humerus and forearm, but with time miniaturization of distraction apparatus
and refinement of meticulous fine surgical approaches to the digits allowed application to the small bones
of the hand even in infants.
We have applied this technique to hypoplastic digits to create functional fingers in cases of
Symbrachydactyly, in some cases lengthening existing bones.  In other cases, we have transplanted free
toe phalanges, allowed them to re-vascularize and then come back and lengthen either those transplanted
bones or use those transplanted bones as anchorage for the distraction apparatus and lengthen existing
digital bones, (phalanges and metacarpals.)
In cases of hypoplastic thumbs, we have transplanted toe phalanges and secondarily lengthened the thumb
enabling preservation of Blauth IIIB conditions to create a functional thumb following subsequent flexor,
extensor and opponens transfers.
Application in the forearm has included realignment in lengthening of radial club hand conditions,
forearm lengthening in cases of multiple hereditary osteochondromatosis with growth arrest, correction of
Madelung’s deformity, creation of a Krukenberg condition for forearm prehension in cases of partial
ulnar agenesis.
Proximal forearm stump lengthening has proven effective in cases of congenital transverse terminal arrest
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and amputation through the proximal forearm to create a functional forearm segment for enhanced
prosthetic fitting.  Similarly, very short above elbow amputations precluding normal upper extremity
prosthetic fitting have been converted to longer segments through distraction lengthening and we have
created a more functional limb length in cases of phocomelia.
Distraction lengthening/Callotasis has also been utilized for management of severe trauma reconstruction
in children with traumatic amputations and burns.  We have also employed these techniques in adults with
post-traumatic skeletal loss, however, this address will focus on the pediatric population.
Our experience has provided recognition of some problems and complications which we have studied and
from which we have learned how to improve our clinical approach, management, and techniques.  Many
of the children in whom we first performed these procedures are now adults and have led happy,
productive childhoods, adolescence, and early adulthoods.  Many are accomplished athletes and
musicians and many have gone on to rewarding professional careers.  We have carefully assessed our
outcomes and have found that through our own diligent review of our problems and complications and
enhancements of our clinical and surgical techniques, we have managed to achieve an extremely high rate
of patient satisfaction and functional outcomes.
I will share with the members of the Japanese Society Surgery of the Hand our techniques, outcomes,
problems and complications and how we have learned from them.  Review of hundreds of our patients
over these 30 years will be shared to encourage discussion of clinical concepts and techniques.
The process of distraction lengthening clearly does not occur in a vacuum, but rather is part of a carefully
applied set of procedures designed to provide enhanced hand function in concert with soft tissue releases,
tendon and muscle transfers, syndactaly releases, and skin grafting as needed.  All of these principles will
be included in the presentation.
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骨延長術を利用した手指の機能再建

○藤岡 宏幸1, 高木 陽平2, 大寺 秀介2, 常深 健二郎3

田中 寿一2

1兵庫医療大学　リハビリテーション学部, 2兵庫医科大学　整形外科, 3市立川西病院

【目的】外傷や疾病による手指の短縮や欠損のため機能障害をきたしている症例に対して、骨
延長術を利用して機能再建を行ってきた。本研究では、その有用性を報告する。【対象】当科
では、1984年から2014年までに、指節骨あるいは中手骨の延長術を56症例（追跡調査期間の最
長例は約25年）に行った。指の欠損や短縮をきたした原因は、先天性あるいは腫瘍性病変によ
る成長障害（女性8例、手術時平均年齢17.8歳）、指切断や開放骨折などの外傷（男性39例、女
性8例、手術時平均年齢40.5歳）、バージャー病に合併した化膿性関節炎（男性1例、30歳）で
あった。【治療方法】骨幹部で骨切りを行い、創外固定器で骨延長し、骨欠損部には骨移植術
を行う方法を基本とした。単純な骨延長だけで対応できない場合には、隣接指の延長、足趾移
植術、on-top plastyなどを組み合わせて手の機能再建を行った。【結果】手指での把握や保持
などの機能改善がみられ満足度は高かった。指の感覚を温存でき、長期間にわたって再建によ
って獲得した機能を確保できていた。合併症には、延長による一過性感覚障害、皮膚壊死、延
長部での骨折、関節拘縮、指間浮上、指尖部の菲薄化などがあったが、大きな問題にはならな
かった。【考察】手指の機能再建には、骨延長術やマイクロサージャリ―を用いた足趾移植や
wrap around flapなどがある。骨延長術は、軟部組織とともに指を延長して再建できるので、
感覚を温存でき、長期間にわたって再建によって獲得した機能を確保できる。また、隣接指の
延長、足趾移植術、on-top plastyなど種々の方法と組み合わせることができるので、機能再建
の幅が広がる長所がある。
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橈側列形成不全に対する仮骨延長法

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 松野 尚弘3, 杉岡 敏博4

安達 伸生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

3松野整形外科医院, 4三次中央病院

【目的】橈側列形成不全に対しては整容的な矯正に加え手関節機能を温存させる必要があり，
未だ確立された治療法はない．我々は橈骨が残存している症例に対し創外固定器による前腕仮
骨延長術を行なっているので，その術後成績と問題点について検討したので報告す
る．【方法】1990年以降、当科で橈側列形成不全症に対し手術加療を行ったのは12例13手(男児
7例，女児5例)，Bayne分類ではtypeII:2手，typeIII:5手，typeIV:6手であった．初回手術時年
齢は平均1歳8か月，術後経過観察期間は平均8年11か月であった．そのうち前腕の仮骨延長術を
施行した症例は5例5手であった．同時に創外固定器による内反変形の矯正も行われていた．そ
の他の症例へはCentralizationが最も多く適応されていた  【成績】手関節内反角は術前平均
55°から延長直後は平均10°へ改善した．仮骨延長術は複数回必要であり，橈骨へは延べ
12回，尺骨へは4回施行された．1手術あたり橈骨で平均29.5mm，尺骨で34mmの骨延長が可能で
あった．Healing indexの平均は橈骨で38.4日/cm，尺骨で63.5日/cmであった．橈骨に骨延長を
行った1例で4回目の骨延長時に癒合不全を生じた．また，延長した橈骨末端が低形成であった
症例と一度獲得した橈骨遠位端部が再吸収された症例では内反が再燃した．Centralizationは6
手に施行され，内反の矯正は比較的良好であったが，手関節可動域は制限された．【結論】手
関節機能を温存させながら内反の矯正と前腕長を延長させるには本法が良い適応と考えられ
た．しかし，延長した橈骨末端が低形成で十分に手根骨を支えられない例や一度延長し獲得し
た骨が再吸収されてしまう例では内反変形が再燃する上，延長回数にも限界がある可能性が示
唆された．そのような症例にはCentralizationが良い適応と考えられた．
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上肢先天性疾患に対する骨延長術　骨延長器を用いた手指の仮骨延
長

○福本 恵三1, 松浦 慎太郎2, 小平 聡1, 西村 礼司1

藤井 美香子2

1埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所, 2東京慈恵会医科大学　形成外科学講座

【はじめに】骨延長器を用いた仮骨延長法は、短指を伴う上肢先天性疾患に対して指の延長に
よる整容的改善や、母指の延長によるつまみ機能的の改善を目的に行われる。われわれの経験
した手指先天異常症例に対する骨延長術の骨延長量、healing index、合併症などについて後ろ
向きに調査した。　
【対象】骨延長器を用いて手指の延長を行った17例19手で、手術時年齢1～26歳（平均
9.8歳）。疾患は横軸形成障害4例、先天性絞扼輪症候群3例、中手骨短縮症3例、多合指症術後
3例、第4、5中手骨癒合症2例、短指症2例。　
【方法】使用した延長器はイリザロフ型12例、ハーフピン型3例、埋め込み型2例で、延長した
骨は中手骨11、基節骨7、中節骨5、移植趾骨2であった。基部に近い骨幹部をノミで骨切り
し、3～7日の待機期間をおいて１日1回0.5～1.0mmの延長を行った。延長終了後仮骨が十分に形
成されるまで保定期間をおいて延長器を除去した。仮骨形成が遷延する場合には自家骨移植を
行った。　
【成績】骨延長量は平均12.3mm(5～20)で、healing indexは平均97.8 day/cm(38～252)であっ
た。合併症は骨折6例（延長後5例、延長中1例）、感染3例、打撲などによるピンの脱落3例、関
節拘縮１例であった。仮骨形成が不良で骨移植を行ったのが3例、超音波骨折治療器を用いたの
が1例であった。延長により整容、つまみ機能の改善を得た。　
【結論】骨延長器を用いた手指の延長術は優れた治療法であるが、延長後の骨折や仮骨形成の
遷延など問題点も多い。Healing indexが90day/cmを超える場合は特に合併症の割合が高かっ
た。10mmの延長で3ヵ月を超えても仮骨形成が不十分な場合には、自家骨移植に切り替えること
が望ましい。延長器の種類は、骨の小さい症例ではピンの刺入部の自由度が高いイリザロフ型
が、手技は煩雑であるが有用である。
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多発性外骨腫症に対する創外固定を用いた前腕骨延長

○森澤 妥1, 関 敦仁2, 鳥居 暁子2, 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

【目的】多発性外骨腫症による前腕橈骨尺骨の長さや形状の不適合は尺屈変形・前腕全体の短
縮などの整容面だけでなく、機能障害も生じうる。今回、創外固定を用いた前腕骨延長症例に
ついて有用性と問題点を検討した。
【方法】症例は33例36肢、年齢は3～15歳（平均8.3歳）、術後経過観察期間は6～111か月（平
均45か月）、全例で腫瘍切除に加えて骨延長（尺骨：34例、橈骨：1例、橈骨と尺骨：1例）を
施行した。適応は尺骨短縮が15mm以上の症例とし、延長は0-5mm plus variantを目標とした。
術前と最終診察時の単純X線像のパラメーター（%Radial bowing(以下、%RB),Radial articular
angle(以下、RAA),Carpal slip(以下CS)）を計測し、症例全体と延長術後6年以上の長期経過症
例（7例8肢）の検討を行った。
【結果】感染を生じた1例を除き、全症例で目的とする延長量が得られ、腫瘍切除と骨延長のみ
で橈骨の彎曲変形も矯正された。また、全例で%RB,RAA,CS、術後6年以上経過症例でも%RB、CS
で有意差を認めた。
【考察】多発性外骨腫症の前腕変形に対する骨延長は、長期経過例においても矯正効果は維持
されており有用であった。尺骨延長は橈骨の変形も改善する有効な手術であり、橈骨の彎曲が
高度でも腫瘍切除と尺骨延長だけである程度改善が見込める。手関節不安定性・橈骨尺骨変形
・健側との前腕長差が著しい場合は、高度変形をきたす前に治療するという点で年齢にかかわ
らず骨延長の適応がある。
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外傷例を中心とした欠損指の再建における骨延長の役割―本邦発の
手指骨骨移送症例を含めてー

○五谷 寛之1,2, 浜田 佳孝1, 田中 祥貴1, 佐々木 康介1,2

1大阪掖済会病院手外科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】重度外傷により亡失した手指再建法としてマイクロサージャリー以外の方法とし
て骨延長による再建がある。指末節骨においても指骨延長が可能となり爪甲も同時に延長でき
る。また、中節が挫滅で欠損した再接着指では短縮せずワイヤーで指長を確保しておき骨移送
により再建した。【症例及び方法】症例は34指で年齢は11から67（平均51歳）であり、小指6、
環指9、中指8、示指5指母指6指であった。また、中手骨延長例は5指、基節骨延長例は13指、中
節骨延長例は7指、末節骨延長例は9指であった。骨延長にはIlizarov mini創外固定器を使用し
た。直径3mmのロッドで構成されるM3ユニットと新たに開発されたmini unitを主として使用し
た。特殊な例として中節骨の欠損ないし部分欠損例に対しての基節骨の骨移送（bone
transport）例は4指（中指2指、環指2指）である。受傷時の欠損に対しては再接着時にワイヤ
ーで末節骨と残存した中節骨あるいは基節骨の間隙を可及的に保持する。再接着したのを確認
した後、基節骨の骨延長を行った。中節欠損例では延長骨である基節骨の近位部で延長中に屈
曲角をつけ把持の改善を図った。【結果】骨延長が2cm以内の症例ではHealing indexは57(39-
93)であり、平均延長量は13mmであった。骨延長量が2cm以上の症例ではHealing indexは83（42
-125）で平均延長量は25mmであった。延長骨の屈曲角をつけた4指（中指2指、環指2指）では手
掌へ接触可能になる他、ピンチが改善された。【考察とまとめ】重度外傷指に骨欠損がある場
合の再建方法は将来の整容と機能双方の回復を念頭に置く必要がある。指骨の一部を欠損した
場合でも一時的にワイヤーで仮固定を行い、指長を保ち、二期的に手指骨骨移送を考慮する必
要性がある。また、末節骨も爪甲とともに延長され有用であった。
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肘関節OCDに対する、関節鏡視下デブライドメントと再建術への移
行

○島田 幸造1, 轉法輪 光2, 大浦 圭一郎2, 田中 啓之3

1JCHO　大阪病院　救急部／スポーツ医学科, 2JCHO 大阪病院　整形外科

3大阪大学　医学部　整形外科

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（以下、OCD）は、進行するとその軟骨面から深部の骨をも破壊して
若年者の肘関節を修復不能な関節症へと伸展させてしまう。従来は遊離した骨軟骨片を関節鏡
により小侵襲下に切除して損傷軟骨面をデブライドメントすることで骨髄間葉系の細胞を同部
に遊走させ修復を促す治療が主流であったが、90年代終わりに中川や我々が膝からの、また岡
や佐藤らが肋骨からの自家骨軟骨移植による再建術を報告して以来、積極的再建手術が本邦を
中心に進められてきた。特に再建術は、従来修復不能とされてきた大きな骨軟骨欠損をも高い
レベルで修復可能とし得る画期的な治療法であったが、当然のことながらドナーサイトを必要
とするという不可避の欠点を有する。我々は進行した上腕骨小頭OCDに対し基本的には病巣の完
全切除を行い、デブライドメントまでを鏡視下に行うことで早期の機能回復を目指している。
しかし関節面の不適合を有するような大病巣でその成績が明らかに劣ることは先行研究が示し
ており、これに対して骨軟骨移植を当初は膝から、最近では肋骨をドナーサイトとして再建を
行ってきた。実際の手術の場においてはそのどちらを選択するか迷う場面もあり、これに対す
る一つの答えとして、骨膜付き肘筋有茎骨移植術を考案して実施してきた。同一術野、同一肢
位で遂行できる本手技の開発により、ICRS III以上の進行した病巣に対して10mm以下の小病巣
では鏡視下デブライドメント、15mmを越える大病巣では自家骨軟骨移植、その間の大きさや術
前診断が小病巣であったのに実際掻爬してみると10mmを超えたという場合に骨膜付き肘筋有茎
骨移植術に移行することで、すべての症例において90％近いスポーツ復帰率を得ている。これ
らの手技と移行への流れについて報告する。
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上腕骨外側顆楔状骨切り術の長期成績からみた上腕骨小頭離断性骨
軟骨炎に対する治療戦略

○幸田 久男1, 吉津 孝衛2, 牧 裕2, 植木 将人3

森谷 浩治2

1長岡赤十字病院　整形外科, 2新潟手の外科研究所病院

3新潟大学医歯学総合病院整形外科

【目的】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対し、我々は1983年から一貫して上腕骨外側顆楔状骨切
り術（吉津法）を行ってきた。今回、吉津法および吉津変法（骨釘または海綿骨併用移植）の
長期治療成績について調査し、上腕骨小頭OCDに対する治療戦略を検討した。
【対象と方法】1983-2006年までに本法を施行した164 例のうち、術後60 か月以降に直接検診
を行った76 例77 肘を対象とした。手術時年齢は11-18歳(平均14.3 歳)、男性75肘・女性2肘、
経過観察期間は60-225 か月(平均108 か月)だった。吉津の分類で初期分離型(10 肘)・遊離型
(21 肘) には吉津法を、晩期分離型(24 肘)・混合型(13 肘) には吉津変法を施行した。初診時
と最終時の肘関節可動域とTimmerman and Andrews scoreを比較検討した。また、ICRS分類と臨
床成績、関節症性変化(以下、OA 変化)および病巣の修復状態との関連性について統計学的に検
討した。
【結果】肘関節可動域は初診時平均120.3  °、最終時平均131.2  °で有意差を認め
た。Timmerman and Andrews scoreは初診時平均141点から最終時平均184点となり、有意に改善
した。初診時の肘関節可動域とTimmerman and Andrews score、初診時および最終時でのOA 変
化はICRS stage間で有意差が認められた。また、初診時進行したOA 変化のない群はある群に比
し、最終時の肘関節可動域およびTimmerman and Andrews scoreが有意に高かった。一方、OA
変化進行の程度はstage間で有意差はなかった。病巣の修復状態はstage間で有意差が認められ
た。
【考察】本法は全stageにおいて長期的にも良好な成績が得られることが示され、現在の治療方
針でも大きな問題はないが、長期的なOA 変化の進行を完全には抑制できなかった。ICRS
stageIVでは病巣の修復効果が少なく、他の操作を併用すべきか検討が必要と思われる。

S39



1-2-P2-3

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術

○船越 忠直, 瓜田 淳, 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　整形外科分野

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(以下OCD)に対する手術治療は様々な方法が報告されている。本疾患
における外科的治療の対象となる年齢が比較的若年であることから、治療には長期間にわたる
良好な手術成績の維持と将来における軟骨変性進行を抑制できる手術が好ましい。骨軟骨柱移
植術(以下mosaicplasty)は、硝子軟骨組織による修復と力学的支持の構築が可能であり、これ
まで短期の良好な治療成績と軟骨修復が報告されているが、中長期臨床成績および画像評価に
関する報告は未だ一定の見解を得ない。そこで、OCDに対するmosaicplastyの中長期での臨床成
績、画像評価を行いその有用性を検討した。対象はmosaicplastyを行い術後5年以上経過した15
例15肘である。全例男性、手術時平均年齢14歳（12-22歳）、平均経過観察期間89ヵ月（64-148
ヵ月）である。Ｘ線病期は分離後期5肘、遊離期10肘で、病巣は中央型7肘、外側型8肘であっ
た。手術は直視下に対側の大腿骨外顆非荷重部から直径2.7-6.0mmの骨軟骨柱を平均4(3-6)本採
取して小頭部に移植した。評価項目は術前後のTimmerman & Andrews score、肘関節可動域, ス
ポーツ復帰、Lysholm knee score, X線、CT、MRI、 超音波検査とした。T&A Scoreは術前131点
から183点と有意に改善していた。Lysholm scoreは99点、スポーツ復帰は14例93％であった。
術後MRI、超音波画像では中央型、外側型とも良好な軟骨修復が見られていた。術後単純X線で
は、橈骨頭の肥大化が進行した症例や腕橈関節の不適合性のある症例も見られた。外側型は術
前より適合性が悪い傾向にあったが、術後に不適合性が著明に増悪した例はなかった。さらに
長期成績の検討は必要であるが、OCDに対するmosaicplastyは中長期にわたり安定した良好な治
療成績であり、短期の良好な成績が維持されていると考えられた。
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎進行例に対する肋骨肋軟骨移植術

○佐藤 和毅, 越智 健介, 岩本 卓士, 松村 昇
萩原 健

慶應義塾大学　医学部　整形外科学教室

【目的】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎進行例に対する肋骨肋軟骨移植術による関節形成術の治療
成績を検討した。【対象と方法】対象は術後12ヵ月以上経過観察可能であった74例(11-25歳、
男性:73例 女性:1例)で、ICRS分類 stage III:24例、IV:50例、外側型47例/中央型27例、関節
面欠損の大きさは0.7-4.0 cm2、移植肋骨肋軟骨片数は1片:53例 2片:21例、術後経過観察期間
は12ヵ月-12年3ヵ月であった。検討項目は臨床症状、スポーツ復帰、関節可動域、臨床評価
(Timmerman and Andrews)で、臨床スコア改善に寄与する因子を調べる目的で多変量解析を行っ
た。また、術後3年以上経過し、X線で健側比較可能な23例 (11-18歳、全例男性、術後経過観察
期間36-83ヵ月)の橈骨頭の横径/前後径、関節症性変化を術前/術後(最長7年)に評価した。橈骨
頭径は健側比(%)、骨棘は2mm以上を関節症性変化ありとした。【結果】全例が術後6週間までに
骨癒合した。移植片採取部痛は術後1週間までに消失し、スポーツ活動に問題を起こすことはな
かった。全例が術後7 ヵ月までに競技復帰可能であったが、4例は投球再開後に症状が再燃し、
内3例で肋軟骨の脱落を認めた。関節可動域(伸展/屈曲)は術前平均-26/117度が-4/134度に、臨
床評価は術前平均94.9が190.3に改善し、Excellent 61例、 Good 13例であった。中央型よりも
外側型、術前のROM不良例、手術までの期間が短い例ほどスコア改善が良好であった。橈骨頭は
全例で術前より肥大し (横径/前後径: 111.3/112.1)、術後も増大は続き、最終観察時は
120.0/119.3であった。【まとめ】肋骨肋軟骨移植術は上腕骨小頭離断性骨軟骨炎進行例の骨軟
骨欠損に対する有効な治療法と考える。一方で、術後も橈骨頭肥大、関節症性変化は継続し
た。
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(小頭OCD)に対する骨釘移植術の治療成
績

○今田 英明, 渋谷 早俊, 宇治郷 諭, 坂 英樹
岸 和彦

国立病院機構　東広島医療センター整形外科

【はじめに】当科では上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（以下小頭OCD）の手術治療において，術中
ICRS(International Cartilage Repair Society)のOCD分類（以下ICRS-OCD分類）のstage I,II
の症例に加えstage IIIであっても，分離した関節軟骨片に良好な骨髄組織が確認できた症例に
対しては骨釘を用いた骨軟骨片固定術を行ってきた．今回，本術式の治療成績を調査しその適
応と問題点について考察したので報告する．
【対象・方法】対象は11例，手術時年齢は14歳(12̃16歳)，術後経過観察期間は平均19.3か月
(6̃51か月)であった．術前Tangential XP像に基づいた岩瀬らの病期分類では分離前期が3例，
分離後期が7例，遊離体期（巣内型）が1例であった．部位別では中央型6例，外側広範型5例で
あった．術中ICRS分類ではgrade1が1例，grade2が7例，3が3例であった．これらの症例のうち
病変部が極めて安定していた中央型2例(stage I、II各1例)に対しては骨釘移植のみを行い，そ
の他に対しては母床の新鮮化と海綿骨移植の後，骨釘にて固定した。
【結果】海綿骨移植を併用した9例中8例で骨癒合が獲得でき臨床成績も良好(JOA-JES score
95)であった．骨釘移植のみで対応した2例は骨癒合が獲得できず臨床成績も不良(JOA-JES
score 63)で1例に郭清術を，もう1例には骨軟骨柱移植術を追加した。
【考察】骨軟骨柱移植術の安定した成績が報告されるに伴い骨釘移植術の適応は縮小傾向にあ
る．一方で今回の調査にて母床の十分な新鮮化と海綿骨移植を併用した症例の成績は良好であ
った．今後，本術式については病巣の処置，海面骨移植の有無，骨釘の太さや本数などについ
て統一の治療方針の下，その適応を再検討することが必要ではないかと考えている．
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎のMRI分類と骨釘移植術の成績

○伊坪 敏郎1, 中村 恒一2, 林 正憲3, 内山 茂晴3

加藤 博之3

1相澤病院　スポーツ障害予防治療センター

2北アルプス医療センターあづみ病院　整形外科, 3信州大学附属病院　整形外科

【背景と目的】当科では上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（小頭OCD）の治療では、まずMRI分類
(Itsubo T, AJSM. 2014)により病巣の安定性を推測し、術中に病巣をInternational Cartilage
Repair Society（ICRS） 分類して病巣と母床との間の安定性の有無により手術方法を使い分け
て来た。すなわち、不安定病巣に対してはmosaicplastyを行い、その良好な成績は既に諸家の
コンセンサスが得られている。一方、病巣と母床との間は安定しており病巣軟骨表面の連続性
が保たれている症例に対しての手術法については意見の一致がない。今回は、そのような例に
対して行った骨釘移植術の成績を示し、小頭OCDの治療戦略について検討する。【対象と方
法】6か月間以上の保存治療が無効であった小頭OCDに対して、骨釘移植術を行った11例を対象
とした。術中鏡視あるいは直視によるICRS分類はGradeI:2例、GradeII:9例であった。手術では
小頭病巣部を直径２mmの骨釘3から5本で固定した。術後12, 24か月時に臨床および単純
X線、MRI評価を行った。また、術後結果に影響を及ぼす因子を検討した。【結果】全例が術後
12か月以内に術前と同様レベルでスポーツ復帰が可能であった。術後2年でのJOA肘Sports
Scoreは術前平均52点から術後平均96点へ改善し、合併症は認めなかった．術後2年のX線像で
は、病巣部が癒合し軟骨下骨の形態が健側と同様である病巣治癒が8例で、残りの3例は小頭中
央部に透瞭像や分離像が残存した．これら不完全治癒は外側型で病巣横径が大きいものであっ
た． 【考察】ICRS Grade I, IIに対しては骨釘移植法、 III, IVではmosaicplastyにより、殆
どの例がスポーツ復帰可能である。しかし I, IIであっても病巣が外側にある例、横径が大き
い例ではmosaicplastyとの組み合わせなど、新たな術式を開発する必要がある。
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An anatomical study of the Brachialis Branch of the Musculocutaneous
Nerve

○CS Chow1, LK Chan2, PC Ho3

1United Christian Hospital, Hong Kong

2Department of Anatomy, The University of Hong Kong

3Prince of Wales Hospital, Hong Kong

Objective
The brachialis branch of the musculocutaneous nerve (MCN) is a potential donor nerve
for free muscle transfer in patients with brachial plexus injury to restore hand
function.  The aim of this study is to identify the anatomical variations of such
nerve.

Materials and Method
Total Eighteen foramlin-preserved cadaveric bodies (36 upper arms) were studied.  The
total length of each upper arm was measured (from acromion to lateral epicondyle).
The branches arising from the MCN that innervate the brachialis muscle were
identified.  The branching patterns, the number of branches, the point of exit from
the main trunk and the length of each branch were documented.

Results
There were total 36 upper arms dissected (right: 18, left: 18).  Four arms were found
damaged.  The average length of the upper arm was 29.6cm.  The brachialis branch
exits from the main trunk of MCN at a mean of 17.5 cm distal to the acromion.  There
were four different variations in the branching pattern: 1) one single branch arising
from the MCN (n=8, 25%); 2) two branches (n=12, 37.5%); 3) three branches (n=9,
28.1%) and 4) four branches (n=3, 9.4%).  The branching pattern was found to be
symmetrical in 43% and asymmetrical in 57%.

Conclusion
This knowledge of brachialis branch of the MCN is helpful for surgeons using this
nerve branch as a donor nerve for free muscle transfer.  In 75% of patient, there
exist two ore more separate branches and hence, one branch can be retained to
preserve the brachialis motor function.
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Bioactive Sutures Lead to Improved Strength of Rat Achilles Tendon
Repairs in vivo

○Jeffrey Yao

Stanford University Medical Center, USA

Hypothesis
We previously demonstrated sutures coated with pluripotent stem cells deliver the
cells to tendon repair sites.
We sought to determine if these bioactive sutures accelerate tendon healing and
enhance early repair strength in a rat model.

Materials and Methods
4-0 Ethibond sutures used for repairs in the experimental group were precoated with
intercellular cell adhesion molecule 1 (ICAM-1) and poly-L-lysine, and seeded with 4
x 106 PKH26 fluorescent-dye labeled bone marrow-derived mesenchymal stem cells.
Control group sutures were not treated.
Utilizing a matched-paired design, bilateral Sprague-Dawley rat achilles tendons were
transected and each side was randomized to be repaired by either experimental or
control sutures by a blinded surgeon. Both hindlimbs were casted in equinus. All
tendons were harvested at 4, 7, 10, 14 and 28 days and subjected to biomechanical
assessment for ultimate failure load.  Student’s t-test was used to compare failure
loads, with significance set at p < 0.05.  Additional tendons were assessed
histologically for the presence of implanted cells.

Results
Histology revealed the presence of labeled cells at repair sites at all time points.
Biomechanical testing revealed significantly superior repair strength in tendons
repaired with experimental sutures compared to control at 7 days (11.6 ・ 4.0N vs 6.1
・ 3.3N; p<0.01, Figure 2). Although there was no significant difference at other
time points, there was a trend toward improved strength with the experimental suture
repair at the earliest (10.1 ・ 4.4N vs 6.3 ・ 3.0N; p=0.09) and latest (42.5 ・
12.7N vs 34.6 ・ 15.0N; p=0.41) time points. There was no difference in repair
strength at the 10 and 14-day time points (17.1 ・ 6.1N vs 14.3 ・ 5.8N; p=0.35 and
21.9 ・ 7.7N vs 23.8 ・ 10.5N; p=0.70, respectively).

Summary
・Bioactive, cell-seeded sutures enhance repair strength in the early stages of
tendon healing. This effect is less evident in later stages.
・The early effect of these sutures may provide a clinical advantage by allowing
early mobilization following tendon repairs, and improving overall strength.
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超音波3次元イメージングを用いて母指多指症の潜在性内在筋異常
を可視化する

○齊藤 晋1, 上田 真帆1, 川勝 基久2, 鈴木 茂彦1

1京都大学 医学部　形成外科, 2角谷整形外科病院　形成外科

【目的】母指多指症には関節軟骨の傾斜、側副靭帯の弛緩、外在筋腱の走行異常が合併するこ
とが知られている。これらは術後に母指が変形する主な要因となる。一方母指球筋の解剖学的
異常については、その全容を知る実用的な診断機器がないために解明されていなかった。われ
われは体表解剖に特化した超音波３次元イメージング法を開発し、2014年より多指症手の潜在
的筋骨格異常の調査を開始した。【方法】日立アロカ社Aviusおよび中心周波数14MHzのリニア
型探触子を使用した。手掌を横方向に走査し0.2mm間隔の連続矢状断像を取得、それらを容積デ
ータに変換し、軸断、冠状断を再構成した。3断面が同時に描出される多断層像を標準的イメー
ジングとし、健常者または健常側のスキャンから得られたコントロール画像と比較して読影を
行った。対象は3節骨を合併するWassel分類 Type7と中手骨分岐のTyp6を絶対的適応とし、視診
および触診上母指球筋の低形成が疑われる症例を相対的適応とした。覚醒下（外来）、または
麻酔下（導入直後）に検査を施行した。【結果】母指多指症14例に本法を施行した。画像取得
に要する時間は15-20秒であり、乳児の睡眠中（鎮静なし）に検査が可能であった。尺側成分が
3節骨を示すType7の症例に短母指外転筋の欠損を、Type6の症例に母指球筋の走行異常を認め
た。また浮遊型の2症例に短母指外転筋の低形成を認めた。【考察】超音波は安全性が高く乳幼
児には適応しやすい。しかしMRIが全容を把握できる反面、超音波の局所的な画像は客観性が低
く、診断機器としての信頼性に限界があった。本法は時間の制限なく多方面からの読影ができ
るため、解剖学的異常の詳細な同定が可能となる。本法は母指多指症の潜在的な内在筋異常を
診断する新しいモダリティーとなると考えられた。
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PLLAとHAからなる生体内吸収性材料を用いた骨折治療

○酒井 昭典, 善家 雄吉, 目貫 邦隆, 平澤 英幸
田島 貴文

産業医科大学　整形外科

手外科領域の骨折に対して生体内吸収性材料（ポリ-L-乳酸とハイドロキシアパタイト）を用い
た治療法を開発してきた。本材料は、ポリ-L-乳酸単体とは異なり、分解物による無腐性腫脹は
なく、力学強度に優れる。
【基礎データ】本材料は熱可塑性がある。術後6か月は皮質骨以上の強度を維持し、それ以降は
生体内で分解され強度が低下する。プレートは厚さ0.7 mmのメッシュ状シートで、剪刀で裁断
可能である。1/2円や1/3円に成形することによりチタン製プレートに匹敵する曲げ強度、剛
性、トルク力を示す。
【手術手技】2008年7月以降、当科では、本材料を骨接合材として使用し、手外科領域の85例93
骨折（15～87歳）を治療してきた。骨折の部位は、中手骨、尺骨遠位端、橈骨頭・頚部、中節
骨、有鉤骨体部である。直視下に整復し、キルシュナー鋼線で仮固定し、2.0あるいは2.7 mmの
皮質骨スクリューでプレートを固定する。橈骨遠位端骨折8例の背側天蓋骨片に対する固定材料
としても用いた。
【臨床成績】骨癒合は93骨折中91骨折（97.8％）に認めた。偽関節の2例は橈骨近位端骨折であ
った。１例（中手骨骨折）にスクリューのバックアウトを認めた。感染、プレートの折損、骨
折部の再転位、創縁の壊死などの合併症を認めなかった。
【将来展望】橈骨遠位端骨折で掌側関節面近傍の小骨片をおさえた上に掌側ロッキングプレー
トで固定するplate on plateでの使用や、3Dプリンタを用いて複雑な解剖学的形状に応じて術
前に成形して使用することができる。骨折以外にも関節固定術（four-corner fusion、母指CM
関節など）の骨接合材として使用できる。現在、偽関節に対する間葉系幹細胞移植のscaffold
としての臨床応用を進めている。
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新規生体吸収性ポリマーPHAの手外科分野への応用

○西塚 隆伸, 平田 仁, 原 龍哉, 中川 泰伸
川本 祐也

名古屋大学　医学部　手の外科

生体吸収性ポリマーとは、体内において微生物により分解され、最終的に水と二酸化炭素にま
で代謝される性質を持つプラスチックである。現在医療用に用いられているものの主流はポリ
乳酸(PLA)やポリグリコール酸(PGA)であるが、これらは分解時に炎症反応を惹起しやすいとい
う欠点を持ち、また、どちらも強度は強いが伸長性に乏しい為、その用途がスクリューやメッ
シュ状プレートなどに限定されている。我々が研究・開発を進めているポリヒドロキシ酪酸
（PHA）は、成分の配合比率によっては破断強度４００％という高い伸展性を示す非常にユニー
クなプラスチックであり、また、グルコースを炭素源として微生物の体内で形成される為、ト
ウモロコシを原料とするポリ乳酸のように材料が食糧と競合するという問題もない為、今後、
整形・手外科分野への応用が期待されている。例えば、セメント注入時に椎体前後に漏れの問
題があると言われるBalloon kyphoplasty（BKP)において、セメント漏れ防止バッグとして模擬
骨で実験し、良好な結果と強度を得ている。具体的には、複雑な壁面に沿ってPHAバッグが拡大
し、空間を隙間なく埋めるだけでなく、セメントを圧入するとPHA表面にCPCが滲み出るので骨
とセメントが直接Bondingされる。PHAの手外科分野への応用としては、例えば、固くて関節付
近への使用はあまり適さないと言われている既存の人工神経に変わる新たな神経再生足場材料
としての利用や、血管運動の不足や易血栓形成性から実現が難しいと言われている小径の人工
血管としての利用の可能性を考えており、現在実験中である。
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iPS細胞と人工神経を用いた末梢神経再生医療

○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　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

　現在、欠損の大きな末梢神経損傷に対する治療法としては自家神経移植が第一選択である。
しかし正常神経を犠牲にして移植に用いるため、ドナーサイトの神経脱落症状が避けられな
い。これを解決すべく様々な神経再生誘導管（以下、人工神経）が開発され、臨床応用されて
いるものもあるが、素材の硬さや神経再生が十分でないなどまだまだ課題点も多い。我々は、
再生医療の柱である細胞、足場、成長因子を駆使して、自家神経移植に匹敵するあるいはそれ
以上の神経再生が期待できる人工神経を目指して研究を行ってきた。
　まず足場としての人工神経は、柔軟性と強度を兼ね備えた生体吸収性素材（ポリ乳酸、ポリ
カプロラクトン）とした。この人工神経はシュワン細胞が生着可能であり、またゼラチンを用
いた線維芽細胞増殖因子（以下FGF）のドラッグデリバリーシステムを組み合わせることでFGF
を徐放できることを確認した。
　次に、この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
の作製を行った。マウスiPS細胞から神経前駆細胞（第2世代）を分化誘導し、これをin vitro
で人工神経に生着させた。マウスの坐骨神経欠損モデルに対してiPS細胞を付加した人工神経で
移植再建を行い、長期的な下肢機能回復および再生軸索について評価し、その有用性について
報告した。
　さらに成長因子としてFGFの付加を行った。FGFは皮膚潰瘍治療薬としてすでに市販されてお
り、血管新生や軸索再生促進作用を有する。マウスの坐骨神経欠損モデルに対して、iPS細胞と
FGFを付加した人工神経で移植再建を行い、自家神経移植と比較検討した。
　本発表では、iPS細胞と人工神経を用いた末梢神経の再生医療について研究の現況を紹介し、
臨床応用へ向けて今後の方向性や課題について考察したい。
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RA手関節に対する新規人工手関節の開発と臨床応用

○岩崎 倫政1, 本宮 真2, 近藤 真3, 石川 淳一4

三浪 明男5

1北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野, 2帯広厚生病院　整形外科

3北海道整形外科記念病院, 4ていね整形外科リハビリクリニック

5北海道中央労災病院せき損センター　整形外科

RA手関節に対する手関節再建術の主な目的は、除痛と手関節機能の獲得である。しかし、これ
まで行われてきた部分的手関節固定術をはじめとする再建術では、この両者を同時に獲得する
ことは困難であった。演者らは、この問題点を解決するために本邦初となる人工手関節の開発
を行ってきた。
過去に、海外においていくつかの人工手関節が臨床応用されてきたが、術後早期のゆるみ、脱
臼、インプラント破損等の問題により、満足すべき成績は得られていない。これに対し、演者
らは、過去に使用された機種の問題点を解決すべく新たな開発コンセプトに基づく人工手関節
の開発に着手した。その基本的コンセプトは、手関節の生理的運動に近似し、軟部組織への負
荷が少ないと考えられているダーツスローモーション(投げ矢運動）の再現が可能な人工手関節
を開発することである。基本となるデザインは、半拘束型でjoint lineは手根中央関節に一致
させた。臨床応用に必要な基礎的データを採取した後、PMDA相談等の必要な手続きを経
て、2009年に医師主導型治験を開始した。本治験は、単群、オープン、2施設共同試験で施行し
た。全手関節固定術が適応となるRA患者20例20手を対象とし、術後18か月にて本治療法の臨床
およびX線検査を施行し有効性と安全性を評価した。
本発表では、新規人工手関節の開発経緯と術後18か月の短期成績を報告する。
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Collagenase Fasciotomy For Complex Dupuytren’s Contracture

○Lawrence C. Hurst

Department of Orthopaedics, State University of New York, Stony Brook, USA

Auxilium agreed with Asahi Kasei Pharma to develop XIAFLEX (CCH) in Japan.  Xiaflex
was launched in Japan in September 2015.  Since 2010, Xiaflex has been used 118,000+
times in the USA.

In my 855 patients, nodules [323 (38%)] were treated by observation.  Sixty (7%) had
open surgery.  Cords [472 (55%)] have been treated with CCH.  I have done 753
clinical injections [472 patients (56 double doses) and 257 research patients].
Total experience is 729 patients.

A split dose or two simultaneous doses (56) can be used safely for complex cords. For
all injections, multiple aliquots are injected after determining targets in the
cords.  Aliquots are injected under tension in a longitudinal pattern but thick cords
require a transverse pattern.  Areas with skin adherence or proximity to tendons are
avoided.  Injecting CCH without stopping anticoagulants can be done.  A Four Step
extension procedure is used with lidocaine block.  In (49) with comorbidities or high
anxiety, patients were sedated.  Finger extension can be done at 24, 48 or 72 hours.

Central cords causing MP FC (34%), PIP FC, (14%) and combined MP& PIP flexion
contractures have been treated.  “Y” cords (10-15%), crow foot” cords, “Super Y”
Cords are successfully treated.  Recurrent PIP contractures caused by cords with
stiff joints and attenuated extensors have been treated with Xiaflex with a Digit
Widget.  Adjacent thin cords are treated with a single split dose.  Commissural cords
and thumb radial cords (4%) have been treated along with cords causing DIP
contractures.

The finger extension procedure of the MP joints achieved full extension in 90%. The
MP contractures improved 91% (46 o) and PIP improved 73% (38 o).  In 753 injections,
repeat injections (226) were done for other contractures, occasional incomplete
release or rare recurrence.  Ecchymosis of the injected hand occurs.  Skin tears (18-
20%) can be minimized by a gentle extension that avoids pressure on blisters.  Tears
heal spontaneously.  Allergic-type reactions are very rare.  One flexor tendon injury
seen.

The Phase III CORD I study documents the recurrence at five years.  Dupuytren’s
disease cannot be cured.  Patient satisfaction with CCH is outstanding.
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大脳基底核の異常ジストニアに対する手の外科手術の応用

○仲尾 保志

医療法人社団　元赤坂クリニック

【目的】ジストニアは、大脳基底核領域の異常が原因とされる難治性の筋異常収縮疾患であ
る。今回、ジストニアに末梢の手の外科手術を応用し、手術的治療の可能性について検討し
た。【対象と方法】当院を受診したジストニア患者で、2007̃2015年に手術治療した33例(男19
女14、左12、右21、手術時平均年齢42.8才)を検討した。主訴は、不随意の手指過屈曲27例(隣
接指の過伸展を8例、手関節過屈曲を３例に合併)、手指過伸展５例、手関節過屈曲１例であ
り、術式は屈筋腱の切離延長29例に(FDS4例、FDP5例、FDP＋FDP18例、FDP＋FDP＋
FCU1例、FCU1例)、伸筋腱の切離延長(EDQ、EIP＋EDC2、EDC2、EPL各１例)を４例に行った。結
果は悪化・不変(poor)、改善少なく不自由度高い(fair)、症状改善、不自由度わずか(good)、
完治(excellent)の4段階に分類した。【結果】Excellentは９例(27%)、goodは13例(39%)で、術
前の症状が１指に限定するもの、複数指でも症状の単純な症例の成績がよかった。Fairは9例
(27%)、poorは2例(6%)であり、様々な症状が合併して愁訴が複雑な症例の成績は、悪い傾向が
見られた。またfair、poorの症例のうち7例では、術直後に軽減していた愁訴が時間の経過で再
び悪化し成績の不良に至っていた。術式では、FDSもしくはFDPの単独延長より、両者の同時延
長の成績がよかった。【考察】単独指に限局もしくは症状が単純なジストニアでは、腱の切離
・延長などの手の外科手術によって、高率に手指の不自由度を改善できることがわかった。術
後に症状が再燃した症例では、不十分な延長や主訴以外の症状の顕著化などが原因の一つと思
われ、術前の症状に応じた延長の程度の調整や手術手技の選択が重要と思われた。
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手肘の外科領域におけるJuggerKnot Soft anchor1.0mm Mini,1.4mm
Shortの使用経験

○志村 治彦1, 串田 淑久1, 二村 昭元2, 藤田 浩二3

宮本 崇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】JuggerKnot Soft Anchorは金属を使用することなく靭帯・腱の修復が可能であ
る。手肘の外科領域における当院使用例の合併症について検討を行った。【対象と方法】対象
は2013年4月以降にJuggerKnot Soft Anchor 1.0mmMiniまたは1.4mmShortを用いて手術加療を行
った18例40本である。術後3か月以上経過観察できなかった症例は除外した。平均年齢は
43.6（23-71）歳、男性15例女性3例であった。対象疾患は手指側副靭帯損傷7例、手指伸筋腱断
裂3例、手指屈筋腱断裂1例、手根骨間靱帯断裂2例、肘側副靭帯断裂5例であった。平均経過観
察期間は5.9（3-13）か月であった。これらの症例に対して診療録をもとに、術中・術後合併症
について調査した。【結果】JuggerKnot 1.0mm Mini　24本中4本（インサーター折損3本、挿入
後逸脱1本）に、1.4mm Short16本中3本（インサーター折損2本、挿入後逸脱1本）に術中合併症
を認めた。挿入不能例や逸脱例では、再ドリリング後に新しいJuggerKnotを挿入したか、別の
場所に挿入するかで対応することが可能であった。全18例を手術施行時期で初期・中期・後期6
例ずつに分けると、術中トラブルのあった症例は初期3例、中期3例であった。術後合併症は、
感染・縫合糸の露出など特に認めなかった。【結語】JuggerKnot Soft Anchorは有用なシステ
ムであったと考えられるが、挿入時にトラブルを認めることが多かった。デバイスの使用には
「慣れ」が必要であり、術前にデモンストレーションを十分行い挿入失敗を減らすようにしな
ければならない。
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新規に薬事承認されたPatient-Matched Instrumentを用いた矯正骨切術

○岡 久仁洋, 大浦 圭一郎, 阿部 真悟, 田中 啓之
村瀬 剛

大阪大学　整形外科

【はじめに】我々は上肢変形に対して解剖学的に正確な3次元的矯正を目標とし、患者適合型の
骨切ガイド・プレートの開発を進めてきた。これらの技術は2014年4月にPatient-Matched
Instrument（PMI）として新規に薬事承認され、2例の上肢変形に対しPMIを用いて変形矯正手術
を施行したのでその手術手技と成績を報告する。【方法】対象はPMIを用いて矯正骨切術を施行
し、6ヶ月以上経過観察した内反肘変形と橈骨遠位端変形の2例である。CTデータから3次元骨モ
デルを作成し、正常骨モデルを参考に矯正骨切シミュレーションを行った。矯正後の骨表面形
状に適合し、最適な位置にスクリューが設置できるプレートをデザインした。また、矯正前の
骨モデルを用いて、プレートスクリュー孔をプレドリリングするためのガイドと骨切スリット
を設けた骨切ガイドをデザイした。手術は、ガイドにしたがってプレドリリング、骨切を行っ
た。スクリュー孔にロッキングスクリューを挿入し、プレートを設置することで自動的に変形
は矯正された。臨床評価は対象関節の可動域、握力、疼痛、有害事象を、画像評価は術前シミ
ュレーションと術後の誤差を評価した。【結果】2例とも良好な骨癒合を得た。内反肘は肘関節
可動域が10°改善し、握力の低下、疼痛、有害事象は認めなかった。橈骨遠位端変形は手関節
屈伸、回内外可動域が各々40°、30°改善し、握力は健側比で術前75％から術後94％に改善
し、疼痛、有害事象は認めなかった。シミュレーションとの誤差は正側面像で内反肘は
0.9°、0.9°、橈骨遠位端変形で2.8°、0.3°と予定どおりの矯正が行われてい
た。【考察】PMIは使用する術者の意見を反映し、個々の症例に対して最適な形状にデザインす
ることが可能であり、3次元的に正確な矯正を簡便に行うことができる有用なinstrumentであ
る。
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上腕動脈穿刺カテーテル後のコンパートメント症候群

○斧出 絵麻1, 岡田 充弘1, 上村 卓也1, 高松 聖仁2

中村 博亮1

1大阪市立大学　整形外科, 2淀川キリスト教病院

【目的】心臓血管カテーテルの主な穿刺部位は大腿動脈、上腕動脈、橈骨動脈であるが、近年
は術後の安静度制限が少ない上肢の動脈穿刺が好まれる傾向にある。しかし出血や仮性動脈瘤
などの合併症も存在し、特に上肢コンパートメント症候群は緊急治療を必要とし、治療の遅れ
は成績低下につながる。今回、上腕動脈穿刺後のコンパートメント症候群についてその治療経
過を報告する。
【方法】症例は4例4肢、女性1例、男性3例で受傷時平均年齢は58歳（49-78）であった。冠動脈
狭窄症2例、急性心筋梗塞1例、閉塞性動脈硬化症1例に対して、上腕動脈穿刺によるカテーテル
検査または治療が施行され、その後、穿刺側の上肢コンパートメント症候群を生じたため当科
紹介となった。早期に紹介となった2例では、緊急手術（前腕筋膜切開・血腫除去）を行い、い
ずれも上腕動脈穿刺孔の縫合を必要とした。穿刺後同日に紹介となった1例の術後経過は良好で
あったが、穿刺後4日で紹介となった1例はすでに筋壊死が生じており、その後デブリードマン
手術を複数回必要とした。他の2例は初期治療として保存療法が行われ、穿刺後12か月で紹介と
なった1例は、高位正中神経麻痺に対して血腫除去・神経剥離術を施行した。穿刺後4か月で紹
介となった1例は、フォルクマン拘縮に対して前腕屈筋群前進術を施行した。
【考察】上腕動脈穿刺後のコンパートメント症候群を予防するには、穿刺部を十分に圧迫止血
することは当然であるが、もしコンパートメント症候群を合併した場合、筋・神経組織の虚血
解除のために早期手術が必要であり、同時に出血をコントロールするために穿刺孔の縫合も必
須である。また上肢の動脈でもコンパートメント症候群を起こしにくい橈骨動脈を選択し、コ
ンパートメント症候群は緊急治療が必要であることを周知する必要がある。
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転落によって受傷した小児上肢領域骨折における転落高度と身長の
関係の検討

○木場 健1, 中村 大輔2, 天羽 健太郎1, 岡田 恭彰1

黒田 栄史1

1聖路加国際病院　整形外科, 2聖路加国際病院 救急部

【目的】当院を受診した転落を契機とした小児上肢領域骨折の実態調査を行い, 同傷病の疫学
的考察の一助とする.【方法】2014年4月̃2015年9月の期間に当院を受診した15歳以下の上肢領
域骨折のうち, 転落が受傷機転の105 例 ( 男 性 : 57例 , 女 性 : 48 例 ) を対象とした.調
査項目は年齢, 性別, 身長, 体重, 受傷側, 診断, 転落した高さ, 治療法とした.【結果】症例
は105例で, 非骨折群は30例, 骨折保存的加療群51例, 観血的治療群54例であった. 受傷時平均
年齢は5.6歳(1歳̃15歳),骨折型は橈骨遠位端骨折16例, 肘関節周囲骨折 (上腕骨顆上骨折, 上
腕骨外側上顆骨折, 橈骨頭骨折)70例, 前腕骨骨幹部骨折19例であった.また患者の身長に対す
る転落高度の比は手術治療群が有意に高く, 70%を越えると有意に手術治療群の割合が高くなっ
た.【結論】非骨折群よりも骨折群(保存療法群もしくは手術治療法群)の割合が高い理由とし
て,当院が３次救急であることが考えられた. 即ち, 手術になる可能性があると判断され救急車
で搬送される例や両親が骨折を疑って受診する例は,必然的に骨折と診断されるケースが多いか
らである.また患者の身長に対する転落高度の比は手術治療群が有意に高くなるのは位置エネル
ギーが高くなり, より大きいな外力での外傷となることが理由として考えられる.
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手外科疾患の術前説明に, タブレット端末を用いる影響　―予備調
査―

○大石 崇人1, 森本 祥隆2, 猿川 潤一郎1, 素村 健司1

山崎 薫1

1磐田市立総合病院　整形外科　, 2浜松南病院

【背景】近年, タブレット端末を患者説明に用いた報告が散見されるが, タブレット端末を用
いた説明とこれまでの書面を用いた説明(従来法)を比較した報告は稀である.
【目的】手外科疾患の術前説明にタブレット端末を用いる利点を明瞭にするための予備調査と
して, 従来法への患者評価, およびタブレット端末使用に対する抵抗感についてアンケートを
行うこと.
【対象】平成27年1月から10月までに, 当科で手根管症候群（CTS）, 橈骨遠位端骨折（Fr）に
対し手術を計画した症例で, アンケートを回収できた28名. 男性10人/女性18人, 平均年齢
68.0歳, CTS 23例/Fr 5例.【方法】外来で従来法による手術説明を行い, 無記名のアンケート
（5段階評価で6項目の設問：a手術内容, b合併症, c説明内容が確認できたか, d説明時間の満
足度, e書面と画像を用いた説明との比較, fタブレット端末を用いた説明への抵抗感）を渡し,
提出された結果を集計した. 検討項目は6項目に加え, 説明担当医師の経験年数, 説明時間とし
た.
【結果】 説明医師経験年数（5人）：平均10.8 年, 説明時間：平均15.6分. アンケート項目a
大変わかりやすい82.0%, ｂ大変わかりやすい８5.7％, ｃとても確認できた78.5%, dちょうど
よかった96.4%, e画像高評価46%/書面高評価7%, f感じない+それほど感じない計80%.
【考察】従来法への患者評価は概ね良好でタブレット端末の使用の受入も良好であったが, 抵
抗感を示すケースがあり一律に使用することはできない可能性が示唆された.本検討では診断か
ら手術までの期間や受診回数などの患者の疾患への理解にかかわる影響は評価できなかった。
説明時間の長さは患者評価には影響しておらず、主観的な設問では患者の理解度や満足度を評
価することは困難な可能性があり, アンケート手法に工夫を要すると考えられた.
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当院における労働災害による手外傷　4年間の検討

○松尾 亮平, 楠瀬 浩一, 武光 真志, 浅沼 雄太
井下田 有芳

東京労災病院　整形外科

【目的】本邦での労働災害は年々減少傾向ではあるが2014年度でも１2万件ほどの報告がある．
なかでも手・指の外傷は多い.当院では2009・2010年度の労働災害による手外傷277例について
の検討を既に行っているが，今回さらに2011・2012年度の症例を加え報告する.【対象と方
法】2009年4月から2013年3月までの4年間に当院を受診した労働災害による手外傷528例を対象
とした.検討項目は,１）年齢・性,２）受傷日時（月,曜日,時刻）,３）受傷側,４）受傷部
位,５）受傷機転,６）受傷内容とした.【結果】１）年齢・性：528例の内訳は男性472例,女性
56例,受傷時年齢は30代が最も多く,続いて20代，40代の順であった．２）受傷日時：月別では
９月が最も多く,７・12月は少ない傾向にあった.曜日別では月曜日～金曜日が土日祝日と比較
し多い傾向にあり,時間別では11時台，15時台に多かった.３）受傷側：左274例,右251例，両側
３例であった.４）受傷部位：左中指末節部が最も多く,左右示指末節部と続いた.５）受傷機転
は挟まれ・巻き込まれによるものが多かった．６）受傷内容：骨折，脱臼，挫創が多い傾向で
あった．【考察・結語】本邦での労働災害による手外傷のまとまった報告は比較的少ない.本報
告が職場の危険性を見つけ出す一助となり,労働災害の減少につながれば幸いである．
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一般住民における上肢機能満足度とロコモティブシンドロームの関
連について

○田鹿 毅, 山本 敦史, 大谷 昇, 大倉 千幸
高岸 憲二

群馬大学　医学部　整形外科

【目的】我々は一般住民において上肢機能満足度とロコモティブシンドロームの関連を調査す
ることである。【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った。対象は全
住民の7.3％にあたり男性117人、女性209人、合計326人平均年齢67.1（30～92）歳であった。
問診にて年齢、利き手、労働強度、労働における手作業頻度を調査した。また上肢機能評価に
Hand10を行い、ロコモ度評価にロコモ25を施行した。両側握力、母指、示指のKeyピンチ力をそ
れぞれ2回測定しその平均値を算出した。統計学的手法は、年齢、体重、身長、BMI、利き手、
非利き手側の握力平均値、Keyピンチ力平均値、ロコモ25スコア、Hnad10スコアの相関は
Sperman'sの順位相関係数を用いた。また目的変数をロコモティブシンドロームの有無（ロコモ
25スコアにおいて16点以上をロコモティブシンドローム有とした）とし、説明変数を上記検討
項目とし、単変量、多変量解析を施行した。危険率5％未満を有意とした。【結果】Hand10にお
いて何らかのスコア（スコア合計：最小1点-最大38点）を記した参加者は140人(43％)に認め
た。ロコモ25スコアは年齢、Hand10スコアと有意な正の相関を、体重、身長、両側手握力、両
側Keyピンチ力と有意な負の相関を認めた。目的変数をロコモティブシンドロームの有無とした
多変量解析ではBMI(オッズ比1.15、95%信頼区間：1.03-1.29）、Hand10スコア（オッズ比
1.10、95%信頼区間：1.05-1.15）において有意な関連を認めた。【考察】ロコモティブシンド
ロームは上肢機能満足度と有意な関連を認めた。上肢機能の向上はロコモ度改善の一助である
ことが示唆された。
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手のスポーツ損傷の治療―早期復帰と確実な復帰を目指してー

○田中 寿一

兵庫医科大学　整形外科学教室

手部の外傷は、スポーツ活動において、多発し、日常診療上遭遇する事が多い。アスリート
は、一般の患者に比して、早期復帰を望み、手術時期の選択や術式など特殊な対応を要するこ
とが多く、厳しい条件下での治療を余儀なくさせられる。このために、解剖学的な整復と確実
な固定が最小侵襲手技で得られれば、より早期の復帰が可能になる。例えば、手舟状骨骨折で
は、Hebert screwに替わるcannulated TypeのDabule thraed型 screwにて小皮切での刺入固定
が容易に行えるようになり、偽関節に至らせないためのも、第一選択となっている。また、靱
帯損傷の治療は、再受傷の機会が多いスポーツ選手においては、関節に緩みを残さない適切な
治療が要求され、新鮮例ではBone suture anchorにて、原位置に早期に修復することが必要で
ある。一方、早期復帰を焦るあまりに、早すぎる復帰で障害が遺残し、競技生活を短くするこ
とも稀でない。このため、治療する側は、より高度な技量が求められる。加えて、トップアス
リートを治療する医師は、トップ技術を持ち、且つ自身の技量に見合った施行と、患者ならび
にその周囲関係者(トレーナー・フロント)への術前の密接なインフォームドコンセントが不可
欠である。結果、復帰し競技で活躍する姿は、そのアスリートが、人生で一番輝いている姿で
あり、手伝いができた充実感・満足感は何物にも代えがたい達成感である。多くの手外科医
が、一人でも多くのアスリートを人生で一番輝かせる仕事に従事することを切に願い、講演で
はこれら日常良く遭遇する本領域の代表的スポーツ傷害の治療の実際とpitfallを述べ、特に最
小侵襲手技を駆使した、より早期で、確実なスポーツ復帰をめざした治療に言及する。
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Arthroscopic Management of Stiff Elbow

○In-Ho Jeon

Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Centre, University of Ulsan, Korea

The axial force transmission through the radiocapitellar joint is higher in forearm
pronation during physiological muscle contraction and the clinical interest being
confined only to the articulation between the fovea of the radial head and the dome
of the capitellum.
The zona conoidea is the surface area of the lateral trochlear ridge and has been a
focus of anthropological and comparative anatomy studies. These features have been
assumed to provide intrinsic stability and act against dislocation. The lateral
trochlear ridge, zona conoidea is well developed in both humans and chimpanzees, but
is largely non-existent in baboons. We found maximum contact between the radial head
bevel and the zona conoidea at full supination. Forearm supination resulted in
significant contact between the radial head bevel and the zona conoidea due to unique
geometry of radial head, which implies initiation of osteoarthritis of the elbow.

The treatment of stiffness due to elbow arthritis was classically done in open
procedures, yet worsening of residual pain and stiffness, infection are possible
complications of open surgery. Arthroscopic procedures have advantages in minimizing
damage to surrounding soft tissues and relieving post-operative pain allowing the
patients to start early mobilization and easy rehabilitation. Recent trend of
arthroscopy is to draw equal clinical outcomes compared to existing open surgery by
incising minimally and starting early rehabilitation to lessen patients’ pain and
achieve better range of motion. Significant improvement of pain and elbow motion in
patients who underwent arthroscopic treatment. For complete capsulectomy, exact
location of peripheral nerve from inside is mandatory. Prophylatic ulnar nerve
decompression is recommended in high grade stiff elbow. Tips to avoid potential
neurologic complications and surgical outcome will be presented.
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エコーガイド下の手関節鏡手術

○山本 美知郎, 西塚 隆伸, 岩月 克之, 栗本 秀
平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【はじめに】手関節ガングリオンに対する鏡視下手術は手外科医を中心に普及してきている。
低侵襲にガングリオン基部のone-way valveを切除することで根治させるものであるが、報告が
増えるにつれて再発率は従来の切除術にせまり2～3割に昇ってきている。更に、背側例では伸
筋腱断裂、伸筋腱滑膜炎の発生や掌側例では橈骨動脈、正中神経さらに橈骨神経浅枝の損傷な
ど合併症の報告も出てきている。我々は鏡視だけでは同定困難なガングリオン基部を可視化
し、合併症を防ぐために術中にエコーを併用してきた。今回、背側例と掌側例の治療成績を比
較し報告する。【対象と方法】エコーガイド下に鏡視下手術を行った42例を対象とした。男性
15例、女性27例で平均年齢35歳（13～73歳）であった。掌側例は16例で背側例が26例だった。
手関節可動域、握力、Hand20スコア、疼痛スコアおよび再発について術前後および両群間で比
較した。【結果】術後平均経過観察期間は掌側例が19ヶ月で背側例が22ヶ月であった。手関節
可動域、握力およびHand20スコアは術前後共に両群間に差を認めなかった。Hand20スコアと疼
痛スコアは両群共に術後有意に改善した。掌側例のうち2例でシェーバーが届かず切開切除に変
更した。背側例のうち6例(23%)に再発を認めたが、掌側例では再発を認めなかった
(P＜0.05)。【考察】手関節背側ガングリオンは掌側例よりエコーガイド下の鏡視下切除におい
て有意に再発率が高かった。エコーを用いることで橈骨動脈など周囲組織との位置関係を確認
しながらシェーバーを使用できることで、合併症を予防し良好な結果が得られたと考えられ
る。エコーガイド下鏡視下切除は手関節掌側ガングリオンにおいて特に有用である。
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手関節鏡視下滑膜切除術

○建部 将広, 平田 仁, 山本 美知郎, 栗本 秀
岩月 克之

名古屋大学　手の外科

【目的】手関節鏡の利点は“鍵穴”でできる事で、皮膚切開が小さいため従来の手術に比べ、
術後の疼痛が少ない、術後感染の減少、外来手術が可能で早期社会復帰可能といった点が挙げ
られる。今回鏡視下滑膜切除術を行った症例を検討した。
【方法】非外傷性・慢性疾患に対し手関節鏡視下手術・滑膜切除術を施行したRAおよび単関節
炎などの手関節炎40例、ガングリオン33例を調査した。手関節鏡のポータルは3-4,4-5、MCR,
MCU,DRUJ（近位・遠位）を用い、適宜1-2や6Uを使用し、滑膜切除は各種シェーバー・VAPR等を
用いた。なお、ガングリオンについては適宜術中エコー併用して滑膜切除を行っている。
【成績】手関節炎の症例40例中男性29例、女性11例で、平均年齢30歳。術前にRAと診断された
ものは5例、高尿酸血症を2例に認め、膝関節結晶性関節炎の既往1例であった。鏡視下切除した
滑膜の病理検査よりRA疑いは3例でその後確定診断された。2例でその後Open surgeryを追加し
た。術前より診断がついたものや術後に診断が着いたものは少数であった。ガングリオンの症
例は33例で、男性17例　女性16例で平均年齢30.1歳。再発は3例に認め全例女性でうち2例は再
度関節鏡にて切除可能であった。
【結論】関節鏡視下のデブリードマンは、単関節であれば、診断は困難であっても除痛や機能
回復には優れていると報告されている。また、ガングリオンの再発率・合併症発生率は、鏡視
下で行ったものが良好とされており、直視下切除は瘢痕形成が避けられず、再発時の手術も困
難なことから、鏡視下手術がより優れると考えられる。手関節鏡視下滑膜切除は関節内の所見
を確認でき、有効な治療手段であると考える。

S63



1-3-P3-3

母指CM関節症に対する鏡視下手術

○面川 庄平1, 吉良 務2, 大西 正展2, 速水 直生2

田中 康仁2

1奈良県立医科大学　手の外科学, 2奈良県立医科大学　整形外科学

母指CM関節症の治療目標は、除痛と母指機能の回復である。その手術方法は多岐にわたるが、
合併症を最小限にする術式が選択される。良好な可動域と筋力を獲得するためには、母指の変
形矯正と安定性の獲得が重要である。これらの観点から、我々は鏡視下関節形成術を行ってき
た。今回その術式の実際とpitfallについて言及する。母指CM関節症を有し、最低3か月以上の
保存的治療に抵抗した患者を手術適応とした。Eaton分類でStage3が対象となるが、stage2でも
軟骨の変性が著しいもの、Stage4でSTT関節の症状が乏しいものや症状があっても併用手術によ
り適応とした。最近は橈骨神経に関する合併症を避けるために、橈骨・正中神経のInter-
nervous plane上に皮切し、1-R portalとthenar portalを作成している。大菱形骨遠位の軟骨
変性の程度を観察し、Radiofrequency probeを用いて滑膜切除した。Surgical burで大菱形骨
を部分切除した後に、長母指外転筋腱の半載腱を中手骨付着部から約5cm採取した。腱採取の皮
切もInter-nervous planeで作成した。採取した半載腱を第2中手骨基部に誘導し、TJ screwで
固定した。術後約1-3週間の外固定ののち、運動療法を開始した。評価項目は疼痛（VAS）、ピ
ンチ力、DASH日手会版、カパンジテストで、術前後の成績を統計学的に比較した。レントゲン
評価でCM関節裂隙・亜脱臼の有無を調査した。観察期間は平均3年であった。術前後の疼痛、機
能評価は有意に改善した。術後合併症として、一過性の橈骨神経刺激症状を認めたが、皮切の
工夫により回避できた。レントゲン評価では術前存在した橈背側への亜脱臼は改善し、経時的
察でCM関節の亜脱臼や狭小化の再発を認めなかった。鏡視下関節形成術は術後の関節機能の向
上に寄与すると考えられた。
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母指CM関節症に対する鏡視下靭帯形成術の適応～重症度による治
療成績の検討

○辻井 雅也1, 塚本 正1, 植村 和司2, 藤澤 幸三3

須藤 啓広1

1三重大学　医学部　整形外科, 2植村整形外科, 3鈴鹿医療科学大学

【目的】母指CM関節症(CM-OA)に対する鏡視下手術はEaton-Glicklel(E-G)分類stage2までの軽
症例での検討が多い.当科で施行した鏡視下靭帯形成術の治療成績を評価し,重症例への適応を
検討した.
【方法】対象は1年以上の経過観察をした20例,平均年齢66歳,女性15例,男性5例,E-G分類
2:7例,3:13例で鏡視下に大菱形骨(Tm)を部分切除し,長掌筋腱をThompson法に準じ第1・2中手骨
間,背側にも第2中手骨背側から長母指外転筋腱に靭帯形成術を行った. DASH,可動域,握力,ピン
チ力,単純X線(Tm腔,第1中手骨亜脱臼)を術前と術後3ヵ月毎に評価した.術前と最終時を比較,E-
G分類と不安定性(第1中手骨亜脱臼＞4mm)の有無で比較検討した.さらに術後1年までの成績の推
移を検討した.
【結果】観察期間は平均2年(1-3.5)でDASHは術前平均44.8から最終17.6へ有意に低下, 可動域
は術前より減少する傾向にあったが有意でなく,握力とピンチ力は有意に増大した. 最終時の治
療成績はE-G分類3や不安定性例でも可動域以外は有意な改善であった.またDASHは術後 6ヵ月以
降,握力は3ヶ月,ピンチ力は指腹で9ヵ月,側が12ヶ月で有意に改善した. X線にてTm腔は術前よ
り低下するも有意でなく術直後から最終まで維持され,第1中手骨は有意な矯正で,重症例も術直
後の状態が保たれた.
【考察】CM-OAは若年で手術加療が適応されることもあり,侵襲を小さく,健常組織を温存する目
的で関節鏡が用いられることが多い.しかし当科の過去の検討で鏡視下interpositionは第1中手
骨の矯正が維持されず,部分切除のTmが圧潰する例も認めた.今回の検討で靭帯形成の追加が重
症例でも良好な成績で,第1中手骨の有意な安定化が示せた.短期ではあるが,鏡視下靭帯形成術
は重症度に関係なく適応でき,健常組織を保護することで更なるsalvageにも適応でき,有用な初
期治療の一つと考えられた.
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舟状骨骨折に対する関節鏡の応用

○坪川 直人, 森谷 浩治, 成澤 弘子, 牧 裕
吉津 孝衛

新潟手の外科研究所

【目的】舟状骨骨折，偽関節の診断，病態把握，治療に対する手関節鏡の応用について報告す
る。
【方法】1) 舟状骨新鮮骨折に対する手関節鏡の応用-X線, CTでは診断困難な合併靭帯損傷，骨
折の不安定性，合併骨折の診断を行う。舟状骨骨折は単なる骨折ではなく月状骨周囲脱臼骨折
に密接に関連し，骨折の不安定性に関与している。舟状月状骨靭帯，月状三角骨靭帯損傷では
Gessler分類3以上では，舟状月状骨関節，月状三角骨関節を仮固定する。新鮮骨折では術後の
整復，骨接合状態を確認し術後外固定期間を決定する。2) 舟状骨偽関節に対する手関節鏡の応
用-手関節鏡で，偽関節部の不安定性が全くなく骨癒合していると判断可能であれば無駄な骨移
植，骨接合手術を行わないで済む。偽関節に対しては，鏡視下腸骨移植が可能である。嚢腫状
の舟状骨偽関節に対して，内固定のみで骨癒合するとの報告もあるが早期に確実に骨癒合を得
るためには鏡視下腸骨移植が必要である。DISI変形，Humpback変形も軽度であれば矯正可能で
ある。しかし変形矯正後に，大きな骨折欠損がある症例では通常の楔形の腸骨移植内固定が必
要である。長期間の偽関節例で偽関節部の硬化像が非常に強い場合は器具が偽関節部の硬度に
負けてしまうため手術器具，手術方法の改良が必要である。偽関節部が遠位部，遠位部で手根
中央関節から偽関節部が鏡視できない症例では鏡視下骨移植法は困難であり，近位骨片の骨壊
死例，SNAC（Scaphoid Nonunion Advanced Collapse）などの変形性関節症例では適応がない。
しかし適応を選べば鏡視下骨移植術は舟状骨血行，周囲靭帯構造を温存する最小侵襲外科であ
り，骨癒合が早く，早期に握力，可動域が得られる利点がある．
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手背・指間部再建に有効な皮弁は何か？　～後骨間動脈皮弁VS橈骨
動脈穿通枝皮弁～

○鳥谷部 荘八

国立病院機構仙台医療センター　形成外科手外科

【はじめに】逆行性後骨間動脈皮弁は手背部の皮膚軟部組織欠損や第１指間形成後の欠損部再
建に最もよい適応があるとされ教科書にもよく記載されている。しかし後骨間神経との解剖学
的な位置関係や手技の煩雑さにより容易な皮弁とは言い難い。一方、同部位の被覆に対しては
近年橈骨動脈穿通枝皮弁による再建が報告されてきた。両者の皮弁を比較し、その特徴と注意
点について報告する。【対象と方法】2004年から2015年にかけて当科で手術を行った患者を対
象とした。【結果】逆行性後骨間動脈皮弁は34例（男性28例、女性6例、平均年齢49.7歳）。橈
骨動脈穿通枝皮弁は8例（男性6例、女性2例、平均年齢55.9歳）。原疾患として手背部皮膚軟部
組織欠損（外傷、熱傷など）、第１指間形成後皮膚欠損、腫瘍切除後再建などであった。逆行
性後骨間動脈皮弁34例中4例が解剖学的に挙上は不能であった。その他完全生着は29例、部分壊
死は１例であり、完全壊死例はなかった。一方橈骨動脈穿通枝皮弁は全例挙上可能であった
が、１例に部分壊死を生じた。【考察】逆行性後骨間動脈皮弁は橈骨動脈などの主要動脈の犠
牲なく挙上でき、薄くしなやかな皮弁として一般的に普及している。一方で栄養血管が細く分
岐が多いこと。特に前腕近位では伴走している後骨間神経が複雑に絡むことにより、挙上が容
易とは言い難い。とりわけ後骨間動脈本幹と後骨間神経の尺側手根伸筋への枝、後骨間動脈穿
通枝と後骨間神経本幹との交叉が問題になり、皮弁挙上が解剖学的に不可能である場合を経験
する。一方、橈骨動脈穿通枝皮弁は同様に橈骨動脈などの主要動脈の犠牲はなく、自由度が高
いものの、挙上には慣れが必要である。どちらの皮弁も手技的には容易ではないが、オプショ
ンとして習熟すべき皮弁であると考える。
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皮弁による肘部皮膚軟部組織再建

○根本 充1, 熊澤 憲一1,2, 秋本 峰克1

1北里大学　医学部　形成外科・美容外科, 2北里大学病院　救命救急センター

【はじめに】肘部周囲には余剰の皮膚軟部組織は少なく、肘部皮膚軟部組織再建のために挙上
できる有茎皮弁は限られているので、大きな皮膚軟部組織欠損が生じた場合には遠隔皮弁や遊
離皮弁による再建を考慮しなければならない。我々は当施設における皮弁を用いた肘部皮膚軟
部組織再建の現状について報告する。【対象と方法】対象は2005年1月から2015年10月までの間
に皮弁を用いて肘部皮膚軟部組織再建を行った16例とした。年齢、性別、適応疾患、選択した
皮弁、皮弁生着の有無、追加治療について調査し、当施設における皮弁による肘部皮膚軟部組
織再建の特徴や課題について検討した。【結果】年齢は27～76歳（平均44.6歳）、性別は男性
11例、女性5例であった。適応疾患は外傷後瘢痕拘縮7例、腫瘍3例、熱傷・電撃傷3、開放骨折
2例、膠原病1例であった。選択した皮弁は有茎皮弁5例（穿通枝皮弁3例、尺側反回動脈皮弁
2例）、遊離皮弁11例（鼠径皮弁2例、前外側大腿皮弁6例、広背筋皮弁2例、腹直筋皮弁1例）で
あった。皮弁はすべて生着した。皮弁減量を含む修正手術を5例に行った。【考察】肘部皮膚軟
部組織再建には組織の類似性から隣接する有茎皮弁を用いることが理想である。しかし、有茎
皮弁として挙上できる肘周囲組織は限られ、大きな皮膚軟部組織欠損には遊離皮弁や遠隔皮弁
が適応になる。我々は小範囲の再建には組織適合性から有茎皮弁を第一選択にしていたが、中
等度以上欠損の再建には欠損部の被覆という目的以外に機能再建に必要な筋や骨を含めること
のできる遊離皮弁を選択していた。また、再建に用いた皮弁のうち有茎皮弁では栄養血管とし
て穿通枝や尺側反回動脈が選択され、遊離皮弁では動脈吻合を分枝への吻合や端側吻合、flow-
through型吻合で行い、主要動脈の犠牲を回避していた。
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筋肉移植術による上肢機能再建

○服部 泰典, 土井 一輝, 坂本 相哲

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、近年では上肢の機能再建術に
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、有用な運動機能が獲得されることによって、手術の目的が達成
される。
筋肉移植術を成功させるためには移植筋の完全生着は当然であるが、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
多くの要因が必要である。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。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。
本発表では、筋肉移植術に必要な筋肉の基礎的な解剖、生理などを含めて、われわれが行なっ
ている薄筋を用いた全型腕神経叢損傷に対するdouble muscle法について解説する。
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上肢の骨欠損・偽関節に対する血管柄付き骨移植術による治療

○村田 景一1, 矢島 弘嗣1, 河村 健二1, 面川 庄平2

田中 康仁2

1市立奈良病院　四肢外傷センター, 2奈良県立医科大学　整形外科

【目的】血管柄付き骨移植術は外傷や腫瘍切除後の骨欠損の再建や難治性偽関節などの治療に
応用され, 優れた成績が報告されている. 本法は骨癒合期間が早い, 同時に軟部組織再建が可
能, 感染に強い, 血流の悪い部位での再建にも有効などの様々な利点を有する. 今回, 我々が
経験した上肢における血管柄付き骨移植術症例の成績を報告し, 問題点および適応について検
討した.
【対象】1979年から2015年までに血管柄付き骨移植術を上肢(手根骨を除く)の再建に使用した
症例は40例であった. 男性は24例, 女性は16例で, 手術時年齢は3～77歳(平均40歳)であった.
再建部位は鎖骨2例, 上腕骨15例, 前腕23例で, 使用した移植骨は腓骨23例, 腓骨頭6例, 肩甲
骨4例, 大腿骨内上顆7例であった. 肩甲骨移植は全例で有茎移植を行った. 腓骨移植の8例では
腓骨皮弁による軟部組織再建を同時に行った. 術後経過観察期間は12～204ヵ月(平均58ヵ月)で
あった. 以上の症例について骨欠損長, 骨癒合の有無, 骨癒合までの期間, 合併症などを調査
した.
【結果】骨欠損は線状(0cm)から18cm, 平均7.5cmであった. 骨癒合は全例で獲得され, 骨癒合
までの期間は2～14ヵ月(平均4.5ヵ月)であった. 合併症として上腕骨で移植骨の骨折1例, 上腕
骨骨頭壊死が1例, club hand deformityの再発が1例に発症した. 骨採取部の問題として腓骨例
で鉤爪変形が2例, 大腿骨内上顆1例で採取側の伏在神経領域に一時的な知覚障害を認めた.
【結論】上肢の骨欠損や偽関節に対して血管柄付き骨移植術は安定した成績が得られる優れた
治療法であると考えられた. 骨欠損が大きな症例に対しては腓骨が有用であるが, 肩甲骨は有
茎移植が可能な上腕骨近位部では有利である. 骨欠損の少ない症例に対しては大腿骨内上顆か
らの血管柄付き骨移植が有用であった.
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血管柄付き大腿骨内上顆移植による手部再建の新しい展開

○蜂須賀 裕己, 濱崎 貴彦, 泉田 泰典, 濱田 宜和
下瀬 省二

呉医療センター・中国がんセンター　整形外科

【目的】血管柄付き大腿骨内上顆(Medial Femoral Condyle (以下MFC)）移植は，小骨欠損・偽
関節に対する治療法として主に用いられてきた．しかし，同法により皮膚・関節軟骨などが同
時に採取できる点が注目され，近年では足関節や手根骨再建に用いた報告が散見される．当科
では2009年に同部より採取した骨膜を用いた全月状骨再建法を開発し，その後も関節を含めた
手部再建に応用しているので，その有用性について検討する．【方法】対象症例は5例で，女性
3例，男性2例，手術時平均年齢51歳である．疾患は骨腫瘍1例，外傷1例，骨髄炎3例．再建した
組織は指節間関節3例，月状骨1例，指節部1例．平均経過観察期間3年．手術では右膝内上顆か
ら骨膜と骨・軟部組織を採取した．次に，骨膜を関節や靭帯．腱付着部の形態に加工し，欠損
部位に組織を配置して血管吻合を行い移植した．臨床経過，画像所見，機能，採取部合併症に
ついて検討した．【結果】指節間関節を再建した2例で術後3ヵ月で腱剥離を必要とした．全症
例で移植組織の圧潰や感染，腫瘍再発は認めなかった．画像検査では経時的なリモデリングを
認め，骨膜を関節軟骨に代用した症例では月状骨の1例で三角骨との間に癒合が生じていたが，
その他の例では関節裂隙が維持されていた．DASH scoreによる機能評価は平均7.2であった．採
取部のしびれ・知覚鈍麻の訴えがあったが，膝関節の関節症性変化は認めなかった．【考察】
手部組織再建の特徴として，欠損組織が小さい反面，複合組織再建を要することが挙げられ
る．MFCによる再建法では，比較的容易にこれらの複合組織を同一部位から採取することがで
き，機能的・整容的損失も少ない．問題点としては組織の加工に工夫を要することや，関節面
として用いた骨膜の長期経過が不明であることが挙げられる．
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穿通枝皮弁による手の再建

○光嶋 勲, 成島 三長, 田代 絢亮, 播摩 光宣
山下 修二

東京大学　医学部　形成外科

1980年頃当時主流であった筋膜皮弁に対抗して本邦から発信した穿通枝皮弁は、その後欧米で
主流となり、1997年から毎年欧米においてlive surgeryと屍体解剖を主とした講習会がなされ
ている。手の外科に有用な遊離穿通枝皮弁としては、腹直筋穿通枝皮弁、前外側大腿穿通枝皮
弁、広背筋穿通枝皮弁、大殿筋穿通枝皮弁、内側足底穿通枝皮弁などがある。島状穿通枝皮弁
としては橈骨動脈穿通枝皮弁、尺骨動脈穿通枝皮弁、内外側上腕穿通枝皮弁などがある。最近
では、胸背腰部からのcapillary perforatorを用いた穿通枝皮弁（CP flap）である胸背動脈穿
通枝（TAPcp）皮弁や浅腸骨回旋動脈穿通枝（SCIP）皮弁などが低侵襲であり若い女性、小児に
対しても多用されつつある。また応用例としてflow-through型穿通枝皮弁、骨・神経・筋膜・
関節などを含めたキメラ型＆ハブ型合併移植、thin flap、perforator-to-perforator flapな
どがある。また穿通枝の微小解剖（microanatomy）に関するこれまでの知見から小移植片とし
て趾間部皮弁、神経弁、骨膜弁、筋膜弁、脂肪弁、リンパ節（管）弁、爪弁、関節弁なども開
発されている。今回は新しい皮弁、組織移植片の臨床応用、さらには将来の可能性に関しても
述べたい。
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橈骨遠位端骨折に対するStellar2プレートの治療成績

○筒井 美緒, 黒田 司

新須磨病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対し、Stellar2®（HOYA Technosurgical社)による治療を行ってき
たので、その治療成績につき検討した。【対象と方法】Stellar2による治療を行い3カ月以上経
過観察できた84例（女性64例、男性20例）を対象とした。骨折型はAO分類A3  10例、C2
28例、C3 46例。受傷時年齢は平均70.5歳（36歳～90歳）、経過観察期間は平均5.9カ月（3カ月
～23カ月）であった。併用手術は創外固定7例、舟状骨月状骨間のピンニング1例であった。X線
上の矯正損失（UV VT RI）、関節可動域、握力健側比、臨床成績（Mayo wrist score）、合併
症につき検討した。統計処理はTukeyの方法で行った。【結果】全例で骨癒合が得られた。経過
観察時平均の矯正損失値はUV VT RIそれぞれ0.9mm  0.6°0.3°、関節可動域は掌背屈
130.2°、橈尺屈59.9°、回内外176.1°、握力健側比80.3％、Mayo wrist score84.3点と概ね
良好であった。A3、C2、C3型で比較したがX線上の矯正損失、関節可動域に有意差は認めなかっ
た。Mayo wrist score A3 86.3、C2 88.0、C3 83.5点と、いずれも有意差を認めなかった。合
併症は、2例に長母指伸筋腱の皮下断裂を認め、１例はスクリューの突出によるもの、１例は骨
片による損傷と考えられ、2例とも固有示指伸筋腱移行術を行った。【考察】Stellar2はMono
axial typeのロッキングプレートであるが、関節内骨折に対し十分な固定性を有すると考えら
れる。スクリューの背側への突出には他のプレート同様、注意が必要である。
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当院における高齢者橈骨遠位端骨折に対するStellar 2 plateの治療成
績―関節外骨折と関節内骨折の比較―

○伊藤 りえ1, 瀧上 秀威1, 日塔 寛昇1, 坂野 裕昭2

齋藤 知行3

1国立病院機構横浜医療センター 整形外科

2平塚共済病院　整形外科・手外科センター, 3横浜市立大学　運動器病態学

【目的】橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートが用いられるようになり固定性が向
上したため高齢者の橈骨遠位端骨折の手術適応が広がった。今回我々は高齢女性の橈骨遠位端
骨折に対してStellar 2 plateを用いて内固定を行った症例の治療成績を検討した。【対象・方
法】当院でStellar 2 plateを用いて手術を施行し、6ヶ月以上経過観察可能であった65歳以上
の女性41例を対象とした。受傷時平均年齢は74.8歳、平均経過観察期間11.1ヶ月、骨折型はAO
分類でA型11例（A2：8例、A3：3例）、C型30例（C1：10例、C2：7例、C3：13例）。評価方法は
術直後、最終調査時のX線でpalmar tilt (PT)、radial inclination (RI) 、ulna valiance
(UV)を計測し、臨床評価はMayo Wrist Scoreを用いた。【結果】X線評価はA型の術直後平均
PT15.4°、RI19.5°、UV1.07mm、最終調査時PT14.3°、RI20.5°、UV1.95ｍｍで、C型は術直後
平均PT12.6°、RI19.5°、UV-0.44mm、最終調査時PT12.5、RI19.6°、UV0.28ｍｍだった。Mayo
Wrist ScoreはA型で平均88.3点、C型で平均90.0点だった。【考察】高齢女性の橈骨遠位端骨折
に対するStellar2プレートを用いた治療は骨折型に関わらず良好な整復位の保持が可能であ
り、また臨床評価も良好であった。Stellar 2plateは遠位ロッキングスクリューにcross
locking mechanismを採用することで広範囲かつ強固に固定することができ、骨脆弱性を有する
高齢女性においても有用と考える。
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橈骨遠位端骨折に対するVariAx plateの治療成績

○川本 祐也1, 岩月 克之1, 建部 将広1, 牧野 仁美2

平田 仁1

1名古屋大学　医学部付属病院　手の外科

2国家公務員共済組合連合会　東海病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対しPolyaxial locking plateがしばしば使用されてい
る。Stryker社VariAx plateにより治療した患者のうち、遠位列のみにロッキングスクリューを
挿入した症例につき検討したので報告する。【対象と方法】橈骨遠位端骨折に対しVariAx
plateを用いて治療した患者のうち、遠位列のみにロッキングスクリューを挿入し、3カ月以上
経過観察しえた138例を対象とした。男性30例、女性108例、受傷時平均年齢は64.8歳であっ
た。受傷から手術までの期間は平均6.2日、術後経過観察期間は平均6.5カ月であった。検討項
目として、臨床成績評価とX線学的評価を行った。スクリューのゆるみの定義は、X線にてスク
リューが逸脱しているか、またはプレートとスクリューの角度変化を認めたものとし
た。【結果】平均可動域は掌屈53.8°、背屈58.3°であり、握力健側比は80％であった。Mayo
modified wrist scoreはexcellent 20例、good 80例、fair 36例、poor 2例、平均82.5点であ
った。X線学的評価では26例にロッキングスクリューのゆるみが生じた。そのうち22例は尺側ス
クリューのゆるみであり、多くは術後1週から2週間で生じた。術直後と最終診察時の矯正損失
量は、ゆるみが生じた群はvolar tilt(VT)：1.6°、radial inclination(RI)：1.6°、ulnar
variance(UV)：1.8mmで、ゆるみが生じなかった群はVT：0.4°、RI：0.4°、UV：0.5mmであり
VT とUVにおいて有意差を認めた。臨床成績は両群間で有意差を認めなかった。【考察】概ね良
好な成績であったが、スクリューのゆるみは26例（18％）に生じた。Polyaxial locking plate
で遠位列のみの固定ではロッキング機構の破綻が生じやすい可能性があり、特にAO分類C型のよ
うに応力が集中する症例では、2列目にもスクリューを挿入するなど十分な注意が必要である。
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橈骨遠位端関節外骨折に対して施行したmonoaxial locking plate　と
polyaxial locking plateの比較検討

○青山 広道1, 藤田 浩二2, 二村 昭元2

1JAとりで総合医療センター　整形外科, 2東京医科歯科大学　整形外科

緒言）橈骨遠位端関節外骨折においてMonoaxial locking plateとPolyaxial locking plateの
比較検討を行った。対象と方法）2011年4月以降行ったAPTUS2.5、44手（以下P群）、2013年9月
以降行ったアキュロック2、34手を対象とした（以下M群）。平均年齢は67.0歳、69.2歳、男女
比は9:35、4:30左右比は21:23、17:17、骨折型はA2　17手、A3　27手（P群）A2　10手、A3　24
手（M群）であった。これらの症例に対してUV、VT、RIを術直後と最終診察時に計測しその差を
矯正損失とした。正面像においてプレート遠位中点と関節面までの距離で設置位置とし、比較
検討を行った。DSSの有無、手術時間についても調査した。結果）P群のうち21例でDSSが行われ
ていた。矯正損失についてUVは平均2.0mm（P群）0.8mm（M群）VTは平均
2.9mm（P群）1.7mm（M群）RIは平均2.0mm（P群）0.7mm（M群）でありUVとRIで有意にP群のほう
が矯正損失が大きかった。P群の内DSSを行った21例とM群を比較すると、両群間に有意差を認め
なかった。設置位置はP群平均4.2mm、M群平均3.8mm、手術時間はP群平均52.1分M群58.1分であ
りどちらも有意差は認めなかった（考察）monoaxialの場合、橈骨茎状突起や月状骨窩に確実に
スクリューを挿入できることから矯正損失が少なくなったと考える。浅野ら川崎らはmonoaxial
のほうがVTの矯正損失が少ないとしているが、我々の結果ではUV、RIで有意差を認めた。しか
しながらDSS症例では有意差は認めなかったことからpolyaxialの場合DSSを行ればmonoaxialと
同等の成績が得られると考えられる。川崎らはpolyaxialの不利な点として手術時間が長くなり
遠位設置になるとしていたが、手術時間は有意差を認めず、設置位置に関しても有意差は認め
なかった。
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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後平
均10年経過例の検討

○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　整形外科

【目的】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固定術を行い術後平均10年経
過した症例の長期治療成績について検討すること。【対象、方法】2003年10月から2006年9月ま
で、橈骨遠位端関節内骨折に対してDRV Locking plateを用いて手術を行い術後1年経過観察し
た症例69例のうち、術後約10年で治療成績の得られた25例25手を対象とした。男性11例、女性
14例、受傷時平均年齢53.4歳であった。AO分類ではC2-1型2例、C3-1型15例、C3-2型8例で、術
後平均経過観察期間は125か月であった。臨床評価には関節可動域、握力、Cooney評価、DASHを
行い、X線評価にはradial  inclination(RI)、volar  tilt(VT)、ulnar
variance(UV)、gap、step-offの計測、関節症性変化を術後1年時と比較した。【結果】最終観
察時平均関節可動域は手関節伸展79.6°、屈曲71.7°、前腕回内88.2°、回外88.4°、1年経過
時はそれぞれ74.9°、69.2°、76.4°、87.8°、平均握力健側比は最終観察時94.5%、1年経過
時85.7%、Cooney評価は最終観察時91.4点、優20例、良4例、可1例、1年経過時は90点、優
20例、良3例、可1例、DASHは最終観察時平均4.0、1年経過時5.3であり、いずれも有意差は認め
な か っ た 。 X 線 像 の 経 時 的 変 化 （ 骨 癒 合 時 / 1 年 経 過 時 / 最 終 観 察
時）は、RI(21.2/21.8/20.1°)、PT(9.0/8.5/9.4°)、UV(0.91/0.96/0.75mm)、gap
(0.14/0.08/0mm)、step-off (0.21/0.2/0mm)であり、関節症性変化は、最終観察時11例、1年経
過時3例であった。【考察】掌側ロッキングプレートによる橈骨遠位端関節内骨折治療の長期報
告はいままでない。今回、術後約10年の治療成績を1年経過時と比較した結果、関節可動域、握
力、Cooney評価、DASH供に良好な状態が維持されていた。また、関節症性変化は増加していた
が、臨床成績は保たれていた。
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Current Concepts and Challenges in Wrist Fractures with New Anatomical
Plate Designs

○Daniel B. Herren

Schulthess Klinik Zurich, Switzerland

The knowledge in the treatment of distal radius fractures has grown enormously over
the last years. The general goal in the treatment of theses fracture is the best
possible anatomical reduction of the radio-carpal as well of the distal radio-ulnar
joint. This is the prerequisite for an optimal functional outcome. The newest
generation of plates aims on one side to enhance the stability, thus allowing a more
rigid fixation even in severe instability and defect situations. On the other side a
more fracture specific fixation is possible, addressing the individual
characteristics of the fracture situation.
Another goal for the new generation of plates is to lower the complication rate. The
most important issue in distal radius fixation, beside the bone stability and the
anatomical reduction, are the soft tissue protection. Tendon adhesion or lesions have
been quite common with the last generation of radius plates. In specific fracture
situations a more distal placement of the plate, in order to fix the important ulnar
facet or the stabilizing volar rim are desired. With the new distal radius plate set,
surgeons can choose the correct implant for almost any fracture situation, allowing
ideal fixation with little morbidity. Beside classic plate designs for extra-
articular extension fractures, Adaptive plates, which can be placed more distally,
also allowing with optional hooks the fixation of small rim fragments. Other plates
improve the stabilization of the sigmoid notch at the distal radio-ulnar joint and
the lunate facet and minimize the contact pressure on the FPL tendon. A correction
plate, a dorsal applicable plate and a long plate for diaphyseal fractures complete
the set of distal radius plates.
With these new generation of distal radius plates, the surgeon has the choice to find
the optimal implant for the given fracture pattern in any individual patient.

S78



1-4-6

単軸性近位設置型プレートによる橈骨遠位端骨折の治療成績

○中山 健太朗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】単軸性近位設置型プレートであるHearty plateを使用した橈骨遠位端骨折術後1年の治
療成績を検討することである。【対象・方法】当科および関連病院で2010年10月から2014年6月
までに手術を施行し、術後1年の経過観察が可能であった 90例91手(男 25、女 65例)を対象と
した。平均年齢64歳（16～87歳）、骨折型はAO分類でtype A 24手、B 1手、C 66(C3 37)手であ
った。手術では骨移植は行わず、関節内骨折には適宜格子状固定を追加した。外固定の有無・
期間、格子状固定の有無、骨癒合までの期間、関節可動域、健側比握力、受傷時、手術時、術
後1年時のX線パラメータ(RI、PT、UV、gap、step off)、術後1年時のDASH、PRWE、Cooney評価
を調査した。【結果】外固定は3例に平均21日施行し、格子状固定は8例(C3.2 7手C1.1 1手)で
行っていた。骨癒合期間は平均47日、平均関節可動域は伸展72°、屈曲68°、回外90°、回内
84°であり、健側比握力は93%、DASH score 10、PRWE 5.8、Cooney評価 90であった。X線パラ
メータ（RI、PT、UV、gap、step off）は受傷時（18°、-11°、3.2°、1.7mm、0.85mm）、手
術 直 後 （ 2 2 ° 、 8 . 7 ° 、 0 . 9 7 ° 、 0 . 2 m m 、 0 . 1 m m ） ・ 術 後 1 年 時
（22°、9.0°、1.7°、0.1mm、0.1mm）であった。【考察】橈骨遠位端骨折に対して手術手技
の容易な単軸性近位設置型プレートであるHearty plateを用いて固定し、更なる固定性の必要
な関節内骨折には格子状固定を適宜追加することにより良好な治療成績が得られていた。橈骨
遠位端骨折に対しては単軸性近位設置型プレートによる治療を第1選択とし、追加の固定の必要
な症例では他の方法を考慮することが有用であると思われた。
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橈骨遠位端骨折における遠位設置型プレートの適応と治療成績

○内藤 聖人, 杉山 陽一, 木下 真由子, 有冨 健太郎
金子 和夫

順天堂大学　医学部　整形外科

[はじめに] 掌側転位型の橈骨遠位端骨折では掌側ロッキングプレート（VLP）による手術治療
が選択されることが多い。当施設では掌側からのより強いバットレス効果を得るために、近位
設置型VLP（PVLP）ではなく遠位設置型VLP（DVLP）を使用している。今回我々は掌側転位型骨
折に対するDVLPによる手術治療の臨床成績を報告する。 [対象と方法] 2012年10月から当院で
手術加療を行った135例の橈骨遠位端骨折のうち、DVLPを使用して治療を行った27例
（男：10例、女：17例、年齢59.4歳）を対象とした。骨折型はAO分類で
A2：3例、A3：1例、B3：７例、C1：5例、C2：2例、C3：9例であった。使用インプラントはAcu-
Loc 2（日本メディカルネクスト社製）24例、volar rim plate（Depuy Synthes社製）3例であ
った。 [結果]平均観察期間は11ヶ月（6-15）であった。最終観察時のVAS 1.9/10、Q-DASH
16.3/100、Mayo wrist score 90.6/100（Excellent：25例、Good：2例）であった。全例で方形
回内筋を用いてVLPを被覆可能であり、腱損傷など一般的なVLP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11.5°（5- 17°）、Ulnar tiltは平均19.0°（10- 26°）で
あった。[考察] DVLPはPVLPと比べ術後屈筋腱損傷のリスクが増加するが、良好な整復位（特に
Volar tilt）を得ることと方形回内筋によるDVLP被覆により予防できる可能性が示唆された。
術後手根骨掌側亜脱臼や矯正損失が起こりにくいため、DVLPによる手術治療は良好な結果が得
られた。骨癒合後の抜釘が必要となるVLPであるが、掌側転位型骨折の治療成績向上の一助とな
り得る。
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橈骨遠位端骨折に対して遠位設置型掌側ロッキングプレートを選択
する適応

○片山 健, 古田 和彦

国保中央病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折(DRF)に対して骨折型による近位/遠位設置型掌側ロッキングプレート
(P型/D型VLP)の使用選択の基準は未だ明らかではない. 術前に橈骨手根関節からの掌側遠位骨
片の大きさに着目してD型VLPを選択する適応を後ろ向きに検討した.
【方法】2011年10月から不安定型DRFに対して術前手関節CT検査からVLPによる遠位掌側骨片に
対するバットレス支持と遠位螺子による関節面の軟骨下骨支持の獲得を想定してP型/D型VLPの
選択を決定した連続する99例を対象とした. 男/女30/69例, 平均年齢67.2歳, AO分類は
typeA/B/C型が15/8/76例であった. 掌側遠位骨片の大きさの計測方法は肩関節90°外転位, 肘
関節90°屈曲位, 前腕を回内外中間位で撮影した手関節CT正面像の月状骨窩と舟状骨窩中央部
の矢状面像を用いて各々の掌側関節縁から掌側骨片の長さをｄ値と定義し計測した. 検討項目
はプレート別の月状骨窩と舟状骨窩のｄ値の比較をU検定で行い, さらにD型VLPを選択するため
の月状骨窩のD値の境界値の推定をROC曲線により行った. 有意水準5％未満を有意差ありとし
た.
【結果】軟骨下骨から遠位螺子の支持点までの間隙は月状骨窩/舟状骨窩の中央部で平均
0.6mm/1.1mm, またP型/D型VLPの使用はそれぞれ86/13例であった. 月状骨窩のｄ値は各々平均
11.3mm/6.5mm, 舟状骨窩のｄ値は各々平均11.5mm/7.3mmで両群に有意差を認めた. D型VLPを選
択するための月状骨窩のｄ値につきROC曲線を作成するとAUCは0.910となり特異度を100％にす
ると感度61.5％となり, そのcutoff値は6.75mmであった.
【考察】全DRF症例の約13％にD型VLPを選択し, 月状骨窩・舟状骨窩のｄ値はD型VLP使用例で有
意に小さかった. また, 月状骨窩のD値が6.75mm以下の症例はD型VLPの選択を考慮する必要があ
る.
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ハイブリッド型掌側ロッキングプレートによる橈骨位端骨折の手術
治療

○長田 伝重1, 高井 盛光2, 亀田 正裕2, 都丸 倫代2

中山 健太郎2

1獨協医科大学日光医療センター　整形外科, 2獨協医科大学　整形外科学

【はじめに】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
タンダードであり使用されるプレートも次々と進化し、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世に出ている。しかし、単軸性ロッキング機構プレート
はスクリューの関節内穿孔の危険性が高く、多軸性ロッキング機構プレートは力学強度に不安
が残る。この様な経緯をふまえて、2015年に遠位列ロッキングホールを単軸性ロッキング機
構、遠位2列目を多軸性ロッキング機構とするDSS法の可能なハイブリッド型プレートである
HYBRIX（ミズホ）が開発された。本プレートによる手術法について報告する。
【手術法】関節外骨折や単純関節内骨折においては遠位列のみで骨片を固定することで、従来
の単軸性プレートと同様の簡便な手技で安定した固定性が得られる。関節内粉砕骨折で遠位列
のみの固定では固定性が不十分な場合は、DSS法の可能な遠位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良好な固定性が得られる。術後は直ちに手関節可動域訓練を行う。
【症例】2015年より20例に用いた。平均年齢61歳、男性4例、女性16例、平均年齢61歳、AO分類
A3型2例、B3型1例、C1型1例、C2型3例、C3型16例であった。
【結果および考察】遠位列のみの固定15例、バイブリッド固定5例であった。X線計測値（術前/
術後/骨癒合時）はRI: 15/23/24度、PT: -10/10/11度、UV: 3.2/1.5/1.8mm、術後3か月の可動
域は手関節伸/屈: 63/54度、回外/内: 86/81度、DASH 15、PRWE 17点であった。HYBRIXはハイ
ブリッドな固定が可能であり、橈骨遠位端骨折の新たな治療戦略として期待できる。
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65歳以上の高齢者の橈骨遠位端骨折に対する髄内釘による骨接合術
の治療成績

○若杉 琢磨1, 白坂 律郎1, 藤田 浩二2, 二村 昭元3

石突 正文4

1土浦協同病院　整形外科, 2東京医科歯科大学大学院整形外科学

3東京医科歯科大学大学院臨床解剖学, 4石岡市医師会病院整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する髄内釘による骨接合術は屈筋腱の刺激症状を来たさず、近年
その有用性が報告されている。しかし高齢者の橈骨遠位部は髄腔が広く、骨が脆弱な患者にお
ける矯正損失の報告が散見される。本研究の目的は髄内釘による骨接合術を行った65歳以上の
橈骨遠位端骨折患者について後ろ向きに調査することである。【対象と方法】対象はMicronail
髄内釘を用いて加療した橈骨遠位端骨折患者のうち，術後6ヶ月以上経過観察を行った65歳以上
の患者48例。【結果】対象は男性5例女性43例，平均年齢は75.3歳（65-88歳）。平均経過観察
期間は302日。骨折型はAO分類でA型 33例，C型15例。X線学的評価はradial inclinationが術前
平均18.5度，術直後平均24.9度，最終調査時平均24.9度。Volar tiltは術前平均-17度，術直後
平均7.8度，最終調査時平均9.2度。Ulnar varianceは術前平均2.1mm，術直後平均0.4mm，最終
調査時平均0.7mm。術後掌屈転位をきたした変形癒合が1例であった。平均関節可動域は掌屈
60度，背屈69度，回内80度，回外89度，平均握力健側比は97%。Mayo modified wrist scoreは
平均91.7点で、excellent 25例，good 19例　fair4例。インプラントに起因した腱障害や、抜
釘を要した症例を認めなかった。【結語】1例で髄内釘の髄腔内での掌屈による掌屈変形癒合を
認めた。高齢者の橈骨遠位端骨折に対する髄内釘固定は有用であるが、広い髄腔に合ったサイ
ズのインプラントを選択する必要がある。
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橈骨遠位端骨折に対する小皮切手術の検討

○村上 賢也1, 佐藤 光太朗2, 薄井 知道3, 一戸 克明1

土井田 稔2

1盛岡赤十字病院　整形外科, 2岩手医科大学　医学部　整形外科

3八戸赤十字病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対し、Single portal MIPO（S-MIPO ; 1.5～2cmの単一縦皮切で、方
形回内筋は温存）法で掌側ロッキングプレート（VLP）固定を行い、その有用性について検討し
たので報告する。
【対象と方法】橈骨遠位端骨折31例、手術時年齢は平均59歳、経過観察期間は平均6.1ヵ月、骨
折型はAO分類A2：11例、A3：5例、B3：2例、C1：3例、C2：8例、C3：2例を対象とした。S-MIPO
法でVLP固定を行い、最終診察時に機能評価はmodified Mayo wrist scoreを用い、X線的評価は
Radial tilt、Volar tilt、Ulnar Varianceを計測した。
【結果】modified Mayo wrist scoreはExcellent 13例、Good 15例、Fair 3例で、X線計測は平
均Radial tilt 22.1°、Volar tilt 10.7°、Ulnar Variance +0.29 mmであった。
【考察】橈骨遠位端骨折に対するVLP固定法は近年広く汎用されている手術法であるが、経皮鋼
線刺入固定法など他の手術法と比較して侵襲が大きく、通常4～5cmの傷跡が残り整容面では劣
る。そこで我々は可能な限り低侵襲で整容的なVLP固定を目的としてS-MIPO法を考案し手術を行
っている。本手技では方形回内筋下にプレートを滑り込ませて設置するため方形回内筋の損傷
を最小限にすることが可能で、皮切位置はプレート中央部となる部位に加え、遠位・近位へ術
野をスライドさせることでスクリュー挿入を行い、最小1.5 cmの皮切長で行うことが可能であ
る。また整復困難例では必要に応じて術中にそのまま皮切を延長することが可能で、方形回内
筋を切離し十分に骨折部を露出させての直視下操作にも移行できるため、幅広い症例で第1選択
となり得る手術手技と考えられる。今回我々は本手技でVLP手術を行った症例を調査し良好な結
果を得た。本手技は低侵襲で整容的かつ安全・正確な整復固定が得られる手技と考えられる
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橈骨遠位端骨折AO分類type C に対するStyloid First Fixation鏡視下整
復法

○吉田 史郎1, 仲摩 憲次郎1, 吉田 健治2, 坂井 健介2

白濱 正博1

1久留米大学　整形外科　　, 2聖マリア病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する鏡視下整復においては操作の煩雑性から使用が限定されてい
る。今回われわれは、F. Del Pinal ら (2014)が報告した橈骨遠位端粉砕骨折に対する方法を
追試し、AO分類type Cに対する簡便な鏡視下整復法を検討したので報告する。【対象と方法】
橈骨遠位端骨折に対し鏡視下手術を行った32例中、本法を施行した10例を対象にした。男性3例
女性7例で受傷時年齢は42̃66歳（平均55歳）、平均観察期間は8か月、骨折型はAO23-
C1:6例、C2:2例、C3:2例であった。手術は橈骨茎状突起をintrafocalに整復し、掌側ロッキン
グプレートにて橈骨茎状突起までロッキング固定を行う。1.6mmのKワイヤーを遠位尺側スクリ
ューホールに挿入し尺側骨片の整復を術中透視にて確認し鏡視に移る。3-4ポータルから骨折部
を確認しプローベで骨片の過矯正を抑え、ロッキングスクリューを挿入する。再度、鏡視下に
整復位を確認する。以上の症例に対してX線評価として各種パラメーターを計測しModified
Mayo Wrist Scoreにて臨床評価を行った。【結果】全例鏡視下でstep offを0mmにすることがで
き、術後平均UVは0.4mm、平均VT　15°、平均RI　18°で良好な整復位が得られた。臨床評価と
してModified Mayo Wrist Scoreは平均92.5pointであった。【考察】月状骨窩の骨片整復に限
定的に使用することで非常に効率的かつ正確な整復位を得ることができた。この方法は鏡視下
整復の簡略化を目的としており、ポイントは橈骨茎状突起骨片を関節外骨片としてclosed
reductionしロッキング固定することで、それを指標に鏡視下に関節内骨片の整復を行うことで
ある。
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橈尺骨遠位端骨折および橈骨遠位端関節内骨折に対するDual window
approachの有用性

○山本 研, 窪田 穣, 水沢 慶一, 河野 浩

藤井会　石切生喜病院　整形外科

【目的】Dual window approach（以下DWA）は橈骨および尺骨遠位を同一皮切で展開する事がで
きるアプローチで2013年久能らが報告している。今回われわれは橈尺骨遠位端骨折および橈骨
遠位端関節内骨折に対してDWAを使用したのでその成績とその有用性について報告する。【対象
および方法】橈尺骨遠位端骨折および橈骨遠位端関節内骨折に対してDWAを使用した13例を対象
とした。男性6例、女性7例で手術時年齢は49～77才（平均58才）であった。症例の内訳は尺骨
遠位端骨折合併例が4例、lunate facet fractureを含む橈骨遠位端骨折9例（B3 2例,C3
7例）。平均経過観察期間は平均で11か月（7-14か月）であった。検討項目は術後のX線計測、
最終経過観察時の可動域、握力、DASH score、合併症の有無とした。【結果】橈尺骨遠位掌側
やlunate fossa fragment 掌側を十分に展開でき良好な整復が得られた。術後X線計測では平均
VT 10.4° RI 25.5° UV 0.3mmであった。可動域の平均は背屈70°掌屈67°回内76°回外84°
で握力の健側比は86%であった。DASH scoreは平均5.6点であった。術中後合併症に正中尺骨神
経損傷や血管損傷は認めなかった。【考察】DWAは同一皮切で2枚のプレート固定が可能である
事、さらにkeystoneであるlunate fossa fragmentへ整復操作が容易であり有用なアプローチで
あると考える。
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橈骨遠位端骨折に対するβ-TCP充填についての検討

○高須 勇太1, 下雅意 亮臣2, 清水 正人2, 林原 雅子3

1鳥取県立中央病院　整形外科, 2共済会　清水病院　整形外科

3鳥取大学医学部付属病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折は日常診療でよく遭遇する骨折の一つで、その観血的治療は
locking plateによる内固定が普及している。当院では骨折空隙が大きい症例に対してβ-TCPを
充填しlocking plate固定を行っている。β-TCP使用群と非使用群の画像経過および臨床評価を
検討したので報告する。【対象と方法】2013年から2015年に橈骨遠位端骨折の観血的治療を行
い3か月以上追跡できた67例である。性別は男11名、女56名、平均年齢70.19歳(17-91)。AO分類
type A 21例、B 2例、C 44例。β-TCP使用(使用群)37例、非使用(非使用群)30例、平均充填量
2.37ｇ(2-5)であった。radial inclination(以下RI)、volar tilt(以下VT)、ulnar
variance(以下UV)を術前、術直後、最終観察時で測定し、その推移について検討した。最終観
察時の疼痛の有無についても検討した。【結果】RIは術直後14.83°から最終観察時14.53°で
平均矯正損失0.29°、VTも同様に7.59°から6.98°で矯正損失0.61°、UVも0.91mmから1.31mm
で矯正損失0.39mmと良好なalignmentを術直後から維持出来ていた。使用群と非使用群で比較す
ると、術後の初期矯正量と矯正損失量において有意差を認めなかった。充填量と矯正損失量に
も相関を認めなかった。Type C3では使用群の方がUVの損失が少ない傾向にあった。【考察】人
工骨は骨折空隙補填のため用いられることがある。今回、使用群と非使用群の間に有意差は認
めなかったが、type C3では短縮が少ない傾向であった。Locking plateによる固定ではblock状
の骨片を把持することができても粉砕骨片に対する把持は弱い可能性がある。
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橈骨遠位端骨折のDorsal tiltの整復に影響を与える因子の検討

○吉澤 貴弘1, 山田 賢治2, 関谷 繁樹1, 野村 英介1

佐藤 文香1

1赤心堂病院, 2杏林大学医学部救急医学講座

【緒言】当科では、橈骨遠位端骨折の背側転位例に対し、ロッキングピンにて軟骨下骨支持を
獲得し、angular stabilityを利用してDorsal tiltの整復を行う手法を用いてきた。実際にピ
ンが動いた角度よりも橈骨関節面の整復される角度が小さい（ピンがずれる）症例があるた
め、原因となる因子を自験例について検討した。【対象と方法】橈骨遠位端骨折の背側転位例
で、徒手整復及び鋼線による仮固定後、透視下にDorsal tiltが残っていると判断した症例を対
象とした。調査期間は2012年４月～2015年7月までの3年4カ月で、男性8例、女性34例、骨折型
はAO分類A3:13例、C1:18例、C2:11例であった。インプラントは、日本ユニテック社のステラ２
プレートとティルトアップデバイスを用いた。デバイスを装着し整復前後で手関節側面像を撮
影し、橈骨の骨軸と挿入した最遠位ピンの角度と橈骨関節面の角度を計測した。橈骨関節面と
ピンとの距離は、PACS画面上で測定した。術後に患者の同意を得て、健側の橈骨遠位端の骨密
度を計測した。得られた計測値について、統計学的検討を行った。【結果】骨折型3群間の比較
では、骨密度、整復前のピンの角度およびDorsal tilt、設置ピンと関節面の距離、整復後の
Volar tiltに差はなかった。整復後のピンのずれ角については、A3型と比較してC1型が有意に
大きかった（P＜0.05)。全42例を合わせた検討では、ピンの改善角度が大きいほど（相関係数
r=-0.417、p＜0.01）、関節面の改善角度が大きいほど（r=-0.4478、P＜0.01）、骨密度が低い
結果が得られた。ピンのずれ角は、整復前のピン設置角にも影響を受ける結果となっ
た。【考察】ピンのずれ角は、骨折型・ピンの挿入角度に影響を受け、C型骨折で大きくなる。
骨密度が低い症例ほど、この整復法による効果が得られやすいことが示唆された。
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高度粉砕を伴う橈骨遠位端骨折に対するREGO(Radius En-Grafting
Osteoplasty)法による整復保持の有用性

○佐藤 亮祐, 日比野 直仁, 近藤 研司, 和田 一馬
寺井 智也

徳島県鳴門病院

【背景】関節面に多骨片を有したり、掌背側皮質の粉砕を伴った橈骨遠位端骨折は整復位を得
ることや整復位を保持することが困難な例が多い。第56回日本手外科学会で蜂須賀らが圧潰・
粉砕を伴う橈骨遠位端骨折に対する簡便な整復方法として人工骨ブロックを用いたREGO(Radius
En-Grafting Osteoplasty)法を報告した。今回、REGO法による整復保持について検討し
た。【対象と方法】2013年3月から2015年３月までの2年間に当院で観血的整復内固定を施行し
た橈骨遠位端骨折77例のうち、REGO法を行った13例。AO分類同型の骨折でREGO法を行わず手術
加療を行ったものをcontrol群とした。内訳は男性4例、女性9例で、手術時年齢は平均62歳(32-
83歳)、骨折型はAO分類B3.3が3例、C2.2が1例、C2.3が1例、C3.1が3例、C3.2が5例であった。
これらの症例について手術時間、術後のX線(radial inclination(RI), volar tilt(VT), ulnar
variance(UV))を用いて比較・調査した。【結果】平均手術時間はcontrol群の85分に対して
REGO法が96分であった。術後のalignmentはRIが22°(22°)、VTが 13°(10°)、UVが -
0.6mm(0.4mm)であった。また矯正損失に関してはRIがradial  inclinationが
1.9°(2.8°)、volar tiltが2.9°(4.4°)、ulnar varianceが0.8mm(1.5mm)であった。( )内は
control群を示す。【考察】掌背側の粉砕を伴う例では皮質骨による支持は期待できず、plate
とscrew間のangle stabilityおよびsubchondral supportが整復位保持に重要である。そのた
め、スクリューと軟骨下骨に距離があったり、関節内に多骨片を有する場合は矯正損失を生じ
てしまう。REGO法は角状転位に対する支柱として、さらに関節面の軸圧に対して面で支えるこ
とにより、術後の矯正損失に対しても有効であると考えられる。

S89



1-4-17

橈骨遠位端骨折に対するhemiarthroplastyの有用性と課題

○市原 理司1,2, リベルノ フィリップ1, 原 章2, 楠瀬 浩一3

金子 和夫4

1ストラスブール大学　手外科センター, 2順天堂大学付属浦安病院　整形外科

3東京労災病院　整形外科, 4順天堂大学　医学部　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折の手術に、掌側ロッキングプレート（VLP）が標準的に使用されるよう
になりつつある。しかしながら骨粗鬆症患者に発生した橈骨遠位粉砕骨折例では、しばしば内
固定に難渋する症例が散見される。近年、欧米諸国において骨粗鬆症患者の橈骨遠位端粉砕骨
折に対して初回手術で橈骨側のみを置換する人工関節（hemiarthroplasty）が施行され、その
短期成績が報告されている。その有効性と課題について報告する。
【方法】2011-2015年の5年間にストラスブール・手外科センターに来院した橈骨遠位端骨折患
者のうち骨片の粉砕が強く、VLPによる内固定が困難と判断した12例を対象とした。平均年齢は
76才で、骨折型はAO分類で A3: 2例、C1:1例、C2: 6例、C3: 3例。手術は全例同一の術者が行
い、人工関節はProsthelastR (Argomedical社製)を使用した。手術手技はビデオにて供覧す
る。
【成績】経過観察期間は平均32か月、最終評価時、VAS 2.8/10、Q-DASH 37.4/100であり、握力
は49.9%（対側比）、可動域（対側比）は、屈曲56.1％、伸展79.3％、回内91％、回外87.7％で
あった。手関節Ｘ線評価は VT 9.8°, RI 11.6°, UV 0°であった。術後早期に橈骨遠位骨幹
端部のインプラント周囲に骨透亮像が3例に見られたが、最終評価時には消失していた。髄内ロ
ッドによる橈骨近位での穿破も見られなかった。
【考察・結論】今回，ProsthelastRを橈骨遠位端骨折に対して世界で初めて使用し、その短期
成績を報告した。本インプラントは、これまで報告されてきた片側置換型の人工関節と比較し
て橈骨遠位における骨切除量が少なくてすむこと、髄内ロッドにより術後早期の固定性が維持
されセメント固定を要しないなどの利点を有する。しかし、症例数が少なく経過観察期間も短
いために、今後も長期的な追跡が必要である。
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Smith骨折の受傷機序に関する検討

○六角 智之1, 山田 俊之1, 松浦 佑介2

1千葉市立青葉病院　整形外科, 2千葉大学医学部　整形外科

【はじめに】
1847年Smithは彼の著書A treatise on fractures in the vicinity of joints, and on
certain forms of accidental and congenital dislocationsの中で掌側転位した橈骨遠位端骨
折は掌屈位で手背をついて受傷するとした。以来彼の冠名骨折は手背をついて受傷すると信じ
られてきた。ところが最近手掌をついて受傷した掌側転位型の橈骨遠位端骨折の報告が見られ
る（酒井ら、日手会誌2014）。今回、Smith骨折の受傷機序について調査した。
【対象と方法】
2014年12月より2015年9月までに当院を受診した骨端線損傷を除く橈骨遠位端骨折のう
ち、X線、CTにてSmith骨折と診断した17例について骨折型、受傷機序、受傷肢位を前向きに調
査した。
【結果】
男性3例女性14例で受傷時年齢は50から83歳平均67歳であった。受傷側は右7例左10例であっ
た。AO分類による骨折型はC3が15例、C2、A3がそれぞれ1例であった。歩行中に前方転倒したも
のが10例、自転車乗用中に転倒したものが3例、後方に転倒したもの2例、側方に転倒したもの
1例、認知症のため不明なもの1例であった。12例(71%)が手掌をついて、1例(6%)が手背をつい
て受傷していた。4例が受傷時肢位の記憶がなかった。
【結論】
Smith骨折のほとんどが前方に転倒し、手掌をついて受傷していた。転倒時手をつく際にとっさ
に手背をつくことは考えづらい。手関節軽度背屈位で手掌が固定され、前腕からの軸圧が手関
節部で背側に向かうことで掌屈転位骨折が生じると考えられた。
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手掌をついて発生する手関節部の骨折型の有限要素解析による予測
-Smith骨折は起きるのか？-

○松浦 佑介1, 六角 智之2, 鈴木 崇根3, 國吉 一樹1

1千葉大学大学院　医学研究院　整形外科, 2千葉市立青葉病院

3千葉大学大学院　医学研究院　環境生命医学

【はじめに】1847年にHodges SmithがSmith骨折を発表して以来160年以上、Smith骨折は手背を
ついて発生すると信じられている。しかし、臨床では手掌をついて受傷したSmith骨折をしばし
ば経験する。本研究の目的は手掌をついて受傷してもSmith骨折が生じるのか、有限要素法を用
いて予見することである。【対象と方法】対象は壮年男性および高齢女性の手関節背屈位のCT
とした。Mechanical Finderを用いて検体特異的有限要素モデルを作成。手根骨側を拘束面と
し、前腕近位より軸方向に強制変位をかけて骨折シミュレーションを行った。その際の拘束面
の角度を橈骨長軸に対して30°から105°まで15°刻みで変化させた。さらに、前腕回外15°か
ら回内30°まで15°刻みで変化させた。【結果】地面に対して60°から105°の状態で接地した
際にColles骨折を、45°より小さい角度で接地した際にはSmith骨折を生じることが予測され
た。さらに壮年男性においては、回内位で地面に対して45°より小さい角度で接地した場合、
舟状骨骨折を、回内位で地面に対して60°より大きな角度で接地した際にはChauffeur骨折が生
じる事が予見された。一方で、高齢女性では舟状骨骨折やChauffeur骨折は生じずSmith骨折ま
たはColles骨折を生じる事が予見された。【考察】橈骨遠位端部の有限要素解析より、手掌部
を地面についた状態であってもその角度が浅い場合には Smith骨折が生じる可能性が示唆され
た。この結果を参考に、実際に新鮮凍結屍体を用いてSmith骨折が発生するか検討する予定であ
る。
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Smith骨折は手掌をついて発生する！

○松浦 佑介1, 六角 智之2, 鈴木 崇根3, 國吉 一樹1

1千葉大学大学院　医学研究院　整形外科, 2千葉市立青葉病院

3千葉大学大学院　医学研究院　環境生命医学

【はじめに】1847年にHodges SmithがSmith骨折を発表して以来、Smith骨折は手背をついて発
生すると考えられてきた。しかし、臨床上、手掌をついて受傷したSmith骨折をしばしば経験す
る。さらに、有限要素解析による先行研究より地面に対して浅い角度で掌側より手をついた際
にSmith骨折が生じる可能性について示唆された。そこで本研究の目的は新鮮凍結屍体を用いて
掌側をついてもSmith骨折が生じるか明らかにすることである。【方法】新鮮凍結屍体10上肢を
用いた。関節包、靱帯、骨間膜以外のすべて軟部組織を切除した。近位は前腕骨中央部で、遠
位は手指をMP関節部で母指をCM関節部でそれぞれ離断した後、遠位、近位をレジンにて固定し
た。先行研究の有限要素解析でSmith骨折が発生すると予想された手関節30°背屈位を保持した
状態で、前腕骨が地面に垂直になるように遠位部を下にして設置した。体重差による衝突エネ
ルギーを考慮し、女性は150cmの高さから、男性は200cmの高さから10kgの重りを前腕近位断端
に向けて自由落下させ、骨折を発生させた。衝突後にCTを撮影。さらに解剖し、その両方より
骨折の形態を観察した。【結果】10例中7例でSmith typeの骨折（関節外Smith骨折4例、関節内
Smith骨折2例、掌側Barton骨折1例）その他Galeazzi骨折を2例、経舟状骨月状骨周囲脱臼を1例
に認めた。【考察】我々は、新鮮凍結屍体を用いた手掌側をつく骨折モデルにおいて、Colles
骨折ではなく、Smith型骨折が生じていた。Smith骨折は必ずしも背側をついて発生するわけで
はないことが実証された。
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青壮年期におけるAO分類C型橈骨遠位端骨折の骨接合例の検討

○高橋 信行1, 入船 秀仁2, 金谷 耕平1, 射場 浩介1

山下 敏彦1

1札幌医科大学 整形外科学講座, 2札幌医科大学 救急医学講座

【はじめに】青壮年期のAO分類C型橈骨遠位端骨折は，高齢者の骨折と比較して高エネルギー外
傷による損傷が多く，骨折部の転位や粉砕が著しい症例では，掌側locking plateによる固定の
みでは不十分な場合がある．今回，当科で骨接合を行った，青壮年期のAO分類C型橈骨遠位端骨
折について調査検討したので報告する．
【対象と方法】対象は2006年～2014年に，15歳以上～60歳未満で，橈骨遠位端骨折AO分類C型に
対し骨接合術を行った，22例24手である．男性15例，女性7例，平均年齢39.5歳，右14手，左
10手，骨折型はC1が7手，C2が2手，C3が15手．受傷機転は，墜落2例，転落8例，交通事故2例，
平地転倒6例，その他4例．平均観察期間は16.6ヶ月であった．これらの症例について検討を行
った．
【結果】plateの複数設置は16手で，設置位置は橈側＋背側＋掌側＋尺側 2手，橈側＋背側＋掌
側 1手，橈側＋背側 10手，背側＋掌側 2手，掌側＋尺側 1手，掌側のみは8手であった．術後
合併症は感染1手，骨癒合は23手に得られた．追加手術は，抜釘14手，腱剥離5手，関節形成術
2手，関節授動術1手，偽関節手術1手，関節固定術1手(重複例も含む)．最終観察時のROMは，回
内81度，回外77度，掌屈59度，背屈73度であった．
【考察】現在，橈骨遠位端骨折に対する治療は，掌側locking plateによる固定が主流である．
しかし，背側骨片の転位が大きい場合や粉砕例では，掌側locking plate単独では整復保持が困
難なことがある．RikliやMedoffらは，複数インプラントを用いたfragment  specific
fixation(FSF)の概念を提唱した．本症例では，FSF法に従って固定を行い，良好な結果が得ら
れていた．転位が大きく粉砕の著しい高エネルギー外傷による青壮年期のC型遠位端骨折
は，FSF法が良い適応であると思われた．
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尺骨遠位端骨折を伴った橈骨遠位端骨折の特徴

○能瀬 宏行1, 若林 良明1, 品田 春生1, 二村 昭元2

1横浜市立みなと赤十字病院　整形外科

2東京医科歯科大学医学部付属病院　整形外科

【緒言】橈骨遠位端骨折の手術治療において、合併した尺骨遠位端骨折(DUF)の実態のまとまっ
た報告は少ない。当院におけるDUF合併例の特徴をretrospectiveに調査した。【対象と方
法】2012年4月から2015年3月まで当科で橈骨遠位端骨折に対し、掌側ロッキングプレート固定
を施行した140例143手を対象とし、DUF合併群（以下、合併群）25手、非合併群118手に分類し
た。合併群には尺骨茎状突起骨折単独例は含めなかった。両群の性別、年齢、橈骨遠位端の骨
折型、受傷機転、開放創・認知症の有無、及び合併群の治療法、DUFの骨癒合期間を調査した。
統計学的検定にはカイ二乗及びU検定を用いP＜0.05を有意とした。【結果】合併群は女性23手
（92%）に対し、非合併群は女性70手（59%）と、合併群は女性の率が有意に高く、平均年齢は
合併群79歳、非合併群62歳と合併群で有意に高齢であった。AO骨折型分類は合併群type A
14、C 11手、非合併群ではtype A 55、B 11、C 52手と群間の分布差は明らかでなかった。受傷
機転として低エネルギー外傷の割合は合併群76％・非合併群52％、開放骨折は合併群32％・非
合併群0.8%、認知症の治療歴は合併群28%、非合併群5.1％で、いずれも合併群で有意に高率で
あった。合併群のうち4例に手術治療、21例に保存治療が行われ、経過観察可能であった22例全
例で骨癒合した。平均骨癒合期間は手術例4.5か月、保存例3.4か月であった。【考察】DUF合併
例は非合併症例に比べ、高齢の女性により多く発生し、比較的軽微な外傷によって受傷し、開
放骨折・認知症の割合も多く認められた。当院ではDUFは保存的に治療した例が多かったが、骨
癒合は全例で得られた。高齢化が進むことでDUF合併例が増えていく可能性があり、治療体系の
確立が必要と考えられた。
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母指CM関節背側亜脱臼の新たな評価法

○三浦 俊樹, 岩科 麻紀, 田中 伸弥

JR東京総合病院　整形外科

【はじめに】母指CM関節症では背側亜脱臼を生じshoulder signを呈することが多い。背側亜脱
臼の定量法として、X線側面像における大菱形骨と母指中手骨の関節面の適合具合から算出する
脱臼率や、大菱形骨・母指中手骨を結んだ線と示指中手骨のなす角度を用いる方法があるが、
どちらも大菱形骨を計測に使用するため母指CM関節症に対する大菱形骨切除術後には評価する
ことができない。今回、大菱形骨を計測の指標としない簡便な母指CM関節背側亜脱臼定量法を
考案しその有用性を検討した。【対象と方法】母指CM関節に症状のない健常群10手と母指CM関
節症患者30手（保存治療有効群15手、手術群15手）を対象とした。母指CM関節の単純X線側面像
において母指中手骨CM関節掌側縁から示指中手骨の大菱形骨との関節面（背側縁）のラインま
での距離S値を測定した。母指CM関節症の手術では大菱形骨切除に加えて靭帯再建を併用し、術
前術後でのS値を比較検討した。【結果】健常群、保存治療有効群におけるS値の平均は各々
5.6mm, 3mmであった。一方、手術に至った母指CM関節症患者ではS値は平均1.3mmで健常群より
有意に低値であった。靭帯再建を併用した大菱形骨切除術後はS値が5.3mmに改善し、術後1年ま
での経過観察中にこの整復位は維持されていた。【考察】今回の方法は健常人、母指CM関節症
患者の術前術後全例で計測可能であった。本法の利点は簡便であるのみでなく大菱形骨切除手
術後にも背側亜脱臼の定量評価が可能なことである。今後この評価法を利用して背側亜脱臼の
矯正が手術成績に及ぼす影響も評価することが可能となる。X線撮影にあたっては母指CM関節に
対して正しい側面像を得ることに注意が必要である。【まとめ】今回新たに考案した母指CM関
節背側亜脱臼定量法は簡便で大菱形骨切除術後にも評価可能であった。
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母指CM関節症における母指MP関節の特徴

○加家壁 正知1, 田村 剛志2

1西群馬病院　整形外科, 2西群馬病院　リハビリテーション科

【目的】母指CM関節症に合併する母指MP関節過伸展の関与については不明な点が多く，診療中
に母指CM関節に加え母指MP関節に不安定性を認めることもあったため，健常者との比較検討を
行った．【方法】2013年から母指CM関節症の診断にて加療中で調査同意を得られた49人98手を
患者群（平均64.6歳うち男性4人），手に有訴ない51人102手を健常群（平均57.7歳うち男性
19人）として，母指CM関節と母指MP関節の可動域，疼痛と不安定性(CM関節は橈側，掌側，背側
引き出しストレス，MP関節は橈屈，尺屈ストレス)を同一検者が施行した．【結果】母指CM関節
と母指MP関節の可動域は患者群，健常群ともに有意差はほとんど認めなかったが，母指MP関節
可動域の左のみ自動・他動伸展運動に健常群との間で有意差を認めた（母指MP平均角度は自動
伸展で患者群26.6°／健常群14.1°，他動伸展で患者群37.9°／健常群26.8°）．母指MP関節
尺屈ストレスでは両群ともに痛みなくいわゆるエンドポイントも確認できたが，母指MP関節橈
屈ストレスにおいて痛みは健常群0％に対して患者群24.5％，エンドポイント不明瞭な例は健常
群2.9％に対して患者群71.4％確認した．【考察】母指CM関節症に伴う母指MP関節過伸展では，
母指MP関節尺側機能不全が生じていると推測される。女性に多いとされる母指CM関節症は日常
生活動作において男性より手のサイズが小さいことも考慮される．今回左母指MP関節過伸展で
のみ健常群と患者群で有意差を認めた点は，左手の機能上強い力で保持することが多いためと
考える．母指MP関節橈側側副靭帯は非常に強固で緩みを認めず，母指CM関節症の治療の際同靭
帯損傷の有無により治療法の工夫を要する可能性がある．

S97



1-4-25

母指CM関節症に対する誘発テストとしての母指内転伸展テストの
診断的価値

○片岡 利行, 栗山 幸治, 上杉 彩子, 塩出 亮哉
濱田 雅之

JCHO　星ヶ丘医療センター　整形外科

【目的】母指CM関節症に対する誘発テストとしてGrindテストがよく知られているが、感度が低
いと報告されている。最近、感度が高い誘発テストとして母指内転伸展テストが報告された。
そこで、本研究の目的は母指内転伸展テストとGrindテストの診断精度を調査することであ
る。【方法】対象は2014年1月から2015年10月に手関節橈側部痛もしくは母指痛で当院を受診し
た71例（男性15例、女性56例）で、平均年齢は63.4歳（24-85歳）であった。圧痛箇所を調査
し、Grindテスト、母指内転伸展テストを行ったのち、母指CM関節を中心に正面、側
面、Roberts viewの3方向の単純X線撮影をおこなった。CM関節に圧痛を認め、単純X線でEaton
分類2以上の関節症性変化のあるものをCM関節症とし、Grindテスト、母指内転伸展テストの感
度、特異度、陽性的中率、陰性的中率を計算した。【結果】母指CM関節症と診断したのは30例
で、母指CM関節症以外の母指痛もしくは手関節橈側部痛と診断したのは41例であった。Grindテ
スト陽性はCM(+)群6例、CM(-)群2例であった。母指内転伸展テスト陽性はCM(+)群29例、CM(-)
群6例であった。Grindテストは、感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率がそれぞれ
20%、95％、75％、62％であり、母指内転伸展テストは、感度、特異度、陽性的中率、陰性的中
率がそれぞれ97%、85％、83％、97％であった。【結語】母指内転伸展テストはすべての指標が
高値で、有用な誘発テストであると考えられた。
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当院における母指CM関節症に対する装具療法の調査結果

○武田 真輔1, 森田 哲正2, 藤澤 幸三2, 平田 仁3

平良 明子4

1安城更生病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

2鈴鹿回生病院　整形外科, 3名古屋大学運動形態外科学　手外科

4鈴鹿回生病院　リハビリテーション科

【はじめに】当院では2005年より母指CM関節症患者に対する装具療法として，作業療法士作製
の，熱可塑性スプリント素材を用いた渡部式母指CM関節症用装具（特徴：ピンチ動作時に第1中
手骨の動きを制限し，手関節や母指MP関節の動きを妨げない。）を使用している。ほとんどの
患者が当院受診後，最低3ヵ月間は本装具療法を行っている。今回我々は本装具療法を行った患
者を対象に，後ろ向き調査したので，その結果を報告する。
【対象と方法】2011年12月から2013年12月の間に鈴鹿回生病院にて，母指CM関節症と診断さ
れ，渡部式装具を処方された患者82例（男23例，女59例）を対象とし，本装具の使用状況を確
認するため，日常における装具使用コンプライアンス，治療満足度などのアンケート調査を行
った。
【結果】49例55手(61%)の患者から回答を得た。アンケート回収時の患者年齢は平均60歳で，男
12例（14手）女37例（41手），装具による治療経過に満足と回答した患者が31例36手(65%)，不
満足と回答した患者が14例14手(25%)であった。常時装着群は12例14手（25%），機会着脱群が
34例36手（67%），非装着群が5例5手(9%)であった。機会着脱群で，25手が家事時，10手が仕事
時，8手がスポーツ時に装具を外していた。また，機会着脱群のうち，20例20手がアンケート時
に装具を使用しておらず，装具を止めた理由が，「不便だから」13手，「痛みが緩和されたか
ら」10手などであった。調査時期は，全例装具治療開始時期より24か月以上経過しており，55
手中15手が手術治療となった。常時装着群14手中1手，機会着脱群36手中11手，非装着群5手中3
手であった。
【考察】今回の研究結果から，本装具療法における患者使用状況を確認することができた。今
後は本研究結果を参考にし，装具療法の有用性を前向きに調査する予定である。
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母指CM関節症に対する初回関節内ステロイド注射の効果と手術時
期の関係

○樫山 尚弘1, 宮本 英明1, 上原 浩介1, 大江 隆史2

森崎 裕1

1東京大学医学部附属病院　整形外科, 2NTT東日本関東病院

【背景】母指CM関節症に対する保存療法として関節内ステロイド注射があり、ステージによる
有効性、持続性は異なると言われている。今回我々はその持続時間に着目し、関節内ステロイ
ド注射の効果持続期間の違いが手術時期と関係があるかを検討した。【対象と方法】2011年6月
から2014年9月までに当院手外科外来を受診した母指CM関節症患者72名、115母指。うち1年以上
のフォローがあり、かつ当院で発症後初回の関節内ステロイド注射を受けた患者13人15母指を
対象とした。関節リウマチなどの膠原病の診断を受けた患者はおらず、平均年齢62.8歳（48-
80歳）、罹患側は右7指、左8指、X線評価ではEaton分類でstage2：2指、3：12指、4：1指であ
った。ステロイド注射の効果が1ヶ月以上持続したグループと、1ヶ月未満であったグループに
分けて、初回注射から１年以内に手術が必要になったかどうかを後ろ向きに調査した。検定法
としてはフィッシャーの正確確率検定を用いた。【結果】効果持続期間1か月を基準に2群に分
けたが、2群間でのステージ分布の有意差はなかった。効果が1ヶ月以上持続したものは9指、そ
のうち1年以内に手術が必要となったのは0指、効果が1ヶ月未満であったものは6指、そのうち1
年以内に手術が必要となったのは4指と、ステロイド注射の効果持続期間が１ヶ月未満であった
グループでは１年以内に手術になる率が有意に高かった（P＝0.011）。【まとめ】反応性の違
いとしては、滑膜炎の程度の差異などがあるかもしれない。本研究の結果から考えるに、初回
関節内ステロイド注射の効果持続期間が1ヶ月未満の症例は1年以内に手術を選択する可能性が
高く、頻回の注射を行わずに手術を検討してよい患者群である可能性がある。
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合指症：基礎編　～皮弁、植皮の方法～

○黒川 正人

熊本赤十字病院形成外科

　合指症は比較的頻度の高い手の先天異常であり、外来においてもしばしば遭遇する。手術時
期については皮膚性合指症と骨性合指症では異なる。皮膚性合指症の場合は１歳～２歳で手術
を行うことが多い。しかし、骨性合指症の場合は、成長障害を予防する目的で皮膚性合指症よ
りも早期に手術を行うという意見と、複雑な操作が必要であるために３、４歳まで待機するほ
うが良いという意見がある。今回、演者は単純な皮膚性合指症に関して、その手術の皮弁作成
の方法と遊離植皮の実際について述べる。
　合指症において皮弁が最も使用される部位は、指間部の形成である。一般的に遊離植皮は術
後の縮小が生じることがあり、特に運動部位においては縮小の可能性が高くなる。そのために
指間部では皮弁移植のほうが遊離植皮よりも有効と考えられる。指間部皮弁の作成は指背側に
台形の皮弁を作成する方法と、指背および指腹の両側に三角弁を作成する方法が代表的であ
る。皮膚に余裕があれジグザグ切開を用いて指間を分離して、少なくとも一側は遊離植皮を行
わず、皮弁のみで被覆したほうが術後の整容性は良い。
　合指症では皮膚が不足するために遊離植皮が必要となることが多いが、離植皮は術後５～７
日間の安静と圧迫が必要である。また、術後の植皮片の縮小に対する処置も必要となることが
ある。遊離植皮の採取部としては鼡径部と内果周辺が多い。鼡径部は大きな植皮片を採取でき
るが、術後色素沈着をきたす可能性が高いのが欠点である。内果周辺は採皮量が少ないが、術
後色素沈着が少なく、手掌に用いても比較的整容性が良い。植皮の方法では生着を重視すると
薄い皮膚のほうが有利であるが、術後収縮を予防する目的では全層植皮のほうが優れている。
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合指症の病態と治療　～非定型的な症例を中心に～

○田中 克己

長崎大学医学部形成外科

　一般に合指症はアポトーシスの障害により生じるとされており、手の先天異常として、しば
しば経験するものである。その病態や治療に関する基本的事項は本日の先天異常懇話会の前半
で講演される。
　私の担当は非定型的な症例について、その病態と治療等について症例を提示しながら検討す
る予定である。
　手指の合指の症候は狭義の合指症以外に、合短指症、裂手症、絞扼輪症候群などにおいても
しばしば認められ、また、Apert症候群などの頭蓋骨早期癒合症などにも合併する。このような
非定型的な症例では、合指の状態が多様性を呈しており、また、両側性や足趾の合趾の合併も
少なくない。さらに手足以外の部位の治療も考慮しなければならない。そのため治療に際して
は、各症例での詳細な検討が必要で、さらに複数部位の手術が必要な場合には、手術の順番な
どについて配慮も行わなければならない。
　合指症に対しての手術は基本的には指間の分離と生じた欠損部への皮膚移植による被覆であ
るが、定型的なもの比較して、指数、指長や指幅、爪の有無などを含めた治療を計画すること
が機能的、整容的な治療結果につながることになる。また、症例によっては指を分離すること
で、かえって治療結果が不良となる場合もある。
　これまでに経験した症例を中心に治療上、注意すべき点についてお話する予定である。
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特発性手根管症候群における手関節骨形態の特徴

○池田 和大, 吉井 雄一, 酒井 晋介, 石井 朝夫

東京医科大学茨城医療センター

【背景】橈骨遠位端骨折後に発症する手根管症候群(以下CTS)はしばしば経験する。これは骨折
後の手関節部の骨形態変化がその一因と考えられる。一方で、特発性CTSにおいて、手関節部の
骨形態を評価した報告は少ない。本研究では、橈骨遠位端骨折患者の健側と特発性CTS患者の患
側手関節X線骨形態を比較し、CTSにおける手関節部骨形態の特徴を検討した。【方法】対象は
橈骨遠位端骨折患者42名の健側42手関節（以下F群）および特発性CTS患者34名の患側40手関節
（以下CTS群）とした。CTSの診断は臨床症状と電気生理学的検査で確定した。F群について
は、CTSの臨床症状がないことを確認した。CTS群、F群それぞれ手関節X線正面・側面像を撮影
した。X線像におけるRadial tilt、Volar tilt、Ulnar variance、橈骨遠位関節面レベルにお
ける橈尺骨横径、橈骨前後径を測定した。各計測値につきCTS群、F群を統計学的に比較し
た。【結果】Radial tiltはCTS群21.5±3.4度、F群21.6±3.8度であった。Volar tiltはCTS群
15.1±3.8度、F群16.4±5.1度であった。Ulnar varianceはCTS群plus0.95±2.2 mm、F群
plus0.24±0.93mmであった。橈尺骨横径、橈骨前後径は49.1±4.0mm/48.4±3.4mm、25.5±
2.7mm/24.9±2.3mm (CTS群/F群)であった。Ulnar varianceはCTS群で有意に大きかった
(p=0.016)。Volar tiltはCTS群で小さい傾向があった(p=0.095)。Radial tilt、橈尺骨横径、
橈骨前後径には、両群間で有意な差を認めなかった。【考察】特発性CTS患者における手関節部
骨形態を調べた。特発性CTSの要因の一つとして、橈尺骨長の不均衡が考えられた。CTやMRIな
どにより手根管の横断形態がよく検討されているが、今回の結果から手関節X線撮影における
Ulnar varianceの計測もCTS発症リスクのスクリーニングとして有用である可能性が示唆され
た。
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超音波検査を用いて計測した手根管部正中神経の形態学的評価と年
齢 性 体格との関連

○夏目 唯弘1, 西本 圭佑1, 栗本 秀2, 平田 仁2

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

【目的】正常群および手根管症候群患者における超音波画像法を用いた手根管正中神経の形態
学的評価と性・年齢・体格の影響について調査した。【対象・方法】橈骨遠位端骨折患者健側
（control群）手83例（男性31例、女性52例）、手根管症候群患者(CTS群)66例（男性26例、女
性40例）を対象とした。対象の身長、体重、BMI、体表面積（BSA）、年齢を測定した。また超
音波画像法を用いた手根管入口部正中神経断面積（Inlet CSA）・手根管内正中神経断面積（In
CSA）・手根管内正中神経扁平化率（Flattering Ratio：FR）・手根管入口部と近位正常部の正
中神経断面積の比（Swelling Ratio：SR）を測定しcontrol群・CTS群で比較した。また両群の
Inlet CSAを従属変数、身長・体重・BMI・BSA・年齢・性別を独立変数として重回帰分析（変数
増減法）を行った。【結果】In CSAはcontrol群8.6±1.7mm2・CTS群15.0±6.1mm2、In CSAは
control群8.5±2.0mm2・CTS群10.9±3.9mm2、SRはcontrol群1.11±0.24・CTS群1.28±0.37であ
り手根管部正中神経はCTS群で有意に腫大していた（FRは有意差なし）。重回帰分析では各独立
変数同士に強い相関は認めず分散分析表においてP＝0.003と有意であった。Inlet CSAに独立し
て関与する要因はBMIであることが示唆された（偏回帰係数=0.369、標準偏回帰係数=0.246、自
由度調整R2=0.054）【結論】手根管部の正中神経の腫大にはCTSの発症が大きく関与しているが
その他BMIも関与していることが示唆されmetabolic mechanismが正中神経の形態変化に影響を
与えているものと思われた。

S104



1-5-3

超音波検査による手根管内注射刺入部位の検討

○辰巳 徹志

都立多摩総合医療センター　整形外科

【背景】手根管症状群に対して手根管内ステロイド注射はよく用いられる治療であるが正中神
経への誤注射という重大な合併症の報告も散見される。その手技に関しては過去に多くの報告
がありPL腱の尺側より注射をするulnar approach、FCR腱を通して注射するtrans-FCR approach
の報告が多い。【目的】本研究の目的は手根管症候群患者の超音波検査を行い手関節部での詳
細な正中神経の走行を知ることで安全な手根管内注射の穿刺部位について検討することであ
る。【方法】当院で特発性手根管症候群と診断し手術を行っていない患者14例14手を対象に検
査を行った。被験者に前腕回外位で机上に手を置いてもらい14MHzリニアプローブを用いて最遠
位の手関節皮線レベルとそれより4cm近位のまでの掌側短軸像を1cmおきに検査した。指伸展
位、屈曲位の両方で検査を行いPL腱尺側縁と正中神経尺側縁の距離およびFCR腱尺側縁と正中神
経橈側縁の距離を測定した。【結果】指伸展位と屈曲位でPL腱、FCR腱と正中神経の位置関係は
変化したがその変化に一定の傾向はなかった。指伸転位、屈曲位とも手関節皮線近位3cm以上で
は全例正中神経はPL腱尺側縁より橈側に存在した。また最遠位の手関節皮線上では全例正中神
経はFCR腱より尺側に存在した。【考察】正中神経とPL腱、FCR腱との位置関係は症例によって
差があり、指の伸展、屈曲によっても差がある。このため安全で効果的な注射には超音波で正
中神経の位置を確認するのが望ましい。Ulnar approachではより近位部での穿刺が安全である
ことが示されたが、この場合より遠位に注射液を到達させるため指屈曲位の刺入が望ましいと
考える。【結論】ulnar approachでは手関節皮線より3cm以上近位、trans-FCR approachでは最
遠位の手関節皮線上が手根管内注射の刺入部位として比較的安全である。
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トランスサイレチンアミロイド沈着を認めた特発性手根管症候群の
臨床的特徴

○大茂 壽久1, 酒井 昭典2

1戸畑共立病院　整形外科, 2産業医科大学　整形外科

【目的】近年、手根管症候群の発症原因の一つに野生型トランスサイレチンアミロイド（TTR）
が関与しているという報告が散見される。本研究の目的は、TTRアミロイド沈着を認める手根管
症候群患者の臨床的特徴を明らかにすることである。【対象と方法】手根管症候群と診断し、
手根管開放術が行われた73名84手（男性22名25手、女性51名59手　平均年齢68.5±12.8歳）を
対象とした。屈筋腱滑膜のTTRアミロイド沈着の有無を確認し、アミロイド陽性群の年齢、性
別、BMI、コレステロール値、電気生理学的検査、心臓超音波検査、心電図検査について陰性群
と比較した。【結果】TTRアミロイド陽性率は84手中34手（40.5％）であり、平均年齢は、アミ
ロイド陽性群（75.6±8.5歳）が陰性群（63.7±13.1歳）より有意に高かった（p＜0.01）。男
女別では、男性は60.0%、女性32.2%にアミロイド沈着を認め男性に有意に多かった
（p＜0.05）。BMIは両群間に差を認めなかった。総コレステロール、LDL-コレステロール値は
陽性群が陰性群と比較して有意に低かった。電気生理学的検査ではMDL、SCVともに陽性群が陰
性群と比較して有意に延長、遅延していた。心臓超音波検査所見では、心室中隔厚（IVST）、
左室後壁厚（PWT）、左房径（LaD）は陽性群が陰性群より有意に大きくなっていた。また、陽
性群では心電図上の刺激伝導系異常を41.2%（心房細動3名、左脚ブロック2名、第１度房室ブロ
ック2名、sick  sinus  syndrome１名、右脚ブロック6名）と多くの症例に認めてい
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く、BMIは差が
なかったが、コレステロール値は陰性群と比較して有意に低かった。また、心臓超音波検査で
は心室中隔、後壁厚、左房径の有意な肥厚を認め、心電図上の刺激伝導系異常例が多かった。

S106



1-5-5

当院における手根管症候群の保存療法の検討

○十時 靖和1, 田中 利和1, 神山 翔1, 小川 健2

落合 直之1

1キッコーマン総総合病院　整形外科

2筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　茨城県厚生連総合病院　水戸協同病院

【はじめに】手根管症候群(以下CTS)は外来での診療機会の多い疾患であり、多くは保存的治療
（スプリント、NSAIDs、神経ブロック等）により軽快する。当院ではCTSの診断後には、原則ス
プリント療法を第一選択としている。CTSに対するスプリントの治療成績を報告する。
【対象と方法】対象は2009年1月1日から2014年12月31日の6年間に当科を受診した489例のCTSの
うち、神経伝導速度検査を行い終末潜時が4.0msec以上となった362手とした。他院で保存療法
を行われたもの、骨性病変（骨折後、関節リウマチなど）による二次性CTS、経過の不明なも
の、重症度評価のないものを除外基準とし、除外後は266手となった。浜田分類で重症度を評価
し、自覚症状の改善の有無をend pointとした。装具療法は、作業療法士が手関節背屈30度のコ
ックアップスプリントを作成し夜間のみ装着した。疼痛にはNSAIDsを併用した。観察期間は最
低1か月とした。統計学的検討は、Chi-square for independence testを行い重症度による3群
間の比較を行った。
【結果】重症度による患者の内訳はGrade1(G1) が153手、G2が50手、G3が53手であった。神経
ブロックや保存療法を行わなかった患者を除き、スプリント療法のみを行った患者はG1が
107手、G2が34手、G3が36手であった。G1では72手(67.3%)が改善、32手(29.9%)が改善せずに手
術を行った。G2では13手(38.2%)が改善、16手(47.1%)が改善せずに手術を行った。G3では15手
(41.7%)が改善、19手(52.8%)が改善せずに手術を行った。G3の5手で対立筋形成術を行った。ス
プリント療法の奏功率についてはG1で有意に高かった。
【結論】浜田分類でG1の軽傷例においてはG2、G3と比し優位にスプリント療法の奏功率が高か
った。
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手根管症候群における術後成績の検討 ～多施設研究～

○神谷 行宣1, 東條 泰明1, 三浪 明男1, 三上 容司2

岩崎 倫政3

1北海道中央労災病院　せき損センター　整形外科, 2横浜労災病院　整形外科

3北海道大学　整形外科

【目的】本研究の目的は手根管症候群（CTS）の術後成績、特に術前の重症度と術後の症状改善
の関連について多施設で検証し、CTSに対するOCTRの有用性について知ることである。【方法お
よび対象】５施設を受診したCTS症例について、独自に考案した「手根管症候群調査
票」、Quick DASH、遠位潜時について、術前、術後６カ月、術後１年のデータを分析した。術
前の遠位潜時の値が8.0msec以上もしくは計測不能であった群を重症群、それ以下の値の群を軽
症群と定義し、その術後成績について比較検討した。【結果】2014年4月よりの研究期間中、71
例83手の症例が登録された。うち22例26手は術後１年の経過観察が可能であり、これらを含め
術後６ヶ月経過観察可能であった症例は46例55手であった。このうちデータ欠損のある症例を
除いた40例46手について検討した。術式は全例OCTRである。遠位潜時値で分類した重症群は
23手、軽症群は23手であった。遠位潜時値が計測不能な例も13手に認めた。Quick DASHは、軽
症群は術前39.26±4.73点、術後6カ月は17.21±3.37点であった（p＜0.05）。一方、重症群で
は術前34.23±5.47点、術後6カ月は19.31±3.51点であり、平均のQuick DASH改善率は、軽症群
では56.2％である一方、重症群では43.6％と軽症群の方が高かった。【結語】遠位潜時値で分
類した軽症群は重症群に対し術後６ヶ月の時点でのQuick DASHの改善に優れていた。
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高齢者の手根管症候群に対する手根管開放術の治療成績

○水谷 康彦1, 瀧澤 勉1, 宮澤 季美江2

1長野松代総合病院　整形外科, 2長野松代総合病院　形成外科

【目的】手根管症候群に対して手根管開放術を施行した症例の治療成績を，神経伝導検査
(NCS)，患者立脚型アウトカムである上肢障害評価表(DASH)や手根管症候群質問表(CTSI)などを
用いて評価した．NCS重症度（金谷の分類）とDASHやCTSIに相関があるか検討し，また65歳未満
と65歳以上の高齢者での治療成績に違いがみられるか検討した．【対象・方法】対象は2009年1
月から2013年12月までに当院で手根管症候群に対して手根管開放術を施行した患者の内，術前
および術後(術後6ヶ月～24ヶ月の間)で評価できた96例112手であった. 男性30症例38手,女性66
症例74手.平均年齢は66歳.評価は正中神経運動遠位潜時(DML), 示指～手首間の感覚神経伝導速
度(SCV), Semmes Weinstein test(SWT), 2点識別覚(2PD),DASH,CTSIで行った．【結果】術前
DMLは術前平均7.99msecから術後4.94msecと有意に改善し, 複合筋活動電位(CMAP)消失症例数も
13から0に減少した．SCVは術前平均34.3m/secから40.9m/secと有意に改善し，感覚神経活動電
位(SNAP)消失症例数も74から13に減少した.SWT,2PDは正中神経領域で有意に改善した.術前DASH
機能障害/症状スコア, CTSI症状重症度スコア，機能的状態のスケールは，術前平均27.7, 2.4,
2.0から13.9, 1.5, 1.4と改善を認めた．NCS重症度とDASHやCTSIの相関は，術前術後ともにほ
ぼみられなかった．65歳未満と65歳以上との比較では，DML, SCV,DASH,CTSIいずれも改善に有
意な差はなかった．【結論】手根管症候群に対して手根管開放術を行い，NCS,DASH,CTSIいずれ
も有意な改善を認めた．NCS重症度とDASHやCTSIの相関は，ほぼなかった．65歳以上の高齢者で
も65歳未満と比較しても改善に大きな差はなく，高齢者においても手根管開放術は有効だっ
た．
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高齢者の手根管症候群における手術成績（75歳以上と75歳未満の比
較）

○守 宏介, 有薗 行朋, 浜田 良機

みつわ台総合病院　整形外科

高齢者は若年者に比べ手根管症候群における術後の症状回復が悪い印象がある.そこで我々は,
手根管解放術の術後成績について調査し,その手術適応について検討したので報告する.[対象]
過去10年間に当科で手根管解放術を行った手根管症候群79例中,術後6か月以上経過観察しえた
60手を対象とした.男13例,女35例であった.罹患側は片側性38手(右28手,左10手)と両側性22手
で,手術時の平均年齢63歳(36-96),平均観察期間は21か月(6-73)であった.[方法]浜田分類
GradeI及びIIの75歳以上の群と75歳未満の群,GradeIIIの75歳以上の群と75歳未満の群に分け,
それぞれ高齢者群と若年者群を運動神経電動速度の潜時,知覚,痛み,痺れ,母指球の萎縮,対立障
害について術後の回復をMann Whitney検定で危険率5%未満を有意差ありとし比較した.[結果]運
動神経電動速度の潜時,知覚,痛み,母指球の萎縮,対立障害の回復は高齢者群と若年者群で統計
学的な有意差は認められなかったが,痺れの回復のみ有意差が認められた.[考察,結語]高齢者の
手根管解放術において,痺れの回復は重症度に関わらず回復が悪いと考えられる.主訴が痺れの
みの高齢者の手根管症候群に対する手術は慎重に検討するべきである.
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80歳以上の高齢者に対する手根管症候群の手術成績

○米田 英正1,2, 森田 哲正1, 藤澤 幸三1, 平田 仁2

武田 真輔2,3

1鈴鹿回生病院　整形外科, 2名古屋大学医学部大学院　手の外科学講座

3安城更正病院　整形外科

【はじめに】近年後期高齢者に対しても手根管症候群の治療を行う機会が増えているが、その
治療成績について論じた報告は少ない。今回当院で手術加療を行った80歳以上の手根管症候群
の患者の治療成績を後ろ向きに検討したので報告する。
【対象】過去5年間に手根管症候群と診断され手術加療を行った80歳以上の患者で3ヶ月以上追
跡可能であった14例22手について調査した。手術は同時に母指対立再建術を行った例は除外
し、全例直視下手根管開放手術と滑膜切除を施行した。しびれの状態、夜間痛の有無、ボタン
がけ・箸の使用の可否について、pharen徴候, 手根管部のtinel signの有無に加え、患者立脚
型評価としてHand 20を術前と最終観察時でそれぞれ調査した。術後1年経過観察可能であった3
例については指尖ピンチ力の比較も行った。
【結果】平均年齢は84.1歳(80̃92歳)、男性は2例4手で残りは女性であった。術前にpharen徴
候、夜間痛を有していたのはそれぞれ2手、4手で、術後全例改善した。Tinel sign は術前8手
にみられたが、最終観察時に1手以外全例徴候は残存していた。箸の使用は2例で困難であった
が最終観察時には全例可能となっていた。ボタンがけは術前8手で不可能であり、2手では可能
となったものの、他は最終的にも介助を要していた。Hand 20は術前平均51点、最終観察時平均
41点であった。術後1年経過をみた例でのピンチ力は術前と差がなかった。
【考察】高齢者の手根管症候群の症状としては夜間痛の割合が少なく、しびれや手指の機能障
害によって手術に至るケースが多かった。患者立脚型評価での成績は術前と比べ改善したが、
しびれやボタンがけの不自由などの症状は改善しにくかった。筋力の回復も1年経過しても乏し
く、対立不能を不自由として訴えるケースに対しては対立再建を行う方がよいと考える。
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尺骨遠位端単独骨折に対して早期前腕回旋運動を用いた保存加療の
治療経験

○鈴木 拓1, 萩原 健2, 稲葉 尚人3, 志津 香苗1

鈴木 克侍1

1藤田保健衛生大学整形外科, 2慶應義塾大学整形外科, 3川崎市立川崎病院

【背景】橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する手術加療や保存加療の報告は散見
されるが, その成績は橈骨の骨折や整復の状態によって影響される. 今回, 尺骨遠位端単独骨
折に対して受傷後早期から前腕回旋運動を施行した保存加療の成績について報告する.
【方法】対象は, Biyani分類I型の尺骨遠位端単独骨折9例 (男性4例, 女性5例), 受傷時平均年
齢は66歳, 平均観察期間は 18ヵ月であった. 方法は, 手関節のみをキャスト固定し, 疼痛に応
じて受傷3日以内に前腕回旋運動を, 受傷後3週より手関節の掌背屈運動も開始した. 評価は,
骨癒合の有無, 仮骨形成および骨癒合までの期間, 最終観察時における手関節および前腕自動
運動可動域, 尺側部痛の有無につき調査した. 画像評価は, 全例にX線, CTを施行し, 受傷時お
よび最終観察時におけるulnar variance (UV), 冠状面, 矢状面における角状変形, 側方転位に
ついて調査した.
【結果】全例で骨癒合を認め, 仮骨形成および骨癒合までの平均期間は24日, 101日であった.
最終観察時における平均可動域は屈曲85°, 伸展 88°, 回内87°, 回外90°であり, 全例, 尺
側部の疼痛は認めなかった. 受傷時および最終観察時の平均UVは0.4mm→ 0.1mm, 角状変形は冠
状面が3.6°→0.9°, 矢状面が0.7→0.5° , 側方転位は1.4mm→0mmと冠状面の角状変形および
側方転位は有意に改善を認めた (P＜0.05).
【考察】尺骨遠位端単独骨折に対する早期前腕回旋運動を用いた保存加療の臨床および画像成
績は良好であった.
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小児橈骨遠位1/3骨幹部骨折に対する手術治療

○山本 研, 窪田 穣, 水沢 慶一, 河野 浩

藤井会　石切生喜病院　整形外科

【目的】小児の転位型橈骨遠位骨折は日常診療でよく遭遇する骨折であり、手術加療において
経皮ピンニングで良好な成績が報告されている。しかし、中でも橈骨遠位1/3骨幹部骨折は治療
中に遷延癒合や再転位する症例もある。今回われわれは当科での小児橈骨遠位1/3骨幹部骨折の
手術治療を経験したので本疾患の特徴、問題点など文献的考察を加えて報告する。【対象およ
び方法】2011年から2014年までに手術を施行された15歳以下の小児橈骨遠位1/3骨幹部骨折26例
を対象とした。受傷時平均年齢は11.1才（7-15才）で男児25例、女児2例であった。受傷から手
術までの期間は4日（0-18日）で平均経過観察期間は130日（44-499日）であった。骨折型、X線
側面像でのAngulation （°）、Translation(％) 、手術方法、外固定期間、術後合併症につい
て検討した。【結果】初診時X線での転位方向は、背側24例，掌側3例でAngulationは平均
16°（-30-37°）、Translationは平均63%であった。初期治療において全例ピンニングを行っ
た。外固定期間は平均43日（29-72）であった。経過中に10°以上転位した症例は8例でそのう
ち4例に矯正骨切り術とプレート固定を行った。最終的に骨癒合を認め明らかな機能障害は認め
なかった。【考察】小児橈骨遠位1/3骨幹部骨折は不安定な骨折で経過中に遷延癒合や再転位す
る症例があるため、手術適応，固定方法，外固定期間を考慮しながら慎重に治療していく必要
がある。また年齢によってプレート固定も治療方法の一つとして考慮するされるべきである。
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1-5-12

成人上腕骨遠位端骨折（AO分類C1.2.3）の治療 　－screw, K-wire等
での固定－

○佐々木 勲, 蔡 栄浩, 西田 欽也, 前田 明子

手稲渓仁会病院　整形外科

【はじめに】近年、上腕骨遠位端骨折に対しロッキングプレート固定が多用されている。ロッ
キングプレートは強固な固定が期待できる一方、尺骨神経麻痺などの合併症が少なからず発生
している。我々は1997年以降、上腕骨遠位端骨折（AO分類C1.2.3）に対しscrew、K-wire等で固
定し、2008年以降は症例に応じロッキングプレート固定を行っている。本研究ではscrew、K-
wire等で固定した症例の治療成績とその適応を考察した。【対象と方法】1997年1月から2014年
12月まで当科および関連病院で手術した成人上腕骨遠位端骨折（AO分類C1.2.3）は38例で、こ
のうちプレートを用いずscrew, K-wire等で内固定を行い、8か月以上経過観察できた18例を調
査した。受傷時平均年齢は45歳（22-78歳）であった。手術方法は顆部の転位骨片を整復し
screwやK-wireで固定後、上腕骨と顆部をscrew、K-wire等でcrossに固定した。外固定は平均4
週間であった。固定性に応じ術後1-3週からリハビリ時のみ外固定を除去し、可動域訓練を行っ
た。【結果】顆部が激しく粉砕していた1症例は偽関節となり、残りの症例は骨癒合した。骨癒
合症例の可動域は平均伸展-22.3、屈曲122°であった。疼痛に関しては3例が軽度の運動痛を訴
えた。感染や尺骨神経麻痺の発生はなかった。上腕骨顆部から顆上部が激しく粉砕していた5例
のうち3例に変形癒合を認めた。【考察】上腕骨遠位端骨折（AO分類C1.2.3）に対するscrewお
よびK-wire等での固定は骨癒合率が高く、可動域も比較的良好で、感染や尺骨神経麻痺などの
重篤な合併症の発生がなかった。固定性に応じたリハビリを行うことによって、骨癒合が得ら
れ、可動域も比較的良好であった。一方、顆部から顆上部にかけて粉砕が激しい症例はscrew,
K-wireのみでは有効な固定が得られず、変形治癒を来たしていた。
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高齢者上腕骨通顆骨折に対する交差スクリュー固定法

○蔡 栄浩, 佐々木 勲, 西田 欽也, 前田 明子

手稲渓仁会病院　整形外科

【目的】高齢者の上腕骨通顆骨折に対して交差スクリュー固定を用いて治療したのでその結果
を報告する。【対象と方法】2009年7月から2014年11月までの間に当科を受診した上腕骨通顆骨
折8例（男4例女4例）を対象とした。手術時平均年齢は79(67-98)歳、受傷側は右3例、左4例、
術後平均追跡期間は264（83-460）日であった。受傷機転は転倒5例、転落1例、打撲2例であっ
た。手術方法は全例徒手整復もしくはカパンジー法で整復位を得たのちにガイドワイヤーやキ
ルシュナー鋼線で仮固定後16mmもしくは32mmスレッドのキャニュレィティッドキャンセラスス
クリュー（デピュー・エース社）2本で固定した。スクリューは外顆遠位部から骨折部を超えて
内側へ1本、内側上顆から外側へ1本をバイコルチカールに交差して刺入した。受傷から手術ま
での期間、手術時間、合併症、骨癒合の有無、骨癒合までの期間、最終追跡時の肘関節可動域
を調査した。【結果】受傷から手術までの期間は平均8.6（1-28）日であった。手術時間は平均
52(25-83)分で全例骨癒合が得られ、合併症は認めなかった。骨癒合までの期間は平均138（73-
209）日、最終追跡時の肘関節可動域(平均)は伸展-26.3（-15～-40）°屈曲119（95～135）°
でありアークは平均92.9（60-115）°であった。【結論】上腕骨通顆骨折に対する交差スクリ
ュー固定法は低侵襲且つ簡便であり、短時間での手術が望ましい高齢者に対して有用な治療法
であると思われた。
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1-5-14

変形性肘関節症の術前動態シミュレーションにおける回転軸設定に
関する検討

○大浦 圭一郎, 轉法輪 光, 島田 幸造

JCHO　大阪病院　整形外科

【目的】変形性肘関節症の病態解析において、コンピュータ上で屈伸運動をシミュレートする
手法は複数報告されているが、その際に使用する回転軸の求め方については様々である。本研
究の目的は、過去に報告された3手法により求めた回転軸を比較することである。
【方法】変形性肘関節症患者20例20肘（男性18例、女性2例、平均年齢53.7歳）を対象とした。
各症例について最大伸展位、90度屈曲位、最大屈曲位の3ポジションでCT撮影を行い、CT画像か
ら三次元モデルを作成し、各ポジション間の骨の位置変化をコンピュータで計算した。肘関節
の回転軸を以下の3手法で求めた。1. 90度屈曲位から最大伸展位までの上腕骨に対する尺骨の
移動量から回転軸を求めた。90度屈曲位から最大屈曲位までも同様に求めた。2. 最大伸展位か
ら最大屈曲位までの上腕骨に対する尺骨の移動量から回転軸を求めた。3. 上腕骨小頭、滑車を
矢状断面でそれぞれ円近似し、その中心を通る軸を求めた。各方法間で回転軸のなす角θ、回
転軸と上腕骨正中矢状断面との交点同士の距離dを求めた。
【結果】方法1と方法2との間では回転軸のなす角θは90度屈曲から最大伸展で3.36±
1.99度、90度屈曲から最大屈曲で7.41±4.47度、距離dは1.11±0.76mm、90度屈曲から最大屈曲
で2.57±1.91であった。方法1と方法3との間ではθは90度屈曲から最大伸展で4.21±
2.82度、90度屈曲から最大屈曲で9.84±4.74度、dは1.38±0.97mm、90度屈曲から最大屈曲で
3.79±2.76であった。方法2と方法3との間ではθは4.21±3.50、dは1.85±1.55であった。
【考察】3手法を用いて回転軸を求めたが、方法によって回転軸は異なっており、特に屈曲域で
の回転軸にばらつきが見られた。肘関節は単軸性の屈伸運動を行うわけではなく、動態シミュ
レーションを行う際には注意が必要である。
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1-5-LS5

超音波ガイド下時代の腕神経叢ブロック　-麻酔科の立場から-

○森本 康裕

宇部興産中央病院　麻酔科

ここ10年の間に麻酔科領域での超音波ガイド下腕神経叢ブロックは飛躍的に普及した。しか
し、麻酔科医が考える神経ブロックの立ち位置は手外科医とは少し異なる。
まず、ブロック症例の多くは全身麻酔後の鎮痛法の1つとして考えられている。これは伝達麻酔
単独での保険点数が全身麻酔と比べると非常に低いことも一因である。使用する局所麻酔薬は
長時間作用性のロピバカインやレボブピバカインが主流である。ブロック単独で手術する場合
と比べ、使用する濃度は低く、量も少なめなことが多い。これは全身麻酔により上肢の非動化
が可能であることに加え、ターニケットペインのコントロールも可能であることによる。低濃
度で少量の局所麻酔薬の使用は、感覚神経のみの選択的なブロックや、手術領域のみのブロッ
クを可能とする。このため、手術後早期より手術による運動麻痺の有無を確認可能である。我
々は腕神経叢ブロック腋窩アプローチには0.125%レボブピバカインを使用している。この濃度
ではほぼ全例運動神経が完全にブロックされることはない。作用時間が短縮する懸念はある
が、NSAIDｓやステロイドの併用により通常の骨折手術の術後痛には十分である。より長時間の
作用を期待したい症例ではカテーテルの留置による持続ブロックが有効である。
現在注目されているのは腋窩よりも末梢で、より選択的に行うブロックである。高周波数の超
音波装置が使用可能となったことで、末梢神経やその分枝レベルでのブロックが可能となっ
た。一方で、麻酔科医に不足しているのは解剖や神経支配に関する知識である。手外科領域の
医師との協力により患者にとってより効果的なブロック法が開発されていくことを期待した
い。
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1-5-15

超音波短軸像による母指球筋の評価法について

○小寺 訓江, 南野 光彦, 友利 裕二, 園木 謙太郎
高井 信朗

日本医科大学　整形外科

【目的】手根管症候群の診断および治療の評価において，母指球筋萎縮の客観的評価は重要で
あるが，その評価法について未だ検討した報告は少ない．今回，超音波短軸像による母指球筋
の評価法について検討した．【対象及び方法】健常成人10例20手（男性16手，女性4手）（平均
年齢37.1歳）を対象とした．超音波検査は，母指伸展，手関節伸展，前腕回外位とし，肘関節
以下を水中に入れ，最初に18MHzプローブを第1中手骨長軸に沿って設置し，長軸長を計測し
た．次に，骨軸に直行する中手骨長1/2部（A），近位1/4部（B），CM関節部（C）の3部位に順
に設置し，各部位での母指外転筋(APB)と母指対立筋(OPP)の横断面積を計測した．なお，測定
値は第1中手骨骨長の2乗で除して個体差の補正を行い，比較検討した．【結果】APBとOPPの筋
断面積補正値は，それぞれ測定部位（A）で0.158±0.044，0.156±0.055，（B）で 0.152±
0.045，0.138±0.057，（C）で0. 170±0.033，0.109±0.026であった．両筋の横断面積を部位
間で比較すると，APBは(C)で，OPPは(A)で最も大きかった．【考察及び結論】近年，超音波検
査を用いて母指球筋を評価する方法が報告されている．しかし，その殆どが筋厚の測定のため
プローブ設置時の圧により測定値が変動すること，測定時に骨をランドマークに設定していな
いため測定ごとに測定部位が変動することから，その測定値の客観性に問題がある．また，絶
対値で評価し個体差を補正していないため，比較評価が困難な点があげられる．本法は，水中
測定のため母指球筋を圧迫せずに筋の断面積を測定でき，第1中手骨をメルクマールにしその骨
長で個体差を補正していることから，母指球筋を評価する上で有用な方法と考える．
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手根管症候群手術症例における超音波検査による母指球筋萎縮の客
観的評価

○名倉 一成1, 金谷 貴子1, 乾 淳幸2, 美舩 泰2, 国分 毅2

1神戸労災病院　整形外科, 2神戸大学大学院　整形外科

【目的】CTS手術症例に超音波検査による母指球筋: 短母指外転筋(APB)、母指対立筋(OPP)の評
価を行い、電気生理学的重症度別に各期間で比較した。【対象と方法】臨床上CTSと診断され手
術を行った39手（平均年齢67.5歳、男性11手、女性28手）を対象とした。超音波検査にて短軸
像でOPPが第1中手骨橈側に付着する位置で、APBおよびOPPの最大となる筋表面-第1中手骨間距
離を筋厚とし、筋厚値は測定値(cm)÷第一中手骨全長(cm)で補正した。39手を電気生理学的重
症度(I期: DML, SCV共に正常, II期: DMLのみ遅延, III期: DML遅延SCV低下, IV期: DML遅延
SCV測定不能,  V期:  DML,  SCV共に測定不能)にて分類し、各期間で筋厚値を比較し
た。【結果】III期: 男性2手、女性5手、IV期: 男性9手、女性15手、V期:女性8手であった。男
性の筋厚値の平均値はIII期APB 0.14±0.01、OPP 0.11±0.01で、IV期APB 0.20±0.06、OPP
0.11±0.02であった。女性はIII期APB 0.17±0.06、OPP 0.10±0.03で、IV期APB 0.15±
0.05、OPP 0.09±0.02で、V期APB 0.11±0.06、OPP 0.08±0.02であった。【考察】昨年我々は
母指球筋萎縮を呈する重症CTSに対し超音波検査を用いた筋萎縮評価を報告した。今回はCTS手
術症例を対象とした評価を行い、電気生理学的重症度IIĨV期間で検討する結果となった。女性
CTSにおいて有意ではないが重症度の進行に並行してAPB, OPP両者とも筋厚値の減少傾向を認め
た。【結論】超音波検査を用いたCTSにおけるAPBおよびOPPの母指球筋萎縮の客観的評価を報告
した。
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1-5-17

圧モニター超音波エラストグラフィによる手根管症候群診断

○吉井 雄一1, 田中 利和2, 池田 和大1, 石井 朝夫1

落合 直之2

1東京医科大学茨城医療センター　整形外科, 2キッコーマン総合病院

【目的】手根管症候群(以下CTS)患者の正中神経には超音波計測での歪み量の低下を伴うことが
報告されている。しかしこの歪みには組織に加わる圧が考慮されていない。本研究では圧モニ
ター超音波エラストグラフィを開発し、CTS患者と健常者において手根管部に加わる圧と正中神
経の歪みの関係を調べた。【方法】健常成人10名20手関節とCTS患者10名14手関節を対象とし
た。圧モニター超音波エラストグラフィを用い手関節部で正中神経の歪みと探触子に加わる圧
を計測した。装置は、前腕を手台に固定し探触子の位置と上下動を調整できるものとした。探
触子把持部に圧モニターを設置した。探触子に1.5Hz、1mmの上下動を加えエラストグラフィで
正中神経の歪みを計測した。探触子を設置した状態を基準とし圧迫を加えた際に探触子に加わ
る圧を圧迫量(g重)として計測した。超音波検査上の弾性指標として圧迫量/歪み(圧/歪み)比を
算出した。各計測値を患者と健常者で比較した。またROC曲線分析を行い、各計測値の診断精度
を曲線下面積(AUC)で調べた。【結果】歪み値の平均は健常者で0.44±0.10%、CTS患者では0.15
±0.05%であった。圧迫量は健常者で75.9±40.1ｇ重、CTS患者では100.2±49.6g重であった。
圧/歪み比は健常者178.2±97.4(g重/％)、CTS患者576.0±296.4(g重/％)であった。歪み値と圧
/歪み比に健常者とCTS患者で有意差があった(P＜0.01)。圧迫量はCTS患者で高い傾向にあった
が、有意差は認めなかった(P=0.07)。歪み値、圧迫量、圧/歪み比におけるAUCは
0.934、0.636、0.885で、歪み値が最も高い診断精度を示した。【考察】歪み値と圧/歪み比の
計測はいずれもCTSの鑑別に有用と考えられる。圧迫量は組織の硬さや内圧を反映していると考
えられ、本方法により周辺の組織特性と神経の弾性の関係を評価できる可能性がある。
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手根管症候群の補助診断：点数化による神経伝導速度検査と超音波
検査の併用

○中道 健一1, 立花 新太郎2, 山本 精三3, 喜多島 出3

1虎の門病院　リハビリテーション科, 2三宿病院　整形外科, 3虎の門病院　整形外科

(目的)当科では手根管症候群(CTS)の補助診断に神経伝導速度検査(NCS)に加え超音波検査(US)
も行ってきた。しかし，従来の併用判定は論理和(少なくとも一方が陽性であれば陽性と判定)
によるため感度は改善するが特異度が低下する上，測定誤差を無視できないcutoff値(co)近傍
の境界域を含まない制約があった。そこで，これらを改善する目的に点数化を行った。(対象と
方法)臨床的に診断した特発性CTS395女性520手(44-70(平均59)歳)と同年代の対照442女性442手
(利き手)を対象とした。coは，NCSでは運動神経:短母指外転筋潜時4.2ms,虫様-骨間筋(正中-尺
骨神経)潜時差0.5ms,感覚神経:中指-手関節伝導速度45m/s,正中-尺骨神経(手掌-手関節)潜時差
0.4ms，USでは手根管近,遠位の正中神経断面積の和22mm2とした。点数化ではNCS,USおのおので
co±誤差(当科実績(%):潜時4,伝導速度5,US8)範囲超の陽性=2,陰性=0,同範囲内の境界域=1(NCS
では最も異常な測定値で判断，すべて導出不能は陽性と判定)とし，両者の和0,1=陰性,2=境界
域,3,4=陽性とした。感度,特異度,境界域をNCS単独とUS併用で比較した(χ2検定,有意水準
5%)。(結果)感度,特異度(%)はNCS単独77,85，US併用83,84で，感度は有意に改善し特異度に有
意差はなかった。境界域(%)は患者,対照の順にNCS単独11,8，US併用8,9で，患者で有意に減少
し対照では有意差はなかった。(考察)本点数化では実際の診断を反映すべく判定に迷う境界域
を設け，結果が対立(一方が陰性,他方が陽性)した場合は総合的な解釈が困難となるため境界域
と判定した。その結果，NCS単独と比べUS併用で特異度は維持され感度が改善し，さらに患者の
境界域率が減少した。ガイドラインの推奨検査はNCSであるが，これで偽陰性疑いあるいは境界
域の場合は本点数化によるUSの併用がより正確な診断に有用と考える。
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手根管症候群の電気生理学的重症度分類の治療法選択に対する役割

○金谷 貴子1, 名倉 一成1, 国分 毅2, 美舩 泰2, 乾 淳幸2

1神戸労災病院整形外科, 2神戸大学整形外科

【目的】手根管症候群(CTS)症例をDMLとSCVからなる電気生理学的重症度分類を用いて、重症度
分布状態と各期(Stage)での手術選択率を検討した。【対象・方法】2007.1-2015.9に臨床上CTS
と診断された1038手（男性265手、女性773手）を対象とし神経伝導検査(EDX)を施行し電気生理
学的重症度分類(1期: DML, SCV共に正常, 2期: DMLのみ遅延, 3期: DML遅延SCV低下, 4期: DML
遅延SCV測定不能, 5期: DML, SCV共に測定不能)に基づいて分類した。各期(Stage)での手術/非
手術例比率を1-5期間で比較した。統計学的検討にはχ二乗検定(p＜0.005)を用いた。【結果】
重症度は1期: 44手, 2期: 193手, 3期: 228手, 4期: 352手, 5期: 221手と分類され4期が最多
を占めた(34%)。分類不能は1例であった。手術施行総数は438手(42%)で、1期: 5手(11%), 2期:
27手(14%), 3期: 66手(29%),4期: 182手(52%), 5期: 158手(71%)で5期での手術施行率が有意に
高かった(p＜0.0001) 。【考察】当院ではCTSの診断と客観的評価を目的に神経伝導検査を施行
しており分類不能であった1例以外は1-5期に分類され電気生理学的重症度評価が可能であっ
た。母指球筋萎縮によるつまみ動作困難を有する症例や保存療法に反応せず痺れ、痛み、知覚
鈍麻が日常生活動作(ADL)に影響を及ぼす症例には手術を推奨し、患者に選択を委ねてい
る。CTSの臨床的重症度と電気生理学的重症度は必ずしも一致しないとされているが、手術選択
率が電気生理学的重症度に並行して増加したことはADL障害度の増大を示唆しており、重症度も
手術選択の指標になると考えられた。
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電気生理学的検査から見た手根管症候群における術式の検討

○犬飼 智雄1, 堀 和一朗1, 唐澤 善幸1, 日下部 賢治1

内田 研造2

1総合大雄会病院, 2福井大学　整形外科

【目的】手根管症候群(以下CTS)において、正中神経の圧迫程度は様々であり、同一の治療法で
は対応できない症例が存在する。当科では電気生理学的重症度に着目し、それぞれの病態に応
じた術式を選択している。今回、その有用性について検討したので報告する。【対象と方
法】2012-2014年にCTSと診断し, 手術加療を行った40例45手を対象とした。手術時平均年齢は
60.8歳（32‐86歳）, 男性7例, 女性33例。罹患側は右30手, 左15手であった。平均罹病期間は
8カ月（2カ月-10年）であった。手術症例を電気生理学的重症度（Paduaらの分類）に応じて
Extreme CTS, Severe CTS, Moderate CTSの３群に分類した。2L-INT法を追加することにより
Extreme CTS-A (APB-CMAP, 2L-CMAPともに測定不可能)、Extreme CTS-B (2L-CMAPは測定可能,
APB-CMAPは測定不可)の2群に分類できるため、合計4群に分類した。Moderate CTS群10例に対し
ては鏡視下開放術, Severe CTS群 30例に対しては小皮切手根管開放術, Extreme CTS-B群4例に
対しては手根管開放術に加え顕微鏡下motor branch剥離術, Extreme CTS-A群1例に対しては手
根管開放術に加え母指対立再建術を施行した。術後成績はKellyらの評価基準を用い,手術後6カ
月の時点で評価した。【結果】Extreme CTS-A 群はfairであったが、母指対立は可能となっ
た。Extreme CTS-B群はgood3例, fair 1例であり、good3例にはAPBの筋力に改善があっ
た。Severe群30例はExcellent 5例、good 20例、fair 5例であった。 Moderate群は,
excellent 10例であった。【考察】重症度に応じて術式を変更することで、適切な治療の提供
が可能になると考察した。Moderate群は, 症状発現からの期間が短く、圧迫の程度が軽いため
鏡視下手術の良い適応であると考察した。
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手根管症候群における母指球筋枝障害は術前に評価可能か？～電気
生理学的検討～

○谷脇 祥通

国吉病院　整形外科

【緒言】手根管症候群患者の中には母指球筋萎縮が強く、手根管開放術のみでは十分な機能回
復が得られない症例が存在する。母指球筋枝剥離術の有効性が報告されているが、どのような
症例が手根管開放術のみでは不十分なのかが不明である。日常診療で短母指外転筋の複合筋活
動電位（以下APB-CMAP）と第2虫様筋の複合筋活動電位（以下SL-CMAP）の遠位潜時に差がある
症例を経験することがあり、これを利用することで術前に母指球筋枝に障害を有する物を診断
できる可能性があると考え、前向き調査を行った。
【対象と方法】著者自身が術前に電気診断を行い、手術を行った手根管症候群125例152手のう
ち、APB-CMAPがSL-CMAPよりも強く障害されていたものが27例28手あった。その内訳はAPB-CMAP
が導出不能でSL-CMAPが導出可能であったものが9手、APB-CMAPの方がSL-CMAPに比して遠位潜時
が1ms以上延長していたものが19手であった。これらの症例に対して奥津法による鏡視下手根管
開放術（以下ECTR）を行った。
【結果】3ヵ月以上経過観察が可能であった22例23手中20例21手では電気生理学的な改善を認
め、APB-CMAPとSL-CMAPの遠位潜時の差は1ms未満になっていた。残りの2手は術前APB-CMAP導出
不能例で、術後経過観察期間が3ヵ月と短期のためにAPB-CMAPが導出不能のままであり、今後の
経過観察が必要である。
【考察とまとめ】今回母指球筋枝が正中神経本幹に比して強く障害されている症例を術前に見
分けることを目的として、APB-CMAPとSL-CMAPの比較を行い、その上で本幹のみの除圧である
ECTRのみを行い術後経過を前向きに調査した。今回の方法では母指球筋枝の剥離が必要な症例
を術前から見分けることは不能であったが、ほぼ全ての症例で電気生理学的な回復を認めてお
り、ECTRだけで十分である可能性が示唆された。
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浜田分類の有用性の検討

○田山 信敬

松村総合病院　整形外科

【目的】手根管症候群(以下CTS)の浜田分類と手根管症候群質問表日手会版（CTSI）、身体所
見、神経伝導速度に有意性があるか検討した。
【対象と方法】2013年から2年間に当科を受診したCTS症例67手を対象とした。全例片側で、男
性21手　女性46手 右29手　左32手　年齢は22歳から89歳（平均63.3歳）だった。
これらを浜田分類し,CTSI、母指-示指(以下TI)と母指-小指(以下TL)のtip pinch力、Semmes-
Weinstein知覚検査(以下SW)、短母指外転筋遠位潜時(APB DL)、知覚神経伝導速度(SCV)測定を
行った。浜田分類grade1(以下G1)は46手、grade2(以下G2)は11手、grade3(以下G3)は10手だっ
た。
CTSI回答は50手、pinch計測は51手、SW検査は26手、神経伝導速度測定は66手で可能だった。
以上の計測値を、grade間で有意差があるか解析を行った。解析法はone-way ANOVAかKruskal-
Wallisを用いた。P＜0.05を有意性ありとした。
【結果】1.CTSI (症状の重症度スコア)は、grade間で有意差を認めなかった。2.CTSI (機能的
状態のスケール)は、G1とG2,3間で有意差を認めた。(G1-G2 p=0.04 ,G1-G3 p= 7.4e-5)
3.TI tip pinchは、grade間で有意差を認めなかった。4. TL tip pinchは、G1とG2,3間で有意
差を認めた。(G1-G2 p=0.012, G1-G3 p=8.9e-4)  5. SWは、G1とG2,3間で有意差を認めた。(G1
-G2 p=0.032, G1-G3 p=0.012)   6. APB DLは、G1とG2,3間で有意差を認めた。(G1-G2 p=3.8e-
5, G1-G3 p=5.4e-6)   7. SCVは、G1とG2,3間で有意差を認めた。(G1-G2 p=5.0e-7, G1-G3
p=2.2e-5)
【考察】浜田分類は、運動機能評価が主体である。TL pinch力とAPB DLではG1とG2,3間では有
意差を認めただけでなく、SWとSCVもG1とG2,3間でも有意差を認め、知覚評価でも有用であっ
た。患者立脚の機能評価でも有意差を認め、CTSの機能評価に有用と考える。
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重症手根管症候群：術後短母指外転筋筋力回復の予測

○鈴木 重哉1, 鈴木 希央1, 鈴木 愛1, 阿部 雅志1

大村 威夫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に手根管開放術を行い,罹病期間,年齢,電気生理学
的検査における重症度が術後成績に及ぼす影響を検討し,術後短母指外転筋(APB）筋力の回復が
予測可能か検討すること.【方法】術前APBの徒手筋力検査（MMT）が0-1であった手根管症候群
に対して直視下手根管開放術を行った44例51手を対象とした.手術までの罹病期間は3か月～
20年,手術時年齢は30～88歳（平均71.3歳）であった．リスクポイントを手術時年齢では70歳未
満（0点）,70～79歳（1点）, 80歳以上（2点）, 罹病期間では12か月以内(0), 13～24か月(1),
25か月以上(2), 電気生理学的重症度では, APB複合筋活動電位, 感覚神経伝導速度どちらかも
しくは両方導出可能であったもの(0)、ともに導出不能であったもの(1)、APB複合筋活動電位,
感覚神経伝導速度導出不能に加え第2虫様筋複合筋活動電位も導出不能であったもの(2)と,それ
ぞれ設定した．術後APB筋力が4以上に回復したものを良好群, 3以下を不良群とし,手術時年齢,
罹病期間,電気生理学的重症度を説明変数とした,多変量ロジスティック解析を行っ
た．【結果】良好群は29手,不良群は22手.年齢と電気生理学的重症度の成績不良に対するオッ
ズ比（95％信頼区間）はそれぞれ29.2(2.6-331.7),30.0(2.5-360.0)と有意であったが罹病期間
は有意ではなかった.年齢と電気生理学的重症度は成績不良に対するオッズ比がほぼ同等であっ
たため,各症例の両者のリスクポイントを合計したものを総合リスクポイントとした.0点では8
例/8例(100％),1点17例/20例（85％）, 2点4例/9例（44％）,3点0例/12例(0%), 4点0例/2例
(0%)が成績良好となった.【考察】リスクポイントが高くなるにつれ成績不良となるリスクが上
昇した.リスクポイント3点、4点ならば同時対立機能再建術も検討すべきである.
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高齢者手根管症候群における術後運動機能の回復－術前M波検出不
能例の若年者との比較－

○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：高齢者の手根管症候群では母指球筋萎縮が進行しているにも関わらず母指対立再建
術を希望しない患者が多い。術前Padua分類ステージ5（M波検出不能）の70歳以上と70歳未満の
症例における術後運動機能回復状況を調査し、これら症例の臨床経過を明らかにすることを目
的とした。
方法：1986～2013年に特発性手根管症候群に対するUSE systemを用いた鏡視下手根管開放術を
行い術後1年以上経過観察可能だった症例のうち、術前運動神経遠位濳時が測定不能だった70歳
以上の66手54症例と70歳未満の117手105症例の2群について、術前術後の短母指外転筋筋
力、Pinch力、電気生理学的検査結果を調査し比較した。
結果：術前徒手筋力テストによる短母指外転筋筋力（MMT-APB）、Pinch力、電気生理学的検査
のうち知覚・運動神経遠位潜時（DSL・DML）には両群間の有意差はなかった。術後臨床症状改
善の有無と改善期間では有意差はなかったが、MMT-APB 4または5への改善、Pinch力およびDSL
・DML正常化で両群間の有意差を認めた。
結論：高齢者手根管症候群において術前M波が測定できない場合、術後にしびれや知覚障害、運
動機能の改善は見込めるが、筋力および電気生理学的正常化は若年者と比較して劣ることが明
らかになった。術前に患者にとっての術後改善必要度を十分検討する必要があると考えられ
る。
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重度手根管症候群における電気生理学的検査を用いた母指対立機能
回復の検討

○土田 真嗣, 藤原 浩芳, 小田 良, 浅田 麻樹
久保 俊一

京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学（整形外科）

【目的】重度CTSの電気生理学的評価と母指掌側外転筋力を後ろ向きに調査し，運動神経伝導速
度検査における術前の第2虫様筋(2L)と第1掌側骨間筋(INT)の潜時差（2L-INT DIFF）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.
【方法】対象は,短母指外転筋の複合筋活動電位(APB-CMAP)が導出不能の特発性重度CTSに対し
手根管開放術を施行した41例48手とした.術後12ヵ月における臨床成績を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徒手筋力テスト(MMT)で評価した.電気生理学的評価は,
正中神経支配の2Lと尺骨神経支配の第1 INTにおける運動遠位潜時差を算出し(プレストン法),
術前，術後3，12ヵ月の導出率を評価した．また，MMTと潜時差(2L-INT DIFF)の相関について検
討した．
【結果】臨床成績は,excellent 20手，good 22手，fair 6手，poor0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23手，3が10手，2が4手となった．2L-INT
CMAPは，術前7例(88%)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3.96 ± 1.28 ms，good例で4.20 ± 1.44 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
た．2L-INT DIFF≧6 ms例では，術後12ヵ月でのMMTは3以下であった．
【結論】プレストン法での2L-CMAPは，APB-CMAP導出不能な重度CTSに対しても88%で導出可能で
あった．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．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する
定量的な指標となる可能性がある.
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特発性手根管症候群術後の患者主観評価に対する脂質代謝の影響

○矢野 公一1, 恵木 丈2, 川端 確3, 池田 幹則4

金城 養典1

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

4東住吉森本病院　整形外科

【目的】特発性手根管症候群に対する手掌内小皮切手根管開放術の術後患者主観評価と脂質代
謝を含めた予後関連因子の関連を検討した。
【方法】2007年4月から2014年月まで当院で手根管開放術手術を行い、術後１年以上経過し評価
可能であり、糖尿病などの既往を除いた特発性手根管症候群患者114例（女性87例）、141手
（右罹患：77手、両側罹患：27例）を対象とした。罹病期間は平均42か月（1-302）、手術時年
齢は平均66歳（28-88）、術後経過観察期間は平均35か月（12-66）であった。患者主観評価は
術後しびれ、痛み、Kelly評価を用いアウトカムとし、性別、手術時年齢、術前罹病期間、喫
煙、飲酒、高血圧、高コレステロール血症、高中性脂肪、body mass index（BMI）、術前神経
伝導検査結果（3群、1；感覚神経伝導速度[SCV]異常、2；SCV異常、短母指外転筋終末潜時
[DML]異常、3；SCV導出なし、DML異常/導出なし）を予後関連因子とした。両者を後ろ向きに統
計学的に検討した。
【成績】術前症状はしびれが全手、痛みは64手にあった。術後しびれは消失：78手、軽
減：47手、不変：13手、術後痛みは消失：55手、不変：8手、悪化：11手であった。喫
煙：16手、飲酒：52手、高血圧あり：98手、高コレステロール血症あり：85手、高中性脂肪あ
り：51手、神経伝導検査結果は1；1手、2；51手、3；89手であった。術後しびれは、高コレス
テロール血症、高中性脂肪、痛みは、神経伝導検査結果、高中性脂肪、Kelly評価は、高コレス
テロール血症と有意に関連した。多変量解析を用いて検討を行うと、Kelly評価は喫煙、高コレ
ステロール血症が有意な関連を示した。
【結論】術前の症状であるしびれは89％、痛みは86%の症例において消失または軽減した。術後
Kelly評価に高コレステロール血症という手局所以外の関与が示唆された。
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手根管症候群に対する電気生理学的検査の結果の経時的な変化につ
いて

○多田 薫, 菅沼 省吾, 山本 大樹, 中嶋 宰大
土屋 弘行

金沢大学　医学部　整形外科

当科では手根管症候群の治療に際し、術前の電気生理学的検査に加え、手術が適切に行われた
ことを確認する目的で術後にも定期的な電気生理学的検査を施行してきた。本研究の目的は、
電気生理学的検査の結果の経時的な変化を評価検討することである。
対象は同一術者が手根管開放術を施行し、術後に自覚症状の改善を認めた30例30手である。年
齢は49̃84（平均67.6）歳、男性8例、女性22例であった。手術は手掌部および手関節部の2皮切
で行い、横手根靭帯から前腕筋膜まで確実に切離したことを直視下に確認した。電気生理学的
検査は術前および術後1、3、6か月時に施行した。計測した項目は、短母指外転筋（以下
APB）、第二虫様筋（以下2L）、第一掌側骨間筋（以下INT）の遠位潜時（以下DML）および複合
筋活動電位（以下CMAP）、また示指および中指で導出した逆行性の知覚神経伝導速度（以下
SCV）および知覚神経活動電位（以下SNAP）であり、2LとINTの潜時比較（以下2L-INT）も行っ
た。各項目の経時的な変化を線形混合モデルにより解析し、多重比較の際はBonferroniの補正
を行い有意水準5%で検定した。
術前の計測値と比較して、術後1か月、3か月、6か月のいずれにおいても有意な改善を認めたの
はAPB DML、2L DML、2L-INT、示指SCV、中指SCVであった。また術前から術後3か月まで経時的
に有意な改善を認めたのは2L-INTおよび示指SCV、中指SCVであったが、SCVは導出不可能であっ
た例が多かった。なお術後3か月と術後6か月の間で有意な改善を認めた項目は存在しなかっ
た。
手根管開放術後の回復過程を評価する際は、CMAPやSNAPよりもDMLやSCVが有用な指標であっ
た。中でも2L-INTは導出不可能である例が少なく、術後早期の経時的な改善を評価できる指標
であると考えられた。
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2ポータル鏡視下手根管開放術における超音波エコーを用いたリス
クマネージメント

○亀山 真, 木村 祐美子, 手塚 正樹, 柳本 繁

東京都済生会中央病院　整形外科

目的：2 portal鏡視下手根管開放術で重要組織の損傷を避ける為の，超音波エコーによるリス
クマネージメントの実際を紹介する．
方法：対象は2012年3月以降，本術式施行の101例91手（男性14例，女性77例），年齢は38～93
歳（平均67歳）である．まず超音波エコー下に短軸走査で正中神経（MN）尺側縁，MNと尺骨動
脈（UA）の間隔，UAの有鉤骨鉤（HH）に対する位置を確認．次に手首皮線のMNとの交差部より
中，環指指間に向かうライン上に探触子を当てて浅掌動脈弓（SPA）を探り， その位置を小指
球の皮膚上にマーキングする．Entry portalはMN尺側縁，exit portalはSPA位置の近位とし，
以下Chow法に従い手術を行う．UAがHHの橈側，ないしはexit portalをSPAの近位に設置できな
い場合は，直視下で屈筋支帯（FR）遠位縁のやや近位寄りにslitを作成し，ここより外套管を
出してFRを切離する．最後にFR遠位側の切り残しを直視下で切離する．術後2週時，超音波エコ
ーで手術創遠位端に対するSPAの位置を同定し， SPAの近位端がexit portalの手術創遠位端よ
り近位の場合は-，遠位の場合は+とし，その間隔（SPA-exit 間距離）を計測した．
結果：本シリーズで重要組織の損傷例はなかった．術前エコーでUAがHHの橈側にあった例は42
手（42%）であった．6手（6%）は，術中操作でexit portalの皮切がSPA位置に達していた．術
後2週時のエコーでは31手（31%）で，SPAは手術創遠位端の近位側であった．SPA-exit 間距離
は，-9.45～＋8mm（平均+1.08mm）であった．
考察：UAがHHの橈側，ないしはexit portalをSPAの近位に設置できない場合，FRにslitを作成
する方法が有効であった．SPA位置は術後近位側へ移動していた例があり，再手術例ではこの点
に留意すべきである．超音波エコーは本術式のリスクマネージメントに必須のツールと考え
る．
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術中超音波検査を用いた鏡視下手根管開放術の靱帯切離評価

○大野 克記, 横田 淳司, 廣藤 真司, 藤野 圭太郎
根尾 昌志

大阪医科大学　整形外科

【はじめに】関節鏡視下手根管開放術(ECTR)の合併症に靭帯不全切離がある.我々は第57回本学
会にて,奥津法によるECTRに超音波検査(US)を併用し,その対策法を考案した.今回本法による術
後成績とUS評価の信頼性を検討した.
【対象と方法】US併用下でECTRを行い6か月以上観察した20例22手を対象とした.USは外套管挿
入後の靭帯切離前と切離後に観察した.観察部位は短軸像が手根管近位と遠位とし長軸像は外套
管先端が描出される部位とした.靭帯切離前と切離後に術者は外套管を掌側に挙上する手技
(Lift upテスト)を行い,短軸像では正中神経と尺骨動脈より掌側に挙上できた場合,長軸像では
浅掌動脈弓より掌側に挙上できた場合にテスト陽性とし,挙上不能を陰性と判定した.術後US動
画の記録を盲検化し,術者を除く評価者2人(検者1及び2)が各部位のUS動画を観察しLift upテス
トを判定し,評価者間・評価者内信頼性を検討した.評価は1か月の間隔をあけ各々2回行った。
信頼性の評価はκ係数を用いた。また,術前と術後6か月に痺れ・夜間痛の有無,ピンチ
力,Semmes-Weinsteinテスト,神経伝導速度検査,DASH,CTSIの身体評価を行った.
【結果】術者において,いずれの観察部位においても靱帯切離前はLift upテスト陰性で切離後
に陽性と判定し得た.術者と評価者の判定一致率は手根管近位:89.8%,遠位:94.9%,長軸像:84.7%
であった.評価者間信頼性(κ係数)は手根管近位:0.82,遠位:0.82,長軸像:0.77といずれも高か
った.評価者内信頼性（検者1と2）も手根管近位は2者とも0.73,遠位は検者1が0.91,検者2は
0.86であり,長軸像は検者1が0.82,検者2が0.77といずれも高かった.全例術後合併症なく,術後6
か月の身体評価は術前に比し全て有意に改善していた（p＜0.05）.
【結論】鏡視下に靱帯切離断端の判断が困難な場合、Lift upテストは有用と考えられた．
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SNAPが導出できない重症手根管症候群に対する鏡視下手根管開放
術の検討

○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】
術前にSNAPが導出できない重症手根管症候群に対しても当院では鏡視下手根管解放術(ECTR）を
行っている。本検討の目的はこれら重症例に対する術後の各種検査の経時的変化を評価するこ
とである。
【対象と方法】
対象はECTRを行い、術前、術後3か月、6か月時に詳細な各検査を施行でき、術前SNAPが導出で
きなかった31例（男性19例、女性22例）で、平均年齢は67.3歳であった。このうち術前CMAPが
導出できたのは（stageIV群）16例、CMAPも導出できなかったのが（stageV群）15例であった。
これらに対し術前後の筋電図検査、Semmes-Weinstein Test（SW）、2点識別覚(m2PD、s2PD)、
振動覚閾値、Quick DASH（QD）を経時的に評価し、各種検査値の動向を評価した。
【結果】
術前/6か月時の知覚評価平均値は、IV群でSW:4.16/3.26、m2PD:8.56/4.0mm、s2PD:8.3/4.1mm、
振 動 覚 閾 値 : 9 9 . 8 / 1 8 . 0 G 、 Q D :  2 7 . 0 / 1 6 . 1 、 V 群 で
SW:4.39/3.77、m2PD:9.3/6.1mm、s2PD:12.2/8.8mm、振動覚閾値:185.1/71.2G、QD:
25.3/16.0と、両群ともに改善を認めた。
筋電図では、IV群で運動神経伝導速度が術前:9.77、3か月:5.67、6か月:5.23msと回復し、3か
月で9例、6か月では11例でSNAPが導出可能となった。一方、V群では3か月でCMAP2例、SNAP1例
に、6か月でCMAP4例、SNAP3例にしか導出されず、初期の回復が遅延したが、1年間経過を確認
できた8例ではSNAPとCMAPともに術後1年時、6例で導出可能となった。
【考察】
重症例でも知覚評価、QDはECTRにより改善が得られた。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か月までにSNAPが導出される率が高い。一方で、術前に
CMAPも導出されない高度重症例では、術後6か月経過してもSNAPが回復する可能性は低く知覚障
害の遷延が示唆されるが、術後1年では回復が期待できる症例も多い。
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手根管外から鏡視して行う鏡視下手根管解放術　Supra retinacular
endoscopic carpal tunnel release

○佐藤 光太朗1, 古町 克郎1, 田島 克巳1, 村上 賢也2

武田 三十郎3

1岩手医科大学　整形外科, 2盛岡赤十字病院　整形外科

3岩手県立釜石病院　整形外科

【緒言】鏡視下手根管開放術（ECTR）は通常、手根管内から屈筋支帯を切離する手技である。
我々は手根管外からの鏡視にて屈筋支帯を切離するsupra retinacular approach（SR法）にて
ECTRを施行したので報告する。【方法】手術適応は理学所見と電気生理検査をもとに、対立再
建を適応としない13例16手に本法を施行した。使用する機器は径4.0mmの関節鏡とZimmer社の鏡
視下手根管リリースキットである。麻酔は上肢ブロックにて行った。近位手掌皮線上に約2cmの
横切開を加える。長掌筋腱と屈筋支帯の間をハサミにて剥離する。その後キット内のダイレー
ターを用い皮下トンネルを作成する。鏡視にて切離すべき屈筋支帯の近位と遠位が剥離されて
いるのを確認する。一度ダイレーターを抜き、皮切部で直視下に屈筋支帯を一部切離する。そ
の後再びダイレーター挿入し、鏡視下に屈筋支帯をハサミで切離していく。癒着の有無を確認
しながら切離していき、遠位部が操作しにくい場合は必要に応じてキット内のメスを使用す
る。血管は凝固切離する。遠位部は奥津らの述べるDHFFRまで切離することが目標であるが、は
っきり確認できない場合は浅掌動脈弓が確認できれば切離を終了とした。【成績】手術時間は
平均23.2分で神経損傷、感染を認めた例はなく、全例で症状は改善した。【考察】ECTRは小侵
襲でそれぞれ1portal 法と2portal 法は手技が確立された手術である。SR法の利点は手根管内
へカメラを挿入しない為に手根管内圧を高めることなく屈筋支帯を切離することが可能なこと
である。また鏡視下手術であるが、直視下手術と同様に掌側からの視野で屈筋支帯を切離する
ためOCTRを行ってきた術者でも違和感なく行える。欠点としては手掌腱膜と屈筋支帯との間と
いう狭い部位での手術であるので手技に馴れが必要であることである。
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当院における手根管症候群治療：内視鏡併用の小切開による手根管
開放手術と３DCTの検討

○菅野 百合, 平瀬 雄一, 末吉 遊, 竹田 絵理子
竹厚 和美

四谷メディカルキューブ　手の外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】当院では手根管症候群（CTS）の術前評価に64列3DCTを用い、母指球萎縮の無い症例に
は内視鏡を併用した掌内小切開での手根管開放と、正中神経の癒着予防に横手根靭帯（TCL）橈
側を部分切除している。3DCT結果とハンドセラピストによる第3者評価成績を検討した。
【方法】対象は、最近2年間の91例118手術、手術時平均年齢62.1歳、平均手術時間14.8分、平
均経過観察期間7.0ヶ月である。検討項目は、術前3DCTを撮った73例の画像所見とTCL突出の有
無、術前後のDASH scoreとCTSI-JSSH score、術後の痺れ、術創部痛、術後に3DCTを撮った21例
の神経の変位を術前後で比較、成績不良例の3DCT所見、とした。
【成績】3DCTで有鈎骨鈎部の低形成4例、手根管内に筋体が存在1例、骨病変の突出1例を認め
た。罹患108手中TCL突出有は58手、非罹患38手中11手で、TCL突出はCTS罹患に有意に関連し
た。術前のDASH score、CTSI-SS、CTSI-FSはそれぞれ平均30.35、28.9、18.7で、最終評価時の
平均は17.8、18.0、13.0と全て有意に減少した。術後の痺れは無47手、軽減48手、不変5手であ
った。術創部痛は運動時痛10手、圧痛7手で、ともに経時的に減少し、神経の癒着や再拘扼を疑
う疼痛を訴えた症例はなかった。術前後で3DCTを撮影した罹患29手の正中神経の変位は、上方
移動22手、手根管内橈側移動3手、不変4手あった。痺れ不変例の内3例の術前3DCTではTCLの突
出がなく、2例の術後3DCTでは神経の変位が無かった。
【結論】内視鏡の併用により、掌内小切開アプローチでも前腕筋膜遠位部での再拘扼が回避で
きた。TCL橈側部分切除により、神経癒着やヘルニアから生じる疼痛を回避出来たと思われた。
痺れ不変例の3DCTから、特発性CTSとは違う病態が示唆された。64列3DCTはCTSの病態評価や予
後予測に有用であった。
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手根管症候群における手根管開放と同時に行う小指球脂肪弁の安全
性

○原 章1, 市原 理司1, 工藤 俊哉1, 楠瀬 浩一2

金子 和夫3

1順天堂大学　医学部付属　順天堂浦安病院　整形外科, 2東京労災病院　整形外科

3順天堂大学　整形外科

【目的】手根管症候群では、手術を施行しても文献によって3～25％の成績不良例があると報告
されている．再手術を行った場合，正中神経が横手根靱帯の橈側縁と高度に癒着している症例
が散見される．小指球脂肪弁（Hypothenar Fat Pad Flap，以下HFPF）は再手術時に，神経剥離
と同時に行われる術式として一般的である．演者らは正中神経をより血流の良い組織で覆う事
や術後の正中神経の癒着防止，切離した横手根靱帯の癒合防止のため，手根管症候群の初回手
術時にHFPFを追加しており、本術式の安全性に関して検討した．【方法】基本的にすべての手
根管症候群手術例でHFPFを追加した．約4cmの皮切を置き，横手根靱帯を切離，近位は遠位掌側
手くび皮線の近位約1cmまで掌側手根靱帯を切開した．小指球部で皮膚と脂肪の間を剥離し脂肪
弁を作成，橈側へ引き出して正中神経を覆うように横手根靱帯の橈側縁基部へ縫合し
た．【成績】平成26年5月以降17例（47～94歳，平均74.6歳、男性6例，女性11例）にHFPFを施
行した．既往として透析1例，橈骨遠位端骨折後4例，DM1例を含む．橈骨遠位端変形治癒の矯正
骨切りと同時にHFPFを施行した1例とCamitz法を施行した2例を除く14例に局所麻酔下で手術を
施行した．このうち7例はエピネフリン入りリドカインを使用し，駆血せずに行った．追加の局
所麻酔薬は必要なかった．術後神経症状の悪化例はなく，小指球部の知覚低下や明らかな血腫
形成も認めなかった．小指球皮膚の血流障害や壊死，創縁の壊死など皮膚のトラブルも認めな
かった．【結論】初回の手根管開放術にHFPFを追加した場合，手術時間は10分程度延長する
が，局所麻酔追加の必要はなく，皮切は4cmで施行可能である．比較的安全に行える手術であ
る．
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手根管症候群術後創周囲圧痛の特徴

○安岡 寛理, 中野 哲雄, 山内 達朗, 越智 龍弥
中原 潤之輔

公立玉名中央病院　整形外科

【背景】手根管症候群の術後に手掌をついた際の疼痛が、皮切部のみならず、その周辺部にも
発生し持続する症例が存在する。【目的】手根管症候群に対する手掌内小皮切直視下開放術後
の皮切部および周囲の圧痛発生部位を調べ、それらの特徴を明らかにすること。【対象】同一
術者により直視下開放術のみを施行された男37例、女80例、24～91（平均年齢72）歳を調査し
た。その症例中当施設で作成した術後創痛評価表を4週間毎に3人のOTに計測させ、圧痛が消失
するまで経過観察できた症例を検討対象とした。【方法】検討項目は、圧痛部位と圧痛持続期
間との関係、圧痛部位による経時的な握力回復傾向の差異、創瘢痕部の色調が正常部と同色に
なった時期と圧痛持続時期との相関、年齢と圧痛持続期間との相関、性別の違いによる圧痛持
続期間の差とした。独立した多群の差の検定にKruskal-Wallis test、独立した2群の差の検定
にMann-Whitney’s U test、2変量の相関関係の検定にSpearman’s correlation coefficient
by rank testを用いた。【結果】圧痛部位は創直上、創直上とその橈側、創直上とその尺側、
創の橈側のみ、創の尺側のみ、橈側と尺側の6群に分類できた。圧痛部位毎の圧痛持続期間は6
群間において有意差はなかった。圧痛部位毎の経時的な握力の回復に一定の傾向はなかった。
創瘢痕部の色調と圧痛持続時期との間には、軽度ではあるが有意な正の相関を認めた(r=0.28 ,
P=0.04)。年齢と圧痛持続期間との関係において、年齢による有意差はなかった。性別の違いに
よる圧痛持続期間は、女性の方が有意に長かった(P=0.01)。【結論】手術創瘢痕の色調と圧痛
持続期間との間には正の相関があり、圧痛持続期間は女性の方が有意に長い。
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鏡視下手根管開放術後の手掌部痛(pillar pain)の関連因子を調査した
前向き研究

○篠根 理孝, 山崎 宏, 宮岡 俊輔, 磯部 文洋
伊坪 敏郎

相澤病院　整形外科

【目的】手根管開放術後の手掌部痛(Pillar pain :PP)について、(1)前向き・定量的に調査
し、(2)PPの重症度に関連する因子を求め、(3)PPと術後満足度との関連を明らかにす
る。【対象】鏡視下手根管開放術を行った30例34手、平均年齢66歳(51～80歳)、男性14例、女
性16例。【評価】自発痛は5段階の自己評価(Palmar pain scale: PPS)を用いた。圧痛は小指球
・母指球・手掌中央を圧痛計で押した際の痛み(Visual Analog Scale :VAS)で評価し
た。【方法】(1)術後3、6、12週におけるPPの発生頻度、重症度を調査した。(2)PPの重症度に
関連する因子として、患者因子(年齢、性別、利き手罹患)、電気生理学的重症度、臨床的重症
度(手根管症候群質問票：CTSI)、しびれ・痛み (VAS)、ピンチ力、握力、母指球の萎縮を用い
て多変量解析を行った。(3)術後3、6、12週における満足度を7段階評価し、PPとの関連を検討
した。【結果】(1)PPS(5点が最悪)は、術後3週で2.4点、6週で2.2点、12週で2.2点であっ
た。PPは12週においても7割程の患者に存在した。術後3・6・12週における圧痛(VAS)は小指球
では1.7・1.4・0.8cm、母指球では2.6・2.2・1.7cm、手掌中央では、2.0・2.3・1.2cmであっ
た。母指球で圧痛が強い傾向にあった。(2)12週での自発痛の悪化因子は、術前しびれが少ない
ことであった。小指球の圧痛の悪化因子は、女性と術前しびれが少ないことであった。母指球
の圧痛の悪化因子は、術前の握力が少ないことと母指球の萎縮であった。(3)6週での術後満足
度に自発痛(PPS)が関連していた。【考察】PPの頻度は従来の報告よりも多かった。その理由と
して二項（あり・なし）での調査ではなく、前向き・定量的な調査であったからと考える。母
指球萎縮や性差が関連しており、軟部組織の厚みや強靱さとの関連が示唆された。
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手根管開放術後の機能評価－Functional Dexterity Testの有用性につい
て

○洪 淑貴1, 安井 茜2, 大塚 純子1, 堀井 恵美子1

1名古屋第一赤十字病院　整形外科, 2名古屋第一赤十字病院リハビリテーション科

【目的】手根管症候群の術前・術後成績評価にはCarpal Tunnel Syndrome Questionnaireや
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand （DASH）などの患者立脚型主観的評価が改善を
鋭敏に反映する指標として主に用いられる．一方客観的評価では，握力・ピンチ力など、手の
機能に関する一般的な評価法は手根管開放術後、特に早期の改善を鋭敏に反映しないとされて
いる。今回，知覚・運動を総合した客観的手指機能評価であるFunctional Dexterity Test
(FDT)の有用性を検討した。【方法】2010年12月～2015年3月に鏡視下手根管開放術を施行した
80歳未満の成人患者中，経過中評価に影響しうる上肢機能障害を来す合併症があった患者を除
外した54名67手（男性13名、女性41名、平均年齢61歳）を対象とした。術前，術後1，3，6ヶ月
時に機能評価（疼痛VAS，握力，ピンチ力，Semmes  Weinstein  monofilament
Test（SWT），FDT，quick DASH, Hand20）を実施し，回復パターンとエフェクトサイズを比較
した．FDTは年齢によって標準値が異なるため、各患者の術前測定値に対するパーセンテージ
（以下%FDT）を評価に用いた。【結果】主観的評価項目のquick DASH, Hand20は3ヶ月で有意に
改善し、６か月でさらに改善した。%FDTは術後3ヶ月で有意に改善し、術後６か月ではさらに改
善した。SWTでの有意の改善は術後1ヶ月でみられ、以降も漸次改善した。エフェクトサイズか
らは、術後3か月にて主観的各評価項目と%FDT及びSWTは中等度の改善を示し、6ヶ月ではこれら
の項目は大きな改善を見た。すなわち、主観的評価項目と同様な回復パターンを呈した客観的
評価項目は%FDTとSWTであった。【結論】％FDT及びSWTは、手根管症候群術後成績の客観的評価
手段として有用で推奨される。　
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手根管症候群の病期分類別に見た電流知覚閾値の術後変化

○津田 悦史1, 尼子 雅敏2, 有野 浩司2, 根本 孝一2

1南多摩病院　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, 以下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。これまでに我々は絞扼性神経障害におけるCPT
検査の有用性について報告してきた。今回、手根管症候群の病期分類別にCPT検査を行い、術前
後の変化について検討したので報告する。
【対象と方法】手根管症候群29例32手を対象とした。平均年齢57歳(42～78歳)、男5例、女24例
であった。浜田の病期分類では1度7手、2度9手、3度16手であった。頸椎症や糖尿病合併例は除
外した。手術は全例、小切開による手根管開放術を行った。CPT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。患側及び健側のCPTを測定して健患比(患側CPT/健側CPT)を算出し、浜田分類の病
期別に術前と術後1年で比較した。
【結果】術前後のCPT健患比は、1度ではAβが2.5から2.1、Aδが5.9から5.4、Cが2.5から
2.4、2度ではAβが2.5から2.1、Aδが4.5から4.1、Cが2.4から2.1、3度ではAβが2.8から
1.9、Aδが4.4から2.8、Cが1.9から1.5へ改善し、3度のAβで有意差を認めた(p＜0.01）。CPT
健患比の術前後の差はAβ、Aδ、Cのいずれも3度が最も大きかった。
【考察および結語】Aβは触覚、Aδは温覚・痛覚、Cは痛覚(鈍痛)を認識する。手根管症候群の
術後1年での知覚の改善は、浜田分類3度の症例で最も大きく、特にAβすなわち触覚の有意な改
善が認められることが分かった。
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手根管症候群に対する木森法による母指対立再建術

○坪川 直人, 牧 裕, 成澤 弘子, 森谷 浩治
上村 一成

新潟手の外科研究所

【目的】重度手根管症候群に対し，短橈側手根伸筋腱(EPB)と長掌筋腱(PL)を用いた木森法を行
い，その成績を検討した。
【対象と症例】2014年4月～2015年7月に当科で行った神経伝導速度導出不能な重度手根管症候
群11例12手、男1例1手、女10例11手，右10手，左2手，年齢53～82歳(平均69.3歳)，経過観察期
間は3～11か月(平均6.3か月)であった。術前後のquick DASHを比較し術後の握力，ピンチ力，
術前後のMP関節可動域について検討した。
【結果】手術は木森原法が10手，１手はPLが低形成で示指伸筋腱(EIP)を使用し，1手は尺速手
根屈筋(FCU)を滑車に使用した。小皮切手根管開放11手，鏡視下手根管開放1手であった。quick
DASHでは術前29.7±18.8が術後13.0±6.6と著明に改善(P＜0.05)した。術後握力は健側比88.9
±10.6％，術後ピンチ力は健側比92.7±8.0％と良好であった。2手にMP関節-10°の軽度の屈曲
拘縮を認めた。採取したEPBを牽引するとIP関節が伸展した4手ではMP関節部にEPBの腱固定を行
い，IP関節を含めた母指の突っ張り感が3例に認められたが，術後手掌部の有痛性瘢痕はなく患
者の満足度は高かった。
【考察】重度手根管症候群に対する母指対立再建術はADLを改善させる有用な手術である。従来
のCamitz法では手掌部瘢痕痛，MP関節の屈曲拘縮などの問題がある。木森法はEPBをPLに編み込
み縫合を行う方法で，手掌の皮切が小さいため瘢痕痛が少なくMP関節に屈曲拘縮のある症例で
は有用であり，結果も満足できる成績であった。しかしEPB，PL低形成例では注意が必要であ
る。採取したEPBを牽引するとIP関節が伸展する症例ではMP関節部で腱固定が必要となるが，母
指の突っ張り感を訴える症例があり腱固定時の母指の肢位に注意が必要である。今後Camitz法
やEIPを用いたBurkhalter法などとの比較検討が必要である。
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70歳以上の手根管症候群に対する一期的母指対立再建術の短期治療
成績

○織田 崇, 和田 卓郎, 高嶋 和磨, 近藤 真章

北海道済生会小樽病院　整形外科

【背景】高齢者の手根管症候群重症例に対して、早期からの母指の使いやすさの改善のために
一期的腱移行術を推奨する意見がある．しかし、その術後短期間での治療成績の報告は少な
い．70歳以上の手根管症候群に対する一期的母指対立再建術後の短期成績を評価した．
【方法】2014年4月以後の1年間に当科で手根管開放術とCamitz法による母指対立再建術を同時
に行った、70歳以上の8例9手を対象とした．男2手、女7手、手術時年齢は平均79歳（72-90歳）
であった．浜田の病期分類は3期2手、4期7手であった．運動神経伝導速度検査は導出不能
5手、CMAP＜1mVが2手、他の2手は終末潜時が7.1-18.9msと延長していた．経過観察期間は平均
7.2ヵ月（6-14ヵ月）であった．術前後の握力、ピンチ力とSemmes-Weinstein試験（SWT）によ
る示指指腹部の知覚を測定し、手根管症候群質問表（CTSI）とDASHを評価した．術後の満足度
をアンケート形式で尋ねた．結果をWilcoxonの符号付検定により解析した．
【結果】平均握力は術前13.2±8.3kg、術後16.9±6.4kgであった．平均指腹ピンチ力と横ピン
チ力は、各々術前3.0±1.2kg、4.3±1.7kgから、術後4.6±2.5kgと5.6±2.4kgに増加した．SWT
は術前赤3手、紫4手、青2手であり、6手が改善し、3手が不変であった．1例2手で認知機能の低
下のためにCTSIおよびDASH評価が困難であった．CTSI-SS（症状重症度）は術前2.3±2.3から術
後1.6±0.7へ、CTSI-FS（機能的状態）は術前1.9±0.3から術後1.1±1.1へ有意に改善した
（p＜0.05）．DASHスコアは、術前18.1±8.7、術後11.3±7.4であった．術後満足度は大変満足
が5手、満足が4手、普通および不満の例はなかった．
【結論】70歳以上の高齢者における重度手根管症候群に対して手根管開放術にCamitz法を併用
した結果、短期間で機能と症状の改善と満足を得た．
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重度手根管症候群に対するCamitz法に準じた対立再建の成績

○河野 正明, 森実 圭, 高須 厚, 芝 成二郎
河野 康平

興生総合病院　整形外科

【目的】短母指外転筋委縮が著明で対立不能な重度手根管症候群例に対し、当科ではCamitz法
同様手掌腱膜を利用しているが、原法とは異なり手掌腱膜を幅広く採取し腱様に丸め、Pullyは
作成せず皮下を通してMP背側でEPL腱に移行している。今回症例を調査し本手術の有効性につき
検討する。
【対象および方法】1995年11月～2013年8月までに本法を施行した21例22手を対象とした。男性
4例、女性18例、手術時平均年齢は70.1歳。右14手、左8手。手術から最終調査までの期間は平
均4年2か月であった。全例で術前後の母指指尖到達範囲を10段階で評価し点数を術前後で比較
した。また術後評価は日手会機能評価表を用いて評価した。
【結果】術前の母指指尖到達範囲は術前2か3（平均2.3）から術後5～8（平均6.8）と有意に改
善していた。対立機能成績は22手中18手がE,4手がGであった。
【考察】手根管症候群は進行すると短母指外転筋の委縮が著明になり母指対立機能が損なわれ
重篤な手の機能損失を被る。各種の対立再建法があるが、Camitz法は古くからある代表的な低
位正中神経麻痺の再建法の一つである。しかし、日本人は手掌腱膜が薄いため原法のような採
取法では腱として機能するかどうか不安がある。そのため我々は手掌腱膜を幅広く採取し丸め
て太くして利用している。また原法とは異なり、reluteすることでの筋力低下を危惧しPullyは
作成せず、皮下を通してMP背側でEPL腱に縫着している。今回の調査で術後成績が良かったこと
に影響があるのかもしれない。気になる点は腱のbowstringsであるが、21例中20例のOTによる
聞き取りでは、多少気になると答えた方が1例いたのみであった。本法は術後成績も良く有効な
方法と考えた。
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重度手根管症候群に対する長掌筋腱を用いたわれわれの母指対立再
建法

○森田 晃造1, 越智 健介2, 谷野 善彦3, 堀内 行雄4

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藤井外科胃腸科・整形外科, 4川崎市立川崎病院　整形外科

【目的】母指球筋の萎縮が高度で対立機能障害を有する重度手根管症候群の対立再建には長掌
筋を力源としたCamitz法が知られているが、対立時の回内不良などの欠点も指摘される。演者
らはその欠点を改善すべく本法に一部工夫を加えており、第51、52回本学会にて報告してき
た。しかし早期からの母指対立機能改善には更なる回内位の回復、支持性の強化が重要と考
え、最近では新たな工夫を行っており短期ではあるが良好な成績を修めているので報告する。
【方法】術式は長掌筋腱を手掌腱膜示指停止部まで採取挙上後、屈筋支帯を切離し手根管を開
放する。屈筋支帯の短母指外転筋（以下APB）付着部にプーリーを作成し移行腱を筋内に通した
後、長母指伸筋腱の深部を通し、以前の報告ではMP関節尺側の母指内転筋腱に縫着するのみで
あったが、新法では移行腱を内転筋腱深層へ通した後にループ状に回した上で同腱に縫着す
る。本手術を施行した13例13手に対し、母指関節可動域・つまみ力・爪面対向角・Kapandji
test・日手会機能評価による臨床評価について検討を行った。
【結果】母指橈側外転角は術前48.3°が術後では54.4°に、掌側外転角が術前39.6°が
58.1°に、爪面対向角は術前83.1°が107.5°に改善した。指腹つまみ力も術前1.6kgが術後3か
月の時点ですでに3.8kgと改善し、全例術前困難であったボタン掛け動作が可能となった。
【考察】本法では腱採取のための皮切を要するものの、より本来のAPBの走行に沿った再建が可
能となり、またループ状にすることで固定肢位の調整も容易となるだけでなく、母指の回内効
果が強まりつまみ力の改善を中心とした母指対立機能の再建が可能となると考えている。本法
は手技も簡便であり対立機能再建法として有用である。
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固有示指伸筋腱を用いた母指対立再建術の治療成績

○松木 寛之, 中土 幸男

抱生会　丸の内病院　整形外科

【目的】手根管症候群に伴う母指対立障害に対しては，Camitz法や環指の浅指屈筋腱を用いた
方法が広く行われている．しかし，Camitz法は侵襲が大きい，移行腱の浮き上がり，母指対立
時の回内が不良になる等の問題が指摘されている．また，環指の浅指屈筋腱を用いる場
合，Pulley を作製する必要があり，術後に握力低下や環指PIP 関節の過伸展，屈曲拘縮が出現
する可能性がある．我々は移行腱として固有示指伸筋腱を用いるBurkhalter法による母指対立
再建術を行ってきたので，今回それらの追跡調査を行い治療成績を検討した．
【対象と方法】当院にて母指対立再建術を施行した2008年9月以降の36例37手を対象とした．男
性9例女性27例，右23手左14手，手術時平均年齢は70.4歳（54-81歳），平均術後経過観察期間
は21.3ヵ月（8-42ヵ月）であった．手術は，小切開による手根管開放術を行ったのち，固有示
指伸筋腱をMP 関節近位で切離し，伸筋支帯近位部へ引き出し，尺骨尺側部の筋層下を通して手
根管開放部に引き出し，母指球部の皮下を通したのち，母指最大掌側外転位とした状態で，移
行腱を短母指外転筋腱に縫合した．術後成績を母指の関節可動域，ピンチ力，DASH scoreを用
いて評価した．
【結果】術後の可動域は，橈側外転が平均45.0°，掌側外転が平均45.2°，Kapandji testによ
る母指対立評価が平均9.4であった．ピンチ力は指腹つまみが平均3.8kg，側方つまみが平均
4.5kgであった．DASH scoreは術前平均38.2から術後平均19.3へと改善した．示指の単独伸展は
術後全例で可能であった．母指の掌側内転制限を2 手，MP 関節の伸展不全を2 手に認めた．
【考察】固有示指伸筋腱を用いる母指対立再建術は，侵襲が小さく，腱採取による機能欠損も
少なく，良好な母指対立運動と十分なピンチ力が得られる有用な方法である．
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1-5-43

重症手根管症候群に対する短母指外転筋を用いた同時母指対立再建
術  ～手術方法と短期成績について～

○橋村 卓実, 藤尾 圭司, 片山 幹, 丸尾 陽平

関西電力病院　脊椎外科・手外科・整形外科

【目的】我々の施設で施行している，重症手根管症候群（CTS）患者に対する同時母指対立再建
術の手術方法，及び短期成績について報告する．【方法】対象は重症CTSによる母指対立運動障
害を来たし，電気生理学的検査でAPB活動電位（APB-CMAP）の消失を認めた患者6例（男性2名
女性4例, 平均年齢 81.8歳（71-91歳））である．手術は局所麻酔下に行う．2-portal法による
手根管開放術に加え，短母指外転筋の起始部に皮切を追加する．重症CTS患者に置いて，短母指
外転筋（APB）は筋成分の萎縮が著しく，腱様成分のみとなっている．このAPB起始部を切離し
て，母指球の皮下を十分に剥離した後，手根管開放のために設けた手関節部の皮切まで移行
し，適切な母指対立位で長掌筋腱（PL）に縫着する．我々は，敢えてPLは切離していない．術
後は3週間のthumb spica固定の後に，作業療法訓練を開始した．評価項目としては，術後3ヶ月
時点での橈側外転角，掌側外転角，爪面対向角，母指尖手掌間距離，Pinch力を測定し
た．【結果】橈側外転角 平均45度（40-50度），掌側外転角 平均45.8度（45-50度），爪面対
向角 平均101.6度（90-120度），母指尖手掌間距離 平均8.3mm（0-10mm），Pinch力 平均
2.9kg（1.6-3.6kg）であった．全例がスムーズなつまみ動作を獲得し，ADLに支障のない対立動
作を得た．【考察】母指対立運動に置いて，APBの作用による掌側外転位の確保は最も重要であ
り，対立位を得た母指は，母指内転筋の作用が他指とのpinch動作に役立つとされている．今回
我々は，APB起始部をPLに縫着することで，母指対立位の再建を目指し，特に高齢者の重症CTS
患者に当術式を適応したが，術後3ヶ月という比較的早期の段階で対立動作の改善が見られた．
加えて，従来のCamitz法と比較しても，手技は簡便かつ低侵襲である．
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重度手根管症候群に対する母指対立再建術

○大谷 和裕, 松下 哲尚, 中川 晃一, 田中 宏樹
岡 尚宏

市立岸和田市民病院　整形外科

【目的】手根管症候群は最も頻度の高い絞扼性神経障害である。母指球筋の萎縮が高度で母指
対 立 障 害 を 認 め る 症 例 に は し ば し ば 再 建 術 が 必 要 と な る 。 当 科 で は
Camitz法、Bunnel法、Burkhalter法を現在まで行っている。今回、当科で施行した母指対立再
建術の術後成績につき検討した。【方法】対象は手根管症候群に対し母指対立再建術を施行し
た39例である。この内訳はCamitz法14例、Bunnell法15例、Burkhalter法10例である。各群の手
術時間、握力、ピンチ力、日手会DASHスコアの比較検討を行った。【成績】手術時間はCamitz
法は85～115分、平均98分、Bunnell法は76～195分、平均136分、Burkhalter法は65～115分、平
均82分でBurkhalter法で短かった。握力はCamitz法12ｋｇ、Bunnell法18ｋｇ、Burkhalter法17
ｋｇ、ピンチ力はCamitz法2.9ｋｇ、Bunnell法4.5ｋｇ、Burkhalter法3.2kgとBunnel法で有意
に強かった。握力およびピンチ力の改善率で比較するとピンチ力は術後有意な改善を認めた
が、握力に差は認めなかった。DASHスコアはCamitz法15.9点、Bunnell法7.8点、Burkhalter 法
9.5点とBunnel法、Burkhalter法、Camitz法の順に良好な傾向にあった。【結論】母指対立再建
術にはさまざまな方法がある。長掌筋腱を用いるCamitz法は手根管開放術の創をそのまま利用
して行える簡便な方法であるが動的な母指対立再建術ではないためピンチ力が弱いのが欠点で
ある。一方Bunnel法とBurkhalter法は動的な再建術であり力強いピンチ力が再建できた。しか
し、腱の採取や走行を変えるために数か所の追加の皮膚切開が必要があり手術操作が煩雑で手
術時間が長いのが欠点である。各手術法での比較ではピンチ力の改善には有意差を認めたが握
力やDASHスコアに有意差は認めなかった。個々の症例に応じて適応を決定するのが良いと考え
る。
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母指対立運動障害を伴う手根管症候群に対する一期的母指対立機能
再建術後の機能回復時期

○石垣 大介1, 加藤 義洋2, 本間 龍介2, 佐竹 寛史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　医学部　整形外科

母指対立運動障害を伴う手根管症候群（CTS）に対する一期的母指対立機能再建術（対立再建）
の最終的な機能獲得は良好であるが、術後早期にどのような症状経過をとるか、いつごろから
患者の満足が得られるのかについては未だ明らかでない。当科で一期的対立再建を行った症例
に対し、術後経時的に自覚症状および機能評価を行い、その経過を検討したので報告する
【対象および方法】当科では母指対立運動障害による不自由があり、動作の確実な改善を希望
するCTS症例に対し一期的対立再建を行っている。2006年以降に本術式を行った症例のうち、術
前から術後6か月まで経時的な評価が可能であった14例15手を対象とした。女性11手、男性4手
で、手術時平均年齢は64歳であった。腱移行の力源は長掌筋腱が13手、環指の浅指屈筋腱が2手
であり、術後3週間の外固定を行った後、hand therapistの指導の下に機能訓練を行った。これ
らに対し、術前および術後6週、3か月および6か月で手根管症候群質問票（CTSI）、SWT、2PD、
ピンチ力および10cmスケールでの全般的満足度を調査した。
【結果】CTSI-SS、SWTおよび2PDは術後6週で改善が見られたのに対し、CTSI-FSおよびピンチ力
は術後6週では改善せず、3か月以降改善する経過をとった。全般的満足度は術後6週では平均
3.1、3か月で2.8であったが、6か月時点では1.3と良好な満足が得られた。
【考察】今回の評価項目の中では、CTSI-FSおよびピンチ力が母指対立機能を反映していると考
えられる。一期的対立再建による母指機能回復は術後3か月で認められ、6か月で患者の満足が
得られていた。母指球筋萎縮のある症例に対して手根管開放術のみを行った場合、母指球筋の
回復には長期間を要し、かつ不確実である。一期的対立再建を行うことで術後6か月までに機能
回復と満足を得ることができる。
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1-6-1

Braided polyblend polyethylene縫合糸(FiberLoop)を用いた屈筋腱縫合
の治療成績

○新関 祐美1, 太田 剛2, 若林 良明3, 佐々木 亨4

大川 淳5

1草加市立病院　整形外科, 2済生会川口総合病院　整形外科

3横浜市立みなと赤十字病院　整形外科, 4埼玉石心会病院　整形外科

5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

【緒言】Braided polyblend polyethylene縫合糸（Fiberwire）がループ針の形状となっている
4-0 FiberLoop（Arthrex社）を用いた屈筋腱縫合の術後成績を検討した。
【対象と方法】2010年5月～2015年7月に屈筋腱断裂を端端縫合にて治療した10例13指を対象と
した。男性7例、女性3例、罹患指は母指2指（FPL:2）、示指3指（FDS+P:3）、中指4指
（FDS+P:1、FDS:1、FDP:2）、環指2指（FDS+P:1、FDP:1）、小指2指（FDS+P:2）で、罹患部位
はzone 2:7指、3:4指、T2:1指、T3:1指であった。併存症として5指に指神経断裂、1指に異物残
存を認めた。全例に4-0 FiberLoopを用いて端端縫合（double Tsuge 4strand）を行った。受傷
から手術待機期間は平均11.8日（6～37日）であった。術後は早期他動屈曲・自動伸展運動療法
を行った。平均経過観察期間は19.7週（85～365日）であった。関節可動域を計測し、％TAMと
Strickland評価基準、および合併症の有無を評価した。
【 結 果 】 平 均 ％ T A M は 8 9 . 7 ％ （ 5 3 . 8 ％ ～ 1 0 0 ％ ） 、 S t r i c k l a n d 評 価 は
Excellent:10指、Good:1指、Fair:1指、Poor:1指であった。Good・Fair・Poorの成績不良例は
zone 3における多数指損傷例であった。再断裂、感染、CRPS等の合併症を全例に認めなかっ
た。
【考察】近年屈筋腱縫合におけるFiberLoopの高い抗張力の優位性を支持する生体力学的な報告
が散見されるが、臨床成績のまとまった報告はない。今回の我々の症例において良好な成績が
得られ、屈筋腱断裂の治療に有用であると考えられた。
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1-6-2

A2滑車部における手指屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法の治療
成績

○森谷 浩治, 吉津 孝衛, 原 敬, 秦 命賢, 牧 裕

（財）新潟手の外科研究所

【目的】浅指屈筋(FDS)腱と深指屈筋(FDP)腱が一緒に走行する国際分類zone 2の中でも、A2滑
車部は最狭窄部であり、その部位での屈筋腱損傷に対する治療は容易とはいえない。今回、A2
滑車部における新鮮手指屈筋腱損傷に対して早期自動動療法(EAM)を施行した症例の治療成績を
調査した。【対象と方法】1993-2015年の23年間に吉津1法による腱縫合後にEAMを施行したzone
2手指屈筋腱損傷85例99指中、A2滑車部でFDP腱が断裂していた15例16指を対象とした。男性11
例12指、女性4例4指、手術時年齢は13-63(平均40)歳、損傷指は示指6指、中指4指、環指1指、
小指5指であった。指神経損傷は11指に認められ、術前状態が不良なものは3例であった。FDS腱
損傷は15指でみられ、修復が13指、切除が2指に施行されていた。対象中、7例7指にはA2滑車の
完全切離が行われていた。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27)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】腱浮き上がり現
象はなかったが、術後5週での再断裂を1例、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3例に認めた。最終診察時のTAMは160-262(平均
217)°であり、Strickland評価は優8指、良2指、可4指、不可2指であった。【考察】A2 滑車部
の手指屈筋腱損傷では、縫合腱滑走の安全性確保のためA2滑車を全長にわたって切離せざるを
えない症例が存在した。本研究においてStrickland評価で可・不可を併せた6指中5指はA2滑車
が部分的に温存され、そのうち4指はFDS腱の修復も実施されていた。これより、同部での屈筋
腱損傷に対するA2滑車やFDS損傷への処置には今なお検討が必要と考えた。
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1-6-3

ZoneII屈筋腱断裂に対する早期運動療法の治療成績

○宮崎 洋一1, 油井 栄樹2, 田崎 和幸2, 野中 信宏2

貝田 英二1

1愛野記念病院　整形外科, 2愛野記念病院　手外科センター

【はじめに】ZoneIIにおける屈筋腱断裂に対し、早期運動療法を行った症例の治療成績につい
て調査、検討したので報告する。【対象と方法】平成21年から当院で治療したZoneII屈筋腱断
裂新鮮例は19例20指であった。このうち術後早期運動療法を行い、3か月以上の経過観察が可能
であった14例15指を対象とした。男性10例、女性4例、平均年齢46.4歳（14歳～92歳）、平均経
過観察期間は24週であった。損傷指は示指　9指、中指　2指、環指　2指、小指　2指、受傷原
因はガラス、刃物などの鋭利損傷10指、　トタン、草刈り機、ハンマーなどの挫滅損傷5指であ
った。腱縫合法は全例吉津I法にて行い、6.0ナイロンでの補助縫合を追加した。術後は3日以内
に手関節軽度屈曲・MP関節60度屈曲位での指自動伸展運動、Duran法、holding techniqueを用
いた自動屈曲運動法を組み合わせた早期運動療法を開始した。特にPIP関節の屈曲拘縮を予防す
るため早期からPIP関節の完全伸展を確認しながらリハビリをすすめた。これらの症例の可動域
を計測し、臨床評価は日手会指屈筋腱機能評価で行った。【結果】2指が術後4週、および18週
で再断裂をきたし腱移行術を行った。他の12例13指の成績は%TAM 平均90.1% （57.4%～
107%）、日手会指屈筋腱機能評価でExcellent  9指、Good  3指、Fair  1指であっ
た。【考察】ZoneII屈筋腱断裂の成績不良因子になるPIP関節の屈曲拘縮を防ぐため、早期より
拘縮予防を積極的に行うことで良好な成績が得られた。再断裂の1例とFairの1例は患者の不適
切な使用や、リハビリへの理解が困難であった例であり、後療法が適切に行われるよう管理す
ることが必要と考えられた。
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1-6-4

Synergistic wrist motionを導入した屈筋腱修復後早期自動運動療法の
治療成績

○大塚 純子, 堀井 恵美子, 洪 淑貴

名古屋第一赤十字病院　整形外科

【目的】2011年以降，Synergistic wrist motion exerciseを屈筋腱損傷後の早期自動運動療法
に取り入れたので，その治療成績について報告する．
【対象と方法】骨折合併，複数指損傷，陳旧例を除き，術後3か月以上経過観察可能であった
14例，14指を対象とした．男性9例，女性5例，受傷時平均年齢は41.1歳，手術は受傷後平均3.6
日で施行し，平均経過観察期間は6.8か月であった．鋭利損傷11指，鈍的損傷3指，示指４，中
指3，環指1，小指6，Zone分類はZone1と2が各6，Zone3：2であった．腱縫合はFDPに対して4-
strand津下法2指，6-strand津下法12指、FDSは断裂部位により2-starnd津下法2指，4-starnd津
下法1指，6-starnd津下法3指，2指は縫合しなかった．4指に神経損傷を合併していた．
【結果】1例で手根管症候群を発症した以外は，再断裂を含め術後合併症はなかった．％TAMは
平均88％（60～104），握力は平均健側比77％（50～102），日手会評価は優8例，良4例，可
2例，Stricklandの評価基準では優7例，良4例，可2例，不可1例だった．可2例に対して腱剥離
術施行した．不可であった1例は腱剥離を希望しなかった．
【考察】屈筋腱修復後の長期入院は，社会的理由により困難なことが多く，当院では，1週間程
度の入院後，外来リハビリに移行し，自主訓練が主体となっている．Synergistic wrist
motionは腱縫合部への緊張が少なく，かつ滑走距離が大きいと考えられていることより導入し
た．症例数は少ないが，現時点で腱の再断裂はなく，比較的良好な成績であり，外来でも安全
に行える運動であると思われる．
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1-6-5

Zone II屈筋腱断裂修復の臨床成績は改善傾向にあるか？

○矢崎 尚哉, 藤原 高, 田中 宏昌

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

【目的】Zone II屈筋腱断裂は近年，良好な成績が報告されるようになったが，臨床成績は本当
に向上しているのか，容易になったのかを評価した．【方法】2004年から2015年に演者の所属
施設においてZone II屈筋腱断裂に対して一時修復を行い早期運動療法を行った症例を評価し
た．術後4週以内に治療を中断した例を除くと，症例は34例41指であった．男性28例女性6例，
平均年齢37.9歳であった．後療法はKleinert変法を基本として，術後1週からplace-holdまたは
自動屈曲を数回行った．最終診察時の可動域をoriginal Strickland評価により評価し
た．【成績】2008年以前の群では20指のうち再断裂を3指に認め，excellentは50%，goodが
20%，fair，poorが30%であったが，2009年以降は再断裂は1指でexcellentは21指中76.2%，good
が9.5%，fair，poorが14.3%となった．専門医群のexcellent は76.7%だったが，非専門医群は
excellentが27.3%であった．2009年以降に非専門医が治療した3例にexcellentの例はなかっ
た．2009年以降に専門医が治療した例は18指で，そのうちexcellentは
83.3%，good，fair，poorが各1指であった．【考察】2008年以前と2009年以降を比べる
と，excellentの比率は50%から76%に増加し，再断裂は3指から1指に減少した．6-strand縫合法
の割合の増加，手術や後療法の習熟などにより成績は改善傾向と考えられた．専門医と非専門
医が治療した群にはexcellentの比率に大きな差があり，経験による差が明らかとなった．2009
年以降に専門医が治療し，excellentが得られなかったのは3例3指で，全例が女性，そのうち2
例は60歳以上であった．【結論】過去と比べると，excellentの比率は向上しており，成績は改
善傾向と言えた．非専門医の成績はいまだ不良で，十分な治療が必要と考えられた．
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1-6-6

終止腱修復を併用したcentral slip tenotomyの治療経験

○藤井 裕子, 鶴岡 裕昭, 間崎 桂子, 千葉 恭平
永原 寛之

市立宇和島病院　整形外科

【目的】陳旧性マレット指の治療についてのまとまった報告は少ない。今回、陳旧性マレット
指に対して終止腱修復を併用したcentral slip tenotomyを行った症例について術後成績を検討
した。
【対象・方法】2011年以降に陳旧性マレット指に対して手術を施行した7例を対象とした。罹患
指は示指2例、中指3例、環指2例、性別は男性4例、女性3例、年齢は16～58歳（平均43.6歳）で
あった。受傷から手術までの期間は3～9か月（平均5.1か月）であった。DIP関節の伸展lagは20
～50°（平均40°）であり、6例がswan neck変形を呈していた。前医で終止腱修復を1例に、保
存治療を3例にうけており、3例は未治療であった。手術はPIP関節の約6mm近位で中央索を3×
6mm程度切除し、続いてDIP関節部を展開し瘢痕組織を含めて終止腱を末節骨に縫着し、DIP関節
伸展位で鋼線仮固定した。後療法はPIP関節を軽度屈曲位で10～14日外固定し、その後可動域訓
練を開始した。DIP関節の鋼線は術後4週で抜去した。これらについて、DIP関節、PIP関節の可
動域、蟹江らの評価基準による治療成績および合併症について調査した。
【結果】最終観察時の関節可動域は、PIP関節が屈曲90～110°（平均99°）、伸展-10～
0°（平均-2.9°）、DIP関節が屈曲70～80°（平均79°）、伸展-10～0°（平均-3.6°）であ
った。Swan neck変形は全例改善したが、1例にOA変化の進行による可動域制限を認め、術前PIP
関節過伸展角度の大きかった1例に10°のDIP関節伸展lagが残存した。蟹江らの評価基準では優
6例、良1例であった。
【考察】本法はswan neck変形の呈する陳旧性malletに対しても比較的安定した成績が得られ有
用な方法と考えられる。しかしPIP関節の過伸展角度の大きい例には、DIP関節の伸展lagが残存
することもあり注意を要する。
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1-6-7

手指伸筋腱脱臼に対する外科的治療

○辻村 俊造1, 鈴木 拓1, 早川 克彦2, 志津 香苗1

鈴木 克侍1

1藤田保健衛生大学整形外科, 2愛光整形外科

【目的】手指MP関節部における伸筋腱脱臼は比較的稀である．治療法は保存的加療, 外科的加
療ともに良好な成績が報告されている．今回われわれは, 手指伸筋腱脱臼の臨床象および外科
的加療の成績について検討した．【対象および方法】1997年から2014年まで当科にて手術を行
った伸筋腱脱臼34手34指 (新鮮例31指, 陳旧例5指) を対象とした．男性24手, 女性10手, 受傷
時年齢は平均43 (16‐76) 歳であった. 新鮮例は原則として診断後に手術加療を施行し, 受傷
から手術までの期間は平均27 (2‐120) 日であった．これらの症例に対して罹患指, 受傷原因,
術後再脱臼の有無, 可動域制限の有無, その他の合併症について検討した.【結果】罹患指は右
24指, 左10指と右手が多く, 指別では, 中指27指, 環指2指, 小指5指と中指に多く認められた.
手を打撲するなどの直達外力を原因とする外傷性脱臼が14指, 指を鳴らす, 何かを払うなどの
軽微な力で発症する特発性脱臼が20指であった．術後に再脱臼や可動域制限は認めず, 疼痛が
残存した症例も認めなかった. 【考察】伸筋腱脱臼に対する治療法は, 新鮮例においてはMP関
節屈曲を制限とし伸展スプリントによる保存的加療が一般的である. 本検討では, 新鮮例にお
ける外科的加療の成績は, 外傷性および特発性脱臼のいずれに対しても良好であった. 保存治
療に抵抗する症例も散見されることや後療法の期間等を考慮すると, 確実な腱の整復と制動性
を得る外科的加療は, 新鮮例においても有用であると思われた.
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1-6-8

Elson法を用いた伸筋腱脱臼再建術の術後中期成績

○花香 恵, 高橋 信行, 射場 浩介, 金谷 耕平
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【はじめに】関節リウマチを除きMP関節での伸筋腱脱臼は比較的まれな病態である．一般的に
保存治療無効例は手術適応となるが，確立された手術法はない．Elson法は，半裁した伸筋腱を
深横中手靱帯にループさせて固定し腱の脱臼を制動する再建法である．矢状索の直接縫合が不
能な陳旧外傷や，矢状索や腱間結合が脆弱な特発性・先天性にも確実な再建が期待でき，当科
では本法を第一選択として行い，良好な短期成績を報告した．今回，術後中期成績について検
討した．
【対象と方法】2000年～2013年の間に関節リウマチ以外で伸筋腱脱臼と診断し，Elson法にて再
建を行い，術後2年以上経過観察が可能であった5例8指を対象とした．男性1例，女性4例，平均
年齢42歳(22-64歳)．右4指，左4指．示指1指，中指5指，環指2指．発症原因は外傷性1指，特発
性3指，先天性4指．術後観察期間は62ヶ月(26-85ヵ月)．手術は，遠位を基部にして半裁した伸
筋腱でループを作成し，深横中手靱帯(示指は橈側側索)にくぐらせ元の腱に縫着した．後療法
は，術後3週はスプリントを装着し,屈曲60°まで制限，その後制限なく可動域訓練を開始．伸
展は術直後より制限なしとした．これらの症例の合併症，再発，疼痛，可動域，DASH score，
患者満足度を検討した．
【結果】術後合併症は，肥厚性瘢痕を1例，狭窄性腱鞘炎を1例に認めたが，再発はなく，疼痛
や関節可動域の制限は認めなかった.患者満足度は高かった．
【考察】Elson法などの伸筋腱脱臼に対する再建法は，いずれも短期成績は良好とされるが長期
成績は不明である．また，Elson法は腱のループによるanchor効果で確実な腱の制動が得られる
一方，非解剖的な腱の制動であり，長期成績には懸念も残る．今回、自験例では中期でも良好
な成績が維持されていた.今後もさらなる経過観察が必要と考えられた.
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1-6-9

長母指伸筋腱皮下断裂に対する固有示指伸筋腱移行術-従来法群と局
所麻酔下手術後に早期運動療法施行した群との比較

○高崎 実1, 畑中 均1, 猪原 史敏2

1九州労災病院　整形外科, 2猪原整形外科医院

【対象と方法】2011年月から2014年12月までにEIP腱移行術を行ったEPL腱皮下断裂の症例は10
例であった。腱断裂の原因としては、橈骨遠位端骨折が8例であり、潜在性の橈骨遠位端骨折と
考えられるものが2例であった。この10例のうち5例は従来法（dynamic tenodesisでの腱緊張度
を決定し、術後4週の外固定を行った）で加療されていた。他の5例はエピネフリン含有局所麻
酔下で自動運動によって緊張度を決定して腱移行施行し、早期に運動療法がおこなわれてい
た。これらの加療方法による臨床成績の違いを検討した。臨床評価基準はRiddell、%TAMで行っ
た。【成績】術後成績ではRiddellの評価で、従来法群excellent3例、good2例であり、局所麻
酔下手術と早期運動療法群はexcellent 4例、good1例であった。%TAMについては、従来法群が
平均81.7%(68～96%)であり、局所麻酔下手術と早期運動療法群は平均94.1%(76.9～100%)であっ
た。％TAMに関してはMann-Whitney検定で統計学的有意差を認め、局所麻酔下手術群が優れてい
た。【結論】従来法群も局所麻酔下手術と早期運動療法群も、双方とも良好な成績であった
が、後者の方が術後最終可動域に関しては優れていた。
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1-6-10

　長母指伸筋腱断裂に対する固有示指伸筋腱移行術の治療成績　～
術後早期運動群と術後固定群の比較～

○上杉 和弘1, 平地 一彦2

1市立札幌病院, 2札幌整形循環器病院

【はじめに】長母指伸筋腱（以下EPL）断裂に対して固有示指伸筋腱（以下EIP）を用いた腱移
行術は施設により、皮切・腱の緊張度、術後後療法が異なる．術後の早期運動療法群（運動
群）と外固定を行った群（固定群）の治療成績を比較検討した．【対象と方法】対象は2010年3
月から2015年6月までに橈骨遠位端骨折後のEPL皮下断裂に対してEIP腱移行術を行い、直接検診
可能であった13例13手である．内訳は男3手、女10手、平均年齢65.7歳（43～91歳）、右8手、
左5手であった．運動群は9手で、1皮切で術後1週間以内にスプリントを作成し、早期自動運動
を開始した．固定群は初期の4手で、2皮切で術後3週間の外固定とした．評価項目は日手会機能
評価、％握力、％ピンチ力、ドナー障害の有無、患者アンケート、2群間の比較とし
た．【結果】日手会伸筋腱機能評価は、優10手、良2手、可1手であった．％握力は平均92.8％
（運動群87.8％、固定群102.7％）、％ピンチ力は平均88.0％（61.8～111％、運動群80.1％、
固定群90.4％）であった．4手は示指の独立伸展が不可能であった．アンケート結果は8例に何
らかの支障があると回答があり、意外にも多くが示指の動きに関するものであった．【考察】2
群間で成績に有意差はなかったが、術後早期運動群では患者満足度が高かった．母指伸展は概
ね良好であったが、成績に差が見られ、示指の動きも悪くなる症例があることから、EIPのドナ
ーの能力には個体差が存在すると思われる．術前のEIP評価や局麻下で腱緊張度決定が改善に繋
がると考えている．
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1-6-11

伸筋腱皮下断裂を合併した尺側手関節症に対するSauve-Kapandji法
と腱移行術の術後成績

○橋本 瞬, 松田 智

長野市民病院　整形外科

【目的】尺側手関節症に対するSauve-Kapandji法（以下SK法）は，主に関節リウマチの患者に
用いられ，安定した成績が得られている．われわれは関節リウマチに限らず，遠位橈尺関節の
変形性関節症で，伸筋腱皮下断裂を合併した症例にも適応を広げて，良好な結果を得てい
る．【対象および方法】2005年から2014年までの10年間で伸筋腱皮下断裂を合併した尺側手関
節症に対して，SK法と腱移行を併用した症例は32例であり，このうち6ヶ月以上経過観察を施行
した症例は29例30手である．これらの患者の手関節可動域，伸筋腱断裂した手指可動域，Quick
DASH，握力，ピンチ力を術前と術後で評価した．【結果】30手のうち伸筋腱皮下断裂の合併
は，示指から小指までの4指が1手，中指～小指までの3指が5手，環指～小指までの2指が16手，
中指～環指までの2指が2手，小指のみが6手であった．平均年齢は70.7歳で、男性10例，女性19
例であった．手関節の可動域は術前後で，背屈は35.1°から51.3°に，掌屈は45.3°から
61.0°に，橈屈は13.0°から35.0°に，尺屈は18.2°から24.7°に，回外は72.89°から
87.0°に，回内は64.2°から75.6°にそれぞれ改善した．MP関節の自動伸展角度は術前後で，
中指で-28.9°から-13.8°に，環指で-39.8°から-11°に，小指で-48.8°から-9.6°に改善し
た．環指と小指のMP自動伸展角度の改善は有意差があった．Quick DASHは術前後で48.8点から
25.9点に，握力は13.6kgから14.9kgに、ピンチ力は3.8kgから4.3kgにそれぞれ改善し
た．【結語】伸筋腱皮下断裂を合併した尺側手関節症に対して，SK法と腱移行を併用し，術後
に手関節可動域，伸筋腱断裂した手指自動可動域，Quick DASH，握力，ピンチ力の項目で改善
を認めた．環指，小指のMP関節自動伸展角度は有意に改善していた．
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1-6-LS6

神経縫合・移植術基本手技と上肢麻痺評価法の問題点

○土井 一輝

山口県厚生連小郡第一総合病院　整形外科・リハビリテーション科

　最近、手外科専門医でも末梢神経損傷症例を経験する機会が少ないようであるので、神経修
復術の基本手技を理解、習得できるように、私の行っている神経剥離・縫合・移植術の実際を
紹介する。更には、EBMの観点からは神経麻痺評価法について陥りやすいピットフォールについ
て紹介する。
　神経縫合術について、「EpiとPeriのどちらの縫合が良いのですか」と今でも質問されること
がある。結論から言って、この質問はナンセンスなことである。神経縫合術は、顕微鏡下で、
現存の縫合糸、器具を使って縫合できる神経線維束を、できるだけ多く適合させるかであ
る。Epi-perineurialかPerineurial sutureでないと、神経性束の適合は不確実である。
　神経移植術、神経移行術（神経交叉縫合術）もperineurial sutureが基本である。
　神経縫合術は、腱縫合術のように縫合糸に抗張力を期待してはいけない。縫合糸に
は、fibrin  glueのような神経線維束接着の役目を持たすことである。
　神経修復術の術後評価法は、徒手筋力テスト（MMT）, BMRC評価法が用いられるが、これらの
評価法は、順序尺度であり、統計学的比較ができない欠点がありながら、比率尺度の如く扱わ
れている。代償機能の関与を完全に除外できない問題がある。そのため、不適切な神経修復術
でも間違った評価が行われ、EBMの乏しい手術法が行われている。運動評価は、定量的評価とし
て、Hand-Held Dynamometry（HHD）が普及しつつあり、麻痺回復筋の定量も可能となってい
る。このHDDの現況についても、私たちのデータを紹介して、今後の展望を述べたい。
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1-6-12

上肢の機能と肩関節可動域の関係

○行岡 千佳子, 行岡 正雄, 森友 寿夫, 久保 伸之
正富 隆

医療法人　行岡医学研究会　行岡病院

研究目的：関節リウマチ(RA)多関節罹患例の手及び上肢再建においては，肩・肘・手指を一上
肢の構成体として総合的に評価して術前獲得ADLを予想する必要がある。例えば，洗髪やヘアド
ライヤーの使用は肩・肘のROMが関係していることが推測される。そこで今回DASH各項目と肩関
節可動域との関連性について調査した。方法：RA76例(男10例，女66例，平均年齢62.76歳)につ
いて，DASHの1)全く困難なし，2)やや困難の［1，2］を可能(P)群，4)かなり困難，5)できなか
ったの［4，5］を困難(I)群と分類しDASH各項目での肩関節屈曲角度との関連性を調査した。結
果：1)肩関節屈曲の平均は135.1±31.2(度)，伸展48.4±13.2，外転131.0±42.5，外旋52.8±
20.0，内旋60.2±18.9であった。肩関節屈曲との相関(r＝相関係数)は伸展r＝0.466，外転r＝
0.924，外旋r＝0.580，内旋r＝0.348であった。なお，肘関節屈曲の平均は138.8±12.0，伸展-
14.5±21.0，回内67.3±15.7，回外76.3±16.8，掌屈28.8±24.5，背屈34.5±21.5であっ
た。2)DASH30項目中19項目においてP群はI群に比べて肩関節の屈曲角度が有意に大きかっ
た。(P群平均145.6°，I群平均119°)次に有意差のあった19項目より特に肩の屈曲に関係して
いると思われる3項目では1)「洗髪やヘアドライヤーを使用する」はＰ群では右肩146.8±
21.6，左肩143.0±23.9に対し，I群では右肩112.4±31.7，左肩100.6±34.6，2)「背中を洗
う」は(Ｐ)右肩146.7±24.1，左肩142.9±26.1，(Ｉ)右肩113.8±31.7，左肩109.0±
34.8，3)「頭からかぶるセーターを着る」は(Ｐ)右肩144.1±25.8，左肩141.1±26.9，(Ｉ)右
肩107.0±31.6，左肩95.5±34.6であった(ｐ＜0.002)。結論：上肢再建においては，頸
椎，肩，肘，手関節ROMと肩及び前腕の回旋を加味して術前評価を行う必要がある。

S161



1-6-13

関節リウマチ母指typeI変形における機能障害進行の危険因子

○遠山 将吾, 小田 良, 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（rheumatoid arthritis: RA）におけるNalebuff分類typeI母指変形
は，ボタン穴変形ともいわれMP関節伸展制限とIP関節過伸展を特徴とする．制限された関節可
動域によりearly, stage, severeの3つのstageに分けられ，進行とともに手指機能も悪化する
が，変形が進行する要因は明らかではない．本研究では，母指typeI変形の関節可動域と機能障
害の経時的変化および進行の要因を検討した．【対象と方法】2009年に母指typeI変形を有する
RA患者のうち，2015年に再評価できた14例20手を対象とした．疾患活動性，MP関節およびIP関
節の関節可動域，手指機能を評価した．MP関節伸展の制限が生じると変形のstageが上がるた
め，関節可動域と手指機能の関連性の検討を行った．さらにMP関節の可動域制限が進行する要
因を，回帰分析を用いて検討した．【結果】平均年齢64.1歳（51-77歳），平均罹病期間24.9年
（14-46年）であった．疾患活動性は観察期間前後で著変なかった．関節可動域はIP関節で悪化
しMP関節で悪化せず，有意差はなかった．観察期間中にearly stageが9手→10手に，moderate
stageが10手→7手に，severe stageが1手→3手と変形の進行を認めたが，改善した症例もあっ
た．手指機能は観察期間前後で有意差はなかった．回帰分析では，MP関節の他動/自動可動域の
大きな差と高い疾患活動性が，経時的なMP関節の伸展制限の危険因子であった．【考察】われ
われはMP関節他動伸展が-30°以下になるとIP関節の屈曲が障害され，不可逆的な機能障害を生
じると本学会で発表を行ってきた．変形進行のリスクは，本研究においてMP関節の伸展角度と
高い疾患活動性であった．これらの症例にはRAの薬物療法だけでなく，装具療法による進行予
防や手術療法によるMP関節伸展機能の再建が必要であると考えた．
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1-6-14

RA手指変形の治療－母指から小指までそれぞれの指に対する工夫－

○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）

　関節リウマチ(RA)における手指変形は，掌握動作，つまみ動作，日常生活活動など手指機能
や美容面で様々な障害をきたす．RA手指変形は，程度に違いはあっても，母指から小指まで複
数あるいはすべての指が障害されることが多い．手は5本の指がそれぞれ独自の機能と役割を持
っており，RAにおいてはどの指がどの程度変形するかによって，生じる機能障害はさまざまで
ある．母指は手の機能において最も重要な役割を担う．RAでは母指変形は高頻度に生じ，機能
障害をきたしやすい．RA手指変形の治療において母指変形の治療は大きな課題である．示指か
ら小指については，示指中指は伸展が，環小指は屈曲が機能的に重要である．また中環指は比
較的安定した指であるが，示指は，橈側に，小指は尺側に支持する指がなく，不安定であ
る．RA手指変形の治療には，これらの指ごとの特徴を的確に捉えて，最も適した治療を選択す
る必要がある．手術療法については，関節固定術，関節形成術，人工関節置換術などの術式
を，隣接関節の状態も考慮して手全体として機能改善が得られるよう，組み合わせなければな
らない．本研究では，これらのことを踏まえて， RA手指変形に対して手術療法を行った症例に
ついて術式の選択と術後成績について検討した．　近年，薬物治療の進歩に伴い，リウマチ手
の手術療法は適応が拡がっている．機能再建や整容面の改善を達成するためには，各関節と軟
部組織の解剖学的特徴および変形の機序に精通し，さらに入念な術前計画と手術手技の向上に
加え，局所の状態を的確に判断して術式を決定しなければならない．リウマチ手指変形の治療
は，母指から小指までそれぞれの指に対する工夫を加え，状態に応じた最適なオプションを選
択することが重要である．
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1-6-15

関節リウマチ患者における尺側伸筋腱皮下断裂の危険因子の検討

○浅野 研一1, 篠原 孝明2, 山本 美知郎1, 建部 将広1

平田 仁1

1名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学, 2中日病院　名古屋手外科センター

【目的】関節リウマチ(RA)患者の尺側伸筋腱皮下断裂の危険因子の検討を行った．【対象】RA
患者において尺側伸筋腱皮下断裂に対して手術治療を行った群(断裂群)と年齢・性別・RAの疾
患活動性(DAS28-ESR,CRP)・手関節のLarsen分類をマッチングさせた3年以上観察を行い伸筋腱
断裂のなかった群(非断裂群)を比較検討した．断裂群は15例，非断裂群は17例であった．検討
項目として，手関節の疼痛,腫脹, MMP3，単純レントゲンにより計測した手関節軟部組織の厚
み,Carpal height ratio(CHR)，Radio carpal distance ratio(RCDR),Dorsal subluxation
ratio(DSR),Ulnar variance(UV),Scallop signにつき調査した．【結果】断裂群は非断裂群に
比べて有意に手関節の腫脹を認め，特に尺側軟部組織が肥厚していた．また断裂群は非断裂群
に比べてCHR低値とDSR高値を示した．【考察】本症の発生にはRAによる物理的要因と生化学的
要因のどちらも影響している．手根骨の回外掌側偏位により尺骨頭が背側に突出することに加
えて，活発な滑膜炎の存在が伸筋腱皮下断裂を引き起こすと考えた．CHR低値とDSR高値を示
し，活発な滑膜炎を認める患者に対しては早期の手術介入を考慮してもよいと思われる．
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1-6-16

遠位橈尺関節障害による指伸筋腱断裂に対する局所麻酔手術

○長田 龍介1, 頭川 峰志1, 高木 寛司2

1富山大学医学部整形外科, 2飯山赤十字病院整形外科

【はじめに】遠位橈尺関節（DRUJ）破壊および伸筋腱断裂に対する手術は通常全身麻酔や腕神
経叢ブロックで行われる。我々は腱の緊張度決定に有用な指標を求めるために局所麻酔で手術
を行っているので、その経験を報告する。【対象と方法】関節リウマチあるいは変形性関節症
によるDRUJ破壊が原因で生じた指伸筋腱断裂に対して、2014年11月以降に局所麻酔でDRUJの処
置と伸筋腱再建を行った7例（男2例、女5例、年齢49-85歳、RA 3例、OA 4例）を対象とした。
術前の伸展障害を呈した罹患指は小指のみが1例、環、小指が4例、中、環、小指が1例、示指～
小指が1例であった。DRUJにはSauve-Kapandji法あるいは尺骨頭の骨棘切除・背側関節包修復を
行った。断裂腱の滑走距離は脱力した状態を基点として他動的に伸長される幅（他動伸長
幅）と、自動運動で収縮する幅（自動収縮幅）を計測し、この和が30mm以上である場合に腱移
植を行った。示指～小指が断裂していた1例では指伸筋の滑走が30mm未満であったためECRBと断
裂した伸筋腱を合わせて動力源とした。7例全例においてMPほぼゼロの伸展と握り動作が可能な
強さで腱を縫合した。成績は罹患指における術前、術中、術後最終調査時の%TAMで評価し
た。【結果】7例全例でDRUJに対する処置と伸筋腱再建が可能であった。罹患指の平均%TAMは術
前69.6、術中94.4、最終調査時87.8であった。【考察】伸筋腱再建と同時に骨関節も処置でき
たことから局所麻酔手術の適応は通常考えられているよりも広いといえる。術中自動運動は緊
張度決定の指標になったが、最終調査時に軽度の伸展不全が見られる傾向がみられたことか
ら、至適緊張度についてはさらに検討を重ねる必要がある。
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1-6-17

RA患者における対Sauve-Kapandji法の棚効果に関する検討

○國吉 一樹1, 松浦 佑介1, 鈴木 崇根2, 金塚 彩2

赤坂 朋代1

1千葉大学大学院　整形外科学, 2千葉大学大学院　環境生命医学

【背景】関節リウマチ患者では手根骨は尺側のみならず三次元的には掌側へも変位するため
Sauve-Kapandji法（以下SK法）の骨性支持としての棚効果については懐疑的な見方もあっ
た。【目的】SK法を施行した関節リウマチ症例について月状骨窩における応力を シミュレーシ
ョンで作成したDarrach法（以下D法）モデルと比較すると同時に棚にお ける応力分布を検討す
ることによって棚効果を評価すること。【方法】症例はRA患者3例、全例女性で平均年齢59歳。
手指伸筋腱再建術に伴うSK法施行例で、いずれもSte inbrocker stage 3、Carpal Height
Ratioは平均0.46、Carpal Ulnar Distance Rati oは平均0.15であった。術後に手関節中間・掌
背屈・橈尺屈位で3DCTを撮影、有限要 素解析ソフトであるMECHNICAL FINDER（計算力学研究セ
ンター）にてモデルを作成、さらにワークステーション上で棚部分を消去してDarrach法モデル
を作成した。各モ デルにおいて第2-5中手骨の骨軸方向にそれぞれ50Nの荷重を行い、月状骨窩
における応力および棚部分の応力を算出した。【結果】SK法モデルの月状骨窩における応力は
尺屈位で最小値（0.81 kg/mm2）、背屈位で最大値（2.47 kg/mm2）を示し、D法モデルでは同様
に尺屈位で最小値（1.15 kg/mm2）、橈屈位で最大値（3.57 kg/mm2）を示したが、すべての肢
位でD法の応力が高値であった。棚における応力は中間位で最小値（0.21 kg/mm2）、掌屈位で
最大値（0.75 kg/mm2）を示し、月状骨窩の応力との比では25％（中間位）から44%（掌屈位）
を示した。【考察】本症例においては相当程度、棚部分に荷重伝達がなされており、尺側変位
する手根骨に対して骨性支持要素として一定程度、安定性に寄与しているものと考えられた。
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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）の中期成
績

○谷野 善彦1, 田村 知雄2

1藤井外科胃腸科・整形外科, 2JCHO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。今回、術後5年以上の症例について検討した。
【方法】対象は、本術式を行い術後5年以上経過観察が可能であった12例14手とした。手術時年
齢は44から72歳（平均55歳）、術後観察期間は62から110か月（平均7年10か月）、Larsen
grade3が6手、grade4が8手、であった。橈骨手根関節に対する術式は、Sauve-Kapanji法11手、
関節固定術1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50度か
ら69度、回外は平均48度から80度と増加し、掌屈は平均28度から18度、背屈は平均20度から30
度と変化した。握力は術前8.0kgから12.3kgと増加した。橈骨とulnar stumpのグリップ時の手
関節中間位での距離は、術直後平均10.6mm、最終観察時平均9.2mmと変化した。Gripした状態で
の手関節最大回内/中間/回外位の画像では、ulnar stumpは橈骨との位置を維持していた。
【考察】近年の治療薬の進歩によりRA患者の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、物を把持しての掌背屈および回内外動作でも病初期より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において手関節の安定化を図る本術
式の制動効果は、中期的にも安定していることが確認された。
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リウマチ手関節手術の工夫Wrist Fusion Rod (WFR）を用いた全固定
術

○大倉 千幸1, 石川 肇2, 米本 由木夫1, 田鹿 毅1

高岸 憲二1

1群馬大学　大学院　整形外科学　, 2新潟県立リウマチセンター　リウマチ科

【背景】関節リウマチ(RA)手関節において疼痛および不安定性を有する場合には把持機能は大
きく障害されるため，Larsen grade IV , V の亜脱臼例では全固定術が施行され，骨癒合が得
られれば無痛の安定性が得られるとされている．【目的】今回我々はWrist Fusion Rod（WFR）
を用いた手関節全固定術を施行した症例に対し，その利点と問題点を検討したので報告す
る．【対象と方法】対象は2007年1月から2015年6月までにWFRを用いた手関節全固定術が施行さ
れた34例40関節（両側6例）で，男性7例女性27例，手術時平均年齢は67歳，平均罹病期間は
18年，術後平均観察期間は4(1～9)年である．術前Larsen gradeIVが12関節，Vが28関節で，指
伸筋腱断裂合併は19関節であった．全例，全身麻酔下に手関節背側アプローチで進入し，ダラ
ー法を併用した手関節滑膜切除の後に，WFRを用いた手関節全固定術が施行された．【結果】術
後、無痛の安定した手関節が獲得され，握力は増加していた．合併症として創治癒遷延が6関
節，ロッドの折損が1関節にみられたが，感染例はなかった．術後最終観察時において，すべて
の症例で骨性癒合を得られていた．【考察】WFRは径4.5mmの管状ロッドで，ガイドピンを通し
て第3中手骨内にロッドを安全かつ確実に挿入可能であること，また近位部のフィンと遠位部の
横止めスクリュウにより，ロッドの移動や回旋を防止する構造となっていること，ロッドを曲
げて中間位から軽度伸展位に固定できることが利点で，良好な固定性が得られる内固定材であ
ると考えられた．但し，第3CM関節に可動性がある場合には，遠位部での固定性が不十分となる
ことが問題となるように思われた．【結論】本法は術後合併症が少なく，脆弱なRAの骨でも比
較的簡単に確実な固定性が得られる良い方法である．
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ばね指における治療別，部位別の再発率の検討

○望月 猛

鎌ケ谷総合病院　整形外科

【目的】手指狭窄性腱鞘炎はcommon diseaseであり，日常生活に影響を及ぼす疾患である．本
検討の目的は過去の治療方法から治療成績を明らかにすることである．【方法】対象は過去2年
間に手指狭窄性腱鞘炎で治療を行った606指である．平均年齢63.1歳，男性199指，女性407指で
あった．母指230指，示指58指，中指184指，環指107指，小指27指であった．手術治療，腱鞘内
注射，投薬治療に分けて検討を行った．手術治療は観血的に施行，腱鞘内注射は懸濁性ステロ
イド10mgおよび1%リドカイン1mlを使用した．【結果】初回治療において，手術治療は52指
(8.6%)，注射治療は448指(73.9%)，投薬治療106指(17.5%)であった．再発率は，手術治療は2例
(3.8%)，注射治療は198指(44.2%)，投薬治療は35指(33.0%)であった．複数回注射治療を行った
161指中26指(16.1%)が手術治療となった．そのうち，再発例は2指(7.7%)で，いずれも中指であ
った．注射治療における部位別再発は母指66指(40.0%)，示指20指(46.5%)，中指62指(46.3%)，
環指41指(48.2%)，小指9指(42.9%)であった．注射治療の再発例における手術治療に至った症例
は母指13指(19.7%)，示指3指(15.0%)，中指25指(40.3%)，環指15指(36.6%)，小指3指(33.3%)で
あった．【考察】手術治療は，再発率は低く有効である．手術による再発例はいずれも罹病期
間が長く，屈曲拘縮を伴う症例であった．注射治療では複数回注射により再発率が減少する
が，手術に移行した際の再発率も上昇するため，過度に注射治療を継続することは予後を悪く
する可能性が示唆された．母指においては，発症は多いが，再発は少ない傾向があり，手術に
至る例も少なかった．一方、中指，環指，小指に関しては手術に至る率が比較的高いことを念
頭におくことも，治療選択に重要であると考えられた．
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ばね指に対する装具療法の検討

○戸羽 直樹

北九州総合病院　整形外科

【はじめに】指輪状で掌側部をA1pullyの遠位まで板状に延長しMP関節の深屈曲を制限する装具
を用いて保存療法を行いその効果を検討した。【方法】装具はセラピストが作成し、1.2.4.8.
週に診察を行った。バネ指の臨床評価は4段階で、Grade1:A1プリーの痛みや弾発の既往あ
り、2:弾発の再現性があるが自動伸展可能、3:自動伸展不可能、4:自動屈曲不可能。治療成績
は、優:症状が消失した例、良:装具療法を8週以降も希望する例、可:ステロイド腱鞘内注射を
併用した例、不可:手術に至った例とした。装具装着8週での治療成績とGradeの変化を検討し
た。またステロイド注射歴の有無で群別し装具療法の効果を検討した。【対象】示指～小指は
59人中8週間装着した54人69（Grade1：31,Grade2：25,Grade3：6,Grade4:7）指、母指は27人中
8週間装着した22人23（Grade1：6,Grade2：11,Grade3：3,Grade4:3）指を対象とした。【結果:
示指～小指】69指中、症状消失（優）は10例（治癒率15％）であった。Gradeの変化は、改善
24例、不変41例、悪化4例（改善率35％）であった。治療前のGradeと臨床成績の群間比較では
Gradeが低い症例ほど優位に治療成績は改善した（P=0.0001）。ステロイド治療歴の有無と臨床
成績の群間比較においては、無し群が優位に改善を認めた（P=0.02）。【結果:母指】23指中、
症状消失（優）は3例（治癒率13％）であった。Gradeの変化は、改善15例、不変7例、悪化1例
（改善率65％）であった。治療前のGrade別及びステロイド注射歴の有無と臨床成績との間に有
意差は無かった。【結論】装具療法は示指～小指ではGradeの改善率は35％、母指は65％であ
り、示指～小指ではGradeが低く未治療群には特に治療効果が期待でき、初期治療の一つとして
有効と考えられた。
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特発性ばね指における注射なし群、および可溶性、非可溶性ステロ
イド注射群間の短期成績比較

○佐藤 潤香, 石井 義則, 野口 英雄

葦の会　石井クリニック

【目的】特発性ばね指に対する局所ステロイド注射の短期効果について、および可溶性・不溶
性ステロイド薬間に差があるか調査すること。【方法】当クリニックを初診し特発性ばね指と
診断された患者に対し(1)N群：注射せず経過観察のみ(2)T群：トリアムシノロンアセトニド
1mg+1%カルボカイン局注(3)D群：デキサメサゾンNa　3.8mg+1%カルボカイン局注のいずれかを
初診時に選択した。対象群を母指と他指に分けてそれぞれ(1)～(3)を受診順に繰り返し、4週間
後の再診を指示した。実際に再診した56患者(男性16、女性 40、平均年齢60.0 ± 8.8歳[38～
79歳])、56指 （N群18指[母指8、示指1、中指7、環指2指]、T群17指[母指10、中指5、環指
2指]、D群21指[母指12、中指5、環指4指]）を評価対象とした。初診時と再診時で患者の自覚症
状をVAS(Visual Analog Scale)で評価し、他覚症状を4つのgradeに分類した。初診再診時のVAS
を各治療群内(Wilcoxon検定)で、VAS改善率を群間(Kruskal-Wallis検定、Sheffe’s F検定)で
比較した。また他覚症状は症状消失、grade改善、不変、悪化に分け各治療群間で差があるかを
比較した（Mann-Whitney検定）。【成績】他覚症状はN群で3指改善、12指不変、3指悪化、T群
で15指改善、2指不変、D群で7指改善、9指不変、5指悪化した。T群、D群でVASは優位に改善し
たが、T群のみN群よりも優位にVAS改善率が高かった（p＜.01）。またT群はN群、D群よりも優
位に（p＜.01）他覚症状が改善していた。その他の群間に優位差は認めなかった。【結論】不
溶性ステロイド(トリアムシノロンアセトニド)注射は1カ月以上持続効果が期待でき推奨される
治療法と考える。逆に可溶性ステロイド(デキサメサゾンNa)は注射後1カ月時点で自覚他覚症状
とも経過観察のみと比べて利点はなく、その効果はかなり限定的と思われた。
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2型糖尿病患者に合併する手指狭窄性腱鞘炎についての検討

○岸田 愛子1, 勝見 泰和1, 河合 生馬1, 藤原 浩芳2

久保 俊一2

1宇治武田病院, 2京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）

【はじめに】糖尿病患者では、狭窄性腱鞘炎・手根管症候群・デュプイトラン拘縮などの手病
変がよく診られる．しかし内科領域では、手病変にはあまり関心が示されていない．今回、2型
糖尿病患者を対象として、手指屈筋腱狭窄性腱鞘炎(以下、狭窄性腱鞘炎)に注目し、有病率・
罹病期間・合併症・腱鞘組織などについて調査した．【方法】対象は糖尿病専門内科通院中の2
型糖尿病患者225例(男性95例、女性130例)で平均年齢は67.1歳，平均罹病期間は14.3年であっ
た．可動域制限や圧痛などにより狭窄性腱鞘炎の有無を調べ、年齢・罹病期間・HbA1c・空腹時
血糖・インスリン投与などの関与、および手病変以外の合併症についても検討した．さらに鏡
視下腱鞘切開術を施行した患者のうち、9例(糖尿病5例，非糖尿病4例)で腱鞘組織を採取した.
その組織に関して、糖尿病群と非糖尿病群で組織学的比較検討を行った.【結果】46例(21%)に
狭窄性腱鞘炎の合併を認めた. 腱鞘炎合併例では有意に年齢が高く、罹病期間も長かった.
HbA1cや空腹時血糖には有意差はなかった．腱鞘炎合併例では、インスリン使用患者が多くみら
れ、尿中微量アルブミンが高値で、網膜症の合併頻度が高かった．血糖コントロール状況が同
じであっても、狭窄性腱鞘炎を有する糖尿病症例では、手病変以外の合併症を併存している症
例が多かった．組織に関しては、糖尿病群ではコラーゲン組織の構造破綻や配列不動がより強
く、コラーゲン組織への終末糖化産物の沈着が多く見られた.【考察・結論】糖尿病患者では狭
窄性腱鞘炎の有病率が高いが、内科領域では注目される事が少なく、内科医への啓蒙が必要と
考えた．また今後さらに症例を増やし、糖尿病群と非糖尿病群での組織学的な差を検討してい
く必要があると考えた.
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ばね指腱鞘切開術後の疼痛に関する考察

○小池 智之, 福本 恵三, 加藤 直樹, 小平 聡
酒井 伸英

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】ばね指に対する腱鞘切開術後に、疼痛が残存する症例を経験することがある。また術
中所見として腱表面の損傷および滑膜の増殖を認めることがあるため、術後疼痛と術中に観察
した腱の状態との関連を調査したので報告する。
【方法】対象は同一術者が、ばね指に対する腱鞘切開術を施行し、術後3ヵ月間経過観察した
110例158指である。年齢は34～86歳（平均62歳）、術後3ヶ月後の疼痛あり群は38指、疼痛なし
群は120指であった。これらに対し術前・術後伸展制限、糖尿病の有無、ステロイド腱鞘内注射
の回数、術中の腱滑膜増殖の有無、腱損傷の有無に関して調査した。
【結果】術後3ヵ月の疼痛に関して、男女差、年齢、糖尿病、術前、術後の伸展制限には有意差
はなかった（カイ2乗検定およびMann-Whitney U-test）。注射の回数、滑膜増殖は、疼痛あり
群に有意に多かった。腱表面の損傷の有無に関して有意差はなかった。滑膜増殖あり群では、
腱表面損傷は少ないが術後疼痛は有意に多かった。全症例で弾発の再発は認めなかった。
【考察】ばね指に対する腱鞘切開術後疼痛には腱滑膜増殖が関与していると考えられた。ステ
ロイド腱鞘内注射の多数回投与は術後疼痛が残存する可能性が高まるので避けるべきである。
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ばね指は手根管開放術の続発症か？

○岡崎 真人1, 田崎 憲一1, 吉澤 秀1, 藤田 恵1

西脇 正夫1,2

1荻窪病院　整形外科, 2川崎市立川崎病院　整形外科

【はじめに】手根管開放術（以下CTR）後にばね指（以下TD）が発症することがあるが、これが
手術の続発症なのか意見の分かれるところである。
【対象と方法】当院で主演者がCTRを行った症例のTD発症について術後約6カ月まで追跡調査し
た。2011年10月から2015年3月までの調査期間中144手にCTRを行い、手関節周囲に明らかな骨折
の既往がある例、透析例、滑膜切除術・腱鞘切開術以外の手技を同時に施行した例、再手術例
を除外し、116手が調査対象となった。手術時年齢26-92歳（平均63歳）、直視下32手・鏡視下
84手、男性24例・女性71例、右70手・左46手で、21例で両側CTRを行った。20手で糖尿病を合併
した。腱鞘内ステロイド注射または腱鞘切開を行った症例のみをTD+とし、疼痛やばね現象はあ
るものの日常生活の支障が少なく注射や手術を希望されなかった症例はTD-として扱った。
【結果】術後150日未満でdrop outした10手を除外し、残りの106手について検討した。CTR手術
時あるいは以前にTD+だった（以下、術前TD+群）のは22手で、CTR術後6カ月までに新たにTD+と
なった（以下、術後TD+群）のは17手（CTR以前に別指にTD+だった3手を含む）だった。術前
TD+群、術後TD+群、TD-群の間で、年齢、性別、糖尿病合併率、術式に差はなかった。
【考察】本研究ではステロイド注射あるいは手術を行った手のみをTD+として扱っており、エン
ドポイントが明確である一方、治療者のバイアスが存在する可能性がある。全体の20%強でCTR
術前からTD+であり、CTR術前と同じ割合で術後にTD+となる症例があってしかるべきと仮定する
と、TDはCTR続発症ではないと結論できる。逆に術前TD+群以外は本来TD発症しないはずの症例
と仮定すれば結論は逆転する。われわれは前者が自然と考えており、その立証が今後の課題で
ある。
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手指に発生した非結核性抗酸菌症の治療経験

○石井 崇之1, 小林 由香2, 齋藤 育夫3, 池田 全良4

持田 讓治2

1秦野赤十字病院, 2東海大学　医学部　外科学系　整形外科学, 3伊勢原協同病院

4湘南中央病院

【目的】手指に発生した非結核性抗酸菌症に対して手術加療を施行した5例を経験したので、文
献的考察を加えて報告する。【方法】２００６～２０１５年までに菌同定できた５例を対象と
した。男性４例、女性１例で初診時年齢は３３～７１歳（平均６２．２歳）、症状出現から当
院での手術までの期間は１０～４８ヶ月（３３ヶ月）。全例前医にて手術を含む治療歴を有す
るも診断がつかず当院紹介となっていた。当院にて滑膜切除術を施行後、判明した起因菌は
Mycobacterium(M.)intracellulareが３例、M.aviumが１例、M.szulgaiが１例であった。術後全
例RIP、EBを含む抗結核薬やCAM等の抗菌薬の多剤投与を３～１４ヶ月間（１０ヶ月）併用し
た。経過観察期間は１６～８４ヶ月（３５ヶ月）であった。【成績】最終観察時、全例再発を
認めない。病変が手根骨から橈骨まで及んだ１例とno man’s landに及んだ２例（内１例は腱
剥離術追加）に手指の可動域制限の残存を認めた。【考察・結論】手指における非結核性抗酸
菌症は比較的稀な疾患とされる。原因菌の同定には、抗酸菌培養やPCR法・DDH法等があるが、
菌種ごとの至適培養温度の違いや偽陰性の率の高さ等の問題もあり診断に難渋することも多
い。実際に本研究でも、全例前医にて治療歴を有するも確定診断まで平均３３ヶ月を要してい
た。本症は遷延すると、滑膜、腱鞘、腱や骨の組織破壊が進み機能予後に影響を与えるとされ
るが、自験においても手指発生から橈骨骨髄内に波及し、機能障害を残した症例を経験した。
原因が特定できない手指の腫脹が遷延する症例では、本症を疑い生検を含めた早期診断と治療
が肝要と考えられた。
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手外科領域における非結核性抗酸菌症7例の検討

○阿達 啓介

三豊総合病院　整形外科

【目的】当院で加療を行った手外科領域の非結核性抗酸菌症（NTM)7例について検討し
た。【対象】年齢は56歳から79歳で男性４例、女性３例であった。治療は外科的に可及的に滑
膜 切 除 を 行 っ た 。 病 理 検 査 、 抗 酸 菌 培 養 を 行 い 診 断 の
後、Rifampicin（REF），Ethambutol（EB），Clarithromycin（CAM）の3種併用療法を基本とし
た。手根管症候群に対するステロイド局所注射２例、間質性肺炎に対するPrednisolone内服１
例、乾癬性関節炎に対するInfliximab, Methotrexate 1例が手術前に行われていた。【結果】
検出された菌はMycobacterium  intracellulare2例,  Mycobacterium  marinum1例,
Mycobacterium fortuitum,1例 Mycobacterium nonchromogenicum1例で手術時に採取した滑膜よ
り検出された。3例では培養では検出されず病理所見などからNTMと診断した。1例で初回、滑膜
切除の後、創の治癒が得られず2週間後に再度、滑膜切除を追加した。他の1例で腫脹があり再
燃が疑われるが経過観察中である。その他の症例では感染は沈静化している。【考察】今回の
経験した症例では免疫状態に関与すると思われる基礎疾患が7例中４例に認められた。さらに
NTM治療開始後3ヶ月で白血病を発症した1例もあり免疫機能不全を基盤に発症することが示唆さ
れる。手外科領域のNTM感染症はまとまった報告も少なくエビデンスを持った治療は確立されて
いない。我々は治療と診断を兼ねて可及的な滑膜全切除とREF， EB， CAMの3種併用療法を行っ
ているがこれらの妥当性も含め検討したい。
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手指化膿性屈筋腱腱鞘滑膜炎の治療成績

○鈴木 歩実, 神田 俊浩, 向田 雅司, 大井 宏之

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】手指化膿性屈筋腱腱鞘滑膜炎の治療成績を調査し，予後に関わる因子を検討する。
【方法】2006年から2015年の間に当科で治療を行った23例（男性15例，女性8例）23指を対象と
した後ろ向き調査を行った。平均年齢は55.4歳，罹患指は母指1指，示指7指，中指9指，環指
5指，小指1指，平均経過観察期間は4.9か月であった。原因は刺創が8例と最多で，次いで咬創
と挫創が多く，1例を除く全例がKanavelの4徴を満たしていた。全例とも初診当日に緊急手術を
行い，検体を細菌培養検査・病理検査に提出したところ，4例は非結核性抗酸菌が検出された。
抗酸菌が検出された4例とその他の細菌感染19例を分け，後者をさらにMichonの病期分類毎に分
けて（stage1：9例，stage2: 3例，stage3: 7例）各群を比較検討した。
【結果】抗酸菌群は発症から手術までの期間が平均39.3日と最長で，いずれも罹患指の全域に
渡る滑膜の増生を認めたが，腱鞘や腱の融解は認めず最終診察時の%TAMは90.5であっ
た。Michon stage1・2群では1例を除いた１回の手術のみで感染は鎮静し，最終診察時の%TAMも
それぞれ平均92.5，101.2と良好であった。Stage 3群では7例中5例で複数回手術を要し，最終
診察時の%TAMも50.6と不良であった。Stage 3群は糖尿病合併例や原因として咬創が多いことに
加え，全て他院での治療歴があり発症から手術までに平均15.7日を要していた。Stage 1群も紹
介例を6例含んでいたが，うち4例は他院初診同日の紹介であったため，発症から平均2.6日で手
術できていた。
【結論】非結核性抗酸菌による化膿性屈筋腱腱鞘滑膜炎の予後は比較的良好である。その他の
細菌による場合，Michon stage 2の状態までに手術ができれば予後は良好であるため，早期の
段階で紹介してもらえるよう，近隣の医療機関との連携が重要であると考えられた。
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手指化膿性屈筋腱腱鞘炎に対する手術治療の臨床成績

○原 敬, 森谷 浩治, 坪川 直人, 牧 裕, 吉津 孝衛

（財）新潟手の外科研究所

【目的】
手術治療を施行した化膿性屈筋腱腱鞘炎症例の治療成績を調査したので報告する．
【方法】
2015年8月までに手術治療を施行した化膿性屈筋腱腱鞘炎30例を対象とした．手術時年齢は23-
86(平均57.3)歳，性別は男性19例，女性11例，罹患指は母指3例，示指5例，中指15例，環指
6例，小指1例，原因の内訳は切創などの軽微な外傷10例，犬咬創9例，術後創部感染4例，猫咬
創2例，表皮剥離1例，原因不明4例であった．Loudonの病期分類 は，拍動を伴う圧痛がある1期
が5例，発赤，腫脹，圧痛，波動を伴い強い痛みがある2期が17例，2期の症状に皮膚の萎縮を伴
う3期が6例，瘻孔から膿の排出を認める4期が2例であった．以上の対象のFlynnの術後機能評価
を調査し，発症から手術までの期間や病期分類，術後の外固定期間との関係を検討した．
【成績】
感染は全例で鎮静化し，鎮静化に要した期間は5-48（平均15.6）日，手術回数は1-5（平均
1.4）回であった． 合併症として腱の癒着を5例，皮膚欠損を1例，深指屈筋腱壊死を1例認め
た．  Flynnの術後機能評価はGood13例，Fair12例，Poor5例，発症から手術までの期間は0-
64（平均7.6）日，術後の外固定期間は1-26(平均11.0)日であった．術後機能評価がPoorとなっ
た症例は全てLoudonの病期分類が3または4期であり，術後機能と病期の進行に有意差を認めた
が，発症から手術までの期間および術後の外固定期間とは有意な差はなかった．
【結論】
本研究から待機期間や外固定期間よりも病期の進行が術後機能に影響すると考えられた．しか
しながら症状の進行速度は治療初期では予測がつかないことがある．そのため，症状の悪化を
防ぐ目的で早期手術を施行することは必要と考える．一方，罹患指の安静目的で約3週間程度で
あれば術後の外固定を継続しても，術後機能に影響はないと推測された．
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1-6-30

尺側手根伸筋腱の前腕回内外動作時の動態-ECU腱鞘炎に迫る-

○田中 利和1, 小川 健2, 神山 翔1, 十時 靖和1

落合 直之1

1キッコーマン総合病院　整形外科

2筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院　整形外科

【はじめに】ECUは，伸筋腱鞘第6コンパートメント内にあり，前腕回内外時は，横断面では腱
鞘と共に回旋し，前額面上回内位では直線状にあったECUが，回外位では固有伸筋腱鞘を頂点
に，30度の屈曲を生じる．今回我々は，回内外動作におけるECUの動態をMRIにてボランティ
ア，ECU腱鞘炎，TFCC損傷の症例比較検討した．
【対象と方法】ボランテア7例(V群)，fovea sign陽性，不安定性のあるTFCC損傷6例(T群)，
Synergy test陽性のECU腱鞘炎7例(E群)を対象とした．MRIは1.5-T system (Gyroscan NT
Intera)にて，回内外位での横断像を撮像した．観測スライスは，ECU grooveが最も大きく見え
る部位とし、ECU腱鞘の横径，深さ，傾斜角度，ECU断面の横経，長径を計測した．また腱の動
態観察のために，尺骨ECU 溝尺側端からECU尺側縁まで (ECU-I)，ECU 溝の橈側端からECU橈側
縁までの距離(ECU-II)を計測した．ECU-Iでは，ECUが脱臼する症例では、マイナス値とした．
また，ECU溝の形態を最深部の位置により, 最深部が尺側にあるものを Type U, 正中を Type
M, 橈側を Type Rとした．計測はソフトウエア (Curvature Radius)を使用し，統計は一元配置
分散分析法を用い，p＜0.05を有意差ありとした．
【結果】各群間の回外、回内位での各計測項目（ECU溝の長径，深さ，傾斜角度，ECUの横経，
長径）に，有意差はなかった．回外位でのECU-Iは，E群(平均0.46)，T群(-4.27)，V群(-4.1mm)
と有意差が生じ（p=0.039），E群で他の2群に比較して有意に大きかった．回内位ECU-I，回内
外位ECU-IIでは，3群間に有意差はなかった．ECU溝はE群(U:1,M:6,R:0)，T群(U:3,M:3,R:0)，V
群(U:3,M:2,R:2)とE群で有意にType Mが多かった．
【まとめ】ECU腱鞘炎を生じる症例では，ECU溝の形態ではM型が多く，ECU-I が大きく，ECUが
逸脱しない症例に多かった．
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小児腕神経叢麻痺における機能的遊離筋肉移植術

○坂本 相哲, 土井 一輝, 服部 泰典

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】腕神経叢麻痺の機能再建法として薄筋の機能的遊離筋肉移植術（FMT）は、成人におい
てはすでに確立された方法であるが、小児におけるFMTの報告は少ない。今回、当院で小児に行
ったFMT例において長期成績を調査し、その合併症、問題点について検討した。
【方法】小児の腕神経叢麻痺で、肘屈曲や手指把持機能再建に機能的遊離筋肉移植術を施行し
た26例を対象とした。男児20例、女児6例、C5-T1全型完全麻痺19例、C5-T1不全麻痺3例、C5-8
型2例、C5-7型、C5-6型それぞれ1例であった。初回手術時年齢は平均11.2歳（1-17）、経過観
察期間は平均6.8年（1.2-15.7年）であった。17例にdouble free muscle transfer、9例に
single free muscle transferを行った。肩、肘、手指の自動可動域、筋力、Malletスコ
ア、DASHスコアを調査した。
【成績】術後に血行障害を生じた症例はなかった。自動可動域は肩屈曲49.4°（0～150）、外
転49.2（0～150）、外旋0.4（-80～90）、　肘屈曲123.3（80～150）、伸展-33（-10～-60）で
あった。0～13歳例と14～17歳例とで比較すると0～13歳例で屈曲拘縮の傾向がみられた。肘伸
展力との関連性はみられなかった。Malletスコアは術前平均6.0点が最終調査時13.0点であっ
た。DASHは8例において調査可能であり術前平均61.2が調査時32.6に改善していた。
【結論】14～17歳例では成人例と同等の成績が得られたが、0～13歳例では成長にともない屈曲
拘縮をきたす傾向がみられた。
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上位型腕神経叢損傷に対する治療、肋間神経移行術と部分尺骨神経
移行術（Oberlin法）の比較検討

○星川 慎弥1, 原 由紀則1, 林 洸太1, 新堀 浩志2

田尻 康人1

1都立広尾病院　整形外科, 2茨城県立中央病院 整形外科

【目的】上位型腕神経叢損傷治療のために、肋間神経移行術、または部分尺骨神経移行術（以
下Oberlin法）が選択される。両者とも良好な成績が報告されているが、Oberlin法は上位型に
のみ適応される術式なので、これらを比較検討するためには上位型に限った調査が必要で、報
告は少ない。今回両者の回復過程、最終成績などを比較、検討した。【対象・方法】2001-15年
に東大病院、当院で上位型腕神経叢損傷に対し肋間神経移行術を実施した13名、Oberlin法を実
施した13名を対象とした。平均年齢は肋間神経26歳、Oberlin法39歳、損傷型の内訳はC5-6型
4例、C5-7型9例で両者とも同じだった。カルテ記載から筋力、回復期間を後ろ向きに検討し
た。【結果】患者の手術時平均年齢はOberlin法で高かった(p=0.035)。手術までの期間は両者
で差がなかった(p=0.56)。M1になるまでの期間はOberlin法で短かった(p=0.0002)。M3になるま
での期間は両者で差がなかった(p=0.16)。また、最終的に得られた筋力にも両者で差はなかっ
た(p=0.41)。【考察】Oberlin法は神経再支配が早いため、当院では年齢が高い例や受傷から手
術までの期間が長い例に選択することが多く同法での患者平均年齢が高くなっている。患者集
団の背景が違っているため一概に比較できないが、そうした高齢集団おいてもM1までの回復期
間が短いのは神経再支配が早いということでありOberlin法の優れた点である。その後のM3まで
の回復期間に差はなかった。40歳以下で見るとOberlin法の症例が少なく統計的な差は出なかっ
たものの、M3までの回復は早い傾向ではあった（平均15か月vs. 9か月）。また、最終的に到達
した筋力は両者で差がなく、どちらの術式が優れているとは言えない。今後は年齢など患者背
景が適合した集団で検討する必要がある。
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動的肩X線撮影を用いた腕神経叢損傷に対する肩甲上神経修復術後
の肩関節外転の分析

○下江 隆司1,2, 土井 一輝1, 服部 泰典1, 坂本 相哲1

1小郡第一総合病院, 2和歌山県立医科大学整形外科学教室

【目的】肩甲上神経修復術は腕神経叢損傷(BPI)における肩機能再建術の第一選択である。肩甲
上神経修復術は肩甲上腕関節運動を回復させるのみである。しかし従来、その術後成績の判定
では、肩甲胸郭関節運動も含めて評価され、誤った解釈がなされてきた。本研究の目的は、動
的肩X線撮影を用いることで、肩甲上腕関節単独の外転機能を分析することであ
る。【方法】BPI患者で、両肩関節内転および最大自動外転時のX線前後像を撮影した。患側の
全肩外転角(GL)、肩甲上腕関節外転角(GH)、肩甲胸郭関節外転角(ST)、鎖骨外転角(CL)、胸椎
側屈角(SP)を測定し、GH motionとST motionを区別した。各測定項目の検者間および検者内の
計測信頼性を級内相関係数(ICC)、Bland-Altman plotsにて調査した。更に、GH moversが完全
に麻痺している術前の患者41名の分析から、全外転角に対するSTの関与を回帰分析にて計算
し、GL(ST)とした。肩甲上神経修復術を行い2年以上経過した69名の肩外転角を動的X線撮影で
検討した。【結果】ICC、Bland-Altman plotsにて各測定の信頼性は十分であった。STの回帰直
線はGL(ST)＝7.08+0.52 STで、術後の全外転角に対するSTの影響を予測できた。棘上筋の単独
外転アーク(TrueΔGH)は全外転角からGL(ST)を引くことで算出できる。棘上筋の仕事指数(WI)
は全外転角とGL(ST)から積分法で算定できる。肩甲上神経修復後の肩外転機能評価で
は、C56、C5-7、C5-8、全型の麻痺型間でGL、TrueΔGH、WIに有意差を認めた。しかし、MMTで
は有意差はみられなかった。【結論】従来の角度計で計測した全肩外転角とMMTによる評価で
は、肩甲上神経修復術の術後成績を正確に評価できない。動的肩X線撮影から算出可能である
TrueΔGH、WIは、全肩外転角と MMTに代わる正確な術後成績の評価法である。
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手術ストレスによって誘発されたと考えられる末梢神経障害の検討

○石井 久雄1, 篠原 孝明1, 中尾 悦宏1, 中村 蓼吾1

平田 仁2

1中日病院　整形外科 名古屋手外科センター, 2名古屋大学　手の外科

【はじめに】術後の末梢神経障害は、全手術のおよそ0.1％に生じるとされており、時に医療訴
訟の原因となる合併症である。多くは、牽引、圧迫等の機械的ストレスによって発生するが、
時に手術との時間的、空間的乖離があり、原因のはっきりしない麻痺に遭遇する。今回我々の
調査で明らかになった、機械的ストレスによらない術後末梢神経障害につき検討し報告す
る。【方法】名古屋大学医学部付属病院、名古屋大学整形外科関連67病院における術後神経麻
痺症例を調査し、そのうち、手術との時間的、空間的乖離のある、手術後30日以内に新たに発
生した神経障害につき検討した。麻酔覚醒時にすでに麻痺が存在した症例は除外し
た。【結果】42施設より回答があり、7例の明らかな機械的ストレスによらない術後末梢神経障
害が確認された。先行手術は上肢手術3例、下肢手術1例、消化器外科手術3例であった。罹患神
経は橈骨神経2例、前骨間神経1例、第5頚神経2例、腰仙骨神経叢1例、腓骨神経1例であった。
手術から発症までの期間は平均9.3日（1-15日）であった。上肢発症の2例で罹患神経の剥離術
を行った。手術時に採取した神経上膜の病理所見では、いずれも瘢痕化を認めるのみで炎症等
の所見は認めなかった。【考察】NP. Staffらは、当該神経への明らかな外傷を伴わない、手術
後30日以内に新たに発生した末梢神経障害を調査し、神経生検にて神経周囲の炎症細胞浸潤を
確認し、Post-surgical inflammatory neuropathyとして報告した。またNeuralgic amyotrophy
や前・後骨間神経麻痺として報告されている症例の中にも、手術との関連が示されているもの
が存在する。これらの術後末梢神経障害の病態や発生機序にはいまだ不明な点が多く、今後の
さらなる調査、研究が必要である。

S183



1-6-35

偏在性下垂指は不全型橈骨神経麻痺なのか？

○原 由紀則1, 田尻 康人1, 星川 慎弥1, 北 優介3

冲永 修二2

1都立広尾病院　末梢神経外科, 2東京逓信病院　整形外科

3かちがわ北病院　整形外科

橈骨神経（後骨間神経）の麻痺により手指の伸展が不能となった“下垂指”は一般にも認知さ
れているが、時に橈側もしくは尺側の手指のみに偏って下垂した偏在性下垂指の症例に遭遇す
ることがある。この奇異な肢位の原因が橈骨神経の不全型麻痺であるのか、他の神経障害であ
るのかについては不明である。当科を受診した偏在性下垂指症例を調査した。
【対象・方法】対象は偏在性下垂指（PD）を主訴に受診した12例（男9例、左5例、平均年齢
52.1歳）とした。麻痺指の偏りは、橈側寄り4例、尺側寄り6例、中央2例であった。対照は不全
型橈骨神経麻痺（RP）の14例（男8例、左10例、平均年齢45.1歳）とした。対照は全例初診時に
下垂指の偏りはなかった。PD群とRP群の臨床像と検査所見を比較した。
【結果】臨床像：PD群では、5例（41.7%）が急性発症で、残りは2か月～2年かけて麻痺が進行
していた。RP群は全例急性発症であった。指伸筋以外の筋肉（手内在筋）にM3以下の筋力低下
を認めたものはPD群のみで9例（75%）であった。しびれ症状は、PD群の4例（33.3%）が手指・
手部尺側に自覚していたのに対して、RP群では9例（64.3%）に手背橈側の橈骨神経支配領域に
出現していた。針筋電図所見：PD群では1例（9.1%）のみに安静時脱神経波形が出現、随意収縮
時の高振幅波（振幅5μV以上）を10例（90.9%）に認め、さらに他の手内在筋にも高頻度に高振
幅波が出現していた。RP群は、13例（92.9%）に安静時脱神経波形を認めたが、随意収縮時の高
振幅波形は出現しなかった。
【考察】PD群の臨床像・針筋電図所見はRP群とは異なっており、両者の発生機序は同じではな
いと考えられる。PD群の多くで頚椎X線やMRIで異常所見があり、針筋電図所見と併せて、PDの
原因は頸椎高位である可能性が考えられる。
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神経縫合術と神経再生誘導術の短期成績の比較

○梅本 貴央1, 楫野 知道1, 大灘 嘉浩1, 山田 勝久1

岩崎 倫政2

1KKR札幌医療センター　斗南病院　整形外科, 2北海道大学　整形外科

【目的】当科で手指の神経断裂に対して手術治療を行った症例について神経縫合術と神経再生
誘導術の2郡に分けて術後短期成績を比較検討した。【対象・方法】対象は2014年8月から当科
で手指神経断裂に対して手術を行い、6か月以上経過観察可能であった6症例で男性3例女性3例
を対象とした。手術時平均年齢は41.3歳（10～79歳）で、罹患神経は示指撓側指神経2例、中指
撓側指神経1例、環指尺側指神経1例、橈骨神経背側指神経2例であった。直接縫合術群
（epiperineural suture）3例、神経再生誘導術群3例で、術後経過観察期間は8.5か月（6～12
か月）であった。術後成績については両群の最終観察時の知覚（SWtest s2PD）と罹患指の可動
域に加え、神経再生誘導術群での術後2週時のTinel 徴候の有無を評価した。【結果】SWtestは
両群ともグリーンとブルーであった。s2PDについては直接縫合群で14mmと回復不良例を1例認め
た。可動域については直接縫合群1例でPIP関節伸展-35°と制限を認めた。【考察】最終観察時
で直接縫合群と神経再生誘導術群共にほぼ良好な知覚回復を認めた。伸展制限を認めた直接縫
合群の1例については縫合部での刺激症状がリハビリテーションの妨げになったことが示唆され
た。神経再生誘導術群においては術後2週から刺激症状が見られず、早期社会復帰を目指す場合
に神経再生誘導術は良い適応となる可能性が示唆された。
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指神経切断に対する神経再生誘導チューブの臨床成績

○松橋 美波, 今谷 潤也, 森谷 史郎, 前田 和茂

岡山済生会総合病院　整形外科

【目的】神経再生誘導チューブ（商品名ナーブリッジ）が本邦でも発売となり,欠損を伴う神経
断裂に対してドナー部分の犠牲を必要としない治療が可能となった.今回,指神経切断に対して
神経再生誘導チューブを使用した症例の治療成績を検討し，文献的考察を行った.【症例及び経
過】（症例1）25歳男性.指を挟まれ受傷.Zone2右示指屈筋腱損傷を伴う挫創に対し緊急手術を
施行.術後経過で指尖部の知覚脱失を認め,受傷後3か月に再手術.橈側指神経2/3が断裂,中枢に
偽神経腫形成を認め,神経再生誘導チューブにて再建(欠損15mmφ2mm)した.術後1年で
SWtest4.17(purple)まで改善を認めた.（症例2）43歳女性,左中指を包丁にて切断.縫合処置う
けるが屈曲不能となり当科紹介.Zone2伸筋腱断裂及橈側指神経麻痺を認め受傷後2カ月で腱移植
及び神経再生誘導チューブによる再建術を施行(欠損10mmφ2mm).屈曲ストレスで指神経再建部
に力がかかるためDIP屈曲の後療法に制限を要した.8カ月後でSWtest掌側が3.84(purple)で背側
が2.83（green）で良好な改善を示した.（症例3）33歳男性.機械に挟まり受傷.MP関節症掌尺側
の挫創を認め緊急手術にて動脈縫合, 神経再生チューブにて再建術施行.（欠損15mmφ2mm）術
後良好な知覚回復を示した.【考察】本邦でのナーブリッジ臨床報告はまだ少数ではあるが,海
外でのポリグリコール酸チューブの指神経に対するRCTでは，3cmの欠損までであれば,自家神経
移植と比較しても良好な成績が報告されている.今回指神経断裂（新鮮例１例，陳旧例２例）に
対する神経再生用誘導チューブの治療成績は良好であった．特定の条件下であればドナーを必
要としない神経再建は有用な手段と考える．しかし運動神経を含む直径の大きい神経などでは
経過不良例の報告もあり,現時点での文献レビューをまじえて報告する．
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手指神経損傷に対して神経再生誘導チューブ（ナーブリッジ）を使
用した治療成績

○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】神経再生誘導チューブ（ナーブリッジ）は自家神経移植の際の神経採取部位のトラブ
ルを回避でき、移植する神経の太さも比較的自由に選択可能な長所がある。今回、手指神経損
傷に対してナーブリッジを使用し神経再生誘導術を施行した治療成績を報告する。【対象と方
法】2014年2月から当院でナーブリッジを使用し神経誘導再生術を施行した7例9指を対象とし
た。性別は男6例、女1で手術時年齢は平均35.6歳であった。受傷から手術までの期間は5日から
6か月、経過観察期間は3か月から1年であった。罹患指は、示指5指、中1、環1、小2、再建した
神経は、固有指神経6本、総掌側指神経3であった。ナーブリッジの直径は1.5～4.0mmで長さは8
～28mmであった。検討項目は、術前、最終調査時の、知覚評価をSemmes-Weinstein
monofilament test(SWT)、静的2点識別覚（s-2PD）、調査時の手指のしびれをvisual analog
scale（VAS）について調査した。また、2015年1月以降の3例に対しては経時的に超音波検査も
施行した。【結果】SWTは、術前yellow4、red5が、調査時green2、blue2、yellow2、red3、s-
2PDは術前18.0±2.7mm、調査時11.5±5.7mmであった。最終調査時のしびれのVASは平均14.3±
17.9/100mmであった。超音波検査ではナーブリッジは12週までに輪郭が不明瞭となり描出困難
となった。また、MP、PIP 関節付近では、指の屈曲による折れ曲がりと考えられるナーブリッ
ジのくびれ像を2例にみとめた。【結語】ナーブリッジを使用した神経再生誘導術は、神経採取
部位の犠牲がないためより低侵襲の手術が可能となる。外傷後の、神経単独損傷に対しては比
較的良好な知覚の回復が得られる一方で、知覚が十分に回復しない症例や、しびれが残存する
症例もあり使用方法については、今後検討が必要と考えた。
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末梢神経損傷専門外来紹介受診患者からみた静脈穿刺による針刺し
症例の検討

○田尻 康人1, 原 由紀則1, 星川 慎弥1, 飯島 準一2

三上 容司3

1東京都立広尾病院, 2西島病院整形外科, 3横浜労災病院整形外科

【目的】静脈穿刺には合併症を生じるリスクがあることはよく知られている。多くは経過とと
もに症状が改善するとされるが、稀に症状が遷延・遺残する。末梢神経損傷として専門外来に
紹介された針刺し症例について報告する。【対象と方法】　過去15年間に末梢神経専門外来を
紹介受診した上肢静脈穿刺による針刺し症例12例を対象とし、年齢、性別、診療行為、穿刺部
位、受傷時の症状、発症から紹介受診までの期間、受診時臨床所見、神経障害の有無、治療内
容・期間について後ろ向きに調査した。【結果】年齢は平均45.4歳で、発症後平均17.8週で受
診していた。性別は男性2例女性10例と圧倒的に女性が多かった。診療行為は静脈注射1例をの
ぞくすべてが採血であった。穿刺部位は肘外側が3例、肘内側6例、手関節橈側2例、不明1例で
いわゆる危険部位穿刺が75%であった。穿刺時の前腕から手への放散痛やしびれ発生は7例に認
めた。神経脱落症状が認められた6例すべてに認められた。障害神経は外側前腕皮神経１例、内
側前腕皮神経前枝3例（2例は正中神経含む）、橈骨神経浅枝2例で、半数は神経障害を認めなか
った。１例はCRPS2型としてペインクリニックに紹介した。【考察】神経損傷の頻度は解剖学的
には性差はないとされている。今回明らかに女性が多く認められたことは、発生数ではなく紹
介数であることが関係しており、CRPSが女性に多いことと同じ要因が考えられる。前医で既に
神経損傷と診断されていても、実際には神経障害は半数であった。【まとめ】症状が遺残し専
門外来に紹介される患者は女性が多い。危険部位での発生が多いが、半数は神経損傷を合併し
ておらず、正しい診断が求められる。
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ラット血管付き人工神経の作成と神経再生効果の検討

○安食 孝士, 飯島 裕生, 村山 瑛, 竹下 克志

自治医科大学　整形外科

【目的】近年、末梢神経欠損に対する人工神経移植の優れた臨床成績が報告されている。一
方、神経欠損は周囲の筋肉や血管損傷を伴うことがあり、このような虚血環境下での人工神経
移植の有効性はいまだ不明である。今回我々は、人工神経に栄養血管を導入する新しい方法を
開発し、虚血環境下での血管付き人工神経の神経再生効果について検討したので報告す
る。【方法】LEWラット（雄、8週）の右鼡径部の浅下腹壁動静脈下に15mm人工神経
（NerbridgeTM）を留置した。2週間後に瘢痕組織で覆われた人工神経を周囲の脂肪組織と共に
浅下腹壁動静脈を血管茎として腹壁から剥がし、大腿内転筋をスプリットして大腿背側に移動
し13mm坐骨神経欠損部に架橋した。なお、神経縫合前に大腿背側筋肉を切除し、神経周囲の残
存筋肉を熱処理して虚血状態にした。実験群は、自家神経移植群（A群n=5）、血管付き人工神
経移植群（V群、n=6）、人工神経単独移植群（N群、n=5）の3群とし、移植後18週まで下腿三頭
筋力を測定した。また、18週で腓腹筋のCMAPを測定した後、ラットを屠殺して移植神経と腓腹
筋を摘出し病理組織学的に評価した。【結果】移植後18週の運動神経は健側比でA群87％、V群
48％、N群31％の機能回復を示した。電気生理学的検査ではV群はN群と比べて終末潜時も振幅も
有意に良かったがA群の成績には至らなかった。V群の神経内再生軸索数はN群より有意に多くA
群と同等だった。また、V群とN群の腓腹筋はA群より筋萎縮が強かった。【考察および結論】虚
血環境下での人工神経移植は自家神経移植に比べて神経再生効果は劣っていた。血管付き人工
神経移植は人工神経単独移植に比べて末梢神経再生を促進したが、自家神経移植には及ばなか
った。自家神経に匹敵する人工神経を作製するために今後さらなる戦略が必要である。

S189



1-7-2

マウスiPS細胞由来神経前駆細胞を付加したハイブリッド型人工神経
-付加したiPS細胞の局在と神経再生促進効果-

○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】これまで我々は人工多能性幹細胞（以下iPS細胞）と神経再生誘導管（以下人工神経）
を用いた末梢神経再生について基礎研究を行い、人工神経にマウスiPS細胞由来神経前駆細胞を
付加することでマウスの末梢神経再生が促進することを報告した。本研究では神経再生が促進
したメカニズムに関して、付加したiPS細胞の性質と局在について組織学的に検証した。
【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（Day 7）を人
工神経上で培養し（in vitro, 14日間）、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再建を行い、継時的に
再生軸索および移植したiPS細胞由来神経前駆細胞の局在について組織学的に評価した。
【結果】付加したiPS細胞由来神経前駆細胞はシュワン様細胞へと分化して人工神経の内層表面
およびスポンジ内に生着していた。また移植後早期（14日目）でもシュワン様細胞として人工
神経内に残存し、とくに神経断端部付近では再生軸索の周囲に遊走していた。
【考察】これまで軸索再生を促進させるために、人工神経に様々な細胞を付加したハイブリッ
ド型人工神経が作製されてきた。しかし付加した細胞による神経再生促進メカニズムについて
は明らかとなっていない。本研究からiPS細胞はシュワン様細胞へと分化しており、また移植後
もシュワン細胞としての性質を保持しつつ軸索伸長に寄与していた。今後、パラクライン効果
や移植iPS細胞による髄鞘形成について検証し、神経再生促進の詳細なメカニズムを解明した
い。
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脱細胞化処理した同種神経と異種神経の神経再生誘導効果の比較

○伊藤 聰一郎

桜会病院

【目的】　脱細胞化処理を行い細胞成分を除去した同種神経と異種神経の神経再生誘導効果を
比較検討した。
【方法】　SDラットの坐骨神経と日本白色家兎の正中神経を採取し（順に同種神経、異種神
経）、イオン性界面活性剤 1%ドデシル硫酸ナトリウム中で25℃、24時間撹拌後、非イオン性界
面活性剤 1% triton-X 100中で25℃、1時間撹拌し、抗生剤入りPBS中で7日間洗浄し実験に用い
た。これらの脱細胞処理神経を走査型電顕と免疫染色標本で観察した。また、脱細胞処理同種
神経と異種神経を長さ15mmに採型し、Wistarラットの坐骨神経欠損部に架橋移植した（各群
N=5）。対照として、他のWistarラットの坐骨神経を15mm切除後近位と遠位を飜転して縫合した
（同系移植、N=5）。術後24週でvon Frey hair testとstatic toe spread factorの計測を行
い、知覚および運動機能の回復を評価した。次いで移植部の近位で電気刺激し、運動神経終末
潜時と振幅を測定した。さらに、移植神経の中央部でトルイジンブルー染色標本を作製し、再
生軸索の直径と密度、軸索占有領域および軸索の厚さを計測した。
【結果】　いずれの脱細胞処理神経においても基底層管の3次元構造とその壁面の細胞外器質が
温存されていた。脱細胞化処理神経移植群は同系移植群より潜時が有意に大きく、有髄軸索密
度と占有率は有意に小さかった（全てp＜0.05）が、同種神経移植群と異種神経移植群の間には
有意差が無かった。また、他のすべての検討項目において3群間に有意差はなかった。
【結論】　脱細胞化処理後も基底層管の解剖学的な構造は温存されること、脱細胞処理異種神
経は同種神経と同等の再生神経誘導効果を持つが軸索の発芽数と伸張速度は自家神経より劣る
こと、しかし再生軸索の成熟度において3群間で差はないことが示唆された。
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全身振動・加速度刺激によるラット坐骨神経損傷モデルに対する神
経再生促進効果

○西本 俊介1, 田中 啓之2, 村瀬 剛2, 吉川 秀樹2

1関西労災病院　整形外科, 2大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

【目的】POWER PLATE（以下PP）は3次元の振動と加速度刺激を全身に与えることで効果を発揮
するトレーニングマシンであり、リハビリテーション分野などで使用されている。近年全身振
動トレーニングの臨床研究の報告は散見されるが、基礎研究の報告はほとんど見られず、末梢
神経に与える影響は不明である。今回我々はラット坐骨神経損傷モデルを作製し、PPの末梢神
経再生に対する効果を検討した。【方法】ラット坐骨神経圧挫損傷モデルを作製し、Sham群、
圧挫群、圧挫7日後よりPP を連日行なったPP群に分け、術後28日でCMAP、終末潜時(TL)、神経
伝導速度(NCV)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。次いでラット坐骨神経に
lysophosphatidylcholine(LPC)を局所注射することで局所脱髄モデルを作製し、Sham群、脱髄
群、LPC注射7日後にPPを連日開始したPP群に分け、術後14日目にIFを同様に行った。【結果】
圧挫損傷モデルにおいて、圧挫群、PP群間にCMAP、TLについて有意差は認めなかったが、NCVに
関しては圧挫群と比してPP群の方が回復傾向にあった。またIFでは、MBP陽性軸索数は圧挫群よ
りPP群で有意に改善していた。局所脱髄モデルでも脱髄群と比較してMBP陽性軸索数がPP群で有
意に改善していた。【考察】過去に全身振動トレーニングが、糖尿病性ニューロパチー患者の
神経因性疼痛を改善させる、ラット脊髄損傷モデルに対し機能回復を促進すると報告されてい
るが、末梢神経再生に関する報告はほとんどない。本結果より、PP群で圧挫損傷モデルにおい
てNCVが回復、圧挫損傷モデル、局所脱髄モデルともにMBP陽性軸索数が有意に改善していたこ
とから、PPが神経損傷後の再髄鞘化を促進している可能性がある。
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末梢神経切断縫合における肝細胞増殖因子の影響についての検討

○赤坂 朋代1, 松浦 佑介1, 鈴木 崇根2, 安部 玲1

國吉 一樹1

1千葉大学大学院医学研究院　整形外科学, 2千葉大学大学院医学研究院 環境生命学

【目的】HGFは中枢神経に対して細胞増殖促進、形態形成誘導などといった生理活性を発揮する
ことが知られている。そこで末梢神経再生に対しても同様の効果を有するか、ラット坐骨神経
切断縫合モデルを用いて検討した。
【方法1】雄性Wistarラット（n=24）を用いて以下の4群を作成した。Sham群は坐骨神経の露出
のみ行った。cut control群は坐骨神経を切断し縫合した。cut NS群は坐骨神経を切断し縫合し
た後に生理食塩水を10μl含浸したハイドロゲルを、cut HGF群はHGFを100μg/10μl含浸したハ
イドロゲルを神経縫合部に留置した。歩行解析装置(CatWalk)で術前、術後
3日、5日、1週、10日、2週、4週、6週、8週、10週、12週に測定し行動学的評価を行った。
【方法2】雄性Wistarラット（n=80）を用いて前述の4群を作成。術後４週、6週、8週、12週に
それぞれ5匹ずつの前脛骨筋の筋湿重量の患健側比を算出した。また、坐骨神経の筋進入部から
1cm、3cm近位を双極電極で刺激し前脛骨筋で複合活動電位を記録した。神経の切断縫合部から
遠位5mmの部位をトルイジンブルー(TB)染色し有髄神経数、無髄神経数を測定し神経密度を算出
した。
【結果】CatWalkでは、3群間に有意差を認めなかった。筋湿重量は、術後6Wでcut HGF群の方が
cut NS群よりも有意に筋湿重量の患健側比が増加していたが、その他のタイムポイントでは3群
間に有意差はみられなかった。神経伝導検査では、筋進入部から10mm近位において術後4Wでcut
NSの方がcut HGFよりも潜時が延長していた。
【考察・結論】cut HGF群の方がcut NS群と比較し、術後4Wで潜時が短縮し、術後6Wで筋湿重量
が重かった。しかし8W以降では3群間に相違はみられなかった。HGFは術後早期の神経回復に関
与している可能性は考えられるが、投与部位・投与方法などのさらなる検討が必要と思われ
た。
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ノイロトロピンはラット坐骨神経局所脱髄モデルにおいて再髄鞘化
を促進する

○松岡 峰造, 田中 啓之, 鈴木 浩司, 村瀬 剛
吉川 秀樹

大阪大学　大学院　医学系研究科　器官制御外科学

【目的】ノイロトロピン（以下NTP）はワクシニアウィルスを接種した家兎の炎症皮膚組織から
分離抽出された薬剤であり、慢性疼痛や神経障害性疼痛などに対し用いられている。中枢神経
系での下行性疼痛抑制機構の活性化作用が知られているが、末梢神経系への直接的な影響につ
いては明らかではない。そこで我々は、NTPが末梢神経の髄鞘形成に及ぼす影響について検討し
た。【方法】Wistarラットを使用し、坐骨神経にlysophosphatidylcholine を局所投与するこ
とで局所脱髄モデルを作製した。局所の脱髄が完成するまで1週間待機した上で、NTPの投与を
開始した（NTP群：24NU/kg/day）。コントロール群では生理食塩水を投与した。いずれの群も
浸透圧ポンプを背部皮下に留置し、1週間持続投与した後、組織学的評価、hot  plate
test、von Frey filament test、sciatic functional indexにより、再髄鞘化についての検討
を行った。また電気生理学的評価として、神経伝導速度、終末潜時、複合筋活動電位も測定し
た。【結果】組織学的評価では、坐骨神経局所脱髄モデルへのNTP投与により有意に再髄鞘化の
促進を認めた。Hot plate test、von Frey filament test、sciatic functional indexにおい
て、NTP群で有意な改善を認めた。また電気生理学的評価においても、すべての評価項目でNTP
群での有意な改善を認めた。【考察】本研究において、NTP投与による末梢神経再髄鞘化促進効
果が認められた。NTPは下行性疼痛抑制機構を介した鎮痛作用だけではなく、末梢神経損傷部局
所にも作用する可能性がある。
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ラット坐骨神経圧挫損傷モデルに対するノイロトロピンの治療効果

○鈴木 浩司, 田中 啓之, 松岡 峰造, 村瀬 剛
吉川 秀樹

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

【目的】ノイロトロピン（以下NTP）は下行性疼痛抑制経路を介した鎮痛作用を示す薬剤として
広く知られているが、末梢神経再生効果については明らかになっていない。そこで、ラット坐
骨神経圧挫損傷モデルを用いて、末梢神経損傷に対するNTPの再生効果について検討した。
【方法】6週齢雄のWistarラットを使用した。ラット左坐骨神経に鑷子で10秒間3回の圧挫を加
えた坐骨神経圧挫損傷モデルを作製した。コントロール群とNTP投与群に分け、術後4週で評価
した。NTPは浸透圧ポンプを使用し12NU/kg/dayの投与量で全身投与した。運動機能評価として
sciatic functional index、感覚機能評価としてvon Frey filament test、電気生理学評価と
して複合筋活動電位、終末潜時、神経伝導速度を用いた。
【成績】評価項目のsciatic functional index、複合筋活動電位、終末潜時においては両群間
に有意差を認めなかった。一方で、von Frey filament test、神経伝導速度においては、コン
トロール群と比べてNTP投与群において有意な回復を認めた。
【考察】ラット坐骨神経圧挫損傷モデルにおいて、NTP投与による感覚機能、神経伝導速度の有
意な回復が認められた。さらに詳細な検討が必要ではあるが、NTPは下行性疼痛抑制経路を介し
た鎮痛作用だけではなく、末梢神経再生効果を有している可能性がある。
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Agrinの不足により神経損傷後の神経筋接合部の変性が助長される

○大西 哲朗1, 栗本 秀1, 平田 仁1, Gupta Ranjan2

1名古屋大学大学院医学系研究科　手の外科, 2カリフォルニア大学アーバイン校

【背景】長期間の脱神経後、再生軸索は支配筋を再支配するため長い距離を伸長していくが、
筋萎縮や神経筋接合部の変性の方が脱神経筋の再支配よりも早く起こることが多い。発生段階
においてAgrinは神経筋接合部形成の重要な因子であり、脱神経後の神経筋接合部の保持にも重
要な因子である可能性が報告されている。今回、我々はAgrin-deficient mouseを用いてagrin
量の不足により脱神経後に神経筋接合部変性がより悪化するかどうかを調査しagrinの神経筋接
合部保全の効果を検討した。【方法】野生型とagrin-deficient mouseの右坐骨神経を10mm切除
し脱神経モデルを作成した。前脛骨筋の筋湿重量、HE染色標本で筋横断面積を測定
し、phosphorylated MuSKとAChR α1 サブユニットのタンパクレベルをwestern blot法で測定
し比較した。またAChRの形態評価を免疫染色標本で行った。【結果】agrin-deficient mouseの
筋湿重量は脱神経後2か月で野生型マウスと比べ有意に低値となっていた(5.26±0.23 vs. 6.20
±0.30; p=0.033)。筋横断面積の健側比は脱神経後2か月でagrin-deficient mouseの方が低値
となっていた(25.90±0.53 vs 36.84±3.07; p=0.016)。Phosphorylated MuSKは脱神経後2週、
４週で野生型の方が脱神経側、健側ともに1.5-1.7倍高くなっていた。AChR α1 サブユニット
は脱神経後2か月の時点で野生型が有意に高くなった(1±0.12  vs.  1.50±0.12;
p=0.017)。AChR密度、AChR areaがagrin-deficient mouseで脱神経後２か月の時点で有意に低
値を示した。【結語】agrin-deficient mouseは脱神経後に神経筋接合部でのphophorylated
MuSKの発現量が低く、AChRの分解が亢進していることが示された。本研究はAgrinが脱神経後の
神経筋接合部変性を予防するための重要な因子であることを示している。
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手根管症候群患者の横手根靭帯におけるコラーゲン発現は男女およ
び年齢で異なる

○佐々木 浩一1, 射場 浩介2, 和田 卓郎3, 青木 光広4

Kamineni Srinath5

1麻生整形外科病院, 2札幌医大整形外科, 3北海道済生会小樽病院, 4北海道医療大学

5ケンタッキー大学

【はじめに】手根管症候群の病態には屈筋腱腱鞘滑膜の組織学的な変化が関与しているといわ
れる。一方で、横手根靭帯は組織学的な変化に乏しいと考えられてきた。本研究の目的は手術
を行った手根管症候群患者を対象に、横手根靭帯におけるコラーゲン発現と年齢、性別との関
係について検討した。【対象と方法】対象は手根管開放術をおこない、横手根靭帯を採取した
10名10手(男5、女5肘)である。平均年齢は53.5歳(39-84歳/男性49.6歳、女性57.4歳)であた。
採取した横手根靭帯の組織学的検討（HE染色）、コラーゲン発現の検討をおこなった。偏光顕
微鏡下ピクロシリウスレッド染色(以下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,II,III,V,VI,X型コラーゲンの発現レベルを検討し
た。【結果】HE染色では、線維化、浮腫を軽度から中等度認めた。PSR染色では、I型およびIII
型コラーゲンの発現が若年で高かった。Western blottingによるコラーゲン発現では、男女と
もＩ型コラーゲン発現は加齢とともに減少する傾向にあった。コラーゲンIII/I比では、女性
(0.88)が男性(0.23)に比べて有意に高く(p=0.048)。男女とも加齢とともにIII/I比は増加し
た。VI型コラーゲンは、男女でも高値であった。II,V,X型コラーゲンの発現は低かった。【ま
とめ】本研究では　手根管症候群患者の横手根靭帯でのコラーゲン発現の解析をおこなった。
加齢とともに正常コラーゲンといわれるI型は減少し、相対的に変性コラーゲンであるIII型が
増加した。III/I比は女性が男性と比較して高値であった。手根管症候群の横手根靭帯では組織
学的な変化に乏しいが、コラーゲンの発現変化は男女間と年齢で異なり、病態に関与している
可能性があると考えられた
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尺骨神経管症候群のMRI診断

○金谷 耕平, 射場 浩介, 山下 敏彦

札幌医科大学　医学部　整形外科

【はじめに】尺骨神経管症候群の診断は、おもに臨床所見と電気生理学的検査によりなされ
る。MRI画像は、補助診断として占拠性病変の描出などに有用である。しかし、占拠性病変のな
い尺骨神経管症候群では、MRI診断は困難であった。我々は、占拠性病変の有無にかかわらず、
尺骨神経管症候群におけるMRIの特徴的な所見に着目し、その特異性を評価した。
【対象と方法】尺骨神経管症候群の11例11手(U群)と尺骨神経管症候群以外の疾患でMRIを撮像
した117例117手(C群)を対象とした。U群の11手は、原因を調査し、Gross & Gelbermanの分類に
従い3型に分類する。C群の117手は、診断名および患者背景を調査する。両群におけるMRI所見
とその特異性を評価する。
【結果】U群の原因は、ガングリオンが3手、異常筋とfibrous bandがそれぞれ2手、豆状有鉤骨
靭帯の肥厚、腫瘍、神経炎、特発性がそれぞれ1手であった。特発性を除いた10手の病変部位
は、zone 1が4手、2が5手、3が1手であった。C群は、TFCCが29手、RAが16手、尺骨突き上げ症
候群が12手、手関節炎が10手、Kienböck病が10手、その他が40手であった。U群のMRI T1強調
sagittal像で、尺骨神経に伴走する尺骨動脈が尺骨神経管の近位部で掌背側方向に大きく蛇行
する所見が11手中6手に認められた。内訳は、zone 1が全4手、zone 2が5手中1手、特発性が1手
であり、占拠性病変の有無に関連はなかった。C群では、同様の所見が117手中4手(3％)のみで
認められた。4手中3手に冠血管または脳血管疾患が合併していた。
【結語】占拠性病変のない尺骨神経管症候群の補助診断としての有用である可能性が示唆され
た。
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強剛母指超音波所見の術後変化

○太田 憲和, 丹治 敦, 清田 康弘, 下村 哲史

東京都立小児総合医療センター　整形外科

【目的】小児強剛母指は，長母指屈筋腱に発生する腫瘤状肥大がA1腱鞘の通過障害を引き起こ
して生じるとされる．我々は，保存的に加療した強剛拇指47例に対して超音波検査を実施し，
臨床経過の良否に関わらず腫瘤状の腱肥大は長期にわたって残存，健常部のおよそ1.5倍の太さ
を呈していることを第56回手外科学会学術集会において報告した．今回は，腱鞘切開術を実施
した症例において，腱肥大部超音波検査所見の手術前後での変化に関して報告をす
る．【対象】平成22年3月以降に当センターを受診した強剛母指患者のうち腱鞘切開術を実施
し，手術前後に超音波検査を行っていた14例（男9，女5）を対象とした．【結果】手術時平均
年齢は5歳3ヶ月であった．術前，腱肥大部の掌背側横径は患部近傍の健常部比で平均1.54であ
ったが，術後3ヶ月で平均1.23に減少し，術後半年を経ると平均1.08とほぼ消退してい
た．【考察】腱鞘切開後に腱肥大は急速に消退する一方で，両側罹患例の非手術指では腱肥大
の程度に変化が無かったことから， A1腱鞘での通過障害による物理的な刺激が腱肥大消退の阻
害因子となっていることが示唆された．
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Krackow変法を用いた腱側々縫合の力学的強度の検討-第3報-

○上野 啓介1, 國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 松浦 祐介1

木内 均1

1千葉大学大学院　整形外科学, 2千葉大学　環境生命医学

【目的】腱側々縫合は通常、weave techniqueが用いられる事が多いが、その施行が困難な場合
にはマットレス縫合のみの側々縫合で行わざるを得ないことも少なくない。我々はweave
techniqueが困難な場合における縫合法としてKrackow変法（以下K変法）を考案し力学的強度の
評価を行う事とした。先行研究では持続牽引試験を行い、初期固定強度においてはK変法が同重
複幅である2weavesのweave techniqueより有意に高いという結果を得た。しかし実際の臨床に
おいては良好な手指機能の獲得のために術後早期のリハビリ療法が重要となるが、K法が早期運
動療法に耐えうる縫合法かどうかの検討はしていない。本研究では早期運動療法を想定した繰
り返し牽引試験をK変法とweave techniqueの2群間で施行し比較検討した。
【方法】新鮮凍結死体3体6肢の左右をそれぞれ２群に振り分け、採取した
FDP24本、FDS18本、FPL6本から作成した24組を使用。K変法を側々縫合に用いたK群と2weavesの
weave techniqueを用いたweave群の腱重複部の長さは25mmと揃え、縫合にはすべて4-0 nylon糸
を使用した。10Nのpreloadingを1分間行った後に5N～75Nの繰り返し牽引試験1000回施行し2群
間で力学的な評価を行った。
【結果】1000回牽引した時点での破断数はK群２組、weave群4組であり、weave群の方が早期に
破断する傾向であった。また牽引200回、400回、600回に関してはK群が有意に変位量が少なか
った。
【結論】Krackow変法を用いた屈筋腱側々縫合はweave techniqueの施行が困難な状況において
は選択肢の一つとなり得る可能性がある。
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腱細胞分化を誘導する細胞内シグナル伝達経路の解明

○林 正徳1, 植村 一貴1, 内山 茂晴1, 伊坪 敏郎2

加藤 博之1

1信州大学　医学部　運動機能学教室, 2相澤病院　スポーツ障害予防治療センター

【目的】近年，腱細胞特異的な転写因子であるMohawkの発見などにより，腱細胞の分化メカニ
ズムが徐々に解明されつつある．しかし，腱細胞分化を誘導する細胞内シグナル伝達経路に関
しては未だ不明な点が多い．我々はこれまでに，マウス筋芽細胞株(C2C12)をMyostatinで刺激
することにより腱細胞特異的マーカーであるTenomodulinの発現が誘導されることを発見した．
本研究の目的は，同培養系を用いて腱細胞分化が誘導される際の細胞内シグナル伝達経路を明
らかにすることである．【方法】無血清培地で培養したC2C12にMyostatinと共にシグナル伝達
経路（ALK, p38 MAPK, MEK1）の阻害剤とシグナル分子に対するsiRNAを添加し，real-time PCR
によるTenomodulinの発現量の定量と免疫染色による組織学的解析を行った．次に，同培養系を
用いてマイクロアレイによりmicroRNA(miRNA)の発現量を解析した．分化誘導後に発現量が2倍
以上増加するmiRNAの中から，データベース上のプログラム(MiRanda, TargetScan, DIANA)を用
いて腱細胞分化に影響を与える可能性があるmiRNAとその標的遺伝子の検出を行い，さらに
miRNAの発現量をreal-time PCRを用いて定量した．【結果】Tenomodulinの発現はSmad2/3シグ
ナルを阻害するALK阻害剤の添加により有意に抑制され，さらにSmad3に対するsiRNAによって抑
制された．マイクロアレイ解析の結果，分化誘導後に2倍以上の発現量の増加が認められた
miRNAは７種類あり，さらにデータベースによる解析とreal-time PCR の結果からmiR-214の標
的遺伝子としてSmad7が同定された． 【結論】本研究により腱細胞の分化誘導にはSmad3を介す
るシグナルが重要であることが判明した．またmiR-214が同シグナルを抑制するSmad7を標的遺
伝子として，腱細胞の分化を正に制御している可能性が示唆された．
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上腕二頭筋長頭腱が前腕回外筋力に与える影響　－術前後の比較検
討－

○佃 幸憲1, 船越 忠直2, 亀田 裕亮2, 加藤 貞利3

岩崎 倫政2

1小樽市立病院　整形外科, 2北海道大学病院　整形外科, 3北海道整形外科記念病院

【目的】上腕二頭筋長頭腱（LHBT）障害に対して腱切離術または腱固定術が選択されるが、前
腕回外筋力に与える影響は未だ不明である。本研究の目的はLHBT障害に対する治療法の違いが
前腕回外筋力に与える影響を術前後で比較検討することである。
【対象と方法】関節鏡下腱板修復を施行した22肩を以下の3群に分けて検討した。LHBTが正常で
処置を加えなかった10肩（対照群）、LHBT障害が認められ、腱切離術を行った8肩 (切離群) 、
腱固定術を行った 4肩(固定群)である。全例、術前および術後（最低半年経過後）に前腕回外
筋力をBIODEX（酒井医療株式会社）を用いて、等尺性運動にて測定した。肢位は肘屈曲90度、
前腕中間位にて測定した。評価項目は患側筋力の術前後比（術後/術前）とし、臨床成績を
Constant score、DASH scoreを用いて評価した。
【結果】いずれの群でも術後Constant score、DASH scoreに有意差に改善したが、群間の有意
差は認めなかった。Popeye signは切離群で1肩、固定群では認めなかった。術前後の回外筋力
比は対照群1.00、切離群0.97、固定群0.98と著明な低下はなく、各群間の有意差も認めなかっ
た。
【考察】本研究では腱切離および腱固定における回外筋力の有意差は認めなかった。過去の報
告では腱切離による前腕回外筋力の低下は諸説ある。これらの報告では、対照として健側が選
択されているが、無症候性LHBT障害の存在、利き手、非利き手による影響などの問題点があ
る。本研究は同一側の術前後比を測定し、手術効果のみを比較しており、より正確な結果が得
られたと考えられる。これらの結果は術式の選択に重要な基礎的データを与えるものと考えら
れた。
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遠位橈尺関節不安定性の徒手検査に関する生体力学的研究

○飯田 昭夫1, 面川 庄平2, 森友 寿夫2,3, 大西 正展4

田中 康仁4

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

4奈良県立医科大学　整形外科

【目的】遠位橈尺関節(DRUJ)不安定性の徒手検査として、DRUJ ballottement テストが用いら
れている。テストは主に尺骨と橈骨間の掌背側方向の不安定性を検者が評価することで行われ
ているが、その評価は検者の主観に依存している。本研究の目的は、DRUJ ballottement テス
トの際の尺骨に対する橈骨の回旋運動を調査することで、不安定性をより詳細に調査すること
である。【方法】上腕以遠の新鮮凍結肢体５肢を使用した。５人の検者がTFCC切離する前と後
でDRUJ ballottementテストをおこなった。橈骨、尺骨遠位端それぞれの骨内に磁気式３次元位
置センサー(Ascension社trakSTAR)を設置し、テスト中の橈骨と尺骨の３次元的な位置関係を連
続的に記録した。テスト中の尺骨に対する橈骨の回旋角度を算出し、TFCC切離前後でPaired t-
testを用いて比較した。【結果】DRUJ ballottementテストにおける尺骨に対する橈骨の回旋角
度はTFCC切離前で1.5±1.0度、切離後で2.3±1.8度であり、TFCC切離後で有意に増大し
た。【考察】遠位橈尺関節の不安定性評価の際に橈骨の回旋を評価することで、TFCC切断前後
の変化をより正確に捉えることができる可能性がある。
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不安定型橈骨遠位端骨折に対してDSS法は有用か　-新鮮凍結屍体を
用いた繰り返し荷重負荷試験による評価-

○筒井 完明1, 川崎 恵吉2, 内山 英一3, 青木 光広4

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札幌医科大学　保健医療学研究科, 4北海道医療大学　リハビリテーション科

【目的】新鮮凍結屍体の橈骨遠位端骨折モデルに対してPolyaxial locking plateを用いて遠位
2列をdouble-tiered_subchondral support（以下DSS）法を用いて固定した群（DSS群）と遠位1
列のみで固定した非DSS群（NDSS群）の2郡間で繰り返し荷重負荷試験を行い、それらの生体力
学的、X線学的評価を行うことを目的とした。
【方法】15手の新鮮凍結屍体の橈骨を用いて関節内骨折モデルAO分類Type23-C2を作成し実験を
行った。検体はランダムにDSS群(n = 7)とNDSS群(n = 8)の2郡に分けた。遠位1列目4本は全て
locking screwで固定し, 遠位1列目のみで固定したNDSS群と、遠位1列目に加えて2列目から
locking screwを2本追加してDSS法となるように固定を行ったDSS群の2群間で比較した。荷重負
荷は荷重試験機にて約250Nの荷重を3000回の繰り返し試験を行った。力学的評価として
1,1000,2000,3000回目の剛性、変位を計測した。絶対値のデータに加えて、各回の1回目のデー
タを用いて1000,2000,3000回目の値を正規化したデータを作成し、これらの評価を行った。ま
た、試験前後でX線単純写真を撮影し、Volar tilt(以下VT), Radial inclination(以下RI)を測
定し、試験前後での角度の変化をΔVT, ΔRIとし2群間で比較検討を行った。
【結果】DSS群は絶対値、正規化データともに剛性は高く、変位は少なかった。また、X線学的
評価ではΔVTにおいてDSS群の矯正損失が有意に少なかった。
【結論】DSS法を用いた2列群は繰り返し荷重負荷試験において生体力学的評価、X線学的評価と
もに1列群と比較しより安定していた。
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手関節背屈荷重時の遠位橈尺関節の3次元動態解析

○北條 潤也1, 面川 庄平2, 小野 浩史4, 飯田 昭夫3

田中 康仁3

1平成記念病院　整形外科, 2奈良医大　手の外科, 3奈良医大　整形外科

4西奈良中央病院　整形外科

【目的】手関節外傷は、転倒時に手をついて受傷することが多く、手関節背屈位で荷重を受け
靭帯損傷や骨折などを生じる。しかし、背屈荷重時に手関節の配列がどのように変化するかに
ついては明らかでない。本研究では、手関節を背屈荷重した状態で3次元ＣＴを撮影し、非荷重
時と比較することにより遠位橈骨尺関節(DRUJ)の生体内3次元運動を解析した。【方法】健常手
関節を有するボランティアの利き手9上肢を対象とした。DynaWell L-Spine compression
deviceを使用し、肘にデバイスを装着し逆立ちの姿勢をとり、肩関節180度外転、肘関節0度伸
展、手関節を回内位で背屈させ、0kg、7kgの荷重を各々かけCT撮影し骨モデルを作成した。遠
位橈尺関節の4つの靭帯palmar superficial radioulnar ligaments(PS-RUL), dorsal
superficial radioulnar ligaments(DS-RUL), dorsal deep radioulnar ligaments(DD-RUL),
palmar deep radioulnar ligaments(PD-RUL)の付着部をマーキングした。Maraiの方法に従い骨
表面から0.5mmの距離を離すように各靭帯を仮想し、その靭帯距離を各々計測した。【結果】各
計測値の平均距離の変化はPS-RULは0kg：15.25mm、7kg：15.66mm、DS-RULは
0kg：14.26mm、7kg：14.41mm、DD-RULは0kg：13.38mm、7kg：13.55mm、PD-RULは
0kg：15.41mm、7kg：15.80mmであり、PS-RULとPD-RULの靭帯長は荷重時により有意に延長して
いた。【考察および結論】今回の結果から背屈回内位で手関節に荷重を行うとDRUJは開大し、
仮想される靭帯長は掌側優位に拡大することが明らかになった。背屈回内位の荷重で、DRUJの
掌側靭帯が主に伸長することが示唆された。
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橈骨遠位端骨折変形治癒における矯正骨切術後の遠位橈尺関節アラ
イメントと前腕回旋可動域の変化

○阿部 真悟, 岡 久仁洋, 信貴 厚生, 大浦 圭一郎
村瀬 剛

大阪大学　整形外科

【はじめに】我々は，第58回の本学会において橈骨遠位端骨折変形治癒における前腕回旋制限
の原因として，回内制限は背屈変形及び背側の遠位橈尺靭帯(DRUL)の緊張と関連し，回外制限
は掌屈変形及び掌側DRULの緊張との関連が示唆されることを報告した．今回，同症例に対して
コンピュータ支援下矯正骨切り術を行い，術後の可動域と予測されるDRUJアライメントの解析
を行ったので報告する．
【方法】2010年から2013年に当科で橈骨遠位端変形治癒骨折の矯正骨切術を行い，術後3ヶ月以
上経過観察を行った11例11手を対象とした．男性3例，女性8例，平均年齢は56歳(40-67歳) で
平均術後観察期間は18ヶ月であった．CT画像から3次元骨モデルを作成し術前シミュレーション
を行い，患者適合型手術ガイドを用いて矯正骨切術を行った．術後X線計測と術前計画を比較し
て手術精度を検証した．術後のDRUL長，遠位橈尺関節(DRUJ)の適合性はシミュレーション結果
を利用して評価し，術前後の回内外可動域を計測した．
【結果】背屈変形は9例，掌屈変形は2例であった．術後X線とシミュレーションとの誤差はRI
1.4±1.5度，VT 2.3±1.5度，UV 0.0±1.6mmでありシミュレーション通りの矯正が得られてい
た．DRUL長は背屈変形例の回内位において背側の浅枝と深枝は150%，130%(同靭帯の健側中間位
比)と延長していたが矯正後は99%，98%と改善した．また，掌屈変形例の回外位において掌側の
浅枝と深枝は116%と122%であったが矯正後は92%，90%に改善した．DRUJの適合性も改善した．
可動域は術前回内外64/62度であったが術後は80/76度であった．
【考察】橈骨遠位の変形によりDRUJの適合性の悪化とDRULの緊張により回旋制限が生じると考
えられるが，手術によりDRUJの適合性とDRULの緊張が改善されることで回旋制限が改善される
ことが示唆された．
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橈骨遠位端橈屈変形の遠位橈尺関節（DRUJ）不安定性に対する影
響：新鮮死体を用いた遠位骨間膜の機能評価

○信貴 厚生1, 森友 寿夫2, クライサリン ジラチャー3

サナンパニッチ カニット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大阪行岡医療大学

3チェンマイ大学整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折後の遠位橈尺関節（DRUJ）不安定症はprimary stabilizerである三角
骨線維軟骨複合体（TFCC）の損傷が大きな原因であるが、secondary　stabilizerである遠位骨
間膜（DIOM）の骨性アライメント異常による機能障害によって不安定性がさらに悪化するとい
う報告もある。今回我々は橈骨遠位端橈屈変形のDRUJ不安定性への影響について調査したので
報告する。
【方法】新鮮死体５肢を用いた。上腕骨中央で上腕を離断し、関節周囲の靭帯、骨間膜、関節
包を残し、軟部組織を除去した。DIOMの付着部の遠位端をpivotとして30°の楔状骨切りを行
い、カスタムメイドの創外固定器で10、20、30°の橈屈変形を作成した。測定は上腕骨、尺骨
を固定し、橈骨遠位を掌背側方向に20Nで牽引、橈骨の尺骨に対する掌背側転位量を三次元磁気
トラッキングセンサーを用いて1:橈骨正常、2:橈屈変形（10,20,30°）、3:TFCC切離＋橈屈変
形、4:TFCC切離＋橈骨正常の順に行った。
【結果】全例DIOMを認め、うち３例にDistal oblique bundle（DOB）を認めた。橈骨の掌背側
転位量は橈屈するにつれて小さくなった。TFCCを切離すると橈骨の掌側脱臼を全例に認めた。
背側方向には橈屈30°では亜脱臼もしくは脱臼を認めたが、橈屈変形を整復するにつれ背側方
向の転位量は小さくなった。1例のみDIOMが脆弱であり、TFCC切離後各条件下で背側脱臼をして
いた。
【考察】DIOMは橈骨の尺骨に対する背側シフトを制動している。しかし遠位骨片が橈屈すると
DRUJが開大し、そのため相対的にDIOMが弛緩するため背側不安定性が増すと考えられた
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遠位橈尺関節（DRUJ）不安定性に関する生体力学的研究―徒手検
査の信頼性と精度についてー

○大西 正展1, 面川 庄平2, 飯田 昭夫2,3, 森友 寿夫3,4

田中 康仁3

1奈良医大　整形外科, 2奈良県立医科大学手の外科学講座

3阪奈中央総合部病院整形外科, 4大阪行岡医療大学理学療法学科

【目的】遠位橈尺関節（以下DRUJ）不安定性の徒手検査としてballottement test(以下BT)が有
用である。今回、新鮮凍結肢体を用いてその信頼性と精度を検証した。
【方法】6体の新鮮凍結肢体上肢を肘関節90度で固定し、橈尺骨に3次元センサーを設置した。5
人の検者により、橈骨と手根骨を把持する方法(把持群)と手根骨を把持しない方法(非把持群)
でそれぞれBTを施行した。橈尺骨間の背掌側方向への移動距離を計測し、それぞれの方法にお
ける検者間、検者内信頼性を検定した。さらにTFCC 切離後に同様にBTを施行し。手技の違いに
よる靭帯切離前後の移動距離の差を比較した。
【結果】検者内級内相関係数(ICC)は0.92(把持群)、0.94(非把持群)であり、検者間(ICC)は
0.84(把持群)、0.75(非把持群)であった。TFCC 切離後の骨間移動距離の差は、把持群(平均2.3
±3.2mm)が非把持群(平均1.6±2.5mm)と比較して増大していた。
【考察】DRUJ不安定性は、TFCC切離により増大することが知られている。今回の研究から、徒
手検査の手技の違いによりその信頼性や精度が異なることが判明した。手根骨を把持すること
により尺側手根靭帯やECU腱床を介して尺骨手根関節が安定するため、TFCC損傷に起因する橈尺
間の不安定性をより良好に感知できると考えた。その結果、BTの検査精度や信頼性が上昇する
と考察した。
【結語】DRUJの徒手検査であるBTは、手根骨把持により検査精度と信頼性が向上した。手根骨
把持法によりDRUJ不安定症の診断能が向上しうる。
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非対称性core sutureは対称性core sutureに比べて縫合強度を高める

○小薗 直哉1, 岡田 貴充1, 竹内 直英1, 下戸 健2

岩本 幸英1

1九州大学大学院　医学研究院　整形外科

2福岡工業大学　情報工学部　情報システム工学科

【目的】Zone2領域での屈筋腱縫合では術後の再断裂や癒着による成績不良例が多く、縫合が最
も困難な部位である。近年、Wuらにより4-strandの非対称性core suture (2組のcore sutureを
近位と遠位へ2 mmずつずらす) が大きなgap抵抗を示したと報告された。我々はdental rollを
使用しcyclic loading testにて、6-strandの対称性core sutureと非対称性core sutureの強度
とgap長について比較検討を行った。【方法】本研究は屈筋腱損傷モデルとしてdental roll 2
本を人工腱として使用し、20対のdental rollを2群に分け、対称性core sutureと非対称性core
sutureを6-strand Pennington sutureで行った後にperipheral sutureを行った。非対称性core
sutureは3組のPennington sutureのうち2組を近位と遠位へそれぞれ3mmずつずらした。Cyclic
loading testのプロトコールはpreloadを2Nとし、10Nで500 cycleから負荷を開始し、その後は
破断するまで5Nずつ増やしてさらに500 cycleずつ負荷を加えた。そして、破断までのサイクル
数、疲労強度(負荷×回転数の合計)、各負荷でのgap長(mm)をt検定を用いて検討した。p＜0.05
を有意水準とした。【結果】破断までのサイクル数は対称性core suture群で1109±57、非対称
性core suture群で1696±219 cyclesで、非対称性core suture群が有意に大きかった
(p＜0.0001)。疲労強度は対称性core suture群で14670±1144、非対称性core suture群で27483
±5649 N×cyclesで、非対称性core suture群が有意に大きかった(p＜0.0001)。gap長は各負荷
で非対称性core suture群にて有意に小さかった。【考察】早期運動療法を想定したcyclic
loading testにて、非対称性core sutureは縫合強度を増強させgap形成を回避するのに有用で
あることが示された。
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二つのサイズのJuggerKnot Miniの比較～#3-0と#2-0の特徴について
～　

○見明 豪1, 岡田 貴充1, 竹内 直英1, 岩本 幸英1

下戸 健2

1九州大学　整形外科, 2福岡工業大学　情報システム工学科

＜はじめに＞JuggerKnot Mini 1.0 mmは手指の靱帯・腱の再建に利用されるが、強度実験の詳
細な基礎実験の報告は無い。本アンカーには#3-0と#2-0の2サイズあるが、その特徴を比較検討
した。＜方法＞アンカーは#3-0と#2-0をそれぞれ20本ずつ用い、模擬骨として皮質骨はepoxy
sheet (SAWBONE社)を、海綿骨はsolid block cell (HUMAN BODY社)を組み合わせて使用し
た。＜牽引試験＞アンカーを挿入後、preload 10 Nの後にcyclic loadを10-30 N、0.5 Hz、200
cycle行い、破断するまで0.1 mm/秒で牽引した。End pointはアンカーの引き抜き、糸の離断、
糸の3 mmの延長とした。＜検討項目＞JuggerKnotを挿入した際にアンカー本体が完全に挿入さ
れた群をI群（Implantation群）、一部露出した群をPE群（Partial Exposure群）と定義し、各
アンカーの挿入形態を検討した。続いて牽引試験で、破断様式、破断強度および破断時の延長
距離をアンカー2サイズを挿入形態の2群に分けて比較検討した。＜結果＞#3-0は
I群：18本、PE群：2本に、#2-0はI群：8本、PE群：12本に分けられ、挿入形態に有意差があっ
た（p＜0.05）。破断様式は#3-0では2群間で有意差がなかったが、#2-0においてI群で糸の離断
が多く、PE群ではアンカーの引き抜きが多かった（p＜0.05）。破断強度は#3-0は68.5
N（I群：67.7 N、PE群：75.8 N）、#2-0は88.5 N（I群：113.8 N、PE群：71.6 N）であり、#3-
0、#2-0の破断強度に、および#2-0のI群、PE群に有意差があった（それぞれp＜0.05）。破断時
の延長距離は#3-0は2.39 mm、#2-0は2.55 mmであった。一般的にanchor failureとされる3mm以
上の延長は、#3-0は20本中4本、#2-0は20本中7本見られた。＜結論＞#3-0は挿入形態に優
れ、#2-0は#3-0と比較して破断強度に優れるものの、挿入形態、破断時の延長距離は劣ってい
た。
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母指球筋厚とピンチ力の関係―超音波画像診断装置を用いた検証―

○樫山 あさみ1, 松田 悠嗣1, 佐藤 信隆2, 安藤 隆2

波呂 浩孝2

1山梨大学　医学部附属病院, 2山梨大学　医学部附属病院　整形外科学教室

【目的】母指球筋萎縮は主観的評価が一般的であり，統一された客観的評価法は確立されてい
ない．我々は，母指球筋定量的評価の基礎的知見として正常人における超音波画像診断装置
（以下，エコー）による母指球筋厚の計測，およびピンチ力との関係について検証したので報
告する．【方法】対象は20歳代の健常成人80名（男性50名，女性30名）．母指球筋厚の計測は
エコー（LOGIQ P6 11MHz）にて，ピンチ動作時の母指球筋比率が高い母指対立筋の筋厚最大縦
径を，解剖学的筋腹最大径に一致する2点（近位・遠位）として測定した．また，自作器具を作
成し測定肢位やプローブ接触圧の一定化を図った．ピンチ力の計測は指腹つまみ・指尖つまみ
・側腹つまみとした．筋厚とピンチ力の相関は，SPSSにて2変量正規分布の検定を施行
し，Spearmanの順位相関係数を用いて検討した．【結果】母指対立筋厚は遠位で平均6.8±
1.0mm，近位で平均5.3±1.1mm．指腹ピンチ力は平均4.3±1.1kg，指尖つまみは平均3.2±
1.0kg，側腹つまみは平均7.5±1.7kgであった．指腹つまみは遠位点，近位点で正の相関
(r=0.77,0.55)，指尖つまみは遠位点，近位点で正の相関(r=0.54,0.48)，側腹つまみは遠位
点，近位点で正の相関(r=0.38,0.26)がみられた．【結論】母指対立筋厚は指腹・指尖・側腹つ
まみのいずれに対しても正の相関がみられた．特に指腹つまみにおける母指対立筋の遠位点で
の筋厚は相関が高かった．エコーによる筋厚測定は，筋力推定における定量的指標として有用
であった．今後，症例を増加させ，筋量と症状の改善度ならびに治療効果の関連について明ら
かにしていきたい．
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新しい機能評価システムによる母指の運動調節能

○西村 誠次1, 柴田 克之1, 多田 薫2, 堀江 翔3

1金沢大学　医薬保健研究域　保健学系, 2金沢大学　医薬保健研究域　医学系

3金沢大学附属病院

【目的】
我々はこれまでに，母指と手指単独の三次元解析による筋力測定法を開発し，母指の最大筋力
及び手内筋の評価を検討してきた．今回はさらに，母指の運動を調節しながら目標とする方向
に正確に運動する能力，いわゆる運動調節能を計測し，新しい手の機能評価法として検討した.
【対象と方法】
対象は事前の説明に同意を得た32名32手で，年齢は21.7±0.6歳であった．測定システムは，三
分力計を用いて自作のソフトウェアで制御した計測機器で，測定肢位は肩関節屈曲60°，前腕
中間位，手関節背屈40°とした．測定は，母指の屈曲，伸展，内転，外転の最大筋力を計測
し，さらに運動調節能を計測した．運動調節能は最大筋力50％の位置を目標値として運動を保
持し，目標値からずれた軌跡長を測定値とした．計測は，サンプリング周波数20Hz，計測時間
10秒とした．
【結果と考察】
母指の各運動方向の最大筋力は，屈曲が平均4.3kg，伸展が1.3kg，外転が1.4kg，内転が
3.6kgで，屈曲と内転が，伸展と外転より有意に大きかった（P＜0.05）．運動調節能は屈曲が
6.92±1.74，伸展が15.88±6.79，外転が14.46±5.53，内転が9.98±3.05で，屈曲と内転は，
伸展と外転より有意に小さかった（P＜0.05）．屈曲と内転では，筋紡錘が多く含む手内筋の母
指内転筋と短母指屈筋が寄与しているため，外転や伸展よりも運動調節能が高かったと示唆さ
れる．また各運動方向の運動調節能で1回目と2回目の計測値の相関係数が0.71～0.90で高い相
関を示した．これは本法の再現性を裏づけるものであり，本法は新しい手の機能評価法として
期待できる．
【結論】
本法の単独指による最大筋力，運動調節能の計測は，手の機能評価法として期待できる．
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母指対立再建術における対立角度の検討 ~cadaverを用いた3術式の比
較~

○岩瀬 真希1, 松浦 佑介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, 2千葉大学大学院医学研究院 環境生命医学

＜背景＞母指対立再建術についてはこれまでに様々な術式が報告されている. Camitz法は広く
普及した術式であるが, 母指掌側外転に比較して母指回内運動の獲得は不十分であるとの見解
もある. 今回, 新鮮凍結屍体を用いて異なる3つの母指対立再建術における母指回内運動を比較
検討したので報告する. ＜対象と方法＞肩関節で離断した新鮮凍結屍体4肢を対象とした. 前腕
回内外0°・手関節掌背屈0°・橈尺屈0°となるようにK-wireで固定し, 専用のフレームに設置
した. 動作解析にはFasTrakを用い, 母指爪背側・橈骨茎状突起・第2中手骨頭背側にセンサー
を設置した. 術式はCamitz法, 尺側手根屈筋腱をプーリーとするCamitz変法, 固有示指伸筋を
尺側から移行するBurkhalter法を同一個体でそれぞれ行った. 短母指伸筋腱・長母指伸筋腱・
長母指外転筋腱にはあらかじめ200gで牽引をかけ, Camitz法およびCamitz変法の際には長掌筋
腱を, Burkhalter法の際には示指伸筋腱を力学試験機で牽引した際の母指センサーの移動距離
と姿勢を計測した. 計測データを解析し, 最大牽引力20Nまでの第一指間角度と母指回内角度を
求めた. ＜結果＞ Camitz法、Camitz変法、Burkhalter法の第一指間角の平均角度はそれぞれ
51.0°, 55.5°, 45.4°であり，Camitz変法で大きい傾向がみられた. 一方, 母指回内角度の
平均角度はそれぞれ 8.0°, 19.7°, 30.9°でありBurkhalter法において最も大きな母指回内
運動が再現される結果であった. ＜結語＞本研究結果から, Camitz法による母指対立再建術で
は母指回内が不十分となる可能性が示唆された.
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母指CM関節症患者におけるCM関節固定術後のMP関節functional
ROMの変化

○小松 雅俊1, 内山 茂晴2, 村井 貴3, 林 正徳2

加藤 博之2

1信州大学医学部附属病院　整形外科, 2信州大学医学部運動機能学教室

3北アルプス医療センターあづみ病院リハビリテーション科

【目的】母指CM関節症に対するCM関節固定術は，術後に母指MP関節の痛みや関節症が出現する
ことがあり、その理由としてMP関節の負荷増大が考えられるが機序は不明である．そこで演者
らは，母指CM関節固定術前後の母指MP関節のADL動作における可動域を計測し比較した．
【方法】対象は12例15指で，男性3例女性9例，年齢は54～78歳, 全例Eaton stage IIIであっ
た．CM関節はプレートと骨移植により橈側外転30°，掌側外転30°で固定した(Hayashi M, et
al., JOS, 2015). 術後経過期 間は9～28か月で，全例で術後に母指CM関節，MP関節に愁訴は無
かった．母指MP関節の術前自動ROMは屈曲53.1±19°(mean±SD),伸展28.5±17°で，術後は屈
曲52.3±14°，伸展21.7±14°であった．1軸電気角度計を母指背側に貼り付け，ペットボトル
の開閉，タイピング，洗顔など10種類のADL動作を行い，リアルタイムにMP関節の角度を測定し
た．ADL10動作中8動作の遂行可能なROMをfunctional range of motion (fROM)とした．
【結果】fROMは術前屈曲29.4±12°,伸展12.9±10°で，術後は屈曲41.1±12°,伸展1.3±13°
であった．術後にfROMの屈曲角度は有意に増大し，伸展角度は有意に減少した(paired t-
test)．伸展と屈曲を合計したfROMの総可動域は術前42.4±7.2°,術後42.4±8.8°で有意差は
無かった(paired t-test)．
【結論】CM関節固定術後に母指MP関節のfROMの総可動域に変化は無かったが，より屈曲位で使
用していた．fROMの総可動域は母指CM関節に愁訴の無い健常人の31.5°(村井貴，他. 日手会
誌, 2012)に比べて大きい値であった．この結果，母指CM関節固定術例では日常生活で使用する
MP関節の角度が健常者に比べて大きいことを示しており，MP関節の角度負荷は健常者より大き
いことが示唆された．

S214
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手指DIP関節へのテーピング固定　-各種テープによる固定力の比較-

○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】手指のテーピング固定はスポーツ時の突き指予防，安定性補強目的にしばしば行われ
る．我々はHeberden結節に対してもテーピング固定は疼痛軽減に有効であることを報告してき
た．しかし，DIP関節へのテーピングの固定性に関する基礎的研究は全くない．今回，DIP関節
に各種のテーピングを行い，その固定力を評価した．【対象と方法】対象は健常成人26名
（男10名，女16名）で，年齢は22から55歳（平均34歳）であった．示指，中指，環指DIP関節を
0度伸展位で，マイクロポアテープRの6枚重ね貼り，布製テープの2重巻き，キネシオテープRの2
重巻きを各指で行った．MP，PIP関節軽度屈曲位を装具で保持し，ハンディデジタルフォースゲ
ージ（日本計測システムKK）を用いて爪甲中央に圧迫力を加え，DIP関節を45度屈曲させるのに
必要な力を測定した．男女の差，テープによる差，指による差がないかを統計学的に比較し
た．【結果】テーピング施行前では屈曲45度に要する力は男性で平均0.9N，女性で0.5Nであ
り，統計学的に男性が有意に高かった．各指間では力の有意差はなかった．3種のテープ全てで
テーピング後は固定力が有意に増加した．各テープの固定性は中指ではマイクロポアが3.2N，
布製が3.0N，キネシオが1.9Nであり，前2種はキネシオより有意に固定性が高かった．【考察】
これまで指の他動屈曲に要する力を測定した報告はない．PIP関節45度屈曲位でDIP関節の45度
屈曲に要する力はおよそ0.5から0.9N(50から90g重)であった．男女で値が異なることは新知見
であり，男性は手が大きく関節構造が大きいためと大きな力を要すると考えられた．Heberden
結節に使用してきたマイクロポア縦貼り固定法は布製テープ巻きつけと同等の固定力を有し，
テープなしの4～6倍の伸展保持力があることが明らかとなった．

S215



1-7-28

前腕回旋肢位の違いによるFPLとFPBの筋活動特性の検討

○中村 雄一1, 大山 峰生2, 松沢 翔太2, 小田桐 正博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

【背景】ピンチ力の発揮には，長母指屈筋（FPL）と短母指屈筋（FPB）の機能が必要である．
しかし，FPLは前腕回旋軸を越えて走行していることから，前腕肢位の違いにより筋活動が変化
し，ピンチ力やFPBの活動にも影響を与えることが推測される．本研究では，前腕肢位の違いに
よるFPLとFPBの活動を筋電図学的に検討した．【方法】対象は健常男性6名とした．課題運動
は，最大努力による母指IP関節屈曲運動と指腹ピンチ動作，一定ピンチ力（最大の60％）によ
る指腹ピンチ動作とし，全課題とも前腕最大回内，回外の2肢位で行った．筋電図は双極性ワイ
ヤー電極で導出し，得られた筋電図から各課題の積分値を求めた．次いで，最大母指屈曲運動
時の積分値で正規化し，活動量を求めた．また，最大母指IP関節屈曲力とピンチ力の平均値を
求めた．【結果】FPLの活動は，最大母指IP関節屈曲運動では，前腕回内位，回外位それぞれ
83％，62％，最大指腹ピンチ動作では，56％，35％，60％の一定指腹ピンチ動作で
は，33％，19％であり，全課題共に前腕回内位で有意に高かった（P＜0.05）．一方，FPBは，
全課題共に前腕肢位に関わらず，ほぼ一定であった．最大母指IP関節屈曲力と最大ピンチ力
は，いずれも回外位で有意に高かった（P＜0.05）．【考察】FPLは橈骨に起始するとされてい
るが，74％に内側上顆から起始する副FPLが存在する．また，骨間膜にも起始している．このこ
とは，多くが前腕肢位の違いにより筋長が異なることを示しており，この筋長の変化がFPLの活
動に影響を与えると考えた．回内位でFPLの活動が増大した原因としては，筋張力が回外位で高
かったことから判断すると，回外位では筋長が長くなることで張力を発揮しやすいが，回内位
では筋長が短くなるので活動を増大させて筋張力を発揮させる必要があるためと考えた．
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1-7-29

輪状靭帯再建術後の橈骨頭の安定性に関する生体力学研究

○速水 直生1, 面川 庄平2, 飯田 昭夫3

Jirachart Kraisarin4, 田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科学講座

3阪奈中央病院　整形外科

4Department of Orthopedic Surgery, Chiang Mai University

【目的】橈骨頭脱臼の治療法として複数の輪状靭帯再建術の報告があるが、これらの再建方法
について生体力学的に比較した研究は無い。今回、我々は新鮮凍結肢体を用いて橈骨頭脱臼に2
種類の方法で再建し、再建後の安定性を比較検討したので報告する。
【方法】新鮮凍結肢体5上肢を用いた。上肢を肩関節で離断し、靭帯、骨間膜以外のすべての軟
部組織を切除した。肘関節を90°屈曲位で上腕骨と尺骨を実験台に固定し、橈骨は自由に回内
外できるようにした。橈骨頭と尺骨近位部内に磁気計測装置（trakSTARTM, Ascension, USA）
のセンサーを挿入し、橈骨頭の安定性を以下の方法で定量した。橈骨頭を順に後方、側方、前
方の3方向に約20Nの力で牽引し、前腕回内90°、中間位、回外90°の3肢位での橈骨頭の移動距
離を計測した。靭帯切離前をstage0、輪状靭帯から近位骨間膜1/2までの靭帯切離後にBell法で
輪状靭帯再建したものをstageR1、同様の靭帯切離後に三頭筋腱膜を用いて解剖学的に輪状靭帯
を再建したものをstageR2とした。橈骨頭の移動距離を各stage間で比較検定した。
【成績】橈骨頭の不安定性は、Stage0で平均0.7±0.2mm、StageR1で平均13.0±8.3mm、StageR2
で平均4.3±1.2mmであった。Stage0と比較して、StageR1では回外位の前方方向以外のすべての
牽引で有意に不安定性が増大したが、StageR2では中間位の前方方向への牽引でのみ不安定性が
有意に増大した。
【結論】輪状靭帯再建は、解剖学的再建法が従来法と比較して再建後の橈骨頭の安定性は高か
った。
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1-7-30

超音波における橈骨方形回内筋遠位付着部・Watershedlineと長母指
屈筋腱との位置関係

○木下 真由子, 内藤 聖人, 杉山 陽一, 有冨 健太郎
金子 和夫

順天堂大学附属順天堂医院整形外科

【はじめに】近年、橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートを用いた手術治療が普及
している。この際、合併症である屈筋腱損傷を念頭に置き予防することは大切である。そこで
我々は長母指屈筋腱（FPL）と橈骨遠位骨構造との位置関係について超音波を用いて検証したの
で報告する。【対象と方法】対象は、手関節外傷歴・愁訴のないボランティア32名56手（平均
年齢32.6歳(6.93)、男：16名26手、女：16名30手、利き手：26手、非利き手:30手）である。超
音波はGE Healthcare社製Venue 40を使用し、前腕回外位、手関節背屈20°、手指伸展位で長軸
像を描出し計測を行った。Watershedline (WS)からFPLまでの距離、方形回内筋(PQ)の橈骨遠位
付着部(Distal Margin of PQ: DMPQ)からFPLまでの距離、そしてWSからDMPQまでの距離を測定
し、年齢・BMI (Body Mass Index)との相関関係を調査した。【結果】超音波で計測した各距離
はWS -FPL：1.70 mm (0.439)、DMPQ-FPL： 3.06 mm (0.627) 、WS -DMPQ：3.39 mm (0.941)で
あった。年齢とこれらの距離の相関関係は認めなかった。またWS -FPL、DMPQ -FPLの距離とBMI
は正の相関関係にあることが示されたが、WS -DMPQ (p=0.535)とBMIの間には相関関係を認めな
かった。【考察】WS・DMPQとFPLの距離が約2-3mmであり、掌側ロッキングプレートを遠位骨片
に密着させることは術後FPL損傷の予防に必須といえる。さらに、DMPQ とWS との距離は体型に
影響されず、その距離は約3 mmであった。これらのことから、安全にプレートを設置するには
DMPQより約3 mm遠位まで軟部組織を剥離する必要がある。
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1-7-31

鏡視下大菱形骨部分切除における適切な骨切除量についての解剖学
的検討

○北條 潤也1, 面川 庄平2, 飯田 昭夫3, 小野 浩史4

田中 康仁3

1平成記念病院　整形外科, 2奈良医大　手の外科学, 3奈良医大　整形外科

4西奈良中央病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対して、近年鏡視下に大菱形骨の部分切除を併用した術式が行われて
いるが、切除量が少ないと疼痛の残存や再建腱の断裂が危惧される。一方、切除量が多くなる
と術後合併症として母指基部の不安定性や筋力低下が生じる可能性がある。CM関節周囲の靭帯
について種々の報告があるが、大菱形骨側に付着する靭帯の範囲について言及した報告は少な
い。今回、靭帯付着部を一部温存して大菱形骨の部分切除を行う術式を想定し、大菱形骨側の
関節包靭帯付着部の解剖学的研究おこなった。【方法】上肢新鮮凍結屍体9肢を用いた。母指CM
関節で第1中手骨基部から起始し大菱形骨に付着する関節包靭帯である後橈側靭帯(DRL)、後斜
走靭帯(POL)、浅前斜走靭帯(sAOL)、深前斜走靭帯(dAOL) の４つの靭帯を同定した。大菱形骨
付着部で靭帯を切離し、付着部をマーキングした。大菱形骨遠位関節面から各靭帯付着部の最
遠位までの距離(a)と最近位までの距離(b)を、デジタルノギスを用いて計測した。【結果】各
計測値の平均距離±標準偏差は、DRLでa1.2±0.4mm、b4.3±0.8mmであった。POLではa1.1±
0.5mm、b3.7±0.6mm、sAOLではa1.3±0.6mm、b3.1±1.0mm、dAOLではa1.1±0.3mm、b2.6±
0.8mmであった。【考察および結論】今回、鏡視下CM関節形成術後の合併症や不安定性を軽減す
ることを目的として、大菱形骨の至適切除量を決定するために解剖学的計測を行った。母指CM
関節の安定性に重要な靭帯はDRLとdAOLといわれている。靭帯成分を同程度残すことを考えれ
ば、DRLはdAOLより広範囲に靭帯付着するため、大菱形骨の橈背側を掌尺側より多く切除でき
る。橈背側部で3mm、掌尺側部で2mmの切除を行えば靭帯付着部の50%が温存できることが分かっ
た。今後、鏡視下に部分切除を行った際の力学的評価について、検討が必要である。
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短母指伸筋腱の腱停止位置の予測 -固定屍体を用いた腱幅の検討－

○杉浦 史郎1,3, 松浦 佑介2, 鈴木 崇根1, 金塚 彩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

3西川整形外科

【目的】重症化するドケルバン腱鞘炎に関与する解剖学的因子として、短母指伸筋腱（EPB）の
停止位置が末節骨に及ぶ破格の存在が報告されている。この破格を非侵襲的に判別することは
臨床上で有用である。我々はEPB腱停止位置が末節骨に及ぶ際、基節骨中央部での腱幅が広がる
と仮説を立てた。本研究の目的はEPBの腱停止位置と基節骨中央部での腱幅の関係を明らかにす
ることである。【方法】固定屍体45手(男性18名、女性27名)を対象とした。対象手の長母指外
転筋腱、EPB腱を剖出した。EPB腱を徒手的に牽引し、MP関節のみ伸展するものを基節骨停止
群、IP関節も伸展するものを、末節骨停止群とした。両群に対し、基節骨中央部での腱幅を電
子キャリパーで測定し比較検討した。統計学的解析は対応のないt検定と両群間での腱幅の差異
を推察するためにcut off値を算出した。有意水準は0.05未満とした。【結果】45手中、基節骨
停止群22手（男10名、女性12名）、末節骨停止群23手（男性8名、女性15名）であった。基節骨
中央部での腱幅（平均）は、基節骨停止群で6.5mm、末節骨停止群で7.9mm (p＜0.01)であっ
た。腱幅のcut off値を7.1mmとした場合、感度：0.91、特異度：0.95であった。【考察および
結論】対象の約半数にEPBの停止位置が末節骨に及ぶ破格が認められた。この破格の解剖学的特
徴として基節骨中央部での腱幅が有意に拡大していた。またcut off値よりその腱幅が7.1mm以
上の場合、EPBの停止位置が末節骨まで延長していることが判明した。基節骨中央部での腱幅を
超音波検査などにより非侵襲的に測定可能であればEPBの停止位置を予測できるかもしれない。
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尺側手根伸筋腱溝の解剖学的多様性 -CTを基にした新しい分類の提
唱-

○神山 翔, 田中 利和, 落合 直之

キッコーマン総合病院　整形外科

【緒言】尺骨尺側手根伸筋(ECU)腱溝の形態はECU腱関連疾患の病態に関連すると考えられるが,
その形態に関する研究は少ない. 今回CTにてECU溝の形態を評価し, 溝最深部の位置で詳細な分
類を作成した.
【対象と方法】 対象は2009年8月から2014年12月までに橈骨遠位端骨折を受傷しCT撮影
(Brilliance CT 64, PHILIPS)を行った200例(男性63例, 女性137例)である．尺骨頭が最大とな
る軸位断再構成画像にて評価した. 測定項目はECU腱溝の深さ, 幅, 傾斜角, 曲率半径とし,
Shade Quest/Serv ST(横河医療ソリューションズ)で計測した. 最深部の位置により3型に分類
し, 最深部が尺側にあるものをType U, 正中にあるものをType M, 橈側にあるものをType Rと
した. 測定は著者が2回, 上級医が1回行い, 検者内・検者間相関も評価した.
【結果】Type U 88例(44%), Type M 74例(37%), Type R 38例(19%)であった. 測定結果は, 深
さが2.2±0.6mm, 幅が9.2±1.3mm, 傾斜角が135.8±13.9°, 曲率半径が7.0±2.9mmであった.
ECU腱溝の深さ, 幅, 傾斜角は正規分布に従っていた(χ2乗検定）. 深さと幅はともに傾斜角と
相関関係にあったが, 深さと幅に相関関係は認めなかった. ECU溝の形態と深さは検者内, 検者
間ともに高い相関を認めたが, 幅の相関は低かった(Pearsonの積率相関係数）. 以上から, 深
さを亜群と設定し, ±2標準偏差を用いてd1(≦-2SD)＜1.0mm; d2(±2SD)＝1.1-3.3mm;
d3(≧+2SD)＞3.4mmと分類した. 以上の結果から本研究の対象200例を分類すると,  Ud1(0.5%),
Ud2(40.2%), Ud3(1.3%,  Md1(0.8%),  Md2(38.3%）, Md3(0.8%), Rd1(1.5%), Rd2(16.4%),
Rd3(0.2%)となった.
【まとめ】ECU腱溝の詳細な形態分類を, 溝最深部の位置と深さを元に作成した. 本研究と病態
との関与に関しては, 今後研究を進めていく必要がある.
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手根管開放術の皮切を横切る筋線維の解剖学的検討―正中神経運動
枝の異常走行、母指球皮線との関連性―

○金塚 彩1, 鈴木 崇根1, 安部 玲2, 上野 啓介2

國吉 一樹2

1千葉大学　大学院　医学研究院　環境生命医学教室

2千葉大学　大学院　医学研究院　整形外科

【背景】手根管開放術の皮切で横手根靱帯(TCL)上を横切る筋組織(Hypertrophic Thener
Muscle ; HTM)を認めることがある。正中神経運動枝の分岐型のPoisel分類のうちTCLの近位か
ら分岐するpreligamentous type、貫通するtransligamentous typeはHTMの存在との関連が指摘
されている。【目的】HTMの有無とPoisel分類の関連を明らかにする。母指球皮線と母指球筋の
実際の最尺側点を比較し、母指球皮線からHTMの有無を予測可能であるか検討する。【方法】新
鮮凍結屍体15体28手、男性13手女性15手。平均年齢87±6.4歳。母指球皮線の3mm尺側に皮切を
置き展開。検討項目はHTMの存在率・起始・停止・支配神経、Poisel分類。母指球皮線最尺側点
(U)と実際の母指球筋最尺側(U’)を鋼線で示し、中指中線をＹ軸、有鈎骨鈎を通るＹ軸への垂
線をＸ線とする座標内で評価し、レントゲン撮影。【結果】HTMの存在率は61％(17/28)、17手
中8手は両側存在例であった。HTMの起始は全例TCL上で、短母指外転筋(APB)起始部が過形成の
もの82％(14/17)、短母指屈筋(FPB)浅頭起始部が過形成のもの18％(3/17)、停止は母指基節骨
で、正中神経運動枝からの分枝を認めた。Transligamentous type(3例)にHTMは存在しなかった
が、subligamentous type(1例)とpreligamentous type(1例)はいずれもHTMを認めた。HTMあり
群となし群でUのX軸座標に有意差はなかった(p=0.30)が、U’のX座標はUより平均1.9mm尺側に
存在し、両者のX軸座標には相関がみられた（rs=0.5）。【考察】HTMはAPBまたはFPB浅頭起始
部の過形成を手根管開放術の皮切内で観察したものと考えられた。HTMが存在する場合TCLの下
方または近位から運動枝が分岐する可能性があり注意を要する。HTMの有無と母指球皮線との関
連性は低く母指対立動作への寄与は小さい可能性が示唆された。
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CRPSによる痛みに対する主観的評価とfMRIを用いた客観的評価の
相関

○益子 竜弥1, 岩崎 倫政2

1製鉄記念室蘭病院　整形外科, 2北海道大学病院　整形外科

【目的】CRPSによる痛みに対する評価法は、従来から用いられているVASなどの主観的評価に加
え、fMRIを用いた客観的評価が施行され始めているが、これらの評価法間の関係性は不詳であ
る。本報告の目的は、CRPSによる痛みに対する主観的評価とfMRIを用いた客観的評価の相関関
係を評価することである。【対象・方法】対象はIASP（2005年）の診断基準を満たすCRPS６症
例（男性 5例、女性1例）、年齢36～85歳（平均58.3歳）である。主観的評価として、VAS（最
大疼痛時、最小疼痛時、平均）、日本語版簡易型McGill痛みの質問票（日本語版SF-MPQ）、日
本語版McGill痛みの質問票（日本語版MPQ）を用いた。日本語版MPQには痛みの評価指数とし
て、感覚的、感情的、評価的、その他があり、これらも検討した。客観的評価としては、３
T（日本Philips社）のMRIを用いたfMRIを施行した。タスクはBlock designとし、血流増加と減
少を同時に測定した。疼痛部位と健側の同部位を刺激する撮影を別々に施行した。相関は
JMP（SAS社）を用いて、上記項目に年齢を加えた多変量分析（Spearmanの順位相関係数）を施
行した。【結果】有意確率が0.05以下となったものは、VAS（最小疼痛時）と日本語版SF-MPQ、
年齢と日本語版MPQ、年齢と感覚的、年齢と感情的、VAS（平均）と評価的、感覚的と評価的、
年齢とその他、感覚的とその他、評価的とその他であった。強い相関を示す相関係数0.7～1.0
には、健側刺激による血流増加とVAS（最大疼痛時）、患側刺激による血流低下とVAS（最小疼
痛時）・日本語版SF-MPQなどがあった。【考察】主観的評価間では有意な相関があったが、主
観的評価と客観的評価の間では２つの項目で強い相関を示すのみであったことから、ｆMRIの解
析方法、評価方法にはさらなる改善が必要と考える。
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上肢慢性疼痛治療におけるプレガバリンの使用経験　―上肢機能評
価と副作用の検討―

○倉橋 俊和1, 田中 健司1, 澤田 英良1, 三竹 辰徳1

平田 仁2

1安城更生病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター

2名古屋大学大学院医学系研究科　手の外科

【目的】神経障害性疼痛に対するプレガバリンの使用が拡大するに伴い、その治療成績や副作
用の報告が散見される。本研究の目的は、上肢慢性疼痛治療におけるプレガバリンの有用性お
よび副作用を検討することである。
【対象と方法】2010年10月から2015年9月までの5年間に名古屋大学手の外科でプレガバリンを
用いて治療した上肢慢性疼痛患者のうち、上肢機能評価票Hand20により追跡調査した88例を対
象とした。男性28例、女性60例、平均年齢は57歳（15～84歳）。主病名が神経障害性の疾患に
準ずる症例が74例、それ以外の疾患に準ずる症例が14例であった。プレガバリンの投与量は主
治医が患者毎に決定し、効果を観察しながら適宜増減した。検討項目は、開始前および開始後
1、2、3ヵ月の各時点における疼痛スコアとHand20の経時的変化、副作用の発現とした。
【結果】全88例における初期用量は平均92.0mg/日（25mg～150mg/日）であった。うち29例が副
作用による投薬中止や追跡不能にて離脱し、最終的に3ヵ月追跡しえた59例の最大用量は平均
126.3mg/日（25mg～300mg/日）であった。疼痛スコアおよびHand20の経時的変化では、投薬開
始早期よりいずれも有意な改善を認めた（P＜0.01）。副作用発現例数は37例（42.0％）で、浮
動性めまい22例、傾眠18例、浮腫1例、体重増加1例であった。うち、浮動性めまい7例、傾眠
2例、浮腫1例の計10例（11.4％）で投薬を中止した。女性において副作用の発現頻度が有意に
高く（P＜0.01）、投薬中止例10例中9例が女性であった。
【考察】プレガバリンは上肢慢性疼痛治療において、比較的低用量で投薬開始早期から有意な
疼痛および上肢機能の改善を期待できる。女性における副作用発現頻度が有意に高く、年齢や
腎機能障害だけでなく性別に応じた用量・用法の変更が求められる。
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上肢CRPS　type IIに対する血管付き有茎ならびに遊離組織移植術の
問題点

○稲田 有史1,2,3, 中村 達雄2, 諸井 慶七郎4, 面川 庄平3

川西 弘一5

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奈良県立医科大学附属病院手外科

4もろいクリニック, 5川西クリニック

瘢痕化した神経損傷部の環境改善のためには恒久的な血行再建のためには遊離皮弁を選択せざ
るを得ない場面があるにもかかわらず、疼痛拡大の点から報告は極めてまれで、長期成績の報
告はない。今回、他医でCRPS type IIと診断され、やむなく遊離有茎移植術を行わざるを得な
かった複合組織損傷症例の長期成績（平均８年）を調査したので結果を報告する。　症例は、
女性２例、男性10例の合計12例で、全例が厚生労働省CRPS判定基準を満たし、CRPS type II,年
齢23才から80才、指有痛性断端神経腫のための最終手術としてhemipulp flap 2例、指神経損傷
後神経因性疼痛の再建に遊離背尺側穿通皮弁２指、橈骨神経損傷を含む手関節周囲複合組織損
傷再建に腓骨皮弁１例、正中神経被覆の恒久的血行再建のために腓骨皮弁３例（内１例が、血
管付き腓腹神経移植）、橈骨前腕皮弁の再手術修復に有茎背尺側穿通皮弁２例、神経障害を合
併した母指示指間形成に有茎後背側骨間皮弁２例である。12例中、指神経2例、橈骨神経２例の
再建にPGA-C tubeが必要となった。術前DASHは、平均46.7,Carroll test 64.6,平均握力 7.3kg
であった。結果：術後観察期間は、平均８年でDASH　25.1へ有意に低下、Carroll
testは、86.7点に改善、握力も平均15kgに改善、VASは１０から平均３へ低下した。皮弁は全例
生着したものの、静脈系吻合に苦慮した。経過中に別の病気でなくなった１例を除いて例が恵
皮部の障害を訴えずに、11例中10例（90%）が社会復帰していた。平均８年の観察期間で
90%が、現職復帰し、疼痛再燃・採取部の疼痛拡大をみとめず、客観的所見の改善を確認された
ことから、技術的には難しいと考えられるがCRPS type IIであっても組織移植は最終的な選択
枝になりえるものと考えられた。
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手指伸展の後療法にスパイダースプリントを使用した小経験

○末吉 徹1, 高田 逸朗2, 小林 伸江3, 花山 耕三4

長谷川 徹2

1川崎医科大学附属病院　リハビリテーションセンター

2川崎医科大学附属病院　整形外科, 3川崎リハビリテーション学院

4川崎医科大学附属病院　リハビリテーション科

【はじめに】スパイダースプリントは母指から他四指に鋼材線を張り、その弾性で伸展方向へ
牽引をする簡易的なアウトリガースプリントである。前腕背側型アウトリガー（以下、アウト
リガー）に比べて軽量でコンパクトながら自動介助運動の効果があり、テーピングによる手指
の圧迫や内外転制限が無く、脱着が簡便である。今回、当院において手指伸展の後療法にピア
ノ線を用いたスパイダースプリントを使用した4症例を報告する。【症例1】39歳、女性。関節
リウマチによる右中・環・小指伸筋腱断裂。アウトリガーに比べてコンパクトで目立たない
為、長時間の装着が実現し、装具コンプライアンスの向上を認めた。【症例2】77歳、男性。環
小指伸筋腱断裂。認知障害があり、リハビリへの意欲不足と自己でのテーピングを習得できな
い症例であった。脱着が簡易なことから装着コンプライアンスが向上し自主訓練継続に効果を
認めた。【症例3】36歳、男性。右環指の橈側側索と中央索欠損による外傷性ボタンホール変
形。受傷後9か月で側索移行術を施行。自動伸展は不十分ながら装着の継続により他動伸展の維
持が得られた。【症例4】17歳、男性。電撃傷で右前腕から指に広範囲な3度熱傷を受傷。手掌
側の熱傷瘢痕により示・中指PIPの屈曲拘縮が出現した。前腕熱傷部に接触部を持たない本装具
の装着により速やかな拘縮解除と自動伸展機能を回復した。【考察】スパイダースプリントは
脱着が簡易であるため、高齢者やテーピング困難な症例へも導入が容易であった。また、軽量
でコンパクトな為、装着したままADLを行えることで長時間の装着を可能とした。このことは軟
部組織性及び皮膚性の屈曲拘縮に対する持続的伸長として理想的であると考える。

S226



1-7-39

外傷性上肢切断および先天性上肢欠損に対する筋電義手の使用経験
と今後の展望

○竹元 暁, 中島 英親, 寺本 憲市郎, 長井 卓志
御任 大輔

熊本機能病院　整形外科

【目的】当院では外傷性上肢切断および先天性上肢欠損に対し筋電義手を処方し訓練を行って
いる. 筋電義手交付者の現況について調査し, 今後の展望について考察する.
【対象】2005年から2015年の10年間に外傷による上肢切断または先天性上肢欠損に対し筋電義
手を製作した症例は14例であった. 男性7例,女性7例であり, 切断部位は外傷性上腕切断3例,
外傷性前腕切断4例, 先天性前腕欠損6例, 先天性指欠損1例であった. 筋電義手交付時の平均年
齢は先天性欠損では10歳(4-21歳), 外傷性切断では43.3歳(31-65歳)であった.
【現況】労災による支給対象は両側上肢切断者1人につき1本であったが, 2013年4月より片側上
肢切断に対しても支給可能となった. 労災保険においてはMyoBoy®(ottobock社)で筋電義手電
極の位置を決定し訓練を行っている. 試用装着の期間に適合判定を受け交付となる. 筋電義手
は習熟すれば日常生活,仕事など実用的に使用でき, はんだ付け作業などの業務に従事している
症例もある.
【考察】筋電義手はその特性を理解し使用に習熟すれば, 上肢切断や先天性上肢欠損の患者に
とって有用なデバイスである. 特に先天性上肢欠損例では習得が早く, 早期の導入によりその
効果が期待できる. また最近では外傷性上腕切断に有用性が高いと考え積極的に導入している.
しかし交付に関する法整備の遅れや価格が高価であることなどの理由により, 欧米と比較して
普及率が低いのが現状である. 最近では国内のベンチャー企業による,より安価で優れたデザイ
ンの筋電義手も開発されつつあり今後の一層の発展, 普及が期待される.
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ハンドセラピー領域における簡易上肢機能検査（STEF）とPurdue
Pegboard Test成績の比較検討

○稲垣 侑士1, 河村 太介3, 小川 圭太1, 生駒 一憲2

岩崎 倫政3

1北海道大学病院　リハビリテーション部, 2北海道大学病院　リハビリテーション科

3北海道大学医学部整形外科

【はじめに】　上肢の客観的機能評価法としてPurdue Pegboard Test（以下PPT）、簡易上肢機
能検査（Simple Test for Evaluating Hand Function: STEF）がある。PPTは、上肢の巧緻性・
協調性の評価として確立している。一方、STEFは上肢の動作能力を客観的に評価出来る評価法
であるが，整形外科上肢疾患への応用例は少ない。我々は，整形外科領域の上肢疾患に対する
STEFの有用性を確かめるため、PPTと主観的評価であるDisabilities of the Arm, Shoulder
and Hand（以下DASH）を用いて検討した． 【対象】　平成24年9月から平成27年9月に当院整形
外科に入院した患者の内、術前にSTEF、PPT、DASHを施行した30例（男性12例、女性18例、平均
年齢53.5±17.0歳、変形・拘縮・関節炎20例、筋・腱・靭帯損傷9例、神経損傷1例）を対象と
した。【方法】　罹患部位について手指群17例、手関節群13例の2群に分類し、患側STEF得点と
患側PPT得点、DASHとの相関をPearsonの積率相関係数を用い検討した。また年齢、患側STEF得
点と患側PPT得点、DASH得点についてMann-WhitneyのU検定、t検定を用い、p＜0.05を有意とし
た。【結果】　手指群では患側STEFと患側PPT、DASHとの間に有意な相関を認め(PPT: r＝
0.774, p＜0.001, DASH: r＝ -0.638, p＜0.01)たが、DASHと患側PPTでは相関はみられなかっ
た。一方手関節群では患側STEF、患側PPT、DASHの間に相関はみられなかった。【考察】　PPT
が巧緻動作の評価に特化しているが、STEFは大きさ・形・重さ・素材の異なる物品を移動する
評価法であるため、上肢機能の主観的評価であるDASHとの間に相関を認めたと考えられる。手
関節群では、他の健常部による機能の代償や天井効果が結果に影響を与えたことが推察され
る。STEFの整形外科上肢疾患、特に手指領域におけるSTEFの有用性が示唆された。
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患者立脚型上肢障害評価票の信頼性　ー加齢の及ぼす影響ー

○栗本 秀1,2, 岩月 克之1, 山本 美知郎1, 建部 将広1

平田 仁1

1名古屋大学　手の外科, 2名古屋大学　個別化医療技術開発講座

【目的】近年，患者自身の主観的な指標を測定することは，臨床研究の標準的なendpointの一
つとなりつつある．イラストを用いた患者立脚型上肢障害評価票，Hand20は，日手会版
Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand questionnaire (DASH-JSSH)と比べ評価不適症
例数が少なく，幅広い年齢に適応可能であることがわかっている．今回は，上肢疾患を有する
高齢者のHand20とDASH-JSSHの再テスト信頼性について比較検討した．再テスト信頼性は時間的
な安定性を表し，評価票が繰り返し再現性のある結果を得るために重要な特性であ
る．【方法】症状の固定した上肢疾患を有する患者542名を対象とした．男性253名、女性
289名、平均年齢は51歳であった．Hand20とDASH-JSSHを用いて，それぞれを平均11日の間隔を
あけて2回自己評価した．再テスト法による再現性は級内相関係数（ICC）を求め
た．【結果】Hand20とDASH-JSSHの平均得点はそれぞれ29 ± 22（mean ± SD）と34 ± 26であ
った．ICCはそれぞれ0.92と0.93と，どちらの評価票も個々の患者評価に十分な信頼性，0.9以
上を有していた．しかし，65歳以上の高齢者では，Hand20のICCが0.93と加齢の影響を受けなか
ったのに対し，DASH-JSSHのICCは0.89と低下していた．【結論】上肢疾患に対する患者立脚型
評価票の信頼性評価をおこなった．いずれも個々の患者評価に十分な再テスト信頼性を有して
いたが，高齢者では，DASH-JSSHの再現性が低下することがわかった．一方，Hand20の再現性は
年齢の影響を受けず，高齢者においても個々の患者評価に十分な信頼性を有していることがわ
かった．
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1-H-HS1-1

みえる！わかる！やってみよう！手外科のエコー　～診断・治療か
ら神経ブロックまで～　1.診断・治療編

○中島 祐子

広島大学整形外科

　手外科の診療にエコーを使うようになると、外来診療は確実にレベルアップします。
　近年の超音波装置は、信号処理、画像構築技術の進歩が目覚ましく、高周波プローブの出現
とともに表在組織の鮮明な描出が可能となりました。リアルタイムに動きがみえること、高い
空間分解能で細かい組織がみえること、そして血流情報もボタンひとつで得られることは、エ
コーの最大の魅力であり、エコーを利用すると一度の外来診察で得られる情報量は何倍にもな
ります。運動障害に対しては、筋腱や神経の異常の有無を観察し、知覚障害があれば、神経損
傷や圧迫性病変はないかを確認する。腫脹があれば炎症所見（異常血管の増生）の有無を観察
し、礫音が存在すれば、音源の探索を行う。今では手外科領域での「超音波検査」は「関節
鏡」「顕微鏡」とならんで三種の神器のひとつと言っても過言ではなく、当科の手外科外来に
はなくてはならない検査法となっています。
　今回のハンズオンセミナーでは、エコーが役立つ数多くの疾患の中から、特に動きをみるこ
とが診断に有用な「腱」の疾患と細かい組織をみることが診断に有用な「神経」の疾患に注目
し、腱や神経を綺麗に描出する方法や診断のポイントを習得していただきます。
　さらに、エコーは診断のみならず、治療に有用です。みえるからわかる！わかるからできる
！を合言葉にエコーガイド下に針を操る方法も体験してみてください。安全で確実な注射手技
が自分のものになります。
　今までエコーなんてやろうとも思ってもいなかった方も、ただきっかけがなくてできなかっ
た方も、この機会に是非エコーの魅力を体感していただき、明日からの外来診療に役立てても
らいたい、そんな想いを込めたセミナーです。
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1-H-HS1-2

みえる！わかる！やってみよう！手外科のエコー　～診断・治療か
ら神経ブロックまで～　2.神経ブロック編

○仲西 康顕

奈良県立医科大学整形外科

　手外科の診療にエコーを使うようになると、外来診療は確実にレベルアップします。
　近年の超音波装置は、信号処理、画像構築技術の進歩が目覚ましく、高周波プローブの出現
とともに表在組織の鮮明な描出が可能となりました。リアルタイムに動きがみえること、高い
空間分解能で細かい組織がみえること、そして血流情報もボタンひとつで得られることは、エ
コーの最大の魅力であり、エコーを利用すると一度の外来診察で得られる情報量は何倍にもな
ります。運動障害に対しては、筋腱や神経の異常の有無を観察し、知覚障害があれば、神経損
傷や圧迫性病変はないかを確認する。腫脹があれば炎症所見（異常血管の増生）の有無を観察
し、礫音が存在すれば、音源の探索を行う。今では手外科領域での「超音波検査」は「関節
鏡」「顕微鏡」とならんで三種の神器のひとつと言っても過言ではなく、当科の手外科外来に
はなくてはならない検査法となっています。
　今回のハンズオンセミナーでは、エコーが役立つ数多くの疾患の中から、特に動きをみるこ
とが診断に有用な「腱」の疾患と細かい組織をみることが診断に有用な「神経」の疾患に注目
し、腱や神経を綺麗に描出する方法や診断のポイントを習得していただきます。
　さらに、エコーは診断のみならず、治療に有用です。みえるからわかる！わかるからできる
！を合言葉にエコーガイド下に針を操る方法も体験してみてください。安全で確実な注射手技
が自分のものになります。
　今までエコーなんてやろうとも思ってもいなかった方も、ただきっかけがなくてできなかっ
た方も、この機会に是非エコーの魅力を体感していただき、明日からの外来診療に役立てても
らいたい、そんな想いを込めたセミナーです。
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1-H-HT1-1

ばね指，de Quervain病に対する直視下腱鞘切開術

○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

手外科疾患の中でも日常よく遭遇するばね指，de Quervain（ドケルバン）病の初期治療では，
懸濁性ステロイドであるトリアムシノロンの腱鞘内注射が普及し，多くの症例で症状の軽快が
得られている．しかし再発例や過剰投与による腱断裂の危険性もある．注射により効果がない
または再発を繰り返す場合，患者が再発を懸念し早期治癒を希望する場合には手術を行う．本
セミナーでは，ばね指，ドケルバン病に対して従来行われている直視下腱鞘切開術について我
々が行っている手術の実際を紹介する．ばね指手術の目的は狭窄の主病巣であるA1 pulleyを切
開し，屈筋腱の滑走の改善を図る事である．皮線などの体表面の構造と腱，腱鞘の位置関係を
把握し皮切を決定する事，A1 pulleyの全貌を同定する事が要点となる．A1 pulleyの単純切離
で解決しない病態についての腱鞘の切除範囲やPIP関節屈曲拘縮を伴う症例への対処法などは議
論の余地がある．A2 pulleyを切開するとBowstringを引き起こし，屈曲障害を来す可能性があ
り注意を要する．しかし，完全切離してもBowstringは生じないとする報告もある．それらの方
法についても文献的考察を含めて紹介する．ドケルバン病手術では手関節伸筋腱第1区画の長母
指外転筋腱，短母指伸筋腱の腱鞘切開術を行う．第1伸筋腱区画は隔壁の存在，腱の数や太さな
ど解剖学的変異の多い部位である．それ故にこれらの変異を十分に理解しておかなければ，不
十分な切開により症状が残存させてしまう可能性もある．また橈骨神経浅枝と第1伸筋腱区画の
位置関係を理解し神経損傷を起こさないように注意する必要がある．
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1-H-HT1-2

嚢腫切除を行わない指粘液嚢腫の手術手技

○沢辺 一馬1, 白井 久也2

1美杉会　男山病院　整形外科, 2美杉会　佐藤病院　整形外科

【緒言】演者は2007年より、指粘液嚢腫手術を皮膚や嚢腫切除をせずに行っている。本法を始
めた理由は２つあり、一つは、嚢腫が自然退縮や自壊した症例はのちに皮膚がほぼ正常に治る
こと、一つは、従来の嚢腫切除中に関節包と嚢腫が粘液の漏出なく分離される症例を多数経験
したからである。すなわちこの二つの事象は、嚢腫はあくまでも変形性関節症の一時的な皮膚
症状であり、その切除が根本的な治療ではない事を示している。従って、皮膚や嚢腫の切除は
不要で、原因となっているDIP関節の処理が必要であるという考えに基づき手術を行っている。
手術手技を提示し、問題点などを報告する。また、Heberden結節に対するosteophytectomyの治
療成績も報告する。【手術手技】DIP関節背側皮膚を横切開する。嚢腫が切開線上にあってもか
まわない。ポイントは皮膚や嚢腫を切除しないことである。Terminal 　tendon（あるいは長母
指伸筋腱停止部）の両側あるいは片側に膨隆した関節包や滑膜増生を伴った関節腔が認められ
ることが多い。ガングリオン内容液が漏出することもあるが全くかまわない。増生滑膜をメ
ス、リューエルなどで切除し、骨棘に対しては、末節骨のterminal tendon付着部掌側の骨棘以
外を処理する。嚢腫は表面の皮膚がしっかりしていれば注射針などで内容物を排出し、角質が
剥がれかけているような症例はその痂皮や角質を除去し清浄化する。術後はガーゼと包帯固定
を行う。【考察】最長48か月の経過であるが、再発や合併症なく、本邦は合理的で有用な方法
である。問題点は、指粘液嚢腫の基礎疾患はあくまでも変形性関節症であり治癒しないため再
発の可能性があり、また、掌側の滑膜や骨棘の処理は困難であることが挙げられる。側正中切
開を両側に行ってアプローチすれば、掌側の処理も可能かもしれない。
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1-H-HT2-1

手関節鏡

○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

　手関節鏡は1980年代後半に手関節内病変の把握を目的に使われ始めた．その後，小手術器械
やシェーバーの開発により診断のみではなく，鏡視下で治療が開始されたが，1990年代前半ま
ではRAなどの炎症性疾患に対する滑膜切除術や三角線維軟骨複合体（TFCC）の部分切除術など
の”-ectomy”手術が手術の大半であった．関節鏡も従来の2.7 mm径30度斜視鏡に加え，さらに
小さい関節を鏡視可能な1.9 mm径や1.5 mm径30度斜視鏡が開発された．1990年代後半にはTFCC
の三次元構造解明やTFCC損傷の病態解明が進み，2000年代ではTFCCの鏡視下関節包修復，遠位
橈尺関節（DRUJ）鏡手技の確立とそれに伴うTFCCの尺骨小窩への経骨修復が可能となった．現
在では橈骨手根関節，手根中央関節に加え，DRUJを鏡視可能で，舟状骨月状骨間靱帯，橈骨舟
状骨窩，橈骨茎状突起，舟状骨中枢からwaist部までの橈側病変およびTFCC遠位面，月状骨や三
角骨の軟化，軟骨剥離などの尺側病変を，手根中央関節鏡視では舟状骨，月状骨，三角骨，STT
関節，有頭骨，有鉤骨およびSL靱帯，LT靱帯が鏡視，触診可能で，DRUJ鏡によりTFCC近位面や
尺骨小窩部での橈尺靭帯の損傷診断が可能となっている．手関節鏡視下手術はTFCC損傷の治療
としてTFCCの部分切除術，鏡視下TFCC縫合術，dry arthroscopyを用いた橈骨関節内骨折の鏡視
下整復・固定術，関節拘縮に対する鏡視下授動術，早期RAに対する滑膜切除などが確立した手
術として行われている．TFCC縫合術では関節包へpull outする方法と尺骨小窩にpull-
outし，discごとTFCCを小窩に圧着する方法がある．　2010年代に入り，あらゆる手関節の手術
を鏡視下に移行しようとする試みがなされており，今後はこの試みが標準化していく可能性を
秘めている．
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1-H-HT2-2

肘関節鏡のコツとピットフォール

○和田 卓郎, 織田 崇

済生会小樽病院　整形外科

【目的】関節鏡は関節外科の重要な手術手技である．しかし，肩・膝さらには手関節に比べ肘
関節鏡は未だに一般的な手術にはなっていない．肘関節は関節腔が狭く，三次元構造が複雑で
ある．また，重要な神経，血管が関節包に近接して走行するため，合併症の危険が高いことが
その原因である．本口演では合併症を避け，肘関節鏡を安全かつ有効に行うための基本手技を
紹介する．【適応】 関節遊離体，RA，変形性肘関節症，外傷性肘関節拘縮，上腕骨外側・内側
上顆炎，関節内骨折など【セットアップ】径4.0ｍｍ，30°斜視鏡を主に使用する． 70°斜視
鏡を適宜用いる．演者は駆血帯を用い，側臥位で手術を行っている．Arm holderで肘を屈曲位
に保持する．肘関節が体の中で最も高い位置になるように工夫する．潅流ポンプを用い，潅流
圧を30～３５ｍｍHｇの低圧で潅流する．【ポータル】Soft spot portalより関節内に生食を注
入し肘関節を十分に膨らませる．演者は前方，後方の順に手術を行う．Proximal anteromedial
portalより前方関節腔に関節鏡を刺入する．Inside-out法でanteromedial portalを，outside-
in法でproximal anterolateral portalを作成する．後方関節腔にはposterolateral, triceps,
soft spot, posteromedialなどのportalを作成し鏡視手術を行う． 【基本手技】肘関節を膨ら
ませ，十分な視野を確保し，直視下（鏡視下）に処置を行うことが基本である．滑膜切除を行
う際には，シェーバーの刃先を橈骨神経，尺骨神経など重要な構造に向けないことが肝要であ
る．プローブやスィッチングロッドをretractorとして用い，関節包を押し広げると手術がやり
やすくなる．　基本手技に加え，個々の疾患の手術法のコツ，ピットフォールを述べたい．
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1-Po1-1

腱損傷における組織工学の応用ーフィブリノゲン・トロンビン各種
濃度の骨髄由来間質系細胞の生存能・遊走能への影響の検討ー

○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　オルソペディック　バイオメカニクス　ラボラトリー

【目的】腱治癒促進のために組織工学を応用した試みが報告されているが、細胞のscaffoldの
候補としてフィブリンがあげられる。フィブリノゲン・トロンビン濃度の各種組み合わせによ
る細胞生存能・遊走能への影響を検討することとした。【対象と方法】以下の5通りの組み合わ
せでフィブリンパッチを作成した。C群（フィブリノゲン(mg/mL)、トロンビン
(U/mL)：5、500）、LL群（40、250）、LH群（40、500）、HL群（80、250）、HH群
（80、500）。フィブリンパッチ作成の際に骨髄由来間質系細胞1.3X105個/パッチをseedした。
培養開始1，3，7日目のパッチをcalcein, EthDで染色し、多焦点顕微鏡により蛍光画像を得
た。ImageJ（NIH)を用い、生存能を有する細胞の数、死細胞の割合を算出した。遊走能を評価
するためにscratch assayを行った。また、各群のフィブリンに対してindentation testを行
い、compressive stiffnessを評価した。【結果】細胞の形態はHL群・HH群で異常な円形を呈し
ていた。生存細胞数、死細胞の割合は各群・各時点で有意差はみられなかった。遊走能をみる
scratch assayにおいてはC群・LL群・LH群は1日目に、HL群は7日目にgapが細胞で満たされた
が、HH群ではgap内への細胞の遊走はみられなかった。フィブリンパッチのcompressive
stiffnessはHL群・HH群が他の群に比し有意に高値を示した。【考察】先行研究において、HL群
・HH群の生体力学的指標の高値（破断強度、tensile stiffness）が示されたが、本研究では、
フィブリノゲンが高濃度の群においては細胞形態の異常、遊走能の低下がみられた。このこと
から、腱の治療に生体工学の手法を応用するにあたり、フィブリンをscaffoldとして用いる場
合には低濃度のフィブリノゲンを用いるのがのぞましいと言える。
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1-Po1-2

フィブリンを足場とした骨髄多能性間質細胞を用いた、腱修復モデ
ルにおける各フィブリン組成の生体力学・細胞生物学指標の検討

○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　オルソペディック　バイオメカニクス　ラボラトリー

【背景】Zone2の腱断裂の治療は手外科医にとって未だ1つの課題であり、治療成績向上のため
に組織工学の手法の応用が試みられている。細胞の足場としてフィブリンを用いる場合、既報
告によると80 mg/mlのフィブリノーゲンを用いた場合に初期破断聴力が有意に高く、細胞の形
態や移送能は5 mg/ml・40 mg/ml群で優れているとのことであった。腱修復モデルを組織培養
し、各フィブリン組成における2週・4週後の生体力学的・細胞生物学的指標を比較すること
で、腱に組織工学を応用するにあたって、細胞の足場として最適なフィブリノーゲン濃度を探
索することとした。【方法】犬の前足深指屈筋腱48本を採取。フィブリノーゲン(mg/ml)；トロ
ンビン(U/ml)濃度をそれぞれC群（5；25）、L群（40；250）、H群（80；250）の組合せで比較
検討した。Zone2を生体力学的評価（破断強度・硬さ）に、Zone3を組織学的検査（HE、免疫組
織化学）・realtime PCRに使用することとした。DiIで染色した2.0 X 105の骨髄多能性間質性
細胞をフィブリンとともに切断した腱に挿入、組織培養した。【結果】破断張力は2週で群間に
有意差あり、4週でL群・H群間に有意差がみられた（P=0.05、P=0.02）。HE染色では4週で
C群、L群で断裂部において部分的に腱が連続していたが、H群では連続性がみられなかっ
た。Confocal microscopyではいずれの群でもDiIで染色された骨髄多能性間質細胞がフィブリ
ンパッチから腱内に広がっている所見がみられ、L群で特に著明であった。PCRでは4週でL群に
おいてtenomodulinやfibronectinの発現亢進がみられた。【結論】腱の組織工学において、骨
髄多能性間質細胞の足場にフィブリンを用いる場合、フィブリノーゲンは40 mg/mlを用いるの
がよい。
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ラット坐骨神経圧挫モデルに対するハイドロゲルを使用した経皮的
炭酸ガス投与

○乾 淳幸, 西本 華子, 植田 安洋, 美舩 泰, 国分 毅

神戸大学大学院医学研究科　整形外科

【目的】末梢神経損傷の機能障害に対する臨床的に有効な治療法は未だ確立されていない。炭
酸ガス経皮吸収は、局所血流を増加させることで、組織修復を促進する可能性が示唆されてき
た。我々は新たに開発したハイドロゲルを皮膚に塗布し、炭酸ガス経皮吸収を行うことで外傷
後組織の血流を増加させ、骨や筋肉の修復を促進することを報告してきた。そこで本研究で
は、末梢神経損傷モデルを使用して炭酸ガス経皮吸収が末梢神経損傷後の神経・筋機能の回復
に及ぼす効果について検討した。【方法】SDラット32匹を使用し、脳動脈瘤用の血管クリップ
を用いて坐骨神経圧挫損傷モデルを作製した。炭酸ガスの経皮投与方法は、患側下腿にハイド
ロゲルを塗布後ビニル袋にて密封し、100%の炭酸ガスを充満させて週5回20分づつ投与した。損
傷後2、4週で歩行解析、電気生理学的検査、前脛骨筋・ヒラメ筋の筋湿重量の測定、組織学的
評価、Real time PCR法による筋肉関連遺伝子発現を炭酸ガス投与群と非投与群に分けて評価し
た。【結果】損傷後2，4週時点での歩行解析より算出したSciatic Function Index、および前
脛骨筋湿性筋重量の健患比は炭酸ガス投与群において有意に改善し、組織学的にも改善が認め
られた。電気生理学的検査では複合筋活動電位の振幅の増加、および運動神経遠位潜時の短縮
が炭酸ガス投与群において見られた。筋再生マーカーであるMyogeninやPax7の発現が炭酸ガス
投与群では術後4週の時点で有意に増加した。【考察】ラット坐骨神経損傷に対して、炭酸ガス
投与は筋萎縮を予防し運動機能の改善に寄与することが明らかとなった。本研究の結果から、
炭酸ガス投与が新たな治療のツールとなる可能性が示唆された。
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イヌ尺骨神経30mm欠損モデルを用いた、血管束と骨髄間葉系細胞
を移植した生体分解性人工神経の有用性の検討

○貝澤 幸俊1, 柿木 良介2, 池口 良輔3, 真鍋 克次郎1

松田 秀一3

1八幡中央病院　整形外科, 2近畿大学　医学部　整形外科

3京都大学　医学部　整形外科

【目的】血行と細胞は人工神経における重要な構成要素である。本研究では、イヌ尺骨神経
30mm欠損モデルを用いて、乳酸とカプロラクトンからなる生体分解性神経導管内に血管束と骨
髄間葉系細胞を移植した人工神経の有用性を、自家神経移植術と比較して検証した。【方法】
ビーグル犬8匹の両側前肢(そのうち1匹は右側のみ)の尺骨神経に30mmの欠損を作成した。右側
では、欠損作成前に尺骨動脈を剥離しておき、乳酸とカプロラクトンからなる導管を用いて、
導管内に尺骨動脈を挿入した状態で欠損部を架橋し、腸骨の骨髄穿刺液から作成した骨髄間葉
系細胞(第2継代, 3x107個)を移植した(C群、n=8)。左側では、30mmの尺骨神経を切除した
後、180度反転して縫合した（A群、n=7）。術後24週で、電気生理学的、組織形態学的評価と、
小指球筋の湿重量測定を行った。C群の右側のみを手術した1匹では、移植直前にCM-DiIでラベ
ルした細胞を移植し、術後8週で導管内の再生神経のS100,GFAPに対する免疫組織染色を行っ
た。【結果】術後8週でCM-DiI陽性細胞の一部はS100,GFAP陽性であった。術後24週のC群の小指
球筋で計測した複合筋活動電位の振幅と運動神経伝導速度は、それぞれA群の43.1%(C群10.9 ±
7.3 vs A群25.3 ± 20.1mV; p=0.11)と74.4%(23.5 ± 8.7 vs 31.6 ± 20.0m/s; p=0.35)、遠
位縫合部より1.5cm遠位部の再生神経横断切片における有髄軸索数と軸索直径は、それぞれA群
の98.1%(7032 ± 4188 vs 7165 ± 1814; p=0.94)と82.8%(1.73 ± 0.31 vs 2.09 ± 0.39μm;
p=0.09)、小指球筋の湿重量は、A群の85.7%(1.02 ± 0.40 vs 1.19 ± 0.26g; p=0.36)であっ
た。【結論】本人工神経は、高等哺乳類の混合神経30mm欠損を架橋しても、良好な神経再生が
得られた。細胞、血管束を含む人工神経は、人工神経開発の基本戦略となり得る。
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ピンチ動作における長母指屈筋および短母指屈筋の筋活動特性

○岡野 昭夫1, 大山 峰生2, 小田桐 正博2, 松澤 翔太2

中村 雄一」3

1中部大学　生命健康科学部　作業療法学科, 2新潟医療福祉大学大学院

3新潟手の外科研究所

【緒言】
母指屈筋には長母指屈筋（FPL）と短母指屈筋（FPB）があるが，ピンチ動作における両筋の貢
献度は明らかでない．本研究ではピンチ動作における両筋の働きを筋電図学的に検討した．
【方法】
対象は健常男性7名とした．運動課題は母指と示指による指腹ピンチと側方ピンチのリニアラン
プ負荷課題とし，被験者には10秒間で最大ピンチ力を発揮させるよう指示した．また，ピンチ
時の母指IP関節は，屈曲，伸展の2肢位を設定した．被験筋はFPLとFPBとし，ピンチ力発揮時の
筋電図は双極ワイヤー電極を用いて導出した．解析対象は10秒間を2秒毎に分割した5区間と
し，筋毎に各区間の筋電図積分値を算出し，最大筋活動で正規化した（％IEMG）．
【結果】
FPL，FPBの％IEMGは，指腹ピンチと側方ピンチ共に母指IP関節の肢位を問わずピンチ力の上昇
に伴い直線的に有意に増加していたが（P＜0.01），最大ピンチ力発揮時でも，指腹ピンチでは
FPL，FPB それぞれIP関節屈曲位で42％，53％，IP関節伸展位で39％，69％，側方ピンチではIP
関節屈曲位で63％，66％，IP関節伸展位で51％，65％であり，両筋共に最大活動に達していな
かった．またFPLの％IEMGは，いずれの母指IP関節肢位，ピンチ力においても FPBの値を勝るこ
とはなかった（P＜0.01）．この傾向は指腹ピンチで強かった．
【考察】
最大ピンチ力発揮時でも両筋共に最大活動に達していないことから判断すると，ピンチ動作は
母指の屈筋の他に，多数筋が協調的に関与する複合的な動作であり，ピンチ動作の再建やピン
チ力強化においては，他筋との筋緊張バランスの獲得が必要である．また，いずれのピンチ形
態においてもFPLに比べFPBの活動が大きかったことは，FPBのピンチ動作への貢献度は高く，正
中・尺骨両神経麻痺においては両神経支配のFPB機能も考慮した再建が必要である．
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短橈側手根屈筋の頻度およびMRI所見の検討

○三村 哲彦, 内山 茂晴, 林 正徳, 植村 一貴
加藤 博之

信州大学　整形外科

【目的】短橈側手根屈筋(FCRB)は稀な破格であるが、橈骨遠位端骨折に対するプレート固定の
件数が増加している近年、術中に遭遇することがありえる。FCRBの日本人の生体における頻度
の報告はなく、臨床的意義は不明である。今回、手関節部MRIからFCRBの特徴について検討し
た。【対象と方法】2009年～2015年に手根管症候群の術前検査目的にMRIを施行した379例、516
手関節を対象とした。男性129例、女性250例、平均年齢は69.5歳であった。横断像で橈骨の遠
位掌側面に筋腹を有し、腱が第１～４中手骨の基部あるいは橈側手根骨のいずれかに停止し、
方形回内筋や長母指屈筋と明らかに区別できるものを認めた際にFCRBと判断した。FCRBを認め
たものに対しては筋の最大横断面積と信号強度をEV Insite (version 3.1.1.196)を用いて測定
し、方形回内筋と比較した。【結果】6例、7手関節にFCRBを認め、頻度は1.6%であった。停止
部位はすべて第２中手骨基部であった。横断面積は平均67mm2で、信号強度はT1強調像、T2強調
像ともに、方形回内筋と有意差を認めなかった。【考察】本研究において、FCRBは十分な横断
面積を有し、方形回内筋と信号強度に有意差はなかった。以上から破格筋は十分な機能を有し
ていると考えられた。FCRBの機能は過去の報告のとおり手関節の屈曲、橈側手根屈筋の補助と
推測される。FCRBが症状を引き起こしたという報告は少ないが、橈骨掌側アプローチの際に展
開の妨げになる可能性がある。橈骨遠位端骨折に対するプレート固定の件数が増加している近
年、橈骨掌側アプローチの際にはFCRBの存在を念頭に置く必要がある。
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短橈側手根屈筋（FCRB）を有した橈骨遠位端骨折の2例

○細川 高史1, 須藤 執道1, 永野 賢一1, 橘 昌宏1

高岸 憲二2

1利根中央病院, 2群馬大学大学院医学系研究科整形外科学

短橈側手根屈筋（FCRB）を有した橈骨遠位端骨折の2例【はじめに】橈骨遠位端骨折の治療は掌
側ロッキングプレートが主流となり、前腕掌側を外科的に展開する機会が増加した。今回われ
われは橈骨遠位端骨折患者に掌側アプローチを行い、破格筋であるFCRBを有する2例を経験した
ので報告する。【症例1】75歳女性。右橈骨遠位端骨折AO分類C2型の診断で観血的手術を行っ
た。Trans FCR approachでFCR腱鞘および走行床を切開すると、通常は長母指屈筋（FPL）とそ
の深部に方形回内筋（PQ）が露出するが、本症例ではFCRの橈背側かつFPL橈側、PQ掌側の空間
に、FCRと平行に走行する筋腹が存在した。同筋の牽引にて指は屈曲せず、手関節の屈曲に関与
していると推測された。同筋は橈側によけることができ手術に支障をきたさなかった。術後1年
の経過観察をおこない、合併症は起こさず、日常生活に復帰した。エコーにてプレートと腱の
干渉は明らかでなく、抜釘はしなかった。対側にも同様の破格筋を確認した。【症例2】67歳女
性。左橈骨遠位端骨折AO分類A3型の診断で観血的手術をおこない、症例１同様の破格筋をみと
めた。同筋を橈側によけ支障なくプレート固定を行った。現在経過観察中である。上記2例の破
格筋はその存在部位、外観、作用よりFCRBと判断した。【考察】死体解剖によるFCRBの報告は
過去にもあるが生体の報告は少ない。FCRBはPQ近位の橈骨橈掌側に起始し、FCRの背橈側を並走
しFCRのfibrous sheathに入り、手根骨や中手骨に停止するという報告が多いが、多様である。
また本症例では骨折前は無症候であったが、FCRBが慢性疼痛や拘扼性神経障害を引き起こす報
告もある。近年、橈骨遠位端骨折を掌側プレートで治療する機会は多く、FCRBが骨折部の展開
に障害となった報告もあるため、この破格筋を周知する必要がある。
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母指多指症での遊離、有茎関節移植の経験

○岩澤 幹直, 三島 吉登, 大坪 美穂

長野赤十字病院形成外科

二つの指成分が著明に低形成な母指多指症例では、手術方針に難渋する。術前IP,MP関節が不安
定な場合、関節安定性を増し指軸偏位を予防するため、腱移行なども報告されている。当科
で、MP関節部が不安定な場合、２成分の関節を並列に配列しながら合併手術を行ったので報告
する。症例）症例１は、中手骨レベルで分岐した母指多指症、橈側尺側成分とも低形成。症例
２はカニ爪変形の基節骨型母指多指症。各関節は不安定であった。方法）手術年齢は１才。症
例１。CM関節のある橈側成分中手骨、基節骨部に、CM関節のない尺側母指の基節末節をMP関節
を含め皮弁合併手術施行。２つMP関節を平行に配置して、安定化をはかった。症例２　橈側母
指骨抜き皮弁として切除したDIP関節を、温存した尺側母指MP関節の橈側に、並列に遊離移植し
た。その後皮弁合併手術をおこなった。結果）術後２―３年の経過で、移植関節の一部吸収と
成長を認めた。２例ともMP関節は安定し可動性も保たれた。健側よりやや太い状態である。考
察）横軸形成障害の手指再建のため、遊離趾骨移植を２才までに行うと移植骨は手で成長つづ
ける事が報告されている。母指多指では、遊離、有茎の関節移植は、術後２―3年の経過で骨成
長をみとめ、内在スプリントとして不安定なMP関節を安定化させる効果を認めた。指が健側よ
り太くなるが、経年的に改善をする可能性があり、さらに長期観察が必要である。
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小児ばね指に対する腫瘤切除術の治療経験

○柿崎 潤

千葉県こども病院　整形外科

【はじめに】小児ばね指は,母指・手指屈筋腱に腫瘤を形成しsnappingを生じる.手術治療が選
択された場合には腱鞘切開が行われている.腱の腫瘤形成にも,腱外に腫瘤があるものから,腱内
に腫瘤があり腱全体が肥厚しているなど様々な形態や大きさがある.腫瘤の発生部位もA1プーリ
ーを切開すればsnappingが改善できる部位に存在するものから,A2ないしObliqueプーリーまで
切開しなければ改善しないような部位にあるものまで,局在も様々である.A1プーリーの切開で
改善できる場合には腱鞘切開で問題ないと思われるが,A2プーリーまでの切開を加えなければな
らない場合,Bowstring現象などが懸念される.時に腫瘤を切除すれば,snappingが改善できると
思われる症例に出会うこともあった.このような経験から,腫瘤切除のみで改善ができると思わ
れる症例に対して,腱鞘切開は行わず腫瘤切除のみを行う試みをしているので，その小経験につ
き報告する. 【対象】2013年～2015年の間に，小児ばね指に対して腫瘤切除のみを施行した4例
5指を対象とし,術後経過などの検討を行った.手術時平均年齢12.4歳(9.8～14.7)で,母指4指・
中指1指であった．処置はA1プーリーを露出した後，その近位（遠位）縁で横切を加え,屈筋腱
を引き出し，腫瘤が腱外に腫瘤形成している場合に腫瘤切除を行った.【結果】全例でSnapping
やCatching・可動域制限・疼痛は消失した.1指に術後，Catchingが出現したが，自宅リハに
て,1か月以内にCatchingは消失した.その他，腱断裂や神経損傷などの合併症は生じなかっ
た.【考察】小児ばね指に対し，腫瘤切除のみで治療したという報告は渉猟し得た限りない.数
少ない経験ではあるが,腱外に腫瘤を形成している場合には,腫瘤切除は腱鞘切開に変わる手術
方法となりうると思われた.
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母指低形成に対する遊離血管柄付き指・趾節骨移植術

○冨山 貴司1, 柿木 良介1, 池口 良輔2, 太田 壮一2

赤木 將男1

1近畿大学　医学部　整形外科, 2京都大学　医学部　整形外科

はじめに我々は、Manske分類type 3B, type 4の母指低形成に対し、第二足趾趾節骨もしくは余
剰指を血管柄付き移植して、母指中手骨とCM関節機能を再建したので報告する。症例１.
type3Bの左母指低形成があり、右手にWassel分類type6の重複母指があった。生後13ヵ月で手根
中央化手術を施行、生後38ヶ月右余剰指に血管柄をつけて、母指基節骨と手根骨間に移植し
た。症例2. type4の右母指低形成に対して、生後12か月で手根中央化手術施行。生後48ヶ月で
第2足趾のMP関節以遠の基節骨、中節骨、末節骨を採取し第１背側中足動脈を血管茎として移植
した。症例3. 生後12か月で右母指欠損に対し示指の母指化術を受けている。type4の左母指低
形成に対して、4才時に逆行性後骨間皮弁にて母指示指間の指間形成を施行した。５才時に第2
足趾のMP関節以遠の趾骨を血管柄付きで採取し、第１蹠側中足動脈を血管茎として移植した。
全例術後６ヶ月間母指の基節骨、移植骨、手根骨をK-wireで固定した。指、趾節骨間関節の側
副靭帯には、4-0ナイロン糸をかけて、関節可動域を制限した。全例とも、移植骨は完全生着
し、小指外転筋による母指対立再建術をうけ、良好な移植骨の成長と母指対立運動を示してい
る。考察本術式では、donor足部の変形を最小にできた。指、趾節間関節のしなり運動で、母指
対立が可能となった。移植骨の成長軟骨が温存されている為、術後経過において良好な母指の
成長を認めることができた。
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1-Po1-11

骨性合指症に対するPAT移植の有用性

○宮永 亨, 島田 賢一, 岸辺 美幸, 川上 重彦

金沢医科大学　医学部　形成外科

【目的】　骨性合指症の治療法として、指間分離後全層植皮、手掌部の局所皮弁、開放創のま
ま2次治癒が報告されている。本邦では指間分離後全層植皮が一般的といえる。しかし、この術
式は指間分離の際、皮膚欠損創に骨が露出し、全層植皮が生着しなかったり、指尖の容量不足
による先細りとなる場合がある。今回我々は、perifascial areolar tissue (PAT) 移植を用い
て、2期的に全層植皮を行うことで、良好な指尖形態を得たので報告する。【方法】　骨性合指
症患者3例に対して本術式を施行した。初回手術では、指背側皮膚を切開、癒合骨を分離した
後、分離骨間にPAT移植を行い閉創した。術後半年に指間分離および全層植皮を行っ
た。【成績】　初回手術後のレントゲン画像で、分離した骨が再癒合せず分離された状態のま
まであった。全層植皮は全例で良好に生着し、指尖形態は良好であった。【結論】　骨性合指
症に対するPAT移植は、指尖形態を良好にする。
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1-Po1-12

若年者重度Madelung変形に対する橈骨矯正骨切り・仮骨延長術施行
の小経験

○杉浦 洋貴, 堀井 恵美子, 洪 淑貴

名古屋第一赤十字病院

【目的】重度Madelung 変形では手関節変形の他，橈骨短縮による腕橈関節の適合不良や外反肘
を呈する．成長終了以前の小児期に重度変形を呈した両側例に対し，橈骨矯正骨切り術と仮骨
延長を同時に施行し，良好な短期成績を得たので報告する．【症例】11歳女児．手関節可動域
制限（背屈右30度/左35度）を主訴に来院した．身長13cmで，家族歴はない．単純Ｘ線像にて両
側Madelung変形があり，Radial inclination(RI)は右45/ 左50度，有頭骨頭中心点の尺骨背側
接線からの距離(Volar translation,VT)は，右19/ 左16mmであった．右側の橈骨短縮は著明
で，腕頭関節裂隙が開大していた．手術は，掌側アプローチで橈骨骨幹端部をＬ字状に骨切
り，遠位骨片を橈屈・背屈させ一期的に矯正し，創外固定器にて固定した．10日間の待機後仮
骨延長した．左側手術3.5か月後に右側の手術を行った．【結果】左側は固定器装着期間88日，
総延長量は8.1mm，RIは19度，VTは0mmであった．右側はそれぞれ，117日，27.8mm，RI27度
VT15mmで、腕橈関節の適合性も改善した．最終診察時手関節背屈は右50/左60度で，前腕回内外
制限は生じていない．【考察】Madelung変形の手術適応は，疼痛あるいは可動域制限に伴うADL
障害といわれている．しかし，本症例のような重症例は，手関節機能障害のみならず，肘関節
を含めた前腕の機能障害をきたす可能性が高いため，愁訴が軽度ではあったが手術適応と考え
た．比較的小さな皮切で橈骨を矯正し，骨延長も行い，手及び肘関節のアラインメントを改善
した．外観上の変形も改善し，患者の満足度も高く，短期的ではあるが良好な成績を得た．
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1-Po1-13

Blauth 分類IV型母指形成不全に対する母指再建術の長期成績

○吉村 光生

吉村整形外科医院

【目的】母指形成不全症Blauth分類Type IVに対しては母指化術が行われ、他の再建術の報告は
極めて少ない。血管柄付き腓骨・皮弁移植し、その先端に浮遊母指を移行して再建した。21年
経過し、有用な治療法であったので報告する。【症例】2歳8か月の男児のBlauth Type IV。家
族は母指としての機能は少なくても、5本の指があることを強く希望し、足趾を利用する再建法
は望まなかった。【方法】1回目の手術は、腓骨動・静脈を血管柄とし、腓骨は遠位部の骨端線
を含めて1/2縦割りとし、皮弁を付け採取した。第2中手骨の一部を縦割り後、対立位とし、こ
れに腓骨を移植した。2回目の手術は1か月後に行い、浮遊母指を示指からneurovascular
bundleで挙上し、移植した腓骨上に移行した。【結果】術後4年間の観察では、移植した腓骨の
epiphysisは開存し、再建した母指は他の指とほぼ同程度に成長した。その後来院しなかった。
術後21年の調査では、再建した母指は細く、爪も小さいが、長さは健側の母指とほぼ同じであ
った。母指としての機能は少なかったが、患者は母指があることに満足していた。【考察】
Type IVに対しては母指化術が行われ、機能的には優れた方法であるが、整容的には指数の減少
が重大な欠点である。Type IIIやIVの母指を利用した再建は、移植骨の吸収や成長障害が大き
な問題であった。血管柄付足趾関節移植法は骨の成長が得られType IIIに利用されている。　
本法は腓骨遠位の骨端線を含めて半切して、血管柄付き腓骨・皮弁で再建する方法で、術後21
年の調査では、再建した母指の成長線は閉鎖せず成長を続けることがわかっ
た。【結語】Blauth Type IVに対して、骨端線を含めた皮弁付き腓骨移植で再建する方法は、
母指の成長が得られ、母指としての機能は少ないが、患者は満足しており有用であった。　
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1-Po1-14

末節骨に発生した内軟骨腫の治療経験

○鎌田 雄策1, 浦部 忠久1, 入村 早苗2, 中村 俊康3

佐藤 和毅2

1足利赤十字病院　整形外科, 2慶應義塾大学　整形外科, 3山王病院　整形外科

【目的】内軟骨腫は手指に発生する原発性骨腫瘍では最も多い．基節骨,中手骨,中節骨の順に
発生頻度が高いとされ，末節骨の発生頻度は比較的少ない．今回我々は末節骨に発生した内軟
骨腫8例を経験したので報告する. 【対象と方法】当院および関連病院にて手術を行い，術後6
か月以上経過観察可能であった8例を対象とした. 男性1例，女性7 例, 手術時年齢は29～56歳
（平均39.9歳）であった．発生部位は示指１例，中指3例，環指4例であった．術後経過観察期
間は7か月～9年9か月（平均3年1か月）であった． 【結果】全例末節骨部の疼痛があり，3例に
爪の変形がみられた．3例は外傷後に症状が出現し，4例ははっきりとした誘因はなかった．単
純X 線像では全例末節骨に骨透亮像および骨皮質の菲薄化・膨隆があり, 3例に病的骨折を認め
た．HasselgrenらのX 線画像による形態分類では，発生様式は全例単骨性であり，タイプは全
例monocentric 6例，polycentric 2例であった．局在はcentral 6例，eccentric 2例，形態は
non-expanding 3例，expanding 5例であった．骨折例は保存的に骨癒合を待った上で手術を行
った．手術のアプローチはmid-lateral 4例，掌側2例，背側2例であった．3例は病巣掻爬のみ
とし，4例に病巣掻爬および人工骨移植術，１例に病巣掻爬および自家骨移植を施行した．経過
観察中に再発，骨折，感染などの合併症はなく，最終経過観察時に全例で疼痛・可動域制限は
なかった．【考察】過去の報告でも内軟骨腫の末節骨発生例では，病巣掻爬および骨移植が行
われ，良好な成績が報告されている．本検討においても手術的加療により良好な成績が得られ
た．
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1-Po1-15

手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術―手術時間に着目して―

○岡本 秀貴1, 関谷 勇人2, 川口 洋平1, 立松 尚衛1

大塚 隆信1

1名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科, 2JAあいち　海南病院

【はじめに】手指の良性骨腫瘍の中で最も頻度が高い内軟骨腫の手術療法は従来、骨皮質を大
きく開窓しての病巣掻爬と骨移植、外固定が標準的治療として実施されてきた。我々は1992年
から骨皮質への侵襲を極力減じた鏡視下掻爬術を行ってきた。今回、手術時間に着目した解析
を報告する。【対象および方法】1992年11月～2015年4月に本法を施行した137例のうち手術時
間を調査開始した2008年以降の55例を対象とした。男性23例、女性32例、年齢：12～80歳であ
った。罹患骨、腫瘍の指軸方向の長さ（病巣長）、骨孔数、手術時間を調査した。【結果】骨
孔数2個の手術時間（39～167分、平均79分）は、3個（70～143分、平均110分）および4個（90
～135分、平均115分）より有意に短かった。また、病巣長が大きくなると手術時間が有意に長
くなっていた（P＜0.01）。【考察】手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術は通常2個の骨孔を作
製する。片方から1.5mm関節鏡を、もう一方から鋭匙やシェーバーなどの器具を挿入して適時こ
れらを入れ替えて掻把を行う。病巣長が大きかったり、髄腔が狭くて鋭匙が病巣端まで届かな
い場合には更に骨孔を追加して完全な掻把を目指す。このため骨孔数が3個および4個の症例の
手術時間は2個の手術時間よりも有意に長くなっていたと思われた。我々の過去の報告で病巣長
が25mmを超える症例では骨孔数が3もしくは4個に増える傾向にあった。このため病巣長が大き
くなるにつれて手術時間が長くなる傾向にあるのもこのためと思われた。本法は関節鏡による
視野の拡大、死角の減少のため最小限の骨皮質開窓で確実な病巣掻爬ができる利点がある。腫
瘍範囲が広い時には躊躇せずに骨孔を追加して確実に掻把することが肝要である。
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1-Po1-16

手指グロムス腫瘍の治療経験

○冨塚 孔明1, 長尾 聡哉1, 豊泉 泰洋1, 長岡 正宏1

山口 太平2

1日本大学病院　整形外科, 2日本大学医学部附属板橋病院　整形外科

【はじめに】今回われわれは手指グロムス腫瘍の12例を経験したので報告する。
【対象と方法】対象は1992年3月から2015年10月までに当科で手術加療をした12例12指である。
性別は男性2例、女性10例、初回手術時の平均年齢は38.4歳であった。罹患側は右6例、左6例、
罹患指は母指が5例、示指が3例、中指が2例、環指が1例、小指が1例であった。これらに対し、
臨床症状および手術までの期間、画像検査所見、腫瘍の局在、手術方法、術後爪変形の有無、
再発の有無について調査した。再発例も含め、初回手術後からの経過観察期間は1か月から8年
（平均68.1か月）であった。
【結果】全例に圧痛がみられ、8例に自発痛、6例に寒冷時痛を伴っていた。本疾患に特徴的な
Carrollの3徴候を全て認めたのは4例のみであった。また、症状出現から手術までの期間は1年9
か月～40年（平均8.9年）であった。単純X線検査では1例のみに末節骨の圧痕像がみられた。超
音波検査は全例に施行しており、初期の2例では腫瘍は描出されなかったが、その後の10例では
腫瘍はhypoechoic areaとして描出された。MRIは11例に施行しており、10例にT1強調像で低か
ら等信号、T2強調像で高信号を呈する腫瘍が確認された。腫瘍の局在は爪床発生が6例、爪母発
生が2例、側方から指腹部発生が4例であった。進入は爪切開7例、側方切開3例、指腹部切開2例
であり、爪切開をした7例のうち2例で術後爪変形が残存していた。爪床発生、爪母発生、指腹
部発生の各1例に再発を認め、全例で再手術を施行していた。
【まとめ】当科での再発率は諸家の報告よりやや高率であった。再発例に対しては、顕微鏡の
使用や切除後の術野での超音波検査などで再々発の防止に努めている。また、超音波装置はMRI
と比べ分解能に優れており、腫瘍の局在診断に有用である。

S251



1-Po1-17

正中神経に発生したFibrolipomatous hamartomaの３例

○大村 威夫1, 澤田 智一2, 紫藤 洋二1, 松山 幸弘1

1浜松医科大学　整形外科, 2静岡市立病院　整形外科

【目的】Fibrolipomatous hamartoma（以下FLH）の末梢神経に発生する稀な良性腫瘍性病変で
あり、病理学的には神経上膜における脂肪細胞および繊維芽細胞の浸潤、異常増殖とされてい
る。今回我々は正中神経に発生したFLHの2例を経験したので報告する。【症例】症例は1)44歳
女性の片側例と2）66歳男性の両側例。症例１は10年来の右手関節腫瘤を主訴に当院紹介受診。
手関節掌側中央に長径3cm、弾性軟の膨隆を認めた。正中神経の明らかな神経学的異常はない
が、同部位にTinel’s signを認めた。症例2は4年来の両側母指～環指橈側のしびれ感および手
関節の腫瘤を主訴に紹介受診。両手関節に長径1cmの膨隆を認め、両側母指IP～環指橈側PIP以
遠の知覚鈍麻および左短母指外転筋筋力の低下を認めた。【結果】ＭＲ像では3手すべてに正中
神経の腫大および神経内にT1, T2双方にて高信号を呈する領域を認めた。症例1において腫瘍の
針生検を施行したところ、病理組織にて不整な神経線維の増生、線維性結合組織の増生を認
め、FLHと診断。神経症状を有さないため、経過観察とした。症例2は症状の強い左側に対して
観血的治療を施行。術中所見として正中神経は手関節中枢にて黄色を呈しており、腫脹を認め
た。横手根靱帯から前腕筋膜までの開放、および正中神経の上膜剥離を行い、神経内に脂肪用
組織の沈着を認めた。術後1年で筋力は正常に回復、知覚も改善し、神経伝導速度も明らかな改
善を認めた。【考察】FLHは約80%が正中神経発生し、66%の症例に巨指症を合併する。無症状な
症例には保存療法が原則とされ、症状を有する症例ではdebulking、手関節に生じた手根管症候
群合併例では手根管解放術、および神経上膜剥離が推奨され、神経束間剥離は推奨されていな
い。今回我々は上記治療方針に従い、手術症例にて良好な成績を得た。
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1-Po1-18

非常に稀な尺骨に発生した傍骨性骨軟骨異形増生(Bizarre parosteal
osteochondromatous proliferation)の1例

○亀田 正裕1, 長田 伝重2, 高井 盛光1, 都丸 倫代1

種市 洋1

1獨協医科大学　整形外科, 2獨協医科大学日光医療センター　整形外科

【はじめに】傍骨性骨軟骨異形増生（以下BPOP）は、主に手足の短管骨に傍骨性に発生する病
因不明の反応性増殖性病変と言われており、骨腫瘍と鑑別を要する稀な疾患である。今回尺骨
に発生したきわめて希な1例を経験したので報告する。【症例】40歳男性、4か月前から明らか
な外傷の既往なく右手関節掌尺側の腫瘤を自覚し、徐々に増大傾向を認めたため近医を受診し
たのち、当科紹介となった。手関節掌尺側に硬い腫瘤をふれたが、圧痛は無かった。周囲組織
との可動性は良好で、深部との可動性は認めなかった。手関節の可動域制限は無かったが、前
腕回内が60°と制限されていた。単純X線像上淡い骨性陰影を認めたものの、明らかな骨膜反応
は無く、CTでは髄腔を共有しない有茎性の腫瘤であった。MRIでは、T1強調像で低信号、T2強調
像で基部は低信号、辺縁は高信号の病変であった。以上よりBPOPの診断で手術を施行した。掌
尺側から展開し、尺側手根屈筋腱を橈尺側へ移動させながら骨性隆起の基部を確認し、皮質骨
を一部含めて切除を行った。術後数か月しか経過していないが、再発は無く、可動域制限は消
失した。【考察】BPOPの好発年齢は20～30代で、中手骨や指節骨に好発するとされるが、尺骨
に発生する例は希である。また外傷を契機に発生することもあり、反応性増殖性病変と考えら
れている。治療は経過観察をし、縮小傾向がなければ切除術が基本である一方、再発が多いと
報告されている。本症例は、明らかな外傷はないものの、数か月で増大してきた骨性隆起性病
変が尺骨に発生したことで、前腕回内制限が存在したため切除術を行った。再発率を下げるた
めに皮質を一部含めて切除し、現在のところ再発は認めていないが、今後も経過観察が必要で
ある。
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中手骨に発生した骨血管腫の一例

○櫻木 淳史, 杉本 正幸, 廣瀬 伸次, 江藤 謹司
尾田 和弘

市立長浜病院　整形外科

【目的】骨の血管腫は椎体などに発生することが多く、中手骨に発生することは珍しい。この
たび、中手骨に発生した骨血管腫を経験したため報告する。【症例】症例は14歳男性、主訴は
右手の痛みである。打撲後の痛みが引かないため近医受診し、骨に透亮像を認めたため当院紹
介となった。1歳代にて、右室二腔症の手術歴がある。単純レントゲンにて、右第2中手骨の髄
腔の全体に広がる透亮像を認め、皮質は菲薄化していた。レントゲン、CTおよびMRIの画像所見
から内軟骨腫が疑われたため、掻爬および人工骨移植術を施行した。第2中手骨の背側に皮膚切
開をおき、伸筋腱と橈骨神経浅枝を避けた。遠位と近位の二カ所で開窓を行い、間にbridgeを
残すことで骨折リスクを軽減した。髄腔内容物は、肉眼的にはほぼ正常海綿骨の性状をしてお
り、一部に血腫のようなどろっとした赤黒い液体が得られた。掻爬してβ-TCP顆粒を充填し
た。病理組織診の結果は血管腫（Cavernous　hemangioma）であった。術後7ヶ月で髄腔は正常
海綿骨に置換され、腫瘍の残存や再発を認めない。【考察】内軟骨腫は、手の骨に発生して透
亮像を示す骨腫瘍の中では代表的である。一方、骨の血管腫は椎体に好発し、ほとんどが無症
状であるとされる。椎体以外の報告としては、頭蓋骨、肋骨、踵骨などの報告が散見される
が、手の骨血管腫については、渉猟の範囲では4例の報告を認めるのみであった。本症例におい
ては、右室二腔症の合併を認めたが、骨の血管腫と右室二腔症を関連づける報告は見つからな
かった。【結語】珍しい中手骨発生の骨血管腫の1例を経験した。現在術後経過は良好である
が、今後も注意深い観察が必要である。
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小児指節間関節周囲に発生した骨軟骨腫の小経験

○遠藤 浩二郎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

【目的】骨軟骨腫は良性骨腫瘍の中で多く遭遇するものであるが、手指に発生するものは比較
的まれである。関節近傍に発生し、腫瘍の増大により変形や可動域制限を生じる場合は早期の
手術が推奨される。当院にて手術を行った、小児指節骨に発生した骨軟骨腫の治療成績を報告
する。【方法】6例6指（男児5例、女児1例）、2例が多発性外骨腫症であった。罹患指は中指
3例、環指3例であった。初診時年齢は平均2.8歳（1～7歳）、手術時年齢は平均4.1歳（1.2～
8歳）、術前待機期間は平均1.4年（0.1～4年）。発生部位はDIP関節周囲の中節骨遠位が
1例、PIP関節周囲の基節骨遠位が3例、中節骨近位が1例、MP関節周囲の中手骨遠位が1例であ
り、大西らの分類に従って3群に分類した。手術は関節面にかかる腫瘍では関節内に海綿骨が露
出するまで切除した。腫瘍の切除による関節軟骨の欠損に対しては特別な処置は行わなかっ
た。平均経過観察期間は6.2年（3～9年）であった。各症例の治療成績を検討した。【結果】分
類はType Aが5例、Type Bが1例であった。術前に認めた可動域制限は術後全例改善した。手術
時年齢が5歳と7歳と比較的高年齢の症例に軽度の可動域制限と変形の残存を認めた。また中手
骨遠位部に生じた8歳の症例は術前より短縮を認め、最終経過観察時も短縮は残存したが、機能
障害なく、骨延長など追加の手術は施行しなかった。再発は全例認めなかった。【考察】手指
の変形、可動域制限を認める指節間関節周囲の骨軟骨腫は、より若年齢での手術例で変形、機
能障害の残存を認めず、良好な成績であった。【結論】早期に診断し、手術時期を逃すことの
ないように努めるべきである。
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Dupuytren拘縮におけるAdvanced glycation end products(AGEs)の関与
の検討

○高瀬 史明, 乾 淳幸, 植田 安洋, 片岡 武史
国分 毅

神戸大学　大学院　整形外科

【はじめに】
Dupuytren拘縮は線維増殖性疾患の一つであり、その病理学的特徴はalpha-smooth muscle
actin (alpha-SMA)が発現した筋線維芽細胞の異常な増殖であるとされている。そして糖尿病患
者ではその発生頻度が高く、重症例との関連が示唆されている。また、Advanced glycation
end products (AGEs)は体内でおこるメイラード反応により徐々に蓄積されるものであり、糖尿
病との関連が報告されている。しかしながら、Dupuytren拘縮とAGEsの関連について詳細に記載
された報告はない。今回、Dupuytren拘縮患者の手掌腱膜におけるalpha-SMAとAGEsおよび
receptor for AGEs (RAGE)の発現を蛍光多重染色法を用いて評価したので報告する。
【方法】
Dupuytren拘縮患者に対して手掌腱膜部分切除術を行い、採取した手掌腱膜をもちいて凍結切片
を作成した。alpha-SMA、AGEs, RAGE等の各抗体で多重染色を行い、免疫組織化学検討を加え
た。
【結果】
手掌腱膜内の膠原線維にはalpha-SMA陽性細胞を多数認めた。AGEsおよびRAGEの発現は、alpha-
SMAの発現に比例して増加した。
【考察】
Dupuytren拘縮は糖尿病との関連が広く知られているが、その一つの機序として糖尿病による微
小血管障害に起因して反応性に腱膜が肥厚するといった報告が存在する。今回の検討では
Dupuytren拘縮の手掌腱膜においてalpha-SMA陽性筋線維芽細胞の増加とAGEsおよびRAGEの発現
に相関を認めた。このことから、手掌腱膜へのAGEs沈着がDupuyren拘縮発症の一要因になって
いる可能性が示唆された。
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Dupuytren拘縮に対する手掌腱膜部分切除術の治療成績

○国分 毅, 美舩 泰, 原田 義文, 高瀬 史明
黒坂 昌弘

神戸大学　大学院　整形外科

【はじめに】当科ではDupuytren拘縮に対し縦皮切にZ-plastyを併用して手掌腱膜部分切除術を
行っている。今回、その術後成績を検討したので報告する。【方法】2004年4月から2015年2月
の間に、ADL障害を有するDupuytren拘縮に対して手掌腱膜部分切除を行った28例33手を対象と
した。男性26例、女性2例、手術時平均年齢は67歳（50～83歳）であった。発症から手術までの
平均期間は5年（6か月～15年）で、術後平均経過観察期間は1年5か月（6か月～9年）であっ
た。術前の重症度はMeyerding分類で、Grade Iが12手、Grade IIが11手、Grade IIIが
9手、Grade IVが1手であり、全例、Cord直上に縦皮切を行い、Multiple Z-plastyを加えて、病
的手掌腱膜を部分的に切除した後、一期的に閉創した。術後の屈曲拘縮角度の変化、Tubianaの
評価基準、および合併症について検討した。【結果】平均屈曲拘縮角度は、MP関節では術前30
度から術後5度に、PIP関節では術前31度から術後15度に有意に改善していた。Tubianaの評価基
準は、優14手、良15手、可2手、不可2手であり、可および不可4手のMeyerding分類は全てGrade
IIIであった。術後合併症は9手（肥厚性瘢痕5手、知覚障害2手、創遷延治癒2手）であり、7手
はMeyerding分類Grade IIIの症例であった。【考察】縦皮切にZ-plastyを加える術式の術後成
績は概ね良好であったが、病気が進行した症例の術後成績は不良であり、より早期での手術加
療が望ましいと思われた。また、進行例では術後合併症の発生も多く、より慎重に加療する必
要がある。
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ザイヤフレックス注射療法によるDupuytren拘縮の治療経験

○杉岡 敏博, 夏 恒治, 亀井 豪器, 松原 紀昌
田中 晶康

市立三次中央病院　整形外科

【目的】Dupuytren拘縮の治療は手術療法が主であるが，2015年9月からcollagenase
clostridium hystolyticum（商品名：ザイヤフレックス）が使用可能となった．本薬剤による
注射治療法を経験したので報告する．【対象と方法】症例は3例で全例男性，平均年齢79歳，罹
患指のうち最も拘縮が強い中指1，環指2指を治療対象とし，いずれもMP関節であった．治療前
評価はTubianaの分類でstage1，3，4：各1指でMP関節伸展制限角度は各々-20°,-45°,-50°で
あった．stage3，4の2例は反対側にulnar parametacarpal flapと手掌腱膜切除術を施行してい
た．注射時には肥厚腱膜内へ正確に投与するため，超音波ガイド下に針先の位置を確認，観察
しつつ薬液を注入した．投与後はシーネ固定を行い，翌日に定められた方法で初回授動操作を
加えた．以後可動域訓練と夜間シーネを継続した．評価項目として治療前後の関節可動域と有
害事象，肥厚腱膜の超音波画像所見を調査検討した．【結果】全例で初回授動操作時にMP関節
他動伸展0°まで改善し，投与後1週目には他動伸展平均38°，自動伸展平均-3°まで改善し
た．PIP関節の可動域は変化しなかった．有害事象は注射翌日の腫脹，皮下出血，授動操作によ
る疼痛を全例に認めたが投与後1週時には軽快した．感染，腱断裂，皮膚障害，神経血管障害等
は認めなかった．超音波画像所見では翌日には注射部位にfibrillar patternを認めるも，１週
目には2例で肥厚腱膜は断裂し不連続となっており，1例では細小化してい
た．【結論】Dupuytren拘縮に対するザイヤフレックス注射療法は施行後速やかに関節可動域の
改善効果が得られ，有効な治療法と考えた．また肥厚腱膜内への正確で確実な薬剤投与や，手
掌腱膜の評価に超音波ガイド，検査が有用であった．
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肉眼的解剖観察からみた手関節と手指の同時屈曲ストレッチング運
動の効果

○白戸 力弥1,2, 和田 卓郎3, 青木 光広4, 射場 浩介1

山下 敏彦1

1札幌医科大学　大学院　整形外科学講座

2北海道文教大学　人間科学部　作業療法学科, 3済生会小樽病院　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　

【目的】上腕骨外側上顆炎に対する手関節伸筋群のストレッチング運動には，肘関節伸展，前
腕回内位で手関節に加えて手指4指を同時に他動屈曲する方法が用いられる．しかし，手関節と
手指の同時ストレッチング運動が手関節伸筋群起始部に与える作用機序は明らかではない．我
々は，この同時ストレッチング運動の作用機序を明らかにするために，短橈側手根伸筋
（以下，ECRB）と総指伸筋（以下，EDC）の起始形態に着目した解剖体の肉眼的観察を行った．
【方法】ホルマリン固定された日本人標本39体39上肢を用いた．ECRBおよびEDCの深部起始腱を
肉眼的に観察した．また，EDCを遠位から近位へ各指成分に分離した後，それらの起始形態を観
察した．さらに，上腕骨外側上顆での各腱起始の位置関係を定量化した．
【結果】ECRBは密な腱成分から構成される幅のある長い起始腱を有し，全例で外側上顆の前方
傾斜部より起始した．EDCは中指成分のみが筋線維が混在した短い起始腱により，外側上顆前方
傾斜部のECRB起始腱の近位・外側から隣接して起始した．1例は後方傾斜部まで回り込み起始し
た．中指成分はさらにECRB起始腱の浅層・後方より筋線維で広範に起始した．示指成分は前腕
近位で，腱および筋線維によりECRB起始腱の後方から起始した．一方，環指と小指成分は固有
小指伸筋と尺側手根伸筋が形成する腱隔壁より起始し，ECRB起始腱と直接的な線維結合を認め
なかった．
【結論】EDC示指および中指成分がECRB起始腱から起始したことより，上腕骨外側上顆炎に対す
る示指および中指と手関節伸筋群の同時ストレッチング運動は，EDC示指と中指成分を介して
ECRB起始腱に大きな牽引をもたらす可能性が示唆された．
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腕神経叢損傷に対する上肢単関節HALを用いたリハビリテーション
の試み

○久保田 茂希1,2, 原 友紀2, 久保 匡史3, 清水 如代3

山崎 正志2

1筑波大学　医学医療系　整形外科　運動器再生医療学講座

2筑波大学　医学医療系　整形外科, 3筑波大学附属病院　リハビリテーション部

【目的】本研究の目的は,外傷性腕神経叢損傷において,神経移行術,神経移植術が施行された2
例に対して,上肢単関節HAL（Upper Single-joint Hybrid Assistive Limb)を用いた新たなバイ
オフィードバック訓練を実施し,訓練に対する実行可能性を検討することである.【方法】上肢
単関節HALは,上腕皮膚表面の筋活動電位を検知し,肘関節外側に設置されたアクチュエータを制
御・作動することで,肘関節屈曲・伸展動作を補助可能な装着型動作支援ロボットである.症例
1は,左腕神経叢損傷上位型麻痺を呈し,肋間神経移行術が施行され,13カ月が経過した35歳女性
である. 症例2は,左腕神経叢損傷上位型麻痺を呈し,神経移植術が施行され,3年2カ月が経過し
た21歳男性である.両例ともに通常のリハビリテーション併用下に,上肢単関節HALを用いたバイ
オフィードバック訓練を,外来通院により,週1回,合計10回実施した.上肢単関節HALを用いた訓
練介入前後で,肘屈曲筋力を主とした上肢機能を比較し,また,訓練毎の経時的な上肢機能状況を
調査した.【結果】両例ともに,重篤な有害事象なく,全10回の上肢単関節HALを用いたバイオフ
ィードバック訓練を完遂した.【結論】神経移行術,神経移植術が施行された外傷性腕神経叢損
傷2例に対して,上肢単関節HALを用いたバイオフィードバック訓練を重篤な有害事象なく安全に
実施すること可能であった.腕神経叢損傷上位型麻痺に対して,上肢単関節HALを用いたバイオフ
ィードバック訓練は,有効な訓練ツールとなる可能性が示唆された.
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静脈還流用循環補助システムは上肢術後の腫張・浮腫の軽減には有
用で無い

○磯部 文洋, 山崎 宏, 宮岡 俊輔, 篠根 理孝
伊坪 敏郎

相澤病院　整形外科

【背景】静脈還流用循環補助システムは、特殊なチャンバーに手を入れ、適度に圧迫すること
で静脈還流を促進する機器である。本機器は主にリハビリテーションで用いられており、上肢
の手術後における腫張・浮腫の予防効果は不明である。
【目的】上肢の術後における腫張・浮腫の予防に関して、静脈還流用循環補助システムの有用
性を明らかにする。
【研究デザイン】前向き無作為振り分け試験。
【対象】橈骨遠位端骨折に対して掌側プレート手術を行った72例。
【方法】術後管理を、患肢挙上群(36例)と、静脈還流用循環補助システム群(36例)に振り分け
た。患肢挙上群は術後に手を挙上し、浮腫を予防した。退院後は2～3時間に一回、指の運動を
行った。静脈還流用循環補助システム群は術後にSIGMAX社・Hand Incubatorを用いて浮腫を予
防した。退院後3週間は機器を貸し出し、2～3時間に一回、機器による圧迫と指の運動を行っ
た。
【評価】術直後・翌日・術後1・3・6・12週に、手および指の周囲径・痛み(Visual analog
scale )・握力・指および手関節の自動可動域・上肢機能評価(DASH: Disabilities of the
Arm, Shoulder and Hand・PRWE: Patient-Rated Wrist Evaluation)を比較した。
【結果】いずれの時期においても、各評価に関して2群間で有意差を認めなかった。
【考察】静脈還流用循環補助システムは挙上が必要なく簡便な術後管理方法であったが、上肢
の術後管理における有用性は見いだせなかった。
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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

○石川 貴史, 大茂 壽久

社会医療法人　共愛会　戸畑共立病院　リハビリテーション科

【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し、早期機能改善・早期退院を図っている。手術を行った方の多くは
術後5日以内に退院しているが、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50症例（平均年齢70±15歳）を対象にQuick-DASH(以下、Q-DASH)とSF-36を評価し、Q-DASH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とSF-36の結果から術後1週のQ-DASH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、術前より介入していくことや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、早い段階でのADLやIADL
の向上や早期の家庭復帰につながっていくのではないかと考える。
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手指機能障害における簡易上肢機能検査(STEF)とPurdue Pegboard
Testの関連性の検討

○小川 圭太1, 河村 太介3, 稲垣 侑士1, 生駒 一憲2

岩崎 倫政3

1北海道大学病院　リハビリテーション部, 2北海道大学病院　リハビリテーション科

3北海道大学　医学部　整形外科

【はじめに】Purdue Pegboard Test(以下PPT)は本邦及び国外のハンドセラピィ領域で手指機能
評価として用いられる検査である。一方、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広く普及する上肢機能評価である
が、ハンドセラピィ領域の手指機能評価としてSTEFを用いた報告は少ない。本研究では罹患部
位別のSTEFとPPT成績との関連性ついて検討した。【対象】平成24年9月から平成27年9月に当院
整形外科に入院した患者の内、術前にSTEFとPPTを施行した53例(男性23例、女性30例、平均年
齢53.9±20.0歳、変形・拘縮・関節炎28例、筋・腱・靭帯損傷15例、神経損傷6例、骨折4例)を
対象とした。【方法】罹患部位について母示中指群19例、環小指群15例、手関節群19例の3群に
分類し、STEF得点とPPT得点との相関をPearsonの積率相関係数を用い検討した。また年
齢、STEF得点とPPT得点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】　各群のSTEF平均は母示中指群83.3±22.1、環小指群93.5±7.6、手関節群96.2±
6.1、PPT平均は母示中指群11.1±3.9、環小指群12.7±4.0、手関節群15.4±2.3であった。母示
中指群と環小指群でSTEFとPPTに概ね強い相関を認め(r＝0.615～0.847，ｐ＜0.01or0.05)、手
関節群では中程度の相関を認めた((ｒ＝0.459，ｐ＜0.05)。多重比較では年齢に有意差を認め
ずSTEF、PPTで手関節群と比較して母示中指群で有意に低い値となった(ｐ＜0.01)。【考察】　
国外のハンドセラピィ領域で手指機能評価として用いられるPPTと、本邦のリハビリテーション
場面で広く普及するSTEFが母示中指群・環小指群において強い相関を認め、STEFのハンドセラ
ピィ領域における手指機能評価としての有用性が示唆された。
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鼻鏡を用いた手根管開放術

○沢辺 一馬1, 白井 久也2, 野田 和王1

1美杉会　男山病院　整形外科, 2美杉会　佐藤病院　整形外科

はじめに手根管開放術には主に直視下、鏡視下手術が挙げられるが、いずれの手術も小皮切で
行うことが重要視されている。小皮切で行う場合には、安全に手術が行われることが必須であ
り、そのためには小皮切であっても手術中に視野が確保されることが重要である。1995年に
Abouzahrはcadaverに対し手根靭帯より表層の皮下を鼻鏡で拡張して手根管開放術の可能性を報
告し、2010年にSeverらは鼻鏡を用いて2 portalの手根管開放術を報告している。われわれ
は、2013年より20例に対し鼻鏡を用いて1 portalの手根管開放術を行っており、良好な結果を
得ているので手術手技を中心に報告する。手術手技手根管やや遠位に約2cmの皮切を行い、手根
靭帯浅層をペンフィールドで剥離し、手根靭帯を挟むように中鼻鏡の刃をそれぞれ手根靭帯の
浅層深層に挿入する。このとき、鼻鏡の深部の刃は正中神経の表層を沿うように位置すること
になる。そして、鼻鏡の刃の凹面を鼻甲介剪刃沿わすように遠位にすすめ手根靭帯を切開開放
していく。開放したのちは、鼻鏡で内腔を拡張し、関節鏡で正中神経の状態を確認し手術を終
了する。手術手技の詳細は発表で報告する。結果全例、神経損傷は認めなかった。手根靭帯の
切り残しは確認されなかった。その他、感染、出血など、諸問題は認めなかった。本法の手術
時間は平均15.7分で、当院で行われた従来法が22.6分であったのと比べ優位に短かった。本法
は、高価な特殊な器材を用いず、安全で簡便に行える方法であり、手根管開放術の選択肢の一
つに挙げられると考えられた。
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尺骨鉤状突起骨折に対するZip Tightデバイスを用いた内固定法

○河原 三四郎, 宇佐美 聡, 山田 哲生

高月整形外科病院

肘関節の安定性に非常に重要である尺骨鉤状突起の骨折はterrible triadなどの一部として見
られることが多く、そのマネージメントは術後成績を左右する要因の一つとなる。内固定の方
法は、骨折部位や骨片の大きさに応じて、buttress plate、スクリュー、K-wire、suture
lasso法などが用いられる。骨片が小さく粉砕を伴う場合はプレートやスクリューによる内固定
が困難であることが多い。これらの骨折パターンはO’Driscoll Type IIのsubtype 1や2に多く
見られるが、今回その内固定にZip Tight デバイスを用いて良好な短期成績を得たので報告す
る。
【代表症例】21歳男性。左手をついて転倒。単純レントゲンで肘関節後方脱臼および尺骨鉤状
突起骨折を認めた。全身麻酔下で、イメージ下に著明な内側および外側の不安定性を認めた。
手術は外側アプローチより外側側副靭帯をsuture anchorにより修復。内側の創からHotchkiss
Over-the-Topアプローチより鉤状突起骨片を展開した。Zip Tightデバイスを前方から後方の尺
骨近位骨幹端部に向けて通し、ボタン部分が鉤状突起骨片を押さえつけるように保持しなが
ら、イメージ下にデバイスにテンションをかけて設置を完了した。術後は1週間の外固定
後、braceを用いて可動域訓練を開始した。術後3か月の時点で可動域の回復は良好で、骨癒合
も得られている。デバイスの緩みなどもない。
【考察】Zip Tightデバイスは元来肩鎖関節や脛腓靭帯損傷に対して用いられるが、尺骨鉤状突
起の小骨片に対しても簡便に用いることができ、また良好な固定性を維持できると考えられ
た。欠点としては、ボタンの大きさが小さいこと、また尺骨骨幹端部でのhardware irritation
が起きうることである。これらの短所を改善することができれば、新しい固定法の一つになり
うると考えられた。
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soft anchorを用いた靭帯再建法の一工夫

○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】手指や肘の靭帯再建を行う際、移植腱を骨孔内に埋没し固定する方法として、当科で
は従来interference screwによる固定を行っていたが、皮質骨を介在させる手技の難しさや固
定 力 不 足 な ど の 印 象 が あ っ た 。 し た が っ て 現 在 は 、 骨 孔 内 に s o f t
anchor（JuggerKnot：BIOMET）を留置し、移植腱を骨孔内に縫着する方法を行っている。これ
により比較的簡易に強固な固定を行うことが可能となったので、症例を交えて報告する。
【手術方法】ドリルで骨幅の中程まで骨孔を作成し、soft anchorのガイドドリルを骨孔内から
対側皮質骨外まで刺入する。対側皮質骨の表面にsoft anchorを留置し、縫合糸を移植腱の一端
にかけ、骨孔内に挿入する。sliding knotを作成し、knot pusherを用いて骨孔内に移植腱を十
分に押し込んで縫着する。もう一端はpull outし十分な緊張を加えた状態で、soft anchorによ
り骨表面に縫着する。
【症例】平成25～27年で母指CM関節症19例、肘MCL損傷3例に対し、上記方法にて靭帯再建を行
った。
【結果】術後は全例再建靭帯の緩みなく経過した。CM症例ではADL、可動域とも術後改善を認め
た。肘MCL症例では術後の不安定性なく、可動域は術前レベルまで改善した。
【考察】本法は、knot pusherを用いてsliding knotを骨孔内へ押し込むことで、狭く深い視野
でも新たな皮切を加えることなく、比較的容易に移植腱を骨孔内に縫着できた。また、強い固
定力が得られるため、十分な緊張をかけた状態での再建が可能であった。以上よりsoft anchor
を用いた骨内埋没固定による靭帯再建は有用な方法であると考えた。
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局所麻酔下での手指腱移行術の有用性

○高田 逸朗, 河本 豊広, 長谷川 健二郎, 長谷川 徹

川崎医科大学付属病院　整形外科

近年、局所麻酔下における腱移行術の有用性が報告されている。術中の自動運動が可能とな
り、腱を適切な緊張で縫合、移行することができる長所がある。その一方で術中の疼痛やタニ
ケットを長時間使えないことでの術中出血量増加と術野の視界不良といった短所が不安視され
る。2013年4月から2015年10月までに当科で行った局所麻酔下による腱移行術は8人8指、男性
4例、女性3例であった。手術時年齢は18～85歳（平均61歳）で、症例の内訳は手根管症候群に
よる対立不全に対して行ったCamitz法が2例、長母指伸筋腱断裂に対して行った固有示指伸筋腱
移行術が2例、外傷性ボタンホールに対して行った側索移行術が3例であった。麻酔方法はいず
れもエピネフリン入りリドカインを皮切部に行い、ポプスカインによる手根管ブロックまたは
橈骨神経浅枝ブロックを併用した。いずれも皮切直後は出血を認めたが、ほどなく視界に支障
のない程度に止血可能であった。Camitz法は手関節皮線から遠位手掌皮線までのジグザグ切開
を用いた。術中術後に手指の血行不全を疑う所見は認めなかった。いずれも術中に患者に自動
対立運動を指示することで適度な腱緊張を決定することができた。外傷性ボタンホール変形に
対しては2例にOhshio法を行い、1例は橈側側索と中央索が欠損しており、残存した橈側終末腱
で尺側側索の中央化を行った。いずれも術中に自動伸展の改善を確認できたにも関わらず、最
終的には癒着により自動可動域を維持できなかった。今後は癒着防止とリハビリに工夫が必要
であるが、力源が十分であることが確認できることは大きな長所と考える。
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エピネフリン入り局所麻酔剤を使用した皮線上皮下１回注入指神経
ブロック

○園畑 素樹1, 長嶺 里美1, 角田 憲治2, 浅見 昭彦3

鶴田 敏幸4

1佐賀大学　医学部　整形外科, 2さかえまち整形外科, 3佐賀中部病院　整形外科

4鶴田整形外科

【はじめに】塩酸リドカイン・エピネフリン注射剤（局麻E）を指の麻酔へ使用することは、壊
死の可能性があるとされており、添付文書上禁忌である。しかし、海外では局麻Eを指神経ブロ
ックの麻酔剤として使用することを推奨した論文もある。局麻Eを皮線上皮下１回注入指神経ブ
ロックに実験的に使用したので報告する。【対象と方法】対象は健常ボランティア9名の両中指
とした。男性7名、女性2名、平均年齢26歳であった。右中指手掌指節皮線中央から1%キシロカ
イン（1%群）、左中指手掌指節皮線中央からエピネフリン添加1%キシロカイン（1%E群）をそれ
ぞれ 3ml、27ゲージ針を用いて注入した。薬剤注入後、薬剤注入部の色調変化、麻酔発現まで
の時間、麻酔効果持続時間、麻酔範囲を調査した。また、パルスオキシメーターを使用して中
指の指尖酸素飽和度（SpO2）を薬剤注入後5時間まで計測した。上記調査結果を両群間で比較し
た。【結果】薬剤刺入部の色調変化は1%群では認めなかったが、1%E群では全例で刺入部周囲が
蒼白となっていた。麻酔効果発現時間は1%群4.0分、1%E群2.8分と1%E群が有意に早かった
（p＜0.05）。麻酔効果持続時間は1%群48.1分、1%E群280.7分と1%E群が有意に長かった
（p＜0.01）。麻酔範囲は、両群ともに背側は中節部以遠、掌側は注入部以遠であったが、1%E
群が若干広い印象であった。SpO2は、薬剤注入後5時間後まで、注入前のレベルのまま推移した
が、注入後20分の計測値のみ1%群が1%E群に比べて有意に低くなっていた（p＜0.01）【考察】
皮線上皮下１回注入指神経ブロックに使用した1%Eは壊死に関連する有害事象を惹起しなかっ
た。比較的安全性は高いと思われるが、今回の結果だけで指神経ブロックに1%Eの使用を勧める
ことはできない。
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人工肘関節再置換術の治療経験

○轉法輪 光, 大浦 圭一郎, 島田 幸造

JCHO　大阪病院整形外科

【目的】人工肘関節の広がりとともに再置換術が必要な症例も増加することが予想される。今
回は当院での治療経験を報告する。
【方法】対象は2011年以降に人工肘関節再置換術をおこなった10例10肘で、男性2例、女性
8例、平均年齢は67.8歳であった。原疾患は関節リウマチ7例、骨折2例、関節結核1例であっ
た。抜去困難な場合には、大きく皮質骨を矩形に開窓を行ってインプラントを抜去し、特に尺
骨側では上腕三頭筋付きで背側皮質骨を拳上し、インプラント設置後にプレート、ワイヤーに
て骨接合を行った。新しいインプラントの固定は骨セメントを用いて行い、骨移植やプレー
ト、ワイヤーでの固定を適宜追加した。感染が考えられた2例では二期的に再置換術を行った。
手術方法と術後短期成績について検討した。
【結果】前回手術から平均8年6か月で再置換術を行い、原因は骨折5例、ゆるみ2例、易脱臼性
1例、感染1例、異物肉芽種1例であった。上腕骨側のみの入れ替えが5例、上腕骨側と尺骨側の
入れ替えが5例であり、上腕骨4例、尺骨4例にて矩形の開窓を要した。上腕三頭筋付き尺骨背側
開窓を行った2例では、開窓部を超えるステムのインプラントを設置し、プレート、ワイヤー固
定にて骨癒合が得られた。術後1年の最終診察時、インプラントの緩みなく、平均可動域は屈曲
124度、伸展-32度となっていた。術中合併症としては、上腕骨穿孔部へのインプラント設置不
良を2例に認め、再設置を行った。術後合併症としては、脱臼の再発1例、浅層の局所感染2例を
認め、感染が原因の1例では再置換術後に深層感染が再燃し、再度二期的な再置換術を要した。
【考察】人工肘関節再置換術は術前計画を十分にたてて臨む必要があり、術中トラブルへの対
処や、bone stockが少ないことに対する手術方法に工夫を要する。
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超音波カラードプラを用いた２０手での背側中手動脈穿通枝の評価

○阿波 康成, 高松 聖仁, 川端 確

淀川キリスト教病院　整形外科

【はじめに】穿通枝を使用した皮弁の応用が知られているが、穿通枝の存在を術前に評価する
方法としてカラードプラであれば侵襲なく行えるため各穿通枝の検索において有用性が報告さ
れている。今回手指、手部背側の軟部組織欠損に対して行う皮弁で使用する背側中手動脈穿通
枝（DMAP）をカラードプラで調査し、分布を検討したので報告する。【方法】健常な成人男性
10手、成人女性10手、合計20手に対してカラードプラ（GEヘルスケア社、Venue40）を用いて、
第2-3、3-4、4-5中手骨間の背側中手動脈60本においてDMAPを検索した。検索は同一検者で行
い、同条件の部屋、プローブはホッケー型高周波プローブ（L8-18i-SC：8̃18MHz）を使用。検
討項目は中手骨遠位端からの距離、数、方向とした。【結果】検索できたDMAPは合計88本で、
男性47本、女性41本、総数において第2-3中手骨間で計37本、3-4間で31本、4-5間で20本であっ
た。また、3-4,4-5間の背側中手動脈欠損が6本認められた。DMAPの方向は背側に向かうものが
全体の72%,橈側が19%,尺側が6%であった。位置は中手骨先端から25mmまでの範囲に61%が存在し
ていた。【考察】術前にDMAPの位置の検索ができれば、術前の皮弁デザイン作成に有用と考え
た。今回の結果では第2-3中手骨間のDMAPが最も多く、第4-5中手骨間ではその約半数であっ
た。しかし、第3-4中手骨間においても第2-3中手骨間の半数以上のDMAPが認められ、第3-4,4-5
間のDMAPを用いての皮弁デザインも可能と考える。カラードプラによる各中手骨間のDMAPの検
索は他の検査より簡便、安全であり有用と考えられる。
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皮弁移植による再建戦略とピットフォールおよび解決策について考
える

○工藤 俊哉1, 原 章2

1順天堂大学浦安病院　整形外科　外傷再建センター

2Department of orthopaedic surgery, Juntendo urayasu Hospital, Chiba, Japan.

【目的】2010年～2015年までに施行した上肢の皮弁移植46皮弁に関して，再建戦略とピットフ
ォールおよび解決策について考察した．
【対象】2010年からの5年間で施行した上肢の皮弁は42例46皮弁．部位ごとにまとめると，上腕
7肢・前腕11肢・手部6肢・指22件であった．遊離皮弁は15皮弁であった．骨付き皮弁は7例であ
った．
【結果】全例で組織生着を得た．皮弁の一部部分壊死を生じた例が存在するが，保存的あるい
は縫縮閉鎖可能なレベルであった．3例で術後皮弁血流不良から緊急再手術を行い，移植組織は
レスキューされた．
【考察】手指では22例中遊離皮弁は3例であったが，前腕部では11例中9例が遊離皮弁であっ
た．手部では遊離皮弁は1例のみで，上腕では，有茎皮弁例のみであった．これは，上腕部は有
茎広背筋皮弁が利用できることによる．使用頻度の高いFlapはReversed turnover Flapであ
り，不定形で充填や被覆に有用であったが，一期的に植皮すると生着しにくく遷延するため2期
的に植皮する必要があった．遊離皮弁では前腕には上腕外側皮弁・LD flap・ALTが適応してい
た．前腕の遊離皮弁例が多いのは，外傷・腫瘍再発などによる広範囲／長大な欠損創であり，
また，同部位は手指の運動機能を担う筋・腱が滑走するため早期の被覆を行う必要からであっ
た．外傷例では，良好なレシピエント血管の確保が難しい場面もあり，A-Vシャントループを作
成した後に，皮弁を端々吻合した．いずれの症例においても皮弁術により単純植皮などではな
し得ない骨再建・機能再建が可能であった．しかしながら，その施行時期と段階的再建のプラ
ンニングがその後の予後を左右した症例もみられた．実症例を含めて提示する．
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内側足底動脈穿通枝皮弁を用いた手指再建

○齋藤 隆文, 播磨 光宣, 古屋 恵美, 成島 三長
光嶋 勲

東京大学　医学部　形成外科　美容外科

【目的】手指の中でもとりわけ手指掌側の欠損においては、足底、あるいは掌側からの皮膚・
皮弁での被覆が望ましい。近年穿通枝皮弁が開発され、主要な血管を犠牲にすることなく、薄
くてしなやかな皮弁を拳上することが可能となっている。今回我々は内側足底動脈穿通枝を用
いた手指の再建術を行い、良好な結果を得たため報告する。【方法】1990年から2000年の間
に、外傷性手指掌側欠損の患者3名(1～37歳)に対して内側足底動脈穿通枝皮弁による再建を行
った。いずれもドナーの血管柄は内側足底動脈穿通枝と皮静脈、レシピエントは動脈を指動脈
あるいはその穿通枝、静脈を皮静脈とした。1例はflow-through型の皮弁として内側足底動脈本
幹を一部つけて拳上した。レシピエントは一時的に閉創できない1例において鼠径より全層植皮
を移植した。【結果】すべての症例で皮弁は完全に生着し、追加手術を要せず有意な合併症も
認めなかった。ドナーサイトにおいても合併症を認めず、軽度の変形・色素沈着を残すのみで
植皮も良好に生着した。【考察】内側足底動脈穿通枝皮弁の利点は、手指掌側皮膚の質感・色
調と類似している、主要血管・足底筋を確実に温存できる、2つのvenous drainage systemを含
めることができる、一期的な皮弁の菲薄化が可能である、flow-through型皮弁としても拳上可
能である、などが挙げられる。穿通枝剖出、血管吻合に高いマイクロサージャリ―の技術が求
められるが、手指掌側の再建に極めて有用な皮弁であると考える。
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dorso-commisural flapを用いた指背側の再建

○安岡 智之, 新井 雪彦, 木村 裕明, 柏 克彦
小林 誠一郎

岩手医科大学　形成外科

【目的】指背側の組織欠損に対する治療として、腱・骨に及ぶ損傷や関節にかかる欠損に対し
ては植皮での閉鎖は移植床の状態や術後の瘢痕拘縮が問題となる。そのため皮弁を用いた閉鎖
を選択する場合が多く、加えて術後の可動域や皮膚の伸展性を考慮し、薄くしなやかな皮膚を
用いて閉鎖を行うことが望まれる。今回、指背側末節部までに至る組織欠損に対してdorso-
commisural flapを用いた症例を経験した。若干の文献的考察を含めて報告する。【症例】症例
は３例。外傷により指背側の中節部から末節部の範囲での組織欠損を認めた。背側中手骨骨間
に皮弁をデザインし、PIP関節近傍で掌側指動脈と背側指動脈との交通枝をpivot pointとした
dorso-commisural flap を挙上し閉鎖を行った。術後、皮弁に鬱血傾向を呈する症例も認めた
が、いずれの症例も皮弁は生着した。【考察】指背部の組織欠損に対しては、術後の瘢痕拘縮
の予防の点から、皮膚移植よりも皮弁を用いた方法が、術後の可動域改善の面からも推奨され
ると考える。指背部に用いる皮弁として局所皮弁、区域皮弁、遠隔皮弁等の様々な方法が考え
られるが、末節部まで至る広範囲の組織欠損の場合、局所皮弁では閉鎖に足る大きさの皮弁を
挙上し難く、上肢以外からの遠隔皮弁では術後の肢位の安静や皮弁切離を要するといった問題
点があげられる。今回の症例では、末節部まで移動距離に無理のない長い茎を有する皮弁が必
要であったためdorso-commisural flapでの閉鎖を行った。本法は皮膚茎がvalkyとなること、
逆行性皮弁のため静脈還流に若干の不安が生じるといった問題点もあるが、挙上が容易であ
り、長い茎を有し、比較的薄くしなやかな皮弁を採取できることより、指背部の欠損に対して
有用であると思われた。
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1-Po1-39

指尖部損傷に対するDigital artery perforator (DAP) flapの臨床成績

○田中 祥貴, 五谷 寛之, 浜田 佳孝, 佐々木 康介
宮下 昌大

大阪掖済会病院　手外科・外傷マイクロサージャリーセンター

【緒言】指尖部損傷の皮膚軟部組織欠損の再建法としてDigital artery perforator (DAP)
flapは有用な方法であるとする報告が散見される。今回我々が経験したDigital artery
perforator (DAP) flapの臨床成績について報告する。【対象と方法】2012年6月から2015年7月
までに当科で筆頭演者が執刀した8例8指について検討した。男性7例、女性１例で平均年齢は42
歳（23-70歳）であった。皮弁のサイズは2×１cmから3×1.5cmであった。皮弁採取部へは１例
は肘掌側から7例は母指球より採取した全層皮膚を植皮した。術後follow-up期間は平均10ヵ月
（3-24ヵ月）であった。【結果】皮弁穿通枝はDIP関節近位まで損傷していた１例を除き全例
DIP関節レベルで確認できた。皮弁は全例で合併症なく完全に生着した。PIP, MP関節に可動域
制限を生じた症例はなかった。皮弁採取部の症状を訴えた症例は認めなかったが2例は指尖部に
しびれが残存し、うち１例は受傷時より認めた知覚過敏のため強いpinch動作ができなかった。
その他の症例は問題なく受傷前の仕事に復帰できた。【考察】本症例ではDAP flapはDIP関節近
位まで損傷のあった1例を除き全例で穿通枝をDIＰ関節レベルで確認でき、術後特に合併症なく
生着したこと、また皮弁採取部に症状が残存したり、PIP/MP関節に可動域制限を生じた症例を
認めなかったことから、指尖部から背側に及ぶ軟部組織欠損の再建法として安全で有用な方法
と考える
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指尖損傷後の爪変形に対する超弾性ワイヤーを用いた治療

○塩之谷 香1, 高橋 明子2, 中村 蓼吾2

1塩之谷整形外科　, 2中日病院手の外科センター

【はじめに】指尖部の損傷に伴い、同時または続発性に爪変形を起こすことは少なくない。今
回指尖損傷後の爪変形に超弾性ワイヤー（マチワイヤ、以下ワイヤー）を用いた21症例のうち
代表的な例をを提示する。【症例】症例1.31才男性。印刷機に左示指を挟んで末節骨骨折を受
傷。骨折治癒後も爪の変形が残存。指尖の皮膚肥厚のため爪が伸びられず、肥厚混濁して醜状
を呈し、疼痛を生じていた。変形爪に対してワイヤーを使用し、指尖の皮膚に対してテーピン
グを行ったところ徐々に形態は改善し、6ヶ月後にほぼ正常な形態となり治療を終了した。症例
2.46才男性。製麺機に左環指を挟んで末節骨骨折を受傷。骨折治癒後も指尖の痛みが続き受
診。爪は曲率を増し、食い込んで疼痛を起こしていた。ワイヤーを用いて曲率を減じたところ
使用できるようになり、一旦ワイヤーを抜去した。しかしワイヤーが入っていないと不安を訴
えたため再度挿入し、本人の自信がついた初診後7ヶ月で治療を終了した。【考察】指尖損傷に
伴い爪が剥がれた場合、生えてくる爪が指の先端まで伸びられず変形を起こすことがある。た
とえ爪床に損傷がなくても、指尖に疼痛がある場合は日常生活でうまく使用することができな
いため爪甲に力が伝わらず、曲率を増す手指の「巻き爪」を生じる。すると疼痛が悪化し、指
を使うことができなくなるという悪循環を生じる。指尖損傷後の爪の曲率の増加や変形、皮膚
への食い込みは現状では放置されていることが多く、患者の苦痛は長引くことが多い。手指の
爪は他人の目にも触れる機会が多く、早期に適切な治療を行うことが必要である。【まとめ】
ワイヤーを使用した症例ではほぼ全例爪の形態は改善しており、手指外傷後爪変形に対して有
用な方法であると考える。
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小児弾発母指に対する鏡視下腱鞘切開手術

○山本 浩司, 岡本 道雄, 難波 二郎

市立豊中病院　整形外科

【目的】小児弾発母指に対しては装具療法が適応されることが多いが、保存的治療に抵抗する
場合は腱鞘切開手術が施行される。今回小児弾発母指に対して鏡視下腱鞘切開術を施行し、良
好な成績を得たので報告する。【対象および方法】2010年9月から2014年10月までに3例の小児
弾発母指に対して鏡視下腱鞘切開手術を行った。内訳は3歳9ヶ月と1歳6ヶ月の女児、2歳7ヶ月
の男児であった。3例とも手術前に母指伸展装具装着と家人による他動運動訓練を保存的療法と
して3ヶ月以上施行したが、奏効しなかった症例である。手術は全身麻酔下に母指基節部と母指
球部に約3mmの小皮切を行い、Smith & Nephew社製の鏡視下腱鞘切開キットを用いて関節鏡視下
にA1 pulleyを切離した。腱鞘切開後に母指IP関節の他動伸展が可能になったことを確認した。
また皮膚切開創は縫合の必要がなく、手術を終了した。【結果】全例手術後に母指IP関節の自
他動伸展が可能になった。3例とも1年以上経過観察して再発はない。手術創は整容的にも目立
たず、また指神経損傷や屈筋腱損傷などの合併症もなかった。【考察】小児弾発母指の治療に
ついては保存的治療と手術治療の適応、また手術を行うならばその時期に関して一定の見解は
得られていない。保存的治療が無効の症例に手術を適応するという方針が一般的であろう。鏡
視下腱鞘切開術は成人の弾発指に対しては行われている手術法であるが、小児弾発母指に対し
て同法を適応したという報告はこれまでにない。今回通常は成人に使用しているものと同一の
鏡視下腱鞘切開キットを1歳6ヶ月から3歳9ヶ月の小児に使用したが、問題なく手術を行うこと
ができた。手術創の治癒が早く、抜糸の必要がないことは小児にとっては特に有用であっ
た。【結論】鏡視下腱鞘切開術は小児弾発母指に対しても有用な方法である。
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ばね指に対するストレッチの効果：ストレッチ、ステロイド注射お
よびその併用の無作為前向き研究

○岩倉 菜穂子1, 寺山 恭史2, 矢吹 明子3, 高築 義仁1

加藤 義治1

1東京女子医科大学整形外科学教室, 2蓮田病院整形外科

3東京女子医科大学東医療センター整形外科

【目的】ばね指に対するストレッチである『とくなが法』は経験的に有用であり、我々は第55
回本学会において保存療法への反応が不良とされている糖尿病患者に対しても有効であること
を報告した。今回、ストレッチの効果を明らかにする目的でcontrolled clinical trialを行っ
たので報告する。
【方法】一人の手外科医が診察して臨床所見よりばね指と診断し、かつばね指に関しては初め
ての来院であった53例（男性18例、女性35例）平均年齢60.3歳をストレッチ群、注射群、スト
レッチ＋注射群の3群に無作為に割り付けた。注射は1%キシロカイン1ml＋ケナコルト4mgを患指
腱鞘内に掌側より注入し、ストレッチはリハビリ室にて一人の作業療法士が指導し、定期的に
経過を観察した。治療開始し、経過中に注射を行ったものおよび手術となったものを再発と定
義し、カプランマイヤー曲線を用いて生存率を3群間で比較した。
【結果】ストレッチ群が19例、注射群16例、ストレッチ＋注射群18例であった。3群間で年齢、
男女比に有意差はなかった。糖尿病の有病率は注射群において有意に高かった。半年までの累
積生存率において、3群間に統計学的な有意差は認めなかった。
【考察】我々は注射に加えてストレッチを行うことで再発率を低下させる事ができると考えて
いたが、今回の研究ではストレッチの有効性は明らかにはならなかった。また、一般的に言わ
れている生存率よりも注射群の生存率が低く、ストレッチ群と比べても統計学的な有意差を認
めなかったが、これは糖尿病の有病率が注射群において多かったことも理由の一つであろう。
また全体の症例数が少なく経過を追えていない症例が少なからずあることも本研究の限界と考
えられた。
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糖尿病を合併したばね指の手術成績

○井上 貞宏

井上整形外科

【目的】糖尿病（DM）はばね指の発生や治療上の問題点の一つとされている。今回、DMを合併
したばね指の手術成績と問題点を検討した。【対象および方法】過去11年間に手術を行なった
DMを合併したばね指27例45指を対象とした。男性8例13指、女性19例32指、平均年齢61歳であっ
た。DMの詳細は不明であった。術前にトリアムシノロン（TA）腱鞘内注射を行わずに手術を行
なったのが10指、術前に平均3.2回の腱鞘内注射を行っても再発して手術になったものが35指で
あった。手術は患者の希望により行った。成績評価は術後平均2.6か月で行い、疼痛や腫脹、可
動域制限などの愁訴残存例には腱鞘内注射を追加した。最終成績は術後平均6.2か月で評価し
た。【結果】全例でばね現象は消失した。短期成績での愁訴残存は27指（60%）であり、腱鞘内
注射を追加して最終成績での愁訴残存は9指（20%）と有意に改善した。最終的な愁訴残存は可
動域制限が8指、ばね指再発が1指であった。指別では示指、中指、環指では母指や小指に比べ
て愁訴残存例が多かった。また、術前から可動域制限や拘縮のある重症例では愁訴残存例が多
かった。更に、多数回の注射を行っても再発を繰り返して手術になったものは愁訴残存例が多
かった。【考察およびまとめ】DMを合併したばね指は保存療法や手術の成績が不良なものが多
いとされている。演者はDMを合併しないばね指の手術成績を報告したが（日手会誌、32）、今
回の結果と比較すると、DM合併例では術後の腱鞘内注射の効果はあるものの、最終成績では劣
っていた。過去の報告の如く、DM合併例では腱鞘炎の難治化が生じていると考えられ、DM合併
例では術後の注意と問題例への対処が必要である。愁訴残存例には腱鞘内注射が有効である
が、PIP関節拘縮残存例には関節内注射が考慮されるべきと考えられた。
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ばね指腱鞘切開術中tenosynovitisに影響をおよぼす要因は何か

○安藤 佳幸1, 安田 匡孝2, 曽我部 祐輔1

1白庭病院　整形外科, 2馬場記念病院　整形外科

【はじめに】ばね指に対する腱鞘切開術中に，屈筋腱に高度なtenosynovitisを認める症例に遭
遇することがある．我々は昨年の本学会にて，術中tenosynovitis程度と術前ばね症状とに負の
相関を認めることを報告した．一方，手根管開放術（CTR）に続発するばね指の報告も散見さ
れ，屈筋腱tenosynovitisの観点からも論じられている．
【目的】我々は術前ばね症状に加えて，術中tenosynovitis程度に影響を与えうる複数の要因を
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161例196指中，133例
（男47，女86）168指（母指55，示指22，中指56，環指31，小指4）を対象とした．平均年齢
66.3歳．方法は術中tenosynovitisを4段階（1；なし，2；FDSかFDPのどちらか一方の局
所，3；FDSとFDPの双方の局所，4；広範囲）に分類し，CTR続発症，手根管症候群（CTS）合
併，罹患指数，ステロイド注射回数，糖尿病合併，術前ばね症状（5段階）それぞれとの関連を
調査し，統計学的に解析した．
【結果】術中tenosynovitis程度は1；79指，2；61指，3；21指，4；7指であった．スピアマン
の検定もしくは分散分析にて術中tenosynovitisと有意に負の相関を認めたのは罹患指数と術前
ばね症状であった．さらに多重比較検定にて術中tenosynovitisに関与していたのは術前ばね症
状のみであった．
【考察】CTR続発症ばね指患者に術中tenosynovitisを高度に認めることはなかった．また，抗
炎症作用を有するステロイド注射回数も術中tenosynovitis程度に関与していなかった．術前ば
ね症状軽度から中等度の症例にtenosynovitisを強く認めた．
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手指に生じた痛風性屈筋腱腱鞘炎の3例

○舩橋 伸司1, 山田 邦雄1, 室 秀紀1, 五十棲 秀幸1

岡本 秀貴2

1小牧市民病院　整形外科, 2名古屋市立大学　整形外科

【はじめに】手指に生じる痛風の関節外病変は皮下の痛風結節として見られることが多い。し
かし、結晶の沈着部位により様々な症状を呈し得るため時に診断が困難な例がある。今回、我
々は痛風結晶の沈着によって生じたと考えられる屈筋腱腱鞘炎に対し手術加療を行った3症例を
経験したため報告する。【症例１】53歳男性。右環指の腫脹、疼痛が出現し当科紹介。環指屈
筋腱に沿って強い炎症所見を認めたため、化膿性腱鞘炎を疑い同日手術加療を施行した。術
中、屈筋腱周囲に白色泥状の沈着物を認め病理検査にて痛風の診断となった。【症例２】47歳
男性。右母指の腫脹、疼痛が出現し当科紹介。初診時、右母指屈筋腱に沿って手関節部にまで
至る強い炎症所見が見られたため、化膿性腱鞘炎を疑い手術加療を施行した。術中、屈筋腱に
沿って白色泥状の沈着物を認め病理検査にて痛風の診断となった。【症例3】62歳男性。1年ほ
ど前からの左小指の屈曲障害を主訴に紹介。初診時、手指に炎症所見はなく、腫脹も見られな
かったがDIP関節の自動屈曲が制限されていた。MRIにて小指中節部屈筋腱下に腫瘤を認めたた
め手術を施行した。病理検査にて痛風の診断となった。【考察】手指屈筋腱に生じる痛風性腱
鞘炎は比較的稀な疾患であり症状が非特異的である。屈筋腱に沈着した痛風結晶は、急性の炎
症を引き起こし化膿性腱鞘炎との鑑別を必要とする症状を呈することがある。一方、屈筋腱に
沈着した痛風結晶が炎症を引き起こすことなく腫瘤を形成して腱の滑走障害を引き起こし、腫
瘍性病変との鑑別を要する症例もある。いずれの病態においても確定診断のためには病理検査
が必要であり、手術加療が選択される。手指屈筋腱に生じた急性炎症や腫瘍性病変の鑑別診断
として、痛風性腱鞘炎も念頭におく必要がある。
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オンコセルカ症によって生じた指屈筋腱鞘滑膜炎の1例

○小川 興, 石河 利広, 三宅 良平, 石川 浩三

大津赤十字病院　形成外科

【はじめに】オンコセルカ症はブユによって媒介される糸状虫感染症の一つである。中でも、
ヒトを宿主とするOnchocerca volvulus感染症は熱帯アフリカ、中南米で流行し、失明病として
恐れられている。わが国にはイノシシやカモシカを固有宿主とするオンコセルカが生息してお
り、希に人体に感染して皮下結節などの症状を生じる。今回、我々はイノシシオンコセルカ
Onchocerca dewittei japonicaが原因と考えられる指屈筋腱鞘滑膜炎の治療経験を得たので報
告する。【症例】11歳男性、既往症なし、近畿地方在住、渡航歴なし。左小指から手掌にかけ
ての腫脹を主訴に前医を受診し、抗菌薬、副腎皮質ステロイドを投与されたがともに奏功せ
ず、発症後6週間で当科に紹介された。MRIでは小指屈筋腱周囲の液体貯留を認めた。小指基節
部から手掌、前腕遠位にかけて屈筋腱に沿った腫脹、軽度圧痛および運動時痛を認めたが発赤
は認めなかった。発症後8週間で腱滑膜切除術を行った。小指中節部から前腕にかけて小指屈筋
腱および腱鞘周囲の滑膜が著明に増生しており、これを可及的に切除した。A2およびA4プーリ
ーは温存した。切除された滑膜の病理標本より径200μmの虫体が検出され、形態的な特徴から
Onchocerca dewittei japonicaメス虫と考えられた。術後3週間で腫脹は消失し可動域制限を認
めない。【考察】軟部組織に結節を作る糸状虫感染症としてはイヌフィラリアが多く報告され
ているが、本症例と同様に屈筋腱鞘滑膜炎を生じた報告例については渉猟し得た限りでは1例の
みであった。人獣共通オンコセルカ症は非常に希でありこれまでに国内に10例、世界で32例が
報告されたのみである。
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de Quervain病における伸筋腱第１区画の隔壁　　―超音波診断装置
による検討―

○今村 宏太郎, 堀 泰輔

いまむら整形外科医院

【はじめに】de Quervain病は伸筋腱第１区画における腱鞘炎であるが、その第１区画内に隔壁
が存在することはよく知られている。当院で手術を行った59例59手のうち、術中直視下に隔壁
を認めたものは44例44手（74.6％）であった。また、他医で初回手術を受けたが症状が改善し
なかったために再手術を行った3例全例に隔壁の切り残しがみられた。そこで、隔壁の存在する
割合を知るために超音波診断装置を用いて調査したので報告する。【対象および方法】2014年2
月より2015年9月に、他疾患にて来院したもの（コントロール群）728例1456手（男258例
516手、女470例940手）、年齢10～98歳（平均57.7歳）と保存的に治療したde Quervain病（保
存群）89例98手（男20例20手、女69例78手）、年齢22～86歳（平均48.7歳）を対象とした。な
お、保存群の罹患側は両側9例18手、右51例51手、左29例29手であった。隔壁の有無は、超音波
診断装置（日立アロカ　Noblus®）を用いて皆川の方法に準じて調査した。【結果および考
察】隔壁が存在したものの割合は、コントロール群1456手中304手（20.9％）、男516手中113手
（21.9％）女940手中191手（20.3％）であり、保存群については98手中51手（52.0％）、男20
手中13手（65.0％）女78手中38手（48.7％）であった。また、保存群で症状のない側の隔壁の
頻度は、80手中34手（42.5％）、男20手中8手（40.0％）、女60手中26手（43.3％）であった。
上述のように、隔壁の割合がコントロール群20.9％、保存群52.0％、手術群74.6％と増加して
いることより、隔壁はde Quervain病発症の危険因子の一つと考えられた。また、de Quervain
病で受診された際に超音波検査によって隔壁の有無を確認することは予後予測の一助となりう
ると考えられた。
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母指CM関節症における長橈側手根伸筋半裁腱を用いた関節形成術

○高木 岳彦, 柳澤 聖, 横山 美由希, 小林 由香
渡辺 雅彦

東海大学　医学部　外科学系　整形外科学

【はじめに】母指CM関節症に対する関節形成術については術後の緩みによる吊り上げ効果の減
少を防ぐため様々な工夫が報告されている。われわれは長橈側手根伸筋(ECRL)半裁腱を用いた
再建方法を考案し、従来の橈側手根屈筋(FCR)半裁腱を用いたものと比較検討したので報告す
る。
【対象および方法】母指CM関節症11例(男性4例、女性7例、Eaton stageIII6例、IV5例、手術時
平均年齢67.8歳)のうち、大菱形骨切除後、FCR半裁腱を第1中手骨基部に作成した骨孔に通し、
緊張の維持と第1中手骨の落ち込みを防ぐため掌側の残存FCR腱に数回回して空隙に引き寄せつ
つ固定する方法を6例(FCR群)に施行し、FCR半裁腱の代わりにECRL半裁腱を用いる方法を5例
(ECRL群)に施行した。CM関節の外転、MP関節の過伸展を評価するため円錐形発泡スチロールを
把持させて単純X線写真を撮影し測定した第1第2中手骨角(M1M2)、母指基節骨第1中手骨角
(P1M1)、また握力、ピンチ力、DASH scoreの術後1年まで経時変化を測定し両群の比較を行っ
た。
【結果】M1M2、P1M1は各々術前FCR群49.0°、-14.0°、ECRL群49.9°、-16.6°、術後1年FCR群
51.1°、-13.6°、ECRL群59.0°、-5.3°とECRL群に有意な改善を示したが、両群とも術後3ヵ
月をピークに減少傾向にあった。握力、ピンチ力、DASH scoreともに術後3ヵ月より術後1年ま
で改善傾向にあった。
【考察】術後の過伸展変形の進行は従来のFCR半裁腱を用いる方法より低く抑えられた。ECRL腱
はFCR腱に比べ太くまた背側からも緊張がかけられるためより第1中手骨の安定性が得られたも
のと思われる。本術式は母指CM関節症に有用な関節形成術と考えるが、臨床評価は良好なもの
のなおも経時的に過伸展変形が進行しているため、大菱形骨周囲の関節症変化のみられる進行
例など慎重に適応を判断して施行すべきである。
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母指CM関節症における中手骨側関節面のvolar tiltとMP関節過伸展変
形との関連性

○塩出 亮哉, 片岡 利行, 栗山 幸治, 上杉 彩子
濱田 雅之

星ヶ丘医療センター　整形外科

【目的】母指CM関節症においてMP関節が過伸展変形している症例をしばしば認める。しかし、
過伸展変形を認めない例との違いは明らかではない。そこで今回我々は母指CM関節症患者の中
手骨側関節面のvolar tiltとMP関節過伸展変形との関連性について検討した。【方法】2014年1
月より2015年10月の期間、当院において単純X線でEaton分類（1973年）stage 2以上の母指CM関
節症を認めた26例33手（男性5例、女性21例）、平均年齢65.9（49-82）歳を対象とした。Eaton
分類でstage 2が6手、stage 3が9手、stage 4が18手であった。母指CM関節の単純X線側面像で
中手骨側関節面の傾き（volar tilt）と中手骨骨軸と基節骨骨軸とがなす角（MP関節伸展角）
をそれぞれ測定した。Volar tiltとMP関節伸展角の関連性について無相関検定を用いて検討し
た。また病期の影響を排除するため、Stage 4の症例に限定してMP関節の伸展角が20度以上の群
（過伸展群）（男性1例、女性5例、平均年齢66.8歳）と20度未満の群（非過伸展群）（男性
2例、女性7例、平均年齢69.1歳）に分け、各群間でvolar  tiltを比較検討した（t検
定）。【結果】MP関節伸展角とvolar  tiltには有意な正の相関を認めた
（r=0.499、p＜0.05）。Stage 4の症例において、volar tiltは過伸展群で平均26.4±9.9度、
非過伸展群で平均15.8±3.1度であり、過伸展群では非過伸展群に比べてvolar tiltが有意に高
値であった（p＜0.05）。【結語】母指CM関節症の患者においてvolar tiltが高値になるに従い
MP関節は過伸展変形していた。
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母指CM関節症に対してSuture Buttonを使用した関節形成術
(suspensionplasty)の短期成績

○豊泉 泰洋1, 長尾 聡哉1, 山口 太平2, 冨塚 孔明1

長岡 正宏1

1日本大学病院　整形外科, 2日本大学医学部附属板橋病院

本邦で母指CM関節症に対する関節形成術にSuture Buttonが使用開始されまだ間もない。症例数
はまだ少ないが当科で実施したその短期成績を報告する。【症例】保存療法を6か月以上行い疼
痛改善が得られなく、患者自身手術希望があった6指を対象とした。罹患側は右2手左４手、平
均年齢67.0歳（48-78歳）、全症例の平均罹病期間は5年3か月、術後平均経過観察期間は７か月
である。全例Eaton分類Stage IVであった。全麻下に指牽引台を使用し2.9mm関節鏡使用、鏡視
下にシェーバーで大菱形骨を部分切除し、透視下に第1中手骨から第2中手骨へsuspension
effectを効かせるようにArthlex社CMC Mini-TightRopeを通過させ、関節形成を行った。術後
Thumb Spicaギプスシーネで3週間外固定とした。固定除去後から通常の半分程度のつまみ力で
指使用を許可、疼痛や不安感に応じてつまみ力の増強を自由に許可した。【結果】全例疼痛は
軽減した。示指側のボタン突出に対する違和感の訴え1例、一過性橈骨神経浅枝障害を3例に認
めた。感染・第2中手骨骨折は認めなかった。平均DASHスコア術前52.5から術後23.6、平均
HAND20は術前61.4から術後28.8と改善を認めた。【考察】本法はSuture Buttonを用いることで
直線的な方向に第1中手骨を尺側遠位へ引き上げ除痛を計る方法であるが、締結時の張力や骨孔
作成の方向、罹患者に高齢者が多いことに伴う骨孔作成で医原性骨折を予防する方法、Mini-
TightRope自体の長期耐久性など、未だ定まった方法は無くインプラントの使用解禁からまだ間
もない術式のため今後の報告例に注目する必要性があると考える。　
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母指CM関節症に対する遊離腱を用いた関節形成術における再建靭
帯の骨孔位置評価

○大森 信介, 杉田 英樹, 森重 浩光

香川県済生会病院　整形外科

【目的】我々は母指CM関節症に対して，遊離腱を用いた関節形成術を施行し、安定した臨床成
績を得ている。Intermetacarpal ligamentの再建を意図して、遊離腱を第一中手骨基部と第二
中手骨基部の骨孔に挿入し固定している。今回、術後CT画像を用いて骨孔位置を調査し、再建
靭帯の位置を評価した。
【対象と方法】対象は、2013年12月から2015年4月に関節形成術を施行した17例19関節のうち術
後CTを撮影できた6例6指(男性5例女性1例)、平均年齢61歳(47～68)、手術からCT撮影までの期
間は平均6.5か月(2～12)である。手術では大菱形骨を半切後、3.5mm径ドリルを用いて第一中手
骨基部と第二中手骨基部橈側やや掌側寄りの骨皮質に骨孔を作成し、採取した長掌筋腱を遊離
腱として骨孔に挿入し、soft anchorを用いて固定した。術後CTを撮像し、MPR画像を用いて第
一第二中手骨基部の骨孔位置、骨孔径を調査した。
【結果】再建靭帯起始部に当たる第二中手骨基部橈側の骨孔位置は、近位関節面からの距離は
4.0±0.8mm、背側骨皮質からの距離は6.6±0.5mm、掌側骨皮質からの距離は5.8±0.7mm、骨孔
径は4.0±0.4mmであった。再建靭帯停止部に当たる第一中手骨基部尺側の骨孔位置は、近位関
節面からの距離は3.5±0.2mm、背側骨皮質からの距離は5.8±0.8mm、掌側骨皮質からの距離は
7.5±0.2mm、骨孔径は3.5±0.2mmであった。
【考察】母指CM関節のfirst stabilizerとしての靭帯はいまだ見解が一致しておらず、再建方
法も複数報告されている。今回の我々の方法では、骨孔は関節面から5mm以内の位置で、第一中
手骨基部側は背側寄り、第二中手骨基部側は掌側寄りのおおむね一定の位置に作成されてい
た。Intermetacarpal ligamentを再建しており、第一中手骨基部の橈背側方向の脱臼を制動す
るために合理的な位置であると考えられた。

S286



1-Po2-12

母指CM関節症に対する関節形成術の成績

○柴田 定1, 堺 慎1, 真壁 光2, 高畑 直司2

1北海道勤医協中央病院　整形外科, 2北海道勤医協苫小牧病院

【はじめに】母指CM関節症に対して、当科ではBurton法に準じた靱帯再建術を施行してきた。
今回その治療成績について報告する。【対象】2001年以降に本法を施行し、6ヶ月以上経過観察
が可能であった症例は26例28関節である。内訳は男8例9関節、女18例19関節、手術時年齢は54
歳から86歳平均66歳である。右が12関節、左が16関節である。術後経過観察期間は6ヶ月から
5年、平均2年3ヶ月である。術前のEatonによるstage分類はstage3が25関節、stage4が3関節で
ある。【方法】手術方法は中手骨への骨孔の作成方法および腱の採取をBurton変法に準じて行
っている。手術成績については握力、ピンチ力、外転可動域およびX線評価を行った。臨床評価
として優は非常に満足し支障なく使用しているもの、良は満足しているが時として痛みがあり
日常動作にやや支障あるもの、可はやや不満で痛みがあり日常動作に支障をきたしているも
の、不可は明らかに不満足で不変ないし悪化したものとした。【結果】臨床評価では優23関
節、良4関節、可1関節、不可はなく、96％が満足していた。握力は健側比で術前85%が術後
90％、ピンチ力は術前80％が術後76％であり、力の回復は十分ではなかった。外転可動域につ
いては橈側外転は術前平均29度が術後35度に、掌側外転は術前平均36度が術後40度へと改善し
ていた。Ｘ線評価では大菱形骨間隙は術前平均10.8mmが経過観察時平均6.７mmと減少してい
た。【考察】母指CM関節症に対する靱帯再建術は術後の満足度も高く有用な術式である。術後
は良好な関節可動域が得られる反面、握力やピンチ力の改善は十分ではない。術前の説明に際
しては術式の長短所を十分に説明する必要がある。
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母指CM関節症に対する当科の治療成績：　Headless screw平行刺入
法

○澤田 智一1, 佐野 倫生1, 萩原 和弘1, 大村 威夫2

松山 幸弘2

1静岡市立静岡病院, 2浜松医科大学　整形外科

【はじめに】母指CM関節症の手術治療には様々な方法があるが、関節固定術は確実な除痛効果
と安定化がえられる。より強固な固定を目指して、過去に各種の固定材料や方法が報告されて
いる。当科ではHeadless screw2本を平行に刺入することにより、関節固定術を行っているの
で、その治療成績を報告する。【対象と方法】2011年以降に同方法で手術を行い、3か月以上経
過観察を行った症例を対象とした。11例13手、男性5手女性8手、手術時平均年齢は61.5歳、病
期はEaton分類にてstage2が2例、stage3が9例、stage4が2例であった。術後平均経過観察期間
は11.8か月であった。手術は中手骨・大菱形骨の関節面形状を残しつつ、最小限の軟骨下骨切
除を行った後、末梢側から逆行性にHeadless screw2本を平行刺入し固定を行った。人工骨移植
を3例に、外固定は平均5.2週行った。調査項目は疼痛、骨癒合の有無、手術時間、固定角度、
変形性変化の進行の有無、術後合併症とした。【結果】全例で疼痛は改善し、2例を除き全例に
骨癒合が得られた。平均手術時間54分、平均固定角度は橈側外転21.5°掌側外転39.5°であっ
た。経過中、隣接関節の変形性変化の進行は全例で認めなかった。術後合併症として感染を1例
に認め、骨嚢胞のため固定性不良からルーズニングを生じた症例であった。【考察】CM関節固
定においてheadless screw2本を交叉刺入する方法は、スクリュー間の干渉が生じやすいため手
術手技に十分注意をする必要がある。一方、今方法ではスクリュー間の干渉は生じにくく、良
好な圧着・固定が得られ有用な方法と思われる。しかし、骨嚢胞がある症例などでは骨移植の
追加や他の固定を考慮する必要があると思われた。
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当科における母指CM関節固定術の治療成績

○佐々木 信幸1, 川上 亮一1, 紺野 慎一1, 江尻 荘一2

畑下 智3

1福島県立医科大学整形外科学講座, 2福島県立医科大学地域整形外科支援講座

3福島県立医科大学外傷再建学講座

緒言当科では、自家腸骨移植を併用して母指CM関節をピンニングで固定する方法で母指CM関節
固定術を行ってきた。本術式での骨癒合率と合併症の種類、および頻度について報告する。対
象と方法対象は、2005年4月から2014年3月までに当科で母指CM関節固定術を施行した15例18手
であった。性別は、男性3手、女性15手、年齢は52歳から79歳である。最多年代層は60歳代と70
歳代であった。症例の内訳は、変形性関節症15手、関節リウマチによる関節炎が2手、Ehlers-
Danlos症候群によるCM関節不安定症が1手であった。手術は母指CM関節橈掌側に弓状切開を行
い、中手骨と大菱形骨の関節面の軟骨と軟骨下骨を切除した後、腸骨から採取した自家皮質海
綿骨を中手骨と大菱形骨間に挿入し、1.2mmまたは1.5mm K-wireを2～5本刺入して、中手骨と移
植骨と大菱形骨を固定した。術後、6-8週間の外固定を行った。骨癒合率と合併症の種類、およ
び頻度について検討した。結果１６手で骨癒合が得られ、骨癒合率は88.9%であった。感染は生
じなかった。偽関節、アライメント不良、腱断裂、および、骨折といった合併症を起こしたも
のは１８手中７手であった(38.9%)。移植骨の萎縮や圧潰が認められたものは5手であった。そ
のうち4手でアライメント不良を生じた。一過性のものを含め、橈骨神経刺激症状が6手、正中
神経障害が1手、FPL断裂が1手、再手術の際の大菱形骨骨折が1手で認められた。再固定術を行
ったものは3手であった。結語当科で行ったCM関節固定術の合併症について検討した。今後、合
併症を少なくするために、手術方法について、再考を要する結果であると考えられた。
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母指CM関節症に対するVariAx Hand®を用いた関節固定術

○鈴木 康一1, 仲摩 憲次郎2, 川崎 由美子1, 稗田 寛1

1慶仁会　川崎病院　整形外科, 2久留米大学病院　整形外科

【目的】我々は第55回本学会において母指CM関節症に対するロッキングプレート（APTUS 2.5:
ME System社）を用いた関節固定術を報告したが,使用したプレートが橈骨遠位端骨折用のプレ
ートであったため,設置がやや困難であった.今回我々は手指骨折用のロッキングプレートであ
るvariax hand(Stryker社)を用いて関節固定術を行ったため報告する.
【対象】当科にて手術を行った10例（男4例,女6例）である.手術時年齢は平均61.1歳（50～
76歳）術後経過観察期間は平均10.9ヵ月（8～20ヵ月）であった.X線所見はEaton分類stage2が3
関節,stage3が7例であった.
CM関節背側よりイメージガイド下にボーンソーにて関節軟骨を切除した後,骨把持鉗子で固定部
を圧着させた状態でvariax hand 2.3mmのTプレートを設置した.術後は1週間の外固定の後,3週
間夜間のみスプリントを装着させた.
【結果】全例において骨癒合が得られ,疼痛の改善とADLの向上を認めた. 1例にプレートの違和
感を訴えた症例を認めた。
【考察】母指CM関節固定術は除痛に優れた良い術式である.固定方法としてtension band
wiring法やheadless screwをクロスで刺入する方法が報告されているが,ときに偽関節となる症
例が見られ,固定術の一番の合併症と言える.ロッキングプレートはその優れた角度安定性によ
り強固な固定力が期待でき,主に骨折治療ではスタンダードな術式となってきている.最近では
手指骨折用のロッキングプレートが開発されており,手外科領域でも広く使われるようになっ
た.今回,我々は母指CM関節症に対する関節固定術に用いたが良好な成績が得られ,有用な方法と
考えた.
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母指CM関節症に対するlocking plateを用いた関節固定術の経験

○北野 陽二, 岩田 勝栄, 中村 正亨, 平 一裕

国立病院機構　南和歌山医療センター

今回我々は、母指CM関節症に対してlocking plateを用いた関節固定術を経験したので若干の文
献的考察を加え報告する。【対象と方法】2013.2～2015.5までの期間に4例の手術を行った。内
訳は年齢55～67歳。女性4例。右1例、左3例。X線所見ではすべてEaton分類でstage3であった。
これらの症例に対し、掌側外転30-40度、橈側外転0-20度となるように角度を設定し骨切りを行
い、stryker社 variax hand locking plate systemを使用し背側より関節固定を行った。術後
外固定はシーネもしくは装具を短期間装着した。術後フォロー期間は平均16か月（1～27）であ
った。【結果】経過観察期間の短い1例を除いて3例は骨癒合良好であった。疼痛の訴えなく現
職復帰している。術後合併症も無かった。【考察】母指CM関節症に対する手術的療法は大きく
関節形成術と関節固定術とにわかれる。関節形成術では可動域を温存することが可能であり良
好な成績が報告されているが、ピンチ力も十分な回復は期待できない。一方関節固定術は可動
域低下、隣接関節の影響、遷延治癒・偽関節が問題となる。母指の可動域はMP及びSTT関節で代
償されるため、問題となることは少ない。しかし遷延治癒や偽関節は避けなければならない問
題である。locking plate固定法において国内では鈴木らが17症例の報告をしているが成績は非
常に良好であった。我々の使用plateは母指中手骨に合う大きさで、polyaxialであるため大菱
形骨に最大3本のscrew固定が可能となり、より危険性の少ないplateと言える。
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母指CM関節症に対する骨釘を用いたLigament Reconstruction without
Tendon Interposition Arthroplastyの治療成績

○真壁 光1, 高畑 直司1, 堺 慎2, 柴田 定2

1勤医協苫小牧病院　整形外科, 2勤医協中央病院　整形外科

【はじめに】
Burton法に代表されるligament  reconstruction  with  tendon  interposition
arthroplasty（以下LRTI）は様々に改良され、腱球の空隙充填の有無は臨床成績に影響しない
との報告も散見される。我々は2013年から母指CM関節症に対して骨釘を用いたLR without TIを
行っており、その治療成績を報告する。
【対象と方法】
当科で手術を行い6ヶ月以上観察可能であった7例8手。摘出骨より作成した骨釘で第一中手骨基
部の骨孔にFCR半裁腱を固定し、腱球充填はせず術後2週間シーネ固定とした。術前後の可動
域、握力、pulp pinch力、visual analogue scale(VAS)の評価を行った。また、過去に施行し
た骨釘非使用の靭帯再建術施行群6手との間で、大菱形骨腔の画像上変化と手術時間を比較検討
した。
【結果】
母指CM関節の平均可動域は、橈側外転、掌側外転とも有意に改善した。握力、pulp pinch力は
改善傾向だが有意差を認めなかった。VASは7.3→1.2へと改善した。大菱形骨腔は骨釘使用群で
は有意差を認めなかったが（平均11.9→10.6mm, p=0.06）、骨釘非使用群では術後有意に減少
した(平均10.8→8.0mm, p=0.003)。平均手術時間は骨釘非使用群で125±19分、骨釘使用群で
106±26分で、両群間に有意差はないが骨釘使用群で短縮傾向であった。
【考察】
短いFCR半裁腱を骨釘で強固に初期固定でき、大菱形骨腔が短縮することなく良好な臨床成績が
得られた。低侵襲である事や手術時間短縮の可能性、K-wire固定が不要かつ外固定期間短縮に
よるQOLの向上など、利点が多い術式と考える。
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AcuTwist headless compression screwを用いた手指指節間関節固定術

○國府 幸洋, 杉山 敦樹, 宮内 志昂, 太田 光宣

柏厚生総合病院　整形外科

【目的】Headless compression screw（以下HCS）を用いた手指指節間関節固定術において，骨
性構造が細い指骨や骨質が不良な症例では，HCS刺入部の骨折や，HCS径と髄腔との不適合が懸
念される．今回、本邦で使用可能な最小径のHCSであるAcuTwistを用いた手指指節間関節固定術
の治療成績を検討した． 【対象及び方法】AcuTwist（先端/後端径:1.5/2.0mm）を用いて治療
した14例26指（男性1例、女性13例），手術時平均年齢64(19-89)歳，罹患関節は母指IP関節
12指， DIP関節は示指4指，中指3指，環指1指，小指3指，PIP関節は小指3指であった．適応疾
患は変形性関節症13指、関節リウマチ11指，外傷2指であった．背側皮切から関節面を展開し，
残存する関節軟骨を可及的に切除した後に適宜HCSで固定した．骨質が極めて不良であるか側方
動揺性が強かった11指では，軟鋼線を用いて関節周囲を冠状面で締結後にHCSで固定した．使用
したスクリュー数は１本が13指，2本11指，3本2指であった． 【結果】全例で骨癒合が得ら
れ，骨癒合期間は平均9.5（6-20）週であった．術中にHCS刺入部で骨折を生じた症例はなく，
患部の疼痛は消失し，感染や爪の変形，HCSの破損や脱転，顕著な変形癒合は認めなかった．急
性外傷１例で指尖部の知覚異常を認めた．【考察】AcuTwistはHCSでありながら最大径が2mmと
極めて細径であり，従来のHCSでは手術が困難であった骨性構造が細い指骨にも使用可能であっ
た．また刺入部位や方向性，複数本刺入といった自由度が高い利点を有するため，母指で多く
用いられる軽度屈曲位でのbicorticalな固定法や関節リウマチのような骨質不良例において
も，刺入部の骨折を生じることなく十分な固定力が得られ，良好な治療成績が得られたと推察
した．
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1-Po2-19

肘関節後外側回旋不安定症に対する関節内アプローチによる外側尺
骨側副靱帯修復術

○奥村 弥

京都第1赤十字病院

【はじめに】肘関節後外側回旋不安定症において外側尺骨側副靭帯の損傷が原因の1つとなるこ
とが報告されている．肘関節後外側回旋不安定性が残存した症例に対して，関節内から外側尺
骨側副靭帯を修復して良好な結果を得たので報告する．【症例１】14歳男性．サッカーの試合
でジャンプした際に，手をついて転倒し初回肘関節脱臼を受傷した．尺骨鉤状突起骨折を伴っ
た肘関節脱臼と診断され，保存的に治療を施行された．その後も頻回の脱臼を繰り返して当科
を受診した．肘関節外側から靭帯の断裂部を通って近位橈尺関節の内側からアプローチして尺
骨回外筋稜にアンカーを挿入し，外側尺骨側副靱帯を修復した．術後3カ月で脱臼傾向もなく競
技復帰した．【症例2】56歳男性．機関車整備の仕事中に右手で手すりに捕まったまま足を滑ら
せてぶら下がるようになって受傷した．近医で保存療法を施行された．その後，肘関節の不安
定感を主訴に当科紹介受診した．当症例に対して，外側からアプローチして関節内から尺骨回
外筋稜にアンカーを挿入し，外側尺骨側副靱帯を修復した．術後3カ月で右肘関節の不安定感は
なくなり職場復帰した．【考察】後外側回旋不安定症の病態において，外側尺骨側副靱帯の重
要性が指摘されている．外側尺骨側副靭帯の修復には，長掌筋腱を用いた靭帯再建術が推奨さ
れてきた．橈骨頭が後方へとシフトして橈骨の骨軸が小頭中心から外れないようにする初期の
stabilizerである外側尺骨側副靭帯の関節面側の繊維を修復することによって，後外側回旋不
安定性を制動することができた．本法は，外側からアプローチして損傷靭帯を確認しながら展
開できること，さらに関節内からアプローチすることで尺骨回外筋陵にアンカーを挿入しやす
いことなどの利点がある．
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1-Po2-20

上腕骨外側上顆炎に対するトリアムシノロン注射により外顆付着部
広範断裂を来たした2例

○加藤 雄一, 市川 誠, 田中 玄之, 森 雅典
中林 昭裕

広島共立病院　整形外科

【目的】上腕骨外側上顆炎に対して局所トリアムシノロン(TA)注が行われる事は多いが、その
副作用として外顆付着部断裂を生じた報告は国内外合わせても数例しかない。今回、我々は外
顆付着部広範断裂を呈した上腕骨外側上顆炎の2例を経験したので報告する。【対象】症例1　
31歳女性、2年前より右肘関節痛を自覚。他院にて上腕骨外側上顆炎の診断でTA(20mg局所注射
を計8回受け、一時的に改善。しかし、最終注射後半年で誘因なく右肘に激痛が出現し当院を受
診。外側上顆の腫脹、可動域制限を認め、MRIで外顆付着部の広範な断裂が疑われ手術施行。短
橈側手根伸筋腱(ECRB)、総指伸筋腱、外側側副靭帯、関節包の断裂を認めたため、suture
anchorを用いてECRB、総指伸筋腱を外顆へ可及的に縫着した。術後3カ月で疼痛は消失、可動域
も改善した。症例2　39歳男性、1年半前より右肘関節痛を自覚。他院にてTA(20mg)局所注射を
計5回受けた。最終注射後半年で右肘の激痛、可動域制限出現し、MRIにて外顆付着部断裂が疑
われ当院へ紹介。症例1と同様の所見を認め、suture anchorを用いて総伸筋腱を外側上顆へ可
及的に縫着。ECRBは変性部が広範であり外顆への縫着が困難であったため、長橈側手根伸筋へ
縫合した。術後2カ月で疼痛なく、可動域も改善した。【考察】本症例は高濃度のTA(20mg)を複
数回にわたり局注された事で外顆付着部の断裂に至ったと考えられる。TAは高濃度であれば腱
に不可逆的な変化をもたらし、低濃度であっても間隔を空けずに投与すると不可逆的な変化を
引き起こす事が知られている。TAを使用する場合は投与量・間隔・回数に留意し、漫然と注射
を続けずに慢性化するようであれば早期に外科的治療を考慮する必要があると考えられた。

S295



1-Po2-21

観血的整復固定術を要した小児上腕骨顆上骨折の検討

○西田 欽也, 佐々木 勲, 蔡 栄浩, 前田 明子

手稲渓仁会病院　整形外科

【目的】小児上腕骨顆上骨折に対し観血的整復固定術 (ORIF） を施行した症例について、術前
・術中所見と臨床成績を検討すること。
【方法】2006-2015年にORIFを行った小児上腕骨顆上骨折17例17肘を対象とした。男児13例、女
児4例、平均年齢6.7歳、全例伸展型の骨折でGartland type IIIであり、受傷日に手術を行った
症例が13例、受傷翌日と翌々日に行った症例がそれぞれ2例ずつであった。平均経過観察期間は
2年5か月であった。手術所見、理学所見およびX線学的所見を検討した。
【結果】ORIFとした理由は、末梢循環障害や神経麻痺の存在が10例、非観血的整復不能が6例、
開放骨折であったものが1例であった。手術体位は仰臥位が9例、側臥位が5例、腹臥位が3例
で、アプローチは肘窩部のS字切開が9例、上腕遠位後方の小切開が6例などであった。末梢循環
障害や神経麻痺のあった症例では骨折部に上腕動脈や神経が嵌頓しており、これらを剥離する
ことで末梢循環はすみやかに回復し、神経障害は1例を除いて6か月以内に完全回復した。いず
れの症例でも骨折部を整復後、Kワイヤーにて固定した。最終経過観察時の平均肘関節可動域は
伸展-屈曲が10°-136°、X線学的所見ではBaumann angleが73°、tilting angleが38°であ
り、いずれも健側と比べ有意差はなかった。
【考察】小児上腕骨顆上骨折に対する手術治療としては非観血的整復・経皮的鋼線刺入術が一
般的であるが、末梢循環障害や神経麻痺を合併している症例では骨折部に上腕動脈や神経が嵌
頓していることが多いため無理な非観血的整復操作は行うべきではなく、ORIFを行うのが望ま
しいと考えられる。
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1-Po2-22

上腕骨遠位端骨折に対する治療経験

○澤田 英良1, 建部 将広2, 三竹 辰徳1, 田中 健司1

浦田 士郎1

1安城更生病院　手の外科・マイクロサージャリーセンター, 2名古屋大学手の外科学

【目的】
当院で加療した上腕骨遠位端骨折に対して内固定法,治療成績,合併症を検討すること
【方法】
過去10年間,当院で観血的手術を行った上腕骨遠位端骨折49例のうち,Locking plateで内固定
し,術後3ヵ月以上経過観察可能であった23例を対象とした.骨折型はAO分類で
A2:3例,B1:1例,C1:8例,C2:6例,C3:5例であった.内固定法はsingle plating11例(S群)(男性3例,
女性8例),double plating12例(D群)(男性8例,女性4例)で,S群では全例にtension band wiring
もしくはCCSの固定を追加した.平均年齢はS群57.0歳,D群42.0歳,平均経過観察期間はS群9.4ヵ
月,D群10.2ヵ月であった.尺骨神経の処置はS群で剥離5例;前方移行3例,D群で剥離6例;前方移行
6例であった.術後外固定期間はS群11.4日,D群7.7日であった.S群とD群で肘関節可動域,矯正損
失の有無,合併症につき比較検討した.
【結果】
平均関節可動域は(屈曲/伸展)としてS群で1ヵ月時:(103.8/-29.5)°,3ヵ月時:(113.3/-
20.4)°,最終観察時:(121.3/-15)°,D群で1ヵ月時:(102.5/-37.2)°,3ヵ月時:(117.9/-
25.5)°,最終観察時:(121.8/-23.1)°であった.術後矯正損失はS群で内反転位4例,D群で伸展転
位1例;顆部の転位1例であった.術後合併症はS群で尺骨神経障害5例;異所性骨化1例;CCSのback
out1例,D群で尺骨神経障害6例;橈骨神経障害2例;正中神経障害1例;異所性骨化1例;screwのback
out2例;screw折損2例;肘頭骨切り部の偽関節1例であった.尺骨神経障害に対しては全例追加手
術を必要としなかった.
【考察】
D群はS群と比較し,早期に可動域訓練を開始したが伸展制限が強い傾向にあった.S群では術後内
反転位が多く,固定性不良が示唆された.2/4例の骨折型はA2であったが,高齢で骨質不良が原因
と考えた.尺骨神経障害は内側Plate設置例に多く認め,前方移行を行った症例で早期に回復する
傾向にあった.
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1-Po2-23

肘頭骨折術後に尺骨神経障害を伴う関節可動域制限をきたした３例

○佐々木 源1, 木村 理夫1, 松下 隆2

1帝京大学医学部整形外科学講座

2福島県立医科大学外傷学講座　総合南東北病院外傷センター

【目的】肘頭骨折術後の合併症として、直接の神経損傷がないにもかかわらず、尺骨神経障害
により肘関節可動域制限をきたしうることが報告されている。肘頭骨折に対してtension band
wiring固定術(以下、TBW)後に関節可動域制限と尺骨神経障害をきたした３例を経験したので、
その関連について検討する。【対象と方法】40～54歳の男性1例、女性2例。1例は開放骨折
で、3例ともTBWが行われた。術後数日から３週で尺骨神経領域のしびれを自覚し、屈曲動作で
しびれが増悪する状態が持続した。その後も可動域の改善が得られず、術後2～7ヶ月後に当院
紹介となった。当院初診時の最大自動屈曲角度は80゜、95゜、110゜であった。単純X線では3例
とも骨折部の変形癒合はなかったが、内側側副靭帯に骨棘形成を認めた。当院でも可動域訓練
を継続後、初回手術後4～15ヵ月で骨内異物除去術時に尺骨神経剥離と皮下前方移行術を行っ
た。術中所見は、開放骨折の1例で、肘部管を含め広範囲に尺骨神経実質の高度な変性と癒着を
認めた。他の2例では肘部管周囲の尺骨神経の圧迫と癒着を認めた。【結果】3例とも、術直後
から屈曲時のしびれの増悪は消失し、可動域は神経剥離・除圧術後4ヶ月で120度以上まで改善
した。【考察】肘頭骨折術後尺骨神経障害と高度な屈曲制限を呈する症例が存在することの原
因として、肘部管内における骨折時の出血・浮腫など炎症後の瘢痕形成および周囲組織との癒
着が推測されている。早期の神経除圧術が有効であったとする報告や、初回手術時の予防的肘
部管開放術の報告もある。自験例でも、神経除圧術を行うことで3例とも神経症状だけでなく屈
曲制限も改善できたことから、可動域制限の原因として神経障害が関与していた可能性が高い
と推察した。
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1-Po2-24

生物学的製剤使用中の関節リウマチ・膠原病患者に発症した上肢深
部感染症の治療経験

○西本 圭佑1, 夏目 唯弘1, 浦野 秀樹2, 平田 仁3

1刈谷豊田総合病院　整形外科, 2中日病院　整形外科

3名古屋大学医学部付属病院　手外科

【はじめに】関節リウマチ（RA)・膠原病において生物学的製剤(Bio)は大変有用な治療だが有
害事象、特に感染症には最も注意すべきである。我々はBio使用中のRA・膠原病患者に発症した
上肢深部感染症3例について報告する。【症例1】80歳　女性　RA発症後2年　Stage2 Class2　
BioはAbataceptを使用、併用薬剤はMTX8mg IGU50mg PSL5mgであった。Bio使用開始後8ヶ月に特
に誘因無く前腕部腫脹・手のしびれが出現、RAの増悪と診断されPSL増量したが症状改善せず屈
筋腱滑膜切除および手根管開放術を行った。診断は前腕部真菌性（クリプトコッカス）屈筋腱
滑膜炎であった。【症例2】31歳　女性　MCTD発症後13年　BioはAdalimumabを使用、併用薬剤
はTC3mg PSL10mgであった。Bio使用開始後1年9ヶ月に特に誘因無く右中指腫脹・疼痛が出現、
化膿性屈筋腱鞘炎・化膿性DIP関節炎の診断で手術治療を行った。【症例3】65歳　女性　RA発
症後7年　Stage4 Class2　BioはCertolizumab pegolを使用、併用薬剤はMTX8mg IGU50mg
BUC200mg PSL5mgであった。Bio使用開始後4ヶ月に前腕部腫脹・疼痛が出現、蜂窩織炎・RA増悪
の診断で抗生剤治療を行っていたが症状改善せず手術にて屈筋腱滑膜切除を行った。診断は前
腕部化膿性（MSSA)屈筋腱滑膜炎であった。【考察】主にRAにおいてBio使用下では特に投与初
期（1年以内）と高容量使用時は感染リスクに注意すべきとの報告もある。また重症感染症発症
リスクとして高齢・ステロイド使用・糖尿病などが上げられる。本症例においても全例PSL5～
10mg使用しておりまた2例は生物製剤使用から4・8ヶ月と比較的早期で高齢者であった。Bio市
販後調査における皮膚・軟部組織感染症は蜂窩織炎などの表層感染が多い。診断が遅れがちな
深部感染は画像検査などを用い早期診断・治療を行うことが重要である。
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1-Po2-25

RA手指伸筋腱皮下断裂手術における手関節可動域の影響

○白川 健, 代田 雅彦

さいたま赤十字　整形外科

RA手指伸筋腱皮下断裂に対する再建術の後療法において、固定法では腱の癒着による成績不良
例が少なくないことから、早期運動療法が主流となりつつある。一方で、どのような例で成績
不良となりやすいかについての報告は少ない。RAでは、すでに手関節変形により可動域制限が
生じている例や、手関節固定術を併用する例も多く、手関節可動域が伸筋腱再建の術後成績に
影響するかどうかを検討した。
【対象と方法】RAによる伸筋腱皮下断裂に対して手術を行ったうち、条件を統一するために2指
(中・環指または環・小指)断裂の21手を対象とした。腱の再建法は、隣接指への移行を3手、固
有示指伸筋腱移行を14手、腱移植を4手に行い、併用手術としてSK法を6手、尺骨頭切除を
12手、部分手関節固定を3手に行った。後療法は、初期の16手では固定法(手関節を10°伸展
位、MP関節を10°屈曲位での外固定を術後3週間)とし、最近の5手では並列位テーピング下に早
期運動療法とした。手術後6ヶ月時の手関節掌背屈可動域とMP関節可動域との相関を検討した。
【結果】固定法では、手関節可動域は平均75°(15°～180°)で、MP可動域は平均63°(5°～
100°)、平均伸展/屈曲は-7°/70°であり、手関節可動域とMP可動域、屈曲角度は、統計学的
に正の相関を認めた。早期運動療法では、手関節可動域は平均89°(70°～140°)で、MP可動域
は平均86 °と全例で良好であった。
【考察】手関節可動域が制限されている例では、RA伸筋腱再建後に固定法を行うとMP可動域制
限が残りやすい傾向がみられた。術後3週間の外固定期間に腱の癒着が生じるが、固定除去後か
らの手関節運動に伴う腱の滑走による剥離効果が限定されるためと考えられる。術前より可動
域が減少している例や手関節固定を併用する例では早期運動療法が必須と思われる。

S300



1-Po2-26

関節リウマチにおける手指伸筋腱皮下断裂に対する治療成績

○橋本 貴弘1, 重冨 充則2, 村松 慶一3, 富永 康弘1

田口 敏彦1

1山口大学大学院医学系研究科　整形外科学, 2山口県立総合医療センター　整形外科

3長門総合病院　整形外科

【目的】関節リウマチによる伸筋腱断裂は日常診療で比較的遭遇する機会の多い障害である．
長期間経過した状態で治療を開始することがしばしばであり故に治療法は再建術を行うことが
一般的である．術式は隣接腱への端側縫合，腱移行，腱移植術などがあり，術者の経験や好み
で選択されている場合も少なくない．本研究の目的は，自験例を後ろ向きに調査し，当科にお
ける再建法の選択および成績について検討し，今後の治療戦略を検討することを目的とし
た．【対象と方法】　当科で治療した26例29手を対象とした．男性3手，女性26手で手術時平均
年齢は62才，平均リウマチ罹病期間は12年8ヶ月，発症から手術までの待機期間は約9ヶ月であ
った．断裂腱は1指9手，2指16手，3指以上4手であった．手術法は隣接腱への端側縫合11手，腱
移行6手，腱移植6手，これらの組み合わせ6手であり，最終観察時のMP関節の自動可動域を調査
し Geldmacher の基準で評価した．【結果】Geldmacher の基準ではGood 以上25手，Fair 以下
4手であった．罹病期間，待期期間では成績に有意差は認めなかった．手術方法では，有意差は
認めなかったが腱移植術の成績が最も良好であった．【考察】手術方法では，腱移植と腱移行
とではいずれか一方が良いとする報告と同等とする報告とがあり，今回も優劣をつけることは
できなかった．本検討における成績不良例の原因は術中の緊張度の設定や後療法にあったと考
えた．腱移植術では筋短縮性拘縮の状態を十分に評価する必要があるが，成績も良好で解剖学
的構造に近い再建となるため優先されてよい術式と考える．
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1-Po2-27

当科における遠位橈尺関節形成術（Sauve-Kapandji原法）の術後成
績:尺側偏位に関する新しい知見について

○光安 廣倫1, 嘉村 聡志2, 宮原 寿明2

1光安整形外科, 2国立病院機構　九州医療センター　リウマチ科

緒言）関節リウマチにおける遠位橈尺関節障害においては、Sauve-Kapandji原法（S-K法）を第
一選択として手術を行っていた。S-K法を行うにあたっての問題点として、骨の脆弱性が危惧さ
れる場合には十分な遠位橈骨と尺骨の距離が維持できない場合があり、その結果術後尺側への
手根骨の偏位や疼痛を生じることがあるとされる。当科において施行したS-K法についてX線的
変化を中心として検討を行ったので、報告する。方法）2003年より2012年まで当科において施
行したS-K法19例(21手)を対象とした。症例において経年的なX線変化について、手根骨の関節
癒合、手関節尺側偏位度、遠位橈尺長（手関節横径）について検討を行った。結果）手根骨が
癒合しているような場合には、手根骨の尺側への偏位は少ない傾向を認めた。手関節横経は経
年的に減少する傾向を認めていた。考察）S-K法は関節リウマチの遠位橈尺関節障害に対して選
択され、良好な成績が報告されている。しかしながら、橈尺骨の横径が十分に維持されていな
い場合には、術後尺側偏位の増大を指摘する報告も多く、現在では骨移植を併用する等の方法
で、手関節横経を維持することで術後の尺側偏位を防止することが可能との報告も多
い。KobayashiによるとDarrach法で橈骨の棚形成や橈骨月状骨間癒合を認める症例では、術後
尺側偏位が生じにくいことが報告されており、S-K法においても同様と考えられるが、我々は手
根骨癒合も術後尺側偏位に関与する重要な因子と考えられた。結語）S-K法の術後成績につい
て、術前の手根骨癒合を含めてX線評価を行った。術後の尺側偏位については、術前の手根骨癒
合が重要であると考えられた。
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非リウマチ性遠位橈尺関節障害に対するSauve-Kapnadji手術症例の
治療成績

○中村 修, 加地 良雄, 山口 幸之助, 山本 哲司

香川大学　整形外科

【はじめに】非リウマチ性の遠位橈尺関節（以下DRUJ）障害に対する治療にはさまざまな方法
が提唱されているが、未だ一定のコンセンサスは得られていない。今回、当科における非リウ
マチ性のDRUJ障害例に対し、Sauve-Kapnadji（以下S-K法）を施行した症例の術後成績を検討し
た。【対象と方法】2006年1月以降、当科において非リウマチ性DRUJ障害に対しS-K法を施行し
た10例11手を対象とした。内訳は男性5手、女性6手。手術時平均年齢は69.3（50～83）歳。疾
患は１次性関節症（以下OA）が8手、橈骨遠位端変形治癒後が3手であった。この内7手のOA症例
に伸筋腱皮下断裂を合併しており、すべてS-K法と同時に隣接指への腱移行による再建を施行し
た。術後経過観察期間は平均で1年8か月。これらの症例の術後単純Ｘ線所見、可動域
（ROM）、Mayo Wrist Score（MWS）、合併症について調査した。【結果】単純Ｘ線では全例で
遠位橈尺関節部の癒合が確認できた。手関節ROM（掌背屈）は平均で術前95°から術後87°に低
下したが、前腕ROM（回内外）は平均で156.7°から169.4°に改善した。術後MWSは平均79点で
あり、おおむね良好であった。合併症は尺骨骨切り部の不安定症が１例に、複数指の伸筋腱再
建を行った2例に罹患指の伸展制限が残存した。【考察】RAに伴うDRUJ障害に対する手術治療と
して、S-K法の他Darrach法 が代表的であるが、S-K法は比較的関節裂隙の狭小化が少 な く,外
観 が良好 であるため、非RA例には良い適応となる。本研究においても、S-K法の術後成績は比
較的良好であったが、複数指の伸筋腱皮下断裂合併例については、術後手関節可動域制限の拡
大が生じる傾向にあった。これは移行腱の癒着により関節拘縮により関節拘縮が生じ、掌屈制
限が生ずるのではないかと考えられた。
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1-Po2-29

関節リウマチ・手関節病変に対する手関節固定術の治療成績

○高橋 光彦1, 笠井 時雄1, 三橋 雅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

【目的】関節リウマチ（RA）手関節病変でLarsen grade Vなど関節破壊が強いものに対して、
除痛・安定性を獲得するために手関節固定が行われる。固定方法にはいくつかの方法がある
が、当科での治療成績を使用インプラントに注目しながら報告する。【方法】対象は、2010年
以降にRA手関節病変にて手関節固定を行った7例8手（うち男性2例）である。手術時平均年齢は
65歳であった。手指伸筋腱断裂を合併していたものが6手あった。術前Larsen gradeはIVが
5手、Vが3手であった。固定方法はwrist fusion rodを使用したものが3手、中手骨-橈骨の髄腔
内キルシュナー鋼線刺入が2手、その他方法が3手であった。髄内釘使用による前2法（5手）で
はステープルとして圧迫力を付加できるUni-Clipを使用した。術後経過観察期間は5ヶ月から35
ヶ月であった。X線画像での骨癒合までの期間、握力の変化について調べた。【結果】全例で手
関節痛軽減が認められた。Uni-Clip使用群では骨癒合期間は平均79.6日、非使用群では115日で
あった。握力はUni-Clip使用群では術前9.3が18.5kgに、非使用群では術前11.2が16.2kgにそれ
ぞれ改善していた。【結論】手関節固定法はいくつかの方法があるが、骨癒合が得られれば除
痛効果と握力向上が期待できるとされている。今回の検討でも全例に除痛と握力改善が得られ
ていた。Uni-Clip使用群（全例髄内釘に併用）では、さらに骨癒合期間の短縮が得られてい
た。Uni-Clip使用により骨片間に圧迫力をかけられ、伸筋腱断裂を併存していても術後外固定
を簡略化できるため、術後手指運動能力改善にも好影響を与えたと考えられる。
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1-Po2-30

変形性肘関節症による肘部管症候群の手術成績

○中井 生男1, 江畑 龍樹1, 木檜 晃1, 関谷 繁樹2

吉澤 貴弘2

1佐倉整形外科病院, 2赤心堂病院　整形外科

【目的】肘部管症候群の原因として変形性関節症は主な原因の一つである. その場合には可動
域制限を伴っていることが多く, 神経症状単独の肘部管症候群と比べてADLの低下を来たしやす
い. Useful rangeに達しない症例に対して神経剥離術及び関節授動術の同時手術を行い, その
手術成績を検討した.
【症例】対象は平成19年1月 から平成26年7月までに手術的加療を施行した, useful rangeに達
しない肘関節可動域制限を伴う肘部管症候群の7例7肘. 男性7例, 年齢39-67歳, 右肘7例. 術前
の可動域は伸展-50°から屈曲115°, arc of movementは60°から110°であった. 赤堀分類で
はIII期5例, IV期1例, V期1例であった.
【方法】
神経剥離術として皮下前方移行術5例, 尺骨神経溝作成術2例を, アプローチとして内側3例, 内
外側3例, 後外側1例にて関節授動術と同時施行した. 赤堀の評価基準, JOA score, arc of
movement改善角度にて評価した.
【結果】赤堀の評価基準では優1例, 良2例, 可4例であった. JOA scoreは平均87.8±5.5点,
arc of movement改善角度29.5±14.6° であった.
【考察】可動域については最終観察時において全例でuseful range内への改善を認めた. 赤堀
の評価基準では優と良は7例中3例であり決して良好な成績とは言えないのは, 術前の病期がす
べてIII期以上の中等症, 重症例であったためと考えられた. しかしながらJOA scoreは概ね良
好であり, 神経剥離と関節授動術の同時手術によってADLの改善が得られる可能性が示唆され
た.
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1-Po2-31

山間部の病院における肘部管症候群の治療経験

○古作 英実

国保　依田窪病院　整形外科

【緒言】当院は長野県のほぼ中央に位置し四方を山々に囲まれ,周辺住民は農業・林業などの1
次産業に従事する住民が多い.肘部管症候群(CuTS)に対し手術を行った症例の職業,病因,術後成
績等に関して検討した.
【対象と方法】対象は過去4年間に当院で手術を行ない,術後6か月以上経過観察した20例22肘
で,男性17例19肘・女性3例3肘,年齢は36～85歳(平均65.4歳),術後経過観察期間は6～45か月(平
均14.6か月)であった．(1)職業(2)病因(3)術式(4)赤堀の病期分類(5)赤堀の予後評価基準に関
して調査した．
【結果】(1)職業は農業等の1次産業が9例10肘(45.5%)と最多で,製造業等の2次産業が6例7肘
(31.8%)，事務職等の3次産業が5例5肘(22.7%)であった.(2)病因としては変形性関節症(OA)が17
肘(77.3%)と最多で,1次・2次産業に従事する患者全ての病因だった.うち3肘はOAにガングリオ
ンを合併しており,別の2肘では滑車上肘筋がみられた.次いで上腕骨外顆骨折等外傷後の外反肘
が4肘(18.2%)，ガングリオンが1肘(4.5%)であった．(3)術式は尺骨神経前方移動術が
20肘，King変法が2肘であった.うち7肘では骨棘切除を主体とした関節形成術を併せて行った．
また3肘で示指外転再建術,2肘で鈎爪変形矯正術を併せて行った.(4)赤堀の病期分類では3期
3肘,4期16肘,5期3肘であり,産業別にみると1次産業で4期8肘・5期2肘，2次産業で3期1肘・4期5
肘・5期1肘，3次産業で3期2肘・4期3肘であった.(5)予後評価基準では優が9肘・良が7肘・可が
6肘であり,産業別にみると1次産業で優1肘・良5肘・可4肘，2次産業で優6肘・良1肘・可1肘，3
次産業で優2肘・良1肘・可1肘であった.
【考察】山間部の病院を受診するCuTSの患者の職業は１次産業従事者が多く,その病因としては
OAが最多であった.１次産業従事者は労働の際に肘にかかる負担が多いためと考えられる.
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1-Po2-32

破格筋が発症に関与したと考えられるGuyon 管症候群と肘部管症候
群を合併した1例

○依藤 麻紀子, 西田 淳, 田村 圭, 小山 尊士
山本 謙吾

東京医科大学　整形外科

【目的】同側のGuyon管症候群と肘部管症候群を合併した１例を経験したので報告す
る．【症例】38歳女性．４ヶ月前に両側環指，小指のしびれが出現し，左側は自然軽快した
が，右側は疼痛，運動障害が出現したため，当科受診された．初診時，右小指球の萎縮と内転
障害，また同側肘部管でのTinel’s signとFroment徴候を認め，右肘部管症候群の診断で精
査，加療を進めていた．経過中にGuyon管部でのTinel’s signが出現し，電気生理学的検査を
施行したところ，手関節-肘関節遠位での神経伝導速度の低下を認めた．同側の肘部管症候群並
びにGuyon管症候群の診断で肘部管症候群に対し皮下前方移行術，Guyon管症候群に対し神経剥
離術を同時に施行した．Guyon管部では長掌筋～小指屈筋腱腱鞘部にわたる破格筋による尺骨神
経の圧迫を認めた．しびれは残存しているが，握力や筋力は回復傾向にある．【考察】Guyon管
症候群の原因としてはガングリオンや職業上の反復動作による圧迫が多いが，小指球の破格筋
による圧迫例も散見される．破格筋の中では短小指屈筋(FDMB)によるものが最も多く，本症例
でも，Guyon管内での破格筋が絞扼性神経障害の原因の一つと考えられた．一方，肘部管症候群
と破格筋に関係したGuyon管症候群の合併例の報告は少ない．過去の報告では手関節MRIでFDMB
による絞扼を認め，肘部管症候群とともにFDMBの破格筋切離を行い，症状の改善を得た例の報
告がある． Guyon管症候群の症例では破格筋存在の可能性も念頭に入れた十分な診察が必要で
あると考えた．
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1-Po2-33

外傷後末梢神経障害に対するVein Wrappingの治療成績

○廣澤 直也, 國吉 一樹, 松浦 佑介, 鈴木 崇根

千葉大学　医学部　整形外科

【背景】　外傷後末梢神経障害の手術治療は、単純な神経剥離術のみでは通常、不十分であ
り、何らかの軟部組織で神経を被覆することで再発性瘢痕を防ぐ必要がある。その軟部被覆の
方法のひとつにVein Wrappingがあるが、Vein Wrappingは1990年のMasearらによる絞扼性神経
障害再発例に対する報告が最初であり、それ以降、良好な治療成績が報告されてい
る。【目的】当院における外傷後末梢神経障害に対するVein Wrappingの治療成績を検討するこ
と。【対象、方法】2010年4月以降Vein Wrappingを施行し、6ヶ月以上経過観察した13例を対象
とした。男性11例、女性2例、Vein Wrapping施行時の平均年齢は49歳10ヶ月（18歳5ヶ月～76歳
8ヶ月）であった。経過観察期間は平均2年（6ヶ月～5年6ヶ月）であった。検討項目は、損傷神
経、損傷神経に対する初回手術の有無、受傷からVein Wrappingまでの期間、Vein Wrapping前
後における疼痛のVisual Analog Scale (VAS)、追加手術の有無である。【結果】損傷神経は、
指神経5例、橈骨神経浅枝4例、前腕外側皮神経1例、、尺骨神経1例、脛骨神経1例、深腓骨神経
1例であった。損傷神経に対する初回手術が行われていたのは、3例（断端縫合術2例、自家神経
移植1例）であった。受傷からVein Wrappingまでの平均期間は1年9ヶ月（即日～10年）であっ
た。術前平均VASは、63..8ｍｍであり、術後平均VASは40.7mmであった。追加手術を要した症例
はなかった。【考察】外傷性末梢神経障害のみを対象とした自験例では一定の改善が得られて
いたものの、成績不良例も存在した。外傷性末梢神経障害においては局所以外における疼痛の
持続機序の存在なども考慮する必要があると考えられた。
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手指末節骨骨折に対するDIP関節を固定しない斜め鋼線固定の治療
経験

○湯本 聡

秋田赤十字病院　整形外科

【はじめに】マレット骨折を除く手指末節骨骨折の骨接合手術では、骨片が小さく固定に難渋
したり、ＤＩＰ関節固定が必要な場合がある。今回、末節骨骨折について、ＤＩＰ関節を固定
しない、基部外側靭帯付着部からの順行性斜め鋼線固定（以後斜め鋼線固定）を施行したので
報告する。【対象と方法】2012年４月から2015年3月まで、当科で斜め鋼線固定術を施行した母
指以外の末節骨骨折８例８指を対象とした。男性６例、女性２例、受傷時平均年齢47.9歳。開
放骨折6例、閉鎖性骨折２例。白井分類で、骨幹部骨折５例、粗面部骨折2例、基部骨折１例。
実際の鋼線固定は、まず徒手的に整復後イメージレントゲン側面像で近位より中節骨顆部を滑
らせるようにして1.0mm K-wire鋼線刺入し、次に骨折部固定後そのまま指尖部まで貫通させ
る。最後に正面像を確認しながら適切な位置まで鋼線を引き抜き、鋼線は皮下に埋没するもの
である。術後は約２週外固定し、その後は疼痛・腫脹に応じて手指自動運動・軽作業を許可し
た。【結果】通院加療を自己中断した1例以外の７例で骨癒合が得られた。平均骨癒合期間は
118日、平均可動域は伸展-2.5°、屈曲63.1°。合併症として表層感染を2例認めた。鋼線固定
は、比較的容易に可能であった。【考察】今回の斜め鋼線固定法症例は、比較的早期よりＤＩ
Ｐ関節自動運動・軽作業を可能にしながら、骨癒合獲得が可能であった。一方、骨癒合までに
は諸家の報告より長期を要し、後療法を含め今後検討の必要があった。手技的には比較的容易
で、軟部組織の圧挫を伴う場合も多い末節骨骨折に対し有用と思われた。

S309



1-Po3-2

PIP関節背側脱臼骨折に対する治療方法の選択

○赤羽 美香, 山内 大輔

福井県済生会病院　整形外科

【目的】PIP関節背側脱臼骨折は治療に難渋することが多く、これまで種々の治療方法が行われ
てきたが未だに治療成績は安定していない。我々は鋼線・スクリュー固定とプレート固定を行
っており、固定法別に成績を検討した。【方法】対象は2007年から2015年にPIP背側脱臼骨折の
新鮮例に対して手術加療を行い3か月以上経過観察可能であった12例12指とした。内訳は男性
9例、女性3例、手術時平均年齢は30歳(14～55歳)、術後平均観察期間は6か月(3～14か月)であ
った。手術方法は6例に鋼線固定またはスクリュー固定、6例にプレート固定が行われていた。
鋼線固定の1例以外はすべて観血的に骨片を整復した。プレートにはモジュラーハンドH型プレ
ートを切断して使用した。【結果】全例に骨癒合を認め、平均癒合期間は6.7週(4～17週)であ
った。PIP関節の術後平均可動域は鋼線・スクリュー固定群では伸展-8.3°屈曲93.3°、プレー
ト群では伸展-7.5°屈曲90°であった。【考察】PIP関節背側脱臼骨折は関節内骨折であり、関
節面の不整を経皮的に整復できない症例では観血的整復固定が推奨されている。プレート固定
はプレートの圧着効果で良好な整復位を得やすく、強固な固定が可能だが、やや侵襲が大き
く、プレートによる屈筋腱断裂や拘縮を生じる可能性がある。鋼線・スクリュー固定は、侵襲
は大きくないが、陥没骨折や粉砕骨折では固定性が弱く、整復位を維持できない可能性があ
る。また、掌側骨片の整復不良を生じることでPIP関節の亜脱臼が残存し、将来的に変形性関節
症へ進行することが危惧される。そこで我々は陥没骨片のない骨折で3mm以下の骨片に対しては
鋼線固定を、それ以上の骨片に対してはスクリュー固定を行い、陥没骨片または粉砕のある骨
折に対してはプレート固定を選択するのが望ましいと考える。
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手指中節骨pilon骨折に対して創外固定器を用いた治療

○岩城 啓修, 平野 知惠子

板橋中央総合病院

【目的】手指中節骨pilon骨折（以下pilon骨折）は中節骨の短縮が認められ，さらに骨片が小
さいため整復と十分な固定性を得るのに難渋し、可動域制限を起こす症例が少なからず認めら
れる。今回我々はDynamic Distraction Apparatus®（以下DDA）と鋼線を用いた観血的整復固
定術を併用し比較的良好な結果が得られたので報告する。【対象と方法】対象は2008年以降当
院でpilon骨折の診断で治療を行い6ヵ月以上の経過観察が可能であった5例5指で、男2例女
3例、右１例左４例、受傷時年齢は平均53.6歳、罹患指は環指1例、小指4例、受傷原因は1例が
スポーツ、3例が転倒、1例が転落、受傷日から手術までは平均11.8日であった。X線側面像から
骨折形態で３つに分類し結果を比較した。Group1遠位骨片が短縮のみ生じた症例、group2遠位
骨片の短縮と背側転位を生じた症例、group3遠位骨片の短縮と近位骨片が遠位骨片より3mm以上
背側に転位を生じた症例。Group1、1例、group2、2例、group3、2例であった。初診時転位のな
い2例はPIP関節軽度屈曲位で保存的療法を試みたが転位が生じ最終的には全例手術的治療を行
った。術後平均4.8週でDDAを抜去した。【成績】観察期間は平均20.6か月で全例骨癒合が認め
られ、感染は認めなかった。術後成績は石田らの基準で全例優、%TAMは平均93.8％であっ
た。【結論】group3は短縮幅や近位骨片の転位が大きい為、整復や固定性を得るのに難渋し術
後成績が悪いと予測したが、１，鋼線固定を用いた事により低侵襲で小骨片を固定する事が可
能であった。２，DDAの牽引力により遠位骨片の短縮と整復が可能となり、さらに鋼線の固定力
でも早期可動域訓練を可能にできる事よりgroup間で成績の差は認められず全例ほぼ満足いく結
果となった。
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PIP関節背側脱臼骨折に対する、鉗子による経皮的整復を併用した
ピンニングの治療成績

○亀田 裕亮1,2, 西尾 泰彦2, 近藤 真2, 加藤 貞利2

岩崎 倫政1

1北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野

2北海道整形外科記念病院　整形外科

【背景】PIP関節背側脱臼骨折には様々な手術法が報告されているが、際立って良い方法は無い
のが現状である。Vitaleらは2011年に鉗子による整復を併用した経皮ピンニングの治療成績を
報告しており、我々も、2012年以降、同様の手技を用いて治療を行っている。今回、我々の施
設で治療を行った9例の治療成績を報告する。【対象と方法】2012年2月～2014年12月に、掌側
の転位した骨片を伴うPIP背側脱臼骨折に対して手術を行った9例、9指を対象とした。平均年齢
29.6歳（16-68歳）、男性4例、女性5例。示指1、中指1、環指4、小指3指である。掌側の転位し
た骨片を骨把持鉗子を用いて圧迫、整復した上で、鉗子の脇を通すように掌側から骨片間を2本
の鋼線で固定、PIP関節軽度屈曲位でextension block pinを刺入した。術後はワイヤー抜去ま
で隣接指を含めてシーネ固定とし、ワイヤー抜去時には局所麻酔下に手掌に指尖部が着くまで
自動屈曲を行わせしめた後にリハビリを開始した。【結果】術後follow-up期間は平均148日
（34-587日）、受傷から手術までは平均4.3日（2-8日）、ワイヤー抜去まで30.1日（23-50日）
であった。PIP関節の可動域は伸展平均-5度（-20～0度）、屈曲平均93度（80～100度）であっ
た。visual analogue scale(VAS) による疼痛の評価では平均2/100点、DASH scoreは平均3.75
点であった。全例骨癒合が得られた。【考察】本法は経皮的に整復、固定を行うため腱及び関
節周囲軟部組織への侵襲が少なく、術後の拘縮が起こりにくいという利点を持つ。経皮ピンニ
ング法の欠点として、骨片の整復が不十分になりやすい事が挙げられるが、本方法では鉗子を
用いて十分に圧迫をかける事、wireを掌側から刺入する事により良好な整復が得られた。短期
的にではあるが、痛み無く、良好な可動域の獲得が可能であった。
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DDA2を使用した陳旧性PIP関節脱臼骨折の治療経験

○斉藤 正憲1, 佐藤 信隆1, 波呂 浩孝1, 大北 弦樹2

長澤 晃樹3

1山梨大学　医学部　整形外科, 2峡南医療センター　富士川病院

3北杜市立　甲陽病院

【はじめに】
　陳旧性PIP関節脱臼骨折は関節拘縮に加え関節面の変形や欠損を有することが多く治療に難渋
しやすい。脱臼矯正機能があり早期運動療法が可能なDDA2創外固定器（エム・イー・システム
社製）を使用して治療し、１年以上経過観察し得た６例についてその治療方法と成績について
報告する。
【対象と方法】
　症例は男性4例女性2例で、受傷機転はスポーツによるものが５例で転倒は１例であった。全
例他院で加療（保存療法４例、手術療法２例）ののち当院紹介となる。平均手術時年齢33.3歳
（18～53）、受傷後手術までの平均期間4.3ヶ月（2～6）であった。手術では関節軟骨が温存さ
れていた症例に対しては矯正骨切術（４例）を行い、軟骨損傷の著しい症例に対しては有鉤骨
からの骨軟骨移植術（２例）を行い、いずれもDDA2を利用し、腫張が軽減し次第、関節可動域
訓練を開始した。平均装着期間は6.3週（4～9）であった。
【結果】
　PIP関節の屈曲は平均83°、伸展は‐11°、DIP関節の屈曲は平均53°、伸展は-12°であっ
た。最終観察時、石田らの成績判定基準では優2例、良２例、可２例であった。可の２例は関節
拘縮が強くいずれも受傷後手術までの期間が４か月以上あった。
【まとめ】
　DDA２創外固定器を使用した治療成績を報告した。成績は優と良を合わせて67％と安定した成
績が得られた。DIP関節の自動伸展不全がみられ創外固定器を使用した際の欠点であった。
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掌側ロッキングプレートを用いた手指基節骨基部骨折の治療

○藤谷 良太郎1, 面川 庄平2, 土肥 義浩1, 田中 康仁3

1医真会八尾総合病院　整形外科, 2奈良県立医大 手の外科, 3奈良県立医大 整形外科

【目的】手指基節骨基部骨折に対し掌側ロッキングプレート(以下LP)を施行した6例について報
告する。
【対象と方法】男性2例、女性4例の計6例、平均年令48歳（43歳～62歳）、受傷指は環指4例、
小指2例、骨折型は関節内骨折3例、外骨折3例であった。手術は、MP関節掌側にZig Zag皮切を
加え、A1とA2近位半分を切開、骨折部を展開した。イメージと直視下に関節内と関節外骨折を
整復後、手指用ロッキングプレート（Stryker Variax Hand System）で固定した。切開した
A2pulleyでプレートを覆い屈筋腱のgliding baseとした。自家骨および人工骨移植は行わなか
った。術後は、翌日より自動、他動可動域訓練を行った。
　【結果】平均経過観察期間は12か月で、全例3か月以内に骨癒合を得た。抜釘は3例に行っ
た。最終XP、CTでの骨片転位の進行、関節面gap、stepはなく、最終成績は％TAM　96％、MP可
動域　屈曲70°/ 伸展15°、DASH　9であった。
【考察】背側粉砕を伴う背側転位症例や関節内骨折や関節内central depression症例といった
不安定型骨折の治療は、橈骨遠位端骨折と同様、矯正損失やgap、step offの残存をきたす可能
性がある。それらによる変形治癒は、患指のmalrotation、可動域制限、関節拘縮などをきたす
ことが考えられる。
近年、関節外骨折に対しknuckle castの有用性が報告されている。また、2007年、Hattoriらは
中手骨基部MP関節内骨折に対し掌側プレートの報告を行っている。今回、われわれは関節外、
関節内骨折症例にLPを用い、少ない症例数であるが良好な結果を得た。
【結語】Angular stabilizingとSubchondral support機能を有するVLによる強固な固定が、早
期ROM訓練を可能にし、早期外固定の除去や早期作業復帰への可能性があると考えられた。
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中手骨頭骨折、中手骨頚部粉砕骨折に対するu-HA/PLLAピンによる
逆行性髄内固定法

○岡崎 敦1, 坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 瀧上 秀威2

齋藤 知行3

1平塚共済病院　整形外科・手外科センター

2国立病院機構横浜医療センター　整形外科, 3横浜市立大学　整形外科

【目的】中手骨頭骨折や中手骨頚部粉砕骨折は、関節面を含む骨片が不安定であり、治療に難
渋することが多い。経皮ピンニングやFoucher法が困難な症例に対し、当科では生体吸収性のu-
HA/PLLAピンを関節面から挿入する逆行性髄内固定法を行い、良好な成績を得たので報告す
る。【対象と方法】対象は中手骨頭骨折および中手骨頚部骨折に対しu-HA/PLLAピンを使用して
逆行性髄内固定法を行った5例5手、男性3例、女性2例、年齢は平均33.8歳、経過観察期間は平
均5.3か月であった。中手骨頭骨折は3手、中手骨頚部骨折は2手であった。背側よりMP関節を展
開して骨片の整復を行い、関節面より1.6mm径のK-wireでドリリングした後に、直径1.5mmのu-
HA/PLLAスレッドピンを1本または2本髄内に挿入した。u-HA/PLLAピンは関節面より深い位置ま
で挿入した。粉砕骨折例では短縮防止のためオスフェリオンを充填した。追加の固定として、K
-wireを1例に、スクリューを1例に使用した。術後平均3.0週(2-4)の外固定を行った。【結果】
全例で骨癒合が得られ、骨癒合期間は平均5.5週であった。最終調査時のMP関節可動域は伸展平
均0°、屈曲75°であった。骨片の転位、関節症性変化、ピンの折損、無菌性炎症などの合併症
は認めなかった。【結語】中手骨頭の関節内遊離骨片は不安定であり、順行性髄内固定法であ
るFoucher法では十分な固定性を得にくい。また、経皮ピンニングは側副靭帯や関節包などの損
傷を避けられず、関節拘縮の原因となる。本法は側副靭帯を損傷することなく、また強度の高
い関節面の軟骨下骨を利用するため、良好な整復位、固定性を得ることができ、有用な固定法
になりうると考えた。

S315



1-Po3-8

第5中手骨頚部・骨幹部骨折の鋼線髄内固定法の工夫

○井下田 有芳1, 楠瀬 浩一1, 松尾 亮平1, 浅沼 雄太1

原 章2

1東京労災病院, 2順天堂大学医学部附属浦安病院

【はじめに】中手骨頚部・骨幹部骨折に対する手術は様々な方法が報告されている。演者らは
Kirschner鋼線（以下K-wire）による順行性髄内固定法で、良好な成績を得ており、今回、その
手術方法を中心に報告する。【対象と方法】2008年1月～2015年8月に第5中手骨頚部・骨幹部骨
折の診断で本法を行った28例28骨折（年齢平均47.6歳）を対象とした。手術は、局所麻酔下に
日帰りで行った。徒手整復を行い、困難な例には骨折部小切開により整復操作を加えた。中手
骨基部背側より、骨に対して45°の角度をつけK-wireで経皮的に骨孔を作成する。骨孔作成と
同サイズの先端鈍のK-wireを先端から5mmの位置で約30°曲げ、骨孔より挿入、骨頭軟骨下骨ま
で打ち込む。K-wireの回旋により骨頭の残存する転位の整復を行う。同様に2本目を骨頭内で広
がるように向きを整え挿入する。術後は、環指とのテーピングとし外固定はせず、当日より手
指の屈曲伸展を行い、約4週間で抜釘を行う。【結果】初期固定は良好で、鋼線の緩みや自然抜
釘は認めず、最終観察時、全例に短縮や回旋変形、明らかなMP関節可動域制限を認めなかっ
た。数例で露出したK-wire刺入部に感染を認めたが、抜去により深部感染は生じなかっ
た。【考察】中手骨骨折に対する順行性髄内固定法はMP関節に侵襲を加えないため、拘縮を生
じにくいが、整復位が保てない例も少なくない。これに対し，演者らは骨孔作成方法やK-wire
の形状の工夫により十分な固定が可能であった。また、鋼線髄内固定法は相対的固定であ
り、micromovmentにより外仮骨形成促進も期待できる。本法は局所麻酔下で施行でき、術中に
手指自動運動での、交叉指の確認が可能であることも利点の一つである。
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手指末節骨骨幹部偽関節に対して肘頭からの骨釘移植を行った３例
の術後成績

○上羽 宏明1, 小川 亮三1, 佐々木 英幸1, 竹村 宜記2

児玉 成人2

1近江草津徳洲会病院, 2滋賀医科大学　整形外科学講座

平成25年2月から平成27年5月までの間に手指末節骨骨幹部偽関節3例に対して同側肘頭からの骨
釘移植術を行った。手術時年齢は24歳男性(症例1), 56歳女性(症例2), 64歳男性(症例3)であっ
た。罹患指はそれぞれ左環指、左環指、左中指で、いずれの症例も非利き手側の罹患であっ
た。全症例とも外傷による骨折を契機とし、症例1は開放性骨折であったが、他2例は閉鎖性骨
折であった。受傷から手術までの期間は、それぞれ107日、78日、165日であった。この間、症
例1に対しては受傷後2日目に経皮鋼線刺入術が施行されたが、他2例は転位がわずかであり保存
療法が行われていた。手術は、四宮らの報告した肘頭からの自家骨釘移植術を施行した。術
前、術後の状態についてquick DASH score, Hand 20, 疼痛VAS scoreなどで評価した。術後、
全例において良好な骨癒合が得られ、いずれの評価法においても術前からの改善がみられた。
末節骨の偽関節では強い疼痛を伴うことは稀とされているが、今回のシリーズでは３例すべて
において術前に強い疼痛を認めていたものの、術後は全例で著明に改善した。
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成人指節骨遷延癒合に対する低出力超音波治療（LIPUS）の治療成
績

○太田 剛1, 大沼 円1, 伊藤 聡一郎2, 大川 淳3

1済生会川口総合病院　整形外科, 2桜会病院　整形外科

3東京医科歯科大学　整形外科

【はじめに】成人指節骨骨折遷延癒合に低出力超音波骨折治療（以下LIPUS）を行い、良好な成
績を得たのでの治療成績を報告する。【対象と方法】対象は2008年1月から2015年4月までに当
院で治療した成人指節骨骨折遷延癒合10例。男性7例、女性3例。年齢は21歳から61歳（平均
38.3歳）。受傷側は右4例、左6例、受傷指は母指2例、示指4例、中指1例、環指2例、小指1例。
受傷部位は末節骨骨折8例、基節骨骨折2例。受傷形態は閉鎖骨折6例、開放骨折4例であっ
た。LIPUS開始時期は受傷6週から7ヶ月（平均3.1月）であり、治療期間は2ヶ月から13ヶ月（平
均5.1月）であった。1例は固定術後の遷延癒合であるが、その他には骨折手術は行なわれてい
なかった。骨癒合の有無、健側比関節可動域、治療終了時愁訴、合併症を検討し
た。【結果】10例中9例に骨癒合が得られた。追加手術を行った症例は無かった。骨癒合が得ら
れなかった1例は重度の開放骨折で爪欠損を伴っていた。健側比関節可動域は50%から100%（平
均78.5%）であり、治療終了時の愁訴は骨癒合が得られた症例では疼痛、運動時痛等無くADLに
支障無かった。合併症として1例にLIPUS照射部位に軽度の皮膚障害が見られたが、投薬により
軽快した。【考察】LIPUSは遷延癒合に対して有効なことは明らかであるが、成人指節骨骨折遷
延癒合に対しての報告は少ない。LIPUSは骨折間最大間隙が小さく、照射距離が小さいほど有効
であり、指節骨は特に効果が大きいことが期待できる。今回我々は追加手術をすること無く90%
の骨癒合率をえられ、低出力超音波骨折治療の有効性を確認できた。しかし、開放骨折で骨
膜、軟部組織損傷が大きい症例では追加手術が必要の場合もあり注意すべきである。
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転位のある舟状骨中央1/3骨折の経皮的screw固定術の治療成績

○酒井 健1, 川崎 恵吉2, 西中 直也1,3, 古屋 貫治1

稲垣 克記2

1昭和大学藤が丘病院　整形外科, 2昭和大学医学部整形外科学講座

3昭和大学スポーツ運動科学研究所

【はじめに】舟状骨中央1/3骨折に対する経皮的screw固定術は数mm程度の転位がある場合も、
しばしば行われる。今回我々は術前に転位を認めた舟状骨中央1/3骨折の経皮的screw固定術の
治療成績について検討した。
【対象と方法】対象は舟状骨中央1/3での骨折で術前にgapまたはstep offを1mm以上認め、経皮
的screw固定術を施行した21例で、転位はgapが0.8mm(0～3mm)、step offが1.0mm(0～2.2mm)で
あった。平均年齢は32.1歳(15～54歳)、男性19例、女性2例、平均観察期間は22.2か月であっ
た。骨折型はHerbert分類でB1が8例、B2が13例で手術は遠位掌側から小皮切にてscrew固定を行
った。画像評価として骨癒合率と、スクリュー位置として大腿骨転子部骨折におけるラグスク
リュー先端位置の指標である、Tip-apex distance (TAD)を応用したScaphoid-TAD(S-TAD)を評
価した。また、臨床評価としてCooney scoreを評価した。
【結果】術前の平均転位はgap 0.79mm、step off 0.97mmで骨癒合は21例中17例(81.0%)で得ら
れ、Cooney  scoreは89.5であった。骨癒合群:偽関節群で比較すると術前転位はgapが
0.68:1.25mm, step offが0.94:0.98mmで有意差はなかったが、近位S-TADは6.0:10.2mmで有意差
を認めた。
【考察】1～3mmの転位を伴う舟状骨中央1/3骨折でも経皮的screw固定は有効だが、偽関節を生
じることもあり、screwをより骨軸中心に深度を深く挿入するよう注意する必要がある。
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橈骨遠位端骨折変形治癒例の再骨折に対する観血的手術（一期的尺
骨短縮術の併用）

○小泉 雅裕1, 倉石 達也1, 土谷 正彦2

1新潟県立中央病院, 2新潟労災病院

はじめに）橈骨遠位端骨折変形治癒骨折の再骨折に対する治療方針に定まったものはない。高
度の橈骨短縮変形を伴う再骨折例に橈骨の観血的手術と一期的尺骨短縮術を併用した3例につい
て報告する。方法）対象は初回保存的に治療した再骨折3例（63歳女性　70歳女性　83歳男性）
骨折型は全例背側転位型でAO分類C2,C3,C3。受傷時のulnar variance（以下UV）はそれぞれ
+9mm、+10mm、+7mm。手術は橈骨を掌側ロッキングプレートで固定、同時に尺骨短縮術も併せて
行い、短縮量はそれぞれ6mm、8mm、8mmであった。前腕短縮用プレート1例、他2例は創外固定を
用いて短縮しロッキングプレートにて固定した。術後成績は、骨癒合　橈骨volar tilt(以下
VT)  ulnar variance（以下UV） 手関節可動域　Mayo wrist scoreについて評価した。結果）
全例骨癒合。症例2,3で橈骨VT-15°と-10°背屈転位を残し手関節掌屈制限を残した。UVは全例
2mm以内。全例早期より前腕回旋可動域は良好でMayo wrist scoreは3例全て良であった。考
察）変形治癒骨折のAO分類Cの再骨折は、骨脆弱に伴い粉砕が細かくなり関節面の解剖学的修復
は難しい。しかし掌側ロッキングプレートで橈骨短縮変形や背屈転位のある程度の変形進行予
防の効果はあり、一期的尺骨短縮術を併用することで比較的良好な成績を得ることができた。
これまでに橈骨遠位端骨折変形治癒例の再骨折に対する観血的手術に一期的尺骨短縮術を併用
した報告はなく、再骨折を変形矯正のチャンスであると考えれば、一考すべき術式である。
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当科における屈筋腱皮下断裂とその治療について

○佐野 和史1, 木村 和正2, 秋山 洋輔3, 高橋 里奈3

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

3獨協医科大学越谷病院　リハビリテーションセンター

【目的】当科で経験した屈筋腱皮下断裂の特徴と治療法およびその成績について報告する。
【対象と方法】対象は2004年以降に経験した屈筋腱皮下断裂の14例19指。男性8例女性6例、年
齢は16歳～80歳（平均54.8歳）であった。受傷指及びそのレベルは母指zone IV 1指、zone V
1指、示指zone III 1指、zone IV 1指、中指zone IV 2指、環指zone I 5指、zone III
1指、zoneIV 1指、小指zone I 1指、zone III 2指、zone IV 3指であった。受傷原因に明らか
な外傷機転を有するものは6例6指、背景に病因を有するものは7例11指、spontaneous rupture
が1例2指であった。12例15指は手術加療され、内訳は一次修復が3指、一期的腱移植5指、二期
的腱移植1指、腱移行6指、手術例の経過観察期間は2ヵ月～7年9ヵ月（平均12.3ヵ月）であっ
た。
【結果】明らかな外傷機転を有するものは全てzone Iでのjersey injuryで新鮮例は一次修復し
陳旧例では腱移植が選択され、両者ともに良好な成績であった。背景に病因を有するものは
zone III～Vで生じており、関節リウマチ例では患者の希望で手術加療はしなかった。腱移行施
行した母指の2例と化膿性腱鞘炎後の二期的腱移植施行した例では可動域不良であっ
た。spontaneous ruptureはzone IIIで生じており腱移行により良好な結果であった。
【結論】屈筋腱皮下断裂は比較的まれな病態のため発見治療が遅れがちで、自験例においても
受傷より数ヶ月経過したものも多かった。関節リウマチ患者ではいずれも手術加療しておら
ず、伸筋腱断裂に比較しADLに対する影響が少ないと予想された。一部の再建不良例では関節固
定や腱固定も選択肢として検討すべきと考えられた。
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1-Po3-14

SSS法固定Cadaverによる手の皮弁トレーニング

○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】我々は昨年の本学会において、saturated salt solution法（以下SSS法）固定cadaver
を用いた皮弁挙上トレーニングについて発表した。今回、手指再建の際に用いられる皮弁を挙
上し、検討したので若干の考察を加え報告する。
【対象と方法】2014年4月から2015年10月にかけて、東京医科大学人体構造学分野でSSS法固定
cadaverを使用し、手指再建に使用する皮弁を挙上した。SSS法固定cadaverは固定後1～6ヵ月の
4体を使用した。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、oblique triangular flap・逆行性指動脈皮弁・逆行性中手動脈皮弁・指交叉
皮弁・掌側前進皮弁を挙上した。逆行性中手動脈皮弁穿通枝レベルの血管同定は可能で、皮弁
挙上も問題なく施行できた。皮膚切開の感覚および皮膚の伸展性に関しては生体とは少し異な
るものの許容範囲であった。一方、軟部組織の性状や血管剥離操作は生体に近かった。多量の
食塩液で血管内が満たされているため、生体と比較して穿通枝レベルの血管まで拡張傾向にあ
った。このことが、血管の同定・剥離は容易にする重要な要因であった。
【考察】SSS法固定cadaverの血管は、生体よりやや拡張するため、穿通枝等の微細な血管まで
同定・剥離が可能である。そのため、実際の手術の際には血管径が細いことを念頭に置く必要
はあるが、実際の手術と同様の手順で皮弁挙上がほぼ可能である。SSS法固定cadaverは、挙上
した経験のない皮弁のトレーニングに非常に有用であると考える。一方関節拘縮が生じてお
り、Thenar flap等のシミュレーションとしてはやや難しい傾向にある。cadaver trainingは、
経験の乏しい医師にとっても非常に有用であり、SSS法固定cadaverは今後の手外科医の育成に
役立つものと考える。
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カルボキシメチルセルロースナトリウム銀創傷被覆材の手外科への
応用

○福田 憲翁1, 朝戸 裕貴1, 梅川 浩平1, 倉林 孝之2

1獨協医科大学　形成外科学, 2獨協医科大学　越谷病院　形成外科

【目的】
カルボキシメチルセルロースナトリウム銀の繊維を編み込んで作製された創傷被覆材であるア
クアセルRAgは快適性と抗菌性を融合した高性能な製材であり、外傷性皮膚欠損創や各種皮膚潰
瘍に広く使用され、有効性が多く報告されている。これまで「皮下組織に至る創傷」の機能区
分でしか保険点数を算定できない製材のみであったが、2014年12月より「真皮に至る創傷」の
機能区分となる製材（アクアセルRA g BURN）も新たに加わり、今まで以上により多くの創傷に
対応できるようになった。我々は、手領域において、創傷の局所状態に応じて被覆方法を調整
・工夫し良好な結果を得ているため報告する。
【対象と方法】
手における熱傷、外傷性皮膚欠損創、皮膚壊死後の二次潰瘍を対象とした。
真皮にとどまる深達度のものはアクアセルRA g BURNを上皮化完了まで適応した。皮下組織に達
するものはアクアセルRA gを採用し皮膚再建術までの創傷治癒環境維持を目的に適応した。創
傷が広範囲に及ぶ場合は手掌手背両側から手を挟み込むように製材をステープラーで固定し手
袋型に加工した。いずれの場合も、浸出液の量に応じてtop dressingを変化・選択し適切な湿
潤環境を維持させた。
【考察】
手はその複雑な形態から創傷被覆材をうまく適応することが困難な部位といえる。機能障害の
観点からは可動性を損なわないような配慮や工夫も必要となる。本剤は薄く伸縮性に富んでお
り、線維状で通気性・浸透性が良いため手に理想な素材と考えられる。固着した製材を保護膜
として利用すれば最小限の被覆が可能であり、可動性を妨げない。適切な加工することで手外
科領域において非常に有用な治療ツールとなる。
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TightRopeを用いた母指CM関節症の手術治療～手術手技及び短期成
績について～

○橋村 卓実, 藤尾 圭司, 片山 幹, 丸尾 陽平

関西電力病院　脊椎外科・手外科・整形外科

【目的】我々の施設では，母指CM関節症に対し，TightRope（以下TR）を用いた
Suspensionplastyを行っている．今回，その手術方法と短期成績について報告す
る．【方法】2015年3月～10月までの期間で，母指CM関節症の患者7例7手（男性 1例，女性
6例）に対し手術を施行した．年齢は平均56.3歳（51-68歳）であり，Eaton分類はStage2
2手，3 4手，4 1手である．手術方法は，大菱形骨のオープンでの全切除（2手）あるいは鏡視
下部分切除（5手）を行った後，TRを第1及び第2中手骨間に通し固定する．その際，我々はガイ
ドピンの刺入位置・角度，TRの挿入時の工夫，固定の張度に留意している．後療法は，術後3週
間のthumb spica固定を行った後に作業訓練を開始した．評価項目は，術後12週での疼痛
VAS（安静時  /  動作時），可動域（母指掌側外転角  /  橈側外転角），握力健側
比，Kapandji’s Score，DASH Score（Daily）とした．【結果】2015年10月現在時点で，12週
以上経過したものは7手中4手であった．4手中1手は，術前からの母指MP関節痛の訴えが強く，
術後正確な機能評価が困難であったが，母指CM関節の疼痛VASは8 / 36mmと改善が見られた．そ
の他の4手中3手では，疼痛VAS 平均0 / 26mm（0 / 8-50mm）,可動域 平均51.7 / 46.7度（50-
55 / 40-50度），握力健側比 平均73.9%（57.8-92%），Kapandji’s Score 平均9.3点（8-
10点），DASH Score 平均29.30（9.48-39.65）であった．【考察】TRは関節可動性を残しつ
つ，“Suspension効果”による関節面の除圧により疼痛を軽減させ，母指CM関節治療において
も良好な治療成績が示されつつある．自験例に置いても，比較的早期の段階で疼痛改善と，ADL
に支障のない母指機能再建が得られたが，TRの挿入角あるいは縫合の張度などの統一した見解
が今後の課題であると考える．
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母指MP関節陳旧性橈側側副靭帯損傷に対する再建術の治療成績

○池田 全良1,2, 小林 由香2, 清水 あゆ子2, 高木 岳彦2

齋藤 育雄3

1湘南中央病院　整形外科, 2東海大学　医学部　整形外科

3伊勢原協同病院　整形外科

【緒言】母指MP関節陳旧性側副靭帯損傷に対する種々の再建術が報告されている。今回我々は
陳旧性の橈側側副靭帯（以下RCL）損傷に長掌筋腱の移植を用いたGlickelの方法に則って再建
術を施行したのでその治療成績について報告する。【対象および方法】手術的治療を施行した
母指MP関節陳旧性RCL損傷例10例（男性4例、女性6例）を対象とした。受傷から手術までの期間
は平均9.8ヶ月であり、手術時年齢は平均45歳（28～55歳）であった。術前の母指 MP関節の不
安定性に伴う運動時痛を認め、ストレスX-Pでは平均38.7゜（30～58゜）の不安定性を認めた。
手術は、採取した長掌筋腱を基節骨橈側基部の2カ所に作製した骨孔を通し、腱の両端を中節骨
頭の橈側から尺側に貫通した骨孔を引き抜いてスーチャーアンカーで尺側骨皮質に縫合した。
術後約1ヶ月固定の後、関節可動域訓練を開始した。術後の経過観察期間は平均19.1ヶ月であっ
た。【結果】術後の関節不安定性は全例で消失し、MP関節可動域は平均-2゜/55.5゜であり健側
比較で平均83.3% であった。また、pinch力は健側比較で平均103%であった。Quick DASHは術前
の平均19.3点から術後平均2.0点に改善した。Glickelの評価ではExcellent6例、Good4例であっ
た。【結論】本法は陳旧性のRCL損傷に対する再建で充分な関節可動域を回復し安定した治療成
績が得られた。本法ではスーチャーアンカーを移植腱の骨皮質への縫合に用い良好な再建靭帯
の緊張を得ることができた。
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皮切を追加することなく指節骨に縫合糸をかける方法のStener損傷
への応用

○新井 健1, 水野 早季子2, 高松 広周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慶應義塾大学医学部　整形外科, 3東京歯科大学市川総合病院　整形外科

【目的】Stener損傷の治療は断裂した靱帯の骨への縫着にアンカーを用いることが多いが、こ
れを用いないとき縫合糸を骨に固定する必要がある。我々は、Kirschner鋼線と注射針を用いて
皮切を追加することなく骨に縫合糸をかける方法を第57回本学術集で紹介したが、これを
Stener損傷の治療に応用したので報告する。【対象】平成25年から平成27年に当科を受診した5
例で、25歳から68歳右3指左2指であった。【方法】母指尺側から損傷部を展開し、基節骨基部
の靱帯剥離部から直径1.5 mmのKirschner鋼線で橈側の皮質まで骨孔を作成。18Gの注射針を挿
入し橈側の皮膚を貫通させその先端から3-0の吸収糸を3本術野側にまで通し、その注射針の先
端に別の注射針の先端を咬み合わせ外れないように橈側骨皮質上まで進め、はじめに挿入した
注射針は糸を残し抜去する。靱帯剥離部から再びKirschner鋼線を刺入し前回と3 mm程度離れた
部位で橈側骨皮質を貫通させ、その骨孔に骨皮質上にある注射針の先端を骨皮質を滑らせなが
ら刺入し靱帯剥離部まで貫通させる。この先端に別の注射針を咬み合わせたまま術野から橈側
の皮膚まで貫通させるその先端から、注射針と同じ孔から皮膚を貫通している糸を挿入し術野
まで貫通させ注射針を抜去する。これにより橈側骨皮質に糸がかかりこれを用い靱帯を2回から
3回縫着する。糸が2本以上切れたら操作を繰り返す。【結果】アンカーと比してより強い力を
加えた縫着が可能であった。術野と対側の知覚障害や疼痛の持続などの訴えはなかった。術後
も不安定性の再発はなく全例現職に復帰し高い満足度が得られた。【考察】糸に十分な強度が
あり、複数の糸で逢着できやり直しも可能なことから安定した治療成績が期待でき、本法は
Stener損傷の治療に対しアンカーに代わる方法として有用であると考えられた。
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外傷性母指CM関節背側脱臼の治療経験

○堀木 充1, 西本 俊介1, 中川 玲子1, 吉田 竹志2

田野 確郎1

1関西労災病院　整形外科, 2よしだ整形外科

【目 的】外傷性母指CM関節脱臼に対して、suture anchorを用いてdorsoradial ligament(以下
DRL)を修復した3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ではanterior
oblique ligament (以下AOL)とDRLの断裂を認めた。脱臼整復しギプス固定したが再脱臼するた
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DRL
を修復した。術後6週で自動運動開始した。術後1年で再脱臼なく、可動域は良好、ピンチ力
12kg/10kg（以上右/左表示）、疼痛なく経過良好である。【症 例2】47歳女性。自転車同士の
事故で受傷。受傷後6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DRLの
断裂を認めた。1例目と同様にsuture anchorでDRLを修復した。術後1年で亜脱臼と関節裂隙狭
小化あり、可動域は掌側外転50度/50度、橈側外転30度/50度、ピンチ力1kg/4kg（以上右/左表
示）、軽度の疼痛を認めるが経過良好である。【症 例3】43歳女性。転倒して受傷。受傷後9ヶ
月で来院。単純レントゲンで中手骨掌側に小骨片を伴う右母指CM関節背側脱臼と診断し、DRLの
修復術を行った。術後1年で亜脱臼あり、可動域は良好、ピンチ力7.4kg/7kg（以上右/左表
示）、疼痛なく経過良好である。【考 察】近年、母指CM関節の安定性にはDRLが重要であると
指摘されており、DRL修復術は理に適っていると考えられる。修復術を行った3例では術後経過
良好でありDRL修復術は有用な手術方法である。
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TFCC尺骨頭側断裂の治療経験

○藤井 賢三, 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） 断裂には様々な多様性のあることが明らかとなって
おり，その中で 2011年，Abe らはTFCC 実質部の遠位橈尺関節側の断裂の2例を発表した（Hand
Surg.  16:  181-184）．その後の症例を重ね，臨床的特徴，手術成績について検討し
た．【対象】症例は6例，男性5例，女性1例，年齢は17歳～52歳，平均29歳，右3手，左3手であ
った．診断は慢性尺側部痛にて手関節鏡を行い，橈骨手根関節，手根中央関節の鏡視にて著変
を認めず，遠位橈尺関節（DRUJ）の鏡視にてTFCC 尺骨頭側のささくれ立った断裂を確認したも
のとした．【結果】1例は橈骨遠位端骨折治癒後であった．2例で月状三角骨靭帯中枢部断裂，1
例で TFCC 水平断裂を掻爬中に認めた．2例ではDRUJ 鏡のみで断裂部の掻爬が可能であった
が，4例では橈骨手根関節より実質部ごと掻爬した．5例は6か月以上の観察が可能であり，Mayo
modified wrist score にてE: 4例，G: 1例であった．残りの1例は交通事故の被害者でプロの
楽器演奏者であった．3か月で示談を希望，処理したのち来院がなかったが1年後，演奏に復帰
しているのをネットにて確認した．【考察】TFCC 損傷ではPalmer 分類には該当しない断裂形
態も多く認められ，その多様性には注意しなければならない．TFCC はMikic により尺骨頭側よ
り変性していくことが報告されているが，今回の症例にてこのプロセスの過程において疼痛を
発症することが確認できた．治療は掻爬，あるいは変性断裂ととらえると尺骨短縮術が考慮さ
れる．今回，掻爬のみの結果は比較的良好であった．
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尺骨突き上げ症候群やTFCC損傷に対する尺骨短縮術の治療成績

○櫛田 学1, 松田 匡弘2

1櫛田　学　整形外科クリニック, 2福岡整形外科病院

【目的】三角線維軟骨複合体（以下TFCC）損傷や尺骨突き上げ症候群などによって生じる手関
節尺側部痛は,まず保存療法が行われるが,症状が軽快しない場合の手術療法のひとつとして,尺
骨短縮術がある.我々が行った尺骨短縮術の治療成績を調査し検討した. 【症例と方法】2015年
5月までに手関節尺側部痛を有する症例（橈骨遠位端骨折後の変形治癒などは除外）に対して尺
骨短縮術を行った12例である.男性6例,女性6例,平均年齢44歳,経過観察期間は平均22か月であ
った.原因はTFCC損傷が6例,尺骨突き上げ症候群が6例であった.術前の単純 X線像でulnar
variance（以下UV）は平均3mmであった.MRIでは全例にTFCCの異常所見を認め,うち4例に手根骨
の変化を認めた.手術は手関節鏡による評価や滑膜切除後に,2から4mmのstep cutの短縮骨切り
を行い,plateにて固定した.術前後に麻酔下に徒手的な遠位橈尺関節（以下DRUJ）ストレステス
トを行い,骨切り後にDRUJ不安定性の改善がみられない場合,TFCC鏡視下縫合や中村法による
TFCC再建を追加した. TFCC損傷4例で鏡視下手術が先行して行われ,改善を認めないため,短縮術
を行った.臨床評価は日手会手関節機能評価（Cooney評価の改変）を用いた.【結果】鏡視での
TFCC所見は,Palmer分類で2B6例,2C6例であった.短縮術後, TFCC鏡視下縫合やTFCC再建を追加し
たのは2例であった.術後合併症や骨癒合不全は認めなかった.臨床成績は術前総合評価平均73点
が術後平均99点と改善した.【考察および結語】尺骨短縮術は良好な成績をえられていた. 短縮
術が効果を発揮するためにはDRUJの安定性が重要である.ulnar  plus  varianceのTFCC損傷で
は,尺骨短縮術と軟部組織手術のどちらか一方だけでは不十分で,両者を併用することで良好な
成績がえられる.
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橈骨遠位端骨折後の回内外可動域制限の検討

○中村 俊康1,2, 河野 友祐3, 山部 英行3, 鎌田 雄策4

福岡 昌利5

1国際医療福祉大学　臨床医学研究センター, 2国立病院機構埼玉病院　整形外科

3済生会横浜市東部病院　整形外科, 4足利赤十字病院　整形外科

5さいたま市立病院整形外科

橈骨遠位端骨折後に手術加療もしくは保存加療の結果，橈骨の骨性アライメントは良好である
にも関わらず，著明な回内外制限を生じた症例を検討した． [症例] 2000年以降に橈骨遠位端
骨折に手術加療または保存加療を行い橈骨の骨性アライメントを良好に保持できた症例中、著
明な回内外制限を生じた症例は9例9手であった．男3，女6，右4，左5，平均年齢は39歳(9-
70歳)であった. 橈骨遠位端骨折の原因は転落6，交通事故3で，7手に橈骨に対してplate固定
を，2手は保存的に加療した．受傷から回内外授動術までの期間は平均5週(0日～4ヵ月)であっ
た．1手は著明な回内制限(回内-50度;回外80度)を呈し，8手では回外制限が著明であった(回内
平均75度;回外平均30度)．回内外制限の原因、治療法、臨床成績を検討した．[結果] 回内外制
限の原因はTFCCが小窩部で断裂後、小窩の本来の付着部よりも掌側に付着することによる尺骨
頭の背側変位が2手，尺骨茎状突起の変形治癒2手, 尺骨頭の亜脱臼はないもののTFCCが小窩掌
側または背側にずれて癒合したもの5手 (4手は掌側，1手は背側)であった．治療は尺骨楔状短
縮骨切り術を4手に，尺骨茎状突起の矯正骨切り術を2手に施行し，さらに全例でTFCCを小窩か
ら一度切離し、本来の付着部である小窩中央に再縫着した．1手では 30度の回内制限を認めた
が，8手では良好な回内外可動域を得ることができた．DRUJの不安定性を呈した症例はなかっ
た．[考察] 橈骨遠位端骨折後に良好な橈骨のアライメントを得ることができても、裂離した
TFCCが転位して癒着することにより回内外制限を生じる可能性があり，成績が不良となる場合
がある．良好な治療成績を得るためにもこのような病態を生じる場合があることに注意してお
く必要がある．
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TFCC1B損傷を合併した橈骨遠位端骨折の治療成績- Repair v.s. Non-
Repair.

○友利 裕二1, 南野 光彦1, 佐竹 美彦1, 園木 健太郎1

高井 信朗1

1日本医科大学整形外科, 2浮間中央病院　整形外科

【目的】掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折内固定時に鏡視下にTFCC1B損傷を合
併していた41手のうち、TFCC1B損傷を修復した群（R群）と、修復しなかった群（N群）の治療
成績を比較検討した。【対象と方法】2005-2014年の10年間に鏡視下にTFCC１B損傷と診断し術
後6か月以上経過観察が可能であった41手（男12、女29）を対象とした。TFCC1B損傷を治療した
群（R群）は30手（男7、女22）、治療を行わなかった群（N群）は12手（男6、女6）で、骨折型
はR群（AO分類A2:12、A3:1、C1:8、C3:7）、N群（AO分類A2:4、C1:1、C3:7）で、受傷時年齢は
R群平均60.8（26-79）歳、T群平均50.9（23-72）歳、経過観察期間はR群平均10.3（6-20）か
月、N群平均16.9（6-27）か月であった。以上の症例に対し最終診察時の尺側部痛および動作時
痛、X線学的評価、関節可動域、握力、Modified Mayo　Wrist　Score（MMWS）について調査し
た。【結果】尺側部痛および動作時痛はR群で10%、N群で83.3％に残存していた。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R群：PT
14.2°、RI 21.8°、UV　0.4mm、N群：PT 14.3°、RI 22.6°、UV0.3mm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R群：背屈84.3%、掌屈87.1%、回内96%、回外
94.7%、握力は健側比で平均79%、N群：背屈95.9%、掌屈95.2%、回内96.5%、回外95.8%、握力は
健側比で平均77.6%であった。MMWSはR群が平均85.1(75-100）でexcellent 14、good　9、fair
6、Excellent&Goodの比率は79.3％、N群が平均77.9（50-95）でexcellent 2、good 8、fair
2、poor 2、Excellent&Goodの比率は64.7％であった。【考察】TFCC１B損傷を合併した症例で
は1B損傷に対する対処法が治療成績を左右する要因の一つと考えられた。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折に対する二期的手術例
の検討

○杉田 健, 酒井 和裕, 宮地 有理, 宮本 瞬
家入 裕太

健和会大手町病院　整形外科

【緒言】尺骨茎状突起骨折（以下USF）は橈骨遠位端骨折 (以下DRF) に合併する事が多く、そ
の治療方針は一定の見解を得ていないが、当科では橈骨内固定後DRUJ ballottementを行い、不
安定性があれば内固定している。今回、不安定性がなくUSFを放置し、後日尺側部痛のため、二
期的に手術した症例を経験した。【症例1】65歳女性。右DRF（AO-C2）、USF（基部）。受傷7日
目に橈骨は掌側LP固定、手関節鏡でTFCC損傷（Palmer1-D）あるも不安定性はなくUSFは放置。
術後5ヶ月で不安定性と尺側部痛が出現。TFCC尺側部損傷で縫合術を施行した。【症例2】28歳
男性。高所転落による左手関節背側亜脱臼・DRF（AO-B2-3）、USF（先端）で同日観血的脱臼整
復術、DRF経皮鋼線固定を行った。受傷4週で鋼線抜去、装具装着し、尺側部痛が残存。MRIで
TFCC尺側損傷を認め、受傷7週目にTFCC縫合とUSF骨接合を施行した。【症例3】58歳女性。右
USF（基部）を受傷。保存加療を行うも右手関節尺側部痛とDRUJ不安定性は改善せず、受傷5か
月で尺骨偽関節手術、TFCC縫合を行った。【考察】DRF術後の尺側部痛の原因は様々で、USFが
どの程度関与しているか不明だが、骨折型に関わらずTFCC損傷合併が多いと報告されている。
一方、TFCC損傷は痛みとDRUJ不安定性をきたすこともあり、術後一定期間経過後に破綻、不安
定性を来たすこともある。以上を踏まえ、USF合併例で術中に尺側部痛DRUJ不安定性があれば縫
合か骨接合が必要だが、演者らは骨接合がより解剖学的修復めざすもので優先する。DRUJ不安
定性が明らかでなければ保存的に経過を見て、症状出現時に二期的治療を検討する。一方、術
中のDRUJ不安定性が問題で、全例手関節鏡検査は現実的ではない。簡単正確な改善が必要で徒
手検査の改善も一法である。
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腱性マレット指に対する腱縫合術の治療経験

○江夏 元揚, 白川 健, 代田 雅彦

さいたま赤十字　整形外科

腱性マレット指の多くは保存治療により良好な成績が得られるが、一方で、保存治療の23%程度
で成績不良との報告や、受傷時の伸展lagが大きいほど保存治療により伸展lagが残りやすいと
の報告もある。今回、初診時に30°以上の伸展lagを有する腱性マレットに対して一次縫合を行
ったので、その成績を報告する。
【対象と方法】対象は、自動伸展不能で伸展lagが30°以上ある腱性マレット指で、手術後6ヶ
月以上経過観察し得た13例13指である。受傷から手術までの期間は、4週間以内の新鮮例が
9指、受傷後3ヶ月以上経過した陳旧例が4指であった。腱実質部の断裂に対しては端々縫合を、
停止部での断裂(剥離小骨片を伴うものも含む)に対してはpull-out固定を行い、全例で鋼線に
よりDIP関節を約6週間の伸展位固定とした。最終観察時の自動伸展・屈曲角度を計測し、蟹江
の評価基準により判定した。
【結果】新鮮例では、平均伸展/屈曲は-3°/57°で、優7指、良2指、いずれも伸展lagは10°以
内に収まった。陳旧例では、優1指、可1指、不可2指で、うち1指は最終的に関節固定を要し
た。
【考察】伸展lagを最小限とするためには、断裂間のgapを可及的に寄せ、終止腱がtendon
healingにより治癒することが必要と思われる。しかし、近位断端が退縮している例も少なくな
く、そのような例では腱様瘢痕治癒により伸展lagを残すことになる。術前に終止腱の断裂部位
や近位断端の退縮の程度は評価困難なため、伸展lagが大きい例では観血的手術も考慮されてよ
いと思われた。ただし、縫合により屈曲制限が生じやすいため、その適応については、症例ご
とに検討する必要がある。
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腱性マレット指の成績不良例の検討

○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】腱性マレット指の治療成績が悪い症例に対して、その原因を検討した。
【対象と方法】2008年から2014年に当院で治療を行った母指を除いた腱性マレット指36例を対
象とした。対象の内訳は、男性20例・女性16例で平均年齢は48.1歳、示指2例・中指4例・環指
16例・小指13例。治療方法は、手術例3例・保存的治療例33例であった。検討項目は、年齢・受
傷から治療開始までの日数・治療としてのDIP関節の固定期間・後療法・最終的なDIP関節可動
域とし、評価は、蟹江の評価基準を使用した。
【結果】手術例では、鋼線によるDIP関節仮固定期間6.8週・伸展-11.7°屈曲70°不可33.3％で
あったのに対し、保存例ではスプリント等の常時装着8.5週・伸展-10.1°屈曲56.3°不可27.2
％で有意な差はなかった。保存例では、優は12例で年齢40.3歳・治療開始まで28.2日・固定期
間8.6週、不可は9例・年齢49歳・治療開始まで27.1日・固定期間9.1週と差はなかった。なお、
指別の不可は示中指0％・環指28.6％・小指41.7％であった。不可のうち1例は常時装着が不十
分、3例は常時装着終了後早期に未来院となった。優では10例に後療法として、平均6.2週の
「訓練時以外スプリント装着」期間終了後に「夜間装着」を指示していた。
【考察】よい成績を得るためには、DIP関節の伸展位固定が必要だが、患者のコンプライアンス
も問題となる。今回、保存例と手術例とで差がなかったことから、確実に固定できる手術療法
の選択もよいと考えられる。また、後療法は「夜間装着」のみでは患指使用の制限が明確でな
く、「訓練時以外装着」の期間を加えた計15週を治療として固定を行うのがよいと考えられ
る。
【まとめ】腱性マレット指の治療には、スプリントの常時装着を確実に行わせる必要がある。
また固定期間は約15週が必要である。
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注射針を追加して用いた石黒変法による骨性槌指の治療成績

○萩原 祐介1, 南野 光彦2, 原田 和弘3, 橋口 宏1

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呉羽総合病院　整形外科

【目的】骨性槌指の手術方法である石黒法には多くの変法が報告され、坪川らは関節面に占め
る骨片割合(Fracture Size)が50%以上の大骨片を有するものに骨片間固定を追加することで優
れた成績を報告している。我々は骨片間固定に注射針を用いることで、小骨片に対しても良好
な成績を得たので報告する。
【方法】対象は骨性槌指14指で、性別は男性10指・女性4指、年齢は13̃57歳・平均28.3歳だっ
た。指別では中指7指、環指5指、小指2指で、受傷原因は球技10指、労災1指、転倒接触3指、受
傷から手術までの待機期間は平均19.8日だった。Fracture Sizeは̃50%9指・51̃60%が3指・
61%̃2指・平均50.1%で、近位骨片背側長は平均2.2mmだった。
　手術方法は坪川らに準じた。両骨片を挟むことで整復し、骨片間を23又は27G注射針で固定、
続いて伸展ブロックピン(EBP)と伸展位での関節固定ピン(FP)を追加した。症例によりJoystick
整復操作を加え、EBPを2本用いた。平均5.6週で鋼線を抜去したが、8指ではEBPとFPを先に抜去
し、その1̃2週後に注射針抜去と2段階に分けた。抜去後は伸展装具を2̃4週着用した。
【成績】1例でピン刺入部感染が見られた。一期的に固定抜去した1例で再骨折を受傷し、外固
定を12週追加の後に骨癒合が得られた。内・外固定の期間は平均8.6週だった。2段階で抜去し
た群では、その間に仮骨増大が確認できた。DIP関節可動域は平均52.3度、伸展不足角は平均
5.7度で、蟹江の評価基準は優8指、良3指、可1指、不可2指だった。
【結論】骨片固定に先端形状が鋭い注射針を手回しで用いることで刺入時安定性が向上し、良
好な整復と確実な固定を得られた。伸展位固定のため伸展不足角は小さかった。鋼線抜去時期
を分けた群ではその間に仮骨増大が見られた。成績不良は感染と再骨折だった。
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骨性槌指に対するAPTUS HANDを用いたフックプレート固定

○井汲 彰1, 伊澤 成郎2, 新井 規仁2, 塚西 敏則2

船山 徹2

1筑波大学大学院　人間総合科学研究科　疾患制御医学専攻　運動器制御医学分野

2県北医療センター　高萩協同病院　整形外科

【目的】骨性槌指に対するAPTUS HAND hook plateを用いたフックプレート固定の治療成績を報
告する。
【対象と方法】APTUS HAND hook plateを用いて手術を行い術後3ヶ月以上経過観察可能だった8
例9指（新鮮6、陳旧3）を対象とした。性別は男女とも4例で、平均年齢37.6（14～71）歳、指
の内訳は示指：1、中指：3、環指：5、Wehbe分類は2b：6、2c：1、3b：2だった。手術はプレー
ト上に創部がこないようにするためDIP関節やや近位を頂点とするU字皮切で骨折部を展開し、
プレートホルダーを用いて骨折部を整復後に固定した。術後2週の外固定の後可動域訓練を開始
し、夜間装具は3ヶ月継続した。手術時間、DIP関節可動域、伸展不足角、蟹江の評価、合併症
を評価した。
【結果】手術時間は平均41分（31～76分）で、DIP関節可動域（平均）は術後１ヶ月36.1°、3
ヶ月51.1°、最終評価時56.6°で、伸展不足角は最終5.4°、蟹江の評価は優6、良2、可1だっ
た。合併症として1例に術後感染を認めたものの全例骨癒合が得られ、一時的な爪の変形は3指
に認めた。皮切部以遠の感覚障害は術後３ヶ月で全例消失した。
【考察】これまで骨性槌指に対するフックプレート固定は、治療成績は良好なもののプレート
を成形する手間があり手技が煩雑で時間がかかるとの報告が多かった。今回我々は、成形済フ
ックプレートと専用のプレートホルダーを用いることで、手術時間も短く骨折部の整復も容易
に行うことが可能だった。更にフックプレート固定は関節固定を行わないため早期より可動域
訓練が行え、体外にインプラントが突出しないという利点もあり、新鮮例に対しても有用な術
式と考えられた。さらに今回皮切を工夫したことで、術後にインプラントによる違和感を訴え
る症例が少なかったことからU字皮切での展開も有用であると考えられた。
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新鮮骨性槌指に対するスクリュー固定術の治療成績

○国司 俊一, 斉藤 忍

JCHO　東京城東病院

【目的】骨性槌指に対するスクリュー固定術の報告が散見される。骨片を内固定できるため創
管理が必要な期間が短く、臨床成績も良好である。しかし、スクリュー1本の固定力はそれほど
強固とはいいづらく、時折骨片が脱転し再手術を必要とする症例も存在する。今回我々は固定
力を増強する目的でスクリュー2本を用いて手術を施行した症例の成績を報告する。
【対象・方法】2012年以降、骨性槌指に対し受傷後14日以内にスクリュー2本を用いて手術を施
行した症例を対象とした。内訳は男性23例23指、女性12例13指、平均年齢37歳であった。受傷
指は示指10指、中指10指、環指17指、小指3指、手術までの待機期間は平均5.5日であった。手
術は全例指神経麻酔下に、樋渡らが報告した手術法を改変しスクリュー2本を用いて骨片を固定
した。術中の骨片破断の有無、術後転位の有無、骨癒合の有無、可動域について評価した。
【結果】1指で術中の骨片破断、3指で術後の転位を認めたが、全例で骨癒合が得られた。可動
域は屈曲平均63°、伸展平均-8°、蟹江の評価では優18指、良9指、可9指であった。
【考察】骨性槌指に対する手術法としては石黒法に代表される鋼線固定、フックプレート固
定、プルアウトワイヤー固定、微小スクリュー固定などが報告されている。鋼線固定は侵襲の
小さい手術法であるが、長期の創管理が必要である。フックプレート固定やプルアウトワイヤ
ー固定は侵襲が大きい。微小スクリュー1本での固定は侵襲も小さく、創管理が必要な期間も短
いが固定性にやや難があると考えられる。本法は侵襲が少なく、創管理期間も短く、固定性も
得られるため優れた治療法と考えられた。
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骨性マレット指に対する石黒法および石黒変法を用いた治療経験

○佐藤 亮三, 山口 さおり

香川労災病院　整形外科

【対象と方法】当院において2007年4月～2015年3月までに骨性Mallet fingerに対して石黒法あ
るいは石黒変法を用いて手術治療を行った症例は82例であった。そのうち抜釘を行い最終観察
が可能であった78例を対象として、その治療成績および問題点についての検討を行った。男性
56例・女性22例、平均年齢32.4歳、罹患指は示指6例　中指34例　環指28例　小指10例であっ
た。【成績】最終調査時のDIP関節可動域・蟹江の評価で評価を行い、平均屈曲・伸展角度はそ
れぞれ59.3度・-7.3度であった。蟹江の評価では、優32例　良22例　可16例　不可8例であっ
た。骨癒合が得られなかったのは3例であった。通常用いるblock pinおよび関節固定pinに加え
て、0.7mm鋼線を使用して直接骨片を固定した症例が10例・block pin2本使用した症例（Double
block法）が12例・掌側亜脱臼防止目的で鋼線を追加した症例が2例であった。【考察】石黒法
あるいは石黒変法による骨性Mallet fingerの治療は有用であるが、術後の整復位破綻が生じる
ことが少なくない。骨片の大きい症例に対しては骨接合を目的に鋼線追加あるいはscrew固定が
望ましいとの報告があり、当院では0.7mmの鋼線を用いて追加固定を行っている。骨片が橈尺側
に変位している症例では、1本のextension block pinでは不十分と考えて2本のblock pinを用
いて骨片をblockしている。なお最近はこれらの手技の必要性について術前にCT撮影を行い、骨
片の状態を評価している。これらの追加手技は有効であると考えられたが、骨片が割れた症例
も経験したため、その適応あるいは操作について慎重でなければならない。
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観血的に整復し、2本の伸展ブロックピンを使用した石黒法変法に
よる骨性槌指の治療成績

○大嶋 直人, 朝倉 透

朝倉医師会病院　整形外科

【目的】骨片を伴う槌指に対する石黒法は優れた方法で広く行われており好成績が報告されて
いる。しかし整復困難例や、背側骨片転位例、DIP関節の屈曲拘縮などの問題点もある。今回我
々は骨性槌指に対して、1）観血的に整復し、2）2本の伸展ブロックピンを使用し、3）伸展位
固定とする石黒法変法を行ったのでその治療成績を報告する。【方法】症例は2009年から2014
年までの9例9関節。男性5例、女性4例。年齢は14才から54才で平均29.5才。受傷原因は、球技
が6例、転倒2例、打撲1例。受傷から手術まで1日から18日（平均7.1日）。抜釘まで、7週から9
週（平均7.5週）術後経過観察期間は3週から12ヶ月で平均6.2ヶ月であった。【成績】骨片の大
きさは34％から59％（平均47％）。全例骨癒合し、感染例はなかった。最終調査時の自動伸展
は+5度から-10度（平均4.2度）。自動屈曲は、45度から70度（平均58.3度）。蟹江の評価基準
では、優5例、良4例で、可・不可は無かった。【考察】石黒法は、背側骨片に侵襲がない優れ
た固定法である。しかし欠点として、整復困難例、骨片の背側転位例、DIP関節の屈曲拘縮例が
報告されている。これらの欠点を解決する方法として、先にk-wireで骨片を固定する方法、観
血的に整復する方法、2本の伸展ブロックピンを用いる方法、伸展位に固定する方法などが報告
されている。今回我々は観血的に整復を行い、2本の伸展ブロックピンを使用し、伸展位固定と
する、石黒法変法を行った。整復不良、骨片の転位、屈曲拘縮など生じず、良好な成績であっ
た。
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骨性槌指に対する石黒法への追加鋼線固定

○岡本 道雄, 難波 二郎, 渡邊 牧代, 山本 浩司

市立豊中病院　整形外科

【目的】骨性槌指に対して石黒変法にintrafocal pinningもしくは骨片間鋼線固定を追加した
方法の成績を検討したので報告する。【対象と方法】2009～2015年に手術加療を行った新鮮骨
性槌指68例、72指のうち、石黒変法のみ51指、追加固定を有す群21指（追加群）に分けられ
た。追加処置の適応は骨片整復不良時であった。臨床評価としてDIP関節可動域、術後合併症の
有無、X線学的評価として骨癒合の有無、整復状態を検討した。また2群間での比較を加え
た。【結果】追加群の平均経過観察期間は127日であった。最終時DIP関節可動域は平均52.0±
19.9度、伸展不足角は平均4.5±6.4度であった。術後合併症として偽関節、スワンネック変形
関節症変化を各1例認めた。背側骨片転位に伴うDIP関節のincongruencyを9例に認め、関節面ス
テップオフは0.18±0.23mmであった。鋼線を追加していない群のDIP関節可動域、伸展不足角、
ステップオフはそれぞれ58.4±18.4、5.2±19.9度、0.35±0.33mmであった。3例に再手術を要
する骨片転位、3例に関節症性変化、1例にスワンネック変形を認めた。incongruencyを35例に
認 め 、 そ の 有 無 、 ス テ ッ プ オ フ に お い て 追 加 群 と の 間 に 有 意 差 を 認 め た
（p=0.033、0.013）。【考察】石黒変法に追加した剥離骨片へのintrafocal pinning、骨片間
鋼線固定法は術後の骨片転位を抑制することに有用な方法と考える。

S340



1-Po3-33

骨性マレット指に対する石黒変法の成績

○菅沼 省吾1,2, 多田 薫1, 山本 大樹1, 中嶋 宰大3

1春江病院　整形外科, 2金沢大学附属病院　整形外科, 3浅ノ川総合病院　整形外科

【緒言】骨性マレット指に対する手術療法しては、石黒法を筆頭に伸展ブロックピンを刺入す
る報告が多い。その多くは、最初に伸展ブロックピンを刺入し、骨片自体を安定化させること
が基本となる。しかし、伸展ブロックピンを刺入した後に整復操作を行っても、関節面が適合
せず、骨片の整復に難渋する症例が存在する。この問題点を解決すべく、坪川らは裂離骨片へ
鋼線刺入を追加する石黒変法を報告した。
【目的】当科における石黒変法の成績を報告すること。
【対象と方法】2009年から2015年までに、当科および関連病院で石黒変法を行い、術後10週以
上経過観察が可能であった19例19指を対象とした。性別は男性11例、女性8例で、平均年齢
28.4歳、平均経過観察期間は18週であった。術後は6週間の外固定の後、抜釘を行い、自動可動
域訓練を開始した。最終調査時のDIP関節可動域、Crawfordの評価基準、術後合併症について調
査した。
【結果】DIP関節の伸展は平均-4.7°、屈曲は平均69.2°であり、Crawfordの評価基準で
は、Excellent 6例、Good 4例、Fair 9例、Poor 0例であった。また、術後合併症として感染を
2例に認めたが、いずれも抗菌薬の投与で軽快した。
【考察】石黒変法は、伸展ブロックピンを刺入する前に、0.6 mm K鋼線を骨片に直接刺入する
ことから始まるため、容易にかつ確実に整復位を得ることが可能である。また、石黒法ではDIP
関節を若干屈曲位で固定しなければならず、時に屈曲拘縮が残存するという問題点がある。一
方、当科における石黒変法の結果は、伸展不足角度が-4.7°とわずかであった。石黒変法は、
確実な整復位の獲得と伸展角度の獲得という点で、非常に有用な方法であると考えられる。
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1-Po3-34

陳旧性マレット指に対するPIP関節８の字装具の応用

○木村 和正1, 佐野 和史2, 鈴木 龍一3, 榎本 光宏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

3越谷誠和病院　リハビリテーション部

【はじめに】マレット指初期治療後に遺残したDIP伸展不全に対して、伸展ブロック装具である
８の字装具をPIP関節に用いて興味深い結果が得られたためその治療経過も含め報告する。
【対象】対象はマレット指の初期治療が行われた後25°以上のDIP自動伸展不全を認め、８の字
装具使用後3か月以上経過観察し得た5例である。平均年齢は56歳、マレット指受傷時診断は腱
性3例、骨性と開放性腱性が各1例であった。初期治療は腱性マレット3例にはDIP伸展位外固
定、他2例に手術的治療が行われていた。受傷から８の字装具使用まで平均15週。DIP自動伸展
不全角度・屈曲角度などを調査した。経過観察期間は平均7.4か月であった。
【結果】８の字装具使用期間は平均4.5か月。DIP伸展不全角度は８の字装具使用前が平均
30°、装具終了時11°であった。 装具終了時DIP伸展不全角度の内訳は、骨性マレット指も含
めた手術後2例が各々25°、残り腱性マレット3例が各々0°,0°,5°であった。腱性マレット3
例のDIP伸展角度は最終調査時にも維持されていた。調査時DIP屈曲角度は平均53°であった。
【まとめ】DIP伸展位固定は十分な治療結果を得られなかった陳旧性腱性マレット指にもしばし
ば選択されているが、更に長期の伸展位固定は可動域の低下が危惧される。今回僅かな症例で
あるが陳旧性腱性マレット指に対して、PIP伸展ブロックとして8の字装具を使用するとDIP伸展
不全が改善した。過去に受傷3週後には瘢痕を介して終末腱が連続する報告がある。この状態か
ら8の字装具によりPIPを微かに屈曲位に保つことでFDPの緊張低下などから、腱バランスが改
善、伸展力が維持され、徐々に終末腱がDIP伸展方向に滑走したことが推察された。
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2-1-EL3-1

私が今も勧める手術、今はやめた手術

○三浪 明男

北海道中央労災病院せき損センター

私が今も盛んに行っている代表的な手術はSauvé-Kapandji手術であり、やめた手術はKienböck
病に対する舟状大菱形小菱形骨（STT）固定術である。　
Sauvé-Kapandji手術は遠位橈尺関節障害のうち、DRUJに変形性関節症（OA）や関節リウマチが
存在する例あるいは尺骨短縮術が難しいような尺骨頭突き上げ症候群などに盛んに行われる手
術である。手関節の除痛および手関節の尺側支持性を獲得することができるが、欠点としては
人工的偽関節を作成した部での尺骨近位端の不安定性、偽関節部の再骨癒合などがある。これ
らを解決する目的で１．私達が考案した尺側手根伸筋腱近位を有茎として半切腱を用いた尺骨
断端の安定化手術、２．再骨癒合を防止するための方形回内筋の挿入、３．尺骨切除骨を両骨
間に挿入して手関節横径の維持を図るなどの工夫などを加え、良好な成績を得ている。具体的
な手術術式を紹介する。　
STT固定術はKienböck病stage２～３Bに適応があるが、stage３Bでの舟状骨掌屈回旋を正常位
（掌屈位45°）に整復してSTT固定術を行う。しかし、私達は掌屈位に異常回旋している舟状骨
を矯正してSTT固定術を行うと橈骨舟状骨間にOA変化が出現し、結局全手関節固定術を行う症例
を経験している。本手術をやめた理由としては１．橈骨舟状骨関節のOA発症の可能性が高いこ
とに加えて、２．Stage２～３Bに対しては、他の術式、例えば月状骨摘出術+長掌筋腱（骨核入
りあるいはなし）挿入術や橈骨短縮術でほぼ同様あるいはSTT固定術以上の成績が得られるこ
と、３．STT固定術の術式そのものが他の手術術式より難しく偽関節に陥りやすいなどである。
また、STT固定術は舟状月状骨間解離に対しても行っていない。
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2-1-EL3-2

母指CM関節症に対する関節固定術手技　―鋼線締結法から埋込み
螺子固定への変遷―

○田嶋 光

熊本整形外科病院

【目的】母指CM関節症に対する関節固定術手技は従来鋼線締結法（TBW法）を、近年ではTBW法
の欠点を克服する点から埋め込み螺子へと変更、その変遷過程と手術手技を述べる。【対象方
法】2015年までの症例は37歳から87歳、女54例男12例右36手左35手両側5例66例71手、2例を除
き一次性関節症，Eaton stage1は1手、2は8手、3は52手、4は10手。固定法はTBW法31手、埋め
込み螺子40手、TBW法は第1中手骨から大菱形骨に平行にK-鋼線を2本刺入し大菱形骨を通した軟
鋼線で締結、螺子固定はmini Acutrak、DTJ螺子で各1本を交叉性に2本で固定、掌側外転30°橈
側外転20°やや回内位で固定､骨移植は行わない。2週で手関節装具に変更。【結果】TBW法31手
中4手で一期的骨癒合を得ず、内2手はTBW抜去後螺子で再固定、内1例はK-鋼線によりFDP2腱断
裂、他2手はTBW抜去後放置し結果的に関節形成術となる。螺子固定40手中1手で癒合を得ず、他
39手で一期的骨癒合、2手に近位の螺子先端刺激で抜去。母指長健側差平均3.7mm、握力・ピン
チ力対健側比は87%90%、最大掌側外転内転は31°-20°、Kapandji評価による対立機能はGrade7
までを維持、爪面対向は5手で50°以上でtip pinch制限。【結論】TBW法では一定の率でピント
ラブル・早期抜去と癒合不全を来し、その要因としては軟鋼線緩み、大菱形骨の厚みの低下に
よる固定力不足等があり、螺子固定でも骨質の脆弱等固定力不足があり得るがピントラブルに
依る不快感はない。関節固定術は関節形成術に比しその成否は骨の質、術者の手技に依存する
ことが大きいが、手作業労働者では除痛による満足感は大きい。
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2-1-EL4-1

手術をしないで治す骨折

○石黒 隆

いしぐろ整形外科

　手の機能的な障害を残さないあるいは最小限に留める手の治療法をいくつか発表してきた。
骨折の治療においても同様で拘縮を予防するための早期運動療法を行ってきた。手ではとくに
ＭＰ関節の伸展位拘縮や骨折部での腱との癒着による可動域制限などは起こしてはいけない合
併症である。　保存的治療では骨折面の適合性が良ければ持続的な圧迫力が骨折面に加わり、
早期運動療法により骨癒合および獲得可動域は良好である。保存的治療では解剖学的整復位を
得ることが困難なことも多いが、機能的に障害を残さないためにどこまでが許容される転位な
のかについての知識も大切である。　橈骨遠位端骨折：牽引下に整復後、牽引を一旦外してか
ら徒手的に整復している。骨折面の安定性が得られ再転位は少ない。高齢者では骨欠損を伴っ
ているため、転位を残して骨癒合を得ることになるが、許容可能な転位であれば機能的に問題
はない。手の骨折：指の基節骨骨折や中手骨骨折に対してはＭＰ関節屈曲位での早期運動療法
（ナックルキャスト）を行っている。PIP関節周辺の骨折では、関節面の適合性が良ければテー
ピングやextension block splintなどにより整復直後から積極的な早期運動療法を行ってい
る。その他の骨折に対する保存的治療についても言及する。　外固定期間中もある程度の手の
使用を許可しているが、患者の同意とよき理解を得ておくことも大切である。手術をしないで
骨折を治し、患者さんから手術をしないで良かったと感謝された時は幸せである。
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2-1-EL4-2

手術をしないで治す工夫

○堀内 行雄1,2, 西脇 正夫2, 別所 祐貴2, 堀内 孝一3

越智 健介4

1川崎市病院事業管理者, 2川崎市立川崎病院整形外科

3国立病院機構東京医療センター整形外科, 4慶應義塾大学整形外科

手外科においても治療の基本は保存療法であり、その限界を見極めて必要なものに手術を行
う。主な保存療法には、安静、投薬（内服、外用薬）、テーピング、外固定、装具療法、リハ
ビリなどがあり、必要に応じて各種注射や温冷交代浴（CRPS初期）などを併用する。ばね指や
ドケルバン病などの狭窄性腱鞘炎では、症状の強いときは、第一選択としてケナコルトA（トリ
アムシノロン）５ｍｇと１％リドカイン0.5ｍｌの混和液を用いた腱鞘内注射を行う。手根管症
候群では、急性症状のあるときはケナコルトA ５ｍｇと１％リドカイン2.5ｍｌを正中神経周囲
ではなく、手根管内の屈筋腱腱鞘内に注射する。この注射で、疼痛は全例ほぼ軽快する。ヘバ
ーデン結節・ブシャール結節・母指CM関節症などの変形性関節症では、テーピングや装具など
が主な治療法であるが、変形性関節症でも疼痛が強い時、手関節炎、関節リウマチによる関節
炎で関節水腫がある時など多くの疾患で２～５ｍｇ程度の少量のケナコルトを使用して関節内
注射を行っている。腱鞘内や関節内注射に使用するケナコルトの効果は、驚くほど良好である
一方、腱断裂、脂肪萎縮や壊死、皮膚の白斑化などの副作用もあり、その作用はまさに諸刃の
剣である。ケナコルト注射の適切な方法や量や間隔など、安全使用のために特徴を知り、実践
することが大切である。外傷では、母指MP関節ロッキングの確実な徒手解除法を示す。基節骨
から軸圧をかける方法の原理を理解すれば整復は用意である。特に外傷後の拘縮予防のために
は可及的早期の運動療法が肝要である。関節拘縮予防と腱癒着の防止のためには、他動運動と
blocking exerciseを用いた自動運動の組み合わせが特に重要である。時間が許せば、脱臼・靱
帯損傷、腱や神経損傷の手術の必要性の判断などにも言及する。
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2-1-IL6

Nerve Injuries: Current and Future

○Ranjan Gupta

Orthopaedic Surgery, Anatomy & Neurobiology, and Biomedical Engineering University of California, Irvine, USA

Currently when an adult suffers a traumatic nerve injury, normal functional activity cannot be restored.
Since the Civil War, there have been significant advances in the understanding of nerve function and
nerve repair. These include identifying the role of nerves in coordinating muscle function, nerve
coaptation for improving regeneration, and most recently, the development of microsurgery. In the late
1960s to early 1970s, Dr. Hanno Millesi and colleagues introduced the concept of nerve grafts to bridge
segmental nerve defects. They also described how a tension free nerve repair would lead to more neuro-
regeneration rather than scar formation. Since this time, there have not been any meaningful
improvements in functional neuro-regeneration despite multiple attempts with different surgical
manipulations.

Soldiers often have peripheral nerve injuries from battles, which result in substantial morbidity, e.g., loss
of the use of the hand or the ability to walk. Indeed, most soldiers have limited if any functional recovery
post-peripheral nerve injury, and more commonly experience progressive loss of function, strength, and
muscle mass. This lack of progress stands in contrast to the effective clinical treatments for peripheral
sensory loss.  When major nerve injuries are affected, there is significant morbidity with debilitating
functional deficits. The sequelae from extremity injuries (civilian and military) limit the ability of
multiple injured patients to return to work and most often drives a poor overall health status. Extremity
injuries accounted for approximately 54% of all injuries sustained in both Operation Iraqi Freedom and
Operation Enduring Freedom.  The increased use of body armor has decreased central injuries
substantially, but no effective prevention or treatments exist for peripheral injuries - the next frontier in
battlefield medicine. The conflicts in Afghanistan and the Middle East continue to produce a steady flow
of casualties. As of August 25, 2011, 45,622 service members have been wounded in action. We estimate
that approximately 3,000 of these service members have a nerve injury that renders them unfit for duty.
These devastating nerve injuries impair the service member’s ability to use the affected extremities for
life, affecting employability and daily living.

Modern advances in treatment based on anatomic reconstruction, autografting, and peripheral nerve
guides have reached a plateau in terms of the functional outcomes that are possible. At best, these efforts
only partially restore function to the affected limb and yield inconsistent, unpredictable outcomes.
Significant challenges must still be overcome to generate further clinical advancements in peripheral
nerve regeneration, including the slow rate of regeneration, growth cone guidance for specificity, local
segmental neural tissue loss, and degeneration/atrophy of target end organs. One critical target end organ
in denervated muscles is the disappearance of the specialized neuromuscular junction (NMJ). As our
recently published data show that loss of the NMJ reduces functional recovery, our goal is to develop and
test novel treatment methods directed at promoting NMJ survival to improve outcomes after peripheral
nerve repair. Currently, there are NO clinical strategies to preserve NMJ structure/function so as to extend
the period in which reinnervation can occur. In murine models, the maintenance of the NMJ by agrin is
critical to allow motor neuron reinnervation. As such, preservation or replacement of local agrin could be
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a therapeutic strategy to maintain the integrity of the NMJ and reduce end organ atrophy following injury.
In addition, there is post-synaptic negative regulation of the NMJ through canonical Wnt signaling.
Therefore, antagonizing Wnt signaling could maintain NMJ integrity.

As the translation of discoveries from basic science has been exceptionally slow within the field of
neuroscience, we have also been gathering critical human NMJ data and understanding how the findings
from murine models correlate to the human condition.  In addition, we have been investigating the
underlying genetic regulations and alternative pathways within vertebrates that have known regeneration
capability so that potential lessons from nature could help delineate the genetic regulatory networks
underlying NMJ preservation and successful muscle restoration after trauma.  Our current experimental
plans are motivated and guided by our focus on interventions that could actually be applied to patients in
the near future. The sum of these approaches will direct clinical application of these principles to improve
functional outcomes for large traumatic nerve injuries that are presently untreatable.
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2-1-LS7

世界初の第二世代純コラーゲン製人工神経

○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　手の外科学

神経断端間を代用神経で架橋する試みは1880年のGluckによる脱灰骨を用いた報告まで遡ること
ができるが、医療材料としての製品化は今世紀に入ってから始まり、polyglycolic acid(PGA)
製のNeurotube®が嚆矢をなした。その後欧米では合成素材によるものとしてNeuroLac®
(poly(D, L-Lactide-co-ε-caprolactone製)), SaluBridge®（polyvinyl alchol製）が、生体
素材を用いるものとしてNeurGen®, NeuroFlex®, NeuroMatrix®, NeuraWrap®, NeuroMend®
（いずれもコラーゲン製）やReaxon®（chitosan製）がFDAやCEにより認可されている。合成素
材は剛性が高く、関節近傍では脱転のリスクがあり、酸性の分解産物よる炎症の惹起という欠
点がある。WaitayawinyuはコラーゲンとPGAの神経再生への影響を直接比較し、軸索再生は前者
が有為に優れると報告した。これらの情報を踏まえ新規に開発される製品では生体由来素材が
増加している。これまでに認可された架橋材料はチューブ状あるいはシート状で提供され中空
構造により神経を架橋するが、旺盛な軸索再生を誘導するには再生の足場構造を架橋部内に設
ける方がよいとされ、第２世代人工神経として開発が進められている。本邦での製品開発は欧
米に大きく遅れたが2013年にPGAチューブ内に足場材としてコラーゲンスポンジを充填した第２
世代の代用神経が認可されたことで漸く臨床現場で使用可能となった。この製品は重量比で90
％をPGAが占めるためPGA表面にもコラーゲンを塗布することでその欠点を補う工夫がなされた
が、分解過程の炎症に危惧を残す。これに対し我々が開発し、国内９施設での臨床試験を経て
近い将来に上市が予定されている神経架橋材はコラーゲンよりなるチューブ構造の中に足場材
としてのコラーゲン線維が挿入された第２世代架橋材であり、大型動物を用いた実験でも優れ
た運動機能の回復が実証されている。本講演では本製品の開発コンセプトから動物実験の結
果、さらには治験での使用経験まで詳細に紹介する。
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2-1-SL2-1

究めよう手外科の技

○生田 義和

広島手の外科・微小外科研究所

技を究めるためには、まず自分の技量を正しく評価した後、目標とすべき手術を定めることで
ある。種々の研修方法があるが、書籍やビデオでは手術室に於けるような血や汗の匂いなどは
伝わらず、いわんや患者の状態などは全く情報として伝わってこない。あくまで、ビデオは教
材であって、先生と呼ばれるのは実際に指導を受ける外科医しかいない。手術手技は大きく分
けて「新しい術式を手に入れる進歩・発展」と「手術の手際が良くなる上達、習熟」があり、
この二つの要素の調和のとれた研修をすべきである。目標とする手術を考えるにあたって、重
要な要素を述べたものにBunnellの論文がある。その中の要素の一つは“Aatraumatic” という
手技の概念であり、もう一つはピアニストや宝石職人の手の動きを引き合いに出して、なぜ外
科医はこのような人たちの指の動きの訓練と同様の訓練をしないのか、手術を芸術の域にまで
高めようとしないのかと叱咤しています。確かに、音楽家は、演奏のために如何に手を動かす
かを研究し、身体のコンディションをいかに整えるかをも研究し、実施しています。演奏動作
は、聴覚、視覚など多くの感覚器を通して情報をインプットしながら、筋腱、骨関節を使って
意思をアウトプットした結果であり、これに中枢神経系や環境が関与して模倣から創造への芸
術的パーフォマンスが生まれます。手術動作も同様であるべきであると、彼は主張していま
す。また、手術における研修の態度として、指導医がすべての情報を言葉で説明することは難
しいので、言葉にできない知識や判断根拠（暗黙知）を、術者の中に潜入することにより理解
しなければならない。最後に技能・技は、深層に知性、感性、本能、魂、真我を持つヒトの最
外層に存在しているものであることも念頭に置いておくべき大切な事実である。
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手外科の心

○津下 健哉

広島大学　医学部　名誉教授

ヒポクラテスはPhysician is the servant of the artと言った。ガレノスはartをnatureと言
い換えた。パレの我処置す、神これを治し給うは有名な言葉で、古来これをNatura Sanat
Medicus Curatと言うようである。我が国では『医自然臣僕也』と訳した。ここに自然とは自然
の回復力である。
医者が治すと言う言葉は誤解を来し易い。医者は唯安静、栄養、薬、時に手術をして治り易く
することにbestを尽すが、後は神に任せなければならない。百姓が米を作ると同じである。我
々は自然から学び、自然に逆らわない医療をすべきである。先日のノーベル賞受賞も自然から
学ばれ、賞を得られた。私は若い頃、組織循環に興味を持ち、骨、骨膜、腱.神経の微小循環を
観察し、これらを大切にした手術をと考えた。骨膜の循療を阻害すれば、骨癒合は遅れ
る。腿、神経に就いても断端を粗雑に扱えば、断端は壊死となり良成績は得られない。私の
loop針は局所循環の損傷を最小にと考え作成した。手術に際しては組織への思いやりが大切、
癒痕を最少にすべきである。手術に知識は必要だが、知識のみでは却って危険、スポーツ同
様、努力の積み重ねが大切。Handで仕事をする人を労働者、Headが加わると職人、それにHeart
が加わると芸術家になると言う。手術は鬼手仏心でなく仏手仏心を。切開は必要十分とし、術
中はメス先に注意を集中、後は無念無想、切開には品格が必要。これにより疹痛、腫れ、発熱
の殆ど無い手術が可能となる。最近の講習会では知識の切り売りが主で効果は意外に少ない。
良き指導者の許、半年一年研修.診断から手術、リハ、結果を見ながら考える事が大切。
日本人は知識を重視し技術を軽視する悪習あり。施設問の風通しを良くすべきであろう。
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こどもの指関節内および関節周辺骨折に対する手術的治療～失敗例
から学ぶ～

○麻生 邦一

麻生整形外科クリニック

かって「内科診断学」の著者で東大内科教授の吉利　和先生は、これまでの御自身の診断にお
いて15%の誤診があった、と述懐して医学界を驚かせた。かようにどんな名医でも失敗はあると
思うが、私のごとき凡医は、診断でも治療でも大なり小なり失敗ばかりやって来た。多くは何
とかなる失敗であったが、メスを持っての失敗は取り返しのつかないことになりかねない。以
下の症例がそうであって、一生忘れられない失敗症例である。【症例】13歳、男児、器械体操
部。体操のマット運動で左中指を突き指し、2日後に来院した。PIP関節に腫脹，圧痛、運動痛
および運動制限（-30/53°）をみとめ、X線所見では、基節骨頸部屈曲骨折（70°の掌屈転位）
を呈し、手術適応と考えた。PIP 関節背側ジグザグ皮切で進入し、中央索の橈側より関節包を
切り、骨折を整復し、K-wire3本で交叉固定を行った。骨癒合は良好であったが、術後3ヵ月頃
より橈側顆部の圧潰、橈屈変形を生じて来た。2か月後に矯正骨切り、骨移植を行うも、ついに
は強直（30°屈曲位）となってしまった。整復、内固定の操作において、顆部の骨壊死を来し
たもので、深く反省させられた。それ以降小児の指関節内もしくは関節周辺骨折に対してはで
きるだけ「切らずに手術する」、すなわち最小侵襲手術を心がけることとした。掌側板性骨折
（主にPIP関節）、側副靭帯性骨折（主に母指MP関節）に対しては、TVイメージ下にて、注射針
を用いて、経皮的に骨片を整復し、K-wireで固定する方法を行って来た。指節骨頸部骨折（騎
乗型）、第5中手骨頸部骨折に対しては、intra-focal pinning（Kapandji法）を行って来た。
今回その手術手技、成績について報告するとともに、失敗した時の対処の仕方についても私見
を述べる。
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舟状骨々折に対する経皮的スクリュー固定のコツとピットフォール

○藤 哲

弘前大学医学部附属病院

【目的】1984年本邦に導入されたHerbert screwは、screw head を軟骨内に埋没できるという
画期的なもので、舟状骨々折の治療成績の向上に貢献した。私は1988年5月から骨折部を展開し
ない小皮切からの経皮的スクリュー固定を行ってきた。 Herbert screwを使用したこの方法は
1989年本邦で、1991年国際学会で最初の報告となった。その後 田中寿一先生が開発された
Double Thread screwなどCannulated タイプのscrewの普及に伴い、この方法が舟状骨々折の新
鮮例に対しては Gold standardになった。この方法の手術適応、コツとピットホールについて
報告する。【適応】Filan & Herbert分類さらに池田の分類で治療方針を決定している。不安定
型骨折を含めた殆どの新鮮例。一部の偽関節例（池田の分類で線状型・嚢胞型）。受傷からの
期間は関係なく骨折局所の状態による。【コツとピットフォール】　掌側アプローチか背側ア
プローチか：対側骨片の中央にscrewを挿入するのがコツである。その点から、適切な位置への
screw刺入の為には、背側アプローチが勧められる。　整復状態の不良・screwの位置不良が問
題となる。いずれも不適切な術中評価が原因である。嚢胞型偽関節に対して、早期骨癒合を目
的に鏡視下骨移植を行うこともある。【まとめ】手術にあたって常に考えることは、いかに侵
襲を少なく治療するかである。この方法は，患者にとっては文句なしに侵襲の少ない方法であ
るが、術者にとってはX線被ばくの問題が残っている。
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手関節尺側の解剖

○玉井 誠

医療法人手のクリニック　西18丁目・手のクリニック

　手関節尺側において橈骨と尺骨は橈尺靭帯により連結される。橈尺靭帯は背側成分と掌側成
分に分けられるが、これらは三角繊維軟骨の尺側縁で交わり、尺骨茎状突起の先端から茎状突
起基部の小窩に付着する。三角繊維軟骨と尺側手根骨との間の空間には半月相同体が存在す
る。
　三角線維軟骨と半月相同体は橈尺靭帯に支えられて遠位橈尺関節と橈骨手根関節を隔ててい
るが、これらを取り巻く掌側尺骨手根靭帯、尺側手根伸筋腱鞘を合わせて三角線維軟骨複合体
（TFCC）と呼ぶ。掌側尺骨手根靭帯は尺骨月状靭帯、尺骨三角靭帯、尺骨有頭靭帯を含むが、
これらの近位部は纏まって尺骨小窩から茎状突起に掛けて付着する。尺側手根伸筋腱鞘の底面
は尺骨頭、三角骨ならびに有鈎骨の背側面に結合し、尺側手根伸筋腱に平滑な滑走面を提供す
る。
　三角線維軟骨は橈骨月状骨窩関節面からなだらかに連続する関節面を形成し、背側ならびに
掌側の関節包から突出した半月相同体に挟まれた最尺側部は、茎状突起前陥凹 prestyloid
recessと呼ばれる窪みを形成している。陥凹の壁の近位部は尺骨茎状突起へと延びる橈尺靭帯
であり、背側から遠位部の壁は橈尺靭帯を取り巻いて茎状突起と三角骨の背側から尺側 を結ぶ
尺側関節包である。尺側関節包は尺側側副靭帯の線維束を含むが、ヒトではこの靭帯は退化し
ている。
　三角骨の掌側には、有鉤骨鉤突起から靭帯によって吊り下げられる形で豆状骨が存在する。
豆状骨は前述のごとく尺骨との関節を絶たれて手関節から分離された手根骨の一つであるが、
これと豆状有鉤靭帯を内包する尺側手根屈筋腱の種子骨として機能する。
　手関節尺側部は、橈骨遠位端橈尺側縁から手関節背側を遠位尺側に向かって走り、尺骨頭の
遠位部を通り豆状骨の尺側縁に付着する伸筋支帯により覆われる。
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尺側手関節痛の診断に役立つ画像診断

○田中 利和1, 小川 健2, 落合 直之1

1キッコーマン総合病院　整形外科

2筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター 茨城県厚生連総合病院水戸協同病院　整形外科

【はじめに】手関節尺側部の疼痛は、尺屈動作の多い日常生活では握力の低下、物の把持時
や、手関節での体重支持時に疼痛が生じ、日常生活に支障をきたしやすい。診察するに当た
り、疾患の年齢構成、疾患頻度を頭に入れておくと、鑑別に有用である。当院での来院頻度を
もとに、尺側手関節痛に対する有用な画像診断について、ご説明する。
【方法・対象】2008年1月から2014年末までの7年間手外科を受診された10770人（男5101、女
5669人）の、診療録の記載を中心に後ろ向き調査を行った。各疾患に対する画像診断を提示
し、補助診断の重要性を示した。
【結果】手関節尺側痛の(?) 発生頻度は3.1％で男女差はなかった。男女ともTFCC損傷が多く、
骨折は男性が、腱鞘炎や変形性関節症は女性が多かった。頻度順では、TFCC損傷（41％）、尺
側手根伸筋腱腱鞘炎（以下ECU腱鞘炎）（16％）、遠位橈尺手関節炎（以下DRUJ-OA）（11％）
偽痛風(6%)の順であった。疾患別では、TFCC損傷 は40歳以下に多く、ECU腱鞘炎は30代以上の
中高齢者女性に多かった。尺骨突き上げ症候群は50歳以上の男性が、女性は20代から症状が出
現し、60代以降にピークがあった。DRUJ-OAは同様に男女ともに30歳代から発症し、女性では60
代以降にピークが生じた。外傷である茎状突起単独骨折、有鉤骨骨折は男性に多く、30代以前
にピークが生じた。女性の骨折は60代にピークがあった。石灰沈着性関節炎は女性に多く
60代、80代にピークがあった。
【まとめ】各疾患は性別、発症年齢に特徴があり、発症パターンを念頭において、画像診断(単
純および造影X線、関節造影後のCT、Microscopy coilを使ったMRI)を利用すると有用な診断が
可能となる。
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尺側手関節痛の病態評価と治療法の選択―尺骨短縮術の適応と治療
成績―

○中尾 悦宏, 中村 蓼吾, 篠原 孝明, 石井 久雄
浦野 秀樹

中日病院　名古屋手外科センター

【はじめに】尺側手関節痛を愁訴に持つ患者に対面した際、発症時期、契機や疼痛が増強する
肢位など問診の後、疼痛部位や関節の緩みなど詳細に理学所見をとる。併せてX線、CT、MRI、
必要に応じて関節造影、鏡視を行い、総合的に評価、診断し、治療法を検討する。【病態と治
療】ECU腱周囲炎など関節外疾患を除き関節内の病態を評価すると、尺骨突き上げ症、TFCC損
傷、DRUJ不安定症、同関節alignment不良や関節症（OA）など、またこれらが様々な程度で合併
した症例が多くを占める。positive ulnar variance の突き上げ症やこれに起因するTFCCの
degenerativeな損傷は、尺骨短縮術の標準的な適応である。それに加え本手術は尺側手関節の
支持構造を緊張させる役割も担い、DRUJ不安定症やalignment不良の治療にも有効である。DRUJ
重度OA例は尺骨頭部分切除術やSauvé-Kapandji法の適応となるが、橈骨遠位端骨折変形治癒や
関節リウマチを除外すると症例はそれほど多くはない。【尺骨短縮術】今回、尺骨短縮術の手
技、術後外固定、リハビリテーションについて紹介する。また5年以上follow upを行った39手
でretrospectiveに経過を調査した。疼痛の緩和や消失、可動域や握力の改善、DRUJ安定性の獲
得など、良好な短期および長期成績、患者満足度を報告する。術後早期より約半数にDRUJの尺
骨頭関節面近位や橈骨関節面近位に小骨棘の形成を認めたが、成績に影響はなかった。手作業
従事者の例や、適応を慎重に検討しつつ本手術を選択し高いパフォーマンスで競技復帰したア
スリート例を呈示する。【結語】尺側手関節痛では詳細な病態の把握が重要であり、これに基
づき適切な治療を選択する。尺骨短縮術の適応となる症例では、短期、長期的に良好な成績が
得られた。信頼性の高い有効な治療法である。

S356



2-1-S4-4

橈骨遠位端骨折に伴う遠位橈尺関節不安定性の診断と治療 －
Ballottement試験の有用性―

○小野 浩史1, 片山 健2, 古田 和彦2, 藤谷 良太郎3

1西奈良中央病院　整形外科, 2国保中央病院整形外科, 3医真会八尾総合病院整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折（DRF）にTFCC尺骨小窩断裂（小窩断裂）を伴うと、DRUJ不安定性を残
し尺側手関節痛の一因となるのでTFCCを縫合する必要がある。小窩断裂の術前診断に用いる
DRUJ ballottement試験（Ｂ試験）の精度と、TFCC尺骨小窩での縫合治療1年後の成績を調査し
た。【方法】不安定型DRFにてORIFを行った40例を前向きに調査した。症例は男/女：12/28、右
/左：19/21、平均62歳、AO分類A：8、B：2、C：30であった。尺骨茎上突起基部より近位の尺骨
骨折合併例は除外した。Ｂ試験は尺骨の掌背方向に、０：安定、１： endpointのある不安
定、２： endpointのない不安定の３段階で評価した。全例術前全身麻酔下に患側と健側で回内
・回外・中間位でＢ試験を行い、引き続きORIF時にDRUJ鏡でTFCCの尺骨小窩での断裂の有無を
調査した。小窩完全断裂R群と非完全断裂C群に分け、各肢位での両群間のＢ試験成績を比較
（Mann-Whitney U試験）し、P＜0.05の項目につき試験の精度を調査した。R群の術後1年での
DRUJ不安定性を評価した。【結果】R群は６例15％である。両群間に有意差があるのは、患側回
外位のみであった（P=0.019）。回外位Ｂ試験２をTFCC小窩断裂陽性とすると、小窩完全断裂の
診断は感度33%特異度100%診断精度90%であり、Ｂ試験1と2を陽性とすると完全断裂の診断は各
々83%,52%,56%であった。R群は全例小窩での縫合を行い、術後１年ではDRUJ安定であっ
た。【考察】DRFのＢ試験は回外位のみ有用であった。回外位Ｂ試験もendpointなしのみを陽性
とすると感度が低く、endpointのある不安定以上を陽性とすると感度は上がるが特異度や精度
が下がる。TFCC小窩断裂はＢ試験のみでの正確な診断は困難で、DRUJ鏡が必要である。完全断
裂例は縫合する。
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TFCC損傷およびDRUJ不安定症に対する治療

○副島 修1,2

1福岡山王病院　整形外科, 2国際医療福祉大学

TFCC損傷およびDRUJ不安定症は手関節尺側部痛をきたす代表的疾患であり、さまざまな病態が
複雑に関与して治療方針に迷うことも多い。受傷直後の急性期には先ず保存療法が選択される
が、3-4か月程度経過しても改善がない際には手術加療が必要になることも少なくない。
DRUJ不安定性が軽度の比較的新鮮な症例に対しては、除痛を目的とした損傷TFCCの部分切除・
デブリードマンや、損傷したTFCCの解剖学的修復を目指した直視下・鏡視下縫合術が選択され
る。特に、尺骨小窩での断裂例でDRUJ不安定性が明らかな症例では縫合術の適応となるが、手
術例の多くを占めるDRUJが比較的安定したTFCC表層断裂症例に対しては、鏡視下デブリードマ
ンを推奨とする近年のEBMの報告もある。また、尺骨手根関節の除圧とTFCCおよび骨間膜の緊張
増加によるDRUJ安定化を図る目的で、特に尺骨突き上げ症例に対しては尺骨短縮骨切り術も広
く用いられているが、治療期間の遷延化、プレートによる刺激症状や抜釘術の必要性、さらに
偽関節の発生や抜釘後の再骨折の危険性などが指摘されている。
頻度は少ないが、TFCCが広範囲に変性・消失した陳旧例ではDRUJ不安定性も高度となり、様々
な軟部組織再建術も試みられてきたが、その長期予後はいまだ不明な点が多い。さらに、DRUJ
関節症を生じた症例に対しては、不安定性の解消のみならず関節症そのものへの対応も必要と
なり、Sauve-Kapandji法やDarrach法に代表される救済手術を余儀なくされることもある。
本講演では、TFCC損傷およびDRUJ関節症を含めたDRUJ不安定症に対する治療について、現時点
での選択と問題点について整理し今後の展望について考察する。
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ECU腱鞘炎の発生機序

○森友 寿夫1, 片岡 利行2

1大阪行岡医療大学 行岡病院手外科センター, 2JCHO 星ヶ丘医療センター　整形外科

【目的】尺側手根伸筋（ECU）腱鞘炎の診断には誘発テストが重要である。carpal supination
testでは患者の手部を把持し過回外させた時に激痛が生じれば陽性とする。われわれはECU腱鞘
炎の発生機序を明らかにするため、生体前腕回内外運動のキネマティクスを3次元解析した。ま
た新鮮屍体標本のECU腱鞘を解剖し、さまざまな誘発テストとECU腱鞘内圧との関係を調査し
た。【方法】前腕回内外運動のキネマティクスには大阪大学式生体3次元動作解析システムを用
いた。内圧調査では新鮮凍結屍体7上肢を対象に圧モニターをECU腱鞘内に近位から尺骨頭レベ
ルまで挿入した。過回外位（carpal supination test）、屈曲回内・回外位（二見テスト）、
伸展回外位（合掌回外テスト）、牽引回外位（synergy test）で測定を行った。【結果】ECU腱
鞘は伸筋支帯とECU subsheathの二重構造であり、回外の際subsheath内を通るECUは橈側に移動
し、subsheath出口で走行が尺側へと変化し、尺骨茎状突起はECUの掌側に潜り込んでいた。ECU
腱鞘炎の病態はsubsheath出口での伸筋支帯と茎状突起による絞扼であると推測された。内圧測
定では、carpal supination testで最も上昇していた。各肢位の内圧（mmHg）は中間位：8.3、
回外位：36.3、過回外位：198.7、屈曲回内位：50.4、屈曲回外位：60.6、伸展回外位：83.0、
牽引回外位：27.9であった。【考察】ECU腱鞘炎には腱鞘の2重構造と尺骨茎状突起の動的因子
という特殊な解剖学的要因が関与している。carpal supination testは実験的に他のテストの
２倍以上内圧が高くなることがわかった。この理由は、ECUは第5中手骨基部に停止しているた
め、手部を把持して過回外させることにより、茎状突起はより橈側へ移動しECUは最も牽引され
るとともに茎状突起に圧迫されるためと考えられる。
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長橈側手根伸筋の収縮特性と筋腱移行術後の筋再教育への応用

○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】筋再教育は筋腱移行術後に行われ，脳の可塑的変化を利用して本来の筋機能を新たな
ものに転換することを目的としている．しかし，完全な機能転換は困難であり，現段階では供
与筋本来の収縮特性を考慮して効果的な収縮を促すことで縫合腱の癒着や筋力強化に応用する
ことに努めている．本研究では，指の屈曲再建に利用される長橈側手根伸筋（以下ECRL）の収
縮特性と錘体路細胞の興奮性を明らかにし，筋再教育の有効な方法を検討することを目的とし
た．
【方法】対象は健常男性6名とし，前腕回内，回外の2肢位において最大努力で等尺性手関節背
屈運動を行った時のECRLの筋電図を双極ワイヤー電極で導出し，前腕肢位で比較した．また，
前腕回内作用もつ円回内筋（PT）への筋感覚入力がECRLに及ぼす影響を検討するために，PTを
単発電気刺激で収縮させた時と安静時に経頭蓋磁気刺激（TMS）を与え，右のECRLと尺側手根伸
筋（ECU）から運動誘発電位波形（MEP）を導出し，振幅値を比較した．PTへの電気刺激はワイ
ヤー電極を用い，安静時閾値の2倍強度とした．
【結果】手関節背屈運動時のECRLの筋活動は，回外位に比べ回内位で有意に高かった
（P＜0.05）．TMSによるMEPの振幅値においては，ECRLはPT刺激後45～50msecにおいて約30～40
％増大し，安静時に比べ有意に高かった．ECUにおいては変化を示さなかった．
【考察】本研究では，前腕回内位でECRLの活動が高まることを示した．筋の興奮性は，筋の長
さ，関節肢位，関節モーメント等により影響されるが，PTへの電気刺激によってECRLから導出
したMEP振幅値が増大したことから考慮すると，回内位におけるECRLの興奮性はPTからの筋感覚
入力により影響を受けるものと推測され，ECRLの筋再教育においてはPTを同時収縮させること
によって効果が高まる可能性があると考えた．
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手の疼痛に対する脳内変化

○岩月 克之1, 吉田 彬人1,2, 寳珠山 稔3, 篠原 孝明3

平田 仁1

1名古屋大学　医学部　手の外科

2名古屋大学　医学部付属病院　リハビリテーション部

3名古屋大学　脳とこころの研究センター, 4中日病院　整形外科

【目的】手は第二の脳とも言われ、繊細で複雑な運動感覚器官を持っているが、慢性疼痛が中
枢に及ぼす影響は未知の部分が多い。上肢疼痛患者の脳皮質領域の活動を抽出し、異常感覚が
生じる病態を明らかにすることを目的とした。【方法】手根管症候群（CTS）患者は患側の正中
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（RMS）の回復曲線を算出し、年齢対照群と比較した。また感覚関連皮質相互
の波の伝播を観察するため、刺激後 0 ～ 300 ms の間に生じた脳磁場について、感覚関連皮質
間の連関を周波数帯域別に coherence 分析を用い数値化した。CRPS患者は、脳波および脳磁図
検査を行い、安静時閉眼 60 秒間の記録をした。感覚関連皮質間の coherence 値を各周波数帯
域で算出し年齢対照群と比較した。【結果】2連続刺激により得られるSEFの回復曲線はCTSで早
期に回復しており、感覚皮質での抑制的神経活動が減少していることが示された。CTSにより正
中神経の皮膚感覚支配領域からの感覚入力が障害され、対応する皮質受容野内での機能構築が
不明瞭となった。母指および中指の皮膚電気刺激によって得られるSEFの推定電流源間距離は
CTSで年齢対照群より短かかった。さらに波の伝播は、1次、2次体性感覚野、島皮質、前帯状皮
質などでの周波数対応に対象群との差が認められた。CRPS患者においても2次体性感覚野と帯状
回などで周波数対応に対象群との差が認められた。【考察】脳内の感覚野や感覚関連野の自発
性皮質活動に変化が生じていた。感覚皮質の機能変化は、異常な感覚や痛みが持続する病態を
示している可能性があると考えられる。
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腕神経叢損傷患者における対側第7頚髄神経根移行後の大脳皮質運
動知覚野の活動部位の変化に関する研究

○太田 壮一1, 柿木 良介2, 池口 良輔1, 織田 宏基1

松田 秀一1

1京都大学　医学部　整形外科, 2近畿大学　医学部　整形外科

【目的】全型腕神経叢損傷に対する対側第7頸髄神経根(CC7)移行後の患肢再建運動知覚機能に
関連する大脳皮質の活動部位を経時的に観察した。
【方法】対象は男性4名。手術時年齢は19～37才（中間値28才）。全例に患肢の知覚再建を行
い、うち3名は運動機能再建も行った。患肢の運動taskは、CC7により再建した患肢運動の20秒
間持続、10秒休息を5回繰り返した。知覚taskは、患側手掌を絵画筆で20秒間刺激、10秒間休止
を5回繰り返した。近赤外線トポグラフィーシステムを用いて、左右の大脳皮質運動野、体性感
覚野を中心に脳活動部位を測定した。患肢運動機能は、MF0：再建筋肉の収縮なし、MF1：非重
力下で運動可、MF2：重力下で運動可、MF3：抵抗に抗して保持可、の4段階で評価した。患肢手
掌の知覚機能は、SF0:認知不可、SF1：健側手の刺激として認知、SF2：患側手掌の刺激として
認知、SF3：患肢手掌の温痛覚も認知可、で評価した。
【結果】術後2～3年では、MF1が2名、MF2が1名で、全て患肢運動で患側の運動野に活動を認め
た。知覚はSF1、SF0が各2名で、SF1の2名は、患側手掌刺激で、患側の体性感覚野に活動を認め
たが、SF0の2名では活動が認められなかった。術後6～7年では、MF3、MF2、MF1が各１名
で、MF3の患者では患肢運動で健側運動野に活動を認めた。MF2の患者では、両側運動野に活動
を認め、MF1の患者では、患側の運動野のみ活動を認めた。患肢手掌の知覚はSF3が１名、SF2が
１名、SF1が2名で、SF1の2名では、患側手掌刺激時に患側の体性感覚野に活動を認め、SF3と
SF2の患者では、健側の体制感覚野に活動を認めた。
【結論】患肢の知覚、運動機能が良好に回復するのに従い、再建患肢の知覚、運動に伴う脳活
動部位は、CC7を支配していた患側大脳皮質から、もともと患肢機能を支配していた健側大脳皮
質に移動した。

S362



2-1-S5-4

経頭蓋直流電気刺激が一次体性感覚野へ与える影響

○砂川 融, 渡辺 友志, 車谷 洋

広島大学　大学院医歯薬保健学研究院　上肢機能解析制御科学

【はじめに】経頭蓋直流電気刺激（tDCS）は非侵襲的に大脳皮質の興奮性を変化させると言わ
れている。tDCSが運動機能や認知機能に与える影響については多くの報告があるが，感覚機能
に与える影響について調査した報告は少なく，tDCSの感覚障害治療への応用の可能性について
検討するため以下の研究を行なった。【方法】右利き健常成人8名を対象に，tDCS（1mA，10分
間）を左一次体性感覚野（S1）に行ない，tDCS前，tDCS直後，20分後に感覚刺激として手関節
レベルで両側正中神経を電気刺激し，脳磁計を使用してその時の体性感覚誘発磁場（SEF）を計
測した。またtDCSは陽極刺激（anodal）と陰極刺激（cathodal）,sham刺激の3種類とした。両
側S1領域から得られたSEF波形において20-30msの活動をN20，30-40msの活動をP30，40-100msの
活動をP60と定義し，各成分の中で著明な振幅を認めた潜時で磁場の信号源を等価電流双極子
（ECD）として単一ダイポール法で推定した。【結果】ECDの潜時と位置に関しては刺激側，非
刺激側，刺激の種類で活動間に有意差を認めなかった。強度についてはP60においてanodal刺激
で刺激側の強度が刺激前と比較し，刺激後に有意に増加した。Anodalとcathodalの間では刺激
直後と20分後で有意差があり，cathodalとshamの間に有意差はなかった。N20とP30については
全ての刺激で刺激側と非刺激側に有意差はなかった。【考察】S1へのanodal刺激により刺激側
P60のECD強度が，刺激前と比較し刺激直後で有意に増加し，非刺激側S1の活動には影響がない
ことが示された。P60にのみ有意な影響が見られたのは，刺激電極がP60の発生起源と言われる
Brodmann 1a,b野に最も近接していたためではないかと考える。tDCSはS1の興奮性に影響を与え
ることが判明し，感覚障害治療に応用できる可能性が示唆された。

S363



2-1-S5-5

非侵襲脳計測による運動推定

○小池 康晴

東京工業大学　ソリューション研究機構

手や腕の随意的な運動は脳からの適切な指令により生成されている。また、近年の計測技術の
進歩により様々な生体信号が計測できる様になってきている。運動指令に関係している脳活
動、脳から筋肉へ伝へられる信号、腕や手指の運動などは多チャンネルで同時に記録が可能で
ある。さらに、大量のデータを解析するための計算機や機械学習の手法も開発されており、そ
れらを組み合わせるだけ様々なBMIが構築可能である。しかしながら、脳がどの様に腕や手指を
動かし方を学習しているかは、まだ良く分かっていない。
脳は身体を動かすために筋肉に指令を送る。筋肉の張力は運動指令と非線形の関係があるが、
張力が推定できれば筋肉が関係している関節にはトルクが発生し、運動や力が生成される。こ
のような筋骨格系のモデルが構築できれば、脳からの運動指令を計測し、腕の動きや発生する
力が推定できる。さらに、脳においては、筋肉への運動指令を生成するために、運動の目的に
合った筋活動の時間パターンを計画する必要がある。たとえば、コップの水を飲むときには、
コップの位置や形状から手先の位置やコップを握るためのの手の形状を決める必要がある。た
とえ手先の位置が決まっても、筋肉数や関節の数が冗長なため、脳は解が一意に決まらないな
どの意味で不良設定である問題を解く必要がある。リハビリテーションにBMIの技術を応用する
ためには、上記の問題が脳の何処で、どのように処理されているのかを詳しく調べる必要があ
る。
本発表では脳の運動関連領野と運動との関係や筋活動からの運動生成を通じて運動の生成機能
について概説する。
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Carpal Tunnel Syndrome - Do all patients improve?

○Lars B. Dahlin

Department of Translational Medicine -Hand Surgery, Lund University and Skåne University Hospi

tal, Malmö, Sweden

Carpal tunnel syndrome (CTS) is common, with a lifetime risk of 10% in otherwise
healthy patients, and causes not only individual suffer, but also substantial
economic and societal costs.
A number of risk factors for CTS may influence outcome of the standard surgical
treatment - open carpal tunnel release; a procedure that generally is reported to
relieve symptoms. Women with CTS may rate their pre- and postoperative symptoms,
based on QuickDASH scores, higher than men. However, the outcome of surgery does not
differ between women and men. Smokers with CTS experience more symptoms of median
nerve compression preoperatively, which improve by surgery, but smokers have
remaining disability. The prevalence of CTS among patients with diabetes is high,
particularly if a concomitant neuropathy is present. Outcome after surgery may be
influenced by such factors related to the metabolic syndrome [e.g. diabetes,
hypertension, obesity (BMI >30) and statin treatment]. Patients with hypertension,
obesity or statin treatment have a similar improvement after surgery as otherwise
healthy patients. Furthermore, patients with diabetes without neuropathy have
essentially the same beneficial outcome of surgery as non-diabetic patients. However,
patients with diabetic neuropathy and CTS do not experience similar improvement.
Patients with recurrent CTS, who may have higher preoperative sensory conduction
velocity in the median nerve and is also common in hemodialysis, experience less
improvement after surgery, with remaining disability, than patients with the primary
procedure. Risk factors for CTS and factors that influence outcome after surgery
should be highlighted. Patients with specific risk factors should be informed about
possible unsatisfactory outcome after surgery.
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手根管症候群の診断と診断・評価基準

○若林 良明1,2, 藤田 浩二2, 鈴木 英嗣2, 二村 昭元3

大川 淳2

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　整形外科学分野

3東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　臨床解剖学分野

【緒言】当科における手根管症候群の診断、及び診断・評価基準について概説する。
【身体所見による診断】Semmes-Weinsteinテストや2点識別覚などで知覚障害の範囲を調べ、筋
力低下・筋萎縮の範囲が短母指外転筋(APB)に限局しているかを診察し、神経症候が正中神経低
位麻痺に合致するかを確認する。さらにPhalenテスト、手根管部 でのTinel様徴候などの手根
管部の正中神経刺激による症状誘発テストを施行する。
【電気生理学的診断】手関節刺激における 運動神経遠位潜時の延長、APB-CMAPの振幅低下、手
根管部でのSCVの低下、手関節部導出のSNAP振幅低下は手根管症候群を示唆する。APBでのCMAP
導出が困難なときは第2虫様筋(SL)で検出を試みる。自験例では術前APB-CMAP導出不能の20手の
うちSL-CMAPが導出可能であったのは16手で、全例で術後1年以内にAPB-CMAPが導出可能となっ
た。一方、術前SL-CMAPが導出不能であった4手では術後APB-CMAPが導出可能となったのは2手の
みであったため、術前SL-CMAPの検出可否を母指対立再建術の適応の参考としている。軽症例で
は環指比較法で正中・尺骨神経の知覚伝導の対比が有用である。
【診断・評価基準】手根管症候群に確立された診断基準はなく、上記の診断手技に画像所見を
加え総合的に診断している。治療方針の決定や予後の予測などに病期分類として浜田分類、電
気生理評価によるPaduaや金谷の分類、患者立脚評価としてDASHや手根管症候群質問表(CTSI)が
用いられる。自験例では手根管開放のみ行ったOCTR群と母指対立再建術を併用したOPP群との比
較において、CTSIの機能的状態のスケールの術前値(OCTR群1.71・OPP群2.47)、術前後の改善差
分値(OCTR群0.37・OPP群0.96)がOCTR群よりもOPP群で有意に高く(p＜0.05)、OPP群の術前の重
症度、対立再建による機能の改善を反映していた。
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手根管症候群における超音波 ‐診断から診断＋治療へ‐

○長尾 聡哉1, 長岡 正宏1, 豊泉 泰洋1, 冨塚 孔明1

山口 太平2

1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

手外科領域における超音波診断は他の画像検査と比較して簡便性や解像能に優れており、近年
の検査機器の発展と相まってさまざまな分野で汎用されるようになった。上肢絞扼性神経障害
も例外ではなく、最も頻度の高い手根管症候群においては、1)手根管近位での偽神経腫の同定
・サイズ測定、2)手根管内の正中神経絞扼部の同定・サイズ測定、だけでなく、3)手根管内占
拠性病変の同定、4)手根管周囲の血流評価、5)elastographyによる弾性評価、などにも応用す
ることができ、手根管症候群の病態解明の一助となっている。当科ではリニアプローブによる
外来診察室での占拠性病変スクリーニングをルーチンワークとし、特に手術適応例の術式（鏡
視下手根管開放術、または従来法による手根管開放術）決定に利用することによって手術成績
の向上に努めている。また、3-Dプローブを用いて走査をほとんどすることなく正確かつ客観性
の高い断面像を撮像し、手根管断面積を測定する試みも行っている。
さらに、超音波機器は診断のみならず治療にも利用する試みが盛んに行われるようになってき
ている。当科では軽症、あるいはしびれのひどい手根管症候群症例に対して尺側からの超音波
ガイド下ステロイド注射を施行している。手根管周囲を可視化することにより、屈筋腱や血管
を損傷することなく、また放散痛を訴えることもなく正中神経周囲へ正確に薬液を注入するこ
とができるようになった。
以上のように、超音波は手根管症候群の診断・治療に必要不可欠なツールと考えている。本報
告では当科での手根管症候群に対する超音波検査および治療の実際とその成績を紹介したい。
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手根管症候群に対する関節鏡下手根管開放手術

○橋詰 博行, 門田 康孝

笠岡第一病院　笠岡手・上肢外科センター

手根管症候群に対する初回手術として1994年よりUSEシステムを用いた関節鏡下手根管開放手術
（ECTR）を行っているが、今回笠岡第一病院での手術例2,016例の結果を調査し、鏡視下手術に
関連する諸問題を検討したので報告する。　2005年4月より2015年3月までの10年間に当院で手
術した例は2,016例2,375手で、女1,541例1,799手、男475例576手であった。年齢は15～97歳
（平均64.5歳）、右1,319手、左1,056手（両側例359）であった。Grade 1（知覚障害の
み）1,700手、Grade 2（1+筋萎縮）169手、Grade 3（2+対立障害）506手であった。手術適応は
Grade 1で遠位潜時7.0ms以上と3ヵ月の保存的治療に抗する5.2ms以上の例およびGrade 2、 3で
ある。Grade 3の母指球筋萎縮の強い例に対しても、母指対立障害を第一の主訴としていない限
りECTRを選択している。　Kellyの評価法を用いた手術成績は優1,258手（53%）、良879手
（37%）、可143手（6%）、不可95手（4%）であった。可・不可の成績不良例は高齢者のGrade 3
の例が198手（83％）、しびれ・痛みの残存例が26手（11％）であった。手関節掌側痛が術後最
も多い愁訴であるが6ヵ月までにはほぼ消失していた。腫脹を伴う75例（3%）は切迫CRPSとし
て、糖尿病合併例を除く49例にステロイド漸減療法を行った。7例に痛みが残り成績は可・不可
であった。成績向上のためには術後の疼痛対策も大切と考える。ECTRの保険点数は短期滞在手
術加算からDPCへと移行し、さらに再び2014年度の短期滞在手術等への改定に至るまで変遷して
おり、医療経営的観点からも検討したい。
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小皮切手根管開放術（OCTR）

○池田 和夫1, 納村 直希1, 多田 薫2

1金沢医療センター　整形外科, 2金沢大学整形外科

【目的】手根管症候群に対して、術後手掌部痛（いわゆるpillar pain）の軽減を図るために小
皮切手根管開放術（Mini-OCTR）を行ってきたので紹介する。
【方法】Mini-OCTRでは、手掌部に2cmの縦皮切を入れ、特殊な鉤で手掌腱膜と屈筋支帯の間を
剥離し皮下組織を傷つけないように挙上展開し、鉤と溝付きエレバトリウムの間に挟んだ屈筋
支帯を直視下に切離する。2007年4月から2014年3月までに特発性手根管症候群でMini-OCTRを行
った症例は146例で、男26例、女120例であり平均年齢は66.1歳であった。滑膜切除を併用した
症例が7例（5%）、ばね指の合併手術を行った症例が15例（10%）であった。75歳以上が
41例、80歳以上は21例（14%）であった。
【成績】しびれ痛みの主訴は全例で抜糸までに軽減していた。神経損傷や血管損傷などの合併
症はなく、CRPSを併発した症例もなかった。
【結論】術後10日目, 1, 2, 3か月目で術後手掌部痛を計測した研究では、ECTRはOCTRよりも術
後手掌部痛が少なかったが、Mini-OCTRはECTRと同等の手掌部痛の少なさが証明されていた（日
手会誌 25: 593-595, 2009）。したがって、合併症の頻度から考えても、Mini-OCTRは安全で確
実な手術として推奨できる。また、5%に滑膜切除が必要で、10%にばね指手術が必要であったこ
とにも、対応できていた。ECTRでは、関節鏡システムの準備が必要なことと、使い捨ての器具
がある事を考えると、医療経済的にもMini-OCTRは好ましい方法である。1997年までの統計で
は、我々は80歳以上の手根管症候群の手術症例は無かったが、最近は14%を占めるまでになって
いる。早期職場復帰を必要としない症例が増えていることも考慮していくべきであろう。
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重度の手根管症候群に対する母指対立再建術　-走路変更した短母指
伸筋腱の利用-

○木森 研治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) 重度の手根管症候群に対する母指対立再建法としてはCamitz法が広く行われているが、
移行腱の走行ルートや癒着、浮き上がり、母指MP関節の屈曲傾向、手関節掌側の有痛性瘢痕形
成など問題も多い。そこで我々は手掌部小切開による皮下手根管開放と同時に、走行ルートを
変更した短母指伸筋腱 (EPB)へ長掌筋腱 (PL)を移行する対立再建を行ってきた。今回、過去10
年間に経験した症例の治療成績をまとめ報告する。(方法)  手術は皮下手根管開放の後、まず
EPBを筋腱移行部で切離しMP関節背側に引き出す。こののちEPBを母指球部の皮下、さらに手く
び皮線部に作成した滑車の下を通して前腕に引き出しPLと縫合する。なおPLが低形成で使用で
きない場合には小指伸筋腱を移行した。また、EPBの牽引で母指IP関節が過伸展する症例では
EPBの基節骨基部での腱固定を追加する。術後は2-3週間の外固定後に自動運動を開始し、6週か
ら自由な手の使用を許可した。対象症例は術後3ヵ月以上経過した32例 (女性28例,男性4例) 33
手で、手術時年齢は52-80歳である。 (結果とまとめ) しびれ、知覚障害は術後3ヵ月以内にす
べての症例で軽減した。移行腱の浮き上がりはみられず、母指掌側外転は術前平均33°が術後4
週で47°に改善した。術前からMP関節に屈曲拘縮を認めた1例を除き術後に母指MP関節の屈曲傾
向を呈した症例はなく、MP関節の伸展は術前平均-2°が術後4週で7°に変化した。EPBの腱固定
は6例に行ったがいずれもIP関節の可動域は良好で、全例で8週までにADLでのつまみ動作の改善
をみた。本法は従来法による手根管開放術後の二期的対立再建にも利用でき、Camitz法の欠点
を克服する対立再建法として有用である。
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母指対立障害を伴う手根管症候群の治療戦略－対立再建術の必要性
は少ない－

○麻田 義之

田附興風会　北野病院　整形外科

【はじめに】手根管症候群において母指球筋委縮による対立障害がある場合の再建術の適応に
関しては結論が出ていない。当院では臨床所見、電気生理学的所見、患者側の条件の３点から
適応を決定している。今回、適応例の頻度、および基準が妥当であったかを検証した。【対象
と方法】対立障害を母指先端が小指末節部の側面に到達可能な場合を困難群、到達しない場合
を不可群に分類する。母指球筋、第2虫様筋の誘発電位の有無、利き手か否か、ADL障害の程度
を評価し,不可群で母指球筋、第2虫様筋運動電位の両方が誘発不能、ADL障害の強い利き手を対
立再建の適応有りとする。二期的再建も可能であることを説明の上で希望した症例に再建術
（固有示指伸筋腱移行術）を行った。対立障害のある特発性手根管症候群で術後6か月以上直接
検診が可能であった79例84手（男性28手、女性56手、平均年齢62.6歳）を対象とし、対立再建
を行った頻度、非再建例における対立障害の改善度を調査した。【結果】困難群は46手、不可
群は38手であった。最終的に患者が希望し対立再建を行ったのは9手（女性9手）で全体の
10.7％、不可群の23.7％であった。手根管開放術施行後、困難群で母指球筋と第２虫様筋運動
電位の両方が誘発可能な場合は28/31:90.3％、第2虫様筋運動電位のみ誘発可能な場合は
11/15:73.3%、全体では39/46:84.8％で改善が認められた。不可群で母指球筋運動電位誘発例は
無く、第2虫様筋誘発可能な場合は10/16:62.5％で改善が認められ、第2虫様筋運動電位不能例
では改善は1/13:7.7％であった。開放術施行後に二期的再建術を希望した例は無かった。【ま
とめ】重度の対立障害を呈する例でも開放術で改善する可能性があり、対立再建を絶対必要と
する場合は少ない。健常組織を犠牲にする再建術の適応は厳密に絞り込むべきである。
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キーンベック病に対する関節鏡視下月状骨除圧温存術

○吉良 務1, 面川 庄平2, 清水 隆昌1, 大西 正展1

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科学教室, 2奈良県立医科大学手の外科講座

【目的】進行期キーンベック病の月状骨温存手術は、主に各種骨切り術や血管柄付き骨移植術
により行われている。しかし、これらの術式は比較的侵襲が大きく、術後合併症が問題とな
る。今回、進行期キーンベック病に対して関節鏡視下月状骨除圧温存術を施行した。その短期
臨床成績を報告する。【方法】2011年以降Lichtman stage3のキーンベック病患者4名（男性
3名、女性1名、平均年齢56歳）を対象とした。罹患期間は平均7か月、術後経過観察期間41か月
であった。手術は術前の画像診断と手関節鏡所見から月状骨を評価し、再血行化が可能と判断
した症例に対して、鏡視下に有頭骨の月状骨関節面部分切除を行った。臨床評価として手関節
可動域，健側比握力，DASH，PRWE，VAS，Mayo wrist score、画像評価としてcarpal height
ratio(CHR)、radioscaphoid angle（RSA）をそれぞれ術前後に計測した。【結果】手関節掌背
屈可動域は術前63°から術後116°、DASH scoreは術前30、術後12であり、PRWEは42から
26、VASは80から18、Mayo wrist scoreは45（poor）から83（good）、平均握力健側比は術前
19％、術後77％へと改善を認めた。平均CHRは0.50から0.42と減少し、RSAは術前57°、術後
59°とcarpal alignmentの変化を認めた。【考察】従来、進行期キーンベック病に対して多く
の術式があるが、手術選択のコンセンサスは確立されていない。今回、関節鏡視下にアプロー
チすることにより低侵襲で月状骨の除圧再血行化を試み、短期ではあるが良好な臨床成績を示
した。
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腸骨由来の無濃縮骨髄血を用いたキーンベック病に対する骨髄血移
植・低出力超音波・創外固定併用治療の短期成績

○小川 健1, 原 友紀2, 西浦 康正3, 落合 直之4

山崎 正志2

1筑波大学附属病院水戸地域医療教育センター　茨城県厚生連総合病院水戸協同病院　整形外科

2筑波大学医学医療系　整形外科

3筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育センター　国立病院機構 霞ヶ浦医療センター　整形外科

4キッコーマン総合病院　整形外科

【はじめに】我々はLichtman分類Stage II, IIIのキーンベック病に対し、骨髄血移植・低出力
超音波(LIPUS)・創外固定を併用する治療を2000年以降行っている。当初は橈骨由来の骨髄血を
移植骨髄血として用いていたが、より良質な骨髄血の移植という観点から、2008年以降は腸骨
由来の骨髄血を移植するように変更した。今回は、その短期成績を報告する。【対象と方法】
本治療の適応は、分節化の少ないStage II, IIIのキーンベック病とした。症例は19例
（男10例、女9例）、手術時年齢は15-73歳(平均43歳)、経過観察期間は12-70ヶ月(平均31.9ヶ
月)であった。術前単純X線でStage IIが5例、IIIaが8例、IIIbが6例であった。移植骨髄血は腸
骨より3ml程採取し、濃縮等の操作を加えず、月状骨に背側より開けた直径2mmの骨孔(3～4箇
所)に注入移植した。LIPUSは術後4週から最低4ヶ月間行い、創外固定は術後12週間で抜去し
た。治療成績は中村の治療成績判定基準とMRIで評価した。【結果】治療成績は、excellent
1例、good 10例、fair 8例、poor 0例であった。特に手関節痛は、fairの1例を除き改善した。
握力と可動域は、それぞれ15例で改善した。単純X線での月状骨圧潰は、不変もしくは軽度進行
にとどまったが、fairの2例では大きく進行した。MRIにおいて12例に脂肪髄の回復を認め、治
療成績がgood以上の症例や50歳未満の若年例で良好な回復を示す傾向にあった。【まとめ】腸
骨由来の骨髄血を用いた本法は、低侵襲で良好な治療法であることが示唆された。今後、中長
期成績を橈骨由来の骨髄血を用いた以前の症例と比較検討する必要がある。
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進行期キーンベック病に対して施行した舟状-有頭骨間部分固定術の
成績

○峯 博子, 鶴田 敏幸

医療法人友和会　鶴田整形外科

【目的】
われわれは，1999年より進行期キーンベック病（Lichtman分類3b以上）に対して舟状-有頭骨間
部分固定術を施行してきた．今回，その術後5年以上の中・長期成績を報告する．
【対象および方法】
対象は，2010年までに手術を行った22例のうち，追跡可能であった8例8手である。内訳は男性
3例，女性5例，左側4例，右側4例，手術時年齢は平均58.4歳，Lichtman分類3bが4例，4が4例，
平均経過観察期間は7.9年である．手術は，まず壊死した月状骨を摘出する．舟状骨-有頭骨間
をエアトームにて新鮮化し，同部に橈骨より骨移植を行い，舟状-有頭骨間をスクリューにて固
定した．術後成績として，X線評価，可動域，握力，疼痛（NRS），Hand20，満足度（10点満
点）を調査した．
【結果】
X線評価では全例骨癒合がみられ，RS 角は術前平均64.8°から術後50.6°，調査時52.8°，CHI
は術前平均0.51から術後0.49，調査時0.49，STRは術前0.19から術後0.14，調査時0.11，CUDRは
術前0.30から術後0.29，調査時0.29，手関節の可動域は，掌屈が術前平均33.6°から調査時
61.3°，背屈が52.1°から69.4°，握力（健側比）は術前平均41.1％から調査時87.7％と，い
ずれも改善していた．調査時の疼痛は全例安静時痛なく，調査時のHand20は平均6.3点，満足度
は平均9.4点と高かった．
【考察】
病期の進行したキーンベック病に対しては，STT固定術や近位手根列切除術などさまざまな方法
が行われているが，その優劣について見解の一致は得られていない．今回の結果より，舟状-有
頭骨間部分固定術の中・長期成績は概ね良好と思われ，術後安定した成績が期待できる有用な
方法の一つであると考えられた．
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有頭骨壊死に対する鏡視下有頭骨部分切除術ー臨床経験と力学的研
究

○清水 隆昌1, 面川 庄平2, 森友 寿夫3, 片岡 利行3

1奈良県立医科大学　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科

3大阪行岡医療大行岡病院手外科センター, 4星ヶ丘医療センター　整形外科

【目的】有頭骨は栄養血管が逆行性に走行することや、内部の血管吻合が乏しいことから、有
頭骨頭が壊死に陥りやすい。手術は様々な方法が用いられているが、関節鏡を用いた治療方法
の報告は少ない。我々は、Milliez分類Type Iaの有頭骨壊死に対して、鏡視下部分切除術を行
っており、その有用性を検討した。【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5例（男性2例、女性3例）を対象とした。平均年齢は34歳（16～49歳）、全
例Milliez分類でType Iaの有頭骨壊死であった。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）、VAS、DASH、PRWE、X線画像でcarpal height ratio、橈骨舟状
骨角を計測した。また、新鮮凍結死体を用いて、有頭骨部分切除後の橈骨手根関節における圧
分布の変化を測定した。【結果】術後平均経過観察期間は20か月（12～30か月）で、手関節可
動域123度（術前81度）、握力74%（術前37%）、VAS1.1（術前6.8）DASH12（術前
40）、PRWE19（術前59）と改善を認めた（p＜0.05）。X線画像ではcarpal height ratio
0.50（術前0.52）、橈骨舟状骨角68度（術前64度）と有意な変化を認めなかった（p>0.05）。
新鮮凍結死体を用いた研究では、有頭骨部分切除後の手根関節の圧分布は、橈骨舟状骨関節で
平均39%増加（p＜0.05）、橈骨月状骨関節で平均53%の減少（p＜0.05）、尺骨手根関節で7.4%
の減少（p＞0.05）を認めた。【考察と結論】Milliez分類Type Ia の有頭骨壊死は、本法によ
って優れた除痛効果と機能回復が期待できる。有頭骨部分切除術は術後橈骨手根関節に応力集
中を引き起こすが、約20か月の経過観察では明らかな手根配列の異常を認めず、Milliez分類
Type Iaの有頭骨壊死の治療法として有用な選択肢になると考えられる。
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末梢神経障害と薬物療法

○田中 啓之

大阪大学大学院　医学系研究科　器官制御外科学（整形外科）

末梢神経障害は日常診療においてよく遭遇する疾患の一つであり、整形外科領域においては手
根管症候群などの絞扼性神経障害が、内科領域においては糖尿病性神経障害が代表的な疾患で
ある。末梢神経障害に対する手術治療としては、絞扼性末梢神経障害に対しては絞扼部開放術
が広く行われており、さらに2013年に本邦においても神経再生誘導チューブの使用が可能とな
り、欠損を伴う末梢神経障害に対しても手術治療が可能となった。また末梢神経障害性疼痛に
対する薬物療法としては、プレガバリン、アミトリプチリン塩酸塩が用いられるようになり、
糖尿病性神経障害に対する薬物療法としては、デュロキセチン、メキシレチン、エパルレスタ
ットが用いられている。このように末梢神経障害性疼痛に対する薬物療法は近年になり飛躍的
進歩を遂げてきたが、末梢神経障害そのものに対する薬物療法（末梢神経障害に対する再生効
果を示す薬物療法）についてはビタミンB12製剤のみであり、この数十年間でほとんど進捗が見
られないのが現状である。
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液含有製剤(ノイロトロピン®)は腰痛症などの整形
外科領域疾患や帯状疱疹後神経痛に対する効能を有している。これらの作用は、下行性疼痛抑
制系の活性化作用、ブラジキニン遊離抑制作用、末梢循環改善作用に基づく患部冷温域の皮膚
温上昇作用によるものとされているが、最近ではノイロトロピン®の末梢神経損傷部局所での
作用など、新しい知見がいくつも報告されている。本講演では末梢神経障害に対するノイロト
ロピンの効果について、これまでの私たちの基礎的研究成果も含めて紹介し、さらには今後の
研究の展望についても考察したい。
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末梢神経損傷後疼痛の治療

○矢島 弘毅

名古屋掖済会病院　整形外科

　末梢神経損傷後における痛みの強さは個人差が大きい。非常に強い痛みを訴える患者もいれ
ばほとんど痛みを訴えない患者も存在する。基礎的研究の領域では神経損傷に痛みが残るメカ
ニズムは末梢から中枢まで多く報告されている。しかし神経損傷後の痛みに個人差があること
の理由はいまだに不明である。私は損傷した神経の状態と部位、瘢痕による癒着によって痛み
の程度が変わる可能性があると考えている。手関節での正中神経損傷は痛みを強く訴える症例
が多い。また手掌から遠位の神経損傷では痛みを強く訴えることは少ない。また神経剥離術の
際に、損傷した神経と周囲との癒着が高度である場合に痛みが強い印象があるが、いずれもま
だ症例数が少ないので確定できていない。
　治療で重要なことの１つはリハビリテーションである。痛みがあっても関節拘縮を残さなけ
れば手の使用は可能である。多くの患者は痛みがあっても分かっていれば触られても我慢でき
る程度に抑えられる。数ヶ月経過をみて異常知覚や痛みが強く残る場合に神経剥離を考慮す
る。損傷した神経を剥離し瘢痕を切除する。手掌から末梢では良い成績が期待できるが、手関
節より近位では成績は不安定である。薬物治療はNSAIDsやオピオイドを単独または組み合わせ
て使用する。CRPSと呼ばれる状態に陥ることは稀である。
　数ヶ月経過しても痛みが残る場合は少なからず存在する。労災事故において痛みが残る場合
にはアフターケアの制度を利用することが多い。この制度が使えれば月に１～２回の外来診
察、ブロック注射、投薬が公費で可能である。投薬を行い根気よく治療を続ける。痛みが完全
に消失することは困難であるが痛みがあっても気にならなくなるように指導する。
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エピネフリン入り局所麻酔剤を使用した無床クリニックにおける上
肢手術

○吉田 綾1,2, 奥津 一郎1, 浜中 一輝1

1おくつ整形外科クリニック, 2取手北相馬保健医療センター医師会病院

はじめに：2003年の無床クリニック開業以来、上肢手術では空気止血帯を用いず、1%リドカイ
ン10mlとエピネフリン入り2%リドカイン5mlの混合液による局所麻酔を用いてきた。代表例につ
いて述べる。
方法：手根管症候群（4,521手：平均年齢63歳）では混合液10mlを前腕皮膚切開部と手根管内浸
潤麻酔として使用した。肘部管症候群（293肘：平均年齢62歳）では混合液を肘部管部皮膚切開
部に5ml、肘部管部より10cm中枢に10ml浸潤麻酔として使用した。母指CM関節症（100手：平均
年齢65歳）では混合液を関節上の皮膚および橈骨神経浅枝ブロックに8ml、関節内に2ml、手根
管内浸潤麻酔に8ml、長掌筋腱採取部に2ml浸潤麻酔として使用した。いずれも血液逆流がない
ことを確認し、血管内投与でないことを確認した。術中痛みを訴えた場合には、適宜混合液数
mlを直接術野で局注した。リドカインの総量は400mg を越えないようにした。
結果：両側同時手根管症候群例で局所麻酔後手術開始までの間に心停止が1例あった。後遺症な
く蘇生し手術も完遂できた。手根管症候群症例で5例、術後に指循環障害（蒼白化）を経験し
た。数時間の経過観察で自然回復し、後遺症はなかった。全術式中、術後後出血による再診を
15手で認めた。
考察： 心停止した患者は幼少時から手術を繰り返し受けており、過去の歯科治療の局所麻酔時
に過剰反応を示すことがあった。今回の使用量は総量300mg以下であり血管内投与は否定的であ
るため迷走神経反射・心因反応による可能性が考えられた。指の循環障害を予防するために
は、術前に爪圧迫テストやAllenテストなどで循環障害の有無をチェックし、エピネフリン入り
麻酔剤を使用するか否か決定する必要がある。局所麻酔、浸潤麻酔、神経ブロック法に習熟し
て最低限の麻酔剤使用で手術を行うことが望ましい。
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透析手根管症候群に対するエピネフリン入り局所麻酔下手根管開放
術の治療成績

○佐藤 攻, 石崎 力久

函館五稜郭病院　整形外科

はじめに　透析患者の手根管症候群に対するエピネフリン入り局所麻酔下手根管開放術の治療
成績について報告する。対象と方法　　2013年4月より当院で手根管開放術を行った透析手根管
症候群17例13人を対象とした。手根管症候群の診断は全例手外科専門医がCTS-6及び電気生理学
的所見をもとに行った。麻酔方法はエピネフリン入り局所麻酔を皮切、及び手根管内に15-20ml
程度使用した。手術方法は手掌および手首皮線やや近位に小皮切、スリット付きエレバトリウ
ムを用いた手根管開放術を行った。タニケットは不使用、ワーファリンを含む抗凝固剤の服用
継続したまま行った。調査項目は臨床成績、合併症（シャント障害など）、出血量、手術時間
である。結果　平均年齢67.5才（53-80）、平均経過観察期間8.8ヶ月（3-20）、シャント側4例
であった。術前浜田の分類1：３例2：8例、3：6例であった。最終経過観察時浜田の評価は優14
手　良3例　不可0であった。透析中のしびれ、痛みは全例消失した。手術中の出血は駆血帯な
し、シャント側、抗凝固剤内服例でもほとんど出血はなかった。手術時間は全例１５分以内で
あった。術後シャントに障害、過度の出血が発生した症例はなかった。考察　透析手根管症候
群はシャントの存在、透析に伴う動脈硬化など内科的合併症、抗凝固剤内服など特発性手根管
症候群と比較して手術に際して十分な注意が必要である。エピネフリン入り局所麻酔剤を使用
することで駆血帯は不要、ワーファリン内服例でもヘパリン置換など入院を要する処置は不要
であった。術中は十分な止血効果が得られ、エピネフリンに起因する合併症も無く良好な視野
を確保できるため有用な方法であると考える。
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エピネフリン含有局所麻酔薬を用いた手のwide awake surgery

○柏 隆史1, 和田 卓郎2, 金谷 耕平3, 射場 浩介3

佐藤 攻4

1市立室蘭総合病院　整形外科, 2済生会小樽病院　整形外科

3札幌医科大学　医学部　整形外科, 4函館五稜郭病院　整形外科

我々はエピネフリン含有局所麻酔薬（以下、E局麻薬）を用いて手のwide awake surgeryを行っ
てきた。今回、その安全性と合併症を検討した。【対象】2010年8月から2015年10月までに当科
および関連病院でE局麻薬（キシロカイン注射液「1％」10万倍エピレナミン含有）を使用した
手と前腕の疾患・外傷に対するwide awake surgeryの544例を後ろ向きに調査した。男性
239例、女性301例、平均55（6～91）歳であった。調査項目は、病名、麻酔法、E局麻薬の使用
量、手術時間および合併症である。【麻酔法】覚醒下にE局麻薬を局注した。駆血帯、鎮静薬は
使用しなかった。【結果】対象症例は、手根管症候群が153例、ばね指が134例、骨折が88例、
腫瘍が64例、腱断裂が28例、de Quervain病が23例、変形性手指関節症が21例、その他が34例で
あった。麻酔法は、指ブロックが298例で、浸潤麻酔が244例であった。E局麻薬の使用量は平均
で13.9ml (2-30ml)であった。術中に疼痛を生じた症例は14例であり、de Quervain病が5例、手
根管症候群が3例、中手骨骨折が2例、前腕筋膜下まで達する裂創が2例、その他が2例であっ
た。全身麻酔などの他の麻酔法に変更した症例はなかった。手術時間は平均18.4分（1～
201分）であった。合併症は、表層感染を2例に認めたが、手指の血流障害や壊死を生じた症例
はなかった。[考察]  E局麻薬を使用した手のwide-awake surgeryの544例において、エピネフ
リン使用に伴う合併症は一例も認められなかった。我々はE局麻薬による手指壊死の危険性は極
めて低いと考えている。神経周囲、前腕筋膜の展開の際には疼痛を生じることがあり、十分な
量の浸潤麻酔が必要と考えられた。また、中手骨骨折は浸潤麻酔のみでは完全な除痛は困難で
あり、末梢神経ブロックの併用が必要と考えられた。
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ばね指に対して、エピネフリン加リドカインとトリアムシノロン混
合液麻酔下で行う25G注射針を用いた経皮腱鞘切開術

○阿部 圭宏, 脇田 浩正

千葉ろうさい病院　整形外科

【緒言】ばね指の治療では、早期例ではストレッチや腱鞘内ステロイド注射が第一選択である
が、糖尿病合併例や多数指罹患例、長期経過例で関節拘縮を伴う例では治療成績が悪い。エピ
ネフリン加リドカインとトリアムシノロン混合液下局所麻酔で行う、25G注射針を用いた経皮腱
鞘切開術(percutaneous needle trigger digit release以下PNTDR)の治療成績を報告す
る。【対象と方法】この前向き研究では、 PNTDRを施行した. modified Quinnell’s gradeIII
以上のばね指、52指について検討した。罹患指は母指16指, 示指５指、中指15指、環指16指
、modified Quinnel’s grade は gradeIII8指、 gradeIV19指、grade V25指 であった。全例
外来処置室で、エピネフリン加1%リドカイン1mlとトリアムシノロン2mg混合液で局所麻酔
後、25G注射針を用いて経皮腱鞘切開術を行った。多数指罹患患者では全指を同時に手術した。
評価は modified Quinnell’s grading system, QuickDASH , VASを用いた。まず同量のステロ
イド注射のみを施行した群をコントロールとして比較、ついでPNTDR群を糖尿病合併群と非合併
群に分けて臨床成績を比較した。【結果】PNTDR群とステロイド注射群の比較では、すべての評
価項目で有意にPNTDR群が優れていた。糖尿群と非糖尿群の比較では、奏功率は92%対96%であ
り 、 Q u i k D A S H ,  V A S も 含 め 、 両 者 の 間 に 統 計 学 的 有 意 差 は な か っ
た。【結論】PNTDRは、modified Quinnell’s grading system Stage III以上のばね指全般、
特に糖尿病に合併したばね指、多数指罹患のばね指に対して有効な治療であると考えられた。
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エピネフリン入りの局所麻酔薬によるWide-Awake屈筋腱縫合の実際
と問題点

○池田 純1, 富田 一誠2, 川崎 恵吉3, 前田 利雄3

稲垣 克記3

1昭和大学横浜市北部病院整形外科, 2昭和大学江東豊洲病院　整形外科

3昭和大学医学部整形外科学講座

【はじめに】早期の一次縫合と後療法により屈筋腱損傷の成績は安定してきたが、未だに成績
不良例を散見する。再断裂は主に縫合部とプーリーのインピンジで術後比較的早期に生じ、さ
らに癒着形成や拘縮は縫合部の滑走障害に加え、縫合部に自信を持てない術者が、後療法を遅
らせる影響が大きいと考えている。これらの問題は閉創前に患者が縫合部を自動運動させ、問
題が無い事を確認できれば軽減できると考えた。通常、屈筋腱損傷の手術は無血野（駆血帯の
使用）で行われることが推奨され、伝達や全身麻酔下に施行される。今回、我々は指に対して
禁忌とされるエピネフリン入り局所麻酔下にセデーションや駆血帯を使用せずに手術を施行し
優良な成績を得たので報告する。【対象と方法】9指、全例切創で患指は母指２指、示指2指、
中指２指、環指３指であった。平均年齢28歳で受傷から手術までの期間は平均5日間。Ｙ-1法で
縫合し、全例術中に自動運動を指示、プーリーでの通過障害を認めた症例は縫合部もしくは腱
鞘をトリミングして問題を解決し閉創した。術後は直後より他動屈曲、自動伸展を開始、自動
屈曲は１週間で開始した。外出時と夜間のみ４週間の背側シーネを指示した。【結果】全例で
優良な可動域を獲得。平均％TAMは93％であった。【考察】閉創前の自動運動で縫合部の問題を
確認することが極めて有用なのは結果が示しているが、局所麻酔での手術が必須で無血野での
手術が望ましい。今回、エピネフリンを添加した指ブロックで何ら問題を認めなかった反面、
出血を予防するなどの利点があった。指へのエピネフリン使用は医学教育上禁忌だが、医学的
根拠に基づくものではなく、臨床の場でエピネフリンを添加した指ブロックが有用である可能
性が示唆された。しかし、倫理面等、本邦での使用には環境整備が待たれる。
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エピネフリン入りキシロカインによる局所麻酔下の腱移行術または
腱移植術

○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】腱移行術や腱移植術において移行筋のみならず拮抗筋まで可動できない麻酔のもと、
既存の機能を損なわずに再建機能の効果を最大限に発揮させるように緊張度を決定することは
難しい。これに対して私達は局所麻酔下に腱移行術ないし腱移植術を施行しており、今回、そ
の代表症例を提示するとともに、治療成績ついて報告する。【対象と方法】2003年2月よりエピ
ネフリン入りキシロカインによる局所麻酔下に腱移行術もしくは腱移植術を施行した症例は81
例あり、このうち発表済みである固有示指伸筋を移行腱として使用した症例、関節可動域の記
載が欠落していた症例を除く25例28再建を対象とした。手術時年齢は18-79(50)歳、受傷から機
能再建までの期間は0.5-348(24)か月であった。機能再建を要した疾患は手部・前腕挫滅創また
は不全切断8例、腱断裂8例、神経麻痺9例であった。手関節および母指、手指の24機能再建に対
して腱移行術が行われ、移行筋として長橈側手根伸筋、手根屈筋、長掌筋(PL)、腕橈骨筋
(BR)、円回内筋などを使用した。腱移植術は4再建で実施され、断裂腱の遠・近位断端にPL腱ま
たは長趾伸筋腱を移植した。経過観察期間4-54(11)か月における、機能再建部位の総自動運動
域を健側値で除した値(%TAM)から術前%TAMを引いた改善率を調査した。【結果】腱移行術によ
る18再建で術中から機能転換が可能であった。BRやPLの長母指屈筋への移行、小指伸筋の長母
指伸筋への移行では機能転換はみられなかった。最終診察時の平均機能改善率は26%であっ
た。【考察】局麻下での腱移行術または腱移植術は自動運動が可能なため、緊張決定およびそ
の調節は容易であった。腱移行術の大半は術中から再建機能が獲得されており、術後に特別な
後療法は不要なことが判明した。また、最終的な改善率も良好に維持されていた。
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A paradigm shift in adopting wide awake anesthesia in hand surgery

○Kevin C. Gingery

University of Michigan Health System, USA

The use of wide awake anesthesia is flourishing around the world since the myth of
never injecting epinephrine in local anesthesia for hand surgery was refuted in
several large observations studies. Wide awake anesthesia has several advantages such
as obviating the need for the use of tourniquet that can be uncomfortable to
patients, the ability to see the effect and quality of tendon repair or transfer by
having patients move the fingers during surgery, and conducting hand surgery in
outpatient surgery centers or even in clinics without the need for the participation
of anesthesia staff. In some countries where the operating room time is limited, the
ability to employ wide awake anesthesia facilitates more efficient surgical care and
decreases the cost of surgery, without impacting on the quality surgical care.
I have not employed wide awake anesthesia because of the entrenched traditional
practice in my academic setting. However, the meeting organizer requested me to
discuss this particular technique, which prompted me to try this technique in my
practice. In this presentation, I shall discuss the history of wide awake anesthesia
and the scientific data to support its practice. I will share my personal experience
in applying this technique for your consideration, given that this technique is
generally not accepted in Japan. Wide awake anesthesia introduces a new paradigm in
hand surgery that should be considered as part of the practice of hand surgery.
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局所麻酔下に手術を行い早期運動療法を行った手指屈筋腱再建術の
経験

○西浦 康正1, 原 友紀2, 村井 伸司2, 岩渕 翔3, 神山 翔4

1筑波大学附属病院　土浦市地域臨床教育センター, 2筑波大学医学医療系整形外科

3ひたちなか総合病院整形外科, 4キッコーマン総合病院整形外科

＜目的＞我々は皮下あるいは陳旧性手指屈筋腱断裂に対する屈筋腱再建術（腱移植術および腱
移行術）を局所麻酔下に行い、術後早期運動療法を行っているので、その方法と治療成績につ
いて報告する。
＜対象症例＞対象症例は、14例15指である。症例の内訳は、男性6例7指、女性8例8指、右側
6例、左側8例、罹患指は母指5例、示指4例、環指1例、小指3例、環小指1例であった。原因は、
関節リウマチや橈骨遠位端骨折変形治癒などによる皮下断裂11例、開放性の陳旧性断裂3例であ
った。
＜方法＞　局所麻酔は、エピネフリン入りリドカインを用い、症例に応じ手関節近位から手根
管部、手掌部、MP関節掌側に注射した。駆血は行わなかった。腱移植術は、FDP腱への腱移植術
を10指（手掌～末節骨3指、手関節近位～手掌7指）に、FPL腱への腱移植術を3指（手関節近位
～末節骨）に行った。また、近位断端が見つからないFPL腱断裂に対し環指FDS腱移行術を2例に
行った。縫合方法は、腱どうしは二重編み込み縫合、末節骨付着部へは二重pull out縫合を行
った。腱縫合の緊張は、自動運動で十分な屈曲が得られるようにやや強め、かつ、自動伸展で
きる程度とし、自動運動で確認した。術後は、手関節中間位指尖から前腕までの背側シーネを
行い、術後2日以内に早期運動を開始した。6ヵ月以上経過観察した12例13指に対し、可動域を
％TAMで評価した。
＜結果＞最終観察時の％TAMは、FDP腱への腱移植術平均93.8％、FPL腱への腱移植術平均
76.5％、FPL腱へのFDS腱移行術平均90.8％であった。
＜結論＞手指屈筋腱再建術は、局所麻酔下に十分可能で、いくつかの利点がある。腱縫合の緊
張を決定しやすい、手術中に患者が指の動きを確認でき早期運動療法を行いやすい、再断裂の
心配が少ないなどである。術後早期運動療法を行うことで良好な結果が得られた。
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エピネフリン入り局麻剤での指麻酔による腱剥離術

○中村 恒一1, 平瀬 雄一2, 山口 利仁3, 福本 恵三4

1北アルプス医療センター　あづみ病院　整形外科

2四谷メディカルキューブ　手の外科・マイクロサージャリ―センター

3東京手の外科・スポーツ医学研究所 高月整形外科病院

4埼玉成恵会病院 埼玉手の外科研究所

手指における腱剥離術時に腱が完全に剥離されているかどうか確認をすることは重要である．
全身麻酔，伝達麻酔下，タニケット使用下では指の自動運動が不可能であるため，術後の自動
運動で腱剥離が不十分なことに気づくことがある．我々は，従来指ブロックで禁忌とされてき
た，エピネフリンを含有した局麻剤による指ブロック麻酔を行いZone 2での腱剥離術に対して
応用してきた．【手技】10万倍希釈のエピネフリン＋100倍希釈のリドカイン液（エピレナミン
含有１％キシロカイン注射液®）を手掌指節間皮膚線中央部よりtransthecal  digital
block(腱鞘内注入)の方法で2̃3ｍｌ注入．指掌側が蒼白になるまで約10分待ったのち，腱剥離
術を行った．剥離後，手指自動屈曲運動を行ってもらい，十分に剥離されていることを確認し
創閉鎖した．【症例】Zone2での屈筋腱癒着患者10例に対して以下の方法で指ブロック麻酔をか
け，腱剥離術を行った．全ての手術時間は1時間以内であり，出血は全例でごく少量であった．
剥離操作中，術野は無血野で行うことが全例で可能であり，神経，血管損傷，その他の合併症
はなかった．全例術中に自動運動による十分な屈曲角度の獲得が可能であった．また，術後，
血行障害などの合併症を来たした症例はなかった．【考察】わが国での添付文書には指への使
用は禁忌とされているが，商品化されている10万倍希釈のエピネフリンによる指壊死の報告は
なく、米国では禁忌の記載は無い．また、腱鞘内ブロック注射により，少ない麻酔量で，腱剥
離術に支障がない程度の無血野を保ちつつ腱の自動運動が可能であり，術者と患者がともに十
分な腱の剥離ができたことを確認できるという利点がある．指掌側のみの麻酔であり背側血行
は遮断しない．1時間程度以内の手術であれば安全に確実な腱剥離術が可能である．
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Wide awake surgeryでの屈筋腱再建における腱移行・腱移植の選択
‐術中自動運動による筋変性の評価－

○頭川 峰志1,2, 長田 龍介1, 木村 友厚1

1富山大学　医学部　整形外科, 2黒部市民病院　整形外科

【目的】屈筋腱の再建は結果が予測しにくい手術である。動力源の選択および縫合時の緊張度
決定のために自動運動を温存したWide awake surgeryでの屈筋腱再建の結果を報告する。
【対象と方法】腱移行もしくは腱移植による再建を要したFPL 9腱、FDP 10腱を対象とした。平
均年齢65歳、断裂期間は1～48か月であった。局麻あるいはエコー下選択的末梢神経ブロックで
術中の自動運動を温存した群（局麻群）は9例11腱であり、全麻あるいは腋窩ブロック（筋弛緩
群）が8例8腱であった。1.安静時から断裂腱を他動伸長した他動伸張幅を測定し、局麻群では
安静時から随意最大収縮までの自動収縮幅も計測し、断裂期間と筋変性の相関を検討した。2.
局麻群、筋弛緩群ともに他動伸長15mm以上の14腱において腱移植で再建し、15mm未満の5腱には
腱移行で対応した。最終調査時における％TAMを局麻群と筋弛緩群で比較した。
【結果】局麻群において、断裂したFPL筋の自動収縮幅は4-35mm(平均21mm)、他動伸張幅は11-
25mm(平均16mm)であり、自動収縮幅は断裂期間と負の相関を認めた。断裂したFDP筋腱の自動収
縮幅は15-40mm(平均22.4mm)、他動伸張幅は10-30mm(平均20.4mm)であり、断裂期間との間に相
関は見られなかった。自動収縮幅は他動伸張幅に比例する傾向があり、自動収縮／他動伸長幅
は平均100％であった。局麻群、筋弛緩群ともに術後%TAMは改善したが、2群間に有意差はなか
った。
【考察】屈筋腱の再建では、一般に断裂期間や他動伸長幅を参考に動力源としての使用の是非
を判断するが、局麻手術では自動収縮幅が指標となりえる。今回%TAMからみた成績は、自動運
動を行いながらの再建と、従来の方法にはあまり差がないと考えられたが、術中に自動運動の
改善を術者・患者が確認しながら縫合緊張度を決定できる点が有用であった。
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手指手術に対するエピネフリン含有リドカインを用いた指ブロック
の有用性

○児玉 成人1, 竹村 宜記1, 今井 晋二1, 上羽 宏明2

安藤 厚生3

1滋賀医科大学　整形外科, 2近江草津徳洲会病院整形外科, 3野洲病院整形外科

【はじめに】本邦ではエピネフリン含有リドカインによる指ブロックは禁忌であるが、近年そ
の有用性を報告した論文が散見される。我々は2011年より、MP関節以遠の手外科手術にもエピ
ネフリン含有リドカイン局所麻酔を行っている。今回その効果および安全性について検討し
た。
【対象・方法】2011年より現在までのMP関節以遠のエピネフリン含有リドカイン局所麻酔下手
術は292例、ばね指が115例、指ブロックによる手指手術が177例であった。手指手術の内訳は屈
筋腱縫合・剥離21例、伸筋腱縫合・剥離27例、デュプイトレン拘縮29例、骨軟部腫瘍手術
38例、PIP関節手術35例、DIP関節手術7例、その他20例であった。麻酔法は手掌指節皮線の中点
に10万倍希釈エピネフリン含有1%リドカインを3-5 cc皮下注入した。調査項目は麻酔の追加の
有無、駆血帯の使用の有無、合併症、出血の程度、指の蒼白時間、麻酔の持続時間、手術時間
とした。
【結果】すべての症例で麻酔の追加や駆血帯の使用なく手術が可能で、壊死は1例も認めなかっ
た。出血については、麻酔効果が強いものでは指全体が蒼白となり、術野の出血はほとんどな
かったが、効果の弱い例では多少の出血が見られた。指の蒼白時間は全例1時間以内であった。
麻酔持続時間は平均7時間半(5-9時間)であり、手術時間は平均28分(5-90分)であった。
【考察】今回の結果からも1%エピネフリン含有リドカインによる指ブロックは安全な麻酔であ
り、その利点は非常に多い。腱剥離などの際に術中に腱の自動滑走が確認でき、出血が少ない
ため、術後の血腫による疼痛や癒着が回避できる。また、麻酔持続時間が長いため局所麻酔で
の手術適応が拡大し、患者の負担が軽減できる。本法は手外科手術に非常に有用であり、禁忌
に関しては議論の余地があるものと思われる。　
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当科におけるエピネフリン含有局所麻酔薬を用いたwide awake hand
surgery

－有用性と安全性についての検討－

○高木 岳彦1, 横山 美由希1, 中島 大輔2, 小林 由香1

渡辺 雅彦1

1東海大学　医学部　外科学系　整形外科学

2東海大学医学部付属八王子病院　整形外科

【はじめに】エピネフリン含有局所麻酔薬を用いて覚醒したまま止血帯を用いることなく行う
wide awake surgeryが注目されている。当科で実施したwide awake surgeryを調査し有用性と
安全性を検討した。
【対象および方法】2014年4月から2015年10月に当科にてエピネフリン含有局所麻酔薬を使用し
止血帯を使用せず手術を開始した113例（男性51例、女性62例、平均年齢48.0歳、16～84歳）に
ついて、手術の内訳、局所麻酔薬使用量、手術時間、合併症を調査した。
【結果】手術の内訳は腱鞘切開術36(ばね指21、デケルバン病15)、絞扼性神経障害手術9(手根
管3、肘部管5、ギヨン管1)、デュプイトラン拘縮手術5、軟部腫瘍摘出術12、腱手術21(移行
16、縫合3、剥離2)、靱帯手術5(縫合2、再建3)、神経手術2(移行1、剥離1)、大菱形骨切除母指
CM関節形成術2、有鉤骨鉤切除術3、その他18であった。局所麻酔薬使用量は平均12.6ml(5～
35ml)、平均手術時間は32.3分(6～184分)であった。術中全身麻酔に移行した症例はなかった
が、局所麻酔薬を追加した症例は15例、出血コントロールのため一時的に止血帯を使用した症
例は10例にみられ、これらは長時間の手術症例に見られる傾向にあった。術後感染、創癒合不
全、壊死を生じた症例はなかった。
【考察】wide awake surgeryは止血帯による疼痛しびれを回避できること、日帰り手術が可能
なこと、手関節や手指の自動運動が可能になるため術中患者と会話しながら効果を確認しても
らえること等の利点を有し、腱の手術では特に良い適応である。鎮痛効果や止血効果は伝達麻
酔下の手術や止血帯下の手術ほどは得られないこともあり、術中自動運動を必要としない手術
等の場合は必ずしもwide awake surgery下で施行する必要もないとも考えられ、適応症例につ
いて今後さらなる検討が必要である。
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Wide-awake hand surgeryの有用性の検討－患者主観による評価－

○高嶋 和磨, 織田 崇, 和田 卓郎

済生会小樽病院　整形外科

【はじめに】Wide-awake hand surgery(WAHS)は，鎮静，駆血帯，全身麻酔を使用せず行う手外
科手術を意味する．Epinephrine含有局所麻酔薬を用いることで無血野を確保する．全身麻酔，
鎮静に関わるリスクを回避できる，患者に手指自動運動を行わせながら手術ができる等の利点
がある．しかし，WAHSの患者満足度に関する報告は少ない．WAHSと全身麻酔で行った手根管開
放術を患者主観評価し，比較することでWAHSの有用性を検討した．【対象と方法】2013年8月か
ら2015年8月まで，手根管開放術を受け，アンケート調査に回答が得られた，79例(男性18例，
女性61例，平均年齢71歳)を対象とした．WAHS群(W群)57例，全身麻酔群(G群)22例であっ
た．Lalondeらの調査項目に準じ，麻酔時・術中・術後の疼痛VAS(0-10)，疼痛出現時期，術前
・術中の不安VAS，術後嘔気嘔吐，再度同一手術を受ける際の麻酔法の希望を調査し
た．【結果】疼痛VAS値は，W群が，麻酔時：3.7，術中：0.4，術後：2.7，G群が，術
後：4.9で，W群の術後痛は有意に小さかった．疼痛出現時期は，W群が，なし：5例(8%)，0-3時
間：9例(16%)，4-6時間：30例(53%)，7時間以降：13例(23%)，G群が各々，0例(0%)，13例
(60%)，7例(31%)，2例(9%)で，W群の疼痛出現時期は有意に遅かった．不安VAS値は，W群が，術
前：2.7，術中：1.1，G群が各々，4.5，1.2で，W群の術前不安は有意に小さかった．術後嘔気
嘔吐は，W群が0例(0%)，G群が3例(13%)で，W群は有意に低頻度であった．再度同一手術を受け
る際の麻酔法の希望は，W群が，WAHS：54例(95%)，全身麻酔：3例(5%)，G群が各々，13例
(59%)，9例(41%)であった．【考察】W群はG群と比較して，術後痛，術前不安，術後嘔気嘔吐が
有意に少なかった．手根管症候群に対するWAHSは患者視点で好まれる有用な手術麻酔方法と考
えられる．
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手指骨骨折変形治癒例に対するlow profile plateを用いた矯正骨切り
術の検討

○三戸 一晃1, 佐藤 和毅2, 山中 一良3, 山部 英行1

高山 真一郎4

1済生会横浜市東部病院　整形外科, 2慶應義塾大学病院　整形外科

3済生会神奈川県病院　整形外科, 4国立成育医療研究センター　整形外科

【はじめに】われわれは、指節骨、中手骨骨幹部骨折変形治癒に対し、矯正骨切り後、原則と
してlow profile plateを用いた固定を行っている。今回、観血的加療を行った症例について、
術後成績と手術に至った愁訴について検討したので報告する。【方法】　　2000年から2014年
に指節骨、中手骨骨幹部骨折変形治癒に対し矯正骨切り術を行った17例18骨折(中手骨6骨折、
基節骨10骨折、中節骨2骨折)を対象とした。男性16例、女性1例、平均年齢は、34歳(9-56歳)、
平均経過観察期間は、9.7ヵ月（4-20ヵ月）であった。変形治癒があり、かつ愁訴のあるものを
手術適応とした。術後成績の評価には、Buchlerの評価基準とTAM(total range of mtion)を用
いた。【結果】　全例において、元来の骨折部にて骨切りを行った。16骨折に対しては、low
profile plateによる固定を行い、斜骨折の1例にスクリュー固定を、小児の１例にはcross
pinningを行った。Buchlerの評価基準による術後成績は、Excellent15例、Good2例で
Fair、Poorの症例はなかった。術後、4例に腱癒着を生じ、腱剥離術を要した。Goodの症例はそ
のうちの2例で、関節拘縮が遺残した。術後感染や偽関節に陥った例はなかった。術前
TAMは、100-265°、平均234.1°で、術後TAMは、166-265°、平均253.9°と改善した。手術に
至った愁訴は、ほとんどが日常生活動作においての把持障害であったが、基節骨、中節骨変形
治癒に対して手術を行ったプロの音楽家の3例は楽器の演奏時の障害を訴え、日常生活動作には
支障はなかった。【結論】　　指節骨、中手骨骨幹部骨折変形治癒に対し、矯正骨切り後、low
profile plateにて固定する方法は、術後の腱癒着により腱剥離術を要する場合もあるが、固定
性が良く、早期関節可動域訓練ができる利点があり推奨される方法と考える。
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手指中節骨基部骨折変形治癒に対する骨軟骨移植術による関節面再
建

○岩部 昌平1,2, 別所 祐貴1, 名倉 重樹1, 久島 雄宇1

伊藤 恵康2

1済生会宇都宮病院整形外科

2Center for Functional Reconstruction Surgery of the Upper Extremity, Keiyu Orthopaedic Hospita

l, Gunma, Japan

【目的】関節面の陥凹を伴う手指中節骨基部変形治癒骨折では、陥凹した関節面骨片は小さく
これを整復することは困難である。本症に対し骨軟骨移植による関節面再建を行った６例を経
験したので報告する。【対象と方法】対象は中節骨基部変形治癒骨折で近位指節間関節（PIP関
節）の疼痛と可動域制限がある６例で、全例男性、年齢は１４から５５歳、示指２例、中指２
例、環指２例であった。２例で受傷時に手術が行われていた。手術はshotgun approachで展開
し、掌側１／２以上の関節面陥凹のある２例では、有鉤骨背側の手根中手間関節面を含む骨軟
骨片を移植した。中央部に関節面陥凹があった４例では、大腿骨顆部非荷重部から採取した骨
軟骨柱を移植した。いずれも陥凹部を掘り下げて縦穴にして移植片を差し込んで固定した。関
節症による対向する基節骨頭の軟骨欠損が３例であり、２例でその再建も行った。術後２週間
外固定を行った後に自動運動を開始した。【成績】基節骨頭の軟骨欠損があったにもかかわら
ず中節骨側のみ再建した１例では、疼痛が残存しPIP関節の可動域は改善しなかった。その他の
５例では疼痛が消失し、PIP関節の可動域は術後早期に改善がみられ、最終観察時には平均で伸
展が術前-１１°が-１°に、屈曲が術前５８°が９１°となっていた。【結論】中節骨基部変
形治癒骨折に対し、障害されたPIP関節面を骨軟骨移植により再建することで良好な機能回復が
得られた。掌側面の再建では形態が相似することから有鉤骨が再建材料として有用であった。
中央部と対向する骨頭の再建では大腿骨顆部の骨軟骨柱移植（いわゆるモザイクプラスティ）
が有用であった。いずれも移植片を縦穴に埋め込むことで、追加の固定材を用いることなく、
術後早期からの可動域訓練に耐える骨軟骨片の固定性が得られた。
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橈骨遠位端変形治癒骨折に対するβ-TCPを用いたくさび開き矯正骨
切り術

○根本 高幸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】橈骨遠位端変形治癒骨折に対するくさび開き矯正骨切り術に際し、我々はロッキング
プレート固定と共に骨欠損部に人工骨を充填し、整復はcondylar stabilizing手技を応用した
方法で行っている。本法は低侵襲かつ手術手技も簡便で、術後成績も良好であったので報告す
る。【方法】対象は背側転位型橈骨遠位端変形治癒骨折15例である。症例は男1例女14例で、手
術時年齢は平均64歳、受傷から手術までの期間は平均11ヵ月、術後経過観察期間は平均18ヵ月
であった。手術は掌側よりextended  FCR  approachを用いて展開した。次にcondylar
stabilizing手技に準じて矯正したい掌側傾斜角及び橈骨傾斜角の分だけプレートを傾けた状態
で遠位骨片のみスクリュー固定した後、プレートを一端はずし、橈骨の骨切りを行った。次
に、再び遠位骨片をプレートで固定しcondylar stabilizing手技により矯正を行った。骨欠損
部には気孔率75％のβ-TCPを充填した。内固定材はArata 社DWPを使用した。【結果】骨癒合ま
での期間は平均7週で、β-TCPは術後6ヵ月までに自家骨に置換された。術前後のX線計測で
は、volar tiltが平均-23.8°から10.8°に、ulnar varianceが5.9mmから1.1mmに、radial
inclinationが13.3°から22.8°に改善し、最終調査時でも整復位が保持されていた。術後成績
は全例で疼痛、可動域、握力の改善を認め、斉藤の機能評価ではExcellent10例、Good5例であ
った。【考察】β-TCPは骨伝導能に優れ、比較的早期に骨癒合が得られたが、術後の矯正損失
やプレート折損を防ぐには軟部組織の十分な剥離と力学的強度の高いロッキングプレートの選
択が重要である。Orbayらが報告したextended FCR approachは腕橈骨筋腱を切離し、橈骨背側
の軟部組織を十分に剥離することができるため、本術式に有用な進入法であると考える。
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橈骨遠位端骨折変形治癒～手根配列異常からみた矯正骨切り術の効
果と問題点～

○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】矯正骨切り術を行った橈骨遠位端骨折変形治癒例の治療成績を、手根配列異常の病態
別に調査し、その効果と問題点について検討した。【対象と方法】対象は背屈転位型の橈骨遠
位端骨折変形治癒12例。平均年令61.6歳、受傷～手術まで平均24.4ヵ月、手術はopen wedge
osteotomy：10例、closed wedge osteotomy：2例で、術後追跡期間は平均23.6ヵ月であった。
手根配列異常をeffective radiolunate flexion(ERLF)をもとにtype1(ERLF＜25°)と
type2(ERLF≧25°)に分けて後ろ向きに調査し、骨切り術の効果と問題点を検討し
た。【結果】Type1は9例（全例open  wedge  osteotomy）で、術後平均で
VT：3.4°、UV：0.2mm、RI：18.7°の矯正位の獲得で、手根骨は概ね良好な配列となり、VTが
健側値に近づくほど、手根配列もより健側に近似していた。臨床的にはMayo modified wrist
score（MMWS）：平均90点、q-DASH：平均3.0と良好で、VTが健側に近似するほどMMWSもより良
好になっていた (r=0.77,p=0.015)。一方、術後ERLFは8例が正常範囲（0°～12°）であった
が、手術まで15年経過した1例では十分な矯正でも術後ERLFは-7°で、手根配列異常は残存傾向
にあった。Type2は3例（open  wedge  osteotomy：1例、closed  wedge
osteotomy：2例）で、Closed wedge施行例の獲得VTはtype1と同等でも、術後ERLFは-10/-5(°)
で手根配列の矯正も臨床成績（MMWS:75/85、q-DASH:11.4/9.1）も劣る傾向にあった。一方、術
後VTが健側差0°に矯正されたopen wedgeの1例では、術後ERLFも手根配列も健側レベルに改善
し、臨床成績も良好であった。【結語】Type1では、容認できる矯正位であれば臨床的/X線学的
に概ね良好な治療成績が期待できる。一方type2で良好な治療成績を得るには、健側と同じ形態
までの矯正が望ましいと考えられた。
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外傷後骨端線早期閉鎖の手術療法における、術中３Dイメージング
システム・ナビゲーションシステム・関節鏡の有用性

○竹村 宜記1, 児玉 成人1, 上羽 宏明2, 今井 晋二1

1滋賀医科大学　整形外科学講座, 2近江草津徳洲会病院　整形外科

【目的・方法】橈骨遠位骨端線損傷の治療経過中に骨性架橋が生じると骨端線早期閉鎖を発症
する。手術方法としてはLangenskiold法があるが、我々は関節鏡（骨髄鏡）、術中３Dイメージ
ングシステム、ナビゲーションシステムを用いて施行している。方法は、これらのツールを用
いて骨性架橋を確認しながら、骨性架橋をドリルで掘削して切除する。その際、掘削して出来
た骨孔に関節鏡を挿入して、骨性架橋が適確に切除できているかも確認する。骨性架橋を切除
した後、再架橋防止の為に骨孔に骨蝋を充填する。今回、この方法で治療を行い経過が良好で
あった橈骨遠位骨端線損傷後早期閉鎖の２例を報告する。【成績】  症例１：9歳、男児。7歳
時に右橈骨遠位骨端線損傷を受傷し、骨端線早期閉鎖を発症。術前UV:+6mm（健側は-
3mm）、Radial Inclination:13°(健側は18°)で、骨性架橋は橈側から尺側へ骨端線中央を線
状に横切る形状で存在した。術後２年の現在、UV:+2mm Radial inclination:13°と経過は良好
である。症例２：１２歳、男児。９歳時に右橈骨遠位骨端線損傷を受傷し、骨端線早期閉鎖を
発症。術前UV:+1.5mm（健側は-0.5mm）、Radial Inclination:-25°(健側は+24°)で、骨性架
橋は骨端線の橈側２分の１に存在した。術後、２年の現在、UV:+1.5mm、Radial
inclination:０°と経過は良好である。【結論】Langenskiold法は、成功すれば自然な矯正が
得られ、１回の手術で治療を終えることができる非常に有用な手術方法である。しかし、正常
部と架橋部の区別が難しいという状況下において正常の骨端線を可能な限り残し、架橋部を十
分に切除する必要があるという技術的な問題がある。本法は、この技術的な難しさを克服する
一助となる方法と考えられた。
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Current Concepts in Treating Complex Fractures Around the Elbow

○Scott P. Steinmann

Mayo Clinic

Fracture with subluxation or dislocation of the ulnohumeral joint two or more weeks
after injury is difficult to treat in both the primary and the revision setting. Our
knowledge of this injury comes from reported case series; from extrapolation of data
from larger series of traumatic elbow instability and its complications, such as
heterotopic ossification, stiffness, and ulnar neuropathy; and from expert opinion.
This discussion is a synopsis of the available literature and offers principles for
the treatment of these injuries.
There are patterns of traumatic elbow instability that help a surgeon to anticipate
which structures are injured:
- Patients treated for persistent subluxation or dislocation of the elbow more than
two weeks after injury regain less motion and experience more adverse events.
-The primary goal of treatment is stable reduction of the ulnohumeral joint and
functional elbow motion.
-Motion and pain are affected by contracture and scarring of the soft tissues,
malalignment of the joint, fracture malunion, damage to the articular surface, and
ulnar neuropathy.
- Biomechanical and clinical studies support treatment with radial head arthroplasty
and/or coronoid reconstruction for patients who have osseous insufficiency.
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当院における母指CM関節症関節固定術の中長期成績

○平澤 英幸, 目貫 邦隆, 善家 雄吉, 田島 貴文
酒井 昭典

産業医科大学　医学部　整形外科

【目的】当院では母指CM関節症に対する手術治療として関節固定術を行ってきた．今回，その
中長期成績を調査・検討したので報告する．【対象と方法】1982年以降当院にて母指CM関節症
に対して関節固定術を施行し，4年以上追跡調査し得た患者を対象とした。症例は10例15指，男
性4例女性6例，手術側は右8指，左7指であった．手術時平均年齢は56.7歳（37歳～69歳），術
後平均経過期間は10.2年（4.3年～32.5年），病期分類はEaton分類にてstage 3が13指，stage
4が2指であった．調査項目は疼痛，握力，lateral pinch力，Hand 20 score，単純X線像での骨
癒合及び隣接関節障害の有無である．手術方法は第1中手骨基部と大菱形骨の関節軟骨・骨棘を
切除，関節面を整復し，Kirschner鋼線で関節を固定する．固定部の間隙には腸骨より採取した
海綿骨を移植し，関節包を縫縮した．【結果】固定関節の疼痛は全例で消失，隣接関節の明ら
かな疼痛の出現も全例で認めなかった．握力は平均24.1kgで対側比平均107.7%，lateral pinch
力は平均4.3kgで対側比平均105.6%であった．Hand 20 scoreは平均22.3点（1.0点～54.5点）．
単純X線像では，CM関節は全例で骨癒合していた．隣接関節では舟状大菱形小菱形骨間関節で6
指に関節裂隙の軽度狭小化を認めていた．MP関節では関節裂隙狭小化は認めなかったが，全例
でMP関節での尺側又は橈側偏位を認め（尺側偏位11指，橈側偏位4指），その偏位角度は術後経
過期間と正の相関を示していた (r=0. 71，p=0.003)．【考察・結語】単純Ｘ線像でMP関節での
尺側又は橈側偏位を認め，術後経過期間と共に偏位角度は増加していたが疼痛は認めず，CM関
節固定の可動性をMP関節で代償していることが推察された．当院における腸骨からの海綿骨移
植を用いたCM関節固定術の中長期成績は良好であった．
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ロッキングプレートを用いた母指CM関節固定術の小経験

○千野 博之, 前田 和洋, 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】母指CM関節症に対する関節固定術には様々な方法があるが、その固定性に問題を生じ
ることも少なくない。今回、我々は、独自の工夫を加えた菱形のロッキングプレートを用いた
関節固定術を行い、その術式と術後成績を報告する。【対象と方法】対象は母指CM関節症の男
2例、女6例の計8例、8関節で、罹患側は左3例、右5例、年齢は47歳から77歳で、平均61歳であ
った。経過観察期間は7か月から2年9か月、平均15か月である。Eaton分類では、stage2が
1例、stage3が7例であった。手術方法は、CM関節面を掻把後、腸骨から採取した海綿骨、皮質
骨をそれぞれ骨欠損部の中央部ならびに辺縁に移植した。さらに、母指指尖部が小指MP掌側に
届く肢位でCM関節を圧着して安定させ、Stryker社製の菱形6穴のVariAx hand locking plateを
用いて固定した。この際、プレート中枢の先端を約40°曲げて大菱形骨に引っかけるように圧
着し、スクリューを大菱形骨に2本、中手骨に3本、さらに大菱形骨から中手骨にかけて1本刺入
した。【結果】全例で骨癒合が得られ、疼痛は消失した。なお、術後早期から重労働を行った
１例でスクリューの折損が生じたが、ギプス固定を追加し骨癒合が得られた。最終観察時にお
けるCM関節の角度は、橈側外転20から43°、平均28°、掌側外転26から41°、平均34°であっ
た。【考察】我々はこれまでheadless compression screwを用いた関節固定術を行ってきた
が、至適位置へのスクリュー刺入困難、固定性不足、術中骨折などが問題となったことも経験
した。今回、我々が行った菱形のロッキングプレートを用いた方法は、スクリュー固定と比べ
て、皮切が大きくなり手技がやや煩雑となるが、至適肢位での強固な固定による良好な骨癒合
が得られ、従来法の問題点を解決しうる有用な方法と考えた。
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母指CM関節症に対するロッキングプレートを用いた第1中手骨外転
対立位骨切り術（第二報）

○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ロッキングプレートを用いた第1中
手骨外転対立位骨切り術(AOO)を施行してきた。今回、その治療成績を報告する。
【対象と方法】2010年以降に、当院で本法を行った母指CM関節症38（男性11、女性28）例
40（右18、左23）手を対象とした。手術時年齢は平均60歳、術後経過観察期間平均11ヶ月であ
った。Eaton分類ではstage1:1手、stage2:6手、stage3:28手、stage4:4手であった。また、関
節固定術後の偽関節1手に対しても本法を行った。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。術後は1週間の外固定の後、手の使用を許可した。
【結果】全例骨癒合し、VAS、Quick DASH scoreとも改善した。関節裂隙は、術前平均0.3mmか
ら術後平均1mmへ有意に開大した。青山らの報告した関節脱臼率は、正面像で術前16%から術後
平均6%へ、側面像で術前平均33%から術後平均17%へいずれも有意に改善した。
【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。AOOは早期例が適応とされてきたが、近年進行
期例に対する有用性を示す報告が散見される。AOOにおける内固定は一般に引き寄せ締結法で行
われているが、骨切り後の鋼線刺入は方向が制限され難しい。ロッキングプレートによる内固
定は手技が容易で、良好な初期固定力により外固定期間を短縮できた。
【結論】今回の成績は良好であり、手技が簡便で関節を温存できる利点を加味すると、本法は
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。
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母指CM関節症の術後成績の比較検討

○竹村 宜記1, 児玉 成人1, 上羽 宏明2, 今井 晋二1

1滋賀医科大学　整形外科学講座, 2近江草津徳洲会病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対する手術方法は多数存在する。しかし、術後成績に関しては様々な
報告があり、一定の見解が得られた状況ではない。当科においても、術者によって手術方法は
異なっているのが現状である。今回、我々は、母指CM関節症に対して施行された３つの手術の
術後成績を比較検討したのでここに報告する。【方法】対象は、保存療法に抵抗を示した母指
CM関節症の33手である。手術方法は、LRTI・CM関節切除に有茎脂肪弁移植を併用した関節形成
術・関節固定術の３つである。内訳は、LRTIが10手、脂肪弁移植が11手、関節固定術が12手で
あった。平均年齢は62歳（44～73歳）で、男性６手・女性2７手であった。評価としては、術前
と術後１年で行った。評価項目は、VAS・DASH・ピンチ力（TipとSide pinch）・Kapandji
Score・握力・手術時間・合併症とした。【成績】３つの手術群において、ピンチ力は改善を認
めた。握力は、術前と変化を認めなかった。Kapandji Soreに関しては関節固定術が低い傾向に
あったが、有意差は認めなかった。また、関節固定群において可動域制限による日常生活動作
の制限は認めなかった。手術時間は有意にLRTI群が長かった。VASおよびDASHスコアに関して
は、３群すべてで術後に改善を認めたが、３群間での比較では有意な差は認めなかった。合併
症としては、関節固定術群に２例の偽関節が生じたが、痛みなどの訴えはなかった。【結論】
今回、比較検討した３つの手術方法では、術後成績に差はなかった。術後成績、手術時間、術
式の難易度を考慮するのであれば、関節固定術や脂肪弁を用いた関節形成術が有用である。ま
た、偽関節になった２症例の結果から考慮すると、関節切除だけでも除痛効果は期待できる可
能性がある。
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母指CM関節症に対する第１中手骨伸展骨切り術と関節形成術
（LRTI法）の検討

○中村 敏夫巳1, 玉井 進1, 村田 景一2, 面川 庄平3

田中 康仁3

1奈良西部病院　奈良手の外科研究所, 2市立奈良病院　四肢外傷センター

3奈良県立医科大学付属病院　整形外科

【緒言】当院における母指CM関節症の治療は、Eaton Stage 1,2に対しては、第１中手骨伸展骨
切り術を、stage 3で比較的活動性の高い症例には、関節固定か大菱形骨切除＋橈側手根屈筋腱
による靭帯形成＋腱球挿入術（LRTI法)を、高齢で活動性の低い症例には大菱形骨切除術を行っ
ている。Stage 4には関節固定術以外の方法を適宜選択している。今回は、第１中手骨伸展骨切
り術とLRTI法の成績を検討したので報告する。【目的】2006年1月～15年10月、手術を行った母
指CM関節症のうち第１中手骨伸展骨切り術をO群、LRTI法をL群として、術前後の関節可動域・
握力・ピンチ力・Q-DASHにより調査した。【結果】年齢は45～82歳、男性13例、女性69例、O群
30例、L群52例であった。平均掌側外転角は、O群術前47.5°から術後48.0°、L群 45.1°から
46.1°と両群ともに改善傾向を示した。平均ピンチ力は、O群 1.75kgから 1.71kg、L群 1.31kg
から 1.25kgと有意差なく、Q-DASH はO群24.9から17.9と改善傾向、L群33.4から24.7と有意差
を認めた。（p＜0.05）【考察】関節可動域は、両群に差はなかったが、関節症性変化の進行し
た例がO群に認められた。Q-DASH はL群のほうが改善傾向が強く、より関節変形が進行していた
L群において、臨床症状が改善したことによる満足度が高かった可能性がある。しかし、O群に
おいてもQ-DASHの改善を認めており、臨床病期に応じた手術法が適応となると考えられた。
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重度母指CM関節症に対する手術療法（関節固定術とThompson法の
比較）

○貝田 英二, 宮崎 洋一, 田中 優砂光, 田崎 和幸
野中 信宏

医療法人　伴帥会　愛野記念病院

【緒言】母指CM関節症に対する手術術式としては、主に関節固定術と関節形成術がある。関節
固定術は確実な除痛効果と安定性の向上による握力、ピンチ力の改善が得られる優れた術式で
ある。一方、Thompson法は除痛効果と可動域が温存できる術式といえる。この2つの術式を行っ
た症例の術後成績を発表する。【対象と方法】2010年からの5年間に行った症例は66例68関節
で、追跡可能であった44例46関節を対象とした。男性18例女性26例、年齢は51歳～82歳、平均
64歳、左20手、右26手であったstage3…34手、stage4…12手。術式は関節固定術20例22関
節、Thomposon法24例24関節であった。術式は関節固定術はCM関節の軟骨をボーンソーにて切
除、掌側外転30～45°橈側外転10～15°でtensionbandwiring法にて固定した。Thompson法は大
菱形骨を全摘出し半切したAbPLを第1第2中手骨に作成した骨孔へ通し、最大緊張状態で各骨孔
に摘出した大菱形骨より作成した骨釘を打ちこみ腱を固定した。臨床計画は可動域Kapandji
score MP及びIP関節屈曲と伸展、疼痛（VAS）、握力、ピンチ力を計測した。レントゲン評価は
固定術後の骨癒合の有無を骨癒合に要した期間、Thompson法は関節安定性の評価として術直後
と追跡時のTSRを計測し、Suspension効果を検討した。【結果並びに考察】可動域においては明
らかにThompson法が優れており、特に巧緻運動の改善において有用であった。除痛効果は初期
の段階では関節固定術が優れていたが術後1年ではThompson法も改善、差はなくなっていた。ピ
ンチ力、握力は固定術が有意に改善しており、健側とほぼ同等だったが、Thompson法では回復
に時間を要するものが多かった。以上より握力、ピンチ力を希望する男性例には関節固定術
を、巧緻運動を希望する女性例には、Thompson法を第1選択とすべきと考える。
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変形性母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術と鏡視下関節固定
術の治療成績の比較

○長嶋 光幸1, 重松 浩司1, 井川 真依子1, 面川 庄平2

田中 康仁3

1東大阪市立総合病院, 2奈良県立医科大学　手の外科学講座

3奈良県立医科大学　整形外科

【目的】保存治療に抵抗する母指CM関節症の手術治療には様々な術式があり、それらの比較検
討も報告されている。我々は鏡視下関節形成術（arthroscopic assisted arthroplasty以下
AAP）と鏡視下関節固定術（arthroscopic assisted arthrodesis以下AAD）の治療成績を比較検
討したので報告する。【対象及び方法】2011年から2015年まで当院で術後4ヵ月以上経過観察可
能であったAAP 9例11指、AAD 6例8指を対象とした。手術時平均年齢は61.5歳/ 65.5歳で、術後
平均観察期間は38.0ヵ月（4-73ヵ月）/30.1（4ヵ月（4-68）ヵ月であった(AAP/AAD)。Eaton分
類はAAPではStage2：1指、Stage3：10指、AADではStage3：4指、Stage4：4指であった。術式は
AAPは鏡視下Thompson法を、AADは鏡視下にCM関節面を切除し、Acutrak2 mini screwで固定し、
骨移植を行った。検討項目は術前後のROM（橈側外転、掌側外転）、術後pinch力を測定し、患
者立脚評価としてVAS、hand20を比較した。【結果】術前ROMは橈側外転18.9°/4.1°が術後
17.7°/15.8°に、掌側外転は術前36.2°/33.8°が術後34.5°/36.3°となった(AAP/AAD)。術
後key pinchはAAPでは平均3.6kg（対健側比81%）、AADでは平均2.7kg（対健側比78%）であり、
術後tip pinchはAAPでは平均2.4kg（対健側比74%）、AADでは平均2.1kg（対健側比72%）で有意
差はなかった。また、VASはAAPで平均95.0から13.6、AADで平均82.6から10.7に改善し、hand20
の改善率は62.8%、75.9%であった。【結論】従来、CM関節固定によるADLへの影響が懸念されて
いるが、今回の検討ではhand20の改善率はAAPよりAADが高く、AADでは関節可動域制限による影
響は少ないことが判明した。機能評価、患者評価はAAPとAADの両方で改善を認め、特に除痛に
関しては両者ともに優れた術式であることが確認された。
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指外傷の受傷部位と背景因子の検討

○尼子 雅敏, 有野 浩司, 伊藤 雄也, 高島 健一
根本 孝一

防衛医科大学校　整形外科学講座

【目的】これまで我々は青壮年期の運動器外傷・障害に関する疫学的検討をおこない、外傷部
位は手指に多く発生し、外傷の種類は捻挫（靭帯損傷を含む）、打撲・挫傷、骨折が多いこと
を明らかにしてきた。今回は指外傷の受傷部位や背景因子などの特徴を明らかにすることを目
的に以下の検討を行った。
【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人のうち、指外傷と診断
された887件（男835件、女47件、無回答5件）平均年齢25.8歳(18～60歳)を対象とした。外傷種
別の受傷部位、また背景因子として、性別、利き手側、BMI、自衛隊歴、飲酒歴、喫煙歴、受傷
原因を比較検討した。さらに外傷種別に背景因子を多変量解析を用いて検討した。
【結果】指の外傷は捻挫419件(47%)、打撲222件（25%）、骨折142件（16％）の順に多く、この
3種類で全体の88%を占めた。受傷部位は、骨折が環指、小指に多く、捻挫、打撲は母指が最も
多かった。捻挫は運動中の受傷が60%を占め、他の損傷より有意に多く(p＜0.001)、特にコンタ
クトスポーツでの受傷が多かった。多変量解析の結果、コンタクトスポーツと自衛隊歴の浅い
人に有意に捻挫が多かった（p＜0.01）。骨折や打撲に有意に影響を与えた背景因子は同定され
なかった。
【考察とまとめ】指の外傷は青壮年期の外傷の中で最も多い。上肢おける骨折リスクは、自衛
隊歴が浅く、痩せ形の体型に多いことを示してきたが、指の骨折に限れば体格や自衛隊歴は関
係なかった。一方、指の捻挫は母指MP関節に多く発生し、自衛隊歴の浅いコンタクトスポーツ
に有意に多く見られた。これらの背景因子を活用した予防策の開発が望まれる。
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骨性槌指に対する石黒法ならびにその変法の治療成績

○上村 一成, 森谷 浩治, 原 敬, 秦 命賢, 吉津 孝衛

新潟手の外科研究所

【はじめに】骨片を伴う槌指に対し石黒法ならびにその変法を用いて手術治療を行った症例を
調査し、その成績とそれに影響を及ぼす因子について検討した。
【対象・方法】2012年6月から2014年11月まで加療した症例のうち、術後12週以上経過観察で
き、最終診察時に患・健側の関節可動域(ROM)の計測がなされていた28例28指を対象とした。手
術時年齢13～63歳であった。術前期間は0～12週、手術法は石黒法5指、石黒法変法13指、観血
的に整復し石黒法で固定したもの2指、石黒法変法で固定したもの8指であった。抜釘期間は術
後5～12週、経過観察期間は12～80週であった。治療成績を蟹江の基準を用いて判定し、優と良
を成績良好群、可と不可を成績不良群の2群に分けた。治療成績に影響を及ぼす因子として年
齢、術前期間、関節面に占める骨片の割合、骨片の転位距離、手術時の遠位指節間(DIP)関節屈
曲固定角度、術後固定期間、刺入したKirschner鋼線の数、術者の技量を挙げ、両群で比較し
た。患側のDIP関節のROMを健側ROMで除した値を%ROMとし、50％未満と50％以上の2群に分け、
同じ因子について比較した。
【結果】最終診察時のDIP関節伸展は-35～5°、屈曲は25～75°であった。蟹江の評価では優
8、良6、可8、不可6指であり、年齢だけが負の影響を及ぼしていた。%ROMは23～100％であり、
年齢、固定期間、関節面に占める骨片の割合の影響を受けていた。
【考察】いずれの評価でも年齢は負の要因であったが、本質的に不可避な因子と推測す
る。%ROMの改善率は固定期間が長く、関節面に占める骨片の割合が小さいほど低かった。これ
は長期固定による関節拘縮と小骨片槌指の病態の関与が原因と思われ、骨性槌指に対する手術
操作は今なお検討が必要と考える。
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骨片に転位がある骨性槌指に対する経皮的伸展位固定法

○弓削 英彦, 小島 哲夫, 小川 光, 村田 大
仲西 知憲

溝口整形外科病院

【はじめに】骨性槌指に対する治療方法は様々である。当院では、主に石黒法で手術を行って
いる。しかし、骨性槌指は青壮年期の年代に多く、社会的背景により、来院や安静が困難な人
が多い。そこで、当院で腱性槌指に対し行っている経皮的伸展位固定法を骨性槌指に応用し
た。これは、転位している骨片をそのままにして、指尖部から1本のピンを刺入し、DIP関節を
固定する方法である。この手術法の治療成績について文献的考察を含め報告す
る。【対象】2015年3月から7月までに当院で骨性槌指に対し当方法により手術を施行された12
例14指。男性7例女性5例、受傷時年齢は平均38歳。受傷から手術までの待機期間は平均
15.3日。術後観察期間は平均44.1日。骨癒合・術後成績(蟹江の評価基準)・step　offの遺残と
術後成績の関係を評価した。【結果】 14指すべてで骨癒合を得られた。経過中に骨片が自然に
移動し、骨癒合した症例が散見された。術後成績は蟹江の評価基準で優12指、良2指となっ
た。Step offの遺残を6指に認めたが、すべて成績良好であった。【考察】蟹江の評価で全例が
術後成績良好であった。当術式が伸展位かつ掌側脱臼を矯正し固定している点や、小侵襲であ
り骨膜などの軟部組織が温存された点が成績良好に繋がった要因と思われた。当方法は頻回の
来院が不要であり、術後早期から水を使った仕事も可能であり、また皮膚外のピンや装具によ
る皮膚トラブルが回避できる利点があり、骨性槌指に対し非常に有用な手術方法であると思わ
れた。
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手指中節骨底部掌側裂離骨折に対する保存治療の治療成績

○柳橋 和仁1, 森谷 浩治1, 牧 裕1, 津吉 秀樹2

吉津 孝衛1

1（財）新潟手の外科研究所, 2柏崎総合医療センター　整形外科

【目的】手指中節骨底部掌側裂離骨折に対する治療法には裂離骨片を観血的に整復固定する方
法もあるが,当院では骨片の大きさに拘わらず保存治療を第一選択としている.今回,その治療成
績を調査・検討したので報告する.【対象と方法】2012年7月からの3年間に当院で加療した66例
67指のうち,最終経過観察時に関節可動域(ROM)に関する記載のあった49例49指を対象とした.受
傷時年齢は平均23.7歳,経過観察期間は平均75.9日であった.私達の保存治療は患指の中手指節
関節および近位指節間(PIP)関節を軽度屈曲位,遠位指節間関節を伸展位で背側からアルミ副子
をあて,その副子下で自動運動を痛みに応じて行わせるものである。副子は1～ 3週で除去し,そ
の後は患指を隣接指とテープ固定して使用するよう指導する.ほとんどの症例で特別なリハビリ
テーションは行わなかった.これらの症例の治療成績をStrickland法で評価し,X線写真で骨折部
の癒合を調査した.【結果】 最終診察時PIP関節の不安定性が遺残した症例はなかったが,裂離
骨片の摘出および屈筋腱剥離術を行った症例が1例あった.この1例を除いた総自動運動域の平均
は244.2°(155°～285°)であり,Strickland法による評価は優36,良6,可4,不可2指であった.28
例に骨癒合を認め,21例は偽関節となっていたが,骨癒合の有無はROMに影響していなかっ
た.【考察】本外傷は,受傷直後にはPIP関節掌側板の不安定性が存在する.また,完全固定では骨
折ならびに近傍する腱ひも損傷に起因する拘縮の発生が危惧されるため,PIP関節の過伸展を予
防しつつ,受傷早期から自動運動訓練を開始する治療は理に適っていると考える.実際,本研究よ
りその治療成績は1例を除き合併症を遺残することなく良好であった.
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当院で考案したBuddy　Splintによる手指PIP関節掌側板剥離骨折に
対する早期自動運動療法の治療成績

○酒井 新介, 増澤 源造

JCHO　東京新宿メディカルセンター　形成外科

【目的】PIP関節の剥離骨折の保存的治療としてbuddy tapingによる早期自動運動療法は有用な
選択肢である。われわれは、ポリフォームを加工し、隣接した2指を基節部と中節部でそれぞれ
固定する着脱が容易な楕円形のbuddy splint（以下、本装具）を考案した。今回、本装具を用
いて保存的治療を行った手指PIP関節掌側板剥離骨折の検討を行い報告する。【対象】2013年9
月以降、当科を受診し本装具を用いて治療を行った43例45指のうち、単純Ｘ線写真によりPIP関
節掌側板剥離骨折と診断した19例20指を対象とした。【方法】症例に応じて示中指、中環指、
環小指の組み合わせの本装具を作成した。当科受診後より装着を開始し、骨折部の圧痛が消失
するまで着用した。拘縮が残存した場合には、伸展装具を用いたリハビリテーションを追加し
た。【結果】年齢13～83才（平均36.6才）、男性9例　女性10例、右14指　左6指、示指4指　中
指7指　環指5指　小指4指であった。4指は骨折線のみであり、16指に骨片の離開を認めた。脱
臼は５指であった。受傷から装着までの期間は0～14日（平均4.5日）、装着期間は1～80日（平
均30.3日）、平均フォロー期間は0～32週（11．6週）であった。本装具療法開始時のPIP関節の
平均可動域（°）は-4/86.7、装具療法終了時は-2.3/95.7、リハビリテーション終了時は-
1/98.2と改善を認めた。装具療法開始時と終了時の屈曲可動域の改善に有意差を認めた。ま
た、骨片の離解の有無により最終伸展可動域に有意差を認めた。脱臼例と非脱臼例で最終関節
可動域に有意差はなかった。（t検定p＜0.05）全例でスキントラブルなどの合併症を認めなか
った。【結論】本装具を用いた早期運動療法は屈曲可動域の改善に有効である。また、骨片の
離開の有無は伸展可動域の予後に関係すると思われた。
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Pins and Rubbers Traction Systemによる手指PIP関節内骨折の治療成績

○佐々木 淳, 土田 芳彦

湘南鎌倉総合病院　外傷センター

【はじめに】手指PIP関節内骨折は、骨折部の整復や固定、整復位の維持が難しく、術後の関節
拘縮を起こしやすい。今回、鈴木らが考案した牽引型創外固定器 Pins and Rubbers Traction
System（以下、PRTS）により治療した手指PIP関節内骨折の成績について検討した。【対象・方
法】対象症例は、2013年8月から2015年8月までに、手指中節骨基部骨折に対してPRTSを用いて
治療し、3ヶ月以上の追跡が可能であった7例8指である。男性6指、女性2指、手術時平均年齢
は、49.5歳(22-63歳)であった。受傷機転は、交通外傷3例、転倒2例、スポーツ2例、交通外傷
のうち2例3指は開放骨折であった。罹患指の内訳は、示指2例、中指1例、環指4例、小指1例で
あった。骨折型は、AO分類B1.1 1例、B1.2 1例、B1.3 3例、C1 3例であった。受傷から手術ま
での平均期間は7.3日(5̃15日)であり、関節面の固定が必要な4例にはスクリュー固定またはピ
ンニングを併用した。術翌日より自動可動域訓練を行った。PRTS装着期間は平均33.9日(24-
41日)、平均観察期間は26,5週(16̃51週)であった。【結果】最終経過観察時のPIP関節の平均自
動可動域は、伸展-18.8°(-44̃-6°)、屈曲87.8°(64̃108°)、ARC 69°(38̃98°)で健側比は
67.8%(34.5̃100%)であった。TAMは平均181.5°(132̃258°)、%TAMは平均74.8%(45̃100%)であっ
た。【考察】手指PIP関節内骨折に対するPRTSは、低侵襲かつ簡便な方法であり、関節面の求心
性を保ちながら、早期可動域訓練を行うことができる有用な治療法である。
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PIP関節背側脱臼骨折に対する経皮経屈筋腱的ピンニング手術の治
療経験

○山口 太平, 長尾 聡哉, 豊泉 泰洋, 冨塚 孔明
長岡 正宏

日本大学　医学部　整形外科学系　整形外科学分野

【目的】手指PIP関節の背側脱臼骨折に対して掌側より屈筋腱を経てピンニングを行った手術成
績を報告する。対象は4例4指で男性3例、女性1例、示指、中指、環指、小指がそれぞれ1例ずつ
であった。経過観察期間は平均12.25週（7～23週）であった。【方法】手術は指ブロック麻酔
下にPIP関節脱臼を徒手整復したのちに経皮的に掌側より屈筋腱を経て掌側骨片にピンニング
し、骨折を整復しつつ背側骨片に向けてピンを貫通させ、掌側にピンが突出して屈筋腱に干渉
しないように掌側の皮質骨まで背側から逆行性にモーターで引き抜いて、皮質骨でとどまるよ
うに最終的にペンチで徐々に引き抜いて固定した。この時にピンの掌側の先端を約0.5mmのL字
型のかぎ爪状にして掌側骨片からピンが抜けないようにした。PIP関節伸展位で一時固定のワイ
ヤーを追加した。術後1～2週で腫脹の軽減を待って一時固定のワイヤーを除去し可動域訓練を
開始した。術後3週でL字型かぎ爪状ピンを去した。【結果】全例で骨癒合が得られ、骨癒合ま
での期間は平均8.8週（7～11週）であった。PIP関節の最終可動域は平均で伸展-2.5°、屈曲
96.3°であり、重篤な術後合併症はなかった。【結論】PIP関節背側脱臼骨折は治療に難渋する
ことが多い。特に可動域制限をきたすことがあり低侵襲手術と術後早期の自動運動が要求され
る。これまでの多くの手術法が報告されているがワイヤー抜去後から可動域訓練が開始される
ことが多い。本法ではピンを刺入したままでも可動域訓練が行えるため、可動域制限を最小限
にとどめることができる可能性がある。本術式は低侵襲で有効な治療法と考えられた。
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重度外傷後指節骨骨折に対する経皮的骨内鋼線締結法の経験

○青木 伸峰, 會沢 哲士, 堂本 隆志, 東 隆一
清澤 智晴

防衛医科大学校病院　形成外科

【目的】切断指再接着後など血行不良を伴う骨接合部や、重度軟部組織損傷を伴う開放骨折で
は骨癒合は遷延する。我々は低侵襲かつ十分な骨固定性を持つ経皮的骨内鋼線締結法を考案
し、少数ながら経験したので報告する。【方法】2013年4月から2015年9月までに当科で加療し
た血管損傷を伴う重度外傷後指節骨骨折５例6指を対象とした。プレス機圧挫後偽関節２指、交
通外傷による開放骨折後偽関節２指、前腕切断再接着後PIP関節固定術１指、プレス機圧挫後変
形治癒矯正骨切り１指で、全例複数回手術後に本法を行った。骨折部を挟むように近位および
遠位、橈側および尺側の側正中線上に小皮切を合計４箇所置き、同皮切から指節骨長軸に対し
垂直に23G針を合計２本刺入した。この23G針のガイド下に、約0.3mm軟鋼線を骨内及び各皮切間
骨膜上に誘導した。整復を確認し、1.0-1.2mm K-wire１本で骨折部を固定した後、軟鋼線を皮
下に埋没させ骨折部に圧迫力をかけるように締結した。皮切及び骨膜損傷を最小限にするよう
留意した。【結果】全指で骨内鋼線の破損、弛緩を認めず骨癒合を得た。腸骨海綿骨移植を骨
欠損の大きな偽関節例２指に行い、平均癒合期間は8.8週であった。手術手技による明らかな術
後知覚神経障害、可動域制限は認めなかった。母指IP関節固定１指で爪甲変形が残存した。中
指PIP関節固定１指では、軽度屈曲位で固定し骨内軟鋼線の掌側偏位を認めた。示指基節骨偽関
節１指で回旋変形が残存し、再度本法を用いた矯正骨切り術を行った。【考察】特に血行不良
を伴う骨折例では低侵襲で強固な固定法が望ましい。本法は骨膜損傷を最小限にでき、合併症
なく良好な結果を得ることができた。今後適応の検討や手技のさらなる改善を行いたい。
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中手骨頚部骨折に対するナックルキャストの治療成績

○近藤 幹朗, 高原 政利

泉整形外科病院 手肘スポーツ

【目的】当院では中手骨頚部骨折に対する治療としてナックルキャストを第1選択に行ってい
る。本研究では中手骨頚部骨折に対するナックルキャストの治療成績を調査、検討したので報
告する。
【方法】2009年4月から2015年5月までに治療を受けた中手骨頚部骨折（第1中手骨を除く）の新
鮮例は37例38指であり、保存治療を34例34指（89%）、手術を3例4指（11%）に行った。そのう
ち、約1か月以上経過観察できた保存治療の27例27指を対象とした。性別は男性：24、女
性：3例、罹患側は右：23、左：4手、平均年齢は40.4歳（14～87）で、罹患指は示指：2、中
指：2、環指：5、小指：18指であった。ナックルキャストはMP関節過屈曲で徒手整復し、MP関
節は屈曲位のまま手関節はフリーにしギプス固定とした。ナックルキャスト着用期間は平均
25.7日（13～38）、平均経過観察期間は81.4か月であった。
【成績】最終観察時に疼痛があったものは5指16%（軽度の疼痛が3指、伸展時の疼痛が2指）で
あった。外観上の愁訴、回旋変形はなかった。MP関節の可動域制限は1指4%にみられた（10°の
伸展制限）。骨折の屈曲角度は初診時が平均36.9°（18～58°）、整復後が平均33.1°（18～
54°）、最終観察時が平均33.7°（18～56°）であった。初診時に40°以上の屈曲角度がみら
れた症例は11指（41%）であり、そのうち最終観察時に疼痛がみられたのは3指、可動域制限の
症例はなかった。40°未満の症例と比較して有意な差はなかった。
【結論】中手骨頚部骨折に対し89%に保存治療を行い、11%に手術を行った。ナックルキャスト
の保存治療で可動域制限が生じたのは1例（4%）であり、屈曲変形が残存しても良好な成績が得
られた。短縮が許容できるのであれば、第1選択とすべきである。
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locking plateを用いた中手骨骨折の治療成績

○吉水 隆貴, 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

【はじめに】当院では中手骨骨折の手術適応の症例に対してlocking　plateを用いた内固定を
行い,術後に早期からの可動域訓練を行っている。今回locking plate固定を行った中手骨骨折
の治療成績を調査したので報告する。【方法】2008年4月から2015年3月までにlocking plate固
定を施行した第2̃5中手骨骨折67例78骨折を対象として後ろ向き調査を行った。男性58例67骨
折,女性10例12骨折,平均35.4歳(14̃83歳)であり,第2中手骨が11骨折,第3中手骨が11骨折,第4中
手骨が16骨折,第5中手骨が40骨折であった。インプラントはCompact lock(Synthes社)を30骨
折,VariAx hand(Stryker社)を48骨折に用いた。以上の症例に対して,骨癒合の成否と骨癒合確
認までの期間,罹患指MP関節の自動可動域,Total Active Motion(TAM)を調査した。【結果】骨
癒合は全例で獲得され,癒合確認までの期間は平均13.3週(5̃23週)であった。1例にプレートの
折損を認めたが骨癒合,可動域に問題はなかった。抜釘は50例59骨折で施行,抜釘時期は平均6.8
ヵ月(2.5̃16ヵ月)であり,抜釘時に3例で関節授動術,1例で授動術と伸筋腱剥離術を追加した。
最終評価時(非抜釘例を含む)のMP関節自動可動域は伸展平均15.5°(-56°̃35°),屈曲平均
79.1°(22°̃100°)であり,TAMは平均250°(108°̃300°)であった。【考察】中手骨骨折は手
背の腫脹を原因としてMP関節進展拘縮や伸筋腱癒着をきたし可動域制限をきたすため,手術療法
においては術後の早期可動域訓練が重要となる。今回当院の症例では全例で骨癒合を得られて
おり,lockingplate固定は早期可動域訓練に耐えうる強固な内固定方法として有用であると考え
られ,術後の可動域も良好な成績を得られた。
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第4・5CM関節脱臼骨折の治療経験

○本田 祐造1, 田中 奈津美1, 角 光宏2

1長崎労災病院　整形外科, 2貞松病院

【目的】第4・第5CM関節の脱臼骨折に対する治療方法および治療成績を検討するこ
と。【方法】2006年7月～2015年6月までに当科で行った母指以外のCM関節脱臼骨折15例中、尺
側指(第4・第5CM関節)のみの脱臼骨折13例を対象とした。男性12例、女性1例、平均年齢38歳
(14-81歳)。右手10例、左手3例であり11例が利き手の受傷であった。経過観察期間は直接健診
で平均7か月(4-40か月)であった。骨折型はCain分類でType1A: 4例、Type１B: 1例、Type2:
6例、Type3: 2例であった。手術方法は経皮的鋼線刺入固定術が2例、観血的整復固定術が9例、
陳旧例に対する中手骨間靭帯再建術が1例であった。CM関節の一時固定は11例で行った。評価項
目は臨床評価として関節可動域、握力、疼痛の有無、Quick DASHを調査した。術後矯正損失は
単純X線を用い、MP関節における隣接中手骨頭との長軸距離を計測した。なお、直接健診が終了
していた9例の患者に対してはアンケート形式の調査を行い6例(術後6年-9年)で回答を得
た。【結果】骨接合を行った12例全例で骨癒合が得られ、再脱臼を生じた例はなかった。術後
矯正損失は平均1.5mm(0.5-3mm)であり、鋼線刺入固定1例では関節面のstep offが残存してい
た。手指可動域は全例良好で、握力は健側比92%(80-110%)であった。調査可能であった10例の
Quick DASHは平均7.7点(0-28点)であった。【考察】中手骨間靭帯の連続性、中手骨・有鈎骨の
関節適合性を再現することで短期的には良好な成績が得られ、中手骨間靭帯の連続性と関節面
を修復することが重要であると考えられた。本研究では長期経過例の関節症変化を調査するこ
とができなかったため、今後は長期経過例におけるX線学的関節症変化の評価と臨床症状の成績
を検討することが望まれる。
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小指PIP関節陳旧性橈側側副靭帯損傷に対する治療経験

○大田 智美1, 石田 康行1, 中村 志保子1, 帖佐 悦男1

矢野 浩明2

1宮崎大学　医学部　整形外科, 2藤元早鈴病院　整形外科

小指PIP関節橈側側副靭帯損傷を放置し長期経過すると徐々に尺側偏位を来たし、整容面の改善
を求め受診することがある。当科で上記に対し異なる術式を選択した3症例を報告す
る。【症例】症例1．58歳女性、20数年前にバレーボールで受傷、徐々に小指PIP関節での尺側
偏位を来たし、整容面の改善を主訴に受診。初診時小指の38度の尺側偏位あるが、疼痛・可動
域制限はなかった。徒手的に良好に整復できたため、浅指屈筋腱を用い橈側側副靭帯の再建術
を施行。術後2ヶ月より徐々に尺側への再偏位・疼痛を認め、最終的に術後1年9ヶ月で関節固定
術を行った。症例2．53歳女性、30年前にバレーボールで受傷ｍｎた。疼痛・可動域制限はなか
ったが、PIP関節面で中節骨と基節骨骨頭尺側顆で新たな関節面を形成しており、基節骨頚部の
矯正骨切で尺屈を矯正後、長掌筋腱で橈側側副靭帯を再建した。術後バレーに復帰でき、術後
６年で疼痛なくアライメントも保たれている。症例3．65歳女性。30年前にボールが当たり受
傷、徐々に尺側偏位が増強し受診。初診時小指の63度の尺側偏位を認めた。症例2と同様に基節
骨頚部の矯正骨切および橈側側副靭帯再建術を施行した。術後1年9か月で、疼痛なく整容面の
満足度は高かった。【考察】陳旧性小指PIP橈側側副靱帯損傷はPIP関節の尺側偏位に加え、PIP
関節面で中節骨と基節骨骨頭尺側顆で新たな関節面を形成している。症例1では術後関節面の不
適合が生じ、再偏位の制動が困難であった。症例2・3では新たな関節面を利用し骨切を行った
結果、関節面の負荷が少なく良好な結果が得られ、有効な治療法であった。本疾患の術式の選
択には関節面の的確な評価が重要であると思われた。
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手指骨骨折後変形治癒に対して創外固定を用いた矯正骨切り術の治
療成績

○森澤 妥1, 河野 友祐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】手指骨骨折後変形治癒に対して創外固定を用いた矯正骨切り術を施行したので報告す
る。【方法】対象は17例17指（男性12例、女性5例）、罹患指は第1中手骨3、第5中手骨8、中指
基節骨1、小指基節骨5、年齢は平均24歳、受傷から手術までの期間は平均31日、創外固定装着
期間は平均38日、術後経過観察期間は平均8カ月であった。創外固定器はStryker社Hoffman 2
microを用いた。検討項目は骨癒合、変形矯正、合併症の有無、平均%TAM(total active
movement)(健側比)（第1中手骨例は除く）とした。変形治癒の定義は骨折部を徒手的には整復
できず、観血的に展開し骨切りを要したこととした。【結果】全例で骨癒合はえられ、術前問
題となっていた変形（指交叉：15、母指内転：1、小指MP屈曲変形・短縮：1）も改善した。ピ
ン感染はなかった。1例で骨移植を併施した。最終診察時の%TAMはおおむね良好な結果であっ
た。【考察】手指骨骨折新鮮例では整復も比較的容易でK-Wによるピンニングやscrew、plateに
よる内固定が一般的である。しかし、変形治癒の場合、軟部組織の拘縮・短縮があり、それに
抗しての強固な固定性が求められる。また、仮骨形成や骨癒合部分の骨切り部に間隙や段差が
でき、手指骨のため骨も小さく、内固定の設置位置に難渋する。創外固定を用いることでpinの
刺入位置に大きな自由度があり、強固な固定性も得られる。保存的には許容できない変形が遺
残する手指骨骨折後変形治癒症例に対する創外固定を用いた矯正骨切り術は有用な方法であっ
た。

S416



2-4-1

母指CM関節症に対するMini TightRopeを用いたThompson変法の初期
成績

○飯田 博幸1, 石河 利之2, 副島 修3, 眞鍋 剛4

菊田 朋朱5

1飯田整形外科クリニック, 2福岡大学整形外科, 3福岡山王病院　整形外科

4都城市郡医師会病院　形成外科, 5菊田整形外科

大菱形骨切除と長母指外転筋腱(APL)を用いたsuspensionplastyを併用する Thompson法は母指
CM関節症に対する手術法の中でも可動域を温存し除痛が得られる手術として認められている。
当院では2000年以来44例に本法を行い良好な成績を収めてきた。しかしながらThompson法は屈
筋腱を用いたsuspensionplastyであるため術後４週程度の外固定と２か月程度の強いピンチ動
作を制限する必要があるのが欠点である。術後早期からの母指の使用を目指してMini
TightRopeを併用したThompson変法を試みているので報告する。対象：2015年6月以降に本法を
行った7例8手、男性4例女性3例,手術時平均年齢58歳、右3手左5手であった。手術手技：大菱形
骨切除後APLを付着部から6cm近位で切離反転し第１中手骨の髄腔へ通したあと作成した第２中
手骨骨孔へ誘導しておく。次にMini TightRopeを第１、第２中手骨に緊張を持って設置し、そ
の緊張下に、APLを第２中手骨に骨釘を用いて緊張下に固定する。術後2日目より自動運動を許
可し特に生活上の制限は行わなかった。1週ごとに安静時と2kgピンチでのＸ線撮影を行い、第1
中手骨長に対する大菱形骨スペースの高さを計算し第1中手骨の近位沈下の程度を観察した。結
果：術後8週から16週の経過観察で測定値は安静時22.14±1.88％,  2kgピンチ時18.29±1.83％
で経過中安定して大菱形骨切除後のスペースはよく維持されていた。Mini TightRopeを併用す
ることによりThompson法の術後安静期間を短縮できるものと考えられた。
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Suture buttonを併用した母指CM関節症に対する鏡視下関節形成術

○坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 岡崎 敦1, 竹元 暁2, 齋藤 知行3

1平塚共済病院　整形外科・手外科センター, 2熊本機能病院

3横浜市立大学　整形外科

【目的】母指CM関節症に対し低侵襲手術としてsuture button（以下SB）を用いた靱帯形成術を
併用した鏡視下関節形成術を行っているので，術式と術後成績，今後の課題を報告する．【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
い1年以上経過観察した９例10手である．全例女性で，平均年齢は62才，Eaton分類は全例
stage3で，平均経過観察期間は12.8ヵ月（12-16）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鋼線を用いて解剖学的整復
位で仮固定する．この状態で第１中手骨基部関節面から5mm遠位の部位から　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SBを用いて靱帯再建を行う．使用したSBはZipTight
Fixation System（Zimmer Biomet社製）で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】疼痛VAS値は術前69が術後5と有意に改善した（P＜0.05）．術後可動域は掌側外
転86％，橈側外転91％と軽度制限された．Kapandji test は8.3から9.8に改善し，QDASHスコア
ーは術前47.2から術後9.7と有意に改善した（P＜0.05）．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．合併症は一過性の橈骨神経領域のしびれを2例と感
染を１例に認めた．【結論】SBを用いることで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．今後中長期の経過観察を行って行く必要があるが，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．
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遊離長掌筋腱を用いたLRTI変法の成績

○森崎 裕1, 宮本 英明1, 上原 浩介1, 樫山 尚弘1

三浦 俊樹2

1東京大学医学部附属病院　整形外科, 2JR東京総合病院

【背景】母指CM関節症に対して大菱形骨半切除＋PL腱を用いたLRTI法を本学会で過去に報告し
てきた。しかし、大菱形骨半切除のためEaton分類stage IVが適応外であり、さらに術後ST関節
症が進行した症例を経験したことから、最近は大菱形骨全切除する変法を行っている。その術
後1年の成績を報告する。【対象と方法】10例11母指(男3例3母指、女7例8母指、平均
65歳)。Eaton分類stage III 3母指、IV 8母指を対象とした。大菱形骨全切除し、PL腱はFCRに
巻き付けた後、第一中手骨基部骨孔を通して固定した。術後は金属アレルギーの1例2母指を除
き、母指外転位で3週間K-wire固定を行った。MP関節過伸展変形に制動術を2例、舟状骨小菱形
骨間関節症に小菱形骨近位部切除を3例に同時に行った。【結果】安静時疼痛VASは術前39.5が
術後3か月14.5、術後6か月2.6、術後1年1.8、使用時疼痛VASは術前73.5が術後3か月40.9、術後
6か月18.1、術後1年3.4といずれも有意に改善した。Side pinch力、Tip pinch力、握力をそれ
ぞれ術前比でみると、術後3か月0.89、1.03、0.90、術後6か月1.50、1.83、1.36、術後1年
2.10、2.55、1.70と、いずれも術前より有意に改善した。Kapandji内転indexは術後1年で9が
4例、10が7例と保たれていた。掌側外転距離は術前平均100 mmが術後1年平均106 mmと増加した
が有意ではなかった。【考察】大菱形骨全切除でも疼痛、筋力、可動域いずれも良好な成績が
得られた。Hematoma and distraction arthroplastyと比べて固定期間が短く、筋力回復も優れ
た有用な方法と考える。
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母指CM関節症に対する新しい腱球挿入靱帯再建術

○坂本 和陽1, 古月 顕宗2, サッキャ イソラマン2

1桑野協立病院　整形外科, 2会津中央病院　整形外科

【目的】母指CM関節症に対する新しい腱球挿入靱帯再建術を考案したので報告する．【対象と
方法】手術法は，まず関節症の原因病巣である滑膜，軟骨および骨棘を含めた軟骨下骨を郭清
する．次にCM関節内にバウムクーヘン様に作製した長掌筋腱球を挿入する．その際長母指外転
筋副腱を停止部で反転し第1中手骨骨孔から長掌筋腱球，大菱形骨の中心を通して近位端骨孔よ
り引出す．引出した腱を牽引してCM関節を整復しTendon Junction Screw（メイラ社）で再建靱
帯を骨に固着する．約1週間の外固定後自由に母指を使用させる．この方法を6例（男1女5，年
齢57～67平均62歳）に行い術前後の状態を評価した．【結果】術後6ヵ月～1年6ヵ月経過した．
術後疼痛VASは不変の1例を除き改善した．TrumbleらのX線亜脱臼評価法では術前平均39%から
28%へ改善した．術後握力健側比は61.6～115%平均82%であった．Quick-DASHは術前平均44.2点
から27.7点に改善した．合併症では術後肩痛，CRPS様疼痛，母指バネ指がそれぞれ1例に発生し
た．【考察】母指CM関節症に対する関節形成は，従来より大菱形骨単純摘出あるいはそれに加
えて種々の靱帯再建術が報告されている．しかし大菱形骨摘出術はいわゆるresection
arthroplastyであり，除痛には優れるが靱帯再建を追加しても大菱形骨摘出後関節安定性およ
び筋腱のバランスが崩れ，長期的には母指の短縮，筋力低下および内転変形拘縮をまねくこと
が危惧される．本法は母指の短縮をきたさずCM関節を整復位に保持し疼痛の少ない安定した母
指を再建できる．母指CM関節症に対し有効な関節形成術であると考えられた．今後症例を重ね
て長期成績を検討する．
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母指CM関節症に対する新しい関節形成術

○河合 生馬1, 岸田 愛子1, 勝見 泰和1, 藤原 浩芳2

久保 俊一2

1宇治武田病院　整形外科, 2京都府立医科大学大学院　運動器機能再生外科学

【目的】母指CM関節症に対する関節形成術には多くの術式が存在するが一長一短がある．われ
われは長母指外転筋腱（以下APL）の一部とスーチャーアンカー（以下アンカー）を用いた新し
い術式を考案した．本法の臨床成績を検証することを目的とする．【方法】2012年8月から2015
年8月に手術を行った23症例，25手，Eaton分類stageIII 23手，stageIV 2手．全症例女性で、
平均手術時年齢は65.2歳（51～78歳）．大菱形骨の遠位半分（stageIVでは全部）を切除して間
隙を作製した．ここに APL半裁腱を，停止部は付着したまま第1中手骨の近位関節面に沿うよう
にして引き込んだ．これを第2中手骨の基部に，アンカーを用いて適度な緊張をもたせて縫着
し，第1中手骨を懸架した．残った半裁腱は折り返して並縫いにして縫い縮め，間隙に緩衝を目
的として留置した．一時的に第1-2中手骨間を鋼線固定した．本法の臨床成績（可動
域，qDASH，VAS），X線学的検討（Trapezial space ratio，以下TSR），合併症ついて検討し
た．【成績】 平均経過観察期間は9.9ヵ月、最終経過観察時の関節可動域は平均橈側外転
57.4°平均掌側外転56.8°であった．qDASHは36.4から23.4と改善した．VASは52.5から27.6と
改善した．15%以上TSRが減少した症例はなかった．合併症としてCRPS 1例を認めた．【結論】
本法は，APL半裁腱の固定にアンカーを用いることで，侵襲が小さく手術手技は容易であっ
た．APL半裁腱に懸架と緩衝の両方の機能を持たせることで効率よく関節間隙を保つことができ
たものと考えた．短期間の経過観察であるが臨床成績は安定していた．
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母指MP 関節過伸展変形を防止するCM 関節形成術

○安部 幸雄, 藤井 賢三

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】母指 CM 関節症は近年，手術の需要が増加している疾患である．関節固定，関節
形成，人工関節，そして以前成績不良と言われた切除形成術が，昨今ではhematoma resection
arthroplasty として再度脚光を浴びている．当科では2003年から Watson 法による形成術を行
い過去に本学会で報告したが（日手会誌 2007; 24: 130-133），術後の MP 過伸展を来す症例
があった．今回，これを防止する術式（安部法）を考案しその成績を検討した．【対象・方
法】2012年以降，同法を行った35例，40 関節，男8例，女27例，両側例5例を対象とした．術式
は 橈側手根屈筋半裁腱を母指中手骨背側から掌側へ通過させ，さらに通過腱に巻きつけ腱球を
作成する Watson 法を，腱球作成時に長母指外転筋の一部の腱を含めて腱球を作成する方法へ
変え，中手骨に外転作用をきかせ MP 過伸展を防止した．MP 過伸展の評価はMP関節の角度を母
指自動外転伸展時の側面像における中手骨と基節骨のなす角度で計測，評価した．【結果】術
後1年以上経過しても MP 関節が著明に過伸展した例はなく，術前の過伸展が矯正された例もみ
られた．術後の握力は健側比90％程度，ピンチ力80% 程度に回復し，可動域は正常で，除痛，
整容的にも満足いく結果が得られていた．【考察】母指CM 関節症に対する関節形成術の有効性
を論じた報告は多数みられるが，術後の MP 関節過伸展に言及した論文は少ない．直接的に疼
痛に関与しないため過小評価されていると考えられるが，ピンチ力の回復不良を来すことや女
性に多い本疾患において整容的に満足が得られないことがある．関節形成により中手骨が内転
し代償的にMP過伸展を来すが，術後の中手骨外転作用を企図した新法にてMP過伸展変形を防止
できる可能性が示唆された．
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母指MP関節過伸展変形を伴ったCM関節症に対してA1 pulley を用い
たMP関節制動術を一期的に行ったCM関節形成術の治療成績

○加藤 直樹, 福本 恵三, 小平 聡, 酒井 伸英
小池 智之

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

母指CM関節形成術後のMP関節の過伸展と、それに伴うMP関節掌側の疼痛は術後成績に大きな影
響を与えることがある。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、CM関
節形成術を行う際にMP関節の過伸展変形に対する処置を一期的に行うかどうかについては未だ
統一された見解はない。我々は、MP関節の伸展角度には個体差があり、無症候性のものも多い
ことから適応には慎重になるべきだと考えているが、術前からMP関節の過伸展変形に伴う掌側
の痛みを訴える症例については、一期的にMP関節の関節制動術を併用してきた。なお我々
は、A1 pulleyを用いたvolar capsulodesisを新たな関節制動術として考案し行っている。今
回、こうした症例の治療成績について検討したので報告する。2014年1月以降、CM関節形成術
（Thompson法）と同時にMP関節の関節制動術を行ったものは5例（全例女性）。平均年齢は63.6
歳であり、Eaton分類ではstage 3が4例、stage 4が1例であった。術前のMP関節伸展角度は平均
48.7度（31.8～54.7度）、ピンチ力（key pinch）は平均1.9 kg（0～4.2 kg）であり、DASHは
平均46.8点（22.5～77.5点）であった。治療成績については術前、術後の母指MP関節伸展角
度、橈側および掌側外転角度、大菱形骨腔、ピンチ力、疼痛の改善などにつき検討した。な
お、角度の測定は全て昨年の本学会で報告した機能的レントゲン写真を用いて行った。結果、
術後のMP関節伸展角度は13.2度（2.3～27.1度）、ピンチ力は平均3.9 kg（3.0～4.8 kg）と著
明に改善しており、全例つまみ動作時のMP関節掌側の痛みは消失していた。
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母指CM関節症に対するSuspension Arthroplasty(Thompson法)の術後成
績

○石河 利之1, 飯田 博幸2, 副島 修3

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

【はじめに】1999年から2015年に、母指CM関節症に対し当科及び関連病院にてAPL腱を用いた
suspensionplasty（Thompson法）を行った48例中、6年以上経過観察が可能であった10例につい
て術後成績を調べた。【方法】男性2例2手、女性7例8手。手術時年齢は53歳-85歳、平均64歳。
平均経過観察は10年2か月（6年3か月-15年10か月）。男性1例と女性1例は電話インタビューに
て評価した。評価項目は、握力、ピンチ力、日常動作として、ボタン留め、鍵を掛ける、シャ
ツ着脱、ズボン（下着）着脱、整髪について尋ね、動作時痛も尋ねた。X線像を撮影できた8手
については、第1中手骨-舟状骨間隙長と第1中手骨長との比と母指MP関節の過伸展角度を、安静
時と2kgピンチ時について測定した。【結果】全例安静時痛は消失していた。動作時痛は4例5手
につかみ動作でのみ軽度の痛みを認めた。生活動作は10手中、7手が全て問題なくできると回答
した。ボタン留めは2例が困難と答え、両側例の1例では1手がやや困難、1手が困難であった。
困難と答えた1例ではX線像で第1中手骨-舟状骨間は消失していた。もう1例は母指MP関節の変形
のために母指に力が入らないと答えた。【考察】APL腱を用いた母指CM関節症に対する
suspensionplasty（Thompson法）の術後成績について、平均経過観察期間が10年以上の報告は
見当たらない。今回は10手と少ない症例数ではあるが、平均経過観察期間が10年2か月での成績
を検討した。これまでの報告同様、徐痛に関しては長期においても良好な成績を認めた。つま
み動作不良の原因は、大菱形骨切除後間隙が消失していること、母指MP関節過伸展がピンチ時
に増悪することが考えられた。
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母指CM関節症に対するTendon Suspension Arthroplastyにてピンチ力
の回復を得るための工夫

○長谷川 仁, 後藤 渉, 中島 一郎

済生会前橋病院　整形外科

【目的】母指CM関節症では様々な手術法が考案されているが，強いピンチ力を要する場合には
関節固定術が，巧緻動作を重視する場合には関節形成術が選択されることが多い．手術法の選
択においては固定術と形成術のどちらを選択するか難渋することも少なからず存在すると思わ
れる．当科では，関節形成術はThompson法に準じて行っているが，疼痛の改善は良好であるが
握力やピンチ力の回復に不満を感じる患者も少なからず存在する．その原因としては，ピンチ
動作にて母指列の長軸方向への短縮ストレスを受け止める骨性の支持が大菱形骨全摘出により
失われており，APL腱による吊り上げも腱の弾性によるたわみを生じてしまうところにあると思
われる．母指の可動性と支持性の両方を望む患者に対して，関節形成術施行時に大菱形骨を部
分切除することで術後の母指列の沈み込みのストッパーとなるように工夫した症例を経験し
た．【対象と方法】症例は11例13手で，男性3例，女性8例，年齢は48～77歳（平均
58.9歳）で，Thompson法に準じたTendon Suspension Arthroplastyを行う際に大菱形骨を全摘
出せずに部分切除した．術後経過観察期間は4か月～6年（平均3年6か月），術前レントゲンに
よるEaton分類はstage3が10手，stage4が3手であった．【結果】疼痛をVerbal Rating Scale
(VRS)にて評価し術前はmoderateが１手，severeが6手，Very severeが6手であったが，術後に
noneが9手，mildが４手に改善した．握力は6～37kg，平均22.8kgで健側比率90.4％で，tip
pinch力は0.9～3.9kg，平均2.5kgで健側比率102％で，Lateral key pinch力は1.4～5.9kg，平
均3.6kgで健側比率106％であった．術後合併症は一過性の橈骨神経浅枝刺激症状を4手に認め
た．また，APLとECRBとの縫合部での腱滑膜炎を2手に生じた．
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母指CM関節症に対する鏡視下interpostion arthroplasyの合併症

○國分 直樹1, 辻井 雅也2, 大角 秀彦3, 平田 仁4

須藤 啓広2

1尾鷲総合病院, 2三重大学 大学院　医学系研究科　整形外科, 3おおすみ整形外科

4名古屋大学　大学院　医学系研究科　手の外科

【目的】母指CM関節症の鏡視下手術はinterposition arthroplasty (IA)の報告以来,主に軽症
例で報告されている.しかし術操作は背側の二つのポータル(CM-R,-U)ではしばしば手技的煩雑
さを経験する.それに対し当科ではthenar portal(TP)を用いており,IAの各ポータルの合併症と
使用頻度,および術後2年以上経過例での画像評価を報告する.
【方法】対象は14例で平均年齢62歳,女性10例,男性4例であった.鏡視下に大菱形骨の部分切除
後に長掌筋腱を充填し,ピン固定を3週間行った.術後の合併症を評価し,また各ポータルの操作
回数をビデオからカウントし,背側ポータルのみの5例とTPを用いた9例で比較検討した.さらに
術後2年以上経過観察可能であった7例(平均3.7年)の単純X線にて,第1中手骨基部亜脱臼,関節裂
隙,大菱形骨高を評価した.
【結果】合併症はCM-Rで橈骨神経背側枝損傷を2例に,TPで創部痛を3例に認めたが,いずれも術
後3か月以内に消失した.正中神経損傷は認めなかった.またCM-RとTPはどちらも術操作に多く用
いていたが,CM-Rの操作回数はTP未作成群で平均19.2回, TP作成群で平均6.1回とTPを作成した
群では有意にCM-Rの使用頻度が少なかった.単純X線にて関節裂隙は術前0.7mmが最終2.2mmと有
意に保たれたが,第1中手骨基部亜脱臼は術前4.3mmから術直後2.7mmも最終3.8mmまで進行を認
め,大菱形骨高は術直後に比して11.1%の減少を認めた.
【考察】CM-Rは橈骨神経背側枝に近接しており,神経が薄い皮下を走行するため鏡視手術の操作
にて損傷の危険性があり,症状は回復したが実際に2例で損傷を経験した.一方,TPでは正中神経
損傷は認めず,またTPの使用により優位にCM-Rの使用頻度を減じた.単純X線では関節裂隙は維持
されるも大菱形骨の圧潰進行を認めており,組織温存のためには第1中手骨基部の安定化が望ま
しいと考えられた.
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舟状大菱形小菱形骨間関節症に対しThompson変法を用いた治療経験

○大寺 秀介1, 高木 陽平1, 大井 雄紀1, 藤岡 宏幸2

田中 寿一1

1兵庫医科大学　整形外科, 2兵庫医療大学　リハビリテーション学部

【目的】我々はこれまで、舟状大菱形小菱形骨間(以下STT)関節症に対して行われた関節固定術
後の骨癒合不全例に対し、salvage手術としてThompson変法(以下T変法)を行い良好な成績を報
告してきた。これらを踏まえ、STT関節症に対し初回手術としてT変法を行い良好な経過が得ら
れた症例を経験したので報告する。【症例】STT関節固定術後骨癒合不全例に対しsalvage手術
としてT変法を施行した2例と、STT関節症に対する初回手術としてT変法を施行した2例を呈示す
る。手術はT変法に準じ大菱形骨の切除後、長母指外転筋腱を半切し第一中手骨から第二中手骨
へ骨孔を通して引き出しTJ screwで腱固定した。【結果・考察】4例とも術後疼痛、可動域は改
善し経過は良好であった。STT関節症の手術療法としてはK-wire、ヘッドレススクリュー、プレ
ート等を用いた関節固定術が一般的だが、合併症として骨癒合不全を生じ疼痛が残存する症例
や、可動域制限が問題となる。これまでSTT関節固定術後の骨癒合不全例に対しT変法を施行し
良好な成績を報告してきた(第125回中部整災)。T変法はCM関節に対する術式であるが、重症例
のSTT関節症に対しては可動域温存目的として初回より行った。小菱形骨面に対する症状残存が
危惧されたが問題はなく、有用であった。【まとめ】STT関節固定後の骨癒合不全例に対する
salvage法として、またSTT関節症の初回手術としてもT変法が有用であると考える。
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橈骨遠位端骨折術後の矯正損失はいつ起きるか

○岡野 英里子1, 田中 利和2, 神山 翔2, 野内 隆治2

落合 直之2

1水戸赤十字病院　整形外科, 2キッコーマン総合病院

【目的】橈骨遠位端骨折に対する観血的整復内固定術では、術後矯正損失が生じることが知ら
れている。しかし、その発生時期についての明確な報告はない。我々は、矯正損失計測の比較
対象を、術直後の単純X線を基準に、観血的整復内固定術後の単純X線の各種パラメーターを追
跡調査した。
【方法】対象は、2014年4月から2015年3月まで、当院にて手術を行った橈骨遠位端骨折32例
中、術後精密手関節測定器を使用して撮影可能であった17手(男性9例、女性8例、平均年齢
55.6(27-81)歳)。骨折型は、AO分類Type A 2例、Type B 2例、Type C 13例であった。単純X線
撮影は、精密測定器を用い、前腕手関節中間位とした。検討項目は、Radial Inclination(以下
RI)、Volar Tilt(以下VT)、Ulnar Variance(以下UV)を、術後麻酔下、術後麻酔覚醒後、術後1
週間、1か月、2ヶ月、3か月経過時を観察時点として測定し、一元配置分散分析法を用いて比較
検討した。単純X線写真で術後の最尺側スクリュー上縁から月状骨窩までの距離(以下d値)、お
よび受傷時のCTで月状骨窩骨片の軟骨下骨の厚さ(以下t値)と術直後から術後3ヶ月までのUVの
矯正損失量の相関をそれぞれスピアマン相関係数検定で比較検討し、p値0.05以下を有意差あり
とした。
【成績結果】RI,VTは調査期間を通して有意な変化はなかったが、UVは1週より有意な変化が始
まった。術後麻酔下から各観察時点までのUV矯正損失量が、骨折型別に有意差があるか、一元
配置分散分析法 (p＜0.05で有意差あり)による検定を行ったが、いずれの観察時点でも各群に
有意差はなかった。d値、t値と、UV矯正損失量の相関は明らかな有意差はなかった。
【結論】今回の研究では、橈骨遠位端骨折術後の単純X線パラメーターで、術後1週後よりUVの
矯正損失が始まっていた。

S428



2-4-13

月状窩小骨片を伴う掌側剪断型橈骨遠位端骨折は、近位設置型掌側
ロッキングプレートのみでは固定できない

○小島 安弘1,2, 土田 芳彦1,2, 村上 裕子1,2, 白川 哲也1,2

綾部 真一1,2

1湘南鎌倉総合病院　湘南外傷センター, 2湘南厚木病院　湘南外傷センター

【目的】月状窩小骨片を伴う掌側剪断型橈骨遠位端骨折の手術治療成績を検討すること。【対
象と方法】2013-2015年の2年間に当センターで手術を行い、術後3か月以上の経過観察が可能で
あった橈骨遠位端骨折307手のうち、月状窩-舟状窩間に骨折を伴う掌側剪断型骨折19 例21手
(6.8%)を対象とした。骨折型はAO分類B3.3：11手、C3.3：10手であり、平均年齢63.2歳(23-
87歳)、男性8手・女性13手であった。以上の症例に対し術前後CT評価、放射線学的パラメータ
(Lunate  facet  available  for  fixation(L値)、Initial  lunate  facet
subsidence(I値）、Radial inclination(RI)、Volar tilt(VT)、Ulnar variance(UV)）、術後
転位・矯正損失、内固定法を調査し、治療成績を評価した。【結果】月状窩小骨片の術後転位
を7手に認め、それらは全例近位設置型ロッキングプレート(VLP)単独で固定されていた。7手中
4手の単純X線計測上のL値≦15mm(平均13.6mm)であり、残り3手のL値＞15mm(平均18.2mm)であっ
たが月状窩骨片はが粉砕しており、L値に相当するCT計測値を後方視的に評価すると平均8.0mm
であった。L値≦15mmでも術後転位を来さなかった症例(6例、平均11.6mm)は全例、近位設置VLP
＋短橈骨月状骨靭帯(SRL)縫合または遠位設置型VLPで固定されていた。【考察】Beckら(2014)
の報告では、AO-B3.3橈骨遠位端骨折は術後転位を生じやすく、L値≦15mm、I値≧5mmはその危
険因子とされている。我々は2015年以降、L値15mm以下の症例に対しては近位設置VLP＋SRL縫合
または遠位設置型VLPによる内固定を行う方針としているが、月状窩骨片の粉砕に気付かず近位
設置型VLPのみで固定した2手に術後転位を生じていた。月状窩小骨片を伴う掌側剪断型骨折に
対してはL値に相当するCT計測値を評価し内固定法を決定することを推奨する

S429



2-4-14

橈骨遠位端骨折における月状骨窩掌側骨片の計測について －術中計
測値と画像値の比較―

○新妻 学1, 川崎 恵吉1, 上野 幸夫2, 岡野 市郎2

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学講座

2太田総合病院附属　太田西ノ内病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折における月状骨窩掌側(Volar Lunate Fossa、以下VLF)骨片はkeystone
と呼ばれ、HarnessはAO分類B3型の7例の術後掌側亜脱臼から、このVLF骨片の整復と保持が重要
と述べている。Beckらは術後掌側脱臼のリスク要因として、X線側面像のVLF骨片縦径が15mm以
下を挙げている。しかしX線側面像による骨片の大きさの測定値は、撮影条件、骨片の形状や転
位度などから、ばらつきがあると思われる。そこで術中に骨片の計測を行い、術前のX線および
CT画像計測値との比較を行った。【対象と方法】対象は2013年12月～2015年8月に不安定型橈骨
遠位端骨折に対して掌側locking plate固定施行例のうち、術中VLF骨片の縦径を直接計測し得
た32症例とした。内訳は男性9例、女性23例、平均年齢78(18-87)歳、Colles型27手、Smith型5
手であった。術中計測は、透視を併用し注射針を月状骨掌側隆起遠位部に刺入し骨折部までの
距離(縦経)をメジャーで計測した。画像ではX線正面、側面像と、CTでは再構成で得られた
coronal像を正面、saggital像を側面として、同骨片の長軸方向の大きさを計測した。術中計測
値を基準とし、各画像値との差を比較検討した。P＜0.05を有意差ありとした。【結果】VLF骨
片の大きさの術中の計測値の平均は11.9±4.02mmで、各画像との差の平均は、X線正面像-1±
0.07、側面像-2.7±1.39、CT正面像0±0.05、側面像0.5±0.36であった。X線側面像の計測値の
差は、他の計測値より有意に大きかった。【考察】撮影条件、VLF骨片の形状や転位度などか
ら、術前のX線側面像のみでの骨片の正確な大きさを測定する事は難しいと思われ、術前の骨片
の大きさの評価には、CTが有用と思われた。
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AO分類C型橈骨遠位端骨折における術後矯正損失について:術中計測
した月状骨窩掌側骨片の大きさおよびプレート設置位置との関連

○上野 幸夫1, 川崎 恵吉2, 岡野 市郎1, 新妻 学1

稲垣 克記2

1太田西ノ内病院　整形外科, 2昭和大学医学部　整形外科

【緒言】Harnessらは、B3型橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定後に掌側亜脱臼した7例
を報告し、月状骨窩掌(volar lunate facet:以下VLF)骨片の固定の重要性を述べている。今回
我々は、骨片の大きさ及びプレート設置位置を術中に計測し、術後の矯正損失との関連を調査
した。【対象と方法】2013年以降、当科でAO分類C型橈骨遠位端骨折に対してVariAx plateを用
いて内固定を行った52例中、術中計測を行った20例を対象とした。平均年齢は67歳、男性6例女
性14例, 平均観察期間は8カ月、骨折型は、C2が1例、C3が19例であった。方法は、術中に橈骨
掌側遠位縁と尺側縁に注射針を刺して、透視で同部を確認した。調査項目は、VLF骨片の大きさ
（縦径）、プレートの設置位置として月状骨掌側隆起からプレート遠位縁まで(A値)とDRUJから
プレート尺側縁まで(B値)の距離を計測した。これより骨片に対するプレートの縦径のサポート
率を求めた。矯正損失については、単純X線各種パラメーターを用いた。計測値と矯正損失の関
連にはspearman順位相関係数を用い、P＜0.05を有意とした。【結果】VLF骨片の大きさは平均
11.6mm、プレート設置位置のA値は平均3.5mmで、B値は平均1.4mmであった。骨片に対するプレ
ートの縦径のサポート率は、平均67.8%であった。矯正損失についてUVが0.5mm、VTが1.0°、RI
が0.8°、TDAが1.5°、UTLが0.6mmであった。VLF骨片の大きさ、プレート設置位置、サポート
率とX線各種パラメーターに有意な相関を認めなかった。VLF骨片の沈み込みを認めた1例は、他
の症例と比較して、B値が4mmと大きく、プレートによる横軸方向の支持が不十分と考えられ
た。【考察】 VLF骨片の支持は縦軸方向だけでなく、横軸方向も必要であると考えられた。
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橈骨遠位端関節内骨折における掌尺側と背尺側骨片の３次元的転位
評価

○大木 聡1, 稲葉 尚人1, 萩原 健1, 名倉 武雄2

吉田 祐文1

1那須赤十字病院整形外科, 2慶應義塾大学バイオメカニクス研究室

【背景】橈骨遠位端関節内骨折の手術加療において、月状骨窩にあたる掌尺側と背尺側骨片の
転位整復は重要である。我々は３次元CT画像解析を用いてこれらの骨片の転位を定量化するこ
とを目的として計測を行った。【方法】2014年10月より2015年9月までに当院受診した橈骨遠位
端骨折AO分類C typeの患者35名のうち、月状骨窩の関節面が掌側背側に分離している25名25手
を対象とした。患側手関節のCT画像より月状骨窩の部分の掌側、背側関節面をソフトウェア
OSIRIX上で点状プロットしたのち、平面近似して法線方向をその関節面の向きとした。橈骨骨
幹部を円柱近似し、その法線方向を長軸、骨間膜付着部を尺側方向の基準点とし、橈骨の座標
軸を作成した。この座標軸上での掌尺側骨片、背側尺側骨片の関節面の向きを掌背屈方向、橈
尺屈方向にわけて計測した。掌尺側骨片と背側尺側骨片を月状骨関節窩を超えるかどうかで大
骨片、小骨片に分類し、それぞれにおける掌背屈変形と橈尺屈変形の相関を統計学的に評価し
た。【結果】 掌尺側骨片は平均35.7°背屈し20.4°尺屈していた。背尺側の骨片は平均14.6°
掌屈し0.5°橈屈していた。掌尺側骨片は大骨片では背屈変形と尺屈変形に強い正の相関がみら
れた(R = 0.88)が、小骨片である時には両変形の相関はみられなかった(R=0.23)。同様に背側
骨片が大骨片の時は掌屈変形と橈屈変形に強い正の相関がみられた(R=0.87)が、小骨片の時に
は相関はみられなかった(R=0.04)。【結語】橈骨骨折の掌尺側と背尺側の関節面は骨片が小さ
い時には掌背屈転位の大きさに関わらず橈尺屈転位をしている場合があることが示された。そ
のため同部位の解剖学的整復のためには掌背屈のみでなく橈尺屈も含めた３次元的評価が重要
であると考えられる。
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背側月状骨窩骨片を有する橈骨遠位端骨折の治療成績

○森実 圭, 河野 正明, 高須 厚

里仁会　興生総合病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折における月状骨窩骨片はkey stoneとして重要である。背側月状骨窩の
骨片をいかに固定するかは議論の余地がある。当院にて掌側locking plateで固定した背側月状
骨窩骨片を有する橈骨遠位端骨折症例をretrospectiveに検討し、問題点を報告すること。【対
象・方法】2012年4月から2015年5月までに当院で掌側locking plateで加療を行った145例のう
ち関節面の1/4以上の背側月状骨窩骨片を有した36例を対象とした。平均年齢64.4歳
（21̃87歳）、男性6例女性30例であった。骨折型はAO分類type C1:17例、C2:8例、C3:11例であ
った。これらについての臨床成績、CTでの尺背側骨片の転位の有無、固定方法について検討し
た。【結果】関節可動域は健側比背屈88％、掌屈90％、回内95％、回外96％、握力健側比77.3
％であった。術後経過観察中に行ったCTで1mm以上のgap,step offを認めた症例は6例であっ
た。尺背側骨片の固定は掌側locking plateからのscrew固定が1本であったものが11例、2本が
15例であった。骨片screwでとらえられていないものが3例あった。背側を展開してscrew固定し
たものが4例、plate固定が1例、Acu-Loc2 Frag-Locを使用したものが2例であった。転位を生じ
た6例はいずれもscrewで骨片をとらえられていないもの、またはplateからのscrewの挿入が1本
のみのものであった。【結論】中短期的にはおおむね良好な可動域、握力であったが、関節面
のgap,step offが生じた症例を認め、いずれも十分な固定ができていないものであった。
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橈骨遠位端骨折骨接合術に対する3D術前計画ソフトウェアの開発

○吉井 雄一1, 池田 和大1, ドン ウェンリン2, 石井 朝夫1

1東京医科大学茨城医療センター, 2茨城県立医療大学

【目的】橈骨遠位端骨折の骨接合術において掌側ロッキングプレートが広く普及している。一
方で、プレートの3次元的な形状から、その至適な位置やサイズ、スクリューの長さ・方向を術
前に把握することは容易ではない。そこで橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの
3D術前計画ソフトウェアを開発した。その臨床応用にあたり、骨折整復位とプレート・スクリ
ューの選択が計画ソフトの模擬計測と実際でどの程度異なるかRetrospectiveに検討し
た。【方法】橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートを用いて骨接合術を行った10例
10手関節を対象とした。術前に患側手関節のCTを撮像した。患者情報と内固定材の選択をマス
クして、CTのDICOMデータを計画ソフトにインポートした。橈骨遠位部の3D画像を作成し、骨折
線に沿って骨片を分離して整復のシミュレーションを行った。プレートの3Dテンプレートを設
置し、サイズ、スクリュー長を決定した。シミュレーションによる整復位と術後の整復位の
Volar tilt(VT)、 Radial tilt(RT)を計測して級内相関係数(ICC)を調べた。またシミュレーシ
ョンと実際に設置されたプレート・スクリューの相違を調べた。【結果】VTは計画上13.0±
4.4度、術後14.3±3.1度、ICC=0.434(P=0.21)であった。RTは計画上19.6±5.2度、術後21.2±
4.4度、ICC=0.677(P=0.05)であった。プレート選択の一致率は40％であった。選択したプレー
トが計画より大きいものが3例、小さいものが3例あった。各部位のスクリュー長は平均0.83±
1.9mmの差異があった。【考察】3D術前計画ソフトウェアにより骨折の整復位とプレート設置の
実際的イメージが得られる利点がある。関節面の微細な骨片の整復シミュレーションやプレー
ト・スクリュー選択基準の明確化が今後の課題と考えられた。
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MLPのメリット・デメリットから考えるHybrid locking plateの有用性

○長田 伝重

獨協医科大学日光医療センター　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法は現在、手術治療のゴールドスタンダ
ードとなっている。使用されるプレートの種類も多数存在するが、ロッキング機構から分類す
るとMonoaxial locking plate (MLP)とPolyaxial locking plate (PLP)に分けられる。
MLPはロッキング機構が強固でangular stabilityに優れていることが最大の特徴である。ま
た、刺入方向が決定されているため手術手技が簡便で、double-tiered subchondral support
(DSS)法などで多数のpin/screwを遠位骨片に刺入する状況での恩恵は大きい。しかし、この
monoaxial機構は一旦プレートを設置するとスクリュー刺入方向が決定してしまうため、DSS法
を行う場合に2列目のスクリューが関節内に穿孔する危険性が高くなるデメリットがある。ま
た、各骨片を任意の角度で固定することは不可能である。
この様な経緯からMLPのメリットを温存しつつデメリットを減ずるHybrid locking plateが開発
された。HYBRIX（ミズホ）はwatershed lineを越えない近位設置プレートで、橈骨遠位掌側面
の形状および骨幹部のねじれを考慮し、より橈骨にフィットする形状となっている。遠位列を
monoaxial、2列目をpolyaxialとしたハイブリッド構造により、関節外骨折や比較的単純な関節
内骨折においては遠位列のみの固定とすることで、簡便な手技で安定した骨片固定性が期待で
きる。他方、関節内粉砕骨折でDSS法が必要な骨折では2列目から任意の角度にpin/screwを刺入
することが可能で、関節内穿孔を予防しつつ良好な固定性が期待できる。橈骨遠位端骨折の治
療はHybrid locking plateにより新たな段階へ進展してきている。
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PLPのメリット・デメリットから考えるHybrid locking plateの有用性

○川崎 恵吉

昭和大学医学部　整形外科学講座

橈骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレート固定術は、現在ゴールドスタンダードな治療
法となった。初期には、プレートとスクリューとの角度が固定されているMonoaxial Locking
Plate (以下MLP)が使用されていたが、その固定角度に自由度がある、Polyaxial Locking
Plate (PLP)が出現した。PLPの利点は、そのスクリューの挿入角度に自由度があるだけでな
く、かつロッキングが可能という利点から、軟骨下骨に各々のスクリューを設置、AO-C3型骨折
の各骨片を狙ってスクリューを設置、遠位1列目と2列目を利用して2ヶ所の関節面を支える
Double tiered Subchondral Support法(DSS法)が可能、関節辺縁の骨折にプレートを遠位に設
置しながら、スクリューを鈍角に挿入、固定が出来る点などがある。ただし、ロッキング機構
による強度の問題（15°でスクリューを挿入した時のangular stabilityが、0°の時に比べて
低下）、手術手技の煩雑さ、透視時間の延長などの難点があった。そこで我々は、PLPの利点を
生かし、欠点をMLPで補強する、両者併用のHybrid Locking Plate(HLP)の必要性を感じた。つ
まり、遠位1列目のホールは、強度を強めるためと時間短縮のために、Monoaxial locking
screwを挿入し、2列目のホールは、subchondral support（DSS法）と茎状突起の固定を目的
に、自由な角度でPolyaxial locking screwを挿入する方法である。今回、本邦初のHLPが開発
され、使用可能となり、手術や透視時間の短縮、強度増加、骨片の回旋予防を兼ね備えること
が可能となった。当科で行ったHybrix plateの使用例の治療成績を検討し、Hybrid法の有用性
と問題点について報告する。
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掌側転位型type C橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
固定法の術後矯正損失

○森谷 史朗1, 今谷 潤也1, 前田 和茂1, 松橋 美波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】背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固定法の良好な臨床成績
が数多く報告されている.しかし,掌側転位型関節内骨折においては現在もkey stoneとされる掌
側月状骨窩骨片(VLF)の再転位例や掌側亜脱臼例の報告が散見される.これまで,部分関節内骨折
(掌側Barton骨折)の報告は多いが,完全関節内骨折(AO type C)に限定した報告は渉猟し得ない.
今回,掌側転位型type Cの術後矯正損失例を調査し,その要因を検討した.【対象と方法】対象は
35例(男性8例,女性27例,平均年齢65.5歳)で,骨折型はC2:9例,C3:26例であった.術後ulnar
varianceの2mm以上の増加,またはcarpal translation(矢状面での橈骨に対する手根骨のシフ
ト)をきたした症例を矯正損失群(損失群),それ以外を整復維持群(対照群)とした.矯正損失の予
測因子を術前因子として1)VLF掌側面の縦径,2)VLF関節面の掌背側径,術中因子として3)VLF掌側
面の遠位端からプレートまでの距離(VPD),4)VLF関節面からlocking screwまでの距離(JSD)を評
価し,両群間で比較・検討した.【結果】損失群は9例(25.7%)で7例にcarpal translationを認
め,5例は掌側方向,2例は背側方向への転位をきたしていた.術前因子としてVLF関節面の掌背側
径が損失群で短い傾向があった.また,術中因子としてVPD(損失群5.9±2.0mm,対照群3.8±
1.2mm)とJSD(損失群4.8±1.1mm,対照群2.3±0.6mm)は,いずれも損失群で有意に大きかっ
た.【考察】本骨折の術後矯正損失は1/4の症例に認め,掌側方向のみならず,VLFが背屈転位し背
側へのcarpal translationをきたす症例も存在した.手術手技としてVLFへのbuttress効果と
locking screwによるsubchondral supportの両立が必要であると考えられた.また,VLF関節面の
掌背側径が短い症例ではプレート選択,設置位置,追加固定の検討など特に注意を要する.
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橈骨遠位端関節内骨折術後の関節面の術後の関節面の変化について

○澁谷 亮一1, 正富 隆2

1東大阪山路病院　整形外科, 2行岡病院　手の外科センター

【目的】橈骨遠位端関節内骨折術後の関節面の初期の変化とその後の関節症性変化について検
討した。【対象, 方法】2011年７月から2013年10月までにAO分類C型橈骨遠位端骨折に対して当
科で掌側ロッキングプレートによる整復固定術を施行し、2年以上を経過した18例を対象とし
た。男性2例、女性16例（56-80歳、平均６5歳）。術後経過期間は2年から3年6か月（平均2年6
か月）であった。術前術後のレントゲン評価を行った。【結果】関節内骨折の整復と術後の変
化は4つのpatternに分類された。Pattern I（9例、平均年齢66歳(56-80歳)、内訳は男性1名,女
性8名、AO分類C1:5例、C2:2例、C3:1例）： 骨片の整復、術後の経過がともに良好で全経過を
通じて、step off, gapを認めなかった症例。Pattern II（5例、平均年齢70歳(59-80歳)、内訳
は男性1名,女性4名、AO分類C1:1例、C2:2例、C3:2例）： 整復は良好であったが4例で術後1か
月から3か月の時点で小骨片の萎縮が生じ、step offが出現。1例では術後1か月で再転位が起こ
り0.5mmのstep offが残存していた。Pattern III（2例、平均年齢68歳(67-70歳)、女性2名、AO
分類C2:1例、C3:1例）： 整復は不良で術直後step off, gapを認めたものの、自然修復が得ら
れ、改善した。pattern IV（2例、平均年齢59歳(48-67歳)、内訳は女性2名、AO分類C3:2例）：
整復は不良で術直後からstep off, gap残存し、術後増悪していった症例。術後2年以上の経過
で関節裂隙の狭小は関節面の小骨片の吸収に伴う関節面の不整に続いて生じた1例のみであっ
た。pattern IVに属していた。【考察とまとめ】関節面の不整は術後1-3か月で生じる場合と術
後3か月から1年で改善する場合があり再手術の検討時には考慮に入れる必要がある。関節面を
有する小骨片の吸収、消失が今回の関節症性変化に影響した。
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橈骨遠位端骨折術後の長期経過により手関節の変形性関節症に影響
する要因

○片山 健1, 古田 和彦1, 小野 浩史2

1国保中央病院　整形外科, 2西奈良中央病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折(DRF)術後5年以降の手関節の変形性関節症(OA)の進行に影響する要因
を明らかにする
【方法】対象は2003-10年まで不安定型DRFに対して掌側locking plateを使用し, 術後5年以上
の追跡調査が可能であった49例で, 平均追跡期間77ヶ月, 男/女13/36例, 手術時平均年齢63歳,
AO分類A/B/C型は5/2/42例であった. 調査は術直後, 骨癒合時, 最終追跡時の3時点で行い, X線
学的評価として手関節正面像で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, 各測定項目の骨癒合時と術直後, 最終追跡時と骨癒合時の計測値の差をそれぞれ変
化量Δ1, Δ2と定義した. また各時期に手関節のOAのGradeをKnirkらの評価法で行い一段階以
上のGrade進行をOA進行有りと定義した. 検討項目は各測定項目のΔ1, 2の変化をU検定, 3時点
での手関節OAの頻度とその進行の有無を調査し, Δ1と術直後から骨癒合時, Δ2と骨癒合時か
ら最終追跡時までの手関節OA進行の有無との関連をSpearman順位相関で評価した. 有意水準５
％未満を有意差有りとした.
【結果】Δ1ではUV, VT, RSAがΔ2ではUV, VT, RLA, RSAに有意差を認めた. 手関節OAは術直後
と骨癒合時に22例, 追跡時に36例認め, OA進行は術直後から骨癒合時に無く, 骨癒合後から最
終追跡時に34例認めた. 最終追跡時の手関節OA進行はΔRI, ΔUVとΔRSAに相関を認めた.
【考察】DRF術後の骨癒合までにUV増加, VT減少とRSA増加を認めたが短期的には手関節OAの進
行に影響することはなかった. 骨癒合後のRI減少, UV増加とRSA増加が手関節OAの進行に影響を
与えた
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橈骨遠位端骨折後変形癒合に合併する尺側部痛についての検討

○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】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートは治療成績を飛躍的に向上させ
た。しかしながら、保存的加療や手術の矯正不足によって変形癒合となり、手関節痛が残存す
る症例も少なからず存在する。今回、橈骨遠位端変形癒合症例に生じた尺側部痛とその治療法
を検討した。【対象と方法】2007年から2015年までの8年間に、橈骨遠位端変形癒合に対して手
術治療を行い、術後3か月以上経過観察可能であった15例15関節を対象とした。内訳は、男性
5例、女性10例で、年齢は平均54.7歳（27-80歳）であった。経過観察期間は平均25.9ヶ月であ
った。術前の尺側部の症状と治療法を調査した。X線よりRI、VT、UVを計測し、臨床成績はMayo
Wrist scoreで評価した。【結果】初回治療は、保存的加療が12例、手術加療がピンニング
1例、プレート固定2例であった。受傷後3か月以上の全例に尺側部痛を認め、その他は手関節全
体の痛みであり、うち1例にCRPS様の症状を認めた。回内外制限は7例に認めた。術式は、橈骨
の変形に対する矯正骨切りが9例（うち、TFCC縫合追加が1例）、尺骨短縮骨切り術3例
（うち、TFCC縫合追加が2例）、変形性DRU関節症に対してのSauve-Kapandji法が3例であった。
臨床成績はMayo Wrist scoreが術前39.3点から術後85.7点へと改善していた。尺側部痛は全例
で改善を認め術後成績は良好であった。【考察とまとめ】橈骨遠位端骨折後変形癒合に合併す
る尺側部痛について検討した。橈骨遠位端変形癒合症例には、尺骨突き上げによる月状骨関節
面の変形や、TFCC損傷によるDRUJ不安定性、DRUJの不適合による変形性関節症の進行などの合
併を認めた。よって尺側部痛の訴えにも留意し、原因部位を特定して、症例に応じた治療法を
選択することが肝要と考えた。
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橈骨遠位端変形治癒骨折に対する術前切削加工人工骨を用いた三次
元矯正骨切り術の臨床成績

○新谷 康介1, 香月 憲一2, 岡田 充弘1, 上村 卓也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学園南クリニック

【目的】我々は、橈骨遠位端変形治癒骨折に対して術前切削加工人工骨を用いたコンピュータ
支援三次元矯正骨切り術を施行してきた。今回その治療成績について調査し報告す
る。【対象】対象は、橈骨遠位端変形治癒骨折に対して矯正骨切り術を施行し、術後１年以上
経過観察可能であった19例（男6例、女13例、平均観察期間 37.2ヵ月）。平均年齢 55.1歳（15
～81歳）、骨折型はColles型 13例、Smith型 6例、人工骨はネオボーン 12例、オスフェリオン
60  7例であった。【方法】両側橈骨全長のCT撮影を行い、そのデータをCADソフト
(Mimics、Magics)で三次元画像に構築、健側の鏡像と重ね合わせて三次元楔開き矯正骨切り術
のシミュレーションを行う。生じた骨欠損部に一致したデータを元に三次元切削機を用いて移
植人工骨を作成する。手術はこれらの計画をもとに作成した実物大立体模型を参考に楔開き骨
切りを行い、人工骨を埋植した後、プレートで内固定する。評価方法は、術後のX線像を健側と
比較検討するとともに、臨床成績を検討した。【結果】X線像における各パラメータの健側差
は、palmar tilt 2.8°、 radial inclination 1.7°、ulnar variance 0.7mmであった。手関
節掌背屈平均可動域は術前87°から術後115°、回内外は術前140°から術後174°、握力は術前
平均13.5 kgから術後平均23.9kg、Mayo wrist scoreは術前fair 4例、poor 15例が、術後
excellent 2例、good 12例、fair 5例と改善した。全例骨癒合し、オスフェリオン60は全例自
家骨に置換された。【結論】術前三次元切削加工した移植人工骨は、正確な矯正角度を獲得す
るための一種のナビゲータの役割を果たし、安定した術後成績を獲得できる。
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変形癒合した橈骨遠位端骨折への矯正骨切り術の経験

○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

【目的】近年、橈骨遠位端骨折に対して積極的に観血整復術が行われるようになってきたが、
手術のタイミングを逃した症例や変形治癒による有症状例が散見される。このような症例に対
して矯正骨切り術を行った。【対象と方法】対象はColles型背屈転位の変形癒合例12（男3、女
9）例。関節内骨折が3例含まれている。手術時年齢は平均56（11̃76）才。右6手、左6手。受傷
から手術までの期間が平均7(1̃27)か月。術後経過観察期間は平均9か月。受傷から2か月以内で
あればcallus removal osteotomyした。それ以降の症例は十分骨強度回復後、Fernandezらの方
法に準じて矯正骨切り、骨移植、固定した。2mm以上の段差を有する関節内骨折に対しては関節
内骨切りも併施。【結果】callus removal osteotomyが3例。関節内骨切り併施が2例。尺骨短
縮骨切り併用が2例。全例、自他覚症状の改善が得られた。１例に術後EPL腱の皮下断裂が見ら
れたが、感染、インプラント折損などの合併症はなかった。レ線学的指標ではUVが術前平均5(0
-12)mmが最終調査時1.8mm。RIが術前平均17度が最終調査時28度。PTが術前平均-31度が最終調
査時9.8度といずれも改善が得られ、握力も健側比が術前平均37%が70%に回復した。患者満足度
では最終調査時にUVが4mmとなり尺骨突き上げ症状が遺残した症例が不満足と答え
た。【結論】callus removal osteotomyで対応可能な場合には掌側よりロッキングプレートに
て強固に固定し、いったん強固に骨癒合したものは背側アプローチで骨切、楔状骨移植を行
い、安定性に応じて適宜、K―ワイヤ固定や背側、掌側プレートで固定した。UVの矯正が不十分
な場合には尺骨短縮骨切りを同時に施行するのが良い。高齢者であっても術前の十分な説明と
計画の下に実施すれば、良好な結果が期待できる。
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橈骨遠位端骨折変形治癒に対する手術治療の経験

○大北 弦樹1, 佐藤 信隆2, 齋藤 正憲2, 波呂 浩孝2

長澤 晃樹3

1峡南医療センター　富士川病院　整形外科, 2山梨大学　医学部　整形外科

3北杜市立甲陽病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折変形治癒が生じ，疼痛や可動域制限が残存した場合には手術治療の適
応となる．橈骨遠位端骨折変形治癒の病態として，橈骨掌背屈変形，尺骨突き上げ，遠位橈尺
関節障害が挙げられるが，われわれは，症状や所見から病態を推測し，手術法を決定してい
る．今回，その治療成績について検討し，手術適応に関して検討した．
【対象と方法】2011～2015年に手術治療を施行した14手を対象とした．男性2手，女性12手，右
6手，左8手，手術時年齢は25～76歳（平均65.8歳），骨折型は全例colles型であった．橈骨矯
正骨切り術（以下骨切り）を6手，Sauve-Kapandji法（以下SK）を6手，骨切り＋SKを2手に施行
した．これらの症例の手関節可動域，握力，臨床評価を日手会手関節機能評価基準，DASH
scoreで，X線評価をvolar tilt，radial inclination，ulnar varianceで評価した．
【結果】全例で手関節可動域，握力，X線評価項目の改善を認めた．日手会手関節機能評価は，
骨切り群ではexcellent4手，good1手，fair1手，SK群ではexcellent5手，good1手であり，骨切
り＋SK群ではexcellent2手であった．DASH scoreは，骨切り群では19.3点，SK群では17.6点，
骨切り＋SK群では9.0点であった．
【考察】SKで疼痛や回内外のみならず掌屈も改善しており，疼痛や尺骨の相対的長さが掌屈制
限の一因と考えられた．橈骨遠位端骨折変形治癒に対する治療は，病態に応じて，橈骨矯正骨
切り術，関節形成術などを単独，もしくは組み合わせて施行することが重要と考えられた．
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橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定術後屈筋腱損傷の診断
法に関する検討；礫音と超音波

○蜂須賀 裕己, 濱崎 貴彦, 泉田 泰典, 濱田 宜和
下瀬 省二

国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　整形外科

【はじめに】
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有用であるが，術後の大きな合併症と
して屈筋腱損傷がよく知られている．腱損傷予測のために滑走時礫音の聴取や超音波検査が有
用とされている．当科自験例で屈筋腱断裂を生じた症例はないが，抜釘前に礫音を有している
症例を少なからず経験した．そこで，今回我々は抜釘症例において術中所見を検討し，術前の
礫音と超音波所見の関連性について調査した．
【対象と方法】対象は，2012年1月から2015年8月までに当科で抜釘を行った橈骨遠位端骨折患
者43例45手である．女性39手，男性6手，平均年齢67歳(36歳～83歳)である．骨折型はAO分類で
A2が9手，A3が9手，B1が1手B2が1手，B3が2手，C1が2手，C3が14手である． 骨折手術から抜釘
までの平均期間は17か月(10か月～5年)であった．この症例について礫音の聴取と超音波検査を
行い，術中所見と比較した．
【結果】礫音を有していた症例は20例で，そのうち部分腱損傷を生じていた症例は1例のみであ
った．また，礫音を有していない症例にも1例部分断裂を認めた．しかし，超音波所見で線維の
部分断裂，滑走障害，プレートへの腱接触などの所見を認めた症例4例では，全例で術中にも合
致した所見が認められた．礫音の有無は，腱周囲の瘢痕増生と滑膜の癒着所見と相関してい
た．
【考察】掌側ロッキングプレートによる腱損傷を早期に診断し，抜釘の必要性を判定する検査
はより簡便で正確であることが望ましい．聴診は超音波検査に比べると簡便性には優れている
が，今回の検討においては，超音波検査の方が術中所見をより反映しており精度が高いと考え
た．ただし，礫音により示唆される瘢痕形成が，より長期の経過で腱断裂の誘因になる可能性
は否定できないため，今後も検討を続ける必要があると思われる．
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IFZ切離法術後の超音波検査所見第2報──抜釘例での検討

○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】橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート(VLP)固定において演者らは方形回内筋
(PQ)とintermediate fibrous zone (IFZ)の連続性を断たずにIFZで横切し筋を剥離して展開し
ている。今回本法施行後抜釘例での超音波検査結果及びVLP被覆状態を検討した。
【対象と方法】対象は2012年10月～2015年2月に演者が本法を施行した84例87手中抜釘例47例
49手。抜釘の適応は長母指屈筋(FPL)腱/VLP間距離(FPD)1 mm未満の例、比較的若年例、手をよ
く使う例とし、平均年齢は63歳、男12例・女35例であった。展開時PQ損傷状態や骨折型によ
り、IFZ-PQ全体を尺側に翻転するPQ完全切離法・骨折部遠位のみを翻転する部分切離法・IFZ横
切開のみのPQ温存法を使い分けた。また閉創時VLP遠位被覆状態を記録した。術後3か月以降超
音波でFPDを計測し、適応症例には骨癒合後抜釘を施行した。抜釘時VLP遠位部被覆状態を直視
下に確認し、露出/透見可能な薄い瘢痕、または透見不可能な状態の2つに分類した。
【結果】抜釘(骨接合後平均10か月)時VLP遠位部露出/透見可能16手、透見不可能33手でありFPL
他の屈筋腱損傷はなかった。超音波検査は1～3回行い、抜釘前最終検査時期平均8か月、FPD平
均0.5 mmであった。露出/透見可能だった16手中13手はFPD 0.3 mm未満であり、0.6 mm以上の19
手全てで透見不可能だった。PQ温存法/部分切離法と完全切離法との比較及び閉創時VLP被覆十
分例と不十分例の比較ではいずれも前者で統計学的有意に透見不可能例が多かった。
【考察】閉創時VLP被覆十分例で有意に露出が予防できたことで改めて本法の有用性が示唆され
た。また、本法施行後であればFPDが0.3 ～0.5mm程度と小さい値でも8割以上の例でVLPが露出
していないこと及び展開時PQ剥離範囲を制限した方が術後の露出を予防できる可能性が高いこ
とが示された。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート術後に発生する腱
断裂の頻度とアンケート調査

○佐藤 光太朗1, 古町 克郎1, 大内 修二1,2, 沼田 徳生3

三又 義訓1

1岩手医科大学　整形外科, 2総合花巻病院　整形外科, 3栃内病院

【目的】橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート術後に発生する腱断裂は重大な合併症であ
る。今回、その頻度について調査を行った。【対象および方法】岩手県内の手術を行っている
全30施設とそこに勤務する整形外科医にアンケート調査を行った。アンケート項目は2011年1月
から2014年12月までの4年間に行った手術件数とその手術で発生した腱断裂数であった。各医師
に対しては転位のない骨折における治療方針と抜釘、橈骨遠位端骨折診療ガイドライン（ガイ
ドライン）をどの程度準拠しているかを質問した。手術件数は全施設（100％）から回答が得ら
れた。アンケートは51名から回答が得られた。【結果】4年間で行われた手術は2787件であっ
た。発生した腱断裂は長母指屈筋腱（FPL）10件(0.35%)、長母指伸筋腱（EPL）8件
（0.29％）、総指伸筋腱1件（0.04％）、示指深指屈筋腱1例（0.04％）であった。前半2年間で
行われた手術件数は1360件で発生したFPL断裂は7件、後半2年間で行われた手術件数は1427件で
発生したFPL断裂は3件であった。10年目以下の医師においては、転位していない骨折でも手術
を行うという回答が半数以上であった。プレートの抜釘の質問については、ほぼ全例：18名、
症例に応じて：25名、しない：7名であった。ガイドラインの質問については、準拠してい
る：3名、参考にしている：18名、1回見た程度：17名、見たことがない：11名であっ
た。【考察】掌側ロッキングプレート術後のFPL断裂の発生率はガイドラインによると0～2.2％
と報告されている。今回の調査では0.35％であったが、その発生には4年間で減少傾向を認め
た。リスクの高いものは早期に抜釘を行うためと考えられた。ガイドラインにおいては準拠し
ている医師の割合が低く、理解してもらうよう啓蒙する努力が必要と考えられた。
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橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート術後の屈筋腱障害の検討

○徳武 克浩1, 奥井 伸幸1, 水野 正昇1, 平田 仁2

1市立四日市病院　整形外科, 2名古屋大学大学院　手の外科学

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は今や標準的な治療法となっている
が、屈筋腱断裂という重大な合併症のリスクが存在する。そこで当院で施行した掌側ロッキン
グプレート後の屈筋腱障害症例を後ろ向きに調査した。対象と方法 2009年1月～2015年3月まで
に当院にて掌側ロッキングプレート固定を行い、3ヵ月以上経過観察可能であった橈骨遠位端骨
折296例を対象とした。その中で屈筋腱障害が生じていた症例をカルテから抽出した。屈筋腱障
害は屈筋腱断裂または屈筋腱刺激症状と定義した。単純X線側面像からプレート設置位置（プレ
ートの掌側突出距離と遠位端までの距離）、VT、UVを計測し、Soongの分類に基づきgradingを
行った。結果296例の平均経過観察期間は11.9か月、抜釘症例が121例（40.8％）であった。屈
筋腱障害は、長母指屈筋腱断裂が5例、屈筋腱刺激症状を有する患者が20例の合計25例
（8.4％）存在した。使用プレートは遠位設置型16例、近位設置型9例であった。Soong分類
grade1が9例、grade2が16例であり、掌側突出距離は平均3.01mm、遠位端までの距離は平均
3.00mmであった。VTは平均5.4°、UVは平均-0.4mmであった。断裂までの期間は平均2.4年（1か
月-5年）であった。考察屈筋腱障害症例は、遠位設置、もしくは近位設置で整復不良によるプ
レートの浮きや矯正損失があり掌側突出が大きい症例が中心であった。骨折型に適したプレー
トの選択と、確実な整復操作、プレートの設置が断裂予防に重要であり、リスクの高い患者は
早期抜釘を考慮する必要があると思われる。また1例は1か月で断裂しており、受傷もしくは整
復時の屈筋腱損傷の可能性も示唆された。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後の抜釘状
況と屈筋腱断裂例の検討

○來嶋 也寸無

公立世羅中央病院　整形外科

2009年4月から2015年9月までの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
定術後の抜釘状況と屈筋腱断裂例について検討した。VLP固定術を行った症例は全206例で、男
性33例、女性173例、平均年齢は70.3歳（男性61.2歳、女性72.1歳）であった。そのうち抜釘術
は46例（男性9例、女性38例）（屈筋腱断裂症例は含まず）に行っていた。抜釘率は22.3％（男
性27.3%、女性22.0％）であり、抜釘術を行った症例の平均年齢は58.9歳（男性50.0歳、女性
61.4歳）であった。VLP固定術を施行した全206例のうち4例に術後屈筋腱断裂を生じた。長母指
屈筋腱（以下FPL）断裂が3例、示指深指屈筋腱（以下FDP2）断裂が1例であった。2015年9月末
までの屈筋腱断裂発生率は1.9％であった。屈筋腱断裂例は全例女性で平均年齢72.3歳（66-
80歳）、腱断裂までの期間は術後平均2年8か月（8か月-3年7か月）であった。受傷時の骨折型
はAO分類でC1；2例、C2；1例、C3；1例であった。屈筋腱断裂例はプレートを抜釘した後、FPL
断裂例は全例完全断裂であったため長掌筋腱を用いた腱移植術を、FDP2断裂例は部分断裂であ
り腱縫合術を行った。抜釘術は術後6ヶ月以降で患者の希望時期に合わせて行っている。VLP固
定術後の最終診察時に手指屈伸運動でプレート末梢端で雑音を認める症例や若年齢の症例、ま
たVLP固定術中にプレート末梢端が橈骨から浮いた症例は積極的に抜釘術を勧め屈筋腱断裂を予
防している。高齢者でもVLP固定術後に農業や手芸などに勤しまれ手の活動性が高いことが多
い。骨折時には早期回復を望みVLP固定術を希望されるも、一旦受傷前と同等の生活を再び獲得
されると術後に不満のない症例では抜釘術を拒み放置される症例が少なくない。最終診察時に
無症状の症例でも長期的には屈筋腱断裂の危険性が潜んでいる。
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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における抜釘
術の有用性

○石井 英樹1, 角田 憲治1, 浅見 昭彦1, 末次 宏晃1

園畑 素樹2

1地域医療機能推進機構 佐賀中部病院　整形外科, 2佐賀大学　整形外科

【緒言】橈骨遠位端骨折に対するプレート固定では屈筋腱皮下断裂の合併を防ぐため、積極的
抜釘を支持する報告も見られるが、手関節機能に対する評価は様々なものがある。今回我々は
橈骨遠位端骨折に対する抜釘術が、術後の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】2008年から2014年までに橈骨遠位端骨折術後に抜釘術を行った73例を対象とし
た。男性が13例、女性は60例で、平均年齢は64.2（25～87）歳であった。抜釘術前後の手関節
可動域ならびに握力を測定し、その健側比を用いて比較検討した。統計学的検討には対応のあ
る2群間の差の検定となるためpaired t-testを用いた。
【結果】抜釘までの期間は平均320（179～1033）日で、手関節可動域は背屈が術前92.0％から
術後95.8％へ、掌屈は84.9％から91.1％、橈屈は89.2％から95.4％、尺屈は93.5％から
98.4％、回外は97.2％から98.7％、回内は97.3％から98.7％へと全て有意に改善し、握力も術
前86.4％から96.5％へと有意差をもって改善していた。
【考察】プレート固定による関節可動域制限の原因としては、遠位設置型のプレートが舟状骨
と干渉することや、もしくは関節包を抑え込むことなどとする報告がある。今回遠位設置症例
は勿論、近位設置した症例でも可動域制限と抜釘後に可動域の改善をみたことから、近位設置
例でも関節包など関節周囲の組織に影響があるものと思われた。また抜釘時、程度の差はあれ
全例に屈筋腱の癒着を認め、腱剥離を行ったことも可動域が改善したと要因と推測した。橈骨
遠位端骨折術後のプレート抜釘術は屈筋腱断裂予防を目的に行われることが多いが、手関節可
動域の改善効果も期待でき、有用であると考える。
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橈骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレート抜去前後の機能評
価

○水島 秀幸

独立行政法人地域医療機能推進機構　中京病院　整形外科

（はじめに）　今回われわれは掌側ロッキングプレート抜釘前後における機能評価を行い、検
討を行ったので報告する。（症例）　2009年1月より2015年１月までに演者自身が橈骨遠位端骨
折に対し掌側ロッキングプレート固定を行った138例中、抜釘を行った77例である。男性21例、
女性56例、平均年齢56.8歳(17-83）、右34例、左43例、骨接合より抜釘までの平均期間は32.9
週（11-91）、抜釘後の平均追跡期間は22.4週（2―88）であった。骨折型はAO分類にてA２が
2例、A3が13例、Bが1例、C1が8例、C2が33例、C３が20例、使用したインプラントはAcu-Locが
31例、Synthes社のVA-TCが46例であった。（結果）　抜釘術前にFPLに由来すると思われる臨床
症状を示した症例は24例に認めた。うちわけとしては、母指自動運動時に動かしにくさを認め
た症例が13例、痛みを認めた症例が14例であった。抜釘術時、16例でFPL腱部の軽度癒着を認
め、5例でFPL腱部表面の損傷を認めた。抜釘術後1例に軽度の母指の動かしにくさが残存したも
のの、その他の症状はすべて消失した。直近の28例において母指の自動運動がしやすくなった
かどうかを抜釘術後に確認したが、抜釘術前に母指自動運動のしにくさを自覚していなかった
21例中14例（67％）で自動運動がしやすくなったとの返答が得られた。患者立脚型評価である
Hand20において、術前23.3点が、術後9.7点に優位に低下した（P＜0.001）。手関節背屈可動域
は抜釘術前に平均67度であったものが、術後平均82度と有意に改善した。（結論）　機能改善
が期待できることより、掌側ロッキングプレートは骨癒合が得られ次第、抜去すべきである。
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橈骨遠位端骨折の手術療法は早期ADL回復に有用か－保存療法との
比較検討－

○細川 高史1, 森本 和典2, 金澤 紗恵子3, 坂根 英夫4

高岸 憲二5

1利根中央病院　整形外科, 2国立病院機構沼田病院, 3伊勢崎市民病院

4原町赤十字病院, 5群馬大学大学院医学系研究科整形外科学

【はじめに】橈骨遠位端骨折は掌側ロッキングプレート（VLP）により安定した手術成績が得ら
れている。一方で高齢者においては保存療法にて骨片の転位が残存しても長期的には患者の愁
訴は残らないとする報告もある。今回，われわれは早期のADLの回復について手術療法と保存療
法の加療後3か月での短期成績を比較検討した。【対象と方法】橈骨遠位端骨折患者53例（男性
18例、女性37例、平均年齢60歳）のうち手術療法33例と保存療法20例の成績を比較した。また
骨折型を安定型27例（AO分類 A2,C1手術14例、保存13例）、不安定型26例（AO分類A3,B3,C2,C3
手術19例、保存7例 ）に分け、それぞれ手術群、保存群の成績を比較した。いずれも受傷時、
手術直後または整復直後、3か月後のX線計測値（RI,UV,VTおよびこれらの矯正損失）、ROM、握
力、Mayo Wrist Score（MWS）、Q-DASHを検討項目とした。【結果】全例で骨癒合を確認した。
全体の比較では手術群で最終のRI,UV,VTが良好で矯正損失は小さかったが、ROM、握力、MWS、Q
-DASHに有意差は認めなかった。安定型では手術群で最終のVTが良好でRI,VTの矯正損失が小さ
かったが、保存群でMWSが有意に高値であった。ROM、握力、Q-DASHは有意差を認めなかった。
不安定型では手術群で最終のRI,VTが良好でRI,VTの矯正損失が小さかったが、ROM、握
力、MWS、Q-DASHに有意差をみとめなかった。【考察】橈骨遠位端骨折の加療後3か月における
短期臨床成績は、手術群と保存群に有意差はなかった。また安定型と不安定型で検討した場
合、安定型では保存群でMWSが良好であり、不安定型では有意差がなかった。本研究の結果か
ら、治療成績の観点における橈骨遠位端骨折の手術適応はより狭い可能性があると考えられ
た。
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橈骨遠位端骨折患者の主観的なADL阻害因子の調査検討

○奥村 修也1, 神田 俊浩2, 野島 美希3, 川原 真友美4

二之宮 篤子5

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センター

3東大和病院　リハビリテーション科, 4黒部市民病院　リハビリテーション科

5JA静岡厚生連　リハビリテーション中伊豆温泉病院　作業療法科

【目的】橈骨遠位端骨折患者が持つADLの主観的阻害因子を調査しADL指導の要点を検討した。
【対象】2014年1月から2015年7月に治療開始し、ADLで患手使用を許可した後療法中の72名、平
均年齢64.4歳、男性13名・女性59名、受傷側は利き手33名・非利き手38名・両側1名、AO分類は
A：34手・B：11手・C：28手、手術治療50手・保存治療23手である。
【方法】患者からADLの問題と主観的阻害因子を複数回答可として聴取し、阻害因子をROM制
限、筋力不足、疼痛、不安・恐怖心等の心理要素、しびれ等の感覚障害、その他に分類し
た。ROMと握力をROM制限と筋力不足の客観指標とし、阻害因子をROM制限とした群（ROM群）と
しなかった群（非ROM群）のROM健側比、筋力不足とした群（筋力群）としなかった群（非筋力
群）の握力健側比を比較し検定にはU検定を用いた。
【結果】聴取時期は受傷後平均13.7週、ADLの問題は59名から単一および複数の回答が得られ13
名に問題はなかった。阻害因子はROM制限13名、筋力不足38名、疼痛18名、心理要素13名・感覚
障害3名・その他6名で、一つのADLの問題が必ずしも一つの因子ではなかった。ROMの平均健側
比はROM群で手関節掌背屈73.6%・手関節橈尺屈82.0％・前腕回内外89.5%、非ROM群は手関節掌
背屈80.9%・橈尺屈82.8%・前腕回内外92.4%で両群間に有意差はなかった。握力の平均健側比は
筋力群で65.0%、非筋力群は65.9%で両群間に有意差はなかった。
【考察】主観的阻害因子と客観指標はROM制限・筋力不足ともに一致しなかった。ROM群でROM制
限を単独の阻害因子としたのは3名、筋力群で筋力不足を単独としたのは18名で、ROM制限と筋
力不足に加え疼痛や心理要素など複数の因子を挙げており、それらがROM・筋力に影響すること
も考えられ、ADL導入には綿密な評価と具体的指導が必要である。
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橈骨遠位端骨折術後の最終Quick-DASHを早期に予見するための因
子

○田島 貴文, 善家 雄吉, 目貫 邦隆, 平澤 英幸
酒井 昭典

産業医科大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折術後において、最終観察時のQuick-DASHスコア（以下DASH）を術後早
期から予見するための因子を明らかにすること。
【対象と方法】2012年から2015年までの3年間に当院で掌側ロッキングプレートを用いて手術加
療を行った50歳以上の橈骨遠位端骨折症例のうち、最低3ヵ月以上経過観察を行い、術後2週、4
週および最終観察時の握力、DASHが測定可能であった46例46手が対象で、後ろ向きに検討し
た。内訳は男性10手、女性36手、手術時年齢は51～90歳（平均70.0歳）、利き手側受傷は
24例、非利き手側受傷は22例であった。手術では全例DePuy Synthes社製VA-TCPを使用した。統
計学的分析としてSPSS21Jを用いて、最終DASHを従属変数として、性別、利き手、健側握力、術
後2週および4週の患側握力・握力比（対健側握力）・DASHを独立変数として、Pearson相関係数
の算出および重回帰分析による多変量解析を行い、5%未満を有意差ありとした。
【結果】最終DASHに対して有意な相関を認めた因子は、健側握力（r=-0.319、p=0.021）、術後
4週患側握力（r=-0.253、p=0.047）、術後4週DASH（r=0.421、p＜0.001）であり、術後2週の患
側握力とDASHは有意な相関を認めなかった。多変量解析では、健側握力のみが最終DASHに影響
を与える因子であった（標準化係数β=-0.299、p=0.041）。
【まとめ】橈骨遠位端骨折術後において最終DASHを術後早期から予見するための因子は健側握
力であった。術後4週患側握力と最終DASHは負の相関を、術後4週DASHと最終DASHは正の相関を
認めた。
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橈骨遠位端骨折の術後成績にロコモティブシンドロームが影響する

○宮岡 俊輔, 山崎 宏, 篠根 理孝, 磯部 文洋
伊坪 敏郎

相澤病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折の術後成績に関連する因子として年齢や骨折型が報告されている
が，受傷前のロコモティブシンドロームと術後成績との関連は不明である．【目的】術前のロ
コモティブシンドロームが橈骨遠位端骨折の術後成績に関連するか調査する．【対象】橈骨遠
位端骨折に対し掌側プレート固定を行った56例を対象とした．男性12例　女44例，平均年齢
69(44～85)歳，利き手27手　非利き手29手，骨折型はAO分類でA型15例，B型5例，C型36例であ
った．【評価】術後成績（術後12週の握力，DASH，PRWE）と，患者因子（受傷前ロコモ25，年
齢，性別，骨折型，利き手受傷，骨密度）を調査した．【方法】術後成績を目的変数，患者因
子を説明変数として重回帰分析を行い，術後成績に関連する因子を求めた．【結果】術後12週
のDASHに受傷前のロコモ25と年齢が関連していた．ロコモ25が悪いほど DASH値は悪かった（ロ
コモ25:β=0.3, t=2.2, P=0.03.）．術後12週のPRWEには受傷前のロコモ25と性別が関連してい
た．ロコモ25が悪いほど，また男性ではPRWE値は悪かった（ロコモ25:β=0.3, t=2.2, P=0.03.
男性:β=10.0, t=1.8, P=0.07）．術後12週の握力には受傷前のロコモ25が関連していた。ロコ
モ25が悪いほど，握力は低かった（β=0.4, t=2.8, P＜0.01）．【考察】受傷前ロコモティブ
シンドロームは橈骨遠位端骨折の術後成績の独立した増悪因子であった．年齢，骨折型等より
も術前のロコモティブシンドロームが術後成績を左右するため，術前のロコモティブシンドロ
ームの状態に応じた訓練や目標設定を行う必要があると思われる．
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閉経後女性の橈骨遠位端骨折における骨粗鬆症の特徴-骨密度、骨代
謝および形態脊椎椎体骨折の解析結果-

○飯田 竜1, 辻井 雅也2, 中西 巧也2, 植村 和司3

須藤 啓広2

1永井病院　整形外科, 2三重大学大学院運動器外科学・腫瘍集学治療学　整形外科

3植村整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折は閉経後女性の脆弱性骨折の初発部位で,より早期に骨粗鬆症の診断・
治療に介入できる.一方脊椎椎体骨折は約70％が無症状で進行するが,その骨折数,重症度により
骨折リスクが上昇する.今回閉経後女性の橈骨遠位端骨折後の骨密度,骨代謝,脊椎椎体骨折を評
価した.【方法】症例は閉経後女性の橈骨遠位端骨折66例で,内訳は平均年齢70.6歳,全例転倒受
傷で,脆弱性骨折既往は9例であった.受傷後3か月時に骨密度を健側橈骨DXAで測定し,骨粗鬆症
治療薬,ワーファリン投薬例を除く49例で血清ucOC,尿中NTX(Cre補正)を測定した.またX線
(SQ法)で椎体骨折Grade2,Grade3(以下G2,G3)を評価した.統計解析はspearman順位相関,Mann-
WhitneyU検定で行った(P＜0.05で有意差あり).【結果】%YAMは平均69.4で, %YAM＜80を56/66例
に認め,約85%が骨粗鬆症と診断された.ucOC,NTXは正に相関し,各平均7.2,49.6で,34例(69%),15
例(31%)で高値を示した.またG2+G3を24例(36%)に認めたが,臨床椎体骨折は5例のみであった.G2
未満(42例),G2+G3(24例)の群は,平均年齢が各68.5歳,74.1歳,平均％YAMが各72.5,64.0で有意差
を認めた.またG2+G3は,%YAM＜70(38例),70≦%YAM(28例)の群で各50%,17.9%に認め,50-64歳
(15例),65-74歳(29例),75-85歳(22例)の3群で各0%,44.8%,45.5%に認めた.さらにG2+G3は
ucOC＜4.5,4.5≦ucOCの群で各20.7%,32.4%,NTX＜54.3,54.3≦NTXの群で各26.5%,33.3%に認め
た.【考察および結論】自験例では橈骨遠位端骨折後に約85％が骨粗鬆症と診断された.約70％
にucOC高値例を認め,本骨折の背景に骨質異常の関与が示唆された.またG2+G3の形態椎体骨折を
36％に認め,その発生率は%YAM＜70,65歳以上で高かった.ucOC高値,既存椎体骨折は大腿骨近位
部骨折,椎体骨折の独立した危険因子であり,本骨折後の骨粗鬆症の介入は重要である.
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高齢女性橈骨遠位端骨折患者と骨密度の関連性

○青山 広道1, 藤田 浩二2, 二村 昭元2

1JAとりで総合医療センター　整形外科, 2東京医科歯科大学　整形外科

（緒言）橈骨遠位端骨折は最初の脆弱性骨折であることが多く、骨折後の介入が骨折連鎖予防
に重要であるとされる。当院における橈骨遠位端骨折術後患者と骨密度の関連性について調査
を行った。（対象）2011年以降、当院で橈骨遠位端骨折の手術を行った50歳以上の女性106名
（平均年齢70.0歳）のうち、DXA法にて腰椎、大腿骨骨密度が測定されていた48名の年齢分布と
骨密度について検討を行った。（結果）YAM値は腰椎平均80.1%,大腿骨平均81.8%であった。腰
椎、大腿骨共にYAM値70％未満となったのは3名（6.3％）でありどちらか一方が70％未満となっ
たのは11名（22.9％）であった。70歳以下26名（1群）と71歳以上の22名（2群）に分ける
と、YAM値が腰椎、大腿骨とも70％未満であったのは1群で1名（3.8％）、2群で2名（7.7％）で
あり、どちらか一方でも70%未満となったのは1群では５名（23.0%）であり、2群では9名
（40.9％）であった。（考察）ガイドラインの診断基準では、ＹＡＭ値７０％未満を骨粗鬆症
としている。我々の検討ではＹＡＭ値70％未満は22.9％と低値であった。これらの骨粗鬆症診
断基準を満たす患者には薬物治療を開始するが、ＹＡＭ値70％以上の約8割の患者については明
確な治療方針はない。酒井らは、橈骨遠位端骨折患者は運動期不安定症の合併率、転倒リスク
が高いことを指摘している。またビタミンD欠乏がサルコペニア、転倒と相関があることも報告
されている。例えば骨密度が低くなくとも、橈骨遠位端骨折患者にはビタミンDを含めた定期的
な骨粗鬆症検査、運動療法、栄養療法を行うことで、骨折連鎖の予防の一助となると考える。
今後、橈骨遠位端骨折患者を治療する手外科医の骨折連鎖予防に対する役割がより重要になっ
てくると思われる
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橈骨遠位端骨折受傷例の骨粗鬆症治療の現況

○織田 崇, 和田 卓郎, 目良 紳介, 三名木 泰彦
近藤 真章

北海道済生会小樽病院　整形外科

【背景】橈骨遠位端骨折後の骨粗鬆症治療により、その後の二次骨折の発症を予防できる期待
がある．しかし、本邦では橈骨遠位箸受傷後の骨密度検査や治療が適切に行われていないとの
報告がある．本研究では当科における橈骨遠位端骨折受傷例の骨粗鬆症治療の現況を調査し
た．
【方法】2013年8月-15年3月に橈骨遠位端骨折を受傷して受診した173例のうち、50歳未満、観
察期間8週未満、高エネルギー外傷例を除く117例を対象とした．診療録より性別、年齢、観察
期間、骨粗鬆症関連骨折の既往と骨密度検査施行の有無を調査し、医師別の骨密度検査施行率
を算出した．受傷前骨粗鬆症治療の内容、受傷後の骨粗鬆症治療の有無と内容、観察期間中の
新規骨粗鬆症関連骨折の有無を調査した．
【結果】男13例、女104例、平均年齢70.6歳（52-93歳）、平均観察期間は29週であった．骨粗
鬆症関連骨折の既往は、橈骨遠位端17例、大腿骨近位部6例、脊椎椎体7例であった．28例で骨
密度検査が施行されており、うち16例で腰椎または大腿骨近位部の少なくとも一方のYAM値が
80%未満であった．医師別の骨密度検査施行率は0-50%であり、手外科専門医で44%、整形外科専
門医で32%、後期研修医で13%であった．13例が受傷前より薬物治療を受けていた．受傷後に治
療内容が変更された例はなかった．受傷後に治療を開始した14例のうち6例にBPが、3例にD3剤
が、2例にBP＋D3剤が、2例にSERM＋D3剤が、1例にテリパラチドが投与された．治療が施行され
なかった2例が観察期間中に大腿骨近位部骨折と椎体骨折を受傷した．
【結論】橈骨遠位端骨折受傷例での骨密度検査施行率は医師ごとに偏りがあり、骨粗鬆症治療
の割合は低かった．橈骨遠位端骨折後の二次骨折予防を目指すためには、受傷後に系統的に骨
粗鬆症の治療を行う体制を構築する必要がある．
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3段階手関節造影を用いた手関節尺側部痛術前診断の試み

○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】当院では手関節尺側部の術前診断の一環として、局所麻酔薬入りの造影剤を用いた3段
階の手関節造影を実施している。尺側手根伸筋（以下ECU）腱鞘内、遠位橈尺関節（以下
DRUJ）、橈骨手根関節（以下RCJ）の順に局所麻酔入り造影剤を注射し、各部位で得られた除痛
効果と手関節造影後CT所見から尺側部痛の原因を診断し、第6区画の開放、TFCC修復または再
建、尺骨短縮骨切り等の治療を組み合わせて行っている。当院で施行した症例の造影検査結果
と手術所見を供覧する。【方法】対象は徒手検査およびX線画像から外傷性TFCC損傷、尺骨つき
あげ症候群、ECU腱鞘炎、尺骨茎状突起偽関節、LTIL損傷のいずれか、またはその複合損傷と診
断した16手関節である。ECU腱鞘内、DRUJ、RCJの順に注射し、各部位への注射施行毎に疼痛誘
発テストを行った。施行前の疼痛を10とし施行後の痛みをVAS値として患者に評価してもらい、
各段階での除痛効果をみた。また、造影後手関節ＣＴを施行し造影剤の広がりによりTFCC損傷
部位と程度を評価した。【成績】3段階注射によって16例中10例に特徴的な除痛が得られ
た。ECU腱鞘内注射で主に除痛されたのは尺骨茎状突起偽関節症例3例で10がECU注射後は
0.7（平均値）になった。術中偽関節部のECUへのirritationを認めた。DRUJ内注射で主に除痛
されたのは、尺骨小窩での遠位橈尺靭帯の断裂が認められた2例と、つきあげ症候群で穿孔のな
いTFCC近位面損傷4例であり、9.7がDRUJ注射後1に除痛された。RCJ内注射で主に除痛されたの
はLTIL損傷例1例で10が0になった。【結論】3段階手関節造影は部位別に尺側部痛の原因を特定
することが出来、効果的な尺側部痛治療の一助になり得る。
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三角線維軟骨複合体損傷に合併する尺側手根伸筋腱および遠位橈尺
関節のMRI評価

○山藤 滋1, 面川 庄平2, 飯田 昭夫3, 清水 隆昌3

田中 康仁3

1大阪暁明館病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科

3奈良県立医科大学　整形外科

【目的】第58回の本学会で、三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷に尺側手根伸筋（ECU）腱障害お
よび遠位橈尺関節（DRUJ）障害がMRIで高頻度に合併することを報告した。今回、TFCC損傷を有
する患者群と手関節尺側部痛を有さない対照群のMRIを調査し、ECU腱およびDRUJ障害の合併頻
度を比較した。また年齢、罹病期間、ulnar variance（UV）がこれらの合併損傷にいかに関係
するかを調査した。【対象と方法】2006年から2013年までに手術加療を行ったTFCC損傷70例を
患者群とした。対照群は2010年から2013年までに、ガングリオンや手根管症候群などの手関節
尺側部痛以外の理由で手関節MRIを撮影し、患者群と年齢および性別をマッチングさせた70例を
抽出した。MRIのT2強調像でECUとDRUJの障害の有無を判断した。ECU溝での腱周囲の高輝度領域
の幅が1mm以上をECU腱鞘炎と定義した。ECU腱内への裂け目状の高輝度領域を有するものをECU
腱縦断裂とした。DRUJ関節内の高輝度領域の幅が1mm以上をDRUJ関節炎と定義した。【結果】患
者群の41％にDRUJ関節炎、44％にECU腱鞘炎、50％にECU腱縦断裂を認めた。一方、対照群では
13％にDRUJ関節炎、7％にECU腱鞘炎、20％にECU縦断裂を認めた。いずれの障害についても、患
者群が対照群と比較して有意に高頻度であった。患者群のDRUJ関節炎は、有意に年齢が高くUV
が大きかった。【考察および結論】ECUはDRUJの動的安定化に寄与するが、今回の結果からECU
腱障害は健常者と比較してTFCC損傷患者でより高頻度に発生することが明らかになった。TFCC
損傷がDRUJの不安定性を惹起し、ECU腱障害やDRUJ関節炎を引き起こす可能性がある。さらに高
齢者のプラスバリアンスはDRUJ関節炎に関与する。
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TFCC損傷の新関節鏡分類

○中村 俊康1,2, 阿部 耕治1,2, 寺田 信樹3, 別所 祐貴4

西脇 正夫5

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

3藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　整形外科, 4済生会宇都宮病院　整形外科

5川崎市立川崎病院　整形外科

TFCC損傷の分類は橈骨手根関節(RCJ)鏡での分類であるPalmer分類が有名であり，広く用いられ
ている．近年，遠位橈尺関節(DRUJ)鏡の手技確立やPalmer分類に含まれない損傷の報告から
Palmer分類では不十分と考えられる。今回，自験例を検討し，新しい関節鏡分類を試み
た．[方法] 2014年7月から2015年９月までの1年2か月間にTFCC損傷の初回治療を行い，RCJ鏡と
DRUJ鏡を行った211例213手を対象とした．男123，女88，右116，左93，両側2例、手術時の平均
年齢は39.1歳（13-72歳）であった．MRI，関節鏡で診断後にTFCCの確定診断をRCJ鏡、DRUJ鏡で
行った．RCJ鏡では外傷性断裂として1A:  中央部slit，flap，double  flap（bucket
handle），1B: 尺側，1C: 掌側遠位，1D 橈側，1E: 背側，1F: 掌側，1G: 冠状，1H: 水平およ
び変性損傷Class 2はPalmer分類を準拠し分類した。またDRUJ鏡ではClass 3として3A: 近位部
slit損傷，3B: 小窩部部分断裂，3C; 小窩部完全断裂に分類した．[結果] RCJ鏡所見では1A
18，1B 150，1C 1，1D 5，1E 10，1F 2，1G 3，1H 2，2A 9，2B 7，2C 21，2D 11，2E 0（重複
含む）に分類できた．DRUJ鏡所見では3A 0，3B 1，3C 46であった。単独損傷は1B（尺側損傷）
が90と最多で、3C（小窩部完全損傷）が17で2番目に多かった。2か所の複合損傷は65手に認
め。1B+3C（辺縁+小窩完全損傷）が19手と最多であった。3か所の複合損傷は4手で、すべてで
1B損傷が含まれ、3手で小窩部完全損傷が含まれた．[結語] RCJ鏡とDRUJ鏡所見を踏まえた新た
なTFCC損傷分類を行った．単独損傷では1Bが最多で、3C（小窩部完全損傷）が続いた．複合損
傷ではRCJとDRUJにまたがる損傷が多く，TFCC損傷の病態把握にDRUJ鏡は必須であると考えられ
た．
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TFCC損傷の関節鏡所見とMRI所見および関節造影所見の比較

○阿部 耕治, 中村 俊康

国際医療福祉大学　臨床医学研究センター　山王病院　整形外科

【目的】TFCC損傷の関節鏡所見（以下AS所見）と，術前のMRI所見および関節造影所見（以下AG
所見）を比較検討した．
【方法】 TFCC損傷に対して観血的治療を施行した症例で，術前にMRI撮像，関節造影検査
（RCJ，DRUJ）および手関節鏡のすべてを施行した140例140手関節を対象とした．関節鏡は全例
RCJ，DRUJを鏡視した．AS所見を最終診断とし，MRI所見およびAG所見の感度および特異度を求
めた．
【結果】AS所見と＜1＞完全に一致，部分的に一致し，＜2＞さらに過度に所見がある，＜3＞捉
えられていない所見がある，＜4＞不一致の順に，MRI所見＜1＞38例（27％）＜2＞5例
（3％）＜3＞24例（17％）＜4＞73例（52％），AG所見＜1＞68例（48％）＜2＞15例
（10％）＜3＞30例（21％）＜4＞27例（19％）であった．損傷部位別では，1B損傷が
107例，fovea損傷が32例と多く，それらの感度/特異度は，1B損傷に対してMRI所見39％
/93％，AG所見86％/69％，fovea損傷に対してMRI所見81％/46％，AG所見56％/75％であった．
【考察】今までTFCC損傷のRCJおよびDRUJのAS所見とMRI所見およびAG所見を比較した報告はな
い．1B損傷では，MRI所見は特異度が高く，AG所見は感度が高かった．これはMRIでは大きな1B
損傷のみが捉えられている可能性が，AGではprestyloid recessまで1B損傷と見誤っている可能
性が考えられる．一方, fovea損傷では，MRIは感度が高く，AGは特異度が高かった．これは
fovea部に豊富な脂肪が脂肪抑制をかけても高輝度に描出され，false positiveとなると考えら
れた．AGでは小窩部に形成された瘢痕組織のため造影剤が進入せず，false negativeとなって
いると考えられた．今後MRIの性能向上によりAGを施行する意義は低下していくと思われるが，
現時点では両者は補完しあっており，AGの診断的価値は未だ高いと考えられる．
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’Fovea sign’と’DRUJ Ballottement test’を用いたTFCC尺骨小窩断
裂に対する診断と治療

○富田 一誠1, 池田 純2, 川崎 恵吉3, 久保 和俊3

稲垣 克記3

1昭和大学江東豊洲病院　整形外科, 2昭和大学横浜市北部病院　整形外科

3昭和大学　医学部　整形外科学講座

（はじめに）尺側部痛は、隣接部位に様々な病態を有するため、圧痛点だけでは原因を特定で
きないことがあり診断に難渋する。また、TFCC損傷の中でも尺骨小窩断裂は、痛みと動揺性を
有し保存療法が困難であり、手術に至ることが多い。Fovea signは尺骨小窩断裂の診断に有用
なツールの一つである。本研究の目的は、主に、Fovea signとDRUJ Ballottement testを用い
たTFCC尺骨小窩断裂に対する診断と治療成績について調査し報告することである。（対象と方
法）対象は、当科を受診しFovea signとDRUJ Ballottement testを用いてTFCC尺骨小窩断裂と
診断し、保存療法が無効で関節鏡手術をおこなった38例である。男性20例、女性14例、平均年
齢33.4歳であった。Fovea signは、原法に基づき、尺骨小窩の圧痛に健患側差があり、訴える
痛みの場所と質が再現できる場合を陽性とした。DRUJ Ballottementはできるだけリラックスさ
せ、前腕回内位、中間位、回外位で両側検査し、end pointがなく振幅が大きい場合を陽性とし
た。術直前に麻酔下で再度確認した。（結果）全例に尺骨小窩断裂を認め、経尺骨縫合術を施
行した。TFCC周囲組織損傷合併例には経関節包縫合術を行った。月状骨に軟骨変性を認めた3例
に尺骨短縮術を行った。最終観察時のVisual Analog Score(VAS)は12.7、DASHは、9.9と改善し
ていた。動揺性は全例消失していた。（考察）Fovea signは、偽陽性が多いと言われている
が、原法のように、健患側を比較し、訴える痛みの再現性を考慮することが重要である。Fovea
signとDRUJ Ballottement testを組み合わせた診断方法は、多くが保存治療に抵抗し手術治療
が必要になる尺骨小窩断裂の診断に有用な方法のひとつである。
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TFCC尺背側損傷における生体工学的検討

○福岡 昌利1, 中村 俊康2, 西脇 正夫1, 中村 雅也1

松本 守雄1

1慶應義塾大学　整形外科, 2国際医療福祉大学

【目的】
三角線維軟骨複合体（以下TFCC）損傷にはPalmer分類以外に様々な部位に損傷が生じることが
明らかになってきた。TFCC尺背側損傷は尺骨小窩からの切離を伴うと遠位橈尺関節（以下
DRUJ）の不安定性を生じるといわれている。しかし、損傷が生じると疼痛などの症状が出現す
るため、何らかの影響がDRUJに生じていることが予想される。今回、TFCC尺背側損傷について
DRUJへの影響、治療の効果を生体工学的に検討した。
【方法】
上肢未固定屍体6肢を用いた。TFCCが尺骨小窩から切離しているもの、単純X線像においてDRUJ
に変形性変化を認めるものは除外した。上腕骨、尺骨を肘関節90°屈曲位で固定器に固定し、
橈骨手根関節は中間位で中手骨より挿入したK-wireで固定した。尺骨骨幹部遠位部を1 cm切除
し、尺骨頭を反転、TFCCを近位側から観察、処置した。正常、TFCC尺背側損傷、3 mmの尺骨短
縮、縫合糸による修復の4モデルを作成した。TFCC損傷は尺背側の実質部と靭帯部の境界にスリ
ットを入れた。中間位、回内60°、回外60°の3肢位で、掌背側方向の変位を荷重試験器にて加
え、得られた変位―荷重曲線からDRUJのstiffnessを計測した。
【結果】
正常な状態に比べてTFCC尺背側損傷では、どの回内外肢位でも有意（P＜0.05）なstiffnessの
低下を認めた。尺骨短縮、修復術は、損傷時に比べ、いずれの肢位においてもstiffnessの増加
傾向を認めたが、有意な改善が得られなかった。
【考察】
TFCCの尺背側損傷ではDRUJのstiffnessの低下を生じた。TFCCが尺骨小窩から切離していなくと
も、靭帯部と線維軟骨部の断裂があると著明に支持性が低下することが判明した。修復術では
血流があるため組織の回復が期待できるが、尺骨短縮術では支持性の回復は厳しいと考えた。

S463



2-5-7

interference screwを使ったAdams-Berger変法によるTFCC再建

○河野 慎次郎1, 川邊 保隆1, 大村 泰人1, 関口 浩五郎1,2

1埼玉医科大学　整形外科, 2関口病院

【はじめに】三角線維軟骨複合体（TFCC）の尺骨小窩部損傷に対する再建術の報告は散見され
るが、当院ではAdams-Berger法を改変し再建靱帯の固定にinterference screwを使った手技を
行っている。今回その手術成績について検討したので報告する。【対象と方法】症例は5例（男
性2例女性3例）、平均年齢41.6歳（21-56）、受傷から手術までの期間平均17か月（4-96）であ
った。全例術前にMRIのSTIR画像で尺骨小窩部に輝度変化を認めた。手術時には全麻下で全例に
遠位等尺関節（DRUJ）不安定性を認め、DRUJ鏡ないしTFCC尺骨小窩部損傷を確認し、Adams-
Berger法に準じた手術をおこなったが、再建靱帯の固定は尺骨小窩部へのinterference screw
挿入でおこなった。これらの症例の可動域（背屈、掌屈、回外、回内）、握力（健側
比）、DASH score、PRWE scoreについて術前術後の平均を比較した。【結果】術前/術後で背屈
73/75、掌屈62/70、回外87/87、回内72/83、握力（健側比）59.6%/97.1%、DASH score 33.5
/6.0、PRWE score 49.8/10.8とほぼすべての項目において術後で改善がみられた。【考察】当
科のAdams-Berger変法はinterference screwを使用し簡便化を図っているものの掌背側の展開
を要し煩雑ではある。しかしこの術式は橈骨と尺骨を再建靱帯によって直接結びつけることが
可能でありDRUJ不安定性の改善に有用である。
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TFCC損傷に対する再建術の検討

○百瀬 敏充, 北村 陽, 出田 宏和

諏訪赤十字病院　整形外科

【目的】三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷に対し新鮮例では縫合術、遠位橈尺関節（DRUJ）不
安定性の強い陳旧例では再建術を施行してきた。今回我々はTFCC損傷の再建例について検討し
たので報告する。【方法】対象は11例（男性6例、女性5例）、平均年齢46歳であり、術前経過
期間は平均15ヵ月であった。術式はAdams-Berger法6例、EDUの半裁腱を用いた中村法5例（2例
で尺骨短縮術追加）であり、背側よりDRUJを開け、尺骨小窩から尺骨外側に穴を開け、採取し
た腱を通し前腕中間位にてTJスクリュー固定し、TFCC縫合もした。術後は4週間上腕から、さら
に2週間前腕からギプス固定をした。術後観察期間は平均24ヵ月であった。術前後にて尺骨小窩
の圧痛、DRUJの背側不安定性、手関節可動域、握力、Modified Mayo wrist scoreを調べた。術
前はDRUJ造影、MRIでTFCC損傷を診断し、術前後のCTで手関節中間位、回内位、回外位でDRUJ横
断像を撮影した。手関節回内位横断像にて橈骨の橈側面の中点と尺側面の中点を結んだ線の延
長上から尺骨頭背側までの距離を測定し尺骨の背側転位を調べた。【成績】術後尺骨小窩の圧
痛、DRUJの背側不安定性は改善したが、4例で尺側痛が軽度残存した。可動域では手関節掌背屈
は術後変わらず、回外術前88°から術後84°、回内術前82°から術後83°となった。術後2例で
軽度前腕回旋制限が残った。握力は健側比術前67％から85％になりModified Mayo wrist score
は術前65点から術後87点となった。術後CT回内位横断像では尺骨背側転位は軽度改善された。
結論】再建術後不安定性は改善されたが、創部痛や回旋制限が残る例があった。
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橈骨遠位端骨折に合併したTFCC Palmer1B損傷の治療成績

○高崎 実, 古庄 寛子, 畑中 均

九州労災病院　整形外科

【対象と方法】2012年1月から2014年6月までに加療した橈骨遠位端骨折の患者で、TFCC
Palmer1B損傷（小窩部完全断裂を含む）に対して骨接合時に、一期的にTFCCの縫合を行ったの
は16例であった。この16例の治療成績を検討した。臨床成績の評価項目として、可動域、Mayo
Wrist score, DASH score, %Grip, ulnocarpal stress testを評価した。【結果】radiocarpal
鏡視での尺側辺縁部損傷が13例、小窩部の完全断裂が3例であった。尺骨茎状突起骨折は12例に
認めた。尺側辺縁部損傷の13例に関しては全例関節鏡視下でcapsular sutureを行い、小窩部の
完全断裂に対しては中村らの方法で背側から進入して尺骨に縫合した。尺骨茎状突起骨折は、
小窩部完全断裂の2例で骨接合を追加で行った。術後は約3～4週のlong arm splint固定または
sugar tong splint固定を行った。術後最終観察時の可動域は平均で伸展70度、屈曲61度、回内
88度、回外90度であり、良好であった。Mayo Wrist score は平均89点、DASH scoreは平均
5.62点、%Gripは平均85％であった。最終観察時には全例において尺側部痛の訴えはな
く、ulnocarpal stress testも全例で陰性であった。【結論】橈骨遠位端骨折に合併したTFCC
Palmer1B損傷に対して、一期的に縫合を行った症例の成績は、良好であった。特に、青壮年期
の橈骨遠位端骨折に合併したTFCC Palmer1B損傷に対しては、有用と思われた。
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TFCC 実質部外傷性損傷に対する掻爬術の治療成績

○安部 幸雄, 藤井 賢三

済生会下関総合病院　整形外科

【はじめに】TFCCは衝撃緩衝体の機能をもつ実質部と靭帯としての機能を有する周辺部に区分
でき，昨今周辺部損傷，特に尺骨小窩での断裂が注目されている．一方，無神経野とされる実
質部の損傷は疼痛の発生機序はいまだ明らかでなく以前には多くの発表がみられたものの近年
では軽視されている印象にある．今回，疼痛を訴えた実質部外傷性損傷に対し掻爬術のみを行
った症例を検討した．【対象・方法】2004年以降，当科にて該当する手術を行った39例，男
20例，女19例，年齢14歳～74歳，平均42歳を対象とした．4例は橈骨遠位端骨折後の症例であっ
た．TFCC 損傷の分類は独自の分類（Abe Y et al. Hand Surg. 2012; 17: 191-198.）を使用し
た．対象は外傷性断裂で，術前の MRI にて月状骨，三角骨の変性がないものとした．最終評価
は Mayo modified wrist score (MMWS) にて，疼痛の評価は VAS 10 にて行い，経過観察期間
は3～68ヵ月，平均13か月であった．【結果】TFCC断裂形態は裂状断裂22例，弁状断裂8例，尺
骨頭側断裂6例，水平断裂2例，裂状＋水平断裂1例であった．Ulnar variance は-1.5mm～
+3.0mm，平均＋0.47mmであった．MMWSは E: 30例，G: 8例，F: 1例（手根管症候群合併例）で
excellent に至らなかった症例の要因は握力不足であった．VAS 10 は0～3，平均 0.79 であっ
た．【考察】Minami ら（1996）は外傷性TFCC 断裂に対する掻爬術の成績は良好である一方，
尺骨突き上げを伴う変性断裂に対する掻爬術の成績は不良であることを報告した．現在では術
前の MRI 検査により変性所見の有無は鋭敏に認識できる．今回の結果にて独自の分類で外傷性
と判断しulnar variance +3.0mm以下，MRI にて適応を限定した実質部外傷性断裂に対する掻爬
術の成績は比較的良好であった．
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尺骨突き上げ症候群に対する治療法：鏡視下Wafer法

○恵木 丈

大阪労災病院　整形外科

【目的】尺骨突き上げ症候群(UIS)は、荷重が尺骨手根関節へ集中することで手関節尺側部痛な
どの愁訴が発症する病態である。従って尺骨手根関節の除圧を行うのが、その目的に適ってい
る。UISに対する治療法として、鏡視下Wafer法を施行しているので治療成績を報告する。【対
象と方法】対象は手関節尺側部痛を主訴とし、理学的所見並びに単純レントゲン像あるいはMRI
像において月状骨ないし三角骨に骨嚢腫像を認めUISと診断した16例、17関節である。14関節が
特発性、3関節が橈骨骨折後であった。手術時年齢は平均60歳(42-80歳)で、術前UVは平均+3.5
mm (1-7 mm)であった。手術は鏡視下Wafer法をzero varianceを目標に施行し、TFCCのthermal
shrinkageを変性弛緩した遠位橈尺靭帯に対して追加した。Palmer 2BなどTFCC perforationを
認めない症例に対しては、すべての操作を遠位橈尺関節鏡視下に行った。術後経過観察期間は
最低2年で、平均26か月(24-32か月)であった。【成績】Palmer分類は2B:4例, 2C:2例, 2D:4例,
2E:7例であり、2B症例に対しては遠位橈尺関節鏡視下に手術を施行した。術後UVは平均-0.1 ｍ
ｍ (-2-0 mm)であった。Mayo wrist scoreは術前平均72点（55-85点）が術後93点（80-
100点）、Quick DASH scoreは術前平均36点（9-80点）が術後7点（0-36点）と共に有意に改善
した。腱断裂や熱傷など合併症はなかった。【結論】UISに対しては通常尺骨短縮骨切り術が施
行されるが、長大な皮切による美容的問題以外にもプレートの抜釘及び抜釘後の再骨折、遠位
橈尺関節の不適合、骨切部偽関節などが懸念される。本法はそれらに留意する必要がないにも
かかわらず良好な成績が低侵襲に獲得できた。Palmer 2B症例に対しても、遠位橈尺関節に2ポ
ータル設置することでTFCCを開窓することなく鏡視下に手術が遂行できた。
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尺骨短縮術の手術手技　手技点検と臨床成績

○平地 一彦1, 中下 健1, 神川 仁1, 上杉 和弘2

1札幌整形循環器病院, 2市立札幌病院整形外科

【目的】尺骨短縮術をミリ単位で正確に短縮し、確実に固定する手技は意外と難しい．演者は
特別な道具を使わず尺骨短縮術を行ってきた．凍結保存した上肢でその手技をビデオ撮影し、
手技の点検を行った．同じ手技で行った21例の臨床像を検討した．【方法】手術手技のビデオ
撮影：凍結保存した上肢の前腕を用い、3mmの尺骨短縮術を行った．刺激の少ない尺骨掌側に
DCPプレート(６孔)を設置した．プレート遠位に2本、近位に1本の螺子を先に刺入後、短縮量に
応じた平行な骨切り線を決定し、助手が冷却水をかけて、薄刃サジタルソーで骨切りした．先
の3本螺子で骨切り面を圧迫固定し、残りの螺子を入れた．ビデオから手技をあらためて点検し
た．同様の手技で尺骨短縮術を行った2１例の臨床例の年齢・性別・診断名・TFCCの処置・短縮
量・術後尺側部痛・骨癒合を調べた．【結果】手技のビデオでは、適切な短縮・固定が行われ
ていた反面、骨切り時に冷却不足で煙が出る場面があった．骨切り部の圧迫を強めようとする
と尺骨弯曲が生じるリスクがあった．21例の内訳は、年齢：20歳～67歳（平均53歳）、性別：
男10例、女11例であった．診断名は尺骨突き上げ症候群が18例、プラスバリアントの外傷性
TFCC損傷が3例であった．TFCCに対する処置は11例に行い、デブリドマンが9例、縫合が2例であ
った．短縮量は2-6mm(平均3.2mm)であった．術後に全例で尺側部痛は消失した．しかし骨癒合
や疼痛消失まで3ヵ月以上要したものが4例、1例は遷延治癒で再手術を要した．【結論】手技を
ビデオ点検すると冷却不足による骨癒合遷延・尺骨弯曲によるDRUJ不適合（疼痛遷延やOA発
生）のリスクがあった．骨切り時に助手が冷却し、骨切り部の圧迫は適度にとどめ尺骨のアラ
イメントを保つことが望ましい．
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尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術の治療経験

○瀧川 直秀, 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】手関節尺側部痛を伴う尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術は良好な治療成績が報
告されているが、手術手技の難しさや偽関節がしばしば問題となる。著者らは従来から行われ
ている尺骨骨幹部での骨切り法に加え、最近では尺骨遠位での骨切り法を行なっているのでそ
の治療成績を報告する。【対象と方法】尺骨突き上げ症候群に対して尺骨短縮術を行なった13
例（男5例、女8例、平均年齢51.7歳）を対象とした。経過観察期間は平均15か月であった。従
来法としてAO 3.5 LCP、5-6穴（シンセス社、以下LCP）を使用した例が 7例（LCP群）、尺骨の
遠位部でstep cu osteotomyを行い、尺骨フックプレート(HOYA Technosurgical社、以下HP)を
使用した例が 6例（HP群）であった。TFCC縫合術を併用した症例は10例であった。これらに対
して骨癒合、術前後のulnar variance(UV)、手関節尺側部痛の軽減を調査し、臨床成績はMayo
modified wrist scoreを用いた。【結果】HP群に比べLCP群の方が骨癒合に時間を要したが、全
例で骨癒合し,手関節尺側部痛も消失した。経過中に転倒し橈尺骨遠位部骨折を生じ、再手術を
行った症例を認めた。臨床成績は合併症を認めた例を除くと概ね良好であった。UVは術前平均
4.4mm、術後平均-0.7mmであり、骨折合併例以外は、術後全例UVは1mm以内であった。【結論】
尺骨遠位での短縮骨切り術は骨癒合の面では有利であるが、近位での骨切りとLCPプレートを持
いる従来の方法に比べ手技は煩雑である。今後HPに関してはdeviceを含めたシステムの改良が
望まれる。
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自動および他動回内外運動時の遠位橈尺関節のキネマティクス

○西脇 正夫1, 稲葉 尚人1, 寺坂 幸倫1, 堀内 行雄1

キング グラハム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】遠位橈尺関節(DRUJ)のキネマティクスは，主に静止時や他動運動時に評価されてい
る．本研究の目的は，前腕自動回内外運動時と他動回内外運動時のDRUJのキネマティクスの違
いを評価することである.
【対象・方法】新鮮上腕切断9上肢の上腕骨と尺骨を固定台に固定し，コンピューター制御で筋
腱に負荷を加えて前腕自動回内外運動を模倣し，橈骨と尺骨の光学マーカーの3次元的な位置変
化を記録した．次に用手的に他動回内外運動を行い，同様の記録を行った．これらのデータか
ら自動回内・自動回外・他動回内・他動回外運動時のDRUJでの橈骨に対する尺骨の掌背方向の
位置変化を回内50°から回外60°まで10°毎に計算した．計測は三角線維軟骨複合体（TFCC）
正常時および尺骨起始部での切離後に行った.
【結果】TFCC正常時には，自動運動時も他動運動時も，尺骨は回内運動で背側，回外運動で掌
側に移動した．自動運動と他動運動を比較すると，自動運動時は他動運動時より尺骨が平均
1.7mm背側にあった (p＝0.005)．回内と回外の運動方向による尺骨の位置の差はなかった(p＝
0.33)．TFCCを切離しても，他動運動時と自動回内運動時にはDRUJのキネマティクスはTFCC正常
時から変化しなかったが(p＞0.05)，自動回外運動時にはTFCC正常時より尺骨が平均1.1mm背側
に移動した(p＝0.05)．
【考察】本研究の結果，自動運動時と他動運動時のDRUJのキネマティクスは異なることが明ら
かとなった．また，TFCC損傷によるDRUJのキネマティクスの変化は，他動運動時にはみられ
ず，自動回外運動時にのみ認められることが判明した．これらの結果から，DRUJ不安定性の診
断や病態解明では他動運動時や静止時のデータのみでなく，自動運動時のデータを得ることが
有用と考えられた．
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伸筋腱皮下断裂を伴った遠位橈尺関節症のX線及びCT画像学的検討

○宮村 聡1, 難波 二郎2, 轉法輪 光3, 辺見 俊一4

山本 浩司2

1大阪大学　医学部　整形外科, 2市立豊中病院　整形外科, 3JCHO大阪病院　整形外科

4辺見クリニック

【目的】無症候性の遠位橈尺関節症が伸筋腱皮下断裂を初発症状とすることがある。遠位橈尺
関節症における伸筋腱皮下断裂のX線及びCT画像上の危険因子を検討した。【対象と方法】対象
は2009年以降、手術及び保存加療した遠位橈尺関節症における伸筋腱皮下断裂15例で男性9例、
女性6例、平均年齢は79歳であった。内、X線単純正面像は15例、CT画像は6例であった。比較と
して非断裂症例のX線単純正面像は14例、CTは5例であった。術前撮影した手関節X線及びCT画像
を医療画像ソフト (AquariusNet program, TeraRecon社, USA)にて計測した。X線ではulnar
varianceを測定し、尺骨頭の骨棘、scalloping signの有無を確認した。CTではaxial像上で尺
骨頭背側脱臼度を表すsubluxation ratio（通常と2変法による）、carpal supination angle、
第4区画床の狭小と尺骨頭橈側偏位を表すsigmoid notch angleを測定した。断裂群と非断裂群
間で各測定値の比較を統計学的に検討した。【結果】X線上、断裂群は有意にulnar varianceが
高値で、尺骨頭の骨棘、scalloping signを有していた。CTではsubluxation ratio、carpal
supination angleは有意な差はなく、sigmoid notch angleは有意に低値であった。【考察】手
指伸筋腱皮下断裂はRA手関節障害の代表的合併症である。RAでは発症因子としてCT画像的研究
が報告されているが、遠位橈尺関節症の報告はない。今回の結果より伸筋腱断裂症例は背側脱
臼度、手根骨回旋度には無関係であったが、sigmoid notch angleは有意差を確認した。遠位橈
尺関節症での伸筋腱断裂発症メカニズムは第4区画床の狭小と尺骨の関節症性変化の重症度が主
要因ではないかと推測する。今後は症例数の積み上げによる調査が必要である。
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尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮骨切り術後の遠位橈尺関節変
化の検討

○篠原 孝明1, 中村 蓼吾1, 中尾 悦宏1, 建部 将広2

平田 仁2

1中日病院　名古屋手外科センター, 2名古屋大学 手の外科

【目的】尺骨突き上げ症候群（UAS）に対する尺骨短縮骨切り術（US）後に遠位橈尺関節に生じ
ることがある関節症性変化（OAC）につき検討したので報告する。【対象と方法】前腕骨折の既
往のないUASに対してUSを施行し、1年以上経過観察可能であった54例58手（男性25、女性
29例）を対象とした。手術時平均年齢は42（20～73）歳、平均経過観察期間は41ヵ月であっ
た。単純レントゲンで術後OACの有無、発生時期を調査した。また、単純レントゲン正面像での
sigmoid notch（SN）の傾斜（positive, neutral, negative）、MRI軸位像でのSNの形状（Flat
face, Ski-slope, C-type, S-type）、尺骨短縮量、最終評価時の疼痛、手関節可動域、握
力、Mayo Wrist Scoreとの関連を検討した。【結果】術後OACは23手に認めた。骨棘形成を最初
に認めた時期は術後平均6（2～19）ヵ月で、78%は術後6ヵ月以内であった。検討項目の中
で、OACと有意な関連を認めたのはSN傾斜のみであり、OACの有無は術後の臨床成績には関連し
ていなかった。OACあり群のSN傾斜は、positive 74%、 neutral 4%、negative 22%であったの
に対して、 OACなし群はそれぞれ37、29、34%であり、OACあり群はpositive（下端が突出）の
割合が高く、neutral（長軸と並行）が少なかった。【考察】尺骨短縮量やSNの軸位形状はOAC
発生に影響していないと思われた。SN傾斜においては、positive typeは短縮後に遠位橈尺関節
の不適合を生じやすい形態のため、OACが発生しやすい可能性が考えられる。
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Darrach法に伴う手根骨尺側偏位の検討

○山本 大樹, 多田 薫, 菅沼 省吾, 中嶋 宰大
土屋 弘行

金沢大学　整形外科

Darrach法は関節リウマチなどによる尺骨頭周囲の障害に対して行われている術式である。問題
点として術後の長期経過における手根骨の尺側偏位が危惧されているが、その頻度や程度につ
いては多様な報告が存在し、一定の見解が得られていない。そこで当院で過去5年間に同一術者
によってDarrach法を施行された22例25手(男性2例、女性20例、手術時平均年齢70.2歳)につい
て、手根骨の尺側偏位を中心に評価を行った。22例の内訳は、関節リウマチ12例、遠位橈尺関
節の変性を伴った尺骨突き上げ症候群6例、その他4例であった。手根骨の破壊と尺側偏位の指
標としてcarpal height ratio(以下CHR)、ulnocarpal distance ratio(以下UCDR)を術前、術後
最終経過観察時のX線画像から計測し評価を行った。術前後のCHRの差であるδCHRの平均は
0.016(SD=0.038)、UCDRの差であるδUCDRの平均は-0.02(SD＝0.04)であり、X線学的評価として
は良好な経過が得られていた。しかしEhlers-Danlos症候群を合併した１例においてはδUCDRが
-0.14と他の症例と比較し明らかな手根骨の尺側偏位を来たしており、Mayo wrist scoreは75点
(Satisfactory)であった。Darrach法の問題点として、手根骨の尺側偏位や握力の低下が論じら
れることが多い。本報告では手根骨の尺側偏位を中心に検討を行ったが、Ehlers-Danlos症候群
合併例を除き、臨床的に問題となるような尺側偏位は認めなかった。Ehlers-Danlos症候群合併
例においては疾患特異的な軟部組織の脆弱性があり、骨性の支持を失った結果であると考え
る。Darrach法は尺骨頭周囲の障害に対する有効な術式であると考えるが、基礎疾患によっては
適応を慎重に考慮する必要がある。
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伸筋腱皮下断裂を合併した変形性遠位橈尺関節症の治療成績

○長尾 聡哉1, 長岡 正宏1, 豊泉 泰洋1, 冨塚 孔明1

山口 太平2

1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】伸筋腱皮下断裂を合併した変形性遠位橈尺関節症のX線学的特徴・治療法および術
後成績を検討したので報告する。
【対象と方法】当科で経験した伸筋腱皮下断裂を合併した変形性遠位橈尺関節症は9例9手であ
る。性別は男性3例、女性6例、年齢は56～83歳(平均66.3歳)、罹患側は右8例、左1例であっ
た。対象症例について、1)症状および断裂腱、2)X線学的特徴(Ulnar Variant; 以下UV、Radial
Migration; 以下RMおよび尺骨頭の形状)、3)術前超音波検査所見、4)伸筋腱および手関節の手
術法、5)術後成績、6)合併症、を調査した。
【結果】初診時全例で手指伸展障害を訴えていたのに対し、手関節部痛を訴えていたのは1例の
みであった。断裂腱は小指のみ: 2例、環・小指: 6例、中・環・小指: 1例であった。UVは全例
plus variantで1～7mm(平均3.6mm)であり、尺骨頭の背側亜脱臼を全9例、RMを4例、尺骨頭の角
状変形を3例に認めており、角状変形例は全てRMを伴っていた。術前超音波所見では全例で回内
時の尺骨頭背側亜脱臼および断裂腱の遠位断端を確認できた。伸筋腱は全例で隣接指への腱移
行術を行い、手関節に対してはSauve-Kapandji(以下S-K)法を8例、骨棘切除のみを1例に行って
いた。全例で術後手指伸展障害は改善し、疼痛もなく日常生活動作に支障はなかったものの、1
例で手指の軽度拘縮が残存していた。また、術前と比較して手関節可動域が悪化した症例はな
く、S-K法後に回内外制限が残存した症例もなかった。S-K法後の症例は全例X線上骨癒合を確認
できた。
【まとめ】伸筋腱皮下断裂を合併した変形性遠位橈尺関節症に対する腱移行術および手関節形
成手術の術後成績は安定していた。変形性遠位橈尺関節症はリウマチ性手関節炎と異なり示指
伸筋腱断裂に至っておらず、隣接指への腱移行術で対処可能であった。
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遠位橈尺関節の不安定性を伴う尺骨茎状突起偽関節の治療

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科

【目的】遠位橈尺関節が不安定な尺骨茎状突起偽関節症例に対して，直視下に三角線維軟骨複
合体の三角靱帯の縫合を行なったので報告する.【方法】対象は2004年から2014年までに手術
し,術後8か月以上の経過を観察できた9例9手で,男性6例，女性3例，手術時の年齢は14～46歳，
平均29歳であった.受傷から手術までは2～7か月，平均4か月を要していた．尺骨茎状突起の骨
折型は中村分類で先端部3，中央部2，基部水平2，基部斜2であった．尺骨茎状突起基部の偽関
節4手中3手には併せてtension band wiringで骨接合術を行なった．合併損傷は橈骨遠位端骨折
が3手あり,1手に橈骨遠位端矯正骨切り術も併用して行なった．術後の経過観察期間は8か月～2
年5か月，平均1年3か月であった.【結果】最終調査時に疼痛は3手で軽減し，6手で消失してい
た．手関節の回旋可動域は回内が75°～90°，平均83°で，回外は65°～110°，平均86°であ
った．平均で回内が術前から7°，回外が術前から23°改善していた．健側と比較した％握力は
平均で術前の63％から89％へ増加していた.不安定性を認めた症例はなかった．骨接合術をした
3手と行なわなかった先端部偽関節1手の計4手で偽関節部の骨癒合が得られた．中村らの評価法
では優6手，良3手であった．【考察】遠位橈尺関節の不安定性がある尺骨茎状突起の偽関節症
例では，三角線維軟骨複合体の三角靱帯損傷を合併している症例が多い.三角靱帯の縫合と基部
の偽関節の骨接合術を行い，疼痛は軽減か消失し，回旋可動域が改善した．三角靱帯の縫合を
優先して行い,尺骨茎状突起基部の偽関節には併せて偽関節部の骨接合術を追加することで，遠
位橈尺関節の安定が獲得でき，症状の軽減か消失が期待できる．
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プロ野球投手の手指血流の特徴

○砂川 融, 中島 祐子, 四宮 陸雄, 越智 光夫

広島大学病院　整形外科

【目的】野球投手の投球側指血行障害は稀ではあるが，投手生命にかかわる重篤な病態であ
る．自覚症状がないプロ野球投手と健常成人を対象に定量的に指血流を調査し，その特徴を明
らかにすることが本研究の目的である．【対象と方法】プロ野球投手7人と健常成人7人の利き
手側及び非利き手側示指尺側指動脈の血流を高分解能超音波で計測した．計測部位は示指尺側
指動脈のPIP関節直末梢で，指位は指関節軽度屈曲位と過伸展位の2指位とした．超音波検査で
は最大血流速度と血流量，血管抵抗を装置に搭載されているソフトウエアを使用し計測した．
統計学的処理には2因子分散分析を使用し，0.05未満を有意差ありとした．【結果】プロ野球投
手群では2人で利き手側では過伸展位で血流が途絶した．両群ともに両側で軽度屈曲位と比較
し，過伸展位では最大血流速度と血流量が有意に減少し，血管抵抗は有意に増大した．正常群
では利き手，非利き手では有意差を認めなかった．投手群の利き手では軽度屈曲位においても
正常群と比較し，最大血流速度と血流量は有意に低値であり，血管抵抗は有意に高値であっ
た．【結語】投手群では自覚症状がなくても正常人と比較し有意な血流障害が潜在していた．
投球動作では、示指と中指のMP関節とPIP関節は屈曲位でボールを握った状態から、ボールをリ
リースする直前に急激に伸展強制される。本動作を繰り返すことにより指動脈は器質化してい
くものと考える．本研究の結果から自覚症状がなくても野球投手では指動脈の血流障害があ
り，検診と発症予防が最も大切で，血行障害の兆候があれば投球禁止を指導するか，局所的な
病変が明らかとなれば症状が進行する前に手術的加療を行うことが必要かもしれない．

S477



2-5-21

背側不安定性を伴うPIP関節掌側板付着部裂離骨折の手術治療

○浅野 研一1, 山本 美知郎1, 牧野 仁美2, 建部 将広1

平田 仁1

1名古屋大学大学院　医学系研究科　手の外科学, 2東海病院　整形外科

【目的】PIP関節背側脱臼骨折には過伸展損傷と軸圧損傷があり，過伸展損傷では掌側板付着部
の裂離骨折を伴うことが多い．今回掌側板付着部裂離骨折の中で背側不安定性を示した症例に
手術を行い，その治療成績について調べた．【対象】PIP関節脱臼によって生じた掌側板付着部
裂離骨折を対象とした．軸圧損傷と考えられる関節面の陥没を伴う例や掌側骨片の大きさが3分
の1を超える例は除外した．男性5例，女性7例であり，平均年齢は19歳(13～30歳)であった．全
例球技競技によるスポーツ外傷であった．罹患指は小指8例，示指3例，中指1例であった．手術
は観血的整復固定術を9例，経皮的固定術を3例に行った．観察期間は平均4か月であった．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，PIP可動域(屈曲・伸転)，合併症につ
いて調べた．【結果】可動域訓練は平均20日で開始していた．最終観察時に疼痛は1例を除いて
認めず，不安定性は全例なかった．PIP可動域は屈曲平均89°，伸転平均-5°であった．合併症
は1例で亜脱臼を残し，疼痛のため拘縮を生じていた．【考察】PIP関節脱臼を伴う掌側板付着
部裂離骨折はスポーツ選手の受傷が多く，比較的容易に整復できる．しかし十分な治療を行わ
ず競技を継続すると不安定性を残し，慢性的な過伸展変形の原因となる．背側不安定性を伴う
症例に対する手術治療の成績は良好であった．
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術後早期のMRI評
価

○丸山 真博1,2, 高原 政利2, 佐竹 寛史1, 高木 理彰1

1山形大学整形外科, 2泉整形外科病院手肘スポーツ

【目的】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（OCD）に対する骨軟骨柱移植術後早期の骨軟骨柱の生着や
病巣の修復ついては不明な点が多い．本報告の目的は，上腕骨小頭OCDに対する骨軟骨柱移植術
後早期のMRI評価と治療成績について調査することである．
【方法】野球選手で上腕骨小頭OCDに対し骨軟骨柱移植術を施行し，術後3か月と6か月に
MRI（1.5T）を撮像した15例（手術時年齢13-15歳）を対象とした．International Cartilage
Repair Society分類OCD III 4例，IV 11例であった．骨軟骨片を切除後，大腿骨顆部非荷重部
より採取した平均７mm径の骨軟骨柱1-2本を移植した．術後3か月より投球を開始し，術後6か月
より全力投球を許可した．術後観察期間は平均20か月（9-36か月）であった．MRI評価は骨軟骨
柱の生着や病巣の修復について盲目・無作為下に医師2名が行い，相違点は後日相談した．骨軟
骨柱がT1低信号または周囲にT2高信号を認めた場合を未生着，いずれも認めない場合を生着と
定義した．病巣の修復はHenderson score（4点：完全修復，16点：未修復）を用いた．臨床成
績は，肘痛，Timmerman and Andrews （T&A）score，および野球復帰状況を調査し，術前後の
比較にはt検定を用いて分析した．
【結果】骨軟骨柱は術後3か月で11例，6か月で13例（87%）が生着した．病巣は術後3か月で
9例，術後6か月で11例（73%）が完全修復した．平均T&A scoreは，術前141点から術後184点と
有意に改善した（P ＜ .05）．14例（93%）は肘痛なしまたは軽度の痛みでいずれも術後6か月
で完全復帰した．残りの1例は肘痛のため野球に復帰できず，術後8か月に肋骨肋軟骨移植術を
施行した．
【考察】術後6か月では骨軟骨柱は87%が生着し，病巣は73%が修復していた．93%が野球に完全
復帰していたことから，本術式の後療法は妥当と考えられた．

S479



2-5-23

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎における超音波での病変不安定性の評価

○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】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（肘OCD）において病変の不安定性の評価は、保存療法
か手術療法かの選択ならびに術式選択のために重要である。XPやMRIでは、遊離体のある症例
（ICRS分類4）の診断は比較的容易であるが、ICRS分類2と3の鑑別が困難な場合も多い。超音波
を用いて病変の不安定性の評価（ICRS分類2と3の鑑別）を行ったので報告する。【対象と方
法】超音波検査を開始した平成23年10月以降、手術症例は33例で、その内術前に超音波検査を
行ったのは29例であった。29例中ICRS分類4の6例を除いた23例（12.8から16.5歳、平均
14.5歳）を対象とした。術前に後方から上腕骨小頭を超音波長軸像で観察し，軟骨下骨の輪郭
の乱れ、軟骨表面の輪郭の乱れ、軟骨の亀裂、軟骨肥厚、軟骨菲薄化が特徴的な所見として得
られ、各症例でそれぞれの所見の有無を評価した。また14例には前腕を回内外し病変の可動性
を動的に評価した。術中のプロービングで不安定性の有無を判断し、上記の所見陽性を不安定
性ありと診断した場合の、それぞれの所見の感度、特異度を検討した。【結果】術中所見で不
安定性なしは11例、あり（type3）は12例であった。各々の所見の感度、特異度は、軟骨下骨の
輪郭の乱れあり(感度75%,特異度73%)、軟骨表面の輪郭の乱れあり（感度92％、特異度100%）、
軟骨の亀裂あり（感度83%、特異度82%）、軟骨肥厚あり（感度20%、特異度45%）、軟骨菲薄化
あり（感度100%、特異度91%）、動的評価で可動性あり（感度72%、特異度100%）であっ
た。【考察】超音波で病変の不安定性を判断するには、軟骨の輪郭の乱れ、軟骨の菲薄化の有
無を評価すると高い感度、特異度が得られた。動的評価では偽陰性例があり、感度を上げるた
めには肘の屈曲角度や病変へのストレスのかけ方の検討が必要と考えられた。
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上腕骨外側上顆炎に対する直視下手術と鏡視下手術の治療成績の比
較検討

○今田 英明, 渋谷 早俊, 宇治郷 諭, 坂 英樹
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】上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術が近年，注目されているが成績不良例の報
告も散見される．今回，本疾患に対する直視下手術と鏡視下手術の治療成績を比較検討したの
で報告する．
【対象】直視下手術群（以下O群）14例（女性6例、男性8例）と鏡視下手術群（以下S群）7例
(女性5例，男性2例)，計21例を対象とした．手術時年齢はO群49.1（37～67）歳，S群
47.4（40̃55）歳，術後経過観察期間はO群9.1（4～30）か月，S群5.2（4～8）か月であった。O
群においては，まず鏡視にて関節内から短橈側手根伸筋（以下ECRB）を中心とした伸筋群の変
性範囲を確認した後，肘外側に切開を加え，鏡視所見を参考に変性部を関節包を含め切除し
た．S群では伸筋群変性部を前外側ポータルから挿入した器具を用いて可能な限り切除した．途
中で直視下手術に切り替えることはしなかった．両群とも腕橈関節後方の痛みや明らかな伸展
制限を認めない症例に対しては後方滑膜ヒダに対する処置は行わなかった．これらの症例に対
して可動域，VAS score，quick DASHならびに日整会-日肘会 の肘機能スコア（以下JOA-JES
score）の変化を比較した．
【結果】VAS scoreはO群では術前7.4から術後1.3へ， S群では術前7.7から術後3.0へ，JOA-JES
scoreはO群では術前23.4から術後84.1へ，S群では術前26.7から術後68.4へいずれも有意に改善
していたが，JOA-JES score改善度はO群が有意に大きかった．また肘関節伸展の改善度もO群
3.3°，S群-10.9°とO群の方が有意に大きかった．
【考察】当科における上腕骨外側上顆炎に対する手術成績は，現時点では，鏡視下手術と比較
し直視下手術の方が良好であった．
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投球負荷による橈骨頭肥大についての検討

○河村 太介, 船越 忠直, 松井 雄一郎, 亀田 裕亮
岩崎 倫政

北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野

【目的】我々は投球負荷が橈骨頭肥大を生じうるという仮説を立て以下の研究を行った。本研
究の目的は、肘に症状を有さない大学野球選手を対象に1.CT画像による橈骨頭の断面積を計測
しその投球側、非投球側の比を評価すること、2.Computed  tomography
osteoabsorptiometry（以下CTOAM法）により腕橈関節における橈骨頭関節面の軟骨下骨骨密度
をもとにその応力分布を解析すること、3.橈骨頭関節面の応力分と橈骨頭断面積の関連を調査
すること、である。【対象と方法】対象は肘症状を有さない大学野球選手23人、投手
（P群）12人、野手（F群）11人ならびに対照群としてスポーツを行っていない一般大学生
（C群）７人とした。全例男性で平均年齢は21歳であった。両肘関節のCT撮影を施行。橈骨近位
端の骨軸に沿ったMPR像を作成。Axial像で橈骨頭横断面の面積を計測し、各群における投球
側、非投球側の橈骨頭横断面積比を比較した。解析可能であったP群、F群を対象にCTOAM法によ
り腕橈関節面の軟骨下骨高密度領域を調査した。最後にP群、F群間の橈骨頭断面積比と、CTOAM
法で解析した軟骨下骨高密度領域の投球/非投球側比について相関分析を行った。【結果・考
察】橈骨頭断面積比はC群0.99±0.03、P群1.05±0.05、F群0.99±0.04であり、P群でC群、F群
と比較し有意に高値であった。腕橈関節面での高密度領域はP群の投球側で非投球側と比較し有
意に増加していた。一方、F群では左右差を認めなかった。橈骨頭断面積比と軟骨仮骨高密度領
域比に低い相関を認めた。橈骨頭肥大は上腕骨小頭離断性骨軟骨炎や外顆偽関節など腕頭関節
内の病変に伴って生じることが知られているが、本研究から投球負荷によっても反応性に橈骨
頭断面積の増加が生じる可能性が示唆された。
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野球選手における肘内側側副靭帯損傷および靭帯再建術が肘関節応
力分布に与える影響

○門間 太輔1, 船越 忠直1, 古島 弘三2, 遠藤 香織1

岩崎 倫政1

1北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野, 2慶友整形外科病院

【背景】肘内側側副靭帯（MCL）不全は離断性骨軟骨炎（OCD）や肘頭疲労骨折（OSF）の原因と
なることは臨床報告から広く認識され、肘関節内応力が変化していることが推測されている。
近年、MCL損傷に対する靭帯再建術は良好な成績が報告されているが関節内応力がどの程度改善
されているかについては未だ不明である。本研究の目的はCTOAM法を用いMCL再建術を施行され
た投手の術前および術後1年における肘関節応力分布を調査し再建術が関節内応力分布に与える
影響を検討することである。【対象と方法】無症候性健常ボランティア9名（対照群、平均年齢
20歳）、無症候性投手9名（投手群、平均年齢21歳）、MCL再建術前投手9名（MCL術前群、平均
17歳）および同一投手の術後1年9名（MCL術後群、平均18歳）の肘CT画像を用いた。得られた画
像をCTOAM法にて９段階のカラースケールに分け、２次元モデルを作成し肘関節応力分布を解析
し、肘関節面における高密度領域（%HDA）を測定した。上腕骨は4つの領域にわけ橈骨頭、肘頭
それぞれの領域内における%HDAが閉める割合を検討した。【結果】肘関節全ての領域において
対照群と比較し他の3群の%HDAは有意に高値であった。MCL術前群は上腕骨小頭前方および滑車
後方の%HDAが有意に高値であった。さらに肘頭の%HADが有意に高い結果であった。MCL術後群は
全体的に応力が減少し、術後群よりも有意に%HDAが減少していたが、投手群とは有意差が無い
結果であった。【考察】CTOAM法は複雑な投球動作を再現することなく応力解析が可能であり、
肘外反不安定が上腕骨小頭、上腕骨滑車、肘頭の軟骨下骨骨密度を増加させ、OCDやOSFのrisk
factorとなることを示した。一方、MCL再建術後は術前に見られた応力集中の部分が減少してお
り、関節内応力の点からも再建術の有効性が示された。
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舟状骨偽関節100例における部位と不安定性の関係 :舟状骨突起より
近位でもDISI変形を来すのか？

○川崎 恵吉1, 稲垣 克記1, 富田 一誠2, 池田 純3

久保 和俊1

1昭和大学　医学部　整形外科, 2昭和大学江東豊洲病院　整形外科

3昭和大学横浜市北部病院　整形外科

【はじめに】我々はこれまで、100手の舟状骨偽関節に対して血管柄付き骨移植術を行ってきた
が、近位部例の治療成績の調査で、舟状骨突起より近位でも、より遠位に近い群の5手は、術前
のradio-lunate angle(RLA)が近位の群に比べて有意に大きかったことを報告した。今回Lorenz
Boehler外傷病院の舟状骨偽関節の100例を調査し、偽関節の部位と不安定性について調査し
た。
【対象と方法】2000年以降にLorenz Boehler外傷病院を受診した舟状骨偽関節例のうち、受傷
時期の不明なもの、既往に舟状骨手術のあるものを除いた100例の計測を行った。術前の手関節
単純X線やCT画像を用いて、舟状骨の偽関節の部位から以下の5群に分けた。1. D群8手：舟状骨
全長の遠位1/3以遠。2.M群21手：舟状骨突起より遠位で全長の中央1/3。3. PD群39手：突起よ
り近位で、舟状骨長軸上で全長の1/3以上。4.PM群21手：舟状骨長軸上で全長の1/3未満で、PP
群より遠位。5. PP群11手：舟状骨と対向する橈骨関節面の、橈骨茎状突起先端から舟状骨先端
までの距離の1/3未満。さらに受傷から2年以内のE群27手と、それ以降のL群73手に分類した。
これらの症例の単純X線とCTでのRLA、偽関節線の方向等について調査した。
【 結 果 】 E a r l y 群 の 単 純 X 線 で の D : M : P D : P M : P P 群 の R L A は 、 そ れ ぞ れ
29.6:19.3:17.3:10.0:9.4°で、PD群より以遠がその近位に比べて有意に高値であった。Late群
では近位でも高値であった。
【考察】舟状骨中央1/3の骨折のうち、背側舟状月状骨間靱帯が付着する舟状骨突起より近位に
あるB1型は安定型になる、との報告があるが、舟状骨突起より近位の骨折は全て安定型ではな
く、より遠位に近いPD群は、DISI変形を来しやすいことが示唆された。
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舟状骨偽関節におけるSNAC変化の検討

○古町 克郎, 佐藤 光太朗, 武田 三十郎, 村上 賢也
田島 克巳

岩手医科大学　医学部　整形外科

【目的】　舟状骨偽関節の関節症進行、臨床症状の発生メカニズムには不明の点も多い。術式
選択等に役立てる目的で、今回手術例の骨折型と関節症性変化を検討した。
【方法】　対象は受傷後3か月以上経過した舟状骨偽関節の手術例で、術後６か月以上追跡でき
た30例である(罹病期間３か月-35年、14-68歳)。手術法は腸骨移植と骨接合であり、進行例の
橈骨茎状突起切除、舟状骨切除、部分手関節固定、手根近位手根列切除を含む。骨折型やアラ
イメント異常と罹病期間、臨床成績、RubyのSNAC病期の関連を検討した。
【成績】　骨折型はHerbert分類B1 10例、B2 17例、ProsserIIc 1、不明2例である。SNAC
Stage1を呈した4例中B1 2例、B2 2例であった。Stage2以上の8例中B1 6例、B2 2例であっ
た。DISI変形のあった8例すべてstage1以上であった。SNACのない例ではDISI変形は無かっ
た。DISI変形の頻度と骨折型の関連はなかった。B1とDISI変形例でSNACが多い傾向がみられ
た。
【考察と結論】　B1でよりSNACが多くみられた理由として、1)骨片同士のhorizontalな動揺が
より関節症の伸展に寄与する 2)B1は近位骨片が関節内に存在するため関節症を生じやすい
3)B1は背側橈骨手根靭帯が遠位骨片についているため安定しており、当初の症状が軽いため受
診までにSNACが高度となりやすい、などの可能性が挙げられる。Herbert B1は主に安定型であ
るが関節症性変化を生じやすい可能性があると思われた。

S485



2-5-29

舟状骨骨折における年齢による骨癒合期間の検討

○花香 直美1, 佐竹 寛史1, 石垣 大介2, 高原 政利3

高木 理彰1

1山形大学医学部附属病院　整形外科, 2済生会山形済生病院, 3泉整形外科病院

【はじめに】舟状骨骨折は若年男性における受傷が多い骨折である。治療成績について骨折型
別の報告は散見されるが、年齢別の報告は少ない。今回、新鮮舟状骨骨折患者の治療成績を45
歳で分けて検討したので報告する。
【対象と方法】2010年4月から2014年6月までに当科関連8施設を受診し、新鮮舟状骨骨折と診断
された患者のうち外固定期間と骨癒合期間が明確なものを対象とした。45歳以上（A群）と45歳
以下（B群）に分け、保存療法と手術療法の治療成績を後ろ向きに検討した。年齢、性別、骨折
型、外固定期間、および骨癒合期間を調査した。骨折型の分類はFilanとHerbert分類を用い
た。統計はt検定を用いて検討した。
【結果】保存療法は40例で、A群25（男23、女2）例、B群15（男6、女9）例であった。平均年齢
は順に22歳、68歳であった。骨折型はA群がtype A 17 (A1: 3、A2: 14）例、type B 8（B2:
3、B3: 1）例、B群がtype A 14（A1: 5、A2: 9）例、type B1: 1例であった。平均外固定期間
はA群6.2週、B群6.3週、平均骨癒合期間はA群9.3週、B群9.3週で有意差は認めなかった。手術
療法は34例で、A群27（男26、女1）例、B群7（男4、女3）例であった。平均年齢は順に
23歳、51歳であった。骨折型はA群がtype A2: 4例、type B 23（B1: 2、B2: 18、B3: 3）例、B
群がtype B2: 7例であった。外固定期間はA群4.7週、B群4.6週で有意差は認めず、骨癒合期間
はA群10週、B群15週であり有意差を認めた。
【考察】45歳で分けたところ、保存療法では外固定期間と骨癒合期間いずれも有意差は認めな
かった。転位の少ないtype Aが多かったためと考えられた。手術療法ではtype Bが多く、45歳
以上で骨癒合期間が有意に長かった。高齢かつtype Bの場合、遷延治癒や偽関節に留意して経
過をみていく必要があると思われた。
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新鮮舟状骨骨折に対するSlade法とその治療成績

○岡林 諒1,2, 萩原 弘晃2, 佐野 倫生3, 鈴木 重哉4

大石 崇人5

1JA静岡厚生連遠州病院　整形外科, 2浜松赤十字病院, 3静岡市立静岡病院

4藤枝市立総合病院, 5磐田市立総合病院

【目的】新鮮舟状骨骨折に対する手術法として、背側近位刺入スクリュー内固定法が2002年
Sladeらによって報告された。良好な成績が報告されており、浜松医科大学関連病院で新鮮舟状
骨骨折に対しSlade法を施行している施設は多い。今回、新鮮舟状骨骨折に対してSlade法を行
った症例の術後成績について検討した。【対象と方法】2009年4月から2014年3月までに浜松医
科大学関連病院6施設を受診した新鮮舟状骨骨折症例のうち、Slade法で手術した症例77例78手
を検討した。男性65手、女性13手、平均年齢32.6歳であった。骨折型はHerbert分類でA2型
30手、B1型4手、B2型41手、B3型3手であった。検討項目は手術時間、骨癒合までの期間、術後
合併症、最終経過観察時可動域、術後の疼痛である。【結果】74手中73手に骨癒合が得られ
た。4例が経過観察中に脱落した。手術時間は平均27.4分であった。術後合併症としてスクリュ
ー中枢側が橈骨手根関節に干渉し抜釘した症例が3例あった。骨癒合までの平均期間は8.0週、
術後ROMの健側比は、背屈91.4%、掌屈91.8%であった。最終観察時に疼痛が全くない症例は全体
の80.0%であった。【考察】今回の研究で骨癒合率は98.6％と良好な成績であった。Slade法は
関節内よりスクリューを刺入するため、関節内への侵襲により可動域制限が生じることが危惧
されたが、本研究の結果では比較的良好な可動域であった。合併症としてスクリューが中枢に
突出した症例が3例存在した。これは舟状骨の形状が関係していると考えられ、刺入位置や方
向、深さを十分確認して操作を行う必要がある。Slade法は新鮮舟状骨骨折に対し有用な手術法
であると考えた。
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舟状骨遷延治癒・偽関節の遊離骨移植による術後経過―近位骨片の
MRI所見と、遊離骨移植＋骨接合術による癒合率について―

○浦野 秀樹, 中尾 悦宏, 篠原 孝明, 石井 久雄
中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【背景】舟状骨骨折遷延治癒や偽関節の術前MRIにおいて、近位骨片がT1,T2強調像で低信号を
示すことは虚血性所見及び術後経過不良の指標とされる。当院ではMRIで本所見を認めても、近
位骨片の大きさなどX線的特徴から救済可能と判断した場合、遊離自家骨移植及びscrew固定を
主として行っている。今回、MRI所見と術後経過をretrospectiveに確認し検討した。【方法と
対象】対象は、2008～15年の間に舟状骨遷延治癒及び偽関節（受傷時より6週以上経過し癒合傾
向を認めないもの）に対し、当院で遊離自家骨移植及びscrewによる骨接合術を行った症例のう
ち、術前MRIを行い骨癒合まで（非癒合例は1年間以上）経過観察を行った28例とした。MRIの信
号強度の確認は有頭骨と比較して行い、T1、T2共に低信号を呈する群（A群）とそれ以外の群
（B群）の二群に分け年齢、受傷からMRI診断までの期間、手術から骨癒合までの期間をMann-
Whitney U-testで、癒合、非癒合をFisher exact probabilityで比較した。【結果】A群は15例
であり、平均年齢20.7歳、MRI評価までの期間は34.7週、手術から骨癒合までの期間は10.2週で
あった。1例のみ非癒合であった（癒合率93.3％）。B群は13例であり、平均年齢23.1才、MRI評
価まで31.5週、骨癒合まで8.4週であった。本群でも１例非癒合を認めた（癒合率92.3％）。統
計学的検討では全ての項目で有意差を認めなかった。非癒合例は2例とも術前CTで近位骨片が髄
腔内まで硬化を呈していた。【考察・結語】術前MRIで骨片の虚血性所見を示す症例でも、ほと
んどの症例にて骨癒合が得られ、A、B群いずれにおいても同等に高率で骨癒合が獲得できた。
またそれぞれ一例で非癒合を経験したが、MRI所見でその予測は困難で、手術法選択や予後予測
において骨質の多面的な評価が必要であると考えた。
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舟状骨偽関節に対する腸骨移植術おける成績不良因子の検討

○萩原 健, 岩本 卓士, 松村 昇, 越智 健介
佐藤 和毅

慶應義塾大学　医学部　整形外科学教室

【目的】舟状骨偽関節に対する腸骨移植を用いた骨接合術は良好な成績が報告されているが,
文献的に10-20%の癒合不全が存在する. 今回我々は腸骨移植術の骨癒合につき評価し, 成績不
良因子の解析を行った. 【対象と方法】2001年から2014年に舟状骨偽関節に対し腸骨移植術を
行い1年以上観察可能であった52例を対象とした. 手術時年齢は平均27.2歳（12-63）, 女性
7例, 男性45例，経過観察期間は平均21.6ヵ月であった. 受傷原因はスポーツ外傷35例, 交通事
故9例, 転倒6例, 不明2例であった. 手術は全例腸骨移植に加えてAcutrak screwとKirshner
wireによる内固定を行った. 術後1年以内に骨癒合を認めた群を癒合群, 認めなかった群を非癒
合群と分類し, 年齢, 性別, 喫煙, 術前待機期間, Fillan-Herbert分類, 骨折部位, DISI変形
の指標としてscapho-lunate angle, radio-lunate angle, 術前MRIにおける近位骨片の輝度変
化（T1強調画像での低信号）を成績関連因子として抽出し, 骨癒合への関与を検討した．統計
学的解析はカイ２乗検定, マン・ホイットニ検定およびロジスティック回帰分析を行った.
【結果】骨癒合は41例（79%）に得られ, 非骨癒合群は11例（21%）であった. 単変量解析では
術前MRI所見において2群間で有意差を認めた(P＜0.05). 骨癒合の有無を目的変数とし, 喫煙,
術前待機期間, 術前MRI所見を説明変数としたロジスティック回帰分析では術前MRI所見が骨癒
合に関連する因子であった（オッズ比7.95, p＜0.05）. 【結論】舟状骨偽関節に対する腸骨移
植術において, 術前MRIでの近位骨片のT1強調画像低信号の所見が術後の骨癒合に影響すると考
えられた.
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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

○高山 拓人1, 工藤 文孝2

1笛吹中央病院整形外科, 2東大和病院整形外科

【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、経験した本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13例で男性10例、女性3例、平均年齢は
48.8歳であった。経過は保存治療後が11例、他院術後が2例であった。受傷から手術までは平均
21.9ヶ月、経過観察期間は平均15.1ヶ月であった。骨折型はFilan-Herbert分類のD1が1例、D2
が5例、D3が5例、D4が2例で部位は腰部7例、近位部6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、ダブルスレッドスクリューで固定した。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11例で得られ、癒合期間は平均9.8週間であった。術後合併症
は橈骨神経浅枝の刺激症状等があり、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  5例、good  8例であっ
た。【考察】Zaidemberg法では比較的大きなサイズの移植骨の採取が可能であるが、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
用なども検討を要すると考えられた。
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舟状骨骨折偽関節、骨壊死に対する血管柄つき骨移植術の治療成績

○名倉 奈々, 渡 泰士, 富田 善雅

佐々木研究所附属　杏雲堂病院　整形外科

【目的】2010年から当科で舟状骨骨折76例のうち偽関節、近位1/3骨折、近位骨片の骨壊死を認
める舟状骨骨折に対し血管柄付き骨移植術を行った14例の臨床成績を検討した。【方法】14症
例は、性別、手術時の年齢、受傷から手術までの期間、術後MRIで近位骨片の骨壊死（T1、T2と
もにlow intensity）の有無、癒合率、癒合までの期間、最終診察時の可動域、握力の健側
比、Cooney scoreについて検討した。手術はZaidemberg法に従って1-2 ICSRAを血管柄とした骨
弁を使用し、骨接合を13例はスクリューで、1例はCワイヤーで行った。【成績】14症例中、男
性11例、女性3例、平均年齢は29.1歳、手術までの平均期間は22ヶ月であった。術前のMRIで近
位骨片の骨壊死を認めたのは5例であった。骨癒合が得られたのは12例であり、癒合率は
85.7%、癒合までの平均期間は4.8ヶ月であった。最終診察時の平均可動域は背屈71.8°、掌屈
57.5°、握力の健側比は94.5％、Cooney scoreは平均97.8 pointsであった。骨癒合が得られな
かった2例については、1例は高齢の女性であり、もう1例は癒合前にスポーツを再開していた症
例であった。【結論】Zaidemberg法による血管柄付き骨移植術の臨床成績は、骨癒合率は27～
100%であり、その成績不良因子にはhumpback deformity、喫煙、高齢、女性、近位の骨壊
死、non-screw固定が報告されている。今回、高齢女性や術後固定期間の問題で成績不良例が認
められたものの、その他ではおおむね良好な治療成績が得られ、舟状骨骨折後の偽関節や骨壊
死、近位1/3骨折の治療方法として本法は有効な術式と考えられる。
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手根管開放術が手根骨配列に与える影響 -4D-CTを用いた動的解析-

○木村 洋朗, 佐藤 和毅, 越智 健介, 岩本 卓士
松村 昇

慶應義塾大学　整形外科

【はじめに】手根管症候群に対して直視下あるいは鏡視下に横手根靭帯を切離する手根管開放
術は、同疾患に対する標準的な治療法として良好な臨床成績を挙げている。一方で、手根管開
放術後にpillar painなど手掌部に疼痛を訴える例をしばしば認める。横手根靭帯を切離するこ
とで手根骨が不安定になり、pillar painの原因になるとする報告も散見される。今回、われわ
れは4D-CTを用いて手根管開放術後における手根骨の動的解析を行った。【対象】手根管症候群
に対して当院で片側の手根管開放術を施行した3例で、術後に手根骨の4D-CT撮影を行い、舟状
骨結節-豆状骨間および大菱形骨-有鉤骨鉤間の距離を経時的に計測した。両側を同時に撮影
し、健側(非手根管開放側)との比較を行った。【結果】手根管開放術を施行した側では、手関
節背屈時に舟状骨結節-豆状骨間距離が平均21.7%開大した。一方で、手指の運動時や手関節掌
屈時には舟状骨結節-豆状骨間の開大は認めなかった。【考察】手根管開放術後の手根骨動態に
関して、4D-CTを用いた詳細な報告はない。今回、4D-CTにより手指・手関節運動時の手根骨配
列の微細な変化を捉えることが可能であった。横手根靱帯切離後、手関節背屈時に舟状骨結節-
豆状骨間の開大することは、手根配列の不安定性が増大を示唆するものと考えられた。手をつ
くなど、手関節背屈動作などによりpillar painが増大するなどの臨床症状との関連性について
の検討が今後の課題と考える。
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動的舟状骨月状骨間靱帯損傷に対するshrinkageの治療成績

○藤尾 圭司, 片山 幹, 丸尾 陽平, 橋村 卓実

医学研究所関西電力病院　脊椎外科　手外科　整形外科

（はじめに）舟状骨月状骨(以下SL) 間がXP上あるいは機能XPで開大していたりMRIで明らかに
T2 highであればSL損傷が診断される。しかし画像に現れなくても頑固に手関節背屈時の痛み、
最大握力位での痛みを訴えScaphoid shift testが陽性に出る患者さんがおられる。我々はそう
いった患者さんに鏡視下にshrinkageを行い比較的良好な成績を得たので報告する。（方法と結
果）手関節背側部痛並びに手関節背屈時の痛み、握力位の痛みを訴えScaphoid shift testで陽
性の患者さんを手術の対象とした。今回検討した患者数は17例で男性6例、女性11例。年齢は14
歳から54歳、平均37.5歳であった。全例に手関節鏡3-4ポータルから鏡を刺入、4-5ポータルか
らSL近位をプロービング、また中央手関節から弛みの程度をGeissler分類で評価した上で橈骨
手根関節側から近位のSL及び中央手関節からRSC靱帯をshrinkageした。　それらについて術中
Geissler分類(以下 G)でどれくらい弛みが改善したか、術後の疼痛（VAS）、握力が対側比でど
れくらい改善したかを検討した。握力は術前41％が95％に改善。術中G2がG1に改善したものが
10例、G3がG2に改善したものが7例であった。VASは平均75から15に改善した。17歳の高校野球
選手で再発したが、大学野球時に再shrinkageを希望され完治した。(考察)文献的にもSL損傷に
対するshrinkageの報告は少なからずあり、完全断裂では成績不良だが部分断裂は有効との報告
が多い。今回我々は画像ではとらえきれないGeissler2度の動的なSL損傷に対してshrinkageを
行い良好な成績を得たので報告する。
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手根不安定症に対する背側手根骨間靭帯（dorsal intercarpal ligament)
を用いた関節包固定術の治療成績

○松井 雄一郎1, 船越 忠直1, 河村 太介1, 本宮 真2

岩崎 倫政1

1北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野　, 2帯広厚生病院

【目的】手根不安定症に対する手術治療として、靭帯修復術、靭帯再建術、関節包固定術など
が挙げられる。我々は、第55回本学会にて、月状骨脱臼及び月状骨周囲脱臼に伴う手根不安定
症に対し、Blatt法による背側関節包固定術を併用した靭帯修復術の治療成績を報告した。しか
しこの術式は、術後手関節可動域制限が残存することも多いため、最近当科ではSzaboらが報告
した背側手根骨間靭帯 (DICL)を用いた関節包固定術を行っており、その治療成績を報告する。
【対象】対象は手根不安定症に対し、DICLを用いた関節包固定術を施行し、最低1年以上の経過
観察が可能だった5例5手である。手術時平均年齢は、34 (21～47)歳で、平均経過観察期間は40
(12～56)か月、全例男性であった。受傷から手術までの期間は、2週が1手、2か月が1手、4か月
が1手、8か月が1手、12か月以上が1手であった。手術は、舟状月状骨（SL）間靭帯の修復術と
DICLを用いた関節包固定術を行った。手術前後の手関節痛、手関節可動域、握力、Mayo Wrist
Score (MWS）、DASH、単純X線で手根骨の配列 (SL距離、SL角)について評価した。
【結果】手関節痛は術後全例で改善した。手関節伸展/屈曲は術前平均74°/71°、術後平均
78°/67°と可動域は保たれ、握力は術前が平均30kg、術後は38kgと改善傾向を認めた。MWSは
術前平均61点が術後平均86点、DASHは術前平均21点が術後平均3点と有意に改善し、臨床成績は
良好だった。単純X線でSL距離の開大は認めず、SL角は術前平均79°から術後平均56°と改善を
認めた。
【考察】手根不安定症に対し、SL間靭帯の修復術とDICLを用いた関節包固定術の併用手術は有
効であると考えられた。受傷から長時間経過した症例でも積極的に本術式を選択できると考え
られた。
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掌側背側の同時進入で靱帯修復術を施行した月状骨周囲脱臼の7例

○松木 正史1, 奥田 良樹1, 日下部 虎夫1, 藤原 浩芳2

久保 俊一2

1京都第二赤十字病院　整形外科

2京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）

【目的】月状骨周囲脱臼は高エネルギー外傷であり手根靱帯の損傷を合併している.  術後の手
根不安定症や関節症変化の招来を回避するために靱帯の修復を行うことが必要と考えられる.
今回われわれは可及的早期に掌背側同時進入にて観血的脱臼整復術および靭帯修復術を行った
月状骨周囲脱臼7例を経験したので報告する.【対象および方法】2012年1月から2015年6月まで
に当院で手術を施行した7例8手を対象とした. 性別は女性1例1手, 男性6例7手, 受傷時年齢平
均35.1歳（20～50歳）で, 手術待機期間は平均6.7日, 経過観察期間は平均11.9ヵ月であった.
受傷原因は, 高所からの転落3例4手, バイク転倒事故1手, スポーツ転倒外傷3手でGreen &
O'Brien分類では１型１手, 2型2手, 4-A型3手, 4-C型2手であった. 手術は掌側および背側を展
開し, 骨折例では骨接合後に損傷した靱帯（SL,LT,RSL,RSC ligament等）をsuture anchorを用
いて修復した. 整復位にてpinningを行い, さらに約5週間の外固定追加し平均8.5週間で抜釘し
た. 臨床成績はmayo modified wrist scoreで評価した.【結果】術後せん妄を生じた舟状骨骨
折１例以外は全例骨癒合し, 月状骨壊死は認めなかった．臨床評価はexcellent 2手, good
5手, fair 1手, 平均健側比で可動域は掌屈67%, 背屈75%, 握力は63%であった. 全例現職に復
職可能であった.【考察】月状骨周囲脱臼の早期治療は外固定, 手根骨間経皮pinning, 観血的
整復術, 靱帯修復術などが行われるが統一見解は得られていない. 当症例では経過中に明らか
な不安定性を認めず可動域も保たれていた．受傷後早期では損傷靭帯の確認も容易で修復も可
能なことが多いので可及的に脱臼整復とともに靭帯修復を行うことが術後成績に強く関与する
と考えられた．
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豆状骨亜脱臼は橈骨遠位端骨折の術後治療成績に影響を及ぼすか？

○杉山 陽一1,2, 小畑 宏介2, 木下 真由子1, 内藤 聖人1

金子 和夫1

1順天堂大学　医学部附属　順天堂医院　整形外科

2順天堂大学　医学部附属　静岡病院　整形外科

[はじめに]橈骨遠位端骨折（DRF）に合併する豆状骨亜脱臼は見逃されやすく、その治療方針に
は統一した見解がない。今回我々はこれまでの手術加療を行った橈骨遠位端骨折について、後
ろ向きに豆状骨亜脱臼の有無を調査し、短期治療成績を非亜脱臼例と比較検討したので報告す
る。
[対象と方法]2012年9月から2015年6月までに当院で手術加療（全例掌側ロッキングプレート固
定）を行ったDRF  173例のうち、術後3ヶ月時点での評価が行われている134例
（男：53例、女：81例、平均年齢 63.5歳）が対象である。術前CTの冠状断、矢状断で豆状三角
関節を観察し、豆状骨亜脱臼の有無を調査した。さらに、術後3ヶ月での豆状骨亜脱臼例と非亜
脱臼例との臨床成績について比較検討を行った。
 [結果]豆状骨亜脱臼を認めた症例は23.1%（31例、男：15例、女：16例、平均年齢 60.7歳）で
あった。術後3ヶ月の時点でMayo scoreは亜脱臼例でexcellentが26例、goodが5例であり、非亜
脱臼例ではexcellentが75例、goodが24例、fairが4例であった。健側比握力、VASそしてQ-DASH
scoreはそれぞれ亜脱臼例で平均64.6%、1.8、16.7、非亜脱臼例で平均64.1%、1.7、17.1と有意
な差は認めなかった。
[考察]本研究の結果からDRFの23.1%に豆状骨亜脱臼が併発しており、決して稀な病態とは言い
難いことが示唆された。しかし、この病態に対する対処はというと、現時点では積極的な治療
がなされておらず、放置例も多く存在する。本研究の症例群も手術時点で豆状骨亜脱臼の診断
がついていた例はなかった。これらのことから、豆状骨亜脱臼はDRFの短期治療成績に影響がな
いことが示唆されたが、長期成績に及ぼす影響の可能性が考えられ、今後注目していきたい。
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有鉤骨骨折を伴う尺側CM関節脱臼骨折に対する観血的整復固定術

○長谷川 和重, 宮坂 芳典

仙塩利府病院整形外科

【目的】観血的治療を行った有鉤骨骨折を伴う尺側CM関節脱臼骨折の治療成績と臨床上の問題
点を明らかにすること。【対象と方法】2006～2015年に演者が手術を行った10例を対象とし
た。全例男性、右8例、左2例、平均年齢28歳（21̃42）、経過観察期間は平均4.9ヵ月（3̃12）
であった。受傷機転は殴打が7例、転倒3例、受傷から手術までの期間は平均14日（1̃28）であ
った。全例にミニプレートと鋼線を用いた観血的整復固定を行った。術後はギプス固定6週と
し、その間、CM関節整復位保持の鋼線は4週で抜去した。骨折型（田崎の分類）、脱臼部位と中
手骨基部骨折の部位、手術の追加手技、臨床成績（Mayo wrist score）、手術までの遅延の原
因、について検討した。【結果】骨折型は、Type2a: 2例、Type2b:4例Type3:4例であった。脱
臼部位は第45CMが6例、第4CMのみ1例、第5CMのみ2例、第345CM1例であった。手術追加手技は7
例で有鉤骨粉砕部に骨移植を要し、粉砕が高度の1例に1期的に第4CM関節固定術を行った。臨床
成績は平均85点（70̃90）でexcellent5例、 good3例、Fair1例であった。演者の病院受診まで
に10日以上を要した例は7例で、すべて整形外科医が初診であったが、見逃されていた例が
4例、未整復のままシーネのみの保存治療が3例であった。【考察】手術まで遅延した例が多か
ったが、有鉤骨背側縁の粉砕には、プレートと骨移植でほとんど対応可能であった。中手骨基
部骨折の掌側骨片は小さいものがほとんどで、固定を行わなくても、CM関節が整復位に保持さ
れれば臨床的な問題は生じなかった。整形外科医が初診であったにもかかわらず、見逃しや初
期治療の不適切な例が多かった。本外傷の更なる啓蒙が必要である。
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肘部管周囲における尺骨神経分枝の解剖学的検討

○木内 均1, 國吉 一樹1, 上野 啓介1, 松浦 佑介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】尺骨神経皮下前方移所術を安全に行うために分枝の解剖学的特徴を明らかにするこ
と。
【方法】新鮮凍結屍体15体30 肢を対象とし尺骨神経皮下前方移所術を施行。尺骨神経の分枝で
ある関節枝、尺側手根屈筋(FCU)、深指屈筋（FDP）の筋枝を同定し、各分枝の数、分岐位置、
分岐部から関節・筋進入部までの長さ、筋枝の筋内剥離可能長、神経幅を測定した。さらに前
方移所に伴って要した分枝の処置を記録した。
【結果】関節枝は存在しないものと１本存在するものを認めた。筋枝においては、FCU枝は１
本、２本、３本の存在するものを認め、FDP枝は全ての検体で１本のみであった。各分枝の分岐
位置の平均は、関節枝は内側上顆の近位4mm、FCU枝は内側上顆の遠位26mm、FDP枝は37mmであっ
た。分枝長の平均は関節枝が22mm、FCU枝が20mm、FDP枝が23mmであり、筋枝の筋内剥離可能長
の平均はFCU枝が32mm、FDP枝が35mmであった。 神経幅の平均は、関節枝が0.6mm、FCU枝が
1.0mm、FDP枝が1.5mmであった。前方移所に伴い3肢で関節枝の切離を要したが、筋枝は切離等
の処置を要さなかった。
【結論】尺骨神経分枝の分岐位置や神経幅などの解剖学的特徴の把握することは、安全に尺骨
神経前方移所術を行う上で有用と考えられた。
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2-6-2

肘部管症候群患者における尺骨神経伸長度　―病態との関連―

○越智 健介1, 堀内 行雄2, 堀内 孝一3, 岩本 卓士1

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）東京医療センター　整形外科

【目的】肘部管症候群(CubTS)の病態はいまだに不明である。われわれはこれまでに、CubTSの
症状誘発や疾患重症度は肘部管内圧単独では説明できないこと、患者の尺骨神経伸長度は新鮮
屍体に比して著しく高いが神経剥離術単独で同等以下になることを明らかにしてきた。今回わ
れわれは、CubTS患者の病態と神経剥離前の尺骨神経伸長度との相関関係を検討した。
【方法】神経剥離術を施行したCubTS患者のうち、腫瘍性病変合併例を除いた18例18肘
（男9例、女9例；平均50歳）を対象とした。内側上顆後方の尺骨神経上膜に2か所マーキングを
おき、肘最大伸展位/屈曲位におけるマーキング間隔の変化率を肘最大屈曲時の神経伸長度とし
た。病態に応じて全体を4群（上腕遠位要因群：上腕三頭筋内側頭圧迫やStruthers'腱弓による
圧迫合併、肘部管要因群：変形性関節症や外傷後の癒着主体、特発性群、弛緩群：尺骨神経亜
脱臼や内反肘）に分け、病態と神経伸長度の相関関連をヨンヒクール傾向検定にて検定した。
【結果】各群（上腕遠位要因群：4例、肘部管要因群：6例、特発性群：4例、弛緩群：4例）に
おける結果の平均はそれぞれ年齢（41, 48, 55, 57）歳、5秒肘屈曲テスト陽性率（25, 50,
75, 0）%、5秒肩内旋肘屈曲テスト陽性率（100, 67, 100, 100）%、尺骨神経伸長率（34, 18,
16, 7）%であり、各群と神経伸長率には有意な傾向がみられた（p＜0.001）。
【考察】　今回の検討から、高い神経伸長度と関連するのは上腕遠位に障害要因がある症例で
あることが示唆された。CubTSの病態の少なくとも一部は、尺骨神経伸長度によって説明できる
可能性がある。
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2-6-3

肘部管症候群患者における尺骨神経運動神経伝導速度の術後回復の
傾向：線形混合効果モデルを使用して

○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) 患者における尺骨神経機能の術後回復過程については不明
な点が多い．今回，小指外転筋から導出した尺骨神経運動神経伝導速度 (MCV) の術後回復の傾
向を調査した．
【対象と方法】当院にて手術を施行したCubTS患者63肘のうち，術前に肘部管をはさんだMCVが
導出不能であった11肘を除外した52肘を用いた．術前重症度はMcGowan分類Grade II，IIIとも
に 26肘で，平均年齢は66.6歳であった．術前，術後1，3，6および12か月経過時にMCVを測定し
た．追跡できた症例は，術後1か月より各経過時別に46，47，47および49肘であった．MCVの術
後回復の傾向を線形混合効果モデルにて評価した．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，性別および術前重症度を調整した．また各経過時別にMCVと握力，
サイドピンチ，手内筋 (第一背側骨間筋，第三掌側骨間筋，小指外転筋) の徒手筋力検査値
(MMT)，患側中指の自動外転距離である江川徴候 (mm)，VASによるしびれの程度およびDASHとの
相関関係を調べた．いずれの解析も危険率1%未満を有意差ありとした．
【結果】MCVの推定周辺平均値は，術前37.4 m/s，術後1か月45.5 m/s，3か月47.3 m/s，6か月
47.0 m/sおよび12か月50.4 m/sであり，術後1か月で有意な改善が認められた．すべての経過時
において，MCVと3つの手内筋のMMT値および江川徴候が有意に相関していた (r=0.38～0.61)．
【結論】運動麻痺が比較的重度でも術前にMCVが導出可能であれば，MCVは術後早期に改善す
る．術後12か月以内の特定時期におけるMCVは同時期の尺骨神経支配筋の機能と関連するが，握
力やピンチ力，しびれの程度およびQOLとは関連しないことが示唆された．
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2-6-4

肘部管症候群における尺骨神経超音波像と神経伝導速度検査との関
係

○山縣 大樹1, 橋本 貴弘2, 富永 康弘2, 齊鹿 稔1

田口 敏彦2

1島根県立中央病院, 2山口大学医学部附属病院

【背景】肘部管症候群において術前に神経障害部位および重症度を推定することは術式選択や
予後予測の一助となりえ、その中で神経伝導速度検査は重要な役割を果たしている。一方で超
音波検査は外来で簡便に施行できる非侵襲的な検査であり、神経伝導速度検査と同様に障害部
位や重症度の推定において有用である可能性がある。【目的】本研究の目的は、超音波検査の
所見を神経伝導速度検査の所見と比較してその有用性を調査することとした。【対象】神経伝
導速度検査にて肘部管症候群と診断された19手で、男性14手、女性5手であった。検査時平均年
齢は54.4歳(17～86歳)で、平均罹病期間は10.8ヶ月(1～36ヶ月)であった。赤堀の病期分類は1
期が1手、3期が14手、4期が2手、5期が2手であった。【方法】神経伝導速度検査として運動お
よび感覚神経伝導速度の測定、および運動性インチング法を行った。インチング法は上腕骨内
側上顆部を0点とし、中枢・末梢それぞれに2cmおよび4cmの5点を測定部位とした。超音波検査
はインチング法を行った5点における尺骨神経の横断像を描出し、各部位での尺骨神経の断面積
と画像パターン(瀬戸の分類)を評価した。対応する区間の伝導時間と比較し、その関係につい
て検討した。また、病期との関係についても検討した。【結果】伝導時間と尺骨神経の断面積
との間に相関は見られなかったが、尺骨神経の画像パターンとの間には相関が見られた。ま
た、尺骨神経の画像パターンは病期とも相関が見られた。【考察】尺骨神経の超音波検査は、
横断面の画像パターンを観察することで、神経伝導速度検査と同様に障害部位の推定に有用で
あり、また重症度の診断にも有用であることが示唆された。
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2-6-5

肘部管症候群における尺骨神経の動的環境変化は神経内の微小血行
動態に影響を与える

○松井 雄一郎1, 船越 忠直1, 堀江 達則2, 西田 睦2

岩崎 倫政1

1北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野

2北海道大学病院　診療支援部超音波センター

【目的】肘屈曲角度の増加に伴う、肘部管内圧の上昇や尺骨神経の伸張が指摘されている。こ
のことから、肘部管症候群の主な病態は尺骨神経の動的環境変化によると考えられており、微
小血行動態に影響を与えることも示唆される。本研究の目的は、健常者と肘部管症候群患者に
おいて、肘屈曲角度による尺骨神経内の微小血行動態の変化を比較検討することである。
【方法】健常群7肘、患者群7肘の2群を対象とした。肘部管症候群の診断基準は、尺骨神経領域
の知覚異常、Tinel徴候や肘関節屈曲テスト (elbow flexion test)の陽性、肘部での尺骨神経
の神経伝達速度の低下を満たすものとした。尺骨神経内部で、肘部管の絞扼部とその近位部の
それぞれに関心領域 (region of interest :ROI)を設定する。各ROIに対し、超音波造影剤ソナ
ゾイド0.015ml/kgの静脈内投与後70秒間のROIの時間輝度曲線 (time intensity curve :TIC)を
計測する。そのTICでできる範囲 (area under the curve :AUC)を血流量と定義して解析した。
【結果】健常群の場合、絞扼部と近位部のAUCを肘関節屈曲20°と110°で測定したところ、屈
曲角度の増加に伴う明らかな変化は認められなかった。一方、患者群の場合、屈曲角度の増加
に伴い、近位部のAUCが有意に減少した。
【考察】患者群は健常群と比較し、肘関節屈曲角度の増加に伴い、近位部の尺骨神経内血流が
減少した。これは臨床上のelbow flexion testを再現していると考えられ、患者群において、
主に尺骨神経の伸長に伴う血流低下により症状悪化を来たすことを示唆している。尺骨神経の
微小血行動態の定量評価は、肘部管症候群の診断ツールとなる可能性があると考えられる。
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2-6-6

尺骨神経移行操作に伴う神経内血行―　血管解剖および組織血流計
測より　―

○田中 英城

新潟県立吉田病院　整形外科

【目的】尺骨神経移行操作に伴う神経内血行について栄養血管の形態と組織血流計測結果から
検討したので報告する。【対象・方法】対象は過去8年間に手内筋萎縮を伴う重度肘部管症候群
に対して尺骨神経筋層下前方移動術を施行した17例（男10、女7）、年齢は24から79歳（平均
65歳）の18肘であった。手術は腕神経叢ブロック下に、顕微鏡下にsuperiorおよびinferior
ulnar collateral vessel (SUCV, IUCV)、posterior ulnar recurrent vessel（PURV）を温存
するように神経を挙上した。組織血流はレーザードップラー流量計（オメガフロー）、接触用
DS  typeのプローブを用いて計測した。測定部位は尺骨神経の上腕骨内上顆から遠位
4cm（D4）、遠位2cm（D2）、上腕骨内上顆レベル（E）、内上顆の近位2cm（P2）、近位
4cm（P4）、近位6cm（P6）の6個所で行った。【結果】SUCVは全例で存在したが、IUCVは
17％、PURVは6%で欠損していた。栄養血管を温存し神経移行直前の各部位の血流量は
D4：13.7+/-28.0、D2：16.8+/- 24.8、E：18.3+/- 11.9、P2：24.9+/- 29.8、P4：13.1+/-
9.6、P6：9.3+/- 8.0 (平均 +/- SD　ml/min/100g)であった。IUCVを一時的にクランプすると
12神経中11神経でP2への血行は2.3～92.7（平均 23.4）ml/min/100g低下した。【考察】IUCVが
存在する例ではその血管径は比較的太く、神経絞扼部への主要栄養血管である。PURVの温存は
技術的に難しいが、母床ごと挙上する操作が必要である。一方、SUCVの温存操作はしやすいも
のの神経内血行への寄与すること3血管中最少である。【まとめ】尺骨神経挙上に伴う神経虚血
の防止にはIUCVを温存する事が重要であることを解剖学的および定量的に証明した。
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スポーツ種目による尺骨神経障害の頻度

○長沼 靖1, 佐竹 寛史1, 花香 直美1, 高木 理彰1

石垣 大介2

1山形大学　整形外科, 2山形済生病院　整形外科

【目的】若年成人における尺骨神経障害のスポーツ活動の違いによる特徴について調査するこ
と. 【対象と方法】495名989手, 平均年齢は24歳 (21-38歳), 男性354名, 女性141名を調査し,
スポーツ活動を確認できた例を対象とした. 調査項目は利き手の左右, 手肘の自覚症状の有無,
および母指内転筋 (AddP) と小指深指屈筋 (FDP) の徒手筋力検査 (MMT)とした.  AddP または
FDP の低下を尺骨神経障害の指標とし, さらに手肘の症状も有する例を症候性尺骨神経障害,
症状がない例を不顕性尺骨神経障害と定義して, その頻度を調査した. 統計学的解析はANOVAを
用い, p＜0.05 を有意差ありとした.【結果】スポーツ活動を確認できたのは85名170手, 平均
年齢24歳（21-29歳）, 男性72名, 女性13名であった. バスケットボール（バスケ）23名, 軟式
テニス（テニス）21名, サッカー18名, 野球14名, およびラグビー9名で, 女性はバスケとテニ
スでそれぞれ5名および8名であった. 右利きは77名91％で, 手肘の自覚症状があった例は11％
であった. AddP, FDP, および ADP/FDPの低下を認めた例は, それぞれ20％, 8％, 6%で, 利き
手側で有意に多かった. 尺骨神経障害の頻度は症候性が3％, 不顕性が19％であった. またスポ
ーツ活動別ではバスケ22％, テニス19％, サッカー17％，野球36％，およびラグビー17％で,
野球で尺骨神経障害の頻度が有意に高かった.【考察】若年成人における尺骨神経障害のスポー
ツ活動の違いによる特徴を明らかにした. 尺骨神経障害の頻度は22％で, 利き手側, および野
球での頻度が有意に高かった.
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腱性アーチでの絞扼が原因の尺骨神経管症候群と考えて手術を行っ
た症例の検討

○福田 誠, 日高 典昭

大阪市立総合医療センター　整形外科

【目的】画像検査で占拠性病変などの異常所見が存在しない場合、尺骨神経管症候群（UTS）の
診断は難しい．臨床所見ならびに電気生理学的所見から小指球筋の腱性アーチ (以下アーチ)で
の絞扼がUTSの原因と考えて手術を行った症例の臨床的特徴について報告する．
【対象及び方法】対象症例は，2004年から2015年までにアーチが原因のUTSと考えて観血的治療
を行った6例とした．性別は男性2例，女性4例，発症時平均年齢62歳（47-72），罹患側は右
4例，左2例，発症から手術までの期間は平均8か月，術後経過観察期間は平均17か月（6-29）で
あった．アーチが原因と判断した根拠は，1)感覚障害がない，2)第１背側骨間筋(FDI)と小指外
転筋(ADM)の筋力低下に乖離がある，3)神経伝導検査にてFDIで導出した尺骨神経遠位潜時の遅
延がある，4)MRIにて占拠性病変がないとした．これらの症例について，術前の臨床像ならびに
術後経過を検討した．
【結果】6例中4例で楽器，スポーツなどでの手の反復的使用がみられた．手術所見では，全
例，腱性アーチを切離することにより尺骨神経深枝の可動性が改善したが，偽性神経腫の形成
はみられなかった．術後は，6例のうち5例において筋力はMMT4以上に回復したが，1例は他の部
位も含めた筋力低下が進行し，後に筋萎縮性側索硬化症(ALS)であることが判明した．
【考察】アーチが原因であるUTSは手の過度の反復使用が発症に関連している可能性があった．
また，診断が正しければ，たとえ術中所見が軽度であっても術後経過は良好であった．ただ
し，ALSの初期症状においては、 FDIとADMの筋力低下の乖離、いわゆる「split hand」を呈す
ることがあり，アーチが原因のUTSの症状と酷似しているため、慎重な鑑別診断が必要である．
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単純神経除圧術を行った肘部管症候群の再発例

○谷口 泰徳1, 辻本 修平2, 浅井 宣樹3, 下江 隆司3

1有田市立病院　和歌山手の外科研究所　, 2有田市立病院　整形外科

3和歌山県立医科大学　整形外科

【目的】近年、最小侵襲手術の観点から、肘部管症候群に対しても、小皮切や鏡視下に尺骨神
経の単純神経除圧術が行われている。今回我々は、直視下に単純神経除圧術が行われ、肘部管
症候群の術後再発のため再手術を施行した症例について検討を加え報告する。【対象及び方
法】過去18年間に当科で単純神経除圧術を行った肘部管症候群は、111例、123肘である。肘部
管症候群に対して初回手術として単純神経除圧術を受け、術後に症状が軽快したが再発のた
め、当科にて再手術を行った症例を対象とした。症例は6例で男性5例女性１例、再手術時の年
齢は48歳から82歳（平均56.3歳）、患側は右肘4例左肘2例であった。初回手術から再手術まで
の期間は1年から17年（平均5年8ヶ月）であった。【方法】赤堀分類による術前病期、再手術の
術式、再発の原因、赤堀の予後判定基準による術後成績を検討した。術後成績は優、良、可、
不可の４段階に判定した。追跡調査期間は6ヶ月から2年（平均1１ヶ月）であった。【結果】術
前病期は病期IVが3例、病期IIが2例、病期IIIが1例であった。再手術の術式は、皮下前方移動
術が3例、King法が3例であった。術後再発の原因は、線維性瘢痕による尺骨神経の再絞扼であ
った。神経絞扼の原因となった線維性瘢痕は、通常のfibrous bandのレベルより末梢に形成さ
れていた。追跡調査時の治療成績は優1例、良2例、可3例であった。【考察】単純神経除圧術が
行われた肘部管症候群の再発の主原因は、再形成された線維性瘢痕による尺骨神経の絞扼であ
った。そのため初回単純神経除圧術では、瘢痕形成の防止のため、血腫予防、fibrous bandや
末梢筋膜の十分な切除を心がける事が大切である。肘部管症候群に対して低侵襲の単純神経除
圧術を行っても、再発が起こりえる事を念頭に入れる必要がある。
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肘部管症候群における皮下脂肪弁を用いない尺骨神経前方移行術の
治療成績

○有冨 健太郎1, 岩瀬 嘉志2, 内藤 聖人1, 富田 善雅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佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科

【目的】肘部管症候群の手術治療として, 皮下脂肪弁を用いた制動を併用した尺骨神経皮下前
方移行術を行ってきたが, 脂肪弁の近位で絞扼したと思われる再手術を経験したこと, 男性で
皮下脂肪が薄く脂肪弁の作成ができなかったが術後問題なかったことより2006年以降脂肪弁を
用いない尺骨神経皮下前方移行術も行っている. 今回男性と女性に分けて治療成績について検
討した. 【方法】 対象は術後経過観察期間が3ヵ月以上だった, 29例30肘, 男性18例19肘, 女
性11例11肘, 年齢は男性18̃70歳(平均49歳) 女性15̃75歳(平均45歳), 術後平均観察期間は男性
34ヵ月女性32ヵ月だった. 肘部管症候群の原因は, 男性は変形性肘関節症(以下OA)7肘, 小児期
外傷後変形3肘(53%), 尺骨神経の脱臼・亜脱臼6肘, 不明3肘, 女性はOA2肘(18%), 尺骨神経の
脱臼・亜脱臼3肘, 外反肘1肘, 不明3肘だった. 術前の肘関節伸展可動域は男性15̃-45(平均-
8.9)女性25̃-20(平均1.8). 手術は脂肪弁を作成せず皮下前方移行術を施行した. 術前の障害の
程度は赤堀の病期分類を用いた. 男性では第1期0肘, 第2期3肘, 第3期9肘, 第4期4肘, 第5期3
肘だった. 女性では第1期3肘, 第2期1肘, 第3期4肘, 第4期3肘, 第5期0肘だった. 術後成績は
赤堀の予後評価基準を用いた. また術後の肘関節痛の有無を調べた. 【結果】術後の評価では,
男性優13肘, 良3肘, 可3肘, 不可0肘, 女性優7肘, 良4肘, 可0肘, 不可0肘だった. 術前の肘関
節伸展可動域は男性10̃-45(平均-8.2)女性10̃-20(平均-2.7)だった. 肘関節痛は男性0例, 女性
3例だった. 経過と共に生活上支障となるような疼痛は消失した. 【考察】脂肪弁を用いない皮
下前方移行術でも良好な成績を得た. 特に男性で肘の痛みを認めなかったが, 女性より肘部管
症候群の原因としてOAが多く肘関節が伸展しないためと考えられる.
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皮下前方移行時の有茎脂肪弁による尺骨神経被覆法

○山崎 豊弘, 呉 愛玲, 出家 正隆

愛知医科大学　医学部　整形外科教室

【目的】肘部管症候群症例において当科では皮下前方移行術を行っている.内側筋間中隔前方の
脂肪塊を遠位のinferior ulnar collateral artery 走行部を茎とした脂肪弁を作成,反転し,移
行した尺骨神経浅層部を被覆する方法を考案し従来の皮下前方移行症例と比較しその問題点を
検討した. 【方法】内側筋間中隔前方と上腕動脈間の脂肪組織を剥離しinferior ulnar
collateral artery 走行部を茎とした脂肪弁を作成,遠位方向に反転し,移行した尺骨神経浅層
部を被覆を行ったA群と従来法のB群を比較した症例は16例18肘(A群7例8肘,B群9例10肘),男性10
肘(A群7,B群3)女性8肘(A群1,B群7),患側は右11肘(A群5,B群6)左7肘(A群3,B群4）,手術時平均年
齢は60.6歳（32～88）A群64.4歳(47～87)B群57.5歳(32～88),赤堀の術前病期分類では１期2肘
（A群1,B群1）,2期3肘(B群3),3期9肘（A群4,B群5）,4期4例(A群3,B群1)を術後6カ月にて赤堀の
予後評価基準,術前後のMCV(m/s),握力(kg),Pinch力(kg)で評価した. 【成績】赤堀の予後評価
基準ではA群優4例,良3例,可1例.B群優5例,良2例,可2例,不可1例.MCV術前後での改善はA群
9.1m/s(標準偏差11.3),B群9.9m/s(標準偏差6.71).握力の改善A群5.2kg(標準偏差6.2),B群
3.9kg(標準偏差4.0).Pinch力の改善A群2.6kg(標準偏差1.1),B群2.05kg(標準偏差1.4)でA群はB
群と同等以上の成績を得た.【結論】症例数は少ないがA群はB群と同等以上の改善を得た.問題
点として一部るい痩が強い症例では脂肪組織が十分にない症例もあり術前MRI,Echo等で術前に
脂肪弁が作成できるかどうか評価が必要であり,内側前腕皮神経の剥離が必要で煩雑な点もある
が,脂肪組織を神経周囲に被覆でき術後刺激症状も少なく癒着を認める再発例にも有用と考えら
れ,肘部管症候群に対する手技の選択肢の一つになりうる.
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特発性上肢神経麻痺の表現型とMRI所見

○赤根 真央, 山本 美知郎, 栗本 秀, 岩月 克之
平田 仁

名古屋大学医学部附属病院　手の外科

【背景】特発性前骨間または後骨間神経麻痺では他の神経麻痺の合併例も散見され
る。Magnetic Resonance Image（MRI）や術中所見において病変の局在が単神経支配筋のみでな
く、他の神経支配筋に所見を認めることがある。今回、神経麻痺の表現型と前腕MRI所見につい
て検討した。【方法】2004年4月～2014年4月において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55例の特発性上肢神経麻痺のうち肘関節周囲のMRIが撮像された34例を対象と
した。後ろ向きに臨床所見とMRIの脱神経所見を比較した。【結果】34例中3例において臨床所
見では麻痺と診断されていない神経支配筋の脱神経所見を認めた。年齢と性別は23歳男性、52
歳男性、57歳女性であった。患肢は全例左側で表現型は2例が後骨間神経麻痺で1例は橈骨神経
麻痺であった。誘因となるイベントがあったのは1例で患肢の酷使であった。3例とも運動神経
麻痺が優位であり1例は第1-2指間背側に感覚障害を認めた。3例とも麻痺の発症前に疼痛を患側
に認めていた。発症からMRIを撮像するまでの期間はそれぞれ3か月、3か月、4か月であった。
筋力低下は3例とも手指伸筋群に認めていた。MRIでは3例とも手指伸筋群とともに一部の手指屈
筋群においてもT2強調画像または脂肪抑制画像で高信号であった。1例では手指伸筋群にT1強調
画像で高信号を呈し脂肪変性所見を認めた。【考察】診察時に認識されていない麻痺筋を同定
することができ、病態が単一の神経麻痺ではなく複数の神経麻痺が存在することが明らかにな
った。複数の筋肉を同時に評価できるMRIは病態の把握に有用である。特発性前・後骨間神経麻
痺においては表現型よりも麻痺筋の広がりを認めることが有り注意が要る。
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橈骨神経管症候群に対する手術治療成績

○大泉 尚美1, 末永 直樹1, 吉岡 千佳2, 山根 慎太郎2

1北新病院　上肢人工関節・内視鏡センター

2北新東病院　上肢人工関節・内視鏡センター

【目的】橈骨神経管症候群は上腕骨外上顆炎との鑑別を要する場合があり、合併例も少なくな
い。その診断はしばしば困難であり、治療成績についての報告はいまだ少ない。本研究の目的
は、橈骨神経管症候群に対する手術治療の成績を調査することである。【対象】2008年より橈
骨神経管症候群の診断にて手術治療を行った9例11肘を対象とした。症例の内訳は男性6例、女
性4例、平均年齢47.4歳（37-57歳）であった。橈骨神経管症候群の診断は、肘外側部
痛、Frohse’s arcade部の圧痛、回外抵抗時痛、橈骨神経浅枝領域の感覚障害、橈骨神経管へ
のブロック注射の有効性をもって行い、保存治療に抵抗し著明な疼痛を認める症例を手術適応
とした。手術は前方アプローチにて橈骨神経および後骨間神経を展開し、Frohse’s arcadeの
遠位まで神経剥離を行った。同時に上腕骨外上顆炎に対する腱部分切除術を8肘、ガングリオン
切除術を1肘、肘関節滑膜ひだ切除術を2肘、尺骨神経剥離術を1肘に行った。1肘に上腕骨外上
顆炎に対する腱部分切除術の既往があった。最終観察時の評価としてRolesとMaudsleyの評価法
およびRittsの評価法を用いた。術後経過観察期間は平均12ヵ月(3-37ヵ月)であった。【結果】
術前と比較し全例で疼痛は改善していた。RolesとMaudsleyの評価法ではexcellent 5肘、good
5肘、fair 1肘、poor 0肘、Rittsの評価法ではgood 10肘、fair 1肘、poor 0肘であった。術前
に感覚異常を認めた7例全例で術後に感覚異常は改善していた。【結論】橈骨神経管症候群に対
する手術治療の成績は、外上顆炎に対する手術既往のある1肘を除き良好であった。橈骨神経管
症候群は外上顆炎に合併する症例も少なくないが、圧痛部位、回外時痛、感覚障害より適切に
診断し手術適応を判断することで良好な成績が期待できると考えられた。
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当科における特発性前骨間神経麻痺の治療の検討

○渡 泰士, 富田 善雅, 長濱 靖, 名倉 奈々

佐々木研究所附属　杏雲堂病院

[目的]特発性前骨間神経麻痺に治療に関しては手術療法の有効性や手術時期や手術方法など様
々なことが検討されている。しかし、一定の確立された治療の原則はまだない。今回、当科で
経験した5例の特発性前骨間神経麻痺の治療成績を検討した。[対象と方法]症例は22～54歳（平
均39.4歳）の5例で、全例女性であった。全例で長母指屈筋（以下FPL）や示指深指屈筋（以下
FDP1）の麻痺出現前に上腕部の疼痛を伴う前駆症状があった。2例は保存加療を行い、3例は手
術を行った。手術は1例で上腕圧痛部から前腕部の前骨間神経分岐部までの神経束間剥離術を施
行した。他の2例は上腕圧痛部を中心とした神経束間剥離術を施行した。麻痺発生から手術まで
の待機期間は6～11か月（平均9.3か月）であった。経過観察期間は18～25か月（平均20.4か
月）であった。[結果]手術症例では2例に上腕圧痛部(上腕骨外顆から近位に85mm・50mm)にほぼ
一致した部位に神経束のくびれを確認することができた。くびれを認めなかった1例でも上腕圧
痛部(上腕骨外顆から近位に50mm)にほぼ一致した部位に神経束の色調の変化を確認することが
できた。術後回復が始まるまでの期間は3週～5か月であり、最終的にMMT4以上に筋力の回復を
得ることができた。保存治療の2症例では麻痺の回復傾向がみられるまで5～8か月であり、1例
ではまだMMT4以上の筋力の回復を得られていない。[考察]今回手術症例では全例で満足いく筋
力回復を得ることができた。2症例で麻痺発生から手術まで11か月と待機期間が長かったが、術
後筋力回復は得られ、1年近く麻痺が継続している症例でも手術適応があると考えられた。ま
た、2症例で術後1か月以内に麻痺の回復傾向が見られ、手術治療が早期回復に有効な方法と考
えられた。
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爪床移植による爪再建

○稲見 浩平1, 平瀬 雄一2, 山口 利仁1, 宇佐美 聡1

山田 哲生1

1東京手の外科スポーツ医学研究所　高月整形外科病院

2四谷メディカルキューブ　手の外科・マイクロサージャリ―センター

はじめに：　爪の変形や欠損例に対して様々な方法が選択されているが、爪再建においては簡
便で安定した結果をもたらす方法が少ない。これまでわれわれは爪母が残存している症例にお
いては爪全体の再建ではなく、爪床移植を行ってきた。これまで３０例の切断症例に対して本
法を施行し、良好な結果を得てきたので報告する。方法・結果：　対象は爪母が残っている爪
床レベルでの切断の新鮮例１２例、陳旧例１８例である。指尖部欠損が爪の欠損だけでなく、
掌側皮膚も欠損している場合は掌側は何らかの皮弁で被覆してからその背側に爪床を移植して
対応する（ｇｒａｆｔ-ｏｎ ｆｌａｐ）。新鮮例の場合は切断指より爪床片を採取するが、採
取不可能例や陳旧例の場合は足母趾より採取している。足趾よりの爪床移植の際は、側爪郭を
残して爪を分割し、爪中央部の爪甲を翻転して同部より厚めの分層で爪床を採取、移植する。
爪床採取後の爪甲は戻しテーピング固定する。　移植した爪床は１例を除き良好に生着、その
後の爪成長も良好である。まとめ ：手指は細かいものを掴むという重要な機能だけでなく、常
に露出して使うという特徴から自然な形態が重要となる。　「痛みがある」指は日常動作に制
限が生じるが、「形の悪い」指は社会生活を制限することにもつながる。指尖部切断では、血
管吻合のできない状態では単純なｃｏｍｐｏｓｉｔｅ　ｇｒａｆｔが多く行われているがその
生着率は不安定であり、生着するもその後に萎縮が生じるものがあり問題であった。これらの
状況を改善するために、様々な再建方法が確立され、指欠損の状態により選択されているが高
度な手技を要することが多い。爪母が温存されている症例では今回われわれが報告する方法は
簡便でかつ安定した結果を得ることができる爪再建の一案と考えられた。
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血管柄付き爪移植と趾移植を用いた指先部再建

○藤田 純美, 播磨 光宣, 富岡 容子, 成島 三長
光嶋 勲

東京大学　医学部　形成外科

マイクロサージェリーと解剖学の発達に伴って指尖部再建の方法は発展してきた。今回我々は
血管柄付き爪移植と趾移植を用いた指先尖部再建の症例を報告する。我々は1983年からこれま
で145症例の血管柄付き遊離部分足趾移植を施行しており、そのうち半数は指尖部再建であっ
た。その内訳は、母趾からのthin osteo-onychocutaneous flapが31例、第２足趾の全移植が
29例、第２足趾の末節移植が12例、trimmed second toe tip transferが12例、wrap around
flapが15例であった。再建方法は、爪のみの変形・欠損にはonychocutaneous flap、claw nail
にはosteo-onychocutaneous flapまたはtrimmed(great /second)toe tip transfer、指の末節
欠損には第２足趾の末節移植がよい適応であると考えられる。重要な点は可能なかぎりドナー
サイトを維持するために、ドナーの足趾を長く残す、thin flapを挙上する、cutaneous veinを
末梢まで剥離するなど低侵襲な手術をこころがけることである。またドナーサイトに被覆が必
要な場合は、我々はSCIP flapなどの遊離皮弁を用いて再建を行っている。近年手技の進歩によ
り様々な欠損に対応して多彩なflapを選択することができるようになり、患者からは機能面お
よび整容面で高い満足度を得られている。
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固有指部損傷に対する足部からの血管柄付き遊離組織移植術の治療
成績と問題点

○金城 養典1, 日高 典昭2, 矢野 公一1, 山野 慶樹1

1清恵会病院　手外科マイクロサージャリーセンター, 2大阪市立総合医療センター

【目的】
骨・軟部組織の損傷や欠損，血行障害などを伴った手の複合組織損傷である重度損傷手の治療
において，マイクロサージャリーを用いた機能再建手術は非常に有効な手段である．特に，固
有指部損傷に対する足部からの血管柄付き遊離組織移植による再建手術の治療成績とその問題
点について報告する．
【症例と方法】
対象は，重度固有指部損傷に対して足部からの血管柄付き組織移植を行った10症例で，全例男
性，平均年齢は43（19-58）歳，平均経過観察期間は11（5-16）か月であった．損傷部位は全て
固有指部で，挫滅欠損5例，デグロービング損傷2例，断端形成後２例，PIP関節強直1例であっ
た．手術内容は，medialis-pedis flap3例，wrap around flap２例，hemi-pulp flap2例，第2
足趾移植2例，足趾血管柄付き関節移植1例であった．これらの症例について，生着状態，整容
的満足度，追加手術，受傷から手術までの期間，手術から職業復帰までの期間，採取部の治癒
期間を調査し検討した．
【結果】
移植組織は全例で生着し，周術期の血行障害は認めなかった．追加手術は，植皮が8例，瘢痕拘
縮形成術が2例，腱剥離が2例に行われた．整容的満足度は良6例，可4例で，不可はなかった．
受傷から手術までは平均74日（10-300）で，手術から職業復帰までは平均7か月（2-16）であっ
た．受傷から手術までの期間と手術から職業復帰までの期間に中等度の相関性を認めた（R＝
0.70, p＜0.05）．
【結語】
固有指部損傷に対する足部からの遊離血管柄付き組織移植は良好な治療成績であった．しか
し，職業復帰は術後平均7か月と遅く，受傷から手術までの待機期間と相関していたことから，
早期再建手術の積極的適応が重要と考えた．また，採取部の遷延治癒によって復帰が遅れた症
例もあり，被覆法の工夫も必要である．
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部分足趾移植hemi-pulp transfer症例の検討

○日比野 直仁, 佐藤 亮祐, 近藤 研司, 和田 一馬
山野 雅弘

徳島県鳴門病院　手外科センター

【はじめに】指腹部の皮膚は耐久性,知覚が求められる.指腹部の欠損の再建方法として同じ性
状の組織で被覆することが推奨されている.固有指部,手掌部からの局所皮弁,もしくは足趾から
の遊離皮弁が用いられることが多い.【目的】我々は当院で行った部分足趾移植（hemi-pulp
transfer）症例に関し適応,手術,合併症,臨床成績を後ろ向きに調査したので報告す
る.【対象】2010年10月から2015年10月までに部分足趾移植を行った11症例12指.男9例女2例,平
均年齢39歳(19-62歳).再建に至った原因は労災事故による切断が10例,開放骨折後の指腹萎縮を
伴う断端神経腫が1例.罹患指は母指3指,中指4指,環指2指,小指3指であった. 【結果】全例生着
した。手術は血管柄を全例short pedicle で採取していた.骨付き3例,爪床の一部をつけたもの
が3例あった.周術期の合併症として阻血を3例に認め、血管吻合の追加を1例、保温、ヘパリン
投与による改善2例、術後出血を1例認めたが保存的に止血可能で全例救済できた.ドナーサイト
への植皮、除脂肪など追加手術が平均1.64回行われていた.8例は平均5.18カ月で現職に復帰し
ていた.【考察】部分足趾移植はドナーサイトの犠牲も少なく生着すれば整容上も機能的にも満
足いく結果が得られ有効な治療法であった。ただしドナー採取の際、2例に第一背側中足動脈が
瘢痕化しており使用不可であり,足背優位か,足底優位かを見極め血管柄に含める必要があっ
た。short pedicleは手技が簡素化できるが,指によってはレシピエントの血管径が細くshort
pedicleではマッチしない場合があり注意を要すと思われた。
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上肢の神経再建の治療戦略

○齋藤 隆文, 播摩 光宣, 古屋 恵美, 成島 三長
光嶋 勲

東京大学　医学部　形成外科　美容外科

【目的】当科では、神経の栄養血管，軸索内細胞骨格，軸索内輸送などの神経基礎研究結果に
基づき、血行を有する神経弁の有用性に着目しその臨床応用を行ってきた。これまでに100例以
上の神経欠損に対して神経弁による再建を行い，その優れた再生能を報告している。今回は過
去の実験結果を簡単に示すとともに、神経弁を用いた上肢の神経再建術式について述べ
る。【方法】過去10年間に神経弁移植を20症例に対して行なった。その内訳は，肋間神経移行
による筋皮神経再建13例、尺骨神経神経束移行による正中神経再建2例、神経束反転法を用いた
指神経再建5例であった。【結果】運動機能再建がなされた例で，麻痺後６カ月以上経過後に神
経再建がなされた例では機能回復が不十分であった。しかし早期に神経再建された例では良好
な筋の収縮が得られた。知覚機能再建例では麻痺後６カ月以上経過していてもほとんどの例で
知覚回復が得られ、術後6-16ヵ月のフォローアップで3.22-3.66（Semmes-Weinstein
monofilament test）、6-12mm（moving 2-point discriminations）であった。【考察】神経は
皮弁と同様に血行を有する組織として神経弁と考えられる。その結果，血行を有する各種神経
束移行が局所皮弁と同様に簡単に出来る。これはドナーの犠牲を伴わない術式であり，ほとん
どの神経欠損例で応用可能である。また，穿通枝皮弁の開発によって神経の栄養血管が身体各
部で解明され，血管柄付き神経弁が容易に簡単に作成できる。これによって長距離の神経再建
が可能となった。上肢の神経再建においても、神経欠損の長さに応じた神経束反転法・有茎遊
離神経弁移植により、極めて良好な結果が期待できると考える。
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背側中手動脈を使用した血管柄付き骨移植による手部組織欠損の再
建

○松崎 浩徳1, 間庭 圭一1, 植木 将人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】手部の各種組織欠損に第2背側中手動脈を血管茎とする骨移植を施行した症例に関して
術式と適応および手術成績を報告する。
【方法】対象は2013年1月から2015年8月までに、手部組織欠損に対して第2背側中手動脈による
骨移植を施行した7例で、年齢は18～54歳（平均31歳）、男性6例、女性1例であった。術式は舟
状骨偽関節に対する第2中手骨基部骨移植が5例、中指基節骨骨頭壊死に対する有頭骨骨軟骨移
植が1、舟状月状骨解離に対する第3CM関節からのbone-ligament-bone移植が1例であった。
【成績】舟状骨偽関節5例中4例はproximal poleの骨折で背側から骨移植し、他の1例はwaistで
の骨折で掌側から骨移植した。偽関節部の固定にはheadless compression screwを、移植骨の
固定にはmini screwを使用し、全例で骨癒合が獲得された。基節骨骨頭の再建には有頭骨から
軟骨および軟骨下骨を逆行性皮弁として挙上し、骨欠損部に移植したが、最終的には強直関節
となった。舟状月状骨解離に第3中手骨および有頭骨を背側関節包靭帯とともにbone-ligament-
boneとして移植した1例では解離の再発を認めずSL角も正常に維持されていた。
【結論】第2背側中手動脈を利用した骨移植は第2中手骨基部からだけでなく、有頭骨からの骨
軟骨移植や第3CM関節からのbone-ligament-bone移植などのバリエーションがあり、手部の各種
の組織欠損に応用が可能である。最も使用頻度が高いのは舟状骨偽関節であるが、骨欠損部位
に応じて掌背側のどちらからでも移植できる。有頭骨からの骨軟骨移植は骨欠損の程度が広範
囲になると関節面の適合性の獲得が困難となる。CM関節からのbone-ligament-bone移植は骨癒
合や靭帯強度の維持に有利であると考えられるが、今後症例を増やしつつ長期成績を検討する
必要がある。

S517



2-6-LS11

上肢変形矯正のためのカスタムメイド骨接合プレート　開発と実用
化、そして金属3Dプリンティング技術の応用

○岡 久仁洋

大阪大学大学院　医学系研究科　器官制御外科学

荷重軸や全体的なアライメントが重視される下肢と異なり、上肢変形の治療においては解剖学
的に正確な矯正が重要である。撓骨遠位端・前腕骨折変形治癒、内反肘変形など、上肢の骨折
変形治癒に対して従来行われてきた単純X線画像に基づくマニュアル手術の成績が安定しなかっ
たとのは、その正確性に限界があったからと言える。
我々は、CTデータに基づく正確な矯正手術シミュレーションを行う試みを続けてきた。シミュ
レーションを実際の手術で実現するための手段として樹脂製患者適合型ガイド（PMI）を用いた
手術を開発して臨床応用を行い、その優れた成績を国内外に向けて発信してきた。この方法で
は、罹患骨の局所表面形状に適合するPMIを用いて骨切を行い、矯正用ガイドで矯正位を保ちな
がらプレートなどで内固定を行う。しかしながら、プレート内固定を行う工程にはやはり時間
と労力を要した。
そこで、内固定プレートもPMI同様にカスタムメイド化する方法を考案した。PMIで骨切してカ
スタムプレートで固定するだけで、正確な3次元矯正と内固定を同時に達成することができ、手
術手技の大幅な簡易化、手術時間の短縮が可能となる。海外施設でのキャダバースタディーを
繰り返し行って手技や器械の改良を行い、最終的に1°、1mm以下の精度を達成。橈骨遠位端と
上腕骨遠位端の変形に対して限られた形状範囲ではあるが薬事承認を得た。現在、適応と形状
範囲の拡大を目指して、先進医療を実施中である。
一方、最近実用化された金属3Dプリンターの応用したプレートの試作も試みている。任意の3次
元形状での製造可能であるだけでなく、その内部構造や金属分子の配向性を制御することで金
属力学特性を設計出来る。将来的には解剖学的にフィットするだけでなく、骨癒合にも有利な
カスタムプレートが出来る可能性がある。
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末節部再接合後の骨癒合

○西村 礼司, 福本 恵三, 加藤 直樹, 酒井 伸英
小平 聡

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】末節切断再接合後の骨変化を観察し、末節骨癒合までの期間に影響を与える因子を検
討する。
【対象と方法】当科で過去５年間に再接合を行い生着した末節切断20例20指を対象として単純X
線上の骨癒合時期を後ろ向きに検討した。
【結果】切断レベルは石川Subzone分類でZone1が1例、2が3例、3が11例、4が5例で、切断様式
はBlunt cutが4例、Crushが11例、Avulsedが3例であった。骨固定方法はK-wire 1本4例、2本
11例、軟鋼線固定1例、内固定なし4例であった。13例で骨固定時に1mm以上の骨片間間隙を認め
た。経過観察期間は1～24カ月(平均6カ月)であった。経過観察期間中にX腺検査で骨癒合が確認
できたものは10例で、癒合時期は平均3カ月であった。3カ月時点で癒合が確認できなかったも
のは6例で、うち1例に骨吸収が見られた。疼痛が残存したものは2例あった。
骨折遷延治癒と骨の粉砕、骨固定法には関連を認めなかった。遷延治癒6例中5例で骨片間の乖
離を認め、全例がCrushかAvulsedであった。
【考察】末節切断再接合後には遷延治癒が多かった。骨癒合期間への影響は、骨固定方法や骨
粉砕の有無よりも軟部組織損傷と骨固定時の骨片間乖離が大きかった。損傷の強い切断指の再
接合においては、骨固定時の骨片間隙を少なくすることが特に重要である。
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手指の切断および開放性骨折（重度指外傷）に対する骨接合の成績
の検討

○鍜治 大祐1, 川西 弘一2, 中西 昭登2, 面川 庄平3

田中 康仁4

1岡波総合病院　整形外科, 2田北病院　整形外科

3奈良県立医科大学　手の外科学講座, 4奈良県立医科大学 整形外科学教室

【目的】手指の切断および開放性骨折に対する骨接合には多くの方法が提唱されているが，骨
癒合は決して良好とはいえない．今回われわれは当院で手術を行った症例について，骨癒合率
および抜釘までに有した期間を後ろ向きに調査したので報告する．【方法】2011年1月から2014
年10月までに加療した症例86例104指(切断60指，開放性骨折44指)を対象とした．受傷時年齢は
6～82歳，男性79例女性7例であった．受傷部位は基節骨28指，中節骨24指，末節骨39指，DIP関
節6例，PIP関節5例，MP関節2例，母指IP関節2例であり，骨接合の方法は交差Kirschner鋼線(K
鋼線)が42指，2本の髄内K鋼線が39指，1本の髄内K鋼線が21指，K鋼線に骨内軟鋼線を併用した
ものが2指であった．【結果】骨癒合率は全体では平均83％で，切断群は平均75％，開放性骨折
群は平均93％であった．骨癒合した指の抜釘までの期間は全体では平均8.3週，切断群は平均
9.5週，開放性骨折群は平均7.4週であった．部位別や骨接合法別での骨癒合率や抜釘までの期
間について差は認められなかった．【考察】今回の調査では切断群で骨癒合率が低く，抜釘ま
での期間が長かった．骨折治癒に必要な血流量が影響しているのではないかと推測される．初
回手術時にScrewやプレートで強固に固定する報告もあるが，一般的にはK鋼線による固定が簡
便で低侵襲のため好まれている．今後は術後の指の機能の調査や，骨癒合に関連する因子の検
討も必要と考える．

S520



2-6-23

切断指再接着術後の骨癒合の検討

○神田 俊浩, 鈴木 歩実, 向田 雅司, 大井 宏之

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】切断指再接着術後の骨は通常の開放骨折に比し癒合しにくい。そのため、再接着時に
は骨癒合に有利となる強固な内固定を施行すべきであるが、血管吻合手技が優先されるため、
骨内固定に労力を掛けられない場合もしばしばである。今回当センターにおける切断指再接着
術時に用いた内固定法、内固定部位、および骨癒合状況について調査したので報告する。
【対象と方法】2008年から2014年までに再接着術を施行した完全切断指および不全切断指145例
183指を調査し、生着した139指（生着率76.0%）のうち骨の内固定を要した87例115指を対象と
した。男性74例女性13例、平均年齢43.9歳（6～74歳）、平均経過観察期間11.9か月（3～34か
月）であった。これら対象について内固定した骨および関節、内固定法、骨癒合の正否、骨癒
合確認までの期間について調査した。
【結果】内固定部位は末節骨48指、中節骨27指、基節骨14指、DIP関節10指、PIP関節11指、MP
関節2指、IP関節（母指）3指であった。内固定法はKirschner鋼線による固定（pinning）が
95指、骨内鋼線締結法が16指、プレート固定が4指であった。偽関節例は12指あり、内訳は末節
骨4指、中節骨3指、基節骨1指、DIP関節2指、PIP関節2指であった。偽関節例の内固定法
は、pinnningが11指、骨内鋼線締結法が1指であった。癒合例103指の骨癒合確認までの期間は
平均12.2週（5～45週）であり、20週以上を要した遷延例が10指あった。
【考察】偽関節率は10.4%であったが、偽関節・遷延癒合率は19.1%と高率であった。中節骨に
おいても偽関節・遷延癒合例が多く見られ、そのほとんどはpinning例であったことからも、高
い癒合率を目指すのであれば内固定法の工夫が必要であると考えられた。
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当院での複数指切断症例の検討

○柳林 聡, 河野 李枝, 吉田 龍一, 瀧川 恵美
山本 直人

新東京病院　形成外科

【背景】複数指切断症例の治療は再接合術が中心になると考えるが、年齢など社会的背景や受
傷状態によって再接合術の適応を考慮する。しかし、統一した見解がなかなか出ない現状があ
る。2本以上の切断指症例を複数指切断とし、当院で加療を行った複数指切断症例の切断本数や
部位、再接合術の割合や治療内容等について検討した。【方法】2013年8月から2015年9月まで
の切断指患者数は157人でその内複数指切断は36人であった。それぞれの受傷本数、受傷部位、
損傷状態、治療内容、また、再接合術の割合と生着率などについて後ろ向きに比較検討を行っ
た。【結果】受傷本数は2本が21人、3本が11人、4本が3人、5本が1人であった。左手が23症例
で右手が13症例であり、両手受傷例はなかった。受傷指は母指が8本、示指29本、中指33本、環
指 1 6 本 、 小 指 6 本 で あ り 切 断 レ ベ ル は 玉 井 の Z o n e 分 類 で
Zone1：3本、2：16本、3：28本、4：15本、5：9本であった。切断指再接合術は92指中81指に対
して施行され、生着率は76.5％でありやや低い結果となった。【考察】複数指切断は再接合術
の積極的な適応と考えられ、当院でも切断本数・部位にかかわらず可能な限り再接合を行う。
今回調査した結果で、複数指切断に対する再接合術は、単独指切断再接合術と比べると低い生
着率となった。理由は、損傷状態によることが最も影響すると思われるが、術者の疲労面など
も大いに関係すると考えられた。複数指切断に対する治療方針は再接合ありきではなく、「使
える手」を再建することが最も大切であるが、機能回復が不良であっても指が残ったことへの
満足度が高いとの報告もある。われわれで経験した36人の複数指切断症例から得られた知見を
文献的考察をふまえて発表したい。

S522



2-6-25

過去10年間における上肢切断患者についての検討

○建部 将広1, 田中 健司2, 浦田 士郎2, 平田 仁1

1名古屋大学　手の外科, 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】玉井らによる母指切断に対する再接着の成功から50年経過した現在、マイクロサージ
ャリーの発展により良好な成績が報告されてきている。しかし、四肢切断は重症熱傷や薬物中
毒と並ぶ特殊救急患者であり、対応できる施設・医師が限られることから救急患者の受け入れ
困難例がしばしば発生する。四肢切断に対しての治療の現状について検討した。
【方法】救命救急センター・手の外科センターである当院で過去10年間に初診・診療を行った
四肢切断患者371例を対象とした。年齢2歳から85歳で、小児群（≦15歳）、成人群（16-
64歳）、高齢者群（≧65歳）に分け、受傷部位・断端の状態・手術方法・保険種類・内科的合
併症・再接着患者の希望の有無、再接着の生着率について検討した。小児群12例、成人群
302例、高齢者群57例で、行った手術は再接着168例・皮弁形成16例・断端形成／閉鎖療法170例
・Composite graft17例であった。
【結果】受傷部位の切断レベルは玉井分類1：88例,2：110例,3：79例,4：46例,5：20例,手
掌:13例,前腕:13例,上腕:2例で、年齢による差はなかった。断端は若年で挫滅が強く、高齢で
鋭利なものが増える傾向にあった。手術は若年者で再接着を行う傾向にあった。成人群の3/4は
労災であった。高齢者群では内科的合併症と再接着を希望しない患者が有意に多かった。再接
着の生着率はトータルでは93%であり良好であった。若年者で低く（7例中4例）、成人群（137
例中129例）と高齢者群（24例中23例）には有意な差を認めていなかったが、断端の状況は若年
者で損傷の強いものが多かった。なお、内科的合併症の有無で再接着後の生着率に有意な差は
認めていなかった。
【結論】高齢・合併症があっても条件が許せば再接着は可能であるが、断端の状態の評価が重
要であると考えられた。
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愛知県下で生じた手指切断全症例の検討

○原 龍哉, 建部 将広, 山本 美知郎, 栗本 茂
岩月 克行

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】愛知県全県下で手指切断として救急要請のあった全症例の救急搬送状況と搬送された
病院での診断や治療を検討すること．【方法】愛知県消防局の協力のもと2014年4月から2015年
3月までの1年間に愛知県全域で切断指として救急要請があった269例（男性231例，女性38例）
を検討の対象とし前向きに調査を行った．検討項目は救急隊要請時刻，受傷した曜日，搬送先
が決まるまでに救急隊が問い合わせた病院の数，搬送された病院での診断名，搬送病院で切断
指と診断された症例の切断レベル，術式とした．【結果】救急隊要請時刻は9-11時と16時に2峰
性のピークを認めた．曜日は月曜日と金曜日が平均のそれぞれ1.5倍と1.2倍多く発生してい
た．搬送先が決定するまでに救急隊が問い合わせた病院の数は平均2.1回（最大15回）で，地域
別で比較すると名古屋市内はその他の地域と比較し有意に問い合わせ回数が多かった．搬送さ
れた病院で切断指と診断された症例は269例中176例（6例はmajor amputation）214指（肢）で
あった．切断指症例において切断レベルは玉井のzone分類I 35.6%, II 35.6%, III 13.1%, IV
11.9%, V 3.8%であった．術式は断端形成術85指，再接着術61指，動脈皮弁術15指，コンポジッ
トグラフト11指，遊離皮弁術1指，その他41指で，再接着した症例の生着率は72.1%（61指中44
指生着）であった．【結語】救急搬送状況としては，名古屋市内ではその他の地域と比較して
切断指のたらい回しが有意に多く発生していた．切断指として救急搬送され，実際に搬送先の
病院で切断指と診断された症例は全体の65%であり，さらにその中で再接着が施行された症例は
26%であった．
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幼児指尖部切断の治療；『複合移植』か『再接着』か？

○今泉 督1, 石田 有宏1, 澤本 尚哉1, 門田 英輝2

1沖縄県立中部病院　形成外科, 2九州大学　形成外科

【はじめに】『小児指尖部切断の複合移植は生着率が良い』ということは複合移植か再接着か
の議論が分かれる爪床部切断例の治療でしばしば聞かれる。しかし小児指尖部切断では挫滅切
断が多い等の複合組織移植にとって不利な条件が多い。我々はこのような切断例において積極
的に再接着術を行い、切断部で吻合可能な動脈が同定されれば100%の成功率を得ている。
【方法】1993年から2015年の間で単一指指尖部切断を受傷した６歳以下の幼児で末節骨先端か
ら爪半月の間での切断例を検討した。切断部の半分以上の生着をもって『生着』とした。
【結果】症例は全17例（平均年齢3.6歳；1歳8ヶ月から6歳5ヶ月）、全例挫滅切断であり、平均
観察期間は116日間であった。積極的に再接着術を行う以前の7例では当初から複合移植が行わ
れ、4例（57%）が生着した。その後10例で再接着術が試行され、6例で切断部に吻合可能な動脈
があり、再接着が完遂され全例生着した。動脈損傷部位は石川のsubzone IIとIIIが各々3例ず
つであった。全例で動脈吻合のみで、術後平均3.3日間の瀉血が行われた。３例で遠位指動脈弓
の切離を行い吻合した。ヘパリンを5例、アスピリンとプロスタグランディンE1を各々3例で投
与した。術後安静保持方法は様々であった。吻合可能な動脈が同定されなかった４例中、腹壁
埋入術を併施した1例のみ生着した。その結果、全複合移植の生着率は45%（11例中5例）であっ
た。
【結論】小児指尖部切断の複合移植の生着率は決して高くない。一方で爪床部切断例の60%で吻
合可能な血管がみつかり、全例で再接着が成功した。つまり、『小児の複合移植は生着率が良
い』という考えを捨てることが、治療成功の最大の秘訣である。
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末節部切断再接着術において動脈を2本吻合した症例の検討

○鈴木 茉友1, 荒田 順1, 北山 稔大2, 添田 晴雄2

1国立病院機構　京都医療センター　形成外科, 2松寿会　共和病院

【目的】われわれは指末節切断において可能なら動脈を2本吻合するようにしている。静脈吻合
の難しいsubzoneIやIIにおいても同様に動脈を2本吻合しているが、強いうっ血を生じることな
く良好な結果を得ている。今回、末節切断における再接着術において動脈を2本吻合した症例に
ついて検討したので報告する。
【対象と方法】1998年より2015年までに血行再建による再接着術を施行した末節部完全切断症
例78例（Subzone I　4例、Subzone II　39例、Subzone III　23例、SubzoneIV　12例）のう
ち、　動脈を2本吻合した38例について切断レベルおよび静脈吻合数における生着状況を検討し
た。術後5日間は症例に応じ27G針でのpinprickを2～3時間ごとに行い、fish mouth incisionは
行わなかった。
【結果】　Subzone Iでは1例中1例生着、Subzone IIでは21例中20例生着、Subzone IIIでは9例
中8例生着、Subzone IVでは7例中7例生着した。静脈吻合の困難なSubzone IとIIを合わせた23
例中において静脈吻合が0本の症例では6例中6例生着、1本吻合の症例では15例中14例生着、2本
吻合の症例では1例中1例生着であった。SubzoneI ,IIにおける動脈吻合1本の症例21例において
生着した症例は16例であり、動脈を2本吻合した症例のほうが生着率は高かった。
【考察】Sunzone III以遠では静脈吻合が難しくなることがあり、その場合うっ血が問題となる
が、自験例の結果からは動脈を2本吻合した症例の生着は良好であった。静脈に関してはこれま
での報告されているようにSubzoneIII以遠では必須と考える。
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血行再建を要する重度上肢外傷の感染例の特徴

○和田 一馬, 日比野 直仁, 佐藤 亮祐, 近藤 研司
山野 雅弘

徳島県鳴門病院手外科センター

【目的】血行再建を要する上肢外傷の術後は,血行安定化まで当院では処置を行わず経過観察し
ている.よって外傷後の深部感染は十分な局所の観察も不能で早期発見が困難な場合が多い.我
々は血行再建を要した重度の外傷で感染を合併した症例の特徴に関して検討した.【対象】2011
年5月から2015年10月までに当院で経験した血行再建を要した上肢重度外傷症例13例（男性
11例,女性2例,平均年齢55.2歳)を調査し,感染を合併した4症例の特徴に関し非感染例と比較検
討した.受傷部位は手部7例,手関節部1例,前腕遠位4例,前腕近位1例で,受傷原因は交通事故1例,
労災事故12例であった.全例同日血行再建を施行した.【結果】感染例4例中2例はデブリードマ
ンを行うまで38.5度以上の弛張熱が持続した.一方非感染例は全例が術後2日目には38.5度以下
に解熱した.術後4日から7日目のCRP,白血球数は感染群と非感染群で明らかな傾向は指摘できな
かった.4例中1例は最終的に深部感染に伴う組織崩壊をきたし大量出血により前腕遠位部での切
断を余儀なくされた.3例は患肢を温存でき感染も鎮静化できた.温存できた3例は壊死組織のデ
ブリードマン後,一期的に遊離広背筋皮弁による被覆が行われていた.【考察】大きな外傷,長時
間の麻酔手術侵襲,大量輸血,血腫の吸収等により発熱の持続が予想されるが結果的に感染を制
御できた症例は比較的早期に38.5度以下に熱が下がっており,術後3日目以降に38.5度以上の発
熱が持続する場合は深部感染の可能性を考慮する必要性が示唆された.感染を制御できた症例は
壊死組織のデブリードマン,血行の良好な組織での補填,被覆で救済されていた.
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切断指再接着の血行障害発症症例の検討

○松井 裕帝, 辻 英樹, 倉田 佳明, 斉藤 丈太
坂 なつみ

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

【緒言】
切断指再接着術における血行障害は生着に関わる合併症である．当センターで加療した切断指
再接着症例のうち，術中や術後に血行障害を認め，追加処置を要した症例を調査，その原因と
対策を検討したので報告する．【対象と方法】
2010年以降の切断指再接着術症例は複数指切断を含めて177指で，72指（T群）に壊死症例を含
め吻合血管障害を認め，105指（NT群）は生着までの経過中血行障害を認めなかった．各群の受
傷年齢，性別，喫煙の有無，内科合併症の有無，受傷形態，切断高位（玉井分類），単指切断
か複数指切断，受傷指，切断形態，阻血時間を統計学的に比較検討した．またT群では更に鬱血
か阻血，生着率，血行障害発生時期，血行障害の原因とその対応に関して検討した．【結果】
T群とNT群の比較検討項目のうち，喫煙の有無と阻血時間に有意差を認めた．また，T群で鬱血
34指，阻血38指，生着率43.1%（31/72），再手術症例17指（鬱血3指，阻血14指），その生着率
52.9%（9/17）であった．再手術指で生着9例中8例は阻血が原因であった．血流障害発生時期は
24時間以内が43指（59.7%）と最も多く認めた．【考察】
切断指再接着術の生着向上には血行障害の原因を見極め，早期対策を講じることが肝要であ
る．本研究では約40％の症例に何らかの血行障害を認めた．再手術症例は阻血指に対して多
く，T群のうち鬱血指に対しては瀉血で対応している傾向があり，壊死となった症例も多かっ
た．過去の報告と同様に術後早期は動脈吻合の問題が，晩期は静脈吻合の問題が多かった．晩
期では再手術施行しても生着率は低く，より早期に解決を図るべきである．また，初回手術中
や着後早期に持続する動脈攣縮が原因と思われる症例が散見された．現時点で攣縮解除の効果
的方法はなく，今後の検討課題である．
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指尖部再接着後のサルベージ手術としての腹部ブレント法

○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】
指尖部再接着後の血流不全に対する再手術の際に、血管再吻合が困難な症例において腹部ブレ
ント法が有用であるかどうかを検討した。
【方法】
2008年1月から2014年12月までに、当院で指尖部切断に対して血管吻合による再接着術を行った
185指のうち、術後の血流不全に対して再手術を行った14名14指を対象とした。男性12名、女性
2名、年齢は13歳から71歳であった。再手術において腹部ブレント法を行った6指と、血管再吻
合を行った8指の2群に分けた。切断部位については、Brent群では玉井分類のZone2が6指であ
り、再吻合群ではZone2が1指、Zone3が5指、Zone4が2指であった。初回手術から血流不全が生
じるまでの時間、再手術の手術時間、生着の有無について検討した。
【結果】
腹部ブレント群では、血流不全発生までの平均時間は73時間、再手術の平均手術時間は52分
間、完全生着が3指、部分壊死が2指、完全壊死が1指であった。再吻合群では、血流不全発生ま
での平均時間は平均31時間、再手術の平均手術時間は152分間、完全生着が6指、部分壊死が
1指、完全壊死が1指であった。腹部ブレント群では生着率は83％、完全生着率は50％であり、
再吻合群では生着率は88％、完全生着率は75％であった。
【結論】
再接着後の血流不全に対する再手術において血管再吻合が理想ではあるが、DIP関節以遠のよう
に再吻合が困難な症例に対するサルベージ手術として、腹部ブレント法は有用と考えられる。
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再接着術後の満足度に関連する要因の検討

○丹羽 智史1, 建部 将広1, 平田 仁1, 田中 健司2

浦田 士郎2

1名古屋大学　医学部　手の外科, 2安城更生病院

【背景】切断指再接着に関しては、現在もその適応に関して議論の対象となっている。機能面
では、皮弁や断端形成などに劣る部分もあるが、機能以上に整容面を重視するケースもあり、
症例ごとに高い満足度の得られる治療を選択しなければならない。本研究では、満足度を5段階
のLikert尺度にて調査し、それに影響を与える要因に関して検討をおこなった。
【対象と方法】過去10年間に、再接着術を施行した89例に対し、郵送にて調査を行い、返送の
あった43例を対象とした。年齢は平均47.8歳(14-76歳)、男性35例、女性8例、18例が利き
手、35例が労災であった。玉井分類zone1-2の遠位損傷は14例、zone3-5の近位損傷は29例で、
多数指損傷は8例であった。評価項目として、入院・休業期間、最終観察時の可動
域、Numerical Rating Scale(NRS)、Hand20を調査した。患者満足度との関連をMann-Whitney U
検定 およびSpearman の順位相関関数を用いて検討した。
【結果】満足度の平均は4.0であった。患者背景別では、年齢(60歳以上3.96、60歳未満4.2)、
性別(男性4.0、女性4.1)、利き手4.0、非利き手4.1、保険の種類(労災4.0、労災以外4.2)、単
独指損傷4.1、多数指損傷3.9、損傷部位(近位4.0、遠位4.2)といずれも有意差は認めなかっ
た。入院期間は平均27.9日、休業期間173.3日、%TAM 58.5、%TAF 67.9、Hand20 22.4、NRS 3.0
であった。満足度との相関は、Hand20 (R2＝0.40)およびNRS(R2＝0.43)のみが弱い相関を認め
た。
【考察】今回の検討で、満足度に影響を与える患者背景は同定し得なかった。術後成績に関し
て、可動域は満足度との相関を認めなかったが、NRSやHand20など自覚的評価に関しては、関連
があると考えられた。患者背景や本人の希望などに十分配慮し、満足度に繋がる治療をおこな
う必要があると考えられた。
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 有茎および遊離組織移植を用いた上肢再建についての検討

○児玉 成人1, 竹村 宜記1, 今井 晋二1, 上羽 宏明2

安藤 厚生3

1滋賀医科大学　整形外科, 2近江草津徳洲会病院整形外科, 3野洲病院整形外科

【はじめに】有茎および遊離組織移植を用いた上肢再建術後成績と機能について検討した。
【対象・方法】当科にて有茎皮弁あるいは遊離皮弁を用いて上肢の再建を行い、１年以上の経
過観察が可能であった25例を対象とした。男性15、女10で年齢は平均41歳(5～67歳)であった。
症例の内訳は腫瘍切除後の再建12例(前腕5例、上腕7例)、感染後再建4例(前腕2例、肘関節
2例)、偽関節手術3例(前腕2例、上腕1例)、橈尺骨癒合症4例、筋皮神経麻痺2例であった。治療
の内訳は有茎皮弁13例(広背筋皮弁6例、外側上腕皮弁2例、橈側前腕皮弁5例)、遊離皮弁12例
(血管柄付腓骨移植6例、外側上腕皮弁2例、内上顆あるいは腸骨移植4例)であった。再建目的は
軟部組織欠損の被覆4例、骨再建10例、広背筋移行による肘屈伸再建6例、前腕回内外授動・再
建5例であった。術後評価は骨癒合、皮弁の生着、合併症、機能評価は疾患に応じて、関節可動
域、上肢筋力を評価した。また患者立脚型評価としてDASHを用いた。
【結果】血管柄付き骨移植では全例で骨癒合が得られ、皮弁は全例で壊死なく生着した。合併
症として広背筋採取部に血腫2例、腓骨採取側のclaw toeを1例に認めた。肘関節可動域はarcで
平均95°、肘関節屈伸筋力は全例でMMT 4以上に回復した。前腕回内外はarcで平均82°の改善
を認めた。DASHは術後平均13.2点であった。
【考察】上肢の骨再建は有茎では十分な骨採取はできず、腓骨や腸骨などからの採取が有効な
ため、遊離血管柄付移植が原則である。一方で、上肢の軟部組織再建は有茎の広背筋皮弁、外
側上腕皮弁、橈側前腕皮弁で十分対応できる。大きな骨欠損には腓骨移植が有用で、また広背
筋は大きな軟部組織欠損の被覆だけでなく、筋肉の再建として筋力の回復にも期待できる。
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上肢再建に対する治療戦略　ー 有茎皮弁 vs 遊離皮弁 ー

○高木 信介1, 堀川 良治2, 春山 勝紀1, 外薗 寿典1

佐々木 彩乃1

1今給黎総合病院　形成外科, 2今給黎総合病院　整形外科

上肢再建を要する症例の原因は，主に外傷，腫瘍，熱傷瘢痕，難治性潰瘍等であるが，部位に
より再建目的，内容が異なる。上肢では機能，整容性に主眼をおき治療戦略を考えることが重
要である。腱，骨，神経血管等の重要組織が露出した場合，有茎皮弁や遊離皮弁を用いて創を
被覆する必要がある。どの方法で治療を行うかを，部位や欠損の程度で決定しているが，テク
スチャーマッチ，ドナー部の犠牲，年齢や全身状態による麻酔方法の制限なども考慮しなけれ
ばならない。今回われわれは，有茎皮弁と遊離皮弁による治療法を部位別に比較検討したため
報告する。　2008年4月～2015年7月までに当院にて上肢再建を要した72例を対象とした。年齢
は18から72歳（平均42歳），男性56例，女性16例であった。内訳は有茎皮弁43例，遊離皮弁29
例であった。指部は有茎皮弁35例，遊離皮弁11例，手部は有茎皮弁4例，遊離皮弁4例，前腕部
は遊離皮弁7例，肘部は有茎皮弁2例，遊離皮弁2例，上腕は遊離皮弁５例であった。指部での遊
離皮弁の適応は，広範囲掌側欠損，2指以上の皮膚軟部組織欠損，爪の再建症例，指欠損症例で
あった。手部では，有茎皮弁の適応は全身麻酔による手術が困難な症例であった。前腕，上腕
は全例遊離皮弁で，広範囲組織欠損症例と骨再建症例であった。肘部では，遊離皮弁の適応
は，広範囲組織欠損症例，欠損部は小さいが周囲組織損傷がある症例であった。　重要組織が
露出した場合，皮膚軟部組織再建がされなければ，機能温存は望めないため皮弁による再建が
必要となる。有茎皮弁は，比較的簡便な治療法であるが，被覆範囲や，再建組織が限定され
る。遊離皮弁は，有茎皮弁の欠点を補う治療法であるが，手術時間，術後安静を要する等の短
所がある。再建用途にあわせて両者を使い分ける必要がある。
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新鮮手指外傷に対する皮弁術

○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】手指の開放創は保存的にも治癒しうるが，審美性，感染，癒着拘縮の観点から瘢
痕治癒は許容しがたいこともしばしばである．我々は受傷早期に皮弁術を行って早期リハビリ
を開始し，これらの回避に努めている．今回手指外傷に対して皮弁術を行った症例について調
査し，特に合併症について検討した．【対象と方法】2011年10月から2014年7月まで手指外傷に
対して皮弁術を行った79例86指（男63女16：平均年齢43.4歳( 6-69歳 )）である．指尖部損傷
52指，指掌側部9指，背側部15指，掌側背側とも含むもの10指であった．これらの症例の1.受傷
から皮弁までの日数2.用いた皮弁3.皮弁術から罹患指ROM訓練までの日数4.皮弁の合併症とそれ
による追加手術を調査した．【結果】1.受傷から皮弁までは平均3.2日（0-16日）2.順行性指動
脈皮弁11，逆行性指動脈皮弁24，逆行性中手動脈皮弁6，逆行性橈側前腕，後骨間皮弁6，前進
皮弁16，指交差皮弁3，遠隔手掌（母指基部，小指球）皮弁6，遠隔鼠径皮弁7，遊離皮弁7指3.
皮弁術からROM訓練までは平均5.2日（1-20）4.皮弁完全壊死3，部分壊死4指（全例有茎動脈皮
弁），爪変形，疼痛による二期的断端形成3指(全例前進皮弁)，多数回除脂術3指（全例遠隔鼠
径皮弁）深部感染1指，関節拘縮6指，創瘢痕拘縮1指であった．【考察】新鮮手指外傷に対して
受傷早期に皮弁，リハビリを開始することで，極力関節拘縮，癒着発生を防ぐことが可能であ
った．有茎動脈皮弁術では逆行性皮弁のうっ血のみならず動脈低形成による阻血壊死（特に示
指橈側指動脈）も起こり得る．各種皮弁の特徴を踏まえて最良の方法を選択することが肝要で
ある．
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上肢における有茎穿通枝皮弁・脂肪弁の検討　皮膚軟部組織欠損・
神経損傷・腱癒着に対して

○高松 聖仁, 川端 確, 阿波 康成, 玄 承虎
斉藤 公亮

淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】これまで手外科領域において有茎で用いることのできる種々の穿通枝皮弁が開発され
報告されてきた．我々は従来より報告のある皮膚軟部組織欠損のみならず，神経剥離後・縫合
後の神経癒着防止・保護や，腱剥離後の腱癒着防止・滑走床に有茎穿通枝皮弁・脂肪弁を応用
しているので報告する.
【対象および方法】対象は上肢の皮膚軟部組織欠損10例，手関節周囲神経損傷11例，指神経損
傷7例，手関節部・固有指部の伸筋腱損傷6例の計33例であった．(一部重複)使用した穿通枝は
橈骨動脈穿通枝(RAP)12例，尺骨動脈穿通枝4例，指動脈穿通枝(DAP)13例，中手動脈穿通枝4例
ほかであった．(一部重複)いずれも有茎の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．それらの治療成績及び合併症について検討を加えた．
【結果】皮膚軟部組織欠損例では5x10(DAP皮弁)～60x90(RAP皮弁)mm2　の皮弁・脂肪弁を移 行
した．全例生着したが、もっとも中枢から採取した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
域の改善を認めたが，RAP脂肪弁採取部の色素沈着を3例に認めた. 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】これまで報告の多い前腕・手部の軟部組織欠損に対する再建だけではなく，神経損傷
に対して脂肪弁による被覆によって疼痛の軽減が得られ，さらに伸筋腱の癒着防止として穿通
枝筋膜脂肪弁により良好な滑走がえられたものと考えられた.
【結語】上肢において軟部組織欠損のみならず神経損傷・腱癒着に対する種々の有茎穿通枝皮
弁の有用性が示唆された．
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上肢皮膚軟部組織欠損における有茎穿通枝皮弁による治療戦略

○小野 真平, 小川 令

日本医科大学　形成外科

上肢皮膚軟部組織欠損の再建において、従来の厚い皮弁では、(a)整容面での患者満足度が低
い、(b)関節をまたぐ部分では厚い皮弁が原因で関節可動域制限をきたすことがある、(c)厚い
皮弁の薄層化に複数回の手術を要する、などの問題点が挙げられる。近年の穿通枝皮弁の開発
・発展は皮弁再建におけるthin flapの適応を拡大し、上肢皮膚軟部組織欠損の再建においても
上記問題点を解決する方法として注目されている。本演題では、上肢皮膚軟部組織欠損に対す
るthin flapを用いた治療戦略を、有茎穿通枝皮弁を中心に解説する。

皮膚軟部組織欠損に対する皮弁再建には、局所皮弁、区域皮弁、遊離皮弁、遠隔皮弁などの選
択肢がある。術者の好みによって闇雲に皮弁を選択するのではなく、理論的なdecision-making
に基づいた皮弁の選択が求められる。われわれは、欠損の部位と大きさに基づき皮弁を選択し
ている。局所皮弁は、欠損部と色・質感・厚さが類似した皮膚で再建可能なため、より整容的
な再建が可能である。そのため欠損が小さい場合は、局所皮弁を第1選択に考えるべきである。
逆に欠損が大きい場合は、遊離皮弁や遠隔皮弁を選択する。遊離皮弁や遠隔皮弁は、遠隔部の
皮膚を移植するため、どうしても整容的な満足度は劣る。そのため 治療アウトカムを向上する
ためには、局所皮弁の適応を拡大する必要がある。解剖学的に上肢は末梢に向かって先細りの
円柱状構造をしており、 周囲いずれの方向にも皮膚のゆとりがある体幹部と比較して、 局所
皮弁の移動に制限が生じやすい。有茎穿通枝皮弁、特に穿通枝茎プロペラ皮弁の出現は、この
局所皮弁の適応拡大に大きな貢献を果たした。 欠損部のすぐ中枢に存在する穿通枝を島状皮弁
に含めて180°回転し、皮膚余剰部から皮膚欠損部に皮膚を移動する治療戦略が極めて有効であ
る。
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逆行性指動脈皮弁術における側正中部Zig-Zag切開の有用性

○島田 賢一, 宮永 亨, 岸邊 美幸, 川上 重彦

金沢医科大学　形成外科

はじめに：1985年に児島により報告された指中節部の横連合枝を利用した本皮弁は指腹部の中
等度以上の欠損に対して適応される有用な皮弁である。皮弁挙上時の側正中部に皮切を加える
が，通常直線あるいはzig-zag切開により展開される。当科においては両者のどちらかを選択使
用してきたが，これらを用いた術後拘縮について比較検討したので報告する。対象と手術方
法：1994年～2014年に当科において逆行性指動脈皮弁を用いて，末節部指腹部を再建した28例
中，術後評価が可能であった20例を対象とした。術後拘縮評価として側性中部の皮膚性の瘢痕
拘縮の有無，DIP・PIP関節の拘縮の有無を調べた。結果：症例は20例21指（男性17例，女性
3例），左13指，右8指。平均年齢は36.4歳，平均経過観察期間は10.2ヵ月であった。再建部位
は母指0，示指8，中指11，環指2，小指0例，橈側アプローチ12例，尺側アプローチ9であった。
皮弁採取部は全例，全層植皮で閉鎖した（土踏まず14，内顆下方3，鼠径部2，手掌1）。側正中
直線切開が10指，Zig-Zag切開が11指であった。皮膚性の拘縮は直線切開で6例，Zig-Zag切開で
2例認めた。またDIP・PIP関節の拘縮は直線切開で4例，Zig-Zag切開で1例認めた。考察：側正
中の直線切開は術後瘢痕が掌側に移動し，時として拘縮を来すことがある。故にデザインの際
には指節間皮線をよく確認のうえデザインする必要がある。Zig-Zag切開は指節間皮線収束点を
マークしその1/2の点を底辺とする三角弁を背側掌側に作成しデザインした。これにより血管柄
の折り返し部分がbulkyとなっても三角弁部分をV-Y advance flapとして減張することも可能で
ある。術後の瘢痕は全例で目立たないものであり，本皮弁での側正中部のアプローチはZig-Zag
切開を用いるべきである。
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足内側部より採取した静脈皮弁による指掌側部の再建例の検討

○川勝 基久

角谷整形外科病院　形成外科

【緒言】足内側部より採取した静脈皮弁によって指掌側部を再建した症例は、諸家の報告通り
整容的には良好な結果が得られている。今回、皮膚軟部組織と動脈を同時再建した症例をその
臨床適応について検討したので報告する。
【対象と方法】足内側部より採取した静脈皮弁によって指掌側部の皮膚軟部組織と動脈を同時
再建した６症例を対象とした。全例男性で、手術時平均年齢は32歳(17～56歳)、指尖部2例、指
体部4例であった。右手4例、左手2例、示指1例、中指2例、小指3例であった。再建を要した病
態は、外傷後の皮膚軟部の瘢痕拘縮が5例、異所性爪が1例であった。麻酔は全身麻酔が1例、伝
達麻酔と腰椎麻酔の併用が1例、伝達麻酔と局所麻酔の併用が4例であった。
【結果】皮弁はすべて完全生着した。Texture matchについては全例ほぼ良好な結果が得られ
た。Color matchについては、拳上した皮弁のうち、足底部の領域に占める割合が多い皮弁ほ
ど、整容的に満足する結果が得られたが、この領域ほど皮弁への表層流入血管は細い口径であ
った。また、演者が行った皮弁ではほぼ萎縮がなかったため、厚みのある皮弁で再建した指尖
部では指腹部の良好な形態が得られたが、指体部では二期的にdefattingを要した。
【考察】足内側部より採取した静脈皮弁は指掌側部の再建に有用な方法の一つであり、皮弁の
流入流出血管の口径を考慮する必要はあるが、その臨床適応については、皮弁の採取部位や厚
みなどを検討することによってより整容的に満足する結果が得られると考えられた。
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手外科領域における静脈皮弁の有用性

○東盛 貴光1, 溝渕 貴俊1, 林 健太郎1, 伊東 大2

櫻井 裕之2

1社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　形成外科

2東京女子医科大学　形成外科

【はじめに】遊離静脈皮弁は 1981年に Nakayama らかのラットでの報告にはじまり、1987年に
Yoshimura らが臨床応用して以来、主に手外科領域で多用されるようになった皮弁である。皮
弁の挙上が容易で薄く、ドナーの犠牲が少ないなどの利点がある一方、皮弁の血流が不安定で
あり、近年各種穿通枝皮弁やthin flapが普及したことで本皮弁が用いられる頻度は少なくなっ
た。我々がこれまで手外科領域で本皮弁を用いた症例を検討しいくつかの知見を得たため、若
干の文献的考察を加えて報告する。【対象および方法】2009年-2014年に手部皮膚軟部組織欠損
に対してarterialized venous flapで再建を行った全11症例を対象とし、生着群、壊死群に分
類し、皮弁のサイズ（長径×短径を簡易面積とした）および移植床（骨露出の有無、腱露出の
有無等）を比較検討した。【結果】生着は7例、部分壊死が4例であった。完全壊死例は無なか
った。皮弁のサイズは生着群が1402±465mm2、部分壊死群で3500±1685mm2であり、有意に部分
壊死群で大きかった(p=0.011)。また部分壊死の4例中3例は血流に乏しい骨組織を下床とした再
建であった。【症例】31歳男性。機械に巻き込まれ右中指・環指指尖部の完全切断を受傷し
た。再接着術を試みるも壊死に陥ったため、1カ月後に足底からの遊離静脈皮弁による再建を施
行し完全生着した。術後3年経過したが、機能的にも整容的にも良好である。【考察】本皮弁の
サイズは小さいほど、また移植床が血流豊富な組織であるほど生着しやすく、A-V typeが他の
typeと比較し生着しやすい。また流入-流出血管を別系統にするなどの工夫も散見される。今回
の我々の検討でも同様の結果が得られた。これらの工夫を行えば、手技が容易である本皮弁は
手外科領域におけるemergency flapとして充分有用であると思われた。
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手関節部における正中神経の3次元超音波画像

○長田 龍介1, 片山 康太郎2, 笹木 亮3, 頭川 峰志1

1富山大学　医学部　整形外科, 2富山大学大学院理工学教育部

3富山大学大学院理工学研究部

【はじめに】末梢神経障害の診断は、通常理学所見と電気生理学的検査によってなされる。こ
れらに加えて客観的画像所見が得られれば末梢神経病巣の局在と形態異常の把握により診断精
度が上がると見込まれる。近年超音波診断装置（US）による末梢神経描出についての報告が増
えているが、結果の再現性の点で未だ課題も多い。われわれはUSによる末梢神経の3次元画像構
築を行う研究の初期段階として手関節部における正中神経の3次元描出を試みた。【方法】健常
者3名の手関節部掌側にUS装置（HITACHI AVIUS）のリニアプローブ（14MHz）をあてて正中神経
の短軸画像を得た。このとき一連の等間隔かつ平行な短軸画像を取得するためにプローブ操作
装置を製作・使用した。この装置は被験者の前腕を包囲する直方体をなすアルミフレームと、
この一辺に据え付けた単軸アクチュエータからなるものである。単軸アクチュエータの先端に
プローブ連結部分があり、また基部には前腕軸に沿って（近位-遠位方向に）一定速度で移動す
る駆動部を有している。手関節部の短軸像を得ながら軸方向にスキャンし連続するUS短軸画像
を記録した。正中神経の抽出は、医師が一定間隔ごとにUS断面像の神経を同定し、隣接する断
面間で神経の形態が類似する特徴を用いてその間の神経の輪郭を機械的に抽出する方法で行っ
た。【結果】手関節における正中神経では各US断面像における神経領域の自動抽出が可能であ
り、この方法により正中神経を立体画像で示すことができた。【考察】USプローブ操作装置と
US画像での神経領域自動抽出・3次元化のアルゴリズムの組み合わせの応用は、これまで困難で
あった末梢神経の描出に有用な手段となる可能性がある。
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インドシアニングリーン蛍光法を用いた末梢神経絞扼性障害におけ
る神経内血行動態の評価

○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】末梢神経の血流評価方法として、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。しかし、取扱いの煩雑さや、血流を数値のみで計測するため視覚的に血
流の変化を観察することができないという欠点がある。近年、インドシアニングリーン（ICG）
蛍光法を用いて血流や血行動態の評価が行われ、その有効性が報告されている。本研究の目的
は、ICG蛍光法で末梢神経の微小血行動態が評価可能か検討することである。
【方法】当院で手術加療を行った手根管症候群重症例（CTS）11症例および肘部管症候群
（CuTS）15症例を対象とした。手術でICGを静脈内投与し、赤外蛍光装置で蛍光輝度の経時的変
化を記録した。記録したデーターを赤外蛍光解析ソフトで、神経絞扼部位と正常部位で関心領
域を設定し、最高蛍光輝度を計測した。更に、CTSでは神経絞扼部で神経上膜剥離術を行い、そ
の前後で最高蛍光輝度を計測した。また、ICG投与による合併症の有無を調べた。
【結果】ICG蛍光法により、末梢神経の微小血行動態を視覚的に観察することができた。最高輝
度計測は、CuTSにおいて神経絞扼部で37.97、近位部で50.77、遠位部で48.24と神経絞扼部で有
意に低値を示した。CTSにおいても同様の傾向を示し、神経上膜剥離前は53.03であったが、剥
離後は70.23と有意差を示した。また、ICG投与による合併症は認めなかった。
【考察】ICG蛍光法により、安全に末梢神経の血行動態を視覚的に確認することができた。赤外
蛍光解析ソフトを用いることで、客観的に蛍光輝度を計測することができた。ICG蛍光法は、新
たな末梢神経の血行動態の評価ツールとして利用可能であることが示唆された。
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手外科領域の術中血管造影について

○池口 良輔, 太田 壮一, 織田 宏基, 淘江 宏文
松田 秀一

京都大学　整形外科

【目的】手外科領域において、軟部組織欠損を被覆する場合の前腕の穿通枝皮弁や、舟状骨偽
関節の際の橈骨遠位からの血管柄付骨移植など主要血管を犠牲にしないような細い血管茎を用
いての方法が発達してきている。しかし、細い血管茎を用いるために術中には直視下に血管茎
の確認ができないことが多く、解剖学的な知識をもとに挙上していることが多い。今回、我々
は前腕の穿通枝や骨内栄養枝に対して術中に血管造影を行い、血管茎を確認することにより採
取が可能であったので報告する。
【方法】症例は2014年8月から10月まで手術を行った3例で、手関節橈側での橈骨神経損傷に対
して橈骨動脈穿通枝を茎とする脂肪筋膜弁移植を行った症例が2例、舟状骨偽関節に対して橈骨
遠位からの血管柄付骨移植を行った症例1例である。３例ともArtis Zeego（シーメンス社）を
用い、術中に駆血帯下に橈骨動脈からからの血管造影を行い3次元再構成を行った。
【結果】橈骨動脈穿通枝を用いる2例では穿通枝の描出が可能であった。術中に得られた画像を
もとに血管茎を決定し、脂肪筋膜弁の移植を行った。橈骨遠位血管柄付骨移植の症例では、1,2
-ICSRAと橈骨遠位部への骨内栄養枝の描出が可能であった。術中に得られた画像をもとに骨採
取部を決定し、舟状骨偽関節部への血管柄付骨移植を行った。
【考察と結論】穿通枝皮弁の合併症として、その細い血管茎からの不十分な血流による皮弁の
部分壊死が上げられる。また血管柄付骨移植の場合、骨への栄養枝を含めて採取する必要があ
るが、今まで術中に確認することができなかった。今回我々は、術中に駆血帯下に血管造影を
行い、3次元再構成することにより、これらの血管の描出が可能で、より確実に手術を施行する
ことが可能であった。

S541



2-7-4

3D スキャナーを用いた健常手の非侵襲的形態計測

○新海 宏明, 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　手の外科学

【目的】手の腫脹は疼痛や拘縮を合併しやすく、複合性局所疼痛症候群の判定指標の１つにも
なっているが、定量化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った体積
計測法があるが、患肢や疼痛を伴う手には適用しにくいといった問題がある。そこで非侵襲的
な3Dスキャナーを用いて健常手の体積を測定し、年齢・身長・体重・手・靴のサイズとの相関
を調べ、これらから手の体積を算出する方法を検討した。
【方法】健常ボランティア男87名平均38.1(22-62)歳、女151名平均38.2(17-66)歳を対象とし
た。被験者は肘を台につき前腕を中間位で手指を開いて保持、3Dスキャナーを用いて手のイメ
ージングを行った。3Dイメージは、遠位手くび皮線で前腕軸に垂直に手部をカットし、欠損部
はコンピューターによる補填にて手の形態を再現した。3Dイメージから手関節周径(CW)、近位
手首皮線から中指先端までの距離(DDT)、手の体積を計測し、SPSSを用いて手の体積と各項目に
ついて分析を行った。
【結果】手の体積の平均値は、男性で右354±42cm3、左346±43cm3、女性で右249±37cm3、左
245±39cm3で左右の有意差を認めなかった。手の体積と、年齢、身長、靴のサイズとの相関は
低く、男女ともに高い相関を認めた体重、CW、DDTを利用し、重回帰分析にて算出された係数を
用いて手の体積を計算する方程式を作成した。式の調整済みR2値は男性0.811、女性0.781と高
く、非常に高い精度で手の体積を求められることがわかった。
【考察】体重、CW、DDTのパラメータを用いて、手の体積を計算する手法を開発した。この式を
用いることで手の体積を予測し、手の腫脹をきたす疾患の診断や治療効果判定に活用できるも
のと考える。
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橈骨遠位端骨折患者における手関節部CT-Hounsfield unit(HU)値計測
による骨粗鬆症診断の試み

○江城 久子, 瀧川 直秀, 安井 憲司, 深井 敦大

西宮協立脳神経外科病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折は骨脆弱性骨折の1つであり、そのような患者では骨質の評価が必
要であると考える。骨粗鬆症に対する代表的な検査はDEXAであるが、近年、骨折等の診断用に
撮影したCTで骨質を評価した報告が散見される。今回我々は手関節部CT-Hounsfield unit(以下
HU)を計測し、骨粗鬆症の診断が可能であるかどうかを検討した。【対象・方法】当院で手関節
部CTを施行した62例を対象とした。内訳は橈骨遠位端骨折患者群（以下骨折群）31例、橈骨遠
位端骨折の既往のない対照群（以下対照群）31例であった。骨折群は男性7例、女性24例、平均
年齢は66.5歳（48-85歳）、対照群は男性7例、女性24例、平均年齢は65.9歳（46-85歳）であっ
た。全例、骨折等の診断目的で撮影したCTを用いてHU値を計測した。HU値は、CT横断像でリス
ター結節のレベルで皮質にかからないよう海綿骨のみに関心領域を設定し橈骨と尺骨のHU値を
計測した。骨折群の橈骨は、リスター結節のレベルで最大の骨片を選択、関心領域を設定しHU
値を計測した。橈骨と尺骨のHU値を骨折群と対照群で比較した。【結果】HU値は、橈骨で対照
群が平均236、骨折群が平均194、尺骨で対照群が平均203、骨折群が平均134であり、橈骨尺骨
ともに骨折群で有意に低下していた(P＜0.05)。【考察】HU値はCTにおいて水を0、空気を-1000
とする臨床目的のための単位で、X線吸収係数に比例した数値である。本研究では、骨折群では
HU値が有意に低下しており手関節部で骨質が低下している可能性が示唆された。橈骨遠位端骨
折は骨脆弱性骨折の一つであり、骨粗鬆症の評価が必要である。そのような患者では新たに
DEXAを行わずに、骨折等の診断目的で撮影したCTで骨粗鬆症の診断ができる可能性があると考
えられた。
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鎖骨上下アプローチによるエコー下腕神経叢ブロックの有用性

○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】鎖骨上アプローチによる超音波ガイド下腕神経叢ブロックは、上肢の麻酔として有効
かつ安全な方法と報告されている。2014年まで鎖骨上アプローチで施行してきたが、下神経幹
（尺骨神経領域）への麻酔効果が不十分になる場合があった。腋窩ブロックを追加することで
改善できるが、体位変換が必要という欠点がある。今回、鎖骨上アプローチに鎖骨近位部での
鎖骨下アプローチ（近位法）を併用し、尺骨神経領域への麻酔効果を検討した。
【対象と方法】2015年1月から2015年9月までの期間にエコーガイド下で鎖骨上下アプローチに
よる腕神経叢ブロックを9名に施行した。性別は男性6名女性3名、年齢27-76歳、BMI21.5-28.7
であった。尺骨神経領域の麻酔効果は、小指指尖部でピンプリックによる痛覚で評価した。麻
酔薬は0.75％塩酸ロピバカイン、1％リドカイン、生理食塩水の混合液を用いた。最大注入量
は、鎖骨上アプローチ30ml、鎖骨下アプローチ10mlで施行した。手術内容は、腫瘍切除3例・神
経縫合2例・指神経剥離1例・滑膜切除術1例・指動脈皮弁術1例・動脈吻合（神経縫合との重複
あり）1例・伸筋腱縫合術＋骨折観血的整復固定術1例であった。
【結果】麻酔開始から手術開始までの平均時間は46.5分（33-62分：救急外来で施行した2例を
含む）で、平均駆血時間は、55.7（27-95）分であった。尺骨神経領域の麻酔は9例全て著効し
た。正中神経・橈骨神経領域に関しては，BMI28.7の肥満体型の1例で追加の局所麻酔を必要と
した。術中ターニケット痛は全例生じなかった。
【まとめ】鎖骨上下アプローチによる腕神経叢ブロックは、鎖骨上アプローチと比較して麻酔
に要する時間が増えるデメリットがあるが、腋窩ブロックとは異なり、体位変換不要で尺骨神
経領域の麻酔をより確実に施行できると考えられる。
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上肢整形外科手術における超音波ガイド下腕神経叢ブロックの経験

○山上 信生1, 山本 宗一郎1, 青木 陽1, 内尾 祐司1

佐倉 伸一1

1島根大学　医学部　整形外科　, 2島根大学　医学部　麻酔科

【はじめに】上肢手術における腕神経叢ブロックは，広く使用されている麻酔方法である．我
々は超音波ガイド下に腕神経叢ブロック(腋窩アプローチ)を行い，その有用性について検討し
た．【対象】同ブロック下に上肢手術を受けた20症例を対象とした．男性13例，女性7例，平均
年齢は65歳であった．手術は骨接合術3例、軟部組織手術17例であった．調査項目として，神経
の明瞭な描出の可否，ブロックに要した時間，放散痛の有無、手術時間、タニケット時間、タ
ニケット痛の有無，追加麻酔の有無，手術開始時の麻酔効果を神経支配ごとに調べた．麻酔効
果は、鉤攝子で皮膚をつまみ，患者が感じた疼痛を「0点：明らかな疼痛あり，1点：軽度の疼
痛あり，2点：疼痛なし」と定義して評価した．【結果】正中・尺骨・筋皮神経は全症例におい
て，プレスキャンで明瞭に描出できた．橈骨神経がプレスキャンで明瞭に描出できた症例は3例
のみであったが，上腕動脈の深部後方に麻酔薬注入後は16症例で明瞭に描出できた．ブロック
に要した時間は平均9分，放散痛を2例に生じた．手術時間は平均28分(13～51分)，タニケット
時間平均18分(10～52分)でタニケット痛を生じた症例はなかった．手術直前の麻酔効果は正中
神経6例，橈骨神経2例，尺骨神経4例に1点以下の症例があり， 3例に皮膚切開時に追加麻酔を
必要としたが，手術中の麻酔薬の追加はなかった．また，血腫，神経損傷といった合併症はな
かった．【考察】これまで腕神経叢ブロックは放散痛法，動脈貫通法，神経刺激法などにより
施行されてきたが，筋皮神経や橈骨神経の麻酔成功率が低いことや安全性の点で問題があっ
た．超音波ガイド下では，筋皮神経，橈骨神経の描出が可能であり，十分な麻酔効果が期待で
きる．またタニケット痛を生じた症例はなく，有用な方法であると考える．
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当院におけるエコーガイド下腕神経叢ブロックの適応と限界

○野口 貴志1,2, ダンカン スコット1, 塚本 義博3

田縁 千景2, 石川 浩三4

1ボストン大学医学部　ボストンメディカルセンター　整形外科

2大津赤十字病院　整形外科, 3聖隷浜松病院　手の外科センター

4大津赤十字病院 形成外科

【目的】
当院では、自科で行うエコーガイド下腕神経叢ブロック（平行法）を行っている。今回、肩関
節以遠（鎖骨含）の手術時に施行した腕神経叢ブロックの成績を報告する。
【方法】
当科で施行した618症例（年齢11-97歳）を対象とした。麻酔法は腋窩、鎖骨上窩、斜角筋間ブ
ロックに分類した。麻酔成績は、腕神経叢ブロックのみで除痛、筋弛緩が得られ手術を完遂で
きたものをexcellent(E), 手術中に局所麻酔または鎮静剤を追加したものをgood(G)、全身麻酔
へ変更したものをfailure(F)とした。重篤な合併症の有無を調べた。麻酔法と手術部位、術式
（外傷、慢性疾患、その他）との関係を調べた。麻酔施行医を、医師10年目まで
（若手）（12名）、10年目以上(8名)で分類した。さらに麻酔から鎮痛が得られ執刀するまでの
時間と手術時間を調べた。
【成績】
腋窩ブロックが445例（前腕以遠375例、肘70例）、鎖骨上窩ブロックが10例(前腕以遠１例、肘
６例、上腕３例)、斜角筋間ブロックが164例(肘16例、上腕35例、肩58例、鎖骨55例)に施行さ
れた。外傷が457例で、慢性疾患が44例、その他（抜釘）が117例であった。麻酔成績は
Eが、287例(45.5%)、Gが322例(53%)だった。Fは9例(1.5%)で、うち７例は若手が麻酔をしたが
統計学的に有意でなかった。8例が肩関節の外傷手術であり,部位としては有意に多かった
（p＜.05）。気胸や動脈損傷などの重篤な合併症はなかった。麻酔から執刀まで全症例平均37
分かかり、手術時間は平均1時間26分であった。
【結論】
エコーガイド下腕神経叢ブロックは簡便な手技であり、局所麻酔薬などを併用すると鎖骨含め
肩関節以遠の手術の98％が完遂できた。肩関節の外傷手術では、腕神経叢ブロックによる十分
な鎮痛や筋弛緩が得られない場合があることを知っておく必要がある。
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超音波ガイド下腕神経叢ブロック　～斜角筋間法と鎖骨上法の使い
分け～

○瀬戸 信一朗, 重冨 充則, 関 寿大, 鎌田 敬子

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の注射部位は斜角筋間/鎖骨上/鎖骨下/腋窩であ
るが,当科では上腕１/3以遠の手術に鎖骨上法を，近位の手術に斜角筋法を用いている．この適
応が妥当か検討した．
【方法】対象は演者自身が2014年5月から2015年10月までに0.75%ロピバカイン20ccを用い超音
波ガイド下腕神経叢ブロックによる当科麻酔で手術した115例で，手術部位は鎖骨7例，肩～上
腕4例，肘9例，前腕34例，手/指61例である．鎖骨の手術に対しては斜角筋間15ccと浅頸神経叢
5ccを，上腕の手術に対しては斜角筋間15ccと鎖骨上の背側（Th1-2領域）5ccを，肘以遠の手術
に対しては鎖骨上に20ccを用いた．全例執刀時にC4（鎖骨部）・C5（上腕橈側）・C6（前腕橈
側～母指）・C7（中指）・C8（小指）・Th1（前腕尺側）・Th2（上腕尺側）の冷覚を調査し，
ペンタゾシンや局所麻酔薬の追加や全身麻酔への移行が不要だったものを麻酔成功とした．
【結果】鎖骨・上腕手術に対する斜角筋間法の成功率は100%であった．鎖骨上法では，肘部手
術で78%，前腕で82％，手指で87%の成功率であった．執刀時冷覚脱失率は斜角筋間法で
C4：71%，C5：100％，C6：71％，C7：27%，C8：27%，Th1：27%，Th2：9%で，鎖骨上法では
C4：14％，C5：50%，C6：72％，C7：78%，Th1：64%，Th2：28%となり，C4・C5では斜角筋法
が，C7・C8・Th1では鎖骨上法の冷覚脱失率が有意差をもって高かった.
【考察】上記より鎖骨と上腕の手術に対しては斜角筋間法が，肘以遠の手術に対しては鎖骨上
法の方が優れていると考えられた．今後は前腕以遠の手術に対する鎖骨上法と腋窩法の比較が
検討課題と考える．
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小児上肢骨折における術後鎮痛としての超音波ガイド下神経ブロッ
クの有用性の検討

○串田 淑久1, 志村 治彦1, 小野寺 英貴2, 二村 昭元3

藤田 浩二4

1東京ベイ　浦安市川医療センター 整形外科

2東京ベイ　浦安市川医療センター 麻酔科

3東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学分野

4東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

【はじめに】超音波診断装置の発達とともに超音波ガイド下末梢神経ブロックが成人症例で近
年普及してきている。一方で小児症例においては、体格が小さく、末梢神経は表層に存在し、
周囲の血管組織と近接しているといったリスクのためまだ一般的ではない。演者らは小児の上
肢骨折に対し超音波ガイド下神経ブロックを施行し、術後鎮痛・合併症について検討したので
報告する。【対象と方法】対象症例は2014年7月から2015年10月の間に当院にて鎖骨・上腕・前
腕骨骨折手術を施行し、超音波ガイド下に腕神経叢ブロックを行った15歳以下の34例
(男児:21例、女児:12例)である。平均年齢は11.3歳（4-15歳）、平均身長は145.2cm（108.4-
174.5cm）、平均体重は46.4kg(16.6-79.2kg)であった。全身麻酔後に超音波ガイド下に神経ブ
ロックを行った(FUJIFILM Sonosite)。使用麻酔薬の種類はアナペイン単剤、マーカイン単剤、
アナペイン+カルボカイン併用、ポプスカイン単剤の４群であった。これらの症例に対して、術
後鎮痛獲得の有無、鎮痛薬使用までの時間、合併症について診療記録に基づいて調査・検討し
た。【結果】全症例で、手術直後に無痛または疼痛自制内であり十分な鎮痛が獲得できてい
た。神経ブロックの効果消失後には全症例で鎮痛薬が使用されており、初回投与は術後平均8.4
時間(4時間-21時間)であった。また神経血管損傷、局所麻酔中毒など神経ブロックに関連する
と考えられる合併症は認められなかった。【考察】小児の上肢骨折においても術後鎮痛として
超音波ガイド下で神経ブロックを行うことにより、十分な術後鎮痛を得ることができ、また安
全に確実に神経ブロックを行うことが可能であった。鎮静下の神経ブロックでは、薬液注入時
の超音波画像所見や注入抵抗に注意を要する。。
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超音波ガイド下腋窩ブロックと局所静脈内麻酔を併用した上肢手術
中の駆血部痛の検討

○田中 優砂光

自衛隊熊本病院　整形外科

【目的】超音波ガイド下腋窩ブロック（以下，腋窩ブロック）と局所静脈内麻酔（以下，静脈
麻酔）を併用して行った上肢手術中の駆血部痛の発生頻度および発生までの時間を，静脈麻酔
単独で行った手術と比較する．
【対象と方法】2012年4月～2015年8月の間に，静脈麻酔のみで手術を行った18名23件（静麻
群）と，腋窩ブロックと静脈麻酔を併用して上肢の手術を行った20名23件（ブロック+静麻群）
を対象とした．全例で二重駆血帯を用いた．静麻群では，中枢側のカフに圧を加えた後，前腕
遠位で経静脈的に0.5 % リドカイン30 mLを投与した．術中に患者が駆血部痛を訴えるまでカフ
を切り替えず，駆血部痛を訴えた時点でカフを中枢側から末梢側に切り替え，疼痛の訴えに応
じて随時カフの切り替えを行った．ブロック+静麻群では，0.375 % ロピバカインを用いて超音
波ガイド下腋窩ブロックを行った後，静麻群と同様に静脈麻酔を行った．リドカインは12件に
30 mL，11件に20 mLを投与した．
【結果】駆血時間は，静麻群が平均57.4分，ブロック+静麻群が平均78.7分で，有意にブロック
+静麻群の方が長かった．カフの切り替え回数は，静麻群が平均1.1回，ブロック+静麻群が平均
0.4回で，有意にブロック+静麻群の方がより少なかった．術中にカフの切り替えを要した患者
数は，静麻群が23件中16件，ブロック+静麻群が23件中10件で，ブロック+静麻群の方がより少
ない傾向にあった．カフを切り替えた患者の駆血開始からカフ切り替えまでの時間を比較する
と，静麻群が平均32.5分，ブロック+静麻群が平均59.0分で，有意にブロック+静麻群の方が長
かった．
【結論】腋窩ブロックと静脈麻酔を併用すれば，駆血部痛を抑制でき，比較的長時間の上肢手
術が可能である．
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超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロックの術後疼痛対策としての
有用性の検討 ～持続静脈注射法との比較～

○藤巻 亮二, 加藤 創太, 池上 健, 畔柳 裕二
吉田 英彰

公立福生病院　整形外科

＜目的＞鎖骨上窩腕神経叢ブロック(以下sbpb)を超音波ガイド下に行う事で、上肢麻酔の安全
性及び確実性が向上する事が手外科学会においても近年数多く報告されている。当院において
は、超音波ガイド下sbpbを術後疼痛対策として全身麻酔と併用して行っている。その有用性に
ついて、術後フェンタニル持続静脈注射法と比較する事により検討した。＜対象と方法＞2011
年１月から2014年12月までに橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート固定手術を行っ
た96例を対象とした。超音波ガイド下sbpbは全身麻酔導入直前にone shotで行った。sbpb群は
56例、持続フェンタニル静注群は40例であった。調査項目は、フェイススケール(0から5の6段
階)による術後疼痛評価、ボルタレン座薬等の補助鎮痛剤の術後使用回数とし、両群を比較検討
した。＜結果＞術直後の疼痛フェイススケールの平均はsbpb群0.89、持続フェンニル静注群
2.68と顕著な有意差が見られた。また術翌日朝においてもsbpb群1.36、持続フェンタニル静注
群1.91とsbpb群において疼痛が低い傾向が見られた。一方、補助鎮痛剤の使用回数に関して
は、持続フェンタニル静注群0.64回、sbpb群0.57回と有意差は見られなかった。＜考察および
結語＞one shotでの超音波ガイド下腕神経叢ブロックを全身麻酔と併用する事により術後疼痛
の顕著な改善効果が見られた。持続フェンタニル静注法との比較において、術直後の除痛に優
れるのみならず、直接的な麻酔効果が消失しているはずの術翌朝においても除痛効果が得られ
ている事が示唆され、興味深い結果となった。
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超音波ガイド下神経ブロックに併用したデクスメデトミジンの使用
経験

○重松 浩司1, 井川 真依子1, 長嶋 光幸1, 面川 庄平2

田中 康仁3

1東大阪市立総合病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科　

3奈良県立医科大学　整形外科

【はじめに】デクスメデトミジン（以下DEX）はその鎮静作用により局所麻酔下での長時間手術
による患者の苦痛を和らげることが可能であるがその報告は少ない。今回我々は超音波ガイド
下神経ブロックにDEXを併用し上肢手術を行ったので、その注意点などを報告する。【対象およ
び方法】対象は当院で超音波ガイド下神経ブロックにDEXを併用した84例で男性32例、女性52例
で、手術時平均年齢は56.3歳(16̃86歳)であった。手術の内訳は骨接合術が最も多く、手術時間
は平均2時間14分(24分～6時間24分)であった。投与方法は従来の投与方法に準じて使用し、血
圧、脈拍、動脈血酸素飽和度（以下SPO2）、BIS(Bispectral index )値に合わせて0.2̃0.6μ
g/kg/hrの範囲で調節を行った。術中の麻酔深度の指標にBISモニターを使用し50-70を目標値と
して管理した。検討項目としてDEXによる鎮静の成功率、麻酔方法の変更率、有害事象に伴う
DEXの中止率を検討した。また、術中合併症として血圧、脈拍、SPO2、BIS値の変動を検討し
た。【結果】全例で効果的な鎮静が得られ全身麻酔に移行したしょうれいはなかった。しかし
ながら3例で術中投与を中止した。一例は胸部痛であり、明らかなECG上の変化は認めないもの
のSPO2の低下に合わせて発症したため中止を余儀なくされた。一例は過度の鎮静に伴うと思わ
れる興奮状態であり、これもSPO2の低下に合わせて発症していた。一例は長時間手術となった
ためDEXの血中濃度上昇を危惧し、途中で中断・再開を繰り返した症例であった。【結語】DEX
の合併症として血圧低下、徐脈などがあげられるが、非挿管時の使用に際してはSPO2の低下が
大きな問題となることが判明した。SPO2をモニタリングし、必要に応じて酸素投与を行うこと
で大きな合併症を予防できうると考えられた。
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Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注射の小経験

○川端 確, 阿波 康成, 高松 聖仁

淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】Dupuytren拘縮に対しては、拘縮改善のために従来手術加療が選択されてきたが、皮膚
障害、神経血管損傷、感染、CRPSなどの合併症が報告されている。また治療期間は長期にわた
り、再発も懸念される。2015年9月より本邦においてもDupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注
射が使用可能となり治療の選択肢となった。今回、9例について注射治療を施行し、主に注射後
早期ではあるが、その効果と安全性について報告する。
【対象と方法】対象は9例で全例男性、平均年齢68.1（62-74）歳であった。MP関節の拘縮5例と
PIP関節の拘縮4例のそれぞれに対して1回のコラゲナーゼ注射を施行し、注射翌日に罹患指の伸
展処置を行った。これら9例について、主に注射後1週時の伸展不足角度の変化と合併症を検討
した。3例（治験例）については注射後1年まで経過観察可能であり、平均経過観察期間は
18.6（1-52）週であった。
【結果】9例全てにおいて、注射翌日の伸展処置で改善を示し、注射後1週で伸展不足角度の平
均はMP関節拘縮例で33.0度が5.0度へ、PIP関節拘縮例で46.3度が18.8度へ改善した。注射後1か
月では改善した伸展不足角度が増加した症例はなく、注射後1年ではPIP関節拘縮の1例で再発を
認めた。合併症は内出血9例、皮膚裂創1例であったが、その他の重篤な合併症は認めなかっ
た。腫脹、疼痛については、注射後1日で全例に少なからず生じたが、注射後1週の時点では消
退傾向にあった。
【結論】症例数は少なく、経過観察期間も短期であるが、注射翌日の伸展処置は全例で効果を
示し、注射後1週での拘縮改善は良好であったといえる。特に重篤な合併症はなく、短期的に
は、比較的安全かつ確実に拘縮改善が得られる可能性が示唆され、今後症例数と経過観察期間
を増やし、手術治療の代替となり得るかを検討していきたい。
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MRIを用いたDupuytren拘縮患者における拘縮索と屈筋腱間距離の検
討

○牧野 祥典1, 辻井 雅也1, 飯田 竜2, 森田 哲正3

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医療法人　永井病院

3社会医療法人　峰和会　鈴鹿回生病院

【緒言】Dupuytren拘縮(DC)の治療は外科的な腱膜切除が一般的であったが、近年では
collagenase clostridium histolyticum (CCH)による注射治療が用いられ、安全性・有効性に
関する知見が集積されつつある。しかしCCH注射では腱断裂などの重大な合併症も報告されてお
り、注射の部位や深さに注意を要する。そこでMRIにて拘縮索と屈筋腱間距離等を計測・検討し
た。【方法】対象は17例19手、女性1例、男性16例、平均年齢68.5歳、最大屈曲指を対象と
し、Tubiana分類はgrade1：2手、2：5手、3：8手、4：4手、PIP屈曲＞70度(D+)6指、中指1、環
指9、小指9であった。MRI(Achieva 1.5T) 軸位断、矢状断にてA.拘縮索と屈筋腱間の距離、B.
拘縮索の厚み、C.拘縮索と皮膚の距離を基節骨、中手骨の4等分点にて計測した。その後、MRI
各計測値をWilcoxonの符号付き順位検定により解析し、Tubiana分類とMRI各計測値の相関を検
討した。【結果】A.中手骨近位4分の1で最大(平均6mm)、基節骨遠位4分の1で最小(平均2.3mm)
となり、基節骨遠位4分の1で有意に短かった(p＜0.05)。B.基節骨中央で最大(平均3.7mm)、中
手骨近位4分の1で最小(平均1.7mm)となり、基節骨近位4分の1及びその中央で有意に厚かった
(p＜0.05)。C.中手骨近位4分の1で最大(平均5.2mm)、MP関節で最小(平均2.3mm)となり、中手骨
近位4分の1で有意に長かった(p＜0.05)。Tubiana分類とMRI各計測値との間に有意な相関はみら
れなかった。【考察】CCH治療での腱断裂は全て小指のPIP関節部分で生じており、コラゲナー
ゼの添付文書でも小指の手掌手指皮線より4mmより遠位への投与は注意事項として記載されてい
る。今回のMRI検討から、拘縮程度とは関係なく、基節部より遠位での腱・拘縮索間距離は有意
に短いことが示され、PIP関節付近のCCH注射では注意を要することが再認識された。
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手指屈曲角度からみたDupuytren拘縮に対する腱膜切除術の治療評価

○中島 紀綱1, 貞廣 哲郎1, 柴田 敏博2

1ハンズ高知フレッククリニック, 2しばた整形外科

【目的】Dupuytren拘縮に対する治療成績は一般的に手指伸展角度を評価したものが多いが手術
後に手指屈曲制限が生じる症例も見受けられる。手術治療を行い術前になかった屈曲制限が生
じれば患者満足度は低くなり成績不良になりうると思われる。本研究の目的はDupuytren拘縮に
対する術後成績を手指屈曲角度も含めて評価することである。【対象】2011年5月～2015年4月
までに手術治療を行った25例27手47指。罹患指は中指9、環指21、小指17指。男性23例、女性
2例、平均年齢69.5歳。術後経過観察期間は9.7カ月。手術方法は部分腱膜切除12手で閉創は一
期的閉鎖が行われ、全腱膜切除15手では開放療法が7手、一期的閉創が8手に行われていた。屈
曲拘縮が60°未満の群（軽症群18手30指）と60°以上の群（重症群9手17指）に分けて後ろ向き
に比較検討を行った。【結果】軽症群において術前後での平均伸展角度はMP関節で-11.1°から
2.6°（p＜0.01）、PIP関節で-9.3°から-1.4°（p＜0.01）といずれも有意に改善していた。
平均屈曲角度はMP関節で81.5°から80.9°、PIP関節で91.8°から92.3°と術前後で変化はなか
った。重症群においては術前後での平均伸展角度はMP関節で-24.7°から
4.5°（p＜0.01）、PIP関節で-39.5°から-14.0°（p＜0.01）と有意に改善していた。平均屈
曲角度はMP関節で80.3°から77.5°と有意差がなかったが、PIP関節では99.9°から
94.5°（p＜0.01）と術後に屈曲角度の悪化を認めた。【考察】術前の屈曲拘縮が60°以上の例
では術後にPIP関節において屈曲制限が生じることに注意すべきである。屈曲拘縮が60°未満の
例では術後の伸展角度も良好で、屈曲制限も生じていなかった。術前後の手指可動域の観点か
ら、Dupuytren拘縮に対する手術は屈曲拘縮が軽度なうちに行う方が良いと思われる。
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外傷性PIP関節拘縮に対する伸延関節授動法の治療成績

○太田 英之, 村山 敦彦, 佐々木 宏, 矢島 弘毅
渡邉 健太郎

名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

【目的】手指外傷後発生するPIP関節の拘縮に対しては、装具装着や作業療法による保存治療の
ほか、観血的関節授動や創外固定を用いた伸延関節授動法が行われる。当院で施行した伸延関
節授動法の治療成績について報告する。
【方法】創外固定器を用いて伸延関節授動法を施行した男性8例、女性2例の10例11指、患者平
均年齢は31歳であった。罹患指に創外固定を装着後、PIP関節裂隙がおよそ4mmになるように延
長し、その後自他動のPIP関節可動域訓練を施行した。可動域が改善したことを確認したのち、
創外固定器を除去し、屈筋腱癒着のある症例では腱剥離術を施行した。全症例の術前と最終観
察時のPIP関節可動域および、患者立脚型機能評価の結果を評価した。また、屈曲拘縮治療群と
伸展拘縮治療群の成績を比較した。
【成績】使用した創外固定器はグローバルヒンジ型イリザロフ式創外固定7指、PIPウイング4指
であった。拘縮形態は屈曲拘縮6例、伸展拘縮5例で、創外固定設置期間は平均39日であっ
た。PIP関節実可動域は術前27°から最終観察時64°まで有意に改善した。最終観察時DASH
scoreは術前平均22点から最終観察時5点へ、Hand 20は術前28点から最終観察時9点まで改善し
ていた。屈曲拘縮群と伸展拘縮群の比較において、術前のPIP関節実可動域に差はなかったが、
最終観察時のPIP関節実可動域は伸展拘縮治療群の方が良好であった。
【結論】1997年の水関らの報告以降、伸延関節授動法の報告は多くみられる。自験例では伸展
拘縮治療群の方が、可動域の改善は良好であり、初期治療における肢位の管理は重要であると
考えられた。伸延関節授動法は安定した成績が得られ、PIP関節拘縮に対しては、有効な治療の
選択肢であると考えられる。
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PIP関節屈曲拘縮に対する、観血的関節授動術と、distraction
arthrolysisの比較

○小平 聡, 福本 恵三, 加藤 直樹, 酒井 伸英

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】PIP関節屈曲拘縮に対する観血的関節授動術は、必ずしも良好な成績が得られるとは限
らなない。創外固定器を用いたdistraction arthrolysisは、低侵襲であるという利点か
ら、PIP関節拘縮に対する治療の1つとして定着しつつあり、良好な成績が報告されているが、
両術式の成績を比較した報告はない。【方法】2006年から現在までに、PIP関節屈曲拘縮に対し
て手術を行った症例を後ろ向きに調査した。手術適応は自動伸展-40度以下であり、その中で自
動屈曲70度以上、術後経過観察期間3か月以上の症例を対象とした。関節以外に拘縮の原因があ
るDupuytren拘縮や、伸筋腱の筋力が問題となる屈指症や伸筋腱損傷は除外した。観血的関節授
動術(以下O群)は、掌側または側方より侵入し、手綱靭帯、掌側板、側副靭帯、屈筋腱、伸筋腱
などを病態に応じて剥離し、皮膚欠損があれば局所皮弁や植皮で被覆した。Distraction
arthrolysis(以下D群)は、orthofix M100またはイリザロフ創外固定器を装着し、緩徐に5mm程
度まで関節裂隙を延長した。【成績】O群は25指、D群は5指であった。手術時年齢、受傷から手
術までの期間、術前の伸展可動域、PIP関節総可動域、術後経過観察期間はすべて統計学的有意
差を認めなかった。術後のPIP関節総可動域の増大は、15.5度と24度であり、有意にD群はO群よ
り良好な成績を示していた。【結論】D群は良好な成績を示す症例が多いものの、増悪した症例
もあり、O群は全例で安定した成績を示していた。症例数が少ないこと、術後経過観察期間が短
いことが本研究の限界であるが、PIP関節屈曲拘縮に対しては、distraction arthrolysisが第1
選択の治療といえる。
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Bouchard結節のX線学的調査：erosive変化の有無について

○酒井 伸英, 福本 恵三, 加藤 直樹, 小平 聡
小池 智之

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

（目的）Bouchard結節は手指変形性関節症の中でHeberden結節についでよく遭遇する疾患であ
る。Bouchard結節のerosive変化の有無についてX線学的調査を行った。（対象および方法）対
象は当院でBouchard結節と診断された328例929指で、性別は女性253例、男性75例であった。初
診時年齢は37～87歳、平均60.9歳であった。罹患指は示指178指、中指239指、環指324指、小指
188指であった。調査項目はerosive変化の有無、関節症性変化の局在、ankylosisの有
無、Heberden結節合併の有無および母指CM関節症合併の有無とした。（結果）erosive変化を認
めたものは66例124指で示指19指、中指24指、環指63指、小指18指であった。Bouchard結節の関
節症性変化が関節尺側から起こっているのが確認できたのは90例で撓側から始まった症例はな
かった。ankylosisを認めたものは7例10指であり示指2指、環指5指、小指3指であっ
た。Heberden結節を合併したものが264例(80.5%)であり73例にerosive変化を認めた。母指CM関
節症の合併は49例(14.9%)であった。（考察）Bouchard結節やHeberden結節の中にX線学的に
erosive変化を認め、臨床症状が強いErosive osteoarthritis(EOA)という概念が存在する。本
調査においても66例（20.1%）124指（13.3%）にerosive変化を認め、前回報告したHeberden結
節のerosive変化とほぼ同等の結果であった。またerosive変化を伴うBouchad結節の中で55例
（83.3%）はerosive変化を伴うHebeden結節を合併していた。EULAR(the european league
against rheumatism)は2009年にEOAを変形性手指関節症の１つのサブセットでX線学的に軟骨下
のびらんと皮質骨の破壊から骨性強直を含む修復過程に至るものと定義しており、ankylosisは
erosive変化の終末像と考えられる。
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母指MP関節橈側種子骨障害の治療経験

○梶原 了治

松山赤十字病院整形外科

【目的】当科で経験した母指MP関節橈側種子骨障害の診断上の問題点や身体所見・画像所見上
の特徴について報告する。【対象】症例は8例、全例女性で手術時平均年齢は41.4歳（22～
57歳）であった。初診時に狭窄性腱鞘炎の診断を受けたものが5例、外傷歴を有し、橈側側副靱
帯損傷と診断を受けたものが3例であった。腱鞘炎と診断された症例は全例に1回以上のトリア
ムシノロンアセトニドの腱鞘内注射が行われ、一時的な効果を認めた（2週～2カ月）。全例に
MP関節背側からの局麻剤の注射を行い、一時的な疼痛の改善を認めた。全例にCTを行い、橈側
種子骨と中手骨頭間の関節に狭小化を認めた。5例に手術治療を行い1例は先に腱鞘切開を施行
し、疼痛の改善が得られなかった。腱鞘炎との鑑別が難しかった1例では術中に腱鞘の肥厚所見
を認めず、同時に掌側から種子骨を摘出した。残りの4例は橈側の側方進入で種子骨を摘出し
た。【結果】3例は疼痛の遺残が認められるが手術は希望しなかった。手術治療を行った5例全
例で疼痛は改善した。【考察】母指MP関節橈側種子骨障害の診断は容易ではない。腱鞘炎との
鑑別においてはトリアムシノロンアセトニドの腱鞘内注射で一時的に除痛が得られる点がさら
に混乱をきたすが、効果が全例で2カ月以内という点が腱鞘炎以外の疾患を疑う一助となる。身
体所見としては橈側種子骨に限局した圧痛、sesamoid compression test、関節内注射が有効で
ある点が挙げられる。CTで種子骨関節面の関節症性変化が認められるが、無症候性の変化も多
いことが報告されており、あくまでも補助診断と位置づけるべきである。
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小児上腕骨顆上骨折に伴う橈骨動脈拍動触知不能例に対する動脈展
開

○市村 晴充, 岩指 仁

筑波メディカルセンター病院　整形外科

上腕骨顆上骨折に伴う橈骨動脈の触知不能例は10-20％とされるが、緊急手術の適応は手指の色
調不良がみられるpulseless paleなどに限られるとされている。一方、pulseless pink handと
いわれる橈骨動脈触知不良にもかかわらず手指の色調が良好な場合の緊急手術の適否の結論は
出ていない。
　そこで、今回我々は当院での血流障害を伴う上腕骨顆上骨折で骨折観血的手術の際に上腕動
脈の展開を行った例を調査検討したので報告する。
　2004年4月より2015年3月までの期間で、16歳以下の上腕骨顆上骨折に対し入院加療を行った
のは142例であった。そのうち橈骨動脈拍動触知不能で骨折観血的手術の際に上腕動脈の展開を
行った5例について検討を行った。
　受傷から手術までの待機期間は、橈骨動脈の拍動は微弱であるがドップラーやエコーでの血
流が確認可能な2例およびpulseless pink handで経過中に血流障害悪化した1例は受傷当日に、
徒手整復およびピンニング後に発生した血流障害の1例は術翌日（受傷3日後）、pulseless
pink handのもう1例は受傷5日後に手術が行われていた。
　全例に正中神経障害がみられたが、全例とも術後に神経障害は改善していた。
　術中所見としては、全例で骨折部での血管の圧排が見られ、これらは骨折部の整復にともな
い解除され、橈骨動脈の拍動も良好となった。
　当院では基本的にはpulseless paleのみを緊急手術の適応としてきたが、実際にはドップラ
ー聴診器やエコーで橈骨の血流がわずかに確認できる症例でも、緊急手術が行われていた。ま
た、pulseless pink handで入院当日に血流障害が悪化し緊急手術を要する症例があったことや
経過観察例で様々な後遺症の報告があることから、慎重な経過観察をするとともに緊急でなく
ても早期の手術を検討する必要があると考えられた。
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Pucker sign を認めた小児上腕骨顆上骨折の治療

○近藤 研司, 和田 和馬, 佐藤 亮祐, 日比野 直仁
寺井 智也

徳島県鳴門病院　整形外科 手外科センター

【目的】観血的整復を要した小児上腕骨顆上骨折の4例を経験したので報告する。【症例】5歳
から11歳（5歳、9歳、9歳、11歳）のいずれも男児で、骨折型は全例Holmberg 分類type 4であ
った。全例肘関節前方に皮下出血とpucker sing と呼ばれる皮膚の陥凹を認めた。4例中2例は
来院時橈骨動脈触知不良であり、1例は正中神経領域にしびれの訴えがあった。4例全てに対し
て掌側からアプローチして観血的整復骨接合術を行った。上腕動脈は4例中2例で近位骨片断端
の尺側後方を走行していた。いずれも血管外膜の損傷はなく、橈骨動脈触知不良であった2例も
骨折部を整復、1.8mm K-wire 2本で固定後橈骨動脈触知可能となった。正中神経領域にしびれ
のあった1例では正中神経が近位骨片の断端で部分断裂を起こしており、神経縫合を要した。全
例4～6週間で骨癒合が得られ、最終調査時の可動域は健側差で10°以内であった。【結論】橈
骨動脈触知不良例やpucker singがみられる症例では、徒手整復は困難かつ神経血管束を損傷す
る恐れがあり、骨折部を展開し直視下に整復する必要がある。
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小児上腕骨顆上骨折における経皮的鋼線刺入位置による比較検討

○納村 直希, 池田 和夫

金沢医療センター　整形外科

【目的】小児上腕骨顆上骨折に対して外側からのみ経皮的鋼線刺入を行う方法は、医原性の尺
骨神経損傷回避に有用である。今回、経皮的鋼線刺入を外側から行ったlateral pinningと両側
から刺入したcross pinningの治療成績を比較検討した。
【対象と方法】対象は経皮的鋼線刺入を施行した小児上腕骨顆上骨折34例である。男児26例、
女児9例、平均年齢は6.5歳であった。外側からキルシュナー鋼線を平行に2-3本刺入した群、L
群が16例、両側から交叉刺入した群、C群が18例であった。術直後と最終調査時のBaumann角お
よびtilting angleの矯正損失量を2群間で統計学的に比較検討した。また、それぞれの角度で
10度以上の矯正損失を認めた成績不良例の検討を行った。
【結果】Baumann角の矯正損失量は、L群が5.3±3.5度、C群が3.9±5.6度、tilting angleの矯
正損失量は、L群が8.8±8.0度、C群が5.2±4.5度であり、いずれも2群間で統計学的には有意差
を認めなかった。Baumann角もしくはtilting angleいずれかの矯正損失量が10度以上であった
症例は、L群で7例、C群で4例認めた。このうちL群の5例は、キルシュナー鋼線が肘頭窩を通し
てmedial columnに挿入されておらず、これが矯正角度損失の原因と考えられた。C群では、1例
にキルシュナー鋼線の対側皮質へのかかりが悪く、途中で抜けてきたために転位が進行した症
例があったが、それ以外は鋼線の刺入位置などには問題はなかった。
【結論】小児上腕骨顆上骨折に対して、lateral pinningとcross pinningの固定性については
有意な差を認めなかった。lateral pinningでは肘頭窩を通してmedial columnにキルシュナー
鋼線を刺入することが整復位保持に重要と考えた。
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当院における小児上腕骨顆上骨折の治療法～外側三本鋼線刺入法の
検討～

○梅原 渓太郎, 山本 久司, 藤 真太郎, 城戸 研二

山口労災病院　整形外科

上腕骨顆上骨折は小児の肘関節周辺骨折において最も頻度が高い.中等度以上の転位を認めるも
のでは手術加療が選択され,特に経皮的鋼線刺入固定法が一般的である.しかし,医原性尺骨神経
障害を来すことがあり十分な注意が必要である.当院では平成22年から外顆より2本,外側骨幹端
より1本の鋼線をCriss crossに刺入する方法を施行しており,今回その治療成績について報告す
る.方法:全身麻酔下,仰臥位で行う.正面像で短縮,内外側転位,回旋変形を整復し,側面像で背側
転位を整復する.整復後,外顆部より原則1.5mmKirschner鋼線を2本挿入する.これによりある程
度の固定は得られる.次に外側骨幹端より遠位内側方向に1.5mmKirschner鋼線を挿入する.この
際,対側骨皮質を貫かないようにする.術後は外固定を行う.対象:平成22年から平成27年までに
当院にて小児上腕骨顆上骨折に対し経皮的鋼線刺入固定法を施行した11例11肢である.骨折型は
阿部分類で3型:9例,4型:2例で,手術は全例受傷日当日に施行されていた.平均経過観察期間は
106日間(67-188日)であった.結果:抜釘までの期間は平均44日間(25-130日間),Baumann angleは
術直後平均17°(8-29°),最終経過観察時平均17°(8-27°),tilting angleは術直後平均
38°(23-54°),最終経過観察時平均37°(23-48°)であった.1例で経過観察中に外側骨幹端から
の鋼線が対側皮質を抜けたが,術後尺骨神経損傷を認めた症例はなかった.また2例で鋼線刺入部
の表層感染を認めたが,鋼線抜去後速やかに治癒した.Flynnの評価基準で
は,Excellent:8例,Good:2例,Fair:1例であった.今回当院にて小児上腕骨顆上骨折に対して行っ
ている経皮的鋼線刺入固定法とその治療成績について検討した.全例で矯正損失による変形癒合
なく,医原性尺骨神経損傷も認めていない.本法は有効かつ安全な術式と考えられる.
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小児上腕骨顆上骨折の内側皮質粉砕が内反肘変形に与える影響

○稲葉 尚人1, 西脇 正夫1, 鈴木 拓2, 別所 祐貴1

堀内 行雄1

1川崎市立川崎病院　整形外科, 2藤田保健衛生大学病院　整形外科

【目的】上腕骨顆上骨折後の内反肘変形の予測因子の検討は多くの報告がある. 本研究の目的
は，上腕骨顆上骨折の内側皮質粉砕が内反肘変形に与える影響を調査することであ
る.【方法】2009年から2015年までに当院で受傷後4日以内に手術を行った小児上腕骨顆上骨折
のうち, 2カ月以上の経過観察が可能であった53例を対象とした. 内反肘変形の予測因子とし
て, 各症例の年齢, 性別, 術前待機期間, 術前の麻痺の有無, Wilkins分類, 内側転位の有無,
内側皮質粉砕の有無, 手術時の整復方法, Kirchner鋼線の本数, 術直後のCarrying angle(以下
CA), Baumann angle (以下BA), Tilting angle, Anterior humeral lineの位置(外顆核の中央
1/3を通るかどうか), Anterior spikeの有無を調査した. 骨癒合時 (術後2～3カ月) のCAを計
測し, 180度以上を内反肘としてこの有無を目的変数とした. 各因子を説明変数とした単変量解
析を行い, 有意であった因子を抽出し, 多重ロジスティック回析を行った. 次に内側皮質粉砕
の有無で2群に分け, 術直後CAおよび骨癒合時CA, CA変化量を統計学的に検討した.【結果】単
変量解析で骨癒合時CAと関係が有意でがあったものは, 内側転位の有無, 内側皮質粉砕の有無,
術直後CA, 術直後BAであった. さらに, 多重ロジスティック回析の結果, 内側皮質粉砕と術直
後CAが骨癒合時の内反肘変形の予測因子であった.内側皮質の粉砕は, 53例中8例で認めた. 両
群間で術直後CAは有意差なかったが (p=0.89), 骨癒合時CAおよびCA変化量では, 内側皮質粉砕
ありの群で有意に大きかった.(p＜0.05)【考察】内側皮質の粉砕がある場合は, 術直後の整復
が良好であっても骨癒合までに矯正損失が起こり内反肘変形を来たしやすいので, 特に整復位
の保持に注意すべきである.
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小児肘関節脱臼の治療経験

○能登 公俊1, 建部 将広1, 山本 美知郎1, 浦田 士郎2

平田 仁1

1名古屋大学 医学部 手の外科, 2安城更生病院

【目的】小児における肘関節脱臼は稀であり，まとまった症例の報告は少ない．今回我々は過
去12年間に経験した小児肘関節脱臼症例について検討し報告する．
【方法】2003年4月から2015年8月までに治療を行った15歳以下の肘関節脱臼および脱臼骨折症
例19例を対象とし，後ろ向きに調査した．男児12例，女児7例，平均年齢は10.4歳，平均観察期
間は4.4か月であった．受傷機転は高所からの転落7例，歩行時の転倒5例，自転車乗車中の転倒
3例，スポーツ外傷3例，交通事故1例であった．正面と側面の単純レントゲン写真から脱臼方向
を後方，後外側，外側，内側および近位橈尺関節脱臼を伴うものに分類した．機能評価として
可動域，不安定性の残存および合併症を検討した．
【結果】脱臼方向は後方5例，後外側4例，外側3例，内側2例，後方脱臼に近位橈尺関節脱臼を
伴うものが3例であった．19例中8例に骨折を認め，そのうち6例に観血的手術が行われ，その他
は全例肘上ギプス固定により治療された．最終診察時の平均可動域は屈曲133°伸展2.5°であ
った．保存的治療を行った1例が3年後に再脱臼を生じたが明らかな不安定性の残存は認めずそ
の後の再発はなかった．また正中神経麻痺の合併を1例に認めたが保存的治療にて回復した．
【考察】小児肘関節脱臼に合併した骨片の大きな骨折に対しては内固定を，骨折を伴わない純
粋な脱臼や小さな剥離骨折を伴う脱臼に対しては固定による保存的治療にて治療を行い，良好
な治療成績が得られた．過去の報告によると小児の肘関節脱臼は関節不安性が残存することは
少ないとされている．今回我々の検討においても様々な脱臼形態を認めたが，靭帯を縫合せず
とも不安定性が残存することはなかった．やはり靭帯や関節包の修復能力が高いことがその理
由として推測される．
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小児新鮮モンテジア骨折の治療経験

○土田 徹

熊本労災病院

【目的】小児新鮮モンテジア骨折の治療は　原則的に徒手整復が行われ、成功すれば予後は良
好である。しかし徒手整復困難な尺骨塑性変形を伴った症例や　橈骨の閉鎖的整復が不能な症
例も存在し、治療を複雑にしている。今回当科にて新鮮モンテジア骨折10例を経験したので、
その治療結果　問題点について考察する。【症例】Bado type 1 が６例　3が４例であっ
た。Type 1のうち一例は明らかな尺骨骨折を認めない　塑性変形に伴ったモンテジア骨折であ
った。2例に橈骨神経麻痺を合併していたが、経過中に自然回復した。【結果】徒手整復にて整
復できたものはtype1の1例のみで　9例は（尺骨に対する）観血的整復が行われていた。尺骨整
復後も橈骨頭の整復が得られないため、橈骨頭の観血的整復が行われたものが2例　尺骨の矯正
骨切り術を追加したものが4例存在した。整復位の確認　保持のためには創外固定器を使用し
た。【考察】新鮮モンテジア骨折の初期治療には、徒手整復が一般的には勧められるが、尺骨
骨折整復後も、遺残する尺骨塑性変形のために、橈骨頭が整復されない症例が存在する。今回
我々は　遺残する尺骨塑性変形に対し、新鮮例で骨切りを行い、創外固定を併用することで良
好な結果を得た。橈骨頭の非観血的整復が困難な場合、剥脱した輪状靭帯が整復阻害因子とな
り、観血的な橈骨頭整復が必要な症例もあると思われるが、尺骨骨切り術を行い塑性変形の矯
正を行うことで安定した橈骨頭の整復位が得られる症例が存在することが示された。
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母指多指症の中期手術成績

○浅田 麻樹, 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

【目的】当科における母指多指症の中期成績を検討すること．
【方法】1998年から2013年に手術を施行した母指多指症患児で，1年以上経過観察可能であった
15例15手を対象とした（男児8手，女児7手，右手12手，左手3手，手術時年齢12～22ヵ月，平均
17ヵ月，経過観察期間12～95ヵ月，平均58ヵ月）．Wassel 分類type IIが1手，type IIIが
1手，type IVが7手，type Vが3手，type VIIが3手で，術式は全例橈側母指切除術で，3手で矯
正骨切り術を併用した．最終経過観察時の治療成績をJSSHの母指多指症機能評価表を用いて評
価した．基節骨以遠で分岐するtype I～IVを遠位型（10手），type V～VIIを近位型（6手）と
し，成績を比較した．
【結果】術後成績は優が8手，良が6手，可が1手, 不可が0手で，近位型，遠位型で差を認めな
かった．また，Wassel typeによる成績の差もなかった．代表症例を提示する．
症例1：1歳5ヵ月女児．右手橈側に3指節母指をみとめるWassel type VIIで，尺側母指はMP関
節，IP関節で尺屈変形をみとめた．橈側母指切除と，中手骨の楔状骨切り術を行った．術後95
ヵ月の最終評価時には，単純X線像でIP関節の変形と可動域制限が残存し，ときにMP関節痛を自
覚していた（15点）．
症例2：1歳7ヵ月女児．左手尺側優位指に3指節母指をみとめるWassel type VIIで，中節骨は楔
状を呈し，IP関節部で橈屈変形をみとめ，橈側母指と尺側の中節骨を切除した．術後19ヵ月の
最終評価時には機能，アライメントともに保たれていた（20点）．
【考察】母指多指症の中期治療成績はおおむね良好で，Wassel typeによる成績の差はなく，近
位型，遠位型で比較しても有意差をみとめなかった．個々の症例において，十分なアライメン
トの補正とFPLの評価を行うことで，さらに治療成績が向上する可能性があると考えた．
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母指多指症の治療成績

○齋藤 憲, 射場 浩介, 金谷 耕平, 花香 恵
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【目的】母指多指症は手の先天異常中では比較頻度が高く，多くの治療成績の報告を認める
が，手外科医による手術においても，長期経過で再手術が必要となる症例がある．今回，当科
における母指多指症の手術成績を調査した．
【対象】対象は2004年から当科において母指多指症の診断で手術を行った症例中，術後1年以上
経過し追跡可能な50例53母指とした．症例は男児28例29母指，女児22例24母指，うち両側3例だ
った．手術時年齢は平均10.9ヵ月，術後経過観察期間は平均52ヵ月だった．初回手術時の
Wassel分類は1型0母指，2型12母指，3型1母指，4型23母指，5型7母指，6型2母指，7型（浮遊
型）5母指，8型（分類困難）2母指だった．術後成績は日手会機能評価表による術後母指機能評
価（20点満点）に基づき，20点を優，19～17点を良，16～14点を可，13点以下を不可とし調査
した．また，各病型の再手術頻度，原因についても調査した．
【結果】術後成績は優38母指，良5母指，可1母指，不可0母指で，平均19.6点だった．再手術を
要したのは5例（9.4％）で，原因はW2型3例が皮弁腫大，骨性隆起，縫合糸周囲肉芽，W5型1例
がアライメント異常，W6型1例が関節不安定性だった．
【考察】母指多指症の再手術率は，諸家の報告では3%から24％と報告されているが，経過観察
期間が長期になるにつれ再手術率が高くなる傾向があった．当科でも9.4%とほぼ同等の結果で
あった．再手術率が高い病型は特にW4型，それ以外はW5，6型が報告され，その原因は軸偏位な
どの機能障害によるものだった．当科ではW4型に対し関節造影検査を併用した手術を行い，再
手術率は0%だった．また，分岐高位が末梢であるほど，整容面の不満による再手術の報告があ
り，当科でも3例が再手術となった．末梢分岐型ではより慎重に形成を行う必要があるかもしれ
ない．
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術後機能から見た母指形成不全の治療成績

○中川 敬介1, 日高 典昭2, 福田 誠2, 金城 養典3

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

3清恵会病院　整形外科

【目的】母指形成不全に対する母指機能再建は，ADL向上のために重要であるが，その治療成績
は安定していない．本研究の目的は，当科で治療した母指形成不全の臨床成績を検討すること
である．
【症例および方法】対象は当科で母指形成不全に対して母指機能再建手術を行った18症例22手
で，内訳は男児15例，女児3例，改変Blauth 分類で2型6手、3A型3手、3B型4手、4型6手、5型3
手であった。手術時年齢は平均4歳(1-10歳），術式は腱移行による母指対立再建10手，母指化
術9手，第１指間形成8手，非血管柄付き足趾基節骨もしくは中足骨移植によるCM関節再建4手で
あった．機能評価は，再建した母指をよく使用しているものを良、つまみ動作はできるがあま
り使用していないものを可、殆ど使用していないものを不可とした。
【結果】腱移行を施行した2，3A型の9手では良が8手、不可が1手，CM関節再建に加えて腱移行
を行った3B型4手では良1手、可2手、不可1手であった．母指化術を施行した4，5型の8手では良
が3手、可が2手、不可が3手であった。
【考察】2，3A型に対する第1指間形成および腱移行は概ね良好な機能が得られ、有効であっ
た． 3B型に対するCM関節再建と腱移行を併用した再建術も比較的良好な結果が得られていた
が，適応の選択が重要と考えられた．また、4，5型に対する母指化術においては術前の罹患肢
全体の機能が術後の使用状況に大きく影響を与えていた。
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中心化術後に母指化手術を行った母指形成不全Blauth 5型の術後成績

○射場 浩介, 金谷 耕平, 高橋 信行, 花香 恵
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【はじめに】　母指形成不全に対する母指対立再建術は握り・つまみ動作獲得に有用である。
一方、橈骨形成障害を高頻度に合併するためその影響を考慮する必要がある。今回は橈骨形成
障害に伴う内反手に対して中心化手術を行い、その後母指化手術を行った母指形成不全Blauth5
型について検討した。【対象と方法】対象は中心化術後に母指化手術を行い1年以上の経過観察
が可能であった母指形成不全Blauth5型の3例3手とした。手術時年齢は33ヵ月（26-37ヵ月）で
あった。橈骨形成障害はBayne and Klug分類でIII型が1肢、IV型が2肢であった。全例で小指以
外のDIP・PIP関節の拘縮を認めた。手術は1術者が1施設で行い、2手で創外固定器を用いた軟部
延長を中心化手術前に行った。手関節を一時固定した鋼線抜釘後、6ヵ月間で手関節アライメン
トが保たれていることを確認してBuck-Gramcko法に準じた母指化手術を行った。術後観察期間
は40ヵ月（24-54ヵ月）であった。評価項目は握りとつまみ動作の獲得、手関節と前腕のアライ
メント、X線所見とした。【結果】全例で握り・つまみ動作が可能となったが、母指化した指と
中指間は関節拘縮のため側方つまみを行い、環・小指間とは指腹つまみが可能であった。経過
とともに前腕の弯曲変形を認めた。X検査では1手で中手骨基部の骨成長を認めた。手関節のア
ライメントは保たれていたが、経過とともに尺骨の弯曲変形と相対的短縮を認めた。【考察】
母指形成不全Blauth5型に対する母指化手術により握り・つまみ動作獲得を認めた。一方、中心
化手術を要する内反手合併症例では、DIP・PIP関節拘縮を認める症例が多いことや経過に伴う
尺骨弯曲変形の出現する可能性があることを留意する必要がある。
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内反手に対する掌側アプローチを用いた手関節形成術

○堀井 恵美子, 洪 淑貴, 大塚 純子, 杉浦 洋貴

名古屋第一赤十字病院手外科

内反手に対する手関節形成術は様々な方法が用いられている．手関節部背側への瘢痕形成を避
けるために，掌側アプローチによる関節形成術を行ったので，その小経験を報告する
【対象】2008年以降，橈骨形成不全7症例（男児4，女児3）9肢に本法を施行した．うち，４肢
は肘関節拘縮があり，5肢は本法施行後に母指化術も行っており，一肢あたりの平均手術回数は
2.9回であった．手関節の変形評価は，最大尺屈位正面レントゲン像において，第３中手骨橈屈
角度，手関節肢位（尺骨遠位中央を基準点とした第３中手骨基部の位置）を求め，術前と最終
経過観察時で比較した．【手術方法】第1段階の手術時年齢は，平均1.3歳で，尺骨と中手骨間
に創外固定器を装着して軟部組織延長を施行した．平均58日間の牽引ののち，第２段階の手術
を施行した．掌側手関節皮線に沿ってL字に尺側へカーブする皮切で手関節を展開し，尺骨遠位
に手根骨を整復して，鋼線で一時固定した．術後は約4週間のギプス固定ののち，スプリントに
変更した．【結果】最終経過観察時の年齢は平均5.1歳（2-8歳）である．平均中手骨橈屈角度
は，術前27.1度から16.8度,平均手関節肢位（第3中手骨長を補正として用いた）は術前橈側0.7
・遠位0.3から術後橈側0.2・遠位0.7と，有意に遠位尺側にあり矯正位を維持していた．相対的
尺骨長は術前2.9から術後3.1と短縮は認めず，尺骨弯曲角度も術前23.3度・術後15.4度と有意
な変化は認めなかった．【考察と結語】手関節は，橈屈回旋はあるが，尺骨遠位でバランスを
保っており，また，掌側の傷は目立たず，整容面では良好であった．術後経過は短いので，慎
重に変形の再燃，尺骨成長障害の有無に対する観察が必要である．
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横走骨を再建に利用した指列誘導障害について

○高山 真一郎1, 関 敦仁1, 鳥居 暁子1, 高木 岳彦2

1国立成育医療研究センター　整形外科, 2東海大学　整形外科

【目的】指列誘導障害（裂手・中央列多指・骨性合指）では、時に横走骨と呼ばれる指基部に
横走あるいは斜走する骨が存在する。通常これらの骨を切除して裂隙の閉鎖・形成を行うが、
われわれは指数確保を目的に、一部の症例に対して横走骨を利用した再建を試みてきた。今回
その治療結果と問題点について論じる。【症例】2008年以後に手術を行った横走骨を有する指
列誘導障害は17例で、うち9例に横走骨を温存・利用した再建術を施行した。男児7例女児2例、
右6例左3例、初回手術時年齢は1歳から2.8歳までであった。再建術式を大別すると、4例では横
走骨を中手骨軸に合わせて末梢側に引き起こし、有茎皮弁で被覆して母指あるいは短い中指を
作製、5例では環指あるいは示指から合指状態の中指を分離し、引き起こした中央列の横走骨遠
位端に中指末梢部を移動し、中指を作製したものであった。以上の症例に対し、合併症・術後
の骨成長・再建指の使用状況・家族の満足度を調査した。【結果及び考察】今回の症例は非定
型的な形態を呈し、4例では複数の専門医療機関で提示された治療方針に納得できずにわれわれ
の施設を受診、家族の強い希望に押される形で指数確保目的の手術に至った。いずれの症例も
循環障害や著しい骨吸収などは見られず、目的とした形態が獲得された。横走骨を含め、再建
後の手指骨の成長は良好で、2例では再建した中指の長軸方向への成長が他の指より相対的に多
く得られた。PIP関節・DIP関節の可動性は少ないが、骨軸及びMP関節の安定性はほぼ良好で、
日常生活動作で使用されていた。作製された指の形状・機能には限界があるものの、指数が確
保されたことで家族の満足度は極めて高く、治療方針の選定と家族の希望との兼ね合いを考え
させられる課題であった。
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手関節背側ガングリオンに対する鏡視下手術における掌側ポータル
の使用経験

○中西 巧也1, 辻井 雅也1, 塚本 正1, 飯田 竜2

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

【目的】手関節背側ガングリオンの手術治療として根治的切除が行われることもあるが、術後
疼痛の軽減・早期の職場復帰・小さな手術創などの利点から鏡視下手術が選択されるようにな
ってきた。以前我々は背側ポータルのみを使用していたが、背側ガングリオンの場合は鏡視が
困難なことがある。そこで2014年5月より掌側ポータルも併用している。今回その短期成績につ
いて報告する。【方法】対象は2005年5月より2015年4月までに当科で手関節背側ガングリオン
に対して鏡視下手術を施行し6ヵ月以上の経過観察が可能であった23例23手で、男性9例、女性
14例、平均年齢50歳であった。罹患側は右9手、左14手、術後平均観察期間は12.9ヵ月であっ
た。手術はNishikawaらの報告した1-2ポータルより行い、最近の4例では橈掌側ポータルを用い
た。掌側ポータルを使用しなかった群（以下A群）と使用した群（B群）に分けて手術時間、術
後の手関節可動域と握力、再発の有無を比較した。【結果】A群は19例、B群は4例であった。平
均手術時間はA群:62.1(±16.1)分、B群:51.8(±5.2)分であった。術後可動域(健側比)は
A群:93.3%、B群:92.4%、握力はA群:95.8%、B群:96.4%と有意な差は認めなかった。再発は全体
の23例中4例(17.4%)で、A群:19例中3例(15.8%)、B群:4例中1例(25%)に認めた。術後合併症は認
めなかった。【結論】手関節背側ガングリオンに対する鏡視下手術は、1995年にOstermanらに
よって報告され、現在一般的な治療となっている。しかし、0-29.7%と報告により差はあるが再
発することも多い。適切な手術を行うためにはガングリオンの範囲や部位を正確に把握する必
要があるが、掌側ポータルより鏡視すると視野は良好で手術時間を短縮することが出来た。今
回の検討では合併症はなく、掌側ポータルからの鏡視は有用であった。
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手指内軟骨腫の治療成績　－単純掻爬術と掻爬後骨移植術の比較

○入村 早苗, 佐藤 和毅, 越智 健介, 岩本 卓士
松村 昇

慶應義塾大学病院　整形外科

【背景】内軟骨腫の手術治療において骨移植は必須ではないとする報告が散見されるが、実際
にはβ-TCPなどの人工骨移植を併用する例は多いと考えられる。当院で手術治療を行った手指
内軟骨腫の治療成績を後ろ向きに調査し、単純掻爬と掻爬後骨移植術の治療成績を比較、検討
した。

【対象】2003年2月から2015年9月に当院で手術治療を行った43例47骨の内、術後6か月以上経過
観察し得た30例34骨を本研究の対象とした。術式は単純掻爬16骨、掻爬後人工骨移植17骨(骨セ
メント: 8骨、β-TCP: 9骨)、掻爬後自家骨移植1骨であった。各症例の1)最終X線画像の骨欠損
(Hasselgren 1991分類)、2)指関節可動域制限、3)再発の有無、4)リモデリング開始時期を調
査、検討した。

【結果】単純掻爬群では骨折や感染などの術後早期合併症はなかったが、人工骨移植群では感
染(1骨)、術後骨折(1骨)を認めた。最終X線像はgrade 1 (excellent new bone formation):
20骨、grade 2 (good new bone formation or cysts ＜3mm): 9骨、grade 3 (scanty new bone
formation or cysts ＞3mm): 3骨であった。Grade 3の3骨はいずれも単純掻爬例であった。骨
形成を認めないgrade 4はなかった。術後ROM制限遺残は3例あり、内訳は単純掻爬1例、人工骨
移植2例（内1例は感染例）であった。再発は人工骨移植群3骨に認め、内1例は再手術で治癒し
た。皮質骨のリモデリングは術後27-110日で確認されたが、骨移植群(62.9±2.6日)と単純掻爬
群(62.8±1.6日)で有意差を認めなかった(p=0.84)。

【まとめ】単純掻爬による内軟骨腫の治療成績は良好であり、骨移植は必ずしも必要でないと
考えられた。人工骨は容易に骨欠損部を補填でき、さらにβ-TCPであれば将来的に骨に置換さ
れるため、有用な材料ではあるが、自験例では感染などの問題が生じた例もあった。
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手指に発生したグロムス腫瘍の治療経験

○藤田 恵1, 岡崎 真人1, 田崎 憲一1, 吉澤 秀1

菊地 淑人2

1荻窪病院 整形外科, 2きくち整形外科

【緒言】グロムス腫瘍は末梢血流の調節器官であるグロムス器官を起源とする良性腫瘍であ
る。当院において手術を行った手指グロムス腫瘍について治療成績を検討した。【対象と方
法】2012年3月から2015年6月までに手術を行った手指に発生したグロムス腫瘍17例を対象とし
て、retrospectiveに調査した。女性16例、男性1例で、症状出現から手術までの平均期間11.0
年（1.5-20年）、手術時平均年齢は44歳（24-66歳）であった。発生部位は母指8例、示指1例、
中指5例、環指2例、小指1例で、全例が末節部であり爪下部14例、指腹部3例であった。局所の
圧痛を全例に、寒冷時痛を14例に認め、その他安静時痛を4例、爪変形を7例に認めた。単純X線
で末節骨に何らかの変化を認めたものは5例あり、うち1例では骨透亮像を認めた。爪下グロム
ス腫瘍14例中、全抜爪を8例、部分抜爪を6例に行い、抜爪した爪は腫瘍摘出後Schiller法に準
じて還納した。爪床を切開した13例のうち3例は吸収糸で、10例は8-0ナイロン糸で爪床を縫合
した。【結果】術後再発を2例に認め、再度切除術を行った。疼痛は全例で改善し、術後爪変形
を認めた症例も術後6ヶ月～2年で爪変形は消失した。【考察】グロムス腫瘍の好発部位は手指
爪下部および指腹部である。腫瘍は完全切除できれば再発はないとされているが、爪床下に腫
瘍が存在する場合は抜爪および爪床切開が必要となるため、術後の爪変形が問題となる。自験
例の爪下グロムス腫瘍においても全例で全抜爪あるいは部分抜爪を行い、側方からの腫瘍切除
が可能であった1例を除き爪床を切開して腫瘍を摘出している。爪床を切開しても丁寧に修復す
ることで爪変形を残さずに治癒することが可能と思われた。
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Glomus腫瘍の治療経験100例

○末吉 遊, 平瀬 雄一, 菅野 百合, 伊川 真実
加藤 真里

四谷メディカルキューブ　手の外科 マイクロサージェリーセンター

【目的】Glomus腫瘍は比較的稀な疾患であり、看過されることが多く、罹病期間が長いのが特
徴である。当院では2010年9月から2015年9月まで100例のGlomus腫瘍を経験した為報告す
る。【症例と方法】当院で手術を施行し、病理検査にて診断確定した100例である。男性　33例
女性67例　手術時平均年齢は40.3歳であった。平均罹病期間は96.2カ月（1か月から40年）であ
った。術前爪変形を認める例は24例であった。他院で術後は10例であった。手術は後爪郭切開
し爪甲を腫瘍上（疼痛部上）をコの字切開し翻転する。拡大鏡下で爪床をメスで切開し腫瘍を
摘出し、8-0の吸収糸にて爪床を修復する。爪下組織の欠損が大きい場合にはペルナックを充填
し変形を予防する。切開した爪甲も整復する。【結果】当院ではXp検査、エコー検査、身体所
見で診断をしている。Xp変化を認める例は28例、エコー検査で明らかな腫瘍を描出が困難な例
は22例であった。疼痛は全例に認めた。当院術後再発は5例、爪変形は0件であっ
た。【考察】Glomus腫瘍はXp、エコー検査、Xp、身体所見にて診断される。MRIでは爪下glomus
腫瘍の診断が難しいことが多い。エコーではMRIより連続した断面を見れるので感度は高いが、
明らかな腫瘍を認めない例も22例あった。疼痛や寒冷刺激などの身体所見がない例はなく、最
も診断には重要である。当院での術後爪変形は0例である。全抜爪の術式は爪母を損傷し爪変形
につながる危険性があり、部分爪開創が爪変形予防には重要である。拡大鏡、顕微鏡下で手術
施行することが再発予防になる。
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2-7-38

上肢に発生した色素性絨毛結節性滑膜炎の治療成績

○中川 泰伸, 山本 美知郎, 建部 将広, 平田 仁

名古屋大学 大学院医学研究科運動形態外科学手の外科学教室

【目的】色素性絨毛結節性滑膜炎(PVNS)は関節内滑膜細胞由来の良性腫瘍であり，膝関節を主
とした下肢での発生頻度が高く，上肢例のまとまった報告は無い．今回，我々は上肢に発生し
たPVNS 4例を経験したので報告する．【対象および方法】当院にて治療を行い，1年以上経過観
察可能であった上肢発生PVNS4例（肘関節2例，手関節2例）を対象とした．男性3例，女性1例，
手術時平均33歳（19～38歳）であった．医療機関初診時の主訴は，手関節発生の2例が手関節部
の腫瘤と疼痛，肘関節発生の2例が疼痛と可動域制限であった．発症から受診までは3ヶ月～10
年と大きくばらつきを認めた．当院へは全例紹介受診であった． 4例とも術前XP，MRIが施行さ
れ，うち3例に骨内浸潤を確認した．肘関節は上腕骨遠位前方，肘頭橈側に1例，手関節は橈骨
茎状突起部に1例と，もう1例で大菱形骨，有頭骨，小菱形骨の広範囲にわたる浸潤が確認され
た．全例，切除を行った．骨病変部への掻爬を併施したが，手関節の1例では大菱形骨内への浸
潤が強かったため，大菱形骨の全摘出とAPL/FCRを用いたsuspension arthroplastyを行った．
術後追跡期間は平均51ヶ月（13～83ヶ月）で，全例で再発を認めていない．術前HAND20は平均
17（9～27）であり最終診察時には平均13（5～28）であった．【考察】PVNSは2013年のWHO分類
にてTenosynovial giant cell tumour, diffuse typeと表記される．PVNS全体の発生率は年間
1000,000人あたり1.8人とされているが，上肢発生は希で，部位別に見ると膝関節が75％を占
め，次いで股関節が15%である．再発率は18～46％と高く，今症例の様に骨内浸潤を認めるもの
もあり，合併切除した場合の再建では手外科医の工夫を要す．可能な限りmarginalに切除する
ことが重要と考える．

S576



2-7-39

手指中節骨に発症したmicrogeodic diseaseの4例

○増田 哲夫1, 砂川 融1, 下瀬 省二2, 中島 祐子1

越智 光夫1

1広島大学　医学部　整形外科

2独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　整形外科

【目的】microgeodic diseaseは小児の手指や足趾に疼痛・腫脹が出現し、X線で骨透亮像を認
めるまれな疾患である。当科でも手指中節骨に発症したmicrogeodic diseaseの4例を経験した
ので文献的考察を加えて報告する。【症例】1：12歳男児。12月初旬より右示指の腫脹と痛みが
出現し、X線検査で右中指中節骨基部に骨皮質の不鮮明像を指摘され当科紹介。microgeodic
diseaseを疑い安静を指示した。徐々に症状は軽快し、2月上旬には腫脹と痛みは消失、3月には
X線上の改善を認めた。2：11歳男児。12月初旬より右示指の腫脹と痛みが出現し、1月初旬にX
線検査で右示指中節骨基部に透亮像を指摘され当科紹介。シーネ固定し経過観察とした。X線像
にて徐々に骨形成を認め、2月には症状消失、3月にはX線上も改善した。3：11歳男児。1月中旬
より右中指の腫脹と痛みが出現し、近医で感染の診断で抗生剤治療を受けた。症状が持続し2月
初旬のX線検査で右示指中節骨基部に透亮像を指摘され当科紹介。アルフェンス固定し経過観察
とした。X線上、徐々に骨形成を認め、5月に症状、X線上も改善した。4：8歳女児。12月末より
左手環指の腫脹と痛みが出現し、4月中旬のX線検査で左環指中節骨基部に骨破壊像を指摘され
当科紹介。アルフェンス固定し経過観察とした。X線検査で徐々に骨形成を認め、6月には尺屈
変形が軽度残存するも可動域制限はなく、疼痛および腫脹は消失した。【考察】microgeodic
diseaseは寒冷期の小児において手指やまれに足趾に発症し、腫脹、疼痛、発赤が主症状であ
る。X線で骨幹部辺縁の不鮮明像や骨幹端・骨幹部内の複数の小円形の骨透亮像を認め、骨腫
瘍、骨髄炎、骨サルコイドーシスなどの鑑別を要する。通常は自然に軽快し予後良好である
が、病的骨折や短縮などの報告もあり、予防のために外固定行うこともある。
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2-7-40

手指に発生した骨、軟部悪性腫瘍の治療成績

○村松 慶一1,2, 岩永 隆太1, 富永 康弘1, 橋本 貴弘1

田口 敏彦1

1山口大学　医学部　整形外科, 2ながと総合病院, 3関門医療センター

【目的】手指に発生する骨、軟部悪性腫瘍は全手発生腫瘍の1％以下と非常にまれである。これ
まで症例報告数が少ないため、その臨床像は明確ではない。今回、演者等の経験した症例か
ら、腫瘍の病理診断や治療方針について検討した。【方法】過去20年間、前腕、手に発生した
悪性腫瘍は27例であり、そのうち手指に発生したのは10例で、男6例、女4、発症年齢は34-78歳
（平均58）、であった。病理診断は軟部発生では類上皮肉腫3例、MFH 2, 血管肉腫、滑膜肉腫1
であり、骨発生では軟骨肉腫3例で2例はOllier病が悪性転化した。Enneking  Surgical
stageは、IIb 5, Ib 3, III 2であった。【成績】初回手術に病理診断が不確実で、再発したの
ちに根治的治療を行ったのは3例であった。腫瘍の悪性度や進行度、年齢などを考慮し、術前か
ら化学療法を施行した症例は無かった。７例は列切断による広範切除術を行い、列移行術で再
建したのは4例であった。2例の母指切断ではで示指からの母指化術を行った。2例は手背に及ぶ
軟部腫瘍で皮弁移植で再建した。血管肉腫と類上皮肉腫の2例に肺転移が生じ、化学療法を行っ
たが無効で腫瘍死した。【結論】手指に発生した腫瘍は、良性と決めつけて診断しないことが
大切である。特に、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、当科Stage III例は腫瘍死となった。軟骨肉腫例は低悪性の事が多く、切断で
多くの症例は救命できる。Ollier病からの悪性転化では手指温存も可能な例もあると考える。
手指の機能解剖と再建法を熟知し、確実な救命と機能温存を目指して治療計画を検討すること
が重要である。

S578



2-7-41

上肢発生の原発性悪性骨軟部腫瘍の検討

○下山 哲生, 鈴木 拓, 辻村 俊造, 志津 香苗
鈴木 克侍

藤田保健衛生大学　整形外科

【目的】上肢発生の原発性悪性骨軟部腫瘍は体幹や下肢発生と比較すると頻度は少ない. われ
われは, 上肢に発生した原発性悪性骨軟部腫瘍の臨床像, 画像診断, 術後成績について検討し
た．
【方法】上肢発生の原発性悪性骨軟部腫瘍に対して手術加療を施行した18例 (骨腫瘍5例, 軟部
腫瘍13例) を対象とした. 男性9例, 女性9例, 手術時年齢は平均55 (14-92) 歳, 平均経過観察
期間は54 (10̃132) ヵ月 であった. 発生部位は上腕7例, 肘1例, 前腕8例, 手関節1例, 手指1
例であった. これらの症例に対し, 術前画像診断と術後病理診断の一致率, 手術方法や再発率
および生存率について検討した.
【結果】術後の病理診断は, 骨腫瘍は軟骨肉腫3例, 骨肉腫2例, 軟部腫瘍は悪性線維性組織球
腫5例, 低悪性線維粘液性肉腫2例, 粘液線維肉腫1例, 骨外性骨肉腫1例, 類上皮肉腫1例, 平滑
筋肉腫1例, 悪性末梢神経鞘腫瘍1例, 指状嵌入樹状細胞肉腫1例であった. 骨腫瘍は全例が術前
画像と術後病理診断が一致していた. 軟部腫瘍は術前画像から鑑別疾患を考慮することは可能
だが, 確定的な術前診断は困難であった. 手術方法は軟骨肉腫の3例は掻爬もしくは切除術, 類
上皮肉腫の1例は肢切断術, 他の14例に対しては広範切除術を行った. 広範切除術を行った悪性
線維性組織球腫の1例で術後局所再発を認め, 肢切断に至った. 平滑筋肉腫と骨外性骨肉腫, 悪
性末梢神経鞘腫瘍の3例において術後に内臓転移を認め, 悪性末梢神経鞘腫瘍の1例は死亡に至
ったが, 生存率は94% (17/18例) と良好であった.
【結論】原発性悪性骨腫瘍における術前画像診断と術後病理診断の一致率は高かったが, 軟部
腫瘍における画像所見は非特異的であり, 術前画像による腫瘍の同定は困難であった. 可及的
速やかに生検術を施行し, 治療を開始することで生存率は良好であった.
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2-H-HS2

デュピュイトラン拘縮酵素注射療法　適正使用講習

○柿木 良介

近畿大学　医学部　整形外科学教室

　従来、デュピュイトラン拘縮は手術以外に有効な治療法のない疾患でした。2015年9月以降、
本邦においても酵素注射療法が新たな治療選択肢として使用可能となりました。本療法は、ク
ロストリジウム　ヒストリチクム菌由来のコラゲナーゼ製剤を拘縮索内に局所注射することで
コラーゲン組織を分解させ、加えて他動的な指の伸展処置により拘縮索を破断し屈曲拘縮を改
善させます。2010年米国での承認取得以降、既に世界30ヶ国以上で承認を得ています。
　本療法は、手術に匹敵する有効性を示す一方、不適切な使用により腱断裂・靭帯損傷等の重
大な副作用が発生する可能性があり、適正な使用が確保されるべきです。よって、その使用に
当っては、①日本手外科学会認定手外科専門医資格を有する事、②本療法の適正使用に関する
規定の講習（e-ラーニング）を受講する事との制限が本邦においては設定されております。本
ハンズオンセミナーは、適正使用に関する講習をより詳細に実施する事を目的に企画いたしま
した。
　薬剤調整、投与方法、投与後の伸展処置、安全性に関する重要事項等のビデオを項目毎に視
聴しながら、適宜、講師による解説や質疑応答を行い、酵素注射療法に対する理解を深めてい
きます。また、シュミレーターによる薬剤の模擬投与体験も実施予定です。本講習を受講した
医師に対しては、規定の講習（e-ラーニング）と同等の修了証が授与されます。
　本ハンズオンセミナーは、日本手外科学会認定手外科専門医のみにご参加を限定させて頂き
ます。なお、既にe-ラーニングによる適正使用講習を修了済みの先生方につきましても、本療
法に対する理解の充実をご希望の方はご参加を歓迎致します。本ハンズオンセミナーが、デュ
ピュイトラン拘縮酵素注射療法の適正使用の一助になれればと思います。
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2-H-HT3-1

屈筋腱修復

○尼子 雅敏

防衛医科大学校　整形外科学講座

手指屈筋腱断裂の治療は容易でなく、良好な治療成績の獲得には術者の高度な手術手技と後療
法に関する豊富な知識・経験が求められる。治療を妨げる最大の原因は腱の癒着であり、癒着
を少なくために腱内微小循環の温存と解剖学的修復が重要である。そのために拡大鏡や顕微鏡
を用いた愛護的操作と適切な縫合糸の設置が必要である。さらに早期自動運動訓練やKleinert
法などの適切な後療法を駆使して、ようやく良好な機能が獲得できる。経験の少ない初療医が
安易に腱縫合を行うより、創洗浄後いったん皮膚縫合して専門医へ送り、後日改めて熟練の専
門医が腱縫合を行うことが推奨されている。高度な手術手技の獲得には多くの経験を要する
が、医療倫理や医療安全上の見地からon the job trainingは困難になりつつある。そこで我々
は研修医を対象に豚足を用いた腱縫合実習を定期的に開催し、練習の場を提供している。豚足
は精肉店から容易に安価に大量に購入可能で、食肉なので衛生面においても安全であり、廃棄
も容易である。屈筋腱の性状はヒトと類似しており、手技の反復練習に適している。屈筋腱を
展開、切断して津下法で縫合させ、補助縫合を追加する。できるだけ腱を鑷子で把持しない愛
護的操作を目指して練習を行う。1回の実習時間は2時間で、全員が縫合可能となった。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
銘し、手外科を目指すきっかけとなった者も少なくない。本セミナーでは屈筋腱修復の理論と
実際を解説するとともに、豚足を用いた屈筋腱修復の手術手技実習を紹介する。
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2-H-HT3-2

腱剥離術

○大井 宏之

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

腱断裂や腱周囲の外傷（骨折、軟部組織損傷など）により、腱の癒着は生ずる。腱断裂は修復
後の早期運動訓練などにより癒着は減り、腱剥離はかなり少なくなった。骨折などでの腱の癒
着も適切なリハを行うことで、腱剥離を行う例は少なくなっている。ただし腱とその周囲の広
範囲な損傷では、癒着は強く腱滑走が不十分となり、腱剥離術を行わなければならない例が少
なからず存在する。 A.剥離術のタイミング：腱剥離は癒着があるからすぐに手術ではなく剥離
前のリハが限界までおこなわれ、挫滅の強い腱損傷後の剥離は修復後1年程度で行うことが多
い。 B.剥離前に行うこと：リハによる関節拘縮除去や腱の強化。皮膚性拘縮は皮弁で置き換
え。 C.腱剥離術：1）麻酔：局麻±区域静脈内麻酔（術中に自動運動をさせ実際の可動域が観
察可能）。2）屈筋腱剥離術：基本的には遠位から近位に向かい剥離。Pulleyはできるだけ残
す。FDPとFDSの分離は無理をしない。分離ができなければ一塊として剥離しFDSがPIP屈曲拘縮
の原因となっていることが多いので、FDSは停止部で切離する。場合によってはFDSを近位でも
切離する。3）伸筋健：膜様部が問題。伸展不全が大きい場合、剥離しても腱は弛んでいて伸展
不全はあまり改善しないので腱の補強などが必要。再癒着や術後の弛緩の問題。4）その他：屈
筋腱も伸筋健も術中に自動可動域を必ずチェックすること、術後はその角度までしか基本的に
改善しない。 D.術後：術当日からリハ。2-3日は正中神経や尺骨神経へtubingし局麻で除痛し
てのリハが効果的。リハは3-6ヵ月継続して行う。3か月間は再断裂などの可能性があるので腱
に強い負荷がかかることは禁止。可動域の目標は術中の自動可動域の範囲。それ以上を望むこ
とはできない。 E.心構え：腱剥離術は一発勝負、2回目はない。
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2-Po1-1

マイクロサージャリーを用いて再建術を行った重症挫滅手の6症例

○宮地 有理, 酒井 和裕, 古川 雄樹, 杉田 健

健和会大手町病院

【目的】重度挫滅手に対するマイクロサージャリーを用いた再建方法について検討を行う。
【方法】初期修復術後にpinchやgrip機能損失を伴う重度挫滅手で、マイクロサージャリーを用
いて再建を行った6症例を対象とした。男性4例、女性2例で受傷時年齢は20～58歳（平均
41.5）。多重切断1例、局所挫滅切断2例、引き抜き切断1例、剥脱損傷2例であった。初期修復
時に多重切断1例は中指を母指に移行して再接着し、局所挫滅の1例は5指を再接着したが、壊死
した。局所挫滅の他の1例は環指をPIP関節で離断し残った小指皮膚で覆ったが壊死した。剥脱
損傷の1例は第2、3、4中手骨の骨接合を行った。剥脱損傷の他の1例は手関節部での離断で、正
中・尺骨神経は短く切断し疼痛の原因とならないように手根管内で縫合した。この結果、5指欠
損2例、母指以外の4指欠損2例・2指欠損1例、母指を含めた3指欠損1例となった。マイクロサー
ジャリーを用いた再建術は母指を除く4指指欠損の1例は第2足趾で対立指を再建した。母指欠損
1例にwrap around-dorsalis pedis combined flapで再建した。その他遊離鼠径皮弁、腓腹皮
弁、肩甲皮弁移植で皮膚欠損部を被覆した。
【結果】血栓除去術は1例に行い、1例が皮膚壊死となり追加皮弁移動術を行った。初回術後皮
弁移植術までの間NPWTを２例に行った。母指対立機能再建後の3例のうち足趾移植例はpinchと
grip機能が獲得でき,機能面で優れていたが、整容・心理・ドナーの障害が大きかった。Wrap
around flap再建例は整容面では比較的良好であったが、pinch機能が不能であった。
【結論】患部の状態と患者のニーズ・心理面に考慮しながら機能的かつ整容的にも優れた再建
方法を選択し、早期の治療・リハビリテーションを行うことが大切である。また自家組織移植
以外にも機能装具の利用なども考慮する。
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切断指に対して再接着を行わなかった症例の検討

○小林 康一, 深澤 克康, 増山 直子, 土屋 明大

関東労災病院　整形外科

【目的】当院では、切断指患者が希望すれば、可能な限り再接着を選択しているが、切断指に
対し再接着を行わなかった症例の検討を行った。【対象と方法】2000年1月から2014年12月ま
で、当院で行った切断指の手術226人256指中、再接着以外の手術を行った82人（男80人・女
2人、平均年齢42.0歳：労災79人・非労災3人）90指を対象とし、切断のレベル・行った手術
（初期手術/再建手術）・再接着を選択しなかった理由を検討した。【結果】切断レベル
は、Zone I 46指、Zone II 20指、Zone III 13指、Zone IV 7指、Zone V 4指だった。　再接着
を選択しなかった理由は、挫滅45指、回収不能18指、希望なし15指、動脈同定不可7指、全身状
態の問題4指、凍結1指だった。再接着を希望しない理由は、入院すると工場が稼働しない
12人、会社を休めない1人、複数他指がすでに断端形成1人、旧正月で帰国希望1人だった。全身
状態では、切断指がシャント側、痴呆、高齢などだった。手術は、断端形成33指、VY皮弁
24指、交叉皮弁18指、遊離植皮15指を行った。再建手術は5人（男・23～55歳）に1/2母趾爪皮
弁による指尖部再建を行った。【考察】再接着非選択例は、主に切断指の状態が理由だった。
自ら再接着を希望しない患者は当院では非常に少なく、再建手術は中年男性も希望した。世界
中のDIP関節以遠の再接着の大部分は東アジアで行われているという報告があり、身体欠損を嫌
う宗教的文化的背景があるとされる。切断指患者の多くは可能であれば再接着を希望している
が、患者の希望は一律ではないため、急患室でのインフォームドコンセントが重要と思われ
た。
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女性患者における切断指（肢）再接着手術

○深澤 克康, 小林 康一, 増山 直子

関東労災病院　整形外科

【目的】女性患者における指（肢）切断外傷は少ないものの、その受傷原因や受傷形態、切断
指に対する考え方、治療後のケアに関して、男女の性差を感じることがある。女性患者に限定
した切断指再接着術に関する過去の報告はないため、今回当院で再接着手術を行った女性患者
を対象にその実態を調査した。【方法】対象は2004年1月より2014年12月までに当院で再接着術
を行った108例中、女性16例（15指、2手、1肘）、平均年齢44才（18～74才）である。検討項目
は受傷原因、受傷形態、切断レベル、生着率、術後合併症である。【結果】労働災害以外での
受傷原因はスライサー3例、シュレッダー1例、その他ドアに挟む1例、エスカレーターの手すり
への巻き込み1例、交通事故1例であり、労働災害ではカッター3例、ローラー2例、プレス機
1例、電動ノコギリ2例、ベルトコンベアーへの巻き込み1例であった。受傷形態は鋭的切断
7例、鈍的切断5例、引き抜き切断4例であり、9例が切断、7例が不全切断であった。切断レベル
はZone1が4指、Zone2が3指、Zone3が3指、Zone4が5指、手レベルが2手、肘レベルが1肘であっ
た。14例13指2手1肘で生着し、2例2指は壊死した（生着率87.5％）。術後合併症としてPTSDが2
例発生した。【考察】鋭的および不全切断外傷が多いことは女性患者に特徴的であると考えら
れた。一方、挫滅を伴う受傷も散見されており、危険な就労環境下で働く女性の存在も示唆さ
れる。PTSDは内服治療や精神科併診により改善したものの、術後合併症の一つとして念頭に置
く必要がある。手の形態的器官としての重要性が高い女性患者では、可能な限り積極的に再接
着術を行うべきであると思われる。

S585



2-Po1-4

多数指切断に対する異所性再接着の2例

○岩田 勝栄, 北野 陽二

南和歌山医療センター　整形外科

【はじめに】多数指切断に対する手術の際に，切断指の状態によっては単純に本来の指に再接
着するのではなく，どの指をどこに再接着すべきか，その選択に迷うことも少なくない．われ
われは多数指切断に対する異所性再接着の2例を経験したので，その治療成績から手術適応，問
題点について文献的考察を加え報告する．【症例】症例1；50歳男性．丸鋸により左示，中，環
指の挫滅切断を受傷，それぞれの切断レベルは玉井分類zoneⅣ，Ⅳ，Ⅲであった．示指PIP関
節，環指DIP関節が粉砕骨折のため破壊されており，示指と環指を入れ替えて再接着し，示指の
関節固定を行った．3指とも生着し，術後11か月で握力33kg，DASHスコア30点，玉井の評価基準
で良であった．症例2；37歳男性．ローラーにより右示，中，環，小指の4指切断を受傷，玉井
分類はそれぞれzoneⅡ，Ⅳ，Ⅳ，Ⅱであった．示，小指のDIP関節と中，環指のPIP関節が破壊
されており，中、環指のPIP関節の温存は困難と判断し，中，環指を断端形成し，中指を示指
へ，環指を小指へ異所性再接着し、残存したDIP関節を有効利用した．2指とも生着し，術後3か
月で握力10kg，DASHスコア86点，玉井の評価基準では可であった．【考察】異所性再接着は損
傷指の機能回復を図るため，本来の解剖学的位置とは異なる部位に行う再接着と定義される．
また最終的な手指機能の的確な予測を行い，解剖学的再接着よりも有用と判断された場合に選
択されるべき手術法であるが，その判断は難しい．症例1では比較的良好な成績が得られ，症例
2は経過が短いため今後の経過観察が必要であるが，つまみ動作や強い握り動作が困難なことが
成績不良の要因となった．多数指切断における異所性再接着は，その適応や判断が難しく慎重
に行わなければならないが，常に考慮されるべき手術法の一つと考える．
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切断指再接着術後うっ血に対する試みーアルミホイル療法ー

○高田 治彦, 林 淳二

医療法人　楓会　林病院

【目的】切断指再接着術後うっ血による壊死を生じる例を経験する。静脈の再吻合、指尖部
fish mouse cut, Medical Leechなどによる瀉血で対応することが選択されるが、水疱形成され
た条件の悪い症例に対してアルミホイル療法を行い、うっ血の改善と生着を得たのでその試み
を報告する。【症例】24歳、男性。労災で機械に左中指をはさみ、DIP関節レベルの不全切断で
ある。手術は、骨接合、腱縫合の後に動脈２本、静脈１本を吻合し、術後抗凝固療法を行っ
た。術後２日よりうっ血傾向があり指尖部fish mouse cutによる瀉血を行った。術後５日目に
広範囲に水疱形成を生じ真皮は赤く、いわゆるいなばの白うさぎ状態であった。抗生剤入り軟
膏を塗布した後にアルミホイル療法を開始した。アルミホイルは血行を確認するため毎日交換
し、２０日目に中止した。うっ血は改善し最終的に生着した。【考察】アルミホイル療法は指
尖部損傷の保存療法として行われ、良好な肉芽形成が得られることを経験する。再接着後にう
っ血により水疱形成から壊死に至る例を経験するが、その過程で創部の乾燥によりうっ血が悪
化する可能性があると考えた。アルミホイル療法は創部を湿潤にすることで切断指への毛細血
管の形成が期待されること、また創部の乾燥を防ぎ、乾燥した組織による血管を締め付けるこ
とを防ぐことを期待して行った。あくまでもうっ血に対する対策で阻血に対しての適応はない
と考えている。【結論】再接着後のアルミホイル療法は、うっ血対策になる可能性がある。
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手関節部切断、不全切断における手関節固定の影響

○土田 芳彦, 村上 裕子, 西田 匡宏, 小島 安弘
小林 倫子

湘南鎌倉総合病院

【目的】上肢切断（不全切断）のなかでも手関節レベルの切断は最も多く、しかも再接着術後
の良好な機能も期待できる。今回我々は、過去10数年における同症例の治療経過を調査し、治
療成績を左右する因子について検討する。【方法】1996年10月から2013年10月まで16年間に演
者らが再建した手関節部切断（不全切断）は7例である。男性4例、女性3例、受傷時平均年齢は
41.7歳（23歳～56歳）であった。切断病態は、鋭利完全切断が4例で、引き抜き不全切断が3例
であった。再建方法は、鋭利完全切断の4例においては腱、神経の全てを一期的に再建した。骨
再建は４例ともK-wireにより行われたが、２例は手関節の可動を温存させ、２例は２cmの短縮
により関節を固定した。引き抜き不全切断の3例は屈筋群の連続性が認められたが、伸筋群は筋
体部分から引き抜かれており、各々腱移行あるいは機能的遊離筋移植術により再建した。骨再
建は3例とも手関節可動域を温存させるようにK-wireによって固定された。術後１年後の機能評
価を検討した（Chen criteria）。【成績】7症例において、創治癒遅延および深部感染が生じ
た例は認められなかった。鋭利完全切断で手関節可動性を温存した２例および引き抜き不全切
断の１例においてChen class 1であった。これら３例の手関節可動域は60％以上を保持してお
り、手指の可動性も８０％以上獲得された。鋭利完全切断で手関節を固定した２例はclass 2で
あり、手指の可動性は40-60％にとどまった。引き抜き不全切断の2例は手関節可動域が20-30％
であり、手指の可動性も40％以下でclass 3であった。【結論】手関節部切断の機能予後は損傷
の重症度に強く影響される。機能再建の手法において、手関節の可動性を維持するか否かが手
指可動性に関与していた。
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著明な機能障害をきたした橈骨遠位端骨折関節内変形癒合に対して
関節鏡下Inside-Out Osteotomyを施行した1例

○高崎 実, 古庄 寛子, 畑中 均

九州労災病院　整形外科

一般に橈骨遠位端骨折の変形癒合は、malalignmentによる機能障害が多く、通常は関節外の矯
正骨切り術で良好な臨床症状の改善がみられることが多い。だが、稀にalignmentが良好でも関
節内変形治癒による機能障害をきたすことがある。今回我々は、alignment良好であるにもかか
わらず橈骨遠位端骨折関節内変形癒合による著明な手関節機能障害のある稀な患者に対して、
関節鏡下のInside-Out Osteotomyを施行し、良好な結果を得たので報告する。　患者は32歳の
男性で、海外在住時に右橈骨遠位端骨折を受傷。海外で手術的治療（掌側プレート固定）を施
行された。術後5か月経過後も疼痛と可動域障害が著明に残存したため、帰国。近医受診後当院
へ紹介となった。掌側プレート固定をされていたが、関節面は陥没しており、CTでは関節面の
陥没部に月状骨が陥頓している所見を認めた。自動可動域は伸展30度、屈曲5度で疼痛のため
ADL障害著明であった。Mayo Wrist score20点、DASH39.2点、%Gripは17%であった。この患者に
対して、デルペニョールらの方法に準じて関節鏡併用下で関節鏡のポータルから小さなノミを
関節内に挿入して骨切りし（JHS Am 2006）、掌側から陥没骨片を押し上げた状態で掌側
locking plate固定を行った。術後経過良好で、術後6か月での可動域は伸展70度、屈曲45度ま
で改善。%Gripも65％と著明に改善した。Mayo Wrist score70点、DASH18.5点であった。橈骨遠
位端骨折関節内変形癒合に対して、関節鏡下のInside-Out Osteotomyは有用であると考えられ
た。
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Mini TightRopeを用いた鏡視下母指CM関節形成術

○高群 浩司, 森 俊仁, 田平 敬彦

国立病院機構　相模原病院　整形外科

【目的】母指CM関節に対する手術法はこれまで様々な方法が報告され、いずれも比較的良好な
成績の報告がなされている。今回我々は、2015年4月から本邦でも使用可能となったMini
TightRope（Arthrex社）を用いた鏡視下母指CM関節形成術を行い術後固定期間の短縮を試みた
ので、その手技と術後の短期成績を報告する。
【対象と方法】症例は当院で治療した5例5指（右3指、左2指）。RA3例、OA2例。平均年齢は
67（54～80）歳で全例女性であった。これらの症例を術後6ヶ月間経過観察した。OA症例の
Eaton分類はstage3、RA症例のLarsen gradeは3、4であった。手術は、母指を垂直牽引し関節裂
隙を拡大させ、1R・1U・thenar portalを作製し鏡視下に大菱形骨遠位を部分切除する。その後
1Rportalを約5mm程延長し、第一中手骨基部から第二中手骨基部にスーチャーパッシングワイヤ
ーを刺入してそのままMini TightRopeを通し適切な緊張で縫合する。後療法は、術後10日で抜
糸した後CM関節の自他動運動を早期より開始した。術後評価項目としてVAS  pain
scale、ROM、DASHscore、ADL復帰時期、さらに鏡視下手術による合併症としての橈骨神経背側
枝・正中神経反回枝損傷などの神経損傷、橈骨動脈掌側枝などの動脈損傷、腱損傷などの有無
を検討した。
【結果と考察】術後の疼痛は術前と比べ改善し、可動域も保たれていた。鏡視による合併症と
しての動脈、神経、腱損傷は認めなかった。Mini  TightRopeを用いたSuture-Button
Suspensionplastyは、腱などの健常な組織を犠牲にする必要はなく、OA症例だけではなくRA症
例においても短期成績は良好であった。しかし、今後の中長期にわたる経過観察は必要であ
り、特にRA症例では適応症例の選択が必要となってくると考えられる。
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遠位橈尺関節障害に対する鏡視下Sauve-Kapandji法

○金 潤壽, 根本 高幸, 岩崎 幸治

太田総合病院　手外科センター

【目的】遠位橈尺関節（DRUJ）障害に対するSauve-Kapandji法は、良好な治療成績が報告され
ているが、手術では伸筋支帯や伸筋腱、関節包、三角線維軟骨複合体（TFCC）などを展開、処
置しなければならず、決して侵襲が少ない手術とは言えない。今回、我々は鏡視下にSauve-
Kapandji法を行い、臨床的に評価、検討を行う機会を得たので術式の実際と臨床成績について
報告する。【対象、方法】症例は２００７年以降、DRUJ障害に対し本法を行い、術後評価が可
能であった５例である。その内訳は女３例、男２例、年齢は平均５９．８歳である。合併損傷
として月状三角骨不安定症を３例に認め、２例に追加処置を行った。手術は最初に橈骨手根関
節（RCJ）と手根中央関節（ICJ）、DRUJの鏡視を行い、関節軟骨や軟部組織損傷の評価を行っ
た。次に前腕尺側に3cmの皮切を加え、尺骨頭先端より2cm中枢で、1cmにプラスバリアントの分
を加えた長さの骨を切除後、透視下にガイドピンがDRUJを貫く様に刺入した。TFCCのdiscが断
裂している症例に対してはRCJ鏡視下にDRUJの関節軟骨を切除し、海綿骨を移植、鏡視で尺骨の
突き上げなどが消失した事を確認後、スクリューとK-wireを用いて固定した。また、discに断
裂のない症例は、discを温存しDRUJ鏡視下に同様の操作を加えた。これらの症例に対し、X線学
的評価や疼痛、可動域などの臨床的評価を行い検討した。【結果】全例、疼痛は改善し、X線像
で遠位橈尺関節の癒合が認められた。【考察】DRUJ障害はDRUJのみならず、RCJに損傷が及ぶこ
とも少なくなく、尺骨突き上げ症候群や手根骨不安定症などを診断するうえで関節鏡は極めて
有用である。そのため本法による治療は、低侵襲であるという事のみにとどまらず、鏡視を行
う事で、正確な診断や手術の評価も可能となる極めて有用な方法である。
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2-Po1-10

野球投手の投球側示指・中指に発生した血行障害の2例

○増田 哲夫, 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

【目的】野球投手の示指・中指に発生した血流障害の2例に対し手術を行い、良好な成績を得た
ので報告する。【症例】1：21歳、男性。7月頃より投球側示中指の冷感、しびれを自覚。徐々
に疼痛も出現し投球の継続が困難となったため、9月当科初診した。初診時、示中指は蒼白で皮
膚温は低下していた。超音波検査で指動脈MP関節レベルより末梢での血流低下を認め、血管造
影検査で示指両側指動脈はMP関節やや中枢レベルから、中指橈側指動脈はMP関節やや末梢レベ
ルから完全欠損していた。抗凝固療法に抵抗するため、11月に手術施行（示中指橈側指動脈の
外膜切除、示指尺側指動脈は静脈移植）。術直後から指尖部の血流、自覚症状は改善し、術後6
か月で投手に完全復帰した。2：16歳、男性。12月頃より特に誘因なく投球側中指指尖部の冷感
を自覚、皮下出血斑も認めたため、当科紹介受診。超音波検査で中指尺側指動脈がMP関節レベ
ルより末梢が描出できず橈側指動脈はDIP関節レベルより末梢が描出できなかった。血管造影検
査で浅掌動脈弓から中指尺側指動脈の分岐部レベルで狭窄があり、末梢の描出も不良であっ
た。抗凝固治療に抵抗するため、1月に手術施行（中指橈尺側指動脈の外膜切除）。術直後から
指尖部の血流、自覚症状は改善し、術後3か月で投手に完全復帰した。【考察】野球投手の投球
側に発生する示指・中指血行障害は稀ではあるが、現役生活の継続に影響する重篤な障害をき
たすことがある。自験例2例では明らかな外的絞扼所見はなく、指動脈の全体的な外膜の硬化を
認め、投球加速期のボールのグリップとリリースに伴うMP、PIP関節の急激な屈曲・伸展運動に
よる指動脈へのストレッチの反復が原因と考えた。治療は局所の安静や抗凝固療法を行うが効
果は限定的で、自験例のように外膜切除が必要となることがある。
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2-Po1-11

正中神経のdiffusion tensor tractographyを用いた手根管症候群の診断
の有用性

○山部 英行1, 三戸 一晃1, 山中 一良2, 中村 俊康3

吉岡 大4

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, 4カリフォルニア大学アーバイン校　放射線科

【目的】
　本研究では拡散テンソルトラクトグラフィー（diffusion tensor tractography：DTT）を用
い、手根管内部、外部における正中神経のfractional anisotropy（FA）値・apparent
diffusion coefficient（ADC）値計測による定量評価を行い、手根管症候群（CTS）患者におけ
る正中神経拡散強調MRIの有用性を検討することを目的とする。
【対象と方法】
　CTS患者4名、4手関節（男性１、女性3、42～60歳、（平均52.3 歳））：A群、健常ボランテ
ィア8名、8手関節（男性8、32～52歳（平均42.3歳））：B群を対象とした。主に３Tの臨床
MRI（Philips社製Achieva、Ingenia）を用い、DTTを撮像した。橈骨茎状突起レベルを基準
（０）に、近位12mm（-12）から遠位32mm（+32）までの範囲で、4mm刻みに正中神経のFA値・
ADC値の定量評価を行った。
【結果】
 各被験者において、正中神経本幹および運動枝の描出が可能であった。A群4例のうち1例では
正中神経の絞扼も確認できた。B群の正中神経のFA値は近位（0.73: -12）から遠位（0.45:
+24）に向けて減少し、手根管遠位で再度上昇（0.58: +28）する傾向があった。ADC値は近位
（1.087 : -12）から遠位に向けて徐々に上昇し手根管中央部をピーク（1.277: +8）となり、
その遠位では減少する（0.873: +28）傾向にあった。A群でも同様の増減傾向を認めたが、B群
よりもFA値は低値でADC値は高値であった。特に手根管内（0mm～+24mm）でFA値は有意に低値
（p＜0.05）でADC値は有意に高値（p＜0.05）であった。
【考察】
 検討症例数が少ないものの、手根管症候群患者における正中神経のFA値、ADC値の解剖学的位
置による増減幅は明らかに健常人のものと異なり、特に手根管内においては有意差を認めたた
め、正中神経のDTTはCTS診断の一助となる可能性が示唆された。
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2-Po1-12

超音波検査装置を用いたTFCC尺側の三角靭帯評価の初期的検討

○領家 幸治1, 辻本 由美子1, 真子 卓也1, 松本 亮紀1

内尾 祐司2

1 若草第一病院　整形外科, 2島根大学　医学部　整形外科

【目的】近年、超音波検査装置は飛躍的な進歩を遂げ、運動器疾患においてもその有用性が注
目されている。手関節鏡が発達した今も手関節尺側、とくに遠位橈尺関節の不安定症に関与す
るとされる三角線維軟骨複合体（以下TFCC）の三角靭帯損傷の評価は様々である。本研究の目
的は超音波検査装置がTFCC損傷の評価で有用である可能性が見いだせるか否かを調査すること
である。【方法】21例19患者の手関節鏡が可能であった橈骨遠位端骨折骨接合術例13例、橈骨
遠位端骨折骨接合後抜釘術を行った8例でTFCCの橈側断裂があり同部位から尺側の三角靭帯鏡視
が可能であった患者を対象とした。対象患者は男性2名、女性15名であり、年齢は53歳から90歳
で平均年齢は71歳であった。用いた超音波検査装置は東芝社製Viamo（プローブ7.5MHz)とGE
Healthcare社製Venue(プローブ12MHz)で術中に手関節尺背側にプローブを尺骨長軸方向にあて
TFCCの三角靭帯を描出した。その部位に関節鏡視下に関節内から三角靭帯を触診し三角靭帯損
傷付近の状態を二つのツールで観察した。【成績】2つの超音波装置で三角靭帯と考えられる部
位は関節鏡のプロ-べで触診で来た部位と一致し観察が可能であった。部分損傷が関節鏡で観察
できた2例では遠位橈尺関節の不安定性はなかった。【結論】超音波検査装置は手軽に使える利
点を有している。今回はまだ初期段階の時点ではあるもののTFCCの尺側の観察が可能であるこ
とが示された。今後、プローベのあて方や場所、動態撮影などの課題を解決しながらTFCCの状
態を超音波観察装置で評価をしていきたいと考える。
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2-Po1-13

上肢伝達麻酔下手術におけるDexmedetomidine併用の有用性

○岩崎 幸治, 金 潤壽, 根本 高幸

太田総合病院手外科センター

【目的】上肢の手術は伝達麻酔下でおこなうことが多い。そのため、術中に患者が覚醒状態で
あれば様々なストレスを感じることで体動を生じ、手術の妨げになることがある。よって、安
全で適正な鎮静下で手術をおこなうことが望ましいが、伝達麻酔下の手術は術者自身が術中の
管理をすることが多い。Dexmedetomidine(以下、DEX)は、呼吸抑制が少なく意識下鎮静が得ら
れる薬剤であり、今回、我々は上肢伝達麻酔下の手術にDEXを併用した症例を経験したので報告
する。【対象】上肢伝達麻酔下の手術症例のうち患者が術中の鎮静を希望した37例を対象とす
る。性別は男性17例、女性20例、手術時年齢は平均51.2歳、手術時間は平均63.6分であっ
た。【方法】超音波ガイド下に腋窩神経ブロックを施行し、ブロック後よりDEXの投与を開始す
る。4μg/kg/hで10分間初期負荷投与し、続いて0.3～0.4μg/kg/hで維持投与とする。DEXの投
与の中止は閉創時とした。術中の鎮静状態をRichmond Agitation-Sedation Scale(以下、RASS
)にて評価し、退室時の覚醒度はAldrete scoreで評価した。また、DEX投与による副作用も調査
した。【結果】術中のRASSは平均-2.1で全例適正な鎮静深度が維持できた。Aldrete scoreは平
均9.5点で、全例9点以上であり退室時の覚醒が得られていた。DEX投与後の副作用はSpO2低下を
1例、除脈を3例に認めた。【考察】DEXは意識下鎮静が得られるほか、呼吸抑制は少なく鎮痛作
用も有する薬剤である。今回DEXの投与で生じた副作用は4例と少なく、その副作用も予測され
うるものであり対処可能であった。上肢伝達麻酔下にDEXを併用することで安定した鎮静状態が
獲得され、安全に手術をおこなうことが可能であった。
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2-Po1-14

エラストグラフィーを用いた創治癒過程の観察：CTS術後、創部痛
との関係

○宮本 英明1, 樫山 尚弘1, 三浦 俊樹2, 上原 浩介1

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

【背景】手根管症候群術後など、手部手術術後患者が創部の硬さと痛みを訴えることは、比較
的よくみられる。しかし、創部の状態変化、痛みとの関係は、よくわかっていない。【目的】
エラストグラフィーを用いて、手掌創部の硬さ変化を観察することと、硬さと痛みの関係を調
べること。【対象と方法】片側手根管開放術術後1年以上経過した11人22手（男性2例、女性
9例、平均年齢70歳）を対象に、健側と手術側の手掌部の硬さを後ろ向きに比較する先行研究を
行った。次に、別個に手根管開放術を行った7人8手（男2例、女5例、平均62歳）を対象に、術
前と術後8週時の変化を、日立アロカ社製エラストグラフィーを用いて前向きに比較した。手術
側では皮切部を中心に、健側では手術側に相当する部位で、舟状骨-豆状骨レベルの手根管短軸
像を描出した。皮下組織の層に、幅1cmの関心領域を設定し、弾性率が一定のアタッチメントカ
プラをコントロールとして、strain ratio(以下SR)を測定した。また、創部の圧痛（VAS）とSR
の関係を求めた。【結果】1年以上経過した手術側SRは3.1、健側3.0で、有意差はなかった（P=
0.54）。術前と術後8週時の比較では、術前SRは3.9、術後8週時14.3と有意に硬くなっていた
（P= 0.012）。創部の圧痛（VAS）とSRに相関はなかった（P= 0.186）。【まとめ】手掌創部の
状態は、術前に比べ、術後8週時に硬くなっていたが、硬さと痛みとの関連はなかった。また、
硬さも術後1年以上経過すると、健側と同程度に回復していることが示唆された。痛みとの関連
は今回明らかにはならなかったが、創部の硬さ変化を経時的に観察することは、創傷治癒過程
の理解につながると考えられ、今後も引き続き観察していく。
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2-Po1-15

上腕骨内上顆炎に対する手術的治療経験

○中川 種史1, 仲木 右京2, 成田 大地2

1中川整形外科, 2JCHO東京高輪病院 リハビリテーションセンター

【目的】われわれは上腕骨外上顆炎に対して骨アンカーを使用して剥離した筋付着部をできる
だけ元の位置に再逢着する直視下手術を行ってきた。内上顆炎に対しても同様の術式で手術的
治療を行っており、今回その経験を報告する。【方法】症例は12例14肘（両側例2例を含む）、
男性9例、女性3例である。年齢は29歳から73歳、原因はバドミントンの1例を除いて、業務上あ
るいは日常生活上の発症であった。全例2回から15回のステロイド注入を受けていた。手術は全
身麻酔下に内上顆上に皮切をおき患部を直視し、剥離していた屈筋回内筋群の付着部を確認、
その部分を骨鋭匙などで瘢痕を除去、骨アンカーを刺入し、周囲を剥離、手関節を屈曲して筋
の緊張を緩めて骨アンカーの縫合糸にて付着部に再逢着した。術後療法はスプリントを使用し
て、肘関節は２週間、手関節は４週間固定、その後ハンドセラピストによりROM、筋力訓練など
を行った。【成績】術後経過観察期間は１年から４年５ヶ月である。ROMについては、術後１年
で伸展に１０度制限を残す１例以外は、健側と同様まで回復した、疼痛については術後１年で
全例消失したがバドミントン例で術後３年で運動時の疼痛が手術部位に再度出現し
た。【結論】今回の成績は多くの外上顆炎の手術的成績と同様、比較的良好であった。本疾患
は外上顆炎と異なり関節と患部が隣接していないため手術的治療は基本的に直視下となるがそ
の所見や術式は関節鏡視下手術報告が多い外上顆炎治療の参考になると考える。
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2-Po1-16

小児肘関節周囲骨折に合併したフォルクマン拘縮に対して屈筋群解
離手術を行った2症例

○河上 剛1, 阿部 宗昭1, 木下 明彦1, 大植 睦2

1春秋会　城山病院　整形外科, 2葛城病院　整形外科

小児肘関節周囲骨折後に生じたフォルクマン拘縮に対して屈筋群解離手術を行った2例を経験し
たので報告する。【症例１】6歳、女児。前医で橈骨頭脱臼と診断され、肘過屈曲位でギプス固
定された。ギプス固定後4日で疼痛が増悪したためギプスは除去されたが、フォルクマン拘縮を
きたしたため受傷後2ヵ月、当院を紹介された。初診時、肘関節屈伸制限、前腕回外位拘縮、手
関節と手指PIP関節は屈曲拘縮を呈していた。受傷後3ヵ月目に屈筋群解離手術を行い、術後
9年、肘関節屈曲伸展、前腕回内外はほぼ正常、手関節掌背屈60°/65°、手指の自動運動は
full　rangeとなった。【症例2】6歳、女児。前医で上腕骨顆上骨折と診断され、受傷翌日にピ
ンニング手術が施行された。4週間のギプス固定後にピンは除去されたが、フォルクマン拘縮を
きたしていたため、当院を紹介された。初診時、肘関節屈曲伸展と前腕回内外は制限され、手
関節と手指PIP関節は顕著な屈曲拘縮を呈していた。正中、尺骨神経領域の感覚障害を認め、橈
骨動脈は触知不能であった。受傷後4.5ヵ月で屈筋群解離手術を行い、術後4ヵ月現在、肘関節
可動域は屈伸140°/-5°、前腕回内外と手関節掌背屈は改善したが、手指の自動屈曲とPIP関節
の拘縮は残存、正中神経麻痺の改善も不十分であり、経過観察中である。【考察】フォルクマ
ン拘縮に対する屈筋群解離手術は、津下分類の中等症に適応される。症例1は神経麻痺と筋変性
が軽度で術後、顕著に拘縮は改善したが、症例2は神経麻痺と筋変性が強かったため、まだ十分
な改善が得られていない。筋解離手術の成績は、神経麻痺と筋変性の程度に左右されると考え
られた。
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2-Po1-17

上腕骨に対する創外固定に合併した橈骨神経損傷

○中後 貴江1, 松宮 豊1, 山下 良祐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】上腕骨に対する創外固定は開放骨折や多発外傷症例の初期固定に用いられ、その合併
症としての橈骨神経損傷はよく知られているがまとまった報告は少ない。我々は創外固定のハ
ーフピンによる橈骨神経損傷を4例で経験し、そのリスクについて検討した。【対象および方
法】対象は兵庫県災害医療センターおよび神戸赤十字病院において、上腕骨に対して創外固定
を行った29例である。初期固定として、上腕骨骨幹部骨折に対しては上腕近位・遠位部で、上
腕骨顆部骨折及び肘関節脱臼骨折に対しては上腕骨と尺骨で創外固定を行い、後日内固定に変
更した。骨折部位、ハーフピンの刺入位置、神経損傷の部位等について検討した。【結果】創
外固定を行った29例中8例で橈骨神経麻痺の合併を認め、うち4例が創外固定のハーフピンが原
因であった。上腕骨顆部骨折で2例、上腕骨骨幹部骨折で2例の橈骨神経損傷を認め、後者はい
ずれも上腕骨遠位部に挿入したピンでの損傷であった。神経損傷が起こった時期はピン刺入時
に損傷があったと考えられる症例が2例、抜去時に損傷を認めた症例が1例で、1例は搬入時より
挿管管理されていたため損傷発生時期は不明であった。発生時期不明症例は骨折に伴う橈骨神
経麻痺と判断され経過観察行ったが、麻痺の回復が不良であったため受傷後約半年で手術的展
開を行い、ピン刺入部での神経損傷が確認された。【考察】創外固定による神経損傷を避ける
ために、ハーフピンの刺入レベルに応じたsafety zoneを考慮した上で、充分な皮切を加えて確
実に軟部組織を避けてピンを刺入し、また抜去時にも同様の皮切を用いて確認の上で抜去する
必要があると考える。また、搬入時に意識障害を合併する患者は受傷時の神経損傷の確認が難
しく、橈骨神経麻痺の原因として創外固定の可能性も考えるべきである。
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2-Po1-18

カスタムメイドスプリントを用いた環小指DIP関節固定モデルにお
ける握力の検討

○樫山 尚弘1, 宮本 英明1, 上原 浩介1, 大江 隆史2

森崎 裕1

1東京大学医学部附属病院　整形外科, 2NTT東日本関東病院

【背景】へバーデン結節は手の変形性関節症の中で最も頻度が高い。保存療法の効果が乏しい
際は関節固定術が考慮されるが、その除痛効果、整容面の効果とは別に、示指中指では巧緻
性、環小指ではpower gripへの影響が一般的に懸念される。本研究では、環小指DIP関節固定の
握力への影響を、DIP関節固定モデルを作成して調べた。【対象と方法】対象は健康なボランテ
ィアである男性20名、女性5名。平均年齢31歳（24-48歳）。利き手は右23例、左2例。測定は全
例利き手でASHT・日本手外科学会推奨の方法で行った。握力計はJamar dynamometerを使用し、
測定肢位は座位・肩内転内外旋中間位・肘屈曲位・前腕回内外中間位・手関節屈伸中間位で、
測定値は3回測定の平均値を用いた。熱可塑性樹脂を用いてカスタムメイドのDIP固定用スプリ
ント(固定角度10度)を作成し、非固定時、環指固定時、小指固定時、環小指固定時の握力をそ
れぞれ別の日に計測した。統計学的解析は4×1　repeated　measures　ANOVAを用いて行っ
た。【結果】非固定群：平均40.6kg SD 10.7、環指固定群：平均37.6kg SD 9.7、小指固定群：
平均37.9kg SD 10.9、環小指固定群：平均37.1kg SD 9.6。ペアごとの比較では、環指固定群は
非固定群より平均7.4％、小指固定群は非固定群より平均6.7％、環小指固定群は非固定群より
平均8.6％の握力低下があり、いずれも有意な低下だった（P＜0.05）。環小指固定群は環指固
定群・小指固定群と比較して有意な低下はなかった。【考察】環指DIP関節、小指DIP関節、環
小指DIP関節、いずれの固定モデルでも有意な握力低下がみられた。但し環小指同時固定と単独
指固定の比較では有意な差はなかった。低下の程度による日常生活への影響は未知数ではある
が、環指・小指のDIP関節固定術を検討する際に考慮すべき数字だと考える。
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2-Po1-19

橈骨遠位端骨折後の骨粗鬆症治療の介入率を向上させるためには何
が重要か。

○松山 嘉彦1, 藤田 浩二2, 二村 昭元3

1三島総合病院　整形外科, 2東京医科歯科大学　医学部　整形外科

3東京医科歯科大学　医歯学総合研究科　臨床解剖学分野

【目的】ドミノ骨折予防には初発骨折後に骨粗鬆症治療に介入することが重要だが、適切な介
入の割合は低い。橈骨遠位端骨折は初発脆弱性骨折として頻度が高く、その治療は手外科医が
担当することが多い。今回、手外科医を対象に骨粗鬆症介入率向上のための調査と活動を行っ
た。【方法】東京医科歯科大学整形外科関連病院の上肢班医師29名を対象に、骨粗鬆症の検査
・治療実施状況を確認するWebでの無記名アンケートを行った。項目は骨粗鬆症治療の必要性、
対象年齢、橈骨遠位端骨折と椎体骨折に対しての検査・治療とした。【結果】回答者の90％が
骨粗鬆症治療の必要性を感じていた。治療対象となる患者の年齢は女性60歳、男性69歳であっ
た。椎体骨折では医師の90%が介入、橈骨遠位端骨折は45%であった。検査はDEXA 100％、骨代
謝マーカー 55％施行されていた。検査を行わない理由は、多忙55％、長期経過観察となる
37％、症状がない37％、急性期疾患でない27％であった。治療は薬物95％、食事指導36％、運
動指導41％であった。治療を行わない理由は、多忙50％、長期経過観察となる41％、症状がな
い37％であった。【考察】骨粗鬆症治療の必要性はよく認識されているものの、橈骨遠位端骨
折後の介入率は高くなかった。また、骨代謝マーカーの利用率が低く、食事・運動療法の選択
が少なかった。治療の必要性は浸透しているものの、検査・治療の選択肢が限定的で、「症状
がない」「急性疾患ではない」ため介入しない、という疾患に対する認識不足も見られた。ま
た、多忙な日常の診療で骨粗鬆症まで手が回りづらいという現状も見えてきた。　本アンケー
ト結果を踏まえ、レクチャー、webセミナーを定期開催し骨粗鬆症の理解・知識の向上を図っ
た。1年後に再アンケートを実施し評価を行う予定である。
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2-Po1-20

フローズンデザートメーカーによる小児手外傷～多職種の協力によ
り2次損傷を防ぎ得た1例～

○黒柳 美里1,2, 柏木 慎也1,2, 熊澤 憲一2, 根本 充2

1北里大学メディカルセンター　形成外科

2北里大学　医学部　形成外科・美容外科学

【目的】日常生活において、ミキサーやシュレッダーなど対象物を切断破砕する道具は多い。
誤ってこれらの道具に触れてしまい発生した手外傷例の報告が散見され、様々な安全装置が考
案されている。今回われわれは、フローズンデザートメーカーによる小児手外傷の1例を経験し
た。救出に難渋したが多職種の協力によって2次損傷を防ぎ得たので報告する。【症例】4歳男
児。フローズンデザートメーカーに右上肢を入れた状態で発見された。このデザートメーカー
は、筒の部分から凍った果物を入れ最深部にある回転刃で破砕してアイスを作る道具である。
患児の肘から先が細長い筒部分に入り、手と刃の関係は全く観察できない状態であった。救助
隊により道具の土台のみ破壊し得たが、2次損傷のリスクが高いと判断された。救急医が病院受
け入れを調整、小児科医が救出の際に完全な鎮静が必要と判断、麻酔科医により処置室にて鎮
静、形成外科医が損傷した手を注意深く観察・保護、救急隊・救助隊・指揮隊の協力により道
具が破壊され患肢を救出した。手背側に回転刃が刺さっていたため皮膚は著明に挫滅していた
が、深部は伸筋腱の部分損傷のみであった。術後半年経過したが、明らかな機能障害は認めて
いない。【考察】このデザートメーカーの筒は細長く、成人では回転刃に直接触れることはで
きない構造であった。しかし、患児の手は筒の中に入って回転刃に接触し、この状態で上肢が
ちょうど筒にはまる太さであった。患肢と道具にはほとんど隙間がなく、内部も観察できなか
ったため救出に難渋した。本症例において、2次損傷を起こさずに救出できたのは、救出の場を
医療も提供できる病院に移し、そこで様々職種の協力があったからこそ得られた結果だったと
考えられる。
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2-Po1-21

インド・ガンガホスピタルでの手外科・マイクロサージャリーの研
修

○芝山 浩樹, 森井 北斗, 大饗 和憲, 吉田 理
井口 浩一

埼玉医科大学総合医療センター　高度救命救急センター

【はじめに】日本では労災事故や交通事故が減少し、四肢切断や腕神経叢麻痺、重度四肢外傷
といった症例が少なくなってきているようである。公衆衛生の観点からは非常に望ましいこと
であるが、一方でわれわれ手外科医のように外傷治療への精通が要求されるものにとっては、
十分な経験が積めず、技術の向上・維持が難しくなってしまうのも事実である。しかし国外へ
足を伸ばせば、そこには多くの外傷患者がおり、ハイレベルな治療が行われている。今回、南
インドのコインバトールという街にあるガンガホスピタルで、4週間にわたり手外科・マイクロ
サージャリーの研修をしたので報告する。
【病院紹介】病院はインド南部タミール・ナドゥ州、第2の都市コインバトールにあり、主に整
形外科・形成外科で成り立っており、ベッド数は480床である。在籍医師数は約180人で、年間
手術件数は約3万件ととてもアクティブな病院である。私が研修した形成外科の部長であるDr.
Raja Sabapathyは、インド手外科学会のPresidentで、2015年には国際マイクロ学会学術集会の
会長もされている。
【研修内容】4週間滞在し、手術や病棟回診、外来の見学を行った。見学した手術は合計101件
で、内訳は、四肢大切断4例（うち再接合2例）、手指切断10例（うち再接合と皮弁あわせて
8例）、腕神経叢麻痺13例、四肢への遊離皮弁14例・局所皮弁8例であった。
【まとめ】普段なかなか経験できない四肢切断や腕神経叢麻痺などの重度四肢外傷を、わずか
な期間ではあったが学ぶことができた。百聞は一見にしかずと言うが、教科書や文献でどんな
に調べるより、実際の症例を目の当たりにすることの方が大きな経験になると感じた。また、
異文化に触れ、海外の医師と交流を深めることで、改めて自分自身を見直すことができ、非常
に有意義な経験となった。
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2-Po1-22

手外科に対する当院での取り組み

○堀川 良治1, 高木 信介2, 春山 勝紀2, 外薗 寿典2

佐々木 彩乃2

1今給黎総合病院　整形外科, 2今給黎総合病院　形成外科

　当院は常勤医約80名で27診療科を標榜し、病床総数450を有する鹿児島県内では有数の規模を
誇る私立総合病院である。整形外科の年間手術総数は約1000件で、脊椎や関節症などの慢性疾
患から、脊椎外傷・骨盤骨折・四肢開放骨折など、緊急手術を要するような外傷性疾患まで幅
広い疾患に対して診療を行っている。その中で、広範囲の軟部組織欠損や、マイクロサージャ
リーを要するような血管・神経損傷への対応は当科だけでは困難であり、以前よりそれらの技
術に長けた形成外科と連携しながら治療を行ってきた。当初、骨接合は整形外科、軟部組織の
修復・再建は形成外科、というように完全に分担して行い、同一術野で手術を行うことはほと
んどなかったが、最近では互いの技術向上や概念の共有を目指し、可能な限り合同手術を行っ
ている。また、合同手術の対象を、外傷性疾患のみでなく化膿性骨髄炎・偽関節・末梢神経障
害など手外科・マイクロサージャリー領域全般へと広げている。　平成26年4月から平成27年3
月までに、当院形成外科と演者が協力して行った手術は47例59件であった。内訳は上肢複合損
傷損傷(切断肢含む)に対する手術22件、血管柄付遊離骨・骨膜移植術8件、神経移植・剥離術
7件、動脈皮弁5件、腫瘍摘出術4件、遊離皮弁2件などであった。28件と、約半分の手術で顕微
鏡を用いた。　代表症例を提示し、当院での手外科・マイクロサージャリーへの取り組みや今
後の課題を紹介する。
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2-Po1-23

超音波検査が有用であったTrigger Wristの３例

○中島 祐子, 砂川 融, 四宮 陸雄, 川西 啓生
越智 光夫

広島大学病院　整形外科

【目的】超音波検査にて病態が把握できた３例のTrigger wristを経験したので報告する。
【症例１】38歳男性。主訴は左手しびれと指屈伸時の手関節の弾発現象。手掌部の腫脹と母指
から環指橈側のしびれも認めていた。超音波検査では、手根管内の中指と環指の屈筋腱の間に
腫瘤を認め、指の屈伸とともに動いていた。手術は手根管を開放し，中環指の深指屈筋腱に癒
着している腫瘍を摘出した。摘出腫瘍の病理組織所見は線維腫であった。術後、症状は消失し
た。
【症例２】48歳女性。主訴は左手関節痛と指屈伸時の手関節の弾発現象。手関節掌側の腫脹と
指尖部のしびれも認めていた。超音波検査では、手根管末梢の中指と環指の屈筋腱の間に腫瘤
を認め、指の屈曲とともに腫瘤が横手根靭帯の下を通り中枢に移動し、同時に弾発現象を認め
ていた。手術は手根管の末梢で中環指の深指屈筋腱に癒着している腫瘍を摘出した。摘出腫瘍
の病理組織所見は脂肪腫であった。術後、症状は消失した。
【症例３】58歳女性。主訴は左手関節部腫瘤と指屈伸時の手関節の弾発現象。超音波検査は症
例２同様で、手根管末梢の中指と環指の屈筋腱の間に腫瘤を認め、指の屈曲にて腫瘤が横手根
靭帯の中枢に移動し、同時に弾発現象を認めていた。手術は横手根靭帯の末梢を一部切開し、
中環指の深指屈筋腱に癒着している腫瘍を摘出した。摘出腫瘍の病理組織所見は線維脂肪腫で
あった。術後、症状は消失した。
【考察】手指、手関節、前腕の運動で手関節の弾発現象を生じる状態はTrigger Wristと呼ば
れ、中でも指の屈伸によって起こる、腫瘍が原因となるものが一番多いと言われているが、そ
の報告は多くない。超音波検査は、Trigger Wristにおける腫瘍の局在のみならず、腫瘍の動き
と弾発現象をリアルタイムで観察でき、病態の把握に非常に有用であった。
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2-Po2-1

胸骨正中切開により発生した開胸術後腕神経叢麻痺

○福士 龍之介, 金谷 耕平, 射場 浩介, 山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【はじめに】胸骨正中切開からの開胸手術では、鎖骨の後方移動と第一肋骨の上方回旋により
腕神経叢を圧迫し、術後に腕神経叢麻痺を発症することがある。当院で発生した開胸術後腕神
経叢麻痺の病態と治療経過を報告する。【対象】過去5年間に、開胸術後の上肢麻痺で当科を紹
介された4例を対象とした。男性が2例で、女性が2例、平均年齢は64歳(47-75歳)、罹患側は、
右が3例で、左が1例であった。全例で胸骨正中切開による開胸手術が行われ、体位は仰臥位、
両上肢は体側に固定された。内頸静脈カテーテルが3例で施行された。平均体外循環時間は249
分(154-361分)であった。【方法】Ben-Davidらの病型分類により上位・中位神経根型と下位神
経根型に分類し、臨床症状と治療経過について検討する。【結果】4例中、上位・中位神経根型
が1例、下位神経根型が3例であった。上位・中位神経根型の1例はC5-C7障害、下位神経根型の3
例はC8障害が1例、C8-T1障害が2例であった。上位・中位神経根型の1例はC6領域のしびれとと
もに肩外転、肘屈曲伸展及び指伸展の筋力低下が認められた。発症後5か月で筋力が改善した
が、しびれは発症後1年の現在も残存している。下位神経根型の3例は、1例でしびれのみ、2例
でしびれと手関節から指の筋力低下を合併していた。筋力低下は平均4か月(3-5か月)、しびれ
は平均5か月（3-6か月）で消失した。下位神経根型の2例で尺骨神経伝導速度検査の異常は認め
られなかった。【考察】過去の報告と同様に、下位神経根型で予後が良好であった。麻痺発生
の原因として、鎖骨の後方移動、第一肋骨の上方回旋、肩関節外転位固定、内頚静脈カテーテ
ル挿入、長い体外循環時間、第一肋骨骨折が挙げられており、今回の症例においても病態への
関与が考えられた。
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有茎脂肪弁を用いた上肢神経障害に対する治療

○田中 克己, 大石 正雄, 吉本 浩, 千住 千佳子

長崎大学　医学部　形成外科

【目的】末梢神経損傷に対する脂肪弁移植は神経回復に有用で、運動・感覚の回復とともに疼
痛の改善をもたらすことが知られている。われわれは上肢における神経損傷後の症例や絞扼性
の疼痛などの障害に対して有効な治療手段と考えており、修復後に脂肪弁による神経の被覆を
行っている。今回、有茎脂肪弁を用いた上肢神経障害に対する治療として、手術法ならびに症
例を提示し、本法の適用について報告する。【方法】神経再建後の神経被覆に適用した症例が
17例、以前に施行された絞扼性疼痛の症例8例に適用した。男性16名、女性9名、年齢は18歳か
ら78歳であった。神経修復法としては、神経縫合10例、神経剥離7例、神経移植4例、神経剥離
と神経移植4例で、全例で有茎脂肪弁として移植した。【成績】移植した脂肪弁は全例で完全生
着し、術後の感染や脂肪融解などの問題は生じなかった。全例で、神経の回復を認め、感覚異
常や疼痛の改善にも効果的であったが、CRPS様の疼痛を認めていた症例での改善は認められな
かった。採取部の合併症などはなかった。【結論】近年、四肢において神経剥離後の神経被覆
に脂肪弁移植が行われるようになっており、その成績も良好であるとの報告が散見される。ま
た、カウザルギーやMelargia Parestheticaに対する疼痛軽減への試みもみられる。今回、上肢
の神経障害の修復において有茎脂肪弁による治療を行った。移植された脂肪弁が末梢神経の血
流改善、物理的刺激の軽減、神経周囲の癒着予防、組織全体の瘢痕抑制につながることが認め
られ、有用な再建法であることが認められた。本法は手技も比較的容易で、採取部の問題点も
少なく、神経再建の際の状態によっては積極的に使用することが治療成績の向上につながるも
のと考えられた
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5mm以上の欠損を伴う神経断裂に対して神経再生誘導チューブを用
いて神経再建を行った治療経験

○玄 承虎, 高松 聖仁, 斎藤 公亮, 阿波 康成
川端 確

淀川キリスト教病院　整形外科

【目的】5mm以上の欠損を伴う手指，手部の神経断裂に対して，再生誘導チューブを用いた神経
再建の知覚回復及び疼痛について検討を加える．【対象と方法】2014年から2015年に当院で神
経再生誘導チューブを用いて治療した神経断裂7例9神経中，6か月以上経過観察を行った4例5神
経(男性4例，平均年齢32歳)について後ろ向きに調査した．適応は神経断端を新鮮化後に端々縫
合が不可能である5mm以上の欠損を認める神経断裂症例とした．手術方法は神経断端を新鮮化
し，欠損の長さに4mmを加えた長さの東洋紡社製神経再生誘導チューブ「ナーブリッジ
TM」2.5mm径のものを使用し，8-0ないしは9-0ナイロン糸で断端ともにチューブに2mm挿入し神
経外膜との縫合を行った．平均経過観察期間は9.7か月であった。検討項目は断裂した神経，神
経欠損の長さ，最終調査時のSemmes-Weinstein monofilaments test（以下SW test）による知
覚評価，Visual Analogue Scale(以下VAS)による安静時痛および縫合部における圧痛の疼痛評
価とした．【結果】断裂した神経は橈骨神経浅枝が2神経，尺骨神経浅枝が1神経，指神経が2神
経であった．神経欠損の長さは平均15.2mm（8mmから20mm）であった．最終経過観察時の知覚
は，SW testで3.61が4神経，4.31が1神経であった．疼痛に関しては最終経過観察時において安
静時痛，圧痛共に全例VAS0.0であった．【考察】知覚に関してはこれまでの報告同様に概ね良
好な回復が得られることが示されたが，神経欠損が長いほど回復が遅れる傾向にあった．また
疼痛に関しては，安静時痛のみならず縫合部の圧痛においても良好な成績が得られナーブリッ
ジの有用性が示唆された．
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医原性外側前腕皮神経損傷の臨床像

○山本 真一, 田平 敬彦, 黒畑 順子, 大庭 紗希
三上 容司

横浜労災病院　整形外科

【背景】外側前腕皮神経は筋皮神経の感覚枝であり、通常は前腕外側の感覚を支配している。
近年、病院医療安全対策として静脈穿刺などに伴う医原性末梢神経障害の診療に関わるように
なり、様々な皮神経障害を経験してきた。本研究では、医原性外側前腕皮神経損傷の臨床像を
調査し、診療上の注意点などを報告する。【対象・方法】対象は、2009年以降に当科専門外来
を受診した外側前腕皮神経損傷患者10名である。受傷時年齢は12-51(平均33.5)歳であり、受傷
当日～1.5ヵ月後(平均10.4日後)に受診していた。受傷機転、臨床所見・経過について診療録か
ら調査した。【結果】肘窩部での静脈穿刺に伴う受傷が6例、手根部での橈骨動脈穿刺に伴う受
傷が2例、上腕骨骨幹部骨折髄内釘手術時の遠位スクリュー刺入に伴う受傷が2例であった。静
脈穿刺例では前腕遠位の前枝領域と肘部後外側の後枝領域の感覚障害が各3例ずつであり、上腕
骨髄内釘手術例では両枝領域を含む前腕外側全体に感覚障害があった。前枝損傷のなかには、
手背外側まで、さらに母指背側の感覚障害を訴える例が各１例ずつあった。橈骨動脈穿刺例
は、いずれも母指背側の感覚障害を訴えていた。静脈穿刺例のうち5例は放散痛を自覚してお
り、全例が数週間で症状軽快していた。【考察】血管穿刺に伴う外側前腕皮神経損傷は短期間
で軽快していたが、手術に伴う損傷は症状が残存していた。一方、外側前腕皮神経の感覚支配
は、橈骨神経浅枝領域との重複が古くから知られており、手背外側や母示指背側まで広範に及
ぶことがある。外側前腕皮神経損傷は、肘周辺採血や手術などで医原性に生じることがあり、
過誤的要素が疑われる正中神経や橈骨神経浅枝損傷と誤診しないよう、注意が必要と考える。
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神経内血管奇形切除後の血管付き神経移植による再建

○成島 三長, 林 明辰, 吉松 英彦, 播摩 光宜
光嶋 勲

東京大学医学部形成外科

はじめに血管奇形とくに静脈奇形は良性疾患であるが年々徐々に増大し消退することがない。
このため増大に伴い、痛みや整容的な問題が生じる。これに対して一般的には硬化療法を行
う。硬化療法によって多くは縮小するが、縮小しても痛みが取れないか悪化することもある。
こういった場合に切除術も考慮される。今回我々は、切除に際して神経内にある血管奇形を合
併切除後血管付き神経移植によって再建した。方法　結果静脈奇形に対し、切除術を行った症
例は9例そのうち再建を行った症例は4例あり神経内血管奇形を伴い切除後神経再建を行ったも
の2例あった。２例とも鼠蹊部より血管付き外側大腿皮神経と浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁を挙上
した。この際浅腸骨回旋動脈深枝を神経の栄養血管として、浅枝を皮弁の栄養血管として使用
し共通管を血管茎として挙上した。神経吻合を行い、2例とも神経回復に伴い知覚回復を認め
た。考察静脈奇形の痛みには3つあると考えている。一つは静脈奇形拡張に伴う周囲圧迫の痛
み、2つ目は血栓性静脈炎による炎症性の痛み、3つ目は硬化療法による神経絞扼および阻血性
の痛みである。このうち3つ目の痛みは硬化療法を追加した場合痛みが悪化する危険が高い。今
回我々は血管付き神経移植を行うことにより、この痛みに対して治療が可能であり現在のとこ
ろ再発はない。静脈奇形の再発機序は今のところ不明であるが、十分な血流のある神経移植に
よって周囲から血管新生による再発のリスクを下げることが可能ではないかと考える。
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上肢に発生した神経鞘腫に対する腫瘍核出術の治療成績

○吉澤 秀, 岡崎 真人, 田崎 憲一, 藤田 恵

荻窪病院

【緒　言】
末梢神経に発生した神経鞘腫の手術法としては、腫瘍核出術が一般的である。しかし過去の報
告をみると、術後の神経症状発生率や残存率は報告により大きなばらつきがあり一定の見解は
得られていない。今回当科で行った神経鞘腫に対する腫瘍核出術の術後1年以上経過した症例に
ついて、超音波検査による再発の有無及び作業療法士による神経機能評価を施行したので報告
する。
【対象と方法】2009年から2015年の7年間で、当科で腫瘍核出術を行った11例11腫瘍である。性
別は男性4例、女性7例、手術時平均年齢は53.0歳（33～78歳）、自覚症状発生から手術までの
平均期間は32.8ヵ月（4ヵ月～7年6ヵ月）、術後平均観察期間は3年7ヵ月(1年2ヵ月～5年6か月)
であった。手術は全例拡大鏡視下に腫瘍核出術を行った。 罹患神経は、正中神経5例、尺骨神
経2例、指神経2例、腕神経叢1例、外側前腕皮神経1例であった。
【結果】術後の超音波検査では神経の腫大を認める症例があったが明らかな再発はなかった。
術前にtinel様徴候を認めた7例では、最終診察時に症状改善しているものの6例に残存した。術
前からしびれ/知覚障害を認めたのは正中神経の2例で、程度は改善しているものの術後残存し
ていた。術後にあらたにしびれ/知覚障害を生じたのは正中神経の1例と指神経の1例だっ
た。SWTでは5例で異常所見を認めた。2-PD、握力は明らかな左右差を認めず、MMTは全例正常で
あった。
【考察】罹病期間が長い症例ほど神経症状が残存しやすい傾向にあった。また正中神経、指神
経発生ではしびれ/知覚障害が残存する例が多かった。過去の報告では高齢、腫瘍径も関係があ
るとの報告があるが、自験例でははっきりした傾向を認めなかった。
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家族性に罹患したムコ多糖症による手根管症候群の2例

○高島 健一1, 有野 浩司1, 尼子 雅敏1, 根本 孝一1

高山 真一郎2

1防衛医科大学校　整形外科学講座, 2国立成育医療研究センター

【症例1】兄19歳男性【主訴】両手のしびれ　【現病歴・経過】10年前から両手痛、しびれが出
現していた。近医でムコ多糖症・大動脈弁閉鎖不全の診断でフォローされ、手根管症候群を指
摘され19歳時に当院紹介となった。初診時、右母指球筋の萎縮を認め、PerfectOは不可であっ
た。母指から環指橈側のしびれを認め、Phalen testは陽性であった。神経伝導速度でCMAPの低
下、潜時の延長を認め、手根管症候群と診断した。２か月の保存療法後、右手の手根管開放術
を行った。術直後からしびれは改善を認め、横手根靱帯の病理でムチンの沈着がびまん性に認
められた。術後1年で母指球筋の萎縮は回復している。【症例2】弟12歳男性　【主訴】両手の
しびれ【現病歴・経過】兄同様にムコ多糖症で近医にてフォローされていた。3年前から右手の
夜間痛が出現し、母指球筋の萎縮も認め、12歳時に当院を紹介受診した。初診時、両母指球筋
の萎縮を認め、PerfectOは不可であった。神経伝導速度でCMAPの低下、潜時の延長、MRI T2強
調画像で正中神経の高信号を認め、手根管症候群と診断した。3か月の保存療法後、右手の手根
管開放術を施行した。術直後からしびれの改善を認め、横手根靱帯の病理で兄と同様な所見を
得た。【考察】ムコ多糖症はムコ多糖の分解に関与するライソゾーム酵素の欠損により臓器、
組織にムコ多糖が蓄積する進行性の遺伝性疾患である。欠損酵素により10型に分類され、１型
（Scheie症候群）では関節伸展障害、大動脈閉鎖不全、難聴、肝腫大、手根管症候群が報告さ
れている。自験2例ではムコ多糖症１型であり、若年であるが手根管症候群を認めた。手根管症
候群を起こす基礎疾患としては、糖尿病、アミロイドーシス、関節リウマチ、甲状腺機能低下
症など知られているが、ムコ多糖症も留意すべき疾患だと考えられる。
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ステロイド注射は手根管開放術後の予後予測に有用か？

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 中島 祐子1, 増田 哲夫1

越智 光夫1

1広島大学　医学部　整形外科, 2広島大大学院整形

3広島大大学院上肢機能解析制御科学

【目的】手根管症候群に対するステロイド注射の効果が手根管開放術後の予後予測に有用かは
不明である．本研究では特発性手根管症候群に対するステロイド注射の有効性の有無により術
後成績を比較検討したので報告する．【方法】特発性手根管症候群に対し超音波ガイド下にト
リアムシノロン0.1ml(4mg)+1%メピバカイン0.9mlの混合液が注射され，その1か月後にステロイ
ド注射の有効性の有無を調査した．これらの症例の中で，最終的に手根管開放術に至った16症
例(女性11例，男性5例)を本研究の対象とした．ステロイド注射1か月後の調査で注射前のしび
れが少しでも改善した症例をA群，全く改善しなかった症例をB群とし，両群の手根管開放術後3
か月における成績を比較検討した．統計処理にはマン・ホイットニ検定もしくはカイ二乗検定
を用い，P＜0.05を有意差ありとした．【成績】A群は7例(平均年齢61.8歳，女5例，男2例)，B
群は9例(平均年齢72歳，女6例，男3例)であった．性差，罹病期間，重症度，糖尿病合併率は両
群間に有意差がなかったが，年齢は有意にB群が高かった．術後3か月で術前のしびれが1/2以下
に改善したのはA群71.4%, B群22.2%と有意にA群で高かった．一方，CTSI，Hand 20, DASHによ
る機能評価では両群間に有意差はなかった．電気生理学的検査では，APB-CMAPがA群は100％検
出されたのに対し，B群は62.5%であった．SNAPの検出率はA群100%に対し，B群57.1であった．
どちらも，有意差は認めなかったが，A群に比べB群では検出率が低くなる傾向があっ
た．【結論】ステロイド注射の効果を把握することで，手根管開放術後の予後予測はある程度
可能かもしれない．機能予後に差が生じなかったのは，術後早期(術後3か月)での評価であった
ため，しびれの改善のみでは機能評価に影響を与えなかった可能性が考えられた．
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手根管症候群の症状としての痛み

○牧 裕, 坪川 直人, 成澤 弘子, 森谷 浩治, 原 敬

新潟手の外科研究所

【目的】手根管症候群(CTS)の自覚症状では手指のしびれが最も多いが，手指の痛み，さらに手
関節より近位の上肢の痛みがしびれと同時に，まれには単独で生ずる場合がある。この痛みを
訴える頻度がCTS症例でどの程度あるか調査を行った。
【対象と方法】平成24年7月から平成27年9月まで，演者自身が診断し手術を行った特発性CTS女
性182名 229手，男性78名 96手を対象とした。病歴から初診時に手指のしびれ以外に，手指や
手関節周辺の痛み，前腕，上腕，肩などの痛みを訴えた症例を抽出した。術前の痛みの範囲，
夜間痛の有無，術後の痛みの消失時期，神経伝導速度検査の結果との関係について男女別に検
討した。
【結果】痛みのあった症例は女性49名60手(女性症例の27％)，年齢41～89歳(平均63歳)，男性
15名20手(男性症例の19％)，年齢36～78歳(平均63歳)であった。しびれだけの症例は女性133名
169手，年齢24～95歳(平均64歳)，男性63名76手，年齢29～89歳(平均62歳)で，年齢幅は広いが
平均年齢は痛みの例とほぼ同じであった。術前の痛みが手関節以遠に限局した例は女性31/49名
(63％)男性11/15名(73％)，前腕，上腕，肩に及ぶ例は女性18/49名(37％)男性4/15名(27％)で
あった。夜間痛として訴えたものは上肢全体で女性17/49名(35％)男性10/15名(67％)であっ
た。手根管開放後の痛みの消失は，女性の1例男性の2例を除き術後1日から7日の間と早期であ
ったが，しびれは多くの症例で痛みに遅れて消失した。痛みは神経伝導速度検査がほぼ正常範
囲の例でも運動感覚神経ともに電位導出不能の例でも認めた。
【考察】CTS症例の20％程度に上肢の痛みを合併するが，手根管開放にはよく反応し，しびれと
比べ早期に消失する。指の痛みはdysesthesiaに近く，腕の痛みは橈骨神経管症候群，回内筋症
候群などの痛みに近いと思われる。
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手根管症候群での運動神経線維と知覚神経線維の伝導障害について
電気生理学的検討

○澁谷 亮一

東大阪山路病院　整形外科

【目的】手根管症候群症例での運動神経線維と知覚神経線維の誘発電位の障害について調べ
た。【対象、方法】手根管症候群の症状を呈し当院を受診した37名65手（9名9手は片側）を測
定した。平均年齢58歳（45ー82歳）であった。電気生理学的検討は、短母指外転筋(APB) に電
極を貼付した。関電極の7cm近位にて正中神経を経皮的に電気刺激してM波とF波とを導出し
た。APBの腱の叩打より導出された誘発電位を100回加算平均してT波を誘発し、短潜時のものを
T1、長潜時のものをT2とした。M波とF波は立ち上がり潜時、T波は頂点潜時で評価した。母指、
示指、中指、環指の各指に電極を貼付し手根管より近位で正中神経を電気刺激し加算平均して
各指の知覚神経伝道速度(SCV)を算出した。【結果】誘発可能であった各誘発電位の導出率は
M波: 55/65(85%)、F波: 50/65(77%)、T1: 26/62(42%)、 T2: 44/62(71%)。知覚神経誘発電位は
母指: 35/50(70%)、示指: 39/65(60%)、中指: 32/51(63%)、環指: 31/51(61%)と、運動神経よ
り知覚神経の誘発電位の方が有意に(p＜0.05)導出率が低値であり腱反射が最も低かった。伝導
遅延例と導出不能例を合計するとM波: 50/65(77%)、F波: 51/65(78%)、T1: 52/62(84%)、 T2:
36/62(58%)、知覚神経誘発電位は母指: 41/50(82%)、示指: 41/65(63%)、中指: 31/51(61%)、
環指: 31/51(61%)と各群に有意差はなかった。M波、F波、T波の潜時と各指のSCVとの間には高
い(p＜0.001)相関関係を認めた。【考察】各線維の伝導時間と伝導速度はよく相関したことか
ら伝導遅延は全ての線維で同様に認められ、誘発電位の導出率に有意差があり伝導遮断につい
ては各線維間に易損性に差があることが示唆された。
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手根管外側での鏡視下手根管開放術操作における手根管内圧の変化

○中山 憲, 松岡 秀明, 平出 展也, 村尾 治樹
佐野 禎一

静岡県立総合病院　整形外科

【はじめに】従来の鏡視下手根管開放術（以下ECTR）は屈筋支帯（横手根靭帯）の手根管内か
らの操作である。しかし手根管症候群ではすでに手根管内圧は上昇しており、内視鏡カニュー
ラを挿入すること自体が正中神経に傷害になっている懸念がある。我々は屈筋支帯の切開を手
根管の外側で行うことで、正中神経に対しより愛護的に行える方法を確立した（手根管外から
切開する2-portal 鏡視下手根管開放術；ECTR-O）。その操作において、実際に手根管内圧の過
度の上昇が防げているのかを調査したので報告する。【方法】対象はPauda分類で重症の手根管
症候群と診断された３例３手。全例ECTR-Oの手技で完遂できたものを対象としている。動脈圧
測定用のセンサーを用いて測定した。測定部位は屈筋支帯入り口部から遠位で2cmとした。手術
は全例局所麻酔で、駆血なしで行っている。開放前安静時、開放前指最大屈曲時、カニューラ
挿入時、開放後のタイミングで測定した。【結果】開放前安静時は平均64ｍｍHg、開放前指最
大屈曲時は平均189ｍｍHg、カニューラ挿入時は平均113ｍｍHg、開放後は0ｍｍHgであっ
た。【考察】Uchiyamaらは同様な計測でカニューラ挿入時に2500ｍｍHg以上の内圧上昇が生じ
ると報告している。我々が開発したECTR-O法では、カニューラ挿入時においても指最大屈曲時
以下であり、生理的な圧変化以内になっていた。【まとめ】ECTR-Oは正中神経に過度な圧力を
かけない安全で優れた最小侵襲な方法であるといえる。
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特発性手根管症候群における滑膜下結合組織の間葉系幹細胞の検討

○千見寺 貴子1, 齋藤 悠城1, 藤宮 峯子1, 山下 敏彦2

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】特発性手根管症候群(Carpal Tunnel Syndrome, CTS)の滑膜下結合組織において線維芽
細胞の増加にともなう組織線維化が報告されている．間葉系幹細胞(Mesenchymal stem cell,
MSC)は、間葉系組織の修復・恒常性の維持に機能するとされ、組織線維化のkey regulatorと考
えられている．本研究では、CTS患者およびコントロールの滑膜下結合組織からMSCを採取
し、MSCの機能について検討を行った．【方法】CTS患者２名(77歳, 女性および45歳、女性)、
コントロール1名(47歳、男性)から手根管開放術時に滑膜下結合組織を採取した．採取組織はコ
ラゲナーゼ酵素処理後に，10% Fatal Bovine Serumを含むα-minimal essential mediumにてプ
ラスチックプレート接着培養を行った．得られた細胞は、位相差顕微鏡観察、フローサイトメ
トリーによる細胞表面抗原分析(CD73, CD105, CD13, CD10, CD45, CD34)、増殖能、骨・軟骨・
脂肪分化能について、CTSとコントロールで比較検討を行った．【結果】位相差顕微鏡観察にお
いて、CTS患者由来MSC(CTS-MSC)は細胞質が広がり、扁平であったが、コントロール由来
MSC(Control-MSC)ではMSCに特徴的な紡錘形を呈していた．表面抗原の発現は、CTS-MSC,
Control-MSCともに同じであった．分化能については、CTS-MSC, Control-MSCともに骨・軟骨・
脂肪分化能を認めたが、CTS-MSCでControl-MSCよりも有意に脂肪分化能が低下していた
(p＜0.01)．増殖能においても、CTS-MSCがControl-MSCよりも有意に低かった
(p＜0.01)．【考察】CTS患者、コントロールともに手根管の滑膜下結合組織にMSCを認め
た．CTS患者のMSCは、コントロールよりも増殖能、脂肪分化能が低下していた．今後さらなる
検討が必要であるが、MSCの機能低下がCTSの滑膜下結合組織線維化に影響している可能性が示
唆された．
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特発性手根管症候群の滑膜下結合組織におけるPlatelet-derived
Growth Factor Receptor alpha 陽性細胞の検討

○齋藤 悠城1, 千見寺 貴子1, 藤宮 峯子1, 山下 敏彦2

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】滑膜下結合組織(Subsynovial Connective Tissues, SSCT)の線維化が特発性手根管症
候群(Carpal Tunnel Syndrome, CTS)の原因とされている。近年、線維性疾患においてPlatelet
-derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFRα)陽性の間葉系細胞の過剰増殖が組織線維化
の要因の一つとして注目されている。本研究では、CTS及びコントロールのSSCTにおけるPDGFR
α陽性間葉系細胞と間葉系細胞の超微細形態について検討を行った。【方法】CTS患者2名(77歳
女性，45歳女性)、コントロール1名(47歳男性)および2遺体標本(86歳男性、94歳男性)の手根管
よりSSCTを採取した。超微細形態観察のため、オスミウム固定後、超薄切片を作製し、電子染
色を施した。免疫組織学的解析のため、凍結切片を作製しPDGFRα、Cadherin-11抗体で免疫組
織染色を行い、１視野あたりの細胞密度、TGFβ1、CTGF陽性細胞の割合を算出した。結果の解
析はCTS患者のSSCTをCTS群、コントロールおよび遺体標本のSSCT対象群とし、One way ANOVA
及びTukey-Kramer testを用いて群間比較をした(α＝0.05)。【結果】CTS群における間葉系細
胞の超微細形態所見では細胞質内の豊富な筋フィラメントと細胞質周囲に大量のコラーゲン様
線維産生を認めた。CTS群におけるPDGFRα陽性細胞の割合は対象群より有意に高値を示した
が、Cadherin-11陽性細胞の割合は有意に低値を示した。さらにPDGFRα陽性かつCadherin-11陽
性細胞の割合がCTS群にて有意に低値を示した。【考察】CTS群においてPDGFRα陽性間葉系細胞
の過剰増殖を認め、同時に正常な滑膜線維芽細胞のマーカーであるCadherin-11を発現する細胞
が減少した。これらの結果から、CTSにおけるSSCTの線維化にはPDGFRα陽性間葉系細胞の関与
が示唆された。
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特発性手根管症候群とばね指の腱滑膜の病理組織学的検討

○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）にばね指の合併例は多いが，両者の因果関係は明らかではない．これまで
CTS患者の腱滑膜について検討された報告は散見されるが，CTSの腱滑膜とばね指の腱滑膜とを
比較した詳細な報告は渉猟し得た限りない．そこで今回CTSとばね指を合併した例の手根部とA1
-pulley部周囲の腱滑膜を病理組織学的に評価し，その差異を検討した．
【対象と方法】
対象は同一手にCTSとばね指を合併し手術を行った16手（男性3手，女性13手，平均65.9歳）で
ある．手術はCTSに対してはECTR法もしくは手指屈筋腱腱滑膜切除法，ばね指に対しては腱鞘切
開術を行い，手術時に手根部，A1-pulley部周囲の腱滑膜を採取した．評価項目は滑膜表層細胞
の増生，リンパ球浸潤，血管増生，フィブリン析出，好酸性基質，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（myxoid change）で，同一患者の手
根部とA1-pulley部周囲で組織所見の有無が一致するか否かを検討した．
【結果】
各所見の一致率は，滑膜表層細胞の増生は93.8％（15手），リンパ球浸潤は75.0％（12手），
血管増生は81.3％（13手），フィブリン析出は100％（16手），好酸性基質は75.0％（12手），
ヒアルロン酸産生性の軟骨細胞様細胞は56.3％（9手），膠原線維の粘液変性は93.8％
（15手）と，高率であった．
【考察】
森田らはCTSを合併した狭窄性腱鞘炎の腱滑膜と通常の狭窄性腱鞘炎の腱滑膜を組織学的に検討
し，CTS合併例にlarge proteoglycanの発現を高率に認めている．この発現がCTSの腱滑膜と同
様であったことから，CTSと狭窄性腱鞘炎は同一の病態であると考察している．本研究において
同一患者のCTSの腱滑膜とばね指の腱滑膜の組織所見の一致率が高かったことからも，CTSとば
ね指の病態は同一の可能性があると考える．
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特発性手根管症候群の屈筋腱滑膜内線維芽細胞に対するSmad3
inhibitorの効果の検討

○山中 芳亮1, Anne Gingery1, Chunfeng Zhao1

Edward B Leof2, Peter C Amadio1

1メイヨー・クリニック バイオメカニクスラボ

2メイヨー・クリニック 分子生物学ラボ

特発性手根管症候群の特徴として屈筋腱滑膜の非炎症性の線維化が挙げられ、線維化にはTGF-
βの関与が指摘されている。TGF-βシグナルの中心は Smad を介した経路が担っている。本研
究では、特発性手根管症候群の屈筋腱滑膜内線維芽細胞においてSmad3 inhibitorである
Sorting nexin 9 (SNX9) が、TGF-βの下流で作用する線維化促進因子であるConnective
tissue growth factor (CTGF) およびTGF-βにより誘導が促進されるPlasminogen activator
inhibitor-1 (PAI-1) の発現に与える効果をRT-PCRで定量的に検討したので報告する。(対象)
特発性手根管症候群に対して手術を行った男性1例、女性2例を対象とした。平均年齢は54歳
(48-62歳) であった。内分泌疾患、炎症性疾患、透析、橈骨遠位端骨折の手術の既往がある症
例は除外した。(方法)術中に手根管内の屈筋腱滑膜組織を採取した。採取した滑膜組織から線
維芽細胞を抽出し培養した。それぞれの線維芽細胞をControl群 (SNX9非添加群) 、SNX9添加
群、SNX9 control peptide添加群の3群に分けた。SNX9およびSNX9 control peptide添加90分後
にTGF-βを3群すべてに添加した。TGF-β添加24時間後にtotal RNAを抽出した。Total RNA抽出
後、cDNAを合成しquantitative RT-PCRを使用して、CTGFおよびPAI-1の発現を定量的に測定し
た。(結果)CTGFはSNX9添加群で非添加群と比べ有意に発現が低下した(P＜0.05)。PAI-1はSNX9
添加群で発現が低下する傾向にあったが、有意差は認めなかった。(結論)特発性手根管症候群
の屈筋腱滑膜内線維芽細胞にSmad3 inhibitorであるSNX9を添加することにより、CTGFの発現を
抑制することができた。CTGFは線維化への関与が指摘されており、屈筋腱滑膜の線維化が病態
の一つと考えられている特発性手根管症候群の線維化抑制に寄与できる可能性がある。
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超音波検査を併用した鏡視下手根管開放術（奥津法）における術中
所見の検討－血液透析症例と特発性症例の比較検討－

○喜多島 出1, 山本 精三2, 中道 健一3, 立花 新太郎4

1虎の門病院分院　整形外科, 2虎の門病院　整形外科

3虎の門病院　リハビリテーション科, 4三宿病院　整形外科

【目的】当院では初発手根管症候群に対し，全例で超音波検査を併用した鏡視下手根管開放術
（以下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術前，術中所見を検討した．また血液透析症例と特発性症例に関
して比較検討を試みた．若干の文献的考察を含めて考察する．
【対象と方法】対象は2014年4月より2015年9月までの期間に当院にて初発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した症例83例88手（男性29例，女性54例，血液透
析症例37手，平均年齢66.8±10.6歳）である．術前，USE system挿入時，屈筋支帯切離後にお
いて，手根管近位レベルと手根管遠位レベルで超音波検査を施行．USE system挿入により生じ
る手根管内容物の形態変化について検討，また血液透析症例と特発性症例との比較検討を行っ
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】safe zone（正中神経尺側縁-尺骨動脈間距離）はUSE system挿入により，近位レベル
において透析症例で7.5±2.3mmから11.1±2.5mmへ，特発性症例で6.5±2.5mmから11.0±2.7mm
へと変化し，特発性症例で統計学的に有意に大きく開大していた．透析症例では10手で屈筋支
帯掌側に特発性症例では認めない拍動性の血管を認めた．そのうち5手ではUSE system挿入によ
り拍動が消失した．また手根管近位レベルでは切離レベル直上に拍動性血管を認めた症例も存
在した．
【考察】USE system挿入によるsafe zoneの開大は特発性症例で血液透析症例に比較しより大き
い傾向が認められた．透析症例ではシャント血流によると思われる異常血管が存在し超音波検
査を併用すれば動脈損傷を回避できる．
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2-Po2-17

重度手根管症候群に対し骨間膜を通して示指固有伸筋腱を移行し母
指対立再建を行った7例

○森田 哲正1, 米田 英正1, 藤澤 幸三1, 辻井 雅也2

平田 仁3

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

【目的】重度手根管症候群の母指対立再建法の一つに示指固有伸筋腱（以後EIPと略す）を用い
たBurkhalter法があるが尺側皮下を通して移行するため腱をできる限り長く採取する必要があ
り腱帽を一部含めて切離する。そのため必ず腱帽の修復が必要であり、手術時間の延長と術後
示指の伸展障害が危惧される。また移行腱の緊張が高くなることが多く母指の伸展障害も危惧
される。そこで骨間膜を通して移行腱の滑走距離を短くすることを考案し、その治療成績を検
討したので報告する。【方法】対象は2012年以降に重度手根管症候群に対して骨間膜を通して
EIPを移行した7例7手である。男性1例、女性6例で右4手、左3手で平均71才であった。手術は手
根管解放術を行った後EIPを腱帽近位で切離し、前腕遠位に引き出し骨間膜を通し掌側へ移行し
短母指外転筋腱にinterlacing sutureを行った。術後は2週ギプス固定後、対立訓練を行った。
術後経過観察期間は平均1.8年で、評価としては術前と術後1年でKapandji法による対立評価と
ピンチ力（側方つまみ、指腹つまみ）握力を測定した。【成績】母指の対立はKapandji法で平
均8.5点であった。母指の伸展障害を訴える症例はなかった。握力は術前平均14.8ｋｇから術後
平均16.7ｋｇに改善した。側方つまみは術前平均4.89ｋｇから術後平均は5.75ｋｇに改善し
た。指腹つまみは術前平均2.78ｋｇから術後平均3.35ｋｇに改善した。Hand20は4例で改善をみ
とめたが、悪化しているものもありその原因として肩関節周囲炎、ばね指、母指CM関節症の発
症をみとめた。【結論】今回の結果より母指対立再建に示指固有伸筋腱を用いる際骨間膜を通
しても良好な治療成績がえられ手根管症候群の症状も改善しており合併症もなく有用な方法と
考えられた。

S622



2-Po2-18

重度手根管症候群に対する長掌筋の短母指伸筋腱移行（木森法）に
よる母指対立再建術の有用性

○平川 明弘, 秋山 治彦

岐阜大学　医学部　整形外科

【はじめに】重度手根管症候群における母指対立機能障害においては、短母指外転筋(EPB)の筋
力回復の可能性やその時期から一期的再建の適応や再建術後の母指回内不足が議論となること
がある。一方、一期的再建術後における早期の母指回内や指腹つまみ機能を客観的に評価した
報告は少ない。今回、木森法による一期的母指対立再建術の治療成績をこれらの評価を含めて
報告する。
【対象と方法】2014年以降、EPBの高度な萎縮を認めると共に、母指対立機能の早期再建を希望
された症例に対して本法を施行した11例11手を対象とした。男性3例、女性8例であり手術時平
均年齢は72.9歳であった。なお11例中10例においてEPBの複合活動電位は導出不能であった。こ
れらの症例に対して、術前及び術後3か月の時点におけるDASH-JSSH, CTSI-JSSH, 母指掌側外転
可動域、指腹つまみ時における爪面対向角度、簡易上肢機能検査(STEF), 指腹つまみ力を評価
した。
【結果】DASH score は術前49.4±25.6から術後35.7±20.0、CTSI-JSSH：重症度スコアは術前
2.53±0.95から術後1.91±0.43、同：機能的状態のスケールは術前2.60±0.84から術後2.07±
0.70、掌側外転可動域は術前30.6±5.30°から術後40.6±5.3°、爪面対向角度は術前67.3±
20.7°から術後48.1±14.2°、STEFは術前79.6±12.5から術後89.5±9.3、指腹つまみ力は術前
1.5±1.3 kgから術後2.0±1.2 kgとそれぞれ改善を認めた。
【考察】本術式においては、筋腱移行部にて切離したEPBを掌側に誘導することに加え長掌筋腱
末梢端によって作製される滑車の存在により確実な母指の回内が得られる。また長掌筋が対立
動作の共働筋であることにより術後のリハビリテーションは比較的容易であり、母指の回内を
伴った良好な対立機能が早期に再建される有用な方法と考えられた。
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2-Po2-19

重度手根管症候群に対するCamitz変法母指対立再建術の治療経験

○信田 進吾, 奥野 洋史, 佐藤 克巳

東北労災病院　整形外科

【目的】我々は、母指球筋萎縮と母指対立運動障害を呈し短母指外転筋・複合筋活動電位（APB
-CMAP）が導出不能の重度手根管症候群に対してCamitz変法母指対立再建術を行なって来たの
で、その臨床成績を検討した。【対象と方法】2008年以後にCamitz変法母指対立再建術を行な
い経過観察できた22例25手を対象とした。全例APB-CMAPが導出不能で第２虫様筋（SL）CMAPの
潜時延長により診断した。男性7例7手、女性15例18手、年齢は平均70歳（43̃87歳）である。手
術は直視下手根管開放術と同時に長掌筋腱を屈筋支帯切離部橈側に滑車を作成して通し短母指
外転筋腱停止部へ逢着し、外固定を３週間行なった。術後経過観察期間は平均11カ月である。
成績評価は示指２点識別覚（2PD）、母指掌側外転角、ピンチ力（pulp  pinch）を評価
し、Kellyらの主観的評価法、患者立脚型評価法（CTSI）、電気生理学的評価を行なっ
た。【結果】2PDは術前平均28.6mmから術後11.2mmと改善し、母指掌側外転角は術前平均29.4°
から術後45.2°と増大した。ピンチ力は術前平均1.9kgから術後3.6kgと改善し
た。CTSI（18手）のSymptom severity score は術前平均2.32から術後1.50、Function score
は術前2.46から術後1.57と改善した。Kellyらの評価法で優7手、良15手、可３手、不可０手で
あった。術後母指掌側外転角40°以上を獲得した時期は平均3.7カ月であり、術後APB-CMAPが導
出可能の13手の母指掌側外転角は平均47.7°、ピンチ力は4.0kgであった。【結論】Camitz変法
母指対立再建術により術後４カ月以内に母指対立運動が獲得でき、APB-CMAPが導出可能となれ
ばピンチ力の増大も見込まれる。
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2-Po2-20

手根管症候群重症例に対する同時母指対立再建術（Camitz法）の治
療経験

○今泉 泰彦1, 橋本 靖1, 瀧川 悟史1, 川上 洋平1

山本 哲司2

1北播磨総合医療センター　整形外科, 2香川大学整形外科

【目的】母指対立障害を伴う手根管症候群に対し、手根管開放術のみで対立機能回復を待つ
か、同時母指機能再建を行うかについては統一された見解はない。今回我々は母指球萎縮と対
立障害を認めた症例に対し手根管開放術とCamitz法を用いた母指対立再建術を行った症例の治
療成績について報告する。【対象および方法】2007年3月より演者自身が母指対立機能障害を認
めた手根管症候群症例に対し手根管開放術およびCamitz法を行い、6ヶ月以上経過観察可能であ
った15例16手を対象とした。手術時年齢は62～85才、平均76.1才であった。男性3例、女性12例
であった。症状発現から手術までの期間が１年以上となった例は15例中11例であった。術前APB
-CMAPは16例中12例が導出不能であり、導出された４例もCMAPの振幅は500μV以下であっ
た。SNAPは全例導出されなかった。手術法は全例手根管開放術と一期的にCamitz法を行った。
術後3週間の外固定を行い経過観察とした。上記症例につき検討を行った。【結果】Kellyらの
主観的評価基準では良15例可1例であった。ADLではしびれは術後6ヶ月以降の最終調査時には全
例改善を認め、つまみやすさも自覚的には平均3.3ヶ月で改善傾向が得られていた。爪面対向角
は120°以上得られたものは11例、100°以下の回内不十分と考えられる例が2例あった。母指球
萎縮は少なくとも術後6ヶ月の時点では全例残存していた。【考察】母指球筋萎縮を合併した手
根管症候群例では、母指球萎縮改善には半年以上かかっており、手根管開放術+Camitz法施行例
ではつまみやすさが平均3.3ヶ月で回復を自覚していることから早期の母指対立再建を希望する
高齢者には積極的に考慮してよいと考えられた。
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2-Po2-21

高齢者手根管症候群の術後成績

○工藤 文孝1, 大野 公宏1, 高山 拓人2, 内倉 長造3

丸野 秀人4

1社会医療法人財団　大和会　東大和病院　整形外科, 2笛吹中央病院　整形外科

3内倉整形外科, 4立正佼成会付属佼成病院　整形外科

【目的】高齢者手根管症候群の術後成績を検討したので報告する。【対象および方法】当院及
び関連施設で手術を施行した65歳以上の46例49手を対象とした。性別は男性7例、女性39例、平
均年齢は72.3歳。浜田の病期分類ではgrade 2 ,24例27手、grade 3, 22例22手である。術式は
grade2は全例手掌内小皮切による開放術を、grade 3は開放術とCamitz法による母指対立再建術
の併用（以下再建群）を13手に、9手には開放術のみ（以下開放単独群）を行った。再建術の適
応は、対立障害に起因する症状、訴えが存在し、筋電図上短母指外転筋にＭ波が見られない例
で本術式の施行に同意された症例とした。これらに対し、術前後に日本手外科学会版手根管症
候群質問表(以下CTSI-JSSH)を使用し、SS（症状重症度）とFS（機能的状態）を調査した。経過
観察期間は平均14.1ヵ月であった。【結果】 CTSI-JSSHの平均値は、grade 2ではSSは術前2.7
から最終評価時1.7へ、FSは2.3から1.8へgrade 3再建群でもSSは2.9から1.8へ、FSは2.6から
1.9へそれぞれ有意に改善していた。一方grade 3開放単独群のSSは3.0から2.4へ、FSは2.4から
2.2と改善傾向は認められたが有意差はなかった。また75歳以上で検討するとgrade 3開放単独
群はSS、FS共に改善は僅かであったが再建群はSS、FSとも有意に改善していた。【考察】
grade 2の開放術の成績は安定していたが、grade 3では、開放術単独では改善が不十分な例が
存在した。特に75歳以上では再建群の成績が優れていた。高齢者では術後の症状、機能の改善
が不良であるとの報告もあり、年齢や病期で手術治療を躊躇してしまうこともある。今回の結
果から、対立障害に起因する愁訴が強い例では高齢者であっても十分なインフォームドコンセ
ントのもと対立再建術併用を検討すべきと考えた。
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2-Po2-22

Hand20を利用した手根管症候群特異的評価表の作成と有用性の検証

○中野 智則, 栗本 秀, 岩月 克之, 山本 美知郎
平田 仁

名古屋大学大学院　手の外科

【目的】疾患や病態の状況や経過の把握に必要な機能評価表を新たに作成するには膨大な労力
と時間を要する。そこで、既存の患者立脚型上肢機能評価表Hand20を利用し、手根管症候群
(CTS)に特化した疾患特異的評価表を作成すると共に、異なる患者群に適応してその有用性を評
価したので報告する。
【方法】CTSに対して手術加療を受けた56例の術後1年のHand20データから統計学的にCTSと相関
が高い項目を抽出し、疾患特異的評価表として再構成した。項目抽出には主成分分析、標準化
反応平均(SRM)、Equidiscriminative Item-Total Correlation(EITC)法を用い、concept-based
methodも考慮した。別の41例の患者群でも新たに作成した評価表を用いて術後評価を行った。
【結果】項目数を7に設定して項目の絞り込みを行った。各統計学的手法から重複して抽出され
た第7,9,10,12,18項目とconcept-based methodによる第19,20項目をCTS特異的評価表Hand-CTS
とした。術後1年でのSRMはHand20で0.92、Hand-CTSで1.07だった。別患者群での術後1年のSRM
はHand20で1.00、Hand-CTSで0.99だった。
【考察・結語】両評価表の術後1年のSRMは効果量lagerの目安である0.8を大きく超えてお
り、CTSに対して反応性の高い有用な評価表と考えられた。初めの患者群ではHand-CTSの反応性
が勝っていたが、別患者群では同程度の反応性であり、優位性は示せなかった。今回の方法は
以前から報告されているような評価項目の削減による簡易版の作成ではなく、評価対象を絞り
込むものである。区域特異的なHand20のデータを蓄積しすることで、疾患特異的評価表として
も複数の疾患や状況の変化に対応できることが期待されるが、基本となるHand20よりも常に高
い反応性を維持することが必要であるため、項目の抽出手法などに改善が必要と考えられた。
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2-Po2-23

尺骨神経の走行異常を認めた肘部管症候群の２例

○辻本 修平1, 谷口 泰徳2, 下江 隆司3

1有田市立病院　整形外科, 2有田市立病院　和歌山手の外科研究所

3和歌山県立医科大学　整形外科

【目的】　肘部管症候群で、尺骨神経は一般に上腕骨内側上顆の後方を走行する。尺骨神経が
内側上顆の前方を常に走行する走行異常は非常に稀である。今回我々は、尺骨神経が上腕骨内
側上顆の前方を走行していた肘部管症候の２例を経験したので報告する。【症例】症例
1.18歳、男性。高校生、柔道歴6年。８ヶ月前に柔道の練習中に左肘関節脱臼の既往があった。
赤堀分類の術前病期Iであり、肘関節の伸展屈曲にて肘関節内側に痛みあり。健側の右肘に習慣
性尺骨神経脱臼が見られた。術中所見は尺骨神経は内側上顆の前方を常に走行してお
り、fibrous bandのレベルで絞扼されていた。King法を行った。術後1年の治療成績は優であ
る。症例2.64歳、男性。5歳時に左肘関節骨折の既往あり。11歳時に左上腕外顆骨折偽関節の手
術歴あり。1年前より左手尺骨神経領域にシビレと感覚障害が出現した。赤堀分類の術前病期I
であった。術中所見は、尺骨神経は常に内側上顆の前方を走行しており、fibrous bandのレベ
ルで強く絞扼されていた。尺骨神経の単純神経除圧術のみを行い、術後10ヶ月の治療成績は優
である。【考察】肘部管症候群で、尺骨神経が内側上顆の前方を常に走行する症例報告は過去
に散見されるのみである。その原因として変形性肘関節症、滑車形成不全、上腕三頭内側頭の
脱臼などが指摘されている。　今回の２症例では肘関節部の外傷歴と1例に健側に習慣性脱臼が
あった。外傷歴と健側に習慣性尺骨神経脱臼を認める症例では、尺骨神経が内側上顆の前方を
走行している可能性がある。そのため、肘部管症候群の手術を行う時、尺骨神経の走行異常に
十分に注意をする必要がある。今回、治療法としてはKing法と単純神経除圧術を行ったが、術
中所見とその原因に応じて治療法を選択すベきである。
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2-Po3-1

Monoaxial locking plateを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績

○末次 宏晃1, 石井 英樹1, 角田 憲治1, 浅見 昭彦1

園畑 素樹2

1地域医療機能推進機構 佐賀中部病院　整形外科, 2佐賀大学　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対し、螺子の刺入角度が固定されたMonoaxial  ｌocking
plate（MLP）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】2011年2月以降に、治療を行った52手を対象とし、平均年齢は66.1歳であった。
これらの症例に対し、最終経過観察時の関節可動域ならびに握力を測定し、その健側比による
機能評価と、更に合併症について評価した。X線学的評価として術直後と最終経過観察時の
ulnar variance（UV）、volar tilt（VT）、radial inclination（RI）を計測し、その矯正損
失を検討した。
【結果】最終平均関節可動域や握力は全ての項目で健側比90％前後に改善していた。4手に正中
神経障害を、1例にCRPS様の症状を認めたが、屈筋腱断裂やインプラントの破損などの合併は認
めなかった。X線学的評価では、平均の矯正損失値がUVで0.53mm、VTは1.65度、RIは0.94度であ
った。
【考察】MLPによる治療では概ね良好な臨床成績を得ることができたが、掌側が粉砕した症例な
どには、近位設置型のプレートを使用したことによる矯正損失例を3手に認めた。背側関節面の
支持不足と思われる7手と尺側関節面の支持不足と考えられた10手に矯正損失を認めた。遠位ロ
ッキングスクリューの弛みに伴う矯正損失などは無かったが、近位皮質骨螺子が弛んだことに
よりプレートが浮き上がり、矯正損失を来した症例を1例に認めた。骨折型によりプレートを選
択することが重要で、掌側粉砕例やvolar rim骨折などでは、屈筋腱障害などのリスクがあって
も積極的に、遠位設置型のプレートを選択する必要があると考えた。
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橈骨遠位端骨折に対するVariAx Distal Radius Plate Systemの治療成績

○番場 泰司, 西田 淳, 山本 謙吾

東京医科大学　整形外科学教室

【目的】昨今、橈骨遠位端骨折に対する様々な掌側ロッキングプレートが開発されている。今
回、我々は橈骨遠位端骨折に対してWatershed lineを考慮した形状を有し、polyaxial locking
plateであるVariAx Distal Radius Plate System(以下、VariAx)を用いて観血的手術を施行し
た症例について臨床的・X線学的評価を行い、治療成績を検討した。【対象および方法】当院に
て2013年3月以降にVariAxを用いて観血的手術を施行し、術後6ヶ月以上経過観察が可能であっ
た40例40手(男性10例、女性30例)を対象とした。受傷時年齢は18～90歳(平均63.9歳)、受傷原
因は転倒39例、転落1例であった。これらの症例に対してAO分類による骨折型、受傷から手術ま
での待機期間、術直後と術後6ヶ月時のX線学的パラメータ(volar  tilt：VT、radial
inclination：RI、ulnar variance：UV)、合併症、術後成績を検討した。尚、術後成績には日
本手外科学会手関節障害の機能評価基準を用いた。経過観察期間は6～18ヶ月(平均10.6ヶ月)で
あった。【結果】　AO分類による骨折型はA：9例(A2：6例、A3：3例)、B：4例
(B3：4例)、C：27例(C1：17例、C2：6例、C3：4例)であった。受傷から手術までの待機期間は2
～12日(平均6.4日)であった。術直後と術後6ヶ月とのX線学的各パラメータの推移では、VT：-
2.3°、RI：-1.4°、UV：0.8mmと各パラメータにおいて著明な矯正損失は認めず、整復位は良
好に保持されていた。合併症は1例にEPL断裂を認めた。術後成績は術後6ヶ月で
excellent：27例、good：11例、fair：2例、poor：0例であった。【まとめ】　橈骨遠位端骨折
40例に対してVariAxを用いた観血的手術を施行した。臨床成績、X線学的評価は概ね良好な結果
が得られた。今後更に症例を重ねて検討していきたいと考えている。
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A0分類C型橈骨遠位端骨折に対するStellar2 plateの治療成績

○下田 信

長野中央病院　整形外科

【目的】AO分類C型橈骨遠位端骨折に対し，Stellar2 plateを使用して治療し，その治療成績を
検討した.
【方法】2013年1月から2015年4月までに当科で手術し，経過観察した28例28手(男6例，女22例)
を対象とした．手術時年齢は27～88歳(平均65.3歳)．骨折型はC2:7手，C3:21手,術後経過観察
期間は5.5か月～2年4か月(平均10.8か月)であった.9手でplateを除去した．術直後，調査時のX
線像でulnar variance(UV)，volar tilt(VT)，radial inclination(RI)の各パラメーター，術
後合併症，Quick DASHを調査し，日本手外科学会手関節障害の機能評価基準で評価，検討し
た．
【結果】全例に骨癒合が得られた．術後から調査時でのUVの矯正損失は0～5mm(平均0.7mm)，VT
は0～2°(平均0.5°)， RIは0～7°(平均0.7°)であった．矯正損失が大きかったのは月状骨窩
の整復が維持できなかった1手のみで，それ以外はUV2mm以内，RI2°以内であった．可動域は背
屈平均71.2°，掌屈平均70.5°，回外平均94.4°，回内平均89.8°であった．関節症変化はな
し19手，軽度4手，中等度5手であった．合併症はなかった．plateを除去した9手中5手のscrew
抜去が困難で，plateにつけたままの抜去を余儀なくされた．日本手外科学会手関節障害の機能
評価基準治療成績は，Cooneyの評価法改変でExcellent  28手，斉藤の評価では
Excellent23手，Good5手であった．QuickDASHは0～6.81点(平均0.9点)であった．
【考察】AO分類C型橈骨遠位端骨折に対するStellar2 plateの治療成績は良好であった．X線像
で1手のみ月状骨窩の整復が維持できなかったが，それ以外の大きな矯正損失は無かっ
た．plate除去時にscrew抜去が困難な例が半数以上あり，plate除去に際しては注意と対策が必
要である．

S631



2-Po3-4

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固定術
の治療成績と問題点

○山中 清孝1, 松村 健一1, 児玉 成人2, 本城 昌3

1多根総合病院　整形外科, 2滋賀医科大学　整形外科, 3本城整形外科

【目的】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（以下VLP）による固定に
おいて, 既存のVLPで十分なbuttress効果が得られているのかを評価し,  VLPによる治療成績と
その問題点を検討した. 【対象と方法】平成22年６月から平成27年5月までの５年間で手術治療
を行った成人掌側転位型骨折61例を対象とした. そのうち12週以上経過観察でき, 尺骨遠位部
の骨折の合併がなく, 健側に骨折の既往や変形がない38例（掌側Barton骨折20例, Smith骨折
18例）を対象とした. 男性11例女性27例, 平均年齢59.9歳(18-85), 平均経過観察期間は9.3か
月（3-24）であった.掌側Barton骨折についてはAP distance（以下APD）を, Smith骨折につい
ては掌側皮質骨のラインを延長した線からvolar prominenceの頂点におろした垂線の長さvolar
offset distance(以下VOD)を計測し, それぞれ術前後および健側の値で比較しbuttress効果の
評価を行うとともにX線パラメータの推移、Mayo  wrist  score(MWS)の評価を行っ
た.【結果】APDは術後17.8±1.7mm, 健側16.2±1.7mm, VODは術後10.1±2.0mm, 健側8.7±
1.5mmといずれも有意な差を認めた(p＜0.01). 各種X線パラメータの整復位損失は掌側Barton骨
折ではUV0.3mm, VT0.2°, RI0.6°, Smith骨折ではUV0.5mm, VT0.6°, RI1.6°と概ね維持され
ていた. MWSは, 掌側Barton骨折はexcellent11例good6例fair2例poor1例, Smith骨折で
excellent6例good11例fair1例であった.【考察】本研究より既存のVLP固定でのbuttress効果は
不充分であり, その固定はスクリューによる軟骨下骨支持に依存する可能性が示唆された. し
かし掌側関節内骨片を伴う骨折では, VLPの構造上掌側軟骨下骨に接してのスクリュー刺入は困
難であり軟骨下骨支持も得られない可能性があり注意が必要である.
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背側転位型橈骨遠位端骨折に対する背側プレートの適応と治療成績

○浜田 佳孝1, 五谷 寛之1, 田中 祥貴1, 宮下 昌大1

日比野 直仁2

1大阪掖済会病院　整形外科　外傷マイクロサージャリーセンター

2徳島県鳴門病院　整形　手外科センター

【目的】橈骨遠位端骨折の手術は,掌側ロッキングプレート(VLP)が標準術式となり,伸筋腱合併
症等で背側ロッキングプレート(DLP)の使用は少ないが,DLPの適応と利点,手術手技を検討し
た.【方法】2009年1月以降に演者が手術に関わった橈骨遠位端骨折は276例でプレート使用は
197例である.12%の24例にDLP(H型DLP9例,L字型DLP 15例)を使用していた.DLP使用例を検討し
た.【結果,考察】DLP使用例は以下の2つの骨折型に分類できた.1型:掌側の骨折線がWatershed
line以遠での背側転位型で天蓋・辺縁・陥没骨片等を伴う不安定骨折.2型:骨折部位別に,全例
Die-Punch骨片:dorsal ulnar column(DUC)に,radial column(RC)87%か,転位の無い橈骨掌側を
横切る骨折線(VFL) 40%が合併したDUC+RC(+VFL)型(Muller AO分類23-B1+B2を含む).手術方法
展開は,背尺側コラムから閉創を予測して行った.整復と固定は,1型は背側H型DLPを用いて,天蓋
骨片はバッドレス効果で整復し,陥没骨片は背側の間隙から拳上した.辺縁骨片は遠位を曲げて
圧迫固定した.2型は背尺側のみ展開しL字型の小プレートで近位からバッドレス効果で整復
し,RCは橈骨茎状突起から対側骨皮質まで中空螺子で固定した.DLPの使用は整復精度と固定性に
優れ,術後6M評価(健側)で,回旋制限なく,1型:掌屈50(80),背屈70 (80),2型:掌屈65(80),背屈
75(85),1例を除きメイヨスコアでgood以上が得られた.DLP使用例は,年齢分布は平均46歳とVLP
の65歳より有意に若く,特に2型で,性差なく,高エネルギー外傷が多かった.若年以外は抜釘して
いないが,合併症に,伸筋腱滑走障害等はなかった.1型の掌屈改善が不良であったが固定材の影
響か骨折型の影響かは不明であった.【結論】Die-Punch骨片の精確な整復の必要性は課題だ
が,DLPは軟部組織の扱いに注意し,上記骨折型を適応とすれば有力な選択肢であった.
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橈骨遠位端骨折における背側ロッキングプレートの適応　～画像的
考察をもとに～

○曽我部 祐輔1, 安藤 佳幸1, 安田 匡孝2

1白庭病院　整形外科, 2馬場記念病院　整形外科

【目的】橈骨末端骨折に対する手術として掌側ロッキングプレート（VLP）固定が主流である
が，整復，固定に難渋する症例が存在する．当科ではそのような症例に対し背側ロッキングプ
レート（DLP）固定を行ってきた．本法による症例の画像的特徴を後ろ向きに調査し，その適応
について考察した．【対象および方法】対象は2011年1月から2015年1月までにDLPを施行した17
例（男6例，女11例）18手で，手術時年齢は平均59歳（16-82）．術後観察期間は平均17ヵ月（5
ヵ月-32ヵ月）であった．骨折型は，AO分類でB2-2：1手，C2-1：2手，C2-3：1手，C3-
1：3手，C3-2：11手であった．画像的評価として，受傷時の関節面から掌側骨折線までの距離
（JF-D）（mm），橈骨末端部の背側骨片数と掌側骨片数の和（BF）をCT像にて計測し,臨床成績
の評価として，最終観察時の握力,可動域の健側比，DASH  score，合併症を調査し
た．【結果】17例全例で骨癒合を獲得した．画像的評価において，背側Barton骨折の1手を除き
JF-Dは9.1mm（5.8-12.1），BFは6.9個（4-11）であった．いずれの症例も，1.背側Barton骨
折，2.JF-Dが10 mm以内，3.BFが6つ以上，3つの群のいずれかに含まれた．臨床成績において，
最終観察時の握力の健側比は78.1 %，可動域の健側比は伸展96 %，屈曲86 %，回内94%，回外88
%,DASH scoreは平均5.91点であった．1例で伸筋腱断裂を認めた．【考察】我々は，背側関節内
骨片が粉砕している症例や掌側骨折線が橈骨手根関節に近い症例に対してDLP固定を施行し，良
好な臨床成績を得てきた．本画像的評価よりDLPの我々の適応は大きく3型，すなわち1.背側
Barton骨折，2.JF-Dが10ｍｍ以内の「関節近傍骨折型」，3.BFが6個以上の「背側粉砕骨折型」
のいずれかを満たすものと考えた．
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橈骨遠位端関節内骨折に対するFrag-Loc使用の適応と限界

○畑中 渉

医療法人菊郷会　愛育病院　整形外科

【はじめに】背側からのスクリューが掌側ロッキングプレートにlockされる機構を持つFrag-
Locが、Acu-Loc 2のオプションとして使用できるようになったが、その使用の適応と限界につ
いて検討したので報告する。
【対象】Acu-Loc2を用いて橈骨遠位端関節内骨折(AO分類Cタイプ)に対する骨接合術を行った14
例（男4例、女10例）、平均64.5歳、AO 23-C1：2例、C2：5例、C3: 7例を対象とした。1例を除
いて術前にCT検査を行い、Frag-Locが使用可能なことを確認し準備した。
【結果】Frag-Locを14例中10例で併用し、2例はサイズ不適合のため使用できず、2例は用いず
に安定性が得られた。全例で骨癒合が得られ、目的とする骨片の転位を認めなかった。最終調
査時、Cooneyの機能評価は全例がExcellentであった。最終調査時、Frag-Log使用例と、使用せ
ずに安定化の得られた例、サイズ不適合のため不使用例との間に最終成績に差は認めなかった
が、サイズ不適合のため使用できなかった症例は身長が170cm以上の男性で、Frag-Locの代わり
に使用したLocking Screw長は26mmと28mmで長かった。
【考察】橈骨遠位端骨折に対しては掌側ロッキングプレートが標準的な治療法になっている
が、複雑な関節内骨折に対して単一のデバイスで十分な固定を得るには限界がある。Frag-Loc
は背側からスクリューがスリーブを介して掌側プレートと固定される機構により、angular
stabilityが得られ、さらにスリーブとスクリューを締めることで骨片間に圧迫力もかけること
ができる。侵襲も少なく尺背側骨片に対するひとつの有用な選択肢となりうるが、遠位骨片の
側面厚が計測上25mm以上であれば、使用が不可能であるため、大柄な男性の橈骨遠位端関節内
骨折では使用できない症例もあることに注意が必要である。
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掌側ロッキングプレート（VLP）を用いた橈骨遠位端骨折の骨折転
位方向による治療成績の違い-Colles　v.s. Smith fx.

○友利 裕二1, 南野 光彦1, 鳥濱 喜仁2, 小寺 訓江1

高井 信朗1

1日本医科大学　整形外科, 2浮間中央病院　整形外科

【目的】掌側ロッキングプレート（VLP）を用いた橈骨遠位端骨折の骨折転位方向による治療成
績の違いについて検討した。【対象と方法】2005-2014年の10年間にVLPで内固定を行い術後6か
月以上経過観察が可能であった橈骨遠位端骨折33例34手（男5、女28）を対象とした。骨折型は
背側転位型骨折（以下D群）は22手（AO分類A2-2:22）、掌側転位型骨折（以下V群）は12手（AO
分類A2-3:11、A3-3:1）で、受傷時年齢はD群平均53.7歳（19-82）歳、V群平均64.2（50-
72）歳、経過観察期間はD群平均13（6-46）か月、V群平均13.5（6-23）か月であった。以上の
症例に対し最終診察時のX線学的評価、関節可動域、握力、Modified  Mayo　Wrist　
Score（MMWS）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D群：PT  15.7°、RI  16.4°、UV　
0.6mm、V群：PT 10.1°、RI 20.1°、UV0.3mm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D群：背屈97%、掌屈90.7%、回内100%、回外99.7%、橈屈98.4%、尺屈97.6%、
握力は健側比で平均75.7%、V群：背屈88.1%、掌屈87.5%、回内96.3%、回外90.9%、橈屈96%、尺
屈94.5%、握力は健側比で平均76.7%であった。MMWSはD群：平均84.8（65-90）でexcellent
12、good 7、fair 3で、Excellent&Goodの比率は86.4％、V群：は84.2（75-100）でexcellent
5、good 3、fair 4でExcellent&Goodの比率は66.7％であった。【考察】橈骨遠位端関節外骨折
（A型骨折）に対するVLPを用いた内固定法は背側、掌側転位型骨折に対しても良好な治療成績
が得られたが、掌側転位型骨折では関節可動域、握力の回復が悪い傾向を認めた。
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手根骨の脱臼を伴った背側Barton・chauffeur合併骨折の5例

○久保田 豊1, 川崎 恵吉1, 池田 純2, 上野 幸夫3

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学講座, 2昭和大学横浜市北部病院, 3太田西ノ内病院

【目的】橈骨遠位端骨折で手根骨脱臼を伴う背側Barton・chauffeur合併骨折は比較的まれであ
る。今回、当科で5例経験したので報告する。【対象と方法】2005年以降、当科で経験した橈骨
遠位端骨折の背側Barton・chauffeur合併骨折の5例である。5例とも手根骨の背側脱臼を伴って
おり、橈側転位型4例・尺側転位型1例であった。平均年齢41歳（22～64歳）、5例とも男性、罹
患肢は左2例・右3例、平均観察期間14.6か月（8～22か月）であった。受傷機転は交通外傷が2
例・脚立からの転落が1例・自転車やフットサルでの転倒が各1例であった。内固定材は、背側
プレート＋橈側K-wire固定2例・背側＋橈側プレート2例・掌側プレート1例であった。術前合併
症は尺骨茎状突起骨折2例、正中神経不全麻痺1例であった。これらの症例に対して、臨床評価
としてCooneyスコア・術後合併症、X線評価として各種パラメーターの推移を調査し
た。【結果】全例骨癒合は得られ、手根骨の再脱臼や月状骨の壊死は認めなかった。最終観察
時CooneyスコアはExcellent2例、Good3例で平均86点であった。X線評価では平均ulnar
variance -1.7／-1.4mm（術後／最終）、volar tilt 10.4／10.2°、radial inclination 28.6
／29.1°、最終観察時の平均Radio-lunate angle -0.4°、Carpal translation 0.1mmで、
Scapho-lunate distanceは全例2mm以下であった。【考察】手根骨の脱臼を伴っていたことから
靭帯損傷の可能性も危惧されたが、X線では不安定性を示す所見は認めなかった。1例は掌側か
らプレート固定を行い良好な結果は得たが、プレートの遠位設置による腱断裂やバットレス効
果のないことによる再転位のリスクを考慮すると、背側Barton・chauffeur合併骨折例では背側
及び橈側からのロッキングプレートによる固定が望ましいと思われた。
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橈骨遠位端開放骨折に対する外科的治療成績の検討

○楢崎 慎二, 沖田 駿治

岡山市立市民病院　整形外科

【目的】橈骨遠位端開放骨折の治療成績について検討した。【対象と方法】2011年4月～2015年
12月までに外科的治療を行った橈骨遠位端開放骨折11例を対象とした。男性1例女性10例、右6
例左5例、Gustilo分類type2:5例、type3A:6例であった。骨折型はAO分類A3:3例、C2:7例、C3:1
例であった。受傷時平均年齢は70.3歳（48～82歳）、経過観察期間は平均15か月（5～30か月）
であった。全例初期治療で創外固定術を行い、受傷後平均7.1日で内固定術を行っていた。また
10例において尺骨遠位端骨折を合併しており、そのうち7例で尺骨に対する内固定術を行ってい
た。これらの症例について骨癒合の有無、画像評価、臨床成績評価（Modified Mayo wrist
score），合併症について評価した。画像評価として術直後・最終調査時X線像におけるRadial
inclination(RI)、Volar tilt(VT)、Ulnar variance(UV)を計測比較した。【結果】橈骨につい
ては全例骨癒合を獲得した。臨床成績はexcellent3例、good4例、fair3例、poor1例であった。
矯正損失の平均はRI：0.4°、VT:0.4°、UV:0.7mmであった。1例に感染を生じた。臨床成績不
良例は合併損傷(中心性頚髄損傷)を有したもの、背側展開を必要としたもの、感染を生じたも
の、高齢者で手指拘縮を生じたものであった。【考察】橈骨遠位端開放骨折は高度の軟部組織
損傷、骨折部の粉砕・転位や尺骨遠位端骨折合併を伴うことが多く、手指・手関節拘縮を生じ
やすい。感染リスクに応じて可及的早期の内固定術を行い、積極的なリハビリの介入が必要と
考える。
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橈骨遠位端骨折に対するSubchondral Bone Tamp法の有用性: 関節面
の整復と整復位保持の観点から

○加藤 直樹, 福本 恵三, 小平 聡, 酒井 伸英
西村 礼司

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

現在、本邦には橈骨遠位端骨折に対して様々な掌側ロッキングプレートが存在するが、最終的
に獲得出来た整復位の平均値から判断すると、概ね全てのプレートで良好な治療成績が報告さ
れている。しかしながら、術後に矯正損失が生じてしまう症例が存在することも事実であり、
特に背屈方向への矯正損失はプレート遠位が相対的に浮き上がり、屈筋腱損傷の危険性が高ま
るため無視出来ない問題であると思われる。これまで我々はDVRを用いて内固定を多く行ってき
たが、関節面直下の背側寄りにfracture voidが存在すると、こうした背屈転位が生じやすいこ
とを確認し、この矯正損失を少しでも回避すべく、Subchondral Bone Tamp法（SBT法）を併用
した内固定を試みてきた（第57、58回の本学会で発表）。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、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。最近は、DVR以外のロッキングプレート
を用いる際にも骨折型に応じてSBT法を併用し、加えて落ち込んだ関節面を整復する目的でも本
法を利用している。これまでSBT法を用いて内固定を行った症例は34例（平均年齢62.8歳、男性
8名、女性26名）、左17例、右17例で、骨折型はA3 4例、C1 4例、C2 18例、C3 8例であった。
用いたプレートはDVRが17例、Acu-Loc 14例、VA-TCP 2例、APTUS 2.5 1例である。今回、SBT法
の実際の手術手技を紹介し、その臨床成績を特に整復位保持の観点から検討したので報告す
る。
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橈骨遠位端骨折に対し有効な軟骨下骨支持を行うため中空スクリュ
ーを使用できる掌側ロッキングプレートを使用した経験

○三戸 一晃1, 山部 英行1, 井口 理2, 野本 聡1

1済生会横浜市東部病院　整形外科, 2練馬総合病院

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレート固定を行う際、矯正損失を抑制す
るため有効な軟骨下骨支持が重要である。われわれは、Nexmed社製Global Formを使用し、中空
screwを独自の方法で設置し、軟骨下骨の可及的直下にscrewを設置し矯正損失を最小限にする
試みを行ったので報告する。【対象、方法】2014年10月から2015年10月にGlobal Formを使用し
た橈骨遠位端骨折36例36手(A2; 3, A3;4, B1;1, B2;1, B3;1, C1;5, C2; 9, C3; 12手)を対象
とした。最遠位列screw holeから、guide wireは軟骨下骨の硬さを感じながらこれに沿わせる
方法で中空screwを設置した。評価項目は、術直後のCT像によるscrewと橈骨関節面との距離
(a値)とした。6ヵ月以上経過観察可能であった20例20手(A2;2, B2;1, B3;1, C1;1, C2;5,
C3;10手)（平均経過観察期間7.3ヵ月）に対しては、さらに単純X線像による矯正損
失、modified Mayo Wrist Score (mMWS)、DASH scoreを評価した。【結果】a値の平均は、1.25
±0.96mmであった。矯正損失の平均値は、VT  -2.6°、RI0.92°、UV0.72mmであっ
た。mMWSは、Excellent8、Good6、 Fair3 、Poor3手でDASH scoreは平均値10.3であった。a値
の矯正損失、臨床成績に対する寄与率は、0.7-4.0x10-2であり、相関は低いと考えた。【結論】
橈骨遠位端骨折に対し、Global Formを使用し遠位screwに中空screwを選択する方法は、軟骨下
骨直下にscrewを設置する一つの工夫と考える。a値と矯正損失、臨床成績間の関係について
は、今後も検討する予定である。
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Variable angle LCP volar Rim plateを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績

○大沼 円1, 太田 剛1, 橋本 淳1, 若林 良明2, 大川 淳3

1埼玉県済生会川口総合病院　整形外科, 2横浜市立みなと赤十字病院　整形外科

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

【目的】不安定な橈骨遠位端骨折には,掌側locking plateによるopen reduction and internal
fixation (ORIF)が行われる.今回我々はDePuy Synthes社のvariable angle LCP volar Rim
distal radius plate 2.4 (Rim plate)を用いたので,BIOMET社のDVR anatomic plateを用いて
施行したORIFの成績と,比較して報告する.
【対象と方法】Rim plate 群(R群)は2014年8月～2015年10月にORIFを施行した15例(平均63歳,
男性5名女性10名),AO分類ではA3が1例,C2が5例,C3が9例であった.DVR plate 群(D群)は2012年9
月～2013年2月の間の12例(平均66歳,男性1名女性11名),AO分類ではC2が2例,C3が10例であった.
手術は全例trans FCR approachにより行い,術後1-2週間の外固定の後,自動運動訓練を開始し
た.全例,低出力超音波パルス療法を併用した.評価項目としてPalmer Tilt(PT),Radial
Inclination(RI),Ulnar Variance(UV)の矯正維持の計測,術後合併症を検討した.
【結果】R群の矯正維持はPTが0.3度,RIは-0.7度,UVは-0.2mmであった. D群の矯正維持はPTが-
0.8度,RIは-0.5度,UVは0.3mmであった.両群の矯正維持を比較した結果,PT,RI,UVのP値はそれぞ
れ0.2,0.9,0.7であり,どの計測値においても両群に統計上の有意差を認めなかった.インプラン
トの折損,腱損傷,CRPSなどの合併症は両群とも認めなかった.R群の1例に,正中神経領域のしび
れが一過性に出現したが,数週で自然に消退したため追加処置を要さなかった.全例に骨癒合が
得られた.
【考察】他の掌側locking plate と比較しても遜色ない成績となった.Rim plateの大きな特徴
として,遠位設置型である点と,bendingにより橈骨茎状突起方向へ長いscrewを挿入できる点が
ある.Chauffeur骨折例やrim骨片が小さい症例に有利であると考えられ,さらなる検討が今後必
要である.
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VA-LCP Volar Rim Plateを使用した橈骨遠位端骨折の治療　- 屈筋腱
に着目した抜去の重要性について -

○六角 智之, 山田 俊之

千葉市立青葉病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折のうち、掌側縁骨片の小さなタイプは従来の掌側ロッキングプレ
ートでは固定に難渋するものがある。これら骨片を固定するためwatershed lineを超えたデザ
インの掌側ロッキングプレートが使用できるようになったが、屈筋腱に対する障害が懸念され
る。今回、Synthes社製 VA-LCP Volar Rim Plate（以下VRP）を用いて治療した橈骨遠位端骨折
症例に対して、特に屈筋腱に着目した抜去時所見について検討した。
【対象と方法】対象はVRP使用例19例のうち、骨癒合を得たのちにプレートを抜去した13例であ
る。術後成績、抜去術前の愁訴、術後X線所見、術中の屈筋腱の所見について検討した。
【結果】抜去までの期間は99日から202日平均157日であった。1例にプレート折損、矯正損失が
あったが、全例骨癒合を得た。プレート抜去前に手指屈筋腱に起因した愁訴を認めたものはな
かった。2例にしびれを愁訴とした低位正中神経障害が見られた。抜去時所見では2例に示指FDP
腱に表層断裂が見られ、1例にFPL腱背側半分の断裂が見られた。整復固定術から抜去までの期
間はそれぞれ180日、168日、156日であった。この3例いずれも術前の聴診上摩擦音が聴取で
き、診断に有用であった。これら屈筋腱損傷はプレート掌側縁の突出度、手関節可動域と統計
的に有意な相関はなかった。
【結論】13例中3例（23％）に抜去時屈筋腱の部分断裂が見られた。いずれも固定術後6ヶ月以
内の抜去であった。術前屈筋腱に関連した愁訴はなかった。VRPは屈筋腱損傷を避けるため骨癒
合が得られたのち可及的早期に抜去すべきである。
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Volar lunate facet fragmentを伴う橈骨遠位端骨折の治療経験

○佐柳 潤一, 蒲生 和重, 倉都 滋之

ベルランド総合病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に伴う月状骨窩掌側突出部の骨片（Volar  lunate  facet
fragment、以下VLFFとする）の整復固定に関して近年関心が集まっている。今回、VLFFを伴う
橈骨遠位端骨折3例の治療を経験したので文献的考察を加えて報告する。【症例1】19歳男
性。VLFFに0.7mm鋼線 を刺入し橈骨掌側面に沿うように折り曲げて、その鋼線を掌側ロッキン
グプレートと橈骨掌側面の間に挟み込んで固定した。術後1年で転位を認めず経過良好であ
る。【症例2】34歳男性。VLFFに対し掌側ロッキングプレートを遠位に設置して固定した。術後
9ヶ月で転位を認めず経過良好である。【症例3】25歳男性。橈骨茎状突起骨折に対して鋼線固
定を行った。VLFFを透視下に評価し安定していたためギプス固定とした。術後13ヶ月で転位を
認めず経過良好である。【考察】橈骨月状骨窩は掌側での応力が大きいことから、VLFFは橈骨
月状骨関節面の骨性支持に重要と考えられる。またVLFFは橈骨手根関節を制動するShort
radiolunate ligamentの付着部であり、VLFFは靱帯損傷と捉えるべきであろう。VLFFの転位に
より骨性・靱帯性支持が低下し橈骨手根関節掌側亜脱臼を来したとの報告があり、VLFFの整復
位保持は重要と考えられる。しかしVLFFは比較的小さく関節面近くに位置するという解剖学的
特徴より固定には難渋することが多い。それぞれの骨片の大きさ、不安定性に応じて治療方法
を選択する必要があると考えられる。
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月状骨窩骨片を有する橈骨遠位端関節内骨折の術後矯正損失の検討

○池田 幹則1, 寺浦 英俊1, 川端 確2, 江川 卓弥1

1東住吉森本病院　整形外科, 2淀川キリスト教病院　整形外科

「背景」橈骨遠位端関節内骨折において月状骨窩掌側骨片はkey stoneとされ、術後整復位の維
持に大きく関与している。そのため、内固定において、骨片の軟骨下骨へのscrew挿入が重要と
されている。一方、本骨片の大きさ、形状の術後矯正損失に対する影響に関しては、いまだ一
定の見解は得られていない。今回、本骨折における、当科での内固定後の矯正損失と月状骨窩
掌側骨片の形状の関係を検討したので報告する。「対象と方法」対象は月状骨窩掌側骨片を有
する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（Acu-Loc・遠位設置型）を用い
て内固定を行った19例19関節で、AO分類はC1: 11例、C2: 4例、C3: 4例である。経過観察期間
は平均12か月（6-18）、手術時年齢は平均63歳(21-92)であった。術前CTの矢状断、冠状断で月
状骨窩骨片の縦、横、奥行きの長さを計測し、Xpで評価したulnar varianceとpalmar tiltの矯
正損失（ΔUV、ΔPT：術直後と最終経過観察時の差）との関係を検討した。「結果」月状骨窩
掌側骨片の幅とΔUVの間に有意な相関を認めた。ΔUVは縦、奥行きとは相関を認めなかった。
ΔPTはいずれの因子とも相関を認めなかった。また、術前CTと術後Xpから推測した月状骨窩掌
側骨片掌側皮質骨へのscrewの挿入の有無がΔUVに有意に影響した（p=0.008）。 [考察] 月状
骨窩掌側骨片の幅が大きい症例では軟骨下骨へのscrew挿入が容易となるため、安定性が向上し
たと考えられる。また掌側皮質骨へのscrew挿入が行えた症例では、骨片幅が狭い症例でもΔUV
が小さく、独立した安定要素となる可能性がある。
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関節内橈骨遠位端骨折におけるCTを用いたvolar lunate facet fragment
の大きさと治療成績との関係

○津澤 佳代1, 川崎 恵吉1, 上野 幸夫2, 新妻 学2

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学講座, 2太田綜合病院附属太田西ノ内病院　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折の月状骨窩掌側骨片（volar lunate facet fragment:VLF骨片）は
keysotneと呼ばれ、骨片の支持と固定ならびに骨片の大きさが術後に影響を及ぼすという報告
もあり、最近はVLF骨片に着目した治療成績の報告も散見される。今回我々は、関節内橈骨遠位
端骨折の術前CTよりVLF骨片の大きさを計測し、術後の矯正損失や臨床成績との関連を調査し
た。【対象と方法】VariAx plateを用いて加療した関節内橈骨遠位端骨折のうち、3ヶ月以上経
過観察し、術前CT画像を有する50例51手を対象とした。症例の内訳は、男性18例女性33例、平
均観察期間は10.2ヶ月（3～18か月）であった。手術時平均年齢は57.0歳（16～83歳）であり、
骨折型は背側転位型44手、掌側転位型7手、AO分類はB3:C1:C3が2:2:47手であった。　術前CT横
断面にて、関節面レベルの画像を用いて、VLF骨片の橈尺方向の大きさの割合（全横幅との
比）：A値と背掌側の大きさの割合(全奥行きとの比)：B値を計測した。臨床成績に関して
は、Cooney scoreで評価し、術前後の整復位に関しては、単純X線画像にて、UV、VT、RIを計測
し、術後と最終診察時の経時的変化を矯正損失とした。【結果】VLF骨片を有する21手のA/B値
の平均値は52.5/40.4%であった。次にVLF骨片を有する群21手と有しない群（A値100%）23手の
術後の矯正損失とCooney scoreを評価したところ、両者間に有意な差は無かった。さらにVLF骨
片を有する症例のうち、B値が50%未満の群15手と以上の群6手を比較したところ、矯正損失に有
意な差は無かった。【考察】VLF骨片の橈尺方向と掌背方向の大きさと矯正損失の間に、有意な
差は今回は得られなかった。今後は症例数を増やし、プレート設置位置との関係も調査する必
要がある。
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骨粗鬆症による橈骨遠位端骨折形状の変化

○佐々木 康介, 安田 匡孝

馬場記念病院　整形外科

【目的】骨粗鬆症により橈骨遠位端の骨折形状が変化するかを検討すべく，橈骨遠位端骨折に
ついてCTにて評価したので報告する．
【対象と方法】対象は2014年11月から2015年10月の間で橈骨遠位端骨折と診断し，骨塩定量検
査とCT精査を行った24例（男性3例，女性21例）．平均年齢は70.8歳，AO分類type A2が8例，A3
が3例，C1が8例，C2が4例，C3が1例．また同期間に橈骨遠位端骨折と診断し CT精査を施行した
50歳未満の13例を対照群とした（男性10例，女性3例，平均年齢38.2歳，AO分類type
A3：1例，C1：6例，C2：3例，C3：3例）．評価方法として，リスター結節を含む矢状断にて遠
位掌側縁から骨折部までの掌側距離，遠位背側縁から骨折部までの背側距離を計測した．
【結果】骨塩定量検査にて若年成人平均値（YAM値）が80％未満で骨粗鬆症と診断された症例は
18例であり，掌側距離は平均14.1mm，背側距離は平均18.7mmであった．掌・背側距離には統計
学的有意差を認めた．またYAM値と掌側距離，背側距離の間には明らかな相関関係は認めなかっ
た（相関係数は各々-0.114，-0.301）．骨粗鬆症と診断された群を対照群を比較したところ，
掌側距離（対照群は平均14.1mm）には統計学的有意差を認めなかったが，背側距離（対照群は
平均15.2mm ）は有意に大きかった．
【考察】有限要素解析にて骨粗鬆症モデルではより遠位で降伏応力に達するとの報告がある
が，本研究では対照群と比べ背側距離が統計学的有意に近位であった．対照群に高エネルギー
外傷による関節内骨折の割合が多かったことが一因となっている可能性がある．また掌側距離
にも有意差は認められなかった．本研究から骨折形状に関して骨粗鬆症による変化を認め，治
療に際しては注意深い観察が必要と考えられた．

S646



2-Po3-19

橈骨遠位端骨折患者に対する骨粗鬆症の治療経験

○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】橈骨遠位端骨折は、骨粗鬆症患者に伴う代表的な脆弱性骨折であるが、骨折治療と同
時に骨粗鬆症に対する診断・治療が十分に施されているとはいえない。2011年以降、当科受診
した閉経後女性の橈骨遠位端骨折患者に対し、骨粗鬆症の診断・治療の状況につき検討したの
で報告する。【方法】対象は、転倒により受傷した橈骨遠位端骨折患者のうち骨粗鬆症の診断
を行った閉経後女性54例で、受傷時平均年齢は70.7歳で、初発骨折は48例で、骨折既往例は6例
であった。診断には、DXA（GE社製PRODIGY）を用いた骨密度測定（腰椎・大腿骨近位部）を行
い、若年成人平均骨密度に対する百分率（％YAM）を参考に、必要に応じ骨折の治療と同時に骨
粗鬆症の治療を開始した。治療薬剤の選択における骨代謝マーカーとして酒石酸抵抗性酸性フ
ォスファターゼ（TRACP- 5b）、骨型アルカリフォスファターゼ（BAP）を使用した。【結果】
骨密度の測定結果（％YAM）は、腰椎は、平均81.6％、80％未満24例（44.4％）で、大腿骨は、
平均82.4％、80％未満22例（40.7％）であった。また、骨代謝マーカーの平均値は、TRACP-5b
528.1mU/dl、BAP 18.4μｇ/L であった。骨粗鬆症の薬物療法は37例（68.5％）で行われ、投与
薬剤の内訳は、ビタミンD3製剤21例、ビスフォスフォネート製剤17例（経口5・点滴8）、テリ
パラチド週1回製剤5例である。調査時の治療継続例は、24例（64.9％）で、腰椎YAM値の平均値
は、72.1％から投与6ヶ月で74.1％へと推移した。【結論】橈骨遠位端骨折患者に骨密度や骨代
謝マーカーを用いた骨粗鬆症診断をおこない、治療必要例に対して個々の病態に応じた薬物療
法を開始した結果、継続例においては骨密度の改善が見られた。脆弱性骨折の連鎖を断ち切る
ためにも、橈骨遠位端骨折患者における骨粗鬆症の治療は重要である。
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骨幹端部の粉砕を伴う高齢女性の橈骨遠位端骨折に対する治療

○寺浦 英俊1, 池田 幹則1, 江川 卓弥1, 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　大阪外傷マイクロサージャリーセンター

【目的】骨脆弱性を有する高齢女性の橈骨遠位端骨折に対する手術法は掌側ロッキングプレー
ト固定がスタンダードとなっており、一般的に治療成績は良好である。しかしいまだ骨幹端部
の粉砕を伴う症例は治療に難渋することがあり手技上の工夫が必要である。骨幹端に粉砕を伴
う橈骨遠位端骨折の手術手技および治療成績を報告する。【方法】橈骨遠位端骨折手術症例の
中で1）骨幹端部の粉砕を伴う症例（AO分類ではA3-1,2,3, C2-1,2,3, C3-2,3）　2）WHOが高齢
者と定義する65歳以上　3）女性　4）術後経過観察が1年以上　の条件を満たす26例を対象とし
た。年齢65～93（平均74）歳、骨折型AO分類A3-1：2例、A3-2：3例、A3-3：2例、C2-
1：3例、C2-3：2例、C3-2：14例、経過観察期間平均13.9か月、尺骨遠位部骨折（茎状突
起：14例、遠位端：７例）の合併は19例で認めた。Ｘ線評価はradial inclination (RI),
volar tilt (VT), ulnar variance (UV) を計測し矯正位損失を調査、臨床評価はMayo Wrist
Score(MWS)およびDisabilities of the Arm, Shoulder, and Hand (DASH)を使用し
た。【成績】全例で骨癒合を得た。全例で掌側ロッキングプレートを使用し7例はロングプレー
トであった。11例で撓側プレート、1例で背側プレート、3例で骨幹部の横止めスクリュー固定
を追加した。8例で骨欠損部への人工骨充填を施行した。X線の平均矯正位損失は
RI：0.4度、VT：0.3度、UV:：0.1mmと整復位保持は良好であった。MWSは平均81点
(優：6例、良：11例、可：7例、不可：2例)、DASHは平均15 点であった。【結論】掌側ロッキ
ングプレートの開発以降、高齢女性の橈骨遠位端骨折は関節内・関節外問わず比較的良好な成
績が得られるようになった。しかし骨幹端部の粉砕を認める場合、治療に難渋することがあ
り、症例により臨床成績が劣っていた。
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橈骨遠位端骨折におけるVLP固定後の矯正損失と骨密度

○杉浦 香織, 荻原 弘晃, 宮城 道人, 牧野 絵巳

浜松赤十字病院　整形外科

【背景】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート（VLP）固定は、他の治療に比べて矯
正損失は少ない。しかし、骨粗鬆症が存在する症例では骨脆弱性により矯正損失が大きくなる
可能性がある。【目的】橈骨遠位端骨折にVLP固定を行った症例の矯正損失と骨密度の関係を検
討すること。【対象と方法】当科にて2007年1月から2015年7月までに橈骨遠位端骨折に対して
VLP固定を行い、術後に腰椎、大腿骨頚部、橈骨の3か所で骨密度測定を行った43例。術直後と
最終観察時の手関節X線にてVolar tilt(VT)、Radial inclination(RI)、Ulnar variance(UV)を
計測し、変化量により矯正損失を評価した。また、3か所の骨密度との関連を調べた。【結果】
症 例 は 全 例 女 性 、 平 均 年 齢 7 2 . 4 歳 （ 5 2 ～ 9 5 歳 ） 。 骨 折 型 は
A2:3例、A3:12例、B2:1例、C1:1例、C2:9例、C3:17例であった。術後平均観察期間4.6か月（2
～10か月）であった。矯正損失の平均はVT2.3度、RI1.1度、UV1.3mmであった。各骨密度の平均
は腰椎0.90g/cm2、大腿骨頚部0.66 g/cm2、橈骨0.30 g/cm2であった。矯正損失と各骨密度には
いずれも相関はなかった。また、骨折型と骨密度および矯正損失についても有意な関係はなか
った。【考察】VLP固定は骨折部の転位が生じにくい治療法であるが、近年は骨粗鬆症患者の増
加により、より高齢で骨脆弱性のある症例や粉砕の強い症例を治療することが多い。本研究で
は矯正損失は骨密度や骨折型と相関せず、VLP固定は骨強度や骨折の状況に左右されない優れた
治療法であった。【結論】VLPは骨脆弱性の有無にかかわらず固定性に優れ、十分な整復位保持
ができる可能性が高い。
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糖尿病を合併した橈骨遠位端骨折は術後矯正損失が生じやすい

○黒田 拓馬, 川崎 恵吉, 前田 利雄, 久保 和俊
稲垣 克記

昭和大学　医学部　整形外科学講座

【はじめに】近年、生活習慣病関連骨粗鬆症が注目されており、中でも糖尿病は骨折リスク増
加の原因となることが指摘されている。糖尿病は骨質を劣化させることで骨粗鬆症を悪化さ
せ、骨折リスクを有意に増加させることが知られているが、糖尿病患者の橈骨遠位端骨折術後
矯正損失を検討した報告は、我々の渉猟する限りはない。今回我々は、橈骨遠位端骨折の手術
症例を糖尿病群と非糖尿病群とに分け、比較検討を行ったので報告する。【対象と方法】対象
は2011年1月から2014年7月までに当科および関連病院を受診した50歳以上の女性患者の内、不
安定型橈骨遠位端骨折と診断され、掌側ロッキングプレートを用いて手術を行われた148例と
し、後ろ向きに検討を行った。内訳は糖尿病群(以下D群)20例(平均年齢72.3歳　HbA1c 7.7%)、
非糖尿病群(以下C群)128例 (平均年齢70.8歳) であり、全例が立った高さからの転倒受傷によ
るものである。ステロイドの内服歴のある患者は除外し、骨折型をAO分類に従い分類した。術
直後と最終観察時の各種パラメーター(Radial inclination、ulnar valiance、volar tilt)の
矯正損失を両群で比較検討した。【結果】骨折術後D群 : C群の矯正損失はそれぞれ、Volar
tilt 2.0° : -0.04°、Ulnar varianceは1.8mm : 0.17mmであり、それぞれ両群間に有意差を
認めた。Radial inclinationに有意差は認めなかった。【結論】糖尿病を合併した５０歳以上
女性の不安定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受けた患者であっ
ても、術後矯正損失が生じ易いことが示唆された。糖尿病を有する橈骨遠位端骨折患者の手術
の際には術後の矯正損失に注意し、人工骨やPTH製剤などを併用し、さらには椎体骨折や大腿骨
頚部骨折の予防をはかる必要がある。
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橈骨遠位端骨折の保存治療後に発生した腱皮下断裂

○高瀬 勝己, 山本 謙吾

東京医科大学　医学部　整形外科

[目的]橈骨遠位端骨折に対し観血的治療を施行した後に、プレートあるいはスクリューの設置
不良のために腱皮下断裂が発生することは知られている。今回、無固定あるいはギプス治療に
よる保存的治療後に発生した腱皮下断裂を経験したので考察を踏まえて報告する。[対象・方
法] 対象は9例。男性1例・女性8例、罹患側は右側4例・左側5例、受傷時年齢は53-71（平均
61.4）歳であった。全例が長母指伸筋腱皮下断裂であり、手関節背側の第3コンパートメント内
で断裂が発生していた。骨折受傷から腱断裂発生までの期間は、1ヵ月から10年と様々であっ
た。しかし9例4例は、骨折の転位がなくギプス固定を施行されていなかった症例で、受傷後1ヵ
月で断裂が発生していた。手術は、全例に固有示指伸筋腱による腱移行術を施行した。[結果]
術中所見では橈骨背側骨片による摩耗性断裂は1例のみで、他の8例は第3コンパートメント内の
骨性突出を認めなかった。これらの症例は、 第3コンパートメント内の狭小化あるいは圧排が
全例に認められた。術後の機能評価では、母指IP関節平均可動域は伸展0°、屈曲53.3°で疼痛
を認めなかった。[結語]橈骨遠位端骨折の保存治療後に発生した長母指伸筋腱皮下断裂を9例に
認めた。外固定を施行しなかった症例では、受傷後1ヵ月と短期間に腱断裂が発生していた。観
血治療の有無に関わらず、橈骨遠位端骨折に対しては一定期間の外固定が必要ではないかと推
測した。
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Stellar 2 plateを用いた橈骨遠位端骨折手術に伴う合併症の検討

○瀧上 秀威1, 伊藤 りえ1, 日塔 寛昇1, 坂野 裕昭2

齋藤 知行3

1国立病院機構　横浜医療センター　整形外科

2平塚共済病院　整形外科　手外科センター, 3横浜市立大学　整形外科

【はじめに】橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定法は数多く施行され2rowの
プレートが主流となってきたが，合併症の報告も散見されるようになってきた．今まで我々は
マルチセンタースタディーとしてstellar plateの合併症について報告してきたが、今回，当院
で行ったStellar 2 plateの術後合併症について調査したので報告する．【対象と方法】対象は
当院で過去3年間Stellar 2 plateを用いて手術を行い3ヶ月以上観察できた橈骨遠位端骨折74例
とした．男17例，女57例，平均年齢は65歳（18～87歳），骨折型の内訳はAO分類でA型19例，B
型3例，C型52例であった．これらの症例に対し合併症を後ろ向きに調査した．【結果】合併症
はEPL皮下断裂2例，手指拘縮2例，伸筋腱炎2例，FPL筋力低下1例，遠位ロッキングスクリュー
のバックアウト2例，抜去困難を1例に認めた。【考察】掌側ロッキングプレート固定術による
合併症は神経血管系，軟部組織，骨・関節，感染，固定材料に分類される．EPL皮下断裂は，背
側骨皮質骨片による腱への刺激やドリルビットでの損傷が疑われた．伸筋腱炎は近位コーティ
カルスクリュー先端での干渉と考えられた．1例は抜釘を行い症状は消失した．スクリューのバ
ックアウトは術後1-2週で生じており、術中のスクリューの本締めが不十分だった可能性が疑わ
れた．抜去困難の1例は遠位スクリューの1本が抜去困難となり、プレートごと引き抜い
た．【まとめ】医原性によって生じる合併症の低減には，遠位スクリューのドリルビットとス
クリュー長の選択に注意し，また近位スクリューの長さにも注意する必要がある．そしてプレ
ート固定後に再度スクリューの本締めを確認することが重要と考えられた．
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橈骨遠位端骨折における抜釘前CTによるプレート設置位置の評価と
術中所見の比較

○加地 良雄, 中村 修, 山口 幸之助, 山本 哲司

香川大学　医学部　整形外科

【目的】橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート不適切設置の合併症として屈筋腱損傷や関節内
スクリュー穿破による関節障害が知られている。今回プレート抜釘前のCTで評価したプレート
設置位置と腱障害などの術中所見とを比較した。
【方法】対象は橈骨遠位端骨折に対し掌側プレート固定を行った症例のうち抜釘前にCT検査を
行った30例で、平均年齢は69.1歳であった。これらの症例に対しプレートの遠位設置や掌側へ
の張り出しを評価するため、橈骨遠位端掌側隆起から橈骨軸に対し垂直および平行に引いた線
とプレート遠位端との距離（PPおよびPV：隆起より遠位または掌側に位置すればプラスとし
た）を計測した。またプレート遠位端の橈骨からの浮き上がり（浮上距離）、スクリューの関
節内穿破の有無、橈骨遠位端掌側傾斜(VT)、抜釘時のプレートの露出、屈筋腱の障害の有無を
評価した。
【結果】PPは平均-2.1 mm（-4.1 ～1.2mm）、PVは-0.3 mm（-3.0～1.9 mm）で、3％および35％
の症例でプラス（遠位設置または掌側設置）となっていた。PPまたはPVがプラスとなった症例
のVTは平均12.6°であり、VTは十分に矯正されていた。スクリューの穿破は高度粉砕骨折の６%
に認め、これらのPP距離は平均-0.1mmで遠位設置の傾向があった。浮上距離は全例で0mmであっ
た。抜釘時、プレートの露出や屈筋腱の障害は全例で認めなかった。
【考察】当院では手術時にプレート遠位端が橈骨から浮かないこと、VTを十分に矯正するこ
と、プレートを軟部組織で被覆することを重視している。今回の検討でプレートが橈骨掌側隆
起よりも遠位または掌側に位置する例があったが、これらが適切に行われていたため術後の腱
障害は生じなかったと考える。一方、プレートの遠位設置はスクリューの関節内穿破のリスク
が高まり、注意が必要である。
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橈骨遠位端骨折変形癒合に対する掌側進入のみによる楔開き矯正骨
切り術

○森谷 浩治, 牧 裕, 坪川 直人, 上村 一成
成澤 弘子

（財）新潟手の外科研究所

【目的】掌側ロッキングプレート(PLP)の出現により橈骨遠位端骨折に対する観血治療の大半は
掌側進入で施行されている。しかし、陳旧例は新鮮例と異なり、掌側のみの展開では整復位の
獲得や移植骨の挿入に難渋することが少なくない。今回、動画を用いて私達が施行している変
形癒合に対する掌側からの楔開き矯正骨切り術の手術方法とそのコツを紹介する。【手術方
法】経橈側手根屈筋腱進入から方形回内筋を切離して変形癒合部を広く展開する。正面からは
橈骨骨軸に対して垂直、側面は橈骨遠位関節面に対して平行に変形癒合部を骨切りする。橈骨
近位骨片を骨保持用鉗子で把持し、鉗子を操作して橈骨近位骨片を回内する。この操作で変形
癒合部背側を露出し、整復阻害因子である肥厚した瘢痕組織を脂肪組織がみえるまで広く切除
する。X線透視下に整復位が獲得できることを確認した後、術前計測で予定した大きさの腸骨を
採取する。骨保持用鉗子で橈骨近位骨片を操作しながら楔状移植骨を骨切り部に挿入し、整復
操作の後、PLPで固定する。【症例および結果】2012年7月からの3年間に本術式を10例の橈骨遠
位端骨折変形治癒に対して施行した。手術時年齢は25-78(平均60)歳、受傷から骨切り術までは
1.5～4(平均2.8)か月、経過観察期間12-70(平均46)週であった。術後の平均矯正位損失は尺側
傾斜1.7°、掌側傾斜1.3°、尺骨変異0.8mmであった。【考察】楔開き骨切り術は骨移植を必要
とするものの、尺骨を処置せずとも橈骨長の回復が可能である。しかし、変形癒合部背側に存
在する瘢痕組織が障害となり、掌側傾斜および短縮の矯正ならびに移植骨の挿入に難渋するこ
とが少なくない。本法では掌側進入のみでも、骨保持用鉗子で橈骨近位骨片を操作することで
背側の瘢痕組織の切除ならびに移植骨の挿入を容易にできると考える。
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橈骨遠位端骨折における保存的治療の短期成績に影響する因子の検
討

○三竹 辰徳1, 建部 将広2, 田中 健司1, 澤田 英良1

浦田 士郎1

1安城更生病院

2名古屋大学医学部付属病院　手外科/先端医療・臨床研究支援センター

【背景】橈骨遠位端骨折の保存的治療には質の高い文献は少なく、その適応について厳密な定
義はない。本研究の目的は、橈骨遠位端骨折における計測値の中で保存的治療の成績に影響す
る因子を明らかにすることである。
【対象と方法】十分な説明を行った後、患者の意思によって保存的治療を選択した成人の背側
転位型の橈骨遠位端骨折64手を対象とした。外固定期間は4-6週間とした。
年齢67±13歳、男性12手、女性52手であった。
年齢、性別、骨折型、尺骨茎状突起骨折の有無、経過観察期間、Volar Tilt(VT)、Ulnar
Variance(UV)、側方転位量、およびそれらX線計測値の変化量を評価項目とし、可動域、握
力、Hand20に影響する因子は何か、スピアマンの順位相関係数を検討した。
【結果】骨折型は関節外43手、関節内21手、尺骨茎状突起骨折有40手、無24手、経過観察期間
は15±5週であった。受傷時VTは-12.3度、整復直後3.2度、整復後2週では-3.7度であった。最
終診察時の掌屈可動域は46.0±13.2度、背屈可動域は57.1±14.1度、握力健側比は57.2±
23.2%、Hand20は20.2±19.9点であった。
背屈可動域には年齢と受傷時VTが、掌屈可動域には年齢と受傷時側方転位が、握力健側比には
年齢と経過観察期間と尺骨茎状突起骨折が、有意な相関関係を示した。Hand20に影響を与える
因子は、受傷時側方転位、整復直後VT、2週後VTであった。X線計測値のいずれの矯正損失量も
治療成績に有意な相関を示さなかった。
【考察】可動域や握力は整復位には影響されず年齢に影響されていた一方で、Hand20は年齢に
影響されなかった。VTの変化量は治療成績に関与しておらず、矯正損失が生じても患者希望が
あれば保存的治療を継続してもよいと考える。ただし、高齢な患者は保存的治療を徹底して
も、可動域・握力の低下を生じることに留意すべきである。
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橈骨遠位端骨折に対する治療法と掌側ロッキングプレート固定手術
の普及状況

○阿久津 祐子1, 青木 光広2

1札幌円山整形外科病院, 2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

【目的】
橈骨遠位端骨折に掌側ロッキングプレート手術が行われているが、保存療法と手術療法の治療
選択と普及状況を調査した報告は少ない。札幌市内及び近郊での橈骨遠位端骨折の発生状況、
骨折型、選択された治療法と掌側ロッキングプレートの普及状況を調査した。
【対象と方法】
2014年7月1日から2015年6月30日までの橈骨遠位端骨折患者について、北海道臨床整形外科医会
に所属する医療機関にアンケートを送付し、年齢、性、受傷側、場所、機転、骨折分類、治療
法について回答を得た。
【結果】
43医療機関より返送され（返答率25%）、症例数は1234例であった。年齢は2歳から101歳（平均
60歳）。性別は男性236例、女性966例。受傷側は右541例、左615例、両側9例。受傷は屋外
387例、屋内126例、不明721例。機転は転倒450例、滑り68例、転落63例、不明616例であった。
Ｘ線写真ではコーレス骨折743例、スミス骨折48例、不明231例。AO分類では、A2が266例、A3が
138例、B1が28例、B2が18例、B3が13例、C1が54例、C2が137例、C3が48例、不明481例であっ
た。また、骨端線損傷9例、若木骨折36例あった。治療は保存療法792例、手術療法442例であっ
た。手術方法は掌側ロッキングプレート271例、ピンニング71例、創外固定43例、不明8例であ
った。
【考察】
近年、掌側ロッキングプレート手術が普及している。しかし、一般病院や開業医では橈骨遠位
端骨折の64％に保存療法が実施された。一方、手術療法では掌側ロッキングプレート固定が62
％と高い普及率であった。不安定なAO分類C2とC3では保存治療が5%、手術治療が33%の症例に行
われており手術療法が選択されていた。札幌では降雪や路面状況により発生が偏る傾向にあ
り、降雪翌日の12月21日と22日に受傷した症例が全体の13%を占めた。
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橈骨遠位端骨折における利き手・非利き手別術後成績の比較検討

○中林 昭裕, 市川 誠, 田中 玄之, 森 雅典
加藤 雄一

広島共立病院　整形外科

【目的】以前、我々は,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施行した症例に
おいて, 術後成績を利き手・非利き手別に調査し,当学会にて報告した.今回,さらに症例数を増
やし,その特徴を明らかにする.【対象と方法】2013年4月から2015年7月に掌側ロッキングプレ
ート固定術を行ったAO分類C3以外の症例で３ヶ月以上経過観察が可能であった73例73手関節を
対象とした.そのうち,利き手42例, 非利き手31例であった．多発外傷,重篤な認知症や合併症が
ある症例は除外した. 評価は,利き手と非利き手における可動域, 握力(患健側比)について比較
検討した. 【結果】平均可動域は利き手 / 非利き手で,各々伸展66.5°/ 71.7°，屈曲56.1°/
60.5°，回外86.3°/ 89.5°，回内87.1°/ 86.8°で，非利き手の伸展が有意に大きかった
が，その他は非利き手が大きい傾向はあるものの有意差は認めなかった．平均握力は利き手
86.8%, 非利き手 78.4%であり, 利き手が有意に良好であった. 【考察】橈骨遠位端骨折に対す
る掌側ロッキングプレートの有用性は広く知られている.その報告の多くは利き手,非利き手を
考慮せずに評価している.利き手受傷例は巧緻性や利用頻度も高いため，回復も早く成績も良い
のではないかと予測し調査を行った. 結果は,前回の報告と同様に,握力は利き手受傷例が良好
な結果であったが可動域は逆に非利き手の方が良好な傾向があった.その要因として非利き手受
傷例は,使用頻度は少ないものの, 利き手による患者自身の他動練習が可能であることや,利き
手受傷例はその巧緻性のため肘や肩関節で代償可能であることなどが予想される. 手の使用頻
度は握力の回復には影響を与えるが, 可動域の改善には貢献しない可能性があり, 十分な機能
回復には積極的な後療法が必要であることが示唆された.
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手術を必要とした小児橈骨遠位端骨折例の検討

○横井 達夫1, 棚橋 宏之1, 野々村 秀彦2, 河村 真吾3

鈴木 康4

1岐阜県総合医療センター　整形外科, 2岐阜赤十字病院　整形外科

3岐阜大学　医学部　整形外科, 4県立下呂温泉病院

小児橈骨遠位端骨折は，上肢外傷の中でも比較的頻度が高く，多くは保存的に治療されている
が，中には麻酔下での整復，Pinningなどによる固定を必要とする例も少なくない．演者らは手
術を行った症例について，最も危惧される骨端線早期閉鎖の有無を中心に検討した．【対象と
方法】2007年から2014年までに当院で治療した16歳以下の橈骨遠位端骨折のうち，麻酔下での
整復，Pinningなどの固定を行った症例49例（骨端線損傷22例，骨幹端骨折27例）について，手
術方法，骨癒合，骨端線早期閉鎖の有無，合併症について検討した．【結果】ロッキングプレ
ートを用いた骨幹端骨折2例（いずれもスミス骨折）を除き、全身麻酔下に整復し、経皮
Pinningが行われていた。全例，骨癒合は得られていた．骨端線早期閉鎖あるいは健側に比べ狭
小をきたした症例は，骨端線損傷22例中8例に認めた．年齢の比較的高い子に多く，7例は12歳
以上であった．骨幹端骨折の27例中1例に健側に比べ骨端線の狭小化があり，1例に医原性の早
期閉鎖を認めた。この例には骨性架橋の切除，遊離脂肪移植が行われ、改善が得られた．1例，
感染のため早期に抜釘が行われたが骨癒合は得られていた．【考察】Salter-HarrisのI型II型
は予後が良好とされているが，12歳以上での橈骨遠位では，多くが早期閉鎖をきたしていた．
今回全身麻酔下の整復を必要としたなど検討対象とした症例が比較的高エネルギーな損傷であ
ったことも推測されるが，治療において十分な注意を払う必要がある．経皮Pinningは合併症も
少なく，経過も安定していると思われるが，時に医原性の骨端線損傷の可能性はあり，橈骨遠
位ではできるだけ，骨端線への刺入は避けるべきである．
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手指の瘢痕拘縮 ～治療のコツとピットフォール～

○鳥谷部 荘八

国立病院機構仙台医療センター形成外科手外科

　手指、上肢の瘢痕拘縮は外傷や熱傷などにより引き起こされ、時に関節部に及び機能障害を
引き起こす。また露出部ということもあり整容的な配慮も非常に重要である。まさに機能と整
容のバランスが大切である。再建部位や欠損の大きさによりさまざまなバリエーションがあ
り、症例に応じた対応が必要である。
　一般に拘縮解除後の組織欠損部に対しては全層植皮術による再建が行われることが多いが、
広範囲にわたる欠損や関節部での欠損に対しては植皮より薄くてしなやかな皮弁による被覆が
運動上望ましい。一般的な瘢痕に対する考え方から植皮術、局所皮弁はもとより、従来よりの
橈側前腕皮弁、後骨間動脈皮弁などの標準的皮弁、各種穿通枝皮弁などの皮弁に至るまでわれ
われの経験を踏まえて、皮弁挙上時の注意点とコツについて報告したい。また日常診療で多く
見られる小児の手指熱傷瘢痕拘縮に対しては、成長の問題やドナーサイトの選択など問題の問
題をはらんでおり、注意を要する。小児の手指熱傷瘢痕拘縮へのマネージメントに関してはよ
く詳しく触れてみたい。また瘢痕拘縮だけにととまらず、橈骨遠位端骨折術後などに発生し得
る手関節部のケロイドに対するマネージメントも含めて報告したい。
　本講演が日常診療において、手指・上肢の瘢痕マネージメントに携わる方々の一助となれば
幸いである。

S659



3-1-S-2

上肢骨折に対する保存的療法

○石黒 隆

いしぐろ整形外科

　日常の診療において閉鎖骨折（皮下骨折）に遭遇する機会は多い。最近は強固な内固定によ
る早期運動療法が勧められているが、手術適応の拡大のし過ぎではないかと心配している。骨
折の治療においては確実な骨癒合の獲得と拘縮を予防する早期運動療法が極めて重要である。
今回、演者が保存的治療を第一選択としている上肢の骨折について紹介する。

Ⅰ．整復操作について：転位の方向から軟部組織の損傷を思い描き、整復操作の手順を決め
る。解剖学的整復位を得ることが困難なことも多いが、保存的治療では機能的に障害を残さな
いためにどこまでが許容される転位なのかについての知識も大切である。

Ⅱ．骨の癒合について：保存的治療では、骨折面の適合性が良ければ骨折面に持続的な圧迫力
が加わる。積極的な早期運動療法により骨癒合および獲得可動域は良好である。

Ⅲ．橈骨遠位端骨折：まずchinees finger trapを用いて１５分間の牽引を加えた後に、牽引を
外してから徒手的に整復操作を行っている。成人では整復後の再転位の程度は少ない。しか
し、骨粗鬆症を伴った高齢者では骨欠損を伴っているため、転位を残して骨癒合を得ることに
なる。許容可能な転位であれば機能的に問題はない。

Ⅳ．手の骨折：手には多くの筋や腱が停止しているため、治療にあたってはＭＰ関節の伸展位
拘縮や骨折部での腱との癒着、回旋変形などを残さないようにしなければならない。指の基節
骨骨折に対してはＭＰ関節屈曲位での早期運動療法（ナックルキャスト）を行っている。PIP関
節周辺の骨折では、関節面の適合性が良ければテーピングやextension block splintなどによ
り整復直後から積極的な早期運動療法を行っている。

Ⅴ．上腕骨近位端骨折：上腕骨骨頭と骨幹端の骨折面の適合性が得られるものに対しては受傷
後１週から下垂位での振り子運動を行っている。従来では保存的治療の適応とならない転位の
ある3-part、4-part骨折のものでも良好な結果が得られている。
　保存的治療は患者との信頼関係に基づいた根気のいる作業である。機能的に問題のない機能
を獲得するには患者の同意とよき理解を得ておくことも大切である。演者が保存的治療を第一
選択としている上肢の骨折の整復操作や外固定のポイントなどを紹介し、骨折の治療にとって
本当に大切なものは何なのか問い直してみたい。
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3-1-S-3

上肢リウマチの手術

○稲垣 克記

昭和大学医学部整形外科学講座

１．関節変形の進行
　関節リウマチ (Rheumatoid Arthritis: RA) は，慢性進行性の関節破壊を特徴とする全身性
炎症性疾患であり、手にはさまざまな変形と機能障害を生じる。薬物療法で関節炎が鎮静化し
たあとに2次性OA変化による拘縮･変形が残る場合も多い。手関節は最も罹患しやすい関節でRA
発症後2年以内に約70%，10年以内に約90%が罹患するとされる。進行の分類にはLarsen分類が広
く使用されている。

２．手術の原則
　1) 肘 2) 手関節 3) 手指に大別して全ての部位に手術が必要と考えられる症例では中枢側の
肘関節から次に手関節，母指，手指の順に行うのが原則である。一般的にはGrade IとIIに対し
ては鏡視下滑膜切除術と生物製剤の併用，III，IV，Vには人工肘関節置換術が選択される。

３．手関節
　変形のメカニズムは，主に掌側靱帯の弛緩によって生じると考えられている。変形は橈骨手
根関節における1) 手根骨の橈側回転 2) 回外変形 3) 尺側移動 4) 掌側亜脱臼 5) 尺骨遠位端
背側亜脱臼の5つの構成要素からなる。
　1．滑膜切除術
　Stage I，IIまでの初期の例で腫脹が著しくRAのコントロールが得られにくい症例に選択され
る。
　2．月状骨･橈骨固定術
　比較的早期から進行期のRAで滑膜切除と尺骨遠位端切除をしなければならない症例で年齢が
壮年期である場合に適応となる。
　3．Darrach尺骨遠位端切除術
　高齢者に適応となる。
　4．Sauvè-Kapandji手術20)

　最も適応となる率の高い手術法。進行期や手根骨が強直になった例，DRUJの拘縮の著しい例
にも適応となる。
　5．腱の自然断裂
　RAの自然断裂は環･小指に多い。手関節の尺側位変形も伸筋腱の走行を変えるので摩擦増強に
一役買っている。治療は腱移行術と腱移植術がある。腱の手術の際に関節形成術を同時に行わ
ないと再断裂をきたす事がある。通常，SK法を行うことが多い。

４．MP関節
１）母指ボタン穴変形
　　母指変形に対してIP関節の固定術は良好な成績が得られる。固定関節は1関節のみにとどめ
　　るのが望ましい。
　　Larsen grade I，IIでは母指伸筋腱を用いた軟部のバランス再建術が，Grade III，IVでは
　　約20°の屈曲位での関節固定術あるいは趾用Swansonインプラントを用いた関節形成術が行
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　　われる。
2）母指Swan-neck変形
　　Larsen grade III，IVのCM関節には自家腱挿入を伴う切除関節形成術、APLを用いる
　　Thompson法，FCRを用いるBurton法などがある。
3）MP関節尺側偏位
　　Larsen grade I，IIでは滑膜切除と伸筋腱の正中化，crossed intrinsic transferなどが
　　行われる。Grade III，IVのMP関節破壊例や脱臼例ではインプラントを用いた関節形成術が
　　行われる。Swansonインプラントを用いた場合の術後の伸展は-10°屈曲は45°程度である
　　が満足度は高い。

５．PIP関節
　滑膜切除が必要になるような関節水症の強い症例に滑膜切除を行うと3-4年後に強い屈曲拘縮
が残る症例がある。強いPIP関節屈曲拘縮例ではシリコン一体型人工関節を行うと同時に軟部再
建を行なう。RAに対する人工PIP関節に関しては長期成績の報告はSwansonのシリコン以外には
ない。
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3-1-S-4

前腕、手の腫瘍：診断の進め方と新しい治療

○村松 慶一1,2

1山口大学整形外科, 2ながと総合病院

　上肢の腫瘍は日常の整形外科診療では稀な疾患であるがために、診断のPitfallとなりうる。
良性と診断したところ後に悪性腫瘍とわかり、医療訴訟に発展した事例もある。全ての症例を
専門医に紹介するのは現実的ではない。本講演では前腕、手に発生する腫瘍の診断の進め方に
ついて述べ、最近行っている新しい治療法について解説する。
　一般的に骨軟部腫瘍の診断は、患者の年齢、部位、単発か多発などの情報である程度の候補
を絞り、画像所見を診るのが一般的である。腫瘍径が５ｃｍ以上で弾性硬、深部発生ならば悪
性腫瘍を疑うべきであるが、この方針を軟部組織に乏しい前腕、手に適応することは困難であ
る。そこで、手の腫瘍の特異的な鑑別法として、疼痛の有無により腫瘍名を絞ることが考えら
れる。軟部腫瘍で疼痛を主訴に来院する腫瘍には、血管腫、神経鞘腫、グロムス腫瘍を考え、
腱鞘巨細胞腫、脂肪腫は腫脹のみに留まる。ガングリオンは一部疼痛を訴えることがある。骨
腫瘍は内軟骨腫の骨折例、類骨骨腫、進行した骨巨細胞腫が有痛性である。手に発生する悪性
骨腫瘍には軟骨肉腫が最多であり、多発性内軟骨腫症（オリエール病）の尺側指に多い。体幹
発生例と比較し転移が少なく局所根治が可能である。予後が極めて不良な悪性腫瘍として類上
皮肉腫があり、5年生存率は40％以下に留まっている。最近骨軟部腫瘍の診断に導入された
Positron emission tomography (PET)は、良悪の判定や遠隔転移の評価に非常に有用な検査法
である。しかし、神経鞘腫などはFalse positiveで集積が高くなる例もあり、その解釈には放
射線科医の診断報告書を十分に活用すべきである。
　良性腫瘍は辺縁切除、掻破で対応可能である。しかし、神経鞘腫やグロムス腫瘍には安易な
切除はせず、顕微鏡下の非侵襲的な手技が必要である。内軟骨腫の切除後等小さな骨欠損には
β―TCPが補填材として有用で新生骨に置換される。悪性腫瘍は病理学的悪性度や進行度、感受
性に応じて化学療法の適応も検討し、適切なマージンを確保した広範切除術が標準治療であ
る。骨肉腫にはメソトレキセートの大量療法であるNECO-95Jプロトコール、軟部肉腫にはイフ
ォマイドとアドリアマイシンを用いたプロトコールが一般的に用いられている。前腕、手は解
剖学的に軟部組織に乏しい構造となっており、広範切除術は必ず大きな機能損失に直結する。
再建には遊離組織移植が必要不可欠であり、皮膚、神経、筋、腱、骨の欠損に応じたドナーの
選択をすれば、安全で有用な手機能が再建できる。
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3-1-S-5

腱移行術による手の再建

○木森 研治

土谷総合病院整形外科

　腱移行術は障害された筋腱の運動機能を周辺にある筋肉の力源を移行し再建する方法であ
る。手外科領域での適応は末梢神経麻痺による運動障害に代表されるが、このほかにも頸髄レ
ベルでの神経損傷や外傷に伴う筋腱損傷、リウマチなどの炎症性疾患で生じる腱の断裂、先天
異常手などでも利用される。
　手術にあたっては、術前後のリハを含めた綿密な治療計画の立案が必要である。まず欠落し
た機能を詳細に分析し、個々の症例ごとにどの機能をどのように再建するか予定を立ててお
く。そのうえで運動機能の喪失などで生じた患肢の関節拘縮をできるだけ除去すると同時に、
残存筋の筋力増強も行う。最終的な力源の選択は、移行筋腱のパワー、伸縮性、共同筋かどう
か、移行によって生じる欠落症状の有無と程度などを検討して決定する。また腱の移行ルー
ト、滑車作成の必要性とその部位について、さらには手術を1回で終わらせるか、何回かに分け
て行うか、補助手術として腱固定、関節固定などの手術を追加するかどうかも考慮する。
　手術は非侵襲的(atraumatic)な手技を徹底して行い、不要な瘢痕の形成とそれによって引き
起こされる腱の癒着を極力避ける。移行腱は筋腹まで充分に剥離して活動性をよくするととも
に移行ルートはできるだけ直線とする。また確実な腱縫合（編み込み縫合）､腱縫着に心がけ
る。術後の外固定では、固定範囲と患肢の肢位に十分注意を払う必要がある。
　後療法は原則として術後3-4週頃から開始するが、症例によってはその後もスプリントを併用
して移行腱の伸張、縫合部の緩みを極力回避する。一方で術後早期に医師の監視下で自他動運
動を開始して関節の拘縮、腱の癒着防止に努めることもある。また後療法では患者にどのよう
な手術を行ったかを十分に理解してもらい、バイオフィードバックや器具なども利用しつつ、
移行腱を最大限に機能させるべく訓練を行う。
　講演では代表的な手の末梢神経麻痺例、腱の皮下断裂例などを提示しつつ腱移行術の適応と
実際について述べる。
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3-1-S-6

手根管症候群の診断と治療

○服部 泰典

小郡第一総合病院整形外科

　手根管症候群は、手のしびれ感を訴えて整形外科を受診する最も一般的な疾患である。診断
のポイントは、正中神経領域に限局したしびれ感と知覚鈍麻の存在である。多くの患者は手全
体がしびれると訴えるが、丁寧に知覚検査を行うと、小指は知覚障害がなく環指の尺側は橈側
と比べて明らかに知覚障害が軽度である (ring split sign)。また、重症例では母指球筋の萎
縮が起こり、母指対立障害が明らかになる。臨床症状のみで診断は十分に可能であるが、客観
的な神経障害の程度の指標として電気生理学的検査を行う。手関節レベルでの正中神経の刺激
による短母指外転筋の終末潜時が、4.0m/sec以上遅延していると手根管症候群と診断できる。
鑑別診断は頸椎症など中枢での神経圧迫障害であるが、知覚障害の分布を丁寧に調べることが
重要である。保存的治療として、ビタミンB12製剤の服用、手関節の安静を保つ装具も一般的に
勧められているが、ステロイドの手根管内の注射が奏功することが多い。特に、最近ではトリ
アムシノロン注射の有用性に関する報告が多く見られる。ステロイドの注射を数回行っても症
状が軽快しない際には手術が勧められる。手術方法は、横手根靭帯の切離により正中神経を除
圧するのが基本であり、従来の方法は手根管部の3,4cmの切開により直視下に靭帯を切ってい
た。しかし、最近では鏡視下手根管開放術が行なわれることも多く、術後の痛みが少なく早期
の社会復帰が可能という利点がある。しかし、術中の神経損傷など重篤な合併症の報告もあ
り、十分な経験を有する手外科専門医による施行が勧められる。母指球筋の萎縮が高度な重症
例では、手根管開放術のみでは母指球筋の回復が不良になることがあり、手根管開放術と同時
に腱移行術による母指対立再建術を行なうことがある。本講演では手根管症候群の診断と治療
の現況について解説する。
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