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The Problem of the Human Nerve Injury: Species Specific Findings versus
Functional Neural Regeneration

○Ranjan Gupta

Professor of Orthopaedic Surgery, Anatomy & Neurobiology, and Biomedical Engineering Councilor

for the Zeta Chapter of Alpha Omega Alpha Honor Medical Society University of California, Irvi

ne

In 2017 when an adult suffers a traumatic nerve injury, it is impossible to restore
normal functional activity downstream of the injury. Since the Civil War and with
every ensuing major war, there have been advances ranging from understanding the role
of nerves in coordinating muscle function to nerve coaptation for improving
regeneration to most recently the development of microsurgical instruments. In the
late 1960s to early 1970s, Dr. Hano Millesi and colleagues put forth the notion of
using nerve grafts to bridge segmental nerve defects as well as to detail that a
nerve coaptation under tension would lead to increased glial scar rather than neuro-
regeneration. To further advance the field with ingenious surgical procedures,
Japanese surgeons such as the renowned peripheral nerve surgeon Dr. Akira Nagano
championed the use of nerve transfers such as the intercostal nerve transfers.
Despite these improvements with surgical manipulations, functional results have
plateaued. This, in conjunction with limitations associated with doing animal
research in rodents such as mice and rats, have hampered the ability to translate
basic science discoveries into the human arena as neuro-regeneration is fundamentally
species-specific.  Most seasoned investigators, focused on peripheral nerve injury
and regeneration, have identified four target areas for research. These areas are not
related to surgical manipulations, but rather actually mandate improvements to the
intrinsic biology of neural healing. They include improving the rate of regeneration,
the specificity of regeneration, bridging segmental nerve gaps and preventing target
end organ decay while regeneration occurs. The translation of discoveries from basic
science has been exceptionally slow within the field of neuroscience. This is
especially true for post-traumatic neurologic injuries from traumatic brain injury to
spinal cord injury to brachial plexus/major peripheral nerve injuries. While basic
science research is actively being performed, most of these findings are in animal
models. As neurobiology discoveries are extraordinarily species-specificity, the
relevance of these findings in translation to humans has been minimal. As our work
has shown that the loss of the one of the target end organs, the neuromuscular
junction, prevents regenerating axons from creating functional connections with
muscles, the goals of our research are to focus specifically on preventing target end
organ degeneration and restoring functionality and life to muscle after a traumatic
nerve injury by learning from both animal models and the human conditions.
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上肢人工関節 -バイオメカニクスと手術を中心に-

○稲垣 克記

昭和大学病院　整形外科

　近年、上肢人工関節の開発と進歩にはめざましいものがある。デザインと素材の改良をはじ
め手術手技上の進歩により著しい成績の向上が得られている。
1990年代から実際に臨床応用されている上肢の人工関節を凍結新鮮屍体に手術を行い
Electromagnetic tracking deviceを用い3次元空間内をTracking計測することにより運動の軌
跡いわゆるKinematicsと一定の筋力下での生理的な内反や外反ストレス下の安定性、靱帯や骨
が欠損した際の不安定性が理解できるようになった(1-5)。また一方では4-Axis machineを用い
て軸圧下に４方向のトルクを加え不安定性を計測する研究が行われIntrinsic stability（内因
性安定化機構）いわゆるインプラント内の安定性を評価することも可能となり最近では有限要
素法により関節応力の分布も可視化が可能になった。これらの研究により各インプラントの利
点や限界が理解でき術後のLoosening（ゆるみ）やポリエチレンのwear(磨耗)と長期成績を推測
することが可能である(2,3)。
　すなわち,拘束性の強いデザインでは,ステムと骨のインターフェースにストレスが集中しや
すいためLooseningが生じやすく(6,7),一方,表面置換型で自由度のあるデザインではAxial
Loadを均等に干渉しうるがEccentric Motionによる不安定性とポリエチレン磨耗の危惧がある
(8,9)。人工関節の設置にあたってはこれら各デザインの特徴と肘関節の軸Alignment、内外側
の軟部バランスとインプラントの拘束性を十分鑑み手術を行なわなければならない。手・肘の
人工関節のなかで、使用頻度の高い機種を中心にEBMに基づく手術適応,機種選択,手術手技上の
注意点と今後の展望を中心に講演する予定である。
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手・肘における生体内吸収性医療材料の有用性

○酒井 昭典, 善家 雄吉, 目貫 邦隆, 山中 芳亮
田島 貴文

産業医科大学整形外科

　我々はハイドロキシアパタイトとポリL乳酸の複合体からなる生体内吸収性材料（プレート、
スクリュー、スレッドピン）を用いて手・肘領域の骨接合を行っている。既存の金属製材料で
は治療に苦慮する骨折型にも対応している。手部の骨折及び上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（分離
期）に使用した成績を報告する。
　2008年以降、吸収性材料で治療した手部の骨折は62例70骨折（13-89歳）である。内訳は中手
骨39骨折、尺骨遠位端20骨折、橈骨遠位端5骨折、橈骨近位端6骨折である。中手骨骨折に対す
る吸収性プレートとチタン製プレートの連続症例比較研究で、骨癒合率、外固定期間、手指関
節可動域、握力、合併症に関して両群間に有意差はなかった（1）。1/3～1/2円に成形した吸収
性プレートの曲げ強度及びトルク強度はチタン製プレートと同等であった（1）。神経に対して
炎症を惹起することなく（2）、プレートと皮質骨の間に新生骨が形成され骨との結合力が強い
（3）。従来の乳酸を主体とした吸収性材料（4-6）でみられた易損性、異物反応などはなかっ
た。
　野球による若年者の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎18例（12-16歳）に対して分離した骨軟骨片を
吸収性スレッドピンで固定した。前向きコホート研究の結果で、Timmerman and Andrewsスコ
ア、Mayo Elbow Performance Indexは術後有意に改善した（7）。肘関節可動域は術後有意に改
善した。単純X線では全例で骨癒合が得られた。術後1年時のMRI評価では、MOCARTスコアは87点
であった。関節炎所見はなかった。
　生体内吸収材料は抜去手術を必要とせず、骨折型にあわせて自由に成形できる。有害事象は
少なく、様々な骨折型に対応可能な汎用性のある医療材料である。

参考文献
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(2) Matsumoto M, Chosa E, Nabeshima K, Shikinami Y, Tajima N. Influence of
bioresorbable, unsintered hydroxyapatite/poly-L-lactide composite films on spinal
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Human -Machine Interface for Control of a Neuroprosthetic Limb

○Paul S. Cederna

Chief, Section of Plastic Surgery, Robert Oneal Professor of Plastic Surgery, Professor of Dep

artment of Biomedical Engineering, University of Michigan

It has been 35 years since Luke Skywalker (Star Wars) received a prosthetic hand
controlled by his peripheral nerves. Unfortunately, this peripheral nerve interface
has not been achieved in reality largely due to the difficulty recording multiple
independent efferent motor control signals from a nerve inside a moving arm. The
current best option is targeted muscle reinnervation (TMR), which moves divided
nerves into alternate muscles that then function as signal amplifiers. This has
worked very well and has provided a significant advance to our current approaches for
prosthetic control. Our group has taken this strategy one step further by performing
regenerative peripheral nerve interfaces (RPNI), which consist of a skeletal muscle
graft placed on the end of a surgically subdivided nerve (nerve fascicle) to provide
more control signals for dexterous hand motion including individual finger control.
The functionally specific individual nerve fascicle is implanted into an autogenous
free skeletal muscle graft. The skeletal muscle graft revascularizes and is
reinnervated by the implanted peripheral nerve fascicle to create a functional
regenerative peripheral nerve interface (RPNI). The RPNI effectively prevents neuroma
formation while at the same time amplifying the neural signals 100-1000 times making
highly favorable signal to noise ratios for prosthetic limb control. In addition, the
RPNI’s can be used as a peripheral nerve interface strategy to provide high fidelity
sensory feedback from the terminal device to the sensory afferents. Providing sensory
feedback will substantially enhance the ability of a patient with limb loss to
control the prosthetic hand. This closed loop neural control strategy has facilitated
recordings of efferent motor nerve action potential for motor control and afferent
nerve stimulation for sensory feedback, over prolonged periods of time with highly
favorable signal-to-noise ratios. To date, we have tested the safety and signal
quality thoroughly in over 800 animals, two non-human primates, and 5 humans. In this
presentation, I will share our last 10 years of research developing this novel
peripheral nerve interface and discuss the future potential of this exciting and
innovative technology.
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History and Perspectives of Hand Transplant

○W. P. Andrew Lee

Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Johns Hopkins University School of Medicine,

Baltimore, MD

Devastating upper extremities injuries frequently result in permanent disfigurement
and dysfunction. Morbidity from extensive surgery and prolonged rehabilitation
further compromise outcomes. For most devastating combat injuries for which
conventional reconstruction is not optimal or feasible, Vascularized Composite
Allotransplantation (VCA) has become a viable and immediately available alternative
to conventional reconstruction. Since 1998, over 110 upper extremity transplants have
been performed around the world with largely favorable long-term success and highly
encouraging functional outcomes. However, the use of conventional triple drug
combination for maintenance therapy including tacrolimus, mycophenolate mofetil and
steroids, currently the mainstay therapy in both solid organ transplantation and VCA,
is associated with substantial morbidity such as opportunistic infections, metabolic
disorders, or malignancies. Thus, the central challenge for VCA is to develop novel
treatment concepts to minimize/avoid immunosuppression and extend the benefits of
these life-enhancing procedures to the military and civilian patient populations.
The team at Johns Hopkins has pioneered donor bone marrow (BM) cell based strategies
to modulate rather than suppress immune rejection and thereby minimize the need for
immunosuppressive medication after upper extremity transplantation. Seven patients
received between March 2009 and June 2015 a total of eleven hand/forearm transplants,
including four patients who received bilateral transplants. Patients were treated
with alemtuzumab and methylprednisolone for induction followed by tacrolimus
monotherapy with target trough levels ranging between 12-15 ng/ml during the early
post transplant period and 4-8 ng/ml thereafter. On pod 14 patients received an
unmodified whole donor BM cell infusion isolated from nine vertebral bodies. The case
series includes the first American male and female bilateral hand transplants and the
world’s first combined total forearm and hand transplant. Hand/forearm allografts
are currently maintained on low levels (4-8 ng/ml) of tacrolimus monotherapy in 5 of
7 patients. Two patients were non-compliant with their medical regimen and lost their
transplanted hands. Acute episodes of skin rejection were infrequent and reversible
in all cases. No systemic infectious complications occurred. Patients demonstrate
sustained improvements in motor function (ROM, intrinsic return, grip and pinch
strength) and sensory return correlating with the time after transplantation, level
of amputation and participation in hand therapy.
Our experience suggests that the BM cell based immunomodulatory protocol is safe,
efficacious and well tolerated and has allowed for the first time hand/forearm
transplantation with minimal immunosuppression.
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末梢神経損傷の治療戦略　－新たに登場した純コラーゲン製の人工
神経－

○金谷 文則

琉球大学大学院 医学研究科医科学専攻 整形外科学講座

1. 神経縫合法：神経軸索は2～10数μmであり、通常神経縫合で用いる8-0,9-0ナイロン糸が20
～50μmであることから軸索毎の吻合は不可能であり神経束縫合または神経上膜縫合が行われ
る。縫合時の緊張が強すぎれば神経束の折れ曲がり(buckling)、緩ければ間隙(gap)により瘢痕
を形成するため適切な緊張で縫合することが必要である。神経回復の促進として､電気刺激、磁
気刺激、免疫抑制剤が報告されているが、一般臨床には用いられていない。
2. 神経過誤支配：運動神経が感覚神経、感覚神経が運動神経、さらに分娩麻痺で見られる運動
神経同士の過誤支配でも十分な機能回復は得られない。再生軸索の運動神経同士、感覚神経同
士の選択的再生能は証明されておらず、手術時にできるだけ運動神経束同士、感覚神経束同士
を縫合することが重要である。運動神経束と感覚神経束の識別法として、解剖学的方法、電気
刺激法、酵素活性測定法、Karnovsky染色法がある。
3. 神経細胞体の壊死、萎縮の防止：NGF, BDNF,Nurotrophinなどの効果が動物実験では一部証
明されているが､臨床では未だ応用されていない。臨床的には可及的早期に神経縫合を行い順行
性・逆行性軸索流を再開させることが重要と考える。
4. 効果器特に筋の萎縮の防止：電気刺激は脱神経性筋萎縮の防止にある程度有効であるが､神
経栄養因子が無ければ萎縮は進行する。現時点では早期の神経縫合による軸索流の再開と早期
の運動再開が重要である。
5. 神経欠損：自家神経移植がゴールデンスタンダードであったが、採取できる神経数に限りが
あり、神経採取部に脱落症状を残すことが問題であった。近年、吸収性の国産人工神経が開発
されたので紹介する。

S9



1-1-SS1-1

末梢神経損傷に対する手術的治療の現状

○今谷 潤也

岡山済生会総合病院　整形外科診療部長

末梢神経損傷に対する手術的療法には，神経剥離術，神経移行術，神経縫合術，神経移植術な
どがあるが，ここでは後二者について述べる．
神経縫合術は神経幹が完全に断裂した場合や神経剥離により神経束に断裂が認められた場合に
行われる．鋭的な新鮮例では最小限のデブリドマンの後，それ以外では挫滅部や瘢痕，神経腫
を切除し断端を新鮮化した後，神経組織の断端同士を縫合する．この際，近位および遠位に神
経剥離を行なったり，関節を屈曲位にしたり，key stitchを用いて断端を寄せるなどの処置に
より，緊張のかからない状態で断端を合わせるようにすべきである．しかしこれが不可能な場
合には神経移植術が選択される．神経縫合の方法としては神経線維束縫合，神経上膜縫合，神
経周膜・上膜縫合などがある．これをを行うタイミングや縫合方法の適応などについて，本邦
における現状を述べる．
一方，神経移植術には自家組織として腓腹神経，前腕外側または内側皮神経，後骨間神経終末
などを用いる自家神経移植や自家血管移植がある．さらに米国では脱細胞化した同種神経移植
も 臨 床 応 用 さ れ て い る ． ま た 人 工 物 と し て は p o l y g l y c o l i c
acid(PGA)，collagen，caprolactoneなどのチューブ（人工神経）が国内外で臨床応用されてい
る．さらに人工神経にtissue engineeringを応用した培養Schwann細胞や各種サイトカインなど
を併用する試みも進められている．これらの人工神経は今後も改良が加えられ，自家神経移植
と同等かそれ以上の再建方法となることが期待されており，ここではその現状と適応の限界な
どについて文献的レビューを含めて述べたい．
総じて，末梢神経損傷に対する手術的療法を行う上では，その解剖を熟知し，神経再生の基礎
をよく理解した上でatraumaticな手術手技を習得しておかなくてはならない．
1) Seddon HJ. The use of autogenous grafts for the repair of large gaps in peripheral
nerves. Br J Surg 1947; 35: 151.
2) Smith JW. Microsurgery of peripheral nerves. Plast Reconstr Surg 1964; 33: 317.
3) Millesi H et al. The interfascicular nerve-grafting of the median and ulnar
nerves. J Bone Joint Surg Am 1972; 54: 727-750.
4) Griffin JW et al. Peripheral nerve repair and reconstruction. J Bone Joint Surg Am
2013; 54: 2144-2151.
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RENERVE開発の経緯

○岡本 秀貴1, 平田 仁2, 関谷 勇人3, 上田 実4

大塚 隆信1

1名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科

2名古屋大学大学院医学研究科　手の外科, 3愛知県厚生連海南病院　整形外科

4名古屋大学大学院医学研究科　口腔外科

外傷や悪性腫瘍切除後に生じた末梢神経欠損に対しては自家神経移植が行われてきた。自家神
経移植は採取側の知覚脱失は避けられず、広範囲の神経欠損では採取部位に限界がある。この
ため自家静脈による架橋や人工材料を用いた管腔移植が行われた。しかし、シリコンチューブ
はチューブ内への血行途絶や神経絞扼の原因になり得ることから生体内吸収性人工神経の開発
が進められたが、2000年以降商品化された中空チューブ（Neurotube ®とNeuragen ®）は日本で
は使用できない。
日本ではPGAチューブ、キトサンチューブやシュワン細胞を3次元培養した人工神経などの研究
が行われてきたがコラーゲンのみで作られた内腔充填タイプの人工神経は無かった。
コラーゲンは吸収性の天然材料で生体親和性に優れている。また、コラーゲンには細胞増殖と
組織治癒を促進する作用があることも知られている。それゆえ、コラーゲンを材料とした人工
神経を用いた場合には人工神経そのものや異物反応による瘢痕での神経絞扼の心配が非常に少
ない。そこで、コラーゲンのみで構成された人工神経（RENERVE）の開発が名古屋大学口腔外科
学講座の上田と組織工学講座の畠らによって始められた。私は2003年から研究に参加して、ラ
ットや犬の動物実験に関わった。
RENERVEはブタⅠ型アテロコラーゲンを材料としている。これを熱脱水架橋して作製したチュー
ブの内腔に直径50μmのコラーゲンファイバーをチューブの直径に応じて充填してある。例えば
犬移植実験で使用したRENERVEは37℃膨潤時の外径は3.2mm、内径は2.1mmであり、内腔に長さ
30mm、直径50μmのコラーゲンファイバーを約250本充填してある。今回はRENERVE開発の経緯と
動物実験について報告する。
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人工神経を用いた末梢神経損傷の治療経験

○太田 英之, 佐伯 総太, 村山 敦彦, 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

上肢末梢神経損傷はしばしば遭遇する一般的な外傷の一つである。当院では、上肢末梢神経損
傷に対して端々縫合可能なものは端々縫合を行い、神経欠損が存在し端々縫合不可能な症例に
対しては内側前腕皮神経ないし内側上腕皮神経をドナーとした自家神経移植を行うことで治療
してきた。近年、神経再生誘導チューブが使用可能となったことに伴い当院では2014年4月以
降、神経欠損を有する症例に対して神経再生誘導チューブを用いた神経再生誘導術による末梢
神経損傷の治療を行っており、主に手関節以遠の知覚神経の再建に使用している。今回当院で
の自験例に加え、演者の神経再生誘導チューブ治験使用例のデータを含め報告する。自験例に
おいては知覚再建後の機能評価としてmoving 2PD、static 2PD、SW test、VASにて評価をして
いる。これらの評価項目において、神経再生誘導チューブで治療した症例は自家神経移植の症
例とほぼ同程度の回復であった。今後も数年単位での経過を追跡した長期経過観察後の症例デ
ータを評価し、さらに精密な神経再生誘導チューブ使用の戦略を練る必要があるが、短期的に
は良好な経過を辿ると考えられる。一方で、現在においても正中神経本幹のような太い神経幹
の修復や、運動神経の欠損に対する神経再生誘導チューブの使用経験はない。太く長い神経欠
損に対しては現時点で十分に架橋できる神経再生誘導チューブは存在せず、架橋可能な径の複
数の神経束にわけて神経再生誘導チューブを使用するなどの工夫が必要であり、今後このよう
な症例に対して神経再生誘導チューブの使用がどれほど有益であるか検討せねばならないが、
適応を選べば神経再生誘導チューブはドナー部分が犠牲にならないメリットがある有用な治療
選択肢のひとつであると考えられる。
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切断指再接着後の指神経欠損修復にPNRDを用いた臨床経験

○五谷 寛之, 浜田 佳孝, 田中 祥貴, 佐々木 康介

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 / 静岡理工科大学手外科微小外科先端医工

学講座

【はじめに】
　知覚神経に対する移植は手外科、特に手指領域の外傷後に必須の手技で、
移植神経の採取部位は腓腹神経、前腕皮神経などが代表的である。一方近年ドナーンサイトの
犠牲を伴わない人工神経が臨床に用いられるようになってきている。切断指再接着術後の神経
欠損例に対する演者のPNRDの臨床は数少ないものであるが経験を基に結果と共に今後の展望を
述べる。
【対象及び方法】
　対象となる手指及び受傷機転：同意取得時の年齢は２０歳以上６５歳未満の切断指を中心と
する５症例。受傷指は右示指橈側、右小指橈側、左示指橈側、左示指橈側、右中指橈側指神経
である。２PD、SW　テスト、チネルサインは
各々術前、術後３か月、６か月、９か月、１２か月に調査した。
【結果】
１２か月の最終結果：２PD　Goodが４例、Poorが１例であった。SW検査はS4４例、S2が１例。
チネルサインはありが３例、なしが２例であった。全経過は講演で述べる。有害事象としては
屈曲拘縮の合併２例、創感染が１例、萎縮性胃炎が１例、感冒が１例であった。
【考察及びまとめ】
　切断指再接着をはじめとする重度手指外傷において指神経再建に神経移植
が必要とされる。利点としてはドナーサイトの犠牲がない事が挙げられる他、局所麻酔での神
経移植の適応が増える事などが考えられる。今回の臨床例の最終結果はおおむね良好と考えら
れた。
一方屈曲拘縮合併例においてリハビリの開始時期や二期的再建の時期や方法の適応について経
験を積んでいく必要性があると考えられた。

S13



1-1-SS1-5

RENERVEを含む神経移植の利点・欠点

○大井 宏之, 神田 敏浩, 向田 雅司, 鈴木 歩実

聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

最近使用可能となったRENERVEを含む人工神経の当センターでの成績を自家神経移植と比較し、
利点や問題点を考察した。
【方法・対象】
2006年7月～2015年12月までに術前後のSWTと2PD、筋力などのフォローがおこなわれていた16例
22神経が対象である。自家移植は、腓腹神経（SN）が3例4神経で、片側指神経へが3神経
（25mm, 50mm, 75mm）、手掌部尺骨神経（深枝含む）へが1神経（40mm）であった。上腕内側皮
神経（ABM）が4例5神経で、片側指神経へが3神経（いずれも30mm）、尺骨神経深枝へが1神経
（10mm）であった。大腿神経が片側指神経1指（30mm）であった。指神経が片側指神経1指
（20mm）であった。人工神経のナーブリッジ(NR、東洋紡) は4例4神経で、片側指神経へが3例3
指（4mm, 8mm, 16mm）、前腕遠位の正中神経へが1神経（35mm）であった。またRENERVE（RN、
ニプロ）が3例7神経で、片側指神経へが2例3指（8mm, 10mm×2）、手掌部での総指神経へが1例
4指（20mm, 25mm×3）あった。
【結果】
自家移植は、SNのSWTは75mm例を除き良好であったが、2PDは不良であった。深枝例はMMT 1-2程
度の回復にとどまった。ABMの片側指神経例のSWTと2PDは良好であった。深枝例はMMT 4程度に
回復したが、正中神経例は不良であった。大腿神経と指神経使用例のSWTと２PDは不良であっ
た。人工神経では、NRの指神経例では4mm例のSWTと2PDは良好であったが、その他はSWTのみ良
好であった。正中神経（外傷性神経腫）例は知覚も運動も不良であったが、術前の強い痛み
（paresthesia）は消失した。またparesthesia伴う指神経2例の除痛効果は良好であった。RNの
3指（8mm, 10mm×２）はSWTと2PDは良好であったが、両側例は不良であった。
【考察】
以上の結果から神経移植についての利点、欠点などを考察したい。
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同種神経の処理法と移植成績

○伊藤 聰一郎1,2, 王 巍2, 高久田 和夫2

1桜会病院　整形外科, 2東京医科歯科大学　生体材料工学研究所

脱細胞化(decellularization)は生体由来の組織を界面活性剤（detergent）、酵素等の化学物
質や超高圧液、マイクロ波などの物理刺激により組織から細胞成分を除去し、構造タンパクだ
けを残して足場材料を作製する技術である。これまでに放射線照射、凍結保存、凍結融解法が
考案され臨床応用もされているが、同種神経をこれらの方法で処理後神経欠損部へ移植した術
後成績は界面活性剤処理に比べて劣り、界面活性剤処理＞凍結融解法＞凍結保存＞放射線照射
の順である。特にHudsonらの界面活性剤処理法(1, 2)は核を含む細胞成分を除去し抗原性を低
下するがlaminin等の接着因子やbasic FGF やVEGFなどの栄養因子は残るため、この方法をアレ
ンジして脱細胞処理したヒトの神経（processed nerve allograft）が市販されている
(Avance®, AxoGen Inc.)。その臨床成績が以下のように報告されている。指神経や尺骨神経背
側枝へ20mm以上の移植を行い、術後9, 12ヶ月でstatic 2PDが5.5mm, 6mmとpolyglycolic acid
conduitやcollagen conduitを上回る知覚回復を得ている(3)。また、知覚神経、混合神経、運
動神経を用いて36mmの架橋移植を行い、308日後にはMRCC scaleで82%に有用な回復を得ている
(4)。また、RANGER registryへ2015年1月までに登録された152例のAvance®移植例中109例で
84%にMRCC scale S3以上の知覚回復と68%にM3以上の運動機能回復が得られている(5)。70mmを
超えた移植成績向上が今後の問題である。最近では、脱細胞処理過程での基底膜構造損傷を防
ぐため、界面活性剤を使用しない方法も考案され、ラット坐骨神経へ35mmの長い移植を行った
術後成績が報告されている(6)。この方法では界面活性剤処理群に比べ組織学的評価は同等であ
るが、骨格筋機能回復は優れていると述べている。さらに、豚の中枢神経（視神経、脊
髄、脳）を凍結融解後界面活性剤と酵素で処理し、凍結乾燥保存した生体材料も作製されてい
る(7)。これらの報告を基に脱細胞化処理法との問題点と臨床応用について考える。

参考文献
1. Hudson TW, Liu SY, Schmidt CE. Engineering an improved acellular nerve graft via
optimized chemical processing. Tissue Eng 2004 Sep-Oct;10(9-10):1346-58.
2. Hudson TW, Zawko S, Deister C, et al. Optimized acellular nerve graft is
immunologically tolerated and supports regeneration. Tissue Eng 2004 Nov-Dec;10(11-
12):1641-51.
3. Karabekmez FE, Duymaz A, Moran SL. Early clinical outcomes with the use of
decellularized nerve allograft for repair of sensory defects within the hand.
Hand (N Y). 2009;4(3):245-9. doi: 10.1007/s11552-009-9195-6. Epub 2009 May 2.
4. Brooks DN, Weber RV, Chao JD, et al. Processed nerve allografts for peripheral
nerve reconstruction: a multicenter study of utilization and outcomes in sensory,
mixed, and motor nerve reconstructions. Microsurgery. 2012 Jan;32(1):1-14. doi:
10.1002/micr.20975. Epub 2011 Nov 28.
5. Ko J., Safa B., Rinker B., et al. Outcomes from an Ongoing Multicenter Registry
Study on the Use of Processed Nerve Allograft as Compared to Contemporary Controls
for Sensory, Mixed, and Motor Nerve Reconstructions. The American Society for
P e r i p h e r a l  N e r v e  2 0 1 5  a n n u a l  m e e t i n g .
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末梢神経癒着防止剤

○池田 和夫, 納村 直希, 多田 薫

独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター　整形外科

癒着とは「臓器表面同士が、被覆上皮・中皮を介さずに連続性を示している状態」と定義され
ている(1)。外傷に対する炎症反応により瘢痕が形成され癒着が生じる。末梢神経周囲に生じた
瘢痕組織が神経を圧迫・絞扼したり、神経の伸縮・滑走を障害したりして、末梢神経障害の原
因となる。臨床的にも神経周囲の瘢痕組織が症状の遺残や再発に関与するとされており(2)、癒
着防止は重要な研究テーマである。しかし、一定の癒着を生じさせるモデル作成は困難である
(3)。また、単に1回の操作で瘢痕形成を見るよりも、一旦神経周囲に癒着を形成させた後に神
経剥離を行い、その時に癒着防止剤を用いてその効果を見るのが最も臨床に近いモデルと考え
る(4)。また、その癒着を軽減させたかどうかの評価も困難である。神経を神経床から引き剥が
す力を計測したり(5)、病理学的に瘢痕の厚さや、神経内瘢痕形成の有無を観察したりしている
(6)。
癒着防止に関しては1980年代から婦人科(7)や消化器外科(8)を中心に、腹腔内癒着を対象とし
て報告されている。日本国内でもSeprafilm®、Interceed®の2製剤が臨床応用されている。そ
れらと同様に、アルギン酸製剤や酸化セルロース剤、ポリエチレングリコールポリマー製剤、
ポリ乳酸製剤などの作用機序は、バリア効果と言われている(9)。もう一つのアプローチは、抗
炎症作用に主眼をおいた製剤で、Redox injectable gelやヒアルロン酸製剤などである。最近
の研究で、マウスの腹腔内にRedox injectable gelを注入することで、局所の抗酸化力を向上
させ瘢痕形成を抑制したとの報告がある(10)。これらの研究が進み、末梢神経周囲癒着の防止
が可能になると、神経剥離の成績向上が期待できる。

1. 川本雅司. 産婦人科マイクロサージャリー学会雑誌. 1998; 11: 38-44.
2. Soltani AM, Allan BJ, Best MJ, Mir HS, Panthaki ZJ. A systematic review of the
literature on the outcomes of treatment for recurrent and persistent carpal tunnel
syndrome. Plast Reconstr Surg. 2013 Jul; 132(1):114-21.
3. Abe Y, Doi K, Kawai S. An experimental model of peripheral nerve adhesion in
rabbits. 2005 Jun; 58(4):533-40.
4. Ikeda K, Yamauchi D, Osamura N, Hagiwara N, Tomita K. Hyaluronic acid prevents
peripheral nerve adhesion. Br J Plast Surg. 2003 Jun; 56(4):342-7.
5. Smit X, van Neck JW, Afoke A, Hovius SE. Reduction of neural adhesions by
biodegradable autocrosslinked hyaluronic acid gel after injury of peripheral nerves:
an experimental study. J Neurosurg. 2004 Oct; 101(4):648-52.
6. Park JS, Lee JH, Han CS, Chung DW, Kim GY. Effect of hyaluronic acid-
carboxymethylcellulose solution on perineural scar formation after sciatic nerve
repair in rats. Clin Orthop Surg. 2011 Dec; 3(4):315-24.
7. Ahmad G, O'Flynn H, Hindocha A, Watson A. Barrier agents for adhesion prevention
after gynaecological surgery. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Apr; 30(4):CD000475.
8. Vrijland WW, Tseng LN, Eijkman HJ, Hop WC, Jakimowicz JJ, Leguit P, Stassen LP,
Swank DJ, Haverlag R, Bonjer HJ, Jeekel H. Fewer intraperitoneal adhesions with use
of hyaluronic acid-carboxymethylcellulose membrane: a randomized clinical trial. Ann
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enhance nerve recovery from damage after neurolysis. Muscle Nerve. 2010 Oct
;42(4):570-5. doi: 10.1002/mus.21727.
10. Nakagawa H, Matsumoto Y, Matsumoto Y, Miwa Y, Nagasaki Y. Design of high-
performance anti-adhesion agent using injectable gel with an anti-oxidative stress
function. Biomaterials. 2015 Nov; 69:165-73.
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HKSSH渡航報告

○小松 一成

Fellow, Hand and Upper Extremity Surgery, UPMC-Orthopaedic Specialists, University of Pittsbur

gh Medical Center

この演題に抄録はありません。
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ASSH渡航報告

○長尾 聡哉

みつわ台総合病院、日本大学　整形外科

この演題に抄録はありません。
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ASSH渡航報告

○吉井 雄一

東京医科大学茨城医療センター　整形外科

この演題に抄録はありません。
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Radial Head Arthroplasty in Treating Comminuted Fracture of the Radial
Head

○YIP Ka-yan Emily

Department of Orthopaedics & Traumatology, Tuen Mun Hospital, Hong Kong SAR, China

Objective: Increasing number of radial head arthroplasty has been performed in recent
decade for radial head fracture with or without elbow dislocation. It acts as an
important osseous constraint in elbow stability and allows early post-operative
mobilization. This study aimed to compare the outcome of radial head arthroplasty
versus open reduction and internal fixation of the radial head, and to evaluate the
mid-term (> 3 years) clinical and radiological outcomes of radial head arthroplasty.

Methods: We recruited 40 patients with Mason type III to IV comminuted fracture
radial head retrospectively in a 6-years period. 20 of them were treated by internal
fixation (IF group) and 20 were treated by radial head replacement (RHR group).
Demographic data, outcome in terms of active range of motion, grip strength,
functional assessment and complications were compared.
14 patients with radial head arthroplasty followed up for at least 3 years were
further evaluated for their mid-term clinical outcome and radiological progression.

Results: Average age for RHR group was older than IF group. Elbow motion averaged
13° (extension loss) - 121° (flexion) in IF group and 14° -119° in RHR group. The
supination and pronation range was slightly better in RHR group. Functional outcomes
were comparable. For RHR group with follow-up at least 3 years, most of them
experienced no or minimal pain on daily activities. Mean elbow motion range was
preserved after plateau with rehabilitation training. Radiological changes related to
the implant including implant migration, radiolucency, periprosthetic osteolysis,
capitellum erosion, radial head subluxation etc. were demonstrated. No case required
revision operation.

Conclusions: Both internal fixation and arthroplasty offered similar outcome. RHR
group had slightly better rotation range. The midterm clinical outcome of patients
after radial head arthroplasty was satisfactory. However, progressive radiological
changes were common and implant failure may occur eventually. There is a need for
developing better radial head implants for acute and revision cases.
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Relative Prevalence of Anxiety and Depression Assessed by PROMIS in
Patients with Upper Extremity Conditions

○Ryan Calfee, Casey Beleckas, Jason Guattery
Aaron Chamberlain, Elizabeth Yanik, Heidi Prather

Associate Professor, Orthopedic Surgery, Washington University School of Medicine, St.Louis, U

SA

HYPOTHESIS: Previous studies have evaluated biopsychosocial factors that impact upper
extremity musculoskeletal function including anxiety, catastrophization and
depression function. However, it is unclear whether or not each of these elements are
similarly prevalent in this population. This study was designed to define the
relative prevalence of anxiety and depression as assessed by a screening tool,
PROMIS, in patients seeking care for upper extremity musculoskeletal disorders and
secondarily to determine if those prevalences vary according to the type of
musculoskeletal disorder.
METHODS: This study enrolled adult patients presenting to a tertiary orthopaedic
center for any 1 of 9 common upper extremity conditions from 6/1/2016-11/30/2016. All
patients completed the PROMIS Anxiety-v1.0 and Depression v1.0 Computer Adaptive
Tests (CATs). Patients were categorized as either affected or unaffected based on
PROMIS Anxiety and Depression scores. PROMIS score thresholds were set at >62 and >65
based on established linkage tables with the Generalized Anxiety Disorder 7 (GAD-7)
and Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) Depression scales respectively. Those
thresholds mirrored scores on the GAD-7 and PHQ-9 referenced as warranting
intervention. Pearson chi-square analysis contrasted the proportion of patients
affected with anxiety versus depression. Binary logistic regression determined if the
proportion of affected patients varied according to the primary symptomatic condition
while accounting for patient age, sex, and race.
RESULTS: Data from 1178 patients were included in final analysis. Overall, 15.4% of
patients met the anxiety threshold score, while only 2.7% met the depression
threshold. The number of patients affected with anxiety was greater than the number
affected by depression for every condition studied. The proportion of patients
affected by anxiety varied significantly by diagnosis, even while accounting for age,
sex, and race. The highest prevalence occurred in those patients with adhesive
capsulitis (27.0%) and peripheral nerve compression syndromes (20.6%). While patients
with these conditions also demonstrated the highest percentage of patients reporting
high levels of depressive symptoms (5.4%, 4.9%), the variation in Depression scores
between diagnostic groups was not statistically significant.
SIGNIFICANCE:
・ Patients with upper extremity conditions more frequently report anxiety to a
degree that warrants treatment than depression.
・ Patients with adhesive capsulitis and peripheral nerve compression syndromes are
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the most likely to report both clinically relevant anxiety and depression within an
upper extremity specialty practice.
・ As part of the general mental health assessment, upper extremity surgeons should
screen for anxiety and consider referrals for affected patients to seek treatment.

Level of Evidence: Diagnostic Level III
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Developing a training curriculum in a competency-based model of
education for Hand Surgery

○Kevin Chung

Section of Plastic Surgery, Department of Surgery, Assistant Dean for Faculty Affairs, Univers

ity of Michigan Medical School

Training of surgeons requires a sequential and dedicated approach to assure that the
training is not simply service in generating income for the practice or the hospital,
but must be based on the scholarly approach to teach concepts of patient evaluation,
decision making, ethical behavior, surgical techniques and academic achievements
(grants and papers). In the US, the training of residents and fellows in all
specialties are under to oversight of ACGME (Accreditation Council for Graduate
Medical Education), an independent organization devoted to monitoring and accrediting
training programs to ensure that trainees achieve competency after their training
period.
In this presentation, I will share with you my experience as a member of the
residency review committee for accrediting training programs in plastic surgery and
hand surgery. I will discuss the competency model of ACGME as well as sharing the
training philosophy in the hand surgery program at the University of Michigan to
achieve the aspiration of this program in developing surgeon scholars who are
fostered to be leaders in academic surgery.
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手外科専門医とは

○落合 直之

キッコーマン総合病院

専門医とは何か
　専門医制度整備指針(改定)2016.12版では、国民に標準的で適切な診断・治療を提供できる医
師とされるが、疑問である。私は、専門医とは、プロフェッショナルとして大向こうをうなら
せる、さすがと言わせるものを持つことと考える。
私見
　専門医制度の見直しは、独断と偏見を交えて言えば、内科のレベル低下が発端である。臓器
別専門医に分かれた結果、全身を診ない。昔の開業医、赤ひげのような医師がいなくなった。
全身を診る医師養成に総合診療科が提案された。
　若くて馬力のある初期研修２年間は、全員ERで過し、実践的なオールラウンドの医療を経験
させる。一部の医師は、引き続き総合診療科を専攻しいずれ開業する。残りの医師は、整形外
科、脳外科・神経内科、消化器外科・内科などの専門研修を行う。
手外科の専門医とは
以前雑誌「骨・関節・靭帯」2000年第13巻2号のeditorialで｢整形外科と手の外科｣という文章
を書いた。基本的に手外科は、整形外科医の手術手技の基本を修得する場と考える。腱の手術
など組織の癒着防止は、手外科の機能的予後を決定的に左右する。徹底的な止血、組織を愛護
的に扱う手技など、いわゆる愛護的手術手技を習得するには格好の分野である。手には、整形
外科の扱う運動器関連の全組織・器官が含まれており、肩でも股関節でもこの手技は応用でき
る。Micro技術も、脊椎外科や腫瘍手術における機能再建分野で応用が利く。
　しかしながら手外科専門医と称するのであれば、上肢機能再建では抜群の技量知識を持ち、
自己の殻に閉じこもらず、アンテナを国内外に張り、よいものを入手する。現代のネット社会
は全分野でglobalizationをもたらした。いずれは、治療の地域格差がなくなる。理想的にはそ
うなって行くことが期待される。
専門医とは
　抜群の技量で手術できる
　保存療法で、生物学的治癒力を最大限引きだせる
　総合的判断の下、治療方針を決定できる
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台湾長庚紀念醫院留学の経験

○服部 泰典, 土井 一輝

小郡第一総合病院　整形外科

　私は、平成3年に山口大学を卒業し、7年より現在に至るまで土井一輝先生の下で手外科・マ
イクロサージャリーの研鑽に努めています。10年から1年間にわたり台湾の長庚紀念醫院(Chang
Gung Memorial Hospital, 以下CGMH)形成外科に留学しました。　CGMHは台北近郊にある約3800
床のベッド数と90の手術室を誇る巨大病院です。私がCGMHに留学することになった経緯は、9年
に学位を取得した後、土井先生から海外留学を勧められたことによります。四肢の再建や腕神
経叢損傷に最も興味を持っており、このような症例の臨床経験が積める施設を探していまし
た。特に、当時は日本では行っていなかった腕神経叢損傷に対する健側第7神経根移行術を経験
したいと考えていました。CGMHの形成外科からは、Fu-Chan Wei先生やDavid Chuang先生をはじ
めとして多くの論文がPRSなどの一流雑誌に掲載されており、その膨大な症例数や積極的な手術
法に驚き、私の留学の目的にこれ以上の施設はないと考えました。CGMHは噂通りに膨大な症例
数があり、clinical fellowにも多くの手術の執刀を任され、まさにマイクロサージャリーに没
頭できた1年間を過ごすことができました。手術手技のbrush upが最大の留学目的であった私に
とっては最高の経験でした。　有意義な留学を経験するためには、明確な目的意識を持つこと
です。臨床留学における注意点は、医療はその国の医療制度や国民性に大きく影響され、海外
での手術方法や適応が、必ずしも日本では受け入れられないことを理解しておくべきです。海
外で経験した治療法を十分に吟味し、有用と思われることのみを帰国後の臨床に役立てること
が重要と考えます。
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仏国ストラスブール大学に留学して

○市原 理司

順天堂大学附属浦安病院整形外科

2013年10月から2015年6月まで仏国ストラスブール大学手外科センターでの臨床研修を報告しま
す。センターを統括するのはフィリップ・リベルノ教授で、世界各国から若い手外科医が多く
訪れています。
手外科手術：年間総手術件数は約5000件にのぼります。２人のスタッフで一日20件以上をこな
します。肘部管症候群は3cmの皮切で、25分程度で前方移行まで行います。Dupuytren拘縮は太
い18Gの針で皮膚の上から緊張の強い腱膜を5分ほどで切離します。母指CM関節症は大菱形骨切
除のみと決めて25分程度で終了します。橈骨遠位端骨折は全例15mmの皮切でトライします。手
指骨折はキルシュナー鋼線を締結させた創外固定を工夫しながら使用しています。私も約150例
をフランス流の手術法で執刀し、日本の方法と比較しながら執刀できたのは大きな財産です。
ロボット（Da Vinci）手術：ストラスブール大学はDa Vinci手術のヨーロッパ研修拠点で、腕
神経叢損傷の患者はDa Vinciを使って手術をしています。Oberlin法、肋間神経移行術、上肢絞
扼性神経障害の神経外剥離術など多種多彩で大変興味深いです。
学術面：約2年間で1st author 12本, co-author 13本の論文を作成しました。またリベルノ教
授の推薦で2015年からHand Surgery and Rehabilitation (フランス手外科学会誌), 2016年か
らJournal of Hand Surgery European volumeの査読委員もさせて頂き、世界の手外科のトピッ
クスを知る貴重な機会になっております。
最後に：近年, 多くの欧米諸国で臨床研修が不可能になりつつありますが、仏国では短期の研
修（3か月以内）は何の問題もなく行えます。
今後もフランス臨床研修で得たものを本学会で発信し皆様に還元できるように努力していきま
す。
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米国ミシガン大学に留学して

○河村 健二

奈良県立医科大学　玉井進記念四肢外傷センター

2005年度（当時31歳）に米国ミシガン大学形成外科Kevin Chung先生の元に6ヵ月間、手の外科
フェローとして留学した。留学のきっかけは2004年度のJSSH-ASSH トラベリングフェローでミ
シガン大学を訪問した先輩の面川庄平先生（現、奈良医大手の外科講座教授）からの推薦であ
った。初めての留学体験（渡米も初めて）であったが、Kevin Chung先生にとっても私は初めて
のInternational fellowであった。短期であったため、入籍したばかりの妻を日本において単
身で留学した。留学中は勉学以外のことには1日も無駄に費やしたくなかったため、住まいは家
具、キッチン、掃除付きの長期滞在型ホテルとし、車は長期レンタカーとすることで、渡米1日
目から帰国前日まで勉学に集中することが出来た。留学中はKevin Chung先生の手術見学と与え
られたテーマに関する論文執筆に集中した。幸いにも留学中に2つの著書の分担執筆と4つの論
文執筆を完成することが出来、帰国後もKevin Chung先生と数編の著書や論文を共同で執筆する
ことが出来た。留学中にKevin Chung先生から直接論文執筆の手ほどきを受けたことは、その後
の研究活動で大変役立っている。Kevin Chung先生から教えられたライフスタイル“病院で仕
事、帰宅後に仕事、休日も仕事”は少なからず自分のライフスタイルの参考にしている。ま
た、私の後にはKevin Chung先生の元に多くの留学生が訪れており、人的交流を広めることが出
来た。2016年1月より母校に准教授の職名を得て帰学できたことも留学で得た経験が大いに役立
っていると思われる。
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コネなし、ゼロからの米国手外科臨床留学

○河原 三四郎

高月整形外科病院　東京手の外科研究所

フェローの役割は、外来・手術・レジデントや医学生の指導など、日本とほぼ同様である。た
だフェローはあくまでも「見習い」の立場で、事実上は独立して外来・手術をしたとしても、
上司である「アテンディング」と呼ばれる監督医師の指導のもとで医療行為を行うという前提
がある。また、指導的立場と偉そうなことを言っても、自分の場合は言語の障壁や知識の薄さ
でかなり苦しんだ。手外科らしきものを日本で1年間かじっただけで米国のフェローとなった自
分には、伸筋腱コンパートメントを全てすらすら言える医学部4年生を前に冷や汗の毎日であっ
た。

カルテ記載も日本とは大きく異なる。毎回「ルーシーは20歳の感じの良い女性で・・・」から
始まり、SOAPで事細かに記載もしくは口述（電話録音）するので量も膨大である。手術記事も
「患者を手術前室で確認し、正しい手術部位にマーキングをした」から入り、何故この手術が
適応となるか、清潔野をどう作ったかなど細部に至る。帰国して日本の病院で、カルテに一言
「NP」と書いた時の喜びは今も忘れられない。

自分の反省点としては、とにかく準備不足だったことである。これは手外科に関する十分な知
識や、特に何を学びたいかという具体性の欠如であった。手外科を学ぶ立場ではあるが、ある
程度日本で手外科を経験して自信がついてから行ったほうが苦労は少なく、より有意義になる
と感じる。また非常に豊富なリソースがある中、臨床業務をこなすのが精一杯で、何も研究し
なかったのは大きな失敗であった。これも初めからテーマを決めて渡米すればよかったと反省
している最大の後悔である。

やる気さえあれば、言葉の壁くらいは何とかなり、実りの多いものになるであろう米国手外科
臨床留学を、長い医者人生の中で1年くらいしてみるのはいかがでしょうか。
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手外科医が海外で基礎研究を行う意義

○大村 威夫

浜松医科大学　医学部　整形外科

末梢神経損傷の治療成績向上には軸索伸長速度の促進、筋終板の変性防止など、基礎医学の進
歩が不可欠である。神経再生の論文で高率に引用され、1999年にNeuronに掲載された論文の著
者であるHarvard Medical School のClifford Woolf教授の下で働き、そして基礎医学を通じて
末梢神経損傷の治療に貢献したく、留学を決意した。Woolf教授にメールで連絡することから始
め、その後研究室を訪れ、面接、ラボメンバーに対するpresentationの末、無事給料付きの契
約に至った。研究内容は近交系マウスのphenotyping、expression profilingを通じ、当初は末
梢神経再生に深く関与する遺伝子、pathwayの発見であった。しかし偶然にも中枢神経再生に深
く関与する遺伝子を発見し、これを報告した。Woolf教授の下で働き、得た最大の収穫は、1)
Woolf教授をはじめとする様々な研究者の基礎研究に対する発想を学べた事、2) Harvard,
UCLA, Stanford, Johns Hopkins, スイスEPFLの世界的な研究者と共同研究を行う機会を得た
事、3) 5年間でHarvardの学部学生2名、大学院生、医学生各1名を卒論まで直接指導する経験を
得たことである。また基礎研究における我々臨床医の役割も大きい。Harvardで研究を行ってい
る殆どがPhDであり、臨床医、とりわけ外科医は非常に少ない。そのため、臨床現場を踏まえた
我々の視点は重宝され、translational researchが重要視される中、研究の方針決定にも重要
な影響を与えることが出来た。国内とは違い、海外での研究は臨床を捨て基礎により没頭でき
る環境がある。また家族と共に留学することにより家族との絆がより一層深まり、掛け替えの
ない経験を分かち合えることが出来る。基礎研究に興味のある手外科医には、是非とも海外留
学を経験し、基礎と、臨床の発展に貢献して頂きたい。
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松本歯科大学総合歯科医学研究所に基礎研究で国内留学して

○前田 和洋, 千野 博之, 奥津 裕也, 湯川 充人
丸毛 啓史

東京慈恵会医科大学　整形外科

臨床研修医のころ、原発巣不明の転移性骨腫瘍の患者の病棟主治医となる機会を得た。脊椎班
によりhaloベストが装着されたが、無情にも頚椎の骨融解は止まらない。原発巣が明らかでな
いため、他科にコンサルトしてもどこの科も転科には応じない。当時、抗RANKL抗体製剤は存在
しなく、既存の薬剤も著効しない。患者は、日々衰弱が進行し不幸の転帰を辿った。あの時ほ
ど、現代医療の限界と自分の未熟さを痛感したことはない。『骨は何で溶けるのだろう？骨が
溶けなくなれば治療の手立てがあったのではないか？』臨床研修中、世話になった手外科医の
オーベンがおり、研修終了後はその先生の下で手外科医見習いとしてレジデント生活を送るつ
もりであった。しかし、この症例との出会いが、自分のキャリアパスを大きく変えた。骨融解
には、破骨細胞が必要であり、当時は破骨細胞の分化に必須のサイトカインであるRANKLが発見
され5年ほど経過した時期であった。色々調べたところ、破骨細胞研究における日本人研究者の
寄与度は国際的に高く評価されていることがわかった。いくつかの国内の研究室と連絡をとっ
た結果、RANKLの発見にも関わった松本歯科大学総合歯科医学研究所が私を引き受けてくれるこ
とになった。そのような背景から国内留学の機会を得た。留学先では指（趾）尖部の発生に重
要なたんぱく質が、関節リウマチ（RA）の滑膜に多く発現しており、破骨細胞の分化を促進す
ることを明らかにした。このたんぱく質の働きを抑制すると、RAの骨関節破壊が阻止できるこ
とを報告した。RAではなぜ、四肢尖端の小関節から骨関節破壊が進行するのかの説明になるの
ではないかと考えている。今回、基礎研究で国内留学した経験と留学中に学び習得した技術が
現在の手外科の臨床にどのように生かされているのかについて概説したい。
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My One-Year Fruitful Training at the Mayo Clinic

○Jingheng Wu, Guanglei Tian

Hand Surgery Department of Beijing Jishuitan Hospital

Mayo Clinic is one of the best US hospitals, where I fortunately had my one-year
research fellowship and a 4-week clinical internship.

My research involved studying novel repairing methods of tendons injuries. Without
much prior research background, it has been challenging, which, however, forced me to
equip myself the newest research techniques quickly. I was able to successfully
complete my projects, leading two publications and several presentations including a
podium presentation at the 70th ASSH annual meeting.

My clinical observation through working with Dr. Robert Spinner, a world renowned
neurosurgeon, was a true eye-opening experience and allowed me to learn from Mayo
doctors’ daily practice and their cutting-edge medical techniques.

In summary, my one-year of training at the Mayo Clinic represented a critical
milestone in my career, through which I established my career goals and focus in both
clinical practice and research.
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Recent Advances in the Treatment of Thumb Basal Joint Arthritis

○Jeffery Yao

Associate Professor of Orthopaedic surgery and, by courtesy, of surgery at the Stanford Univer

sity Medical Center

Trapeziectomy alone has been shown in many clinical studies to be sufficient for the
treatment of thumb carpometacarpal (CMC) joint arthritis. The literature also does
not support the need for ligament reconstruction or interposition of any material
into the trapeziectomy space. However, suspension of the thumb metacarpal preventing
subsidence into the trapeziectomy space is largely accepted to be an important step
following trapeziectomy. Current methods of suspensionplasty involve placement of a
temporary Kirschner wire or using a tendon weave to support the thumb. Both methods
have limitations including the inability to start early range of motion. Kirschner
wires are also associated with pin track infections and skin irritation. Tendon
weaves are associated with morbidity secondary to the tendon harvest and the need to
wait for the weave to heal prior to the onset of rehabilitation.
We present a method of suspensionplasty utilizing an implantable suture button
construct that does not require removal nor does it require time for healing.
Therefore, rehabilitation is started as early as a few days following trapeziectomy
and the insertion of this device. Preliminary data with at least 2 year follow up has
shown excellent results. Ongoing studies are being performed to confirm long term
efficacy.

1. Yao J, Song Y. “Treatment of thumb carpometacarpal arthritis with suture button
suspensionplasty: A minimum 2-year follow-up,” J Hand Surg [Am]. 2013 Jun;38(6):
1161-5.
2. Song Y, Cox CA, Yao J. “Suture Button Suspension Following Trapeziectomy in a
Cadaver Model: Safety and Effect of Trajectory on Motion,” Hand (NY). 2013
Jun;8(2):195-200.
3. Yao J. “Suture-Button Suspensionplasty for the Treatment of Thumb Carpometacarpal
Joint Arthritis,” Hand Clin. 2012 Nov;28(4):579-85.
4. Yao J, Zlotolow D, Murdock RC, Christian M. “Suture button compared to Kirschner
wire fixation for maintenance of post-trapeziectomy space height in a cadaver model
of lateral pinch,” J Hand Surg [Am]. 2010 Dec;35A(12):2061-5.
5. Cox CA, Zlotolow DA, Yao J. “Suture button suspensionplasty after arthroscopic
hemitrapeziectomy for treatment of thumb carpometacarpal arthritis,” Arthroscopy.
2010 Oct;26(10):1395-403.

S34



1-2-TD1-1

この演題に抄録はありません。

○中村 俊康1, 小原 由紀彦2, 阿部 耕治2, 天野 京絵3

1国際医療福祉大学　臨床医学研究センター　山王病院

2国際医療福祉大学　臨床医学研究センター

3山王病院　リハビリテーションセンター

この演題に抄録はありません。
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この演題に抄録はありません。

○水関 隆也1, 兒玉 祥2, 谷本 佳弘菜2

1広島県立障害者リハビリテーションセンター　整形外科

2広島県立障害者リハビリテーションセンター

この演題に抄録はありません。
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手根骨壊死に対する関節鏡視下手術の治療経験

○清水 隆昌1, 面川 庄平2, 小野 浩史3, 吉良 務1

田中 康仁1

1奈良県立医科大学整形外科, 2奈良県立医科大学手の外科講座

3西奈良中央病院整形外科

【目的】
骨壊死は進行すると骨だけでなく軟骨も損傷されることから、壊死部の骨および軟骨の詳細な
評価は、治療法の選択に重要である。我々は手根骨壊死に対して関節鏡を用いた評価と治療を
行っており、その成績を報告する。
【対象と方法】
2008～2016年に関節鏡視下に治療を行った手根骨壊死疾患で、術後12か月以上経過観察が可能
であった15例を対象とした。男性8例、女性7例、平均年齢52歳、罹患部位は月状骨10例、有頭
骨5例であった。全例で関節鏡視下に手根骨および橈骨の軟骨面と壊死骨の血流評価を行った。
月状骨壊死(Kienbock病)10例のうち、Lichtman分類Stage2,3Aで、月状骨の軟骨面が保たれてい
た4例に、有頭骨部分切除術を(月状骨再血行化群)、Lichtman分類stage3B,4で、軟骨損傷や月
状骨の分節化を認めた6例に月状骨摘出術を施行した(月状骨摘出群)。有頭骨壊死5例
は、Milliez分類Type Iaで有頭骨頭の軟骨損傷を認めたため、有頭骨部分切除術を施行した(有
頭骨部分切除群)。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(CHR)、橈骨舟状骨角(Radioscaphoid
angle;RSA)を計測した。
【結果】
月状骨再血行化群、月状骨摘出群、有頭骨部分切除群は、それぞれ術後平均で、手関節可動域
が103°, 116°, 123° (術前71°, 63°, 81°)、握力70%, 77%, 74% (術前57%, 19%, 37%)と
有意に改善を認めた(p<0.05)。また、術後VAS 0.6, 1.8, 1.1 (術前5.6, 8.0, 6.8)、DASHスコ
ア 14, 12, 12 (術前37, 30, 40)、PRWE 13, 26, 19 (術前48, 42, 59)と術前後で有意に改善
を認めた(p<0.05)。X線画像ではCHR 0.46, 0.42, 0.50 (術前0.49, 0.50, 0.52)、RSA 65°,
59°, 68°(術前63°, 57°, 64°)と、月状骨摘出術におけるCHRで術後有意な変化を認めた
(p>0.05)。
【結論】
月状骨壊死、有頭骨壊死に対して、鏡視下有頭骨部分切除術、鏡視下月状骨摘出術手術はいず
れも優れた除痛効果と機能回復得られた。術後CHRの減少や、舟状骨への応力集中によって
carpal malalignmentが出現する可能性があるが、短期では関節症の進行や痛みの出現はなく、
手根骨壊死に対する治療法として選択できる。
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母指CM関節症に対するSuture-Buttonを用いた鏡視下関節形成術の実
際

○橋村 卓実, 丸尾 陽平, 松岡 将之, 片山 幹
藤尾 圭司

関西電力病院　脊椎外科・手外科・整形外科

【目的】
我々の施設で行っている母指CM関節症に対するSuture-Button（SB）を用いた鏡視下関節形成術
の手術手技と短期成績について述べる。
【方法】
症例は17例17手、男性2例 女性15例、平均年齢 60.8歳、平均術後経過観察期間 7.4ヶ月であっ
た。手術は大菱形骨のBeakの骨棘と、関節面の海面骨が一部露出するまでの軟骨下骨を鏡視下
に切除した後、SBによる第1中手骨の亜脱臼の整復を行う。評価項目は可動域として母指掌側外
転角（VA）及び橈側外転角（RA）の健側比（%）、VAS（mm）、Pulp Pinch（kg）、DASH Score
とした。また、刺入角（SBの第2中手骨関節面からの距離/第2中手骨の軸長）、及び亜脱臼
（mm）（第1中手骨が大菱形骨から亜脱臼している距離）をXP側面像で評価した。
【結果】
可動域は健側比（%）でVA 91.5　RA 93.5であった。術前、術後3ヶ月、6ヶ月以上経過時におけ
るVAS（mm） は72.2±20.5、19.3±15.7（p＜0.05）、14.3±18.0（p＜0.05）、Pulp
Pinch（kg）は3.1±1.7、3.6±1.1、4.0±1.3、DASH Scoreは40.1±18.8、27.7±21.6、21.2±
27.2（p＜0.05）と改善した。刺入角は0.35±0.08であり、術直後、術後3ヶ月、6ヶ月以上経過
時における亜脱臼（mm）は2.19±0.74、3.60±1.82（p＜0.05）、4.79±2.27（p＜0.05）であ
った。また刺入角と術後可動域（r=0.28）、術後6ヶ月以上経過時における刺入角と亜脱臼（r=
-0.05）では有意な相関を認めなかったが、刺入角とVAS（r=0.39）の間には弱い相関を認め
た。
【考察】
本術式はSBをPivot pointとした母指回旋運動軸のシフトと、Suspension効果による関節面の除
圧が疼痛軽減に関与していると考えられる。今回、第2中手骨の近位1/3から1/2以下を狙ってSB
を刺入すれば短期的には良好な臨床成績が示されたが、刺入角との相関については今後も検討
が必要である。
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MP関節拘縮に対する関節鏡視下手術

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 中島 祐子1, 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

関節鏡視下手術は肩・膝関節などの大関節では診断，治療におけるgold standardとなってい
る．手外科領域においては手関節鏡の有用性が多く報告されており，現在では手外科医が身に
つけなければならない必須手技のひとつと言える．一方，関節鏡の小型化などテクノロジーの
進歩によりMP関節やPIP関節といった小関節にも鏡視下手術が応用されるようになってきた．特
にMP関節は牽引により十分なworking spaceが確保できるため診断だけでなく治療も行える．ま
た，関節内解剖が比較的理解しやすく容易に側副靭帯などの重要な構造物が同定できる．これ
までMP関節に対する鏡視下手術は主に関節リウマチに対する滑膜切除術に適応されてきたが，
骨折や靭帯損傷，関節ロッキングに対する治療などへ適応した報告も散見されるようになって
きた．我々は橈骨遠位端骨折や中手骨骨折などで生じたMP関節拘縮例に対して鏡視下関節授動
術を行ってきた．ただし初診時に超音波検査を行い関節拘縮の原因として伸筋腱や屈筋腱の癒
着が疑われた場合は適応外とした．授動術の手順は罹患指を5kgで垂直けん引し伸筋腱の橈側と
尺側にportalを作成．径1.9mmの関節鏡を挿入，シェーバーなどを用いて関節内の瘢痕組織を切
除し背側関節包，橈側・尺側の側副靭帯を同定．剪刀もしくは電気手術機器を用いて (1)背側
関節包，(2)橈側・尺側側副靭帯のいずれか，もしくは両方を切離した．術後に外固定は施行せ
ず，翌日から自動運動を許可した．術後3日目からは他動運動も追加した．今回，MP関節拘縮に
対して鏡視下関節授動術を施行した症例の術後成績と合併症について調査した．本法の有用性
と治療効果を得るために切離すべき関節内構造物について検討したので報告する．
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上腕骨内側上顆炎に対する鏡視下手術

○織田 崇, 和田 卓郎

北海道済生会小樽病院　整形外科

【背景】
難治性の上腕骨内側上顆炎に対する直視下手術の報告は散見されるが、鏡視下手術の治療成績
の報告は少ない．当施設では上腕骨内側上顆炎に対して鏡視下手術を行っており、その術式と
短期成績を報告する．
【方法】
6ヵ月以上の保存治療後も症状が改善しない上腕骨内側上顆炎を手術適応とした．対象は 4例
5肘、平均48（44-52）歳、男2例、女2例、右3肘、左2肘、術後観察期間は平均16.2（6-28）ヵ
月であった．2肘に単純X線像で内側上顆部に石灰化像を認め、別の2肘でMRI T2強調画像で屈曲
回内筋起始部に高信号を認めた．手術は前外側ポータルより70°斜視鏡を挿入して鏡視を行っ
た．近位内側ポータルからswitching rodを挿入して前方関節包を前方に排除して視野を確保
し、近接するもう一つの内側ポータルよりシェーバーなどを挿入して屈曲回内筋起始部を切離
した．手術翌日より自動運動による可動域訓練を開始した．術前後の肘関節可動域を測定し、
疼痛VAS（10点法）、DASHスコア、Nirschl and Petrone’s grading systemを評価した．
【結果】
術中所見で関節内病変を認めた例はなかった．2肘で術前屈曲可動域が100°に制限されていた
が、術後に健側と同等まで改善した．疼痛は全肘で改善し、VAS評価による安静時痛は術前5.8
±4.4から術後0.3±0.6に、動作時痛は術前8.3±1.9から術後2.3±2.2に減少した．平均DASHス
コアは術前59.1±24.3から術後7.5±10.3に改善した． Nirschl and Petrone’s grading
systemは優が3肘、良が2肘であった．1肘で術後に内側前腕皮神経の刺激症状が生じたが自然に
消退した．
【結論】
内側上顆炎に対する鏡視下手術は、安全で良好な治療成績を期待できる．本術式により関連す
る関節内病変や未知の病態の理解が進むことも期待されるが、現在までに見出された新たな知
見はない．
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USE system を用いた内視鏡下手根管開放術

○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

われわれは低侵襲な関節外内視鏡手術を目的に開発したUniversal Subcutaneous Endoscope
(USE) systemを用いて、1986年以降前腕一箇所の皮膚切開による内視鏡下手根管開放術を行っ
ている。本法の詳細・利点と欠点について発表する。
　1986年から2015年までに施行した10,190手中術前・術後の臨床症状及び電気生理学的検査が
術後1年以上経過観察可能だった4,217手の手術成績を調査した。内訳は初回手術3,720手（特発
例1,163手、透析例2,531手、その他26手）；手術時平均年齢は58.5歳、再発に対する手術497手
（特発例21手、透析例476手）；手術時平均年齢は59.8歳だった。
　しびれの改善率は初回手術例／再発例の順に86.4／72.8％、痛覚障害は92.5／86.3％、触覚
障害は89.2／78.1％、短母指外転筋の徒手筋力テスト術前0,1,2,3から術後4または5への改善率
71.5／61.6％、運動神経遠位潜時異常から正常の改善率61.6／37.0％、知覚神経遠位潜時は
65.5／38.0％だった。全症例中再手術を要した合併症は仮性動脈瘤形成と反回枝瘢痕絞扼の2手
で、自然治癒した合併症を含め全発生率は0.3％だった。術中に観血手術に変更した症例はなか
った。
　本法は世界初、日本発の手術であり、局所麻酔下で空気止血帯を使用しない日帰り手術であ
る点、他の内視鏡下手術と異なり透明な閉鎖性の外套管を用いるため外周に接する組織の拡大
観察が可能で視野の妨げなく手術操作が可能な点、観血手術と同等の手術成績である点（われ
われのグループによる比較研究はなし）、屈筋支帯とDistal Holdfast Fibers of the Flexor
Retinaculum (DHFFR)の切離により手根管及び正中神経の除圧が可能である点、適切に行えば合
併症発生率が低い点などが特徴である。欠点としては手術手技に習熟が必要なこと、反回枝の
直接剥離が困難なことが挙げられる。
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手関節尺側部痛の原因と診断

○面川 庄平

奈良県立医科大学　手の外科学

手関節尺側部は微細な解剖構造に基づく複雑な機能を有し、慢性化する尺側部痛はしばしば診
断に難渋する。注意すべき外傷として有鉤骨骨折、三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷があり(1-
4)、変性疾患として腱鞘炎、手根不安定症、変形性関節症がそれぞれ尺側痛に関与する。尺側
手根伸筋（ECU）腱鞘炎はTFCC損傷と鑑別が必要であるが(5-6)、それらの病態はしばしば混在
する。手関節尺側の手根不安定症として、月状三角骨（LT）不安定症(7)、手根中央関節不安定
症があり、不安定性に伴う疼痛が出現する。尺側の変形性手関節症として最も頻度の高いもの
は遠位橈尺関節（DRUJ）関節症(8-9)であり、尺骨突き上げ症候群のclass2Eとしてその末期に
発症する(10)。DRUJ不安定症はDRUJ関節症の原因になりうるが、本仮説を立証する高いエビデ
ンスは存在しない。TFCCへのピロリン酸カルシウム結晶（CPPD）沈着症は症状の急性増悪に関
与する。本講演では、手関節尺側部の機能解剖について解説し、手関節尺側部痛の原因とその
発現メカニズム、診断のコツについて述べる。
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手関節尺側部痛の治療

○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

手関節尺側部痛は日常診療でよく遭遇する病態で、橈骨遠位端骨折に合併し、その後遺症とし
て生じることが見られる一方、見逃され単なる捻挫として扱われることが多いため、手の腰痛
と呼ばれる。手関節尺側部痛を生じる病態としてTFCC損傷や尺骨突き上げ症候群、尺側手根伸
筋腱（ECU）腱鞘炎や腱障害、尺骨茎状突起骨折・偽関節、月状骨三角骨間靭帯損傷（月状骨三
角骨間開離）などの疾患が含まれる。
TFCCは外傷性または変性により損傷され、特に外傷性に断裂を生じると橈尺間の支持、手関節
掌背屈・橈尺屈・前腕回内外といった複雑な運動性、尺骨手根骨間のクッション機能が喪失
し、症状を発現する。治療法としては保存治療と手術治療がある。手術治療では以前は鏡視下
TFCC部分切除術が主流であったが、解剖構造と病態が徐々に解明され、鏡視下や直視下での
TFCC縫合術、尺骨短縮術、再建手術などが行われている。尺骨突き上げ症候群は尺骨plus
varianceによってTFCCや尺側手根骨に障害が発生する疾患である。尺骨短縮術の良い適応であ
る。ECU腱鞘炎ではECU腱鞘に沿う腫脹、圧痛を認め、尺屈時の疼痛を生じる。保存加療が主と
なるが必要に応じて手術を選択する。ECU腱の脱臼では演者はsub sheathの制動術を行ってい
る。尺骨茎状突起骨折・偽関節は同部での不安定性により尺側手関節痛を生じる場合と合併し
たTFCC損傷の症状が前面に出る場合がある。骨折・偽関節の固定手術で良好な成績が得られる
一方、TFCC修復を行った方が良いとする報告や放置してもかまわないとする報告がある。月状
骨三角骨間靭帯損傷や同開離は尺骨突き上げ症候群に合併する場合と単独損傷があり、治療に
は関節固定や靭帯再建を推奨する報告とK-wireでの仮固定を行う報告がある。本講演では手関
節尺側部痛を生じる疾患の治療について演者の臨床経験を踏まえながら説明する。
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イノベーションの実現化に必要なこと ～適切な評価と開発迅速化の
ための環境整備の視点から～

○高江 慎一

独立行政法人医薬品医療機器総合機構　医療機器審査第一部

国の方針として、医療関連産業を我が国の今後の成長産業だと明確に位置付けたことに端を発
して、医療機器開発に関連する様々な場面でイノベーションの必要性が叫ばれてきている。こ
こでいうイノベーションには、開発段階におけるイノベーションのみならず、イノベーション
の評価のあり方や、評価手法そのもののイノベーションという概念も包含されていると考えて
いる。開発から上市後までの一連のステップにおける各々のイノベーションが有機的に結合し
た「イノベーション融合体」のクオリティをあげることが必要とされていると考えるが、その
一端を担うであろう規制環境においても当然イノベーションが必要とされている。
また、イノベーションを実現化するための各種施策が矢継ぎ早に打たれている。医療機器規制
に関しても、PMDAの審査体制の拡充をはじめとする各種の取り組みにより、審査期間は大幅に
短縮し、米国との比較でも審査ラグゼロを達成し、国際的にも遜色ないパフォーマンスを達成
している。また、平成26年11月に施行された医薬品医療機器法において、医療機器を医薬品と
分けて別体系で規定し、医療機器の特性を踏まえた規制体制を確立するとともに、平成28年6月
には、厚生労働省医薬・生活衛生局に「医療機器審査管理課」が設置されたところである。さ
らに、開発段階の支援強化として、薬事戦略相談の充実や各種基準策定等を行うとともに、ア
ジア医薬品・医療機器トレーニングセンターの活動などを通じた積極的な国際展開や、IMDRF等
の国際関係業務の強化が進められている。
イノベーションの実現化には、承認審査のみならず、開発から申請、承認、保険収載、上市後
の安全対策まで各ステップでの取り組みがそれぞれ重要であるが、主にレギュラトリーサイエ
ンスの視点から私見を述べたい。
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新規人工手関節の開発‐着想から承認まで‐

○三浪 明男

北海道せき損センター

上肢関節の人工関節置換術の臨床成績は下肢関節のそれと比べると未だ不満足である。とくに
人工手関節は欧米を中心に種々の機種が開発されているが、中期成績であっても臨床成績およ
び耐久性ともに不良であり、revision rateは20‐30%と高率である。
私達は厚労省科研費（2004～2009年）の中で人工手関節開発に着手した。新規人工手関節のコ
ンセプトを手関節に最も負荷が少ないdart-throw motionをシュミレートすること、および手根
骨側の初期固定性を高めることとして、帝人ナカシマメディカル（株）（以下TNM）と共同して
3つのパーツからなるDARTS人工手関節を設計・開発した。その後、PMDAより本人工手関節の安
全性および有効性（人工関節としての性能）を確認した臨床データが必要との指摘があ
り、2007年文科省の第1期橋渡し研究支援推進プログラムの中で北海道臨床開発機構（HTR）の
支援の下で医師主導型臨床治験を行うこととなった。治験のプロトコールを確定し、2009年3月
～2013年9月まで20例の人工手関節置換術を行い、人工手関節埋植後18カ月の経過観察を全例に
わたり行い、85%の有効率を得た。2013年12月、症例検討において症例データを固定し、以後症
例データの集計・統計解析を行い、解析報告書を作成、2015年 総括報告書作成作業を行い完成
した。2015年6月TNMから医療機器製造販売承認申請を行い、2016年10月 新医療機器として承認
された。
以上が本件の新規人工手関節の着想から承認までの経過であるが、この過程における問題点お
よび今後改善すべき点などについて検討する。
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Creativity and innovation in upper extremity surgery

○Jorge Orbay

Herbert Wertheim College of Medicine, Florida International University

A Hook-Plate Extension to a Volar Locking Plate to Address Volar Marginal Fragments
of the Distal Radius
Introduction: Articular fractures of the distal radius may include a small fragment
from the volar margin of the lunate fossa: volar marginal fragments (VMFs); these
fragments are prone to loss of fixation, avascular necrosis and often result in wrist
subluxation. Biomechanical studies have demonstrated that the centroid of force
application is located palmarly on the lunate fossa and because the lunate fossa is
offset in a palmar direction relative to the radial shaft, the VMF carries high loads
and is difficult to stabilize. We present our experience using a hook-plate extension
to a volar locking plate to manage acute VMF’s.
Materials and Methods: We retrospectively reviewed the records of all patients
treated at our facility with a hook plate extension for a VMF. Medical charts were
examined for complications and functional results. We treated 21 patients, 14 females
and 7 males (ages 38-87, average 68.6 years ± 11.9 years), with a volar hook plate
extension for management of a VMF (15 left wrists and 6 right wrists).  Fracture
fixation was obtained using the volar distal radius plate system with a hook plate
attachment in a modular part of this system.  Of the 21 patients treated, 17 used the
hook plate extension during the primary reduction (1st surgery; 81.0%), and 4 used
the hook plate extension during a secondary procedure for a failed volar marginal
fragment (19.0 %).
Results: The hook plate extension was successful in reducing the VMF and maintaining
reduction through final follow-up in 17 of the 17 patients treated primarily (100%).
Of the four revision cases for failed VMFs, two failed to heal (50%).
 Conclusions: We conclude that hook plate fixation of the VMF is an effective means
of fixing the acute VMF. but failed in half of the cases when it was used for a
secondary procedure. Other methods of treatment may be more appropriate for some
failed VMF’s.

Multicenter trial of an internal joint stabilizer for the elbow
Our primary efficacy objective was to evaluate the effectiveness of the internal
joint stabilizer of the elbow (IJS-E) in maintaining concentric location of the elbow
during and after removal of the device in the treatment of persistent or recurrent
instability after elbow fracture or dislocations, or both. The secondary study
objectives were to assess range of motion, Broberg-Morrey (BM) functional score, BM
categorical rating, the Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand score (DASH), and
the rate of complications and adverse events after the use of IJS-E.
Twenty-four patients were studied in a multi-center, nonrandomized, prospective,
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single-arm study. The IJS-E was used to provide temporary stabilization of the elbow
joint and allow a functional range of motion while ligaments and fractures healed.
The elbow remained concentrically aligned in 23 of 24 patients. One coronoid-
deficient elbow did not maintain concentric reduction. At the last evaluation (a
minimum of 6 months after construct removal), the mean arc of elbow flexion was 119°
±18°(range, 80°-150°), the mean forearm rotation was 151°±24° (range, 90°-
190°). The mean and median BM scores were 93 and 97, respectively. Categorically the
BM results were excellent in 14, good in 8, fair in 1, and poor in 1. The mean DASH
score was 16±18 (range, 0-68).
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この演題に抄録はありません。

○Jorge Orbay

Herbert Wertheim College of Medicine, Florida International University

この演題に抄録はありません。
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上肢変形矯正システムの開発と実用化

○村瀬 剛

大阪大学整形外科

過去20年間、下肢の分野ではIlizarov創外固定器やHexapod型創外固定器を用いた変形矯正技術
は著しい進歩を遂げた。一方、上肢の変形矯正の手術にそのような大きな変化は起こらなかっ
た。上肢の機能を再獲得するには、解剖学的に正確な矯正が他の身体部位と比べてより必要と
され、そのような矯正は従来の手術手技では不可能だったからと言える。
一方、CTや 3次元ソフトウェア技術の発達により、コンピューター内で3次元骨モデルを作成し
て術前手術シミュレーションが出来るようになってきた。
そして、近年発展著しい３Dプリンター技術を用いれば、シミュレーションどおりの手術を実現
するための患者適合型サージカルガイド（PMI）を作成することも可能となった。
これらの技術革新を応用して、我々は上肢の変形矯正のためのシステムを作り上げてきた。
CTスライスデータから変形した骨のコンピューターモデルを作成する。独自に開発したソフト
ウェアを用いてそれを健側の鏡像と比較することで変形を定量化し、最適な3次元矯正をシミュ
レーションできる。
PMIは、変形した骨の特徴的な表面形状に正確に適合して計画通りの骨切やドリル刺入を支援す
るためのサージカルガイドで、患者毎にコンピューター上で設計、３Dプリンターを用いて医療
グレードの樹脂で高精度に製造される。
さらに、矯正後の骨にフィットするカスタムメイド骨接合プレートを作成して手術に用いれ
ば、複雑な３次元的矯正をシンプルな手術手技で正確に行うことが出来る。
これらの技術開発を、公的な資金援助を得てアカデミアが先導して行なった。キャダバーを用
いた実用性検証を経て、橈骨遠位端と上腕骨遠位端の変形に対して２０１３年に薬事承認を得
た。
現在は民間セクターと共同して、PMIとカスタムメイドプレートを商用ベースで医療機関に供給
している。
主たる対象症例は、橈骨遠位端骨折変形治癒、内反肘変形で、マーデルング変形、橈骨遠位早
期骨端線閉鎖などにも適応される。
前腕骨幹部への適応、プレート形状自由度の拡大、を目指して現在クリニカル・トライアルを
実施している。
このような新しいパーソナライズド手術機器の認可に際しては、日本の規制当局（PMDA）も経
験がなかった。我々が逐次国際誌で公表してきたピアレビューを経た多くの論文が、規制当局
に認めてもらうことに極めて有用であった。
現在、ソフトウェア操作やPMIを用いた手術手技への習熟を目的として、日本全国各地でワーク
ショップを行っており、本治療は徐々に普及してきている。
しかし、日本の保険診療上、当技術に充てられる技術料がPMIやカスタムプレートの作成費に比
べて相当低い。そのため、この高度な技術を使うことで医療機関にとって却って収入が減って
しまうのが現在の大きな問題であり、学会やメーカーから厚労省への働きかけを行っていると
ころである。
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Internal Brace Augmentation for Hand & Wrist Applications

○Felix Riano

Hand, Upper Extremity and Microsurgeon

Scapho-Lunate dissociation continues to be a challenging problem within our hand
surgery community; multiple reconstructive techniques have been described, which
require extensive dorsal and/or volar approaches sacrificing tendons for this
purpose. In addition, some free-tendon graft techniques have failed due to re-gapping
of the dissociation, and k-wire transfixation of the scapho-lunate joint is not
really an adequate option anymore.
The Internal Brace technology using either SutureTape or collagen coated FiberTape
provides a strong augmentation to any ligament repair/reconstruction. The forktip 3.5
mm SwiveLock allows for blind-tunnel fixation for these constructs, avoiding drilling
through-and-through carpal bones, sparing normal tendons, while allowing a prompt
rehabilitation and return to normal activities.
Other conditions in the hand have beneficiated with the use of Internal Brace
augmentation. I will discuss the evolution of this technology from conception,
modifications, advanced indications, technical tips and will share case examples when
used for Scapho-Lunate dissociation, Arthroscopic Distal RadioUlnar Joint
reconstruction, Thumb UCL repair and reconstruction, Thumb CMC suspensionplasty,
Carpal drift in Rheumathoid Arthritis, Thumb Metacarpo-Phalangeal Joint
hyperextension, and Proximal Interphalangeal Joint collateral ligament augmentation.
A variation of this augmentation is the thumb cmc suspensionplasty achieved by the
use of the Mini TightRope.  This technology avoids the use of the FCR tendon, while
offering a solid but dynamic suspension with just a 1.1 mm hole on to the base of the
first and second metacarpals. Biomechanical tests, and clinical follow-up studies
have demonstrated the efficacy of this technique.
At the end of this presentation, participants will have a clear understanding of the
rationale behind the design of these minimally invasive reconstructive techniques for
common and challenging conditions of the hand & wrist.
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Complexities and Challenges of Developing and Commercializing
Innovative Orthopaedic Hand Surgery Solutions at Acumed

○Larry Ehmke

R&D Engineering Manager, Acumed LLC

What started as a small family business in 1988 has since evolved into a global
market leader, providing orthopaedic and medical solutions that improve patient care
around the world.

Mary and Randy Huebner founded Accurate Machine and Design in New Jersey, also known
as Acumed. With only one machinist on staff, Acumed was contracted to engineer
implant prototypes for some of the biggest names in the industry.

After relocating to Oregon in 1991, Acumed launched a line of arthroscopy screws
intended for ACL ligaments and haven’t looked back since. The successes of the
Oregon Fixation Screw allowed Acumed to research, design, and manufacture the
majority of its products while adding new lines each year. In 1999, Acumed became a
member of The Marmon Group and subsequently, in 2002, a member of the Colson
Associates group of companies.

Acumed made a name for itself by offering industry first solutions that addressed
unmet clinical needs that larger companies overlooked.

The Acutrak screw was the first fully threaded, cannulated, continuously variable
pitch, headless compression screw, which was able to offer a superior biomechanical
performance over existing headless compression screws.

The Congruent Mayo Elbow Plates, another industry first, offer a pre-contoured
selection of plates based around a biomechanically sound parallel plate construct.

The Congruent Clavicle Plates, another industry first, offer a complete selection of
pre-contoured clavicle plates.

The Acu-Loc family of plates, although not the first, was the first fully
comprehensive plating system aimed to address all distal radius fractures with volar
plates having dedicated radial styloid screw fixation as well as targeting guides for
easy distal locking screw insertion.

Currently headquartered in Hillsboro, Oregon, with a global distribution network and
offices worldwide Acumed is a multi-award-winning company, dedicated to innovative
and quality medical device solutions. Acumed is committed to the highest standards of
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manufacturing and proudly produce over 90% of its implants in the U.S.

Throughout its history, Acumed has remained focused on the founders’ original
mission: To aid the afflicted through the ingenuity of our minds, the labor of our
hands, and the compassion of our hearts

Further insight, with a peak into the complexities and challenges of developing and
commercializing innovative orthopaedic hand surgery solutions at Acumed, will be
covered.
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エコーで変わる手外科診療

○中島 祐子, 砂川 融, 四宮 陸雄, 増田 哲夫
吉塚 将昭, 槙坪 真奈美, 安達 伸生

広島大学整形外科

　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った。今まで見えなかったものが見えるようにな
り、運動器の診療を劇的に変化させている。
　診断においては、「リアルタイムに動きや血流情報を確認できること」「高い空間分解能か
ら細かい組織の観察ができること」から、初診時に従来の何倍もの情報量を得ることができ、
診断確定、治療方針の決定が可能となることが多い。腱疾患では腱束の配列異常からMRIやCTで
は判別の難しい部分損傷の診断が可能で、滑走を見ることからは癒着の診断が可能である。神
経疾患では神経束の描出が可能となり、その形態異常から部分損傷や神経束の砂時計様くび
れ、さらに指神経損傷も診断できる。腫瘍性疾患ではMRIでも見逃しやすい小さなグロームス腫
瘍の診断やガングリオンの起始部などを探索することもできる。また、ドプラ法による異常血
流信号の有無は病態把握のために重要である。このように手外科疾患にはエコーがFirst
Choiceとなる疾患が数多く存在し、当科の手外科外来には不可欠な検査法となっている。
　さらに、治療においてもエコーは有用である。安全で確実な治療、つまり注射や穿刺の際の
「目的とする組織に確実に到達すること」「損傷してはいけないものを確実にさけること」が
可能である。また、注射液の広がりも確認することができるため、治療効果のより深い考察へ
と結びつく。
　今後もさらに技術の発展が期待され、より簡単で便利なモダリティーになることは間違いな
い。現時点では、手にエコーをあてられると驚く患者も多いが、近いうちに患者自身がエコー
されて当たり前と思う時代が必ずくる。手外科医がエコーを使うのは当たり前の時代がそれよ
り先にくるように考えていきたい。

S55



1-3-YLS3-2

エラストグラフィーを用いた手外科疾患へのアプローチ

○宮本 英明1, 森崎 裕2, 上原 浩介2, 三浦 俊樹3

河野 博隆1

1帝京大学医学部附属病院, 2東京大学医学部附属病院, 3JR東京総合病院

日常診療において、われわれは “触診”により生体組織や病変の形・大きさ・硬さを推察して
いる。現代医学では、各種画像診断ツール（X線、CT、MRIなど）を用いることによって、組織
の形や大きさを定量的に評価しているが、これらのツールから硬さに関する情報を得ることは
できない。一方、多くの病変は、線維化、浮腫、細胞稠密性などにより、正常組織と硬さが異
なることも知られており、組織弾性を定量的に評価することは、病変検出ならびに特異的診断
の指標になり得る。例えば、乳がんや前立腺がんは、がん細胞の増殖とともにその硬さを増す
ことが知られている。近年、超音波装置エラストグラフィーを用いて軟部組織弾性を定量的に
評価することが可能になり、すでに、乳線・肝臓・膵臓・前立腺・甲状腺疾患の鑑別診断や治
療効果判定に応用されている。運動器疾患においても、腱付着部症・神経筋疾患・創傷治癒過
程など、組織弾性の変化を指標として診断することがある。そこでわれわれは、軟部組織弾性
の定量的評価が、運動器疾患の発症機序や病態解明の一助になると考え、エラストグラフィー
を用いた軟部組織弾性の観察を行ってきた。本講演では、手外科疾患に対するエラストグラフ
ィーの活用法について、自験例を中心に報告する。
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手外科領域の骨に対する超音波診断

○豊泉 泰洋, 長岡 正宏, 長尾 聡哉, 山口 太平
冨塚 孔明

日本大学病院　整形外科

超音波診断は婦人科や内科領域では以前より使用されていたが，高機能の超音波診断装置が普
及し、体表から近い組織の描出が可能となった。表層に組織の多い手外科領域では特に有用で
あるといえる。しかし骨性疾患領域というと超音波の物理学的特性上、残念ながら有利な点は
多少ならずとも減少してしまう。しかしCTやMRIの使用できない診療所などにおいて、本検査は
非侵襲性で，診察室でリアルタイムに動画を観察できる点が他の画像診断に比べ優っていると
考える。関節運動しながら検査できる特長に反し指関節・手関節では可動域のために探触子の
接触が難しく観察しにくい例もある。この点の工夫も述べたい。骨そのものに対する超音波検
査に有用なものとしては関節リウマチ性の変形や舟状骨骨折、関節内骨折後変形遺残にともな
う関節内要素から起こる運動障害の把握などが可能である。絞扼性神経障害などの病態把握に
骨棘の局在などを判断するのに用いることが可能である。骨疾患により骨周囲の状態の解明の
ために超音波を使用するものとして、上述の疾患以外に、各骨折術後の内固定具状態や、安定
性などの評価がある。弱点として述べられる事として、超音波診断装置は探触子の幅しか観察
ができないことと、探触子の対側は観察不能ということである。全体像を把握する必要のある
骨性病態に対する検査には依然として単純レントゲン検査・ＣＴ検査がやはり有用であろう。
しかし弱点を補うものにいくつかの検査を重ねて超音波観察することも可能となっている。3次
元像の物体を扱う我々整形外科医としては今後の機器の発展を期待する。
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超音波検査装置を用いたTFCCにおける三角靭帯評価の回内、中間
位、回外位における初期的検討

○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1

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】
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遠位橈尺関節の不安定症に関与するとされるTFCCの三角靭帯損傷の評
価は様々である。昨年、本学会において我々は超音波検査装置がTFCC損傷の評価において有用
である可能性があることを報告した。しかし撮影肢位などの課題は未だ解決できていない。本
研究の目的は超音波検査装置を用いて前腕の回内位、中間位、回外位で三角靭帯がどのように
観察できるかを調査することである。
【方法】
21例の手関節鏡が可能であった橈骨遠位端骨折骨接合術例でTFCC橈側断裂部から三角靭帯鏡視
が可能であった21例の患者を対象とした。対象患者は男性4名、女性1７名であり、年齢は41歳
から82歳で平均年齢は67歳であった。骨接合術後の手関節鏡下に三角靭帯を触診し前腕回内
位、中間位、回外位で三角靭帯損傷付近の状態を観察した。それと同時に超音波検査装置のプ
ローブを手関節尺背側に尺骨長軸方向にあて前腕回内位、中間位、回外位でのTFCCの三角靭帯
付近を描出しこれを観察した。
【結果】
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ーベで触診できた部位と一致し尺骨と
三角骨の位置関係に変化が見られたものは三角靭帯が良好に観察可能であった。一方、部分損
傷または遠位橈尺関節が破綻したものは尺骨と三角骨の位置関係の変化が乏しく三角靭帯の描
出も不明瞭であった。
【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の尺側の前腕の回内位、中間位、回外位での観察による所見の違いが観察可能であった。
今後、プローベのあて方や場所, 検者のlearning curve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していきたいと考える。
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超音波カラードプラを用いた手部・手関節部における穿通枝の検索

○斧出 絵麻1, 新谷 康介1, 石河 恵2, 阿波 康成2

中村 博亮1

1大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科, 2淀川キリスト教病院

【目的】
近年皮膚軟部組織欠損に対する穿通枝皮弁を用いた再建が注目されている. これまで我々は橈
骨動脈穿通枝(RAP), 尺骨動脈穿通枝(UAP), 背側中手動脈穿通枝(DMAP), 指動脈穿通枝(DAP)に
ついて超音波カラードプラを用いた局在検索を行ってきた. 今回, その概要を報告する.
【方法】
健常成人を対象とし, RAP, UAPは各10例20手20動脈, DMAPは20例20手60動脈(1手につき2-3中手
骨間・3-4中手骨間・4-5中手骨間の3動脈), DAPは5例5手40動脈(1手につき母指を除く4指にお
ける橈側・尺側の2動脈)について, GE Healthcare社製Venue40及び高周波プローブを用いてカ
ラードプラで検索した. 各穿通枝の起始方向を, 動脈本幹を中心に掌側・背側・橈側・尺側の4
区画に分類し, ランドマークからの距離を計測した. RAP, UAPでは遠位手関節皮線を, DMAPで
は中手骨遠位端をランドマークとし, DAPでは手掌指節皮線・遠位指節間皮線間での検索を行っ
た.
【結果】
RAPは合計120本検出され, 区画別では尺側への穿通枝が多く, 54%の穿通枝が遠位手関節皮線か
ら50mm以内に存在していた. UAPは合計101本で, 背側への穿通枝が多く, 54%の穿通枝が遠位手
関節皮線から40mm以内に存在していた. DMAPは合計88本で, 背側への穿通枝が75%を占め, 中手
骨先端から5～10mm近位の領域に27%と最も多くの穿通枝が存在していた. DAPは合計133本で背
側への穿通枝が多く, 中節部と基節部では基節部にやや多い傾向であった.
【考察】
RAPの局在は従来の解剖学的検討と同様の結果であった. UAP, DMAP, DAPは詳細な解剖学的検討
の報告がないが, 超音波機器の進歩や部位毎の適切なプローブの選択により評価が可能となっ
ている. 侵襲が少なく簡便に穿通枝の検索が可能な超音波カラードプラは, 穿通枝皮弁をより
安全で確実に挙上するために有用であると考えられた.
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超音波ガイド下選択的知覚神経ブロックによる、前腕のWide-Awake
Surgery

○仲西 康顕1, 面川 庄平2, 河村 建二3, 清水 隆昌1

田中 康仁1

1奈良県立医科大学　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科

3奈良県立医科大学　玉井進記念四肢外傷センター

【目的】
従来の局所麻酔薬浸潤によるWide awake surgeryは術中に手指の自動運動を確認できる利点か
ら、主に手関節より末梢での腱機能再建術への良い適応がある。一方で広範囲に侵襲が及ぶ前
腕の手術の場合、Lalondeらはエピネフリン添加リドカインを最大500mg用いると報告してい
る。我々は麻酔の確実性と安全性を高める事を目的として、超音波ガイド下に末梢神経運動枝
を避けて知覚神経を選択的にブロックし、より少量の局所麻酔薬で良好な結果を得る事ができ
たので報告する。
【対象と方法】
当院および関連病院で実施した前腕部のWide-Awake Surgery 31例のうち、手関節形成術や骨間
膜に腱を貫通させるなど特に侵襲の高い手技を行った18例を対象とした。術前に上腕部、前腕
部で術野の知覚を支配する末梢神経の経路に、0.15-0.75%ロピバカインを超音波ガイド下に注
入した。
【結果】
術前使用した局所麻酔薬は、ロピバカイン平均123mg（最小47mg、最大218mg）であった。18例
中17例では術中に良好な筋肉の自動運動を確認する事ができた。18例中7例で術中に2-3mLの局
所麻酔薬の追加を必要とした。局所麻酔薬濃度と手技の改善により、症例を重なるごとに局所
麻酔薬の総量は減少傾向にある。
【考察】
超音波で前腕の皮膚、筋膜、骨関節を支配する知覚神経の経路を同定する事ができ、それぞれ
を少量の局所麻酔薬で選択的にブロックする事で前腕のWide-Awake Surgeryを実施できた。極
量に近い局所麻酔薬の投与は、時に心停止等の致命的な合併症を引き起こす危険性がある。低
容量の薬剤を用いての麻酔手技は、効果不十分の際にも局所麻酔追加投与の余裕を確保する事
ができ、より安全な手術麻酔計画を立てる事ができる。本法は従来より少ない局所麻酔薬で前
腕のWide-Awake Surgeryを可能とする方法として有用である。
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手根管症候群の超音波診断

○中道 健一

虎の門病院　リハビリテーション科

超音波検査(US)は簡便で非侵襲的であり、体表用診断装置の普及により手根管症候群(CTS)に関
する報告が増加している。得られる情報は静止画像での形態にくわえ、リアルタイムイメージ
ングによる動態、血流、組織弾性と多岐にわたり、病態の把握、診断や治療に用いられてい
る。
診断は主に正中神経の形態変化に基づいて行う。すなわち、CTSでは正中神経は絞扼部をはさん
で遠，近位で腫大（仮性神経腫）し砂時計様に変形するため、この腫大を検出することにより
診断できる。具体的には、近位仮性神経腫の断面積(CSA)を測定し、カットオフ値を参照し判定
することが多い(1)。神経伝導検査で偽陰性の場合でも、USで腫大を検出できることがある
(2)。その他の所見として、神経の長軸、側方向への可動性の低下（3,4）、カラードプラーに
よる血流の増加(5)、弾性特性の変化(6)がある。神経外病変として、占拠性病変，腱滑膜肥
厚，骨・関節病変(月状骨軟化症、手関節腫脹など)をスクリーニングできる。手術後の評価で
は、回復不良の原因として頻度の高い不全切離の検出に有用である(7)。
治療については，安全性と確実性を高めるためにUSガイド下のステロイド局注(8)が、手術では
低侵襲化を目的に術中に使用され、経皮的手術も行われている(9)。鏡視下手術の安全性を高め
る目的にも用いられる(10)。
上記の中でevidence based medicineの見地から最もよく検討され、有用性が確立しているのは
神経のCSA測定による診断である。本講演ではこの点を中心に、イメージングの方法もあわせて
提示する。
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手根管症候群の電気生理学的診断

○原 友紀1, 西浦 康正2, 吉井 雄一3, 落合 直之4

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

3東京医科大学茨城医療センター病院整形外科, 4キッコーマン総合病院外科センター

手根管症候群における電気生理学的検査の意義は、手根管症候群であることの客観的な証明
と、重症度や予後を推測し、治療方針決定の一助とすることである。とくに注射や手術など侵
襲的な治療を行う患者においては、治療前に客観的証拠を示すことは重要なことであると考え
る。
手根管症候群に対する電気生理学的検査では、正中神経のいわゆるルーチン検査（運動神経お
よび感覚神経伝導検査）に、第2虫様筋法（Preston法）・環指比較法・母指比較法・正中-尺骨
比較法などの各種比較法を加えることで診断精度を上げることができる。これらの診断法を動
画で紹介し、その有用性を解説する。また、電気生理検査のピットホールとして、偽陽性・偽
陰性の可能性は常に念頭に置くべきであり、鑑別を要する疾患や病態についての知識が必要で
ある。とくに偽陽性は確実に存在し、手作業労働者や糖尿病患者で注意が必要である。一
方、APB-CMAP（短母指外転筋複合筋活動電位）もSNAP（感覚神経活動電位）も導出されない場
合は、手根管部での伝導遅延をルーチン検査で証明することができない。このような場合、比
較法や針電極、針筋電図を使用した診断の工夫について紹介する。
手根管症候群は、もっとも頻度の高い絞扼性神経障害で、臨床上重要な疾患であるにも関わら
ず、本邦にはその診断基準が存在しない。現在、日本末梢神経学会、日本手外科学会、日本臨
床神経生理学会による診断基準作成のためのワーキンググループによる前向き研究が行われて
いる。臨床症候と電気診断の両者を考慮し、個々の患者の診断と治療指針の参考になる診断基
準の整備を目指している。

参考文献

標準的神経治療：「手根管症候群」作成委員会編.　標準的神経治療：手根管症候群. 東京：日
本神経治療学会; 2007. https://www.jsnt.gr.jp/guideline/syukonkan.html

American Academy of Orthopaedic Surgeons. Management of Carpal Tunnel Syndrome
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Practice parameter for electrodiagnostic studies in carpal tunnel syndrome: summary
statement.American Association of Electrodiagnostic Medicine, American Academy of
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Evidence-based guideline: neuromuscular ultrasound for the diagnosis of carpal tunnel
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手関節のスポーツ障害

○國吉 一樹

千葉大学大学院整形外科学

上肢におけるスポーツ外傷・障害は競技者の約半数に発生し，そのうちの25～50%が過度の反復
動作に伴うoveruseによるものであると考えられている1．それらの障害はラケットスポーツ，
漕艇，バレーボール，ハンドボール，体操といった競技でより顕著に発生するとされる2．軟部
組織の障害については手の外科の日常診療で一般的に見られるものと共通しており，その診断
・治療も同様である．多くの場合，保存療法で軽快するが，そうでない場合の手術適応もま
た，競技の休止および復帰のスケジュールを考慮する必要があるものの，一般診療と概ね同様
と考えられる．

代表的な軟部組織障害としては，1. ドケルバン腱鞘炎（強いグリップを伴いながらの手関節尺
屈もしくは母指の反復動作により発生3，ラケットスポーツ，ゴルフ，フライフィッシングなど
4），2. Intersection Syndrome（手関節背屈の反復動作で発生，ラケットスポーツ，漕艇，重
量挙げなど5），3. ECU腱鞘炎（ドケルバン腱鞘炎に次いで多く，ラケットスポーツ，漕艇で多
く発生，特にテニスの両手バックハンド打ちで非利き手に発生6），4. TFCC損傷（回内外と尺
屈の複合運動の反復により発生，ラケットスポーツ，野球のバッティング，ゴルフなどで発生
7），などがある．

一方，体操では上肢が荷重肢となるために手関節障害の発生率は47～79% 8,9と他の競技と比べ
て極めて高く，またその様相も異なる．Dorsal impingement syndromeとしての舟状骨もしくは
橈骨茎状突起の疲労骨折が発生し，また競技開始の低年齢化から橈骨もしくは尺骨の骨端線障
害が問題となる8-10．

本講演では手関節のスポーツ障害の診断と治療について，体操を中心に自験例を交えて解説す
る．
1. Pitner MA. Pathophysiology of overuse injuries in the hand and wrist. Hand Clin.
1990;6(3):355-64.

2. Fulcher SM, Kiefhaber TR, Stern PJ. Upper-extremity tendinitis and overuse
syndromes in the athlete. Clin Sports Med. 1998;17(3):433-48.

3. Conklin J, White W. Stenosing tenosynovitis and its possible relation to the
carpal tunnel syndrome. Surg Clin North Am 1960;40:531-40.

4. Loomis L. Variations of stenosing tenosynovitis at the radial styloid process. J
Bone Joint Surg. 1951;33A:340-6.

5. Witt J, Pess G, Gelberman RH. Treatment of de Quervain’s tenosynovitis. J Bone
Joint Surg. 1991;73A:219-22.
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6. Wood M, Linscheid R. Abductor pollicis bursitis. Clin Orthop 1973;93:293-6.

7. 中村俊康．TFCC損傷の症状・診断・治療．臨床スポーツ医学．2009;26(5):547-52.

8. Caine D, Roy S, Singer K, Broekhoff J. Stress changes of the distal radial growth
plate: a radiographic survey of 60 young competitive gymnasts and an epidemiologic
review of the related literature. Am J Sports Med. 1992;20:290-8.

9. Mandelbaum BR, Bartolozzi AR, Davis CA, Teurlings L, Bragonier B. Wrist pain
syndrome in the gymnast: pathogenetic, diagnostic, and therapeutic considerations. Am
J Sports Med. 1989;17:305-17.

10. DiFiori JP1, Caine DJ, Malina RM. Wrist pain, distal radial physeal injury, and
ulnar variance in the young gymnast. Am J Sports Med. 2006;34(5):840-9.
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スポーツ障害を含む肘関節靭帯損傷の治療‐新鮮損傷と後外側回旋
不安定症の治療‐

○加地 良雄1,2, 中村 修1, 山口 幸之助1, 飛梅 祥子1

山本 哲司1

1香川大学整形外科, 2香川大学リハビリテーション科

肘の靭帯損傷には外傷に伴う新鮮損傷と投球動作など繰り返されるストレスで生じる損傷など
があるが、本講演ではスポーツ障害を含む新鮮損傷と後外側回旋不安定症に焦点をあて、最近
の知見および演者の経験を踏まえて詳述する。
新鮮損傷は肘関節脱臼などの外傷に伴うものが多いが、スポーツ活動では柔道などの格闘系競
技に多い。また、サッカーなどの球技でも他者との接触・転倒によりしばしば発生する。診断
は内外反不安定性の存在、ストレスＸ線撮影、関節造影、MRIなどにより行われるが、近年注目
されている超音波診断も有用である(1)。治療は損傷の程度、スポーツ活動などの患者背景を加
味して保存療法、手術療法のいずれかを選択するが、手術療法ではsuture anchorを用いた修復
が一般的となっている(2)(3)(4)。以前は金属製anchorが主に使用されたが、近年では縫合糸素
材のanchorが好んで使用されるようになった。この縫合糸素材anchorのドリル径は小さく、靭
帯付着部に複数のanchorを設置できるため解剖学的な修復を行いやすい。また、サイズに比し
て比較的強い引き抜き強度も備えている(5)。
後外側回旋不安定症は外側靭帯複合体のうち主に外側尺側側副靭帯（LUCL）の損傷により橈骨
頭が背側に亜脱臼するが、LUCL以外の要因の関与も議論されている(6)。原因はスポーツ活動を
含む外傷であることが多く、診断にはLateral pivot shift testが良く用いられる。画像診断
では単純X線側面像、CT矢状断再構成画像での橈骨頭の亜脱臼の有無、MRIでの外側靭帯複合体
損傷の有無などを評価する。治療は新鮮例では主にanchorを用いた修復術が行われ、陳旧例で
は再建術が必要となるが、近年鏡視下手術の報告も散見される(7)(8)(9)(10)。これら手術に関
し、演者の経験も踏まえて紹介する。

参考文献
(1)Kijowski R, De Smet AA.The role of ultrasound in the evaluation of sports medicine
injuries of the upper extremity. Clin Sports Med. 2006 Jul;25(3):569-90
(2) Micic I, Kim SY, Park IH, Kim PT, Jeon IH. Surgical management of unstable elbow
dislocation without intra-articular fracture. Int Orthop. 2009 Aug;33(4):1141-7.
(3) Heo YM, Yi JW, Lee JB, Lee DH, Park WK, Kim SJ. Unstable Simple Elbow Dislocation
Treated with the Repair of Lateral Collateral Ligament Complex
Clin Orthop Surg. 2015 Jun;7(2):241-7.  See comment in PubMed Commons below
(4) Cho CH, Bae KC, Ye HU, Lee SM. Acute severe valgus instability without elbow
dislocation. J Shoulder Elbow Surg. 2015 Aug;24(8):e212-7.
(5) Barber FA, Herbert MA, Hapa O, Rapley JH, Barber CA, Bynum JA, Hrnack SA.
Biomechanical analysis of pullout strengths of rotator cuff and glenoid anchors: 2011
update. Arthroscopy. 2011 Jul;27(7):895-905.
(6) Fedorka CJ, Oh LS. Posterolateral rotatory instability of the elbow. Curr Rev
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The docking technique for lateral ulnar collateral ligament reconstruction: surgical
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上肢手術における超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロックによる
横隔膜麻痺の検討

○里中 東彦1, 辻井 雅也2, 吉田 格之進1, 鈴木 慶亮1

原 隆久1

1市立伊勢総合病院　整形外科, 2三重大学大学院　運動器外科学

【目的】
鎖骨上窩腕神経叢ブロック(SCB)は上肢手術において広く普及し，近年，超音波ガイド下に行う
ことで安全性は向上している．SCBの合併症として横隔膜麻痺はよく知られているが，片側麻痺
では症状はほとんどなくその発生を認識することは少ない．今回，超音波ガイド下SCBでの上肢
手術において横隔膜麻痺の発生と関連因子について検討したので報告する．
【方法】
2015年10月から2016年8月までの間に超音波ガイド下SCBにより上肢手術を施行した59例を対象
とした．男性32例，女性27例，平均手術時年齢56歳で，手術部位は上腕2例，肘3例，前腕5例，
手関節18例，手31例であった．横隔膜麻痺は術前および術直後の胸部単純X線像(最大吸気時，
立位)を用いて非手術側横隔膜との高位差で評価し，高位差10mm以上を麻痺ありとした．また年
齢，BMI，自覚症状，術中の経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)も併せて検討した．
【結果】
横隔膜麻痺は31例(53％)に認めたが自覚症状を訴えた症例はなかった．年齢，BMIは麻痺群で有
意に高く，麻酔後30分，1時間においてSpO2が3％以上低下していた症例は麻痺群で有意に多か
った．またSpO2が3％以上低下した群で年齢と横隔膜麻痺の発生率は有意に高く，BMIが25以上
の群で横隔膜麻痺の発生が有意に多かった．
【考察】
今回の結果ではSCBによる横隔膜麻痺の発生率は53％であったが，Makらは評価方法が異なるも
のの67％と高い発生率を報告している．自覚症状を訴えた症例はなかったが，麻酔後SpO2が低
下した症例もあり，諸家の報告でも呼吸機能の低下は指摘されているため，術中の呼吸状態に
は十分な配慮が必要であると考える．また高齢者では術前に把握できていない潜在的な呼吸機
能障害を有する場合もあり，片側横隔膜麻痺でも著しい呼吸機能の低下をきたす可能性がある
ため注意を要する．
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上肢手術における局所静脈内麻酔法の有効性の検討

○信貴 政人, 岡田 充弘, 斧出 絵麻, 上村 卓也
中村 博亮

大阪市立大学附属病院

【目的】
合併症の低減を目的に、患者体重に合わせたリドカインを使用し局所静脈内麻酔法を施行し
た。その有効性について検討し報告する。
【方法】
2010年10月から2015年12月にかけて当院で局所静脈内麻酔下に上肢手術を施行した患者のう
ち、手術時間90分以内、60歳以下かつ局所麻酔を併用しなかった25例（平均年齢43歳）を対象
とした。主な術式は軟部腫瘍切除術7例、抜釘術7例、手根管開放術3例、手指関節固定術2例で
あった。麻酔方法は、ダブルカフターニケットによる上腕駆血下に、生理食塩水で希釈したリ
ドカインを手背から静脈内投与した。投与量は静脈内注射用2%リドカインを体重1kgあたり2mg
とし、生理食塩水と合わせて合計20mlとした。リドカイン平均使用量、平均手術時間、平均駆
血時間、麻酔時疼痛および術中疼痛（平均VASスコア）、合併症の有無について検討した。
【結果】
リドカイン使用量は平均122.9(80-140)mg、平均手術時間は38分、平均駆血時間は51分であっ
た。局所静脈内麻酔時の疼痛VASスコアは平均16.7 mm、術中の疼痛VASスコアは平均11.2mmであ
った。まためまいや耳鳴り、嘔気等の合併症は認めなかった。
【考察・結論】
上肢の局所静脈内麻酔法は簡便で、無血野での手術操作が可能である。しかしリドカインの静
脈内投与による駆血解除後のめまいや耳鳴り、嘔気等の合併症が報告されており、副作用低減
のためには麻酔薬の希釈および総使用量の減量が推奨されている。今回我々は、諸家の報告
(150-250mg)と比し総使用量を抑えることができた。疼痛VASスコアは過去の報告と同様の結果
が得られ全例で手術が可能であり、副作用は認めなかったため、本報告におけるリドカイン使
用量は有効かつ安全であると考えられた。
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上肢伝達麻酔下手術におけるデクスメデトミジン併用の使用経験

○鈴木 実佳子

名古屋セントラル病院

【はじめに】
デクスメデトミジン（以下DEX）は局所麻酔下における手術や処置の際の鎮静に使用し、患者の
苦痛を緩和することができる。当院では昨年度途中から使用を開始し、良好な結果を得た。徐
脈等の合併症の経験などについて報告する。
【対象および方法】
上肢伝達麻酔（鎖骨上、腋窩神経ブロック）下手術の際に鎮静を希望し、DEXを併用して手術を
行った7例（男性1例、女性6例）について検討した。手術時の平均年齢は65歳（53歳ー81歳）で
あった。手術内容は骨接合術2例、腱移行術1例、神経剥離術2例、骨内異物除去術1例、ガング
リオン切除術＋神経縫合術1例、手術時間は平均１時間28分（47分ー2時間52分）であった。神
経ブロック後に循環動態が安定していることを確認して、6μg/kg/hrで10分間の初期投与を行
い、その後血圧、脈拍、酸素飽和度（SpO2）値で0.3ー0.6μg/kg/hrの間で投与量を調整した。
【結果】
ほとんどの例で十分な鎮静が得られ、手術時の駆血時間が長くなっても強い苦痛を訴えること
はなかった。DEX投与開始後に徐脈、低血圧となる症例が多く、SpO2 が低下して酸素投与を必
要とする例があった。
【結語】
上肢伝達麻酔にDEXを併用することは長時間の手術における患者の苦痛の軽減に有用である。投
与時の合併症として低血圧、徐脈があるが、高齢者はその合併症が出現しやすく、また投与終
了後も効果が遷延する傾向が見られた。呼吸抑制は少ない薬剤であるが、必要時には酸素投与
を行うことで大きな合併症を防ぐことができると考える。術中の患者の訴えは時として術者の
ストレスとなるが、DEXの併用で手術に集中することができ、医療者・患者双方に有用である。
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デクスメデトミジンを用いた麻酔により術中覚醒試験を行った手外
科手術の経験

○奥山 峰志1, 入江 徹1, 伊藤 浩1, 平山 隆三2

1旭川医科大学　医学部　整形外科, 2進藤病院　整形外科

【はじめに】
デクスメデトミジン(以下DEX)はα2アドレナリン受容体作動性鎮静薬で、従来はICUなどでの鎮
静に用いられてきた。その最大の特徴は、適切な投与量を保つと刺激により容易に覚醒し、刺
激がなくなると速やかに鎮静されることである。当科では2008年より麻酔科と連携して、2015
年からは自科主体で麻酔管理を行いながら局所麻酔を併用したDEX持続静脈内投与による手外科
手術を試み、術中覚醒試験により自動可動域などを確認しながら手術を行っているので、今回
その経験について報告する。
【対象と方法】
2008年6月から2016年9月までにDEX麻酔下に手外科手術を施行した16例を対象とした。年齢は25
歳から69歳で、男性11例、女性5例、術式の内訳は腱剥離術11例、腱移行術4例、手指関節固定
術1例であった。まず手術に先立って、DEXの持続静脈内投与を行い、術野で局所麻酔を併用し
て手術を開始。術中に、DEXの投与量を調節して適切な鎮静深度を保ち、必要に応じて覚醒試験
を行いながら手術をすすめた。
【結果】
全例、有効な術中覚醒試験が可能で、自動可動域等を術中に確認することができた。腱剥離例
の％TAMは術前平均47.8％(26～88％)から術後平均63.3％(33～96％)に改善した。術中に徐脈を
1例に認めた。呼吸抑制をきたした例はみられなかった。
【考察】
従来、NLA麻酔などにより術中覚醒試験を行う試みがなされたが、これらの麻酔では有効な覚醒
試験が行えないことがあった。DEXを用いた麻酔では、容易に鎮静深度が調整できるため必要に
応じて覚醒試験を行うことができ、高度な要求にも従命可能である。これらの利点を利用し
て、近年当科では腱剥離術以外の手術にも適応を拡大しており、有用な方法だと考えている。
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中手骨骨折に対するWide awake surgery

○柏 隆史1, 和田 卓郎2, 佐藤 攻3

1浦河赤十字病院　整形外科, 2済生会小樽病院　整形外科

3函館五稜郭病院　整形外科

【Hypothesis】
Metacarpal fracture is sometimes difficult to be completely anesthetized with wide
awake surgery. The purpose of this study is to evaluate our anesthetic technique for
the metacarpal fracture.
【Methods】
 The authors conducted a retrospective review of 18 cases who were diagnosed with the
metacarpal fracture and had wide awake surgery. Observations were made concerning
sex, age, location of metacarpal fractures, type of procedures performed, duration of
procedures, amount of anesthetic injected and complications.
【Results】
 A total of 18 cases were reviewed, distributed among 16 males and 2 females. Average
age was 38 years. The most common locations of metacarpal fracture were fifth (8
cases), followed by first (5 cases), fourth (3 cases), second (2 cases). The types of
procedures performed were ORIF (9 cases), CRIF (9 cases). All 18 cases received
injections of 1% lidocaine with epinephrine (1:100,000) in the hand in an average
dose of 20cc. Average duration of procedures was 25 minutes. Two cases had
intraoperative pain. So selective nerve blocks at the wrist were added and then,
their pain was relieved completely.
【Summary】
We recommend to inject a plenty dose of local anesthetic not only in the subcutaneous
tissue but also around the periosteum. If his or her pain still remains, to add
selective nerve blocks at the wrist would be useful for complete pain relief.
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選択的神経ブロックによるwide awake hand surgery

○鈴木 重哉1, 臼井 要介2

1藤枝市立総合病院, 2水谷痛みのクリニック

【はじめに】
近年、局所麻酔下に術中、患者に自動運動を行わせるwide awake hand surgery（WAHS）の報告
が散見される。我々は現在、選択的神経ブロックによるWAHSを行っているので報告する。
【対象と方法】
症例は総指伸筋（EDC）筋体部断裂後の手指伸展障害2例、長母指伸筋腱断裂2例、伸筋腱脱臼2
例の計6例である。症例に応じて、6神経（橈骨神経浅枝、後前腕皮神経、手関節部での正中神
経本幹、手関節部での尺骨神経本幹、尺骨神経背側枝、筋皮神経）のうち、最大4カ所への選択
的神経ブロックを行った。止血にはエピネフリン含有生理食塩水を使用、術前に皮切を加える
部位に注入した。術中に患者が疼痛を訴えた場合はエピネフリン含有リドカインの疼痛部への
浸潤麻酔を行った。
【結果】
使用麻酔量はロビバカイン15mgから75mgであった。橈骨神経浅枝、後前腕皮神経にブロックを
行った、EDC筋体部断裂後の1症例のみ、術野への局所麻酔剤の投与を要した（リドカイン
126mg）。尺骨神経浅枝へのブロックを行った1例、橈骨神経浅枝へのブロックを行った1例で本
幹まで麻酔が浸潤し、手指の自動運動に困難を生じた。手術の無血野は問題なく確保可能だっ
た。
【考察】
選択的神経ブロックでは局所浸潤麻酔のみでの麻酔法と比べ、局所麻酔剤の使用量を減らすこ
とが可能だった。また、止血と麻酔を分離し、執刀前に術野にエピネフリン含有生理食塩水を
注入することで執刀直後より無血野を確保する事が出来た。橈骨神経、尺骨神経の本幹へ麻酔
薬が浸潤することがあったが、0.325％ロビバカインを1神経当たり2mlのみの使用にとどめるこ
とと、ブロック部位を検討したことで、以後、成績は向上した。選択的神経ブロックの手技は
煩雑であるが、局所浸潤麻酔と併用することで、より多くの手外科手術をWAHSで行うことが可
能となる。
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術中自動運動を可能とする低濃度腕神経叢ブロック法を用いた手外
科手術の試み

○大村 泰人1, 河野 慎次郎1, 中山 太郎1, 川邊 保隆1

関口 浩五郎2

1埼玉医科大学病院　整形外科, 2関口病院

【はじめに】
術中自動運動を可能とするwide-awake surgery(WAS)は，手外科領域において近年急速に浸透し
ている．しかし，ターニケットが使用できない局所麻酔（LA）による手術であるため手術適応
が限られ、RAやOAにおける腱の皮下断裂で手関節形成術などの骨関節手術を同時に行う場合に
おいてはWASでは困難である．演者らはこれらの症例に対し，知覚のみをブロックすることによ
り術中自動運動を可能とする低濃度の麻酔薬による鎖骨上窩腕神経叢ブロック法（LCBB）を考
案し行っており，良好な結果が得られている．適応を拡大し，現在では術中自動運動が有効な
手外科手術全例に行っている．今回その麻酔成績を検討したので報告する．
【対象と方法】
対象はLCBB により手外科手術をおこなった17例17手(男8女9)，平均年齢63.2歳．手関節固定術
1例，手関節部分固定術1例，手関節形成術8例でうち7例に腱の処置（縫合，移行，移植）を行
った．その他には手指関節受動術2例，腱縫合5例（骨内異物除去+腱移植2例，腱移行2例，腱縫
合1例）であった．麻酔は手術開始約2時間前にエコー下に0.06%塩酸ロピバカイン30mlによる
LCBBをおこない、術中に除痛不十分な場合にはLAを追加した．手術はターニケットを使用して
行い，自動運動時には解除した．検討項目はLCBBから手術までの時間（WT），手術時間
（ST），合計ターニケット時間（TT），LA追加を行った症例数と使用したLA量とした．演者ら
が作成した判定法により麻酔効果判定を行った．
【結果】
WT平均133分，ST平均129.1分，TT平均110.4分，LA追加10例，使用LA平均9.8mlであった．麻酔
効果は優6例，良10例，可1例であった．LCBBは追加のLAを要する場合もあるが，3時間を超える
手術もターニケット使用で行え，WASでは遂行困難な症例に対しても遂行可能であり有用な麻酔
法である.
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固有指複数切断に対する再接着術および再建手術の治療成績と問題
点

○金城 養典1, 矢野 公一1, 高松 聖仁3, 八木 寛久1

日高 典昭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

3淀川キリスト教病院整形外科

【目的】
複数指切断は単数指切断と比べ損傷状態が重篤で，追加手術や再建手術が必要になることも多
く，その期間も長期にわたる治療が困難な外傷である．固有指2本以上の複数切断に対する再接
着および再建術の治療成績と問題点について検討し報告する．
【方法】
症例は，1指以上が玉井分類Zone3以上の複数指切断の21例61指で，男性19例女性2例，平均年齢
45歳，平均経過観察期間は12か月であった．これらについて，損傷指・数と切断部位，初回手
術と生着状態，追加手術と再建手術の内容，治療成績について調査し検討したので報告する．
【結果】
損傷指は1症例あたり平均3（2-5）指で，損傷部位は玉井分類zone1が11，zone2が4，Zone3が
21，zone4が23，zone5が2指であった．初回手術は，再接着が51，創処置が4，断端形成が3指，
指列切除が1指，動脈皮弁が1指であった．生着率は，完全生着が44指(86%)で，部分壊死が
2指，壊死が5指であった．追加手術は動脈再吻合が5，静脈吻合が2，腱剥離2，瘢痕拘縮形成
1．骨固定1，関節固定1，偽関節手術1，骨部分切除1指であった．再建手術は第2足趾移植が6，
動脈皮弁が3，有茎皮弁2，遊離皮弁１指であった．最終経過観察時の％TAMは平均57％で，Zone
4損傷は他の部位よりも有意に低値であった（平均35％，p＜0.05）．指欠損に対する足趾移植
では，PIP関節が残存した3指の%TAMは平均61％で，欠損した2指は平均27％であった．
【考察】
複数指損傷の治療成績は，生着率は約9割で比較的良好であったが，可動域は健側の6割程度
で，Zone 4損傷では劣っていた．その原因としてPIP関節の拘縮，屈筋・伸筋腱の癒着が考えら
れた．また，欠損指の機能再建術として第2足趾移植は有効な方法であり，PIP関節が残存する
場合には切断指と遜色ない可動域の回復がえられることがわかった．
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修復の困難な外傷性PIP関節欠損に対する自家骨軟骨移植を用いた
関節再建術の適応と治療成績

○加藤 直樹, 福本 恵三, 小平 聡, 酒井 伸英
野村 英介

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

外傷に起因する手指の関節軟骨の損傷や欠損は重大な手の機能障害、変形の原因となる。安定
性が要求されるDIP関節であれば、関節固定術が選択されることが多いが、機能上、可動域が必
要とされるPIP関節では何らかの方法で関節面の再建を行う必要が有り、治療に難渋することが
多い。我々はこれまでPIP関節損傷例に対する有効な手法として自家骨軟骨移植を用いた関節再
建術を試み、中節骨基部関節面の50%以下の再建については有鈎骨の遠位関節面を移植する
hemihamate arthroplastyを、それ以上の関節面の欠損や基節骨骨頭側の欠損については肋軟骨
移植による関節再建を行ってきた。今回、こうした自家骨軟骨移植によるPIP関節再建を行った
21症例の治療成績について検討したので報告する。2012年5月以降、hemihamate arthroplasty
を行った症例（HA群）は12例12指（男性6名、女性6名）、平均年齢48歳（17～66歳）であり、
手術までの期間は平均44.1日（4～141日）であった。一方、肋軟骨移植による関節再建を行っ
た症例（CA群）は9例10指（男性6名、女性3名）、平均年齢40歳（18～45歳）であり、手術まで
の期間は平均1464.8日（112～9490日）であった。4指に対し基節骨骨頭置換のみを行い、6指に
対しては両側置換を行った。結果、術前のPIP関節屈曲角度はHA群が38.6度（10～65度）、CA群
が37.5度（10～60度）であり、最終診察時のPIP関節屈曲角度はHA群が81.4度（60～
105度）、CA群が73度（20～100度）であった。PIP関節の屈曲角度はいずれの手法によっても著
明に改善しており、屈曲時の僅かな関節痛を訴える症例が5例、その他の16例では痛みは完全に
消失していた。外傷性PIP関節軟骨欠損に対する自家骨軟骨移植を用いた関節再建は、可動域や
疼痛の改善の観点から有効な手法であると思われた。
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前腕切断に対する再接着術 -cross limb vascular shunt, temporary
intravascular shunt, intraosseous wiringでの早期血行再開-

○三矢 聡1, 徳武 克浩2, 宮津 優3, 仲野 隆彦4, 平田 仁5

1豊橋市民病院　整形外科, 2市立四日市病院　整形外科

3中日病院　名古屋手外科センター, 4一宮市立市民病院　整形外科

5名古屋大学医学部　手外科

【目的】
前腕切断の再接着術では再灌流障害の防止や機能回復の改善のために可及的早期の血行再開が
必要である．我々はcross-limb  vascular  shunting，temporary  intravascular
shunting，intraosseous  wiringなどで早期血行再開に努めているので報告する．
【対象】
2008年から2016年までに前腕の完全切断・不全切断に対して再接着術を施行した11例を対象と
した．男性8例，女性3例．平均年齢は53歳(23～79歳)であった．完全切断2例，不全切断9例
で，部位はChuang分類でtype1: 6例，type2: 4例，type4: 1例であった．損傷形態はChen分類
でGuillotine type 4例，Compressed type 1例，Crushed type 4例，Avulsion type 2例であっ
た．
【結果】
術前cross-limb vascular shuntingを1例，術中temporary intravascular shuntingを
2例，intraosseous wiringによる簡易固定後の血管吻合を5例に行った．静脈移植は7例に行
い，軟部組織再建として後骨間皮弁 1例，肋間動脈穿通枝皮弁 1例，scapular flap 1例，ALT
flap 1例，DIEP flap 2例，機能的薄筋移植 1例を施行した．10例で生着し救肢できたが，1例
は生着したものの感染から敗血症となったため上腕切断を施行した．Chuang分類type1では良好
な機能回復が得られChen's criteriaでGrade1,2であったが，type2以上ではGrade3,4であっ
た．
【考察】
前腕切断はmajor amputationであり可及的早期の血行再開が求められる．術前からcross-limb
vascular shuntingを行うことで瞬時に血行再開が可能となる．また，術中も血管断端から
temporary intravascular shuntingを行うことで早期から血行再開をしながら手術を行える．
さらに，骨折部はintraosseous wiringで最低限の安定化をしてすぐに血管吻合に移り，その後
にプレート固定を行う戦略で可及的早期の血行再開に努めている．
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上肢Gustilo Anderson type IIIc開放骨折に対するFlow-through型遊離前
外側大腿皮弁移植による血管・軟部組織同時再建

○藤岡 正樹1, 福井 季代子1, 石山 智子1

1国立病院機構　長崎医療センター 形成外科

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

【初めに】
Gustilo Anderson type IIIc外傷は開放骨折に軟部組織欠損・動脈損傷を伴い今なお救肢が困
難な重症四肢損傷である,これらに対し, flow-through型遊離前外側大腿皮弁(FT ALT)移植によ
る血管・軟部組織同時再建を行い,良好な結果を得ているので報告する.
【症例】
Gustilo Anderson type IIIｃ型重症上肢損傷で一期的にFT ALTによる血管・軟部組織同時再建
を行った２症例についてを紹介する.症例1：32歳男性.倒れてきた電柱に挟まれて右橈骨開放骨
折・橈骨動脈欠損・皮膚軟部組織欠損を負った.創外固定後緊急FT ALTで再建した。術後患肢は
温存でき日常生活に復帰している。症例2：68歳男性.コンバインに挟まれて左肘関節部開放骨
折・皮膚軟部組織欠損を負った。直ちに創外固定を行ったが上腕動脈閉塞を併発したために14
日後にFT ALTで再建した。肘関節固定となったが患肢は温存でき日常生活に復帰している。
【結果】
前外側大腿皮弁は全例生着した。救肢した損傷動脈は欠損部に移植された外側大腿回旋動脈下
行枝で良好に再建されていた。
【考察・結語】
血行+軟部組織再建が不可欠な上肢外傷に対するFT ALT移植は,主要な動脈・筋の犠牲がない,皮
弁移植と同時に血行再建ができる,外側広筋でdead spaceを充填できる,反対に薄い皮弁として
皮膚欠損を再建できる,皮弁採取と移植床の準備が同時にできるなど他の遊離皮弁と比較して有
用である.特に緊急手術の場合は損傷した主要動脈の同定が容易であり,本法は第1選択として有
用と思われる.
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広範囲皮膚軟部組織欠損を伴った上肢開放損傷の治療

○砂川 融, 四宮 陸雄, 中島 祐子, 安達 伸夫

広島大学病院　整形外科

【目的】
広範囲皮膚軟部組織欠損を伴う上肢外傷は系統だった治療戦略が良好な臨床成績を得るために
は重要であり，特に感染の合併あるいは感染が危惧される場合にはそうである．当科ではその
ような症例に対して，感染がないあるいは沈静化するまで複数回の洗浄，デブリ後の欠損組織
の再建を行い，一定の成績を得ているので報告する．
【方法】
過去9年間に経験したGustilo分類3B相当の17例（平均年齢26.8歳）を後ろ向きに調査した．損
傷部位は肘1，前腕から手関節6，手関節から末梢11例であった．洗浄の回数は初期治療を除き1
回が13，2回が1，3回が3例であった．尚，洗浄，デブリは48から72時間毎に監視培養で細菌が
検出されなくなるまで行った．洗浄の合間にはNPWTを行い創管理した．広範囲欠損皮膚の再建
には前外側大腿皮弁10，傍肩甲皮弁6，足背皮弁を，鼠径皮弁と足底皮弁を各々1例に行った．
遊離筋肉移植，血管柄付き骨移植．神経移植，腱移植等を必要に応じて併用，追加した．
【成績】
1例で早期に感染が再燃したが，洗浄が不十分であるいは初期治療が不適切な症例であった．皮
弁が生着しなかったのは感染を沈静化できなかった症例を含めて2例であったが，外観上は概ね
良好な創治癒を得ることができた．しかし手指の運動機能という点では満足すべき結果が得ら
れた例は限られていた．
【結論】
感染を伴う，あるいは感染が危惧される症例に対する短期間複数回デブリドマンと洗浄は感染
制御の点では有効な手段であったが，創閉鎖までに日数を要すること，その間にNPWTによる肉
芽形成もあり，特に伸筋側の損傷では腱の滑走を得ることが困難で満足できる手の機能の再建
には至っていなかった．手の機能まで考えた時にはより早期の創閉鎖とリハビリの開始を目指
して改良の必要があると考えられた．
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1-4-P2-6

閉鎖陰圧療法の上肢外傷への適応と問題点

○酒井 和裕1, 渡邊 利絵1, 宮地 有理1, 家入 雄太1

中島 英親2

1健和会大手町病院　整形外科, 2熊本機能病院

【目的】
閉鎖陰圧療法は近年、外傷への応用も広がっている。しかし、巧緻性の高い運動機能が求めら
れる上肢への適用は頻度が低いものの注意を要す。自験例を分析し適応と問題点を明らかにす
る。
【対象と方法】
2015-16年に当科で上肢外傷の10例に適用した。男6例、女4例で年齢は20-77歳、平均48.9歳で
あった。内訳は手圧挫切断2例、広範挫滅皮膚欠損4例（骨・腱露出3例）、皮膚剥脱損傷縫合後
1例、開放骨折開放創（関節リウマチ）1例、骨折術後創傷感染（統合失調症）1例、手コンパー
トメント症候群筋膜切開後１例であった。後3者は浸出液が多量であった。部位は手4例、前腕
2例、肘2例、上腕2例であった。開始は受傷日2例、翌日2例、3日目3例、10日目以降は3例で1例
は浸出液持続、2例は縫合閉鎖部壊死のためであった。創の小さい2例にPICOを用いた以外はVAC
を使用した。
【結果】
施行期間は4-30日、平均12.6日で、20日以上はすべて肘より中枢例であった。全例、創床の縮
小と肉芽形成が見られ感染などの合併症はなかった。遊離皮弁へのswitchingは7日以内3例、14
日以内1例で、植皮2例、縫縮1例を行い3例はそのまま創治癒した。筋膜切開の１例で母指内転
拘縮を残したが、他症例の術後成績は痛みはないか軽度で、ROM制限も少なく良好であった
【考察】
本法は汚染が重度で感染の危惧があるとき、骨・腱の露出や皮膚欠損が大きく再建術を要すと
きにdamage controlを可能とし、デブリドマンの判断に迷う組織を一旦温存して数日後の創観
察で最終処理できる利点がある。浸出液が多く治癒遅延創の感染予防と治癒促進、および軽度
の感染創にも有効であった。ただし、手ではトラックパッドやチューブが指運動の妨げとな
り、長期使用では肉芽の過剰形成で、ともに拘縮をきたす危険があり設置方法・期間・リハに
工夫を要す。
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1-4-P2-7

NPWT機器を用いた持続潅流による骨髄炎・骨露出創の治療

○島田 賢一, 宮永 亨, 岸邊 美幸, 川上 重彦

金沢医科大学医学部形成外科

骨髄炎・骨露出創の治療に閉鎖性持続潅流療法は有用であるが，設置，管理は煩雑である。今
回，既存のNPWT機器に簡便に装着，管理できる持続潅流システムを用い良好な結果を得たので
報告する。症例1：67歳，男性，左環指骨髄炎。カマにてDIP関節背側に挫創を受傷した。近医
で治療されたが骨融解像を認めたため当科紹介となる。壊死組織と融解骨をデブリドマン後生
じたDIP関節部の1×2cmの欠損に対して潅流NPWTを施行した。NPWTフォーム内に8Frの吸痰チュ
ーブを留置し，持続洗浄を施行した。施行後7日で感染は消退し，欠損創内はすべて鮮紅色の良
好な肉芽に置換された。症例2：47歳，男性，右手手関節不全切断後壊死。血行再建施行後，母
指，手背皮膚が壊死となりデブリドマン，ALT皮弁形成術が施行された。その後，示指基部から
手関節に壊死組織，感染を認め，示指中手骨が露出した。これに対して潅流NPWTを施行した。
中手骨間に12Fr皮弁辺縁部に14Fr吸痰チューブを留置し，2ヵ所から創内と骨周囲を潅流した。
潅流施行後14日で感染は消退し，良好な肉芽の形成を認めた。骨周囲の壊死物も除去された。
考察：指骨などの小骨における持続潅流療法は有用であるが，設置，管理が難しい点から報告
が散見されるのみである。一方，外傷などのデブリドマン創に対してNPWTが用いられている。
本治療は半閉鎖治療であるため感染創で使用は注意が必要であるが，近年欧米ではNPWTと潅流
を併用し感染創にも適用が拡大している。今回，骨部の持続潅流と創部のNPWTを同時に施行
し，感染を来すことなく管理することができた。創部のwound bed preparationと同時に骨感染
部の潅流，清浄化が同時に可能な本治療は理にかなった有用な方法と思われる。
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1-4-LS3

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
務の一環として毎年の学会開催期間中に行っている．今回は，今後の診療報酬改訂に向けての
技術要望の具体的方法，外保連が考える技術料算定方法，全国整形外科保険審査委員会議（全
審会）の討議内容，医科点数表にない手外科領域の技術解釈についての問題提起，などを述べ
たいと考えている．例年行っているQ&Aについては，“指に係る同一手術野または同一病巣にお
ける算定方法”および“厚労大臣が定める複数手術に係る費用の特例”，を含めて解説する予
定である．平成29年度は診療報酬改訂の年度ではないので大きな点数改正の動きはないものと
思われるが，平成30年度は6年に1度の医療・介護同時改訂が予定されている．昨今は少子高齢
化に伴う社会保障費の高騰が益々問題視され，高額療養費制度における負担額の引き上げ，薬
価毎年改訂を進める動きが活発化している．すなわち平成28年度の改訂では手外科領域の技術
料に多くの増点が配されたが，平成30年度に同様の結果を期待することは難しい状況といえ
る．しかし近年中医協（費用対効果評価専門部会）では，医療技術の評価に際し費用対効果の
観点を導入する試みがあり，今後の診療報酬に反映されてくる可能性がある．今後は本学会と
してもこれらに該当する候補を抽出して分析を進め，診療報酬の適正化を図る活動が益々重要
になってくると考えている．
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1-4-TD2-1

この演題に抄録はありません。

○石川 肇1, 阿部 麻美2, 野村 優美2, 水越 真優美2

1新潟県立リウマチセンター　副院長, 2新潟県立リウマチセンター

この演題に抄録はありません。
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1-4-TD2-2

この演題に抄録はありません。

○小畠 康宣1, 小畠 康宣2, 吉良 務3, 溝口 仁一郎4

1南奈良総合医療センター　リウマチ運動器疾患センター・整形外科

2南奈良総合医療センター, 3奈良県立医科大学　整形外科・リウマチセンター

4奈良県立医科大学附属病院　OT

この演題に抄録はありません。
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1-4-EL6-1

リウマチ手指変形に対する手術の歴史と未来

○南川 義隆

南川整形外科・Namba Hand Center 院長

日手会でRA手の滑膜切除術の報告があったのが約50年前であり、欧米での臨床報告を取り入れ
たのはいわゆるリウマチ外科医であった。Swanson自身の講演もあり、シリコンインプラントは
比較的早期に普及し、RA手の手術報告が盛んに行われた。しかし、手外科専門医も少なく、ハ
ンドセラピストによる十分なリハビリができなかった時代の手術成績は期待に反した結果
で、“リウマチ手の変形には手術を行うべきではない”という指導が日本中を支配していた時
代があった。伸筋腱断裂に対する手術とDRUJの再建術は行われていたが、。指変形に対する手
術はごく一部の施設に限られていた。Neuflexの開発者 Weissが日手会の講演でアメリカでは外
観の醜状が手術適応の重要なきっかけとなっていると強調されたのが印象的であった。演者達
はリウマチ手の外科研究会を立ち上げ、手術手技とビデオなどを中心として具体的な症例を提
示し続け約20年が経過した。Kevin Chungは多施設の手術患者のアンケート調査などを通して、
リウマチ医と手外科医の手術結果の評価が異なることも指摘したが、尺側偏位のシリコンイン
プラントの成績に患者の満足度が高いことも示した。生物製剤の導入により手指に限らず滑膜
炎による関節腫脹が激減したが、近年RA手指に対する手術数が増加している。欧米、アジア諸
国の動向も併せて述べる。

参考文献
１．南川義隆、立澤嘉和　専門分野についてのレビュー11、20世紀の手の外科―21世紀への飛
躍を期待して日手会誌第17巻号外296-302、2001
２．Swanson AB Flexible implant arthroplasty for arthritic finger joint rationale,
technic and results of treatment. J. Bone joint Surg. 52A;435-455. 1972.
３．Tupper JW The volar plate arthroplasty for rheumatoid arthritis. Proceeding of
the fifteen annual meeting of the Japanese Society for surgery of the hand. Niigata
Japan 1972
４．Wood VE, Ichterts DR,Yahiku H S Soft tissue metacarpophalangeal reconstruction
for treatment of rheumatoid hand deformity J Hand Surg. 14A:163-174. 1989
５．Weiss AP, Moore DC, Infantolino C, Crisco JJ, Akelman E, McGovern RD.
Metacarpophalangeal joint mechanics after 3 different silicone arthroplasties. J Hand
Surg Am. 2004 Sep;29(5):796-803.
６．Chung KC, Kotsis SV, Kim HM, Burke FD, Wilgis EF Reasons why rheumatoid arthritis
patients seek surgical treatment for hand deformities. J Hand Surg Am. 2006
７．Chung KC, Pushman AG  Current concepts in the management of the rheumatoid hand.
J Hand Surg Am. 2011 Apr;36(4):736-47.

８．Bogoch ER, Escott BG, Ronald K.　Hand appearance as a patient motivation for
surgery and a determinant of satisfaction with metacarpophalangeal joint arthroplasty
for rheumatoid arthritis. 　See comment in PubMed Commons belowJ Hand Surg Am. 2011

S86



1-4-EL6-2

リウマチ手，肘関節の変形

○水関 隆也

広島県身障者リハビリテーションセンター

関節リウマチ(以下，RA)肘関節に外見上変形が表れることは少ないが，可動域が著しく制限さ
れる強直肘あるいは不安定肘として表れる．投薬治療の進歩により肘滑膜炎をみる機会は減っ
た．投薬治療抵抗性の肘滑膜炎に肘滑膜切除術が適応される．早期例で効果が期待できる．し
かもRA制御下ではその効果が長く続く．Grade 4以上の進行例では人工肘関節（以下，TEA）が
現実的な選択になる．内外顆が比較的保たれている例には表面置換型TEA(1)を，吸収された例
では半拘束型TEA(2)を用いている．TEAに対する患者の満足度は高い．良好な長期予後も期待で
きるが，緩み・破損例もあり(3)，再置換術は容易でない．
RA手関節では外見的に尺骨頭の背側（亜）脱臼が目立つが，XP的には手根骨群の掌側/尺側転位
がみられ，時に回外変形，橈屈を伴う．尺骨頭の背側脱臼，手根骨の掌側尺側亜脱臼は伸筋腱
の皮下断裂の危険因子となる．手関節滑膜切除術は除痛の観点からはどのGradeにも適応がある
が，術後可動域は減少する．術後長期経過例ではXP上，手根骨間癒合，橈骨棚形成などが高率
に生じており，これが安定した成績の一因と思われた(4)．併用される尺骨末端切除術は手根骨
の尺側転位，握力低下などから嫌われ，代わってSauve-Kapandji法(5)が好まれる傾向にある
が，ムチランス型以外では問題になる例は少ない．ムチランス型の晩期例では，不安定性が問
題となるので全固定術が適応となる．手根中央関節が機能しておれば橈骨月状骨固定術(6)が適
応となる．手根骨が掌尺側転位している例では月状窩の吸収が強いので橈骨関節面を平坦に骨
切り，手根骨群を整復し，固定するPalmar-shelf arthroplasty(7)が適応となる． RAでは完全
な固定を得る必要はなく，動きが多少とも温存される線維性偽関節(8)に導く方法もある．

文献
( 1 ) Kudo, H., K. Iwano, and J. Nishino, Total elbow arthroplasty with use of a
nonconstrained humeral component inserted without cement in patients who have
rheumatoid arthritis. J Bone Joint Surg, 1999. 81A(9): p. 1268-1280.
( 2 ) Morrey, B. and R. Adams, Semiconstrained arthroplasty for the treatment of
rheumatoid arthritis of the elbow. J Bone Joint Surg, 1992. 74A: p. 479-490.
( 3 ) 水関隆也, 増本あや, 森重真奈美, 工藤5型TEAの長期成績. 日本肘関節学会雑誌, 2012.
19(1): p. S15.
( 4 ) 水関隆也, リウマチ上肢の治療とリハビリテーション. 1st ed. 2016, 東京: 南江堂.
( 5 ) Vincent, K., R. Szabo, and J. Agee, The Sauve-Kapandji procedure for
reconstruction of the rheumatoid distal radioulnar joint. J Hand Surg [Am], 1993. 18:
p. 978-983.
( 6 ) Chamay, A. and D. Della Santa, Radiolunate arthrodesis in rheumatoid wrist (21
cases). Ann Chir Main Memb Super, 1991. 10(3): p. 197-206.
( 7 ) Albright, J.A. and R.A. Chase, Palmar-shelf arthroplasty of the wrist in
rheumatoid arthritis. A report of nine cases. J Bone Joint Surg Am, 1970. 52(5): p.
896-906.
( 8 ) Biyani, A. and A.J. Simison, Fibrous stabilization of the rheumatoid wrist. J
Hand Surg Br, 1995. 20(2): p. 143-5.
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1-4-S2-1

伸筋腱中央化手術によるリウマチ指尺側偏位の治療経験

○児玉 祥, 水関 隆也

広島県立障害者リハビリテーションセンター　整形外科

【はじめに】
関節リウマチによる指尺側偏位はMP関節の滑膜炎により伸展機構や靭帯の弛緩，手根骨の橈側
回転，内在筋の拘縮などが複雑に作用した結果生じる．これらの原因をすべて修復する事が理
想であるが実際の矯正は難しい．本発表ではリウマチ指尺側偏位に対して伸筋腱橈側化手術を
施行した症例を調査し，本手術の限界と今後対応すべき工夫について検討した．
【対象と方法】
2004年から2016年の間に手術を施行した18例21手を対象とした．男性1例，女性17例，手術時年
齢は平均57.9（23-72）歳であった．Feldon法を改変させた伸筋腱橈側移行術を17手，Zancolli
法を改変した伸筋腱基節骨縫着術を3手，Wood法を1手に行った．尺側側索の切離，小指外転筋
の切離は全例で行った．術後経過観察期間は平均30.8(6-124)ヵ月であった．
【結果】
MP 関節の自動伸展/屈曲可動域は術前平均-37.1°/88.8°最終調査時-21.1°/73.8°．尺側偏
位は術前平均41.5゜(20-70)最終調査時15.1゜(0-31.3)と有意に改善したが4 例に30゜以上の再
発を認めた．X線評価にて伸筋腱橈側移行術ではMP関節の掌側亜脱臼の矯正力は無く経年的に脱
臼が増悪する症例も認めた．また手根骨の橈側回転が少ない症例では尺側偏位の再発が生じに
くい傾向にあった．
【考察】
軟部組織再建のみではシリコンインプラント置換術と比較し，掌側亜脱臼，尺側偏位とも矯正
力に劣る．しかし長期にてインプラント破損が高率に生じる事や内科的治療により滑膜炎がコ
ントロールされ関節破壊の抑制が期待できることを考慮すれは極力関節温存手術が選択される
べきである．本研究の結果からは伸筋腱橈側移行術では，MP関節の亜脱臼や小指の矯正が不十
分となる場合があった．現在はより強い矯正を行う目的でスーチャーアンカーを用いた
Zancolli法に加え第4,5CMの掌側への沈下を矯正するため伸展保持位で3週間仮固定を行ってい
る．
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1-4-S2-2

関節リウマチの手指尺側偏位に対するMP関節温存軟部形成術

○篠原 孝明, 中尾 悦宏, 石井 久雄, 宮津 優
中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【目的】
関節リウマチ（RA）の手指尺側偏位に対して人工関節置換術を回避し、MP関節を温存して尺側
偏位を矯正する軟部形成術の治療成績を報告する。
【対象と方法】
1.薬物療法でコントロール良好、2.明らかな関節破壊がなく関節軟骨が比較的保たれてい
る、3.MP関節の掌側脱臼または亜脱臼を認めない、4.尺側偏位を他動的に矯正可能。上記を満
たすRA患者の示指～小指MP関節尺側偏位に対して関節温存軟部形成術を行い、1年以上経過観察
可能であった4例（男性1、女性3例）14指を対象とした。手術時平均年齢は59歳（39～71歳）、
平均経過観察期間は2.5年（1.8～4.2年）であった。手術方法は、人工関節置換術と同様の展開
を行い、関節は温存して、intrinsic release、橈側側副靭帯の縫縮、zancolli変法に準じた伸
筋腱の基節骨基部背側部での逢着、橈側矢状索の縫縮を行った。65°以上尺側偏位していた2指
は橈側側副靭帯実質がほとんど消失していたので、crossed intrinsic transferを追加した。
術前、最終評価時のMP関節自動可動域、尺側偏位の程度、単純レントゲン正面像（XP）での関
節の状態、疼痛につき調査した。
【結果】
伸展は術前平均-33°（-78～10°）から-6°（-20～15°）に改善し、屈曲は術前平均92°（73
～108°）から89°（50～105°）と著変なかった。尺側偏位は術前平均42°（10～80°）から
7°（0～30°）に改善した。最終評価時XPでは中指2指で関節裂隙の狭小化を認めたが、疼痛は
全例認めなかった。
【考察】
症例数を増やし、長期成績を検討する必要はあるが、本法は適応を選べば、MP関節を温存しな
がら伸展不全、尺側偏位の改善を期待できる有用な術式と考えられた。
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リウマチ手に対する関節温存手術　ー中手骨短縮術併用の試み

○越智 健介, 水野 早希子, 穴澤 卯圭

東京歯科大学　市川総合病院　整形外科

【目的】
　関節リウマチ（RA）患者の疾患活動性の改善に伴い、MP関節破壊が比較的軽度な尺側偏位や
スワンネック変形が増加している。手内筋の拘縮が中等度以上の症例では骨性要素の短縮が術
後再発予防のために重要であるため、中手骨短縮術の適応がある。しかしながら従来の頚部で
の短縮術では、変形再発した際の人工関節置換術が困難となるのが問題であった。今回われわ
れはMP関節に著明な破壊を伴わない5例12指に対し、新たに考案した中手骨骨幹部短縮術を施行
したので報告する。
【方法】
　症例は全例女性、手術時年齢は平均55歳（42-72歳）であった。著明なMP関節破壊を伴わない
尺側偏位やスワンネック変形の12指に対し、骨幹部における中手骨短縮術を施行した (Ochi et
al. Mod Rheumatol; 2016)。背側侵入で中手骨骨幹部を展開し、斜め骨切り（スクリュー固
定）あるいは横骨切り（ダブルワイヤー固定）によって2-5mm程度短縮して骨膜を縫合した。そ
の後、尺側の手内筋腱切除と伸筋腱の中央化や短縮を施行した。術後はMP関節伸展位で3週間外
固定した。
【結果】
　全例で骨癒合が得られ、術前の主訴は改善した（術後2年以上経過例：スワンネックによる弾
発は消失、尺側変位は術前平均37°が術後平均3°）。スクリュー固定した1例4指（SLE合併）
では固定性に問題を生じたが、ダブルワイヤー固定した8指は術中術後ともに転位を生じなかっ
た。
【考察】
　従来の中手骨短縮術では、変形再発時の人工関節置換術が困難であった。変形再発時の人工
関節置換術に際して骨接合材や骨硬化部への対処が不要な本法は、関節温存手術に併用する中
手骨短縮術として適していると考えられた。

S90



1-4-S2-4

手指尺側偏位に対する軟部組織再建術による関節温存

○西田 圭一郎

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座 整形外科

関節リウマチ(RA)の薬物治療の進歩によって大関節の構造的破壊による疼痛やADL障害に対する
人工関節全置換術(TJA)が減少する一方で, 手指・足趾の変形に対する関節形成術・TJAによる
再建のニーズは高まっている。特に手指では疼痛が主訴になることは少なく, 変形による機能
障害や美容的不満から外科的再建を希望する場合が多い。尺側偏位に対し, TJAは良好な伸展時
アライメントが得られ, 軟部組織の処置も比較的容易である。一方で完全屈曲は常に得られる
とは限らず, 当然感染症のリスクがあり, 長期的には折損や骨穿破などの問題点も多い。将来
的な抜去や再置換術に対する懸念から, 我々はシリコンスペーサーを用いているが, 40歳未満
の若年者に対しては適応しづらい。
RAに対する関節温存手術は足趾では種々の短縮骨切りが行われるが, 各指で異なる橈骨尺側の
手内筋バランスをとるのは難しい。我々は適応を選んで軟部組織再建術による関節温存を試み
ている。MCP関節の背側横皮切で侵入し, 尺側のintrinsic releaseを行う。背側関節包は可能
であればコの字状に遠位に反転し, 関節内の滑膜切除を行うが, 再建にあたって伸展位で関節
包を修復すると術後屈曲可動域が出にくいので注意する。エレバトリウムを用いて側副靭帯,
掌側板の解離を行う。中手骨頭に骨孔を作成し, 弛緩した橈側側副靭帯を背側に引き上げなが
ら再建する。中央索はWood法に準じて中央化するとともに, Swan-neck変形を伴うものでは遠位
方向に前進させて, 基節骨基部背側に挿入したanchor sutureで縫着する。この手技では橈側
intrinsicは尺側偏位の矯正後は弛緩しており, 術後短期間はPIP関節の伸展不全を呈する例が
ある。関節裂隙が完全に消失したもの, 中手骨頭の関節面形状が不整であったり, 亜脱臼位で
中手骨頭により基節骨関節面背側が変形し, 関節適合性が失われているものは適応としていな
い。また, 屈曲拘縮が強く, 掌側板や屈筋腱の処置が必要な陳旧例は骨頭を温存したままの処
置が困難であるため, 術中にTJAを選択する場合が多い。
本シンポジウムでは当科における軟部組織再建による尺側偏位再建術の術後成績を紹介し, そ
の適応と限界を明らかにしたい。
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リウマチ母指変形における関節温存手術

○小田 良, 遠山 将吾, 小原 将人, 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）

　関節リウマチの手術療法は，診断と治療のパラダイムシフトに伴い，変遷の時を迎えてい
る．リウマチ手についても治療成績の改善が望まれるが，病勢のコントロールが良好であって
も手指の変形は進行する．リウマチ手のなかでも罹患率が高く，機能障害を生じやすい母指変
形の治療は大きな課題である．本学ではリウマチ母指変形において最も頻度の高いType I変形
について，変形の機序を考慮した新しい関節温存手術を適応し，良好な術後経過を獲得してい
る．
　Nalebuff分類母指Type I変形5例に対して，MP関節温存手術を施行した．母指内転筋を展開
し，剥離して遠位に続く腱を切離，続いて橈背側から弛緩したEPBの付着部を縫縮し，さらに切
離した母指内転筋腱を，MP関節近位尺側に移行した．術後成績は，平均経過観察期間が17ヵ月
で，全例変形は矯正され，Hand 20は改善し，再発はなかった．
　母指Type I変形の関節温存手術については，主にEPL reroutingが行われているが，術後変形
が再発しやすい．高い再発率は，EPL reroutingが変形の機序に沿った再建術ではないからであ
る．母指Type I変形の手術成績は，変形の機序を再考し，MP関節掌尺側の解離と，背橈側の縫
縮，さらに解離した内転筋のMP関節近位への移行を行うことで改善できる．
　早期診断と薬物療法の進歩，さらに手外科医のたゆまぬ努力によって，リウマチ手の手術成
績は徐々に向上し，患者の満足度が高い，十分に勧めうる治療へと発展を遂げてきた．術式に
ついては，関節温存の観点から，軟部組織の再建を第1選択とするべきである．年齢や骨破壊の
程度，関節痛や疾患活動性などを適切に評価して，手術のタイミングと術式を選択することが
重要である．
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リウマチ母指手術の再建術－ボタンホール変形とスワンネック変形
の矯正―

○根本 哲也1,2, 石川 肇2, 阿部 麻美2, 大谷 博2

稲垣 克記1

1昭和大学整形外科, 2新潟県立リウマチセンター

【目的】
母指は手の中央に立つ柱“central pillar of the hand”と呼ばれ、手全体の機能の40%を担う
重要な指であるが、関節リウマチによる罹患頻度は高く、つまみ動作が障害されてくることが
多い。今回、当センターで施行されたリウマチ母指手術の有用性について調査した。
【方法】
2006年11月から2014年12月までに当院でリウマチ母指に対する機能再建手術が施行された症例
を調査した。関節リウマチ患者165例（男22/女143）, 平均年齢64歳で、術後平均経過観察期間
は3年8ヵ月である。Swanson人工指MP関節置換術（主に趾用使用）69例、CM関節形成術
（Thompson法など）38例、IP関節固定術62例、滑膜切除術11例、MP関節固定術9例、IP関節包固
定3例、MP関節包固定2例である。術前と術後最終観察時で臨床評価およびX線評価を行った。
【成績】
ほぼ全例に施術関節は無痛となり、支持性が確保された。Swanson人工指MP関節置換術では、X
線像で母指MP関節屈曲角は術前50度、術後18度、IP関節伸展角度は術前46度、術後0度に矯正さ
れ、母指ボタン穴変形は良好に矯正された。CM関節形成術では、第1・2中手骨間角は術前
10度、術後27度、MP関節伸展角は術前伸展8度、術後0度となり、母指スワンネック変形の傾向
は改善した。関節固定術や関節包固定術では支持性が得られ、把持動作の改善がみられた。

【結論】
リウマチ母指手術により変形は改善され、手の機能は改善した。
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生物製剤使用下における手関節破壊進行RA患者に対するSauve-
Kapandji法の検討

○関口 昌之1, 大日方 嘉行2, 高松 諒2, 谷口 慎治3

中村 一将1

1東邦大学　医学部　整形外科学教室, 2大森赤十字病院　整形外科

3東邦大学　医療センター　佐倉病院

【目的】
生物製剤の導入により関節リウマチ (RA) 患者の非荷重関節や小関節では、関節破壊の進行し
た症例でも骨破壊の進行抑制や関節面の remodelingを経験する。われわれは生物製剤使用例で
は、橈骨手根関節の高度骨破壊例に対しても部分手関節固定術や全固定術を行わず、Sauve-
Kapandji 法 (S-K 法) を施行しているのでその有用性について検討した。
【対象および方法】
症例は生物製剤導入下にS-K法を施行したRA患者46例51関節で手術時年齢は平均57.8歳であっ
た。術前の橈骨手根関節のLarsen分類はgrade III・IVであった。尺骨近位端は方形回内筋の逢
着あるいはECU半裁腱による制動術を行った。X線パラメーターとしてcarpal  height
ratio(CHR)、ulnar carpal distance ratio(UCDR)、radial rotation angle(RRA)、palmar
carpal subluxation ratio(PCSR)を評価し、橈骨手根関節面の変化について検討した。統計学
的検討にはpaired t-testを用いた。疾患活動性はTocilizumab使用例も含むためCDAIで評価し
た。
【結果】
手術時のRA疾患活動性はCDAIで平均11.1とmoderate activityであったが、30例がlow activity
あるいはremissionであった。全症例で手関節痛と回旋可動域は改善したが、掌背屈可動域は改
善されなかった。X 線評価では、CHRは優位に減少していた。術直後に UCDRとRRAはともに減少
の傾向を示し、調査時には尺側変位は増加の傾向を示した。また、PCSR は術直後と調査時で変
化がなかった。手根骨間関節が強直に至った症例が散見されたが、橈骨手根関節が強直に至っ
た症例はなく、約40%の症例で同関節面のremodeling がみられた。
【結論】
生物製剤にgood responseな症例において、骨破壊が進行した症例でも橈骨手根関節が強直に至
った症例はなく、S-K法は関節可動域の維持が可能で有効な方法である。
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絞扼性神経障害の治療　肘部管症候群

○加藤 博之1, 内山 茂晴1,2, 井戸 芳和3, 林 正徳1

1信州大学　整形外科, 2岡谷市民病院　整形外科

3信州大学医学部附属病院　リハビリテーション部

　肘部管症候群(CubTS)の診断は容易とされるが、C8神経根症、頚部脊髄症、神経筋疾患、胸郭
出口症候群、尺骨神経管症候群との鑑別、あるいはこれらの合併には注意が必要である。その
ため治療において大事な点は、正確な診断である．病歴では、2か月以内の有症状期間と耐え難
いしびれや痛み例では、肘内則ガングリオンに注意する１）．電気生理学的診断が必須である
が、補助的画像診断として超音波やMRIで上腕骨内側上顆の近位１cmの尺骨神経横断面積が
11mm2以上であればCubTSが疑われる2）。
　CubTSは診断が確定したら速やかに手術を要する例がほとんどである。術式には、単純除圧
術、肘部管形成術3)、上腕骨内側上顆切除術4)、尺骨神経皮下前方移動術、尺骨神経筋層下前方
移動術5)などがある。どの術式が優れているかは意見が一致していない。arcade  of
Struther<ins>、</ins>Osborne靱帯、尺側手根屈筋腱膜などが絞扼組織として挙げられるが、
単一の組織が原因とは断定しづらい。合併する肘病変の頻度は、本邦では変形性関節症(OA)が
64%1)、69%6)、次いでガングリオンが8％1)、9%6)である。一方、欧米論文では肘OAの合併は10%7),
208)で、ガングリオン合併例は稀である。CubTSの術式選択は合併する肘関節病変に応じて選ぶ
べきである。演者らはこの前述２つの病変を合併する例では、尺骨神経皮下前方移動術を選択
している。尺骨神経の伴走動脈を温存して神経を移動した場合と温存せずに移動した場合で
は、移動直後の尺骨神経の血流は温存群で有意に大であるが、臨床成績には差が無かった9,

10)。
　麻痺の重症度分類には、赤堀の分類11）、McGowan分類12)、modified McGowan分類13)が用いられ
る．手術の長期予後については不明であるが、演者らの肘OAを合併例に対する皮下前方移動術
後評価では、しびれ，SW分類は術後1か月で有意に改善し，握力，ピンチ力，2PD分類，MCV分類
は術後3か月で、DASHスコアは術後6か月で有意に改善した。しかし、これらの各評価項目の術
後1年以上における回復は確認出来なかった14)。腱移行術の適応、方法、施行時期については意
見の一致をみていない。
　CubTSの術式は所属施設の方針、個人の好みなどで選択されている。客観的データからEBMを
提示して行く事が、日本の手外科医には求められる。

参考文献
1) Kato H, et al. Cubital tunnel syndrome associated with medial elbow ganglia and
osteoarthritis of the elbow. J Bone Joint Surg Am. 2002; 84-A: 1413-9.
2) Terayama Y, Uchiyama S, Kato H, et al. Optimal measurement level and ulnar nerve
cross-sectional area cut-off threshold for identifying ulnar neuropathy at the elbow
by MRI and ultrasonography. J Hand Surg., Am 2017 (under submitting)
3) Tsujino A, et al. Ulnar groove palsy for friction neuropathy at the elbow. Hand
Surg. 2001; 6: 205-9.
4) King T, Morgan FP. Late results of removing the medial humeral epicondyle for
traumatic ulnar neuritis. J Bone Joint Surg 1959; 41B: 51-5.
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preservation on blood flow and clinical outcome following ulnar nerve transposition.
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11) 赤堀　治．肘部管症候群-麻痺の程度と予後、ならびに手術法の選択-．整形・災害外
科．1986: 29; 1745-51.
12) McGowan AJ. The results of transposition of the ulnar nerve for traumatic ulnar
neuritis. J Bone Joint Surg Br. 1950;32B:293-301.
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Hand Surg. 1989; 14A: 182-8.
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tunnel syndrome. Sci Rep. 2016; 6: 27497.
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絞扼性神経障害の治療　手根管症候群

○内山 茂晴1,2, 林 正徳1, 加藤 博之1

1信州大学　整形外科, 2岡谷市民病院　整形外科

手根管症候群(CTS)は日常診療で最も遭遇することの多い絞扼性神経障害である。診断は比較的
容易であるが、頸椎病変の合併、全身疾患に伴う発症かなど注意すべき点もある(1)。CTSの治
療としては、副腎皮質ステロイド注射、装具、手術などがあげられるが、最も効果があるのは
手術による横手根靭帯(TCL)切離である(2)。手術適応は保存療法で十分緩解しない、あるいは
母指球筋萎縮のある例とされているが、確定したものではない。手術は従来法(OCTR), 小皮切
OCTR, あるいは関節鏡下(ECTR)によるTCL切離が行われる。術後の握力回復はECTRの方がOCTRよ
りやや早いというデータもあるが、長期成績は同等で、いずれの手法を用いてもほぼ良好な経
過をたどることが多い(3)。しかしECTRは一過性ではあるが医原性神経損傷を引き起こす確率が
やや高い(3)。ECTRの適応は限られておりその施行には特に注意が必要である(4)。TCLを切離す
る手根管開放が最初に行われたのは1924年Dr. Herbert Gallowayが最初とされているが(5)、90
年経た現在においても基本的には同じで正中神経の除圧目的でTCLを切離している。TCLの機能
は３つあると考えられている。母指球及び小指球筋の起始部、手根骨橈尺方向安定性、屈筋腱
のpulley(6)。TCL切離によりこれらの機能は減弱すると考えられるが、正中神経機能の回復に
より自覚症状は改善するため、臨床上問題となることはまれである。しかしTCL切離が、一時的
な握力低下や弾発現象、術後疼痛などへの関与も考えられるため(7,8,9)、より低侵襲で早期の
日常生活復帰、あるいは職場復帰を可能とする治療法の開発が望まれる。
本講演でははじめにCTS治療の概要を、ついで現在行われている手術療法の効果、合併症など
EBMに基づき述べる。
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手根管症候群の分子機構

○大木 豪介1, 山下 敏彦2, Amadio Peter C.3

1砂川市立病院　整形外科, 2札幌医科大学　整形外科, 3メイヨークリニック

手根管症候群（以下CTS）は手根管内で正中神経が圧迫される絞扼性神経障害で、身体の絞扼性
神経障害の中で最も頻度の高い疾患である。８割が特発性とされ、残りが骨折、関節リウマ
チ、透析、腫瘍性病変などに起因する二次性のものとされる。有病率は3.8-5%程度とされ、生
涯中で大人６人に１人は罹患するとされている。特発性CTSの詳細な病態はいまだに不明である
が、近年subsynovial connective tissue (以下SSCT)の線維化が原因の一つとして注目されて
いる。繊維化に関わるシグナル経路としてTGF-βシグナルが注目されてきた。繊維化に関わる
別のシグナル経路落として、近年Rhoシグナルが様々な分野で研究されている。今回、手根管症
候群患者のSSCTより採取した線維芽細胞より、PCRアレイを用いてRhoシグナルの遺伝子発現を
検証し、Rhoインヒビターを用いてコラーゲンなどの線維化に関わる遺伝子の発現状況の検証を
行った。
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臨床分類からみた手根管症候群の病態

○佐藤 彰博1, 湯川 昌広2

1弘前医療福祉大学　作業療法学専攻, 2弘前記念病院　整形外科

【緒言】
CTSの臨床分類である浜田分類毎に検査結果を比較し，CTSの病態を推測した．
【方法】
平成23年4月から平成28年10月までに手外科医に診断されたCTSの中で，頚椎疾患や糖尿病など
の合併やデータ欠損を除外した．調査項目は，浜田分類， DML，CMAPの振幅と持続時間，手関
節刺激でのSCV，APBのMMT，しびれ，触圧覚検査，s2PDとした．統計解析は，浜田分類毎に調査
項目を3群比較（Kruskal-Wallis検定，Steel-Dwass検定）した．
【結果】
CTSと診断された194例285手の中の103例150手を対象とした．男性20例・女性83例，年齢の中央
値（四分位範囲）は61（22）歳，浜田分類はgrade Ⅰ 39手・grade Ⅱ 73手・grade Ⅲ 38手で
あった．振幅とMMTはgrade Ⅰでは正常値であったがgrade Ⅲまでに段階的に有意に低下
（P<0.01）し， SCVと触圧覚はgrade Ⅱからgrade Ⅲで有意に低下（P<0.01）した．DMLと持続
時間はgrade Ⅱからgrade Ⅲで有意に遅延・延長（P<0.01）した．s2PDはgrade ⅠとⅡでは正
常値であったが，grade Ⅱからgrade Ⅲで有意に低下（P<0.01）した．しびれに有意差はなか
った．
【考察】
検査結果から浜田分類grade Ⅰは極軽度の節性脱髄，grade Ⅱは軽度の節性脱髄と軽度の軸索
変性，grade Ⅲは重度の軸索変性を示していると推察された．浜田分類がCTSの進行を反映して
いると仮定すると，最初に一部の神経線維に節性脱髄が生じ，節性脱髄の進行と同時に軸索変
性が起こる．その後，さらに節性脱髄が進行，軸索変性となる神経線維数も増加していくと考
えられた．
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特発性手根管症候群の病態；横手根靭帯に見られる器質的変化の関
与について病理組織学的検索

○谷口 泰徳1, 辻本 修平2, 橋爪 洋3, 林 未統4

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, 4橋本市立病院　整形外科

【はじめに】
一般に手根管症候群の原因は、特発性と透析、橈骨遠位端骨折など原因とする２次性に分類さ
れる。特発性手根管症候群の原因については、議論が多く見解の一致が得られていないのが現
状である。今回我々は、特発性手根管症候群の発症要因の一つとして横手根靭帯の器質的変化
が関与していることについて、病理組織学的に検討し報告する。
【対象および方法】
手根管開放術を施行した特発性手根管症候群33例40手、男10例12手、女23例28手(手術時年齢
33̃83歳、平均55.6歳)を対象とした。術中摘出した横手根靭帯をホルマリン固定後HE染色、コ
ンゴー赤染色、PAS染色行った。また免疫組織学的検索として抗S-100蛋白抗体染色、抗II型コ
ラーゲン抗体染色を行った。
【結果】
PAS染色で高頻度に軟骨様細胞が横手根靭帯の線維組織の間に見られた。抗S-100蛋白抗体染色
では軟骨様細胞の細胞質は、陽性に染色され化成軟骨細胞が示唆された。軟骨様細胞の基質部
は抗II型コラーゲン抗体染色で陽性となり、軟骨細胞であることが示された。その他線維化、
微量アミロイド沈着が少数に横手根靭帯組織に観察された。
【まとめ】
特発性手根管症候群の横手根靭帯に化生軟骨細胞の出現がみられ、横手根靭帯に器質的変化が
出現していることが証明された。横手根靭帯に硬化、肥厚などの器質的変化が出現して、手根
管内における正中神経圧迫の一因になっていることが示唆された。特発性手根管症候群の病態
は、先天性要因による手根管狭窄、横手根靭帯の硬化、肥厚による手根管容積の狭少、非特異
的滑膜炎による手根管内組織の増大などの複合的要因により、正中神経が絞扼され神経障害が
発生すると思われる。
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特発性手根管症候群におけるTTRアミロイド沈着の有無と脂質代謝

○大茂 壽久1, 酒井 昭典2

1戸畑共立病院, 2産業医科大学　整形外科

【目的】
本研究の目的は、手根管症候群におけるトランスサイレチン（TTR）アミロイド沈着陽性群と陰
性群の臨床的特徴と脂質代謝の違い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98名111手（男性28名33手、女性70名78手　平
均年齢68.9±12.7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、電気生理学的検査、脂質代謝検査について陽性群と陰性群を比
較した。
【結果】
TTRアミロイド陽性率は39.6％であった。平均年齢は陽性群（75.9±8.7歳）が陰性群（64.4±
13.0）より有意に高かった。男性は60.6%、女性30.8%にアミロイド沈着を認め男性に有意に多
かった。BMIは差を認めなかった。電気生理学的検査ではDML、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。総コレステロール（陽性群183.4±30.0 mg/dl、陰性群204.8
±30.4）、LDL-コレステロール値（陽性群107.7±26.9mg/dl、陰性群122.9±27.4）は陽性群が
陰性群と比較して有意に低かった。手根管症候群の重症度分類であるPauda分類とLDL-コレステ
ロールの関係については、陽性群ではPauda分類とLDL-コレステロール値に明らかな相関関係を
認めなかったが、陰性群では重症化に伴いLDL-コレステロール値が上昇する傾向を認
め、severe＋extreme群のLDL-コレステロール値（133.3±27.0） は、normal＋minimal＋mild
＋moderate（113.9±24.8）と比較して有意に高くなっていた（p＜0.05）。
【結論】
TTRアミロイド陽性手根管症候群は高齢男性の重症例に多く、コレステロール値は陰性群より有
意に低かった。一方、陰性群では手根管症候群の重症化に伴いLDL-コレステロール値が上昇す
る傾向を認め、陽性群と陰性群では発症原因が異なることを示唆した。
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透析患者における手根管症候群の特徴 － 特発性手根管症候群との
比較

○岩倉 菜穂子1, 寺山 恭史2, 高築 義仁1, 深谷 久徳1

矢吹 明子1

1東京女子医科大学整形外科, 2蓮田病院整形外科

【目的】
透析患者の数は年々増加しており、長期透析患者も増加している。本研究の目的は、透析患者
における手根管症候群(CTS-HD)の特徴を、特発性手根管症候群(CTS-I)と比較することで明らか
にすることである。
【方法】
対象は当院で手根管症候群に対して当院にて手術加療を行い、1年以上経過を追うことができた
CTS-I 35手(男性12手、女性23手)、CTS-HD26手(男性12手、女性14手)である。術前に評価した
不安測定であるSTAIとうつ病の尺度であるSDS、および術前，術後1ヶ月、12か月に評価し
た、Quick DASH、CTSI-JSSH、しびれのVASをCTS-I群とCTS-HD群で比較した。さらにCTS-HD群の
なかでSTAI特性不安とSDSが高値のグループと低値のグループでの術後成績を比較した。
【結果】
術前に評価したSTAI特性不安とSDSが高値の人数はCTS-HD群でCTS-I群と比べて有意に多かっ
た。両群とも術前に比べ術後にQuick DASH、CTSI-JSSH、しびれのVASは有意に改善した。CTS-I
群は術前と比べて術後1か月、12か月と段階的に症状の改善を認めたが、CTS-HD群は術後1か月
で症状が有意に改善するが、その後の改善は認めなかった。CTS-HD群においてSTAI特性不安と
SDSが高値のグループと低値のグループでの術後成績には差は認めなかった。
【結論】
CTS-HD群はCTS-I群に比べ不安傾向の強い患者や抑うつ状態の患者が多いが、不安傾向の強い患
者や抑うつ状態の患者でも手術加療は有用であった。またCTS-HD群はCTS-I群ともに術後早期に
機能や自覚症状の改善を認めるが、術後の症状改善の経過は異なっていた。
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直視下手根管開放術後の手根部痛―屈筋支帯直上の皮切を避けるこ
とが疼痛持続期間の短縮につながるのか？―

○安岡 寛理, 中野 哲雄, 浦田 泰弘

公立玉名中央病院　整形外科

【背景】
直視下手根管開放術時、屈筋支帯直上からのアプローチは術後痛が長引くとの考えから同部の
皮膚を切らない方法も存在するが、同部を切っても疼痛持続期間に差がないとする報告もあ
る。
【目的】
屈筋支帯直上皮切と同部を避けた遠位皮切間で術後手根部痛に関して前向き化比較試験を行
い、皮切位置により術後痛に差があるか検証すること。
【対象】
直上皮切群：男25例26手、女36例39手、24̃91（平均73）歳、遠位皮切群：男26例29手、女38例
46手、24̃89（平均72）歳を調査対象とした。
【方法】
対象症例は乱数表を用いて2群に無作為割り付けし、同一術者が全例手術を施行した。4名のOT
に術1か月後から創部自発痛と圧痛の消失時期および圧痛部位について圧痛が消失するまで1か
月毎に評価させ、それらの計測値を2群間で比較した。また両側手術を施行し左右同じ皮切とな
った症例、および左右異なる皮切となった症例についても検討を行った。
【結果】
直上皮切と遠位皮切の2群間で、自発痛消失時期（P=0.53）、圧痛消失時期（P=0.89）共に有意
差はなかった。両側手術例中、左右で異なる皮切を採用した18例の自発痛と圧痛について、皮
切位置による疼痛消失時期に差はなかった。また両側同じ皮切となった15例中、自発痛は12例
で同時期に消失したが、圧痛が同時期に消失したのはわずかに3例のみであった。圧痛部位は創
直上のみ、創直上～橈側、橈側のみ、創直上～尺側、尺側のみ、橈側と尺側、不定、術1か月時
点で無しの8つに分類でき、皮切の位置と圧痛分布には関連がなく、2群の圧痛部位分布割合は
相似していた。
【結論】
直視下手根管開放術において、屈筋支帯直上の皮膚切開を避けることは術後手根部痛の持続期
間短縮に有用であるとはいえない。
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向精神薬の肘部管症候群への影響

○小沼 賢治, 助川 浩士, 見目 智紀, 橋爪 孝典
高相 晶士

北里大学　医学部　整形外科学

【はじめに】
末梢神経は向精神薬により影響を受け、伝導速度が遅延することが報告されている。しかし、
向精神薬が肘部管症候群に及ぼす影響や向精神薬を内服している肘部管症候群症例の術後予後
については、明らかではない。
【目的】
当院で手術を行った肘部管症候群症例における向精神薬の影響について後ろ向きに検討するこ
と。
【対象と方法】
2010年1月から2015年12月までに当院で手術を行った赤堀の分類第I期以上の肘部管症候群73症
例78肘のうち、肘関節部に変形や腫瘍性病変を伴わない、一次性肘部管症候群42例47肘につい
て調査した。術前に向精神薬を処方されていた向精神薬内服群（P群）（16例18肘）と非内服群
（N群）（26例29肘）を比較検討した。検討項目は1）精神疾患の病名、2）内服していた向精神
薬、3）尺骨神経運動神経伝導速度（MCV）、4）小指外転筋複合筋活動電位（ADM-CMAP）潜時
（DL）、5）近位刺激ADM-CMAP振幅 (Amp）および6）赤堀予後評価基準である。
【結果】
P群の病名内訳は統合失調症3例、うつ病6例、その他、統合失調感情障害、躁うつ病、神経症、
依存性人格障害、強迫性障害、器質性神経障害、アルコール依存症がそれぞれ1例であった。P
群が内服していた向精神薬は抗てんかん薬、抗うつ薬、抗不安薬、非定型抗精神病薬等で、平
均で5.4種類内服していた。誘発筋電図ではMCVおよびAmpは、P群ではN群に比較して有意に低値
を示していた。赤堀分類による術後予後評価基準では両者に有意差は認めなかった。
【考察】
以上の結果より向精神薬が肘部管症候群の発症や増悪に影響することが示唆された。赤堀の予
後評価基準ではP群、N群に有意差はなく、尺骨神経前方移行術はP群に対してもN群と同様に治
療効果が得られる可能性がある。
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1-5-EL8-1

上肢発生神経性腫瘍の診断と治療

○伊原 公一郎

独立行政法人国立病院機構　関門医療センター　整形外科

良性軟部腫瘍のうち、神経性腫瘍は手術に際してマイクロサージャリー手技による愛護的操作
が求められ、また術後神経障害を合併する危険性があるなど、手外科医との関わりが大きい軟
部腫瘍の1つである。経過観察されることが圧倒的に多い良性軟部腫瘍の発生頻度を正確に把握
することは困難であるが、神経性腫瘍は脂肪腫、血管腫に次いで多く、教科書には全体の10%程
度と記載されている（１，２）。神経鞘腫と神経線維腫が代表的であり、両者はほぼ同等の発
生頻度とされるが、演者の経験では神経鞘腫の頻度が圧倒的に多い（３）。神経線維腫は孤立
性、多発性（神経線維腫症）、蔓状型に分けられ、孤立性は皮下発生が多い。多発性、蔓状型
は遺伝性で病因となるNF1, NF2遺伝子が同定されている。NF1に発生する神経線維腫の3～5%が
悪性化するとされ注意を要する（４）。
被膜が存在し適切な手術操作によって安全に切除可能な神経鞘腫と、神経束との剥離が困難な
神経線維腫とでは、治療方針がおのずと異なる。皮下発生の神経線維腫は切除が適応となる
が、主幹神経発生例は神経機能を温存した切除は困難であり、症例によっては神経移植が必要
である。術前の画像検査で両者が鑑別できれば理想的であるが、必ずしも容易ではないとの報
告が多い。MRI所見で神経性腫瘍に特徴的とされるtarget signも、当初神経線維腫に多いとさ
れていたが、最近では神経鞘腫に多く認めるとの報告もある（４、５）。
講演では神経性腫瘍の臨床・画像診断、手術適応、手術手技について、自験例を中心に解説
し、とくに神経鞘腫の手術のポイントについて詳しく述べる。神経障害を遺残することなく、
いわゆるenucleation (核出術) 可能なことが多いが、なかには剥離困難な症例もあり注意を要
する。

１）  遠城寺宗知．一般的事項．軟部腫瘍アトラス．石川栄世・遠城寺宗知編．東京、文光
堂、1989、p.14-17.
２）  Goldblum JR, Folpe AL, Weiss SW. Benign tumors of peripheral nerves. In:
Enzinger and Weiss’s Soft Tissue Tumors. 6th edition. Philadelphia:Elsevier
Saunders:2014, p.784-854.
３）  河合秀雄、露口雄一、川端秀彦、他．上肢の末梢神経腫瘍．整形外科 1983;34:1819-
1822.
４）  川口　哲、和田卓郎．神経性腫瘍．吉川秀樹編、骨・軟部腫瘍および関連疾患（最新整
形外科学体系20巻）．東京、中山書店、2007. p.362-365.
５）  Suh J-S, Abenoza P, Galloway H, et al. Peripheral (extracranial) nerve tumors:
Correlation of MR imaging and histologic findings. Radiology, 1992;183:341-346.
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1-5-EL8-2

上肢の巨細胞腫：腱鞘巨細胞腫、骨巨細胞腫、小骨巨細胞性病変―
WHO分類(2013年)による概念と治療を中心に―

○西田 淳1, 柳澤 道朗2, 中島 久弥3, 立岩 俊之1

三又 義訓4

1東京医大整形外科, 2弘前大学整形外科, 3聖マリアンナ医大整形外科

4岩手医大整形外科

上肢に発生する巨細胞腫と呼ばれる病変について、WHO分類(2013年)に従って疾患概念と治療方
法を論述する。

1．限局型腱滑膜巨細胞腫(腱鞘巨細胞腫)

関節、滑液包、腱鞘の滑膜に生じる、破骨細胞様多核巨細胞、泡沫細胞、ヘモジデリン貪食細
胞や炎症細胞の浸潤を伴う単核細胞の増生よりなる、中年女性の指に好発する腫瘍である。第1
染色体の転座がみられ、コロニー刺激因子1(CSF1)遺伝子の発現上昇がみられる1)。しばしば接
する骨に圧痕を生じる。一般にT1WI、T2WIともに低信号領域として描出される4.0 cm以下の黄
色味を帯びた灰白色～茶褐色の多房性病変である。初発病変、再発病変ともに取り残しの無い
よう摘出するが、再発率は3～30％と高い。類縁疾患である瀰漫型腱滑膜巨細胞腫に対し米国で
選択的CSF1受容体阻害薬の治験が行われている2)。

2．骨巨細胞腫

局所浸潤性の病変で、間葉系単核細胞、マクロファージ様細胞の増生と、反応性に出現した多
数の破骨細胞様巨細胞からなる病変で、本態はNF-κβ ligand (RANKL)受容体活性化作用を有
する間葉系細胞の増生である1)。若年成人に好発し、大腿骨遠位、脛骨近位、橈骨遠位骨端部
が好発部位である。手発生は稀である3)。疼痛、腫脹、関節可動域制限が主な症状で、病的骨
折もみられる。比較的境界明瞭な溶骨性病変で、黄～赤褐色の腫瘤が一般に軟骨下骨まで及
ぶ。T1WIで低～中等度、T2WIで中等度～高輝度の信号を呈することが多い。約2％の例で肺転移
が起こる。単なる&#25620;爬では15～50％で再発するため、再発抑制の目的で骨セメント、フ
ェノール、アルコール、液体窒素等を術中補助療法に用いることが多い。抗RANKL抗体であるデ
ノスマブも用いられる4,5)。

3．小骨巨細胞性病変(巨細胞修復性肉芽腫)

出血とヘモジデリン沈着を伴う線維組織の増生からなり、不規則に分布する巨細胞と反応性骨
形成がみられる、主に手足に発生する腫瘍類似疾患である1)。30歳以下に好発し、指(趾)骨、
中手(足)骨の骨幹端部に発生する。疼痛と腫脹が主な症状で時に病的骨折を来す。境界明瞭な
溶骨性病変で、皮質は膨隆し菲薄化するが通常は破壊されない6)。出血巣がよくみられ、T1WI
で低～中等度輝度の、T2WIで低～高輝度の不均一な信号を呈する6)。再発率が高く、再発抑制
のためフェノール、エタノールが術中補助療法に用いられる。
参考文献
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橈骨遠位端骨折に対する臨床面からみた治療戦略-関節外骨折から遠
位縁部骨折まで-

○坂野 裕昭

平塚共済病院　整形外科　手外科センター

現在，橈骨遠位端骨折に対する手術的治療は掌側ロッキングプレート固定術がgold standardで
あり，極めて良好な術後成績が得られることは多くの臨床成績の報告をみても疑う余地はな
い．その一方，合併症が増加していることも事実である．この先10年の橈骨遠位端骨折治療を
考えるに当たり，安全で良好な臨床成績が得られる近位設置型掌側ロッキングプレート固定術
で対応出来ない骨折型に対する治療戦略も重要である．これらを含め橈骨遠位端骨折手術全体
に対するstrategyを立案し実践している．
　橈骨遠位端骨折治療を考える際に従来は掌側転位型や背側転位型などの分類を用いていた
が，現在は眼前にある骨折が掌側ロッキングプレートで対応出来るのか，背側プレートが適応
されるのか，創外固定術が適応されるのか，もしくは何らかの追加オプションが必要なのかを
判断する．多くの臨床症例をもとに確率した現時点での手術治療のstrategyに則り治療を行っ
ている．創外固定術の適応として，観血的整復が困難な程度に関節面が粉砕した症例や透析の
シャント側等で駆血帯が使用出来ない症例，転位が軽度な両側性骨折で手術を希望する症例な
どが挙げられる．また，背側ロッキングプレート固定術の適応は背側Barton骨折や掌側骨皮質
に骨折がない関節内Smith様骨折などの関節内骨折である．これらを除外すれば基本的に掌側ロ
ッキングプレート固定術の適応となる．この先の考えは，①関節外骨折なのか関節内骨折なの
か，②骨折線が遠位縁部骨折（rim）であるのか否かが重要な分岐である．
　本講演では関節内骨折のmanagementのコツ，必要な追加手技，そして縁部骨折治療で使用す
るプレートとして近位設置型，遠位設置型，rim plateをどのように使い分けるべきかを安全性
を重視した立場から述べる．また，掌側ロッキングプレートを安全に使用する際の留意点に関
しても重ねて述べる．
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1-5-EL9-1

小児前腕骨骨折治療

○坂野 裕昭

国家公務員共済組合連合会 平塚共済病院　整形外科

　骨折治療において適切な治療を誤ると重大な機能障害を残す可能性がある．特に，小児の骨
折においては，時として自家矯正力ゆえに許容範囲が広いと考えられ，大きな変形も放置され
る場合がある．しかし，残存した変形は患児の身体的精神的成長の妨げとなる場合もあり，遺
残変形や機能障害を防止する必要がある．そのためには，急性期における年齢に応じた適切な
治療が大切である．多くの小児前腕骨骨折は保存治療が主体となるが，手術的治療が必要にな
る場合も多く見られる．
　前腕骨骨幹部骨折では回旋障害を防止する．10歳未満では遠位部は30度以上，その他の部位
は20度以上の変形は残さないようにする（１，２）．10歳以上では遠位部は20度以上，その他
の部位は10度以上の変形を残さないように留意する（３，４）．保存治療ではmodelingしたギ
プス固定が必要ある．手術的治療では髄内鋼線固定やプレート固定が行われる．注意しなけれ
ばいけない病態として急性塑性変形（５）がある．回旋制限きたしMonteggia equivalentを呈
する場合もある．X線像ではmaximum ulnar bowを計測する（６）．6歳以上で10度以上の角状転
位は積極的な矯正が必要である（７）．
橈骨頚部骨折は小児骨折の１％程度と頻度が少なく，橈骨頭骨折はさらに稀である（８）．橈
骨頭の傾斜角30-45度までは保存治療で良好な結果が得られる（９）．手術適応は2mm以上の側
方転位，傾斜角は10歳未満では45度以上，10歳以上では30度以上とされており（10）手術治療
は鋼線によるJoy stick整復と固定が行われる．
今講演では主な外傷である前腕骨骨幹部骨折，前腕骨急性塑性変形，橈骨頭頚部骨折などにつ
いて詳述します．

参考文献
１．  Fuller DJ, McCullough CJ : Malunited fractures of the forearm in children. J
Bone Joint Surg., 64-B : 364-367, 1982.
２．  安倍吉則，舩山完一ほか：小児前腕骨骨幹部骨折の治療成績．日小整会誌，５：324-
331，1996.
３．  Daruwalla JS : A study of radioulnar movements following fractures of the
forearm in children. Clin Orthop., 139 : 114-120, 1979.
４．  Kay S, Smith C, et al : Both-bone midshaft forearm fractures in children. J
Pediatr Orthop, 6 : 306-310, 1986.
５．  Borden S. Traumatic bowing of the forearm in children. J Bone Joint Surg Am.
1974 ; 56:611-616.
６．  Lincoln TL, Mubarak SJ : Isolated traumatic radial-head dislocation. J Pediatr
Orthop, 14 : 454-457, 1994.
７．  Vorlat P, De Boeck H. Bowing fractures of the forearm in children: A long-term
followup. Clin Orthop Relat Res. 2003;413:233-237.
８．  Landin LA. Fracture patterns in children. Analysis of 8,682 fractures with
special reference to incidence, etiology and secular changes in a swedish urban
population. 1950-1979. Acta Orthop Scand Suppl. 1983;202:1-109.
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children. A retrospective analysis of 100 patients. J Pediatr Orthop. 1993;13:232-
238.
１０． Rockwood and Wilkins’ Fractures in Children  EIGHTh EDITION 2015. Wolters
Kluwer Health.486.
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1-5-EL9-2

成人前腕骨骨折の治療

○矢﨑 尚哉

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

前腕は回内・回外により，手の向きを変えるという重要な役割を持つ．前腕骨骨折が適切に治
療されず，回内外制限が起きると，著しい機能障害を起こしうる．前腕は橈骨および尺骨とそ
れを連結する骨間膜から構成されている．前腕骨骨折の治療においては解剖学的な整復とその
保持が不可欠で，整復不良のまま骨癒合した場合には回内外制限が起こりうる1)．保存的治療の
適応は限定されており，単独骨折で転位の少ない症例に限られる2)．それ以外の症例には手術的
治療が選択される．骨折部を観血的に整復して強固なプレート固定により解剖学的整復を維持
するという治療方針が前腕骨骨幹部骨折の標準的な治療であり，近年この方針は変わっていな
い．ロッキングプレートの導入によりさらなる成績の向上が見込まれたが，ノンロッキングプ
レートと比較して，明確な成績の向上が得られたとは言い難い3)．かつては数種類の髄内釘が販
売されていたが，成績は安定せず，現在はほとんどの機種が販売中止となった4）．
合併損傷としては，Monteggia骨折，Galeazzi骨折などの脱臼骨折，コンパートメント症候群，
神経損傷が挙げられる．軟部組織が薄いことから開放骨折も起きやすい．
術後の合併症として，プレート抜去後の再骨折率は他の部位と比較して高いことが問題となっ
ており，抜去をするべきではないと結論付ける報告もある5）．
ビスフォスフォネート製剤の内服により大腿骨に非定型骨折が起きることが知られているが，
近年，尺骨骨幹部に起きた症例が報告された6）．

1  Jayakumar P, Jupiter JB.Reconstruction of malunited diaphyseal fractures of the
forearm.Hand (N Y). 2014 Sep;9(3):265-73.

2  Sarmiento A, Latta LL, Zych G, McKeever P, Zagorski JP. Isolated ulnar shaft
fractures treated with functional braces. J Orthop Trauma. 1998 Aug;12(6):420-3;
discussion 423-4.

3  Azboy I, Demirtas A, Uçar BY, Bulut M, Alemdar C, Ozkul E. Effectiveness of
locking versus dynamic compression plates for diaphyseal forearm fractures.
Orthopedics. 2013 Jul;36(7):e917-22.

4  鈴木 浩之ほか．TRUE／FLEXネイルによる擁尺骨骨幹部骨折の治療. 骨折 26(1), 220-223,
2004

5  Leung F, Chow SP. Locking compression plate in the treatment of forearm fractures:
a prospective study.
J Orthop Surg (Hong Kong). 2006 Dec;14(3):291-4.

6  Bjørgul K, Reigstad A. Atypical fracture of the ulna associated with alendronate
use.Acta Orthop. 2011 Dec;82(6):761-3.
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新鮮凍結屍体を用いた橈骨遠位端骨折へのアプローチー橈骨遠位端
骨折変形治癒が遠位橈尺関節のキネマティクスに与える影響―

○西脇 正夫1, 中村 俊康2, 堀内 行雄1

ジェイムス ジョンソン3, グラハム キング3

1川崎市立川崎病院　整形外科　手肘外科センター

2国際医療福祉大学　臨床医学研究センター, 3ウェスタンオンタリオ大学

【はじめに】
橈骨遠位端骨折変形治癒では掌背側・橈尺側への回転・移動，短縮，回旋など様々な変形要素
が混在しているが，各変形要素が与える影響はまだ十分に解明されていない．われわれは，新
鮮凍結屍体を用いて橈骨遠位端骨折の様々な変形が前腕自動回旋運動中に遠位橈尺関節(DRUJ)
のキネマティクスに与える影響を検討した．
【対象・方法】
新鮮上腕切断8上肢を用い，1)背屈変形，2)掌屈変形，3)背屈・背側転位の複合変形のある橈骨
遠位端骨折変形癒合モデルを作製した．それぞれの変形で前腕自動運動シミュレーターを用い
てコンピューター制御で筋腱に負荷を加えて前腕自動回外運動を行った際の橈骨と尺骨の3次元
的な位置を記録し，それぞれの変形により生じたDRUJでの橈骨に対する尺骨の掌背方向への異
常転位を計算した．計測は三角線維軟骨複合体（TFCC）正常時および切離後に行った．
【結果】
TFCC正常時は，橈骨背屈変形でも掌屈変形でも20°まではDRUJでの有意な異常転位はなかった
（p＞0.05）．TFCC切離時には，橈骨背屈変形10°，20°により尺骨は掌側に平均0.7mm, 1.0mm
転位し，橈骨掌屈変形10°，20°により尺骨は背側に平均1.3mm, 2.0mm転位した．背屈変形に
5mmの背側転位が加わった複合変形では，TFCC正常時にも尺骨は掌側に異常転位した
（p＜0.05）．
【考察】
本研究の結果，DRUJのキネマティクスの変化は，掌屈変形では背屈変形より大きく，また背屈
変形に背側転位が加わると増大し，より重症となる可能性が高いことが判明した．新鮮凍結屍
体を用いた橈骨遠位端骨折の生体工学的研究では，個々の変形要素が与える様々な影響を明ら
かにすることができ，さらに複数の変形要素が組み合わされた場合の評価も可能である．
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新鮮凍結肢体を用いた遠位橈尺関節へのアプローチ

○飯田 昭夫1, 面川 庄平2, 森友 寿夫3, 大西 正展4

田中 康仁5

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

4東大阪市立総合病院　整形外科, 5奈良県立医科大学　整形外科

三角繊維軟骨複合体(TFCC)損傷は、時に遠位橈尺関節(DRUJ)の不安定性を生じ、手関節尺側部
痛が持続する原因となる。TFCC損傷の診断は近年MRI、関節鏡などにより、診断の精度は上がっ
てきた。一方、DRUJの不安定性の定量は未だに困難で、徒手検査が重要な位置を占めている。
我々は、TFCC損傷とDRUJ不安定性との関連性について生体力学的に調査してきたので、その実
際と、結果について述べる。TFCC損傷に伴うDRUJ不安定性を調査するため、新鮮凍結肢体の
TFCC尺骨小窩部を切離し、3次元位置センサーを用いてDRUJ不安定性を定量した。また、手関節
作動筋腱を牽引し、DRUJ安定性の変化を評価した。我々の調査では、TFCC損傷により、尺骨は
背側方向に不安定となり、尺側手根伸筋を牽引すると尺骨は再び安定した。続けて遠位骨間膜
を切離すると、尺骨は掌側方向へも不安定となった。次に、TFCC損傷部位とDRUJ不安定性をよ
り詳細に評価するため、手関節伸展、橈屈時のDRUJ不安定性の変化を調査した。TFCC掌側の尺
骨手根靭帯により手関節伸展時にDRUJが安定し、TFCC尺側の尺側手根伸筋腱腱鞘床により手関
節橈屈時にDRUJが安定した。DRUJ不安定性を手関節肢位を変化させて評価すればTFCC損傷の局
在が診断できる可能性が示唆された。次に、DRUJ徒手的不安定性評価の信頼性と有用性を調査
した。検者の爪と、橈骨・尺骨に位置センサーを付け、徒手検査を行った。TFCC切離による
DRUJ不安定性の増大は徒手検査で再現できたが、爪は骨より若干大きく動き、爪の動きを評価
すればDRUJ不安定性を過大評価する可能性を示唆した。検者内、検者間の一致は概ね良好で、
検査時に手根骨を把持することにより、検者間信頼性は向上し、TFCC切離後の不安定性の増加
をより大きく感知できた。
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有限要素法を用いた前腕・手関節へのアプローチ

○松浦 佑介1, 國吉 一樹1, 鈴木 崇根2, 大鳥 精司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

上肢の機能解剖ならびに病態を把握するために、力学的な挙動を知る事は重要であり、古くか
ら新鮮凍結屍体を用いたバイオメカニクス研究が行われてきた。しかし、組織内部の力学的挙
動を把握することや、患者自身の挙動を非侵襲的に把握することは困難である。近年、コンピ
ューターの性能の向上とともに、シミュレーションによる力学的解析の発展が著しい。患者の
CTデータを用いた3次元CT有限要素解析を用いることで、骨の内部の力学的挙動や骨強度等が推
察できるようになった。我々はその技術を前腕、手関節の領域に応用するべく、新鮮凍結屍体
を用いた妥当性検証試験を行い、実測値とシミュレーションとの間に高い相関関係があること
を示した。我々は、確立した有限要素解析を用いて、臨床的な研究を行っている。前腕骨骨幹
部においては、Locking Plate固定ならびにConventional Plate固定におけるストレスシールデ
ィングによる影響を調査した。Plateで5年以上固定した前腕骨骨幹部骨折の骨強度を測定する
と、Locking Plateで固定した前腕骨骨幹部が、より骨萎縮を来していることがわかった。橈骨
遠位端骨折部においては、Smith骨折の発症機序について調べた。一般的には手掌をつくと
Colles骨折、手背をつくとSmith骨折と知られているが、手掌部をついたにもかかわら
ず、Smith骨折を来す症例を経験する。その要因として、手をつく角度が影響していると仮説を
立て、有限要素解析を用いてSmith骨折が発生する機序を検討した。さらに、有限要素解析で
Smith骨折が生じていた受傷角度で、実際にSmith骨折が発生するかについて、新鮮凍結屍体を
用いて確認した。 本発表ではこれらの一連の研究について解説する。
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前腕回旋運動と形態評価に基づいた前腕変形治癒骨折に対する治療
戦略

○岡 久仁洋1,2, 阿部 真悟2, 信貴 厚生2, 宮村 聡2

村瀬 剛2

1大阪大学　保健センター, 2大阪大学　整形外科

【はじめに】
我々は前腕骨幹部変形、陳旧性モンテジア骨折に対し、3次元形態評価と前腕回旋軸、骨間膜長
を考慮した前腕運動の評価し、前腕運動機能に基づいた治療戦略をたてている。今回、これら
の病的な前腕の形態学的、運動学的評価から得た知見と治療方針について報告する。
【方法】
対象は前腕骨幹部変形17例、陳旧性モンテジア骨折12例である。術前、前腕を複数の回旋位で
撮影したＣＴデータを用いて、前腕回旋軸を計算した。前腕骨幹部変形は、最大回内時、回外
時の骨間膜長と橈尺骨のインピンジメントの有無を評価した。陳旧性モンテジア骨折は橈骨頭
の形態と近位橈尺関節の3次元形態を評価した。3次元手術シミュレーションを行い、術後の仮
想前腕回旋軸回りの運動を評価し、術後の前腕機能を予測し矯正骨切り術を施行した。
【結果】
前腕骨幹部変形は12例で回内時に橈尺骨はインピンジし、回外時にインピンジする症例は1例だ
けであった。回外制限のある症例では回外時に骨間膜付着部間距離が有意に増大していた。回
内制限は橈尺骨のインピンジメントが原因であり、回外制限は骨間の開大が原因であった。解
剖学的に正確な矯正によりインピンジは消失し、正常な前腕回旋運動が獲得できることが予測
できた。陳旧性モンテジア骨折は前腕回旋軸が上腕骨小頭前方に偏位していた。12例中9例に橈
骨頭の変形があり4例に近位橈尺関節の形成不全をみとめたため、前腕回旋軸を上腕骨小頭中心
に移動させる尺骨屈曲骨切りに加え近位橈尺関節の関節形成術を追加することにより整復位が
得られることが分かった。
【考察】
外傷性の前腕変形に対する、術前の3次元的形態評価、運動解析は、可動域制限の原因、隣接関
節の障害を評価することができ、治療計画を立てる上で重要な情報を得ることができる。
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モンテジア骨折に関する生体力学的研究

○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　手の外科講座

3阪奈中央病院　整形外科

4Department of Orthopedic Surgery, Chiang Mai University

【目的】
尺骨骨折に伴う橈骨頭脱臼は、モンテジア骨折として知られている。今回我々は、軟部組織損
傷の程度と前腕肢位が橈骨頭の易脱臼性に関与するという仮説をたて、新鮮凍結肢体を用いた
生体力学的研究を行った。
【方法】
新鮮凍結肢体6上肢を用いた。肘関節周囲の靭帯と骨間膜以外のすべての軟部組織を除去し、実
験用固定台に肘屈曲90度で固定した。橈骨頭と尺骨近位に三次元磁気計測センサーを挿入し
た。前腕中間位、回内外90度の肢位で、上腕二頭筋腱を20Nで近位方向に牽引し、橈骨頭の前方
不安定性を計測した。異なる軟部組織損傷を再現するために、輪状靭帯と方形靭帯を切離した
ものをstage1、近位骨間膜を追加切離したものをstage2とした。各stageで5°から30°の尺骨
前方凸変形を作成し、それぞれの肢位における橈骨頭の前方不安定性（橈骨頭脱臼率％）を統
計学的に比較した。
【結果】
回外位においてstage1では尺骨変形20度から40%の橈骨頭脱臼を認めたが(p＜0.05)、stage2で
は尺骨変形5度から37%の橈骨頭脱臼を認め(p＜0.05)、stage2の方がより少ない変形で脱臼しや
すい結果となった。回内位ではstage1、2ともに5度変形から (p＜0.05)、中間位ではstage1、2
ともに10度変形から有意に脱臼したが(p＜0.05)、両肢位ともにstage1と2の間で有意差は無か
った。前腕肢位による変化では、stage1は回外位で安定しstage2は中間位で安定していた。
【考察および結論】
今回の研究から、肘周辺の軟部組織損傷の程度が、モンテジア骨折における橈骨頭の易脱臼性
に関与する可能性が示唆された。橈骨頭は回内位で前方脱臼しやすく尺骨変形5度から有意な不
安定性を認めた。近位骨間膜は回外位で緊張し橈骨頭を安定化させるが、近位骨間膜が破綻す
ると橈骨頭は中間位で安定化することが明らかになった。
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肘関節鏡手術におけるAugmented Reality simulationの開発

○山本 美知郎1, 俵 丈展2, 大山 慎太郎1, 横田 秀夫2

平田 仁1

1名古屋大学手の外科, 2理化学研究所画像情報処理研究チーム

はじめに近年の画像機器及び画像処理の進化によって、術前の高精度なシミュレーションが可
能となり実際の手術に応用されている。しかし術前に解析したデータを如何にして直接、手術
に反映させるかは今なお課題である。我々は重大な神経血管損傷を含む合併症の報告が多い肘
関節鏡手術においてAugmented Reality(拡張現実)と呼ばれる現実の映像にコンピュータ・グラ
フィックス(CG)を重畳表示する技術を開発したので報告する。対象と方法健常ボランティアの
肘関節MRIを撮影し、画像解析ソフトVo Tracerを用いて骨及び神経の情報を抽出する。データ
をSTLに変換し3Dプリンターを用いて実態モデルを作成する。実態モデルと肘関節鏡のスコープ
に位置追跡用の可視性マーカーを装着し、3次元ポジショントラッカー(MicronTracker3)を用い
て関節鏡画像に骨と神経の位置情報をリアルタイムに重畳表示する。次にニホンザルの新鮮凍
結肘を用いて肘関節MRIを撮影し、骨と神経の情報を抽出する。実態モデルと同様に、ポジショ
ントラッカーと可視性マーカーを用いて肘関節鏡画像に術前取り込んだ画像を重畳表示する。
結果実態モデルおよびニホンザルの肘関節を用いて、僅かな誤差はあるものの重畳表示が可能
であった。肘関節鏡画像のレンズ歪みはパラメータのキャリブレーションパターンから補正で
きていた。考察許容しうる精度で肘関節鏡に拡張現実を導入することが可能であった。この技
術によって病変の位置や鏡視画像では見えていない神経血管の描出が可能となり、肘関節鏡手
術がより安全になる。今後は誤差の定量化と臨床への応用を検討している。

S118



1-5-TD3-1

この演題に抄録はありません。

○村瀬 剛1, 岡 久仁洋2, 塩出 亮哉2, 奥 結季恵2

1大阪大学　整形外科, 2大阪大学

この演題に抄録はありません。
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この演題に抄録はありません。

○加藤 博之1, 中村 恒一2, 岩川 紘子3, 井戸 芳和3

1信州大学医学部　整形外科, 2北アルプス医療センター　あづみ病院

3信州大学医学部

この演題に抄録はありません。
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機能と整容の両面で良好なアウトカムを獲得するためのわれわれの
皮弁選択の原則

○小野 真平1, 大井 宏之2, Kevin C Chung3, 小川 令1

1日本医科大学　形成外科

2聖隷浜松病院　手外科・ﾏｲｸﾛｻｰｼﾞｬﾘｰｾﾝﾀｰ

3米国ミシガン大学　形成外科

　手指の皮膚軟部組織欠損の再建において、選択可能な皮弁の種類は多岐にわたる。しかし機
能と整容の両面で最適な皮弁を選択するための意思決定プロセスは未だ明確ではない 。なぜな
ら皮弁選択の際に考慮すべき因子が多岐にわたるためである。具体的には、欠損（大きさ、位
置、深さ）、皮弁（色、質感、厚さ、知覚）、donor-site morbidity、患者側の要因（年齢、
性別、職業、ADL）などを総合的に考慮する必要がある。また、術者のマイクロサージャリー技
術も重要な因子の1つである。
　われわれの皮弁選択は下記3原則に基づく。1つ目は「欠損の大きさと位置」である。欠損の
大きさは、小・中・大に分類できる。小欠損に対しては単純縫縮や局所皮弁が望ましい。中欠
損に対しては有茎穿通枝皮弁が有用である。皮膚の余っている中枢部から穿通枝プロペラ皮弁
を挙上し、遠位の欠損に移動する治療戦略を多用している。この場合、欠損に隣接する皮膚
（similar tissue）で再建可能なため、’like with like’の再建が可能となる。大欠損に対
しては遊離皮弁や遠隔皮弁を余儀なくされるが、これらは遠隔部からの皮膚移植のため、色調
・質感が異なり整容的に劣る。2つ目の原則は、手背と手掌の皮膚の特徴を考慮することであ
る。具体的には、手背と手掌では皮膚の色調・質感・伸展性が全く異なり、それらは手指機能
とも直結している。そのため、手背の欠損は手背や前腕から、手掌の欠損は手掌や足底からの
皮膚移植が望ましい。3つ目の原則は、皮膚切開線や皮弁辺縁を極力、皮線や側正中線に一致さ
せることである。われわれは機能と整容の両面を考慮した手の‘functional aesthetic units
and subunits’に基づき皮弁の作図や配置を決定している。
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上肢外傷における皮弁移植による再建戦略とピットフォール

○工藤 俊哉1, 原 章2, 市原 理司2, 金子 和夫3

1順天堂大学附属　浦安病院　整形外科　外傷再建センター

2j順天堂大学附属浦安病院　整形外科, 3順天堂大学病院　整形外科

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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当センターでの前腕以遠の皮膚軟部組織欠損に対する遊離皮弁を用
いた再建

○鈴木 歩実, 神田 俊浩, 吉水 隆貴, 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

当センターで2006-16年の間に前腕以遠の皮膚軟部組織欠損を有した患者のうち，遊離皮弁術お
よび皮膚を含む複合組織移植術による再建を計画した68例について後ろ向き調査を行った。
前腕部の欠損（6例）に対しては，5例にanterolateral thigh （以下ALT）flap，1例に
peroneal flapを選択し，手部の欠損（22例）に対しては18例にALT flap，3例にmedialis
pedis flap，1例にdorsalis pedis flapを選択していた。固有指部（39例）に対しては10例に
hemi pulp flap，それぞれ8例ずつにmedialis pedis flapとsuperficial palmar branch of
the radial artery flap，7例にarterialized venous flap，5例にwrap around flap（以下
WAF），1例にALT flapを選択しており，前腕部・手部ではALT flapが，固有指部では第1背側中
足骨動脈を血管茎とするhemi pulp flapやWAFが多くみられた。これらは有用だが，血管の
variationが比較的多く，時に術中に皮弁のデザインなどを変更せざるを得なかったり，展開が
難渋したりするとされている。
本調査においてもALT flapを計画した24例には，皮枝が同定できず筋弁と植皮に変更した1例と
外側大腿回旋動脈下行枝以外からの皮枝を用いた皮弁に変更した2例が含まれており，hemi
pulp flap・WAFを計画した15例には，第1背側中足骨動脈が非常に細く，足底からの展開を加え
第1底側中足骨動脈を血管茎とした2例が含まれていた。超音波カラードップラー検査を先立っ
て施行し術前に血管茎の走行を把握しておいた症例には，術中の術式変更をしたものはなく，
経験の少ない術者でも安心して手術に臨むことができると考えられた。
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前腕からの逆行性皮弁を用いた手の軟部組織再建

○河村 健二1, 林 智志1, 田中 康仁1, 矢島 弘嗣2

面川 庄平3

1奈良県立医科大学　玉井進記念四肢外傷センター

2市立奈良病院　四肢外傷センター, 3奈良県立医科大学　手の外科

【目的】
手の軟部組織欠損の再建に利用される血管吻合を必要としない前腕からの有茎皮弁である橈側
前腕皮弁と後骨間動脈皮弁は、ともに末梢からの逆行性血流で栄養される。両皮弁の使用経験
からそれぞれの皮弁の利点および問題点を検討した。
【方法】
手の軟部組織欠損の再建に前腕からの逆行性皮弁で再建した症例は59例であり、橈側前腕皮弁
が44例、後骨間動脈皮弁が15例であった。皮膚欠損の部位は橈側前腕皮弁症例では母指13例、
手指5例、手背20例、手掌3例、第一指間3例であり、後骨間動脈皮弁症例では手背5例、手指
4例、第一指間が6例であった。皮弁の大きさは橈側前腕皮弁で最大12×8cm、後骨間皮弁で最大
8×5cmであった。橈側前腕皮弁では知覚皮弁を17例、骨付き皮弁を7例、腱付き皮弁を8例で行
った。移植部での静脈吻合によるドレナージは橈側前腕皮弁の初期の症例で2例のみ行っていた
が、それ以外では行っていなかった。
【結果】
橈側前腕皮弁では皮弁下血腫形成による血腫除去を行った症例が1例あったが、全例で皮弁は完
全に生着した（生着率100％）。一方、後骨間動脈皮弁では3例で皮弁壊死を生じた（生着率
80％）。採取部については多くの症例で一期的縫縮が可能であった後骨間動脈皮弁の方が、植
皮術を要する橈側前腕皮弁よりも満足度が高かった。
【考察】
それぞれの皮弁の適応として、母指と手掌の再建は橈側前腕皮弁の方が後骨間動脈皮弁より有
利であるが、手背や第一指間に対してはどちらの皮弁でも適応可能であった。手指に対しては
橈側よりは橈側前腕皮弁、尺側よりは後骨間動脈皮弁が有用であった。皮弁の血行は橈側前腕
皮弁の方が安定していた。橈側前腕皮弁は採取部の整容的問題と主要血管を犠牲にする欠点が
あるが、後骨間動脈皮弁より適応や応用が広く安全な皮弁といえる。
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Freestyle perforator flapによる上肢軟部組織再建術

○岡田 充弘, 横井 卓哉, 新谷 康介, 上村 卓也
中村 博亮

大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科

【目的】
穿通枝皮弁が本邦で発表されて以降、穿通枝の局在について研究が行われた。その結果、全身
で350本以上存在することが確認された。これらの穿通枝を血管茎として自由自在に皮弁を挙上
するfreestyle perforator flapが提唱され、遊離または有茎皮弁として利用されている。今
回、当院で施行したfreestyle perforator flapによる上肢軟部組織再建術について報告する。
【対象および方法】
2009年以降当科で、上肢軟部組織欠損に対して穿通枝皮弁を用いて再建した20症例（男性
13例、女性7例）を対象とした。有茎穿通枝皮弁を用いたのは、16症例で手術時年齢は19～78歳
であった。遊離穿通枝皮弁を用いたのは、4症例で手術時年齢は16～60歳であった。それぞれの
適応および合併症について調査をした。
【結果】
有茎穿通枝皮弁は、主に軟部組織欠損の近傍に存在する穿通枝を血管茎としたプロペラ皮弁で
挙上した。使用した血管茎は、内胸動脈、胸肩峰動脈、胸背動脈、橈側側副動脈、尺側側副動
脈、後骨間動脈、橈骨動脈、尺骨動脈、背側中手骨動脈、および指動脈であった。1例に部分的
に表皮壊死を起こした。遊離穿通枝皮弁は、軟部組織欠損が大きい症例や、整容的な再建を希
望した症例に用いた。前外側大腿皮弁を3例、浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁を1例で用い、全例と
も壊死することなく生着した。
【考察】
上肢には多くの穿通枝が存在し、軟部組織欠損の近傍に穿通枝がある場合は、有茎穿通枝皮弁
の血管茎として用いることで容易に上肢軟部組織欠損を再建することができた。遊離穿通枝皮
弁は、軟部組織欠損が大きい症例や、整容的な再建を希望した症例に有用であった。
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上肢に対するSCIP皮弁を用いた整容的機能的再建の適応

○成島 三長, 辛川 領, 荻島 信也, 吉松 英彦
山本 匠, 山下 修二, 飯田 拓也, 光嶋 勲

東京大学医学部形成外科

【目的】
1989年光嶋らによって穿通枝皮弁の概念が確立され、様々な穿通枝皮弁が遊離皮弁として用い
られている。それぞれ一長一短あり選択が難しい。今回我々は、様々な皮弁を含め主に最近行
っているSCIAのPure Skin Perforator flapを含めた超薄皮弁 について述べる。
【方法】
四肢に関連してSCIPを用いた再建症例は27例　上肢22例、下肢5例であった。そのうちpure
skin perforator flapにしたものは10例であった。患者の平均年齢は34.2歳（10-65歳）であっ
た。用いた部位は、手掌4例　指7例　その他8例であった。またICG造影法を経静脈的および経
動脈的に6例で行いPSP皮弁のPSP皮膚穿通位置について計測した。
【結果】
PSP 皮弁は顔面も含め計40皮弁施行しており、1本のPSPによる皮弁は13 flap、PSP2本は
23flapPSP3本は3flapであった。位置計測したPSPは70本で、上前腸骨棘からの平均位置は内側
に 2.3±2.02cm、橈側に0.3±1.50cmであった。術後1例で部分壊死、1例でepidermal necrosis
を認めた。皮弁修正は2例に行った。ICGでは真皮内の血管網が存在していた。
【考察】
SCIP皮弁は近年thin flapとしても良く報告されている。木村らによってmicrodissection法が
報告され、最近近年pure skin perforator 皮弁という、真皮下の脂肪組織を入れずに挙上でき
る方法を報告してきた。上肢特に手部に関しては、機能的かつ整容的に優れた再建が必要にな
りSCIP flapはその一助となる。PSPの位置とICG造影法用いてその血行動態を検討し安全な超薄
皮弁を挙上できることで手への応用がさらに利用可能となると考える。
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橈骨遠位端骨折における手関節鏡併用の有用性

○藤井 賢三, 安部 幸雄

済生会下関総合病院　整形外科

橈骨遠位端骨折の手術的治療における鏡視下手術の有用性は，関節内骨折の正確な整復および
関節内軟部組織損傷の評価と処置が可能な点にある．しかしながら橈骨遠位端関節内骨折に対
し、関節内骨折の整復を鏡視下に行うか透視下に行うかは未だに意見の分かれるところであ
る．高解像度のイメージによって整復可能であり、あえて鏡視を必要としないとの報告もある
一方，橈骨遠位端関節内骨折において，透視下に整復されているように見えても，鏡視におい
て確認すると整復不良の症例が存在するのも事実である．さらに良好なアライメントにて治癒
した症例においても，術後，手関節痛が遷延する症例も経験され，その原因は多岐にわたる
が，中には三角線維軟骨複合体(TFCC)や舟状月状骨(SL)靭帯損傷などの軟部組織に起因する症
例がある．したがって，それらの診断および処置において，手関節鏡での評価は必須と考えら
れ，普段より手関節鏡の手技に慣れておくことが大切である．その導入として，橈骨遠位端骨
折に対する鏡視下手術の併用が望ましいと考えられる．　我々は，掌側ロッキングプレート固
定との併用が容易であるPlate presetting arthroscopic reduction technique法(PART法)を行
っており，良好な成績をこれまで報告してきた．今回，改めてその実際の手技および手関節鏡
の有用性について検討した．

S127



1-6-YLS5-2

橈骨遠位端骨折に合併する舟状月状骨靭帯損傷の関節鏡診断と治療

○鈴木 大介1, 小野 浩史1, 面川 庄平2, 片山 健3

田中 康仁4

1西奈良中央病院　手外科センター, 2奈良県立医科大学　手の外科講座

3国保中央病院　整形外科, 4奈良県立医科大学　整形外科学教室

橈骨遠位端骨折(以下DRF)において手関節鏡は関節内骨折の整復と軟部組織損傷の診断に威力を
発揮する。軟部組織損傷の代表としてTFCC損傷と舟状月状骨靭帯損傷(以下SL靭帯損傷)があ
り、ともにDRFの術後成績不良因子とされる。SL靭帯単独損傷については通常限局した圧通点、
単純X線正面像やSL profile viewにおける舟状骨月状骨間距離の開大、関節造影、MRIなどの所
見から診断されるが、いずれもDRF合併状態では評価に難渋する。そのためDRFに合併するSL靭
帯損傷の診断には手関節鏡が最も有効といえる。しかしDRF症例に関節鏡診断を導入している施
設はいまだ多数とはいえない。手関節鏡は手技が難しく時間がかかる一方、その利点を感じら
れないという意見が多い。また合併症を危惧する意見もある。そこで本発表では手根骨間靭帯
損傷診断の実際について、術中画像・動画を含めて提示しながらこれらの意見に対する回答と
したい。我々の研究では、術前のCT冠状断においてSL関節最遠位皮質間距離のカットオフ値を
2.0mm以上におくと、Geissler分類grade4のSL不安定性合併を感度75%、特異度90%で診断可能で
あった。このような症例はSL靭帯損傷のハイリスク症例であり、関節鏡診断を行うべきであ
る。関節鏡診断の結果、Geissler分類grade 3以上のSL不安定性を有する症例ではDRF内固定と
同時に治療介入を行っている。grade 3にはピンニングを、grade4には背側手根間靭帯を用いた
靭帯再建を追加している。これらの術後成績もあわせて報告したい。以上より、手関節鏡がDRF
に合併するSL靭帯損傷の診断においていかに有用であるかを提示したい。
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DRUJ鏡下手術の工夫

○小原 由紀彦1, 中村 俊康2

1豊岡第一病院　整形外科, 2国際医療福祉大学　臨床医学研究センター

遠位橈尺関節(Distal radioulnar joint)鏡は技術や道具の進歩に伴い広く施行されるようにな
り、様々な場面で有用である。特にTFCC(Triangular fibrocartilage complex)損傷の評価や治
療には広く用いられている。演者はこれまでに250人254手のDRUJ鏡を施行した。その内訳は男
性90、女性160、右115、左139、両側4、平均年齢は57.4歳（13-86歳）であった。疾患の内訳は
橈骨遠位端骨折などの骨折に合併するTFCC損傷の評価および治療225手、TFCC単独損傷13手、手
関節滑膜炎16手であった。鏡視による感染、尺骨神経背側枝損傷、腱損傷などの合併症はなか
った。橈骨遠位端骨折の観血的整復固定術にDRUJ鏡視を追加した症例では鏡視を行わない手術
より平均約12分手術時間が長くなった。DRUJ鏡を併用した橈骨遠位端骨折で術後6か月以上経過
観察可能であった158手のModified Mayo Wrist Scoreは平均89.2点、可動域は健側比91.6%、握
力は健側比87.3%、軽度の痛みを20手12.7%で認めた。DRUJ鏡はTFCC尺骨小窩付着部断裂の診断
および治療に有用で、さらに尺骨頭軟骨面の評価を尺骨短縮術の適応に加えることができる。
学会発表の多くは異常所見を提示することが多く、今回の報告では正常のDRUJ鏡視所見がいか
に視野が狭く、逆にTFCC損傷例ではDRUJ鏡視で広い視野がえられることをDRUJ鏡視所見の動画
を示し、特にPortalの作成を含む鏡視準備の工夫について報告する。
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Foveaに生じたTFCC損傷に対する新しい鏡視下縫合術

○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

2京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）

【目的】
Foveaに生じたTFCC損傷に対する鏡視下縫合術にはいくつか術式が存在するが一長一短がある．
われわれはスーチャーアンカー（以下アンカー）と18ゲージカテラン針（以下長針）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】
2014年1月から2015年12月に手術を行った22症例，男性15例，女性7例，平均手術時年齢40.4歳
（19～57歳）．Foveaの直視下アンカー設置のため背側に，神経血管束をよける目的で掌側に，
それぞれ小切開を加えた．1針目は掌側遠位から背側近位へ，先に長針でTFCCを刺入してから，
アンカーの縫合糸を針先に通して逆行した．背側遠位から掌側近位への2針目は，長針の針先に
縫合糸を通した後，TFCCに刺入した．このTFCC全層に対するマットレス縫合でfoveaに縫着し
た．掌背側長針間の縫合糸交換には，長針先端同士を突き合わせて関節内外を移動する方法
で，関節包を大きく展開することなく鏡視下縫合を行った．さらにdisc properの近位にマット
レス縫合を1針追加した．症例により尺骨短縮骨切り術を併用した．本法の臨床成績（可動
域，qDASH，VAS，握力）合併症ついて検討した．
【成績】
 平均経過観察期間は12.8ヵ月，最終経過観察時の関節可動域は平均回内82.5°回外84.4°であ
った．qDASHは16.0，VASは22.8，握力は健側比74.7%であった．1例を除いて不安定性は残存し
なかった．残存例には再縫合と尺骨短縮術の追加を行った．永続的な尺骨神経麻痺はなかっ
た．
【結論】
掌側背側の小切開と長針を用いた縫合方法で，より確実な至適位置への縫着と，TFCC全層に対
する掌背側対称な縫合が可能であった．縫合には特殊な器械を必要としなかった．短期間の経
過観察であるが比較的臨床成績は安定していた．
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舟状骨偽関節難症例に対する鏡視下偽関節手術による挑戦と工夫

○池田 純1,2, 川崎 恵吉2, 富田 一誠3, 稲垣 克記2

1昭和大学横浜市北部病院整形外科, 2昭和大学医学部整形外科学講座

3昭和大学江東豊洲病院整形外科

【はじめに】
鏡視下舟状骨偽関節手術（以下AS）は坪川らが開発した最小侵襲手技である。当科では2013年
に本術式を導入し、可動域が犠牲とならない良好な成績が得られる本術式をSLADE分類grade 5
までの第一選択としている。坪川が述べたように、本術式で適応を守ることは重要である
が、ASの成績は非常に優良で、特に若年者では偽関節の条件が多少悪くてもASでの加療を試み
ている。今回、比較的難症例の成績を再検討し、適応と限界について再考した。
【対象と方法】
同一術者がASで加療した舟状骨偽関節11例11手の中で、受傷から2年以上経過して骨折部の硬化
を認めた3手（１手は近位壊死疑い）、最近位部骨折２手、骨折部に５mm以上のcystを形成した
1手を条件が悪い例の対象とした。このうち２手には偽関節部でのhumpback変形に伴うDISI変形
も認めた。平均年齢24歳、男性5手、女性１手で、Mayo Wrist Score（MWS）で総合評価した。
【結果】
全例で骨癒合を得た。DISI変形は矯正が可能であり、矯正位を保持したままの骨癒合を得た。
術後MWSの平均は96点と非常に良好であった。
【考察】
受傷からの期間が長く、骨折部の硬化が生じている例、近位の壊死が疑われる例、cystが大き
な例などでも偽関節部の確実な掻把、十分な骨移植をすることで骨癒合を得た。また、中等度
のDISI変形は矯正可能なことも確認できた。しかし、近位部骨折でmid carpalからの鏡視が困
難な例では、鏡視処置の限界を再認識した。坪川は適応を厳密に守るべきと述べ、演者も同意
見である。しかし、最小侵襲で可動域への影響も少ない本術式の利点は非常に大きく、特に若
年者などには慎重に適応を広げたいと考えている。
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1-6-YLS5-6

手関節鏡視下手術の工夫

○吉田 史郎, 仲摩 憲次郎, 白濱 正博, 志波 直人

久留米大学　整形外科

手関節鏡視下手術において、関節内骨折ではより正確な整復位の達成、TFCC 修復術をはじめと
する低侵襲な手技、screwのentry pointの決定、そして舟状月状骨間靭帯が質的に縫合可能か
否かの評価はopen surgeryに勝り、多くの利点があげられる。さらに近年、鏡視下手術にとも
なうdeviceの進歩は目覚ましく、鏡視下手術において有用なツールが存在する。小経験である
が鏡視下手術における必要なdeviceおよび私なりの工夫について述べたい。1. TFCC injury
foveal repair　Device：Micro SutureLasso+ 3-0Nylon×2Tips：Nylonを最終締結する前に直
接尺骨を把持してballottementを確認する。2. Scaphoid nonunion Device：骨移植用に生検用
のカニューラ＋Headless bone screwTips：screwで圧迫をかける直前に骨移植を行う。3. 橈骨
遠位端骨折（AO-C type）Tips: styloid first fixation techniqueにてプレート固定を行い、
鏡視下にscaphoid fossa、陥没骨片を正確に整復する。これにより鏡視時間を短縮することが
可能である。4. Scapholunate ligament injuryDevice：PushLockTips：鏡視下でアンカーの
entry pointを正確に決定し、mini openでPushLockにてknotless アンカー固定する。
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1-6-LS5

手の外科超音波診療の可能性と、上達のためのアプローチ

○仲西 康顕

奈良県立医科大学　整形外科・臨床研修センター

　比較的浅い位置に組織が存在する手や前腕、肘関節は超音波での組織観察に適しており、近
年の高周波プローブでは指神経の神経束や正中神経反回枝、掌枝といった細かい組織まで観察
することが可能となりつつある。超音波は他の画像診断装置とは異なり、診察室でリアルタイ
ムに組織の動きを観察することが可能であり、腱や靭帯の動態の評価には特に有用である。診
断目的だけではなく、超音波を利用した穿刺手技や伝達麻酔、手術手技などその応用も広く、
今後ますます手の診療にとって重要なツールとなることが予想される。
　しかし、実際に超音波プローブを手にもってみると思ったように組織が描出できないことも
多い。信頼性のある所見を得るために、ラーニングカーブを克服するにはどのようにしたら良
いのか、我々の取り組みを紹介する。

①超音波診断装置で今、何が出来るのか？　手の外科への応用と可能性
・「ここまで見える」診断と治療
・100%効く伝達麻酔と、痛くないリハビリテーション
・超音波ガイド下で行う手の最小侵襲手術
②なぜ「見えない」のか。どうすれば「見える」のか。
・立体的な組織解剖、構造の理解と、目印になる組織の見つけ方
・描出すべき超音波画像の正常像を知る
・視診、触診により目印となる組織の三次元的な位置を推測する
・適切な超音波診断装置の設定と、超音波の特性に基づいたプローブテクニック
・臨床で役立つ超音波の小技集紹介と解説
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1-6-TD4-1

この演題に抄録はありません。

○平瀬 雄一1, 村中 秀行2, 菅野 百合2, 伊川 真実2

1四谷メディカルキューブ　手の外科・マイクロサージャリーセンター長

2四谷メディカルキューブ

この演題に抄録はありません。
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1-6-TD4-2

この演題に抄録はありません。

○代田 雅彦1, 白川 健2, 田中 寛来2, 西井 秋子2

1さいたま赤十字病院　整形外科, 2さいたま赤十字病院

この演題に抄録はありません。
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1-6-S3-1

手のOA-Erosive Osteoarthritis-

○酒井 伸英, 福本 恵三, 加藤 直樹, 小平 聡
西村 礼司

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

【目的】
Erosive Osteoarthritis（EOA）という概念は古くからあるが,最近自己免疫の関与が指摘され,
米国では生物学的製剤などの治験が行われている. 日本ではEOAの報告が少ないので,当院の手
OA患者のerosive変化について調査した.
【方法】
X線2方向で評価し,骨皮質破壊に関連した骨欠損領域が明らかなものをerosiveありとし,臨床症
状について調査した.DIP関節症（281例1363指）,PIP関節症（328例929指）のerosive変化につ
いては第58,59回日本手外科学会学術集会で報告した.今回は母指CM関節症に対して手術を施行
した214例（230指）についても調査した.
【結果】
DIP関節は76例（27.0%）,PIP関節は66例（20.1%）にerosive変化を認めたが,CM関節では手術例
でも14例（6.5%）と比較的少なかった.DIP関節,PIP関節ともにerosive変化を認めたものは,ス
テロイド関節内注射や手術に至る例が多く臨床症状が強いと推察された.DIP関節とPIP関節の両
方にerosive変化を認めたものは多かったが,CM関節との合併は少なく相関を認めなかった.
【考察】
EOAは手指節間関節がその70 ％を占めるとされ，DIP関節に最も多くPIP関節が続く.CM関節には
起こりにくいとされ今回の調査でもerosive変化は少なく,硬化像や亜脱臼を示すものが多かっ
た.EOAの明確な診断基準はなくX線で特徴的な手指のerosive変化を伴う関節症性変化を認
め，RAや乾癬性関節炎などのerosionを伴う疾患が除外された場合にEOAと診断しているのが現
状である.本邦では１例報告が多く稀な疾患とされていたが,今回の調査では有症状手OAの18.9%
に EOAがみられた.EULARはsubtypeとして扱うことを推奨しているが,EOAは独立するentityと考
えるものから手のOAのある病期を見ているとの見方まで様々であり,疾患概念の整理とさらなる
研究が必要である.
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1-6-S3-2

Heberden結節に対するDIP人工関節置換術の経験

○櫛田 学1,2, 松田 匡弘2

1櫛田　学　整形外科　クリニック, 2福岡整形外科病院

【はじめに】
Heberden結節は日常よく遭遇する疾患であり、保存的治療が行われることが多い。しかし、痛
みや腫脹が持続する症例や、関節の可動性の改善を望む症例も存在する。このような症例に対
し、伸筋腱の縫合に工夫を加えた人工関節置換術を行ったので報告する。
【症例および手術・調査法】
症例は6例10指、男性1例、女性5例であった。年齢は61～84歳（平均69歳）であった。発症から
手術までの期間は1～2年（平均1.6年）であった。罹患関節は、母指IP3指、示指DIP2指、中指
DIP2指、環指DIP3指であった。手術は背側展開にて伸筋腱を末節骨から一旦切離した後、人工
関節置換術を行った。腱断端は3-0 fiber wireにてbaseball sutureとし、縫合糸を末節骨の骨
孔に誘導しておき、implant挿入時に縫合した。implantは初期3指ではAVANTA  PIPのステムを
一部切除して使用した。7指では石突らの開発したIFSを用いた。VAS（0-100）による疼痛評価
とDIP関節可動域を術前、および最終調査時で比較した。経過観察期間は6～48か月（平均26か
月）であった。
【結果】
VASは術前平均73が調査時に平均25となり、疼痛は全例で軽快していた。可動域は、術前の自動
伸展/屈曲はそれぞれ平均-20度/平均30度であったが、術後はそれぞれ平均-7度/平均43度と改
善していた。
【考察】
Heberden結節に対する手術治療として、従来関節固定が推奨されているが、手技や固定材料の
選択において難渋することもある。また、女性は整容面から固定術を受け入れ難い。DIP人工関
節置換術は広く認知されているとは言えないが、術式を工夫することで、患者側からの高い要
望に耐えうるものになると考える。
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1-6-S3-3

ブシャール結節に対する掌側アプローチによるシリコン人工指関節
置換術

○林 洸太, 服部 泰典, 土井 一輝, 坂本 相哲

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】
ブシャール結節に対する掌側アプローチによるシリコン人工指関節置換術の手術手技と術後成
績について報告する。
【方法】
2007年から2016年までにブシャール結節に対して人工指関節置換術を行ったのは16例30指で、
男性3例、女性13例、手術時年齢は平均63歳（52～79）であった。罹患指の内訳は示指5指、中
指8指、環指15指、小指2指であった。全例でAVANTA人工指関節を使用し掌側アプローチから手
術を行い、術後２日目より可動域訓練を開始した。このうち、術後6か月以上経過した14例26指
の術後成績について検討したので報告する。
【成績】
術前PIP関節の平均可動域は-24/58であった。術後6か月の26指の短期成績は、全例で疼痛はな
く、PIP関節の可動域は-21/65に改善していた。術後12ヶ月以上経過観察可能であった17指の長
期成績は、PIP関節の可動域は、術前- 25/59 が -20/71 に改善していた。DASHは術前33が15に
改善していた。X-Pではインプラントの折損を4指に認めたが、いずれも疼痛や可動域の増悪な
く、再置換術は行っていない。
【結論】
掌側アプローチによる人工関節置換術の利点は、伸展機構温存により早期可動域訓練が可能な
ことである。このため、可動域も背側アプローチより良好であり、われわれの長期成績も満足
できるものであった。ブシャール結節では、RAと違いボタンホール変形などの背側伸筋腱の処
置が不要で、手技は煩雑になるものの掌側アプローチが有用と考えられる。また、シリコンイ
ンプラントの利点は表面置換型と比べ手技が容易であるが、われわれの症例では無症状である
もののインプラントの折損を4指に認めており、さらに長期の経過観察が必要であると考えられ
た。
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1-6-S3-4

遊離長掌筋腱を用いたLRTI変法

○森崎 裕1, 田平 敬彦1, 上原 浩介1, 宮本 英明3

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, 3帝京大学医学部付属病院

母指CM関節症に対する遊離長掌筋腱を用いたLRTI変法術後1年成績を報告する。
【対象と方法】
2013年10月から2015年9月にLRTI変法を受けた27例31母指(男7例7母指,女20例24母指、平均
64.4歳),Eaton分類stage II 3母指、stage III 9母指、IV 19母指を対象とした。計6人の術者
が手術を行った。大菱形骨全切除し、遊離長掌筋腱をFCRにinterlaceしたのちに第1中手骨基部
骨孔を通すことで中手骨を安定化させた。術後は金属アレルギーの2母指以外3週間K-wire固定
をした。MP関節制動術を6例、舟状骨小菱形骨間関節症に小菱形骨近位部切除を5例に同時に行
った。検討項目は術前、術後3か月、6か月、術後1年時の疼痛VAS(安静時・使用時)、side
pinch力、tip pinch力、握力、MP関節過伸展角度(自動X線/他動)、Kapandji内転index(KI)、掌
側外転距離を測定した。検定はWelch検定あるいはpaired t-testを用い、p＜0.05を有意水準と
した。
【結果】
安静時疼痛VASは術前平均38.7が1.4、使用時疼痛VASは術前平均77.5が7.3と術後1年で有意に改
善した。Side pinch力、tip pinch力、握力を術前比で見ると、術後1年で2.1倍、2.4倍、1.84
倍に増加していた。Side pinch力、tip pinch力は有意な増加であったが、握力は有意ではなか
った。MP関節過伸展角度(自動X線/他動)は術前平均17.1度/34.2度が術後1年で9.9度/24度と有
意に改善したが、MP関節制動術の有無で2群に分けると、制動術なし群で有意差は消失し、制動
術あり群のみ有意差が残存していたことから制動術の効果を見ていると考えた。KIは術後1年で
9が17例、10が14例であった。掌側外転距離も増加したが有意ではなかった。
【考察】
疼痛、筋力、可動域いずれも良好な成績が得られた。本法は、術者を選ばず良好な成績が得ら
れる有用な方法と考える。今後は中長期的な経過を観察する。
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1-6-S3-5

母指CM関節症に対する鏡視下切除関節手術の術後成績：靭帯再建
腱球移植術との比較

○恵木 丈1, 細見 僚1, 曽我部 祐輔1, 遠山 雅彦2

1大阪府済生会中津病院　整形外科, 2大阪労災病院　整形外科

【目的】
母指CM関節症に対する鏡視下切除関節形成術（ARA）は、低侵襲性から早期機能改善が期待でき
る。術後早期の回復傾向に関して、従来法と比較した。
【方法】
ARAを施行し術後1年以上経過観察した24例と、同一術者により以前施行された靭帯再建腱球移
植術（LRTI）症例14例を比較した。手術時年齢はARA群平均66歳、LRTI群平均
62歳。ARAは、Eaton 3では母指CM関節背側ポータル2か所から大菱形骨関節面を約4mm切除
し、Eaton 4ではSTTポータルから舟状骨遠位切除を追加した。関節包靭帯の熱収縮術を併施
し、CM仮固定以外に靭帯再建術等は追加しなかった。LRTIは掌側侵入から大菱形骨全摘出後、
橈側手根屈筋腱を用いてLRTIを施行した。術後3カ月おきに1年までGrind test、つまみ力、Q-
DASH、Trapezial heightを経時的に評価した。
【成績】
Eaton分類はARA群でstage 3: 20例、stage 4: 4例、LRTI群で各々10例、2例だった。Grind
testは、ARA群は全例1年以内に消失し、LRTI群は2例残存した。指腹つまみ力は、ARA群では術
前健側比平均73％から術後71→91→101→107％、LRTI群では76％から術後60→72→85→92％と
推移し、術後6カ月以降のARA群だけが有意に術前より改善した。鍵つまみ力も同様で、術後6カ
月でARA群が優れ、術後9カ月以降のARA群だけが有意に術前より改善した。Q-DASHは、LRTI群で
44→28→19→16→11、ARA群で38→26→19→19→11と推移し、LRTI群では術後9カ月、ARA群では
術後6カ月以降で有意差を認めた。Trapezial heightは、術前両群とも平均27％だったが、LRTI
群は術後1年で16％、ARA群は術後3か月の25％が1年後まで維持された。
【結論】
つまみ力では、ARA群のみが術後有意な改善を認めた。患者立脚型評価では共に有意に改善した
が、ARA群の方が早期に回復した。以上からARAの方が推奨できる。
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1-6-S3-6

手外科領域のOAに対する自家骨軟骨移植による関節温存術はどこ
まで有用か

○児玉 成人, 竹村 宜記, 久我 研作, 今井 晋二

滋賀医科大学　整形外科

【目的】
手の変形性関節症に対し、自家骨軟骨移植術による関節温存術が有用かを自験例の治療成績か
ら検討した。
【対象・方法】
手指・手・手関節の変形性関節症に対し、自家骨軟骨移植にて関節再建を行った23例を対象と
した。年齢は17-57歳（平均34歳）で、術後経過観察期間は12-101ヵ月であった。罹患関節は
PIP関節9例（外傷性6例・その他3例）、MP関節7例（外傷性4例・その他3例）、手関節7例（外
傷性2例・変性疾患5例）であった。ただし手関節症例は全例、関節症変化がscaphoid facetあ
るいはlunate facetに限局した症例であった。手術法はPIP,MP関節では関節置換を行い、手関
節疾患では変性した軟骨部分を切除し、骨軟骨を移植した。骨軟骨の採取部位は肋軟骨移行部
あるいは膝蓋大腿関節とした。評価法はX線像とPIP,MP関節ではVAS、関節可動域、Q-DASH、手
関節ではMayo wrist score (MWS), PRWE, Q-DASHとした。また4例で移植片より軟骨採取を行
い、病理学的に検討した。
【結果】
PIP,MP関節では術後、関節の亜脱臼位を呈した例を2例、関節裂隙が狭小化した例を2例認め
た。VASは術前平均7から術後1.5に、関節可動域はarcで平均21から61°に、Q-DASHは平均33か
ら12点に改善した。手関節では関節裂隙が狭小化した例を1例に認めた。MWSは術前全例
poor（平均46点）であったが、術後2例でgood, 5例でfair（平均75点）に改善した。PRWEは術
前平均66.5から26.1点, Q-DASHは術前平均55から19点に改善した。4例全例で硝子軟骨は変性せ
ず生着していた。
【考察】
手の変形性関節症に対する手術療法は関節固定や人工関節が一般的であるがいずれも関節を温
存する術式ではなく、可動域制限や耐久性などの問題点が存在する。本法は関節温存という観
点から、適応を選べば有用な方法であり、1つの選択肢になると考えられた。　
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1-6-TD5-1

この演題に抄録はありません。

○辻井 雅也1, 飯田 竜2, 牧野 祥典2, 大島 由有2

1三重大学医学部　整形外科, 2永井病院　整形外科

この演題に抄録はありません。
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1-6-TD5-2

この演題に抄録はありません。

○副島 修1, 村岡 邦秀2, 山元 孝亮2, 榎田 真吾2

1福岡山王病院　整形外科, 2福岡山王病院

この演題に抄録はありません。
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1-7-EL10-1

皮弁手術の基本

○亀井 譲

名古屋大学形成外科

　1900年代に各種局所皮弁が開発され、その後、1965  年にBakamjian  1)が報告した
deltopectoral flapいわゆるDP皮弁は、それまでの皮弁血流の概念をくつがえす長い皮弁であ
り、頭頸部再建に多く利用されるようになった。さらに1972年にMcGregor 2)らが鼠径皮弁を報
告し、その後軸走皮弁（axial pattern flap）と乱軸皮弁（random pattern flap）の概念が提
唱され、血行による分類がなされるようになってきた。この軸走皮弁の概念から、動静脈の走
行する部位や領域が研究され各種皮弁が開発された。時を同じくして、1972年、McLean ら3)に
より遊離大網移植、1973年に、Danielら4)により遊離鼠径皮弁移植、波利井ら5)による遊離皮弁
移植の成功が報告され、組織移植術は軸走皮弁を中心に画期的な発展をとげた。一方乱軸皮弁
の概念は、Danielらが皮膚への血液の供給形態の概念から、direct cutaneous arteryと
musculocutaneous arteryに分類し、やがて筋皮弁へと発展し、より安定した皮弁として各種再
建術に利用されるようになった。そして1980年代になると1982年にSongら6)が上肢の筋間中隔を
穿通する血管を利用した皮弁を報告し、さらに筋間中隔からの穿通枝により栄養される筋膜皮
弁が開発された。1983年には、Yoshimuraら7)が腓骨動脈の穿通枝を用いた遊離腓骨動脈穿通枝
皮弁を報告しており、筋膜皮弁の全盛期を迎えた。その後、筋肉や筋間からの皮膚穿通枝を利
用した穿通枝皮弁の概念が提唱され、現在では、頭頸部再建における前外側大腿皮弁や、乳房
再建における腹直筋穿通枝皮弁は、多く利用される穿通枝皮弁の一つとなった。
本教育研修講演では、代表的な皮弁を、遊離組織移植を含めて安全に挙上し、利用するための
基本手技を詳述する。

参考文献

1) Bakamjian VY: A two stage method for pharyngoesophageal reconstruction with a
pectoral skin flap. Plast Reconstr Surg, 36: 173-184, 1965
2) McGregor IA, Jackson IT: The groin flap. J Plast Surg, 25: 3-16, 1972
3) McLean BH, Bunke HJ: Autotransplant of omentum to a large scalp defect with
microsurgical revascularization. Plast Reconstr Surg, 49: 268-274, 1972
4) Daniel RK, Taylor GI: Distant transfer of an island  flap by microvascular
anastomoses. Plast Reconstr Surg, 52: 111-117, 1973
5) Harii K, Ohmori K, Ohmori S: Successful clinical transfer of ten free flaps by
microvascular anastomoses. Plast Reconstr Surg, 53: 259-270, 1974
6) Song R, Gao Y, Song Y et al: The forearm flap. Clin Plast Surg, 9: 21-35, 1982
7) Yoshimura M, Shimamura K, Iwai Y, et al: Free vascularized fibular transplant.
Bone Surg, 65: 1295-1301, 1983
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1-7-EL10-2

穿通枝皮弁による手の再建

○光嶋 勲, 吉田 周平

東京大学形成外科

今回は手の再建に有用な主な穿通枝皮弁について過去20年間で得られた知見を述べたい。
１．島状穿通枝皮弁：橈骨動脈穿通枝皮弁，指動脈穿通枝皮弁など。 ２．胸背動脈穿通枝皮弁
（TAP flap）：側胸部を主軸とするデザインである程度の大きさのものが仰臥位で採取可能と
なった。応用：筋体と皮弁の分離が可能。分割広背筋弁の１期的２弁移植（陳旧性顔面神経麻
痺の複数表情筋再建）。同一ドナ-背部からの複数皮弁（複数回）採取。広背筋皮弁-肩甲骨移
植による手足の再建。flow-through型移植による血行と組織の同時再建。筋を含めない穿通枝
皮弁または短血管茎皮弁の開発による広背筋機能のみならず肩甲下動脈系・神経の温存が可
能。穿通枝脂肪弁も有用。合併症：部分壊死（穿通枝皮弁でterritory がやや縮小する）。術
中の穿通枝損傷。
３．深下腹壁動脈穿通枝皮弁（DIEP flap）：腹筋・肋間神経運動枝の温存による腹筋採取後障
害の予防が可。応用：筋穿通血管の剥離により筋と皮弁の分離（顔面筋と軟部組織の同時再
建）。flow-through型移植による血行と組織の同時再建。筋を含めない穿通枝皮弁による四肢
再建。穿通枝脂肪弁による軟部組織のaugmentation （低侵襲顔面萎縮，乳房再建）。合併症：
穿通枝損傷。
４．前外側大腿皮弁（ALT flap）：応用：合併移植の開発：頭頸部の広範な骨軟部組織再建，
三次元的な形態と機能の動的再建。flow-through型移植による阻血肢の血行と組織の同時再
建。短血管茎皮弁による低侵襲再建術。血管柄付外側大腿皮神経移植も有用。合併症：大腿皮
神経損傷。穿通枝損傷。
５．浅腸骨穿通枝皮弁（SCIP flap）：前上腸骨棘中心として皮弁をデザインし，SCIA深枝のみ
短径で採取。拡大型皮弁有する血管付き腸骨皮弁。合併症：大腿皮神経損傷。
【成功の秘訣】
術前ドップラー。ルーペ使用。解剖（血管変位）に精通する。皮神経のあるところ穿通枝あ
り。複数の穿通枝を皮弁に含め最も太いものを選択する。電メス用いた出血させない皮弁挙
上。遊離皮弁では短径大血管を用いたflow-through型吻合（2A2V）をする。
【将来】
適応と限界がさらに拡大される。さらに穿通枝の浅層末梢枝レベルを茎とする低侵襲移植術が
開発される。穿通枝を茎とする分割筋，血管柄付神経，脂肪，筋間膜，骨，骨膜片などの移植
が可能となる。

参考文献
(1)Koshima I, Moriguchi T, Etoh H, Tsuda K, Tanaka H. The radial artery perforator-
based adipofascial flap for dorsal hand coverage. Ann Plast Surg. 1995;35:474-9.
(2)Koshima I, et al. : Deep Inferior epigastric skin flaps without rectus abdominis
muscle. Br J Plast Surg 1989; 42:645-648.
(3)Song,Y.G.,  Chen,G.Z.,  Song,Y.L. : The free thigh flap: a new free flap concept
based on the septocutaneous artery. Br. J. Plast. Surg., 1984; 37:149-159.
(4)Koshima I, Nanba Y, Tsutsui T, Takahashi Y. New anterolateral thigh perforator
flap with a short pedicle for reconstruction of defects in the upper extremities. Ann
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Plast Surg. 2003;51:30-6.
(5) Angrigiani C, Grill, D., Siebert, J., et al.: Latissimus dorsi musculocutaneous
flap without muscle. Plast Reconstr. Surg 1995;96:1608-1614.
(6) Koshima, I., Nanba, Y., Tsutsui, T., et al: Superficial circumflex iliac artery
perforator flap for reconstruction of limb defects. Plast Reconstr Surg2004; 113：233
-240．
(7)Koshima, I., Kawada,S. et al.: Flow-through anterior thigh flaps for one-stage
reconstruction of soft-tissue defects and revascularization of ischemic extremities.
Plast. Reconstr. Surg., 1995;95:252-260.
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1-7-TD6-1

この演題に抄録はありません。

○光嶋 勲1, 森崎 裕2, 山下 修二1, 奈良 篤史2

1東京大学医学部　形成外科, 2東京大学医学部

この演題に抄録はありません。
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1-7-TD6-2

この演題に抄録はありません。

○辻 英樹, 辻 英樹, 松井 裕帝, 越後 歩

札幌徳洲会病院　整形外科・外傷センター

この演題に抄録はありません。

S148



1-7-S4-1

当科における母指多指症の長期成績

○鳥谷部 荘八1, 天羽 健一1, 鈴木 準1, 牛尾 茂子2

館 正弘3

1独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター形成外科・手外科

2仙台形成外科クリニック泉中央・東北ハンドサージャリーセンター

3東北大学病院形成外科

【目的】
母指多指症は手の先天異常において最も頻度が多い疾患の一つで、その臨床像や術式に関する
検討は内外に多くの報告が認められている。初回手術後、変形、瘢痕拘縮、対立運動障害、関
節動揺性など整容的、機能的障害によりこれらの修正手術を要する。今回我々は過去30年間に
経験した母指多指症516症例を詳細に検討し、タイプ別の分類と術式に関して初回手術と二次修
正について検討した。
【方法】
1985年から2015年にかけて東北大学形成外科及び仙台医療センター形成外科手外科において手
術を行った母指多指症は516症例であった。516症例中、5年以上観察可能であったものは
341例、366指。二次修正手術を行ったものは81例84指であった。
【結果】
日手会機能評価表により評価を行い、その平均スコアはWassel 1型は18.1、2型は16.4、3型は
14.9、4型は17.2、５型は16.3、6型は16.1であった。また二次修正を行った症例はすべて評価
スコアは上昇した。
【考察】
母指多指症は比較的良好な結果が得られるものと考えられている。一方で二次修正を要する症
例も少なからず存在している。末節骨型では関節部での瘢痕拘縮形成術やIP関節固定術を、基
節骨型ではそれに加え矯正骨きり、短母指外転筋再移行、MP関節形成を要するものが多い。ま
た関節固定を行うケースもあった。中手骨型は瘢痕形成や、余剰骨切除などが行われた。81例
と症例は少ないものの、型別で必要な手術法は上記であることが判明した。二次修正手術によ
ってそれをフィードバックし、初回手術の検証が必要である。
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1-7-S4-2

母指多指症の治療成績

○堀井 恵美子, 洪 淑貴

名古屋第一赤十字病院

1990年以降に治療した母指多指症553手のうち，10歳以降まで経過観察した197手（36％）の治
療成績を型別に調査し，日手会評価法を用いて評価し，成績不良の原因を追究した．
【対象】
男児121名，女児59名，右側罹患110名，左側罹患53名，両側罹患17名であった．日手会分類を
参考に，type1および2を末節型(32手)，type3(14手)，type4を橈屈型(12手)，蟹爪型(18手)，
その他基節型(79手)に分類し，type5および6を中手型(30手)，type7の浮遊型(6手)，type8の特
殊型(6手)に分類した．型別の，再手術率，最終成績を評価した．調査時平均年齢12.9歳であ
る．
【結果】
浮遊型は全例優の成績であった．再手術率は，基節型14%と低かったが，末節型およびtype3は
21%，橈屈型23%,蟹爪28%，中手型39％，特殊型83% と，高率に再手術が必要であった．再手術
の内容は骨切術が21手，関節固定6手，腱剥離（移行）6手などであった．最終成績が16点以下
の可・不可の率は，特殊型は100％で，次いで，橈屈型58%、蟹爪型39％，type3 は28%，中手型
23%，末節型16％，基節型10％であった．
【考察】
約40％を占める基節型では，成績不良例は少なかったが，その他の型では，再手術率も高く，
成績不良例が目立った．初期治療で骨軸・腱バランスの矯正を行っても，IP/MP関節の不安定
性，伸筋腱形成不全に伴う伸展障害などの変形は存在し，特に不安定性は成長に伴い顕性化
し，治療は困難であった．術前および術中の軟部組織の評価は重要で，初回手術時の再建が治
療成績に影響した．
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1-7-S4-3

母指形成不全症　年長治療開始例と術後長期経過例からみた問題点
と治療成績評価

○高山 真一郎1, 関 敦仁1, 越智 健介4, 高木 岳彦2

森澤 妥3

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

3国立病院機構埼玉病院　リハビリテーション科

4東京歯科大市川総合病院　整形外科

【目的】
母指形成不全症では、重症度に応じた再建方針が提唱されているが、治療上の優先順位・注意
点などは広く理解されているとは言い難い。今回われわれの手術症例を調査し、機能・形態の
改善効果と問題点を検討した。
【対象及び方法】
1990年以後の母指形成不全症手術例は168例214手、男児100例130手、女児68例84手で、Manske
の修飾Blauth分類では2型29、3A型92、3B型30、4型41,5型22手であった。術前重症度・評価時
の年齢が症例ごとに大きく異なるため、一律な機能評価は困難であったが、初回手術が8歳以上
であった症例の術前障害、骨端線閉鎖後まで経過観察し得た症例の機能評価、患者満足度およ
び訴え、長期経過で気づいた問題点などを調査した。
【結果】
母指に対する主たる手術は、筋移行による対立再建121手（短母指外転筋移行16, 小指外転筋移
行105）、中足骨移植による再建（矢部法）61手、示指の母指化術31手、その他1手であった。
初回手術の年齢は平均値4.5歳、中央値3.3歳で、最長例は29歳であった。2・3A型では、第1指
間形成・母指掌側外転再建・MP関節安定性獲得が主たる再建要素で、移行する小指外転筋末梢
腱をMP関節尺側に設定する改良法は関節安定性獲得に有用であったが、5例ではMP関節伸展拘縮
を来たし、追加手術を要した。年長になって治療が開始された症例では、対立障害のみならず
MP関節不安定性が機能障害に大きく関与しており、MP関節適合性不良の3例では関節固定を要し
た。さらに3A型の1例では年長になって判明した橈側手根骨形態異常が拘縮の原因となってい
た。3B・4型に対する中足骨移植と二次的筋移行は、2/3の症例で再建母指の成長・機能成績は
良好だったが、浮遊母指では内転再建不足により著しい母指の外転変形が進行した例があり、
多方向からのバランス維持が重要と考えた。
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1-7-S4-4

短合指症に対する遊離足趾骨移植術の長期成績

○川端 秀彦1, 田村 太資2, 林 淳一朗2

1南大阪小児リハビリテーション病院, 2大阪府立母子保健総合医療センター

【目的】
　足趾骨移植術は足趾骨の手への移植によって，血管吻合を行うことなく手指の再建を行う術
式であり，先天性の指欠損症例の機能再建に有用な術式である．これまで短中期の術後成績に
ついての報告はあるが，長期成績はよく知られていない．ここでは我々の足趾骨移植術の長期
成績を検討し報告する．
【対象】
　対象は足趾骨移植術を施行した短合指症29例54指のうち，10年以上成長を経過観察できた12
例25指である．5例は種々の事情で経過を追えず，6例は経過観察中であるが期間が10年に満た
ないので除外した．加えて6例は骨延長を施行したので除外した．手術時年齢は平均1.35歳であ
った．手に移植した足趾の骨端線閉鎖の有無，骨長（％骨長），成長速度を術後5年と10年で比
較した．
【方法】
　移植骨には原則として第4趾基節骨を用いた．2趾骨移行の場合は両側より採取し，3趾骨移行
の場合は第4趾に加えて第3趾の基節骨を用いた．足趾骨は骨膜を温存し，MP関節の関節包と側
副靭帯を含めて採取した．足趾骨は指の基節骨の遺残物に固定し，遺残物がない場合は中手骨
骨頭の先端に縫着した．足部における欠損部には腸骨よりapophysisをつけた骨軟骨移植を行っ
た．
【結果】
術後5年と10年での結果は，それぞれ骨端線閉鎖6指24％と18指72％，骨長13.3mm83％と
14.4mm71％であった．成長速度は0～5年が0.80mm/年，5～10年が0.22mm/年であった．移植した
足趾骨に伸展 lagを認めず，かつ自動屈曲が40度以上得られたものは13指50％であった．
【結論】
　足趾骨移植術が有用な術式であることが再確認されたが，その成長能は術後5年を超えると低
下することがわかった．
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裂手症の長期成績

○福本 恵三, 西村 礼司, 加藤 直樹, 小平 聡
酒井 伸英

埼玉手外科研究所

【目的】
Flattは未治療の裂手について”a functional triumph and a social disaster”と述べ、その
機能は一般に良好とされている。Manskeは裂手症の機能に第1指間の狭小が関与すると考え、第
1指間の形態によって分類した。裂手の機能改善目的に第1指間の拡大術が行われている。機能
評価が可能となる4歳以降の裂手の機能と整容を調査し、指列欠損型、第1指間の形態、随伴変
形との関連を検討する。
【方法】
裂手症12例17手、評価時年齢平均13.3歳、1指列欠損13手、2指列欠損2手、3指列欠損2手を対象
とし、機能の客観的評価として握力、ピンチ力、関節可動域、Functional  Dexterity
Test（FDT）、Simple Test for Evaluating Hand Function（STEF）、主観的評価としてQ-
DASH、Hand10を用いた。整容は検者が主観的に評価した。1指列欠損型の評価時X線での自動掌
側外転時の第１第２中手骨角（M1-M2角）を測定した。
【結果】
1指列欠損型は健側比握力平均70%、ピンチ力平均81%、FDT平均109%、STEF平均99%で、Hand10
平均5.5点、Q-DASH平均6.4点であった。2指列欠損型は健側と比較できた１例ではピンチ力
21%、FDT143%、STEF90%で、Hand10平均6点、Q-DASH平均5.7点であった。3指列欠損型は7歳両側
罹患例で、握力平均1Kg、ピンチ力平均0.5Kg、FDT平均35.3秒、STEF平均82.5点、 Hand10は
53点、Q-DASH38.75点であった。Manske typeI、IIAのM1-M2角は平均40.0度、TypeIIB、IIIのM1
-M2角は平均29.3度で、FDT、STEFFはともに正常範囲であった。１指列欠損型の整容は比較的良
好だが、手背部の瘢痕、環指の変形は整容を損ねていた。
【結論】
1指列欠損型の術後機能は第１指間の状態に関わらず良好だが、2指列以上の欠損型では不良で
ある。手術による瘢痕形成や環指MP関節偏位の助長は整容に悪影響を及ぼす。

S153



1-7-S4-6

遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植を用いた先天性橈尺骨癒合症授動術
の成績と合併症

○金谷 文則, 仲宗根 素子, 大久保 宏貴, 川越 得弘
金城 政樹

琉球大学大学院　医学研究科　整形外科学講座

先天性橈尺骨癒合症に対して血管柄付き筋膜脂肪弁移植と橈骨骨切り術を用いた授動術を行い2
年以上経過観察し得たのは102例120肢であった。血管柄付き筋膜脂肪弁移植の術式を5回変更し
各群で若干成績が異なるため、今回は経過が最も長い遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植を用いた
群について治療成績と合併症を検討した。
【症例と術式】
症例は25例（男児21例､女児4例）26肢、手術時年齢は5.3～13.4歳(平均8.0歳)であった。術前
の強直位は中間位～回内90度(平均50度)で、術前橈骨頭脱臼あり23肢(前方14肢、後方9肢)脱臼
無し3肢であった。経過観察期間は24～111ヵ月(平均51ヵ月)であった。術式は大きく4つに分け
られる。1分離：後方アプローチにて、肘筋を翻転し橈尺骨癒合部を展開し、癒合部をエアトー
ムで分離する。この際、上腕二頭筋腱は癒合部掌側に停止するため分離により遊離される。2橈
骨骨切りによる橈骨頭整復：橈骨近位部で後方脱臼では前方を長辺、前方脱臼では後方を長辺
とし台形の骨切除を行い､骨接合により橈骨頭を整復する。3回外機能再建：遊離した上腕二頭
筋腱を橈骨背側に縫着し回外機能を再建する。4遊離筋膜脂肪弁移植の充填：分離部の間隙に遊
離血管柄付き筋膜脂肪弁移植を充填し再癒合を防止する。
【結果】
再強直例は無く、一過性の橈骨神経麻痺を1例に認めた。橈骨頭の再脱臼を10例に認め、うち4
例は再骨切り術を行った。術後獲得した回外は-30～45度、回内は45～90度で獲得可動域は45～
105度(平均82度)であった。回外を獲得できなかった4例はすべて術前回内強直が高度の橈骨頭
後方脱臼例であった。
【考察】
橈骨頭の再脱臼は､骨切り後の過成長と整復位不良が考えられ、今後の課題である。術前回内強
直が高度な橈骨頭後方脱臼例は骨切り術を改良する必要がある。

S154



1-7-LS6

前腕骨骨切の治療戦略

○坪川 直人

新潟手の外科研究所

前腕骨骨切り術は手外科領域において，様々な疾患で利用されており重要な手術手技である．
その治療目的として，1.除圧，2.変形矯正，3.整復が上げられる．除圧目的としてはキーンベ
ック病に対する橈骨短縮骨切り術（尺骨短縮骨切り術）がある．手関節鏡視で手関節，手根中
央関節鏡視で炎症が橈骨月状骨関節に強く，尺骨バリアントがマイナスであれば橈骨短縮単独
骨切りを，プラスで，関節鏡視で尺骨突き上げの所見があれば，尺骨も同時に骨切りを行う．
キーンベック病ではその他に，血管付き骨移植なども行われているが，合併手術としてSTT関節
仮固定，橈骨短縮骨切り術を合わせて行われている．尺骨突き上げ症候群に行う尺骨短縮手術
（Milch手術）は安定した成績が得られている．しかし最大の合併症は偽関節である．偽関節を
防止するために斜め骨切り術，遠位頸部での骨切りが行われているが，今回は骨切りガイドを
用いた前腕圧迫プレートによる手術と骨切りの際に摘出した骨片を骨切り部に骨移植する方法
を紹介する．変形矯正手術として，対側正常CT画像を用いた三次元矯正骨切り術が行われてい
るが，従来法でも骨は矯正可能である．前腕骨幹部の変形は弯曲と回旋である．弯曲はプレー
ト形状で整復，回旋は遠位と近位の骨面を合わせることで矯正可能である．橈骨遠位端骨折の
変形治癒においても骨切り術を行い，橈骨遠位端骨折用プレートに合わせて背側転位を矯正し
骨移植を行うことで矯正する．短縮変形には尺骨短縮骨切り術を加える．この場合は短縮量が
多いため圧迫プレートは有用である．また高齢者に橈骨閉鎖式骨切り術を行う場合は1cm超の尺
骨短縮が必要な場合があり，Darrach法，Sauve-Kapandji法を行うことも考えられる．その他に
陳旧性Monteggia骨折に対して橈骨頭整復目的に行う尺骨屈曲骨切り術がある．
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電流知覚閾値による末梢神経障害の病態の検討

○津田 悦史1, 尼子 雅敏2, 有野 浩司2,3, 根本 孝一2,4

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

3国立病院機構 東京医療センター 整形外科, 4入間ハート病院

末梢神経の知覚の客観的評価法には、SWテスト、2PDテスト、振動覚テスト等があるが、検者・
被検者の主観や、皮膚の厚さ、温度、汗の影響を受けやすいという問題点があ
る。Neurometer(Neurotron社、米国)は1986年にKatimsらが開発した定量的知覚検査機器で、末
梢皮膚の電流知覚閾値(Current Perception Threshold: 以下CPT) をAβ(2000Hz)、Aδ
(250Hz)、C(5Hz)の各神経線維ごとに選択的に測定する。測定値は電流(1CPT=10μA)であるため
皮膚の厚さや温度等の影響を受けず、非侵襲的で、二重盲検機能による主観の入らない検査が
可能である。これまでに我々はCPT検査を用いて絞扼性神経障害を中心に調査を行い、本学会等
での報告を重ねてきた。絞扼性神経障害の発症機序には圧迫説と血流障害説があり、未だ結論
は出ていないが、末梢神経線維のAβは圧迫、Aδは虚血、Cは局所麻酔により伝導障害を受けや
すいと言われており、CPT検査の線維選択性を応用すれば末梢神経障害の病態や発生機序の解明
に役立つ可能性がある。またCPT検査は従来の検査法では評価が難しい知覚過敏の評価ができる
ため、アロディニアなど知覚過敏を呈する患者の自覚症状と客観的評価の関連について調べる
ことができる。CPT検査の短所は、患者に意識があり意思表示ができなければならないこと、検
査に習熟する必要があること、時間が20分程度かかることである。また評価しているのはあく
まで知覚神経のみであり、運動神経に関する評価はできないため、これだけで末梢神経の病態
全てを述べることはできない。CPT検査は「痺れる」「感覚が鈍い」といった患者の主観的な訴
えを簡便に客観的に定量化でき、線維選択性により末梢神経障害のさらなる病態解明における
有用性が期待できる優れた検査法である。
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知覚・痛覚定量分析装置（Pain VisionR）による手根管症候群患者の
感覚定量評価

○中村 恒一1, 内山 茂晴2, 林 正徳2, 伊坪 敏郎3

加藤 博之2

1北アルプス医療センター　あづみ病院　整形外科, 2信州大学整形外科

3相澤病院　スポーツ障害予防治療センター

【目的】
Pain visionR（感覚・痛覚定量分析装置）の機能の一つに電流感覚閾値測定機能がある．感覚
の定量評価機器にNeurometerRがあるが、装置が大きく手技が煩雑で手根管症候群(CTS)の外来
診療には不向きである。演者らは、小型、簡便な感覚定量分析装置（Pain VisionR）を用いて
CTS患者の術前後の感覚を評価し、その有用性を検討した。
【方法】
術後半年まで経過を追えたCTS患者の115例115手（平均65歳）を対象とした。Pain VisionRを用
いて中指腹部の感覚電流閾値（CPT値）を，術前、術後1，3，6か月に外来で測定した．同時に
同指のCPT値，SW値，および２PD値を測定した。術前測定は３回行い再現性を検証した．術後測
定は各１回行い、１）運動神経遠位終末潜時（MDL），２）感覚神経伝導速度（SCV），3）CTS
重症度(Padua)分類、との相関関係を検討した．術後反応性の検定にはstandardized response
mean(SRM) とEffect side(ES) を用いた．
【結果】
CPT値の級内相関係数は0.89から0.94で、高い再現性を示した．術前CPT値は全例で測定可能で
あったが，２PD値は20例，SW値は6例が測定不可であった．CPT値とMDL，SCV，CTS重症度との間
で有意な相関が認められ， SW値および２PD値よりも高値であった．CPT値の術後1，3，6か月時
点での反応性は、それぞれ-0.49/-0.40，-0.62/-0.54，-0.66/-0.63（SRM/ES）であった。SW値
と２PD値の反応性は、-0.47/-0.43，-0.68/-0.59，-0.73/-0.65と、-0.56/-0.47，-0.68/-
0.56，-0.73/-0.65であった．
【考察】
CTS患者の感覚定量評価におけるPain VisionRは，簡便、欠損値が少ない、再現性が高い、重症
度と相関する、２PD値やSW値と同定度の反応性を有する、などの利点がある。Pain
VisionRは，CTSにおける感覚障害と術後の感覚回復の評価に有用である．
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インドシアニングリーン蛍光法を用いた末梢神経の血流評価法

○岡田 充弘, 横井 卓哉, 斧出 絵麻, 上村 卓也
中村 博亮

大阪市立大学医学研究科　整形外科学教室

【目的】
我々は、これまで末梢神経の血流評価方法として、インドシアニングリーン（ICG）蛍光法を用
いた方法を報告してきた。しかし、ICG蛍光法は様々な要因に影響を受けるため、異なる症例間
で測定結果を比較するためには、リファレンスの作成が必要である。本研究の目的は、末梢神
経の血流評価方法として、リファレンスを用いたICG蛍光法の有用性について考察することであ
る。
【方法】
当院において2014年10月から2016 年2月で、浜田分類Grade3の手根管症候群重症例を対象とし
た。10症例（男性2例、女性8例）で、手術時平均年齢68.8歳であった。ICG蛍光輝度測定時は、
手術室を麻酔モニター以外は消灯し、皮膚温が33℃以上になるように保温した。正中神経絞扼
部で神経上膜剥離術を施行し、剥離前後でICG蛍光輝度を計測し比較した。計測の際、リファレ
ンスとして血管結紮用テトロンテープを用いた。計測部位の最高蛍光輝度を、補正最高輝度＝
（最高輝度／レファレンス輝度）×255で補正を行った。補正有無での輝度の比較も行った。
【結果】
補正なしの神経上膜剥離前/後の蛍光輝度は156.04/189.38で、補正ありでは159.28/190.17でい
ずれも剥離後に有意に上昇した。補正の有無では有意差はなかった。
【考察】
ICG蛍光法は周囲の光源等に影響を受けるため、異なる症例間の蛍光輝度を比較する際は、レフ
ァレンスによる蛍光輝度の補正が必要である。我々は、市販の血管結紮用テトロンテープを用
いることで、汎用性の高い方法で補正を行なうことができた。また、計測時に暗室等の条件が
整えば、補正値と近似した輝度を得ることができると考える。
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尺骨神経皮下前方移所術前後の尺骨神経内の微小血行動態の変化

○松井 雄一郎1, 船越 忠直1, 堀江 辰則2, 西田 睦3

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　医療技術部　放射線部

3北海道大学病院　診療支援部　超音波センター

【目的】
肘部管症候群 (CubTS)を来す要因の1つとして、尺骨神経の動的環境変化による微小血行動態の
変化が考えられている。第59回本学会にて、造影超音波検査 (CEUS)を用いて、CubTS患者群は
健常群と比較し、肘関節屈曲角度の増加に伴い肘部管近位部の神経内血流が有意に減少するこ
とを報告した。しかし、CubTS患者群における手術前後での神経内血流の変化に関しては明らか
になっていない。そこで本研究の目的は、CubTS患者群における尺骨神経内の微小血行動態を、
手術前後で比較検討することである。
【方法】
CubTSに対し尺骨神経皮下前方移所術を施行した7例7肘を対象とした。CubTS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。術前及び術後3か月間における、理学所見、電気生理学的所見、CEUS所見を比較
検討した。
【結果】
術前、肘関節屈曲110°では、近位部の尺骨神経内血流が減少していたが、術後1か月目から同
部位の有意な回復が得られた。また、電気生理学的回復と血流量には相関が見られた。
【考察】
CubTSの手術前後で、肘関節屈曲位における肘部管近位部での血流が有意に増加することを明ら
かにした。加えて、手術による微小血行動態の変化が、術後の神経回復に重要である可能性が
示唆された。
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1-7-YLS6-5

末梢神経障害の診断における拡散テンソルトラクトグラフィーの可
能性

○山部 英行1, 中村 俊康2, 吉岡 大3

1済生会横浜市東部病院　整形外科, 2山王病院　整形外科

3カリフォルニア大学アーバイン校　放射線科

【目的】
　末梢神経は周囲の軟部組織との信号コントラストがつきにくく、従来のMRIではその描出が困
難とされていた。拡散テンソルトラクトグラフィー（Diffusion Tensor Tractography：DTT）
は拡散強調画像（diffusion tensor imaging:　DTI）を用い、末梢神経線維の走行を三次元的
に追跡する撮像法である。今回はDTTで手根管部での末梢神経を描出、定量化する方法を紹介
し、今後の展望について言及する。
【対象と方法】
　健常ボランティア8名、8手関節（男性8、32～52歳（平均42.3歳）、右4、左4）を対象とし
た。３Tの臨床MRIを用いDTIを撮像した。定性評価としてDTI横断像の各スライスで尺骨神経領
域をtrackingし正中、尺骨神経のDTTを作成した。橈骨茎状突起レベルを基準に、近位12mmから
遠位20mmまでの範囲でfraction  anisotropy  （FA）値・apparent  diffusion
coefficient（ADC）値の定量評価も同時に行った。
【結果】
　正中神経は近位12mm から遠位32mmまで、尺骨神経は近位12mmから遠位20mmまで描出可能であ
った。手根管は0 mmから遠位24mmまで、Guyon管は遠位4mmから12/16mmの領域に相当し、正中神
経の運動枝や尺骨神経の深枝、浅枝の分岐まで描出することができた。正中神経、尺骨神経と
もにFA値は近位から遠位に向けてゆるやかに減少し、全領域にわたって有意に正中神経のFA値
が高値であった。一方、尺骨神経のADC値は近位から遠位にかけて増加し、Guyon管内をピーク
に遠位に向けて減少する傾向を示した。全領域において尺骨神経のADC値は正中神経と比較して
高値であったが、特に。Guyon管レベルのスライスにおいては有意に高値であった。
【考察】
　手根管内における正中神経やGuyon管内における尺骨神経のFA値、ADC値の推移は神経線維の
走行方向および周囲の解剖学的構成要素の違いによる内圧の相違が関与していると推察され
た。今後は手根管症候群やGuyon管症候群患者におけるデータを収集し、正常人との相違を検討
する必要がある。
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1-7-YLS6-6

CRPSに対するfunctional MRIを用いた評価

○益子 竜弥1,2, 上杉 和弘1, 岩崎 倫政3

1市立札幌病院, 2製鉄記念室蘭病院　整形外科, 3北海道大学病院　整形外科

CRPSは、外傷・手術などに引き続いて発症し、受傷部位より広範囲に痛みに加え多彩な症状を
呈する症候群であるが、発症原因は未だ不明であり極めて難治性であることが報告されてい
る。痛みは、「組織の実質的ないし潜在的な傷害と関連した、あるいはこのような傷害と関連
して述べられる不快な感覚的、情動的体験」と定義されているように、単なる「感覚」ではな
く「情動」でもある。現在、主に使用されている痛みの評価法はVASやNRSなどの主観的評価で
あるが、「情動」が少なからず影響するため、痛みを客観的に評価することは治療効果判定の
際などに重要である。痛みの客観的評価はpain visionなど一部の医療機器に限られていたが、
近年、海外を中心としてfunctional  MRIによる評価が施行されるようになってき
た。Functional MRIは、脳賦活時に脳の局所血流量が増加し、還元ヘモグロビンが減少するこ
とによりMR 信号が増強するBOLD 効果を用いることにより、痛みによる脳の反応を画像化する
撮影法であり、海外ではCRPSのほか、線維筋痛症などの疼痛疾患に対して既に施行されている
が、本邦ではごく一部の施設で試験的に行われているのみである。最近の脳研究の結果から、
脳には、特に痛みに関連する領域があることがわかり、「痛み関連領域」と呼ばれてい
る。CRPSに対しても、functional MRIにより「痛み関連領域」で脳の血流が増加すること、治
療により症状が改善すると血流の増加が低下することが報告されている。このように
functional MRIは痛みを客観的に評価することを可能とした画像解析法であるが、一般的には
解析が困難であるなどの問題点が存在することも事実である。本シンポジウムで
は、functional MRI やCRPSに対する報告について解説すると共に、今後の可能性についても検
討していく。
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1-7-TD7-1

この演題に抄録はありません。

○土井 一輝1, 服部 泰典2, 坂本 相哲2, 保井 規忠2

1小郡第一総合病院　整形外科, 2小郡第一総合病院

この演題に抄録はありません。
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1-7-TD7-2

この演題に抄録はありません。

○池口 良輔1, 柿木 良介2, 太田 壮一1, 山脇 理恵1

1京都大学, 2近畿大学　医学部　整形外科

この演題に抄録はありません。
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1-7-1

超音波画像と理学所見より示唆された母指バネ指の病態

○榮崎 彰秀1,2, 端野 加織3, 山田 哲也3, 中村 敏夫巳3

玉井 進3

1さくらい悟良整形外科クリニック, 2西奈良中央病院　リハビリテーション科

3奈良西部病院　奈良手の外科研究所

【目的】
我々は第58回本学会学術集会において「超音波画像と術中所見から得られたバネ指の病態」を
報告し母指と他指の病態の違いを示した。今回、母指バネ指において超音波画像（以下エコ
ー）診断と理学所見より一定の病態を得たので報告する。
【対象と方法】
奈良手の外科研究所において平成26年4月～平成28年9月までの間に母指バネ指症状を訴え、エ
コー評価を実施しえた60例64指を対象とした。内訳は、男性18名・女性42名、平均年齢67.1歳
であった。エコー評価は健側と比較しA1プーリー部の短軸及び長軸撮影・長軸撮影時の母指IP
関節屈伸動態を観察した。理学所見として母指IP関節の伸展制限とエコー所見とを合わせて、
以下のごとく3つの病態に分類した。１群IP関節伸展制限がありエコー所見で腱のnoduleによる
A1プーリー近位での伸展制限所見を認める。２群IP関節伸展制限はなくエコー所見・理学所見
でsnappingを認めA1プーリー部の低エコー所見と腱のnoduleを認める。３群IP関節伸展制限は
なくエコー所見にてA1プーリー部の低エコー所見が主である。
【結果】
病態分類として、１群15指　２群21指　３群25指となり、分類不可能なものとして疼痛により
IP関節屈伸動態の観察が困難なものが3指であった。１群においては、腱鞘切開術を行った全例
で術中所見でも腱のnoduleを確認した。またA１プーリー部短軸撮影において全例に腱鞘の浮腫
を認めた。
【考察】
１群の症例においては母指IP関節伸展制限を呈しており、腱鞘切開術を早期に実施する事で母
指IP関節屈曲拘縮を改善できる可能性が示唆される。また２・３群の症例においてはケナコル
ト腱鞘内注射を中心とし経過観察してもよいが、症状が改善しても再発する報告もありエコー
所見と理学所見から病態に合わせて腱鞘切開術の適用を検討するべきであると考えられた。
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1-7-2

中高年特発性手指屈筋腱滑膜炎の臨床的検討

○田嶋 光, 倉 明彦, 束野 寛人

熊本整形外科病院

【目的】
近年中高年の前腕遠位から手掌までの手指屈筋腱滑膜炎による手指運動障害、手根管症候群を
主徴とする例が増加している。RA,DM,RS3PE症候群等の基礎疾患を背景とする例もあるが、多数
は加齢を背景として滑膜炎を惹起させる何らかの代謝障害が推察される。自験例から臨床的特
徴，治療成績，病因論について検討する。
【対象・方法】
2003年からの症例は59歳から86歳，男18例女22例，右19手左14手両側7例の40例47手、やや女性
に多く、多数は片側性、全例屈筋腱滑膜炎による手指運動痛・障害と手根管症候群を示した。
Ｘ線上Steinbrockerのstage分類では１：40手２：5手３：2手、MRI施行例43手中屈筋腱滑膜炎
42手手関節炎21手、CRP上昇40例中31例、RA陽性40例中1例、滑膜炎の活動性を示すMMP-3陽性31
例中24例、抗CCP抗体陽性27例中1例。
【結果】
症状が軽いか軽快傾向の5例を除き，35例41手に前腕遠位から手掌部MP関節部までの屈筋腱滑膜
切除とA1 pulley切離を行った。組織所見は40手中3手がRAの所見で他は非特異性滑膜炎、16手
11手にnon-AA型 amyloid沈着、菌培養では全例結核菌、非定型好酸菌は陰性。正中神経症状は
１例を除き軽快し、手指運動障害は改善したが長期経過例2手で高度の運動障害が遺こり、２手
で前腕での滑膜炎が再燃し再滑膜切除を行った。
【考察】
病因論として、経過中に確定したRA2例2手RS3PE症候群2例4手コントロール不良の糖尿病4例4手
が背景となり、他32例37手は基礎疾患を有しない特発性で,加齢による代謝障害による特発性屈
筋腱滑膜炎で、本症のclinical entityを確立する必要がある。
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1-7-3

母指ばね指に対するトリアムシノロン注射後再発例の検討

○秦 命賢, 森谷 浩治, 坪川 直人, 成澤 弘子, 牧 裕

新潟手の外科研究所

【目的】
ばね指に対する腱鞘内ステロイド注射後は有効であるが、しばしば再発を経験する。A1腱鞘で
の弾発に絞った腱鞘内ステロイド注射の再発因子を検討するため母指の再発例を調査したので
報告する。
【方法】
2012年７月から2013年7月までに当院を受診した患者で、加療歴のない母指ばね指の診断でトリ
アムシノロン注射後5か月以上経過観察できた169例194指(男性59例、女性135例、平均年齢
60歳)を対象とした。年齢、性別、糖尿病と手根管症候群の合併の有無、上肢の手術歴の有無、
罹患した母指以外にばね指を合併しているか否かについて、経過観察中に再注射ないし手術を
必要としたかを検討した。特に他指ばね指との合併は、合併なし群、同側手指罹患群（罹患母
指以外に同側の手指にばね指を合併するもの）、対側合併群（罹患母指以外に対側手にばね指
の合併を認めるもの）、複合群（罹患母指に加えて同側手指にばね指を認め、かつ対側手にも
ばね指を合併しているもの）の4群に分けて検討した。検定にはFisherの正確検定を用いた。
【結果】
初回トリアムシノロン注射後196指中146指（74%）に再発を認めた。再発時期は１-３８(平均
７)か月であった。年齢、性別、糖尿病、手根管症候群、上肢の手術歴と注射後再発に関係は認
められなかった。ばね指複数指罹患の合併に関しては、合併なし群104例中再発79例(76%)、同
側手指罹患群29例中再発18例(62%)、対側手指罹患群34例中再発23例(68%)、複合群27例中再発
25例(93％)であり、複合群は有意（p=0.03）にトリアムシノロン注射後の再発が多かった。
【考察】
母指ばね指に対するトリアムシノロン注射後の再発には全身的な素因よりも、母指のみならず
同側手指かつ対側手にもばね指を合併させるような生活環境の存在が危険因子になるのではな
いかと考える。
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1-7-4

狭窄性屈筋腱腱鞘炎ステロイド注射後の超音波所見の継時的変化ー
再発例・非再発例の比較ー

○上原 浩介, 田平 敬彦, 樫山 尚弘, 田中 栄
森崎 裕

東京大学医学部付属病院　整形外科

【背景】
本研究の目的はステロイド注射後の超音波所見を経時的に評価し、再発例・非 再発例の所見を
比較することで再発の機序を明らかにすることである。
【対象と方法】
22例25指を対 象とし前向きに研究を行った（平均年齢67.8歳、SD12.1、男8女14）。6か月以内
に同側のいずれかの 手指にステロイド注射を受けた症例は除外した。超音波装置（日立アロカ
メディカルHI VISION Avius）、音響カプラ（日立アロカメディカル）を装着した18MHzプロー
べを使用した。治療前・治療 開始後3週・3か月・6か月・9か月・12か月にelastographyとパワ
ードップラーエコーによる評価（腱鞘の硬さ・厚さ・ 滑膜炎の有無）を行った。トリアムシノ
ロン酢酸5 mgと1%リドカイン0.5 mlをA1 pulley直上から腱鞘 内に注射した。糖尿病の有無、
多数指罹患、腱鞘の圧痛、MP関節過進展時痛、ばね現象や屈曲拘縮の 有無を記録。再度の注射
や手術を要した時点で再発とした。
【結果】
糖尿病罹患は4例、多数指罹患は 9例であった。3週時点で有意に腱鞘の圧痛・MP関節過進展時
痛・超音波所見（腱鞘の硬さ・厚さ・滑 膜炎の有無）が改善したものの3か月時点で6指が再
発、6か月・9か月・12か月時点で各々2指が再発した。3か月再発は糖尿 病、多数指罹患、治療
前のばね現象の存在、屈曲拘縮が関連していた（P＜0.001、P＝0.012、  P＝
0.001、P＜0.001）。3か月再発群では全例に滑膜炎があり、再発時点で腱鞘が有意に硬くなっ
て いた（P＝0.006）が、腱鞘の厚さには差がなかった。9か月・12か月時点での再発は初回腱
鞘内注射前の腱鞘の厚さと関連していた。
【考察】
再発例の半数は3か月後であったが、6-12か月時点で再発した症例があることは、治療計画を立
てる上で念頭におくべきであると考えた。注射3か月後の再発においては、腱鞘の 厚さよりも
腱鞘の硬さが病態に関与している可能性がある。
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1-7-5

当院で施行した鏡視下腱鞘切開術患者の報告

○岸田 愛子1,2, 河合 生馬1, 勝見 泰和1, 藤原 浩芳2

久保 俊一2

1宇治武田病院 整形外科, 2京都府立医大大学院　運動器機能再生外科学（整形外科）

【はじめに】
われわれは,母指以外の屈筋腱狭窄性腱鞘炎とばね指に対して,鏡視下腱鞘切開術を積極的に施
行してきた.今回,当院で鏡視下腱鞘切開術を施行した患者の術前評価や術後成績などを報告す
る.
【方法】
対象は2008年3月から2016年4月までに当科を受診し,鏡視下腱鞘切開術を施行した屈筋腱狭窄性
腱鞘炎とばね指患者431例(男性162例,女性269例),母指以外の613指である.手術時年齢は24から
90歳(平均63.1歳), 術後経過観察期間は平均79.0ヵ月であった.患者の罹病期間,術前の
snappingや伸展制限の有無,罹患指の数,糖尿病の合併,ステロイド投与の有無,術後成績に関し
て後ろ向きに調査した.
【結果】
手術までの罹病期間は1ヵ月から372ヵ月（平均23.8ヵ月）,術前にsnappingを582指に,記録が残
っている中で,伸展制限を132指に認めた.107例が糖尿病を合併しており,HbA1cは平均7.2であっ
た. 148指で術前にステロイドの腱鞘内注射が施行されていた.複数回,腱鞘内注射を施行されて
いる症例もあった.手術した指は示指80指,中指335指,環指181指,小指17指で,複数指手術した症
例は111例であった.糖尿病合併例のうち,27例で複数指の手術を施行していた.582指中,1指が術
中に直視下腱鞘切開術に変更された.術後最終経過観察時に, 軽度の疼痛を5指に認め,579指で
はsnappingは消失していた.Snappingの再発を3例に認めたが,いずれも術中や術直後には認めて
いなかった. PIP関節の伸展制限は,記録に残っているうち81指で残存していたが,77指で可動域
は改善していた.PIP関節の伸展角度は,術前平均-22.9から術後平均-5.9となっていた.他に明ら
かな合併症は認めなかった.
【結論】
当科の術後成績から,鏡視下腱鞘切開術は,確実に疼痛やsnappingを改善させ,患者のADLを改善
させる低侵襲な術式であると考えた.
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1-7-6

手指狭窄性屈筋腱腱鞘炎におけるPIP関節屈曲拘縮の治療経験

○難波 二郎1, 岡本 道雄1, 山本 浩司1, 渡邊 牧代2

1市立豊中病院　整形外科, 2西宮市立中央病院　整形外科

【はじめに】
一般的に手指狭窄性腱鞘炎に伴うPIP関節屈曲拘縮はA1pulleyの切開による腱浮腫性肥大部の通
過性を改善させることで解消される。しかし、ときに通過傷害がA1pulley以外にも存在し、PIP
関節屈曲拘縮が残存する。今回、難治性PIP関節屈曲拘縮に対する手術成績を報告する。
【対象と方法】
対象は2012年以降に治療抵抗性手指狭窄性腱鞘炎に対してFDS腱切除術を施行した12症例であ
る。男5、女7例、年令は62から91才で平均76才であった。再手術例は3例であり、糖尿病は4例
に合併した。罹患指は示指1、中指11例であった。手術は浅指屈筋腱（FDS）尺側の半切または
全切除術を行なった。手術所見、臨床成績を検討した。
【結果】
術前Extension lackは平均28度であった。全例にA2pulley近位でのFDS腱の肥大、粗雑化を認め
た。腱の肉眼所見とA2pulleyの通過性を考慮してFDS尺側の半切を4例、FDS全切を8例に施行し
た。術中PIP関節完全伸展は11例に得られ、全例にPIP関節授動術は施行しなかった。切除FDS腱
の病理検査2例において線維軟骨化生と石灰化を認めた。経過観察期間平均18ヶ月時点にて完全
伸展は7例に可能となり、平均PIP屈曲拘縮角度は7度、total arcは241度(190-264)であった。
ただし、FDS半切例の平均total arcは219度で全切に比べ拘縮角度改善は不良であった。
【考察】
難治性PIP関節屈曲拘縮に対してA2pulleyと屈筋腱間のサイズのミスマッチに対して腱自体のボ
リュームを減らすFDS切除を施行した。術後拘縮角度の改善度を考慮すると牽引力自体も消失さ
せるFDS全切除が有効であると考える。
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マレット骨折に対する保存的治療例の検討

○向田 雅司, 大井 宏之, 神田 俊浩, 鈴木 歩実

聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター

【はじめに】
マレット骨折は、転位が大きい・骨癒合の確実性をあげるため等の理由で手術療法が選択され
ることも多い。今回、マレット骨折に対して保存的に治療した成績を検討した。
【対象と方法】
対象は2008年からの8年間に当院で保存的に治療を行なったマレット骨折で、母指を除く29指
（男性21指・女性8指）とした。検討した項目は、年齢、受傷後受診までの期間、骨折型、保存
的治療を選択した理由、骨癒合期間もしくはDIP関節固定期間、最終診察時のDIP関節可動域と
した。なお、骨折型は裂離骨折（裂離型）、関節面を含む骨折（関節内骨折型）、関節面を含
む骨折かつ掌側に亜脱臼しているもの（亜脱臼型）の3型に分類した。
【結果】
平均年齢は35.2歳。骨折型は裂離型7指、関節内骨折型18指、亜脱臼型4指であった。手術を行
なわなかった理由（重複あり）は、患者側の問題7指、裂離型を腱性マレット指とみなしたもの
7指、受傷から受診までの期間が長いもの12例、転位が少ないと判断されたもの11指であった。
レントゲンでの評価を行なっていない裂離型を除くと骨癒合が得られなかったのは装具を紛失
した関節内骨折型1例のみで、骨癒合期間もしくはDIP関節固定期間は、裂離型7.5週、関節内骨
折型5.9週、亜脱臼型9.7週であった。最終的なDIP関節可動域は、裂離型伸展-11.1/屈曲
60.9°、関節内骨折型-4.4/ 65.5°、亜脱臼型-2.7/61.7°であった。年齢で見ると20歳未満-
3.3/70.1°、20歳以上-7.1/61.2°、患者側の都合で手術を行なわなかったものは-3.6/73.8°
であった。
【考察】
マレット骨折の保存治療の成績は短期では悪くはなかった。しかし関節面の不整・変形が残存
する症例があり、将来的に変形性関節症となる可能性がある。関節面が再構築されやすい若年
者では、手術適応は極めて少ないのかもしれない。
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腱性槌指に対する手術治療の臨床成績

○柳橋 和仁1, 森谷 浩治2, 津吉 秀樹1, 玉川 省吾1

富山 泰行1

1柏崎総合医療センター, 2(財)新潟手の外科研究所

【目的】
私達はこれまで腱性槌指に対して, 遠位指節間(DIP)関節を伸展位で6-8週間Kirschner(K)鋼線
で仮固定し,抜去後に可動域訓練と夜間伸展位固定を3-6か月継続する治療法を行ってきた.しか
し,術後に伸展不全角度(lag)が大きい症例が存在したため,最近では積極的に腱縫合を行ってい
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】
2010年9月から2016年9月の6年間に加療した腱性槌指28例28指のうち,腱縫合を行い,最終診察時
に関節可動域(ROM)に関する記載のあった15例15指を対象とした.受傷時年齢は29-64(平均43)歳
で,男性12例,女性3例,右10例,左5例であった.損傷指は母指1例,中指5例,環指7例,小指2例であ
った.経過観察期間は11-47(平均17)週であった.手術は先に径1.0mmK鋼線でDIP関節を伸展0度か
らやや過伸展位で仮固定した後に断裂した終止腱を縫合した. 腱縫合は4-0ナイロン糸を用いて
8字縫合を3針程度かけた. 端々縫合できたものが13例,端々縫合できずに側索の片側を反転して
終止腱を再建したものが2例あった.DIP関節の仮固定期間は41-56(平均47)日であり,その後に以
前と同様の後療法を行った. これらの症例のDIP関節のROMと蟹江の評価基準を調査した.
【結果】
 最終診察時におけるDIP関節の伸展lagは0-15(平均7.5)°,DIP関節のROMは35-70(平均54.4)°
であった.蟹江らの評価基準では優8例,良4例,可3例であった.
【考察】
本研究では優または良が15例中12例(80%),平均伸展lagも7.5°と良好な成績であった.しかし,
伸展機構の修復である腱性槌指の治療ではいかに伸展lagを小さくするかが重要といえ,今後こ
の伸展lagをさらに小さくするためにはDIP関節の仮固定期間の延長と後療法を見直す必要があ
ると考える.
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マレット骨折に対するマイクロスクリュー固定法の治療成績

○志村 治彦1, 若林 良明2, 二村 昭元3, 藤田 浩二4

宮本 崇3

1東京ベイ・浦安市川医療センター, 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　運動器機能形態学

4東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

【緒言】
一般的に関節面の30％以上の骨片を含む手指マレット骨折は手術適応と考えられている。演者
らは、症例を選び骨片の大きなマレット骨折に対してマイクロスクリュー固定を行っているの
でその手術手技・成績について報告する。
【対象と方法】
対象は2009年から2015年に手術を行い3か月以上経過観察可能であった27例である。男性20例、
女性7例で平均年齢は36.7（17-68）歳であった。中指10例、環指7例、小指5例、示指3例、母指
2例であり、Wehbe and schneider分類で1A3例、1B18例、2B6例であった。本法の適応は関節面
の30％以上の骨片を含み骨片背側長が3ｍｍ以上あるものとした。伸展ブロックと屈曲ブロック
を用いた閉鎖的整復を行い、DIP関節背側の小切開から径1.0ｍｍまたは1.2ｍｍのマイクロスク
リューを1本挿入した（H.Shimura 2014 J Orthop Sci）。術後は症例に応じて1-3週間のアルミ
ニウムシーネ固定を行った。骨癒合の有無、DIP関節可動域、合併症、蟹江評価、Crawford評価
について検討した。
【結果】
骨癒合はすべての症例で得られた。DIP関節可動域は伸展平均―5.4度、屈曲平均67.6度であっ
た。合併症は5例に見られ、スクリュー突出による抜釘2例、一時的な爪変形1例、骨片転位2例
（シーネ固定継続で対応）であった。蟹江評価では優19例、良6例、可2例であり、Crawford評
価ではExcellent10例、Good11例、Fair6例であった。
【結語】
マレット骨折に対するマイクロスクリュー固定の治療成績は概ね良好であった。石黒法による
Extension Block Pinningでは、皮膚上に鋼線がでているため日常生活に不便を感じるという患
者さんからの訴えを聞くことがあった。マイクロスクリュー固定法では水仕事やスポーツ復帰
も早期から可能で適応を選べば有用な方法であると考えている。
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槌指骨折に対するスクリュー固定術後骨片が転位した症例の検討

○斉藤 忍

JCHO 東京城東病院　整形外科

【目的】
当院では槌指骨折に対しスクリュー固定を行っており、おおむね良好な結果が得られている
が、なかには術後骨片が転位し再手術を行った症例があり、それらの結果は不良でありスクリ
ュー固定の問題点と考えていた。その一方転位した骨片をそのまま放置したにもかかわらず骨
癒合が得られ、良好な結果を収めた症例も経験した。そこで骨片が転位した後再手術を施行せ
ず経過を観た症例について検討を行った。
【対象および方法】
槌指骨片に対しスクリュー固定を施行し追加手術を行わなかった130例を対象とし、骨片転位な
し群（N-D群）と骨片離開群（gap群）、骨片近位転位群（back out群）の3群に分け、手術待機
期間、骨癒合、最終成績（DIP関節可動域、蟹江の評価）について検討した。
【結果】
N-D群80指、gap群28指、back  out群22指であった。待機期間はN-D群10.5日、gap群
17.9日、back out群14.5日で、back out群にのみ4指骨癒合不全を認めた。伸展角はN-D群-
6.3°、gap群-8.2°、back out群-11°、屈曲角は3群に差はなく、蟹江の評価にて優・良が占
める割合はN-D群で64％、gap群64％、back out群59％であった。
【考察】
骨癒合率は97％であった。back out群は伸展不足角、蟹江の評価基準においてN-D群、gap群に
劣る結果となったが、骨癒合不全4指とも自動伸展は可能で、十分な屈曲角が保持されており機
能的損失はそれほど大きなものではなかった。
【結論】
スクリュー固定後骨片が転位する場合があるが、骨癒合率は高く、骨癒合不全例においても大
きな機能的障害を残すことはなく、骨片転位を生じた症例に追加手術は不要と考えた。
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Swan neck変形を伴う槌指変形に対する斜支靭帯再建術の治療経験

○岩崎 幸治, 金 潤壽, 根本 高幸

太田総合病院手外科センター

【はじめに】
陳旧性腱性槌指に対する観血的治療の多くはDIP関節背側の終止腱の再建であり、確実な伸転位
の獲得が困難であったり、逆に屈曲制限をきたす症例も少なくない。一方、遊離腱移植により
斜支靭帯を再建し槌指変形を改善させる方法をThompsonやKleinmanらが報告しており手技は煩
雑なものの安定した成績を残している。今回我々はswan neck変形を伴う槌指変形に対し
Kleinmanらの報告した方法にsuture anchorを併用し、より低侵襲な手術を施行し良好な成績を
獲得したので報告する。
【対象】
対象はswan neck変形を伴う槌指変形に手術を施行した5例である。男性3例、女性2例、平均年
齢は39歳、罹患指は右2指、左3指、環指4指、小指1例であった。腱性槌指保存療法失敗例が
2例、骨性槌指手術後のswan neck変形残存例が2例、不明が１例であった。術前のDIP関節の伸
展不足角は平均-42.4°であった。手術はKleinmanらの方法に準じおこない、腱移植の際、末梢
での腱の固定にsuture anchorを使用した。術後の平均経過観察期間は9.2カ月であった。調査
項目はswan neck変形の改善の有無、最終経過観察時のDIP、PIP関節の関節可動域で、治療成績
は蟹江らの評価基準を用い検討した。
【結果】
全例でswan neck変形は改善し、最終経過観察時の平均可動域はDIP関節が伸展-0.6°、屈曲
52.8°、PIP関節が伸展-3.8、屈曲は95°であった。蟹江の評価基準で優3例、良2例であった。
【考察】
Thompson法は、遊離腱移植により斜支靭帯を再建し、移植腱のdynamic tenodesis効果により
DIP関節の伸展を獲得する方法で、swan neck変形を伴う槌指変形の治療にも応用可能であるも
のの、その手術手技は煩雑である。本法はThompson法の利点を生かしつつ、低侵襲な手術が可
能となり、swan neck変形を伴う槌指変形の再建術式として有用であると考える。
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小児橈骨骨幹端部・遠位1/3骨幹部骨折に対するKirschner鋼線を用い
た治療成績の検討

○本田 祐造1, 角 光宏2, 田中 奈津美1, 西 亜紀1

1長崎労災病院　整形外科, 2貞松病院

【目的】
小児橈骨遠位部骨折に対するKitschier鋼線固定の治療成績を骨幹端部骨折(以下DRF)と遠位1/3
骨幹部骨折(以下1/3RF)にわけて比較検討すること。
【対象と方法】
対象は2008年以降に手術加療を行った15歳未満の小児前腕骨折45例中、Kirschner鋼線で治療を
行ったDRF 8例、1/3RF 21例。それぞれ手術方法・年齢・骨癒合期間・角状変形(受傷時、術直
後、術後1週、抜線時、最終診察時)・合併症・前腕可動域を調査した。なお、骨癒合は骨折線
が確認できなる時期と定義した。
【結果】
DRFは平均年齢9.6歳。Intrafocal pinning 5例、crisscross 3例。角状変形はそれぞれ、平均
（34°,3.3°,3.4、3.9°,3°）であった。骨癒合までの期間は平均8.1週(6～12週)。最終診察
時の前腕可動域は回内90°、回外90°であった。1/3 RFは平均年齢9.4歳。Intrafocal pinning
9例、crisscross  6例、髄内pin固定6例。角状変形はそれぞれ、平均
(16°,4.2°,7.3°,8.8°,3.8°)。骨癒合までの期間は平均10.1週(6～13週)であった。最終診
察時の前腕可動域は回内83.5°、回外87.1°であった。1例で術後転位増大のためプレート固定
となった例が存在した。
【結論】
1/3 RFはDRFに比べ、有意に骨癒合期間が長く、矯正損失も大きかった。この部での完全骨折は
小児であっても強固な固定が必要であり、特にリモデリングの低下する10歳以上ではプレート
固定を考慮すべきと考えられた。
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前腕骨幹部骨折に対するプレート固定術の治療成績

○吉水 隆貴, 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】
私たちは成人前腕骨幹部骨折に対し、観血的な整復とプレートによる内固定を積極的に行って
いる。今回その治療成績を調査したので報告する。
【対象と方法】
2008年から2014年までの期間に、プレート固定術を施行した橈骨・尺骨の骨幹部骨折のうち、
骨端線閉鎖後の39例50骨折を対象とした。男性31例女性8例、平均年齢40.9歳（15～83歳）、平
均経過観察期間13.9か月（4～29か月）であった。橈骨単独骨折が18例、尺骨単独骨折が10例、
両骨骨折が11例であった。開放骨折は橈骨が3骨折、尺骨が6骨折であった。これら対象におけ
る骨癒合状況と最終時前腕可動域を調査した。
【結果】
橈骨は29骨折中3骨折、尺骨は21骨折中2骨折が偽関節となった。癒合例において骨癒合確認ま
での期間は橈骨で平均14.1週（6～48週）、尺骨で平均13.3週（6～49週）であった。橈骨偽関
節例のうち、分節骨折が1例、プレート下端における再骨折例が1例あった。また、尺骨偽関節
例の1例は開放骨折であり、もう1例は尺骨に1/3円プレート使用した両骨骨折例であった。癒合
に6か月以上を要した例が橈骨4骨折、尺骨2骨折あった。最終評価時の前腕可動域は回内平均
74.9°、回外平均85.2°であった。
【考察】
前腕は回内・回外運動を有するため、骨折部の回旋転位は回内・回外の可動域制限を生じう
る。また橈尺骨長の不均衡が残存すれば、遠位橈尺関節の不適合による疼痛と可動域制限が生
じ得る。前腕骨折では、観血的な回旋転位の整復と骨長の回復が重要である。
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小児橈骨遠位1/3骨幹部骨折に対する保存療法後の再骨折症例の検討

○鏑木 秀俊1, 志村 治彦1, 青山 広道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

2JAとりで総合医療センター　整形外科

3東京医科歯科大学大学院　運動器機能形態学

4東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

【目的】
小児前腕骨幹部骨折は比較的頻度の高い骨折であり、転位の大きい症例に対しては、プレート
固定や経皮的鋼線刺入術が行われる。しかし、転位の少ない症例や若木骨折に対しては、ギプ
スによる保存治療が第一選択である。プレート抜去や鋼線抜去後の再骨折報告は散見される
が、若木骨折で保存療法後の再骨折報告は少ない。そこで今回演者らは、保存治療後に再骨折
をきたした5例を経験したので骨折時期や部位の特徴を検討し、考察を加え報告する。
【対象】
症例は平均年齢10.2（8-13）歳、男児5例。橈骨遠位1/3骨幹部骨折が2例、両骨遠位1/3骨幹部
骨折が3例であり、全例若木骨折であった。検討項目は(1)骨折部位（橈骨全長を100％としたと
き、遠位関節面からの％表示）(2)再骨折時期(3)再骨折前のBaitnerらの骨癒合評価(4)最終経
過観察時のGrace and Eversmannの評価とした。
【結果】
(1)骨折部位は18-23（平均21）％の部位に集中していた。(2)近医にて平均4（2-6）週間ギプス
固定され、初回受傷時から平均13.2（8-17）週で同部位を再骨折した。5例中3例にプレート固
定を行い、2例に経皮的髄内釘鋼線刺入術を施行した。(3)再骨折前の骨癒合評価は5例とも
Grade2であった。(4)最終経過観察時に全例で骨癒合し、Grace and Eversmann評価はすべて
excellentであった。
【考察】
若木骨折では骨折部の部分的硬化障害によって再骨折をきたしやすいため、仮骨が十分に硬化
するまで注意が必要であると報告されている。前医での再骨折直前の単純X線像では、架橋する
仮骨形成はみられるものの骨折線は残っており、完全な骨癒合が得られておらず、スポーツ復
帰が許可されていた。皮質骨のリモデリング形成をもって骨癒合とし、運動許可をだす必要が
あると考えられた。
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前腕骨骨折に対する骨癒合不良因子の検討

○長谷川 正樹, 鈴木 拓, 黒岩 宇, 志津 香苗
鈴木 克侍

藤田保健衛生大学　整形外科

【目的】
前腕骨骨折の手術後の骨癒合不良因子に関する報告は少なく, 交絡因子の影響により, 見解の
一致を得ていない. 今回われわれは, 多変量解析を用いて前腕骨骨折の骨癒合不良因子の検討
を行った.
【対象および方法】
2007年から2015年に, 前腕骨骨折に対して手術加療を行った77例 (橈骨39例, 尺骨38例) を対
象とした. 男性53例, 女性24例, 手術時年齢は平均40 (15-90）歳であった. 術式は全例, 背側
および掌側進入によるplate固定であった. これらの症例に対して性別, 年齢, 粉砕の有無, 開
放骨折, 超音波使用の有無, 進入法, 同側の前腕骨骨折の有無を骨癒合不良因子として抽出し
た. また術後6ヵ月におけるX線画像を用いて骨癒合の有無を評価した. 前述の因子を説明因数
とし, 骨癒合の有無を目的変数としたステップワイズ法を用いたロジスティック回帰分析を行
い, 骨癒合に影響を与える因子を検討した.
【結果】
骨癒合が得られたのは橈骨31例, 尺骨29例, 偽関節となったのは橈骨8例, 尺骨9例であった.
ロジスティック回帰分析の結果, 骨折部の粉砕の有無が骨癒合と有意な関連を認めた (p =
0.03). その他の因子は骨癒合と有意な関連は認めなかった(p ＞ 0.05).
【結論】
前腕骨骨折における手術では骨折部の粉砕の有無が骨癒合に影響する因子であると考えられた.
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前腕回旋制限を伴う前腕骨幹部骨折変形治癒の3次元解析

○阿部 真悟, 岡 久仁洋, 信貴 厚生, 田中 啓之
村瀬 剛

大阪大学大学院　医学系研究科　整形外科

【目的】
前腕骨幹部骨折変形治癒の機能障害に前腕回旋制限が知られているが，骨の変形と骨間膜の緊
張が回旋制限に与える影響に関して解明されていない．今回，橈尺骨の変形及び中央骨間膜の
長さと回旋制限の関係を3次元的に定量解析した.
【方法】
回旋制限を伴う前腕骨幹部骨折変形治癒の17例17肢を対象とした．男性14例，女性3例，平均年
齢は19歳であった．最大回内位，中間位，最大回外位のCT画像から3次元骨モデルを作成し変形
量と回旋動態の解析を行った．変形量は患側の骨モデルを健側の鏡像モデルに重ね合わせるこ
とにより3次元的に評価した．動態の解析は回内外可動域，インピンジメントの有無，中央骨間
膜付着部間距離を評価した．
【結果】
回旋可動域は平均で回内39度，回外35度であった．橈尺骨ともに変形があるものは12例あり，
橈骨のみの変形が5例であった．橈骨伸展変形と回内可動域は負の相関を示し(R= -0.60, p=
0.01)，尺骨外反変形と回外可動域は負の相関を示した(R= -0.69, p= 0.01)．インピンジメン
トは12例が回内位で生じ回外位では1例だけであった．回内インピンジメントは橈骨の伸展変形
(OR 1.31; 95% CI, 1.04-2.12)と内旋変形(OR 1.32; 95% CI, 1.01-2.55)，尺骨の外反変形(OR
1.42; 95% CI, 1.02-3.93)がリスクとなっていた．中央骨間膜の線維方向成分の長さは健側と
同様の傾向を示したが，横断方向成分の長さは健側が中間位で最も長かったのに対して，患側
は回内位で健側中間位比61.5%，中間位79.2%，回外位で88.8%と回外時に有意に長くなっていた
(p= 0.002)．
【結論】
前腕骨幹部骨折変形治癒における回内制限は，インピンジメントが原因となり橈骨の伸展・内
旋変形及び尺骨の外反変形がリスクとなる．回外制限は中央骨間膜の緊張が関与し尺骨の外反
変形が関連していると考えられる．
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先進医療制度を通じた上肢カスタムメイド骨切ガイド・プレートの
開発について

○岡田 潔1, 花井 達広3, 岡 久仁洋2, 田中 啓之2

村瀬 剛2

1大阪大学医学部附属病院　未来医療開発部

2大阪大学大学院医学系研究科　器官制御外科学（整形外科）

3大阪大学大学院医学系研究科　スポーツ医学

【背景・目的】
我々は、これまで、骨折変形治癒などに起因する上肢の変形に対して行われる変形矯正手術で
良好な臨床成績を得るため、個々の骨形状にフィットするカスタムメイド骨切りガイドと、ガ
イドと組み合わせて使用する事で手術を更に簡易化・正確化するカスタム骨接合プレートを開
発してきた。2013年にカスタムガイドが、2014年にカスタムプレートが、限られた身体部位と
形状範囲において、薬事承認を受けた。平成27年1月には、薬事承認範囲以外の身体部位を対象
とした場合や、承認形状範囲を超えるデバイス・プレートを使った手術が先進医療として厚生
労働省に認められ、名古屋大学医学部附属病院手の外科の協力のもと、平成２８年度中に目的
症例の組み入れを達成することが出来た。そこで、今回、この先進医療の手続きに必要であっ
た問題点を抽出するとともに、その成果を次の薬事拡大承認に活用していく方法について検討
を加えた。
【結果・考察】
臨床研究の立案から先進医療B認可までに要した時間は計１年9カ月であり、臨床研究の立案か
ら院内倫理委員会の申請までに約6カ月、承認までに約9カ月を要した。この間、PMDAの薬事戦
略相談も並行して行い、先進医療としての承認の効率化も図った。第一例目の手術から最後の
症例（１６例目）の手術まで必要とした期間は１年３か月であり、その間に一度、安全性評価
のための先進医療技術評価部会の審議のため、組み入れを３か月停止する必要があった。現
在、最終症例までの経過観察を実施中であるが、今後、その成果を十分に生かすためには、３D
ガイド技術に関する保険の再評価と、新たな適応範囲に関する薬事承認、特定保健医療材料の
算定までの計画の検討を慎重に行う必要があるものと考えられた。
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小児上腕骨顆上骨折の手術治療成績

○松浦 充洋1, 坂井 健介2, 原口 敏昭1

1雪の聖母会　聖マリア病院　整形外科, 2大牟田市立病院　整形外科

【目的】
小児上腕骨顆上骨折は小児骨折治療の中で頻度の高い骨折であり緊急性の高い外傷である。ま
た、初期治療によっては患児の将来に重篤な合併症を惹起する可能性もある。今回我々は当院
で行った手術治療成績を報告し、合併症を検証する。
【対象・方法】
2007年1月から2016年1月までに手術加療を行った183例中3か月以上経過観察可能であった156例
（男102例　女54例）を対照とした。年齢は1̃15歳（平均6.6歳）、経過観察期間は3̃48か月
（平均14か月）であった。手術は原則的に即日、整復台を用いた経皮的ピンニング(服部変法)
を行った。検討項目は受傷機転、骨折型、合併症、臨床成績(Flynnの評価)を調査した。
【結果】
受傷機転は転落（遊具・高所等）：92例　転倒（自転車・スポーツ等）：63例　その他：1例で
あった。骨折型（Smith-Abe分類）は2型：30例、3型：57例、4型：59例であった。受傷時に橈
骨神経麻痺:8例、正中神経麻痺：7例、橈骨及び正中神経麻痺：3例、尺骨神経麻痺：1例を認め
ていた。尺骨神経麻痺の1例は二期的に神経剥離術が追加されており、それ以外は4ヶ月以内に
全例保存的に改善した。なお、フォルクマン拘縮を合併した症例は認めなかった。Flynnの評価
では、機能要素は全例優であったが整容要素で不可を認めた1例のみ矯正骨切り術を追加されて
いた。
【考察】
今回、本骨折に対し受傷後24時間以内の経皮的ピンニングが行われたが、フォルクマン拘縮な
どの重篤な合併症は生じず、また術前認められた神経障害の１例を除き自然軽快が確認され
た。受傷後早期の経皮的ピンニングは有効と考える。なお、本骨折の合併症の一つである内反
肘変形はほとんどが1次性であり、整復位の獲得およびその保持に関しては術中の固定手技など
他の固定法との比較検証が必要であると思われた。
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完全転位型小児上腕骨顆上骨折の治療成績の検討

○徳本 真矢1, 梶原 了治2

1市立八幡浜総合病院　整形外科, 2松山赤十字病院　整形外科

【目的】
完全転位型の小児上腕骨顆上骨折に対して前方横切開を用いた観血的整復を行っているのでそ
の成績を報告する。
【対象と方法】
症例は2011年4月以降に手術治療を行った14例(男児9例、女児5例)、平均年齢5.6歳であった。
術前に明らかな循環障害を認めた症例はなく、術前の神経麻痺は正中神経麻痺2例、橈骨神経麻
痺2例で認めた。全例前方横切開にて進入し、麻痺を生じていた症例は当該神経を直視下に剥離
した。麻痺の評価が困難であった1例では骨片が上腕動静脈に、術前に麻痺がなかった1例では
橈骨神経が中枢骨片外側縁の後方に引っかかっていた。骨折部の前方を触知しながら整復し、
経皮的にK-wireを用いた交差刺入固定を行った。
【結果】
術前に盲目的整復を行った1例に術後橈骨神経麻痺を生じた。神経麻痺は全例で自然回復した。
平均可動域は伸展13.3°、屈曲140°(健側　伸展14.2°、屈曲140.8°)、平均外反角
173.7°(健側　170.8°)であり、Flynの評価基準でcosmeticが全例excellent、functionalが11
例 excellent、1例 goodであった。手術創部の肥厚性瘢痕を生じた症例はなかった。
【考察】
小児上腕骨顆上骨折に伴う神経麻痺は自然回復することが多く初回手術で神経の確認は必要な
いとの報告も多いが、盲目的な徒手整復により骨折部に嵌入した神経の損傷を増悪させる可能
性もあり、回復しなかった場合の神経剥離、神経縫合は極めて困難である。今回行った前方進
入による観血的整復は血管神経束を直視下に観察可能であるだけでなく、回旋や内外反変形を
残すことが少なく、術後の創瘢痕も目立たないことから神経麻痺を生じていない症例にも有用
な方法と考えている。
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小児上腕骨顆上骨折術後神経障害の検討

○浅沼 雄太1, 楠瀬 浩一1, 松尾 亮平1, 井下田 有芳1

原 章2

1東京労災病院　整形外科, 2順天堂大学医学部付属浦安病院

【はじめに】
小児上腕骨顆上骨折手術に伴う術後の神経障害は必ずしも多くはないとされるが重要な合併症
である．しかし，発生頻度，神経障害の回復期間などの詳細な報告は少ない．今回，術後の神
経障害発生頻度や回復期間について調査したので報告する．
【対象と方法】
2006̃2016年に当院及び関連施設で手術を行った上腕骨顆上骨折（2̃13歳）のなかで調査し得た
180例180肘を対象とした．そのうち，術後神経障害例は9例9肘であり，神経障害の回復まで追
跡し得た7例7肘について検討した．調査項目は１）障害神経，２）骨折型，３）手術方法（観
血的整復固定術もしくは経皮ピニング），及びK-wire抜去までの期間，４）神経障害の回復徴
候を認めるまでの期間と障害が完全に回復するまでの期間とした．
【結果】
１）障害神経：尺骨神経5例，橈骨神経，正中神経は各１例であった．２）骨折型：Gartland
II型1例，III型6例であった．３）手術：観血的整復固定術6例，経皮ピンニング1例であった．
全例K-wireによるクロス固定でwireは32日以内に全例で抜去した．４）神経障害の回復徴候を
認めるまでの期間：尺骨神経で平均31.5日，橈骨神経では14日，正中神経では28日であった．
神経障害の完全回復までの期間は，尺骨神経平均116日，橈骨神経84日，正中神経120日であっ
た．
【考察・結語】
本調査の神経障害発生率は5％で，詳細な観察をすれば発生は決して稀ではく，小児では訴えが
なくても障害を生じている可能性を考える．知覚障害のみであれば比較的早期に回復するもの
の，運動麻痺例では回復までに3̃4カ月程と長期を要した．これらの例では2カ月以内に回復徴
候がみられたことから，2カ月間は再手術に踏み切らず，経過を追ってよいものと考える．
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当院における小児橈骨頸部骨折に対する治療成績の検討

○原口 敏昭1,2, 坂井 健介2,3, 松浦 充洋1,2, 神保 幸太郎1,2

吉田 健治2

1聖マリア病院　整形外科, 2久留米大学医学部整形外科学講座, 3大牟田市立病院

【目的】
当院における小児橈骨頸部骨折に対する治療成績について報告する。
【方法】
当院で小児橈骨頸部骨折に対して1999年2月から2016年10月の間にMetaizeau変法
(M群)，intrafocal techniqueの併用を含む経皮的鋼線刺入固定術(PN群)による治療を行った27
例(男:13例、女:14例)を対象とした。M群：12例，PN群：15例であり、平均年齢は8.7歳、骨折
型はJudet分類を用いII 型：4例、III型：13例、IV型：10例であった。また、合併損傷は 肘頭
骨折を6例、内側側副靭帯損傷を2例、上腕骨内側上顆骨折を3例，上腕骨外顆骨折を1例に認め
ていた。術後平均経過観察期間は16.3ヶ月であった。評価項目として外固定期間，抜釘までの
期間、可動域、疼痛の有無、X線学的評価として橈骨頭傾斜角、さらには術後合併症について検
討行った。
【結果】
術後外固定期間はM群:12.1日、PN群:28.1日であり、抜釘までの期間はM群:60.7日、PN群:26.0
日であった。また受傷時、最終診察時の橈骨頭傾斜角(度)は、M群:41.5度,
5.24度、PN群:37.3度, 7.82度であった。合併症としてM群は骨端線早期閉鎖が１例、PN群は疼
痛の残存1例、一過性後骨間神経麻痺が1例、骨端線早期閉鎖が１例みられた。関節可動域につ
いてはPN群に回内制限が1例に認められた。
【考察】
M群は外固定期間が明らかに短く、抜釘までの期間が長かった。これは、M群は安定した内固定
が行えており、また、多くの症例で鋼線を皮下に埋没していることが関係していると考えられ
た。さらにM群は早期のROM許可にもかかわらず、両群の橈骨頸部傾斜角に明らかな差はなく、
合併症の発生数に関しても少なかった。Metaizeau変法は良好な術後成績が得られるとともに患
者、そして家族の負担も軽減される有用な手術法であると考えられた。
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12歳以下の進行期上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する上腕骨外顆楔
状骨切り術の中長期成績

○植木 将人1, 森谷 浩治2, 吉津 孝衛2, 坪川 直人2

幸田 久男3

1新潟大学大学院医歯学総合研究科機能再建医学講座整形外科分野

2（財）新潟手の外科研究所, 3長岡赤十字病院　整形外科

【目的】
12歳頃までの上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（以下上腕骨小頭OCD）は、病期が初期のことが多いと
されている。しかし、初診時の段階ですでに進行期に至っている症例にしばしば遭遇する。我
々は年齢に関わらず進行期例であれば上腕骨外顆楔状骨切り術（以下、骨切り術）を施行して
きた。今回、進行期上腕骨小頭OCDの中では若年の12歳以下で骨切り術が行われた症例の中長期
成績を報告する。
【方法】
対象は、12歳以下で骨切り術を施行し、術後５年以上経過観察可能であった9例である。全例男
児、手術時年齢は11歳1例、12歳8例で、平均経過観察期間は、8.1年であった。手術時の病期
は、晩期分離型６例、遊離型１例、混合型２例であった。術前のスポーツ歴は野球7例、テニス
1例、バスケットボール1例であった。これらの臨床成績（肘関節可動域、スポーツ復帰、JOAス
コア）とX線学的評価（手術時の上腕骨小頭および外側上顆骨端線閉鎖の有無、関節症性変化の
有無、最終診察時の病巣部の修復と関節症性変化（以下OA））を調査した。
【成績】
肘関節可動域は術前伸展-6.1°、屈曲125.6°が最終診察時は伸展0.9°、屈曲132.8°と屈曲が
有意に改善した。スポーツ復帰は、7/9例が完全復帰した。JOAスコアは、術前73.7点が最終診
察時91.6点と有意に改善した。X線学的評価は手術時の骨端線は上腕骨小頭が５例、外側上顆が
７例で開存していた。術前２例で関節症性変化を認めた。最終診察時の病巣の修復状態は優
5例、良3例、可1例であった、可の1例は術前からOAを認めた症例であった。最終診察時に軽度
のOAを6例で認めた。
【結論】
本術式により良好な中長期成績が概ね得られていた。術前からOAを呈した症例に修復不良例を
認めたため、若年でも進行期であれば早期に手術治療が必要と考える。
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する上腕骨外側顆楔状骨切り術の長
期成績からみたOA変化の進行

○幸田 久男1, 森谷 浩治2, 植木 将人3, 吉津 孝衛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】
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）の長期治療成績におけるOA変化の進行について
調査・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が可能であった76
例77肘を対象とした。手術時年齢は11-18(平均14.3 )歳、男性75肘・女性2肘、経過観察期間は
5-19 (平均9)年、術中のICRS分類はI(10肘),II(12肘),III(15肘),IV(40肘)だった。初診時と最
終診察時に四宮の分類に基づいてOA gradeを評価し、その進行度をICRS群間で統計学的に比較
・検討した。
【結果】
ICRS Iでは、進行なし(7),1 grade進行(1),2 grade進行(2)だった。ICRS IIでは、進行なし
(5),1 grade進行(5),2 grade進行(2)であった。ICRS IIIでは、進行なし(3),1 grade進行(6),2
grade進行(6)だった。そしてICRS IVでは、進行なし(17),1 grade進行(19),2 grade進行(3),3
grade進行(1)だった。Kruskal-Wallisの検定では4群間のOA進行度に有意差を認めなかった
が、ICRS III以前はOCDの進行に伴いOAの進行度が高くなる傾向がみられた。
【考察】
われわれは昨年の本学会において、吉津法および吉津変法の長期的な臨床成績が良好であるこ
とを報告した。一方、多くの症例でOA変化が長期的に進行していることも確認している。今回
の検討では、ICRSの進行に伴うOA変化の有意な進行は示されなかったものの、ICRS III以前で
はOCDの進行に伴いOAの進行度が高くなる傾向がみられた。またICRS IVに関しては、40肘中15
肘で既にgrade 2のOA変化を認めており、その後のOA進行の程度は少なくなるものと推察され
た。これらより、進行期OCDに対してはこれまで同様、早期に手術を行うべきであると考えられ
た。
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一般住民検診における一次性変形性肘関節症の有病率と有症率につ
いて

○大谷 昇1, 田鹿 毅1, 高岸 憲二2

1群馬大学　医学部　整形外科, 2サンピエール病院

【目的】
一次性変形性肘関節症（肘OA）の有病率を調査した報告は少ない。一般住民における変形性肘
関節症の有病率と有症率を明らかにすることである。
【方法】
群馬県片品村の一般住民検診を受けた40歳以上の男女354人691肘（男132名・女222名・平均
67.5歳）を対象に、肘OAの疫学調査を行った。単純Xp肘関節正面像にてKellgren and Lawrence
分類（K-L分類）を用いて評価した。K-L分類glade３以上を肘OAと定義した。検者は2名で、検
者間信頼性を検討した。疼痛の有無は問診を行い調査した。
【結果】
肘OAは109肘(15.8%)に認め、有症率は16肘（14.7％）であった。両側罹患率は29名(8.2%)であ
った。有病率を年代毎にみると、40代0%、50代6.1%、60代14.4%、70代20.1%、80代以上25.7%で
あった。有症率を年代毎にみると、40代0%、50代37.5%、60代16.2%、70代5.4%、80代以上18.5%
であった。検者間信頼性は右肘0.879、左肘0.847であった。
【結語】
今回我々は、一般住民における肘OAの有病率と有症率を報告する。
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経過中に顆部壊死を認めた小児上腕骨顆上骨折の5例

○津澤 佳代1, 川崎 恵吉1, 上野 幸夫2, 前田 利雄1

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】
上腕骨顆上骨折は小児の肘周辺骨折の中で最も頻度の高い骨折であり、神経血管損傷や内反肘
等、様々な合併症を伴うことがある。上腕骨顆上骨折後の顆部壊死は、稀な合併症であり、本
邦においてはほとんど報告されていない。今回我々は、上腕骨顆上骨折後に顆部壊死を来した
症例を経験したので、文献学的考察を加え報告する。
【症例および経過】
2001～2015年に当科および関連施設で治療を行った小児上腕骨顆上骨折のうち、5症例
（男児：2例、女児3例）に顆部壊死を認めた。経皮的または観血的鋼線固定術を施行した3例の
骨折型は、Smith-阿部の分類で3型：2例（内側部粉砕を伴う1例を含む）、4型：1例であり、保
存的に治療した2例は、1型：1例、3型：1例であった。経過観察期間は12～71ヵ月であり、経過
中に肘関節単純X線画像にて上腕骨顆部の壊死像を認めた。手術加療を行った1例にのみ運動時
の軽度疼痛を認めているが、いずれも可動域制限なく経過している。
【考察】
Etielらは、上腕骨滑車部のavascular necrosisとして5例報告しており、転位のない症例でも
血腫によるタンポナーデにより外側の血流が障害されると述べている。諸家の報告の中には、
外傷を伴わないもの、スポーツに伴う離断性骨軟骨炎等も散見されるが、総じて滑車部の
growth plateの血流障害が原因であるとするものが多く、遅発性に疼痛や可動域制限が出現す
るため、上腕骨遠位部骨折後の重要な合併症として報告されている。
【まとめ】
現在我々が経験した症例においては臨床症状をほとんど認めていないが、遅発性に疼痛や可動
域制限、fishtail変形を来すこともあり、注意を要する。小児の上腕骨顆上骨折では、保存的
加療であっても顆部壊死を来す可能性があり、長期の経過観察が必要と思われた。
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陳旧性モンテジア骨折における肘関節周囲の骨形態変化の検討

○稲葉 尚人1, 佐藤 和毅1, 鈴木 拓2, 岩本 卓士1

岡崎 真人3

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荻窪病院　整形外科

【目的】
陳旧性モンテジア骨折は, とくに脱臼放置期間の長い症例では観血的脱臼整復を行っても術後
成績不良となることが多い. その原因に, 肘関節周囲の形態異常が指摘されている. 本研究で
は, 陳旧性モンテジア骨折における肘関節形態の変化を調査した.
【方法】
2000年～2016年に未治療の状態で受診した陳旧性モンテジア骨折の22例22肘を対象とした. 脱
臼放置機関および単純X線評価として橈骨長, 尺骨長, 橈骨頭径, 橈骨頸部径, 橈骨頭の形状,
腕尺関節径, 橈骨頭の転位量, 小頭・外側顆核の変形, 外反角（Carrying Angle）を調査した.
まず健側と患側を比較し(paired t test), さらに脱臼放置期間が2年未満のA群と2年以上ある
いは不明のB群の2群間でX線評価を比較した. (t test)
【結果】
尺骨長は患側で有意に短く(p=0.006), 橈骨頭径/橈骨頸部径比 (Head Neck Ratio) (p=0.014),
外反角(p＜0.001), 腕尺関節径 (p＜0.001) は患側で有意に大きかった. 橈骨長, 橈骨頭径,
橈骨頸部径は患側と健側で差がなかった. A群は7肘, B群は15肘であった. 橈骨長健側比, 橈骨
頭径健側比, 橈骨頭転位量, 尺骨長健側比, Head Neck Ratio, 外反角は両群間で差がなかっ
た. 小頭・外顆核の肥大変形はA群で認めなかったのに対し, B群で15肘中6肘に認めた. 橈骨頭
のドーム状変形はA群で認めず, B群で15肘中12肘に認めた. B群ではA群より有意に腕尺関節径
健側比が大きかった（p=0.024）.
【考察】
脱臼放置期間が2年以上の症例では小頭・外側顆核の肥大, 橈骨頭のドーム状変形, 腕尺関節径
の増大を認めるものが多く, 観血的脱臼整復を行う際には関節の適合不良に留意する必要があ
る.
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小皮切舟状骨骨接合術の刺入点・刺入方向の解析

○大井 宏之1, 神田 俊浩1, 向田 雅司1, 鈴木 歩実1

寺林 賢司2

1聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

2静岡大学 工学部機械工学系

【目的】
小皮切舟状骨骨折の刺入点・刺入方向について３D解析した。
【対象と方法】
刺入点：正常舟状骨の3DCTデータを用いてHerbert分類のB1とB2の骨折線を仮想し、舟状骨背側
の最適点から骨折面の中央を通る延長線上より掌側刺入点を3D解析した。刺入角：掌側刺入は
3D解析で得られた掌側刺入点から近位に刺入した場合の骨折面への刺入角、背側刺入は舟状骨
背側の最適点からST関節中央に向かい刺入した場合の骨折面への刺入角をB1、B2、B3で3D解析
した。
【結果】
刺入点：最適掌側刺入点はB1、B2ともにST関節内となり大菱形骨があり臨床上刺入困難のた
め、大菱形骨を考慮し最適刺入点を3D解析した。掌側刺入の最適刺入点は、B1はFCR上、B2は
FCRとAPL間であった。刺入角：B1の掌側からの刺入角は52.7°（B2の最適点からは44.9°）で
あり、背側からの刺入角は53.8°であった。B2は77.0°と77.9°、B3は69.0°(B2の最適点か
ら)と77.4°でどの骨折型も背側刺入の方が大きかった。B1では背側刺入点を掌側に移動し刺入
方向を背側へ移動させると刺入角は67.2°と大きくなった。
【考察】
B1は背側刺入がよいが、背側刺入でも刺入角が小さいので、できるだけ手関節を屈曲させ刺入
点を掌側にしてやや背側方向へ刺入していく必要がある。B2は両方向とも刺入角はほぼ同じで
あった。我々の刺入方向と臨床所見の研究では、最終的に動域制限もしくは軽度疼痛は掌側刺
入では3％、背側刺入では71.4%に認めたことを考えるとB1では掌側刺入が良いかと思われた。
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舟状骨骨折治療におけるmodified dorsal insertion technique, DITTAの
スクリュー挿入角度の検討

○倉橋 俊和1, 建部 将広2, 田中 健司1, 武田 真輔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

【はじめに】
舟状骨骨折治療における経皮的スクリュー固定では、舟状骨中心軸に沿ってスクリューを挿入
することが重要となる。我々はHerbert分類typeB1骨折やガイドピンの至適刺入位置が大菱形骨
に重なる場合に、通常の掌側進入法と同様の肢位で経大菱形骨的にガイドピンを刺入し、背側
からスクリューを挿入するmodified dorsal insertion technique (DITTA)を用いている。今
回、本法を用いて治療した舟状骨骨折18例におけるスクリュー挿入角度と臨床成績を評価し
た。
【方法】
舟状骨の中心軸は舟状骨近位端からST関節中央を通過し、大菱形骨掌側面へ至る。DITTAの
First stepでは、手関節を軽度背屈・尺屈し、大菱形骨掌側皮質の至適位置よりST関節を通過
して、舟状骨近位端までガイドピンを刺入する。Second stepでは手関節を軽度掌屈して橈骨背
側縁に干渉しないようガイドピンを手背へ貫通させたのち、小切開を加えて伸筋腱をよけ
る。Final stepで背側からスクリューを挿入する。術後のX線正面、側面、斜位像における舟状
骨軸および骨折線とスクリューの成す角度を計測した。
【結果と考察】
全例で骨癒合を得た。Ｘ線学的評価では、スクリューは骨軸に対してほぼ平行に、骨折線に対
して垂直に近い角度に挿入できていた。最終評価時の手関節可動域、握力、およびＨａｎｄ20
は良好であった。DITTAは通常の掌側進入法と同様の肢位でガイドピンを刺入することにより、
整復位の保持や透視の確認など背側スクリュー固定法におけるガイドピン刺入手技を容易にす
る。特に骨折線が水平方向に走るdorsal typeの骨折においては骨折線により垂直な方向にスク
リューを挿入できるため、有用である。ガイドピン刺入位置を適切に設定することと、手背へ
の貫通時に伸筋腱を確実によけることが重要である。
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舟状骨偽関節に対する掌側からの血管柄付き骨移植術
（Mathoulin法）の検討

○増山 直子1, 小林 康一2, 深澤 克康2

1東京高輪病院　整形外科, 2関東労災病院

当院では、舟状骨偽関節に対して2010年まではRusse法、2011年より掌側手根動脈を血管柄とし
たMathoulin法を行っている。今回、2008年-2015年までに行ったMathoulin法8例（男性7例女性
1例　平均年齢29.5歳）Russe法7例（男性6例女性1例　平均年齢22歳）の計15例を対象とし、受
傷から手術までの期間、入院の有無、手術時間、麻酔方法、皮切、骨癒合率、骨癒合期間、術
後可動域を調査した。統計はマン・ホイットニーU検定 、カイ二乗検定を用いた。
Mathoulin法を予定したすべての症例で掌側手根動脈は存在した。受傷から手術までの期間
は、Mathoulin法が平均8年(2か月-28年)、Russe法が平均1年8か月(3か月-3年）で、入院
は、Mathoulin法が2/8例、Russe法が7/7例だった。麻酔はMathoulin法は、全例伝達麻
酔、Russe法は全身麻酔が2例、伝達麻酔+腰椎麻酔（または局所麻酔）が5例であった。皮切は
どちらもFCR直上のZigzag皮切で、Mathoulin法では採骨のため近位へ皮切を1,2cm延長した。手
術時間は、Mathoulin法が平均2時間14分（1時間58分-2時間40分）、Russe法が平均1時間58分
（1時間53分-2時間4分）であった。骨癒合は全例で確認した。平均骨癒合期間は、Mathoulin法
は平均15.0週（73-143日）、Russe法19.7週（80-152日）で、有意差はなかったが、Mathoulin
法では経過の長い症例でも骨癒合が得られた。術後平均可動域はMathoulin法でDF41度
PF51度、Russe法でDF42PF45度で、術後可動域に差異はなかった。Mathoulin法は外来手術で伝
達麻酔下に行え、掌側のみのアプローチで血管柄付き移植骨の採骨が可能である。Russe法と比
較して掌側の侵襲がやや大きいが、術後可動域に差はない。血管の信頼性もあり、背側の栄養
動脈の損傷もなく、長期経過例でも骨癒合が得られた。
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舟状骨近位端骨折（B３）と周辺の骨折（B１）に対する新しい螺子
刺入法の試み

○大久保 康一, 別府 諸兄, 荒川 雄一郎, 宮城 光晴

医療法人社団　藤崎病院

【目的】
舟状骨近位端骨折と周辺の骨折に対する新しい螺子刺入法を考案したので報告する。
【対照と方法】
骨折舟状骨近位端骨折Herbert分類（B３）と転位のあるB１に対する従来の手術方法は背側から
侵入し、骨折部を確認し、整復後に中枢骨片の軟骨を貫通し螺子を中枢から末梢に向けて刺入
するのが一般的である。しかし中枢骨片の軟骨を損傷することなく軟骨の無い部位より螺子を
刺入、固定できれば望ましいと考え、術中所見と舟状骨の模型で検索した。
【結果】
舟状骨近位端骨折（B３）とB１を術中に背側から観察すると、骨折線の末梢の関節包を剥離する
と幅約５ｍｍにわたる軟骨の無い部分があることが判明した。そこで舟状骨の模型で観察する
と　ここはいわゆるdorsal ridgeとdorsal sulcus とよばれる部位で、螺子をこのdorsal
sulcus　から、つまり末梢背側から中枢掌側に向けて刺入し、中枢骨片を固定出来る事が判明
した。この方法で中枢骨片を固定し、術後６か月経過した症例は６例で、B３  ５例（内３例が
偽関節）、B１　１例で男４例女２例、手術時年齢は１７歳から７６歳平均３１歳８か月、偽関
節の受傷後から手術までの期間は平均１４か月であった。全例に骨癒合が得られ、骨癒合期間
は最短７週最長３８週平均１５週であった。本法は軟骨を損傷することなく、骨折線にほぼ直
角に刺入可能で、又直視化に小さい中枢骨片をエレバトリウムで末梢側に圧迫固定しながら、
末梢側から中枢骨片に螺子を刺入できる等の利点のある新しい螺子刺入法と考える。
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新鮮型舟状骨骨折に対するスクリュー刺入角度，位置の検討

○坪川 直人, 森谷 浩治, 秦 命賢, 久保田 豊
川瀬 大央

一般財団法人新潟手の外科研究所

【目的】
舟状骨新鮮骨折に対する小切開内固定術では舟状大菱形骨関節（Scaphotrapezium joint以下ST
関節）掌側からスクリューを刺入するが，ST関節からの刺入が困難な場合がある．今回術前の
CT所見とスクリューの刺入角度，刺入位置について検討した．
【症例と対象】
2012年7月から2016年5月まで，掌側ST関節から小切開による内固定術を施行した新鮮舟状骨骨
折，41例42関節．男38女4関節，右15左27関節，年齢15∽65歳（平均33.8歳）．術前に舟状骨長
軸に沿ったCTを撮影し，骨折部位，大菱形骨の舟状骨結節部へのせり出しの有無と術後XP側面
像での舟状骨に対するスクリュー刺入角度，刺入位置の関係について比較検討した．
【結果】
骨折型は腰部横32，腰部斜4，近位横4，遠位横2．大菱形骨のせり出し有13，無29であった．ス
クリュー刺入位置は舟状骨中央31，骨皮質掌側に近いまたは骨皮質に接する11，スクリュー刺
入角度は0∽16°（平均6.1°）で，10°以上の不良7であった．刺入位置とせり出しの有無では
χ2検定での有意差は無かった．刺入角度とせり出しの有無の比較ではMann-Whitney’s U test
を用い，せり出し有で有意に刺入角度が大きかった（p＜0.0001）．10°を超える不良例は全て
せり出し有の症例であった．42関節全例で骨癒合していた．
【考察】
舟状骨骨折における小切開手術によるスクリュー刺入は遠位掌側ST関節，近位手関節，経大菱
形骨にガイドワイヤーを刺入する方法で行われている．ST関節からの刺入が非侵襲的と考えら
れるが，ST関節から良好な刺入位置が得られず難しい症例が存在する．舟状骨長軸CT所見でス
クリュー刺入部の大菱形骨のせり出しにより刺入角度に差があることから，CTでST関節からの
刺入が難しいと判断した場合はST関節からの刺入に固執せず，手関節からの刺入に変更する必
要がある．
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高齢者の舟状骨偽関節に対する救済手術 ―遠位骨片摘出および舟状
骨全摘出術―

○下江 隆司1, 谷口 泰徳2, 辻本 修平3, 吉田 宗人1

1和歌山県立医科大学　整形外科, 2有田市立病院　和歌山手の外科研究所

3有田市立病院　整形外科

【目的】
舟状骨偽関節は治療に難渋する病態である。近年我々は、高齢者を対象に舟状骨摘出術による
治療を行ってきたので報告する。
【対象】
対象は60歳以上の高齢者舟状骨偽関節6例である。性別は男性1例、女性5例で、手術時年齢は62
歳から78歳、平均70.8歳であった。SNAC wristを呈したのは3例で、stage Iが1例、stage III
が2例であった。治療法は偽関節部位が舟状骨遠位で近位骨片の圧潰・萎縮がない2例には遠位
骨片切除術を、近位骨片の圧潰・萎縮を伴う4例には舟状骨全摘出術を適応した。術後追跡期間
は2か月から4年9か月、平均2年3か月であった。
【方法】
術前後の臨床症状、握力、手関節掌背屈可動域、単純X線検査でcarpal height ratio(CHR)と
radiolunate angle(RLA)を計測し比較検討した。
【結果】
術前の手関節痛は術後4例で消失、2例で軽快した。舟状骨全摘出術を行った1例で術後4か月時
に手根管症候群を発症した。握力は術前平均9.0kg、術後平均13.0kgで、術後に増加していた。
手関節可動域は術前平均73.6°から術後平均99.2°へ改善し、悪化した症例はなかった。CHRは
術前平均0.49、術後平均0.44で全例低下し、手根骨の圧潰を示していた。RLAは術前平均-
15.3°から術後平均-23.8°へと減少し、全例でDISI変形が進行していた。
【考察】
舟状骨偽関節の治療は、一般的に血管柄付き骨移植術などの骨接合術、あるいは救済手術とし
て部分手関節固定術などが行われている。舟状骨摘出術はこれらの術式に比し術式と後療法が
単純である。そのため日帰り手術が可能で、術後早期に日常生活へ復帰できる。手根骨の圧潰
とDISI変形は進行するが、臨床症状では除痛効果が得られ、手関節可動域も温存され短期成績
は良好であった。本術式は早期の臨床症状改善を希望する高齢者では選択肢として考慮されて
もよいと考える。
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High energy DRF - what can be done

○Radek Kebrle

ÚPCHR Vysoke nad Jizerou, Czech Republic

The specificity of high energy distal radius fractures (DRF) is major dislocation,
bone fragmentation, high fragment instability and soft tissue injury leading to a
massive edema and in some also open injuries. In many cases due to a high energy,
bone stock is compressed or partially lacking. Unlike in most low energy DRF where
definitive treatment is preferable to be done in one setting, high energy DRF are
treated sequentially with provisional reposition and stabilization at first setting
and definitive treatment in delayed manner. This is preferred due to soft tissue
edema which is one of the limiting factors in the operative treatment of these
fractures.
Authors are presenting their active approach to high energy DRF treatment. 4 steps
are described in their treatment algorithm.
First is X-ray, and CT scan followed by primary reposition and provisional fixation
mostly by casting or ex-fix.
Second is a soft tissue management by Coban wrapping, lymphodrainage and
antiedematous Dexamed application. At the same time X ray and CT scan analysis is
done. Main fragments are identified, mode of dislocation and important details in
fracture pattern are described. Surgical approach, osteosynthetic materials and
eventual bone graft application are decided.
Third is definitive surgical treatment. Due to the fact that most DRF are multi
fragmentary and grossly unstable and dislocated, „fracture specific approach“  is
performed utilizing multiple approaches and combination of different osteosynthetic
materials. The aim of the treatment is anatomical reposition, congruent joint
surfaces and stable fixation of the fracture. If needed autologous bone graft is
utilized.
Forth is after treatment with cast followed by guided physiotherapy after bone
consolidation.
Authors are also presenting high energy DRF cases with discussion over their
treatment decisions and eventual alternatives.
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橈骨遠位端Marginal fractureへの挑戦―術後合併症を減らすために

○川崎 恵吉

昭和大学　医学部 整形外科学講座

Marginal fracture (MF)と呼ばれる橈骨辺縁骨折の治療は難しく、現在熱く議論がなされてい
るが、未だ最適となる治療法は分かっていない。橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレ
ートは、そのガイドラインからも有効であり強く推奨される、との結論が出ているものの、合
併症の報告が無くならない現実もある。特にHarnessによる掌側プレート術後の掌側亜脱臼の報
告以降、最近まで本合併症の報告が散見されてきており、彼はvolar lunate facet fragment
(VLF骨片)のサポート不足が原因と述べている。我々も掌側プレート術後の掌側亜脱臼の20例か
ら、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。そこで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11社18種類の掌側ロ
ッキングプレート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。その結果、Polyaxial Locking Plate (PLP)や遠位部用
Monoaxial Locking Plate (MLP)では通常のMLPに比べて、遠位までプレート設置が可能であっ
たが、FPL腱との干渉は大きいことが判明した。このように、術後掌側亜脱臼の予防のためのプ
レートの遠位設置と、FPL腱断裂の予防のためのプレートのprominence（掌側突出）は相反する
ものであり、治療にはそのバランスが必要である。現在の我々のMFに対する治療方針は、VLF骨
片の大きさが10x10mm以下の時はPLPもしくは遠位用MLPで固定し、さらに小さい7x7mm以下の場
合はその骨片を細い鋼線やmini-plateで固定し、その上に解剖学的形状のADAPTIVE-2 (MES社)
を覆い被せて固定する。今後はMF用の解剖学的な形状で、自由度の大きい薄いPLPが望まれる。
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この演題に抄録はありません。

○矢島 弘嗣, 村田 景一, 鍛治 大祐, 雲丹亀 直希

市立奈良病院　整形外科

この演題に抄録はありません。
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この演題に抄録はありません。

○牧 裕1, 坪川 直人1, 森谷 浩治2, 川瀬 大央1

松沢 翔太1

1新潟手の外科研究所, 2一般財団法人新潟手の外科研究所　手外科（整形外科）

この演題に抄録はありません。
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Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ酵素注射療法

○後藤 均, 牧野 睦生, 園淵 和明

ごとう整形外科　手外科クリニック

【目的】
Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ酵素注射療法の臨床成績を検証すること。
【方法】
症例は2016年9月までに、当院にて酵素注射療法を行った32例。43から78歳（平均63歳）。点滴
確保しベッド上安静で注射を行った。注射部位をガーゼで被覆し、指屈曲位で包帯固定とし
た。1時間の安静後に帰宅させた。24時間後に、エピネフリン入り1%キシロカイン5ccで局所浸
潤麻酔を行い、徒手拘縮解除を行った。裂創が生じた場合には、通常の創処置を行った。夜間
シーネを1か月間装着とした。
【結果】
MP関節伸展不足角度は、術前20から90°（平均45.2°）が、術後0から30°（平均3.3°）に改
善した。PIP関節は、術前20から60°（平均38.6°）が、術後0から20°（平均2.9°）に改善し
た。副作用は、腱断裂、靭帯断裂、アナフィラキシーショックは0、皮膚裂創8例（25%）。内出
血、腫脹、水疱形成は85.2%だが全て軽度であった。
【考察】
MP関節拘縮では、70°以上の拘縮で軽度の裂創が生じた。PIP関節拘縮では大きな裂創が起きや
すかった。局所麻酔剤が皮下腔に抵抗なく注入される時に発生しやすく、酵素注射が拘縮索か
ら指の皮下正常組織に漏出することが原因の一つと考えられた。拘縮索が皮下と強く癒着する
部位でも裂創が生じていた。酵素注射を注入する際、抵抗感が無い場合には刺入し直す必要が
ある。拘縮索と皮下癒着部位から離れた部位での注入が望ましい。PIP関節拘縮では、拘縮索が
薄く、両側に存在することもある。エコーが拘縮索の確認に有用である。徒手拘縮解除の際、
遠位関節を屈曲位とすることも有効であった。拘縮解除後に拘縮索が遺残する場合、徒手マッ
サージが有用であった。
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Dupuytren拘縮の治療は手術からコラゲナーゼ注射療法に移行するの
か―5例のコラゲナーゼ注射による治療経験から―

○上里 涼子1, 林 慶充1, 神 裕道2, 石橋 恭之1, 藤 哲3

1弘前大学　大学院医学研究科　整形外科, 2黒石病院　整形外科

3独立行政法人国立病院機構　弘前病院

【目的】
2015年7月に承認されたコラゲナーゼ局所注射によるDupuytren拘縮の治療を5例に施行した。こ
れまで治療は手術のみであったが、今後はコラゲナーゼ注射療法に移行していくのか、治療効
果について検討する。
【方法】
Dupuytren拘縮の診断で伸展不足角度が20度以上の症例をコラゲナーゼ注射療法の適応と判断し
た。対象は5例、全例男性で、平均年齢は69.6歳（63-82）であった。症例ごとの注射回数は1-
4回、全注射回数は10回、注射部位は示指MP関節1、環指MP関節2、環指PIP関節1、小指MP関節
5、小指PIP関節1であった。同一関節への複数回注射を行った症例は1例で、環指MP関節であっ
た。
【結果】
注射前伸展不足角は平均37度、注射後は平均5.5度であった。1回の注射による可動域の改善角
度は、最大50度、最小10度、平均27.2度であった。伸展処置後の合併症として、全例に浮腫と
皮下出血を認め、4例に血性水疱、1例に創離開を認めた。患側握力は注射前平均36.2kg（32-
45）であり、最終観察時は平均39.2kg（32-50）と低下は認めなかった。1例は注射時の疼痛に
より今後の治療を希望せず、残りの4例は注射療法に満足していた。
【考察】
注射療法の登場によりDupuytren拘縮を注射で治療することが可能となった。本法の利点は、神
経損傷など手術に伴う合併症を回避することが可能であり、創処置や創治癒の期間が不要とな
ることで手の使用が早期から可能となることである。欠点は、一度に複数指の治療を行うこと
ができないこと、薬剤が高価であること、保険点数が処置のため手術特約の生命保険では保険
金がおりないことなどである。注射療法の効果は高く、治療効果の面からは手術療法に替わる
治療となりうるかもしれない。
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Dupuytren拘縮に対する超音波ガイド下酵素注射療法の検討

○重松 浩司1, 長嶋 光幸1, 井川 真依子1, 田中 康仁2

面川 庄平3

1市立東大阪医療センター　整形外科, 2奈良県立医科大学　整形外科

3奈良県立医科大学　手の外科講座

【目的】
Dupuytren拘縮(以下DC)に対し本邦でも酵素注射療法が可能となり優れた治療効果が報告されて
いるが、合併症も少なくない。今回我々はDCに対する酵素注射療法の治療効果を報告し、超音
波ガイド下酵素注射により合併症予防が可能か検討した。
【方法】
対象は当院にて酵素注射療法を施行した12例18注射である。全例男性で、注射時平均年齢は75
歳であった。注射部位はMP関節13関節、PIP関節5関節で、中指5関節、環指５関節、小指８関節
であった。これらに対し施行前後での伸展制限角度の変化と合併症について検討した。また後
ろ向きに対象群を超音波ガイド下に行った9注射(U群)と従来法で行った9注射(C群)に分けて比
較検討を行った。合併症は酵素注射療法後の短期の合併症を検討するため、局所の内出血、腫
脹、血腫、裂傷について独自の評価基準を作成し検討した。統計にはstudent-t検定を用いて
P＜0.05で有意差ありとした。
【結果】
全体では術前伸展制限は-55.8度から-3.6度に有意に改善し、MP関節では-48.8度から-2.1度
に、PIP関節は-56.4度から-4.4度とそれぞれ有意に改善した。合併症は注射部位内出血7例、腫
脹6例、血腫8例、皮膚裂傷3例が認められた。次にU群とC群の比較では伸展制限角度がU群では-
51.7度から-1.1度にC群では-60.0度から-6.1度に両群とも有意に改善していたが、両群間に差
はなかった。合併症は皮下内出血、腫脹、血腫ともにU群が有意に低値を示したが、裂傷には差
がなかった。
【結論】
DCに対する酵素注射療法の優れた治療成績があらためて確認できた。超音波ガイド下に酵素注
射療法を行うことでcord周辺に安全にかつ限局した注射が可能となる。今回の検討からも局所
に生じる合併症を減じることができたことは最も危惧される屈筋腱断裂や神経損傷などの合併
症を予防できる可能性がある。
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デュピュイトレン拘縮へのコラゲナーゼ注射におけるエコー検査を
用いた工夫

○原田 義文1, 金谷 貴子1, 名倉 一成1, 乾 淳幸2

国分 毅2

1神戸労災病院　整形外科, 2神戸大学　大学院　整形外科

【目的】
コラゲナーゼ注射療法において最も回避すべき合併症は屈筋腱断裂であり、薬剤の適切な深度
への注入は重要であるが、治療手技マニュアルにおいては2-3mmと記載されているのみである。
我々はエコー検査にて注射予定部位の拘縮索の皮下までの位置と厚さを測定し至適深度を算出
した後に注射している。今回、この手技について報告する。
【方法】
当院及び関連施設にてコラゲナーゼ注射を施行したデュピュイトレン拘縮9症例9指を対象とし
た。全例小指でMP関節、PIP関節の伸展制限はそれぞれ61°(SD; 16)、25°(SD; 28)であった。
投与前にエコー検査にてMP関節上の注射予定部位にプローベを拘縮索長軸方向にあてて皮膚表
面-拘縮索表面距離(A)mmと拘縮索の厚さ(B)mmを測定した。(A)+{(B)/2}mmを注射針至適深度
(C)mmとし、全例にコラゲナーゼ注射を施行した。注射はニプロVAシリンジ1mlを用い、注射針
の長さはベアーメデイック社にて11mmから9mmの間で0.1mm単位にカットしたファイコンチュー
ブ(size No.1)で調整した。
【結果】
全例で計測した注射至適深度にチューブを使用して注射を行い、翌日の伸展操作にてMP関節
7.2°(SD; 9.1)、PIP関節7.2°(SD; 13.9)と伸展制限の改善を認めた。注射後の経過観察にお
いて薬液の皮下漏出による広範な皮膚裂傷や針過挿入による屈筋腱断裂は認めなかった。C値は
平均2.6mm(SD; 0.36)であった。
【考察】
コラゲナーゼ注入が浅すぎれば皮膚裂傷を、深すぎれば屈筋腱断裂の合併症を引き起こすた
め、拘縮索のほぼ中央への注入が至適とされている。しかし各症例によって拘縮索の厚みには
差があり、症例ごとに注入深度を検討する必要性がある。今回のエコー検査による注入至適深
度計測法並びにチューブを使用した注射方法は、コラゲナーゼ注射治療を安全に行うために有
用であると考える。
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Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法の検討－handprintを用
いた新しい評価法－

○安食 孝士, 林 志賢, 村山 瑛, 竹下 克志

自治医科大学整形外科学教室

【目的】
Dupuytren拘縮の治療評価には一般的に手指伸展不足角度を用いたものが多い。今回我々は、安
価で簡便な検査法であるhandprint法を開発し、本法がDupuytren拘縮に対するザイヤフレック
ス注射療法の評価に有用かどうかを検討したので報告する。
【方法】
2015年10月から2016年9月までザイヤフレックス注射療法を行ったDupuytren拘縮患者18例19手
を対象とした。男性17例（両側例1例を含む）、女性1例、平均年齢は70.1歳（53～88歳）であ
った。handprintは手掌部と指腹部に速乾型エタノール手指消毒剤2mlを塗布し、市販のFAX用紙
に1分間押し付けて作成した。Image Jを用いて接地面積を算出し、手指伸展不足角度と比較検
討した。
【成績】
19手全例において注射翌日の伸展処置で伸展不足角度の改善がみられた。注射後1か月の平均伸
展不足角度は、MP関節で注射前の27.4°から1.1°へ、PIP関節で注射前の45.6°から18.5°へ
と改善した。handprintによる評価では、治療前は19手全例で手掌接地ができなかったが、治療
後は12手（63.2％）が手掌接地可能となった。注射後1か月の平均接地面積は治療前の39.1 cm2

から78.5 cm2へと増加した。しかし、わずかな伸展不足角度の変化や罹患指数によって接地面
積は大きく影響された。
【考察】
Dupuytren拘縮患者は手指屈曲拘縮により手掌接地が困難になる。Handprint法は手掌の接地分
布を視覚化することによりDupyutren拘縮手の特徴的な手掌接地パターンを描出した。また、ザ
イヤフレックス注射の治療効果を経時的に追跡することができた。一方で、わずかな接地位置
の違いで接地面積が大きく左右されるという欠点があった。Handprint法の有用性については今
後さらに症例を増やして検討する必要がある。
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当院におけるデュピュイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法
の治療成績

○平澤 英幸, 目貫 邦隆, 善家 雄吉, 酒井 昭典

産業医科大学　医学部　整形外科

【目的】
当院ではデュピュイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法を2012年6月から行われた国内第
3相臨床試験期間及び2015年9月の発売以降行っている．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】
対象は2012年6月以降当院にてデュピュイトラン拘縮に対してコラゲナーゼ注射療法を施行した
患者とした．症例は16例(うち臨床試験症例3例)，男性15例，女性1例，22指に対して注射を行
った．注射時平均年齢は70.1歳(58歳～85歳)，伸展処置後平均経過観察期間は143.2日(6日～
384日)であった．右側13指，左側9指，中指1指，環指8指，小指13指，MP関節11指，PIP関節
11指，注射前伸展不足角度がMP関節で46.9°，PIP関節で46.3°，全関節では46.6°であった．
方法はコラゲナーゼ（クロストリジウム ヒストリチクム）として0.58mgをMP関節又はPIP関節
の拘縮索に注射し，翌日局所麻酔下に指の伸展処置を行った．
【結果】
最終経過観察時，伸展不足角度はMP関節で7.3°，PIP関節では4.6°，全関節では6.0°であ
り，拘縮改善率はMP関節で84.4％，PIP関節では90.2％，全関節では87.0％であった．有効率は
MP関節で76.9％，PIP関節では63.6％，全関節では70.8％であった．2指に対しては効果不十分
のため同部位に追加投与を行っている．副作用としては，注射部位皮下出血が23件(95.8％)，
注射部位腫脹17件(70.8％)，注射部位疼痛8件(33.3％)，裂創8件(33.3％)，水疱3件(12.5％)，
リンパ節腫脹3件(12.5％)を認めた．
【考察・結語】
PIP関節において他動伸展可能だが自動伸展が不十分となった場合には，Capener splintの装着
追加が有効であった．当院におけるデュピュイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法の成
績は良好であった．
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MRIを用いたDupuytren拘縮索・周囲組織のCollagenase注射前後の変
化の検討

○牧野 祥典1, 辻井 雅也2, 飯田 竜3, 森田 哲正4

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, 3飯田医院　整形外科

4鈴鹿回生病院　整形外科

【緒言】
昨年より本邦にてDupuytren拘縮(DC)の治療としてcollagenase clostridium histolyticum
(CCH)による注射治療が臨床使用可能となった。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、また、外科的切除と同様に再発も生じるため、注射後の拘縮索・周囲組織をin
vivoで評価する意義がある。CCH注射前後にMRIを撮影し、拘縮索、周囲組織の輝度などを評価
・検討した。
【方法】
対象は4例5手、男性4例、平均年齢67.8歳、Meyerding分類はgrade1:1手、2:1手、3:3手、4:0手
であった。注射前、及び注射後3か月に、MRI(Achieva 1.5T) 矢状断にて拘縮索の体積・輝度・
連続性・結節（N) 部の輝度、周囲組織の輝度を評価し検討した。注射前後の拘縮索の体積を
Wilcoxonの符号付き順位検定、拘縮索の連続性と体積減少率をMann-WhitneyのU検定により解析
した。
【結果】
拘縮索の体積は注射前平均404.6mm3から注射後平均234.6mm3(体積減少率平均42.0%)と有意に減
少した(p=0.04)。拘縮索の輝度・屈筋腱は注射前後共に低信号であった。CCH注射後の拘縮索の
連続性は3手でなく(D群)、2手でみられた(C群)。拘縮索の体積減少率はD群が平均55.8％、C群
が平均26.3％であり、C群で体積が減少する傾向にあったが、有意差はなかった(p=0.08)。N部
は1腱膜につき平均1.2個認められ、注射前後共に高信号を示したが、注射後に1手のみ結節が消
失していた。
【考察】
CCH注入後は拘縮索の連続性に関わらず体積が減少しており、また、周囲組織の変化はな
く、CCH注射の拘縮索に対する科学的分解作用及び周囲組織への安全性が示された。今回のMRI
による検討では、細胞増殖期であると思われるN部は注射前後において1例を除き変化はなかっ
た。CCH治療は外来で施行可能など有益性は大きいが、再燃を抑制する効果は限定的であること
が示唆された。
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Dupuytren拘縮における線維化メカニズムの解析

○松井 雄一郎1, 今 重之2,3, 船越 忠直1, 松田 正3

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福山大学薬学部　分子免疫学研究室

3北海道大学大学院　薬学研究院　衛生化学研究室

【目的】
Dupuytren拘縮の増悪化のメカニズムには、transforming growth factor (TGF) -β1が関与
し、手掌腱膜に線維化が進行することが指摘されている。一方、他の繊維化疾患では、細胞接
着分子であるインテグリンの関与が報告されている。第58回本学会では、Dupuytren拘縮の手掌
腱膜組織において、TGF-β1やインテグリンαvの発現が上昇することを報告したが、細胞レベ
ルの十分な検討がなされていなかった。そこで本研究の目的は、Dupuytren拘縮における病的手
掌腱膜を、noduleとcordに分けて採取し、線維芽細胞表面上の種々のインテグリンや分泌型TGF
-β1の発現を検出することにより、手掌腱膜の線維化メカニズムを解析することである。
【方法】
対象群は、Dupuytren拘縮にて部分手掌腱膜切除を施行した8例8手で、全例男性、平均年齢は72
歳だった。また、コントロール群は特発性手根管症候群の8例8手で、男性2例、女性6例、平均
年齢は67歳、手根管開放術の際に摘出した手掌腱膜を用いた。それぞれの組織から線維芽細胞
を単離・培養し、フローサイトメトリーにより、細胞表面上の種々のインテグリン発現を確認
した。さらに、ELISA法により培養上清中の分泌型TGF-β1の発現を測定した。
【結果】
Nodule由来の線維芽細胞は、コントロール群の繊維芽細胞と比較して、細胞表面上で数種のイ
ンテグリンの有意な発現上昇を認めた。また、nodule由来の線維芽細胞培養上清中からは分泌
型TGF-β1を検出した。
【考察】
本研究結果より、nodule由来の線維芽細胞上で数種のインテグリンが発現上昇することが示さ
れ、noduleが線維化の活性化部位であることが示唆された。今後、発現上昇したインテグリン
に対するリガンドで線維芽細胞を刺激することにより、線維化マーカー分子の発現抑制効果を
明らかにする予定である。
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指神経走行異常を呈したDupuytren拘縮の検討

○納村 直希, 池田 和夫

金沢医療センター　整形外科

【目的】
Dupuytren拘縮における指神経走行異常を呈する予測因子について検討した。
【対象】
対象は手術的加療を行ったDupuytren拘縮45例76指であった。術中に指神経の走行異常、いわゆ
るspiral nerveを認めた症例は13指（17％）であった。spiral nerve有無の2群間で、術前MP関
節及びPIP関節屈曲拘縮角度を比較した。また、遠位手掌皮線と手掌指節皮線の間もしくは手掌
指節皮線と近位指節皮線の間に触知する皮膚腫瘤の有無からspiral nerveを予測できるか検討
した。
【結果】
spiral nerveを認めた群は、MP関節屈曲拘縮角度27±25度、PIP関節屈曲拘縮角度42±
29度、spiral nerveを認めなかった群は、MP関節屈曲拘縮角度24±24度、PIP関節屈曲拘縮角度
19±30度であり、PIP関節屈曲拘縮角度のみspiral nerve群で有意に増加していた。また、PIP
関節拘縮角度を20度以上とした場合、spiral nerveを認めたのは8指あり、感度77%、特異度67%
であった。1.遠位手掌皮線と手掌指節皮線間に腫瘤を認めた症例は13指、2.手掌指節皮線と近
位指節皮線間に腫瘤を認めた症例は13指、3.いずれかを認めた症例は20指であり、spiral
nerve検出の感度、特異度はそれぞれ、1.31％、89％、2.31％、86％、3.54％、79％であった。
【考察】
Shortらは、spiral nerveの予測因子として、遠位手掌皮線と手掌指節皮線の間に存在する皮膚
腫瘤を確認することが有用と述べた。しかし、今回の結果からは、皮膚腫瘤の存在のみでは
spiral nerveの予測は、特異度は高いものの感度は低かった。一方、PIP関節拘縮角度はspiral
nerveを呈する群で有意に増加しており、spiral nerveの予測については、皮膚腫瘤単独で考慮
するよりもPIP関節の拘縮角度と合わせて評価することが望ましいと考えた。
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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, 美舩 泰, 乾 淳幸, 植田 安洋, 国分 毅

神戸大学大学院　整形外科

【緒言】
Advanced glycation end products (AGEs)は、生体内の蛋白質が糖化されて生じる産物であ
り、高血糖状態で蓄積が増加する事が知られている。Dupuytren拘縮も糖尿病患者で罹患率が高
いが、AGEsとの関連について詳細に記述された報告はない。今回、Dupuytren拘縮とAGEsの関連
を検討したので報告する。
【方法】
Dupuytren拘縮患者5人(DD群)および手根管症候群患者5人(CTS群)の手掌腱膜を採取した。凍結
切片を作成し、AGEs、receptor for AGEs (RAGE)、酸化ストレスによって発現が増加する
reactive oxygen species modulator 1 (ROMO1)の各抗体で免疫染色を行った。また、realtime
PCRを用いて手掌腱膜内に発現するRAGE, NADPH oxidase (Nox)1, Nox4の遺伝子発現を測定し
た。
【結果】
組織学的評価では、DD群においてAGEs、RAGEおよびROMO1の発現がCTS群に比べて有意に増加し
ていた。またrealtime PCRによる解析では、DD群においてRAGE、Nox1、Nox4の遺伝子発現がCTS
群に比べて有意に増加していた。
【考察】
AGEsは膠原線維間を架橋する事で、その構造を変化させるとされている。また、AGEsはRAGEと
結合する事で膜たんぱく質であるNoxを活性化させる。Noxは活性酸素種の産生を誘導し、酸化
ストレスもまた膠原繊維の構造を変化させる事が知られている。今回の検討では、Dupuytren拘
縮において糖化反応および酸化反応の亢進がみられた。手掌腱膜へのAGEs沈着がDupuytren拘縮
発症の一因になっている可能性が示唆された。
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皮弁を併用したDupuytren拘縮手術の治療成績

○勝村 哲1, 坂野 裕昭1, 岡崎 敦1, 仲 琢磨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

【はじめに】
我々は、高度関節拘縮例やcord周囲の皮膚が薄く伸張性の乏しいもののDupuytren拘縮手術の際
には、生じた皮膚欠損部に対して皮弁を併用し被覆してきた。今回、局所皮弁を併用した
Dupuytren拘縮手術の術後成績について検討した。
【対象と方法】
Dupuytren拘縮20例22手（小18環6中2）を対象とし、PIP関節の拘縮角度が60°以上のもの
（P群）が14手（小11環4中2）、MP関節の拘縮角度が60°以上のもの（M群）が6手
（小6）、cord周囲の皮膚が薄く伸張性の乏しいもの2手（小1環2）であった。平均年齢は
67.3歳、術後観察期間は平均14.8か月であった。全例で部分的腱膜切除術を施行後、徒手的に
関節を伸展させ生じた皮膚欠損に対してulnar parametacarpal flap （以下UPMC flap）で被覆
した。皮弁の採皮部は縫縮閉鎖し、術翌日から可動域訓練を行った。臨床評価はP群、M群の術
前、最終調査時のPIP、MP関節の伸展不足角度、DASHスコア、およびUPMC flapの術後経過につ
いて評価した。また、初回手術野に病的腱膜をともなう再拘縮を認めたものを再発とし、再発
についても調査した。
【結果】
伸展不足角度はM群は、MP関節術前70.8°±13.6°が調査時1.7°±4.1°、PIP関節は23.3°±
15.4°が15.8°±26.9°、P群はMPが術前48.1°±25.0°が調査時2.2°±10.5°、PIPは72.8°
±11.8°が27.2°±18.2°に改善した(P＜0.05)。 DASHスコアはM群0.83±2.04、P群9.08±
6.40で、皮弁は全例で生着した。再発は3手(13.6%)に認め、1手に対してはdigitolateral flap
を併用し再手術を施行した。
【まとめ】
血行の安定した皮弁を併用したDupuytren拘縮手術は拘縮部に健常な皮膚を挿入することによ
り、術後翌日からの無理のない可動域訓練と術後の確実な創閉鎖が期待でき再拘縮の予防、早
期社会復帰につながると考える。
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Dupuytren拘縮に対する部分腱膜切除術と経皮腱膜切離術の術後3年
間の再発率の比較：統一した再発の定義での結果

○阿部 圭宏

千葉労災病院　整形外科

【目的】
近年Dupuytren拘縮の治療はgold standardであった部分腱膜切除術(LF)から、コラゲナーゼ注
射(CCH)や経皮腱膜切離術(PNF)などの最小侵襲手技が主流となりつつある。本研究は従来主流
であった、LFと、最小侵襲手術の１つであるPNF再発率を統一した定義で比較することである。
【方法】
2009～2012年の間、著者が第一選択として行っていたLF39例66関節(MP関節=41,PIP関節=25)と
2012～2015年の間、第一選択として行ったPNF 23例59関節(MP関節=36,PIP関節=23)で、全例術
後3年の経過観察が可能であった。再発の定義を「関節あたり術後20度以上の屈曲拘縮の増加」
とし２群間で術後3年時の再発率を比較した。また患者満足度を術後3年時のQuick DASHを用い
て比較した。PNF群では満足度に対するアンケート調査をおこなった。
【結果】
全関節、PIP関節、MP関節の全てにおいて再発率はPNF群のほうが統計学上有意に高値であっ
た。QuickDASHはPNF群のほうがLF群より高い傾向だが、有意差はなかった。PNF群では23例中22
例が手術に満足していた。
【結語】
PNFはLFと比較して高い再発率を示した。Quick DASHは差がなく、PNF群では高い再発率にも関
わらず満足度は高かった。Dupuytren拘縮の治療法は患者背景を考慮して選択すべきであると考
えられた。
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デュピュイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法と外科的手術
療法の比較検討

○橋本 和彦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

【目的】
デュピュイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法と外科的手術療法の比較検討を行うこと
【対象と方法】
デュピュイトラン拘縮に対して治療を行った37例38手を対象とした。男性28例、女性9例、平均
年齢は72.1±3.9歳コラゲナーゼ注射療法を行った患者は15例15手であった。また、環指罹患が
5手、小指罹患が8手、中指罹患が2手であった。一方、外科的手術療法を行った患者22例23手で
あった。環指罹患が6手、小指罹患が16手,中指罹患が1手であった。施術前と施術後12か月で、
ＭＰ関節及びＰＩＰ関節の可動域、術後合併症、再発率について比較検討を行った。また、外
科的手術療法を行った群については手術時間、出血量について検討を行った。
【結果】
施術前のＭＰ、ＰＩＰ関節の可動域はコラゲナーゼ注射療法群においてそれぞれ伸展-29.3±
6.4屈曲82.5±5.2、伸展-19.6±7.7、屈曲63.2±2.2であった。一方、外科的手術療法群ではそ
れぞれ伸展-37.2±3.6、屈曲78.9±7.2、伸展-16.9±5.8、屈曲67.4±4.2であった。施術前の
ＭＰ、ＰＩＰ関節の可動域に有意差はなかった。術後12か月においてＭＰ、ＰＩＰ関節の可動
域はコラゲナーゼ注射療法群においてそれぞれ伸展-7.8±2.8屈曲95.8±5.2、伸展-7.9±4.7、
屈曲102.5±5.2であった。一方、外科的手術療法群ではそれぞれ伸展-7.9±3.6、屈曲94.9±
4.2、伸展-7.7±5.8、屈曲105.1±8.2であった。術後の可動域に両群間で有意差は認めなかっ
た。両群とも術後の明らかな合併症をきたした症例はなかった。再発例は両群1例ずつ認めた。
外科的手術療法群において手術時間は168±25分、出血量は25±31gであった。
【結論】
両群ともに可動域獲得において有意差はないものの、コラゲナーゼ注射療法群の方が侵襲度が
低い分、患者にとってより有益な治療法であると考えられた。
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患者立脚型上肢障害評価票の臨床的優位性の指標

○栗本 秀, 西塚 隆伸, 岩月 克之, 建部 将広
平田 仁

名古屋大学　手の外科

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．ある患者個人の評価尺度の得点変化を用いて，治療の有効性が得られたと判断する
ためには，それぞれの尺度において「臨床的に意味のある変化がおきたか」を把握するための
指標が重要である．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
患者のHand20とDASH-JSSHの臨床的優位性の指標について検討した．
【方法】
症状の固定した上肢疾患を有する患者431名に対して，Hand20とDASH-JSSHを用いて，それぞれ
を平均10日の間隔をあけて2回自己評価した．distribution-based methodを用いてMinimal
Detectable Change (MDC)を求めた．また，上肢疾患に対する手術前と手術6ヶ月後にHand20と
同時に5-point Likert scaleの改善度調査をおこなった47名を対象とし，Receiver Operating
Characteristic (ROC)曲線を用いてMinimal Clinically Important Difference (MCID)を求め
た．
【結果】
テスト再テストの結果よりMDCの90%信頼区間 (MDC90) を求めた．Hand20とDASH-JSSHのMDC90は
それぞれ15と13であった．また，手術前と手術後のHand20の平均得点はそれぞれ30 ± 27と22
± 25であった．Hand20のMCIDは9であった．
【結論】
本研究により，上肢疾患に対するHand20の臨床的に意味のある得点変化の基準を明らかにし
た．また，DASH-JSSHのMDCは過去に報告されたoriginalのDASHと同等の値であった．今後さら
に症例数を増やし，各疾患ごとのMCIDを明らかにする事で，outcomeの解釈の一助になると考え
る．
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複合性局所疼痛症候群の評価法の開発

○岩月 克之1, 吉田 彬人1,2, 寳珠山 稔3, 平田 仁1

1名古屋大学　医学部　手の外科, 2名古屋大学　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

【目的】
複合性局所疼痛症候群（CRPS）の診断基準には、萎縮、関節可動域制限、痛覚過敏、発汗異
常、浮腫などの項目が記載されているが、実際の臨床における診断では客観性に乏しいのが問
題である。今回我々はCRPSの診断に対し汎用性および客観性のある評価法の開発をめざし、脳
磁図と脳波記録からCRPSに特異的な反応を抽出することを目的とした。
【方法】
CRPS患者に対し、名古屋大学および全国の研究協力施設において脳波の測定を行った。また
CRPS患者に対する脳磁図検査は名古屋大学にて行った。脳磁計解析は、CRPS患者7例と健常年齢
対照群22例を対象とした。また脳波解析は、CRPS患者が22例および健常年齢対照群が21例で行
った。脳波および脳磁場はともに安静閉眼時にサンプリング周波数500Hz、周波数帯域3-100Hz
として60秒間記録した。信号は記録後に心電図、眼電図および交流ノイズを除去し、各大脳半
球の領域を8箇所選択し、時間周波数解析（coherence値の算出）を8-100Hzの周波数帯域で行っ
た。各領域から得られたcoherence値の半球間差を求め、CRPS患者と対照群とで比較した。さら
に脳波の解析において大脳皮質を 146領域に分割し、全ての皮質間で coherence 値を計測
し、10-12Hz, 13-16Hzにおけるcoherence値をもとに、疼痛スケールと coherence 値の相関度
の高値領域を抽出し、CRPSに特異的な反応の抽出を行った。
【結果】
脳波および脳磁図ともCRPS患者群と対照群でcoherence値に差の認められた部位は運動感覚野で
あった。またCRPS患者群では右半球のcoherence値が有意に高値だった。CRPSの疼痛スケールと
皮質間 coherence 値に相関の高い領域が存在し、また複数の皮質間の組合わせとcoherence
cut-off 値を組合わせることにより、 CRPS 患者をコントロール群と識別することが可能とな
った。
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一般住民における踵骨伝播速度と握力、手指ピンチ力、股関節外転
筋力、足趾力との関連について

○田鹿 毅1, 山本 敦史1, 大谷 昇1, 大倉 千幸1

高岸 憲二2

1群馬大学　医学部　整形外科, 2サンピエール病院　整形外科

【背景】
握力評価は骨評価に有用との報告がある。上肢・下肢筋力と踵骨伝播速度との関連を調査した
報告は少ない。
【目的】
今回我々は一般住民において踵骨伝播速度、握力、手指ピンチ力、股関節外転筋力、足趾力を
測定し、“踵骨伝播速度は握力、手指ピンチ力より股関節外転筋力、足趾力との関連がより大
きいのでは？”と仮説を立て調査した。
【対象と方法】
農林観光業を主産業とする山村で地域検診を行いました。対象は全住民の5.2％にあたり男性
100人、女性177人、合計227人平均年齢67.1（30―89）歳であった。超音波骨密度測定器にて被
験者の右踵骨内伝播速度を測定した。評価項目は両側握力、母指、示指のKeyピンチ力をそれぞ
れ2回測定しその平均値を算出した。デジタル徒手筋力計にて股関節外転筋力を左右1回測定し
た。足趾力測定器にて両側足趾力を2回測定（第1足趾と第2足趾で測定器のつまみを挟む）し、
結果が大きい数値を採用した。統計学的手法は踵骨内伝播速度を目的変数とし、年齢、性別、
体重、身長、BMI、両握力、両手指Keyピンチ力、両股関節外転筋力、両足趾力を説明変数とし
ステップワイズ重回帰分析にて踵骨伝播速度の予測因子を解析した。
【結果】
踵骨伝播速度は年齢と有意な負の相関を、身長、体重、BMI、両握力、両手指Keyピンチ力、両
股関節外転筋力、両足指力と有意な正の相関を認めた。ステップワイズ重回帰分析の結果、性
別(標準偏回帰係数：-0.32、P＝0.0001)、年齢(標準偏回帰係数：-0.54、P＝0.000)、右足趾力
(標準偏回帰係数：0.11、P＝0.027)が踵骨伝播速度の有意な予測因子であった。
【考察】
我々の仮設と同様に、足趾力は握力、手指Keyピンチ力と比較し踵骨伝播速度に影響している結
果であった。
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末梢神経麻痺における簡易筋力定量測定法の推奨

○土井 一輝, 服部 泰典, 坂本 相哲, 保井 規忠
磯村 佑哉

小郡第一総合病院

【目的】
筋力評価方法には、MMT(MRC)が用いられるが、MMTは,主観的要素が強く各グレードの比率が一
定でない順序尺度であり、統計学的に平均値の比較などには使用できない。安価で導入が容易
なHand-Held Dynamometer (HHD)による筋力測定の末梢神経損傷術後機能評価のための信頼性試
験を行ったので報告する。
【方法】
腕神経叢麻痺患者28名について、HHD(MicroFET2)を用いて、肘屈曲力定量測定を行った。測定
は、経験年数の異なるOTR2名が行い、3回測定値の平均値を用いた。検者間・検者内信頼性
は、Pearson相関、級内相関、Bland-Altmanテストを行った。検査前MMTとHHD測定値の健側比を
Kendalの健側比MMT分類で再評価し、その差も調べた。更には、KIN-COMで筋力測定が可能であ
った13名について、HHD測定値との相関をしらべた。
【結果】
検者間・内信頼性の相関は、極めて強く、MDCは、実測値2Nm,健側比7.8％であった。検査前MMT
はKendal補正MMT値と比べて、1.1±0.7の差があり、実際の筋力より、少なくともMMTは１段階
高く判定する傾向があった。KIN-COM測定値健側比（X）とHHD測定値健側比（Y）との間の単回
帰直線は、Y=0.894*X+0.029であり、残差は、-0.096～0.050(%)であり、MCID内であった。
【結論】
過去の末梢神経修復後の成績の報告は、大半がMMT（BMRC）評価法であり、信頼性は低い。KIN-
COM(Cybex)などの大型筋力測定器は、高価であり、また、MMT2以下の弱い筋力測定が困難であ
る。HHDは、安価であり、測定法を統一すれば、MMT2̃3の筋力の定量評価が確実にできる。HHD
測定は、連続変数の比率尺度であり、すべての統計手法に使用でき、信頼性の高い成績評価・
比較ができるので、今後の筋力評価にはMMTではなく、HHDを用いるべきであることを強調した
い。
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X線透視下手術における手外科医の手指被曝（第2報）―パルス透視
による直接被曝線量低減効果―

○石垣 大介1, 花香 直美1, 加藤 義洋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山形大学整形外科

手外科領域では小さな対象に微細な操作を行うX線透視下手術が日常的に行われており、術者の
手指の直接被曝は避けられない。演者らは手外科医の術中手指被曝線量を調査し、国際放射線
防護委員会が勧告する年限度以下であることを2014年の本学会で報告した。しかし、障害発生
レベルでないとは言え術者の手指が被曝していることは事実であり、被曝線量低減を検討する
ことは重要である。今回、パルス透視モードを使用することによる手指の被曝線量低減効果を
調査したので報告する。
【対象と方法】
2015年4月から2016年8月までの17か月間に、1秒あたり4コマのパルス透視モードを使用し、演
者自身が執刀したX線透視下手術115件を対象とした。左環指にリング型の線量計を装着して手
洗いし、手術を行った。線量計は1か月ごと交換するため、被曝線量は1か月間の累積地として
計測される。各月の手術時間、X線照射時間、および手指被曝線量を調査し、以前報告した連続
透視モードでの被曝線量と比較した。
【結果】
17か月間の手術時間は合計5920分（平均51.5分/件）、X線照射時間は合計202.9分（平均1.8分
/件）手指の被曝線量は合計12.6mSv（平均0.11mSv/件）であった。年間あたりに換算した被曝
線量は8.9mSv/年となり、以前連続透視モードで同様に測定した24.3mSv/年に対し、パルス透視
モードの使用で63.4％の低減効果が得られた。
【考察】
放射線被曝低減の3原則は、1）線源から距離をとる、2）被曝時間の短縮、3）適切な遮蔽であ
るが、手外科手術では詳細な読影、正確な操作を追求する上で実行困難であることが多い。パ
ルス透視モードは多くの透視機械に搭載されており、術者の手指に対する有効な被曝低減法で
ある。欠点として若干の画質低下は避けられず、被写体が静止した状態で透視するように心が
ける必要がある。
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手外科疾患の手術説明に要する時間と因子の検討

○大石 崇人1, 岡林 諒1, 森本 祥隆2

1磐田市立総合病院　整形外科, 2浜松南病院　整形外科

手術や侵襲的検査において患者に対するインフォームドコンセント(InformedConsent以下, IC)
が重要とされている. 手外科疾患の診療においても重要であるが, ICの所要時間についての報
告は稀である.
【目的】
手外科疾患の手術説明に要する時間, 影響する因子を調査すること
【方法】
対象は, 本邦でガイドラインが策定されている橈骨遠位端骨折(Fr), 手根管症候群(CTS)に対し
手術を予定した64 例. A)年齢, B)性別, C)説明医師経験年数, D)説明時間, E)診断から手術説
明までの整形外科受診回数, F)手術対象疾患を調査した. 手術説明後、アンケートを行い, 説
明時間に対する患者評価を調査した.
【結果】
A)平均68.4歳, B)男16例/女48例, 説明医師は8名, C)平均10.1年, D)平均3.0回, E)平均13.0分
(5から35), F)Fr20例/CTS44例. 患者評価：足りなかった1例, やや足りなかった2例, ちょうど
良かった58例, やや長かった1例, 長かった2例だった. 説明時間に関わる変数同士の相関分析
を行った結果,E)とF)にやや強い負の相関があった. A)とB), A)とC), C)とD), C)とF), に弱い
負の相関があり、説明時間と相関があったのは医師の経験年数(spearmanのロー=-0.380, p=
0.002)のみであった.
【考察】
ICには患者教育としての側面と, 医師側の義務としての側面がある. 効率的なICを行う工夫の
報告は散見されるが, 工夫以外の点から検討した報告は稀だった. Frで受診回数が少なかった
のは外傷であるためと考えられた. 患者教育に時間のかけられるはずのCTSや, 説明頻度を表す
受診回数などは説明時間に相関せず, 担当医師の技能を表すと仮定した経験年数が相関してい
た. 安定して必要十分なICを行うためには, 若手医師の説明技術の向上や説明手法の標準化が
必要と考えられた.
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関節リウマチによる屈筋腱皮下断裂に対する治療経験

○高崎 実, 畑中 均, 古庄 寛子

九州労災病院　整形外科

【背景】
関節リウマチによる屈筋腱皮下断裂は比較的稀とされており、まとまった報告は少ない。
【方法】
2010年以降に当科で手術的治療を行った関節リウマチによる屈筋腱皮下断裂の5例8指に対し
て、臨床像および手術成績について検討を行った。断裂時における疾患活動性，手関節骨破壊
および手術既往の有無，罹患指などについても検討した。平均年齢は56.4歳で全例女性であっ
た。
【結果】
断裂時における疾患活動性はDAS28-CRPが平均2.96，CRPが平均0.85mg/dlであった。発症から腱
断裂までの期間は平均8.7年であり、1例は伸筋腱断裂のため両側のS-K法術後であった。Larsen
gradeは1が2例、2が2例、4が1例であった。罹患指は、母指のみの断裂が3例で、多数指の断裂
が1例、中指が1例（母指断裂の既往有）であった。手術方法は、FPL腱断裂に対してはPL腱移植
を行い、中指FDP断裂に対しては腱移行術が，環小指の断裂に対しては他の断裂腱（示指FDS）
を使用した腱移植術が行われていた。術後6から12か月時点での可動域（伸展/屈曲）は、母指
は平均でMP関節 (-18/53)度、IP関節(-4/43)度、中指はPIP関節(0/90)度、DIP関節(-10/60)度
であった。環小指も断裂していた1例の可動域は、環指はPIP関節(0/95)度、DIP関節(0/20)度、
小指はPIP関節(0/80)度、DIP関節(0/30)度であった。
【考察】
術後成績は可動域からも比較満足のいくものであった。疾患活動性の高い患者は、発症して早
期でも断裂をきたしたものもあり、疾患活動性のコントロールは重要と思われた。また、時を
異にして他の指に屈筋腱断裂をきたすこともあった。
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RA手指スワンネック変形に対する尺側lateral bandを用いたmodified
Littler法の治療成績

○岩本 卓士, 大木 聡, 松村 昇, 佐藤 和毅

慶應義塾大学　整形外科

【目的】
スワンネック変形は関節リウマチ（以下RA）において発生頻度の高い手指変形であり，機能障
害および外観上の問題から手術適応となる．今回我々はスワンネック変形に対する尺側lateral
bandを用いた軟部組織再建（modified Littler法）の臨床成績について報告する．
【対象と方法】
 対象は術後6ヶ月以上観察可能であったRA患者10例17指．全例女性，手術時平均年齢は63（29-
73）歳，平均観察期間は30.1（6-65）ヵ月であった．罹患指は示指4，中指3，環指3，小指7，
術前のNalebuff分類ではtype I : 1指, II: 4指, III: 12指であり，高度のPIP関節破壊を伴う
type IVは適応外とした．手術はPIP関節の背側縦皮切にて展開し，他動的な伸展拘縮を伴う症
例では両側lateral band mobilizationを施行した．尺側lateral bandをdistal baseに挙上
し，屈筋腱腱鞘の表層を通して対側の橈側基節骨骨皮質に骨アンカーにて固定しoblique
retinacular ligamentの再建を行った．術後は3週間のK-wire固定後に可動域訓練を開始した．
【結果】
 PIP関節の平均可動域は伸展が術前34°から術後-15°，屈曲が術前19°から術後61°と屈曲方
向に改善した．DIP関節は伸展が術前-34°から術後-28°，屈曲が術前69°から術後61°と有意
な改善は認めなかった．スワンネック変形は全例で改善し再発は認めなかったが、長期経過に
より1例2指でボタン穴変形を生じた．術前のstageが進行している症例において術後可動域が不
良であったが，統計学的有意差はなかった．
【結論】
屈筋腱腱鞘の表層を利用する本法は，Clealand靱帯をpulleyとする原法と比較してより強固に
過伸展を制御可能と考える．DIP関節のマレット変形は残存するが，背側からアプローチする本
法は伸展拘縮を伴うスワンネック変形に対して有用と考える．
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関節リウマチ患者の指関節に対する骨内締結鋼線法による関節固定
術

○野村 優美1,2, 石川 肇1, 阿部 麻美1, 中園 清1

村澤 章1

1新潟県立リウマチセンター　リウマチ科, 2香川大学　整形外科

【はじめに】
関節リウマチ(RA)患者の指関節は高度な変形や不安定性が生じやすく、外観や把持機能が問題
となる。今回我々は、骨内締結鋼線法(intraosseous wiring)による指関節固定術の有用性につ
いて調査したので報告する。
【対象と方法】
対象は、2011年1月から2015年12月までに指関節固定術が施行されたRA56例（男/女：7/49）91
指関節である。手術時平均年齢は63.6（39―88）歳、術後平均経過観察期間3年(2ヵ月―5年6ヵ
月）、平均罹病期間は21年5ヵ月（9ヵ月―64年）であった。手術は、関節面をcup＆cone型に形
成した後に至適角度で骨内締結鋼線(径0.46mm)とKirschner鋼線(径1.2mm)で固定した。固定関
節は母指(IP・MP関節)37関節、示―小指(DIP・PIP・MP関節)54関節で、25指に人工指MP関節置
換術(Swanson)が併施された。
【結果】
3ヵ月以上経過観察可能であった90関節中86関節(95.6％)で骨癒合が得られた。鋼線の突出によ
る疼痛や感染により91関節中26関節(28.6％)で抜釘を要し、創遷延治癒を３例に認めた。最終
観察時の患肢握力やピンチ力に改善傾向を認めた（有意差なし）。DASHスコアは、術前49から
術後44へと有意に改善した(ｐ＜0.05)。患指に固定術以外の手術を併施した症例を除いても同
様の結果であった。項目別には鍵を回す、ドアを開ける、セーターを頭からかぶる、こわばり
感で有意な改善をみとめた(p＜0.05)。VASを用いた満足度調査(0：最も悪い―100：大変良い)
では、全体71、痛み87、使いやすさ73、外観60、力の入り具合60であった。
【考察】
。指関節固定術は変形の矯正と無痛の安定性が得られ、把持パターンとADLの改善が見込まれる
方法である。特につまんで力を込めるような動作での改善が得られた。骨内締結鋼線法は、至
適角度で確実に骨癒合を得ることができるが感染には注意しなければならない
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RA患者における足趾用インプラント用いた母指MP関節形成術の検
討

○奥田 敏治1, 岡本 秀貴2, 大塚 隆信2

1奥田整形外科, 2名古屋市立大学整形外科

【目的】
関節リウマチ（RA）患者において母指MP関節の滑膜炎は高頻度にみられ、関節破壊が進行する
と、疼痛・変形により日常動作に支障をきたす。母指MP関節の変形が他動的に矯正不能な例で
は、関節固定術またはインプラントを使用した形成術が選択されるが、当院では石川の方法に
準じた足趾用インプラントを使用した関節形成術を積極的に試みてきたので、今回術後経過を
報告する。
【対象と方法】
対象は術後1年以上経過したRA 患者40症例（男性2例、女性31例）母指MP 47関節、平均年齢は
59.3（33-81）歳、術後経過観察期間は平均8.5（1-13）年である。使用したインプラントはす
べてSwanson flexible hinge toe implant で、サイズは0（グロメット使用）が21関節、グロ
メットが付かない2-0が23関節、3-0が7関節であった。母指への併用手術として、IP固定術11関
節、CM関節形成術1関節が行われ、同時に施行した他部位の手術は、手関節形成術14例、他の手
指関節形成術22例、膝関節滑膜切除術1例であった。
【結果】
術前みられた腫脹や疼痛は、いずれも消失し変形も改善していた。母指MP関節の平均関節可動
域は、術前屈曲65.5°・伸展-46.1°、術後屈曲44.3°・伸展-14.8°で、屈曲角度は減少した
が、伸展障害は改善し、より機能的な可動範囲が得られた。術後XP評価では、グロメットが付
かないサイズのインプラントの多くで沈み込みは確認されたが、逸脱・破損はみられなかっ
た。術後感染やインプラントの破損などに伴う再手術例はなく、機能的・整容的にも患者満足
度は高かった。
【結論】
RA 母指MP関節の再建において、手指用インプラントよりも髄腔によく適合し支持性が得られる
Swanson flexible hinge toe implant を使用した形成術は、グロメットの使用に関わらず有用
と思われる。
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関節リウマチ患者における人工指関節置換術の治療成績：Michigan
Hand Outcomes Questionnaireとの関連について

○保坂 陽子1, 永瀬 雄一2, 亀倉 暁1, 西川 卓治2

金井 宏幸1

1東京都立墨東病院　整形外科, 2東京都立墨東病院　リウマチ膠原病科

【目的】
関節リウマチ（RA）によるMP関節変形に対して人工指関節置換術を行った患者において、術後
臨床成績と画像変化を評価すること。
【対象】
2016年9月末までに人工指関節置換術を行ったRA患者13例40指（示指11指、中指13指、環指
8指、小指8指）を対象とした。女性11名、男性2名、平均手術時年齢は66.1歳であった。
【方法】
臨床成績は術前および術後のMP関節自動運動可動域を測定した。また上肢機能評価として患者
立脚型評価法であるMichigan Hand Outcomes Questionnaire（MHQ）を用いたアンケート調査を
行った。統計学的評価にはPaired t-testを用いた。画像評価はインプラント周囲の変化を単純
Xpにて評価した。
【結果】
MP関節の自動運動可動域は平均値にて術前伸展-45°、屈曲76°から、術後伸展-10°、屈曲
51°と機能的に伸展方向への改善がみられた。可動域は術前33°から術後40°へと拡大し
た。MHQではpain scoreおよびwork scoreにおいて改善が得られていたが、その他のscoreでは
改善はなかった。また経過観察中のXpにてインプラント周囲の変化はなく、有害事象の発生も
みられなかった。
【結論】
RA患者のMP関節変形に対する人工関節置換術は、伸展方向への改善と可動域の拡大が得られる
有用な治療方法であると考えられた。MHQにおいては術後にpain score およびwork scoreでの
改善があり、手術により日常生活動作での機能改善が得られていることが示された。
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関節リウマチ患者の手関節変形と上肢機能・QOLの関連

○二之宮 篤子1, 大森 由望1, 内藤 聖人2, 原 章3

1JA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

2順天堂大学　医学部　整形外科, 3順天堂大学　医学部附属浦安病院　整形外科

【はじめに】
手関節は協調的な手指運動の土台となる関節であるが、関節リウマチ(RA)では罹患頻度が多い
とされる。RA患者の手関節変形の進行が上肢機能やQOLの低下と関連するか分析した。
【対象と方法】
手関節以外の上肢関節に高度の骨破壊・亜脱臼を認めないRA患者32名56手（右31手・左25手、
年齢64.4歳(44-80歳)、罹病年数7.3年(0-23年)）を対象とした。単純X線でLarsen gradeに基づ
いて手関節変形を分類した。grade0：10手(0群)、gradeI： 17手(I群)、gradeII：15手
(II群)、gradeIII：5手、gradeIV：9手(合わせて14手、III-IV群)、gradeV：0手であった。評
価項目として握力・指腹つまみ力・側腹つまみ力・手関節の自動関節可動域・簡易上肢機能検
査(STEF)得点・DASH scoreを調査し、0・I・II・III-IV群の群間差について分析した。統計学
的解析には多重比較Tukey法・Steel-Dwass法、χ2検定を用い有意水準p＜0.05とした。
【結果】
罹病年数、握力、つまみ力、DASH scoreについて各群間の有意差は見られなかった。年齢につ
いてはII群で有意に高かった。手関節可動域についてはIII-IV群の全ての運動で有意な制限が
見られた。STEF得点については0群と比べてII群で有意な低下が見られた。STEF年齢階級別平均
得点未満症例の比率についてχ2検定を行ったところ各群間で有意差は見られなかった。
【考察】
手関節変形の進行と共に手関節可動域の制限は強まるが、握力やつまみ力、上肢QOLについて明
らかな低下傾向が見られなかった。またSTEFに示される物品の把持操作能力については、年齢
の影響を除けば各群で能力差は見られなかった。手関節変形が見られても隣接関節の機能を活
用して上肢機能やQOLが維持できる可能性が示唆された。関節構造が消失するgradeVの症例を含
めた分析ができなかったことは本研究の限界である。
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慢性関節リウマチ全指EDC断裂に対する中枢端半裁腱を用いた再建
法

○栩木 弘和1, 新井 健2, 河野 友祐1, 奥山 邦昌1

1静岡市立清水病院　整形外科, 2化学療法研究所付属病院　整形外科

慢性リウマチ患者において、多指伸筋腱皮下断裂はしばしば経験し、隣接腱に対する腱移行、
腱移植や浅屈筋腱の移行なども行われることがある。隣接腱への腱移行は優れた方法であるが
全指断裂では行えず、腱移植や浅指屈筋腱移行では健常な腱を犠牲となる。そこで今回はリウ
マチ患者の全指伸筋腱皮下断裂例に対して、中枢断端を延長することで、強い力源と太い伸筋
腱の再建を行ったので報告する。症例は2012年から2014年までに手術を行った4例4手（男性
1例、女性3例）である。手術時平均年齢は67歳（59から71歳）、術前の下垂指の平均期間は58
日（29から97日）、術後平均観察期間は2年(1から３年)であった。手術は手背から前腕に背側
侵入し、腱形成に先立ちSauve-Kapandii法を行った。中枢断端の約5cm中枢まで半裁し末梢に反
転して延長腱を作成し、各腱について本来の中枢断端と末梢断端をインターレース縫合し、最
後に腱移行部で側々縫合を行った。術後は手関節背屈位で固定し指自動運動を開始した。結果
　前例でMP伸展は改善し、伸展拘縮もない状態で回復した。日常生活動作で不便を訴えるもの
はいなかったが手関節の屈曲制限が全例で生じた。考察　全指伸筋腱断裂例に対して本術式は
健常腱を犠牲にすることなく、指の伸展を得る有用な方法と思われる。ただし日常生活動作に
支障はないようであったが手関節掌屈制限が全例に生じた。
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関節リウマチにおける尺側偏位の経時的変化とパターン分析の試み

○遠山 将吾, 小田 良, 徳永 大作, 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】
尺側偏位は、ピンチ機能や把持機能障害をおこす関節リウマチで代表的な変形である。MP関節
の滑膜炎が主因とされ、周囲支持軟部組織の変性により骨破壊、MP関節脱臼、手指の偏位にい
たる。Fearnley分類で変形は評価されてきたが、治療法の決定に有用ではない。われわれはMP
関節の状態の4つのパラメータを独自に設定し、尺側偏位の評価および検討を行った。
【対象と方法】
当院では手指変形を有する患者の追跡コホートを行っている。2004年に67例134手を登録
し、2009年に52例100手、2015年に37例63手が追跡可能であった。尺側偏位にMP関節の
‘偏位’、‘亜脱臼’、‘整復’、‘骨破壊’の指標を設定し、各指標で重症度により0～2の3
段階に分け評価を行った。Jonckheere-Terpstra検定を用いた経時的変化の検討と、クラスター
分析で重症度のパターン解析を行った。
【結果】
研究開始時の平均年齢は62.1歳（35-80歳），平均罹病期間は18.1年（4-41年）であった．尺側
偏位の指標では、偏位が平均0.55/0.78/1.08（2004/2009/2015）、亜脱臼が1.09/1.30/1.41、
整復が0.81/1.13/1.35、骨破壊が1.06/1.40/1.46となり、全指標で有意に悪化を認めた
（p＜0.001）。重症度のパターン解析では、デンドログラムから1.ほぼ正常、2.軽度の亜脱臼
と骨破壊、3.中等度の亜脱臼と骨破壊に偏位を伴うが整復可能、4.3が進行し整復不能になるが
偏位がない、5.全指標が高度　に分けることができた。
【考察】
尺側偏位は頻度が高いが明らかではない点が多い。本研究から尺側偏位は経時的に進行するこ
と、偏位より亜脱臼と骨破壊が先行することが明らかとなった。今後は手指機能に対する検討
も加えて、尺側偏位に伴う機能障害を明らかにする必要がある。
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リウマチ手関節手術に対するSauve-Kapandji法およびDarrah法術後の
尺骨近位断端部評価

○花香 恵, 小笹 泰宏, 射場 浩介, 高橋 信行
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【目的】
当科では関節リウマチ(RA)による遠位橈尺関節障害に対して、橈骨手根骨間の癒合が無い場合
はSauve-Kapandji (S-K)法を、癒合を認める場合はDarrach(D)法を尺骨近位断端を制動せずに
施行し、これまでに可動域や満足度において良好な術後成績を報告してきた。今回はS-K法とD
法の術後成績を尺骨近位部断端に着目して評価し検討したので報告する。
【対象と方法】
当院で遠位橈尺関節障害に対して手関節形成術を施行したRA患者36例40手(男性6例、女性
30例、右30手、左10手)を対象とした。S-K法を28例31手、D法を8例9手に施行した。手術時年齢
はS-K群49歳(28-83歳)、D群53歳(32-83歳)。術後経過観察期間はS-K群33ヵ月(5-132ヵ月)、D群
44ヵ月(5-93ヵ月)であった。Larsen分類はGrade2 1手、3 12手、4 25手、5 2手であった。これ
らの症例における合併症、尺骨近位断端部痛、術後X線像(手関節-尺骨近位断端の距離；ulnar
distance: UD, 橈骨-尺骨近位断端の距離；radio-ulnar distance: RUD, 近位尺骨断端部の形
状: taperingの有無)を評価し、両群間で比較検討した。t検定を用いて統計学的検討を行
い、p＜0.05の場合を有意差ありとした。
【結果】
合併症としてS-K群1手に骨切り部の再癒合を、D群1手に腱断裂を認めた。尺骨近位断端部の疼
痛を認めた症例はS-K群1手(2.5%)、D群0手であった。S-K群ではUD 27.4±5.7mm、 RUD 6.1±
2.2mm、D群ではUD 26.8±7.2mm、RUD 6.7±2.4mmで両群間に有意差を認めなかった。tapering
はS-K群で13手(33%)、D群で 5手(56%)に認められた。
【考察】
尺骨近位断端の制動術を施行しなくても、S-K群、D群ともに断端部痛はほぼ見られず、尺骨断
端部の形態に有意差を認めなかった。以上より、適切な位置で骨切りを行えば尺骨近位断端の
制動術は必要ないと考えられた。
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関節リウマチに対するSauve-Kapandji法の術後X線経時変化

○丸野 秀人1, 大野 公宏1, 工藤 文孝2

1杏林大学　医学部　整形外科, 2東大和病院　整形外科

【緒言】
 関節リウマチにおける遠位橈尺関節障害に対してSauve-Kapandji法(以下SK法)が汎用されてい
るが、その適応はLarsen grade2-3程度までの比較的変形の少ないものが推奨されている.  当
科では症例によりgrade 4.5に対してもSKを行なっておりその経時変化につき報告する
【対象と方法】
当科において2011年よりSK法を行い、６か月以上経過観察し得た８例10手である。全例女性で
あり、平均年齢は65.7歳であった。リウマチの治療歴は平均14.7年でPSL, MTXの使用量はそれ
ぞれ平均5.83mg/day, 5.67mg/wkであった。生物学的製剤は4例で使用されていた.平均経過観察
期間は25.5か月。X線評価としてLarsen分類を元にgrade0-3のA群とgrade4.5のB群に分け, Youm
らの方法に準じ, 術前後の手根骨圧潰率 (c/MC),尺側移動率(e/MC),掌側亜脱臼率(h/ MC)を計
測することで手根骨の安定性の変化を評価し各群で比較検討した。t検定を用い危険率 5%以下
で有意差ありとした.
【結果】
 A群はLarsen grade1:2手, grade2:1手grade3: 3手の6手で, B群はgrade 4: 2手, grade5: 2手
の4手であった. X線パラメータの術前後値は, 術前のc/MC, h/ MCにおいて両群間に有意差を認
めた。　術前後の変化率は c/MC： A群0.013, B群0.004,  e/MC：A群0.015, B群0.020, h/
MC：A群0.059, B群0.024であった. いずれも各群比較で有意差を認めなかった.
【考察】
 Sauve-Kapandji 法による手関節形成術は, 比較的安定して良好な成績が期待できる手術法で
あるが, 手根骨の圧潰や尺側偏位を完全に防止できないとする報告もある. 今回の結果を踏ま
えれば, RA に対する SK 法は, 短期的にはLarsen grade が高くても適応可能な症例が存在す
ると考えられた.
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橈骨遠位端骨折における骨粗鬆症の実態と対応

○仲 拓磨1, 坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 岡崎 敦1, 齋藤 知行2

1平塚共済病院　整形外科・手外科センター, 2横浜市立大学　整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折患者における骨粗鬆症の実態検討したので報告する。
【対象と方法】
2014年7月から2015年9月の間に当科で手術（掌側プレート）を行った50歳以上の橈骨遠位端骨
折患者（軽微な外傷による）のうち、受診時骨密度検査を施行された48例（平均年齢70.6 男性
3女性45）を対象とした。腰椎・大腿骨頸部のYAM値、骨折型（関節内骨折の割合、パラメータ
ー：RI,UV,PT）術後成績（最終調査時パラメーター、DASHscore、握力）を調査した。
【結果】
腰椎または大腿骨頸部YAM値が80％未満は39例（81％）であった。何れかのYAM値が70％未満は
26例（54％）でこれを骨粗鬆症群とした。何れも80％以上は９例でこれを正常群とした。骨粗
鬆症群26例では、関節内骨折18例（69％）、受傷時平均パラメーターRI:16.5,UV:2.1,PT:-
24.1(背側転位型),22.8(掌側転位型)であった。正常群９例では関節内骨折５例
（56％）、RI:10.7,UV:2.9,PT:-22.7（背側転位型）,29.5(掌側転位型)で２群間に差はなかっ
た。最終診察時平均パラメーター、DASHscore、握力（健側比）は骨粗鬆症群で
RI20.6,UV0.62,PT9.4、9.4、88％、正常群でRI20.8,UV0.97,PT11.2、8.3、83％と両群とも良好
であった。YAM値70％未満26例のうち受傷前に骨粗鬆症治療をうけていたのは３例のみであった
（いずれもBP製剤）。YAM値80％未満の患者のうち22例にデノスマブが投与され、腰椎YAM値が
72％から投与後75,2％と有意に上昇した。
【結論】
骨粗鬆症の有無による骨折型・術後成績に差は認めなかったが，26例54%に骨粗鬆症を有してお
りその内骨粗鬆症治療が行われていたのは3例のみである。壮年期以降の橈骨遠位端骨折では未
治療の骨粗鬆症を有している可能性が高く、骨粗鬆症関連骨折の予防において骨折治療時の骨
粗鬆症のスクリーニングと治療は極めて重要である。
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橈骨遠位端骨折と骨密度および海綿骨微細構造との関連

○目貫 邦隆, 古川 佳世子, 山中 芳亮, 善家 雄吉
酒井 昭典

産業医科大学　整形外科

【はじめに】
橈骨遠位端骨折(以下DRF)は、初発の骨粗鬆症性骨折として一番頻度が高く、多くは骨粗鬆症の
評価や治療を受けていないことが多い。DRFの患者を治療する上で、骨折の治療のみならず、骨
粗鬆症の評価と治療は重要である。DRFを起こした人は、二次骨折のリスクは約４倍上昇する。
骨折の連鎖を断つ番人として、手外科医の役割は大きいと考える。
【目的】
1.DRFの重症度と骨密度との関連　2.DRFの発生と骨構造の関連を明らかにすること。
【対象および方法】
1.当院でDRFに対して手術を行った50歳以上の女性、78例を対象とした。骨密度測定を、腰椎、
大腿骨、前腕骨(最遠位、骨幹端、骨幹部)で施行。重症度の指標として、尺骨遠位骨幹端骨折
合併の有無(非合併群68肢、合併群10肢)として、２群間における、年齢、身長、体
重、BMI、DEXA値に関して多変量解析を行った。
2.50歳以上の女性で骨折群は過去に骨折歴の無い新規DRF患者49名、対照群として既存骨折の無
い女性34名の83名を対象とした。腰椎DXAデータを専用の解析ソフトを用いて海綿骨微細構造
(Trabecular bone score:TBS)を算出した。２群間における年齢、身長、体重、BMI、腰椎
BMD、TBSに関して多変量解析を行った。また.腰椎BMDとTBSを3層にカテゴリー化し多元配置分
散分析を行った。
【結果のまとめ】
1.DRFの尺骨遠位骨幹端骨折の合併は、腰椎骨密度には相関は認めなかったが、前腕骨骨密度に
相関し、特に皮質骨の多い前腕骨幹部骨密度に強い相関を認めた。2.腰椎BMD-2.5SD以下の集団
(Osteoporosis)においては、TBS低値群で骨折数が有意に多かった。
【まとめ】
DRFの重症度は、皮質骨骨密度に強く依存し、低骨密度になれば、海綿骨微細構造が骨強度に寄
与する割合が増加することが示唆された。
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位部骨折患者の骨密度の検討

○坪根 徹, 戸羽 直樹, 原 夏樹

北九州総合病院　整形外科

【目的】
尺骨茎状突起骨折は橈骨遠位端骨折に合併することが多い一方で, 尺骨遠位部骨折の発生頻度
は低く, その発生原因に言及している報告は少ない. そこで, 橈骨遠位端骨折に尺骨遠位端骨
折を合併した患者の骨密度を調査した.
【方法】
対象は, 2015年1月から2016年3月までに治療を行った橈骨遠位端骨折103患者のうち, 腰椎(L2-
4), 大腿骨頚部, 前腕遠位のDXAを施行しBMDを計測し得た80例である. 男14, 女66, 年齢は34
～97(平均70.1)歳であった. これらを, 橈骨遠位端骨折単独(DRF)群26例, 橈骨遠位端骨折に尺
骨茎状突起骨折を合併した(USF)群46例, 橈骨遠位端骨折に尺骨遠位端骨折を合併した(UMF)群8
例に群分けし, 各群のBMDを計測部位別に比較した. 尚, 前腕は健側での測定とし, 術後の廃用
期間の影響を考慮して術後1週目に行った.
【結果】
計測部位別BMDは, DRF群, USF群, UMF群の順に高く, 脊椎, 大腿骨頚部, 前腕各々の部位でい
ずれも各群間に有意差を認めた. また, UMF群8例のうちYAM値70%以下の症例は, 計測部位別に
前腕6例(75%), 腰椎4例(50%), 大腿骨頚部5例(63%)であった.
【結論】
橈骨遠位端骨折の原因として骨粗鬆症は周知されている. 一方で, 尺骨茎状突起骨折は橈骨遠
位端骨折の約50%に合併するとの報告があるが, 合併原因として骨密度の差に言及した報告は渉
猟し得ず, 尺骨遠位端骨折合併群に関しても同様であった. 今回の結果から, 骨量減少に伴う
骨脆弱性が尺骨遠位端骨折, 尺骨茎状突起骨折合併の一因であることが示された. また, 少な
い症例ではあるがYAM値から考慮すると, 腰椎よりも前腕骨のBMDの方が早期に骨粗鬆を反映し
ている可能性が示された.
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橈骨遠位端骨折受傷時における骨密度と筋肉量・筋力等から見た患
者背景の検討

○前田 和茂1, 今谷 潤也2, 森谷 史朗2, 近藤 秀則2

岡崎 勇樹2

1まえだ整形外科・外科医院, 2岡山済生会総合病院　整形外科

【目的】
骨粗鬆症及びそれに伴う脆弱性骨折はADLやQOLの低下,さらには重篤な病的状態を引き起こすと
されている.橈骨遠位端骨折は骨粗鬆症の初発骨折であることが多く，続発する脆弱性骨折（ド
ミノ骨折）を予防する治療介入の好機と考えられている.本研究の目的は,橈骨遠位端骨折(以下
DRF)受傷時における骨密度や筋肉量,及び筋力等からみた患者背景を検討することで骨粗鬆症の
治療およびドミノ骨折の予防に対する治療計画の一助とすることである．
【対象と方法】
2015年4月から2016年10月までに当院を受診した40歳以上の患者で転倒により生じたDRF群86人
を対象に研究同意を得た後,年齢・性別・BMI等の患者背景とともにDXA法による骨密度及び全身
・四肢骨格筋肉量,筋力や運動機能を前向きに調査した.
【結果】
平均年齢は70.5歳で男性13人(15.1％),女性73人(84.9％)であった.脆弱性骨折既往は24人
(28.9％)であり,骨粗鬆症治療の既往があった症例は7人(8.4％)と極めて低かった．腰椎平均
YAM値は84.3±14.3％,大腿骨近位平均YAM値は76.5±13.7％と股関節周囲骨密度の方がより低下
していた.前サルコペニアの割合は39.8％,サルコペニアの割合は15.7％となっており,約4割で
筋肉量の減少を認めた.
【考察】
橈骨遠位端骨折受傷時の患者背景としては,骨密度や骨質の低下のみならず，主たる受傷機転で
ある転倒を誘発させる筋力やバランス能力の低下もあげられる．本研究の結果からは，脆弱性
骨折既往が約3割あるにもかかわらず受傷前の骨粗鬆症治療率8.4％と非常に低かった．ドミノ
骨折予防に向け，DRF後のより一層の薬物治療の介入が重要と考える．また約4割で筋肉量の減
少を認め，股関節周囲の骨量減少は比較的大きい．比較的活動性が高いとされるDRF患者におい
てさえも，受傷後ただちに筋力の維持・増強も推進すべきである．
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多職種介入による橈骨遠位端骨折受傷後の骨粗鬆症診療への影響

○上畠 聡志, 織田 崇, 和田 卓郎

済生会小樽病院　整形外科

【背景】
脆弱性骨折受傷後の骨粗鬆症治療により、その後の二次骨折を予防できる期待があるが、橈骨
遠位端骨折後の骨密度検査や治療は適切に行われていない．本研究は橈骨遠位端骨折の手術例
に、多職種による体系的な骨粗鬆症への介入を導入し、導入前後で検査や治療の施行率を比較
検討した．
【方法】
2013年8月-16年7月に橈骨遠位端骨折で受診した307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外した．診療録より性別、年齢、観察期間、DXA実施、受傷前後の骨粗鬆
症治療、観察期間中の新規骨折の発症を調査した．2015年4月より手術例を対象に医師、理学療
法士、薬剤師、管理栄養士による骨粗鬆症への介入を導入し、その前後の2群(前群、後群)で結
果を比較した．
【結果】
178例が該当し、男21例、女157例、平均年齢71歳、平均観察期間は28週であった．前群は117例
(手術88例、保存治療29例)、後群は61例(48例、13例)であった．前群の28例(24.0%)でDXAが施
行され、手術例が21例(23.9%)、保存治療例が7例（24.1%）であった．13例が受傷前、14例が受
傷後より薬物治療を開始した．未治療の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．後群の48例(78.7%)でDXAが施行され、手術例が42例(87.5%)、保存治療例が6例(46.2%)で
あった．12例が受傷前より薬物治療を受けており、1例が受傷後に中止された．24例が受傷後に
治療を開始した．新規に骨折を受傷した患者はいなかった．
【結論】
橈骨遠位端骨折手術例を対象として多職種による体系的な骨粗鬆症診療を導入し、骨密度検査
と薬物治療の施行率が上昇した．多職種介入の対象でなかった保存治療例でも検査と治療の施
行率が上昇したが手術例と比較すると低く、医師のみに依存して検査や治療率を向上するには
限界があると考えられた．
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肘部管症候群に対する肘部管形成術変法の治療成績

○神山 翔1, 原 友紀1, 西浦 康正2, 落合 直之3

山崎 正志1

1筑波大学　臨床医学系　整形外科

2筑波大学附属病院　土浦市地域臨床教育センター

3キッコーマン総合病院　整形外科

【緒言】
当院では変形性肘関節症(OA)を背景とした肘部管症候群ならびに尺骨神経の脱臼を伴う尺骨神
経障害に対し,肘部管形成・尺骨神経溝形成術を行っている. 今回その治療成績を報告する.
【対象と方法】
対象は2000年12月から2016年4月に肘部管形成・尺骨神経溝形成術を行い, 1年以上経過観察が
可能であった40例46肘であった. 年齢は平均53.3(15～79)歳, 罹病期間は平均16(1-180)か月
で, 赤堀の病期分類は, 第1期6肘, 第2期6肘, 第3期16肘, 第4期15肘, 第5期3肘であった.調査
項目として,尺骨神経再脱臼の有無, 筋力(MMT), 握力, 感覚, 可動域, 術後成績(DASH score,
赤堀予後評価基準), 合併症を調べた. 経過観察期間は平均24(12-100)か月であった.
【結果】
尺骨神経の再脱臼は認めなかった.筋力は, 第一背側骨間筋が3.0(0-5)から4.3(2-5)に 小指外
転筋が3.0(0-5)から4.2(2-5)に, 小指深指屈筋が4.2(2-5)から4.8(3-5)にいずれも術後有意に
改善した. 握力は22.6(5.1-58)kgから31.4(14-54)kgに術後有意に改善した. 感覚は40例で改善
し, 6例で不変であった. 可動域は伸展が11.3°(0-30)から7.5°(0-25)へ, 屈曲が126.3°(100
-145)から130.4°(100-150)へ術後改善したが, どちらも有意差は認めなかった. DASH score
はdisability/symptomが24.5(5.8-47.7)から4.4(0-9.1), workが25.6(0-87.5)から3.3(0-18.8)
にいずれも術後有意に改善した. 赤堀の予後評価は優26肘, 良6肘, 可14肘であった. 合併症と
して, 3例に上腕骨内上顆骨折を認めた.
【考察】
本術式は骨棘切除に加え神経溝を掘削することで，除圧効果に加え尺骨神経を本来あるべき位
置に納めることができる. 全例症状の改善が得られたが, 予後評価が可の14肘中10肘が病期分
類4ないし5であった. 過去の他の手術法の報告と同様に, 病期が進行した症例で改善が劣った.
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肘部管症候群に対するEaton法による尺骨神経皮下前方移動術の治療
成績　‐合併症と予後予測因子の検討‐

○細見 僚1, 恵木 丈1, 曽我部 祐輔1, 安藤 佳幸2

安田 匡孝3

1大阪府済生会中津病院　整形外科, 2白庭病院　整形外科, 3馬場記念病院　整形外科

【目的】
肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術は，さまざまな病態に対応できる比較的侵襲が
少ない術式である．われわれは，術後の尺骨神経の後方への移動を防止するために
fasciodermal slingを用いるEaton法を行ってきた．今回その治療成績を調査し，合併症や予後
予測因子などについて検討した．
【対象と方法】
2005年8月から2015年10月までに当院にてEaton法による尺骨神経皮下前方移動術を行い，術後1
年以上経過観察できた51人53肘を対象とした．男性39例，女性12例，手術時平均年齢は
60.3（20-82）歳であった．原因は変形性肘関節症28肘，特発性15肘，尺骨神経脱臼または亜脱
臼5肘，上腕骨外顆骨折（偽関節）後の外反変形2肘，関節リウマチ1肘，ガングリオン1肘，滑
車上肘筋1肘であった．最終経過観察時の成績をMessinaの基準を用いて評価した．これらの症
例に対して，性別，年齢，body mass index，糖尿病，術前重症度（McGowan分類），motor
nerve conduction velocity (MCV)，罹病期間を予後予測因子として抽出し，術後成績との関係
を検討した．また，手術に関する合併症に関しても検討した．
【結果】
術前McGowan分類では，1度4肘，2度22肘，3度27肘であった．Messinaの評価基準は優21肘，良
22肘，可10肘，不可0肘であった．単変量解析の結果，術前重症度（p＜0.0001），罹病期間（p
＝0.015）において術後成績と関連を認めた．さらにこれら2つの因子と，MCV，年齢を候補因子
として多変量解析を行った結果，術前重症度が術後成績と有意な相関を認めた（p＜0.001）．
合併症として，尺骨神経の後方への脱転を1肘に認めた．
【結論】
肘部管症候群に対するEaton法による尺骨神経皮下前方移動術は、術前重症度が術後成績に影響
することが示されたが、概ね良好な成績が得られた。
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肘部管症候群術後におけるSemmes-Weinstein test を用いたフォロー
アップ期間の検討

○田村 剛志1, 加家壁 正知2

1独立行政法人　国立病院機構　渋川医療センター　リハビリテーション科

2独立行政法人　国立病院機構　渋川医療センター　整形外科

【はじめに】
診療報酬改定に伴いSemmes-Weinstein test（SWT）の保険点数が算定可能となった.当院では
2012年1月より肘部管症候群（CuTS）の診断での尺骨神経皮下前方移行術施行例に対しSWTによ
る経時的な評価を行っている.今回,SWTによる知覚の回復時期とフォローアップ期間について検
討した.
【方法】
尺骨神経皮下前方移行術を施行したCuTS患者で調査同意の得られた16肘（平均年齢68.7歳,男性
13肘）を対象とした.術前のMcGowan分類は全例Grade3であった.SWTはHunterらの手技に基づき,
術前と術後1,3,6,12,18ヵ月に同一検者が行った.手関節から小指及び環指尺側の尺骨神経領域
に対して掌側12ヵ所,背側10ヶ所の計22ヵ所に区分し,防御知覚の脱失を意味するフィラメント
4.31以上が応答できない部位をredとした.なおredの範囲の減少または消失を,知覚の回復と判
断した.
【結果】
術前全例にredを認め,redの範囲は平均10.8/22ヵ所（掌側平均6.6/12ヵ所,背側平均4.2/10ヵ
所）であった.掌背側ともredが消失したのは16肘中11肘（術前平均9.7/22ヵ所）であり,うち術
後1ヵ月で5肘,3ヵ月で0肘,6ヵ月で2肘,12ヵ月で3肘,18ヵ月で1肘であった.術後18ヵ月でもred
が残存した5肘のredの範囲は術前平均13.2/22ヵ所に対し,術後平均6.6/22ヵ所と半減した.
【考察】
過去にCuTS術後のSWTによる知覚の回復時期の検討で,Grade2では術後1から6ヵ月以内に回復を
確認し,またGrade3では術後6ヵ月以降から回復を確認したが,術後2年では正常には回復しなか
ったとの報告がある.自験例は全例Grade3で術前にredを認めたが,術後1ヵ月で5肘,術後12ヵ月
までに10肘のredの範囲の消失を確認した.そのため早期に改善がみられる術後1ヵ月でSWTを実
施するとともに,フォローアップ期間は術後1年が一つの指標になると推察する.
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Pain vision R を用いた肘部管症候群の術後評価

○鴨居 史樹1,2, 井戸 芳和3, 村上 博則4, 内山 茂晴1,2

加藤 博之1

1信州大学　整形外科, 2岡谷市民病院

3信州大学医学部附属病院　リハビリテーション部, 4北信総合病院

【目的】
知覚・痛覚定量分析装置, Pain vision Rは,しびれや痛みを定量的に分析することができる装
置である. その有用性は,手根管症候群の評価に対して報告されている. 本研究は, 肘部管症候
群の術前術後にPain vision Rによる電流知覚閾値（CPT値）測定と感覚評価を行い, その有用
性を検討した.
【対象と方法】
臨床所見,画像所見,電気生理学的検査にて 肘部管症候群と診断され手術が行われた31例33肘を
対象とした.男性24例, 女性7例,平均年齢68.9歳であった. McGowan分類, 年齢, 性別と,  運動
神経伝導速度(MCV), Semmes-Weinstein test(SW), 二点識別検査(2PD), Pain vision Rによる
小指指腹部のCPT値を, それぞれ術前, 術後1 ,3, 6, 12か月に測定を行った. CPT値の術後回復
の推移を一般線形混合モデルを用いて解析した.
【結果】
小指CPT値の推定周辺平均値は, 術前23.9μA, 術後1か月19.7μA, 3か月19.2μA, 6か月16.8μ
A, 12か月16.7μAであり, 術後6か月で有意に回復した(p=0.029). その回復には,McGowan分類,
年齢, 性別による影響は認めなかった. 術後6か月以降には, CPT値の著明な改善は認められな
かった. 評価不能例は1例のみであった.
【考察】
肘部管症候群においても, Pain vision RによるCPT値は評価不能例が少なく, 定量化が可能で
あることから, 感覚評価法の一つとして有用であると考えられる. ただし有意な回復は術後6か
月であり, 他の評価法と比較しても必ずしも反応性が良いとは言えない.
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肘部管症候群患者における運動神経伝導速度および複合筋活動電位
振幅の術後回復傾向

○井戸 芳和1,2, 内山 茂晴2, 倉田 淳一3, 林 正徳2

加藤 博之1,2

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

3信州大学医学部附属病院　臨床検査部

【目的】
肘部管症候群（CubTS）術後における，運動神経伝導速度（MCV）および複合筋活動電位
（CMAP）振幅の回復過程についてはほとんどわかっていない．今回，それらの術後回復傾向を
調査した．
【対象・方法】
当院にて尺骨神経皮下前方移動術を施行した患者のうち，術前にCMAP導出可能であった53例56
肘を対象とした．平均67.3歳，男45例47肘，女8例9肘，術前重症度はMcGowan分類Grade II
26肘，Grade III 30肘であった．診察時期は術前，術後1，3，6および12か月．小指外転筋から
導出したMCVおよびCMAP振幅の術後回復傾向を線形混合効果モデルにて評価した．また各経過時
別にMCVと握力，ｻｲﾄﾞﾋﾟﾝﾁ，手内筋MMT，しびれ（VAS）およびDASHとの相関関係を調べた．
【結果】
MCVの推定周辺平均値は，術前より順に36.4，44.4，46.4，46.1および48.7m/sであり，術後1か
月で有意な改善が認められた（p＜0.001）．同様に前腕遠位および肘近位刺激CMAP振幅は，そ
れぞれ術前3.4から最終4.3mV，術前2.3から最終3.3mVへと改善傾向にあったが有意ではなかっ
た（p=0.051，p=0.093）．すべての経過時において，MCVと手内筋MMTが有意に相関していた
（r=0.40-0.62）．その他にMCVと一貫して有意な相関関係にある項目はなかった．
【考察】
本研究は，肘部管症候群の運動麻痺が比較的重度であっても，術前にCMAPが導出可能であれ
ば，MCVは術後１か月で改善することをはじめて明らかにした．術前CMAP導出可能例では，MCV
は手術にて尺骨神経の除圧が十分に行われたかを術後1か月の時点で評価する指標になり得ると
考える．また一貫してMCVと相関関係にあるものは手内筋の筋力だけであった．MCVは同時期の
尺骨神経支配の個々の筋力と関連するが，複合的な筋力である握力やｻｲﾄﾞﾋﾟﾝﾁ，しびれ，およ
びDASHスコアとの関連が低いことが示唆された．
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血友病性肘関節症に併発した肘部管症候群例の検討

○永井 太朗, 西田 淳, 依藤 麻起子, 山本 謙吾

東京医科大学　整形外科学分野

【目的】
血友病性関節症は関節症性変化を来すが、肘部管症候群を併発した報告は少なく、渉猟し得た
範囲で本邦で１例、海外で7例報告を認めるのみである。当院で経験した併発例を検討し発症リ
スクについて考察した。
【対象と方法】
対象は、血友病性肘関節症に肘部管症候群を併発した4例とした。内訳は年齢が45～56歳、平均
51.3歳、全例血友病A患者の男性であった。赤堀の病期分類は3が2例、4が2例、横浜市大式評価
基準は35～45点、平均40点、血友病重症度は1例が中等症、3例が重症で、全例に皮下前方移行
術を施行した。検討項目は関節可動域、占拠性病変の有無、carrying angle、赤堀の予後評価
基準とした。
【結果】
4例は可動域が屈曲80度、伸展-60度と強い拘縮を呈す１例(以下拘縮例)と、屈曲85～140度、平
均110.0度、伸展-10～-25度、平均-15.0度と可動域が比較的保たれる3例に大別された。尺骨神
経溝にガングリオンと骨棘の尺骨神経溝内での発生を拘縮例のみで認め、carrying angleは拘
縮例では伸展拘縮のため測定困難、その他3例は143～158度、平均148.0度と外反肘を認めた。
赤堀の予後評価基準は拘縮例で良、その他は良2例、可１例であった。
【考察】
血友病性肘関節症では拘縮が生じ、尺骨神経の動的圧迫が少なくなるため肘部管症候群は生じ
難いとされる。自験例の発症因子を考察すると、拘縮例では尺骨神経の動的圧迫因子の関与は
少なく、尺骨神経溝に生じたガングリオンと骨棘による静的圧迫因子が加わったのが原因と考
えられ、その他3例では、外反肘を呈する関節症変化を認め、可動域が比較的保たれていたため
尺骨神経の走行の変化による動的圧迫因子が発症に関与したと考えられた。血友病性肘関節症
では尺骨神経溝に生じた占拠性病変や骨棘、外反変形を伴う関節症変化が肘部管症候群発症の
リスクと考えられる。
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生体吸収性人工神経による末梢神経の癒着防止効果

○新谷 康介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】
末梢神経の縫合や神経剥離では、癒着や瘢痕形成による二次的な神経障害が問題となる。欧米
では末梢神経用の癒着防止材がすでに市販されているが、本邦ではまだない。これまで我々は
生体吸収性素材からなる非常に柔らかい中空の人工神経を開発してきた。本研究ではラット神
経癒着モデルを用いて、癒着予防材としての人工神経の有用性について検証した。
【方法】
人工神経はポリ乳酸とポリカプロラクトンから構成される中空チューブを使用した。ラットの
坐骨神経を剥離し、神経床を含む神経周囲筋を電気焼灼した後、人工神経で神経ラッピングし
て閉創した（人工神経群 n=16）。人工神経でラッピングせずに、神経を焼灼筋上に置いて閉創
した群を癒着群（n=16）とし、神経周囲にヒアルロン酸を散布した群をHA群（n=12）とした。
神経周囲筋を焼灼せずに神経剥離のみを行い閉創した群を非癒着群（n=12）とした。術後6週で
引き抜き強度試験、癒着スコアおよび組織学的に癒着を評価した。また腓腹筋湿重量を計測し
電気生理学的に神経障害を評価した。
【結果】
癒着群では組織学的に神経が周囲瘢痕と強固に癒着しており、神経伝導速度が低下していた。
人工神経群は癒着群に比べて、引き抜き強度と癒着スコアは有意に低く、腓腹筋重量と神経伝
導速度は有意に大きかった。また人工神経群はHA群に比べて引き抜き強度は有意に低く、組織
学的にも神経周囲との癒着は軽度であった。
【考察】
我々が開発した高柔軟性人工神経は、神経欠損部を架橋することで神経再生が得られるだけで
なく、末梢神経の癒着防止材としても効果があった。またこの人工神経は足場として成長因子
や細胞を付加することが可能であり、単なる癒着予防だけでなく神経保護あるいは神経再生機
能を有した次世代の神経ラッピング材としても応用可能である。
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無細胞化神経へのシュワン細胞付加法としての端側神経縫合の可能
性について

○林 礼人, 吉澤 秀和, 千田 大貴, 水野 博司

順天堂大学　医学部　形成外科

【目的】
人工神経や無細胞化同種神経移植などの移植材料が、末梢神経外科の新たな手法として大きな
注目を集める一方、それらの無細胞な移植材料に、いかに軸索伸張に必要なSchwann細胞（SC）
や神経栄養因子を付加するかが今後の大きな課題となっている。我々は、端側神経縫合の手法
を、無細胞神経に対するSCの供給手技として応用出来ないかと考え、独自のマウスモデルを用
い多角的に検討した。
【方法】
効率的にシュワン細胞を遊走させられる端側神経縫合法を検討するために、C57BL/6マウスから
1cmの坐骨神経を無細胞化処理し、Nestin-GFPマウスの坐骨神経へ移植して精査した。移植神経
の片側又は両側に端側神経縫合を行うなど、縫合法の違いにより4群を作成し、SCの遊走速度や
距離をLive imagingの手法で経時的に観察した。また、移植後2週及び4週後の移植神経を採取
し、NRG1、ErbB2、S100、p16INK4aなどの遺伝子発現についてRT-PCRを用いて解析した。さら
に、SCを遊走させた無細胞化神経の軸索再生に与える影響を検討するために、端側神経縫合に
より4週間のシュワン細胞遊走期間を経た1cmの無細胞化移植神経を、Thy1-YFPマウスの坐骨神
経欠損に移植して、移植神経内の再生神経について評価した。
【結果】
SCの遊走には縫合時の上膜開窓が必要で、移植神経片側よりも両側へ端側神経縫合を行った方
が、より効果的に遊走していると考えられた。また、SCをより効果的に遊走出来た両側端側縫
合群が、最も多くの再生軸索を移植神経内に認めた。
【考察】
端側神経縫合は無細胞化神経へのSC遊走手段として有用と考えられ、より多くのSC細胞の遊走
が、無細胞神経の可能性をさらに拡げると考えられた。
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老年マウス坐骨神経損傷モデルにおけるiPS細胞付加ハイブリッド型
人工神経の有効性

○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、若年マウスの坐骨神経損傷におけるiPS細胞を付加した人工神経の有用性につ
いて報告した。しかし、実臨床では青壮年から高齢者に神経移植を行う場合が多く、高齢化に
伴いその対象年齢は今後さらに高まることが予想される。そこで本研究では、老年マウスの坐
骨神経損傷モデルにおけるiPS細胞を付加した人工神経の有用性について検討した。
【方法】
生後92週齢のマウス（C57BL/6NCrSlc）を老年マウスとした。マウスiPS細胞（iPS-MEF-Ng-178B
-5）から第2世代神経前駆細胞を分化誘導し、人工神経（ポリ乳酸とポリカプロラクトンの共重
合体スポンジからなる中空チューブ）を足場としてIn vitroで2週間培養し、iPS細胞ハイブリ
ッド型人工神経を作製した。老年マウスの坐骨神経欠損（5mm長）をiPS細胞ハイブリッド型人
工神経（n=12）および人工神経単独（n=17）で移植再建した。移植後12週でフットプリントに
よる下肢機能回復を評価し、電気生理学的に神経回復を評価した。また人工神経を採取し、中
央部横断切片における再生軸索について組織学的に検討した。
【結果・考察】
老年マウスにおいて、iPS細胞を付加した人工神経は、人工神経単独よりも下肢機能が有意に回
復し、電気生理学的に神経回復が得られ、再生軸索数も有意に増加していた。これまで人工神
経に関する末梢神経の基礎実験のほとんどは、神経再生能の高い若年動物モデルを用いたもの
である。しかし実臨床では神経再生能の低下した青壮年から高齢者に神経移植を行う場合が多
く、老年動物モデルを用いた神経再生の評価が必要である。本研究結果から、iPS細胞を付加し
た人工神経は高齢者に対しても有効であることが示唆された。

S242



1-9-25

アルギン酸ゲル製剤の神経癒着予防効果について

○多田 薫, 八野田 愛, 山本 大樹, 中嶋 宰大
土屋 弘行

金沢大学　医学部　整形外科

末梢神経を操作する手外科医にとって神経の癒着は回避すべき合併症である。我々は手根管内
で正中神経に操作を加えるモデルを用いて、アルギン酸ゲル製剤（以下AG製剤）の神経癒着予
防効果について検討したので報告する。
日本白色家兎の手根管を展開し正中神経を剥離した後、滑走床を可及的に切除し、横手根靭帯
を修復して神経周囲の組織反応を惹起させた。閉創前に右側の手根管内には0.5mlのAG製剤を投
与し（製剤群）、左側の手根管内には0.5mlの生理食塩水を投与した（対照群）。処置後
1,2,3,6週に、母指球筋の遠位潜時に関する電気生理学的評価、Petersenらの癒着スコアを改変
して用いた肉眼的評価、手根管部横断面の病理学的評価を行った。
電気生理学的評価では製剤群で遠位潜時が短い傾向を認めたが、両群間に有意差は認めなかっ
た。肉眼的評価では、癒着スコアは製剤群が常に対照群よりも低値であり、製剤群では経過を
通じて横ばいであったのに対し、対照群では処置後3週にピークとなっていた。病理学的評価で
は、神経周囲の線維化は両群ともに処置後2～3週時がピークとなっており、製剤群が対照群に
比べ少ない傾向を認めた。神経と周囲組織との連続性については処置後2週よりその有無が明瞭
となり、製剤群に比べ対照群に多く認められたが、いずれも限局的であった。また両群ともに
神経内の線維化や脱髄の所見は認められなかった。
本研究の結果、神経剥離に伴う組織反応のピークは処置後2～3週であり、その後は修復過程に
入ると考えられた。また、AG製剤は神経周囲の線維化に対する物理的バリアとなることで神経
の周囲環境を整え、修復過程を促進したと考えられた。しかし、本研究では神経の機能障害を
生じるような強い癒着を再現できなかったため、癒着を予防する効果については今後も検討を
要する。
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エンテロウイルス急性弛緩性麻痺の治療経験

○土井 一輝, 服部 泰典, 坂本 相哲, 林 洸太

小郡第一総合病院整形外科

【目的】
急性弛緩性麻痺( acute flaccid paralysis, AFP)は下気道感染症状などの後に脊髄前核細胞の
傷害と二次的な末梢運動神経の変性から、知覚障害はないが、四肢に重篤な運動麻痺を生じる
疾患の総称で、エンテロウイルスD-68型との関連が疑われ, 2015年に本邦で流行した。過去に
もＡＦＰの機能再建例の報告はあるが、私達は、今までに16例の本疾患の治療経験を得たの
で、上肢例8例について報告する。
【方法】
上肢麻痺8例の発症時年齢は,5.8歳（4̃16）で、麻痺型は、C2̃C6:3例、C5̃T1:2、C56:1,
C567:1, C56,T1:1であった。2014年以前発症の3例には筋肉移植(FMT)と神経移行術(NT)を行
い、2015年発症5例にはNTのみ行った。NTは、副神経・肩甲上神経:3例、対側C7・副神
経：３、Oberlin:2などである。手術施行時期は、発症後平均8.6ヶ月であった。
【結果】
術後経過期間は、長期経過例3例は、55̃91ヶ月、短期（５例：平均4.4 (2̃8)である。長期経過
例は、FMT,NTとも満足すべき成績が獲得できている。短期例は、まだ、成績判定には早すぎる
が、筋電図再支配も認められ、順調な機能回復をしている。
【結論】
AFPの麻痺は、外傷性腕神経叢麻痺とは異なった麻痺型を呈することが多い。副神経麻痺の再建
には対側C7移行術、肘屈曲にはOberlin法が有用である。陳旧例にはFMTを選択する。手術成績
は、小児であるため、比較的良好であるが、AFPの存在および機能再建術の可能性が周知されて
いないために、NTの手術時期を逸する傾向にあるので早期受診、早期手術の啓蒙が必要であ
る。
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QOLを高めるリウマチ手の外科

○石川 肇

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)のT2T(treating RA to target)治療戦略によれば、寛解(REM)あるいは低疾患
活動性(LDA)の達成と維持が薬物治療のゴールとされている(Smolen JS. Ann Rheum Dis. 2016
;75(1):3-15.)。しかし実臨床において、すべての患者がそのレベルに到達し維持されること
は、いまだ困難であり、たとえゴールに到達しても手足の小関節に滑膜炎が残存し、変形がみ
られることが多い。
【目的】
リウマチ手の手術は患者のQOLを高めているか？を調べるために、患者報告型アウトカム(PRO)
評価を用いて、前向きコホート研究を行った。
【対象と方法】
2012年10月から2014年9月までの間に、当リウマチセンターで手の初回手術が行われた119例
（男/女:13/106）の137部位を対象とした。手術時平均年齢 62歳、平均罹病期間 14 年で、生
物学的製剤は 22 例に使用されていた。術式では、滑膜切除を含めたDarrach法、部分固定術、
人工指MP関節置換術(Swanson)、PIP関節固定術、指伸筋腱再建術などが多く行われた。
【結果】
QOL評価であるEQ-5D、J-HAQ、患者の全般健康度(VAS)のいずれも、術前に比して術後6ヵ月、12
ヵ月で有意に改善していた。上肢機能評価の日本語版DASH、心理(うつ)評価のBDI-IIも同様に
改善していた。術前すでにREMあるいはLDAに到達していた42例についても、EQ-5DとDASHは術後
さらに改善した。
【結論】
手術によって、機能の改善のみでなく高いレベルのQOLと心の健康を取り戻せることがわかっ
た。生物学的製剤の時代の手の障害に対して、薬物治療と手術がうまく組み合わされること
で、より良い治療が施される。
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橈骨遠位端骨折に対する小皮切手術

○内藤 聖人, 杉山 陽一, 木下 真由子, 後藤 賢司
金子 和夫

順天堂大学 医学部 整形外科

【はじめに】
いわゆる安定型の橈骨遠位端骨折（DRF）に対する治療の第一選択は保存治療であるが、早期社
会復帰を目的とした掌側ロッキングプレート（VLP）による手術治療が占める割合も増えてい
る。今回我々はDRFに対するVLPを用いた小皮切手術の術後成績を報告する。
【対象と方法】
当院で手術治療を受け、本研究に同意したDRF患者が対象である。対象は18例
（男：8例、女：10例、平均年齢 65.6歳）、骨折型はAO分類でA2：8例、 C1：10例であった。
皮切は橈骨茎状突起の先端より15mm近位からの10mmとしたが、軟部組織の展開はHenry侵入法に
準じた。プレートを滑り込ませ仮固定の後、condylar stabilizing法により整復固定を行っ
た。術後12ヶ月における臨床成績と合併症について評価した。
【結果】
VLP設置は全例で困難なく、VLP遠位において橈骨からの“浮き”は認めなかった。術後単純X線
では、volar tiltは14.1 ± 1.9°、ulnar tiltは17.6 ± 2.4°であり、良好な整復位が得ら
れた。術後12ヶ月におけるMayo scoreは18例全例でexcellentであり、神経・屈筋腱などの軟部
組織合併症は認めなかった。
【考察】
VLPによる DRFの手術治療は保存治療と比較し良好な術後短期成績が期待できる。活動性の高い
DRF患者は、「いかに早く社会復帰できるか」をしばしば求める。一方、手術治療において術式
が洗練されるにつれ皮切・侵襲は小さくなる発展形式があり、患者側からも小皮切・低侵襲を
期待される時代である。本研究の結果から、DRFにおける小皮切手術の術後成績は良好で軟部組
織合併症も認めなかった。手術適応についての検討や技術的な煩雑さなどの課題はあるもの
の、小皮切手術はDRF患者の早期社会復帰に貢献する可能性があると考えている。
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高齢者橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の中
期成績

○志村 治彦1, 二村 昭元2, 藤田 浩二3, 宮本 崇2

鏑木 秀俊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　運動器機能形態学

3東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

【緒言】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術は標準的な治療となっているが、その
中・長期成績や経時的な機能回復過程についての報告は非常に少ない。本研究の目的は、掌側
ロッキングプレート固定を施行した65歳以上の橈骨遠位端骨折患者の中期成績を検討すること
である。
【対象と方法】
2007年-2014年に手術を施行した65歳以上の橈骨遠位端骨折患者は66例であった。そのうち術後
24か月以上経過観察できた32例を本研究の対象とした。男性6例女性26例で平均年齢は74.1（65
-85）歳、平均経過観察期間は39.1（30-81）か月であった。術後は骨密度検査・骨粗鬆症薬処
方を行い、原則として3か月ごとに外来診察を継続した。AO分類ではA型10例、B型5例、C型17例
であった。術後12か月、24か月、最終経過観察時のMayo wrist score（MWS）、握力、手関節・
前腕可動域を検討した。また画像評価として術後24か月での関節症性変化をKnirk and Jupiter
の評価法を用いて検討した。
【結果】
MWSと握力において、術後12か月と24か月で統計学的有意差を認めたが、術後24か月と最終経過
観察時(39.1か月)で有意差を認めなかった。手関節・前腕可動域は術後12か月と24か月で有意
差を認めなかった。単純X線でGrade1の関節症性変化を14例(44％)に認めた。関節症性変化を認
めた症例と認めなかった症例では、MWSに有意差を認めなかった。術後合併症は32例中4例に認
め、長母指伸筋腱断裂1例、遅発性手根管症候群1例、長母指屈筋腱鞘炎2例であった。
【結語】
高齢者の握力やMWSは術後12か月以降も改善していく可能性があることが示唆された。
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1-9-29

掌側転位型橈骨遠位端骨折に対する手術治療

○百枝 雅裕1,2, 内藤 聖人1, 杉山 陽一1, 木下 真由子1

金子 和夫1

1順天堂大学    医学部    整形外科, 2伊東市民病院

【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163例の橈骨遠位端骨折のうち、DVLPを使用して治療を
行った35例（男：11例、女：24例、年齢60.1歳）を対象とした。骨折型はAO分類で
A2：3例、A3：2例、B3：8例、C1：9例、C2：3例、C3：10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）30例、volar rim plate（Depuy Synthes社製）5例であ
った。
【結果】
平均観察期間は11ヶ月（6-24）であった。最終観察時のVAS 1.7/10、Q-DASH 13.6/100、Mayo
wrist score 91.3/100（Excellent：33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- 18°）、Ulnar tiltは平均19.6°（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ことが知られている。しかし、掌側転位
型骨折の治療ではmarginal rim fragmentを含めた遠位骨片に対するバットレス効果が不可欠で
ある。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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1-9-30

小児の橈骨遠位骨幹端骨折に対する治療の検討

○原 健人, 西田 欽也, 蔡 栄浩, 前田 明子

手稲渓仁会病院　整形外科

【目的】
当院における小児の橈骨遠位骨幹端骨折の治療経過を後方視的に調査し、保存的治療と手術療
法における治療上の問題点を検討する。
【対象と方法】
2006年4月～2015年8月の間に橈骨遠位骨幹端骨折と診断され当科で治療および経時的な経過観
察が可能であった43例を対象とした。性別は男性34名、女性9名、平均年齢9.9歳(4～15歳)、平
均経過観察期間は4ヶ月であった。治療法、外固定期間、抜釘時期、合併症、単純Ｘ線撮影側面
像におけるangulationとtranslationについて調査した。Angulationは橈骨長軸に対する遠位骨
片の傾きの絶対値とし、translationは骨折部の橈骨横径に対する骨片の転位の割合として算出
した。
【結果】
全例骨癒合を得た。治療法は保存治療が25例、手術治療（徒手整復及び経皮的ピンニング）が
18例であった。外固定期間は平均28日、抜釘時期は術後29日であった。合併症は鋼線の転位を6
例に認めたが、その他感染症を含む発生は無かった。受傷時及び最終経過観察時のangulation
はそれぞれ、保存治療例では平均15.2°および8.8°、手術治療例では平均18.1°および9.7°
であった。受傷時のtranslationは、保存治療例では平均30.9%、手術治療例では平均84.2%であ
った。手術もしくは徒手整復後から最終観察時までのangulationが10°以上変化した症例は8例
あり、この内6例は受傷時のtranslationが100%、7例は尺骨遠位端骨折を合併していた。
【結論】
当科ではangulationが10-15°を超える小児橈骨遠位端骨折に対しては徒手整復を行うか手術治
療を選択しており、Ｘ線学的評価はおおむね良好な成績であった。受傷時のtranslationが100%
の症例や尺骨骨折を合併している症例では経過中に再転位する可能性が高いため、手術治療の
選択や外固定の期間や方法の工夫など、症例に応じて検討する必要がある。
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1-9-31

橈骨遠位端関節内骨折の骨折パターン ー 橈骨背側骨皮質は楔とし
て作用している

○岡崎 真人1, 田崎 憲一1, 石井 秀明1, 谷野 善彦2

1荻窪病院　整形外科, 2藤井外科胃腸科・整形外科

【目的】
橈骨遠位端関節内骨折の骨折パターンを検討し、受傷機転を考察する。
【対象と方法】
2014年4月から2016年3月までの2年間に当院で手術を行った橈骨遠位端骨折159例161骨折のう
ち、術前CT施行したAO分類typeCの108例110骨折を対象とした。年齢17-93歳（平均62歳）、男
性25女性83、背屈型88掌屈型19中間型3、C1:3、C2:41、C3:66。橈骨遠位端の外周を11領域に分
け（2014、小川ら）、手根骨を消去した関節面3DCTでどこに骨折線が及ぶか判定し、3DCTがな
い場合は2DCTで代用した。関節面の骨片数や橈骨遠位皮質骨由来の骨片（distally migrating
cortical fragment）が関節面や関節辺縁に突出しているかも検索した。
【結果】
骨折線はDRUJ部の背側-掌側の橈尺靭帯の間であるzone 10に最も多く（75骨折）、zone
7（54）、zone8（41）と続き、zone1（6）, zone11（5）が少なかった。遠位橈尺関節面（zone
9̃11）を通る100骨折のうち、91骨折で背側（zone6̃8）に骨折線が存在した。橈側（zone4̃5）
を通る36骨折のうち、34骨折で遠位橈尺関節に、30骨折で背側に骨折線が存在した。関節面の
骨片数では2個が46骨折、3個が34骨折、4個以上が30骨折だった。Distally migrating
cortical fragmentを10骨折に認めた。
【考察】
自験例では、遠位橈尺関節から背側へ至る骨折や、橈側から背側and/or遠位橈尺関節への骨折
が多く、またdistally migrating cortical fragment（およびその直前と思われる症例）が相
当数存在した。靭帯付着部の関与は少なく、むしろ橈骨遠位の（背側）骨皮質が楔のように作
用して、関節面を骨髄側から割るようにして骨折したと推察した。
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1-9-32

橈骨遠位端骨折の掌側粉砕症例における骨片位置と骨片面積の分類
と術後矯正損失の検討

○新妻 学1, 川崎 恵吉2, 池田 純1, 中村 正則1

稲垣 克記2

1昭和大学　横浜市北部病院　整形外科, 2昭和大学　医学部　整形外科学講座

【緒言】
橈骨遠位端骨折の掌側皮質骨は背側と比べ厚く、手関節荷重を受ける重要部位だが、掌側皮質
骨の関節外粉砕例において骨片部位・面積と矯正損失の関係を検討した報告はない。術前CTで
粉砕骨片の詳細な評価、術前後X線画像で矯正損失の評価を行った。
【対象と方法】
掌側locking plate後3か月以上経過観察し術前CTで骨折部評価、術前後X線で矯正損失を計測し
得た261手を対象とした。うち関節外掌側皮質骨粉砕例は54手認めた。男性21例、女性31例、平
均経過観察期間14.6か月。AO-OTA分類はA3 11手、B2 2手、B3 17手、C2 4手、C3 20手
で、Colles型37手、Smith型17手であった。骨片部位を尺側D1、中央D2、橈側D3と分類。Ulnar
Variant(UV)2mm以上短縮、又はVolar Tilt(VT)5°以上を矯正損失例とした。尺骨頸部・骨幹部
骨折合併例、CTで骨片計測不能な例は除外した。
【結果】
非粉砕例の矯正損失は平均UV -0.08mm、VT 0.48°、RI 0.26°。粉砕例はUV 1.47mm、VT
1.84°、RI 0.44°、Colles:Smithで平均矯正損失UV 1.49:1.43mm、VT 2.41:0.6°、骨片面積
82.9:79.5mm2でColles型のVT損失を認めた。
D1単独3手、D2単独23手、D3単独9手、D1とD2 7手、D1＋2融合とD3 1手、D1とD2＋3融合
1手、D1とD3 1手、D1とD2とD3 2手、D2とD3 5手、D2＋3融合 1手、D1＋2＋3融合 1手で、D2骨
片単独が最多であった。矯正損失は18手認め、骨片部位別矯正損失はD1 2手(66.6％)、D2 4手
(17.4％)、D3 2手(22.2％)、D1,2 5手(71.4％)、D1,2,3 1手(50％)、D1＋2とD3 1手
(100％)、D2,3 2手(66.7％)、D2＋3 1手(100％)。骨片個数で矯正損失を比較し1:2:≧3個で
25:53.3:50％であった。骨片面積は矯正損失群:非矯正損失群で96.6:74.4mm2であった。
【考察】
尺側、掌尺側骨片を有する粉砕症例で骨片数と面積が大きい症例は矯正損失を生じやすい。
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1-9-33

橈骨遠位端骨折におけるDie-punch骨片の固定に関する力学的検討

○金澤 臣晃, 富田 一誠, 川崎 恵吉, 八木 敏雄
稲垣 克記

昭和大学　医学部　整形外科学教室

【目的】
Die-punch型骨片を有する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は、侵襲や伸
筋腱の問題から、背側からのプレート固定の追加は行わずに、掌側からの非貫通スクリューに
よる固定で十分との意見もあるが、未だ結論は出ていない。Acumed社Acu-loc2 plateはFrag-
loc systemにより、この骨片を確実に固定することが可能となった。今回我々はDie-punch型骨
折モデルを作製し、本システムの有無による遠位骨片の固定性の違いを、静的力学試験を用い
て調査したので報告する。
【方法】
ホルマリン固定屍体８体（77-86歳女性）より左右の橈骨を採取し、Die-punch型骨折モデルを
作製して、Acu-loc2を用いて掌側より固定した。遠位尺側背側骨片に対して、一方は最遠位尺
側のscrew holeから対側皮質を貫通させずに用いたlocking screw(LS)で固定(LS群：8手)、一
方はFrag-loc screw(FL)で固定した(FL群:8手)。その他はロッキングピンで固定した。テンシ
ロン万能試験機(オリエンテック社 RTC-1225AS)を用いて静的負荷試験を行い、1)最大荷重試
験、2)骨片変位量測定、3)骨密度（アルキメデスの原理使用）との関係を検討した。
【結果】
1)最大荷重においてLS群とFL群間に有意差を認めなかった。2)荷重量が250Nの時点で、FL群に
おいてDie-punch骨片の転位量が有意差をもって小さかった。(p=0.049)3)検体が耐えうる最大
荷重は、骨密度と相関を認めた。(R=0.56)
【考察】
LeeらはFrag-loc screwを用いて固定した症例をCTで評価し、術後の骨片の転位量がFL群で小さ
く早期運動に有益だと報告している。今回の結果も踏まえ、Frag-loc screwを用いた固定法
は、Die-punch型骨片を有する橈骨遠位端骨折の治療に有用な方法の一つである。
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1-9-34

背側関節面が掌屈した掌側Barton骨折に対する手術療法

○大坪 晋

松山市民病院　整形外科

【緒言】
単純レントゲンにより分類した掌側Barton骨折をCTで評価すると掌側関節面の転位だけでなく
背側関節面が掌屈した症例がある。その症例に対して当院で施行した手術療法に関して検討し
た。
【方法】
単純レントゲンにて掌側Barton骨折と診断し、更にCTにて背側関節面が掌屈していた2例に対し
て手術を行った。1例目は61歳男性で自転車走行中に車が衝突し転倒した際に左手を着いて受傷
した。2例目は63歳女性でテニスをしていて転倒し左手を着いて受傷した。手術はまずFCRアプ
ローチにて展開し、掌側に転位した掌側関節面を含む骨片を確認し、整復出来る準備をする。
続いて橈骨橈側面に2cm程の皮切を加えてsplitした骨折部から掌屈した背側関節面を押し上げ
整復する。整復した背側関節面を保持したまま掌側から掌側関節面を含む骨片を整復し、関節
面の適合性を橈側皮切より確認しながら通常通り掌側ロッキングプレートにて固定する。
【結果】
2例共骨癒合が得られ、関節面適合性は良好であった。最終診察時可動域は1例目が掌屈75度、
背屈60度で2例目は掌屈70度、背屈70度であった。
【考察】
単純レントゲンにより分類した掌側Barton骨折の54%で背側関節面の掌屈が強くなっているとの
報告があり、CTによる評価は有用と考える。そのような症例に対して今回の方法は直接掌屈し
た背側関節面を押し上げ整復することが出来、また関節面の適合性を確認しながらプレート固
定することが出来、有用であったと考える
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1-9-35

掌側転位型橈骨遠位端骨折における手根骨合併骨折の検討

○古屋 貫治1, 川崎 恵吉2, 酒井 健3, 西中 直也3,4

稲垣 克記2

1昭和大学横浜市北部病院　整形外科, 2昭和大学　医学部　整形外科学講座

3昭和大学藤が丘病院　整形外科, 4昭和大学　スポーツ運動科学研究所

【緒言】
掌側転位型橈骨遠位端骨折、いわゆるSmith骨折は、手関節屈曲位で手背をついて受傷した際に
起こるとされているが、実際の受傷機転は様々である。これまでに我々は、手掌から受傷した
際にも掌側転位型になりうることを報告してきた。今回は、手術療法を行った掌側転位型橈骨
遠位端骨折のうち、術前にCT検査を行っていた症例を対象に、手根骨骨折合併の有無を調査し
た。
【方法】
2001年4月から2016年10月までに、当科で橈骨遠位端骨折に対して術前手関節CT検査を行ってい
た308手のうち、掌側転位型の95手と対象とし、RetrospectiveにCTの再読影を行った。手根骨
骨折は2名以上の整形外科医が2方向以上で骨折線を認めるものを骨折ありとした。検討項目
は、各手根骨骨折の有無、年齢、性別、受傷機転、橈骨遠位端骨折のAO分類、Mayo Wrist
Scoreとした。
【結果】
掌側転位型橈骨遠位端骨折95手に対して手根骨骨折の合併は7手(7.4％)であり、いずれも単一
の手根骨骨折であった。大菱形骨稜3例、有鉤骨鉤3例、三角骨1例で、手根骨骨折で最も頻度の
高い舟状骨の合併は認められなかった。年齢は平均55.0歳、性別は男性6例、女性1例、両手受
傷の片側が2手、AO分類はTypeB3が4例、C1型が1例、C3型が2例であった。受傷機転は転倒5例、
バイク事故2例、3例で手掌に擦過傷を認め、各手根骨の損傷形態からも手掌をついて受傷した
と考えられた。術前に手根骨骨折の診断が可能であったものは3例であった。Mayo Wrist Score
は平均82.9pointsでGoodであった。
【結論】
手根骨、特に大菱形骨稜や有鉤骨鉤、三角骨骨折を合併する掌側転位型橈骨遠位端骨折は、手
掌からついて受傷した際に生じると考えられた。
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1-9-36

背側月状骨窩骨片を伴う橈骨遠位端関節内骨折の治療

○坂本 相哲, 土井 一輝, 服部 泰典, 高橋 洋平
林 洸太

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折の外科的治療法として、掌側ロッキングプレートによる固定法は固定性が高く
現在の第一選択である。しかしいくつか弱点があり、その１つに背側へのスクリュー穿破によ
る伸筋腱損傷がある。これを予防するために長すぎないスクリューの選択が推奨されている。
しかし、背尺側に骨片がある場合、短いスクリューではこれを固定することは不十分となる。
この弱点を補い、背尺側骨片の強固な固定を得るために、掌側プレートに追加して背側からワ
ッシャー付きでのスクリュー固定、またはバットレスプレートの設置を行っている。今回、当
院で治療した背尺側骨片を伴った症例について調査した。
【方法】
2007̃2016までに橈骨遠位端関節内骨折に対して鏡視下整復固定術を行った症例は101例であ
り、不安定な背尺側骨片に対して掌側プレートに追加して背側から固定を行い、術後1年以上経
過した23例を対象とした。背側からの固定はワッシャー付きスクリュー21例、バットレスプレ
ート2例、男5、女18、平均年齢68歳（44̃82）、Frykman分類Type3：1、7：11、8：11、AO分類
C1:8、C2:3、C3:12であった。
【成績】
術中の背尺側骨片の整復状態は全例でGap、Step offともに１mm以下であった。最終観察時レン
トゲンにおいてvolar tiltは平均3.9°（-11̃8）で、術直後と比較して3°以上の矯正損失が7
例にみられた。しかし、CT評価で関節内骨片の再転位を生じていた症例はなく全例で術直後の
Gap, Step offとも1mm以下の整復状態を維持して癒合していた。Mayo wrist score平均
90.3（75̃100）、DASH6.8（0̃32）であった。
【結論】
背尺側骨片は橈骨手根関節のみならず遠位橈尺関節にも関与する重要な骨片であるが、骨片が
小さい場合に掌側プレートでの強固な固定は得られにくく背側からの追加固定が有用である。
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背側転位型volar rim骨片を伴う橈骨遠位端関節内骨折の治療

○坂本 相哲, 土井 一輝, 服部 泰典, 高橋 洋平
林 洸太

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】
月状骨窩掌側volar rim骨片を伴う橈骨遠位端骨折のうち、骨片の掌側骨皮質部分が小さく、遠
位背側方向へ転位するような場合、プレートや裸子での固定は困難であり治療に難渋する。今
回、背側転位型volar rim骨片(marginal fracture, volar lunate facet fracture)を伴う骨折
において縫合糸による締結法で良好な成績がえられた2例を経験したので報告する。
【方法】
症例1、34歳男性、高所より転落して受傷、AO： B3-3、関節内3parts、掌側rim骨片の掌側骨皮
質部分の高さはCT計測7mmであった。症例2、49歳男性、崖から転落して受傷、AO：C3-1、関節
内3parts、掌側rim骨片の掌側骨皮質部分は5mmであった。手術はヘンリーアプローチで展開、
まず橈骨茎状突起を含む骨片を整復しK鋼線2本で固定する。次に掌側rim骨片を整復し、rim骨
片の掌側の縁の部分からＫ鋼線を刺入し仮固定を行い、縁の部分にＫ鋼線で骨孔を2カ所作成す
る。次に骨折部を超えて中枢側の掌側骨皮質にも骨孔を2カ所作成し、pull out法で末梢から中
枢へ糸を通し、締結固定した。
【成績】
症例１は術後3年でMayo wrist score100点、症例2も術後3年で100点であった。
【結論】
volar rim骨片はshort radiolunate ligamentが付着し、月状骨を支持する重要な部位であり確
実な整復固定が必要である。骨片が小さい場合、スクリュー刺入は粉砕する危険性がある。背
側転位型に対してフック型プレートや鋼線での固定も可能であるが屈筋腱への障害の危険性が
ある。本法ではそれらの問題も回避でき有用であった。
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橈骨遠位端骨折の手術までの待機期間と術後成績の検討

○田平 敬彦1, 上原 浩介1, 三浦 俊樹2, 大江 隆史3

森崎 裕1

1東京大学医学部付属病院　整形外科, 2JR東京総合病院, 3NTT東日本関東病院

【背景】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術は標準的な治療となっているが、基礎
疾患や多発外傷に伴う合併症の有無などで手術までの待機期間に差がある。そこで、手術まで
の待機期間が術後成績に影響するかを検討した。
【対象と方法】
2013年11月-2015年8月に当院で行った手術患者39名から、受傷から手術までの待機日数が1日-7
日(早期群)と15日以上(晩期群)の2群を抽出した。観察期間が1年に満たないものは除外したと
ころ、早期群は8名（男4名、女4名）で平均年齢は54.8歳（21歳-84歳）、晩期群は7名
（男3名、女4名）で平均年齢は62.5歳（26歳-86歳）で、2群間の骨折型に差はなかった。術後
検討項目は、1年経過時の関節可動域健側比（手関節屈曲／伸展、前腕回内／回外）、握力健側
比、手関節単純X線像でのRI(Radial Inclination),VT(Volar Tilt),UV(Ulnar Varience)を用い
た。
【結果】
平均可動域は早期群伸展102％、屈曲96％、回内98％、回外101％、晩期群伸展90％、屈曲
84％、回内96％、回外95％で、屈曲のみ有意差があった（p＜0.05）。平均握力は、早期群
96％、晩期群89％で有意差は無かった。X線像評価では、早期群RI平均24.2度、VT平均
7.1度、UV平均+1.2mm、晩期群RI平均21.5度、VT平均7.1度、UV平均+1.1mmで、いずれも有意差
は無かった。
【考察】
少なくとも今回の検討項目では、手術待機期間の術後1年成績への影響は少なかった。これを踏
まえると、急いで手術を行う必要はなく、ハイリスク症例では全身状態をしっかり把握した上
で、手術時期を決定することが良いと考える。

S257



1-9-39

抑うつと橈骨遠位端骨折の術後成績との関連

○宮岡 俊輔, 山崎 宏, 篠根 理孝, 磯部 文洋

相澤病院　整形外科

【背景】
四肢外傷患者の多くに抑うつ状態を伴うといわれ、抑うつは機能予後に影響することが知られ
ている。
【目的】
抑うつと橈骨遠位端骨折（DRF）術後の長期成績の関連を明らかにする。
【対象】
掌側プレート固定を行った129症例。経過観察期間48週。
【評価】
抑うつ評価は疫学研究用うつ病尺度(Center for Epidemiologic Studies Depression Scale:
CES-D)を用いた。評価時期は術前(受傷後～入院までの期間)・術後3・6・12・24週とした。術
後成績はQuick Disabilities of the Arm Shoulder and Hand Score (Q-DASH)、Patient-Rated
Wrist Evaluation (PRWE)を用いた。患者因子（年齢、性別、労災や交通事故）、骨折因子（骨
折型、受傷機序、利き手受傷、尺骨茎状突起骨折）を評価した。
【方法】
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】
C E S - D は 、 術 前 : 平 均 8 . 9 7 （ S D : 8 . 2 ） 、 術 後 3  週 : 1 0 . 8 （ 8 . 1 9 ） 、 6
週:9.8（7.8）、12週:7.8（6.5）、24週:6.8（6.7）であった。術後12週までは差は無く、24週
で有意に低下していた。術後24週でのQ-DASHの成績悪化因子は、術後3週と12週でのCES-Dであ
った。術後24週でのPRWEの成績悪化因子は、術後3週のCES-Dと性別（男性）であった。術後48
週でのQ-DASHの成績悪化因子は、術後6週でのCES-Dと労災であった。術後48週でのPRWE の成績
悪化因子は、術後6週でのCES-Dであった。
【考察】
橈骨遠位端骨折における抑うつ傾向は、術後の上肢機能改善の予測に有用であった。
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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固定術後成績に対
する喫煙の影響

○三戸 一晃, 山部 英行, 梅澤 仁, 野本 聡

済生会横浜市東部病院整形外科

【はじめに】
今回、我々は掌側ロッキングプレートを用いて手術加療を行った橈骨遠位端骨折の術後成績に
対する喫煙の影響について検討した。
【対象と方法】
2014年10月から2016年4月の間に当院にて掌側ロッキングプレート(Nexmed社製Global Form)に
て固定術を行った橈骨遠位端骨折37例37手（右14手、左23手、男性15例、女性22例）を対象と
した。平均年齢は58.5歳で、平均経過観察期間は474日であった。このうち喫煙群(S群)は
10手、非喫煙群(NS群)は27手でAO分類では、A2:1/2、A3:1/1, C1:1/3、C2:3/7、C3:4/14手(S群
/NS群)であった。評価項目は、骨癒合期間, 単純X線像での矯正損失量とmodified Mayo Wrist
Score (mMWS), DASH scoreとした。
【結果】
平 均 骨 癒 合 期 間 は 、 1 1 5 . 6 / 9 8 . 7 日 ( S 群 / N S 群 ) で Ｓ 群 が 長 か っ た
(p=0.28)。mMWSは、Excellent:5/11、Good:3/10、Fair:0/4、Poor:2/2手 (S群/NS群)で、S群の
方がPoorに陥りやすかった (p=0.29)。DASH scoreは、9.3/9.6(S群/NS群) で両群に差はなかっ
た(p=0.95)。術後矯正損失は、Volar tilt(VT): -4.6/-2.7、Radial inclination(RI): -1.4/-
2.7、Ulna variance(UV):1.0/0.7 (S群/NS群)でVT、UVはS群の方が大きかった(各々p=0.32,
0.38)。
【結語】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後において、喫煙者では骨癒合が遷延
し、矯正損失が大きくなり臨床成績が劣る傾向にある。
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橈骨遠位端骨折の患者における血清25(OH)D濃度と筋力の関係

○依田 拓也, 白旗 正幸

新潟大学　地域医療教育センター　魚沼基幹病院　整形外科

【はじめに】
橈骨遠位端骨折は転倒に起因する骨脆弱性骨折の1つである。全身のビタミンD貯蔵量を反映す
る血清25(OH)D濃度が20ng/ml未満では転倒リスクが上昇し、ビタミンD投与により転倒リスクが
低下すると報告されている。
【目的】
橈骨遠位端骨折の患者の血清25(OH)D濃度と運動機能について調査することである。
【方法】
2015年6月から2016年10月までの橈骨遠位端骨折の患者のうち、血清25(OH)D濃度を計測してい
た52名を対象とした。全例女性であり、年齢は70.3±10.4歳であった。血清25(OH)D濃度、健側
握力、開眼片脚立位時間について調査した。
【結果】
血清25(OH)D濃度は23.5±8.6ng/ml、健側握力は20.6±4.9kg、開眼片脚立位時間は53.5±56.2
秒だった。年齢を70歳未満、70～79歳、80歳以上の3群にわけ、血清25(OH)D濃度、握力、開眼
片脚立位時間をそれぞれ比較した。血清25(OH)D濃度や片脚立位時間は各群間で有意差を認めな
かったが、握力では認めた。血清25(OH)D濃度を20ng/ml以下、21～29ng/ml、30ng/ml以上の3群
にわけ、握力、開眼片脚立位時間を比較した。各群間で健側握力、片脚立位時間ともに有意差
を認めなかった。
【考察】
年齢と血清25(OH)D濃度との関連が報告されているが、本研究では認めなかった。橈骨遠位端骨
折の患者は活動性が高く、日光暴露時間が長い可能性がある。本研究では血清25(OH)D濃度は低
下しており、ビタミンＤ不足の状態にあるといえる。しかし大腿骨近位部骨折や脊椎骨折では
更に低値との報告があり、高齢であっても血清25(OH)D濃度が保たれていれば、転倒時に手をつ
くことができるため橈骨遠位端骨折を発症するのではと推察された。血清25(OH)D濃度を高く保
つことで、大腿骨近位部骨折や脊椎骨折の発症を予防できる可能性があると考える。
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メチルコバラミン徐放ナノファイバーシートはラット坐骨神経損傷
モデルの神経再生と機能回復を促進する

○鈴木 浩司1, 田中 啓之1, 荏原 充宏2, 村瀬 剛1

吉川 秀樹1

1大阪大学大学院　医学系研究科　器官制御外科学, 2物質・材料研究機構

【目的】
メチルコバラミン（以下MeCbl）は末梢神経障害の治療薬として使用されており、これまでに我
々は高濃度全身投与での有効性を示してきた。また単回の投与では十分な血中濃度上昇が得ら
れないことも示されている。そこで、本研究ではMeCblを神経損傷部局所に長期間投与させるた
め、MeCbl徐放ナノファイバーシートを作製し、その治療効果を検討した。
【方法】
In vitroにて、細胞体と軸索を隔離できるcompartmented culture systemを用いてラット大脳
皮質神経細胞を培養した。各区画にMeCblを投与し総軸索長を評価した。In vivoにて、6週齢雄
のラット坐骨神経圧挫損傷モデルを作製した。損傷を加えず薬剤非含有のシートを留置した
CTR群、損傷を加えて治療しないuntreated群、損傷部にMeCbl徐放シートを移植したMeCbl
local群、損傷を加えてMeCblの全身投与浸透圧ポンプを留置したMeCbl systemic群の4群を作製
した。術後6週の、血中MeCbl濃度、sciatic functional index、von Frey filament test、電
気生理検査として複合筋活動電位、終末潜時、神経伝導速度、組織学的検査として軸索径、軸
索数と髄鞘化率を評価した。
【結果】
In vitroにて、MeCbl軸索側局所投与は未投与と比較し有意に総軸索長を増加させた。In vivo
にて、血中MeCbl濃度はMeCbl systemic群で上昇したが、MeCbl local群は薬剤非投与群と同等
であった。MeCbl local群はuntreated群と比較して、sciatic functional index、von Frey
filament test、神経伝導速度、髄鞘化率の有意な回復を認めた。MeCbl local群とMeCbl
systemic群では、回復の程度は同等であった。
【結論】
MeCbl徐放シートはMeCbl全身投与と同等に損傷神経の神経再生と機能回復促進効果を認めたた
め、本シートは末梢神経損傷に対する新たな治療方法のひとつになる可能性がある。
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ヒトiPS細胞由来神経堤様細胞を用いた末梢神経再生

○木村 洋朗1, 佐藤 和毅1, 黄地 健仁2,3, 松本 守雄1

中村 雅也1

1慶應義塾大学医学部整形外科学教室, 2慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室

3慶應義塾大学医学部生理学教室

【背景】
末梢神経広範囲欠損に対する治療法のgold standardは自家神経移植であるが、種々の問題点か
ら同種神経移植や人工神経移植の研究開発が進められてきた。人工神経に細胞移植を組み合わ
せることで、人工神経単独群より神経再生が促進されたとの報告がなされてから、近年、人工
神経に細胞移植を組み合わせるハイブリッド型人工神経の開発がさかんに行われている。これ
までに末梢神経損傷に対する移植細胞として様々な報告があるが、われわれはヒトiPS細胞を神
経堤様細胞に誘導し、セルソーターにより特定の表面マーカーで純化して移植する手法の開発
に着目した。
【目的】
マウス坐骨神経広範囲欠損モデルに対するヒトiPS細胞由来神経堤様細胞の有用性を検証した。
【方法】
6週齢の免疫不全マウスの坐骨神経6 mm欠損モデルを作成した。標識したヒトiPS細胞由来の神
経堤様細胞を複数の細胞表面マーカーで純化しtube内に封入して欠損部へ移植した。細胞移植
群、対照群、autograft群、sham群の4群間にて、移植細胞の生存・増殖・分化を12週間にわた
って追跡し行動学的および組織学的な評価を行った。
【結果】
坐骨神経欠損部に移植細胞が術後12週まで生存したことを確認した。また、下肢筋力測定や歩
行動作解析などの複数の行動学的評価により、細胞移植群が対照群と比較して有意な機能回復
を示した。
【考察】
ヒトiPS細胞から誘導した神経堤様細胞を特定の細胞表面マーカーで純化し移植したことによっ
て、神経堤由来細胞の特徴を有する細胞が多く生み出されて機能回復を促進したと考えられ
る。メカニズムとしては、移植細胞の神経系細胞への分化促進などが末梢神経再生の促進に重
要な役割を果たした可能性が示唆された。
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ヒトiPS細胞由来の運動神経細胞移植による末梢神経における運動機
能再建

○丹羽 智史1, 新海 宏明1, 中野 智則1, 平田 仁1

岡田 洋平2

1名古屋大学　医学部　手の外科, 2愛知医科大学　神経内科

【背景】
神経損傷や運動ニューロン疾患によって脱神経化された骨格筋は、不可逆性変化に陥る。当科
ではこれまで、末梢神経内にラット胎児由来またはマウスES細胞由来の運動神経細胞を移植
し、神経再支配による運動機能再建を試みてきた。本研究では、臨床応用を目指して、移植細
胞としてヒトiPS細胞を用い、過去同様の検討を行った。
【方法】
ヒトiPS細胞株201B7に、蛍光・発光蛋白ffLucの発現vectorをPiggy bac システムを用いて導入
し、移植細胞として使用した。7週齢NOD-scid mouseの脛骨神経を結紮切離し、神経損傷モデル
を作成した。1週後iPS細胞より分化させた運動神経前駆細胞を神経内に移植した。移植後10週
で神経断端の電気刺激による腓腹筋収縮を確認し、脛骨神経および腓腹筋の組織学的評価を行
った。移植後10週までの期間はIn vivo imagingにて経時的に評価を行った。
【結果】
In vivo imagingでは、移植後1週で発光量は移植直後の約10分の1程度まで減少したが、その後
10週まで徐々に増加した。組織学的評価では、脛骨神経内にYFP陽性およびヒト特異抗体陽性の
神経細胞を認め、神経筋移行部までの軸索伸長が確認された。しかし、脛骨神経断端の電気的
刺激では、機能的な筋収縮は認めなかった。
【考察】
iPS細胞を用いた再生医療は、多分野での臨床実験が開始されており、今後再生医療の中心的な
存在になると考えられる。我々の行ってきた末梢神経レベルでの運動機能再建を臨床応用する
にあたり、移植細胞としてヒトiPS細胞を用いた検討をおこなった。移植細胞は生着したが、筋
収縮に十分な細胞数および軸索伸長を得られなかったと考えられ、移植条件の改善が今後の課
題である。
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多血小板血漿中の血小板と成長因子の濃度（国産PRPキット）

○早川 克彦1, 鈴木 拓2, 中根 高志1, 志津 香苗2

鈴木 克侍2

1愛光整形外科, 2藤田保健衛生大学整形外科

【目的】
多血小板血漿（PRP）は自家血から採取し血小板および成長因子を豊富に含む血漿である.自己
の血液から作製するため基本的には安全な治療法と考えられている.近年,整形外科領域におい
ても創傷治癒や組織再生への応用が注目されている.しかし製造方法は標準化されていない.今
回われわれは,市販の国産PRPキットを用い血小板数と代表的成長因子の含有量を計測し検討す
る.
【対象および方法】
　健常男性7人（平均24.7歳）を対象に,国産PRPキットを使用しPRPを作製した.方法は全血20cc
を採取しdouble spin法で2ccのPRPを作製した.全血,PRPの血小板数,白血球数・分画,赤血球数
を計測し,VEGF,TGF-β1はELISA法で定量した.活性化は行っていない.
【結果】
血小板平均濃度(×104/μL)は全血：24.4,PRP：126.7,白血球平均濃度(/μL)は全
血：5500,PRP：21628,赤血球平均濃度(×104/μL)は全血：517.4,PRP：149.1であった.VEGF平
均濃度(pg/ml) は全血：32.3,PRP：388.7,TGF-β1平均濃度(ng/ml)は全血：6.8,PRP：50.6であ
った.血小板濃度は5.2倍(4.3-5.9) , VEGFは12倍(6.6-16.1) ,TGF-β1は9.3倍(4.0-15.8)であ
った.
【考察】
今回の市販キットでの計測では,同一手技で比較的安定した血小板濃縮が可能であった.成長因
子は血小板数に伴い高値を呈していた.臨床では疾患により血小板の濃度と白血球濃度を調整す
ることも必要となる.今後,血小板の濃縮にはさらなる検討が必要であるが,その調整も十分に可
能であると考えられた.
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bFGF担持ナノシートの創傷治癒促進効果と手外科への応用

○青木 伸峰1, 清澤 智晴1, 木下 学2, 藤枝 俊宣3

武岡 真司3

1防衛医科大学校病院　形成外科, 2防衛医科大学校　微生物学教室

3早稲田大学　先進理工学研究科　生命医科学専攻　生体分子集合科学　ナノ医工学研究室

【目的】
ポリ乳酸（PLLA）もしくはポリ乳酸-グリコール酸共重合体(PLGA)で作成されたナノシートは、
膜厚が60～70nmと極めて薄く、接着剤なしで組織に接着し、一定の強度を持ち、生体内で分解
されるという特性を持つ。これまでPLLAナノシートが創傷被覆材、癒着防止剤として有用であ
ることを報告してきた。今回我々は、PLGAナノシートにbFGFを担持させ、徐放化させることで
得られる創傷治癒促進作用について検討した。
【方法】
膜厚70nmのPLGAナノシート２枚の間にbFGFとアルギン酸ナトリウム分散液を挟み込み、安定
化、徐放化能をもたせたbFGF担持PLGAナノシートを作成した。マウス(C57BL/6)背部に作成した
直径1cmの全層皮膚欠損創に対し、bFGF担持PLGAナノシート貼付群（FN群）、同一膜厚のPLGAナ
ノシート貼付群（N群）、bFGFスプレー噴霧群（F群）、コントロール群（C群）の４群各５匹
で、創傷治癒率（残創傷面積/初期創傷面積）を15日間観察した。また、3、9PODで創部組織を
採取し、組織学的検討を行った。
【結果】
15PODにおける創傷治癒率は、FN群＜F群＜N群＜C群の順でFN群が良好であり、FN群とC群間で有
意差を認めた。組織学的検討では、新生肉芽の厚さは9PODにおいて、FN群＞F群＞C群＞N群の順
でFN群が良好であり、C群に対しFN群、F群で有意に厚かった。
【考察】
本研究から本ナノシートが持つ徐放効果により創傷治癒が促進されること、分解吸収されるこ
とから生体内で広範に応用できる可能性があることがわかった。たとえば腱、神経縫合後の被
覆材として生体内で利用することができ、手外科領域での幅広い応用が期待される素材であ
る。
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上腕骨外側上顆炎における短橈側手根伸筋(ECRB)起始部の一塊標本
を用いた組織学的検討

○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】
上腕骨外側上顆炎の病態としては，ECRB起始部のenthesopathyに基づく関節外病変であるとい
う意見や，小頭外壁との接触，肥厚した輪状靱帯や滑膜ヒダといった関節内病変であるという
意見などがあり結論には達していない．今回われわれは，手術時に採取したECRB付着部の一塊
標本を組織学的に分析することで本疾患の病態について検討したので報告する．
【対象】
難治性上腕骨外側上顆炎の診断の下，当科で直視下手術を行った10例（男性6例，女性4例）を
対象とした．手術時年齢は50.6（37̃67）歳であった。手術においてはNirschl法に準じ外側上
顆付着部から関節包を含めて変性部を一塊として紡錘形に切除し，これを病理検査に提出し
た．これらの標本に対して末梢側に墨汁で印をつけた後，外側上顆付着部，関節包を含む前額
面スライス切片を作成しH-E染色を行った．これら標本において外側上顆付着部（関節外），関
節包内面（関節内）の組織像を比較し変性状態に差があるか否かを中心に検討した．
【結果】
全例において標本内に明らかな炎症細胞浸潤は認められなかった．結合組織内には小血管の小
葉形成が存在しangiofibroblastic proliferationの所見と考えられた．10例中6例では末梢と
中枢，表層と深層間で小血管や膠原繊維密度に勾配を認めなかったが，3例では中枢付着部
で，1例では表層で小血管や膠原繊維の密度が高かった．関節包内面の高度の変性を示す症例は
なかった．
【考察】
外側上顆付着部を含む関節外部の変性を示す症例が存在した一方で関節内病変の影響を示唆す
る所見は確認出来なかったことから，本疾患の病態はECRB起始部のenthesopathyである可能性
が高いと考えた．
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難治性上腕骨外側上顆炎の小頭骨嚢胞病変と腱起始病変 -無症候性
の疾患群との比較-

○頭川 峰志1,2, 長田 龍介1, 牧野 紘士1, 木村 友厚1

1富山大学整形外科, 2黒部市民病院

【目的】
難治性上腕骨外側上顆炎と同時に生じる関節内の病態とその手術適応は明らかではない。今
回、難治性上腕骨外側上顆炎の画像所見を、変形性関節症およびその他の疾患に対して撮影し
た画像所見と比較検討した。
【対象と方法】
対象は2011から2016年に画像検査を行った6か月以上の保存治療に抵抗する難治性上腕骨外側上
顆炎群(LE群) 13例、変形性肘関節症群(OA群)13例、肘外側に症状のないControl群18例であ
り、ステロイド注射歴、画像での小頭骨嚢胞、腕橈関節滑膜ヒダ、ECRB腱起始病変の有無につ
き比較検討した。
【結果】
ステロイド注射回数はLE群で平均3.9回、OA群0.1、Control群0回であった。MRIもしくはCTで診
断した骨嚢胞はLE群で10/13例(77%)、OA群で7/13例(54 %)、Control群で2/18例(11.1%)に認め
た。MRIでの滑膜ヒダはLE群で12/13例( 92%)、OA群で5/7例(71%)、Control群で13/17例(76%)に
見られ、ECRB腱起始輝度変化はLE群で11/13例(84%)、OA群で4/7例(57 %)、Control群で2/15例
(13%)に見られた。
【考察】
滑膜ヒダは特異度に問題があった。無症候性のものもあるが、ECRB起始病変と上腕骨小頭骨嚢
胞が、難治性上腕骨外側上顆炎群で高率に存在し、診断や手術適応の一助になる可能性があ
る。骨嚢胞形成は変形性関節症の初期変化、あるいは複数回のステロイド関節注射による骨壊
死などが関与している可能性が示唆された。
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ストレッチを使用した透析患者のばね指に対する治療成績

○長田 義憲1, 岩倉 菜穂子1, 佐々木 理多1, 寺山 恭史2

高築 義仁1

1東京女子医科大学整形外科, 2蓮田病院整形外科

【目的】
当院では、ばね指の保存治療として自動屈曲、他動伸展ストレッチである｢とくなが法｣をステ
ロイド注射と併用している。本研究の目的は「とくなが法」を用いた透析患者のばね指の治療
成績について検討することである。
【対象と方法】
対象は2011年4月から2015年3月の間に当院の外来にて一人の手外科専門医が治療を開始し、最
低でも2回は診察を行ったばね指206人335指のうち透析の既往のある18人35指である。平均年齢
は62歳、平均経過観察期間は12.3か月、平均透析期間は18.4年、糖尿病のある患者は7人であっ
た。この透析群(HD+群)の治療成績と透析をしていない群(HD-群)の治療成績とを比較検討し
た。
【結果】
男女比、平均年齢、経過観察期間、罹患指の分布、糖尿の有病率においてHD-群とHD+群に統計
学的な有意差は認めなかった。初診時に比べて最終診察時のWolfe分類のgradeはいずれの群で
も有意に改善を認めた。経過中に複数回の注射を要した症例はHD-群で15.7%、HD+群で45.7%と
HD+群で有意に高かった。また、また手術を要した症例はHD-群で3.3%、HD+群で20.0%とHD+群で
有意に高かった。さらにはHD+群で糖尿病を有した患者のうち30.0%が手術を要した。
【結論】
近年、透析患者の数は年々増加しており、長期透析患者も増加している。手根管症候群を代表
とした透析患者特有の経過をたどる疾患があり、ばね指も透析の有無によって治療成績が異な
ると考えられる。今回の結果より「とくなが法」を併用した保存療法は透析患者のばね指に対
しても有用であるが、複数回の注射や手術が要する確率は透析のない患者に比べると高く、特
に糖尿病合併例では早期に手術を考慮しても良いかもしれない。
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四肢末梢手術における予防的抗菌薬投与法

○奥田 正太, 佐竹 寛史, 長沼 靖, 本間 龍介
高木 理彰

山形大学　医学部　整形外科

【目的】
術後感染予防に抗菌薬は有効であるが、その投与方法と期間に関して十分なコンセンサスが得
られていない。演者らは整形外科手術における周術期感染予防に術後抗菌薬の内服投与が不要
であることを報告した。本研究では四肢末梢手術における術後抗菌薬静脈内投与が周術期感染
予防に必要であるかどうかを検討した。
【対象と方法】
過去5年間に手外科専門医が治療した940例を対象に、2011年1月から2002年12月までを
A群、2013年1月から2015年12月までをB群とした。A群は術前後1回ずつセフェム系抗菌薬を静脈
内点滴投与し、B群は術前1回のみ投与とした。開放創を有する症例、感染例、免疫抑制剤使用
例、プロトコール逸脱症例は除外した。2群間で術後感染率をχ2検定で比較し、感染例は治療
経過について調査した。術後感染はCDCガイドラインに準じて診断した。
【結果】
A群363例、B群577例のうちそれぞれ70例、120例が除外され、A群299例、B群460例について調査
した。平均年齢はA群55（0～86）歳、B群55（1～90）歳であった。術後感染はA群9例
（3.0%）、B群9例（2.0%）で、両群間で有意差は認めなかった。感染例18例は全て表在感染
で、1例は抗菌薬7日間点滴投与、15例は抗菌薬を平均6.5（4～11）日内服、5例は抗菌薬含有軟
膏塗布で軽快した。
【考察】
術後感染予防に関して、周術期抗菌薬の投与方法や期間は様々で標準化されていない。本研究
では2013年より3年間は術前1回投与を行ったが、術後投与も行っていた2年間と比べて感染率に
差はみられず、深部感染や重篤な感染症もみられなかった。少なくとも四肢末梢手術では術後
抗菌薬投与は不要である可能性が示された。
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年少児の先天異常手に行った基節骨延長術後の長期成績

○射場 浩介, 小笹 泰宏, 金谷 耕平, 高橋 信行
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【はじめに】
先天異常手に対する手指骨延長は握り、つまみ機能を改善する有用な手術方法であるが、手術
時期については一定の見解がない。今回は先天異常手に対して年少児に行った指基節骨延長の
長期術後成績について検討した。
【方法】
骨延長手術を行った先天異常手3例6指を対象とした。男3例、手術時年齢56ヵ月であった。疾患
は合短指症二指型が1例、絞扼輪症候群が2例であった。延長指は示指が1指、中指が1指、環指
が2指、小指が2指であり、延長骨は全手が基節骨であった。創外固定器を用いた仮骨延長法を5
指に、骨端軟骨を含めた中手骨移植を1指に行った。術後平均観察期間は108ヵ月（99～117ヵ
月）であった。検討項目は術後合併症の有無、骨延長量、術前後の握り、つまみ機能の変化、
保護者により術後のつまみ機能を「変化なし」、「改善」、「著明に改善」で評価した。ま
た、最終診察時における延長骨の相対的短縮の有無と機能障害について検討した。
【結果】
合併症は1例でピン周囲感染を認めた。骨延長量は平均9.7mm（8～14mm）であった。術前機能評
価で握り運動が3例中2例で不可能であり、患指を使用したつまみ運動は全例で不可能であっ
た。術後は全例で握り、つまみ機能は改善した。保護者による術後機能評価は「著明に改善」
が3例であった。術後平均9年で延長した基節骨の有意な相対的短縮や手指機能の低下を認めな
かった。
【考察】
年少児の先天異常手対して基節骨延長を行い、良好な握り・つまみ機能を獲得した。年少児に
行った基節骨延長手術は長期術後経過においても良好な術後成績が保持されていた。
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先天異常手におけるつまみ・にぎり動作の改善を目的とした指間形
成術の成績

○早川 光, 射場 浩介, 小笹 泰宏, 高橋 信行
山下 敏彦

札幌医科大学附属病院　整形外科学講座

【目的】
つまみ・にぎりの改善を目的とした指間形成術の術後成績について検討を行った。
【対象と方法】
2005年から2016年までに当科で手術を施行した17例20手を対象とした。男11例、女6例。そのう
ち2期的に手術を施行したのは6例6手。両側例は3例であった。手術時平均年齢は30ヵ月（8～
132ヵ月）。術後平均経過観察期間は53ヶ月であった。疾患は合短指症4手、母指内転拘縮2手、
にぎり母指1手、先天性多発性関節拘縮2手(両側例)、裂手6手（うち2例は両側例）、絞扼輪症
候群2手、母指形成不全3手。術式はBrand法が4手、Opposed double Z形成術が8手、Snow-
Littler法が2手、その他が6手。母指対立再建を要したものは5手であった。術後評価した項目
は合併症、追加手術の有無、つまみ・握り評価をfunctional dexterity test（Iba et al,
2015）とメジャー法（Iba et al, 2011）を用いて行った。術後の外観とつまみ・にぎり動作に
ついて、保護者から主観的に評価した。
【結果】
合併症は裂足、斜指、Poland症候群を認めた。Snow-Littler法を行った1例でBrand法による追
加手術を行った。つまみ・にぎり動作は術後FDT値の改善を認め、メジャー法では全例指腹つま
みが可能であった。一方、先天性多発関節拘縮の1手で、術後経過とともに母指外転運動の低下
を認めた。保護者の主観的評価は、全例で大変満足または満足であった。
【考察】
指間形成術は、様々な症例に応じた術式の選択を要し、その術後成績も病態により異なると考
える。特につまみ・にぎり動作の改善を目的とする場合は、母指の潜在的機能評価が重要とな
る。今回の検討では種々の疾患を対象としたが、比較的良好な術後成績であった。
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1-10-3

二分併合法を用いた母指多指症治療　～爪形態を中心に～

○佐々木 薫1, 富樫 真二2, 関堂 充1

1筑波大学　医学医療系　形成外科, 2庄内余目病院　形成外科

【目的】
母指多指症の表現型は多彩であるため、臨機応変に様々な術式を駆使し、整容性、機能性に優
れた母指を形成する必要がある。中でも指や爪甲が健側と比較して小さい場合には、Bihaut-
Cloquet法として知られる二分併合法が選択されることがある。本法は難易度の高い手術であ
り、整容性に優れた爪形態を獲得することは難しいと考えられているが、今回我々は二分併合
法により爪形成を行った母指多指症治療について検討した。
【方法】
当科および関連施設にて手術を行った母指多指症113症例116手のうち、二分併合による爪形成
術を行った７症例7手を対象とした。診療録を用いてＸ線分類、手術術式、修正手術の有無、最
終診察時の爪形態、関節変形、安定性、可動域、の項目について後ろ向きに調査した。爪形態
については爪郭、爪甲形状、爪甲曲率、縦線形成の点から評価した。
【成績】
二分併合法を用いた爪形成症例は全母指多指症の６％であった。Ｘ線分類では基節骨型が5例、
中手骨型が2例であった。術式は末節骨のみ二分併合したのが2例、5例ではBihaut-Cloquet法に
準じた。修正手術は4例で行った。爪形態は優3例、良2例、可2例、不可０例であった。
【結論】
末節骨のみ2分併合したものは関節変形が残存しやすい傾向があった。一方Bihaut-Cloquet法に
準じたものは、指が太くなる傾向があり、それを矯正する追加手術を行っていた。今回の調査
では末節骨型に本邦を用いた症例は認めなかった。最終的な爪甲の形態は比較的良好であり、
症例によっては挑戦すべきと思われた。しかし、その修正手術率は高く、初回手術で満足のい
く形態を得ることは難しいことが示唆され、その手術適応は慎重であるべきと思われた。
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1-10-4

先天性伸筋腱中央索形成不全の臨床像と装具治療成績

○上村 卓也1, 日高 典昭2, 岡田 充弘1, 中村 博亮1

1大阪市立大学大学院　医学研究科　整形外科学

2大阪市立総合医療センター　整形外科

【目的】
生下時から手指PIP関節の伸展障害がみられる症例のうち、他動的にも伸展できない屈指症や屈
伸運動に伴って弾発現象がみられる弾発指と異なり、他動的には完全伸展できるが自動的には
伸展できない先天性伸筋腱中央索形成不全が存在する。本疾患について教科書や論文での記載
は少なく、その治療方針も一定しない。そこで先天性伸筋腱中央索形成不全の臨床像と装具治
療の成績について報告する。
【方法】
対象症例は16例22指（男児11例、女児5例）で、初診時平均年齢は10カ月（0-34）であった。罹
患指とその太さ（健側指との比較）、合併する先天異常、装具療法（装具装着時間とその治療
成績）について検証した。平均経過観察期間は2年1カ月（4カ月-4年11カ月）であった。
【結果】
両側罹患6例、片側罹患10例で、示指2指、中指15指、環指1指、小指4指で、両側罹患はすべて
同一指であった。罹患指が細いものが9指あった。合併先天異常は6例にみられた。21指で装具
療法を行い、装具装着から平均8.5カ月で全例PIP関節の完全伸展が可能となった。装具を終日
装着していた群（平均3.2カ月）が、装具の装着が不十分な群（平均14.8カ月）よりも完全伸展
に要する期間が有意に短かった。また罹患指が細い群（平均15.2カ月）が正常の太さの群（平
均3.7カ月）よりも完全伸展に要する期間が優位に長かった。関節不安定性が強く装具装着時に
過伸展となる1指は手術（中央索縫縮）を施行し、PIP関節の伸展が可能となった。
【結論】
本疾患の治療については早期に手術を施行している報告もあるが、本研究結果から装具療法が
第一選択であり、良好な治療成績であった。手術は装具療法が行えない例や無効例に限って適
応とするべきである。罹患指が細い症例や装具装着が不十分な症例では、完全伸展まで長期を
要する。
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1-10-5

先天性近位橈尺骨癒合症の前腕骨の3次元変形と術後成績の検討

○仲宗根 素子1, 大久保 宏貴1, 金城 政樹1, 村瀬 剛2

金谷 文則1

1琉球大学　整形外科, 2大阪大学　整形外科

【目的】
先天性近位橈尺骨癒合症(PRUS)の前腕骨に対して3次元変形解析を行い、骨の変形と橈尺骨分離
授動術後の成績について検討した。
【対象と方法】
2007年から2015年に当施設で加療したPRUSの20例28肢、平均年齢5.3 才（4～10）を対象とし
た。橈骨の前方脱臼11肢、脱臼なし6肢、後方脱臼11肢で、平均回内強直位は50°（1.2～97）
であった。術前のCTデータより前腕骨の3次元変形の解析を行った。手術は金谷法に基づき、橈
尺骨を分離したのち、分離部で橈骨の矯正骨切りを行い、再癒合防止のため両骨間に血管柄付
き筋膜脂肪弁を挿入した。術後は当科のプロトコールに沿ったリハビリを行い、回内外の可動
域を徒手的に計測した。平均経過観察期間は28か月であった。橈骨と尺骨の3次元変形と術後の
回内外の可動域の関係について検討した。
【結果】
尺骨は橈屈変形（平均3.4°）、回内変形（29 °）、伸展変形（4.1°）を、橈骨は尺屈変形
（5.9°）、回内変形（16°）屈曲変形（3.2°）を認めた。術後の可動域は回外が平均19°（-
30°～60°）、回内が平均59°（45°～80°）であった。尺骨の回内変形と術後の回外方向へ
の可動域の間には負の相関を認めた（r2=0.47、P＜0.05）。そのほかの変形と術後可動域と間
には相関は認めなかった。
【考察】
本疾患に対する授動術には、分離術に加え橈骨の矯正骨切り術が行われているが、これまで、
尺骨に対しては検討されていなかった。本研究より、尺骨の内旋変形が強い症例では術後の回
外可動域が得にくいことが明らかとなり、尺骨の回旋矯正骨切り術を加えることにより手術成
績の向上が期待できると思われた。

S274



1-10-6

先天性橈尺骨癒合症に対する血管柄付き筋膜脂肪弁移植の長期経過

○金谷 耕平1, 射場 浩介2, 山下 敏彦2

1JR札幌病院　整形外科, 2札幌医科大学整形外科

【目的】
先天性橈尺骨癒合症に対して、癒合部を分離したのちに橈骨頸部で矯正骨切りを行って橈骨頭
の脱臼を整復し、分離部に遊離血管柄付き筋膜脂肪弁を充填する術式(Kanaya法)は、前腕の回
旋可動性を獲得できる優れた方法であるが、長期成績は明らかではない。Kanaya法を施行し、
術後8年以上の経過観察が可能であった先天性橈尺骨癒合症の経時的な可動域を調査した。
【対象と方法】
 1999年から2005年までに当科でKanaya法による治療を行った先天性橈尺骨癒合症の4例6肘を対
象とした。男児が3例で女児が1例、手術時平均年齢は8歳(5-12)であった。左が2例で両側が
2例、Cleary分類でIからIIIがそれぞれ1肘、IVが3肘であった。強直の肢位は、1肘が中間位、5
肘が10°から25°の回内強直であった。術後平均経過観察期間は10年(8-12)であった。術前お
よび術後経過における肘屈曲伸展可動域および回旋可動域を検討した。
【結果】
肘関節可動域（伸展/屈曲）は、術前で+3/130°、術後1年で-4/135°、術後3年で+6/138°、最
終経過観察時で-2/139°であった。回旋可動域（回内/回外）は、術後1年で39/23°、術後3年
で44/30°、最終経過観察時で35/7°であった。最終経過観察時の回外角度は術後1年と比較し
有意に減少していた(p＜0.05)。
【考察】
先天性橈尺骨癒合症に対するKanaya法の3年以上の長期成績および経過中の経年的変化に関する
まとまった報告はない。今回の研究では、肘関節可動域は経過を通じて維持された。回旋可動
域は、回内は術後から最終観察時までほぼ維持されたが、回外は術後1年に比較して最終観察時
にはやや制限される傾向であった。
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1-10-7

手のfocal dystoniaの治療

○鈴木 正孝, 奥村 啓子

あいせい紀年病院整形外科

手のfocal dystoniaの治療方法や成績に関した報告は少ない。われわれは2004年より一定の方
針で治療を行ったのでその方法と治療成績を報告する。対象症例対象症例は12年間に当院受診
した31例中治療を行った30例(男13例、女16例)で、タイプ別には単純型15例、ジストニア型
9例、進行型6例である。初診時年齢は21歳から70歳、治療開始までの期間は2ヶ月から40年であ
った。治療方法暗示療法、利き手交換、書字訓練、バイブレーション、装具療法、薬物療法を
患者の状態により組み合わせて行った。暗示療法は全例に行い、利き手交換も楽器などによる
症例を除き片側例全例に行った。書痙に対しての書字訓練は全例施行した。装具療法は関節を
保持することにより症状が改善するものに対して使用した。バイブレーションはバイブレータ
ーを当てることにより症状が軽減するものに対して使用した。薬物療法は漢方薬、抗不安薬な
どを適時使用したが有効な症例は少なかった。結果治療成績は発症後治療開始までの時間が大
きく影響していた。完全回復は6例で5例が発症1年以内に治療開始していた。発症4年経過例1例
を除き1年以上経過例では完全回復例はなかったが、40年経過例でも多少の改善が得られた症例
もあった。完全回復例では再発はなかったが、不完全回復例では悪化改善を繰り返している症
例もあった。完全回復例は単純型2例、ジストニア型2例、進行型2例でdystoniaのタイプより治
療までの時間が結果に影響していた。結論治療困難とされる手のfocal dystoniaでも1年以内に
治療を行えば、比較的良好な成績を得る症例もあり、完全治癒例での再発はなかった。1年以上
経過すると完全治癒の可能性は低くなるが一定の効果を得られる症例もあった。
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1-10-8

職業音楽家のフォーカル・ジストニアに対する薬物治療

○酒井 直隆1

1東京女子医大附属成人医学センター, 2さかい整形外科

【目的】
難治性の職業音楽家のフォーカル・ジストニアに対し、ジストニア症状を起こす演奏動作を低
速度でくり返すSlow Down Exerciseを行ってきたが、長期の治療期間を要することが問題であ
った。今回この演奏によるリハビリテーション訓練に薬物治療を併用して有効であったので、
報告する
【方法】
対象はフォーカル・ジストニアと診断された職業音楽家91例であり、平均年齢は30歳、男30・
女61例であった。楽器別ではピアノ64例、弦楽器18例、管楽器8例、打楽器1例であった。治療
はSlow Down Exerciseで治療した群（Exercise群）が46例、これらの訓練に薬物治療を併用し
た群（投薬群）が45例であった。投薬群の処方内容は1日量で芍薬甘草湯7.5ｇ、メキシチレン
300mgであった。
【成績】
Slow Down Exerciseによってジストニア症状が消失する演奏速度が上昇した例は全体で89例で
あり、正常速度まで回復した治癒例がExercise群で18例、投薬群で17例であった。治癒までに
要した治療期間はExercise群が平均19.0±15.4カ月、投薬群が12.0±6.1カ月であり、投薬群の
治療期間が有意に(p＜0.05)短かった。
【結論】
音楽家のジストニアの薬物治療として抗コリン薬が処方されることがあるが、眠気、精神症状
などの副作用があり長期服用が困難なことが多い。今回の薬物治療は、演奏によるリハビリテ
ーション訓練に併用することにより、治療期間を短縮し患者自身に回復傾向を自覚させた点で
有効であった。
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1-10-9

Buerger病に対する脊髄刺激療法の使用経験

○佐藤 宗範, 今井 龍太郎, 井田 夕紀子, 小野 紗耶香
松村 一

東京医科大学　医学部　形成外科学分野

【はじめに】
Buerger病は四肢の主幹動脈の閉塞性の血管全層炎と同部位の血栓性閉塞をきたす疾患である。
症状は安静時疼痛や虚血性皮膚潰瘍、下肢の場合は間歇性跛行がある。日本において本疾患へ
の脊髄刺激療法（Spinal Cord Stimulation：以下SCS）を適応した報告は少なく、特に潰瘍病
変に対する有効性についての報告はない。我々は手指に生ずるコントロール不良な疼痛と難治
性の指尖部潰瘍をきたすBuerger病患者に対してSCSを施行し、良好な結果が得られたので報告
する。
【症例1】
48歳男性。38歳時に指尖部の潰瘍が出現しBuerger病の診断となった。胸部交感神経遮断手術な
ど施行するも病状は好転せず、指尖部潰瘍の断端形成が繰り返し行われた。48歳時にコントロ
ール不良の疼痛と難治性の指尖部の潰瘍に対してSCS装置の挿入を行った。挿入直後から末梢循
環の改善と疼痛のコントロールが得られ、間もなく創閉鎖に至った。
【症例2】
47歳女性。44歳時にBuerger病の診断となった。46歳時に症例1同様にコントロール不良の疼痛
と難治性の指尖部潰瘍に対しSCSの挿入を行い、直ちに創閉鎖に至った。
【考察】
SCSは1976年にCookらによって疼痛を伴う足の虚血性潰瘍に用いられ、疼痛と末梢循環の改善が
報告された。そのメカニズムは未だ不明な部分もあるが、リードからの電気刺激によって脊髄
後索を刺激することで神経障害性疼痛を緩和する。また電気刺激が交感神経シグナルを抑制し
血管拡張が起こるため末梢循環が改善されると考えられている。Buerger病に対するSCSは四肢
の鎮痛と同時に末梢循環および潰瘍の改善が得られる有効な選択肢の一つである。
【結論】
SCSは末梢血管障害やCRPSの疼痛に対しても有効性が認められているが、我々は本邦でわずかし
か報告のない手指のBuerger病に対してSCSを適応し良好な結果を得た。
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1-10-10

Microgeodic disease の治療経験

○高木 陽平1, 藤岡 宏幸2, 常深 健二郎3, 戸祭 正喜4

田中 寿一5

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

3市立川西病院　整形外科, 4川崎病院　整形外科, 5青洲会アイワ病院　整形外科

【目的】
Microgeodic diseaseは手指に紡錘形の腫脹や疼痛を生じ単純X線像で特徴的な透亮像を呈する
病態である。Microgeodic diseaseと考えられた5症例を経験したので報告する。
【症例】
症例は男児5例であり、発症年齢は4から12歳、罹患指は中指4例小指1例であった。発症時期は
すべて寒冷期であり、誘因なく手指の腫脹と疼痛、可動域制限が生じた。単純X線像では全例指
節骨に多数の小骨透過像を認めた。発症から単純X線像に変化を来すまでの期間は1から3ヵ月で
あった。MRIでは全例においてT1強調像で低-等信号域、T2強調像で高信号域を示し、いわゆる
骨髄浮腫像を呈していた。血液検査において白血球やCRP上昇など炎症所見を認めた症例はなく
Microgeodic diseaseと診断し、経過観察した。発症から症状軽快するまでの期間は3から6ヵ月
を要し、すべての症例において単純X線像の骨透過像の改変も良好であった。
【考察】
Microgeodic diseaseは1970年にMaroteuxが初めて報告した手指に紡錘形の腫脹や疼痛、発赤を
生じる病態で、単純X線像で指節節骨に1mm程度の骨透過像を多数認めることが特徴である。疼
痛や発赤、X線所見などから骨髄炎や骨腫瘍との鑑別が重要である。また、寒冷期に発症するこ
とが多いので、しもやけなどとも鑑別する必要がある。本報告での5症例は、症状、血液検査で
炎症反応の亢進を認めないこと、特徴的なX線所見などからMicrogeodic diseaseと診断し、感
染や腫瘍性疾患を鑑別疾患として念頭にいれながら、経過観察することにより良好な経過をと
った。私たちの経験した症例に関しては、経過観察中に問題は生じなかったが、手指変形や病
的骨折を生じた報告もあるので、発症後半年からl年程度の期間注意して経過観察を行う必要が
ある。
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指節骨に対するMasquelet法

○荻原 弘晃, 宮城 道人, 牧野 絵巳, 杉浦 香織

浜松赤十字病院　整形外科

【目的】
Masquelet法は下肢長管骨欠損で用いられる再建法で、上肢での報告は少ない。我々は指節骨の
骨欠損5例に対して本法を用いて再建し、本法の有用性と問題点について検討した。
【対象と方法】
対象は41～80歳（平均年齢65.2歳）の男性3例、女性2例である。骨欠損の原因は全例感染によ
る骨髄炎で、罹患指は示指2例、中指2例、環指1例で、末節骨の骨欠損3例、中節骨から末節骨
にかけての欠損が2例であった。骨欠損の長さは6～12mm（平均8.4mm）であった。感染発症から
手術までの期間は9～94日で、初期の3例は抗菌薬投与等で感染の鎮静化を図った後に、その後
の2例は初診日に感染巣の掻爬と同時に手術を行った。手術法はfirst stageとして、病巣を掻
把してバンコマイシン入骨セメントを充填し、シーネ固定を行った。約1か月後にsecond stage
として、骨セメントを除去して橈骨遠位より採取した海綿骨を移植した。固定は鋼線を用い
た。
【結果】
全例で感染は鎮静化した。経過中に骨セメントが充填部より転位した症例が2例みられたが、全
例移植骨の吸収はなく骨癒合が得られた。
【考察】
Masquelet法は骨セメント挿入により周囲の軟部組織との間に膜を形成され、移植骨が吸収され
ずに良好な骨形成が得られる方法であることが知られている。手指に生じた骨髄炎は十分な掻
把が困難で感染制御に難渋することがある。また、骨欠損に対する再建では移植骨が吸収され
るなどの問題があり、再建は難しい。本法は指節骨における骨髄炎に対して、感染制御と骨欠
損の再建が可能となる有用な方法である考えた。本法を指節骨に行う問題点として、骨セメン
トの固定が難しく経過中に転位する可能性があること、骨移植後の固定は鋼線のみで強固な固
定が困難であることなどがあげられる。
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手指粘液嚢腫が原因と考えられた化膿性関節炎6例の検討

○中井 生男, 江畑 龍樹, 木檜 晃, 後藤 憲一郎

佐倉整形外科病院

【目的】
手指粘液嚢腫はへバーデン結節にしばしば合併する. 粘液嚢腫自体が日常生活動作の低下を来
すことは少ないが, 感染を合併すれば化膿性関節炎へ進展し著しい関節機能の低下をきたす可
能性がある. 今回我々は, 粘液嚢腫が原因と考えられた遠位指節間（DIP）関節化膿性関節炎に
対し手術加療を要した6例を経験したので報告する.
【方法】
平成26年11月から平成28年10月までに手指粘液嚢腫が原因と考えられた化膿性関節炎のうち,
手術加療を要した症例は6例6指であり, 男性3例, 女性3例, 年齢55から76歳(平均64.3歳), 観
察期間3から23か月(平均14.3か月)であった. 6例中5例は初診時にDIP関節の腫脹と発赤, かつ
粘液嚢腫の存在を示唆する菲薄化した皮膚領域を認め, 直下に膿の貯留が疑われた. これを切
開して膿の流出を確認し化膿性関節炎を疑い関節内洗浄, 掻爬を行った. その他の1例について
は初診時に明らかな膿の流出は認めず, 初回手術時は通常の皮弁形成術を施行したが直後より
化膿性関節炎を呈し, 初診時にすでに感染が成立していたと考えられ, すみやかに関節内洗浄,
掻爬を行った. 術後はシーネ固定あるいはK-wireによる固定を行い, 炎症所見が消失するまで
経静脈あるいは経口的に抗生剤を投与した.
【成績】
感染は鎮静化したが1例では疼痛が残存したため, 後に関節固定術を施行した. その他の5例で
は疼痛は消失した. 最終観察時, DIP関節可動域のarcは平均7.6°と著しく低下した. 1例で側
方動揺性の残存を認めた.
【考察】
いずれの症例においても感染は沈静化しても関節機能は著しく損なわれていた. へバーデン結
節に粘液嚢腫の合併を認めた場合は, 化膿性関節炎に進展する可能性を念頭におき予防的手術
加療も考慮される.
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化膿性DIP関節炎の治療経験

○山口 太平1, 鈴木 智史1, 豊泉 泰洋1, 長尾 聡哉2

長岡 正宏1

1日本大学　医学部　整形外科学系　整形外科学分野, 2みつわ台総合病院

【はじめに】
化膿性DIP関節炎は初期診断が困難な場合があり、治療の遅れによる機能障害の残存が問題とな
る。本疾患に対して手術治療を施行した7例の治療成績を報告する。
【対象と方法】
対象は手術治療を行った7例7指で、男性5例、女性2例で初回手術時の年齢は平均52.9歳だっ
た。罹患指は右4例、左3例で、示指5例、環指2例だった。発症から手術まで平均31.4日、経過
観察期間は平均28.5週だった。6例は前医で経口抗生剤の初期治療を受けていた。感染の原因は
骨性マレット指術後・犬咬創・粘液腫自壊が各2例、末節骨開放骨折後遅発性感染が1例だっ
た。4例に糖尿病があり、1例は乾癬も併発していた。5例で起炎菌を同定でき、内訳はMSSA・
Klebsiella pneumoniae・Bacteroides. Sp.・MRSA・Bacteroides. fragilis.が各1例だった。
術前単純X線で6例に感染の骨破壊があった。
【結果】
初回手術は、全例で感染組織と腐骨を掻爬切除し生理食塩水で洗浄し、4例に抗生剤
（gentamicinまたはvancomycin）入りセメント、1例に抗生剤（piperacillin）入りβTCPを充
填した。6例に2期手術を追加し、掻爬のみと中節部切断が各1例、掻爬に追加し自家骨移植
3例、βTCP充填1例であった。自家骨移植した3例はDIP関節固定し、2例にheadless
compression screw、1例に創外固定を使用した。切断した1例で軽度の断端部痛が残存したが、
他の6例では疼痛は消失した。関節固定と切断を除いた3例のDIP関節可動域はいずれも制限され
ていた。
【考察】
本疾患はひょう疽、爪周囲炎、蜂窩織炎などと鑑別がつき難く、安易な初期治療で診断が遅れ
る。単純X線で骨破壊の所見がなくても臨床所見で疑われたら適切な治療を行うことで感染の鎮
静化が得られる。骨破壊が広範囲だと自家骨移植と関節固定が必要だが、患指温存は軟部組織
損傷の程度による。

S282



1-10-14

手指化膿性腱鞘炎に対する治療成績の検討

○小林 彩香1,2, 原 友紀3, 松本 佑啓3, 西浦 康正4

山崎 正志3

1筑波大学附属病院　整形外科, 2キッコーマン総合病院　整形外科

3筑波大学医学医療系　整形外科, 4霞ヶ浦医療センター　整形外科

【目的】
化膿性腱鞘炎に対する当科での治療成績につき検討報告する。
【対象と方法】
対象は2000年8月から2016年9月に当科にて手指の化膿性腱鞘炎と診断し入院加療を行った23例
23手とした。年齢は23-85 (平均65.7 )才、男性15例、女性8例であった。注射や外傷の既往の
あるものが8例、基礎疾患はステロイド内服9例、糖尿病7例、癌化学療法中2例、血液透析1例、
肺結核の既往1例であった。21例に滑膜切除術および抗菌薬投与、2例は保存的治療を行った。
【結果】
発症から手術または抗菌薬投与開始までの期間は平均107 (1-730 )日であった。起炎菌が同定
できたのは13例であり、一般細菌9 (MSSA 3、緑膿菌 2、G群溶連菌1、Pasturella multocida
1、MRSA 1、MRSE 1 )例、非定型抗酸菌4 (Mycobacterium intracellulare 2、Mycobacterium
kansasii 1、Mycobacterium. spesies 1 )例であった。菌が検出されなかった10例中2例は術中
所見、病理所見から非定型抗酸菌を疑い抗結核薬の内服を行った。抗菌薬投与期間は平均117
(21-548)日、治療期間は平均180 (21-1458 )日であった。23例中5例は複数回の手術を要した。
抗菌薬終了後の再発を3例に認めた。再発した3例のうち1例はM.intracellulare、2例は起炎菌
不明であった。M.intracellulareの1例は経過中に足関節へも感染を合併し、計4回の手術を要
した。他の2例中1例は入院拒否のため外来で抗菌薬加療を行い、一旦は沈静化したものの早期
に再燃し手術を行った。残り1例は保存加療で治癒後、6か月で再発を認め、再度の保存加療で
治癒した。
【考察】
化膿性腱鞘炎は基礎疾患や起炎菌の検出率の低さから、治療に難渋することも多い。起炎菌不
明の際には、十分なデブリドマンおよび非定型抗酸菌も考慮した抗菌薬選択、臨床所見に応じ
た十分な期間の投与が必要である。
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上肢猫咬傷における感染症例の検討

○前田 明子, 西田 欽也, 蔡 栄浩

手稲渓仁会病院　整形外科　上肢センター

【目的】
当院における上肢猫咬傷のうち、感染に至った症例について検討する。
【対象と方法】
2006年1月～2016年9月に当院を受診した上肢猫咬傷157例のうち、感染徴候があり創治癒までフ
ォローし得た62例を対象とした。深達度および最終診断、受傷部位、治療内容、起炎菌などを
調査した。なお感染深達度は、皮下までを表層感染、筋層・腱組織より深いものを深部感染と
した。
【結果】
表層感染は50例、深部感染は12例であった。深部感染の詳細は、化膿性屈筋腱炎5例、化膿性屈
筋腱炎＋骨髄炎1例、化膿性伸筋腱炎2例、化膿性関節炎1例、化膿性関節炎＋骨髄炎1例、骨髄
炎1例、母指球筋内膿瘍1例であった。受傷部位別では、手指や関節近傍を受傷し深部感染にい
たる例が多かった。深部感染症例の受傷部位はそれぞれ指関節7例（DIP1、PIP4 、MP2）、母指
（関節外）2例、手掌1例、手関節1例、前腕1例であった。表層感染症例の受傷部位はそれぞれ
指関節5、手指（関節外）13、手掌6、手背18、手関節4、前腕7例であった（重複あり）。全例
で抗生剤加療や洗浄ドレーナージなどにより感染コントロールはついたものの、感染した組織
が温存できなかった深部感染症例が2例あり、それぞれ腱断裂および関節癒合に至った。また創
部培養結果はPasteurella multocidaが最も多かった。
【考察】
猫咬傷は、動物咬傷のなかでも深部感染を起こしやすいといわれている。今回の調査結果から
は、指や関節近傍など、皮膚から腱・骨などの深部組織までが近い部位で深部感染をきたす傾
向があった。傷は小さいが、鋭利な歯が深部まで到達することが一因であると推察される。
【結語】
上肢猫咬傷による深部感染症について調査をおこなった。特に指・関節近傍の受傷は深部感染
に注意が必要である。
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Non-Tuerculous Mycobacterial tenosynovitis of the hand

○Dong Hee Kim, Yil Ju, Sung-won Jung
Jin Sung Park

Departments of Orthopedic Surgery, Samsung Changwon Hospital, Sungkyunkwan University School o

f Medicine / Departments of Orthopedic Surgery,Gyungsand National University Hospital, Gyungsa

ng University School of Medicine

Non-tuberculous mycoactrium(NTM) is world-wide organism from environment ( soil,
water) or <a name="_GoBack"></a>in animal resolver. NTM tenosynovitis has been
reported through small case series, therefore several factor related with treatment -
antibiotics therapy, surgical debridement, time of drug administration is various and
has controversy. We reported that outcomes of chronic tenosynovitis in the hand
caused by NTM infection with surgical debridement and drug administration at two
center in Korea.
From 2010 to 2015, seventeen patients who had a non-tuberculous tenosynovitis of the
hand were treated at two center. There were 5 male and 12 female patients. The
average age was 62. 8 years. Symptom were present for 1̃24 months( average 7.9
months). A history of trauma or operation were reported in 8 cases. The average
histoy of steroid injection before diagnosis were 1.1 times. Most common species is
mycobacterium intracellulare(9 cases), second is mycobacberium marium/ulcerance co-
infection(3 case). Mycobacterium chelonae, Mycobacterium abscessus, Mycobacterium
Szulgai, Mycobacterium gordonae, Non-classified were each a cases. All patients has
treated by combination therapy - extensive tenosynovectomy and antibiotics. The mean
times of surgical debridement were 2.77 and the average period of antibiotic
administration was 8. 14 months.
NTM tenosynovitis of the hand is rare and difficult to diagnosis and treatment. In
this study, our data - spices of mycobacterium and extensor involvement, and female
infection - were different from published papers. Therefore, Physician need on going
attention and patience for early diagnosis.
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四肢不全麻痺例における下位僧帽筋移行による肘関節伸展の再建

○今泉 督

沖縄県立中部病院　形成外科

【はじめに】
肘関節伸展の再建に広背筋を用いた報告が散見されるが、脊髄損傷例においては広背筋は車椅
子の操作や体幹の安定性維持に重要であり、その使用が躊躇される。今回C7以下の頸髄損傷に
よる四肢不全麻痺症例に下位僧帽筋移行による肘関節伸展再建を行い良好な結果を得た。
【症例】
45歳男性、C7以下の頸髄損傷で車椅子生活の状態であるが、パソコンを用い自宅で仕事をして
いる症例である。両側で肩関節運動機能は保たれ、肘関節屈曲力はMMT5/5であるが、上腕三頭
筋は麻痺し肘関節の自動伸展は不可能で、肘関節の軽度関節拘縮を認めた。その結果、机上の
マウスに手を伸ばすには上肢を肩関節で机上に置き、体幹で前腕を回外位にした後に重力で肘
関節を伸展させていた。また体を覆った布団を下ろす際にも介助を要した。
【方法】
利き手側の左肘関節屈曲拘縮の保存的解除後に手術を行った。L3の高さで下位僧帽筋に腰背筋
膜を付けC7の高さまで棘突起から僧帽筋を切離し挙上し上腕三頭筋停止部に移行した。この
際、大小菱形筋部で神経と血管茎の剥離延長操作を要した。肩関節伸展0度、上腕内転0度、肘
関節伸展0度の肢位で移行した腱を上腕三頭筋停止部に固定し、肩関節伸展30度、上腕内転
0度、肘関節屈曲20度の肢位で4週間固定した。
【結果】
副子を外した当日から肘関節伸展が行えた。術後6ヶ月目の移行した僧帽筋による肘関節伸展力
はMMT3/5であるが、先に述べた困難はすべて解消された。上中位僧帽筋機能は保たれている。
【考察】
本法は2009年にBertelli JAが腕神経叢損傷後の肘関節伸展再建に用いたが、その後の追試はな
い。本法は頸髄損傷例において重要な広背筋を用いず、脊髄損傷とは無関係の脳神経である副
神経支配の僧帽筋を利用し、術後早期から肘関節伸展を可能にさせる画期的で有用な術式であ
る。
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当科における胸郭出口症候群の手術成績ー肩甲骨位置による検討

○國吉 一樹1, 松浦 佑介1, 廣澤 直也1, 山崎 厚郎1,2

鈴木 崇根2

1千葉大学大学院　整形外科学, 2千葉大学大学院　環境生命医学

【目的】
Cleinは肩甲骨低位により頚椎単純X線側面像でT2まで見え，腕神経叢の牽引症状を呈する疾患
をDroopy shoulder syndromeと定義，予後不良であることを示唆した．胸郭出口症候群（以下
TOS）の手術症例について肩甲骨低位が成績に影響するかどうかを頚椎単純X線側面像を元に検
討したので報告する．
【方法】
対象はTOSの診断の後，保存療法無効で手術し，1年以上経過観察可能であった21例22肢．男性
8例，女性13例．手術時平均年齢31.6歳 (range: 15-59)，初診までの平均有症状期間3.4年
(range: 2ヶ月-10年)．体幹に対する肩甲骨位置の指標として頚椎立位単純X線側面像で鎖骨が
椎体前面を横切る交点をCV点と定義して検討．椎体を，隣接椎間板腔中央を含めて1/3ずつ区切
りCVがどのレベルの椎体のどの部位に位置するかを記録．CV点と年齢，性別との相関と，さら
に術前後のVASおよびqDASHに与える影響を検討．術後平均経過観察期間は4.2年（1-12年）．
【結果】
CV点はC7中央1/3からT2下位1/3に分布，中央値はT1下位1/3が5例で最多．T1中央1/3を含めて上
位にあるものを上位群，それより下位にあるものを下位群に分類すると上位群12例，下位群10
例となった．上位群では男性4例女性8例平均年齢31.6歳，下位群では男性4例女性6例平均年齢
31.6歳で，両群間に男女比，年齢で有意差を認めなかった．術前VASは上位群71.5±9.7，下位
群78±11，術前qDASHは上位群54.7±15.9，下位群60.4±19.1，術後VASは上位群15.5±18.3，
下位群20.2±19.7，術前qDASHは上位群13.6±15.1，下位群17.3±18.2で, 両群ともに術後は有
意に改善していたが，いずれも両群間に有意差を認めなかった．
【考察】
下位群では腕神経叢の牽引がより強く，成績は上位群に劣ると仮説したが否定された．今後，
症例数を増やしてさらなる経過観察を行いたい．
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1-10-19

上位型腕神経叢損傷に対する部分尺骨神経移行術の長期成績―10年
以上経過例の肘屈曲筋力と患者主観的機能評価―

○永野 裕介, 岩崎 倫政, 船越 忠直, 河村 太介
松井 雄一郎

北海道大学　大学院医学研究科　整形外科

【背景】
上位型腕神経叢損傷に対しての肘屈曲機能再建術として、1994年にOberlinは筋皮神経への部分
尺骨神経移行術（以下Oberlin法）を報告した。このOberlin法は手術侵襲が少なく、神経再支
配が早いことにより早期に良好な筋力回復が得られるという報告が多く、近年は肘屈曲再建法
のGold Standardになっている。これまでの報告は術後3年以内の客観的筋力評価に関するもの
がほとんどであり、10年以上経過例の筋力評価および患者主観的な機能評価の報告はない。当
科では2001年からOberlin法を行っており、術後10年以上経過した症例を6例経験している。
【目的】
上位型腕神経叢損傷に対しOberlin法を行い術後10年以上経過した症例の肘屈曲筋力と患者主観
的評価を調査すること。
【対象・方法】
手術時平均年齢は29.5（20-52）歳、男性5人、女性1人。全例交通事故による受傷であった。術
後平均経過観察期間は13（11-15）年。最終経過観察時の肘屈曲筋力評価と針筋電図測
定、Quick  DASHによる主観的機能評価を行った。
【結果】
肘屈曲筋力は術後2年以内にMMT4を獲得した5例中4例では維持されていたが、1例は外傷性脊髄
空洞症を発症し筋力低下していた。術後2年でMMT3の1例は著変なく3であった。術後最長15年経
過した例での上腕二頭筋筋電図では良好な干渉波が得られたが多相性の波形が見られた。Quick
DASHは平均36点であったが、点数が高い群と低い群に分かれていた。
【考察】
術後2年以内に肘屈曲筋力がMMT4以上に回復し合併症のない例では、10年以上経過しても良好な
筋力を維持し、筋電図波形からは神経の再支配が示唆された。肘以外の障害が小さい例では客
観的・主観的評価ともに長期の良好な成績が得られることが示唆された。
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上位型腕神経叢損傷に対する神経移行による肩機能再建手術成績の
検討

○星川 慎弥1, 飯島 準一2, 北 優介2, 原 由紀則2

田尻 康人2

1都立広尾病院　リハビリテーション科, 2都立広尾病院　整形外科

【目的】
上位型腕神経叢損傷に対する肩機能の再建としては、従来、肩関節固定術や筋腱移行術などが
行われてきた。近年、神経移行術による肩機能再建の報告がなされているが、本邦においてま
とまった報告は少なく、今回その成績を調査した。
【対象・方法】
2003-14年に当院で上位型腕神経叢損傷に対し神経移行術による肩機能再建を実施し、追跡可能
であった12例。平均年齢は26歳、損傷型の内訳はC5-6型3例、C5-7型9例であった。カルテ記載
から肩自動外転角度、回復期間などを後ろ向きに検討した。
【結果】
肩甲上神経への移行神経は、11例が副神経脊髄根枝、1例が横隔神経であった。腋窩神経へ
は、5例が橈骨神経上腕三頭筋枝、3例が胸背神経、1例が外側胸筋神経、3例が移行なしで、平
均観察期間は7年9か月だった。最終的な自動肩外転角度は最大140°、最小10°であり、90°以
上の外転が得られたのが5例(42%)で、要した期間は平均35か月であった。C5-6型の3例は全例
90°以上に回復、C5-7型は2例(22％)で90°以上の回復であり、C5-6型での回復が有意に良かっ
た(P=0.045)。
【考察】
90°以上の肩外転が可能となるまで平均で約3年を要しており、レバーアームの長さから末梢の
筋より長期の回復期間を要する。術後3年に満たない例が4例含まれ、今後の回復継続が期待さ
れるため、引き続き検討が必要である。C5-7 型に比べ、C5-6型で回復が良好で、これは肩外転
補助動筋の機能残存や肩甲骨の安定性が影響している可能性がある。上位型損傷、特にC5-6型
損傷における肩機能再建のための神経移行術は有用な方法である。
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1-10-HS1-1

上肢変形矯正シミュレーションとカスタムガイドを使った手術の実
際

○村瀬 剛

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

撓骨遠位端骨折変形治癒、前腕骨折変形治癒、内反肘変形、マーデルング変形などの上肢変形
に対して矯正手術を行う際には、3次元的に正確な解剖学的矯正が重要である。しかし、単純Ｘ
線画像に基いた手術計画と術者の経験・技量に依存した従来の手術方法では自ずと限界があっ
た。我々が開発したコンピューターシミュレーションに基づく患者適合型ガイド（PMI）を用い
た矯正骨切り術は、従来不可能であった正確な3次元矯正を実現することで、良好な機能再獲得
が可能とする。
CTスライスデータから専用ソフトウェアで骨の表面形状を抽出した骨表面モデルを用い、患側
モデルと健側鏡像モデルを比較することで３次元変形軸と変形量が求まる。それに基いて最適
な矯正方法をシミュレーションする。シミュレーションデータをメーカーに送付すれば、それ
に基づくPMIとカスタムメイドプレートのデザインが提案されるので、必要に応じて修正の上、
製造を依頼する。
実際の手術ではPMIを予定した骨表面部位に嵌合させ、PMIに沿ってドリリングと骨切を行
う。PMIを取り外してカスタムプレートをスクリュー固定すれば矯正と内固定が同時に行える。
同システムは橈骨遠位端と上腕骨遠位端に保険適応が認められており、橈骨遠位端骨折変形治
癒、同部の早期骨端線閉鎖、マーデルング変形、小児・成人内反肘変形などが具体的な対象で
ある。適応拡大を目指した先進医療を現在実施中で、１年後には前腕骨幹部変形など他部位の
適応が得られ、プレートのデザイン自由度も大幅に拡大する見込みである。
専用のシミュレーションソフトウェアに習熟し、カスタムガイドの使用方法や特性を知ること
が本システムを利用する上で重要となる。本セミナーでは、このシステムを用いた治療方法の
解説に加えて、実演や実習を交え、実践的な技術習得を目指す。
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1-10-HS1-2

患者適合型骨切りガイド及びカスタムプレートを用いた上肢変形矯
正の経験

○松本 泰一

倉敷中央病院　整形外科

様々な骨変形に対する矯正手術に際して、コンピューターシミュレーションに基づく患者適合
型骨切りガイド（PMI）を用いて三次元矯正骨切りを施行し、解剖学的に矯正することが可能と
なってきた。現在までに橈骨遠位端骨折後変形治癒3例、小児顆上骨折後内反肘変形2例、先天
性橈尺骨癒合症2例、計7例に対してPMIを用いて矯正骨切りを行った。それぞれの代表症例を報
告する。
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1-RT1-1-1

手指中・基節骨骨折、中手骨骨折に対する外科的治療の問題点-VA
ロッキングハンドを用いた今後の展望と可能性

○高崎 実, 畑中 均, 古庄 寛子

九州労災病院　整形外科

一般的に骨折に対するplate固定は、骨折治療の標準的治療の一つであるが、中手骨骨折や指節
骨骨折の骨接合については、強固なplate固定を行うこと困難である場合がある。特に、指節骨
骨折においてこの傾向が強い。これは、今までは手指に対して適切な大きさのlocking plateが
存在せず、non-locking plateでは最低骨片に2～3本のscrewが刺入できないと固定力に問題が
あったため、骨の大きさや関節までの距離、滑走する腱などの関係から強固なplate固定を行う
ことが難しかったことが原因である。このたび、新たな指節骨・中手骨用のlocking plate
systemであるVA locking Hand systemが登場し、手指骨折治療に対する有用なtoolとなること
が期待される。また、今後増加するであろうと思われる高齢者の骨粗鬆症患者における手指・
中手骨の骨折に対しても有用である。
従来の手指・中手骨骨折治療（当院では、VariAx Hand systemも基本的に使用できなかった関
係で、ほぼ従来の骨接合法を第一選択としていた ）での課題や難治症例を提示し、このplate
systemを用いての治療の可能性や問題点などについて、検討を行う。
当院での今までの手指骨折治療で、再転位をきたしたり追加外固定を用いる必要があったの
は、高齢者での骨粗鬆症患者における骨折と、lag screw2本だけで固定し保護plateを使用して
いなかった場合であった。さらに骨折が粉砕しているものは保護プレート固定がnon-lockingで
は適切にできないため、早期可動域訓練ができなかったため可動域制限をきたすものがあっ
た。また今後の展望としては、開放骨折に伴う高度粉砕骨折に対して早期のconversionでの使
用なども可能であり、これらの治療成績が向上する可能性を期待している。
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1-RT1-1-2

中節骨基部PIP関節内骨折およびPIP関節背側脱臼骨折に対する掌側
プレート固定術

○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

中節骨PIP関節内骨折およびPIP関節背側脱臼骨折は、その治療法には多種報告があるが、整復
法および内固定法で確実な方法が確立しておらず、治療に難渋することもしばしばである。
陥没した関節内骨片の整復では、骨孔から経髄内整復するHintringer法や、片側側副靭帯を切
離して関節面を展開する方法、両側側副靭帯を切り過伸展させて展開するshot gun approachな
どがある。脱臼整復と適合性維持には、extension block pinやRobertson牽引、静的創外固
定、動的創外固定などが用いられる。
演者らは、掌側からの支えプレート固定をしばしば選択し施行している。まずtemporary
extension block pinを経皮刺入し、掌側をzig-zag切開で展開する。A3、C2腱鞘およびA4腱鞘
の近位部を損傷側から切開し、FDS片側停止部を剥離してFDPごと反対側へ翻転して骨折部を露
出させる。extension block pinの効果で指伸展により関節面掌側は開き、掌側板付きの掌側骨
片を近位へ翻転すると関節面陥没骨片が見える。この際側副靭帯は切離しない。陥没骨片を近
位へ押し下げて整復し、できた空隙にはbeta-TCPを充填する。翻転した掌側板付き掌側骨片を
整復し、掌側からhook状にしたmodular hand 1.3mmプレートを設置する。hook側を掌側版に引
っ掛けて、骨幹端及び骨幹部の螺子孔に螺子を挿入してプレートを圧着し、支えプレート固定
を完成させる。
術後は早期より自動可動域訓練を開始し、訓練時以外は伸展位静的副子を装着してPIP関節屈曲
拘縮を予防する。骨癒合完成後に残存した屈曲拘縮には安全ピン副子を用いた矯正を、伸展拘
縮にはflexion strapによる拘縮除去を図るが、強過ぎる拘縮除去は変形性関節症を生じ得るの
で注意が必要である。
発表では実際の症例について、アプローチ・整復法・固定材料・後療法について検討を行う。
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1-RT2-1-1

関節外鏡視下手根管解放術後のpillar painの検討

○佐藤 光太朗, 村上 賢也, 古町 克郎

岩手医科大学整形外科

【はじめに】
手根管症候群の術後のpillar painの発生率や持続期間は報告者によりさまざまである。今回我
々は手根管外鏡視法による内視鏡下手根管開放術後のpillar painを検討した。
【方法】
当科で行っている手根管外鏡視内視鏡下手根管開放術は手首皮線上に約1.5ｃｍの横皮切を加
え、その部位より屈筋支帯と手掌腱膜の間を剥離し空間を作りそこに内視鏡を挿入し屈筋支帯
を上方から見ながら切離する1portal法である。対象は術後6ヶ月以上経過観察可能だった16例
17手である。今回は手根部に圧痛を加え評価した。圧痛を加える部位は術創のある手首皮線よ
り2ｃｍ遠位で正中部とその橈側と尺側である。尺側（U点）は小指球部、正中部（M点）は屈筋
支帯の切離部、橈側（R点）は母指球部にあたる。その部位にそれぞれ圧痛計を用いて2.5kgを
加え、VAS（0‐10）を用い患者の主観で評価した。圧痛は全例4週後、6ヵ月後に測定し、それ
以外の時期にも患者の来院状況に応じて測定した。
【結果】
4週後の圧痛は全例に認め、VASの平均はU点2.9、M点2.4、R点4.1で、女性の平均はU点3.5、M点
3.0、R点5.1。男性の平均はU点1.9、M点1.7、R点2.1であった。6ヵ月後に圧痛の残存を5手に認
めた。pillar painの術後4週での発生率は、VASで1以上とした場合は100％、3以上とした場合
は88.2％、5以上とした場合は52.9％であった。
【考察】
今回の結果では圧痛は皮下の剥離部や屈筋支帯の切離部である正中部よりも橈尺側に寄った母
指球部と小指球部で強く、また女性で強く認めた。手根部の圧痛は全例に認められたが、VAS値
のどこからpillar painと定義するかは今後の課題と考えられた。
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1-RT2-1-2

TFCC損傷に対する手関節鏡を用いた診断と治療

○富田 一誠1, 池田 純2, 東山 祐介1, 川崎 恵吉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】
TFCC損傷は、理学的所見と画像診断により診断するが、術前に、損傷部位、断裂、変性、不安
定性など形態とその程度を評価することは困難である。DRUJ鏡を併用した手関節鏡は、TFCCを
直視でき、プローベを用いて詳細な病態を評価することができる。その最終診断により治療方
法が選択され、関節内病変であれば低侵襲治療が施行できる。
【目的】
今回、我々は、TFCC損傷に対して手関節鏡を用いて診断と治療を行ったので、その損傷部位と
治療成績を報告する。
【対象と方法】
対象は、当科にてTFCC損傷の診断にて関節鏡視手術を行った47例（男性30例、女性17例）で、
平均年齢が34歳、平均観察期間が19.4か月であった。関節鏡による最終診断、痛み（Visual
Analog Scale：以下VAS）の変化、JSSH手関節機能評価にて臨床評価を行い、術後合併症を調査
した。
【結果】
関節鏡所見は、尺骨小窩：46例、三角線維軟骨：29例、舟状月状骨間靭帯：16例、尺骨掌側靭
帯：14例、背側橈尺靭帯8例、橈骨手根骨関節：5例、月状骨軟骨：5例、月状三角骨間靭
帯：5例、掌側橈尺靭帯：3例に損傷を認めた。関節外病変は、尺側手根伸筋腱損傷：6例、尺骨
茎状突起偽関節：3例、有鉤骨鉤骨折：1例であった。VASは、術前71.7が最終観察時に10.8と有
意に改善した。JSSH手関節機能評価は、平均92.7点で、術後の合併症は、一過性の尺骨神経領
域のしびれ：3例、回旋制限：1例、再断裂：1例、縫合糸ノットの痛み：1例であった。
【考察】
諸家らにより関節鏡視によるTFCC損傷の分類が報告されている。関節鏡によって、関節内合併
症を評価し、術前では診断できなかった詳細な病態評価ができた。また、関節鏡視下手術は、
除痛効果があり良好な治療成績を得ることができた。TFCC損傷に対して手関節鏡は有用な診断
と治療ツールであった。
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関節リウマチ母指CM関節障害に対するMini TightRopeの使用経験

○有島 善也1, 中野 賢二2, 佐々木 裕美3, 永野 聡3

小宮 節郎3

1鹿児島赤十字病院, 2永田診療所, 3鹿児島大学大学院運動機能修復学講座整形外科学

【緒言】
関節リウマチ（RA）母指CM関節障害においては、他の関節の障害に応じて、関節固定術や関節
形成術が選択される。今回母指CM関節に対するMini TightRope（Arthrex社）の使用経験につい
て報告する。
【対象と方法】
女性3例。手術時年齢は平均67歳、RA罹病歴は平均25年、術後経過観察期間は9-11（平均10）か
月。術式（本法）は母指CM関節橈背側を3-4cm切開し大菱形骨を全摘し、第1中手骨基部から第2
中手骨へ通したガイドピンでMini TightRopeを誘導し、母指対立位でオブロングボタンを締結
した。術後3週間の外固定を行った。症例1（81歳）は、RA罹患歴42年、母指CM関節の内転拘縮
とIP関節橈屈不安定性による把持障害を呈しており、IP関節固定術および本法を行った。症例
2（53歳）は、RA罹患歴24年、尺側偏位、伸筋腱皮下断裂、母指CM関節痛を呈しており、軟部組
織形成術（Wood変法）、伸筋腱腱移行術および本法を行った。症例3（66歳）は、RA罹患歴
11年、尺側偏位、母指CM関節痛を呈しており、示指-小指人工MP関節置換術および本法を行っ
た。
【結果】
術前に疼痛を認めた２例では術後の疼痛は消失した。オブロングボタンの破損や皮膚刺激はな
かった。母指、示指の伸展不全は生じなかった。単純X線にて矯正損失はなかった。
【考察】
Mini  TightRopeは、母指CM関節症に対する大菱形骨切除後や腱再建後に母指中手骨に
suspension効果を補助する効果が期待される。本法は自家腱による吊り下げや充填を併用しな
いため、大菱形骨切除腔は血腫や瘢痕組織による安定化に依存する。もともとピンチ力の低い
RA患者であっても、長期的には吊り下げ効果が破綻する可能性はあるが、手技が簡便で管理も
容易なため、本報告のように他の術式に併用する場合は特に有用な方法と考える。
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上肢外傷・上肢疾患に対する超音波ガイド下伝達麻酔の有用性

○冨岡 立1, 江畑 公仁男1, 大内 賢太郎1, 島田 洋一2

1市立横手病院　整形外科, 2秋田大学　整形外科

【はじめに】
当院がある秋田県横手市は人口約10万人であるが、この地区の常勤麻酔科医は不在の状態が続
いている。当科の手術患者に対応するには全身麻酔枠のみでは足りないため、確実な自家麻酔
が必要となってくる。当院では2009年11月から超音波ガイド下に伝達麻酔を行っている。神経
を描出出来る場所であれば上肢のみならず下肢での伝達麻酔も可能である。今回、上肢の超音
波ガイド下伝達麻酔の有用性について検討した。
【対象】
2009年11月から2016年9月までに上肢超音波ガイド下伝達麻酔で手術した376例(前腕骨骨折ORIF
161例など)。ブロックの内訳は腋窩ブロック349例、斜角筋間ブロック単独13例、斜角筋間・腋
窩ブロック併用14例。伝達麻酔は整形外科専門医と研修医が行った。伝達麻酔における合併症
の有無、皮切部への局所麻酔追加率などを検討した。
【結果】
手術時間は8-270分(平均64分)。麻酔中および手術中に昇圧剤を必要とした症例はなく、麻酔刺
入部の感染も認めなかった。局所麻酔追加を23.4％(88/376例)認めたが、全身麻酔を必要とす
る症例はなかった。
【考察】
我々は腋窩ブロックを主に用いているが、当初、神経血管鞘から離れた筋皮神経をブロックし
ていなかったため、外側前腕皮神経領域の麻酔効果が悪かった。2012年4月以降は筋皮神経もブ
ロックするようにしてからは、局所麻酔追加率は15.3％(31/202例)と有意に減少した
(P＜0.0001)。また施行者別の局所麻酔追加率は整形外科専門医が16.1％、研修医A 15.8%、研
修医B 15.4%で有意差はなかった(P=0.99 Chi-square test)。超音波ガイド下伝達麻酔は視覚化
出来るため、研修医へ指導しやすい方法であった。
【まとめ】
超音波ガイド下伝達麻酔は皮切部に少量の局所麻酔を追加した症例もみられたが、確実な麻酔
効果を得ることが出来有用な方法であった。
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超音波検査を用いた一般住民における正中神経断面積についての検
討

○品川 知司1, 田鹿 毅1, 山本 敦史1, 大谷 昇1

高岸 憲二2

1群馬大学　医学部　整形外科, 2サンピエール病院　整形外科

【目的】
一般住民の正中神経断面積値（Cross Sectional Area 以下CSA）を測定し、その参考値および
関連因子を明らかにすること。
【方法】
山村の健常な住民、男性75人150手、女性136人272手、合計211人422手、平均年齢66.7歳を調査
した。超音波検査はwrist crease高位にてエコー短軸像を撮像し、CSAを測定した。3回測定
し、その平均値を算出した。身長、体重を測定し、マルチ周波数体組成計にて脂肪量、筋肉
量、除脂肪量、骨量を測定した。両手握力、両手指Keyピンチ力を各3回測定し、その平均値を
算出した。
【結果】
全422手の平均CSAは9.41±2.6 mm2であった。利き手側、非利き手側のCSAの比較では有意差は
認められなかった。男女別ではそれぞれ男性8.96±1.8 mm2、女性9.66±2.9 mm2であり有意差
は認められなかった。CSAは全例対象とすると体脂肪量（ｒ＝0.10, p=0.04）、女性のみでは
BMI（r=0.12 , P=0.04）、除脂肪量（r=0.18, P=0.04）、筋肉量（r=0.18, P=0.04）、骨量
（r=0.19, P=0.03）と弱い関連を認めた。CSAと握力、手指Keyピンチ力には有意な関連は認め
られなかった。女性は60代までCSAと年齢について正の相関を認め、特に30-62歳で年齢を区切
ると相関係数のピーク(r =0.335, p＜0.001)を迎えた。
【結論】
女性では年代によってCSAの変動が考えられるため、より正確にCSAについて検討する場合、男
女別、年代別に評価する必要性が示唆された。CHILDREN
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Terrible triad injuryに対するPugh法 vs 一期的ヒンジ付き創外固定法

○坂井 健介

大牟田市立病院　整形外科

不安定型肘関節脱臼・骨折の代表的な外傷であるTerrible triad injuryの治療戦略とし
て、2004年Pughらは破綻した骨性組織(橈骨頭と鉤状突起)ならびに靱帯性組織(側副靭帯)の確
実な修復と早期リハビリテーションを行う方法を提唱しており、以後多くの追試が行われてき
ているが、それでも手術侵襲の問題、手技の煩雑さなどから未だ難渋している症例が散見され
ている。一方、我々は本外傷に対し、鉤状突起骨折や側副靭帯損傷は放置したまま橈骨頭だけ
を確実に再建し、同時にヒンジ付き創外固定器を肘屈伸中心軸に装着し、術直後からの超早期
リハビリを行ってきたが、意外にも比較的良好な治療成績を獲得してきている。
　そこで、今回、Pugh法で治療した1例、一期的ヒンジ付き創外固定法にて治療した1例を最初
にそれぞれ提示する。その後、多方面からのさまざまな意見を交えながら、それぞれの症例を
詳細に検証、最後には、本症の治療戦略における相異なる二つの術式の有用性、問題点、Pits
and falls、さらには新しい術式の発想などにも繫がるよう熱い討論を期待している。

（着目すべき討論内容）
難治性肘複合損傷の代表的外傷であるTerrible triad injuryに対し，まずは病態そのものの特
徴と治療に携わる実際の現場での問題点を確認する。それらを踏まえた上で、
１）拘縮、偽関節、二次性関節症、さらには複数回の手術の必要性などこれまで悩まされてき
た合併症を回避できる治療法、すなわち可動性と安定性を一挙両得できる術式とは何か？
２）若手を含む整形外科医が普遍的に実践できる、できるだけ簡便な術式（アプローチや術式
の実際を含めて）とは何か？
などについて多くの発言を求めたい。
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橈骨頭骨折に対する新しい術式（sliding osteotomy法）- ３症例の報
告

○安藤 義博1, 南 瑠那2, 西島 直城2, 保田 真吾2

1姫路中央病院　整形外科, 2丹後中央病院　整形外科

【目的】
偽関節化あるいは陥没転位した橈骨頭骨折に対する手術法として、演者の考案した術式
（sliding  osteotomy  法）の詳細と成績を報告する。
【術式】
まず、肘関節前方進入で後骨間神経を同定して、テープを掛けて保護した後、後外側進入で橈
骨頭直下の橈骨頚部に骨切りを加え、長方形の皮質骨片を可動化する。転位した橈骨頭を整復
し、近位に移動（sliding）させた皮質骨片でこれを支持、この骨片を横方向のミニスクリュー
で骨幹に固定する。橈骨頭下の欠損部には海綿骨片を充填し、橈骨頭の輪状靭帯関節面から追
加のスクリューを斜め遠位方向に橈骨頚部にむけて挿入し、スクリューヘッドは埋没させる。
約３週間のギプス固定の後に自動運動を許可。可能であれば骨誘導超音波刺激を併用する。
【症例と成績】
症例１：61歳男性。労災事故で受傷。超音波骨刺激を併用した6か月間の保存的治療にもかかわ
らず偽関節となり、肘の運動時痛と回内外制限が続き、就労困難であるため手術を施行。術後8
か月で骨癒合獲得。可動域も正常となり、原職に復帰した。症例２：14歳女性。スポーツ外
傷。橈骨頭の粉砕・陥没骨折で尺側靭帯損傷合併。粉砕した橈骨頭の整復・内固定とsliding
osteotomy を併用し、殆ど変形無く骨癒合に至り、日常生活・体育等に障害はない。症例
３：46歳男性。縁石に躓き、手をつき受傷。当初保存的に治療したが、橈骨頭の陥没変形と骨
折部の骨吸収像が顕在化したため早期就労を目的に手術施行。術後6か月で骨癒合し、肘関節機
能に障害はみられない。
【考察】
粉砕・転位した橈骨頭骨折の内固定は時に困難なことがある。別皮切で後骨間神経を保護しな
ければならない点や頚部骨切り面の大きさに制約はあるが、本法を従来の術式に組み合わせる
ことでより幅広い手術が可能になるものと考えられる。
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橈骨末端volar shearing fractureにおける手根の転位程度と掌側骨片の
形態学的特徴

○湊 健太1, 安田 匡孝1, 宮下 昌大1, 安藤 佳幸2

1馬場記念病院　整形外科, 2白庭病院　整形外科

【目的】
橈骨末端volar shearing fracture（VSF）では術後に手根が再転位を来し治療に難渋する場合
がある．橈骨末端VSFにおける手根の転位程度と掌側骨片の形態学的特徴を明らかにすべくAO
type B3橈骨末端骨折における術前のX線学的所見を調査した．
【対象と方法】
術前の手関節側面像において掌側骨片の橈骨手根関節に占める割合（volar  fragment
ratio:VFR）が50%以上のM群12例と50%未満のL群15例の2群を対象とした．調査項目は手根の掌
側，尺側，近位3方向への転位量と転位率（転位量を第3中手骨長で割った値），teardrop
angle（TDA），volar shearing angle（VSA），length of volar cortex available for
fixation（LVCAFF）とし2群間で比較した．VFRと調査項目の相関関係を分析した．
【結果】
掌側転位量はM群7.3 mm，L群5.0 mm，掌側転位率はM群0.12，L群0.08，尺側転位量はM群24.9
mm，L群20.4 mm，尺側転位率はM群0.40，L群0.34，近位側転位量はM群2.9 mm，L群1.2 mm，近
位側転位率はM群0.05，L群0.02，TDAはM群73.9°，L群82.8°，VSAはM群78.5°，L群98.5°で
あり，掌側転位量・転位率以外のすべての項目において2群間に有意な差を認めた．LVCAFFはM
群17.4 mm，L群16.8 mmであり2群間に有意な差を認めなかった．VFRと相関を示した調査項目は
近位側転位量，近位側転位率，尺側転位量，TDA，VSAであった．
【考察】
橈骨末端VSFにおいて，VFRが大きい程掌側骨片が掌側近位へ直線転位をし，VFRが小さい程掌側
骨片が骨折部掌側皮質を中心とし掌屈回旋転位する形態学的特徴を呈した．小さい掌側骨片を
有するVSFをbuttress plateのみで固定する際に掌側骨片への被覆度が少ないと，掌側骨片の回
旋転位を制動しきれず掌側骨片がplateを乗り越える結果，術後手根の再転位や亜脱臼が起こる
と推測する．
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骨形態の差にもとづく橈骨遠位端骨折の治療について

○米田 英正

名古屋大学附属病院

【はじめに】
骨幹端部の骨形状、とくに尺側のvolar rimの形態には個体差がある。その一方骨折治療に用い
られるanatomical locking plateの形状は各社多様であり、骨形状とプレート形状の相性の観
点から考えると、個々の解剖学的形状に必ずしも対応しない内固定材の使用をしていることも
多い。我々は橈骨遠位部骨折において、掌側尺側部volar rimの骨形態の個体差がプレートの設
置に影響を与えると仮説を立て、3D-CADの手法を用いて形状の相性について分析した。
【対象と方法】
橈骨遠位部の尺側掌側皮質形状の異なる3つの骨のCT画像をsurface modelへ加工した骨モデル
を作成した。４種類のmono-axial locking plateについても3Dスキャナを使用しスクリューを
含めてsurface modelを作成した。3D-CADソフトウェア上で骨とプレートを重ねあわせ、骨軸中
央かつ軟骨下骨直下にスクリューが入るようにプレートを当てたという条件設定で、プレート
の接触が骨形態によってどれだけ異なるかを算出した。各骨とプレートの距離(Plate Bone
Distance: PBD)を算出し、各骨間の差を多重解析するとともにその分布をカラーマップで出力
した。
【結果】
すべてのプレートにおいてPBDの平均値は骨間に統計学的に差を認め、骨形状によるプレートの
設置には差があることが示された。またvolar rimの小さい骨はbiomet DVR®の形態に近似
し、volar rimの形状が日本人の中央値に近い骨はメイラ社のプレートに近似していた。
【考察】
今回の調査で尺側皮質の傾斜をもとにした骨形状と各社プレートとの間には相性があることが
判明した。骨形態と乖離した状態での内固定は、整復位の損失や金属材料の掌側突出による屈
筋腱損傷や手根管症候群などの軟部組織障害の原因となる可能性があるため、個々の解剖学的
形状を意識した内固定材料の使用が望ましいと思われる。
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ES細胞由来運動神経細胞移植による末梢神経の運動機能再建

○新海 宏明1, 丹羽 智史1,2, 仲野 智則1, 岡田 洋平2

平田 仁1

1名古屋大学大学院　手の外科, 2愛知医科大学　神経内科

【目的】
様々な神経疾患に対しES/iPS細胞を用いた神経再生研究が盛んに行われている。我々は下位運
動ニューロンの機能障害に対し、末梢神経内にES細胞由来の運動ニューロン前駆細胞(MNPCs)を
移植することで、筋の神経再支配による神経機能改善の方法を検討した。
【方法】
ラット・マウスの左坐骨神経を切断し、一週間後に遠位断端脛骨神経管内へMNPCsを移植した。
マウス(ICR、NOD-scid、C57BL/6、129)に対してマウスES細胞(CAG-EGFP-EB3)由来MNPCsを、ラ
ット(F344、F344/N-rnu)に対してマウスES細胞(ff-luc-EB3)  由来MNPCsを1×
106個、neurotrophic factorとともに移植した。F344に対してはFK506による免疫抑制を行っ
た。移植後1、4、8、12週で腓腹筋の組織学的評価と、神経断端の電気刺激による腓腹筋収縮の
有無、腓腹筋湿重量の測定を行い、ラットはin vivo imaging system: IVISによる移植細胞の
経時的変化も解析した。
【結果】
ICRマウスへ移植した群は、組織学的解析により短期の移植細胞の生着を確認した。NOD-scidマ
ウスへ移植した群は、生着はしたが腫瘍化を認めた。C57BL/6と129マウスへ移植した群では良
好な細胞の生着が得られた。移植群はコントロールと比較して筋萎縮が抑制される傾向を認
め、移植後4週以降には一部個体で断端神経刺激による腓腹筋収縮を認めた。ラットについては
IVISで移植細胞の生着を確認しており、長期経過観察中である。
【考察】
一部の個体にMNPCs移植の効果と考えられる脱神経筋の神経再支配によると考えられる筋収縮を
認め、運動機能再建への応用が期待される。今後、さらなる移植条件の検討が必要である。
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1-RT6-1-2

上肢の神経障害性疼痛に対するVein Wrappingの治療経験

○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】
末梢神経損傷や神経原性腫瘍、絞扼性神経障害の再発例などによる、神経障害性疼痛は手術治
療を行ったにもかかわらず、疼痛が残存するなど治療に難渋する事が少なくない。特に上肢は
外部と直接接触する機会が多いため、日常生活に著しい支障をきたしている症例も多い。今
回、われわれは上肢の神経障害性疼痛に対し、自家静脈によるwrappigを行ってきたので、その
治療成績を臨床的に検討したので報告する。
【対象、方法】
本症状を呈した症例に対し自家静脈によるwrappingを行い、経過観察が可能であった49例を対
象とした。神経損傷の原因は外傷によるものが26例、神経原生腫瘍によるものが12例、絞扼性
神経障害が5例、その他6例である。手術はwrapping前の処置として神経剥離や神経縫合、腫瘍
切除を行った後、前腕や手背から静脈を採取しwrappingを行った。これらの症例に対して疼痛
やしびれの変化、知覚の回復程度、機能評価などを調査した。
【結果】
術前に疼痛やしびれが見られていた症例は、１例を除外し症状の改善を認めた。また、術前に
知覚検査を行い異常が見られた症例は、知覚の回復や異常範囲の縮小が認められたが、1例は術
後4か月の時点で改善が認められなかった。
【考察】
2013年村上らは、ラットの坐骨神経モデルを用いてvein wrappingの効果と作用機序の検討を行
ったところ、行動学的、組織学的に改善を認め、作用機序として血管内皮細胞から放出される
growth factorの関与を示唆した。本法は高い癒着防止効果があり、自家静脈を使用するため
collagenのように吸収されることは無く、抗原性もみられない。さらに組織学的に栄養血管の
新生も確認されていることから、長期にわたって安定した治療効果が期待できる、安価で簡便
な治療法である。

S304



1-RT7-1-1

AO分類C型橈骨遠位端骨折に対する遠位設置を回避したdouble-
tiered subchondral support法の検討

○森田 晃造1, 堀内 行雄2, 谷野 善彦3, 増田 秀輔4

1国際親善総合病院　整形外科, 2川崎市立川崎病院　整形外科

3藤井外科胃腸科・整形外科, 4済生会横浜市南部病院　整形外科

【はじめに】
AO分類C型橈骨遠位端骨折において関節面直下の軟骨下骨を2面で支えるdouble-tiered
subchondral support法（以下DSS法）は軟骨面を支えるのにその有用性が報告されているが、
必然的にプレート設置が遠位となり早期の抜釘を要するのが現状である。今回われわれは
polyaxial locking plate（以下PLP）の特徴を生かした遠位設置を回避したproximal-DSS法
（以下pDSS法）を施行し良好な成績を修めているので、その手法の紹介および治療成績につい
て検討したので報告する。
【対象および方法】
対象は2013年から16年までに当院にて手術加療したAO 分類C型橈骨遠位端骨折83例のうち6か月
以上経過観察可能であった68例である。手術法は掌側進入にて展開し方形回内筋を極力温存し
た上で関節内骨片の整復・仮固定の後にプレートを筋層下に滑り込ませ、遠位第１列は中央部
の関節面の傾斜を考慮しスクリュー刺入方向を決定しプレートを可及的に近位に設置し、遠位
第２列は背側関節面を支持するようにPLPのロッキング機構が有効な範囲でスクリュー設置を行
う。 pDSS法施行群（以下pD群）37例と従来のDSS法施行群（以下D群）31例をX線学的評価、臨
床成績について比較検討した。
【結果】
各X線パラメーターとも両群とも良好に保たれ、臨床成績ともに有意差は認められなかった。し
かしプレート遠位端の掌側突出がpD群平均0.2mmに対しD群平均1.3mmと有意に突出していた。尺
掌側骨片の幅がpD群では平均14.8mm、最小9.6mmであり、D群の最小5.5mmに比べ大きかった。
【考察】
pDSS法はプレートの遠位設置に伴う掌側突出を回避でき、遠位骨片の大きさに留意すれば従来
のDSS法の危惧される問題点を回避可能と考えられる。
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1-RT7-1-2

Pre-bendしたpoly-axial locking plateを用いた橈骨遠位端骨折の治療成
績

○土肥 義浩1, 藤谷 良太郎1, 面川 庄平2, 田中 康仁3

1医真会八尾総合病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科学教室

3奈良県立医科大学　整形外科学教室

【目的】
APTUS2.5は薄くpoly-axial なスクリューホールをもつ機種でありながらbending 可能な特徴を
持つ。我々はこのプレートをpre-bendして遠位設置が必要な場合に使用した。プレートをpre-
bandした場合の術後成績について報告する。
【方法】
平成26年10月以降にbabyfootを用いた橈骨遠位端骨折の関節内骨折の18例と、pre-bendプレー
トを使用した５例（掌側辺縁骨折あり３例、関節内遊離骨片あり２例）について術直後及び最
終のVT、RI、UV、gap、step-offおよびPlate-screw-angle(PSA)と、最終のMayoスコア、DASHス
コアの差ついて統計学的に検討した。またpre-bendプレート群でのMayoスコアでの成績不良の
原因について検討した。有意水準は0.05以下とした。
【成績】
pre-bendプレート群とそれ以外の群では術直後から最終観察時のX線パラメータやPSA差はなく
プレートの固定性は良好であった。またMayoスコア(78.0 vs 76.1, p=0.39)やDASHスコア(15.9
vs 14.5, p=0.43)にも差がなかった。Pre-bendプレート群の２例でMayoスコアがfairであった
が、1例で最終経過観察時にスクリュー直上での関節内骨片の欠損が認められた。また1例では
スクリューの伸筋腱第１区画内への穿破がそれぞれ認められ、成績不良の原因と考えられた。
【結論】
Pre-bendプレートの固定性に問題はないと考えられた。ただし遠位設置する場合にスクリュー
が関節面や伸筋腱区画に近づくことで特有の問題が生じることに留意する必要があった。
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1-RT8-1-1

Dupuytren拘縮の治療経験

○小林 由香1, 齋藤 育雄2, 高木 岳彦1, 池田 全良3

渡辺 雅彦1

1東海大学医学部外科学系整形外科学, 2伊勢原協同病院　整形外科

3湘南中央病院　整形外科

【はじめに】
Dupuytren拘縮は、高齢者に多く、手指の屈曲拘縮によるADL障害があっても他の疾患の治療を
行っていることから、手術的治療を希望しないことがある。最近、酵素注射療法が承認され、
手術治療以外の選択肢が広がり紹介受診者数が増加してきている。今回は、本疾患の治療経験
について後ろ向きに検討を行った。
【対象と方法】
2006年から2016年の間にMeyerding分類Grade 1以上で1関節が30°以上の屈曲拘縮を認め、手術
的治療や酵素注射療法を施行し、6か月以上経過観察を行った25例28手である。男23例、女
2例、手術時年齢は平均64歳。罹患指は示指2指、中指5指、環指12指、小指21指であっ
た。Meyerding分類Grade 1は21手、Grade 2は5手、Grade 3は2手、部分的腱膜切除術13例
15手、酵素注射療法12例13手であった。検討項目は、手術および注射後の可動域改善率、合併
症、拘縮の再発について行った。
【結果】
関節可動域の平均改善率は手術療法では79％、注射療法では91％の改善を認め、手術の2例では
癒着による屈曲拘縮の悪化を認めた。合併症は、手術で神経損傷、一過性神経麻痺、屈曲拘縮
の悪化、抗凝固剤中止による心原性脳梗塞などの合併症を認めた。注射療法では腫脹、注射部
疼痛、伸展処置時の裂傷、腋窩リンパ節の腫脹などを認めたが、いずれも1週間以内に軽快し
た。拘縮の再発は手術例に認めた。
【まとめ】
自験例で注射療法を選択した症例のうち、在宅酸素療法、透析や他の疾患術後のため、手術療
法であれば本疾患の治療を希望しない例があった。今回の検討から、注射療法は併存疾患など
の観点から手術が困難な症例でも施行可能な治療方法であった。
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1-RT8-1-2

デュピトラン拘縮に対する注射療法の薬液の拡散の検討

○名倉 一成1, 金谷 貴子1, 原田 義文1, 乾 淳幸2

国分 毅2

1神戸労災病院　整形外科, 2神戸大学大学院　整形外科

【はじめに】
デュプイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法に伴う合併症を防ぐために、至適深度での
薬液を注入は必須である。しかし注入薬液の組織内拡散について明らかではない。
【対象と方法】
直径: 8mm, 10mm, 15mm生の牛アキレス腱それぞれ6本にインジゴカルミン(IC); 0.08mlを2mm,
3mm, 4mmの深度に注射した。注射はニプロVAシリンジ1mlを用い、注射針の長さはベアーメデイ
ック社にて11mm, 10mm, 9mmにカットしたファイコンチューブ(No1.)で調整した。ICの拡散状態
について観察した。
【結果】
注入時に全検体においてICのアキレス腱の長軸線維方向へ比較的広範囲に拡散が見られ
た。2.0mm深度において注射針抜去後に刺入部からIC逆流が観察された。8mm径においては全例
アキレス腱裏側へのICの浸透を認めた。割面では全例注射部よりさらに深部で長軸線維方向へ
拡散していた。
【考察】
当院ではコラゲナーゼ注射による腱断裂の予防策として、エコーで至適深度を決定後ファイコ
ンチューブで注射針長を調整して注入している。しかし、注入後の薬液の拡散状況については
エコーでの評価のみでは不十分と考え、今回の検討を行った。ICは注入時から速やかに腱の長
軸線維方向へ拡散し、注射深度が浅いと刺入部からの逆流が、細い腱では裏側に浸透が観察さ
れた。これらは、臨床使用の際に薬液は拘縮索内を比較的広範囲に拡散してPIP関節伸展改善に
も効果のあること、拘縮索に浅い深度で注入すれば皮下へ逆流して皮膚障害や浮腫を引き起こ
すこと、拘縮索が薄いと深部へ浸透し腱断裂の危険性が増大する可能性を示唆した。
【まとめ】
コラゲナーゼ注射の際には注射部位から比較的広範囲に薬剤が拡散する可能性がある。また注
入による薬液の注射部位からの逆流、拘縮索裏への浸透を防ぐために至適深度の設定が重要で
ある。
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1-RT8-1-3

Dupuytren拘縮に対する超音波ガイド下collagenase注射

○吉良 務1, 面川 庄平2, 仲西 康顕1, 河村 健二3

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外科講座

3奈良県立医科大学四肢外傷センター

【目的】
Dupuytren拘縮には従来手術治療が行われてきたが、2015年より本邦においてもcollagenase注
射が使用可能となった。今回我々の施設で7例8指10関節において超音波ガイド下にcollagenase
注射治療を行ったのでその結果を報告する。
【方法】
対象としたDupuytren拘縮患者は全例男性、平均年齢73歳（66-82歳）で、罹患指は全例小指で
あった。MP関節が６関節、PIP関節が４関節で注射後の平均観察期間は9.7か月（7-17か月）で
あった。全例、理学所見上で拘縮が最も強い部分に超音波ガイド下に注入し、翌日に徒手的に
拘縮解除を行った。解除後、最大伸展位で２週間のシーネ固定を行った。術前後の伸展不足角
度および有害事象を評価、検討を行った。
【成績】
伸展不足角度はMP関節では術前平均46°から術後平均10°に、PIP関節では術前平均77°から
38°へ改善したが、PIP関節では１例において拘縮解除が不可能であった。無効例の超音波画像
では病的腱膜内にcollagenaseが注入されていたが、針穴を通って皮下へ漏出されている所見を
認めた。合併症では６例において皮下血腫が生じ１例に裂創を認めたが、その他の重篤な合併
症を認めなかった。
【結論】
　１例を除き、Dupuytren拘縮に対するcollagenaseの注射療法は施行直後から伸展可動域の改
善を認め、低侵襲で有効な治療法であると考えられた。しかし、病的腱膜内に留まる
collagenaseの量が少ないと拘縮解除の失敗や裂傷、腱断裂などの合併症を招く可能性があるた
め、腱膜内への薬液注入にはモニターリングが重要である。
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1-RT8-1-4

Dupuytren拘縮に対するコラーゲン分解酵素による治療効果-超音波
検査による評価-

○四宮 陸雄1, 砂川 融2, 中島 祐子1, 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

【目的】
Dupuytren拘縮に対する注射用コラゲナーゼの治療効果を伸展不足角度と超音波検査所見から検
討したので報告する．
【方法】
Dupuytren拘縮に対して注射用コラゲナーゼを使用した10名16指を対象とした．平均年齢は
75.9歳，注射の対象となった拘縮関節はMP関節；7関節(6関節はPIP関節拘縮合併)，PIP関節；9
関節(3 関節はMP関節拘縮合併)，注射後平均経過観察期間は5.2か月であった．注射を行った拘
縮策を調査し，治療効果について伸展不足角度を用いて検討した．また，16指中11指は経時的
に超音波検査を行い注射後の拘縮索の変化を調査した．
【成績】
MP関節拘縮7例は全例pretendinous cordへ注射が行われた．注射前の伸展不足角度は49.2±
18.8度，伸展処置時に全例他動伸展0度が得られた．最終経過観察時-2.1±3.9度で注射前と比
べ有意に伸展不足角度は改善した．一方，PIP関節拘縮症例9例中2例はcentral cord，7例は
spiral cordへ注射が行われた．注射前の伸展不足角度は47.7±16.0度，伸展処置時に全例他動
伸展0度が得られた．最終経過観察時27.7±23.4度で注射前と比べ有意に伸展不足角度は改善し
た．最終経過観察時の伸展不足角度は有意にPIP関節拘縮症例で大きくなっていた．超音波検査
では11指中9指で伸展処置を行った後も拘縮策の連続性を認めた．
【結論】
超音波検査を行うと注射後も拘縮索の連続性は残存する傾向にあり，拘縮索が軟化することが
症状改善に関与している可能性がある．一方，伸展不足角度の改善に乏しいPIP関節症例でも伸
展処置直後は他動伸展0度が得られており，拘縮索以外の要因が成績に関与している可能性が考
えられた．
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1-RT9-1-1

ヒンジ付き肘用創外固定器を用いた複合性肘不安症の治療

○加藤 直樹, 福本 恵三, 酒井 伸英, 野村 英介
大塚 純子

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

関節内骨折に靱帯損傷を合併した肘不安定症は複合性肘不安定症と呼ばれ、治療に難渋する外
傷としてよく知られている。この複合性肘不安定症の代表であるterrible triad injuryの治療
はPughらの提唱した治療戦略（橈骨頭骨折、外側側副靱帯損傷、鈎状突起骨折の3要素の修復）
が標準的治療法となっている。これまで我々もこうしたアルゴリズムに基づいて治療を行って
きたが、これらの3要素の修復が困難で術後も不安定性が残存してしまう症例を経験したこと、
靱帯を修復しても早期の可動域訓練に耐えられるだけの強度が期待出来ない場合があること、
求心位を保ちながら正しい可動域訓練を行うことで靱帯は自然修復されていく可能性があるこ
となどを考え、最近はヒンジ付き肘用創外固定器を有効な手段の1つとして積極的に併用してい
る。今回、同一術者が行った複合性肘不安症の治療成績について、ヒンジ付き肘用創外固定器
を用いた群と用いなかった群の比較を行い検討したので報告する。2014年2月以降、同一術者に
より手術が行われた複合性肘不安症の症例は13例であり、このうち6例に対してヒンジ付き肘用
創外固定器を併用した。なお、この6例中4例はterrible triad injuryであり、創外固定器の装
着期間は原則として術後5週間とした。結果、創外固定器を用いて治療を行った群の術後3ヵ月
の時点における可動域は、屈曲が平均124.2度、伸展は-15.8度であったのに対し、用いなかっ
た群は屈曲100度、伸展-27. 2度であった。最終診察時では、創外固定器を用いた群が屈曲
130.8度、伸展は-13.3度であったのに対し、用いなかった群は屈曲127.1度、伸展は-16.4度で
あった。なお創外固定器による合併症は認めなかった。この結果から、ヒンジ付き肘用創外固
定器の併用は特に早期の可動域の獲得に関して有効であると思われた。
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1-RT9-1-2

外傷性肘関節脱臼骨折における前斜走線維の受傷形態

○岡本 道雄, 難波 二郎, 山本 浩司

市立豊中病院整形外科

【目的】
内側側副靱帯前斜走線維（以下AOL）は肘関節外反安定性に寄与している靱帯であるが、その受
傷形態を調査した研究は少ない。今回、AOL損傷を視認した症例においてその損傷様態を調査し
たので報告する。
【対象と方法】
対象は2009年4月以降当院で手術治療を行った成人肘関節脱臼骨折で術中にAOL損傷部位を確認
した16例16肘関節とした。平均年齢は52歳（20 - 78歳）、合併損傷に外側側副靱帯裂離骨折
9例、橈骨頭頚部骨折5例、橈骨頭骨折4例、鉤状突起骨折7例を認めた。AOL損傷に対する手術方
法としてアンカーを用いた靱帯修復を11例に、靱帯付着骨片のheadless screw固定を3例に、骨
縫合を1例に、プレート固定を1例に施行した。靱帯損傷に対して骨性含め部位、様態を近位
部、遠位部、AOL実質部に分け調査した。脱臼骨折の受傷メカニズムである脱臼ストレスを外反
と外反以外に分け関連性を調べた。
【結果】
AOLの損傷形態として近位部が9例、遠位部が7例で付着骨片を有する症例はそれぞれ1例、6例で
あった。AOL実質部での断裂は認められなかった。骨折型は1:後外側脱臼3例、2:橈骨頸部骨折
を伴う脱臼6例、3:terrible triad injury4例、4:varus posteromedial rotational
instability1例、5:経肘頭骨折脱臼2例であった。外反損傷と考えられる前者2型の9例全例にお
いて近位部で、また外反以外と考えられる後者3型の7例全例において遠位部でAOLが断裂してい
た。
【考察】
AOLは靱帯の線維方向への牽引により近位部で断裂し、線維方向以外のストレスにより遠位部で
断裂する傾向にあることが示唆された。
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1-RT10-1-1

アライメント不良を呈した母指多指症に対して矯正骨切り術を行わ
なかった症例の術後成績

○射場 浩介, 齋藤 憲, 小笹 泰宏, 高橋 信行
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【はじめに】
母指多指症の不良アライメントを呈する症例に対して、関節軟骨シェービングと軟部組織再建
によるアライメント修正にて良好な術後成績を報告してきた。一方、アライメント不良の著し
い症例に対しては矯正骨切り術を計画するが1期的に行うか否かについては一定の見解がない。
今回は温存母指が20°以上の関節偏位を呈し、矯正骨切り術を行わなかった症例の術後成績を
検討した。
【対象と方法】
対象は2005から2015年に手術施行した母指多指症12例12手とした。男児5例、女児7例、手術時
年齢は12ヵ月であった。Wassel2型が6手、4型が4手（カニ爪型2手）、radial deviation型が2
手であった。全例で温存母指IP関節、またはMP関節は20以上の偏位を認めた。手術は基本的手
術法に加えて関節軟骨のシェービングと軟部組織を利用してアライメント修正を行った。2型と
4型の症例は軟骨面の評価目的に関節造影を行った。術後観察期間は42ヵ月であった。術後成績
は2期的矯正骨切り術施行の有無と日手会母指多指症術後成績評価表に基づき評価した。また、
保護者の外観への評価を矯正骨切り術希望の有無で検討した。
【結果】
母指IP関節橈屈変形によりつまみ障害を認めた1手に矯正骨切り術を、軟部組織腫大を認めた1
手に切除術を施行した。評価表による検討では平均18.5点であり、優4手、良7手、可1手であっ
た。優の4手は全例2型の症例であり、アライメント矯正に軟骨関節面のシェービングが有用で
あった。アライメント異常の項目が低い傾向を認めた。カニ爪型1手を含めた4型の2手で将来的
な矯正骨切り手術の希望があった。
【考察】
アライメント不良を呈する母指多指症では矯正骨切術を2期的に計画しても機能障害は少ないと
考えられた。
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1-RT10-1-2

橈側列形成不全に対してCarpal Ulnarizationを行った2例の10年経過

○林 慶充1, 上里 涼子1, 石橋 恭之1, 湯川 昌広2, 藤 哲3

1弘前大学大学院医学研究科　整形外科, 2弘前記念病院

3独立行政法人国立病院機構　弘前病院

【目的】
橈側列形成不全における手関節内反変形は整容・機能の両面において障害となる。これに対す
る矯正法としてCentralizationなどが行われているが再発の問題がある。我々はDror Paleyが
提唱したCarpal Ulnarizationを2例に施行した。本発表では術後10年経過について報告する。
【症例】
症例1はBayne分類type IVで、術前手関節可動域は掌屈/背屈：10度/90度、症例2はtype IIIで
術前手関節可動域は掌屈/背屈：20度/90度であった。骨延長前の前腕長差はそれぞれ
3.5cm、2.5cmであり、2例とも3歳時に初回手術を行った。症例1は骨延長とともにCarpal
Ulnarizationを行い、50mmの骨延長を行った。初回手術から5年で前腕長差が8cmとなり2回目の
骨延長を行った。症例2はCarpal ulnarization後1年と6年で尺骨の矯正と尺骨の骨延長をそれ
ぞれ26mmと40mm行った。術後10年が経過し、Hand-forearm angleは症例1で術前53°から術後
0°、症例2で59°から-8°と改善し、変形の再発は認めていない。手関節可動域は症例1では掌
屈/背屈：40/0、症例2では掌屈/背屈：30/0であり、日常動作に使用している。
【考察】
2例とも、尺骨尺側と手根骨の間に新しいulnocarpal jointを形成し、機能・整容ともに維持さ
れ長期成績は良好であった。本術式ではradial pocketに尺骨頭を挿入するため矯正が容易であ
り、関節包と縫合することで新たな関節を作り安定性を得ることが可能となる。手関節の安定
化に時間を要するが、健常な尺側手根屈筋腱を移行腱として用いるので、尺屈・背屈の力源と
なるとともに橈屈変形再発予防のstabilizerともなり有用な方法と考えられる。
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1-RT11-1-1

橈骨遠位端骨折marginal fractureに対する治療方法　ープレート選択
と併用処置についてー

○太田 剛

済生会川口総合病院　整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折のVoral Locking Plate（VLP）固定は屈筋腱障害を考慮してWatershed
line（WL）より近位に設置するdesignが多い。しかし、WLより遠位に骨折線が存在する
marginal fracture（MF）は従来のVLPでは対処出来ない。特にMFと掌側月状骨窩骨折（VLFF）
の合併は月状骨掌側脱臼を惹起する。MF、VLFFに対する我々の治療方法を報告する。
【対象と方法】
2011年から2016年に治療したMF34例。平均年齢64､2歳、男性12例、女性22例。平均観察期間は
10､2ヶ月。受傷時骨折型はB2、１例、C3、33例。FCR aproachでORIFを行った。使用plateは
DVR（Biomet）、DTP（メイラ）が１例、LCP RIM（Depuy Synthes）25例、Cross Lock（Zimmer
Biomet）7例。Cross Lockと創外固定の併用、LCP RIMとHeadless screwの併用が1例ずつあっ
た。
【結果】
全例骨癒合した。DVR症例は術後月状骨掌側脱臼を来し、再ORIFと創外固定を併用した。28例に
抜釘を施行した。LCP RIM使用の2例にFPL損傷を認め、腱縫合を要した。
【考察】
MF、VLFFは通常DesignのVLPでは固定は困難である。LCP RIMはMFに対してdesignされており、
有用であるが慣れが必要である。VLFFのsizeが7-10mm以下の場合はplate単独では固定でき
ず、Kwire固定、screw固定、plate on plate固定、創外固定などの併用が必須である。Cross
LockはDVRにVLFF固定用にTabが用意されており、併用処置を少なく出来ると考える。
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1-RT11-1-2

CT画像を用いたDVRアナトミックプレートの関節面支持点の検討

○加地 良雄1,2, 中村 修1, 山口 幸之助1, 飛梅 祥子1

山本 哲司1

1香川大学　医学部　整形外科, 2香川大学　医学部　リハビリテーション科

【目的】
橈骨遠位端関節内粉砕骨折（粉砕骨折）における掌側ロッキングプレート固定においてはkey
stoneとなる月状骨窩掌側骨片をしっかりと固定することが重要である。これには遠位1列目ス
クリューで関節面中央を、2列目で関節面背側よりを支持するDSS法も有用とされている。DVRア
ナトミックプレート（DVR）はこれらの条件を満たすが、粉砕骨折で最も重要となる遠位尺側ス
クリューが実際には関節面のどこを支持しているかをCT画像を用いて検討した。また、プレー
トの設置位置、骨片の整復状態と支持点との関係を検討した。
【方法】
粉砕骨折に対してDVRによる固定を行い、術後にCT検査を行った30例を対象とした。これらに対
し、矢状面再構成画像で遠位尺側1列目および2列目スクリューの関節面の支持点（S1、S2）、
関節面までの距離（D１、D2）、プレート遠位端から関節面までの距離（P）、橈骨遠位端掌側
傾斜（VT）、撓側傾斜（RI）、ulnar variance(UV)を計測した。
【結果】
S1とS2の平均は52.0％、74.9％で遠位1列目スクリューは関節面中央付近を、2列目は背側1/4付
近を支持していた。しかし、そのレンジはそれぞれ48.5̃57.7％、68.8̃84.1％とばらつきを認
めた。D1とD2はそれぞれ2.0mm、1.6mmで両スクリューとも関節軟骨直下に位置していた。　
S1、S2とP、RI、UVとの間には相関を認めなかったが、VTとの間には負の相関を認め、VTの矯正
が不良であるとスクリューの関節面支持点は背側にシフトしていた。
【結論】
プレートの機種によっては1列目スクリューが関節面中央よりもやや背側を支持するものもある
が、DVRは関節面の中央付近を支える理想的なDSSとなっていた。しかし、VTが十分に整復され
ていないと関節面支持点は背側にシフトし、月状骨窩掌側骨片の支持が不十分となるため注意
が必要である。
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1-RT12-1-1

ハイブリッド掌側ロッキングプレートHYBRIXによる橈骨遠位端骨
折の短期治療成績

○河野 茂1, 中村 悟1, 濱口 裕之1, 藤岡 幹浩1

藤原 浩芳2

1京都武田病院　整形外科

2京都府立医科大学大学院医学研究科運動機能再生外科学（整形外科）

【目的】
われわれは橈骨遠位端骨折に対する世界初のハイブリッド掌側ロッキングプレートHYBRIX（ミ
ズホ）を開発した。今回その短期成績について検討したので報告する。
【対象・方法】
2015年3月から手術を行った症例のうち3ヶ月以上術後経過観察が可能であった31例を対象とし
た。男性7例、女性24例、年齢は26～93歳（平均66.8歳）、骨折型はAO分類A3 : 5例、B3 :
1例、C1 : 6例、C2 : 7例、C3 : 12例、観察期間は3～17ヶ月（平均8.9ヶ月）であった。単純X
線評価としてulnar variance(UV)、radial inclination(RI)、volar tilt(VT)を術直後と最終
観察時に計測し矯正損失を評価した。臨床評価はCooneyの評価法を用いた。
【結果】
全例で骨癒合が得られた。平均矯正位損失はUV 0.20mm、RI 0.71°、VT 0.38°で、術直後と最
終観察時の間に有意な差は認めず、整復位が保持されていた。Cooney scoreの平均は87.8point
で良好であった。
【考察】
HYBRIXは最遠位列が単軸性機構、遠位2列目が多軸性機構のハイブリッド掌側ロッキングプレー
トである。単純な骨折では単軸椎の遠位1列のみの固定で、粉砕骨折では多軸椎の2列目も用い
DSS法を行うことで強固な固定が可能で良好な矯正位を保持でき非常に有用なプレートであると
考えられた。HYBRIXを用いることにより橈骨遠位端骨折の大多数の症例に対応できるものと考
える。
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1-RT12-1-2

橈骨遠位端骨折に対するハイブリッド型掌側ロッキングプレートの
短期成績

○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, 2獨協医科大学日光医療センター　整形外科

【背景・目的】
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加療においてDSS法は関節内骨折
症例に有用である。DSS法が可能なプレートには単軸性プレートと多軸性プレートが存在する
が、単軸性プレートは関節内穿孔の危険性が高く、多軸性プレートは力学強度が弱い。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。本研究の目的はHYBRIXを用いた術後短期成績を検討することである。
【対象・方法】
対象は術後6か月以上経過観察し得た46例であり、平均経過観察期間10か月、平均年齢65歳、男
性10例、女性36例、AO分類 A2型4例、A3型6例、B3型1例、C1型6例、C2型7例、C3型22例であっ
た。 手術方法は関節外骨折や単純関節内骨折においては遠位列のみの固定で従来の単軸性プレ
ートと同様の簡便な手技で使用し、関節内粉砕骨折例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・スクリューを刺入した。術後は直
ちに手関節可動域訓練を行った。
【結果・考察】
X線計測値(術前/ 術後/骨癒合時)はRI: 20/23/24度、PT: -10/12/12度、UV: 2.5/0.9/1.0mm、
最終観察時の可動域は手関節伸/屈: 71/61度、回外/内: 89/82度、橈尺屈:22/37度、DASH
7、PRWE 8点であった。また、固定方法は遠位列のみの固定は30例、バイブリッド固定は16例
（DSS法9例）であり、関節内骨片に対して他の追加固定は施行しなかった。また、術後の関節
鏡にて関節内穿破は全例ないことを確認している。以上より、従来のプレートの欠点を補った
ハイブリッドな固定が可能であるHYBRIXは、橈骨遠位端骨折の新たな治療戦略として期待でき
ると考える。
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Ilizarov Mini Fixator指用創外固定器の使用経験

○白坂 律郎1, 若杉 琢磨1, 八百 陽介1, 石突 正文2

1土浦協同病院　整形外科, 2石岡市医師会病院　整形外科

【目的】
手外科領域において、Ilizarov Mini Fixator指用創外固定器を使用した。特徴のある手術器具
であり、好みは分かれるとは思われるが、そのメリットは１．強固な固定性（牽引力も含め
て）２．軟部組織損傷と両立し得る、ということに集約できるだろうか。今回発表は本器具を
利用した手術経験について述べ、その有用性と限界を検討することである。
【方法】
2008年以降本器具を用いて手術を行った33症例、36指が対象である。女性5指、男性３１指。年
齢は14歳から67歳。使用した疾患、外傷は母指内転拘縮が1例、PIP関節拘縮が2指（外傷1指、
変性1指）、開放骨折10指、偽関節9指、病的骨折（骨腫瘍）5指、PIP関節内骨折9指であった。
【成績】
開放骨折、偽関節、病的骨折の全24指において最大の目的とする骨癒合は問題なく得られた。
合併症はPIP関節の過大な整復および牽引により広範囲の皮膚トラブルが生じた症例が1例（早
期抜去を余儀なくされた）、ピン刺入部の遅発性骨髄炎が1例（掻爬手術施行）、ピン先端によ
る指神経損傷を1例（抜去後回復）に認めた。また、PIP関節に限局した症例で同関節の牽引を
行った8例中4例にDIP関節の伸展不全を認めた。
【結論】
　使用するのに慣れが必要とされる器具でもあり、本研究においても2008年から2014年までは
8指、2015年以降に残りの28指となっており、愛着を感じるまでに時間がかかるとも言える。手
技的にも容易とは言いがたく、自由度は高いはずなのであるが、その自由度を生かせることは
あまりない。以上のようにパーフェクトとは言えないところもあるが、本器具の最大のメリッ
トはその固定性であり、特に軟部組織損傷が重度な症例には他の選択も乏しく、秀逸な手術器
具であると思われる。切断指や開放骨折、手の挫滅が多い施設には強くおすすめしたいところ
である。
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イリザロフミニ創外固定器を用いた微小指節骨延長

○東盛 貴光1, 溝渕 貴俊1, 栗原 沙織1, 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

【緒言】
手指用イリザロフ創外固定器Ilizarov Minifixator(以下IM、アラタ、東京)は、2002年から国
内で医療承認を得て以降、様々な適用が報告されている。今回われわれば、残存する小指節骨
の仮骨延長を2例に行い良好な成績を得たため、若干の文献的考察を加えて報告する。
【症例１】
21歳女性。ドアに挟まれ右示指指尖部切断を受傷した（玉井分類Zone1、石川分類subzone2）。
同日再接着術を施行し、terminal  arteryを1本吻合したが血流再開ならず壊死となっ
た。Thenar flapにより断端形成を行った後、末節骨欠損による爪変形に対してIMにより仮骨延
長を行った。健側比7mmの短縮であったが、6ｍｍの延長がなされ、健側比1mm短縮まで改善し
た。術後1年で整容的に良好な結果が得られ、手指を隠さず日常生活が可能となった。
【症例2】
9歳男児。駐車場で家族の運転する乗用車と壁に挟まれ右小指切断を受傷した(玉井分類Zone2、
石川分類subzone3）。ただちに再接着術を施行したが壊死となったため、局所皮弁による断端
形成を施行した。その後生じた中節骨より末梢の欠損に対してPIP関節を温存した義指装着のた
めにIMを用いて中節骨の仮骨延長を施行し、4.6mmから11.3mmまで延長し得た。現在PIP関節を
温存した義指装着が可能となった。今後成長を待って足趾移植による再建を検討している。
【考察】
2002年澤泉らが、5例の残存末節骨の延長例を報告したが、4ｍｍの末節骨は仮骨形成し得なか
った。骨切りは断端にイリザロフワイヤーが露出しても仮骨形成可能であるが、ワイヤー径が
1mmであることから仮骨延長可能な指節骨長の限界は4-5ｍｍと考えられる。ドナーの犠牲がな
く、小さな指節骨の延長における本法の適用は有用と思われた。
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橈骨遠位縁部骨折に対するプレート固定法の治療戦略

○坂野 裕昭1,2, 勝村 哲1, 岡崎 敦1, 仲 拓磨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】
難関骨折とされる橈骨遠位縁部骨折の治療は難渋することが多い．遠位縁部骨折は明確な定義
や分類はない．今回，我々はwatershead line以遠の骨折を遠位縁部骨折と判定し，手術的治療
を行った症例を後ろ向きに適切な固定法を検討したので報告する．
【対象と方法】
対象は橈骨遠位縁部骨折36例で関節内骨折26例，関節外骨折10例．これら症例において，１）
掌側縁部に粉砕がある，２）関節内骨折で関節面の整復が出来ない，３）関節面の粉砕が強く
欠損部分が生じる，の何れかを認める５例はrim プレート（DePuySynthes社製）を使用して内
固定を行った（R群）．上記以外の31例に対して近位設置型掌側ロッキングプレート（Hoya
Technosurgical社製）を使用して内固定を行った（V群）．これら症例に対しX線的評価として
Radial inclination（RI），Palmar tilt(PT)，Ulnar variance(UV)，月状骨窩掌側皮質長軸長
(LVL)を計測すると共に術後の手根骨掌側亜脱臼の有無，および臨床的評価としてMayo score及
びDASH scoreを比較検討した．
【結果】
V群の2例において月状骨の掌側亜脱臼を生じUVに術後有意な増大を認めた．この2例において
LVLは7mm未満であり，V群の他の29例は7mm以上であった．この2例を除くとMayo ScoreはR群平
均85.3点，V群86.9，DASH scoreはR群平均9.5，V群8.9と基本的に良好な臨床成績が得られた．
【結論】
rim プレートは安定した臨床成績が得られるため不安定な遠位縁部骨折に有用であった．しか
し，屈筋腱がプレートに直接干渉するため可及的早期の骨内異物除去が必要で，屈筋腱への影
響が危惧される．現状ではLVLが7mm以上の症例では安全面を考慮すれば近位設置型掌側ロッキ
ングプレートが使用しやすい．ただし，適応を限定することでrimプレートの良好な成績が得ら
れる．
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掌側転位型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-治療成績とpitfall

○吉川 泰弘1, 市川 亨2, 小原 由紀彦3

1駒沢病院　整形外科, 2金子整形外科, 3豊岡第一病院　整形外科

【目的】
掌側転位型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（VLP）固定による治療成績
や問題点についての報告が散見される．今回自験例の治療成績，手技上の工夫，pitfallについ
て検討したので報告する．
【対象と方法】
過去4年間で当院にて治療した掌側転位型橈骨遠位端関節内骨折47例（男性18例，女性29例）を
対象とした．手術時年齢は平均55.4歳（18-81歳），骨折型はAO分類でB3型4例，C1型4例，C2型
1例，C3型38例，平均観察期間は7.2か月であった．使用プレートは原則Stellar2とし，症例に
より遠位設置型プレートを使用した．調査項目は術前CT像による骨折型評価，VT（volar
tilt）,RI（radial inclination）,UV（ulnar variance），関節面のgap，step offの経時的変
化，臨床評価としてのMayo modified wrist score（MMWS）である．
【結果】
術前CT像ではB3型ではなくC3型が大部分であった。全例で骨癒合が得られ，再転位により再手
術を要した症例はなかった．骨折術後の矯正損失はVT，RI，UVの順に平均0.6°，0.4°，0.5mm
であり，gap，step offとも良好に整復保持されていたが、volar translationが残存した症例
も存在した．MMWSは平均89.2点と良好な成績であった．
【考察】
今回の調査から掌側転位型橈骨遠位端関節内骨折は大部分がC3型であり、典型的なB3型骨折は
少ない傾向にあった。C1，C3型骨折では背側関節面のvolar translationに対する整復はVLPに
よるbuttress効果だけでは不完全となりうることを念頭に置き，術前CTおよびX線側面像から正
確に骨折型を評価するとともに症例に応じて骨折線を貫通させて整復するなどの手術操作が必
要であった．Stellar2による治療はscaphoid facetも含めたbuttress効果により良好な治療成
績が得られたが，monoaxialタイプでとしての注意点も存在した．
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1-V1-1

閉経後女性の橈骨遠位端骨折における骨粗鬆症, 下肢筋力, ロコモ度
の評価

○飯田 竜1,2, 辻井 雅也3, 牧野 祥典2, 植村 和司4

須藤 啓広3

1飯田医院　整形外科, 2永井病院　整形外科, 3三重大大学院運動器外科学

4植村整形外科

【目的】
閉経後女性の橈骨遠位端骨折は脆弱性骨折の中で早期に骨粗鬆症に介入できる契機となる.また
骨折連鎖の予防は転倒予防も重要だが,本疾患のロコモティブシンドロームに関する報告は少な
い.今回,閉経後女性の橈骨遠位端骨折後の骨密度,下肢筋力,ロコモ度を評価した.
【方法】
症例は閉経後女性の橈骨遠位端骨折48例で,平均年齢72.7歳,全例転倒受傷で,脆弱性骨折の既往
は23%であった.骨密度を健側橈骨DXA,膝伸展筋力をHHD(μTAS)で受傷後3か月以内に評価した.
また初診時に受傷前のロコモ度をロコモ25で評価し,歩行能力,入院期間について検討した.
【結果】
%YAMは平均69.9で,79%が骨粗鬆症と診断された.自立歩行が96%(独歩90%)で,入院日数は平均4.3
日で,89％が5日以内に退院できた.膝伸展筋力は平均0.38kgf/kgで,歩行自立閾値(40kgf/kg)以
上を42%,歩行下限閾値(0.25kgf/kg)を15%に認めた.ロコモ25は平均13.3点で,ロコモ度1(7-
15点)を17%,ロコモ度2(16点以上）を25％,要支援(24点以上)を21％に認めた.69歳以下
(17例),70-79歳(16例),80歳以上(15例)を比較すると,骨密度は%YAMが各平均78.4,65.7,64.3で,
各47%,94%,100%が骨粗鬆症と診断された.自立歩行は各100%,100%,87%,5日以内の入院は各
100%,94%,71%であった.膝伸展筋力は各平均0.44,0.40,0.31kgf/kgで,40kgf/kg以上は各
65%,31%,27%,0.25kgf/kg以下は各0%,6%,40%,ロコモ25は各平均3.6,4.7,33.4点で,ロコモ度1は
各24％.13％.13％,ロコモ度2は各0%,7%,73%,要支援は0%,6%,60%であった.
【考察】
自験例では70歳以降で97%が骨粗鬆症と診断され,本骨折後の骨粗鬆症の介入は必須である.また
自立歩行は80歳以降も比較的維持されていたが,70歳以降は下肢筋力が低下傾向で,80歳以上で
ロコモ度が急増した.本骨折後の二次骨折予防にロコモティブシンドロームの介入も重要であ
る.

S323



1-V1-2

当院入院患者におけるDupuytren拘縮の発症率とリスクファクターの
調査

○藤原 高, 矢﨑 尚哉, 田中 宏昌, 伊東 翼

静岡済生会総合病院

【背景】
Dupuytren拘縮(以下DD)は、ヨーロッパでは12.3％と言われており本邦でも6-7％の報告がある
が病態は不明であり、基礎疾患を有する患者での合併症としてのDupuytren拘縮(DD)の発生率を
検討した報告は少ない。今回、当院に入院中の65歳以上の患者におけるDDの発生率とその発生
リスク因子について検討したので報告する。
【方法】
2016年10月に当院入院中の65歳以上の患者256人(男性143人、女性113人、平均年齢78.2歳)を対
象とし、DDの有無と発症部位、糖尿病・高脂血症・肝疾患・抗凝固薬内服・抗血小板薬内服の
有無を調査し、それらの因子について単変量Logistic回帰分析を行った。DDの有無については2
人以上の整形外科医が触診を行い、Meyerding 分類を用いて評価した。
【結果】
65歳以上の患者256人中9人(3.5％)にDDをみとめた。男性7人、女性2人、平均年齢76.8歳であっ
た。9人全員が右利きで、右手のみは7例、両側例は2例であった。手掌環指に4例、手掌小指に
１例、手掌環指小指に2例、手掌中指環指小指に1例で生じていた。Meyerding分類でstage0が
7例、stage1が2例であった。単変量Logistic 回帰分析では、糖尿病(p=0.037, OR 4.31, 95%CI
1.09-17.0)と抗血小板薬内服(p=0.011, OR 6.03, 95%CI 1.51-24.0)の有無において有意差をも
って抽出された。
【結論】
基礎疾患を有する患者において3.5％にDDを合併していた。糖尿病や抗血小板薬を内服している
患者ではDDを合併するリスクが高い可能性があり、更なる検討が必要と考えられた。
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橈骨遠位端骨折に対する横小皮切を用いた掌側ロッキングプレート
固定法

○普天間 朝上1, 川越 得博1, 金城 忠克2, 小浜 博太3

金谷 文則1

1琉球大学　医学部　整形外科, 2中部徳洲会病院, 3大浜第一病院

橈骨遠位端骨折に対して吉川らの方法に準じた小切開を用いた掌側ロッキングプレート固定法
を行ったので報告する。
【症例】
女性10例で、手術時年齢は55～83歳（平均65.3歳）、術後経過観察期間は4～37ヵ月（平均11,6
ヵ月）であった。骨折型はAO分類でC1型3例、C2型4例、C3型3例であった。
【術式】
finger trapを用いて3～5kgの重りで牽引し、徒手整復を行った後1.2mm径のK鋼線を2～4本用い
てintrafocal pinning法にて仮固定した。プレートの位置を透視下で確認し、遠位スクリュー
列近傍の手首皮線に沿って皮膚切開を加えた。方形回内筋の遠位縁を横切し、方形回内筋裏面
の剥離後プレートを挿入した。プレートの楕円ホール直上に約1cmの横皮切を加え、スクリュー
にて仮固定し、遠位列スクリューが軟骨下骨に位置するように微調整した。遠位列のスクリュ
ー挿入後、骨幹部のスクリューを挿入し内固定を完了した。
【結果】
Ulnar varianceは術前平均4.7mm、術直後1mm、最終観察時2.2mmであった。Radial inclination
は術前平均18.9°、術直後24.8°、最終観察時25.8°であった。Volar tiltは術前平均-
15.2°、術直後6.8°、最終観察時5.3°であった。後期研修医および整形専門医の従来法の手
術時間は60～70分程度で、本法は平均108分であり、倍近くの時間を要していた。手術瘢痕を自
傷行為と誤認された例はなかった。
【考察】
intrafocal pinningにて整復保持が可能であった例を本術式の適応とした。整復不良や矯正損
失はほとんどなく、手術瘢痕が目立たないことから整容的に有用な方法であった。
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橈骨遠位端骨折を受傷した閉経後女性は移動能力が低下している

○織田 崇1, 石垣 大介2, 和田 卓郎1, 石井 政次2

1北海道済生会小樽病院　整形外科, 2山形済生病院　整形外科

【背景】
橈骨遠位端骨折は、脆弱性骨折のうち初発骨折として発生する割合が高く受傷年齢が相対的に
低い．本研究では、閉経後に橈骨遠位端骨折を受傷した例の移動能力に関連する身体機能を評
価し、健常者と比較した．
【方法】
平成27年4月からの17ヵ月間に橈骨遠位端骨折に対して手術治療を行った閉経後女性45例を対象
とした(骨折群)。当院主催の健康イベントに参加した50歳以上の女性ボランティア50例を対照
とした（健常群）．両群で歩行能力、下肢筋力、歩行安定性、バランス能力の指標となる2ステ
ップ、立ち上がり、立ち歩き、手伸ばしの各テストを施行した．骨折群は術後1週間以内に施行
した．結果をWelch’s t-testとMann-Whitney’s U testで解析した．
【結果】
骨折群と健常群の平均年齢は74.3歳と71.1歳、平均BMIは22.0と22.7であり有意差はなかった
(p=0.09, p=0.27)．2ステップテストは骨折群が1.07、健常群が1.32であった（p＜0.001）．骨
折群の17例（38%）がロコモ度1に、21例（47%）がロコモ度2に該当した．健常群は各々9例
（18%）、10例（20%）であった．立ち上がりテストは、骨折群で片脚40-10cm（非ロコモ）が5
例（11%）、両脚20-10cm（ロコモ度1）が25例（56%）、両脚40-30cm（ロコモ度2）が15例
（33%）であった．健常群では各々25例（50%）、14例（28%）、11例（22%）であった
（p=0.006）．立ち歩きテストは骨折群で9.61、健常群で6.75であった（p=＜0.001）．手伸ば
しテストは骨折群29.0、健常群32.8であった（p=0.049）．
【結論】
閉経後の橈骨遠位端骨折受傷例は、対照と比較して歩行能力、下肢筋力、歩行安定性、バラン
ス能力が低下していた．橈骨遠位端骨折の受傷後に移動能力の評価と運動による介入を行うこ
とで、大腿骨近位部骨折などの2次骨折をより効率的に予防できる可能性がある．
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当院の橈骨遠位端骨折患者における骨粗鬆症検査の疫学調査

○中谷 幸太郎, 川端 確, 飯盛 謙介, 橋口 直史
高松 聖仁

淀川キリスト教病　整形外科

【目的】
脆弱性骨折として大腿骨近位部骨折，椎体骨折は死亡率増加や健康寿命への影響が大きいと言
われており，これらを予防するためには早期に骨粗鬆症の治療に取り組むべきである．一方骨
粗鬆症の初発骨折部位としては椎体骨折とともに橈骨遠位端骨折（DRF）が多いとされている
が，死亡率には影響しないとされている．またDRF患者はやや若年であり骨粗鬆症と診断された
際には早期に治療を開始する良い対象と考えられる．本研究の目的はDRF患者における骨粗鬆症
検査と治療状況について調査し，当院での現状を把握することである．
【対象および方法】
当院において2010年1月1日から2014年12月31日に当院で加療を受けたDRF患者を対象とし，年齢
が50歳未満の患者，腫瘍による病的骨折患者は除外した．調査項目は対象患者の骨折時の年
齢，性別，左右，骨折型，受傷場所，受傷原因，治療法，骨粗鬆症の既往，脆弱性骨折の既
往，骨密度検査の有無とした．
【結果】
対象患者は114名であり，女性89例，男性25例であった．左右別は左77例，右38例であった．受
傷原因は立った高さからの転倒が全体の68.4％であった．手術を行った患者は98.2％で，骨折
受傷時に骨粗鬆症治療薬を服用していた患者は11.4％，脆弱性骨折の既往がある患者は3.5％で
あった．術前に骨密度検査を受けていたのは2.6%で，術後に検査が行われたのは13.2%であり，
その後骨粗鬆症治療薬の服用を開始した患者は12.3％であった．
【考察】
日本における骨粗鬆症検診率は5%程度とされているが，当院でのDRF受傷前の骨密度検査率はそ
れを下回った。また術後も低値であり，今後は積極的にDRF受傷時に骨密度検査を行い，骨粗鬆
症と診断された患者への治療介入を行うことが必要と考えられた．
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橈骨遠位端骨折患者はロコモティブシンドロームの予備軍である

○木下 真由子, 内藤 聖人, 杉山 陽一, 後藤 賢司
金子 和夫

順天堂大学　医学部　整形外科

【背景】
ロコモティブシンドローム(ロコモ)は転倒リスクが高く脆弱性骨折を来し易いため、ロコモ予
備軍の早期発見・治療介入は重要と考えられている。本研究は橈骨遠位端骨折患者のロコモ度
を他の骨粗鬆症患者と比較検討することを目的とした。
【方法と対象】
当院に通院する57名の女性骨粗鬆症患者（「骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版」に
基づき診断）を対象とした。橈骨遠位端骨折を発症し腰椎骨密度(LS-BMD)もしくは大腿骨頚部
骨密度(FN-BMD)がYAM＜80%のため骨粗鬆症の診断となった患者10名をGroup(G)1、椎体骨折で骨
粗鬆症の診断となった患者23名をG2、そして脆弱性骨折の既往がなくLS-BMDもしくはFN-BMDが
YAM≦70%であり骨粗鬆症の診断となった患者24名をG3とした。年齢、ロコモ25(移動機能評
価、6点以上をロコモと診断)、Q-DASH(上肢機能評価)、そして運動習慣を調査し、Kruskal
Wallis、Spearmanの相関係数を用いて統計解析を行った。
【結果】
全対象者の平均年齢は68.8歳、ロコモ25は8.7点であり51.4％の対象者がロコモの診断を満た
し、Q-DASHは8.0であった。各群で解析すると、平均年齢はG1：61.2歳、G2：75.1歳、G3：67.9
歳であり3群間に有意差を認めた(p＜0.01)。ロコモ25はG1：4.6点、G2：7.3点、G3：12.6点で
あり3群間に有意差を認めた(p＜0.01)。Q-DASHはG1：4.5、G2：9.6、G3：8.6であり3群間に有
意差を認めなかった(p＞0.05)。運動習慣なしの割合はG1：40％、G2：20%、G3：21.4％であり
G1では運動習慣が乏しかった(p＜0.05)。またロコモ25とQ-DASHは相関関係を認めなかった
（p＞0.05）。
【結論】
橈骨遠位端骨折を契機に骨粗鬆症の診断を受けた患者はロコモ25が低いが年齢が若く、運動習
慣が乏しく、ロコモ診断以前のロコモ予備軍が橈骨遠位端骨折を受傷している可能性が考えら
れた。

S328



1-V1-7

握力はロコモティブシンドローム診断に利用可能か？

○坂本 和歌子, 川崎 恵吉, 永井 隆士, 黒田 拓馬
稲垣 克記

昭和大学　医学部　整形外科学教室

【はじめに】
近年の日本の高齢化に伴い、運動器の障害によって移動機能の低下をきたし、要介護となるリ
スクが高くなる状態であるロコモティブシンドローム（以下ロコモ）が話題となっている。運
動器を長持ちさせ、生涯自立した生活を送るためには、ロコモの早期診断・早期予防が重要で
あるが、ロコモ診断に用いられる３つのテストは、主に下肢筋力を参考にする項目となってい
る。今回我々は、手外科医が最も使用し、簡易的に測定できる握力と、ロコモ診断の関連性を
検討した。
【対象と方法】
2014年4月から平成2016年7月までに当科関連病院の骨粗鬆症外来を受診した女性237例(平均年
齢72.6歳)を対象とし、ロコモ度テスト(2step、立ち上がり、質問25)でロコモ度1・2・該当な
し、に群分けし、握力との関係を後ろ向きに比較検討した。更に、握力が20kg以上110例を正常
群、20kg以下127例を握力低下群の２群に分け、ロコモ群・該当なし群との比較検討を行った。
【結果】
対象女性237例において、それぞれ３つのテストでのロコモ該当なし群に比べて、ロコモ群の握
力が有意に低下していた。ロコモ度１群とロコモ度２群においても、有意な握力の差が見られ
た。そして握力低下群では、握力正常群と比較し、ロコモ該当者の割合が有意に高かった。
【考察】
外来受診時に簡単に測定できる握力を継時的にみることで、ロコモの前段階を知り、早期の予
防対策を、患者自身や握力計を最も使用する手外科医も意識できる。さらに握力のカットオフ
値を参考にすることによって、握力がロコモ診断のスクリーニングとして有用であることが示
唆された。これまで手外科医にとって、あまり関連がないと考えられていたロコモが、握力と
の関連性が得られたことにより、今後手外科医にも浸透していく可能性がある。
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橈骨遠位端関節内骨折術後早期のDASHに影響を与える因子の検討

○稲葉 尚人1, 西脇 正夫2, 別所 祐貴2, 佐藤 和毅1

堀内 行雄2

1慶應義塾大学　整形外科, 2川崎市立川崎病院　整形外科

【目的】
橈骨遠位端関節内骨折に対する手術治療成績は掌側ロッキングプレートの出現により飛躍的に
向上し，術後1年では概ね良好と報告されているが,日常生活や社会生活に支障なく復帰できる
までの期間は様々である. 本研究は，橈骨遠位端関節内骨折の術後6週と3カ月のDisability of
the Arm, Shoulder, and Hand (DASH) に影響を与える因子を調査した.
【方法】
2014年から2年間に掌側ロッキングプレートで手術した橈骨遠位端関節内骨折53例を対象とし
た. 各症例の年齢, 性別, 患側が利き手か, 術前待機期間, AO分類,術前CTでの関節面転位, 整
復固定後の関節面転位 (関節鏡評価), 三角線維軟骨複合体損傷, 手根骨間靭帯損傷, 尺骨遠位
端骨折合併の有無, プレート固定と併用した内固定の有無, 単純X線計測値 (術前, 術直後),
術直後の遠位橈尺関節不安定性の有無, 外固定期間から術後6週と3カ月のDASHの予測因子を統
計学的に解析した. さらに, 術後6週と3カ月での手関節自動可動域, 握力, 単純X線計測値,
Patient-Rated Wrist Evaluation (PRWE) の痛みのスコアと DASHとの関連を統計学的に解析し
た.
【結果】
術後6週と3カ月のDASHの予測因子として有意な関連のあるものはなかった. 術後6週DASHは,
PRWE 質問1 (安静時痛)と有意な関連があり (p=0.007), 術後3カ月DASHは, 伸展可動域
(p=0.021) とPRWE 質問5 (痛みの頻度) (p=0.048) に有意な関連があった.
【考察】
術後早期に疼痛コントロールと伸展可動域訓練を重点的に行うことでより早期に支障なく日常
生活が行える可能性がある．
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橈骨遠位端骨折術後患者の術後8週でのQuick-DASHとSF-12の関連
性

○石川 貴史, 大茂 壽久

社会医療法人共愛会　戸畑共立病院

【はじめに】
橈骨遠位端骨折術後の患者に対しての患者立脚型評価としてQuick-DASHが推奨されている。太
田らは「橈骨遠位端骨折術後リハビリテーション開始時期は可及的早期が望ましく、リハビリ
テーション至適期間は8週であることが示唆された」と述べている。本研究の目的は、術後8週
でのQuick-DASH scoreとSF-12の関連性を明らかにすることである。
【対象・方法】
対象は背側転位型橈骨遠位端骨折に対し骨接合術を施行した認知症のない症例25例25手であ
る。受傷時にSF-12、術後1週間、4週間、8週間ではQuick-DASHを計測した。術後8週での平均
Quick-DASH　score以上を改善群、平均以下を非改善群とし2群間のSF-12の結果を比較検討し
た。
【結果】
術後8週間でのQuick-DASH scoreの平均は20.5点であった（改善群8.9点、非改善群41.6点）。
改善群は、術後1週、4週の時点において非改善群と比較して有意にQuick-DASH scoreが良好で
あった（術後1週　改善群34.5点　非改善群は56.6点　p＜0.01、術後4週、改善群15.5点　非改
善群は51.0点　p＜0.01）。SF-12については、GH（心の健康）において改善群　76点、非改善
群　53点であり有意に改善群が大きくなっていた（p＜0.05）。
【考察】
本研究の結果から、術後8週間でのQuick-DASH scoreの改善が悪い群では、術直後より同様の傾
向を認めていた。Quick-DASH scoreの改善が悪い要因として心の健康という精神面による部分
も大きく関与していることが示唆された。
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手掌に擦過傷のある掌側転位型橈骨遠位端骨折の臨床像

○東山 祐介1, 川崎 恵吉1, 門馬 秀介1, 酒井 健3

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学講座, 2昭和大学江東豊洲病院

3昭和大学　藤が丘病院　整形外科

【目的】
Smith(1847)は、掌側転位型のSmith骨折は手関節屈曲位で手背をついて転倒した際に起こると
報告している。しかし我々はこれまで、手掌からついたと思われる掌側転位型橈骨遠位端骨折
について報告してきた。今回は、手掌からついたと思われる手掌に擦過傷のある掌側転位型橈
骨遠位端骨折の特徴とその治療成績について報告する。
【対象と方法】
2001年から2014年まで当科にて手術治療を行った掌側転位型橈骨遠位端骨折は110例であった。
今回手掌に擦過傷が存在した9例10手を対象とした。平均年齢は53.6歳、男女比は7：2、術後経
過観察期間の平均は16.7か月で、受傷原因は自転車・バイク事故が6例と多かった。右：左：両
手は2：6：1手で、両側橈骨遠位端骨折（擦過傷は片側のみを含む）が3例、対側の手関節周囲
骨折が2例存在した。同側の有鈎骨鈎骨折、大菱形骨稜骨折の合併を1例ずつに認めた。骨折型
は掌側Barton型（AO分類B3型）が6手、粉砕Smith型（C3型）が4手で、B3型の6手全例で術前月
状骨の亜脱臼を認めた。volar lunate facet (VLF)骨片の縦径の平均は13.6mmで、10mm以下の
症例は3手であった。VLF骨片の奥行の全長に対する割合は、平均45.9%であった。固定には全例
でpolyaxial locking plateを使用した。画像評価及び臨床成績について調査した。
【結果】
全例で術後掌側亜脱臼を来さずに骨癒合が得られた。術後矯正損失はUPVが0.7mm、VTが
0.8°、RIが-0.1°であった。Mayo wrist scoreは91.6pointで、臨床成績も良好であった。
【考察】
手掌をついての掌側転位型橈骨遠位端骨折は存在することを念頭に置く必要がある。
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橈骨遠位端骨折抜釘術後の検討

○田平 敬彦1, 上原 浩介1, 大江 隆史2, 三浦 俊樹3

森崎 裕1

1東京大学医学部付属病院　整形外科, 2NTT東日本関東病院, 3JR東京総合病院

【背景】
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術後の屈筋腱障害を考え抜釘術を勧め
る報告が増えつつあり、当院でも若年者や屈筋腱との干渉が危惧される症例に対して抜釘術を
行っている。しかし、抜釘術後の満足度、症状の変化、再骨折などの合併症についての報告は
少なく、今回検討した。
【対象と方法】
2008年2月-2016年3月までに、橈骨遠位端骨折後プレート抜釘術を受けた患者42名42手
（男15名、女27名）に対し、合併症を含めた術後経過の後向き検討、診察時の直接対面や電話
によるアンケート調査を行った。アンケートは「抜釘術前後の症状の変化」、「抜釘術を受け
て良かったか」などについて質問し回答を得た。
【結果】
再骨折、神経障害、感染などの合併症はなかった。アンケート回答が得られたのは30名
（男7名、女23名）で、平均55歳（23歳-76歳）。骨接合術から抜釘術までの平均日数は283.9日
（153日-643日）であった。「抜釘術を受けて良かったか」は、良かったが29名（97％）、どち
らでもないが1名（3％）、悪かったは0名（0％）であった。「術前後で症状に変化があった
か」は、変化無し13名（43％）、違和感が無くなった11名（37％）であった。他の6名について
も痛みが良くなったなどの症状の改善が見られた。
【考察】
本研究では、抜釘術の合併症は無かった。患者の97%が抜釘術を受けて良かったと満足していた
が、直接的な違和感が改善したという回答以外に、金属が体内にあること自体が不安だという
回答も多く、抜釘することで不安から解放され、満足に繋がったと推測する。Soongらの指摘を
受け、腱断裂予防のための抜釘術は今後増加していくと思われるが、患者主観的には十分な満
足度が期待できる手術であることがわかった。
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橈骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷に対し直視下縫合術を行った
症例の治療成績

○飛梅 祥子, 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

【はじめに】
橈骨遠位端骨折においては三角線維軟骨複合体（TFCC）損傷をしばしば合併するが、その治療
方法について一定の見解が得られていない。当院では掌側ロッキングプレート固定後にもDRUJ
の著明な不安定性が残存するTFCC損傷に対しては直視下縫合術を主に行っている。今回掌側ロ
ッキングプレート固定に加え直視下TFCC縫合術を行った症例の治療成績を検討した。
【対象】
対象は橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定に加え直視下縫合術を行ったTFCC
損傷の10例で、男性6例、女性4例、受傷時年齢は19歳から73歳、平均55.8歳であった。追跡期
間は平均7.5カ月であった。これらの症例に対し受傷時の特徴、最終観察時の疼痛の有無、復職
の可否、手関節・前腕可動域、握力、DRUJの不安定性を調べた。また、術後成績をMayo Wrist
Score (MWS)を用いて評価した。
【結果】
受傷時、開放骨折を4例に、DRUJの脱臼を6例に認めた。最終経過観察時、疼痛を2例に認めた
が、全例原職に復帰できていた。平均可動域は手関節掌屈63.0°(30～90°）、背屈59.5°(40
～90 °）、前腕回内74.5°(45～90°）、回外83.5°(70～90°)、握力の健側比は平均79％
（39～118％）であった。DRUJの不安定性を認めたものはなかった。MWSはExcellent3例、Good
3例、Satisfactory4例であった。開放骨折の4例中3例では可動域制限を認め、Satisfactoryで
あった。DRUJの脱臼の有無はMWSと関連がなかった。
【考察】
橈骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷に対する直視下縫合術の治療成績は概ね良好であった。し
かし、開放骨折例ではMWSが劣っており、MWSには受傷時の外力の大きさや、軟部組織損傷が影
響する可能性が考えられた。
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橈骨遠位端骨折術後の矯正損失に対する尺骨茎状突起骨折の影響

○渡 泰士, 内藤 聖人, 杉山 陽一, 木下 真由子
金子 和夫

順天堂大学　医学部　整形外科

【はじめに】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定は一般的な手術であるが、術後整復位の
過度な損失は臨床成績を下げる。今回、我々は尺骨茎状突起骨折の合併が術後整復位の損失に
影響があると仮説をたて検討した。
【対象と方法】
当院で手術を行った橈骨遠位端骨折42例（男:15例、女:27例、平均56.1歳）を対象とした。平
均術後観察期間は7.3か月、尺骨茎状突起骨折の合併は42例中21例であった。術直後と骨癒合後
の単純X線でUlnar tilt(UT)、Volar tilt(VT)、Radial length(RL)の変化値を測定し、最終観
察時のQ-DASH scoreも検討した。
【結果】
UTは茎状突起骨折なし群(なし群)において術直後平均23.2°、骨癒合後平均22.8°、その変化
値の平均は0.43°であり、茎状突起骨折あり群(あり群)において術直後平均23.0°、骨癒合後
平均22.5°、その変化値の平均は0.48°で変化値に有意な差はなかった。VTはなし群において
術直後平均11.7°、骨癒合後平均12.7°で、その変化値の平均は1.81°であり、あり群におい
て術直後平均12.9°、骨癒合後平均12.2°で、その変化値の平均は3.14°で両群間の変化値に
有意な差があった（P＜0.05）。RLはなし群において術直後平均12.2mm、骨癒合後平均11.4mm、
その変化値の平均は0.84mmであり、あり群において術直後平均11.2mm、骨癒合後平均10.5mm、
その変化値の平均は0.7mmで変化値に有意な差はなかった。最終観察時のQ-DASH はなし群で平
均7.8、あり群で平均10.9で有意な差はなかった。
【考察】
橈骨遠位端骨折に掌側ロッキングプレート固定を行う際、尺骨茎状突起骨折の合併が術後VTの
矯正損失に影響する可能性が示唆された。しかし、尺骨茎状突起骨折の有無によりQ-DASH には
影響なく、尺骨茎状突起骨折に対する治療介入の必要性は示唆されなかった。
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定量的CT画像を用いた3次元有限要素法による橈骨遠位端骨折発生
機転の解析

○新井 健, 別所 雅彦, 柳原 泰

化学療法研究所付属病院整形外科

【目的】
従来煩雑であった3次元有限要素法解析を簡便に行えるよう改良を行い、骨粗鬆症などの日常診
療に応用している。症例ごとの解析が可能であり、今回、橈骨遠位端骨折に応用した。
【対象】
右橈骨遠位端骨折(関節外単純型)で来院した71歳女性および57歳健常成人男性。
【方法】
手根部から前腕中枢1/3まで、1 mm厚の定量的CT撮影を行い、海綿骨・皮質骨下層に2 mmの4節
点ソリッド要素と、皮質骨外層に0.4 mmの3節点シェル要素を使用し、3次元有限要素モデルを
作成した。拘束条件は、橈骨近位を全方向固定し橈骨尺側面を中4/5まで橈尺方向と回旋方向を
制限した。荷重負荷方向を骨軸方向から掌側に0°、15°、30°、45°、-15°、-30°、-45°
に設定、荷重増分法による非線形解析を行い、シェル要素の1要素以上の破壊を骨折と定義し
た。算出された骨折型と実際の骨折型を比較することにより受傷機転の推測を行った。
【結果】
0°から45°の負荷では、橈骨遠位端掌側骨髄の骨折が見られ、背側の骨折が見られる前に骨拘
束部で破断した。-15°、-30°では600Nの負荷で橈骨端背側の皮質の骨折と掌側骨髄の骨折が
同時に認められた。骨折部位は実際の左橈骨の骨折部位とほぼ一致していた。-45°では背側皮
質の骨折を認める前に同時に骨拘束部で破断した。健常成人モデルでは同様の傾向であったが
約2倍の負荷を要した。
【考察】
橈骨遠位端骨折は幅広い年齢層に発生し、症例により骨強度が異なる。我々の解析システムは
個別の骨強度に応じた骨折発生メカニズムの解明が期待できる。今回の結果は、手関節背屈位
で手をついたという本人の供述に矛盾しない結果が得られた。本システムは荷重面の領域別に
荷重の方向や強度を変更でき、部分的に牽引を加えることも可能なことから、関節内骨折への
応用も目指してゆく。
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poly-axialロッキングプレートでcondylar stabilizing法を行った橈骨遠
位端骨折の治療成績の比較検討

○土肥 義浩1, 藤谷 良太郎1, 面川 庄平2, 田中 康仁3

1医真会八尾総合病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科学教室

3奈良県立医科大学　整形外科学教室

【目的】
当科ではAPTUS2.5を橈骨遠位端骨折の治療に積極的に使用しているが、poly-axialなロッキン
グ機構をもつため整復にcondylar stabilizing法を行うための工夫が必要であった。我々が作
成したティルトアップデバイスを用いた治療成績を報告する。またcondylar stabilizing法の
報告は多いが、その実施の有無による比較検討の報告は我々の渉猟した範囲ではなかったので
我々の施設で後ろ向きに比較検討した。
【方法】
平成26年10月以降にAPTUS2.5を用いた橈骨遠位端骨折のSmith型骨折を除外した23例を対象とし
た。手術はcondylar stabilizing法の原法とは異なり一旦整復しK硬線で仮固定した上で
condylar stabilizing法による整復を追加して固定した。Condylar stabilizing法を用いた10
例をTD群、用いなかった13例をC群として術直後及び最終のvolar  tilt(VT)、radial
inclination(RI)、ulnar valiance(UV)と、最終のDASHスコアを調査して、その差ついて統計学
的に検討した。有意水準は0.05以下とした。
【成績】
ティルトアップデバイスを用いた群の術直後のVTは用いなかった群より有意に上回っていた
（13.2°vs ９.2°,p=0.03）。また最終観察時でも同様にVTは有意に上回っていた（12.0° vs
8.1°, p=0.01）。最終経過観察時のDASHスコア(13.1 vs 16.1, p=0.35)には差がなかった。
【結論】
ティルトアップデバイスの使用は整復や整復位の維持に有用であった。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後の合併症
に対する検討

○八百 陽介, 白坂 律郎, 若杉 琢磨

土浦協同病院　整形外科

【目的】
当院におけるVLPを用いた橈骨遠位端骨折術後症例の合併症を検討した。
【対象と方法】
2005年1月から2014年12月にVLPを用いた橈骨遠位端骨折手術を行った442症例451手を対象とし
た。男性145例、女性297例、平均年齢は58.7歳であった。骨折型はAO分類でA型227手B型38手C
型186手であった。後ろ向きに合併症とその数を調査し、technical errorに起因すると考えら
れた症例について検討した。
【結果】
合併症は48手で認め、正中神経刺激症状31手、長母指屈筋腱断裂1手、長母指伸筋腱断裂4手、
関節内スクリュー突出2手、創部感染4手、プレート刺激症状6手であった。腱断裂や正中神経刺
激症状を呈した症例の中で、プレート遠位部の浮き上がりやwatershed line 近傍のプレート設
置、背側のスクリュー突出を認めたものがあった。治療は手根管解放術3手、腱移行4手、抜釘8
手であった。
【考察】
優れた初期固定性を有するVLP固定術は急速に普及し、橈骨遠位端骨折に対する手術療法の標準
的な治療となりつつあるが、一方で追加手術を要するような重大な合併症の発生率は、他の治
療法よりむしろ高いとの報告がある。術後合併症の原因でtechnical errorとして報告のあるも
のについて手根管症候群と長母指屈筋腱断裂はプレートの浮き上がりや遠位設置、長母指伸筋
腱断裂は背側スクリュー突出がある。今回の合併症のうち、上記の原因が関与したと考えられ
るものが認められた。近年報告のある、橈骨遠位端骨折に対する標準的VLP固定法などを参考
に、標準化された手術手技とその正確な実施が、合併症発生率の減少に有効と考えられた。
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慢性腎不全患者のシャント側に発症した橈骨遠位端骨折の治療方針

○杉山 陽一, 後藤 賢司, 木下 真由子, 内藤 聖人
金子 和夫

順天堂大学　医学部　整形外科

【はじめに】
橈骨遠位端骨折（DRF）の治療は徒手整復後のギプス固定や掌側ロッキングプレート（VLP）な
どを用いた手術治療など治療側の選択に依存するもののおおむね安定した結果が得られてい
る。しかしながら、骨折部周囲の軟部組織に問題を抱える症例ではこの限りではない。慢性腎
不全患者のシャント側に発症したDRFに対し、保存加療を行うことは多くの問題を伴う。整復操
作によるシャント部の血栓形成、皮膚・皮下組織への侵襲を考慮する必要があり、ギプスのモ
ールディングによる圧迫により透析患者の脆弱な皮膚を障害するおそれがある、さらには普段
の透析時の穿刺の障害となることなどがあげられる。我々は橈骨動脈にシャントを造設した慢
性腎不全患者のシャント側のDRFに対し、VLPを用いた手術治療を積極的に行っているのでその
成績を報告する。
【方法】
手術は駆血帯非使用で、展開は通常我々が行なっている方法と変わらないHenry侵入法である。
橈骨動脈の尺側から橈骨へ展開するため、愛護的な軟部組織展開ができればシャント部分に侵
襲が加わることはない。駆血帯を使用できないことは手術を煩雑にするが、注意深く止血を行
なうことにより手術は可能である。現在まで全例でシャント機能不全は認めず、術翌日からの
透析に問題はなかった。
【結果】
現在までに5例のシャント側DRFに対しVLP固定を行った。1名は多発外傷合併例であり、術後に
リハビリ転院した後に全身状態悪化のため死亡され、術後成績を評価できていない。4例は術後
平均8か月間の観察でQ-DASHが11.36 / 100、Mayo score は全例Excelentであり、腱損傷を含め
た軟部組織損傷は認めなかった。
【考察】
シャント保護と骨折の解剖学的整復固定を治療の目標とする為には、VLPによる整復固定が最も
シャントや軟部組織に対して愛護的治療である。
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橈骨手根関節背側脱臼骨折の3例　-Dumontier分類の有用性とその限
界-

○湊 健太1, 安田 匡孝1, 遠山 雅彦2, 宮下 昌大1

安藤 佳幸3

1馬場記念病院　整形外科, 2大阪労災病院　整形外科, 3白庭病院　整形外科

【緒言】
橈骨手根関節脱臼骨折（本脱臼骨折）は高エネルギー外傷で生じ手関節外傷のうち0.2%と稀で
case seriesは殆どない．
【目的】
自験例3例について文献的考察を加え報告すること．
症例1．橈骨末端掌側裂離骨折，小さな橈骨茎状突起骨片を認めDumontier Group 1，Moneim
type 1の骨折型．背側へ亜脱臼する手根に対しbuttress pinを橈骨背側へ刺入し橈骨末端掌側
裂離骨片と橈骨茎状突起骨片を指骨ピンとDTJ screwで固定した．疼痛なく原職復帰．最終診察
時，屈伸45/50°，握力78%，DASHは11である．
症例2．手根の尺側偏位，大きな橈骨茎状突起骨片を認め，Dumontier Group 2，Moneim type 1
の骨折型．関節内の橈骨背側骨軟骨片を整復しbuttress plateをあて，橈骨茎状突起へDTJ
screwを挿入した．疼痛なく原職復帰，最終診察時，屈伸35/80°，握力94％，DASHは0である．
症例3．手根の橈側偏位，舟状骨近位極の高度な転位を認めDumontier Group 1，Moneim type 2
の骨折型．掌側関節包の関節内嵌頓を認めた．Zaidemberg法を併用し舟状骨を固定，SLILを縫
合した．橈骨背側にbuttress plateをあて尺骨茎状突起骨片をTBWで固定しLT間をK-wireで固定
した．術後13カ月で可動域と握力の回復は十分ではないが疼痛は殆どなく原職復帰．手根の背
側亜脱臼，尺側偏位，関節症性変化なくMRIで舟状骨壊死を認めない．
【考察】
Dumontier Group 1は靭帯損傷或いは橈骨茎状突起の裂離骨折で，靭帯縫合或いは裂離骨片の固
定が必要で，Group 2は大きな橈骨茎状突起骨片の正確な固定が必要である．Dumontier分類は
靭帯の位置や橈骨の形態をspectrumに分け分類と治療が直結している点で有用だが手根外傷の
要素が加味されていない．手根外傷併発時にはMoneim分類を合わせて疾患形態を表現すること
でより的確に本脱臼骨折を説明できる．
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橈骨遠位部volar marginl rim fractureに対するヘッドレススクリュー固
定

○河野 慎次郎1, 中山 太郎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

【背景】
橈骨遠位端骨折のvolar marginal rim fracture（VMRF）では通常の掌側ロッキングプレート
（LP）の使用では関節面掌側の骨片にスクリューが刺入できず固定が困難となる。演者らは
VMRFに対して通常のLP固HS）定に加えて、volar lip（VL）からヘッドレススクリュー
（HS）（PercuFIXダブルスレッドスクリュー、日本ストライカー株式会社、東京）固定をおこ
なっており、今回この手術治療成績を検討した。
【対象と方法】
対象は2014年9月からVMRFに呈してVLからのHS固定をおこなった11例、（男性3例女性8例）、初
診時平均年齢72.1歳、術後平均観察期間10．6か月、OTA分類による骨折型はB3-3/1例、C1-
1/1例、C3-1/4例、C3-2/3例、C3-3/ 2例、CTによるrim骨片の掌側面の長さは平均　10.0mmであ
ったこれらの症例のXPにおける転位の有無、最終観察時のCooney score、合併症（屈筋腱損
傷，伸筋腱損傷，手根管症候群，HS脱転、感染、その他）の有無を検討した。
【結果】
術後転位を3例に認めた。Cooney score 平均87.1（55-100）であった。1例にHSの脱転を認め早
期抜去おこなったが、そのほかのHSによる合併症は認めなかった。
【考察】
VMRFはrim骨片の固定が困難であるだけでなく、その多くはOTA分類C3であり、治療に難渋す
る。演者らのLPにHSを追加する方法はVMRFの治療の一つの選択肢となり得る。
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掌側ロッキングプレートに創外固定を併用した高エネルギー軸圧型
typeC3型橈骨遠位端骨折の治療成績

○渡辺 直也1, 本宮 真1, 岩崎 倫政2

1JA北海道厚生連　帯広厚生病院　整形外科

2北海道大学大学院医学研究科　整形外科学分野

【目的】
高エネルギー損傷に伴う軸圧型損傷によるAO分類C3型の橈骨遠位端骨折に対して、創外固定を
併用したロッキングプレート（以下LP）固定による治療を行った症例の治療成績について検討
した。
【対象と方法】
2013年4月-2016年7月までに、当科で創外固定を併用して掌側LP固定を行ったC3型橈骨遠位端骨
折10例10手(全例男性)を対象とした。手術時平均年齢は48.2歳（28-79歳）、平均経過観察期間
は9.8か月（3-14か月）であった。手術は、初めにBridging型創外固定器を設置し、牽引をかけ
て整復仮固定を行い、掌側LPで固定した。1例で背側からの整復・LP固定を併用した。創外固定
は牽引を緩めた状態で、初期の固定補助のために装着を継続した。創外固定の術後平均装着期
間は17日（13-22日）であった。臨床成績（手関節可動域・握力）および単純X線（ulnar
variance（UV）、volar tilt（VT）、radial inclination（RI））を評価した。
【結果】
最終調査時の臨床成績は平均で掌屈56°、背屈69°、回外77°、回内77°で、握力は健側比で
平均72％であった。X線計測では、創外固定装着中の平均UV‐0.6mm、VT 3.8°、RI 19.3°で、
最終調査時は平均UV 0.15mm、VT 1.9°、RI 18.7°であり、この間の矯正損失は平均UV
0.7mm、VT ‐1.9°、RI ‐0.6°であった。VTまたはRIで5度以上の矯正損失を生じた症例が3手
あり、全手で可動域制限が残存した。
【考察】
高エネルギーの軸圧型損傷において掌側LP固定のみでは整復固定が困難な症例があり、創外固
定がしばしば併用される。本研究結果では術後の矯正損失例で成績不良な傾向を認めた。創外
固定抜去が2-3週では短い可能性が考えられ、また人工骨の併用や背側アプローチの追加に関し
ても検討すべきであったと考える。
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橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定における遠位螺子長の
決定方法　-月状骨背側骨皮質は指標として有用か-

○鈴木 大介1, 小野 浩史1, 面川 庄平2, 片山 健3

田中 康仁4

1西奈良中央病院　手外科センター, 2奈良県立医科大学　手の外科講座

3国保中央病院　整形外科, 4奈良県立医科大学　整形外科学教室

【目的】
橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート(以下VLP)を用いる場合、遠位locking screw
は通常橈骨背側骨皮質(以下背側皮質)を貫かないように挿入されるが、背側皮質粉砕例では至
適螺子長の決定に難渋する。当院では骨折整復後の術中透視(正確な手関節中間位)側面像で月
状骨背側骨皮質から橈骨骨軸と平行に引いた直線(以下L線)を基準に螺子長を決定している。し
かしL線と背側皮質各部位との位置関係は明白でない。本研究の目的はL線と背側皮質との位置
関係をX-P、CTを用いて明らかとすることである。
【対象と方法】
X-PおよびCTを撮影し、骨傷を認めなかった10手関節を対象とした。画像解析にはOsiriX Lite
を用いた。関節面下端を基準とし近位、遠位に1mm刻みでL線と背側皮質との距離を計測し
た。CTでは矢状断で Lister結節部、EPL直下、EDC直下の3sliceにおいて同様の計測を行った。
またVLP術後にCTを撮影した10例を対象に螺子の突出、螺子先端とL線との関係を評価した。
【結果】
1)L線と背側皮質の平均距離は関節面高位ではX-Pで6mm、Lister結節部6.6mm、EPL直下
4.6mm、EDC直下2.5mmであった。 EPL直下でL線は全例で背側皮質より掌側であった。2)術後CT
では1例でLister結節より橈側に、1例でEDC直下に突出していた。3)EDC直下で突出した例では
螺子先端は関節面より遠位に位置し、volar tiltが4.2°とやや小さかった。
【考察】
螺子突出による腱断裂が危惧されるEPL直下では、L線は全例で背側皮質より掌側に位置し螺子
長決定の安全な指標と考えられた。術中透視側面像における背側皮質はLister結節部を反映し
ており、EPL直下とは約1.7mm、EDC直下とは約4.5mmの差があるため、参考にすると螺子突出の
リスクが高い。本法使用には、骨折部の解剖学的整復、正確な手関節中間位での術中透視評価
が前提となる。
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橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレートの遠位ロッキングピン長に
よる固定性の比較

○関 康弘

諏訪中央病院整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定は、標準的な治療であるが、術後の長母
指伸筋腱断裂の合併症報告が散見される。最近当院では、遠位ロッキングピン長を術前に短め
に設定し、ドリリングも同長のみ行い、ロッキングプレート固定を行うことで、背側皮質の穿
破を予防している。今回、従来の方法と新法の術後の固定性について、比較する。
【方法】
2014年4月̃2016年3月まで橈骨遠位端骨折単独骨折（尺骨茎状突起骨折合併例は、含む）に対し
て、掌側ロッキングプレート固定術を行い、6か月以上観察できた53人54手を後ろ向きに調査
し、非劣性試験を行った。1. 従来法（遠位ロッキングピンを背側皮質手前まで長く挿入）34手
と、2. 短ピン法 [レントゲン側面像より月状骨長を計測し、先行研究の比率から、挿入するロ
ッキングピン長を予め短く（橈骨前後長の約80%）に決定し、ドリリングも同長行いロッキング
ピン固定] 20手、の術直後と最終観察時のulnar variance, volar tilt, radial inclination
の3項目の変化量をX線で比較した。ulnar variance変化量の非劣性マージンを1.0mmとした。
【結果】
変化量は、ulnar varianceは従来法1mm短ピン法0.6mm (90%信頼区間: 0.0̃1.0, P=0.18)、
volar tiltは従来法1.2°短ピン法0.1°(P=0.71)、radial inclinationは従来法-0.1°短ピン
法-0.1°(P=0.41)で有意差を認めなかった。
【結論】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの遠位ロッキングピンの長さを術前に月状骨
長より計算し、短く挿入する方法は、従来の背側皮質手前まで長く挿入する方法と比較し、固
定力で差を認めなかった。長母指伸筋腱断裂予防のために有用な手術法であった。
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掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折の遠位骨片へのス
クリュー刺入本数の違いによる固定性の検討

○黒岩 宇1, 鈴木 拓1, 稲葉 尚人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慶應義塾大学　整形外科

【はじめに】
近年, 掌側ロッキングプレートの遠位部におけるスクリューは, 強固に軟骨下骨を支えること
を目的とし, 2列挿入できるデザインになっているが, 関節外骨折に対しての施行に関する見解
の一致は得られていない. 今回, われわれは橈骨遠位端関節外骨折に対して, 遠位部スクリュ
ーを1列と2列挿入した固定本数の違いによる成績を検討した.
【対象と方法】
対象は当院で橈骨遠位端関節外骨折に対しMODE Distal Radius Plateを用いて手術を施行した
26例26手を後ろ向きに検討した. プレートの遠位部1列目のみにスクリューを4本挿入した症例
を1列群, 2列目までスクリュー7本全て挿入した症例を2列群とした. 2列群は, 12手 (男性4手,
女性8手) で, 1列群は, 14手 (男性3手, 女性11手) であった. 臨床評価は術後6ヶ月の時点で
の手関節可動域, 握力健側比, Modified Mayo Wrist Score (MMWS), Disability of Arm
Shoulder and Hand (DASH) を用いた. 単純X線評価として, 術直後と術後6ヶ月時における
radial inclination (RI), volar tilt (VT), ulnar variance (UV)を計測し, 矯正損失の有無
を検討した. 合併症として, 骨癒合不全, 抜釘時のスクリューの折損などについて検討した.
【結果】
術後6ヶ月の平均手関節可動域, 握力健側比, MMWS, DASHは両群に有意差は認めなかった. 単純
X線評価では, 術直後, 術後6ヵ月におけるRI, VT, UV, 矯正損失に有意差を認めなかった. 合
併症は1列群で骨癒合遅延を1例に認めたが, スクリュー折損等の合併症は認めなかった.
【考察】
関節外骨折に対しては1列群と2列群における臨床および画像成績に差は認めなかった. 1列群に
おいて骨癒合遅延を1例に認め, 関節外骨折であっても, 遠位部スクリューは2列挿入すること
を検討してもよい可能性が示唆された.
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新しい手指PIP関節屈曲拘縮矯正用装具の開発

○新井 哲也

岐阜県立多治見病院　整形外科

【はじめに】
手指の関節拘縮は日常診療でしばしば遭遇し治療に難渋する。治療は予防が第一だが、実際に
は外傷や炎症の程度が重篤なために不可抗力的に拘縮が生じる場合も少なくない．その場合は
作業療法士と連携の下、関節可動域訓練、物理療法、装具治療など各種治療を組み合わせての
治療が行われる。今回、頻度が高い手指PIP関節屈曲拘縮に対する矯正装具を開発したので報告
する。
【方法・結果】
新しい装具はJoint Jack型である。従来品より大幅に小型軽量化されているが、これは薄いア
ルミの1枚板の切り出しで作成され、接合部品が一切不要なことによる。また汎用性の高い10号
のアルフェンスシーネと一体化して使用するが、これらは必要に応じて自由に短縮できるた
め、手のサイズに合わせての使用が可能である。患者自身が徐々に伸展負荷を加えるため、高
齢者でも使用が可能なように、ねじ部分はあえて従来品より大きく設定してあるなど、いくつ
かの特徴がある。現在、指節骨骨折術後、狭窄性腱鞘炎によるPIP関節屈曲拘縮合併例などで使
用しており、患者の使用感は良好である。
【結論】
新しく開発した手指屈曲拘縮用の装具は、装具上の分類ではstatic progressive splintであ
り、これには（1）弾力性がなく持続的牽引を与えるスプリント、（2）他動角度の増加、（3）
最大伸展あるいは屈曲位を維持する緊張度、（4）出来るだけ長時間、最も弱い緊張度で最大角
度を維持する、（5）患者が緊張度を調節可能、といったいくつかの特性がある。新しい装具は
これらの特性をすべて有しており、また従来型の重い、嵩張るといった欠点を克服している。
先に述べたように、拘縮はまず予防が第一であるが、これらを治療する必要が生じた場合は、
繊細なリハビリとの組み合わせの中で、新しい装具を使用していく予定である。
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PIP側副靭帯損傷の診断におけるストレスX線検査の側方偏位の重要
性

○山中 清孝1, 樋口 貴之2

1大阪鉄道病院　整形外科, 2八尾徳洲会総合病院

【目的】
PIP関節側副靭帯損傷の手術適応は正面ストレスX線画像での側屈角度が20°以上, 健側との差
が10°以上とするものが一般的である. しかしストレスX線検査は検者依存性があること, 三次
元的な評価ではないことからも絶対的な評価とは言い難い. 中節骨の横ズレ（Sliding）を手術
適応とする報告はあるが定量的に評価した報告はない. 本研究目的は, 手術施行例を後ろ向き
に評価しストレスX線検査と実際の靭帯損傷程度を比較検討することである.
【方法】
平成26年4月から平成28年まで9月までにPIP側副靭帯損傷の診断で手術を施行した13例を対象と
した. 男性12例女性1例, 平均年齢50歳（22-75）であった. 手術適応は指ブロック下でのスト
レスX線検査にて側屈角度20°以上, 健側との差が10°以上のものとした. 側屈角度に加え, 関
節ラインのgap(joint gap distance以下GD)及び基節骨頭に対する中節骨の側方偏位（lateral
translation以下LT）を患側及び健側で測定し, これらを手術所見と比較した. 手術所見はcord
like portion(以下C), fan like portion(以下F)の断裂の有無を確認した.
【結果】
C, Fともに断裂を認めたものが10例, Cのみの断裂のものが2例, C, Fとも断裂を認めなかった
ものが1例であった. C, Fとも断裂を認めたものではGD, LTともに有意な差があったのに対し,
C,Pいずれかが残存していればLTの有意な差は認めなかった.
【結論】
ストレスX線検査で側屈角度20°以上であっても必ずしもC, F両方の断裂があるわけではない.
LTの健側差がないものでは保存療法での治療も可能かもしれない. 手術適応については側屈角
度だけでなく側方偏位量の測定が診断に有用である可能性が示唆された.
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手指PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対するpull out suture法

○松木 正史, 奥田 良樹

京都第二赤十字病院　整形外科

【目的】
過伸展損傷により生じる指PIP関節の掌側板付着部剥離骨折は骨片が小さいため十分な内固定が
できないことがあり, 治療が困難となることがある. 今回, われわれはナイロン糸によるpull
out suture法を用いて観血的骨折整復固定術を行ったので, その結果について報告する.
【方法】
2008年1月から2016年9月まで, 手術治療したPIP関節内骨折31例のうち掌側板付着部剥離骨折17
例17指, 男性7指, 女性10指で手術平均年齢は28.9歳. 罹患側は左2指, 右15指. 小指10指, 環
指3指, 中指2指, 示指2指であった. 受傷機転は, 転倒8例, スポーツ外傷が9例であった. 手術
方法は掌側アプローチで展開し骨片を整復後2-0エチロン糸（ポリアミド縫合糸）を用いて背側
へpull out し固定した. 約2週間背側シーネ固定後可動域訓練を開始し, 術後約1ヵ月後でボタ
ンも除去した.
【結果】
全例で骨癒合が得られた. 最終調査時のPIP関節可動域は, 伸展平均-5°, 屈曲平均94°, 健側
と比べた%TAMは平均95％であった.
【考察】
過伸展損傷での中節骨基部掌側板付着部剥離骨折は, 骨片が小さい場合や安定型では保存治療
が薦められている. 一方, 関節面を含んだ比較的大きい骨片が転位を生ずれば, 可動域制限や
関節症が招来する可能性があるが骨片を破損せず固定しうる適切な内固定材料がないため手術
加療に躊躇することもある. エチロン縫合糸は捻転しにくく破断強度も強く小骨片を最小の侵
襲で整復保持しうる. また, 骨癒合後の除去も容易であり, 安定した固定ができる有効な治療
であると考えられた.
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腱性槌指にキネシオテープを使用した装具療法でDIP過伸展を獲得
した2症例

○原田 康江1, 鈴木 歩実2, 向田 雅司2

1聖隷浜松病院　リハビリテーション部

2聖隷浜松病院  手外科マイクロサージャリーセンター

【緒言】
腱性槌指の治療は保存療法が選択されることが多いが，DIP関節（以下DIP）の伸展不足角を残
す場合が多い．今回キネシオテープを併用した装具療法を試みた．
【症例】
1) 45歳，女性．雑巾掛け中に指をひっかけ右示指を受傷した．職業は受傷当時一時休職中であ
ったが美容師であった． 2) 55歳，男性．盗難に遭った際に犯人と揉み合いになり右中指を受
傷した．職業はPC操作中心の管理事務であった． 両症例とも職業上，DIP伸展の獲得を希望し
ていた．
【方法】
キネシオテープ（伸縮性あり）をPIP関節（以下PIP）掌側遠位より指尖部を経由して背側に回
し，MP関節20°程度伸展，DIP過伸展の肢位で伸筋腱の走行に沿って手関節遠位まで貼付した．
その後，DIP伸展装具をテープの上より装着した．PIPの屈曲は制限しないようにした．これを8
週間継続した時点で，テーピングのみ終了とし，DIPの自動屈曲伸展・他動伸展運動を開始し
た．練習時以外は，DIP伸展装具を常時装着とした．1週経過後より，日中の装具装着時間を段
階的に減らし，夜間および仕事中のみの装着とした．
【結果】
可動域は，症例1) PIP治療終了時 伸展5°屈曲110°，DIP治療開始前 伸展-45°， 治療終了時
伸展5°屈曲60°， 症例2) PIP治療終了時 伸展15°屈曲110°，DIP治療開始前 伸展-35°，治
療終了時 伸展10°屈曲70°であった．両症例ともDIP過伸展を獲得し，槌指の機能評価（日本
手外科学会）は，優であった．
【考察】
キネシオテープを併用した装具療法は，手指を過伸展位で貼付したテープによりPIPを屈曲する
とDIPが伸展する作用が働き，PIPの動きを制限することなく確実にDIP伸展位保持ができたと考
えられた．
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1-V1-28

陳旧性骨性マレット指に対するJuggerKnotを使用した新しい固定手
技

○岡崎 敦1, 坂野 裕昭1, 勝村 哲1, 仲 拓磨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】
陳旧性骨性マレット指では背側骨片の骨萎縮および骨硬化を認め、またDIP関節掌側脱臼を合併
することも多く、治療に難渋することが多い。Zimmer Biomet社製JuggerKnotソフトアンカー
1.0mmミニ(以下JuggerKnot)を用いて治療を行ったので、その治療成績を報告する。
【対象と方法】
対象は陳旧性骨性マレット指に対しJuggerKnotを用いて治療を行った5例5指、男性4例、女性
1例、年齢は平均27.6歳、受傷日から手術までの期間は平均8.3週、経過観察期間は平均6.3か月
であった。3指でDIP関節掌側亜脱臼を認めた。手術は、背側Y字切開にて展開し、骨折部を十分
新鮮化した後に、JuggerKnotを末節骨骨折部から掌側皮質骨を貫通させて挿入し、掌側皮質骨
の掌側にアンカーを留置した。縫合糸を終止腱に縫合し、背側骨片を固定した。4指でDIP関節
固定を施行した(K-wire:3指、創外固定:1指)。術後平均5.9週で抜釘し可動域訓練を開始した。
【結果】
全例で骨癒合が得られ、骨癒合期間は平均6.6週であった。最終調査時1指のみ軽度の疼痛を認
め、DIP関節伸展は平均-6度、屈曲は平均53度であった。蟹江の評価基準では優3指、良1指、可
1指であった。感染、爪変形などの合併症は認めなかったが、DIP関節固定を施行しなかった1指
で、術後1週で骨折部の再転位を認め、術後2週で再手術を施行した。再手術ではK-wireによる
DIP関節固定を併用し、初回手術より7週で骨癒合を得ることが出来た。
【結語】
一般的に陳旧性骨性マレット指の治療は困難であり、本シリーズでは全例で骨癒合を得ること
が出来たが、JuggerKnot単独では固定性は弱く、DIP関節固定の併用が必要であると考えた。
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1-V1-29

骨性マレットに対する石黒法における術後固定角度は環指、小指の
伸展制限に影響する

○束野 寛人, 田嶋 光, 倉 明彦

熊本整形外科病院

骨性マレットに対する石黒法（石黒変法）は簡便な手術法であるが、術後固定角度が大きいと
DIP関節伸展制限が残存しやすいとされる。当院で2014年2月から2016年5月に骨性マレットに対
して石黒法（石黒変法）による手術を施行し、術後リハビリを行い経過観察可能であった30例
33指を対象に、術後固定角度を含め伸展制限に影響する因子の検討を行った。男性19例、女性
11例、年齢28.65±13.89歳、示指5指、中指7指、環指16指、小指5指であった。術後固定角度は
-8.33±11.43°（-25∽29°）、石黒法29例、石黒変法4例、経過観察期間82.73±25.09日（42
∽171日）であった。最終診察時DIP関節伸展-6.30±7.27、屈曲60.36±9.48、蟹江の評価では
優18例、良9例、可5例、不可1例であった。全指の術後固定角度と伸展制限に相関は認めなかっ
たが、術後固定角度と環指伸展制限には相関を認め、小指伸展制限には強い相関を認めた。ま
た、示中環小指間における術後固定角度および伸展制限には有意差を認めなかった。石黒法と
石黒変法における術後固定角度および伸展制限に有意差は認めなかった。年齢と伸展制限には
相関を認めた。石黒法（石黒変法）におけるDIP関節固定角度は、30歳以上、尺側指ではできる
だけ伸展位でとするべきである。
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1-V1-30

骨性マレットに対する保存加療と手術加療の治療成績

○山本 康弘1, 梶原 一1, 原 章2, 市原 理司2, 金子 和夫3

1江東病院　整形外科, 2順天堂大学附属順天堂浦安病院, 3順天堂大学附属順天堂医院

【はじめに】
　一般的に骨性マレットに対して，関節面の骨片が30%以上の場合に手術が適応とされている．
しかし骨片が30%以上の症例に保存加療を行った場合でも，手術加療と相違ないという報告もあ
る．今回我々は骨片が30%以上の骨性マレットに対して保存加療と手術加療を行った成績を報告
する．
【対象と方法】
　保存加療 (以下C群: 新鮮例6例，陳旧例2例) 8例, 手術加療 (以下O群: 新鮮例8例、陳旧例
1例) 9例であり，保存加療はシーネ固定5例，マレット装具2例, テーピング固定1例，手術加療
は全例で石黒法を用いた．平均年齢はC群31歳，O群38歳，罹患指はC群で中指3例，環指2例，小
指2例，O群では示指1例，中指3例，環指2例，小指3例であった．関節面の骨片の割合はC群平均
39.4%，O群46.3%であった．初診時DIP関節掌側亜脱臼はC群で2例，O群で4例認めた．
【結果】
　全例骨癒合を得た．C群の亜脱臼例は外固定を行い整復された．合併症はC群でOA変化1例，皮
膚 潰 瘍 1 例 ， O 群 で 表 層 感 染 1 例 認 め た ． C l a w f o r d ’ s の 評 価 で は ， C 群
Excellent2例，good2例，fair3例，poor1例，O群Excellent4例，good4例，fair1例であった．
成績不良例の要因としてC群は過伸展固定例と陳旧例に見られ，O群でも陳旧例に見られた．
【まとめ】
　新鮮例において骨片が関節面の30%以上を占めている場合、どちらを選択しても骨癒合は得ら
れた．保存加療の場合，固定肢位や装着状況など患者のコンプライアンスが重要となる．手術
は亜脱臼が整復されない場合や再発・陳旧例においては積極的に手術加療を選択すべきであ
る．また保存加療例では骨性突出を認める傾向にあり，審美を求める女性には手術適応を広げ
る必要がある
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1-V1-31

石黒法におけるDIP関節固定ピンの至適刺入方向の検討

○木村 和正1, 佐野 和史2, 橋本 智久2, 大関 覚2

1越谷誠和病院　整形外科, 2獨協医科大学　越谷病院

【はじめに】
石黒法は骨性マレット指に対する標準的な術式として認識され、近年更にピン刺入やDIP固定角
度などを変更追加した術式も報告されている。しかし従来から術後僅かな骨片再転位を契機
に、最終的な関節不適合に至る症例が散見される。今回過去のレントゲンフィルムからDIP固定
ピンの刺入方向と骨片転位との関係などについて検討した。
【対象、方法】
対象は受傷から骨癒合までレントゲン評価が可能で、伸展ブロックピンとDIP固定ピンの各一本
のみを用いる石黒原法を行った骨性マレット指29指である。受傷時年齢は平均39歳
（12̃77歳）、受傷から手術までの期間は平均13日（0̃66日）。DIP固定ピン刺入方向は末節骨
末梢(端)から末節骨長軸方向にDIP関節を貫通し中節骨PIP関節軟骨下骨まで刺入されるか、も
しくは末節骨中節骨ともに骨幹部に刺入された長軸群、末節骨側方から斜め方向に刺入されて
少なくともDIP関節の末節骨と中節骨のどちらか一方の顆部に刺入された斜軸群に分類した。骨
片は術後経過中わずかな転位の出現に応じて転位有りと転位無しに区分した。
【結果】
転位を生じた長軸群4指 斜軸群8指、転位無かった長軸群14指 斜軸群3指であった。斜軸群は長
軸群と比較して有意(P=0.017)に転位を生じていた。不適切に刺入された伸展ブロックピンを認
めなかった。
【まとめ】
整復位保持のためには骨片への圧迫力維持は必須であり、強固なDIP固定は適切な伸展ブロック
ピン刺入と同様に骨片圧迫のキーポイントと言える。石黒原法においてDIP固定ピンは末節骨側
方から斜め方向の刺入を記載している事が多い。しかし今回の結果からより確実な固定が期待
出来る末節骨末梢端からのDIP固定ピン刺入が望ましい。
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1-V1-32

骨折を伴った母指槌指の検討

○鈴木 英嗣, 宇佐美 聡, 河原 三四郎, 稲見 浩平

高月整形外科病院

【目的】
手指の槌指は比較的頻度の高い外傷である一方で、骨折を伴った母指槌指についての報告はま
れである。そこで、当院での母指骨性槌指の治療成績について後ろ向きに調査した。
【対象と方法】
2009年1月から2015年12月までに、当院にて手術治療を施行した母指骨性槌指7例7指を対象とし
た。受傷時の年齢は18-80歳（平均45.7歳）、性別は男4例、女3例であった。受傷側は右６例、
左１例。受傷機転は、ボールによる突き指が3例、転倒3例、打撲が1例であった。骨折型
は、Wehbe and Schneider分類IA 2例、IB 5例。受傷から手術までの待機期間は0-18日（平均7
日間）。術式は、石黒法およびその変法が5例、スクリュー固定が2例。術後の追跡期間は2-14
ヶ月（平均4.6ヶ月）であった。これらの患者について、合併症の有無、痛みの有無、骨癒合の
有無、関節可動域について調査した。
【結果】
合併症は全例で認められなかった。6例で骨癒合を認めた。石黒法にて加療した1例で骨癒合が
不良であった。伸展時の痛みが1例で残存した。最終観察時のIP関節可動域は40-85度（平均
64.1度）、IP関節伸展不足角は0-20（平均4.4度）、蟹江の評価基準で優が6例、可が1例であっ
た。
【考察】
母指を除いた手指での骨性槌指では、背側骨片に含まれる関節面の割合が43％を超えると掌側
亜脱臼しやすくなるとの報告がある。一方で本研究では比較的大きな背側骨片を有していて
も、掌側亜脱臼を呈する症例は認めなかった。術後成績については概ね良好であったが、1例で
骨癒合が不良であった。母指は骨片が大きいため、石黒法を用いて治療する際にはExtension
blockピンを複数本使用するなどの工夫が必要であると考えられた。
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1-V2-1

手根管開放術後の合併症の検討　－鏡視下手根管開放術と直視下手
根管開放術（全切開法，小切開法）との比較－

○石井 久雄, 中尾 悦宏, 篠原 孝明, 宮津 優
中村 蓼吾

中日病院　名古屋手外科センター

【目的】
鏡視下手根管開放術（ECTR）は，直視下手術に比べ低侵襲で行えるとして広く普及したが，神
経損傷等の合併症が危惧され，安全性を重視して直視下手術を推奨する意見もある．また直視
下手術では従来の全切開法に加え，手根部に皮膚切開を置かない小切開法も選択肢の一つとな
る．当院で行った手根管開放術について術式ごとの合併症を調査し検討する．
【方法】
2008年以降当院で施行し，術後2か月以上経過観察可能（中央値55週）であった手根管開放術
397手を対象とし，神経損傷，再手術，術後2か月以上続く手根部痛，創癒合不全等について調
査した．
【結果】
術式はECTR203手，全切開法87手，小切開法107手であった．神経損傷はECTRで環指指神経の
neurapraxiaを1手，小切開法で解剖学的破格のあった母指球筋枝の損傷を1手に認めた．ECTRと
小切開法の各１手で横手根靭帯の不完全切離により再手術を施行した．手根部痛はECTR60手
（29.6％），全切開法26手（29.9％），小切開法34手（31.8％）に認めた．創癒合不全をそれ
ぞれ2手， 2手，1手に，一過性CRPSを全切開法，小切開法の各1手に認めた．
【考察】
ECTRによる神経損傷は多いもので18％に生じると報告されているが，今回の調査では1手
（0.5％）にneurapraxiaを生じたのみであった．当院ではECTR時，横手根靱帯の横走線維が明
瞭に観察できないなど安全な手術の完遂に危惧が生じた際は直ちに直視下手術に切り替えてい
る．実際にECTRを試みた227手中24手（10.6%）で術中に術式を変更しており，これにより神経
損傷を回避することができたと推測している．また手根部痛をはじめ調査したすべての項目に
ついて手術法の違いによる有意差を認めなかった．今後，より安全で有効な手術方法を確立す
るためには，機能評価を含めた前向き試験を行う必要があると考える．
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1-V2-2

手根管症候群における皮切部位と母指球筋・小指球筋との位置関係

○上原 浩介1, 田平 敬彦1, 大江 隆史1,2, 三浦 俊樹1,3

森崎 裕1

1東京大学医学部付属病院　整形外科, 2NTT東日本関東病院, 3JR東京総合病院

【背景・目的】
手根管症候群の手術において、展開時に母指球や小指球を術野にみることがあり、展開操作を
阻害しうる。母指球の数ｍｍ尺側（２-６ｍｍ）に母指球に沿った、もしくは直線状の皮切を置
くことを勧める手術書が多い。我々は母指球と小指球の掌紋の境界に直線状の皮切を置いてい
る。本研究の目的は、超音波装置を用いて各皮切部位と母指球・小指球との位置関係を調べる
ことである。
【対象と方法】
健常ボランティア１９人１９手（平均年齢３３歳、SD６．８、男１６人・女３人、左１６手・
右３手）を対象とした。超音波装置はHi-VISION Avius（日立アロカメディカル）、プローべは
１８MHzのものを用いた。遠位手くび皮線から遠位へ１．５ｍｍの位置で、母指球の尺側５ｍｍ
の部位（A点）、我々の皮切部位（B点）に金属性のマーカーを起き、短軸像を記録した。母指
球皮線と母指球筋の尺側縁との関係も調べた。
【結果】
母指球筋と小指球筋の距離は８．０ｍｍ（SD3.2）であった。A点は６手で、B点は１手で皮切部
位直下に母指球筋が存在した。A点は母指球筋尺側端から尺側へ平均０．３ｍｍ、B点は尺側へ
平均２．３ｍｍであり、両点の位置に統計学的有意差があった（P=０．００８）。母指球筋尺
側縁に対し、母指球皮線は２．７ｍｍ橈側に位置していた。
【結語】
我々の方法は従来の方法よりも皮切が尺側にあり、母指球筋が術野に現れることが少ないため
より有用な可能性がある。
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1-V2-3

FCR approachによる手根管開放術後の手掌部痛の検討

○鈴木 康一, 川崎 由美子, 稗田 寛

慶仁会　川崎病院　整形外科

【目的】
我々は第58回本学会においてWeber(1997)のFCR approachを用いた鏡視下手根管開放術の治療成
績を報告した.同法は術後の手掌部痛を軽減させうるが,今回同法によって切離された横手根靭
帯の正中神経の被覆状態をMRIにて評価し,術後の手掌部痛との関連性を検討したため報告する.
【対象】
対象は当科で手術を行った手根管症候群25例(男12例,女13例)であった.手術時年齢は平均
65.7(48-91歳),術後経過観察期間は平均8.0カ月(4-12カ月)であった.病期は浜田分類でgrade1
が13例,grade2が8例,grade3が4例であった.手掌部痛の評価として,池田(2003)らの方法に従い,
圧痛計を用いて術後3か月の時点で母指球部上,手根管直上,小指球部上の3点で圧痛閾値を測定
し,疼痛閾値が4kg重以下であった場合,手掌部痛残存例と判定した.また,同時期にMRIを撮影し,
有鉤骨レベルと豆状骨レベルでのaxial像にて切離後の横手根靭帯の正中神経被覆状態を評価し
た.
【結果】
手掌部痛残存例は母指球部上が2例(8.0％),手根管直上,小指球部上は0例であった.また,MRI
axial像有鉤骨レベルでの完全被覆率は68.0%であり,豆状骨レベルでの完全被覆率は72.0%であ
り,両レベルにおいて完全被覆していた症例は56.0％であった.手掌部痛残存と正中神経被覆状
態との間には相関性は認めなかった.
【考察】
手根管開放術術後の手掌部痛の原因としては様々な意見がある.Weberは従来の横手根靭帯の切
離方法では術後正中神経が掌側に移動するため,神経が直達外力にさらされやすくなり,それが
術後の手掌部痛に繋がりうると考察している.FCR approachは横手根靭帯を橈側付着部から切離
するため,術後も神経が残存靭帯に完全に被覆されるとのWeberの主張に関して今回の検討から
は否定的な結果が得られたが,被覆されていない場合においても手掌部痛の軽快は得られてい
た.
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鏡視下手根管開放術症例の年齢による治療成績の比較

○山口 幸之助, 加地 良雄, 中村 修, 飛梅 祥子
山本 哲司

香川大学　医学部　整形外科

【緒言】
当科では高齢者手根管症候群に対しても鏡視下手根管開放術(ECTR）を第一選択として行ってい
る。本検討の目的は各種検査の経時的変化を年齢別に評価することである。
【対象と方法】
対象はECTRを行い、術前および術後6か月時に詳細な各検査を施行できた61例（男性11例、女性
50例）で、平均年齢は64.3歳(29-85歳)であった。これらを65歳未満のY群32例、65歳以上のE群
29例に分け、Semmes-Weinstein Test（SW）、2点識別覚(m2PD、s2PD)、振動覚閾値(VT)、Quick
DASH（QD）、術前後の筋電図検査を経時的に評価し、各検査値の動向を評価した。
【結果】
術前の金谷分類ではI/II/III/IV/V期の順に、Y群:3/3/13/8/5例、E群:0/4/10/7/8例であった。
術 前 / 6 か 月 時 の 平 均 値 / 改 善 率 の 順 に 、 Y 群 で
SW:3.83/3.10/15.1%、m2PD:5.mm/3.3mm/19.1%、s2PD:6.9mm/4.0mm/26.8%、VT:45.2G/25.5G/17.
1 % 、 Q D : 3 0 . 4 / 1 2 . 6 / 2 6 . 6 % 、 E 群 で
SW:4.04/3.39/17.6%、m2PD:8.2mm/5.2mm/19.6%、s2PD:10.1mm/5.8mm/28.5%、VT:137.8G/40.7G/
34.8%、QD:30.8/22.6/38.0%であった。筋電図(術前/6か月/改善率)では、I-IV期のSCV[m/s]は
Y群:26.6/48.8/46.5%、E群：23．5/38.8/33.3%であり、I-IV期のDML[ms]は
Y群:6.93/4.44/31.4%、E群：8.21/5.10/29.7%であった。また、V期では6か月時にCMAPが導出さ
れたのはY群:3例、E群:3例で、SNAPが導出されたのはY群:3例、E群:1例でありE群の導出がやや
不良であった。両群ともSW、QD、VT、SCV、DMLにおいて有意な改善を認めた。(p＜0.05)
【考察】
若年者では術前後の検査値が良好である傾向があったが、高齢であっても若年同様に有意な改
善を認めており、高齢者であってもECTRは若年同様の改善を期待できると考えられた。ただ
し、V期の高齢者では筋電図の改善が遷延する可能性があり注意を要する。
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手根管症候群に対し環指浅指屈筋腱を用いた母指対立再建の臨床経
験

○野口 亮介

大阪警察病院　整形外科

【目的】
母指球萎縮が高度な手根管症候群に対し、環指浅指屈筋腱を用いて母指対立再建術を行ったの
で報告する。
【方法】
対象は2015年以降に当院で手術治療を行い追跡調査可能であった5例5手。男3例、女2例、手術
時年齢は57̃81歳(平均71.0歳）、術後経過観察期間は3̃14か月(平均5.8か月)。手根管開放術と
ともに1期的に対立再建を行った。再建におけるプーリーは尺側手根屈筋腱とし、縫着部は
Riordan法に準じ、移行腱末端を2つに裂いて、1本は長母指伸筋(EPL）腱に引っかけ反転し他の
1本と縫合固定した。検討項目は術前後の可動域（掌側外転・橈側外転・母指MP及びIP関節）お
よびピンチ力(Key pinch・Tip pinch)・合併症とした。
【結果】
橈側外転・掌側外転の術前健側比はそれぞれ62%、37%であったが、術後は93%、86%と対立動作
の改善を認めた。母指IP関節は術後屈曲制限傾向にあった。Key pinch, Tip pinchの術前健側
比はそれぞれ73%、59%であり、術後81%、91%であった。採取した環指の変形・拘縮等の合併症
は認めなかった。
【考察およびまとめ】
環指浅指屈筋を用いた腱移行は、長掌筋腱や固有示指伸筋に比べ、筋力が強いため、母指対立
再建のドナーとしては有用である。移行腱の縫着部位については、さまざまな方法がある。わ
れわれはRiordan法に基づき、2つに裂いた移行腱の1つをEPL腱に引っ掛け、母指対立位となる
緊張度で移行腱を縫合した。EPL腱に引っ掛けることで、術後母指IP関節の屈曲制限が見られた
ため、注意する必要がある。
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手根管症候群における「痺れ」の病態による分類の試み

○石井 宣一1,2, 藤田 浩二2, 宮本 崇3, 二村 昭元3

1佐久総合病院佐久医療センター 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

3東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　運動器機能形態学

【目的】
痺れと表現される症状は多岐にわたるが、必ずしも明確な区別なく使用されている。痺れの病
態として神経の絞扼や変性、中枢感作などが挙げられるが、痺れの種類との関連性は不明であ
る。今回、痺れを病態により分類する事を目的として、手根管症候群患者における痺れの経過
を観察した。
【方法】
手根管開放術を行った17人20手を対象に、術前、術後1・2・3・6か月時点において、問診票に
より痺れの程度をNumerical Rating Scale（以下NRS）にて数値化したもの、種類、出現状況を
記録した。種類はビリビリ、ジーン、ズキズキ、「鈍い」から選ぶほか、自由回答欄にて記載
した。痺れの種類ごとの改善傾向、術前の神経伝導速度検査結果との関連性について検討し
た。
【結果】
ジーンが14手と最も多く、次いで「鈍い」、ビリビリ、ズキズキの順で多かった。「鈍い」は
回復に時間がかかる例が多く、ビリビリ、ズキズキは短期間で回復する例が多かった。　神経
の絞扼によると考えられるビリビリ、ズキズキ、電気が走る、ジンジンをまとめて、神経の伝
導ブロックと考えられる「鈍い」と比較すると、術後1ヶ月時に前者のNRSが低い傾向
（P=0.08）にあった。　Stevens分類におけるmoderate群とsevere群とで比較すると、NRSの値
は術後1ヶ月時に前者が有意に下がった（P＜0.01）。
【考察】
電気生理学的重症例や「鈍い」の回復が遅かったのは、病態として神経の変性が生じているた
めと考えうる。　それぞれの症例における病態を示す客観的な証拠はなく、病態と痺れとを正
確に結び付ける事は困難であるが、痺れの種類により経過が異なる事から、それぞれの痺れの
病態が異なる事が予想され、痺れの種類を詳細に聴取する事は重要と考えられた。
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手根管症候群手術症例における超音波検査を用いた母指球筋萎縮の
評価

○名倉 一成1, 金谷 貴子1, 原田 義文1, 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】
手根管症候群（CTS）手術症例における超音波検査による短母指外転筋(APB)と母指対立筋(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】
手術治療を行ったCTS 71手（平均年齢69.4歳、男性19手、女性52手）を対象とした。短軸像で
OPPが第1中手骨橈側に付着する位置で、APB・OPPの最大となる筋表面-第1中手骨間距離を筋厚
として術前に測定した。手の大きさを考慮し第1中手骨長で補正し｛筋厚(mm)÷第1中手骨長
(mm)｝と算出した。71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、各期間で筋厚を比較した。
【結果】
III期: 男性2手、女性7手、IV期: 男性13手、女性24手、V期:男性4手、女性21手に分類され、
男性の筋厚値の平均値(APB、OPP)はIII期；0.14±0.01、0.11±0.01、IV期；0.19±0.06、0.10
±0.02、V期；0.12±0.07、0.07±0.01であった。女性ではIII期；0.18±0.06、0.09±
0.03、IV期；0.16±0.05、0.09±0.02、V期；0.11±0.04、0.07±0.02であった。電気生理学的
重症度に並行して減少し、男性ではOPP筋厚値：IV期-V期間、女性ではAPB筋厚値：III期-V期間
とIV期-V期間、OPP筋厚値：IV期-V期間で有意差を認めた。
【考察】
昨年CTS手術症例における超音波検査による母指球筋萎縮の評価を報告し、今回はさらに症例数
を重ねて検討を行った。母指球筋萎縮を呈したIIĨV期では、電気生理学的重症度の進行と共に
APBとOPPの筋厚値の減少傾向を認めた。
【結論】
超音波検査を用いた母指球筋萎縮の客観的な評価が可能である。
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手根管症候群における自覚的感覚異常部位のSemmes-Weinstein
monofilament testの成績

○奥村 修也1, 大井 宏之2, 神田 俊浩2

1聖隷浜松病院　リハビリテーション部

2聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【はじめに】
　手根管症候群（CTS）の感覚検査にSemmes-Weinstein monofilament test（SW）が用いられ
る.本研究の目的はCTS患者の自覚的感覚異常（自覚異常）部位はSWでも感覚異常を示すか検討
した.
【対象】
　対象は2010年8月-2016年7月に片側の感覚異常で,CTSおよびその疑いで感覚検査を行った
220例,平均年齢63.6歳,男性55名･女性165名,罹患側は右127手･左93手である.
【方法】
　感覚評価記録から罹患側5指指腹部の自覚異常部位のSWをgreen･blueを正常･purple･red･
untestableを異常とし, 自覚異常とSW異常が一致する指数を調査した.年代別･SCV正常値を45ms
未満とし導出不能･遅延･正常別で比較した.
【結果】
　自覚異常は全体で701指･SW異常/自覚異常は42.8%であった.　年代別では,50歳未満31名･自覚
異常93指･SW異常/自覚異常16.1 %･一人平均0.5指,50歳代60名192指･SW異常/自覚異常32.1%･平
均1.0指,60歳代45名156指･SW異常/自覚異常39.7%･平均1.3指,70歳代54名168指･SW異常/自覚異
常57.7%･平均1.8指,80歳以上29名92指･SW異常/自覚異常71.7%･平均2.3指で,各群間の比較では
50歳代-60歳代間を除き有意差を認め,年齢が高い方がSW異常/自覚異常の比率は高く,SW異常の
指数も増える傾向にあった.SCVでは,導出不能群79名･自覚異常274指･SW異常/自覚異常64.2 %･
一人平均3.4指,遅延群112名336指･SW異常/自覚異常31.5%･平均3指,正常群29名91指･SW異常/自
覚異常19.8%･平均3.1指であった.各群間全てで有意差を認め,SCV導出不能･遅延群でSCV正常よ
りもSW異常/自覚異常の比率は高く,SW異常の指数も増える傾向にあった.
【考察】
　若年層の自覚異常はシビレによる感覚過敏が主でSWの結果は良好となり,年齢が上がると感覚
閾値が低下すると考えられる.年齢上昇とSCV異常でSW異常の指数,すなわち感覚異常の範囲が広
がることが示唆された.
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特発性手根管症候群における電気生理学検査と知覚検査および握力
の比較

○佐藤 琢哉, 新井 猛, 田中 雅尋, 西村 敏
仁木 久照

聖マリアンナ医科大学　整形外科講座

【背景】
手根管症候群（CTS）などを代表とする末梢神経障害は脱髄と軸索変性に分けられ、脱髄病変は
伝導ブロックとなり潜時が延長、軸索変性は振幅の低下を呈する。今回術前特発性CTSで神経伝
導速度検査（NCS）、潜時、振幅及び知覚検査、握力の相関性があるか検討した。
【対象と方法】
2014年から2016年までに当院でNCS、Semmes-Weinstein test（SW test）、超音波、MRIでCTSと
診断され、CTS初回手術かつDouble　Crush　Syndromeや他疾患で末梢神経障害を考慮される症
例は除外した。またNCS通常法で波形が得られなかった症例も除外した。対象は18症例（男性
3例、女性15例）で平均年齢は59.8歳（41-94歳）であった。評価項目として運動神経伝導検査
（MCV）、MCV潜時、MCV振幅と 握力、側腹つまみ力及び健患差、知覚神経伝導速度（SCV）SCV
潜時、SCV振幅とSW test、動的及び静的触覚検査（2PD）の関連性を検討した。統計方法は
Spearman順位相関係数を用いて解析した。
【結果】
MCV潜時と動的および静的2PD母指（rs＝0.31、P=0.21）、（rs=0.31、P=0.1）、MCV振幅とSW　
test示指（rs＝0.43、P＝0.04）、MCVと側腹つまみ力健患側差で（rs＝0.58、P=0.01）、MCVと
静的2PD（rs＝0.47、P=0.04）、SCV潜時と握力（rs＝0.47　P=0.001）、SCV潜時と側腹つまみ
力（rs＝0.33　p=0.17）、SCVと動的2PD（rs＝0.38、P＝0.1）の相関を認めた。またMCVの振幅
と側腹つまみ力では（rs＝0.18、P=0.45）、SCV振幅とSW testでの相関は各々母指（rs＝
0.26、P=0.28）示指（rs＝0.21、P＝0.51）中指（rs＝0.25、P=0.35）であった。
【結語】
特発性CTSでNCVをさらに振幅、潜時と分け比較検討したがNCVと同様おおむね正の関連がみられ
た。今回の調査ではMCVと側腹つまみ力の健患差に強い相関、またSCVとSW　testは弱い正の相
関を認めた。
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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
る末梢神経微小血管の描出

○横井 卓哉, 岡田 充弘, 上村 卓也, 新谷 康介
中村 博亮

大阪市立大学大学院　医学研究科　整形外科学

【目的】
現在、脳神経外科や形成外科において、インドシアニングリーン（ICG）蛍光法を用いた術中の
血行動態評価が行われ、手術の一助となることが報告されている。これまで我々は、ICG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を行い、その有用性を報告してき
た。本研究の目的は、ICG蛍光法により、末梢神経の微小血管の描出の形態について検証し、術
前電気生理学的検査との関連を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13例を対象とした。手術中にICGを静脈内投与し、
赤外蛍光装置を用いて蛍光輝度を記録した。記録したデーターを赤外蛍光解析ソフトで、神経
絞扼部位に関心領域を設定し、最高蛍光輝度を計測した。また絞扼部において神経上膜内の動
脈が明瞭に描出される症例を明瞭型、そうでないものを不明瞭型に分類し、両者間での最高蛍
光輝度、術前電気生理学的検査（第２虫様筋における遠位潜時・振幅）について比較検討し
た。
【結果】
7例が明瞭型、6例が不明瞭型に分類された。明瞭型は不明瞭型に比して有意に最高蛍光輝度が
高かった。また、不明瞭型に分類される症例は、明瞭型の症例に比して、術前電気生理学的検
査において、遠位潜時、振幅共に、より重症である傾向が見られた。
【考察】
絞扼性神経障害では、病態の進行に伴い、神経外膜・神経内膜の血流が低下するとされる。絞
扼部における微小血管の描出形態の差は、絞扼部における神経障害の重症度を反映している可
能性がある。
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手根管症候群のMRIと神経伝導検査における検討

○谷口 慎治1,2, 松浦 佑介3, 坂井 上之4, 渡辺 淳也1

青木 保親1

1東千葉メディカルセンター　整形外科, 2東邦大学医学部整形外科学講座（佐倉）

3千葉大学大学院医学研究院　整形外科学, 4東千葉メディカルセンター　放射線科

【緒言】
手根管症候群の診断において神経伝導検査は有用であり重症度の指標ともなるが母指球筋の萎
縮が著しい場合、神経伝導検査で導出できず診断に苦慮する。近年、手根管症候群の診断にMRI
を用いた報告が散見されるが、MRIにおけるどのパラメーターが手根管症候群の診断に最も有用
であるかは明らかではない。本研究の目的は、手根管症候群の重症度とMRIのパラメーターの関
係を明らかにすることである。
【対象と方法】
対象は2015年4月から2016年8月までに当院で手根管症候群が疑われた患者27例51手である。両
側の神経伝導検査ならびにMRIの撮影を行った。MRIは橈骨遠位、手根管近位、中央、遠位にお
ける正中神経の断面積、SSCT（subsynovial  connective  tissue）の断面積ならびに
FA（fractional anisotopy）値を測定した。正中神経に関しては手根管遠位の断面積を橈骨遠
位での断面積で除し正中神経断面積比を算出した。神経伝導検査とそれぞれの項目に対しての
相関関係について検討した。
【結果】
神経伝導検査における潜時とFA値ならびに正中神経断面積比の相関係数はそれぞれR2＝
0.2997、R2＝0.4927で負の相関係数を認めたが、SSCTの断面積との相関関係は認めなかった。
【考察】
FA値は神経伝導検査と相関関係があることは知られているが、FA値は年齢に影響を受けるため
補正が必要となる。またエコーによる正中神経断面積の測定も手技的問題や高い偽陰性率が問
題である。今回我々はMRIにおける正中神経断面積比を検討することでFA値よりも高い相関関係
を得ることができ、神経伝導検査で診断できない手根管症候群に対しての診断方法として有用
と考えた。
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手根管症候群の保存治療から手術移行例の検討

○田山 信敬

松村総合病院　整形外科

【目的】
手根管症候群(CTS)にて、保存治療から手術に移行する症例を、初診時に予測できるか検討し
た。
【対象と方法】
2013年から2014年で当科を受診し、保存治療を行ったCTS症例74人92手を対象とした。男性
27手、女性65手。右50手、左42手であった。年齢は平均63.2歳（37～89歳）であった。
このうち手術となった症例は24手であった。男性10手、女性14手。右11手、左13手。年齢は平
均78.6歳(54～89歳)であった。
保存治療はトリアムシノロン5-10mgを3ヶ月以上の間隔で手根管内注入するか、プレガバリン50
-150mg/日を投与した。また効果に応じてそれらを組み合わせた。
初診時にCTSI記入、母指-示指(TI)tip pinchと母指-小指(TL)tip pinch測定、Semmes-
Weinstein知覚検査(S-W test)、短母指外転筋遠位潜時(APB DL)と知覚神経伝導速度(SCV) 測定
を行った。
保存治療のみを保存治療群(C群)、手術に移行したものを手術移行群(O群)とし、両群間で性
別、年齢、罹病期間、CTSI 、pinch、SW test 、APB DL 、SCVで有意差を検討した。解析法はt
検定を用い、P＜0.05を有意差ありとした。
【結果】
C群とO群間で、年齢とAPB DLに有意差を認めた。年齢(P=0.03) APB DL(P=0.0001)。
【考察】
CTSでは軽症から中等症は、まず保存治療を行い、無効症例や増悪症例は手術に移行するのも異
論はないと思われる。本研究では、高齢者やAPB DL延長例で、手術に移行する傾向が示唆され
た。このような手術移行症例は、すでに初診時で神経障害がある程度不可逆的になっている可
能性がある。
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手根管症候群と弾発指における臨床的相関性の検討

○森重 浩光1, 杉田 英樹2, 大森 信介2, 亀山 真一郎2

1坂出市立病院　整形外科, 2香川県済生会病院　整形外科

【目的】
手根管症候群に弾発指がしばしば併発することは諸家の報告により知られている。我々は自験
例を調査し両疾患の相関性について検討した。
【対象及び方法】
香川県済生会病院において平成17～24年で手根管症候群に対し手術を施行した420例489手中、
各項目について調査可能であった282例317手（男性84手、女性233手）とした。平均年齢59.6歳
であり、術後観察期間は平均4.4か月であった。検討項目は腱鞘切開術を施行した弾発指の併発
有無、併発例における術前・術後発症の比較、手根管症候群と同側か対側かの比較、糖尿病の
有無、BMI、性別、年齢及び職業内容（手を使う頻度が高いか否か）とし、併発要因となりうる
か調査した。
【結果】
136手で併発し、うち術前発症85手、術後発症51手であった。同側例は110手（術前発症36手、
術後発症74手）、対側例は26手（術前発症14手、術後発症12手）であり、同側の術後症例で有
意に併発していた。糖尿病を罹患した併発例では、15手中14手が同側の術前症例であった。平
均BMIは併発有り24.7、併発無し24.8であり、両群で差はなかった。性別では男性40.5％、女性
43.8％で併発し、男女間で有意差を認めなかった。年齢別にみると世代が上がるにつれて併発
率は上昇し、50歳代がピークであり、それ以上では漸減した。職業内容では併発有無で差を認
めなかったが、手を頻回に使う職種においては、女性の併発率がやや高くなる傾向がみられ
た。
【考察】
手根管症候群と弾発指において、一方の疾患を罹患した患者は他方を併発する可能性があり、
日常診療において注意を払う必要がある。今回の検討では一部の項目で相関がみられ、併発の
一因である可能性が示唆されたが、今後更なる検証が必要と考えた。
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キーンベック病に合併した手根管症候群の治療経験

○冨塚 孔明1, 豊泉 泰洋1, 山口 太平2, 長尾 聡哉3

長岡 正宏1

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

3みつわ台総合病院　整形外科

【はじめに】
キーンベック病に合併した手根管症候群（以下CTS)を5例経験したので報告する。
【対象と方法】
男性1例、女性4例。手術時平均年齢は67.2歳で、罹患側は右3例、左2例である。これらに対
し、臨床症状、キーンベック病の治療歴およびLichtman分類、CTSの有症状期間および
Mackinnson分類による重症度、神経伝導速度検査(以下NCV)、単純X線正面像におけるcarpal
height ratio(CHR)および側面像における骨棘や月状骨分節骨片の有無、超音波検査所見、手術
方法を調査した。経過観察期間は5～60か月（平均27.0か月）であった。
【結果】
全例で正中神経領域のしびれ感、2例に手関節部痛がみられた。2例でキーンベック病の治療歴
があり、Lichtman分類は3A：2例、3B：2例で、1例は月状骨摘出後で分類不能であった。CTSの
有症状期間は6～48か月（平均15.4か月）、重症度はmild：1例、moderate：2例、severe：2例
であった。NCVでは3例で運動遠位潜時は遅延しており、2例は測定不能であった。単純X線でCHR
は平均0.49と低値であり、骨棘や月状骨分節骨片の掌側突出を3例に認めた。これらの超音波検
査では関節包を穿破していないことが確認できた。手術は鏡視下手根管開放術(以下ECTR)を
3例、直視下手根管開放術(以下OCTR)・母指対立再建術に加えて滑膜切除および屈筋腱の癒着剥
離を各1例に施行していた。術後経過は比較的良好である。
【まとめ】
本病態に対してOCTRに加えて、掌側突出した骨棘や分節骨片に対する処置を行っている報告も
あるが、それらのCTSに対する影響は明らかになっていない。当科では単純X線で骨棘や月状骨
分節骨片の掌側突出を認めた症例は超音波検査を施行しており、骨棘や月状骨分節骨片が関節
包を穿破していない症例や、滑膜や屈筋腱に対する処置が不要な症例はECTRのみで対処可能と
考えている。
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糖尿病患者における手根管症候群の治療成績

○平川 明弘, 河村 真吾, 秋山 治彦

岐阜大学　医学部　整形外科

【目的】
糖尿病患者における手根管症候群の罹患率が高いことは知られているが、その治療成績の報告
は少ない。今回我々は糖尿病患者における手根管症候群の治療成績を、糖尿病を合併していな
い患者との比較を含めて報告する。
【対象と方法】
2014年4月から2016年7月までに手根管症候群と診断し手術加療を行った40例のうち糖尿病を合
併した11例（全例を対象とした。男性4例、女性7例であり手術時平均年齢は71.5±7.4歳であっ
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, 第2虫
様筋-第1掌側骨間筋潜時差（2L-INT 潜時差）、静的触覚閾値（S-W test）を調査するととも
に、糖尿病を合併していない29例（男性6例、女性23例、手術時平均年齢63.2歳）との比較を行
った。
【結果】
DASH score は術前38.4±22.0から術後22.1±15.3、CTSI-JSSH：重症度スコアは術前2.45±
0.79から術後1.76±0.52、機能的状態のスケールは術前2.43±0.89から術後1.59±0.59、2L-
INT 潜時差は術前3.14±1.65 msから術後1.11±0.71 ms、S-W testは術前4.11±0.68から術後
3.46±0.68とそれぞれ改善を認めた。また非糖尿病患者との比較では、術前、術後の値また術
前後の改善率はいずれの評価項目においても有意差は認めなかった。
【考察】
糖尿病患者における手根管症候群の治療成績は、患者立脚型評価とともに電気生理学的にも改
善を認め、また非糖尿病患者との比較においても同等であり良好と考えられた。糖尿病患者が
訴えるしびれ・痛みに対しては、糖尿病性末梢神経障害とともに手根管症候群を含めた絞扼性
神経障害が存在する可能性を考慮し、適切に診断・手術加療を行うことにより症状の軽快が十
分に期待できると考えられた。
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手根管症候群再手術例の検討

○上甲 厳雄1, 内山 茂晴2,3, 林 正徳2, 荻原 伸英1

加藤 博之2

1伊那中央病院　整形外科, 2信州大学　整形外科, 3岡谷市民病院　整形外科

【目的】
当科で経験した手根管症候群(CTS)再手術例を検討した．
【方法】
2007̃2015年にCTS再手術を行ったのは12例であった。年齢は平均75歳，性別は男2人，女10人で
あった．それぞれについて，再手術時の症状によりPersistent，Recurrent，Newの3つのカテゴ
リーに分け，初回手術の方法，再手術前の症状，再手術時所見，再手術後の経過，技術的な失
敗か否かを検討した．
【結果】
Persistentが8例，Recurrentが3例，Newが1例であった．すべての再手術は従来法のOCTRで行
い、全例再手術後症状は改善した．Persistentの症例では，全例初回手術はMini-OCTRであっ
た．再手術時の所見は，TCL切離不足が７例で，1例において，TCLは切離されていたが正中神経
がTCLに癒着していた．Recurrentの症例では，初回手術は Mini-OCTRが2例，ECTRが1例であっ
た．再手術時の所見は，瘢痕化したTCLと滑膜による圧迫が2例，TCL切離が不十分であったのが
1例，いずれも滑膜にアミロイド沈着を認めた．Newの1例では，ECTR後に母指対立が不能となっ
たため，初回術後1週間後に再手術を施行した．再手術時所見では，手根管は開放されていた
が，運動枝はTrans ligamentous Typeで，切離され開いたTCLにより，TCL入口部で絞扼されて
いた．
【考察】
今回の我々の検討では，再手術例で最も多かった症状の経過はPersistentで，全例，初回術式
はMini-OCTRであった． Mini-OCTRは再手術の危険性が高い可能性がある．術者は小皮切にこだ
わらず，ブラインド操作を避けるために従来法のOCTRへの変更を躊躇すべきではない．
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再発手根管症候群の手術的治療

○大塚 純子, 福本 恵三, 酒井 伸英, 小平 聡
加藤 直樹

埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

【目的】
再発手根管症候群の治療成績と術中所見から再手術に至った原因を検討すること．
【対象と方法】
初回手術後に症状が一旦改善または消失したものの再燃した症例を再発とし，2009-15年に再手
術した10例11手を対象とした．男性2例2手，女性8例9手，初回手術は当院4例4手，他院6例
7手．再手術時平均年齢は60.8歳，術後平均経過観察期間は9.2か月だった．調査項目は初回手
術方法，初回手術から症状再発までの期間，再手術前の神経伝導速度検査（運動神経遠位潜
時），術中所見，手術方法，術後症状の有無を診療記録，手術記録から後ろ向きに調査した．
【結果】
初回手術方法は直視下手根管開放（OCTR）9手，鏡視下手根管開放2手であった．初回手術から
症状再発までの期間は平均36.8か月（3-84か月），1年以内に再発したrapid recurrenceは4手
で，1年以降のlate recurrenceは7手であった．運動神経の遠位潜時は11手中10手で遅延を認め
た．術中所見では横手根靱帯の切り残しまたは瘢痕性の連続を11手，神経の癒着を9手，滑膜の
肥厚を7手に認めた．手術方法はOCTRのみが2手，OCTRに神経剥離を追加したものが9手，その中
で神経上膜切開したものが3手，さらに脂肪弁又は滑膜弁を追加したものが4手であった．全
例，最終診察時に症状が消失またはほぼ改善した．
【考察】
再発の原因は瘢痕の神経への癒着，瘢痕性に連続した横手根靭帯と滑膜増殖などの何らかの原
因よる手根管内圧の増加ではないかと推察する．術中所見でrapidとlate recurrenceの明らか
な違いはなかった．また神経周囲の瘢痕形成が著明な場合，血流が乏しい場合は脂肪弁や滑膜
弁などによる神経の被覆が推奨されており，本研究でも成績は良好であった．当院では神経の
被覆が手首皮線を越えず，滑膜の肥厚を認める症例では滑膜弁を第1選択にしている．
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手根管症候群術後の症状推移への影響因子

○大山 和生1, 田中 利和1, 小川 健2, 神山 翔1

落合 直之1

1キッコーマン総合病院　整形外科

2筑波大学付属病院水戸地域医療教育センター　水戸協同病院　整形外科

【はじめに】
手根管症候群は、中高齢、女性、糖尿病に対するインシュリン治療がリスクファクターと言わ
れ、その発生率に有意差が生じている。保存的治療を行っても改善しない症例が手術適応とな
るが、その成績もまちまちで、翌日から症状のないものから、数か月かけて徐々に改善してく
るものがある。今回、術後経過に及ぼす因子について、検討した。
【対象と方法】
対象は、2011年4月より2016年3月までに手根管開放術を行った202例のうち、術前、術後1か
月、3か月のq-DASHの記載があり、術前誘発筋電図の検査が行われている28例とした。検討方法
は後ろ向き検討で、症状の改善を目的変数とし、各因子（年齢、性別、身長、体重、BMI、待機
期間、合併疾患[糖尿病、高血圧、甲状腺疾患、関節リウマチ，アミロイドーシス，手関節骨
折]）を従属因子として重回帰分析を行った。また、q-DASHが術後１か月で改善した群をQ群
（Quick improve）、q-DASHが術後１か月で改善しなかった群をL群（Late improve）とし、2群
間の因子解析をt検定を用いて検討した。P＜0.05 以下を有意差ありとした。
【結果】
早期改善を目的変数にすると、従属変数である各因子について、有意差の生じるものはなかっ
た。Q群，L群間の比較では、身長、体重、BMI、待機期間、合併疾患（糖尿病，高血圧，甲状腺
疾患，関節リウマチ，アミロイドーシス，手関節骨折）で両群間に有意差はなかった。今回の
研究の限界は、抽出した標本数が全体の14％余りと少ないこと、また、対立筋形成術を必要と
する対象者は除外していることである。
【まとめ】
今回検討した術後の経過は、直後に改善する例と徐々に改善してゆく例の2群に大きく分かれ
た。しかし各群を特定する因子はなかった。
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手根管開放術後2年以上経過後の患者満足度：前向きアンケート調
査

○畑中 大介1, 内山 茂晴2, 林 正徳2, 小松 雅俊2

加藤 博之2

1飯田市立病院, 2信州大学医学部運動機能学教室

【背景と目的】
手根管症候群(CTS)に対する手根管開放術(CTR)の予後は良好と考えられているが、不満例も時
に経験する。そこで本研究では、CTR後にアンケート調査を行い、CTR満足例と非満足例におけ
る、年齢、手指のしびれや痛みのVAS値、CTS質問票（CTSI-JSSH）の結果を検討した。
【対象と方法】
2012年から2014年に特発性CTSに対してCTRを施行した20例にCTR前とCTR後2年以上でアンケート
を送付した。アンケート項目は、手指の痛み・しびれのVAS値、CTS質問票であった．さら
に、CTRに満足、不満、どちらでも無い、の３つを選択してもらった。CTR満足回答例と非満足
例において、各アンケート項目結果を比較した。
【結果】
13例で回答を得た。これら13例の手術時年齢は45-85歳、性別は男性3例、女性10例であっ
た。CTR術式は鏡視下5例、直視下8例であった。各調査項目の平均値は術前と調査時で、痛みの
VAS値は54から23へ、しびれのVAS値は67から28へ、CTSI-SSは2.64から1.67へ、CTSI-FSは2.07
から1.45へ改善した。CTRに満足：9例、不満：0例、どちらでもない：4例であった。CTR満足回
答の9例における平均年齢、術前のVAS値(痛み, しびれ)、CTSI(SS, FS)、の平均値はそれぞれ
65.7歳、（46, 60）、（2.57, 1.63）であった。非満足4例の平均値はそれぞれ73.5歳、（73,
81）、（2.82, 3.06）であった。
【考察】
演者らは第58回の本会において、CTR後2年以上の57例のVASとCTSIの調査を報告した。その結
果、調査時のCTSI-SSまたはFSが2以上あるいは改善の低い例が17例あり、高齢は不良因子であ
る事を示した。今回の調査では、非満足例は手術時年齢は高く、術前のVAS値、CTSIいずれも不
良の傾向であった。
【結論】
CTRに満足しない例は約30％存在し、年齢が高く、術前から自覚症状が強い傾向があった。
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手根管症候群手術例のしびれ・痛みの術後経過について

○岩渕 翔1, 西浦 康正2, 小林 彩香3, 神山 翔3, 原 友紀3

1公立昭和病院　整形外科, 2筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育センター

3筑波大学医学医療系整形外科

【目的】
手根管症候群の手術予後は比較的良好であるが，術後経過に関する詳細な報告はほとんどな
い．今回，しびれ・痛みの術後経過について調査したので報告する．
【症例と方法】
対象は，直視下手根管開放術を行った手根管症候群症例118例140手を対象とした．内訳は，女
性91例104手，男性27例36手，年齢平均67.5（44-95）歳である．原因は，特発性110例130手，
橈骨遠位端骨折後4例4手，透析4例6手である．術前の状態として痛み（安静時痛・夜間痛），
しびれ（安静時しびれ・触った時のしびれ）罹病期間，神経伝導速度検査を，術後の状態とし
て術後初回再診時症状が軽くなったかどうか，しびれ・痛みの改善の有無と時期，最終的に残
存したしびれの有無と範囲に関して後ろ向きに調査し検討した．
【結果】
術後初診時に症状が軽くなったのは126手で，変わらない10手であった．術前の痛みは，安静時
痛14手，夜間痛43手に認められていたが，全例術後初診時に消失していた．術前のしびれは，
安静時しびれ125手，触った時のしびれ130手に認められていたが，安静時しびれは約91%が3ヵ
月以内に消失，触った時のしびれはそれより遅れ，約73％が6ヵ月以内に消失していた．1年以
上のしびれ残存症例は16手で，中指末端に多く残る傾向が認められた．罹病期間や神経伝導速
度検査と症状の改善時期に関しては明らかな相関はなかった．
【考察】
本研究では，痛みは安静時痛，夜間痛ともに術後速やかに消失することが，しびれは安静時の
しびれが早期に改善し，触った時のしびれは徐々に改善していくことがわかった．安静時の痛
みやしびれは，正中神経の血流や軽い神経障害による影響，触った時のしびれは，脱髄や軸索
変性などに起因するものと考えられる．痛み・しびれの経過を知っておくことは術後の臨床的
評価の上で有用である．
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Custom-made templateを用いて解剖学的骨切り術を行い，分離部に局
所有茎脂肪弁移植術を行った先天性橈尺骨癒合症の治療経験

○津村 卓哉1, 松本 泰一1, 土井 洋幸1, 村瀬 剛2

信貴 厚生2

1倉敷中央病院　整形外科, 2大阪大学整形外科

【目的】
先天性橈尺骨癒合症に対して，3次元骨モデルを使用したcustom-made templateで解剖学的橈骨
骨幹部骨切り術，尺骨回旋骨切り術を行い，分離部に局所有茎脂肪弁を移植した2例を報告す
る。
【方法】
対象は男児2例（4歳，5歳），双方共に橈骨頭後方脱臼であった。術前前腕固定肢位はそれぞれ
回内外0度，回内20度であった．手術方法は3次元骨モデルから骨切り部位を決定し，癒合部を
指標としたcustom-made templateによる橈骨骨切り術を行った．癒合部を切除し、分離部に局
所有茎脂肪弁移植を行った．橈骨骨切りでは十分な回外可動域を得られなかったため，2例とも
尺骨回旋骨切り術を施行した．
【成績】
肘関節可動域は術後2ヵ月半で肘伸展-45度，屈曲135度，回内10度，回外60度，もう1例は肘伸
展-40度，屈曲120度，回内0度，回外60度である．合併症は一例で皮膚部分壊死，尺骨プレート
脱転が生じ，再接合術を行った．
【結論】
3次元的な骨変形評価を行ったcustom-made templateを使用することで，簡便に短時間で術前計
画通りに橈骨骨切り術を行うことができた．分離部は局所有茎皮弁術により，外顆周囲の脂肪
織を採取することで被覆できた．回内はある程度肩にて代償可能であるため，回外機能の獲得
が大切である．尺骨内旋変形がある場合には高度な回外制限が残存する．そのため，橈骨骨切
り術後に回外制限が残存する場合には，尺骨回旋骨切り術を躊躇わず行う必要がある．custom-
made templateにて橈骨骨切り術は計画通りに行うことができるが，3次元骨モデルでは軟骨や
軟部組織の評価困難で，骨切り後の可動域に関しても予測不能である．実際には骨切り後の橈
骨頭の位置はレ線所見だけではなく，術中の上腕骨顆部軟骨とのcongruityも含めて判断すべき
で術中に臨機応変に対応することが必要であると考えられた．
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尺側列形成不全と思われる4例の臨床像

○藤田 章啓1, 山下 優嗣2, 林原 雅子1, 奥野 誠之1

高須 勇太3

1鳥取大学整形外科, 2山陰労災病院整形外科・手外科, 3鳥取県立中央病院整形外科

【目的】
上肢の先天異常で報告の少ない尺側列形成不全と思われる4例を報告する。
【症例１】
７歳男児。出生2か月で上肢長の左右差（右＞左）で受診。単純X線で左尺骨肘頭と鈎状突起の
低形成、橈骨頭前方脱臼と橈骨の弯曲変形が認められた。装具装着で経過観察を行ったが、現
在も尺骨近位骨化は見られず、手の先天異常分類マニュアルにおける1-B-2-1-bである。
【症例2】
30歳、男性。単純X線で両尺骨短縮低形成を認め、分類は1-B-2-1-aである。左遠位橈尺関節痛
があったが、装具装着し軽快した。
【症例3】
11歳男児。右手関節痛で受診。単純X線で右尺骨に短縮低形成を認め、分類は1-B-2-1-aであっ
た。右手関節掌背屈痛を訴え、キーンベック病様画像所見を呈していたが、手術を希望せず対
症療法で経過観察を行った。
【症例4】
7歳男児。両手関節可動域制限で受診。単純X線で両尺骨短縮低形成を認め、分類は1-B-2-1-aで
あった。両側遠位橈尺関節のgapに月状骨がはまりこみ舟状月状骨間の開大を認めた。手関節背
屈は右55度、左40度と制限を認めたが、自覚的には日常生活動作に支障なく手術的治療に逡巡
している。
【考察】
尺側列形成不全は橈側列形成不全と比較して、表現型が多彩で機能障害の程度も多彩と思わ
れ、過去の報告も少ない。その為、外科的治療が必要な例においても、行うべき時期や方法に
ついては確立されていない。自験例においては、症例１は既に肘関節に不安定性があり、骨化
を待って治療開始予定である。症例2、3は比較的症状が軽度であり、保存的治療が可能と思わ
れる。症例4は手根骨に配列異常を来しており、今後患者の疼痛やADL制限によって手術治療が
必要となるかもしれない。
【まとめ】
尺側列形成不全の4例を経験し、個々の症例に応じて丁寧な診察と治療計画が必要と思われた。
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母指の屈曲，伸展，外転，内転運動の各運動調節能の検討

○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】
我々はこれまで自作の三次元解析システムを用いて，母指の最大筋力及び運動調節能を計測
し，新しい手の機能評価法としての妥当性を検証してきた．今回はさらに母指の各運動方向の
最大筋力25％，50％，75％における運動調節能を検証した．
【対象と方法】
対象は事前の説明に同意を得た35名35手で，年齢は21.3±0.7歳であった．測定は自作の三次元
解析システムを用いて，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，外転，内転の最大筋力を計測し，さらに最大筋力25，50，75％の3通
りの運動調節能を計測した．各運動調節能は，目標値に運動を保持し，目標値からずれた動揺
軌跡長を計測値とした．各計測は，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3.2kg，伸展が1.5kg，外転が1.4kg，内転が
3.2kg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）．動揺軌跡長では，最
大筋力25％の屈曲は平均7.09，伸展は14.73，外転は10.81，内転は9.27で，50％では各々
6.88，13.30，12.15，8.68，75％では各々7.97，12.63，12.86，8.91で，全ての屈曲は，伸展
と外転より有意に小さかった（P＜0.05）．これは手内筋の寄与が大きいため屈曲の運動調節能
が高かったと考えられた．また25％の伸展は，屈曲，外転，内転よりも有意に大きく
（P＜0.05），最大筋力の各割合で運動調節能を計測することは，本法の臨床応用において有益
な手段の一つとなる可能性が示唆された．
【結論】
本法による最大筋力，運動調節能の計測は，新しい手の機能評価法として臨床応用が期待でき
る．
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手指外傷切断に対する仮骨延長法

○前川 尚宜1,3, 河村 健二2,3, 面川 庄平2, 小畠 康宣4

田中 康仁2

1奈良県立医科大学　救急医学, 2奈良県立医科大学　整形外科

3奈良県立医科大学　玉井進記念四肢外傷センター

4南奈良総合医療センター　整形外科

【はじめに】
手指外傷では再接着困難な症例では著しい指長の短縮を生じることがある。この再建方法とし
てはマイクロサージカルテクニックを用いた方法や骨移植法（延長後骨移植法を含む）、そし
て仮骨延長法があげられる。今回は外傷後切断症例のうち仮骨延長法を用い指節骨延長を行っ
た症例について検討し報告する。
【対象および方法】
対象は当科で指節骨仮骨延長を施行した27指のうち外傷切断に対して施行した20指とした。手
術時年齢は平均25歳（6̃53歳）で手術施行時期は受傷後1.9年（1-7年）であった。創外固定器
はStellbrink型：2指、Hoffmann-mini：5指、penig mini：1指、Ilizarov Mini：11指を用い
た。そのうちIlizarovを用いた群（I群） とそれ以外を用いた群（O群）に分け獲得骨延長量、
骨延長率、External Fixator Index（EFI）、追加手術、合併症などについて検討した。
【結果】
全例最終的の骨癒合が得られた。獲得骨延長量はI群：13.6mm、O群：8.4mm骨延長率は
I群：93.7%、O群：47.8%でEFIはI群：69days/cm　O群：110days/cmであった。I群では1指、O群
3指で追加骨移植を必要とした。合併症として抜釘を要する感染を生じた症例はなかったが、早
期癒合がI群の1指でみたが追加骨切りを行うことで延長が可能であった。
【まとめ】
近年ではより小骨片に対応した創外固定器が開発されて長管骨と同様の仮骨延長法が指節骨レ
ベルでも可能でありとなった。またより小さな骨の延長が可能となり末梢（断端）で仮骨延長
することは可能となった。今回の獲得骨延長量、EFIからみると手指外傷切断後に仮骨延長法で
再建するにはIlizarov Mini Fixatorが有用な創外固定器であると考えられた。

S378



1-V2-25

切断指再接着術後うっ血に対するｱﾙﾐﾎｲﾙ療法

○高田 治彦, 林 淳二, 大石 芳彰

医療法人　楓会　林病院

【目的】
切断指再接着術後うっ血対策として静脈の再吻合、指尖部fish mouth cut, Medical Leechの使
用などによる瀉血で対応する。我々はうっ血が進行し水疱が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。
【対象と方法】
2013年4月から2016年8月までの期間に再接着術を施行した73例、82指のうち、術後にうっ血を
生じｱﾙﾐﾎｲﾙ療法を施行したのは12例である。全例男性で、平均年齢34.4歳である。完全切断が
9例、不全切断が3例で、切断レベルは玉井分類zone1、石川分類subzone 2が3例、zone2
subzone3が２例、subzone4が１例、zone3が5例、zone 4が１例である。術後うっ血に対する瀉
血処置としてfish mouth cutを5例、針穿刺を7例に施行した。うっ血が進行し水疱形成される
が、水疱の下の真皮がいわゆる因幡の白ウサギ状態の赤い真皮で、針穿刺でわずかでも出血を
確認できるとｱﾙﾐﾎｲﾙ療法を行う。ｱﾙﾐﾎｲﾙ療法施行期間は、術後平均6.4日に開始し、30.8日で終
了した。評価方法は生着の有無と合併症について調査した。
【結　果】
9例で生着し、３例は壊死した。感染などの合併症を認めなかった。
【考　察】
ｱﾙﾐﾎｲﾙ療法がうっ血に及ぼす効果として、出血を伴ったガーゼが創部に固着することで創部を
絞扼することを防ぐことによるうっ血予防と、さらに保存療法で経験する良好な肉芽形成は、
創部の毛細血管の交通が期待でき、それによるうっ血改善効果があるのではないかと考えられ
た。本法の適応はうっ血の進行に伴い水疱形成されるが、水疱下の真皮の色は赤く、穿刺する
ことでわずかでも出血がある例と考える。しかし、本法はあくまでもサルベージ処置で手術時
に静脈吻合を行うよう努力することが大切である。
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切断指再接着における骨癒合と喫煙との関連について

○鍜治 大祐1, 面川 庄平2, 村田 景一1, 矢島 弘嗣1

田中 康仁3

1市立奈良病院　四肢外傷センター, 2奈良県立医科大学　手の外科学教室

3奈良県立医科大学　整形外科

【目的】
前回の学会においてわれわれは重度指外傷における骨癒合について報告した．本研究では切断
指再接着における骨癒合率および骨癒合までの期間と，喫煙が関連するかを後ろ向きに調べた
ので報告する．
【方法】
2011年1月から2016年5月までに指切断と診断して緊急再接着術を行い生着した症例39例を対象
とした．受傷時年齢は6-71歳，男性37例，女性2例であった．受傷時に喫煙習慣があった患者
(喫煙群)は16例，喫煙習慣がなかった患者(非喫煙群)は23例であった．両群について骨癒合率
および骨癒合したもののなかで抜釘までにかかった期間を調査した．
【結果】
骨癒合率は全体では平均79％で，喫煙群は平均69％(5/16例)，非喫煙群は平均87％(3/23例)で
あり，両群間で統計学的な有意差を認めた．骨癒合したもので抜釘までにかかった期間は喫煙
群では平均9.1週，非喫煙群では平均9.1週と有意差を認めなかった．年齢や性別でも有意差は
認めなかった．
【考察】
喫煙者に対する切断指再接着に関する生着率等の報告は散見されるが，再接着後の骨癒合に関
する報告は少ない．今回の調査では骨癒合までにかかる期間に差は認めなかったが，骨癒合率
は喫煙群が有意に低かった．喫煙者はニコチンと一酸化炭素の影響で血管が障害され，生着率
が低下することは過去の報告からでも明らかであるが，生着したとしても骨癒合に必要な血流
量が得られないために偽関節に至る可能性が高いと考えられる．受傷時に喫煙習慣がある場合
は，骨固定に関しても十分な注意が必要と思われる．
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1-V2-27

川崎医科大学におけるマイクロサージャリートレーニングプログラ
ム

○新井 理恵1, 長谷川 健二郎1, 長谷川 徹2, 稲川 喜一3

1川崎医科大学　手外科再建整形外科, 2川崎医科大学　脊椎災害整形外科

3川崎医科大学　形成外科

【目的】
2015年、川崎医科大学マイクロサージャリートレーニングプログラム（KMTP）が開始された。
その第1期生としてKMTPに参加Stage4を終了し、臨床で術者として微小血管吻合の機会が与えら
れた。Stage4を終了より1週間後、右母指完全切断の症例が緊急搬送され術者として手術に参加
した。
【症例】
症例は42歳男性で、仕事中に手袋をした状態で、回転機械のベルトに右母指を巻き込まれ受傷
した。玉井分類Zone２の完全切断（avulsion injury）であった。動脈損傷が強く動脈の再建に
は前腕からの静脈移植を行った。軟部組織損傷も強く、IP関節は関節固定とし、動脈1本（Vein
graft）、静脈1本を吻合した。術後はベット上安静とし、抗凝固療法（ウロキナーゼ24万単位
/日、ヘパリン18000単位/日、プロスタグランジン120μg/日）を行った。術後経過は良好で術
後19日目に退院となった。
【考察】
KMTPはStage1の人工血管の吻合から始まり、Stage5のスーパーマイクロサージャリーまでが用
意されており、Stage4を終了することにより初めて臨床で術者として微小血管吻合の機会が与
えられる。今回、研修医でStage4を終了し、術者として完全切断の再接着術を成功したことか
らKMTPはマイクロサージャリーテクニック習得に有効なプログラムの1つと考える。　
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1-V2-28

当院における過去6年間に施行した指完全切断症例の治療成績

○日比野 直仁1, 山野 雅弘2, 佐藤 亮祐1, 和田 一馬1

近藤 研司1

1徳島県鳴門病院　手の外科センター, 2徳島県鳴門病院　形成外科

【はじめに】
当院は徳島県で唯一の手の外科センターを有し、切断外傷を積極的に受け入れている。
【目的】
過去6年間に演者自身が執刀した切断指再接合をした症例の治療成績を検討し、課題および問題
点を明らかにすること。（対象および方法）2011.1月から2016.10月までに当院で演者自身が執
刀し、術後管理を行った切断患者は男性73例女性19例108指でfinger 91指　母指17指であっ
た。これらの症例に対し、切断部位を玉井分類（DIP関節までは石川のsubzone 分類に）に従い
分類し、授傷様式、生着数、術後血行トラブルの有無および処置、血管吻合数に関して調査し
た。
【結果】
生着率は108例中93例で生着率は86.1％であった。zone 別では石川分類のsubzone I,IIが34/34
で100%, subzone IIIが23/25で92％, subzone IVが15/16で93％であった。玉井分類zone IIIは
10/17と58%,Zone IVは11/16と68%であった。この中で成績不良の玉井分類Zone III, Zone IVの
切断に関して血管吻合数と生着率を検討した。動脈吻合を1本群と比べ、優位に2本吻合した方
が生着率が良好であった。
【考察】
当院では玉井分類Zone III, IVでの切断での生着不良例が多かった。その原因として初期には
鬱血傾向になることを回避するために動脈吻合を1本にとどめる傾向にあったが、動脈吻合を2
本行い、さらに静脈吻合を3本以上施行した症例において生着率が良好であった。1本の切断指
再接着の場合、腋窩伝達麻酔で施行することが多いが、近位部での切断の場合、手際よく骨接
合、腱縫合を行い、動脈2本、さらに動脈吻合数の1.5から2倍の数の静脈吻合に時間を割くべき
と思われた。
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1-V2-29

当科における最近10年間の上肢軟部組織欠損に対する皮弁手術の治
療経験

○木村 理夫1, 佐々木 源1, 鳥濱 智明2, 亀倉 暁3

1帝京大学　医学部　整形外科, 2上尾中央総合病院　整形外科

3東京都立墨東病院　整形外科

【はじめに】
外傷や感染、腫瘍切除後などの上肢軟部組織欠損に対して、当科において施行した皮弁手術に
ついて、皮弁選択と治療成績について検討した。
【対象と方法】
2006年以降に当科で施行した上肢軟部組織欠損に対する皮弁手術は34例で、再建部位は指19、
手部10、前腕2、肘1、上腕1、肩1例、また原疾患は外傷23、軟部腫瘍3、合指症など先天性疾患
3、Dupuytren拘縮3、軟部感染2例であった。皮弁の内訳は有茎皮弁18例（逆行性指動脈島状皮
弁4、指交差皮弁3，背側中手動脈皮弁3、逆行性橈側前腕皮弁1、逆行性後骨間動脈皮弁
1、hypothenar perforator flap 3、腹部有茎皮弁3、外側上腕皮弁2、重複あり）、遊離皮弁5
例（肩甲皮弁1、腓骨皮弁1、外側上腕皮弁1、母趾1/2爪皮弁2）、局所皮弁11例(Digitolateral
flap 5、Spinner flap 2、V-Y前進皮弁2、Oblique triangular flap 1、回転皮弁1)であった。
手以外の遠隔部位からの皮弁例では、除脂肪術やZ形成術の追加手術が行われていた。
【結果と考察】
皮弁の完全壊死例はなく、部分壊死は7例（腹部有茎皮弁2、有茎外側上腕皮弁1、背側中手動脈
皮弁1、Digitolateral flap 1、hypothenar perforator flap 1、島状指動脈皮弁1）で認め
た。腹部有茎皮弁の部分壊死は、皮弁周囲組織の血流不良や長軸の長い皮弁デザインが原因と
考えられた。逆行性有茎外側上腕皮弁例では皮弁遠位のうっ血が生じたが、ヘパリン追加投与
により改善した。逆行性後骨間動脈皮弁例では皮弁を近位にデザインしたため神経と血管の剥
離に難渋し、術後に麻痺を合併した。手・指の皮膚は他部位と性状が異なるため、可能な限り
局所の皮膚を利用した皮弁を第1選択とし、良好な結果を得た。これに対し欠損が大きい場合
は、隣接・遠隔部位からの有茎・遊離皮弁を選択したが、色調・質感ともに劣っていた。
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1-V2-30

脂肪筋膜弁を用いた固有指部背側の再建

○石河 利広, 澤井 誠司, 小川 興, 山本 暢
石川 浩三

大津赤十字病院　形成外科

【はじめに】
固有指部背側、特に、末節部および中節部背側の皮膚軟部組織欠損を再建する方法は限られて
いる。我々は、末節部および中節部背側の皮膚軟部組織欠損に対して脂肪筋膜反転弁・植皮術
を用いた再建を行い良好な成績を得られたので報告する。
【方法】
固有指部背側の皮膚軟部組織欠損に対して、末節部の欠損には中節部に、中節部の欠損には基
節部に指動脈背側枝を血管茎とする皮下脂肪組織弁を作成して反転し欠損部を被覆する、その
上に手関節背側より採取した分層植皮を行った。
【結果】
症例は、3例である。症例１、14歳男、右示指中節部に生じた軟部腫瘍切除後、伸筋腱欠損およ
び皮膚軟部組織欠損を生じた。長掌筋腱による伸筋腱再建および脂肪筋膜反転弁移植・植皮術
を行った。経過観察期間は術後1年半。症例２，2歳女、右中指末節に生じた軟部腫瘍切除後、
伸筋腱欠損および後爪郭を含む皮膚軟部組織欠損を生じた。同様な再建を行った。経過観察期
間は3年半。症例３，41歳男、左環指中節部の皮膚軟部組織欠損に対して脂肪筋膜反転弁移植・
植皮術を行った。経過観察期間は10ヶ月。全例植皮は生着した。再建部位は平坦で、色調性状
の適合性も良好である。また、いずれの症例も可動域制限を認めない。
【考察】
Laiらが指背側、手背への適応を報告した脂肪筋膜弁は、薄く、しなやかで、欠損部への適合性
も良好であり、大きな欠損にも対応できる。植皮術の追加は必要であるが脂肪筋膜弁の挙上
は、手技的に容易である。周囲組織の余裕が少なく局所皮弁の適応が比較的困難である固有指
部背側の末節部、中節部の皮膚軟部組織再建について脂肪筋膜反転弁は有用である。
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1-V2-31

手の熱圧挫傷に対する治療アルゴリズム

○福田 憲翁1, 朝戸 裕貴1, 梅川 浩平1, 高田 悟朗1

山本 勇矢2

1獨協医科大学　形成外科学, 2足利赤十字病院　形成外科

【目的】
熱圧挫傷は物理的な圧迫が加わった特殊な熱傷であり、深達性かつ進行性であり、通常の熱傷
より重症化しやすい。手においては高度な機能的・形態的障害をきたすことが多く再建手術に
難渋することが多い。我々は経験した過去の症例を検討し、治療アルゴリズムを考察したので
報告する。
【対象と方法】
2006年1月から2016年10月までの間に当科および関連施設で治療を行った手のヒートプレス損傷
は7例（男性5例、女性2例）であった。熱圧挫された温度と時間ははっきりしないものもあった
が、中には280℃で2-3分というひどい症例もあった。
【結果】
対象となった7例は全例仕事中の不慮のけがによるものであった。受傷から被覆手術までの日数
は0から51日であった。3例は一期的にデブリードマンと被覆手術を、2例はデブリードマン後に
二期的に皮弁による被覆を行い、1例は二期的に全層植皮術を行った。残りの1例は指の壊死が
次第に進行したため、指の切断術を必要とした。即日皮弁で被覆した症例も後日皮弁下で壊死
が進行し、二期的に被覆手術を行った症例ではいずれも待機期間に壊死が進行した。
【考察】
早期に血流の良い皮弁で被覆しても、熱による損傷の影響で母床の壊死が進行することがあ
る。 一方、二期的な被覆手術を計画しても、その間の局所管理しだいでは余計に壊死や感染が
進行する場合もある。 安全域をつけた拡大切除的なデブリードマンを行った場合は皮弁による
一期的な被覆手術が可能と考えるが、 壊死組織のみを除去する通常のデブリードマンを行った
場合は、二期的な被覆手術までの待機期間は適切な局所管理が必要である。人工真皮の貼付は
壊死が進行した場合の対応の遅れにつながることがあり、使用は注意が必要であると考える。
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1-V2-32

当院における指腹部損傷に対するcross-finger flap症例の検討

○柳下 幹男, 台蔵 晴久, 東山 麻伊子

厚生連高岡病院　形成外科

【目的】
昨今、指部の再建においてさまざまな皮弁が開発されており、cross-finger flapが第一選択の
治療法として用いられることは少ない。一方で手技の簡便性や血行の安定性があること、さら
に外来通院でも可能であることが本術式の大きな利点と考えられ、症例を選択することで現在
でも有用な再建法の一つと考えられる。今回われわれは過去10年間に行った指腹部欠損に対す
るcross-finger flap症例の成績を調査し、cross-finger flapを選択する指標について検討し
た。
【方法】
2007年8月から2016年8月までに、指腹部欠損に対してcross-finger flapを行い、10症例の成績
を検討した。全症例男性で、平均年齢は49.4歳であった。皮弁恵皮部は全症例で一期的に鼠径
部からの全層植皮術を行った。皮弁と恵皮部に対する植皮の結果と患指、移植指それぞれの関
節可動域を中心に検討した。
【成績】
患指は示指2指、中指1指、環指5指、小指2指であった。示指環指は中指から、中指小指は環指
を移植指に選択した。皮弁は全生着した。植皮は環指の1指で感染が原因と考えられる不生着を
認めた。患指DIP関節は1例を除き伸展制限は認めなかったが自動屈曲は平均63°と軽度屈曲制
限を認めた。移植指DIP関節は植皮が不生着であった１指を除くと伸展制限は認めなかったが、
自動屈曲は平均56°であり患指よりも強い屈曲制限が残った結果となった。また、移植指が環
指である症例の方が、中指よりも強い屈曲制限を残した。
【結論】
指腹部欠損に対してcross-finger flapを選択するにあたり、健常な移植指に障害を残さないこ
とが重要な要素である。今回、移植指が環指の症例の場合、DIP関節の屈曲制限がより強く残る
という結果となり、中指が移植指となりうる示指と環指の指腹部欠損に対して、本術式を検討
することが望ましいと考えられた。
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1-V3-1

小指屈筋腱皮下断裂14例の治療経験

○武田 真輔1, 倉橋 俊和1, 田中 健司1, 建部 将広2

平田 仁2

1安城更生病院　手外科・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　手外科

【目的】
手指の屈筋腱皮下断裂は比較的頻度が少ないものの、手外科診療においてはときに遭遇する疾
患である。なかでも小指の屈筋腱皮下断裂は、有鉤骨鉤骨折やその偽関節、関節リウマチ、豆
状三角骨関節症に合併するものが報告されている。今回我々は、手術治療を施行した小指屈筋
腱皮下断裂症例の臨床像および治療成績を検討した。
【対象と方法】
2003年4月から2016年10月までに当院で手術治療を行った小指屈筋腱皮下断裂症例を、後ろ向き
に調査した。検討項目は年齢、性別、関節リウマチなどの基礎疾患（既往症）、職業、受傷機
転、術式、後療法とし、術後最終評価時の臨床成績として手指可動域および握力を調査した。
【結果と考察】
該当期間に手術治療を施行した症例は14例であり、性別は男7例、女7例、患側は右9手、左
5手、手術時年齢は平均62.3歳、4例が関節リウマチに続発していた。職業は2例が漁業に従事し
ており、1例は非定型抗酸菌症に伴う腱滑膜炎からの断裂を疑ったが、起因菌は同定されなかっ
た。受傷機転は草むしり中4例、重いものをもった時3例、蓋やドアノブを回した時3例、不明4
例であった。術式は環指FDSへの腱移行術7例、環指FDPへの腱移行術4例、環指FDSあるいはFDP
へのside suture3例であった。術後後療法は早期運動療法8例、3週間固定法6例であり、平均後
療法期間は4.7ヶ月であった。最終時の平均TAMは210°、握力は健側比平均70.1％であった。良
好な握力、可動域の獲得には、腱移行、腱移植ともに強固なinterlacing sutureを行い、早期
運動療法を遂行することが有効であると考える。

S387



1-V3-2

創外固定を用いた手指関節内骨折の治療

○松崎 浩徳1, 間庭 圭一2, 鈴木 宣瑛1, 植木 将人3

1新潟臨港病院　整形外科, 2村上病院整形外科, 3新潟大学整形外科

【目的】
創外固定器を併用した手指関節内骨折の治療に関して、術式、適応および手術成績を報告す
る。
【方法】
対象は2013年5月から2016年4月までに手指関節内骨折または脱臼骨折に対して、関節面の内固
定に創外固定を併用した11例で、年齢は16～84歳（平均51歳）、男性7例、女性4例であった。
受傷部位は手指PIP関節が8例（示指1、中指１、環指3、小指3）、母指MP関節、母指CM関節、小
指MP関節がそれぞれ1例だった。PIP関節内骨折では全例に中節骨基部骨折を認め、直視下また
は経髄内法で関節面整復の後、関節面への軸圧軽減のためPIP関節用牽引およびヒンジ付き創外
固定器（マイクロオーソフィクセーターS, メイラ）を装着した。母指および小指MP関節では関
節面整復後牽引装置付き創外固定器（ミニ創外固定器, メイラ）を装着し、母指CM関節では創
外固定器(Hoffmann Micro Lengthener, Stryker)を装着して関節面に牽引を加えた後、第一中
手骨基部の陥没粉砕骨片を整復固定した。
【成績】
手指PIP関節治療例ではPIP関節平均可動域は伸展-11度、屈曲88度(アーク77度）で、％TAMは
87%だった。母指MP関節は伸展15度、屈曲40 度、小指MP関節は伸展0度、屈曲75 度であり、母
指CM関節治療例では可動域制限を認めなかった。
【結論】
PIP関節では基節骨骨頭を回転中心とするヒンジ付創外固定器によって牽引と同心性を維持した
関節運動が可能であり、腱癒着の防止や関節リモデリング促進に有用と考えられる。MP関節や
CM関節では適度な牽引が関節アライメントの維持に有用であり、比較的簡単な関節面の内固定
でも関節面の維持が可能である。CM関節では関節面整復に先立って牽引を加えることによって
直視下に正確な関節面の評価と修復が可能で整復位の保持も容易となる。

S388



1-V3-3

ヘバーデン結節に対するすず合金製指輪型装具の使用経験

○多田 薫, 山本 大樹, 中嶋 宰大, 中田 美香
土屋 弘行

金沢大学　医学部　整形外科

【目的】
ヘバーデン結節に対する装具療法は良好な成績が報告されているが、装着の煩わしさや整容面
における問題から、治療に対するアドヒアランスは良好であるとは言いがたい。我々は装着が
容易であり整容性に優れていることが装具療法のアドヒアランスを向上させると考え、すず合
金製の指輪型装具を開発した。今回その治療成績について報告する。
【方法】
対象はヘバーデン結節例の20例であり、内訳は男性2例、女性18例、年齢は54̃85（平均69）歳
であった。罹患指は示指が5例、中指が5例、環指が3例、小指が7例であった。装具はすずに銀
を0.03%配合した合金製であり、骨棘部が装具と接触しない指輪型のデザインとした。S,M,Lの3
サイズを患指の大きさに応じて処方し、装着頻度や期間については指示せず、疼痛に応じて自
由に装具を使用するように伝えた。装具装着前および装着後1か月にVAS scale、Hand 20による
評価を行うと共に、疼痛が軽減した時期について問診した。また装具の装着の容易さ、整容面
について10段階の満足度評価（0が不満、10が満足）を行った。結果はWilcoxon signed-rank
testにより有意水準5%で検定した。
【結果】
VAS scaleは装着前56.0±4.7から装着後1か月27.5±5.7となっており、有意な改善を認め
た。Hand 20は装着前36.3±5.7から装着後1か月28.7±4.8となっていたが、有意差は認めなか
った。疼痛が軽減した時期は装着後5̃10日とした例が最多だった。装着の容易さに対する満足
度は9.0±0.4、整容面に対する満足度は7.4±0.5となっていた。
【考察】
本研究の結果、すず合金製装具には装着後早期に疼痛を緩和する効果があると考えられた。ま
た、すず合金は適度な可変性を持ち装飾性に優れた金属であることから、本装具の装着の容易
さや整容面に対する満足度が高くなっていたと考えられる。
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1-V3-4

変形性指PIP関節症に対する掌側進入による人工指関節置換術の中
長期成績

○森澤 妥1, 石井 和典2, 高山 真一郎3

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国立成育医療研究センター　外科系専門診療部

【目的】
変形性指PIP関節症に対する掌側進入による表面置換型セメントレス人工指関節置換術を施行し
た症例で2年以上経過観察しえた症例の成績を検討した。
【方法】
対象は10例16指、手術時年齢は平均66歳、経過観察期間は平均44カ月であった。検討項目は関
節可動域（経時的変化と最終）、Mayo clinic score評価とした。
【成績】
疼痛は全例で消失していた。関節可動域は術前平均伸展 -11度が最終診察時-18度、術前平均屈
曲 53度が最終診察時73度であった。可動域は術前平均43度が最終診察時55度であった。Mayo
clinic scoreはGood 10, Fair 1, Poor 5であった。
【考察】
変形性指PIP関節症では疼痛と可動域制限が主訴である。関節固定術では可動域は消失するが人
工指関節置換術では疼痛・可動域制限が共に改善する。今回、経時的に可動域は減少する傾向
が見られたが全例で疼痛の消失は維持されていた。経過が長く、単純X線像でゆるみ・沈み込み
がある症例もその例外ではなかった。又、掌側進入のため、多くの症例で伸展の可動域は減少
し屈曲の可動域が増加していた。物の把持・つまみという手指の機能から考えると伸展より屈
曲は重要であり、約12度の可動域の改善という数字以上の日常生活上の改善が得られると考え
られた。変形性指PIP関節症に対する人工指関節置換術は症例・指を選べば従来の固定術に変わ
りうる術式と考える。
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1-V3-5

STT関節症に対する腱球移植を伴う切除関節形成術の治療経験

○大森 信介, 杉田 英樹, 亀山 真一郎

香川県済生会病院　整形外科

【目的】
STT関節症による日常生活動作制限を認めた3例に対して関節形成術を施行し、術後成績につい
て検討した。
【方法】
対象は単純X線でCrosby分類grade2のSTT関節症を認めた3例で、症例1は58歳女性、症例2は52歳
女性、症例3は61歳男性である。3例で母指CM関節症、症例1で尺骨突き上げ症候群、症例2で豆
状三角骨間関節症を併発していた。疼痛のために日常生活に支障があり保存的療法が奏功しな
かったため、除痛と可動域を温存する目的で関節形成術を施行した。症例1では大菱形骨近位関
節面を切除し、切除間隙に長掌筋腱による腱球を移植、症例2と３では舟状骨遠位関節面を切除
し、橈側手根屈筋半裁腱による腱球を移植して切除関節形成術を施行した。関節包などの軟部
組織は可及的に温存した。症例1では同時に尺骨短縮骨切り術も施行した。術後観察期間は平均
1年(5ヶ月から17ヶ月)であった。術前と最終観察時のX線でradiolunate  angle
(RLA)、radioscaphoid  angle  (RSA)を計測し、可動域と疼痛の変化を評価した。
【結果】
X線上、RLAは術前平均-24度、最終観察時平均-28度、RSAは術前平均25度、最終観察時平均28度
であった。最終観察時STT関節部の疼痛は消失しており、手関節の可動域は温存されていた。ま
たX線と臨床所見上、母指CM関節などの周辺関節に関節症変化の増悪を認めなかった。
【結論】
切除関節形成術を施行後、短期間の観察ではあるが、可動域は温存できており疼痛も改善して
いた。関節固定術を行った場合除痛は得られるが可動域制限が問題となり、隣接関節障害も危
惧される。本症例のように母指CM関節症を併発している場合にも、関節形成術は有用な方法で
あると考えられた。
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1-V3-6

長母指外転筋半裁腱を用いて靱帯修復した反復性母指CM関節脱臼
の2例

○松木 まさふみ, 奥田 良樹

京都第二赤十字　病院整形外科

【目的】
骨折を伴わない外傷性母指CM関節脱臼は, 比較的まれな外傷である. 今回 われわれは, ラグビ
ーで受傷し他院で靱帯縫合術を受けたが復帰後に再脱臼したため長母指外転筋半裁腱を用いて
靱帯修復した2例を経験したので報告する.
【症例１】
16歳男性. ラグビーでタックルの際に右母指を巻き込まれ受傷した. 靱帯縫合術を受け, 3ヵ月
後に復帰したが半年後に再脱臼したため当院を受診した. 橈背側の不安定性を認めた. 手術は,
橈背側から展開し弛緩した関節包, 損傷靱帯をsuture anchorで修復し, さらに長母指外転筋半
裁腱をV字状に中手骨大菱形骨間の補強を加えた.　6週間ギブス固定し4ヵ月後に復帰した. 術
後18ヵ月不安定性を認めずプレー可能である.
【症例2】
15歳男性. ラグビーで転倒の際に右母指を強打し受傷した. 靱帯縫合術を受け, 2ヵ月後に復帰
した. 問題なくプレー可能だったが1年後に再脱臼した.　その後も脱臼を繰り返すため当院を
受診した.　同様手術を行い, 術後8ヵ月不安定性認めずプレー可能である.
【考察】
　外傷性母指CM関節脱臼の治療法として, 靱帯修復術, 経皮的pinning術や靱帯再建術などが報
告されている. 今回われわれは,　陳旧性母指CM関節脱臼に対し橈背側の支持組織を修復し長母
指外転筋半裁腱を用いて補強を追加することにより関節の安定化が得られた.　比較的低侵襲で
あり積極的な修復術が有効であると考えた.
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1-V3-7

母指CM関節症に対する関節形成術の治療成績―大菱形骨全摘出と
部分摘出―

○松木 寛之, 中土 幸男, 百瀬 敏充

社会医療法人　抱生会 丸の内病院　整形外科

【目的】
我々は保存的加療にて症状の改善しない母指CM関節症に対して，大菱形骨全摘出後の空隙に大
腿筋膜にて作製した腱球を充填する関節形成術を施行してきたが，2010年以降は大菱形骨を全
摘出せずに部分摘出としている．今回それらの追跡調査を行い両術式の治療成績を検討した．
【対象および方法】
大菱形骨を全摘出した症例（大菱形骨全摘出群）は21例21手，平均年齢は61.1歳であっ
た．Eaton分類はStage3が21手であった．術後経過観察期間は平均39.0ヵ月であった．大菱形骨
を部分摘出した症例（大菱形骨部分摘出群）は18例19手，平均年齢は62.8歳であった．Eaton分
類はStage3が19手であった．術後経過観察期間は平均35.5ヵ月であった．術式は大菱形骨を全
摘出した症例では，半切した橈側手根屈筋腱による靱帯再建を行ったのち，大腿筋膜より作製
した腱球を充填した．大菱形骨を部分摘出した症例では，半切した長母指外転筋腱による
Suspension arthroplastyを行ったのち，大腿筋膜より作製した腱球を充填した．
【結果】
両群ともに術前の疼痛は改善した．サイドピンチ力は大菱形骨全摘出群で術前平均3.4kg，健側
比67.1%，術後平均3.8kg，健側比86.7%であった．大菱形骨部分摘出群では術前平均4.2kg，健
側比69%，術後平均5.5kg，健側比107%であった．大菱形骨摘出後の空隙は，両群ともに安静
時，ピンチ時で保たれていた．
【結論】
母指CM関節症に対する関節形成術は徐痛とピンチ力の回復において有効であった．大菱形骨摘
出後の空隙に大腿筋膜より作製した十分量の腱球を充填したことで，術後の空隙の維持とピン
チ力が得られたと考えられた．
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1-V3-8

不安定性を伴う母指CM関節症に対する、横手根靭帯を利用した靭
帯再建術の中期成績

○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】
母指CM関節症に対する、横手根靭帯を利用した再建術の中期成績について報告する。
【方法】
適応は、Eaton分類1度または2度で、保存治療を行うも関節不安定性と疼痛が残存したものとし
た。この中で、横手根靭帯を利用した再建術を行い、2年以上の経過観察が可能であった7例を
対象とした。母指CM関節症のEaton分類1度が5例、2度が2例であり、4例は軽微な外傷が契機と
なっていた。
【術式】
横手根靭帯の遠位を、大菱形骨付着部を残して弁状に拳上し、母指球筋の深部へ誘導した。第
一中手骨基部の掌背側方向に骨孔を作成した。母指CM関節を整復位に保持しながら、靭帯弁を
母指CM関節の橈側を回して背側方向に最大に牽引した。2本のファイバーワイヤーループ針を骨
孔掌側付近の靭帯弁部に縫合し、ループ針を骨孔背側へ引きだし、骨孔背側付近の靭帯弁部に
マットレス縫合した。さらに、ループ針で縫合した靭帯弁の中間部と、その部位に一致する第
一中手骨基部とをアンカー糸で縫合した。最後に靭帯弁を周囲の関節包と縫合した。3週間のシ
ーネ固定を行い、その後に自動運動を開始した。
【成績】
術後経過観察期間は2年2か月̃3年1か月、平均2年10か月であった。疼痛は消失4例、軽減2例、
不変1例、関節不安定性は消失6例、軽度残存1例であった。母指CM関節症1度の1例と2度の1例は
3度への進行を認めた。1例で複合性局所疼痛症候群を発症した。
【結論】
横手根靭帯を利用した母指CM関節の靭帯再建術は、AOLを解剖学的に靭帯で再建できる点で、最
も理想に近い靭帯再建術である。中期成績では概ね良好な成績が得られたが、1例で複合性局所
疼痛症候群を発症しており、正中神経掌側皮枝などの皮神経の損傷に注意が必要と考えられ
た。
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1-V3-9

長母指外転筋腱を用いた母指CM関節形成術後におけるMP関節過伸
展の進行

○樫山 尚弘1, 三浦 俊樹1, 岩科 麻紀1, 森崎 裕2

上原 浩介2

1JR東京総合病院 整形外科, 2東京大学医学部附属病院　整形外科

【背景】
母指CM関節症の進行に伴いMP関節過伸展変形が生じることが知られている。母指CM関節症に対
する切除関節形成術の際に靭帯再建やinterpositionのために長母指外転筋腱（以下APL）が用
いられる場合があるが、我々はAPLを用いた関節形成術後MP関節過伸展が進行する例を経験して
きた。
【対象と方法】
2006年から2015年までにAPLまたは長掌筋腱（PL）を用いてligament reconstruction tendon
interposition（以下LRTI）変法を行った母指CM関節症患者のうち、初回手術ではMP関節には処
置をせず半年以上経過観察しえた36例40指（平均年齢64.7歳、右21指、左19指）を対象とし
た。APL群では複数腱がある場合１束のみを靭帯再建に利用した。APL群20例とPL群20例のMP関
節過伸展角度を術前と術後半年のX線側面像にて測定した。
【結果】
術前MP関節過伸展角度はAPL群11°、PL群14°で両群間に有意差はなかった（p=0.6）。術後半
年において術前と比してMP関節過伸展角度はAPL群では8°進行したのに対し、PL群では2°改善
しており両群に有意差があった（p=0.037）。また、APLを使用した2母指で術後にMP関節の疼痛
が増悪しMP関節制動術を要したが、PL群では追加処置を必要とした例はなかった。
【考察】
PL群に比してAPL群では術後のMP過伸展が進行した原因として、APL群では腱採取により外転筋
力が低下することで術後母指CM関節の内転拘縮が生じやすくなり、第一指間を開くために代償
的にMP関節が過伸展をきたしたことが考えられる。母指CM関節形成術に対するLRTI変法や
suspension arthroplastyではAPLが用いられる場合も多いためAPL採取後のMP関節過伸展には注
意する必要があると考えられた。
【結語】
母指CM関節形成術でAPLを使用する際には術後母指MP関節過伸展の進行に注意する必要がある。
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1-V3-10

手指粘液嚢腫の手術法と病理組織学的所見の検討

○浦川 ひかり, 三木 健司, 早石 雅宥, 堀木 篤

早石病院

【目的】
手指粘液嚢腫に対する手術は、主に嚢腫切除主体の術式、骨棘切除主体の術式があり、ともに
良好な成績が報告されている。当院では局所回転皮弁形成を用いて嚢腫切除を行い、症例に応
じて骨棘切除も合わせて施行してきた。今回当院での手術成績を明らかにするとともに、摘出
標本を病理組織学的に検討した。
【方法】
2014年2月から2015年7月、当院で手指粘液嚢腫に対し、手術を行った8名を対象とした。性別は
男性3名、女性5名で、年齢は平均67.3(61-82)歳であった。8名全員にHeberden結節を認め、福
本の病期分類のX線所見による分類は、grade3 1名、grade4 5名、grade5 2名であった。術前、
爪の変形を3名に認めた。手術術式は嚢腫切除後、局所回転皮弁形成を行った。2例は骨棘切除
も施行した。
【成績】
追跡期間は、平均14.1(1-24)か月であった。術後、再発を1例、疼痛の残存(DIP関節屈曲時の
み)を1例、可動域制限を2例に認めた。爪の変形は、術後全例で改善し、術後新規には認めなか
った。その他、合併症として、術後感染を1例に認めた。病理組織学的に検討した4例につい
て、4例ともに嚢腫の内腔に滑膜被覆細胞は認められなかった。その局在は2例が真皮層内、2例
が表皮層内と異なっていた。また再発症例では、切除範囲が十分でなく、嚢腫の一部残存が指
摘された。
【結論】
嚢腫切除が有効な症例を認めるものの、骨棘が大きい場合切除を検討すべきであると考えられ
た。病理組織学的に局在や切除範囲を確認することが、個々の手指粘液嚢腫の病態や手術成績
の予測に有用である可能性があると考えられた。
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1-V3-11

変形性PIP関節症に対するSwanson シリコンインプラントの背側アプ
ローチと掌側アプローチの比較

○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】
変形性PIP関節症に対するsilicone arthroplastyのアプローチとして，当院ではcentral slip
を縦割する背側アプローチを用いてきたが，2014年4月からは掌側アプローチへと変更してい
る．本発表の目的は掌側アプローチによるsilicone arthroplastyの術後成績について背側アプ
ローチと比較することである．
【対象】
変形性PIP関節症に対してSwansonによるsilicone arthroplastyを施行した例において，背側ア
プローチ9例9指(中指2指，環指7指．平均年齢66.4歳, 経過観察期間35.0ヵ月)と掌側アプロー
チ10例13指(示指1指，中指6指，環指4指，小指2指．平均年齢62.9歳，経過観察期間13.1カ月)
を後ろ向きに比較した．検討項目として疼痛，X線評価，合併症，術前後の可動域につき調査し
た．

【結果】
疼痛は全例で改善していた．X線にてはimplant fracture1例，軽度の尺屈変形を6例に認めた．
術前後の平均可動域は背側アプローチで51.7°（伸展-13.6°屈曲65.2°）から50.7°（伸展-
10°屈曲60.9°），掌側アプローチで46.4°（伸展-18.1°屈曲64.5°）から54.4°（伸展-
17°屈曲71.4°）であった．掌側アプローチのうち示指1指の術後可動域は37°（伸展-10°屈
曲47°），小指2指の可動域は平均38°（伸展-15.5°屈曲53.5°）と劣る傾向にあり，これら
を除くと術後可動域は背側で平均50.7°（伸展-10°屈曲60.9°），掌側で59.9°（伸展-17°
屈曲76.9°）と掌側の方が良好な傾向にあった．
【考察】
有意差はなかったものの掌側アプローチ群は背側アプローチ群と比較して良好な可動域が獲得
できていた．掌側アプローチの利点は伸筋腱を温存できるため，早期から可動域訓練が行える
点であり，スワンネックやボタンホール変形などに対する伸筋腱の矯正が不要な症例では掌側
アプローチが有用であると考える．
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1-V3-12

中手骨骨幹部骨折に対する保存的治療の検討 -ギプス固定とスプリ
ント固定の比較-

○堀 泰輔, 今村 宏太郎

いまむら整形外科医院

【はじめに】
中手骨骨折の治療は強固な内固定と術後の早期運動療法が一般的となっている．一
方，Burkhalterや石黒はMP関節を屈曲位にギプス固定し，DIP，PIP関節の早期自動運動を行う
Kunckle cast法を施行し，その良好な成績を報告している．当院でも同法（ギプス群）を行っ
てきたが，最近ではスプリント固定（スプリント群）を行っている．今回，両群の治療成績に
ついて検討したので報告する．
【対象】
2008年11月より2016年7月に，保存的治療を行った36例40指のうち骨癒合までの経過が追えた24
例27手を対象とした．男性11例12指，女性13例15指，受傷時年齢は平均40.3歳であった．また
中手骨の短縮や角状変形などは20指であり，指交叉は3手でみられた．ギプス群は10手，スプリ
ント群は17手であり，経過観察期間は35から115日（平均60日）であった．
【方法】
初診時と調査時の変形の有無，骨癒合までの期間，最終調査時の手指％TAMとADL障害を調査し
た．
【結果】
変形が調査時に増悪していたものなく，指交叉はすべて消失していた．ギプス群の骨癒合期間
は平均55.3日，％TAMは平均99.1％であった．一方，スプリント群の骨癒合期間は平均58.8日，
％TAMは平均99.9％であり，両群間に大きな差はなかった．またADL障害を残したものはなかっ
た．
【考察】
Knuckle cast法はギプス手技が比較的難しく，固定期間中は手を洗えないなどの欠点がある．
そこでQOLの改善に配慮したスプリント療法を用い，ギプス固定と遜色ない良好な治療成績が得
られた．しかし，スプリントは着脱が容易であるという長所と短所をもつため，患者に対する
より丁寧な説明が必要である．
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1-V3-13

Foucher法で治療した中手骨頚部骨折の後療法に関する一考察

○佐々木 淳, 土田 芳彦, 村上 裕子, 白川 哲也
綾部 真一

湘南鎌倉総合病院　外傷センター

【はじめに】
中手骨頸部骨折において、髄内pin固定によるFoucher法は代表的手術加療法として知られてい
る。今回我々は、Foucher法により治療した中手骨頚部骨折の治療成績について、後療法の視点
から検討し報告する。
【対象症例】
2013年8月から2016年7月までに、第4または第5中手骨頚部骨折に対してFoucher法を用いて治療
した13例14指を対象とした。手術時平均年齢は41.8歳で、性別は男性7例、女性6例であった。
受傷機転は交通外傷5例、転倒5例、スポーツ1例、自傷行為2例であった。罹患指の内訳は環指
3例、小指11例であった。
後療法のプロトコールにより2群に分けた。A群は5例5指で、翌日よりBurkhalter装具を4-6週間
装着しながら基本的に自動可動域訓練を施行した。B群は8例9指で、knuckle cast を2-3週間施
行し、その後Burkhalter装具を装着し自動可動域訓練を施行した。抜釘時期は平均13.9週、平
均観察期間は5.6ヶ月であった。
【結果】
骨癒合は全例で得られた。単純X線斜位像での屈曲角の矯正損失は平均2.4°、単純X線正面像で
の中手骨長の短縮は平均2.0mmであり（術直後と最終診察時の比較）、ほぼ正常の形態を獲得し
ていた。A群の5指の最終経過観察時のMP関節の平均自動可動域は、伸展4.4°、屈曲50.4°であ
った。B群の9指のMP関節の平均自動可動域は、伸展7.1°、屈曲75.3°であった。
【考察】
全例X線画像上は問題なく骨癒合を認めたが、knuckle cast群と比較し、Burkhalter装具で治療
した群でMP関節の伸展拘縮を認める症例が多かった。術後疼痛による肢位不良が原因の一つで
あると思われた。術直後においては麻酔下にknuckle castを装着しMP関節90°固定を保持する
ことが良好な可動域獲得の一助となると考える。
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1-V3-14

CTを用いた有鉤骨鉤の屈筋腱滑車機能についての考察

○後藤 賢司, 内藤 聖人, 杉山 陽一, 木下 真由子
金子 和夫

順天堂大学　医学部　整形外科

【はじめに】
有鉤骨鉤偽関節の合併症に尺側指屈筋腱損傷があるが、その原因は有鉤骨鉤が屈筋腱の滑車機
能を有しているからと考えられている。しかし、この滑車機能を明確に証明した研究は我々が
渉猟し得た限りはない。そこで、本研究では腱条件CTで屈筋腱の曲率半径を測定し、有鉤骨鉤
の屈筋腱滑車機能について調査した。
【対象と方法】
本研究は健常人20例20手（男：14例、女：6例、平均年齢27.5歳、右利き：14例、左利
き：6例）を対象とした。腱条件CTは手指伸展位と屈曲位で撮影し、AZE VirtualPlaceのダブル
オブリークを用いて屈筋腱の描出を行った。有鉤骨鉤の滑車機能評価に有鉤骨鉤部における小
指屈筋腱の曲率半径を中指屈筋腱のそれと比較した。さらに手指伸展位と屈曲位における中指
・小指屈筋腱の曲率半径の変化についても調査した。統計学的評価にはMann Whitney testを用
いた。
【結果】
有鉤骨鉤における小指屈筋腱の曲率半径は中指屈筋腱のそれと比べ有意に低値で（P＜0.01）、
有鉤骨鉤は小指屈筋腱の滑車として機能していることが示唆された。また、手指伸展位と屈曲
位における中指・小指屈筋腱の曲率半径は両腱で有意差はみられず（P＞0.05）、手指屈曲運動
では滑車機能に変化がないことが示唆された。
【考察】
有鉤骨鉤偽関節の手術治療選択において偽関節手術か骨片摘出術かという議論があるが、その
焦点は握力低下のリスクであり、原因は尺側指における把握力低下と考えられている。本研究
では有鉤骨鉤は小指屈筋腱の滑車として機能することが示唆されたが、手指伸展・屈曲運動に
おける有鉤骨鉤の屈筋腱に対する機能は未だ不明な点がある。有鉤骨鉤の屈筋腱滑車機能を理
解するにはさらなる解剖学的研究が必要であるが、有鉤骨鉤が存在しなければ小指屈筋腱の
Bowstringが生じることが示唆された。
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1-V3-15

屈筋腱皮下断裂8例の検討（リウマチを除く）

○山崎 豊弘, 呉 愛玲, 出家 正隆

愛知医科大学　医学部　整形外科

【目的】
屈筋腱皮下断裂は全屈筋腱断裂中3-6％と比較的稀な病態である.諸家により受傷機転発症部位
の考察が行われている.今回当科で最近8年間に経験した8例例9手につき検討した.
【対象と方法】
症例は,男性4例4手,女性4例5手,手術時平均年齢は53歳(16-82).利き手側の受傷8手,非利き手側
の受傷は1手,受傷指は母指2指,示指1指,環指3指,小指5指であった.発症の内容はJersey finger
3指,有鉤骨鉤骨折2手,橈骨遠位端骨折,PIP関節外傷性関節症,変形性豆状三角骨関節症,トリア
ムシノロン注射後各1手,受傷から初診までの期間は平均12.3日（3日-5週）とJersey finger以
外は期間が長い傾向があった.
【結果】
断裂部位は手根管5指,末節骨付着部3指,橈骨遠位端部,PIP関節部,MP関節部各1指.治療法は腱移
行6指,Pull out suture 3指,腱縫合1指,腱移植1指であった.症例１：74歳女性,昆布をはさみで
切った際右手掌に痛みが出現,3か月後に右環小指指節関節自動屈曲が不能となり発症後2週で受
診した.既往に重症筋無力症,腰部脊柱管狭窄症があり転倒傾向があった.画像所見にて有鉤骨鉤
骨折部での環小指FDP,FDS皮下断裂と診断し有鉤骨鉤切除腱移行,左も有鉤骨鉤切除術腱移行を
行った.症例2：82歳女性,誘引なく右環指DIP関節の自動屈曲が不能となり発症後の1週後に初
診.既往に右THA,右環小指Dupuytren拘縮があった.画像所見にて変形性豆状三角骨関節症による
環指FDP皮下断裂と診断し豆状骨切除腱移行を行った.
【考察】
屈筋腱皮下断裂は明らかな外傷がある場合は医療機関への受診が比較的早いが,それ以外では受
診に時間がかかる傾向がある.また運動器疾患の既往がある場合は易転倒性、手にかかる負荷の
増大による間接的に皮下腱断裂の危険性が高くなるため,患者さんの啓発教育により予防可能な
例もあると考えた.
【利益相反】
なし
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1-V3-16

陳旧性腱性マレット指によるスワンネック変形に対する
Tenodermodesisの経験

○仲摩 憲次郎, 吉田 史郎, 秋吉 寿, 白濱 正博
志波 直人

久留米大学　整形外科

【はじめに】
陳旧性腱性マレット指によるスワンネック変形に対しTenodermodesisを施行した6例の治療成績
について検討した。
【対象と方法】
症例は男性5例女性1例で年齢は平均43.5歳（15歳～66歳）。部位は示指1例・中指1例・環指3例
・小指1例。受傷より手術までの期間は平均3.8か月（2.0～8.5か月.1例は10年のため除
外）で、術後経過観察期間は平均12か月（6～24か月）であった。従来のTenodermodesisは皮膚
を3-5ｍｍ紡錘形に切除し、皮膚・皮下組織・伸筋腱を一体として縫合するが、当科では伸筋腱
縫合強度増加のため5-0吸収糸でTendon callusの縫合を追加した。DIP関節の仮固定鋼線は皮下
に埋没し7-8週で抜去した。鋼線抜去後は外固定を症例に応じ2-4週追加した。
【結果】
DIP関節の伸展不足角は術前平均46.7（40°～50°）から術後平均14.1（0゜～30゜）・DIP関節
可動域は術前平均22.5（20°～30°）から術後平均40.0°（30～50゜）へ改善した。
【考察】
陳旧性腱性マレット指によるスワンネック変形に対するTenodermodesisはスワンネック変形が
改善し有用であった。術後DIP関節の屈曲制限を認める症例があり術前説明が必要である。
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1-V3-17

母指IP関節の伸展運動に関与する筋の検討

○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】
母指の伸展機構には長母指伸筋（EPL），短母指外転筋（APB），母指内転筋（ADP），短母指屈
筋が関与している．しかし，これらの筋が母指IP関節の伸展にどの程度機能しているのかは明
白でない．本研究では，EPL，APB，ADPを電気刺激した時のIP関節の伸展可動域を測定し，各筋
がどの程度IP関節の伸展に関与するかを検討した．
【方法】
対象は健常成人6名とし，測定は右手で行った．電気刺激はAPB，ADP，EPL各筋の単独刺激，APB
とADPの同時刺激，EPL，APB，ADPの3筋同時刺激とした．測定肢位は手関節中間位，CM関節掌側
外転30°で一定とし，母指MP関節は屈曲45°と0°の2肢位を設定した．電気刺激は各筋内に刺
入した針電極を用い，刺激強度は最大張力が発揮された強度の1.3倍，刺激周波数は強縮が得ら
れる20Hzとし，全ての条件で一定とした．IP関節の伸展角度は電気角度計で測定した．
【結果】
MP関節屈曲45°でのIP関節伸展可動域は，APB，ADPそれぞれの単独刺激で-26--38°であ
り，APBとADPの同時刺激でも完全伸展することはなかった．一方，EPL単独刺激では2-30°の過
伸展が得られ，EPL，APB，ADPの3筋同時刺激ではさらに伸展可動域は増加した．これらの傾向
はMP関節0°でも同様であったが，EPL単独および3筋同時刺激時の伸展可動域は，MP関節45°屈
曲位に比べMP関節0°で減少した．
【考察】
APB，ADPの腱の一部は長母指伸筋腱と融合し，母指のIP関節伸展に関与する．しかし，これら
の筋が収縮してもMP関節の肢位を問わずIP関節を完全に伸展させることは不可能で，EPLの収縮
が必要である．MP関節伸展位でIP関節の伸展が得られにくいのは，IP関節の伸展力に対し長母
指屈筋等，掌側の緊張が抵抗するためであり，より良好な伸展を得るためには十分な近位滑走
と強い筋収縮力を持つEPLの再建が重要である．
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1-V3-18

長掌筋腱の解剖学的検討

○村上 賢也, 佐藤 光太朗, 古町 克郎

岩手医科大学　医学部　整形外科

【目的】
長掌筋腱は腱移植術や靱帯の再建術などの際に移植腱として用いられることが多い。そのた
め、その解剖学的構造を知ることは有益である。本研究の目的は、長掌筋腱の長さや太さとい
った解剖学的構造を明らかにすることである。
【方法】
系統解剖用屍体標本19体19肢（男性13肢、女性6肢、全例左）を用いた。長掌筋腱の幅を手関節
部、最狭部、手関節から5cm近位、10cm近位の部位にて測定した。また手関節から筋付着部まで
の長さを測定したのち筋肉を除去し、腱実質の全長を測定した。
【結果】
長掌筋腱は全例に存在した。手関節部での幅は男性平均5.9mm、女性平均3.7mmであった。腱の
幅の最狭部は手関節から男性は平均25.3mm近位に、女性では平均23.7mm近位に位置し、その幅
は男性平均3.8mm、女性平均3.1mmであった。手関節から5cmと10cmの位置では腱の太さはほぼ同
じであった。
筋付着部までの長さは男性平均117.0mm、女性平均110.6mm、腱全長の長さは男性平均182.1mm、
女性平均169.1mmであった。それゆえ筋付着部を認めた場合はそれ以後の長さは男性平均
65.2mm、女性平均58.6mmであった。腱実質の長さが100mm未満であったものは男性で1例、女性
では2例であった。
【考察】
採取における長掌筋腱の特徴として、最狭部における長掌筋腱の幅を知るためには手関節から
近位25mm付近を確認するとよいと考えられた。筋付着部を認めた場合はそれ以後約60mm腱が存
在するが、細くなるため実際に使用できる部位はもっと短い。
【結語】
長掌筋腱は手関節から約25mmに最狭部があり、腱実質の全長は男性平均182.1mm、女性平均
169.1mmであった。
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舟状骨骨折の骨折型評価（単純X線検査とCT検査の比較）

○宮津 優1, 中村 蓼吾1, 中尾 悦宏1, 篠原 孝明1

平田 仁2

1中日病院　名古屋手の外科センター, 2名古屋大学医学部　手の外科学

【目的】
舟状骨骨折において、骨折型および骨折線の走行の判定は治療方法の決定のため重要である。
骨折型の判定は３次元画像を含めたCT検査では容易でも単純X線検査では困難である。今回、単
純X線検査とCT検査で骨折型と骨折線とscaphoid apexとの位置関係を各々判定し、両者が同程
度一致するか検討した。
【方法】
2005年3月から2016年9月までに当院で受傷から6ヶ月以内の舟状骨骨折に対して単純X線検査お
よびCT検査を施行した103例（男性89例、女性14例、平均年齢29.2歳）において、単純X線検査
（正面像、手関節最大尺屈位、側面像、両斜位、舟状骨撮影）で骨折型を中村らの分類した
volar　typeまたはdorsal　typeに判定した。さらに骨折線が背側のscaphoid apexの近位、遠
位どちらに位置するか判定した。同様の判定を3DCTを中心としたCT検査で施行し、単純X線検査
での結果と比較した。
【結果】
103例中CT検査でvolar　typeは44例、dorsal　typeは59例であった。骨折線がscaphoid apexの
遠位に位置していたのは65例、近位に位置していたのは17例、ほぼscaphoid apexに骨折線が位
置していた症例が21症例あった。単純X線検査とCT検査で骨折型が一致したのは71.8％であっ
た。骨折線の位置の判定では72.8％で一致した。
【考察】
舟状骨はその複雑な立体的構造のため単純X線検査で骨折型を判定するのが難しい。また
scaphoid apexには背側手根間靭帯（DIC）などの靭帯が付着しておりバイオメカニクス的に重
要である。scaphoid apexより遠位に骨折線が生じている場合、骨片間運動が大きい不安定型と
なる傾向があるとされ骨折線の位置の判定は重要である。単純X線検査のみではこれらの判定を
誤る可能性があり、3DCTなどのCT検査も含め評価を行う必要がある。
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尺側手根中手関節脱臼骨折の8例

○後藤 剛1, 古江 幸博1, 田村 裕昭2, 川嶌 眞之1

川嶌 眞人1

1川嶌整形外科病院, 2かわしまクリニック

尺側CM関節脱臼骨折の８例を経験したので報告する。受傷時年齢は16歳ｰ37歳（平均26.8歳）、
全例男性であった。術後経過観察期間は1.5ｰ10か月（平均3.8か月）。骨折部位は有鉤骨・第4
・5中手骨骨折が３例、有鉤骨・第3中手骨骨折が1例、有鉤骨・第4中手骨骨折が1例、有鉤骨骨
折のみ1例、第4・5中手骨骨折が1例、第5中手骨骨折のみが1例であった。有鉤骨骨折を合併し
た例が6例であった。全例手術加療を行い7例がKirschner鋼線（以下K-wire）もしくはMini
screwを用い観血的骨接合術を施行。1例は徒手整復で脱臼が整復されたため経皮的鋼線刺入固
定術を施行した。代表症例を提示する。
【症例1】
34歳男性。脚立の上でバランスを崩し転落、右手を着き受傷。右第4・5中手骨基部脱臼骨折、
有鉤骨骨折を認めた。受傷後4日で観血的骨接合術実施。第4・5CM関節をK-wireで固定。第4中
手骨骨折、有鉤骨骨折はMini screwで固定。術後4週間外固定を行った。術後4週で関節固定のK
-wire抜去、術後半年でScrewも抜釘した。PPDは0mmで特に愁訴はなかった。
【症例2】
37歳男性。作業中重い樽と壁の間に右手を挟み受傷。右第5中手骨基部脱臼骨折を認めた。受傷
後2日で観血的骨接合術実施。第5中手骨基部は5Partの粉砕骨折でありK-wireで骨片同士を固定
し、第4中手骨と有鉤骨、第5中手骨間をK-wireで固定した。固定性にやや不安があり、抜釘を
術後5週で行い、外固定は6週間行った。右手全体の骨萎縮を認め現在術後7週の時点でCRPS様の
症状が出現しﾘﾊﾋﾞﾘに難渋している。＜まとめ＞症例２を除いた7例は可動域制限を残さずX線画
像上、良好な整復が保持されていた。骨折部を確認し出来るだけ解剖学的に近い整復・骨接合
することが必要と考えられた。
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橈骨遠位端骨折に合併する手根骨骨折の検討

○淺川 俊輔1, 小川 健1, 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筑波大学医療系整形外科

【背景】
橈骨遠位端骨折に合併する手根骨骨折については舟状骨での報告は散見されるがその他手根骨
骨折の合併について検討された報告は少ない.
【目的】
橈骨遠位端骨折に手根骨骨折を合併する頻度及び部位について検討する.
【対象及び方法】
2011年4月から2016年10月に当院にて橈骨遠位端骨折と診断された555例557手関節を後ろ向きに
検討した（手関節周辺の脱臼骨折に伴うものは除外した）. CT施行例は353手関節, 単純X線の
みは204手関節であった. 受傷時の単純X線, CTにて手根骨骨折合併の有無と部位, 橈骨遠位端
骨折の骨折型（AO分類）を, 診療記録にて受傷機転及び手根骨骨折の術前診断の有無について
調査した.
【結果】
手根骨骨折は36例36手関節に合併していた. 単純X線のみでは2例の診断ができた. 残りの34例
はCTで骨折を確認した. 手根骨骨折の内訳は三角骨18例, 舟状骨6例, 有鉤骨4例, 月状骨3例,
豆状骨2例, 有頭骨1例, 大菱形骨１例, 小菱形骨１例であった. 橈骨遠位端骨折の骨折型の内
訳はtypeA:4例, typeB:3例, typeC:29例であった. 橈骨遠位端骨折に対し手術を行ったのは
28例. 手根骨骨折に対し手術を行ったのは4例であり, 橈骨遠位端骨折術前に手根骨骨折を診断
されていたのは3例のみであった. 受傷機転は転倒17例, 転落10例, その他の外傷9例であった.
【考察】
本調査における橈骨遠位端骨折に合併する手根骨骨折の多くは転位のほとんどない裂離骨折で
あった. そのため単純X線のみでの評価は困難であり見逃されやすい合併骨折であると考えられ
る. AO typeC, 手術施行例が多いことから粉砕の強い橈骨遠位端骨折には手根骨骨折の合併も
念頭に評価を行う必要がある.
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小児モンデジア骨折の手術治療成績

○池田 幹則, 植田 花, 増田 翔, 藤井 嵩, 寺浦 英俊

東住吉森本病院

はじめに小児モンテジア骨折は保存的治療での良好な治療成績が報告されている。しかし保存
治療では橈骨頭の整復が獲得、維持ができず手術加療が必要となる症例も多く存在する。本研
究の目的は、観血的加療を必要とした小児モンテジア骨折の治療成績を検討することである。
対象と方法2011年から2016年に当院で治療したモンテジア骨折のうち、受傷時年齢が12歳以下
で観血的加療を行った症例を対象とし、陳旧例は除外した。対象症例は7例、男児5例、女児2例
で、受傷時年齢は平均6.7歳(3-12)であった。術後経過観察期間、骨折型、手術方法、肘関節可
動域、橈骨頭再脱臼、後骨間神経麻痺の有無、Wheelerらの評価基準などを調査項目とした。結
果平均術後経過観察期間は6.6か月(4-9)であった。Bado分類では1型2例、3型5例、Letts分類で
はA型1例、B型1例、E型5例であった。手術方法は尺骨鋼線固定が5例、尺骨螺子固定が1例、輪
状靱帯縫合(単独)が1例であった。全例で肘関節可動域制限の残存、橈骨頭再脱臼はなかっ
た。1例に受傷時の後骨間神経麻痺を認めた。Wheelerらの評価基準では全例excellentであっ
た。考察観血的治療を行った症例でも橈骨頭の再脱臼はなく、治療成績も良好であった。保存
治療で対応困難な症例でも、初期に適切な観血的治療を行えば予後は良好であると考える。
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小児上腕骨外側顆骨折に対する手術治療成績

○西田 欽也, 蔡 栄浩, 前田 明子, 原 健人

手稲渓仁会病院　整形外科

【目的】
小児上腕骨外側顆骨折の手術治療成績を調査すること。
【対象と方法】
2008年から2015年に当科にて手術を施行した9歳以下の上腕骨外側顆骨折29例を対象とした。男
児20例、女児9例、平均年齢は4.7歳 (1-9歳)。骨折型はWadsworth分類I型が1例、II型が
19例、III型が9例で、受傷から手術までの平均期間は平均3.3日 (0-16日)であった。手術は
Wadsworth分類I型1例とII型のうち11例の計12例に対し経皮鋼線刺入固定術を、II型のうち7例
とIII型10例の計17例に観血的整復固定術を行った。経過観察期間は平均1年（3か月-3年7か
月）であった。これらにつき理学所見と単純X線所見を調査した。
【結果】
全例で骨癒合した。外固定の期間は平均38日 (23-66日)、内固定金属を抜去するまでの期間は
平均50日 (28-133日) であった。経皮鋼線刺入固定術を施行した12例中2例で鋼線刺入部周囲感
染を起こしたが、早期抜去と抗生剤の内服で治癒した。最終経過観察時に疼痛や変形の訴えは
なく、肘関節平均可動域は伸展5°-屈曲136°（健側伸展8°-屈曲139°）であった。X線単純撮
影正面像においてcarrying angleは平均11° (健側13°) であった。
【考察】
小児上腕骨外側顆骨折は関節内にいたる骨端線損傷であり、保存治療を行っても転位が進行し
て手術治療が必要になることが多いため、当科では2mm以上の転位のある症例に対して積極的に
手術加療を行っている。平均1年の経過では、X線上わずかながら変形が存在しているものの良
好な成績であり、今後より長期の経過観察が必要と考える。
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整形外科を受診した学童の手肘外傷の特徴

○佐々木 浩一1, 射場 浩介2, 小笹 泰宏2, 山下 敏彦2

1麻生整形外科病院, 2札幌医科大学整形外科

【目的】
整形外科を受診した、学童の手肘外傷の特徴を調査した。
【対象と方法】
2015年1月から2016年9月の間に、外傷にて当院を受診した学童575例のうち、受傷部位が手肘の
みを調査対象とした。調査は、受傷回数、手術例数、平均通院期間、受傷場所、スポーツ競技
の種類、受傷部位（指、手、手関節、前腕、肘）、外傷種類（骨折、打撲、捻挫、挫創等）と
した。受傷場所、スポーツ競技、受傷部位、外傷種類の間での関連を検討した。
【結果】
手肘外傷例は253例（男児161例、女児93例）であった。高学年ほど受傷例が多かった。受傷回
数は、1回：220人、2回：12人、3回：1人であった。手術となった児童は6例であった。治療終
了までの平均通院期間は、14.8日であった。受傷場所では、学校：84例、学校外：169例であっ
た。学校外での内訳は課外活動中：78例（46%）、自宅：20例(13%)、公園：20例、帰宅途中、
公園等であった。スポーツ種目は、受傷場所に関係なく、バスケットボール、サッカーといっ
た球技が多かった。受傷部位は、指：117例（46%）、前腕：46例(16%)、肘：32例（12%）であ
った。外傷種類は、骨折：101例（40%）、打撲：59例(24%)、捻挫：45例（17%）と続いた。学
校内では骨折が36%、学校外でも骨折が40%をしめ、受傷場所に関係なく、骨折が多かった。ど
の受傷場所でも受傷部位で多いのは指であった。スポーツ種目と受傷部位の関係では、バスケ
ットボールでは指外傷が79%を占め、野球では47%、ドッジボールが42%をしめた。
【まとめ】
本研究の結果から、高学年ほど受傷機会が増え、課外活動中の受傷が多かった。受傷部位は指
外傷が多く、外傷種類では骨折が多かった。スポーツ種目と外傷部位の解析でも指外傷が多
く、球技という指に負荷がかかりやすい種目が多いためと考えられた。
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肘頭骨折手術後合併症

○宮下 昌大, 安田 匡孝, 湊 健太

馬場記念病院　整形外科

【目的】
当科における肘頭骨折術後合併症を調査しその原因を考察すること．
【対象と方法】
2011年11月から2016年9月までに肘頭骨折手術を行った42例，42肘を対象とした．手術時平均年
齢63歳，男23例，女20例，平均観察期間7ヶ月．右11肘，左31肘．Colton分類
で ， G r o u p 1 ： 5 例 ， G r o u p 2
stage1：12例，stage2：4例，stage3：11例，stage4：4例，Group4：6例．固定法として鋼線締
結法36例，プレート5例，スクリュー１例．骨片転位2 mm以上を再転位と定義し，再転位等の術
後合併症を調べた．
【結果】
抜釘21例．再転位15例，そのうち脱転したものが2例（平均年齢77歳，再手術なし）．再転位例
中再手術した2例にはワイヤー逸脱が1例あった．偽関節は3例で，起因は感染1例（再転位な
し），骨片脱転2例であった．再転位の原因として，手術操作，固定方法におけるテクニカルエ
ラーを主と考えるが，開放骨折感染，統合失調症によるコンプライアンス不良，大腿骨転子部
骨折合併等の原因も考えた．脱転後偽関節症例では伸展可動域の悪化を認めたが，高齢者とし
ての日常生活動作に制限を認めなかった．
【結論】
肘頭骨折手術後の再転位率は35 ％であった．高齢者および粉砕程度の強い症例に，鋼線締結法
を用いて術後転位を来す傾向があった．脱転後偽関節症例においても機能障害が少なかった．
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上腕骨遠位部骨折術後尺骨神経障害に関する危険因子

○曽我部 祐輔, 細見 僚, 恵木 丈

大阪府済生会中津病院 整形外科

【目的】
上腕骨遠位部骨折術後の尺骨神経障害の発生に関して、その危険因子を後向きに検討した。
【対象と方法】
対象は，2011年1月以降、当科で上腕骨遠位部骨折に対して手術加療を行った 28例（男性
15例、女性13例、手術時平均年齢37歳）である。成人症例の骨折型はAO type A: 5例、type B:
2例、type C: 7例。小児症例の骨折型は顆上骨折：7例、外顆骨折4例、内側上顆骨折2例、遠位
骨端線離開1例であった。手術方法は、両側プレート固定：9例（parallel plating: 8例、90-
90 method: 1例）、 Tension band wiring 7例、経皮的鋼線刺入術 8例、内側プレート＋外側
追加固定：1例、外側プレート+内側追加固定：1例、その他：2例であった。術後尺骨神経障害
の発生群と非発生群に分け、年齢、性別、内側プレートの有無、尺骨神経前方移動術の有無に
ついて検討した。
【結果】
術後尺骨神経障害の発生群は2例、非発生群は26例であった。両群間で、年齢、性別、内側プレ
ートの有無、神経前方移動術の有無はいずれも統計学的有意差は認めなかったが、発生群はい
ずれも成人症例のcolumner type に対するparallel plating症例であった。それぞれ皮下前方
移動術、剥離を施行し、前者は症状の改善を認めたが、後者は術後3ヶ月現在で症状の改善を認
めない。
【考察】
当科ではインプラントの挿入後、神経とプレートが接触する場合は前方移動術を併施していた
が、尺骨神経障害の発生を完全には予防できなかった。初回手術時の尺骨神経の処置、追加手
術時の尺骨神経前方移動術の方法、内側プレートの設置位置などの関連事項、術前の内科疾患
の合併など、今後検討する必要がある。

S412



1-V3-27

関節リウマチ患者に対するFINE Total Finger Systemを用いたMP人工
関節置換術の治療成績

○河村 太介, 岩崎 倫政, 船越 忠直, 松井 雄一郎
永野 裕介

北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野

【目的】
FINE Total Finger Systemは関節リウマチ（以下RA）のMP関節破壊症例に対応すべく開発され
た表面置換型の人工関節である。遠位インプントにデザインされたポストが近位インプラント
のスリットにはまり込むことで掌側脱臼が防止される半拘束型構造を持つ。我々は2010年9月よ
りLarsen grade III以上の症例を対象に同人工関節を使用してきた。本研究の目的は同人工関
節置換術後の短期成績を調査報告することである。
【対象と方法】
対象は2010年9月から2015年7月までにFINE Total Finger Systemを用いてMP人工関節置換術を
施行し、術後1年以上経過した10例43指（示指13指、中指から小指が各10指）とした。手術時年
齢は平均61（38-78）歳、経過観察期間は平均35（17-73）か月であった。術前後のDASHスコ
ア、握力、関節可動域、尺側偏位角を調査した。
【結果】
術後DASHスコア、握力、尺側偏位角の改善を認めた。可動域は術前屈曲/伸展平均‐59/87度か
ら術後-44/78度とarcは変わらず伸展域に移動していた。総指伸筋（EDC）腱の基節骨への固定
を行った症例に限るとarcが20度から40度へ有意に改善していた。
【考察】
本研究の臨床成績は過去のシリコン、表面置換型インプラントと遜色ないものであった。EDC腱
固定を行った症例では術後arcの改善を認めた。インプラント自体に伸展力が無いFINE total
finger systemにおいて、弛緩した伸筋腱を再建するEDC腱固定は伸筋腱中央化のみならず術後
可動域改善を得るうえでも必須の処置であると考えられた。
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1-V3-28

RA手指MP関節温存手術について

○中川 夏子, 上藤 淳郎, 原田 俊彦, 岸本 健太

兵庫県立加古川医療センター　整形外科

【目的】
関節リウマチ（RA）の薬物治療は、生物学的製剤等を含め画期的に進歩を遂げている。その結
果、RAの病勢が良好にコントロールできれば、RAに伴う関節破壊も抑制され、修復される可能
性もあるとされている。このため、RA手術においても、関節破壊が生じていないか軽度である
症例においては、関節温存手術が選択されることが多くなってきている。しかし、高度の手指
変形では、人工関節を使用せざるを得ないこともある。今回、RA患者の手指変形に対してMP関
節温存手術を施行した3症例16関節について報告する。
【症例提示】
症例1、37歳女性、両手指尺側偏位変形・スワンネック変形が残り外観に不満がある以外は特に
関節炎症状はなかった。2013年2月・7月にそれぞれ12345MP関節温存手術を施行した。症例
2、73歳女性。RAコントロールは良好であったが右手指尺側偏位変形が進行し、2013年12月に右
145MP関節温存手術（同時に23MP関節人工関節置換術、伸筋腱再建術を施行）を行った。症例
3、67歳女性。環小指伸展不能にて手術目的紹介となるが、右手指尺側偏位に対する外観の問題
も抱えていた。2014年5月に右145MP関節温存手術（同時に23MP関節人工関節置換術・伸筋腱再
建術を施行）を行った。これら3症例16MP関節はいずれも関節破壊や脱臼が軽度であり、MP関節
温存手術が可能であった。術後、機能および外観の改善がみられ、満足度も高かった。
【結論】
RAの薬物治療が進歩した今日、良好な病勢コントロールの下では、高度な手指変形でも関節破
壊が軽度であれば、関節修復を考慮した関節温存手術も施行可能であり、有用と思われた。外
観の改善も症例によっては関節温存しながら解決でき、今後RAの薬物治療と手外科手術の密接
な協力関係がより一層必要不可欠となると予想される。
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Sauve-Kapandji 法－術後掌屈可動域減少例の検討－

○竹下 歩1, 西田 圭一郎2, 島村 安則1, 那須 義久1

尾崎 敏文1

1岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座 整形外科

2岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 人体構成学講座

【はじめに】
関節リウマチ（RA）の手関節障害において，近年ではSauve-Kapandji（S-K）法による良好な治
療成績が報告されているが，術後に手関節掌屈可動域減少を来すことが指摘されている．今
回，RA手関節に対するS-K法の治療成績と，術後手関節掌屈可動域減少例について検討した．
【対象と方法】
RA手関節に対してS-K法を施行し，術後1年以上経過観察可能であった30例32手を対象とした．
男性4例，女性26例，手術時年齢は平均60.7歳，経過観察期間は平均3.9年であった．術前の
Schulthess分類はType Iが12手，Type IIが12手，Type IIIが8手で，手指伸筋腱の再建が12手
に行われていた．評価項目は手関節可動域，疼痛（VAS），DASH，X線学的評価はCarpal height
ratio（CHR），Ulnar translation ratio（UTR），Palmar carpal subluxation ratio（PCSR）
とした．
【結果】
術後手関節可動域は，背屈は変化なく掌屈は減少，回内は変化なく回外は拡大した．VAS，DASH
は改善した．CHR，UTRは軽度悪化し，PCSRに変化は認めなかった．術後掌屈可動域減少群は19
手で，うち10手，52.6%に手指伸筋腱の再建が行われていた．手指伸筋腱再建群と非再建群とで
術前後の掌屈可動域変化量を比較すると，再建群で有意に減少量が大きかった．X線学的評価項
目と掌屈可動域の間に相関は認めず，Schulthess分類のType間での掌屈可動域減少発生頻度お
よび減少量に有意差はなかった．
【考察】
S-K法の治療成績は回外制限，VAS，DASHは改善しており概ね良好であった．手指伸筋腱が断裂
している症例は手根骨が掌側に，尺骨頭が背側に脱臼しており，手関節が特に掌屈方向に不安
定である．術後手関節掌屈可動域減少について，減少量が手指伸筋腱再建群で有意に大きいこ
とから，手関節の不安定性が骨性に制動されたことが影響していると考える．
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関節リウマチに対する手関節固定術の検討

○石井 崇之1, 池田 全良3, 小林 由香2, 高木 岳彦2

渡辺 雅彦2

1秦野赤十字病院, 2東海大学外科学系整形外科, 3湘南中央病院

【目的】
演者らは、慢性関節リウマチ（以下RA）による高度な手関節破壊に伴う疼痛と機能障害を有す
る症例に対して、手関節固定術を施行してきたので、その術後成績と問題点について検討し
た。
【対象及び方法】
手関節固定術後２年以上経過観察したRA症例12例、13関節を対象とした。男2例、女10例、手術
時年齢は56歳（38～79歳）であった。手指の伸筋腱断裂合併は7例であった。手術は、背側進入
による第2中手骨と橈骨間の腸骨移植を併用したプレー卜固定で、プレー卜はECRL腱を用いて被
覆した。尺骨頭切除の切除端は伸筋支帯で安定化させた。伸筋腱断裂合併例には同時再建を施
行した。術後経過観察期間は平均26ヶ月であった。
【結果】
全例骨癒合が得られた。骨癒合後、３例はプレー卜の抜去を施行し、うち２例は伸筋腱癒着に
対する腱剥離術を追加していた。全例で手関節の疼痛が軽快することでの患者満足度は良好で
あったが、７症例にRAに起因する隣接関節破壊に伴う上肢機能障害を認めた。
【考察】
本術式は、RAの高度手関節骨破壊例において有効な除痛が得られ、患者満足度は比較的高い治
療法である。しかし、原疾患による元々の周辺関節破壊の合併は多く、上肢全般においては必
ずしも満足する機能回復が得られているとは限らない。
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上肢関節受動術における術後持続腕神経叢ブロックの有用性

○橋本 典之1, 島貫 景都2

1富山県立中央病院　整形外科, 2石川県立中央病院　整形外科

【目的】
関節受動術後の痛みに対する治療は早期に可動域訓練を開始し術中に獲得した可動域を維持す
るために重要である。上肢関節拘縮に対して観血的受動術を行いカテーテル留置による術後持
続腕神経叢ブロックを行った症例について検討した。
【対象と方法】
対象は上肢の関節拘縮に対し観血的受動術を行った5例である。男性2例、女性3例で手術時平均
年齢は55歳であった。手術部位は肘関節4例、手指PIP関節1例であった。全例外傷に対する術後
で初回手術から受動術を行うまでの期間は平均7か月であり、受動術後の経過観察期間は平均9
か月であった。全例全身麻酔で手術を行った。麻酔科医が超音波ガイド下鎖骨下アプローチに
よりカテーテル留置を行った。術後PCA機能付きディスポーザブルポンプを用いて0.2％ロピバ
カインを1ml / hrで持続投与した。疼痛時やリハビリ前など適宜ボーラス（5ml、lock-out
time 1hr）の使用を許可した。これらに対しカテーテル留置期間、治療中の痛みの強さ（疼痛
スケール０～５）、必要とした追加鎮痛剤の有無、関節可動域（total- arc ）、合併症につい
て検討した。
【結果】
カテーテルの留置期間は平均13日であった。治療期間中の疼痛スケールは4例で1であり痛みの
強かった1例に対してロピバカインの濃度を0.3％にすることで鎮痛を得た。追加の鎮痛剤投与
を必要とした症例はなかった。関節可動域は術前45°（0～80°）、術中108°（90～135°）、
最終調査時97°（55～135°）であった。カテーテル刺入部の薬液漏れが2例で見られたがその
他合併症はなかった。
【結論】
上肢関節受動術における術後持続腕神経叢ブロックは大きな合併症もなく術後および可動域訓
練時に十分な鎮痛が得られ有用であった。
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超音波ガイド下腕神経叢ブロックによる橈骨遠位端骨折治療の現状

○小畑 宏介1,2, 内藤 聖人3, 杉山 陽一3, 大林 治2

金子 和夫3

1山梨県立中央病院　整形外科, 2順天堂大学医学部附属静岡病院　整形外科

3順天堂大学　医学部　整形外科

【はじめに】
医師の地域偏在は深刻であり社会的問題となっている。中でも麻酔科医の偏在は著明である。
このような背景から近年、外科医が自家麻酔と称して麻酔をする機会がある。手外科手術では
その傾向が顕著であり、術者によるブロック麻酔が広く普及している。今回、我々は当院にお
ける超音波ガイド下腕神経叢ブロックによる橈骨遠位端骨折治療の現状についてまとめたので
報告する。
【対象と方法】
当院で2014年1月から2016年6月までに整形外科医による超音波ガイド下腕神経叢ブロックで橈
骨遠位端骨折治療を行った102例を対象とした。男性41例、女性61例、平均年齢は61.2（14-
89）歳であった。腕神経叢ブロックは局所麻酔薬注入後10-15分で効果を確認し、不十分な場合
には局所浸潤麻酔や静脈麻酔を追加した。
【結果】
麻酔開始から手術開始までの平均時間は35.5（20-68）分、手術平均時間は89.9（28-217）分で
あった。神経血管損傷・血気胸などの重篤な合併症は認めなかった。63例（61.7%）はブロック
単独で手術可能であり、39例（38.3%）では局所浸潤麻酔・静脈麻酔の追加を必要とした。さら
に、6例（5.9%）は全身麻酔への移行を余儀なくされた。
【考察】
手外科手術において術者による腕神経叢ブロックは必須の手技となりつつある。本研究では102
例中96例（94.1%）で腕神経叢ブロックおよび追加局所浸潤麻酔・静脈麻酔、つまり自家麻酔で
手術を完遂できた。習練が必要な手技ではあるが、腕神経叢ブロックによる橈骨遠位端骨折を
含む手外科手術は可能であると考える。しかし、6例（5.9%）で全身麻酔へ移行しており、血気
胸や局所麻酔中毒など重篤な合併症リスクもあることから、麻酔科医のサポートも不可欠であ
る。
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デュプイトレン拘縮の短期治療成績に影響する因子の検討

○中川 泰伸, 平田 仁, 建部 将広, 栗本 秀
岩月 克之

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

今報告は、当院にて2008年から2014年までにfasciectomyを行った22人，23手のDupuytren拘縮
患者を対象とした1施設での後ろ向き観察研究である．
【方法】
術前、術後1カ月、術後半年の時点での、可動域（fixed-flexion contractures:FFC)，握力，
疼痛 （NRS:0-10），患者立脚型評価表HAND20 (0-100)を調査対象とした．Explanatory
variableをimprovement of contractures (final FFC -preoperative FFC)，握力，疼痛，年齢
とし，Spearman correlationを用いて術後HAND20との相関を調査した．相関はr値によりsmall
(r=0.10～0.29)，intermediate (r=0.30～0.49)，large (r=0.50～1.00) と定義した．
【結果】
手術時平均年齢は69 歳，男性21人，女性1人であった．平均FFCは術前80.8より13.6(術後1か月
目)，11.0(術後6カ月目)と推移した．期間中の再発例は無かった．術後1か月目でHand20，握
力，疼痛は悪化したが(術前：15.6/30.5/2.0，術後1カ月:23.4/24.2/2.9)， 最終経過観察時に
はこれらのscoreは改善を認めた(8.0/31.0/1.4)．HAND20との相関は，Improvement of FFCで
small，painでlargeであった.
【考察】
 Dupuytren拘縮は，保存的加療，fasciectomyやコラゲナーゼ注射など，治療には様々な選択肢
がある．これまでの研究には，可動域を主のoutcomeとした報告が多い．HAND20は20項目より構
成され，高齢者を含めた上肢機能の評価に用いられる．今回，Dupytren拘縮の術後上肢機能に
は，可動域改善の程度より疼痛で強い相関を認めた．今研究により，術後疼痛，および上肢機
能の推移の評価を行うことで，より臨床的に有用な情報が得られる可能性が示唆された．
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デュピュイトラン拘縮に対するCollagenase Clostridium Histolyticumの
治療成績

○佐藤 攻, 石崎 力久

函館五稜郭病院

【はじめに】
Collagenase Clostridium Histolyticum（ザイヤフレックス　以下CCH）注射は拘縮の原因とな
っている手掌腱膜を分解することで拘縮を改善できる治療法であり本邦では2015年10月より使
用可能となった。当院におけるCCH注射例の治療成績および合併症について報告する。
【対象と方法】
MP、PIP関節に20°以上の拘縮があり、初回治療後3ヶ月以上経過観察できた症例を対象とし
た。対象は１７人２３例（環指７例、小指16例）、男性16人、女性１人、平均年齢72才（65-
86）であった。MP関節拘縮単独7例、PIP関節拘縮単独６例、MP関節、PIP関節両方の拘縮10例で
あった。MP関節、PIP関節両方に拘縮が存在する場合MP関節を優先して治療した。拘縮索に
CCH0.58mg注射、翌日局所麻酔下にマニピュレーションを行った。マニピュレーション後夜間装
具を装着した。拘縮の改善不足例は1ヶ月後追加注射（合計3回まで）とした。調査項目は屈曲
拘縮の改善率、合併症である。
【結果】
屈曲拘縮の改善率は全体で平均64％、MP関節で平均87％、PIP関節で43％であった。MP関節では
屈曲拘縮の良好な改善を認めたがPIP関節では拘縮が残存する傾向であった。3例で追加注射を
行った。主な副作用は局所の腫脹、疼痛、変色、であった。神経血管損傷、腱断裂など重篤な
副作用は認めなかった。
【考察】
CCH注射は比較的簡便な手技で拘縮除去可能であり重篤な合併症もなく有用な方法と思われる。
しかし手術治療など過去の報告と同様にPIP関節の拘縮に関しては改善率が悪かった。本薬剤は
コラーゲン分解酵素であるため靱帯、屈筋腱、動脈などコラーゲンを含む組織周辺に誤注入す
ることで重篤な合併症を引き起こす可能性があるため十分な注意が必要である。
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1-V4-3

手指の疼痛性皮下病変

○牧野 仁美1, 佐伯 将臣1, 藤田 明子1, 鈴木 正孝2

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

【はじめに】
手指の疼痛性疾患にGlomus腫瘍があるが、爪下以外の部位に発生するものやその類縁疾患では
診断や治療に難渋する場合がある。今回Glomus腫瘍を含む手指の疼痛性皮下病変10例を経験し
たので報告する。
【対象と方法】
症例は手指の疼痛のため当院を受診した10例で、男4例、女6例、平均年齢は41歳(18から78歳)
であった。発症から当院受診までの期間は1年未満が3例、1年以上が7例で10年以上の罹患例も2
例あった。疼痛部位は爪下が8例、指尖部掌側が1例、第1指間部が1例であり、7例でMRI検査を
施行した。全例で局所麻酔下に摘出術を施行し病理組織検査を行った。
【結果】
病理検査結果は7例がGlomus腫瘍で6例は爪下に発生し、1例は指尖部掌側の皮下に発生してい
た。Glomus腫瘍類縁疾患と診断された症例が1例、Glomus腫瘍は認めず血管増生と診断された症
例が2例あった。MRI検査では6例で腫瘍と思われる陰影を認めたが、1年未満の症例では明らか
でなく、また血管増生の2例は術前にGlomus腫瘍との鑑別が困難であった。指尖部掌側のGlomus
腫瘍1例と爪下に発生した血管増生1例では数ヶ月後に再発した。
【考察】
Glomus腫瘍は通常爪下に発生するため腫瘍塊を肉眼的に確認することが可能であるが、その他
の部位に発生した場合は周囲組織との境界が不明瞭で切除範囲の特定が困難な場合がある。血
管増生を伴う病変の診断にもMRI検査が有用であるがGlomus腫瘍との鑑別は困難である。病変部
を確定し健常な周囲組織の損傷を避けるために、摘出の際には顕微鏡を用いた注意深い操作が
必要と考える。
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1-V4-4

前腕近位部橈側に発生した筋肉内脂肪腫の治療経験

○伊原 公一郎, 峯 孝友, 河村 洋行, 栗山 龍太郎
伊達 亮

国立病院機構関門医療センター整形外科

【目的】
脂肪腫は最もありふれた軟部腫瘍であり、大部分は体幹や四肢の皮下に発生するが、一部は筋
肉内や筋間など深部に発生する。皮下発生の脂肪腫は言うまでもなく、深部発生の脂肪腫にお
いても神経障害をきたすことはまれである。これまで回外筋内に発生した脂肪腫による後骨間
神経麻痺の報告が、本学会をはじめ少数ながら散見される。われわれも類似の症例を経験した
ので、文献的考察を加えて報告する。
【症例】
症例は2例でいずれも女性であり、初診時年齢は58歳、68歳で中高年の発生であった。罹病期間
は1～1.5年であり、1例では後骨間神経麻痺による環・小指の伸展障害を認めたが、他の1例で
は神経症状を認めなかった。MRIでは橈骨に接してT1, T2強調画像ともに高信号を呈する4～5cm
大の腫瘍を認めた。手術は腫瘍の存在部位に応じて伸側あるいは屈側より進入し、腫瘍に近接
ないし取り囲まれ圧迫された橈骨神経を愛護的に剥離、温存して腫瘍を摘出した。術後経過は
良好で、新たな神経障害の合併はなく、また術前の手指伸展障害は術後3カ月頃から回復兆候を
認め、7カ月で完全に回復した。術後経過観察期間は3～7ヵ月で腫瘍の再発所見もない。
【結論】
軟部組織の容量が少なく、主幹神経が密に走行する上肢では、脂肪腫による神経合併症をきた
す危険性があることからtroublesome lipomaとして注意すべきとの報告がある。自験例でも、
術前に神経麻痺を合併している例で愛護的な剥離操作を行ったことはもちろんであるが、神経
障害のない例でも腫瘍と橈骨神経浅枝が近接しており、慎重な手術操作が必要であった。上
肢、とくに肘周辺の深部発生脂肪腫では、手術に際して新たな神経障害の合併を避けるよう注
意が必要である。

S422



1-V4-5

当院におけるグロムス腫瘍に対する治療経験

○門田 康孝, 橋詰 博行

笠岡第一病院　整形外科

【緒言】
グロムス腫瘍は手指、特に爪下に好発する有痛性血管性腫瘍であり、手部に発生する腫瘍のな
かでも比較的まれな良性軟部腫瘍である。当院では12例のグロムス腫瘍に対して手術加療を行
っており、当院での治療経験に文献的考察を加えて報告する。
【対象】
2005年から2016年に当院においてグロムス腫瘍に対して手術加療を行った12例。男性6例、女性
6例、平均年齢は50.6歳(37-72歳)であった。これらの症例に対して発生部位、手術アプロー
チ、再発率について調査を行った。
【結果】
発生部位は全例手指への発生であり、爪下部が10例、指腹部が1例、基節骨背側部が1例であっ
た。手術アプローチとして爪下部へ発生した10例には爪甲を鈍的に剥離し、背側より腫瘍を切
除した。指腹部に発生した1例は末節部掌側に皮切を加え腫瘍切除を行った。基節骨背側の1例
は手指背側から腫瘍直上にカーブ状皮切にて腫瘍へアプローチし切除した。再発に関しては、
術後2ヶ月時点で腫瘍が再発し疼痛が再燃したため、再度摘出術を行った症例を1例認めた。
【考察】
現在ではMRIの精度も高まっており、より正確な診断や局在の確認が可能である。外科的切除に
おいて予後良好な腫瘍であるが、摘出後に爪変形を遺残することも多い。当院では爪下部の腫
瘍に対して、爪甲を一塊として、鈍的に剥離し、爪床を縦切し腫瘍を摘出、爪甲はそのまま爪
床へ戻し、生着をはかることで、部分的な抜爪を行うより早期の創治癒を得られるように工夫
している。再発の1例に関しては初回手術において、グロムス腫瘍の病理診断はつかず、再手術
での病理診断でグロムス腫瘍の診断となった。そのため、初回手術においては腫瘍本体を取り
残した可能性もあったと考えられた。
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1-V4-6

上肢グロムス腫瘍の術前MRI診断を中心に

○久保田 豊1, 牧 裕1, 坪川 直人1, 成澤 弘子1

稲垣 克記2

1新潟手の外科研究所, 2昭和大学医学部整形外科学講座

【目的】
グロムス腫瘍は比較的まれで診断に苦慮することがある。当院の手術症例についてMRI画像をも
とにした術前診断の確度の検討を行った。
【対象と方法】
2012年7月から2016年9月の間、当院で手術を行い、病理診断された上肢グロムス腫瘍は35例37
手であった。男性12例、女性23例、平均年齢は47.6歳（23～89歳）、右22手、左15手、母指9、
示指3、中指9、環指11、小指3、その他2手で、平均観察期間は109日（8～370日）であった。こ
れらの症例に対して術前の症状と局所所見、受診までの罹病期間、MRI所見、術後経過と再発の
有無を調査した。
【結果】
発生部位は爪甲下26、指腹部9、手掌1、手関節1手であった。全例で腫瘍部位に程度の異なる圧
痛があり、寒冷時の痛みを訴えた症例が7手あった。爪変形は15手に認めた。受診までの平均罹
病期間は6.4年（2か月～25年）であった。術後、軽い不定愁訴を訴えたものが3手、爪変形をき
たしたものが2手あった。再発が1手あった。MRIで術前診断が確定できたものが31手、不確定で
あったものが6手あった。
【考察】
MRIで術前診断が不確定だった6手の理由として、2手は腫瘍のサイズが直径2mm程で、部位がT2
で輝度の高い爪母と一致したため判別しづらかった。別の2例は部位が手掌と手関節の非典型部
位であったため、強く疑わなかった。別の1手はMRIで腫瘍の形状が扁平、縦長で通常の楕円形
とは異なっており、圧痛も軽かった。もう1手は直径がmmと小さく、造影MRIを撮影して初めて
わかった。術前のMRI診断では爪甲下の場合、T2で輝度の高い爪母と区別するため矢状断と横断
面での確認が重要である。小さくて判別困難であっても造影を追加することで診断可能になる
こともある。部位や自覚症状、MRI上の形状が典型的でなくても、総合的に判断し可能性を疑う
ことが術前診断に重要である。
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1-V4-7

手指発生の腱鞘巨細胞腫に対する治療経験

○大田 智美1, 帖佐 悦男1, 中村 志保子1, 石田 康行1

矢野 浩明2

1宮崎大学　医学部　整形外科, 2藤元総合病院　整形外科

【はじめに】
腱鞘巨細胞腫は手指に多い良性軟部腫瘍であるが、再発率が高く再手術を繰り返すなど、治療
に難渋することがある。当科において腱鞘巨細胞腫に対し手術を施行した症例の臨床成績、再
発因子などを検討した。
【症例】
症例は当科において2001年から2016年に軟部腫瘍切除術を施行し、病理にて腱鞘巨細胞腫の診
断に至った16例を対象とした。男性4例、女性12例、手術時平均年齢は52歳、腫瘤自覚から手術
までの期間は平均29.1か月、手術後経過観察期間は20か月であった。腫瘍の存在部位は示指
7例、中指3例、環指2例、小指で、掌側10例、背側6例で、腫瘍高位はDIP関節以遠が8例、DIP関
節からPIP関節が3例、PIPより近位5例であった。
【方法と結果】
再発は16例中4例で再発率は20%、再発までの期間は平均9.5か月であった。手術時年齢では高い
方が有意に再発が多かった。腫瘤自覚からの罹病期間、腫瘍サイズ、腫瘍の存在部位、骨への
scalloping の有無、執刀医の医師経験年数、拡大鏡と顕微鏡使用の有無の項目については再発
との間に有意な因子は認められなかったが、DIP関節以遠に再発が多い傾向にあった。また少数
ではあるが、手術の際顕微鏡を使用した例では再発を認めなかった。
【まとめ】
当科での再発率は諸家らの報告と大差ない結果であり、それらの報告にもあるように再発まで
の期間が20か月と長い症例もあったため、術後は少なくとも2年以上の経過観察が必要であると
思われた。また再発予防のために顕微鏡使用は有用と思われ、今後さらなる検討が必要であ
る。
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1-V4-8

手部神経鞘腫の術前診断におけるMRIの有用性

○横田 淳司1, 大野 克記1, 廣藤 真司1, 植田 直樹2

根尾 昌志1

1大阪医科大学　整形外科, 2北摂総合病院　整形外科・手外科センター

【目的】
神経鞘腫に対する手術は神経障害のリスクがあり、手術適応には慎重な判断が求められる。し
かし、手部に発生する神経鞘腫は臨床所見に乏しいことがあり、画像診断が重要となる。本研
究の目的は、手部神経鞘腫の術前診断におけるMRIの有用性を検討することである。
【対象と方法】
当科で手部軟部腫瘍摘出術を施行し、病理組織より神経鞘腫と診断された10例のうち、術前に
MRIを行った8例(男4例女4例、平均年齢56歳)を対象とした。腫瘍の部位は手掌5例、固有指
3例、術前身体所見としては5例にTinel徴候を、4例に腫瘤以遠部の知覚異常を認めたが、3例で
は自発痛や圧痛など自覚症状は認めなかった。MR装置は1.5Tを使用し、撮像条件はT1/T2強調と
し横断、縦断、冠状断を撮像した。造影MRIは4例に施行した。
【結果】
T1強調縦断像における腫瘍径は平均19 (5-45) mmであった。神経鞘腫に典型的とされるtarget
signは2例に、split fat signは1例にのみ認めた。内部にT1ややlow、T2 highの結節状輝度変
化を認めたものは4例であった。造影を施行した4例ではいずれも非均一だが強い造影効果を認
めた。放射線科医の画像診断は神経鞘腫5例、悪性神経鞘腫、血管平滑筋腫、ガングリオンが1
例ずつで正診率は62.5%であった。
【考察】
手部神経鞘腫のMRI正診率が低いことが諸家より報告されている。本研究の結果も同様に、手部
神経鞘腫のMRIは特徴的な所見に乏しく、更に腫瘍のサイズが小さいため、内部の輝度変化が評
価困難な例もあり、正診率は低かった。画像診断の正診率を向上させるためには、本腫瘍の病
理学的特徴である粘液成分の存在を念頭に置き、楕円形で境界明瞭、神経走行部に存在し、内
部に粘液成分を反映するT1ややlow、T2 highの結節状輝度変化の存在を認める手部軟部腫瘍は
神経鞘腫を疑うべきである。
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1-V4-9

皮膚難治性潰瘍に対する手切断術後に中手骨に発生したintraosseous
epidermoid cystの1例

○岸本 健太, 原田 俊彦, 中川 夏子, 高山 博行
青木 謙二

兵庫県立　加古川医療センター　整形外科

【目的】
皮膚難治性潰瘍に対する手切断術後3年で第5中手骨に発生したintraosseous　epidermoid cyst
を経験したため報告する。
【症例】
85歳男性。職業は整形外科医。45年前両手放射線障害と診断され、以降近医で加療されてき
た。右手は難治性皮膚潰瘍および感染に対して、右手指および手部のminor amputationを繰り
返し施行され、3年前には右手部尺側の切断を施行された。当院紹介時、右手は右第5中手骨中
央部から以遠は切断により欠損しており、右手尺側はごく軽度の腫脹以外に熱感や圧痛などは
無く、皮膚潰瘍も無かった。MRIなどの画像検査では第5中手骨骨内に腫瘍性病変を認めた。術
中迅速病理診断を用いて悪性所見がないことを確認した後、病巣掻爬術および人工骨充填を行
った。病理検査の最終診断はepidermoid cystであった。
【考察】
epidermoid cystは通常、頭頚部、体幹上部、腰臀部などの皮内ないし皮下に発生する比較的発
生頻度の高い良性腫瘍である。しかし、四肢の骨内発生の報告は比較的稀であるが、手指末端
の外傷後に末節骨に発生するという報告が、その大半である。本症例のように中手骨発生は、
我々が渉猟しえた限り、国内では報告がない。繰り返し行われた皮膚潰瘍の処置や切断術によ
って、上皮細胞の迷入した可能性が考えられる。診断において、骨髄炎や扁平上皮癌、2次性骨
悪性腫瘍との鑑別診断が必要であり、これらを否定することが非常に重要である。手術の際に
は被膜を取り残さないよう、十分な掻把が必要であり、術後も慎重な経過観察を要する。
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1-V4-10

手掌部腫瘍による腫瘍性骨軟化症(Tumor induced osteomalacia: TIO)
の1例

○山中 清孝

大阪鉄道病院　整形外科

【はじめに】
後天性の低P血症性くる病の中に腫瘍性骨軟化症(以下TIO)がある. TIOは腫瘍随伴症候群の一種
で, 良性の間葉系腫瘍が分泌するP利尿因子FGF23によって起こる. 手掌に発生した腫瘍による
TIOの1例を報告する.
【症例】
61歳, 女性. 2年前より外傷歴のない肋骨骨折や腰背部痛があり, 2か月前より起床時の全身の
痛みを伴うようになった. 腰椎単純X線像では椎体の変形はなく, 胸部単純X線像でも明らかな
異常は認めなかった. 初診時血液検査では炎症反応の上昇はなく, ALPの上昇と血性P値の低下,
血性Caは正常, Pの尿中排泄は正常であった. 追加検査を行いPTHintactは軽度上昇, 1,25(OH)2
-vitaminDは正常値であった. 骨性と思われるALP高値, 血性Caは正常で低P血症を認めることか
ら骨軟化症を疑った.骨シンチグラムにて両側の肋骨及左踵骨に骨折を示唆する多数の集積を認
めた. 以上より成人骨軟化症の中で後天性低P血症性くる病として腫瘍性骨軟化症を疑った.
FGF-23の血中濃度測定を行ったところ403.7pg/ml(10-50)と高値であった. 68Gd DOTA-TATE
PET/CT scanを他院に依頼し行ったところ右手掌に集積を認めた. 造影MRIを施行したところ手
掌内に表面平滑な2×1cmの類円形の腫瘤が確認された. 全身麻酔下に摘出術を施行した. 数か
月で血症P, ALP, FGF23は正常化した. 全身の痛みは日ごとに改善し術後1年現在症状はなく,
腫瘍の再発も認めていない.
【考察】
TIOは後天性低P血症性くる病の中では代表的疾患であるが頻度は稀なものである. 腫瘍は触知
できないほど小さなものもあるため, 本疾患を疑い適切な検査を行なわなければが診断できず,
本疾患の存在を熟知しておく必要がある.
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上肢に発生した傍骨性骨軟骨異形増生(BPOP)

○澤田 智一1, 佐野 倫生1, 宮城 道人2, 荻原 弘晃2

松山 幸弘3

1静岡市立静岡病院　整形外科, 2浜松赤十字病院　整形外科

3浜松医科大学　整形外科

【はじめに】
傍骨性骨軟骨異形増生Bizarre parosteal osteochondromatous proliferation(以下BPOP)は
Nora`s lesionとも呼ばれる傍骨性腫瘤である。今回、我々は上肢に発生したBPOPについて報告
する。
【対象と方法】
手術を行い、病理学的にBPOPと診断された3例を対象とした。全例左側・女性であった。手術時
年齢は9歳・43歳・69歳、発生部位は中指中節骨・母指基節骨・尺骨遠位部で、術後経過観察期
間は1̃3年であった。
【結果】
全例外傷などの発症機転はなかった。罹病期間は１̃36か月で、疼痛は１例にのみ軽度みられ
た。術前画像所見では全例が傍骨性腫瘤で、1例は骨との連続性自体がなく、2例は皮質の連続
性があるものの、正常骨髄との連続性を認めなかった。術前診断はBPOP、骨軟骨腫、滑膜性骨
軟骨腫であった。初回手術で1例に皮質を含めた切除を行った。1例に2度の再発を認め、3度の
手術を要した。
【考察】
BPOPは非常に稀な腫瘍ではあるが、手指・足趾の短管骨に好発するため、手外科医が遭遇する
機会もあると思われる。以前は反応性の傍骨性増殖性病変とされてきたが、近年、遺伝子転座
の報告があり、腫瘍性病変として分類されている。鑑別を要する骨軟骨腫との違いは、正常骨
髄との連続性の有無、軟骨帽の有無などであるため、術前に十分な画像診断が必要である。ま
た、骨軟骨腫と異なり、BPOPは再発率が20̃50%と非常に高いとの報告が多い。我々が経験した1
例も2度の再発を生じ、3回目の手術で皮質までの十分な切除を行い、再発を認めなかっ
た。BPOPの疾患自体を認識するとともに、BPOPを疑った際には手術、術後において十分注意を
要する必要があると考える。
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手根管内に生じた腫瘍状石灰沈着症の2例

○立松 尚衞1, 千田 博也1, 岡本 秀貴2, 大塚 隆信2

1名古屋市立東部医療センター 整形外科

2名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科

【はじめに】
腫瘍状石灰沈着症は軟部組織に石灰病変が沈着し発症する。臀部や肩,肘などの大関節に多く,
原因は不明とされる.今回,手根管内に生じた腫瘍状石灰沈着症の2例を経験したので報告する.
【症例提示】
症例1：20歳,女性.6か月前から右示指の伸展障害を自覚し,１か月前より右示指の完全伸展が不
可能となり,手掌部の疼痛を伴うようになった.右示指の自動伸展は　MP/PIP/DIPが-10°/-
30°/-10°であった.echoにて右示指深指屈筋腱と共に滑走する腫瘤を認め, XP, CT, MRIにて
手根管内に石灰化病変を認めた.正中神経症状は認めなかった.術中,示指深指屈筋腱に接する腫
瘤を認め,腫瘤が横手根靭帯に干渉し、右示指伸展が制限されていた。部分的に腱実質を含めて
腫瘤を摘出した.病理所見は好酸性の無機構造物からなる結節性病変が散在し,周囲に炎症細胞
や異物巨細胞が存在した.術後2か月で疼痛は消失し右示指の自動伸展はMP/PIP/DIPが
30°/0°/0°と改善した.
症例2：76歳,男性.2年前から右正中神経領域に痺れを訴え,同部位にS-W testで知覚低下を認め
た.正中神経の運動神経伝導速度は46.0 m/sと低下し,感覚神経伝導速度は描出されなかった.
XP,CTにて手根管内に石灰化病変を認めた.術中,月状骨と有頭骨の掌側面に白色の腫瘤を認め全
摘出した.腫瘤内部は白色チョーク状であった.病理所見は膠原繊維で覆われた好酸性の結節病
変が存在し，周囲に炎症細胞や異物巨細胞を認めた.術後3か月においてS-W testで知覚改善を
認めた.
【考察および結語】
2例とも組織学的に腫瘍状石灰沈着症に矛盾しなかった.病理所見で炎症性細胞の浸潤を認めて
おり,局所の慢性炎症が発生要因となった可能性が考えられた.2例とも石灰病変の摘出により臨
床症状を改善することができ,腫瘍状石灰沈着症に対して全摘出術は有用であると考えられた.
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違いを楽しむ　アメリカ基礎研究留学、広島臨床留学の経験

○藤田 浩二

東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

約2年の米国Mayo Clinicで基礎研究留学と、約1年の広島手の外科・微小外科研究所で臨床留学
を経験しました。短期の見学ではなく、留学先の施設で職員として働き感じたこと、海外、国
内、基礎、臨床と様々な立場で経験したことをまとめたいと思います。留学を志す先生に少し
でも参考になれば幸いです。
 　Mayo Clinicには、大学院卒業後、骨代謝研究を続けるためポスドクとして留学しました。
中規模ラボですが、日本とは違い業務分担が徹底しており、自分の仕事だけに集中できる素晴
らしい環境でした。朝7時に実験を開始し、勤務中は無駄な時間がないよう、全員が非常に高い
緊張感をもっていたのが特徴でした。一方、多忙な教授であっても17時には必ず帰宅してお
り、家族との時間をしっかり取っていることが印象的でした。
　広島手の外科・微小外科研究所には、米国留学から帰国後、臨床経験を広げるために手の外
科研修医として留学し、津下先生、生田先生、木森先生にご指導を頂きました。ほとんど全て
の手術に助手として参加し、豊富かつ貴重な症例に対する非常に丁寧な手術を経験できまし
た。また、外来、入院診療においても細部まで徹底したこだわりを学ぶ事ができました。

　米国でも国内でも、留学中の限られた時間でできる限り多くのものを吸収できるよう、自分
のいた施設との違いを客観的に観察しつつ、違いを楽しむように柔軟に対応することが何より
重要と思っています。実験手技、手術法すべて今まで自分が見てきたものとは何かしらの違い
があり、その意味を考えることに意味があります。そのためには、精神的に安定できるよう、
家族の理解も必須と感じます。留学前は不安ですが、行ってみれば多くの発見があります。何
とかなるさ、という気持ちでまずは留学してみることを強くおススメいたします。

S431



1-V4-14

再手術を要した手指ばね指症例の検討

○草野 望, 小泉 裕昭

富永草野病院　整形外科

【目的】
ばね指に対する腱鞘切離術は手技も簡便で成績も良好である。しかしバネ現象の残存や再
発、PIP関節伸展制限を伴う痛みの残存や屈筋腱のbowstringing等の合併症が報告されている。
本研究では腱鞘切離術後に愁訴を残し、再手術を行った症例の病態と治療結果を報告する。
【方法】
対象は2006年から2015年までに母指以外のばね指の腱鞘切離後の再手術例の9例11指である。初
回手術は他医で6例8指、当院で3例3指に行った。男2例、女7例、平均年齢は62.8 (49-77) 歳
で、患指は示指1指、中指5指、環指4指、小指1指であった。初回手術から再手術までの平均期
間は、手術日が不明な2症例を除くと96.4(6-155)日で、再手術後の平均経過観察期間は249(22-
1841)日であった。再手術前の症状は、痛みを伴うPIP関節伸展制限、バネ現象の再発・残存と
屈筋腱のbowstringingであった。
【成績】
1.PIP関節伸展制限例（5例5指）：2例2指はA2 pulley遠位での滑動制限が原因で、A2 pulleyの
全切離で痛みとPIP関節伸展制限は改善した。他の3例3指は屈筋腱に癒着があり、腱剥離術にて
痛みとPIP関節伸展制限は改善した。2.バネ現象の再発（2例2指）：初回術後、新たにA2
pulley遠位でバネ現象を生じ、A2 pulleyの全切離にてバネ現象は消失した。3.バネ現象の残存
（1例1指）：残存A1 pulleyを切離しバネ現象と痛みは消失した。4.屈筋腱のbowstringing（1
例3指）：他医にてケナコルト腱鞘内注射(5mg)を中環小指に各2回、腱鞘切離術を中環指に
2回、小指に1回施行された。PA、A1、A2とC1 pulleyは消失しており、長掌筋腱を用いたA2
pulleyの再建術を行い、bowstringingと痛みは消失した。
【結論】
1.A2 pulleyはPIP関節伸展制限、バネ現象の再発、bowstringingに関与していた。2.屈筋腱癒
着は術後晩期のPIP関節伸展制限の一因となっていた。
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化膿性腱鞘炎における再発例の検討

○岡野 英里子1, 原 友紀1, 井汲 彰1, 西浦 康正2

山崎 正志1

1筑波大学　整形外科, 2霞ヶ浦医療センター

当院で加療した化膿性腱鞘炎患者を対象に、再発症例と単回感染症例を2群に大別して比較し、
傾向について考察した。対象は、2000年8月から2016年6月までに加療した化膿性腱鞘炎患者
22名。男性14例、女性8例、平均年齢63.8歳(23歳-85歳)であった。そのうち再発症例は男性
2名、女性2名、平均年齢65.5歳(52歳-78歳)、単回感染症例は男性12名、女性6名、平均年齢
63.4歳(23歳-85歳)であった。再発症例は、4例中3例に基礎疾患としてSLE、1例はIgG関連疾患
・自己免疫性膵炎があり、全例PSLの内服を行っていた。単回感染症例群と比較し、自己免疫性
疾患を持つ症例が多かった。また、再発症例群のうち、培養の結果が陽性であったのは3例で、
いずれも非定型抗酸菌を検出していた。単回感染症例群の培養陽性例は9例で、うちMSSA
3例、MRSA 1例、MRSE 1例、A群溶連菌1例、緑膿菌1例、パスツレラ・アシネトバクター1例で、
原因菌の陽性例は50％であった。症状発症(軽微な症状も含む)から手術までの罹病期間は、単
回感染群で41.8日、再発群では初回感染時471日と、再発群が多い傾向にあった。明らかな外傷
歴は、再発症例群で1例みとめ、単回感染症例群では7例認めた。以上より、再発症例では、非
定型抗酸菌症の感染が多く、基礎疾患として自己免疫性疾患を有しPSLの長期内服を行ってい
た。再発症例では症状が最初軽微であるために、発症から来院・手術加療までに要した日数が
多い傾向にあった。
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病巣掻爬と持続灌流療法を施行した化膿性腱鞘炎の治療成績

○高島 健一, 尼子 雅敏, 藤巻 亮二, 伊佐治 雅
山田 真央

防衛医科大学校病院整形外科学講座

【目的】
当科では化膿性屈筋腱鞘炎に対して病巣掻爬と持続灌流法を施行している。本治療法による治
療成績を検討した。
【対象と方法】
2007～2016年に化膿性腱鞘炎に対して手術を行った5例5指を対象とした。年齢は40～68歳（平
均53.8歳）、男性3例、女性2例であった。罹患指は母指が1例、示指1例、中指が3例であった。
原因は犬咬傷が2例、猫咬傷が1例、縫い針による刺傷が1例、不明が1例であった。合併疾患は
糖尿病が1例、関節リウマチが1例であった。起炎菌が同定できたのは3例であり、A群溶血性連
鎖球菌が1例、Eikenella corrodensが1例、M.fortuitumが1例であった。術前にKanavelの4徴候
を全て認めたのは3例であった。Loudonの病期分類ではI期が2例、II期が1例、IV期が2例であっ
た。手術は掌側ジクザク切開で進入し、病巣掻爬を行った。4Frアトムチューブと小児用輸液チ
ューブを組み合わせて腱鞘内に留置した。術直後から手指の可動域訓練を開始し、持続灌流は
平均10日間（7～17日）行った。臨床成績はFlynnの機能評価を用いた。
【結果】
発症から当科受診に至るまでの期間は平均12.6日（4～25日）であり、抗菌薬投与から手術に至
るまでの期間は平均何14.8日（2～44日）であった。最終観察時Flynnの機能評価ではGoodが
2例、Fairが3例でPoorの症例はなかった。
【考察】
化膿性腱鞘炎は十分な壊死組織の切除、ドレナージ留置のみで十分とする意見もある。しかし
持続灌流は積極的に病巣内の膿汁、壊死物質や血腫の排出が可能であり、瘢痕形成の抑制が可
能であると言われている。われわれの症例では皮膚や腱の壊死を認めるLoudon分類IV期でも術
後機能評価ではFairであり、持続灌流の併用は安定した結果の得られる術式と考えられた。
【結論】
化膿性屈筋腱鞘炎に病巣掻爬と持続灌流療法の併用を行い、良好な結果を得た。
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尺側手根伸筋腱腱鞘炎に対するステロイド腱鞘内注射の治療成績

○田辺 勝久, 渡邊 牧代

西宮市立中央病院　整形外科

【はじめに】
尺側手根伸筋腱腱鞘炎に対してステロイド腱鞘内注射が有効とされているが、その長期経過は
不明であり、再発の可能性もある。長期の経過を含めて調査した。
【対象】
当科で尺側手根伸筋腱腱鞘炎と診断した29患者（年齢17才から78才（平均年齢49才）、男
11例、女18例）を対象とした。発症原因は、外傷が6例、ラケットスポーツ2例、日常での
Overuse2例、誘因がないもの19例であった。26例にステロイド懸濁液とリドカイン混合液の腱
鞘内注射を行い、経過観察した。
【結果】
　腱鞘内注射を行った26例中4例は以後来院しなかった。2例は固定装具を併用したが、注射後3
週から2ヶ月の短期間経過後には、12例は疼痛が消失、10例は軽度の疼痛に改善していた。軽度
の疼痛が残存した1例は注射を希望し、再度注射を行った。全ての症例で、それ以上の治療が必
要でないか来院しなくなった。22例中3例で、それぞれ初回注射6、9、11ヶ月後に疼痛が再燃し
たため、再度注射を行った。注射後1年から10年の長期経過を調査できた19例中、12例で疼痛が
消失、4例は軽度の疼痛が残存、3例は中等度の疼痛が残存していた。3例はいずれも女性で外傷
歴はなく、2例は明らかな誘因がなかった。3例中2例は、再発のため2回注射を行っていた。長
期経過後も手術に至った症例はなかった。再発のための注射をしたもう1例では、2回目の注射
後5年程度疼痛が残存したが、その後自然に消失した。
【考察】
尺側手根伸筋腱腱鞘炎に対するステロイド腱鞘内注射の成績は良好との報告が散見される。当
報告でも短期成績は良好であり、長期成績も比較的良好であった。長期経過で中等度の疼痛の
残存した3例に特異的な特徴を見つけることはできなかった。
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Florid reactive periostitisと思われた2例

○山崎 貴弘1, 柿崎 潤1, 國吉 一樹2, 松浦 佑介2

1千葉県　こども病院, 2千葉大学大学院　医学研究院　整形外科学

【はじめに】
Florid reactive periostitis（以下FRP）は1981年Spjutらが初めて報告した非常にまれな骨の
良性病変で、手足の長管骨に好発する。典型的な症状として患部の腫脹・疼痛・圧痛・発赤が
あり、最も重要な臨床所見は軟部組織の強い腫脹である。画像所見では骨膜反応を呈し、鑑別
診断として骨腫瘍、感染、疲労骨折などがあり、診断に苦慮することが多い。今回我々はFRPと
思われた2例を経験したので報告する。
【症例1】
1歳女児。特に誘因なく左示指の腫脹を認めた。疼痛・発赤・熱感は認めなかった。左示指に軽
度の可動域制限を認めた。単純レントゲンでは左示指中節・基節骨に骨膜反応を伴う横径増大
を認め、MRIでは基節骨を中心とした骨膜炎・屈筋腱腱鞘炎を認めた。採血ではCRP0.30、血沈1
時間値18と炎症反応を認めた。感染や骨腫瘍などを疑ったが、症状の悪化はなく、生検術は行
わなかった。経過および軟部組織の強い腫脹・単純レントゲンで骨膜反応を呈していることか
らFRPと考えた。発症から3年程度で、手指の腫脹および単純レントゲン上の横径増大は改善
し、5年3か月で症状は完全に消失した。
【症例2】
2歳女児。特に誘因なく左示指の腫脹を認めた。疼痛・発赤・熱感・可動域制限は認めなかっ
た。単純レントゲンでは左示指中節・基節骨の骨膜反応を伴う横径増大を認め、MRIでは基節骨
を中心とした骨膜炎・屈筋腱腱鞘炎を認めた。採血ではCRP0.08、血沈1時間値20と炎症反応を
認めた。経過・理学所見・画像所見よりFRPと考えた。現時点で症状の増悪はない。
【考察】
FRPの治療法としては、切除術を推奨する報告もある一方で、自然消退例もあり、保存加療を推
奨する報告もある。本症例では保存加療を選択し、症例１では寛解し、経過良好であった。症
例２では現時点で症状の増悪はない。
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腕神経叢損傷に対する肩関節固定術後の上腕骨骨折について

○川野 健一1, 田尻 康人1, 大城 陽平1, 筋野 隆2

三上 容司3

1東京都立広尾病院　整形外科, 2JCHO東京高輪病院　整形外科

3横浜労災病院　運動器ｾﾝﾀｰ

【背景】
肩関節固定術は、腕神経叢損傷患者の早期社会復帰を可能にする肩関節機能再建術の一つであ
る。術後の合併症として、上腕骨骨折が知られているが、その実態を明らかにした報告は稀で
ある。今回我々は、腕神経叢損傷に対する肩関節固定術後の上腕骨骨折について、後ろ向きに
調査したので報告する。
【方法】
対象は平成10年以降に腕神経叢損傷に対して肩関節固定術を行った48例である。男性46例女性
2例、年齢は18歳から66歳（平均32.5歳）、患側は右20例左28例、術後経過観察期間は4カ月か
ら168カ月（平均81.8カ月）であった。腕神経叢損傷の麻痺型は、全型25例、C5-8型10例、C5-7
型6例、C5.6型6例、鎖骨下型1例であった。肩関節固定術式は、プレート20例、創外固定器（鏡
視下手術を含む）14例、スクリュー14例であった。診療録より、上腕骨骨折の有無、骨折の受
傷機転、骨折部位、骨折の治療方法、肩関節固定角度、肩関節固定術式を調査し、上腕骨骨折
と関連する因子について検討した。
【結果】
上腕骨を骨折した症例は12例であった。骨折症例の損傷型は全型9例、C5-8型1例、C5.6型1例、
鎖骨下型1例であった。骨折の受傷機転は、歩行中の転倒5例、階段での転落2例、スポーツ
3例、交通事故1例、不明1例であり、軽微な外力での骨折も散見された。骨折部位は、骨接合部
2例、骨頭部7例、骨幹部3例であった。骨折の治療方法は、保存療法3例、プレート固定8例、髄
内釘固定1例であった。統計学的な検討の結果、肩関節固定術式が骨折発生と関連していたが、
麻痺型との関連はなかった。
【まとめ】
今回の調査では、肩関節固定術後、4分の1の症例で、上腕骨の骨折を経験していた。腕神経叢
損傷の治療方針を決定する上でこの点にも十分留意する必要がある。
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鎖骨骨折後に発症した遅発性腕神経叢麻痺の4例

○杉浦 香織1, 荻原 弘晃1, 大村 威夫2, 宮城 道人1

牧野 絵巳1

1浜松赤十字病院　整形外科, 2浜松医科大学　整形外科

【はじめに】
鎖骨骨折と腕神経叢損傷の合併例はしばしば認めるが、鎖骨骨折後、遅発性に腕神経叢麻痺を
生じることは稀である。我々は鎖骨骨折後遅発性に発症した腕神経叢麻痺の４症例を経験し
た。
【症例】
症例は57～71歳の男性3例、女性1例、右1例、左3例で、いずれも鎖骨骨幹部での骨折であっ
た。保存例は2例で、1例は受傷10日後の鎖骨バンド装着中に、1例は受傷5か月後に鎖骨バンド
を除去した際から麻痺を発症している。手術例は2例で、1例は受傷21週で偽関節手術を施行し
術後11日目から、1例は固定術後2日目から麻痺を発症している。麻痺の特徴は、全型不全麻痺
が3例、上位型不全麻痺が1例であった。麻痺の原因は、保存例は骨折部の転位と仮骨形成、偽
関節部の動的不安定性によるもの、手術例は術後の角状変形と血腫による圧迫、背側に移動し
た骨片と第1肋骨による圧迫と考えた。麻痺発症後、保存的に回復が得られたものは2例であっ
た。2例は保存的には回復せず、腕神経叢剥離および骨折部の固定を施行した。4例ともに麻痺
は改善傾向にある。
【考察】
鎖骨骨折後の遅発性腕神経叢麻痺の発生率は1％程度という報告もあるが、日常臨床で目にする
ことは稀である。遅発性麻痺の原因としては、仮性動脈瘤、血腫、鎖骨バンドによる圧迫、変
形治癒、過剰仮骨、偽関節などが挙げられる。鎖骨と腕神経叢は解剖学的に隣接しており、鎖
骨骨幹部の直下にある神経束レベルでの障害、特に内側神経束、後神経束での障害が生じやす
いと報告される。本症例の麻痺は全型の不全麻痺が多く、麻痺の形態に特徴的な所見は見られ
なかった。鎖骨骨折の治療においては、遅発性に腕神経叢麻痺が生じることがあり注意が必要
である。
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True Neurogenic Thoracic Outlet Syndromeに対して手術治療を行った2
例

○佐々木 源1, 時村 文秋2, 木村 理夫1, 園生 雅弘3

鳥濱 智明4

1帝京大学医学部整形外科教室

2地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター整形外科

3帝京大学医学部神経内科学講座, 4上尾中央総合病院整形外科

【はじめに】
胸郭出口症候群にはさまざまな病態が含まれるが、真の神経性胸郭出口症候群true neurogenic
thoracic outlet syndrome（以下、TN-TOS）は唯一概念が確立されている。TN-TOSと確定診断
し手術治療を行った2例を報告する。
【症例】
症例1:19歳女性、幼少期より左前腕尺側の異常感覚と左手の筋萎縮がみられ、近医で診断がつ
かなかった。その後、左上肢から肩への痛みも出現した。症例2:58歳女性、5年前から右手指の
巧緻運動障害を自覚した。近医で肘部管症候群と手根管症候群の合併と診断され手術を受けた
が、その後も筋萎縮・筋力低下は進行し、前腕尺側のしびれも出現した。2例とも母指球筋優位
の手内在筋の著明な萎縮・筋力低下と示指深指屈筋の筋力低下、および前腕尺側の異常感覚が
あり、頚椎単純X線で症例1では頚肋、症例2では長大化したC7横突起がみられた。電気生理学的
検査では、短母指外転筋の複合筋活動電位（CMAP）と尺骨神経CMAP・感覚神経活動電位
（SNAP）が著明に振幅低下し、内側前腕皮神経SNAPが消失していたため、TN-TOSと診断し手術
を行った。2例とも鎖骨上アプローチで、C7横突起から第1肋骨に付着するfibrous bandによる
下神経幹の圧迫が確認され、第1肋骨切除をせずこれを切除した。2例とも術後早期から前腕尺
側の疼痛と異常感覚は改善した。短母指外転筋と示指深指屈筋も緩徐に改善傾向を認め、症例1
は術後2年でギター演奏が可能となった。
【考察】
T1・C8前枝から下神経幹障害であるTN-TOSは女性に多く、重症手根管症候群、平山病、筋萎縮
性側索硬化症などとの鑑別が必要となるが、特徴的な症候と電気生理学的所見を把握できれば
確定診断が可能である。TN-TOSに対する除圧術の有効性は確立されていないが、症例1の結果か
ら、若年者には積極的に最小侵襲手術を勧めて良いと考える。
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特発性上肢神経麻痺の電気生理学的検査とMRI

○赤根 真央, 栗本 秀, 西塚 隆伸, 岩月 克之
平田 仁

名古屋大学医学系研究科　手の外科

【背景】
特発性前骨間または後骨間神経麻痺において筋電図で神経原性変化を認めても神経伝導速度検
査では正常範囲を示すことがある。特発性前骨間神経麻痺、後骨間神経麻痺はそれぞれの神経
支配筋を超える麻痺があることが知られているおりMagnetic Resonance Image（MRI）は脱神経
筋の分布を同定するのに有用である。筋電図と神経伝導速度検査、MRIについて検討した。
【方法】
2004年4月～2016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急性
の運動麻痺優位で非進行性の特発性上肢神経麻痺のうち筋電図、神経伝導速度検査、肘関節周
囲のMRIが撮像された14例を対象とした。
【結果】
平均年齢は49.9歳で男性12例、女性2例であった。14例中13例(92.9%)において筋電図で急性の
神経原性変化を認めた。13例(92.9%)でMRIにおいてT2強調像またはSTIR像で高信号を示し脱神
経所見と考えられた。筋電図で急性の脱神経所見が認められたがMRIで信号変化がなかったもの
が1例(7%)、筋電図で急性の脱神経所見が認められなかったがMRIで信号変化があったものは1例
(7%)であった。責任病変のある神経において神経伝導速度検査が正常範囲内のものは4例
(28.6%)であった。前骨間神経麻痺が1例、正中神経麻痺が1例、橈骨神経麻痺が1例、正中神経
麻痺と橈骨神経麻痺が1例であった。
【考察】
筋電図とMRIはどちらも脱神経筋の検出には有用である。筋電図では針の刺入位置が正確でない
と偽陰性となることがあり、広範囲の検査は患者に苦痛を伴い困難なことが多い。MRIは脱神経
筋の分布を調べるのに有用であるが画質に左右され、筋の境界が不明なこともある。正確な脱
神経筋の分布を調べるにはともに重要である。神経伝導速度検査が正常範囲内であることがあ
り、神経伝導速度検査のみでは病変の同定には不十分である。
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前骨間神経麻痺を合併したMonteggia骨折の1例

○畑中 渉

札幌中央病院　整形外科

【はじめに】
モンテジア骨折に合併する神経損傷のほとんどは後骨間神経麻痺であり，前骨間神経麻痺を合
併した報告は稀である。今回、モンテジア骨折に前骨間神経（以下、AIN）麻痺を合併した一例
を経験したので報告する。
【症例】
26歳女性。スノーボード中に転倒した際に手をつき受傷。前腕部痛と母指のしびれを主訴に外
来受診した。来院時、疼痛の範囲内で手指の自動伸展運動は可能であったが、自動屈曲は疼痛
のために十分に観察できなかった。モンテジア骨折（Bado１型）の診断にて受傷2日後に観血的
整復固定術を 行った．尺骨骨折を観血的整復固定した時点で、橈骨頭の脱臼は容易に整復され
た。術後、手指の自動伸展障害がないことは確認していたが、術後1週の外来受診時に母指IP関
節の自動屈曲困難の訴えが初めてあった。AIN麻痺の判断にて、経過観察を行ったところ、AIN
麻痺は 術後6週目で軽快傾向を認め、術後22週目で改善した。
【考察】
モンテジア骨折に合併したAIN麻痺の報告例はすべてBado1型であり、尺骨近位骨片の前方転位
に伴うtraction neuropathyやcompression neuropathyが機序として考えられている。また、整
復固定操作の際に、筋鈎によって引っ張られたりして発生することも考えられる。本症例のよ
うに初診時にAIN 麻痺に気づかなかった報告例もあり、症例の中には気づかない間にAIN麻痺が
自然回復した症例も存在している可能性があると思われた。
【結語】
Bado1型のモンテジア骨折は、AIN麻痺を起す可能性があることを念頭に置いて診察にあたる必
要がある。
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超音波画像を用いた前腕近位における後骨間神経の移動性に関する
解剖学的検討

○戸谷 祐樹1, リム ベンハイ2, 岩本 航3, 古庄 寛子4

1ノベナメディカルセンター　ニホンプレミアムクリニック　整形外科

2Centre for Hand and Reconstructive Microsurgery, 3江戸川病院　スポーツ医学科

4九州労災病院　整形外科

【目的】
前腕近位における、回内外運動で生じる後骨間神経（PIN）の移動性に関する解剖学的な検討
は、これまで多数行われているが、その殆どが新鮮凍結屍体を用いて行われてきた。しかし、
生体内のPINの移動性について検討した報告は未だない。この研究では、健常成人の生体内にお
いて、回内外動作で生じるPINの移動性を評価し、手術解剖の一助とするために、超音波診断装
置を用いて計測し、解剖学的検討を行った。
【方法】
12健常成人24肢のPINを、前腕最大回内時、回外時のそれぞれにおいて超音波診断装置を用いて
描出した。腕橈関節、橈骨近位および回外筋とPINとの位置関係を計測し、回内外におけるPIN
の位置変化、移動距離を統計学的に評価した。
【成績】
PINは腕撓関節から前方に回内時平均5.4mm（最短2.8mm）、回外時平均4.0mm（最短1.7mm）の位
置に存在した。回外筋内における、PINと橈骨との最短距離は、回内時平均3.1mm、回外時平均
1.6mmで、うち5肢で橈骨にPINは直接接していた。PINが橈骨と最も接近する位置は、腕橈関節
レベルから遠位に、回内時平均39.2mm、回外時平均32.7mmの回外筋内であった。PINが回内筋に
進入する位置は、回内外でも有意差を認めず、腕橈関節から平均18mm（最短12mm）であり、屍
体を用いた過去の報告より短かった。PINの回内外における横方向の移動性は橈骨頭レベルで平
均7.6mm、回内筋内では平均13.6mm（最大18.2mm）であり、過去の報告より大きい傾向にあっ
た。
【結論】
生体内における、回内外動作によるPINの移動性に関して、超音波診断装置を用いて検討した。
我々の研究は屍体を用いたこれまでの研究と比較し、より臨床に即したPINの手術解剖学的知識
の一助になると考えられる。
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小児伸展型上腕骨顆上骨折に合併した神経損傷

○山田 哲也, 野本 栄

埼玉石心会病院　整形外科

【目的】
小児伸展型上腕骨顆上骨折に合併する神経損傷の多くは自然に回復するため、一般的には保存
的な経過観察が推奨される。一方、まれではあるが経過観察で回復不良なことがあるため骨接
合時に神経展開を行う報告もある。当院で治療した症例と文献的考察から骨接合時神経展開の
必要性について検討する。
【方法】
過去6年間に当院で治療した小児伸展型上腕骨顆上骨折33例中、神経損傷を合併した6例を検討
した。
【結果】
損傷神経は正中5例、尺骨1例であった。骨折型は、正中が全例Gartland3型で尺骨が2型であっ
た。橈骨動脈拍動消失を正中神経2例で認めた。この2例と尺骨神経例を骨接合時神経展開し
た。正中神経1例と尺骨神経の骨折部嵌入を認めた。骨片が上腕筋を穿破していない3例は神経
展開せずに経過観察とした。手術例、経過観察例とも麻痺は回復した。
【考察】
小児伸展型上腕骨顆上骨折に合併する神経損傷の多くは自然回復するが、まれに神経展開を要
し骨片や筋膜などによる圧迫や断裂を認める。神経展開が必要な危険因子として開放骨折や
puckeringなど骨片が上腕筋を穿破した所見、橈骨動脈拍動消失、整復不能、複数神経の障害、
整復後の完全麻痺出現などが挙げられる。海外では経過観察で回復不良な症例に神経展開を行
うのが一般的だが、本邦では完全麻痺には骨接合時に展開を行う報告も多い。神経展開の是非
は正中、橈骨、尺骨神経を一律に論じることが多いが、尺骨神経の回復は危険因子がなくても
長期間を要し手術が必要となる報告がある。一方、正中神経展開の必要性は危険因子である程
度予想できる。よって、尺骨神経麻痺では骨接合時に神経展開を行い、正中神経麻痺で危険因
子のないものは経過観察を行うなど神経ごとに展開の必要性を評価することも必要と考えられ
る。
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肘部管症候群に対し2重の筋膜sling で制動を行った皮下前方移動術
の治療成績

○亀山 真, 手塚 正樹, 柳本 繁

東京都済生会中央病院整形外科

【はじめに】
肘部管症候群に対する皮下前方移動術では，肘伸展時に尺骨神経が内側上顆へ乗り上げ，圧迫
されることがある．これに対し演者らは皮下前方移動術の際，回内屈筋起始部筋膜に2重の
slingを作成し，移動した尺骨神経を制動している．今回，本術式の治療成績を紹介する．
【対象および方法】
症例は29例（30肘），性別は男性14例，女性16例，年齢は21～75歳（平均52.1歳），原因病態
は，変形性肘関節症4肘，習慣性尺骨神経脱臼7肘，その他10肘であった．再発例は10肘で初回
手術は単純除圧2肘，皮下前方移動術7肘，King変法1肘，このうち7肘は超音波エコーで，尺骨
神経が内側上顆へ乗り上げるslip backを認めていた．術前重症度はMcGowan分類で，Grade1
18肘，Grade2 13肘，Grade3 9肘．術後経過観察期間は6～28か月（平均14.6か月）であった．
手術はまず尺骨神経を伴走血管を温存しつつ剥離挙上し，次に肘関節を最大屈曲し，尺骨神経
が内側上顆の頂点を超えて乗り上げている場合は，回内屈筋群起始部筋膜を1.5cm四方で2重のZ
型slingを作成，翻転し，尺骨神経を前方移動した後にこのslingで覆った．Sling先端はend to
endで縫合固定した．術後は肘関節を屈伸し，尺骨神経にslingによる過度の圧迫，kinkingがな
いことを確認した．
【結果】
Messinaの予後評価基準では優18肘，良9肘，可3肘，不可なしであった．本術式後の再発例はな
く，術後超音波エコーで尺骨神経は全例，内側上顆前方に保持されていた．
【考察】
皮下前方移動術は，尺骨神経の肘関節屈伸時における緊張を減じ，神経を周囲との癒着が生じ
にくい環境へ安定的に置くことで症状の改善を図る術式でなければならない．本術式は尺骨神
経の周囲との癒着，再絞扼，slip backを防止することで，再発例に対しても十分な効果が期待
できると考えている．
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肘部管症候群における手術成績（65歳未満と65歳以上の比較）

○守 宏介, 有薗 行朋, 長尾 聡哉, 浜田 良機

みつわ台総合病院

当科での肘部管症候群の術後成績は，若年者に比べて高齢者は劣る傾向がある．そこで我々
は，その要因を明らかにする目的で，手術時年齢が65歳未満の若年者群と65歳以上の高齢者群
にわけて，術後成績を比較するとともに，術前要因との相関を検討した．
【対象】
過去10年間に当科で尺骨神経前方移行術を行った肘部管症候群46肘中，術後6か月以上経過観察
した男26肘，女7肘の計33肘を対象とした．罹患側は右20肘，左13肘で，手術時平均年齢60.5歳
(33-88)，平均罹病期間は21.7か月(1-130)，術後平均観察期間は25.3か月(6-60)であった.
【方法】
若年者群は19肘，高齢者群は14肘で，これらを術前重症度分類であるMcGowan分類で分け，その
GradeII及びIIIを各Gradeで若年者と高齢者の両群間の，痺れ，小指内外転障害，運動神経電動
速度遠位潜時，骨間筋の萎縮，感覚低下の回復の程度を評価して，Mann Whitney U検定で比較
検討した．さらに，若年者群と高齢者群を術前要因としての手術時年齢，運動神経電動速度遠
位潜時，術前握力，McGowan分類，罹病期間とMessina法で分類した術後重症度の相関
を，Spearman順位相関係数検定を用い比較した．
【結果】
McGowan分類の各Gradeでの痺れ，小指内外転障害，運動神経電動速度潜時，骨間筋の萎縮，感
覚低下の回復の程度は若年者群と高齢者群で統計学的な有意差は認められなかった．また，術
前要因と術後重症度の相関は，高齢者の罹病期間のみ術後重症度と強い相関関係があった．
【考察,結語】
術前重症度が同程度であれば，年齢に関係なくほぼ同等な機能回復を認めた．また，高齢者で
は，罹病期間が長くなるほど，術後重症度は不良となった．したがって，高齢者は，症状が進
行する前に早期に手術を施行することが良好な術後成績を得るために必要と考える．
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人工神経により神経再建を行った治療経験

○犬飼 智雄1, 唐澤 善幸1, 日下部 賢治1, 勝田 康裕2

関谷 勇人2

1総合大雄会病院　整形外科, 2海南病院

【目的】
外傷による末梢神経欠損の修復術にナーブリッジを使用した6例を経験したので報告する。
【症例】
症例１；70歳男性、ドリルが誤って左中指に接触し受傷。約7mmの尺側指神経欠損があり修復術
施行。症例２；63歳女性、割れたどんぶりで左中指を深く切り受傷。外傷後2ヵ月経過し、断端
をrefreshすると尺側指神経に約13mmの欠損があり修復術施行。症例３；70歳男性、電動のこぎ
りで左中環指を受傷。環指掌側中節骨部皮膚挫滅、深指屈筋腱断裂、橈側指神経に約10mmの神
経欠損があり、腱縫合および神経修復術施行。症例４；45歳男性、鋭利なもので左母指橈側を
受傷。外傷後2ヵ月経過し神経断端をrefresh後7mmの欠損があり、修復術施行。症例5; 53歳男
性、電動のこぎりにて右橈骨遠位端開放骨折、長母指外転筋腱、短母指伸筋腱断裂を認め、前
医にて腱縫合等加療。外傷後3ヵ月経過するもしびれ感が継続するため手術施行。橈骨神経浅枝
が断裂しており、refresh後33mmの欠損があり、修復術施行。症例６；６２歳男性、サンダーで
右示指を受傷、皮膚欠損、屈筋腱部分断裂を伴う外傷。指神経に10mmの欠損があり修復術を施
行。
【結果】
指神経再建をした５症例において術後しびれ感の軽減、SWテストおよび２PDでの改善を認め
た。橈骨神経浅枝の再建を施行した症例では、術後1年経過するもしびれ感の改善がなく、2期
的治療を勧めている。
【考察】
指神経再建においては、神経断端をチューブ内に引き込むため神経断端への刺激が弱くなり、
神経断裂部への瘢痕形成もなく以前の神経縫合と比較して患者満足度が高い印象がある。一
方、橈骨神経浅枝での修復では、欠損長が長かったためか、部位的な影響か臨床症状の改善を
認めず、人工神経を使用する場合には注意を要するものと考察した。
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絞扼性神経障害が末梢神経全長に及ぼす影響についての電気生理学
的検討

○澁谷 亮一

東大阪山路病院　整形外科

【目的】
手根管症候群症例と肘部管症候群症例での絞扼部が末梢神経全長に及ぼす影響について調べ
た。
【対象、方法】
手根管症候群の37名65手（9名9手は片側、平均年齢58歳（45ー82歳））と肘部管症候群の
27名、32手（5名は両側、平均年齢55歳（29ー80歳））を測定した。電気生理学的検討は、短母
指外転筋と短小指外転筋に電極を貼付しておこなった。関電極の7cm近位にて正中神経と尺骨神
経を電気刺激してM波とF波とを導出した。M波とF波は立ち上がり潜時で評価した。手根管症候
群については、運動神経終末潜時(MDL)を用い、肘部管症候群は肘内顆の絞扼部のMCVにて評価
した。手根管症候群、肘部管症候群ともに肘関節部の遠位から手関節部までの前腕の運動神経
伝導速度(MCV)を計算した。脊髄前角細胞から障害部位の近位までの伝導時間を求めるため
に、F波の潜時から手根管症候群ではMDL を引き、肘部管症候群では肘内顆近位刺激からのM波
の潜時を引いて、それぞれ末梢伝導時間PLmedとPLulnとした。MDL ≦ 4.4 ms、MCV≦44 m/sを
正常範囲とした。 F波については、F波の潜時≦0.12×身長+6.8を正常範囲とした。
【結果】
手根管症候群のMDLとPLmedおよび前腕のMCVではそれぞれ有意な(r=0.35, p＜0.01))、(r=0.44,
p＜0.01)関係を示した。肘部管症候群では肘部MCVと前腕のMCVでは有意な(r=0.36, p＜0.01))
関係を示した。sensitivityを算出すると、手根管症候群に対してMDL： 76.9%、F波： 78.5%、
肘部管症候群に対してはMCV: 75%、F: 88%であった。
【結論】
手根管症候群、肘部管症候群ともに絞扼部位以外にも広範囲に伝導障害が生じていた。肘部管
症候群症例において、手関節部刺激から導出されるF波は逆行性と順行性とで2回絞扼部位を通
過するため、MCVに比較して高いsensitivityを示し診断に有用と考える。
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iPS細胞と人工神経による末梢神経再生　自家神経移植を凌駕する人
工神経をめざして

○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

　iPS細胞による再生医療は、臨床応用に向けて驚くべきスピードで研究が進められている。こ
れまで我々はiPS細胞と人工神経（神経再生誘導管）を用いた末梢神経の再生医療を行ってき
た。人工神経は本邦でも臨床応用が開始されたが、神経再生が十分でないため、長い神経欠損
に対しては未だ自家神経移植がゴールドスタンダードである。
　本発表では、iPS細胞を用いた末梢神経の再生医療、とくにiPS細胞を付加した人工神経につ
いて、これまでの基礎研究の歩みと自家神経移植を凌駕する人工神経に向けての今後の課題に
ついて言及する。
　マウスiPS細胞から神経前駆細胞を分化誘導し、人工神経を足場としてIn vitroで2週間培養
した。人工神経はポリ乳酸とポリカプロラクトンの共重合体スポンジからなり、細胞の足場と
なる蜂巣構造を有する。iPS細胞由来神経前駆細胞が付加したハイブリッド型人工神経を、マウ
スの坐骨神経欠損（5mm長）に移植した。切離した坐骨神経を欠損部に再度神経移植した群を自
家神経移植群とした。マウスは従来の若年マウス（6週齢）、神経再生が低下した老年マウス
（92週齢）、iPS細胞が移植後に長期生存可能な免疫抑制マウス（6週齢）と様々な動物モデル
を用い、神経再生について自家神経移植と比較した。また、iPS細胞だけでなくドラッグデリバ
リーとともに成長因子（FGF; 線維芽細胞増殖因子）を付加した人工神経による神経再生につい
ても検証した。
　人工神経を用いた末梢神経再生では、神経再生をいかにして自家神経移植と遜色ないレベル
にまで引き上げるかが最大の課題である。iPS細胞を移植後も効果的に作用するように人工神経
に付加し、また複数の成長因子をうまく組み合わせることで、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得られる理想的な人工神経となりうる。
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神経学的診察における徒手筋力評価簡略化可否についての検討

○原 由紀則1, 星川 慎弥1, 山本 真一2, 冲永 修二3

田尻 康人1

1都立広尾病院　整形外科, 2横浜労災病院　整形外科, 3東京逓信病院　整形外科

神経学的診察では筋力・感覚・反射の評価が必須である。筋力評価は通常MMT0から5の6段階、
詳細には+-を付加して行われる。しかし、神経障害高位推測が目的の場合にも全筋肉6段階評価
は必要なのであろうか。
【目的】
障害高位推測の際にMMT筋力評価を簡略化することが可能であるのか検討した。
【方法】
整形外科専門医10名（手外科専門医5名）を対象に行った2つの症例問題の解答を比較検討し
た。症例問題は、当院の末梢神経外来症例から50例を選出し、各症例を1問とした計50問を、筋
力の表記方法のみを変えて2通り（A問題50問、B問題50問）作成した。筋力表記方法は、A問題
が6段階（MMT 0から5）評価、B問題を3段階（動きなし：MMT 0,１相当、低下：MMT 2，3，4相
当、正常：MMT5相当）評価とした。各問題は筋力・自覚的しびれ・外傷有無記述のみから、神
経障害高位を5つの選択肢（頚髄・神経根・神経叢・固有神経・他）から解答（複数可）する形
式とした。A・B問題の解答（以下A、B）の一致性と解答選択肢数、各正答性を比較した。
【結果】
A-B間の一致率は全体67.0％（手外科専門医72.7％、他5名59.9％）、障害高位別では頚髄
60.5％、神経根68.1％、神経叢56.0％、固有神経80.4％、他58.3％であった。解答選択肢数
（50問中）はA：66.2個、B：67.4個であった。平均正解数はA：32.1問、B：33.7問で、正解数
を選択肢数で除した補正値はA：26.5、B：28.2であった。
【考察】
両解答の一致率は約7割で正答率は約6割であった。現病歴や画像所見がない純粋な筋力分布か
らの解答としては低い数字ではない。また解答選択肢数には違いがなく、3段階の方が推測しづ
らいわけではなかった。一方、正答性については3段階評価のほうが少し良かった。一般外来の
初診時に障害高位を推測するためには3段階筋力評価でも良い可能性がある。
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神経再生誘導チューブでの末梢神経再生における徐放化Fibroblast
growth factorの効果

○楠原 廣久, 福田 智一, 末吉 遊, 西脇 仁
磯貝 典孝

近畿大学　医学部　形成外科

【目的】
末梢神経欠損の治療において自家神経移植が行われてきたが、移植神経を採取することで少な
からず犠牲を伴う。そのため海外では、自家神経移植の代替として神経再生誘導チューブや同
種神経移植が臨床で用いられている。本邦では 2013 年にナーブリッジが神経再生誘導チュー
ブとして認可および製品化され、臨床で使用され始めた。しかし神経再生誘導チューブの治療
成績は、自家神経移植と比較すると劣り、改良が必須である。また自家神経移植においても移
植神経周囲の血行は重要とされている。そこで、すでに製品化されている線維芽細胞増殖因子
（FGF）を神経再生誘導チューブに使用することで神経再生を促し、神経再生誘導チューブ周囲
の血管新生を促すのではと考えた。しかし、FGFは半減期が短いため、Drug Delivery Systemを
応用し、田畑らが開発したゼラチン微粒子と組み合わせ徐放型FGFを作成し使用した。徐放型
FGFにより神経再生誘導チューブの神経再生能が促されるかを検討したので報告する。
【方法】
ラットの両側の坐骨神経を用いて神経欠損モデルを作成し、一方を神経再生誘導チューブの
み、もう一方を神経再生誘導チューブ＋徐放化FGFで再建した。神経再生能は組織学的に評価し
た。
【結果】
神経の成長速度および成熟度は徐放型FGFでともに促進された。
【考察】
2015年Cattinらは末梢神経の再生機序において、血管内皮細胞の遊走により形成された血管に
沿ってシュワン細胞が遊走すると報告した。神経再生には血管形成が重要であり、FGFによる血
管新生が神経再生能を向上させたと考えられた。
【結語】
FGFはすでに製品化されており、本法は神経再生誘導チューブの神経再生能を向上させる上で臨
床化に近い有用な方法と考えられた。
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手指基節骨骨折に対する interosseous wiring

○寺浦 英俊, 池田 幹則

東住吉森本病院 整形外科

【目的】
当科では手指基節骨骨折に対して低侵襲の経皮ピンニングを第一選択としているが、骨折部が
粉砕している症例では対応困難な場合がある。そのような症例に対して我々はinterosseous
wiring を施行している。手術手技・治療成績について報告する。
【方法】
手指基節骨骨折で骨折部の粉砕があり、経皮ピンニングやスクリュー固定のみでは十分な固定
性が得られず、早期の関節可動域（以下ROM）改善訓練が困難と考えられる症例に対して
interosseus wiring を施行した。2011年以降、経過観察期間が6か月以上の4例を対象とした。
男性2例、女性2例、平均年齢38（22-68）歳、右4例、中指2例、環指2例、骨片数は平均4（3-
6）個、平均経過観察期間13.5（6-22）か月であった。手術は背側アプローチで行った。伸筋腱
を縦割、骨膜を丁寧に剥離し基節骨を展開、骨片をひとつひとつ整復しながらwiringを施行し
た。骨膜を修復しインプラントと伸筋腱が接しないようにすることで伸筋腱癒着を防止した。
術後は隣接指と buddy tapingを行いMP関節屈曲位で背側アルフェンスシーネ固定とした。PIP
・DIP関節は術直後より緩徐に早期運動を行った。骨癒合状態、ROM（TAM、％TAM）を調査し、
臨床評価は設楽の判定基準を使用した。
【成績】
全例で骨癒合を得た。TAMは平均258°、％TAMは平均94%、設楽の判定基準で excellent
1例、good 3例であった。
【結論】
経皮ピンニングで対応困難な基節骨骨折に対してinterosseous wiringを施行した。骨膜を修復
しインプラントと伸筋腱が接しないようにすることで伸筋腱癒着防止が可能で、良好なTAMが獲
得出来た。
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VA-TCPを用いたcondylar stabilizing法における設置位置と矯正角度
の検討

○樋渡 龍, 徳永 進

松戸整形外科病院

【目的】
橈骨遠位端骨折に対する掌側locking plate固定の術式としてcondylar stabilizing法
（以下、CS法）がある。CS法は橈骨遠位骨片を最初に固定し、その後にプレートを動かして整
復する方法である。このCS法をおこなう際に、橈骨遠位部のスクリュー固定後に近位でプレー
トが橈骨から何mm離れているとvolar tiltが何度矯正されるか、は近位を固定するまでわから
ない。これが事前にわかれば手術中の矯正角度の判断材料となる。プレートとの成す角度は、
理論上tangentθを用いることで計測できる。しかしSynthes社のVA-TCPは丸みを帯びているた
め、設置部位から近位端までの正確なプレート長を計測することは難しい。今回、矯正角度と
橈骨モデル-プレート間距離を直接計測する方法で実験した。
【方法】
VA-TCPは、standard、small、extra smallの3種類あり、さらにそれぞれ2、3、4、5穴の4種類
で合計12種類のプレートがある。standard、smallはtilting  angleが25°であるた
め、5°、10°、15°、20°、25°の5つの矯正角度を、extra smallはtilting angleが20°で
あるため、5°、10°、15°、20°の4つの矯正角度を検討した。各矯正角度での橈骨モデル-プ
レート間距離を計測した。
【結果】
すべてのプレートにおいて、矯正角度が大きくなればなるほど、橈骨モデル-プレート間距離は
長くなった。さらに矯正角度が同じであれば、プレートが長くなればなるほど、橈骨モデル-プ
レート間距離は長くなった。
【結論】
本研究結果を踏まえてCS法をおこなうことで、事前に目標とするvolar tiltを目指すことがで
きる。また本研究結果は橈骨遠位端骨折変形癒合後の矯正骨切りにも有用である。
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修復過程を考慮した屈筋腱断裂（Zone 5）の治療経験

○小牧 亮介1, 松本 正知1, 和田 満成1, 村瀬 代里子2

松田 理3

1桑名西医療センター, 2佐々木整形外科, 3桑名西医療センター　整形外科

【はじめに】
Zone 5の損傷は、腱が表在にあるため皮膚や周囲組織と容易に癒着を生じやすい。治療は浅・
深指屈筋間のグライディングを獲得し、筋・腱単位の拘縮を予防することが重要である。今
回、修復過程を考慮した治療展開により再断裂を回避し、良好な成績を得たので報告する。
【症例】
 鋭利な鉄板で受傷した50代の男性。左手関節屈筋腱断裂（Zone 5）と診断され、緊急手術が行
われた。橈側手根屈筋、長母指屈筋、長掌筋、小指以外の浅・深指屈筋、橈骨動脈、正中神経
の断裂が確認された。腱縫合は水平マットレス縫合とkessler変法にて行われた。腱はすべて4-
0プロリンが使用された。橈骨動脈は8-0プロリン2針にて縫合。正中神経は8-0プロリンで神経
上膜にて縫合された。術後は手関節掌屈位、MP関節屈曲位、IP関節伸展位にて固定された。
【運動療法および経過】
術後3日よりDuran法を開始し、4週目まではKleinert変法を午前・午後の各20回ずつ行った。3
週の時点で手指の屈曲は円滑であり、瘢痕形成が不十分で再断裂のリスクが高いと判断し、1週
間自動運動の開始を延期した。その時期はplace-hold exerciseを実施した。4週で自動屈曲、6
週で分離運動を開始した。
【結果】
術後10週で仕事復帰、術後12週で最大伸展を獲得した。術後20週で握力は健側比81%となり、各
筋のグライディング・伸張性は獲得した。正中神経の回復は認めていない。日手会指屈筋腱機
能評価表にてExcellent、最終%TAMは100%となった。
【考察】
 Zone 5は、他のZoneと比べ栄養が豊富な部位とされ、1週程度のプログラムの早期化も報告さ
れている。本症例は3週時点で修復過程における癒着が極軽度であると判断し、再断裂のリスク
回避のため自動運動の開始を遅らせた。しかし早期運動療法が奏功し、良好な成績を得ること
ができた。
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当院におけるZone1・2屈筋腱断裂の治療成績 ―core sutureに基づい
た術後セラピィプロトコルの工夫について―

○稲垣 慶之1, 渡邉 健太郎2, 太田 英之2, 矢島 弘毅2

服部 順和1

1名古屋掖済会病院　リハビリテーション科

2名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

【緒言】
手指屈筋腱断裂の後療法は縫合強度に合わせた方法が選択されるべきである．当院では
Kleinert変法及び早期自動運動療法を行ってきたが，若干の成績不良症例を認めた．そこで平
成28年より渡邉が考案した8strand suture法(渡邉法)により縫合し、修正したセラピィプロト
コルを用いて早期自動運動療法を実施してきたので，従来の後療法を含めその治療成績を報告
する．
【対象・方法】
平成20年から28年に治療を行ったZone1・2手指屈筋腱断裂45例53指を対象とした．平均年齢は
36.3歳で，男性30例，女性15例であった．FDPに対して，4または6strand sutureで縫合し
Kleinert変法を施行した42指をA群，早期自動運動療法を施行した7指をB群，渡邉法で縫合し修
正したプロトコルを施行した4指をC群とした．修正したプロトコルの工夫点は経過に合わせて
可動域の目標値を設定したことであり，満たしていない場合のみ術後6週以降でスプリント療法
を導入した．最終成績はStrickland評価にて判定し，再断裂の有無・セラピィ期間について調
査した．
【結果】
A 群 は e x c e l l e n t 3 1 指 ， g o o d 5 指 ， f a i r 3 指 ， p o o r 3 指 で ， B 群 は
excellent4指，good1指，fair1指，poor1指であり，C群は全例excellentであった．再断裂は
A群，B群に1指ずつ認めた．平均セラピィ期間はA群で121日，B群で123日，C群で100日であ
り，C群が最も短かった．
【考察】
修正したプロトコルでは再断裂を認めず，従来の方法と比較し良好な成績であった．これは渡
邉法による強固な縫合を行ったことと，可動域の目標値を設定し訓練強度の調整を行ったこと
が要因と考える．
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母指CM関節症における超音波画像診断装置を用いた病態調査

○端野 加織1, 榮崎 彰秀2, 中村 敏夫巳3, 玉井 進3

1奈良西部病院　リハビリテーション科, 2さくらい悟良整形外科クリニック

3奈良手の外科研究所

【はじめに】
母指CM関節症は、靭帯の弛みなど軟部組織の不安定性による炎症や拘縮を伴う変形性関節症で
ある。X線や3D-CTを用いた病態評価の報告は散見されるが、今回我々は超音波画像診断装置
（以下エコー）を用いて母指CM関節症の病態を評価し、保存的治療の効果判定に活用可能な若
干の知見を得たので報告する。
【対象・方法】
平成27年4月～平成28年10月に当院受診された母指CM関節症患者で保存的治療を行った11例22手
（男性2名、女性9名、左右とも11手、年齢69±6歳）を患者群、手の痛みがない11例22手（男性
5名、女性6名、左右とも11手、年齢47±20歳）を対照群とした。
各々の群に対して母指CM関節のエコー評価を行い、患者群では病期と痛み（Visual Analog
Scale以下VAS）との関連も調査した。プローブの位置は母指の背側とし、短軸にて中手骨底と
大菱形骨遠位部を、長軸にてAPL腱が描出される部位を全例統一してドプラー検査も評価した。
【結果】
エコー所見では対照群と比較して患者群で短軸像における骨輪郭の不整・大菱形骨関節面の低
信号、長軸像における中手骨の背側亜脱臼・母指CM関節内の低信号領域の増大を認めた。ドプ
ラー検査ではどの症例でも血流増大は認めなかった。患者群間で病期別の傾向はみられなかっ
たが、関節内の低信号領域が大きいほどVASが大きい傾向を認めた。
【考察】
今回の調査にて骨輪郭の不整や中手骨の背側亜脱臼はX線や3D-CTの病態と同様の所見を認め
た。ドプラー検査で血流増大を認めなかったのは、関節周囲の血流が粗であることが影響して
いると思われる。対照群との大きな違いであった関節内の低信号領域はVASとの関連も考慮する
と炎症に伴う関節液の貯留と考えられた。今後症例を重ね、スプリント療法による保存的治療
の効果判定にエコーを活用し得ると思われる。
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母指CM関節症に対する超音波ガイド下関節内注射の有用性

○伊藤 祥三, 冲永 修二

東京逓信病院　整形外科

【目的】
盲目的な手技による母指CM関節の関節内注射では、その23～42％で実際には関節内に注射針が
刺入されていないことが過去に報告されている。そのためX線透視下での注射が試みられている
が、穿刺は確実に行われるものの、放射線被爆・薬液の関節外漏出などの問題点がある。これ
らを解決するため、我々は母指CM関節症に対して超音波ガイド下関節内注射を行っており、そ
の結果について検討したので報告する。
【方法】
理学所見および単純X線写真にて母指CM関節症と診断され、消炎鎮痛剤および装具療法が無効で
あった患者14例18手を対象とした。男性1例・女性13例、平均年齢65.3歳（54～86歳）、注射後
の平均経過観察期間は15.1ヵ月（2～23ヵ月）であった。Eaton分類はstage 3が9手・stage 4が
9手であった。GE Healthcare社製LOGIC eのホッケースティック型プローブ（L8-18i-R）を用
い、超音波ガイド下にトリアムシノロン8mg＋1％リドカイン0.3mlを母指CM関節内に注入した。
超音波で関節包の膨らみが確認できれば、シリンジに薬液が残っていても注入を終了した。治
療効果はVAS（10点法）・QuickDASHで判定し、経過観察期間中における症状再発の有無・再発
までの期間・合併症についても調査した。
【成績】
VAS・QuickDASHはそれぞれ注射前の平均7.20±1.00・50.0±15.7から、注射後2ヵ月で平均1.94
±1.25・16.5±14.5と著明に改善した。再発は8例10手に見られ、再発までの期間は平均5.4ヵ
月であった。経過観察期間中に感染・皮膚色素脱失・皮下組織萎縮などの合併症は見られなか
った。
【結論】
母指CM関節内注射を超音波ガイド下に行うことで、薬液の確実な注入・関節外漏出防止が可能
であった。超音波ガイド下でのステロイド関節内注射は、母指CM関節症に対して初期の除痛・
合併症の回避に有用であった。
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舟状骨偽関節の治療成績

○高瀬 勝己, 田村 圭, 山本 謙吾

東京医科大学　医学部　整形外科

【目的】
舟状骨偽関節の原因には、放置例、舟状骨骨折への不適切な治療例と様々である。今回、複数
回手術を要した難治性舟状骨偽関節14例を含む41例を経験したので報告する。
【対象】
舟状骨偽関節41例。男38例、女3例、罹患側は右20例、左21例、手術時平均年齢は28歳であっ
た。手術は、SNAC wristに進行した5例を除く36例に病巣掻爬および腸骨より採取した遊離骨移
植を施行。内固定材料は、k-wireによる固定6例、Acutrak screw 18例、Bold screw
5例、Herbert screw 7例であった。一方、SNAC wristの5例は中枢骨片摘出後に、腱球挿
入、Graner変法を応用した部分手根骨固定術、Four corner fusionを施行した。術後平均観察
期間は3年2ヶ月である。
【結果】
SNAC wristを除外した36例中、骨癒合が得られたのは25例であった。他の11例は、10年以上の
放置例4例、Bold screw 使用2例、Whipple型Herbert screw使用2例、Acutrak screw折損3例で
再偽関節となった。再手術は、1例に再度遊離骨移植、10例に血管柄付き骨移植術（Zaidemberg
法2例、第2中手骨基部8例）を用いた。結果、1例を除く全例に骨癒合は獲得できた。最終治療
成績は、握力（健側比）50  ̃  114%（平均89）、可動域（flexion-extension
arc）60̃180°（平均121）であった。今回の研究結果よりRadio-Lunate angleと臨床成績の相
関関係を検討した。患側RL angleは握力には相関を示さなかったが、可動域の項目では角度と
明らかな相関関係を有していた。また、健側差において15°あるいは20°の差の有無で評価す
ると、両者共に握力では有意差は認めなかったが可動域では20°を境界にすると明らかな有意
差を認めた。
【結語】
舟状骨偽関節に対する治療成績は満足すべき結果であった。しかし、長期間放置例や再偽関節
例には血管柄付き骨移植術を選択すべきと考えられた。
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肘周辺外傷術後関節機能と筋出力自己調節能の関連性について

○高橋 里奈1,3, 佐野 和史2, 木村 和正2, 濱口 豊太3

大関 覚2

1獨協医科大学越谷病院　リハビリテーションセンター

2獨協医科大学越谷病院　整形外科, 3埼玉県立大学大学院　博士後期課程

【目的】
術後早期の肘周辺外傷患者では疼痛や恐れなどが運動療法の妨げとなる．表面筋電図モニター
下での自動運動では，肘自動伸展時に上腕二頭筋が過剰に収縮し弛緩しにくく，筋電位が低下
に要する時間(tMRC)が延長していることが筋電図BF療法における我々の先行研究で確認され
た．本研究では術後運動療法において肘伸展時に上腕二頭筋を速やかに弛緩できれば関節可動
域が改善し，結果としてADL回復に寄与するという仮説を検証した．
【対象と方法】
肘関節周辺術後患者14例14肘(52±15歳，女性9例)を対象とし，術後12週時点の自動関節可動
域，上腕二頭筋のtMRC，DASH，PREEを測定した．DASH得点を従属変数とし，自動関節可動
域，tMRC，PREE得点を独立変数とし，性別・年齢・患側を共変量にして重回帰分析を行った．
次にDASH得点と有意な関連した独立変数を従属変数として残差との関連性を反復解析した．
【結果】
術後12週のDASHはPREEの疼痛と高い関連を示した(R2=0.90，p＜0.001)．疼痛は自動屈曲可動域
と関連し(R2=0.59，p=0.011)，自動屈曲可動域は上腕二頭筋のtMRCと関連した
(R2=0.76，p=0.001)．
【考察】
本研究結果より，患側上肢の疼痛軽減と運動機能回復がADLの回復に強く影響し、術後早期に肘
関節伸展時に上腕二頭筋の弛緩を促し自動屈曲可動域を改善させる必要があると示唆された．
これに対して筋電図BF療法により、術後早期に肘伸展動作時の上腕二頭筋の速やかな弛緩を得
る事ができた．
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1-RT4-2-3

高齢者上腕骨通顆骨折に対するロッキングプレート固定による治療
成績

○黒田 拓馬1, 川崎 恵吉2, 上野 幸夫1, 池田 純3

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学講座

3昭和大学横浜市北部病院

【はじめに】
高齢者における上腕骨通顆骨折は骨脆弱性であることに加え、関節内、接触面積が小さい、海
綿骨量が少ないことなどにより骨癒合が得られにくく、近年はロッキングプレート固定による
手術加療が選択されることが多くなってきている。今回、当科および関連施設において手術を
行った上腕骨通顆骨折の治療成績を検討したので報告する。
【対象と方法】
2008年1月から2015年12月まで当科および関連施設で手術した高齢者における上腕骨通顆骨折
(OTA分類13-A2-3, A3-1)に対して、ロッキングプレートによる内固定を行い3ヶ月以上経過観察
できた35例を調査した。受傷時平均年齢は78.4(62-93) 歳であった。両側プレート固定例は
23例、外側プレート及び内側中空スクリュー固定例は12例であった。
【結果】
平均観察期間は13ヶ月であり、30例は骨癒合を得られたが、両側ロッキングプレート固定症例
のうち、2例に偽関節、1例に顆部壊死、外側プレート及び内側中空スクリュー固定症例のう
ち、2例に術後再転位を認め、1例は再手術を要した。骨癒合症例の平均可動域は屈曲121.5°、
伸展-17.2であり、最終観察時の平均Mayo elbow performance scoreは91.2点であった。感染の
発生はなかったが、1例に尺骨神経領域のしびれ、1例に異所性骨化を認めた。
【まとめ】
高齢者上腕骨通顆骨折に対するロッキングプレート固定は良好な成績が得られる報告が多く、
当科における成績も概ね良好であったが、偽関節、壊死、再転位症例も認めており、手術には
十分な注意が必要であると思われた。
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舟状骨偽関節に対するZaidemberg法の検討

○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を血管茎とした血管柄付骨移植術であるZaidemberg法は諸家に
より良好な成績が報告されている。しかし、一方では内固定材料や方法、DISI変形の矯正不
足、偽関節などの問題点も指摘されている。今回、経験したZaidemberg法の治療成績と問題点
を検討する。
【対象と方法】
対象は受傷から6ヵ月以上経過した舟状骨偽関節10例で男性6例、女性4例、平均年齢は59.6歳で
あった。経過は保存治療後が6例、他院術後が2例であった。受傷から手術までは平均30.3ヶ
月、経過観察期間は平均19.6ヶ月であった。骨折型はFilan-Herbert分類のD1が1例、D2が
3例、D3が5例、D4が1例で部位は腰部5例、近位部5例であった。手術は血管柄付骨移植時に必要
に応じて海綿骨移植も行い、DTJ screwまたはHCS screw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8例で得られ、癒合期間は平均10.8週間であったが2例は偽関節となった。術後合併症
は採骨部の疼痛、橈骨神経浅枝の刺激症状があり、X線学的評価ではDISI変形の矯正不足を認め
た。関節可動域制限と握力の低下があり、臨床成績はexcellent 4例、good 6例であった。
【考察】
近位骨片が脆い骨皮質のみ存在、または骨欠損の大きい症例やhump back変形の矯正を要する症
例、移植骨の安定化のためにはより確実な内固定法が必要不可欠であると考えられ、遊離腸骨
移植の併用なども今後検討を要すると考えらた。
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1-RT5-2-2

豆状三角骨間関節面の陥凹を伴う豆状骨骨折に対する観血的整復固
定術

○片岡 利行, 栗山 幸治, 安井 行彦

JCHO星ヶ丘医療センター整形外科

【はじめに】
豆状骨骨折に対する観血的整復固定術の報告は少ない。豆状三角骨間関節の関節面の陥凹を伴
う豆状骨骨折に対して観血的整復固定術を行ったので報告する。
【方法】
対象は54歳女性（症例１）、20歳女性（症例２）である。症例１は歩行時に手をついて転倒受
傷され、症例２は自転車で手をついて転倒受傷された。単純X線ならびにCT検査で、豆状三角骨
間関節の関節面の陥凹を伴う豆状骨骨折を認めた。症例１、２でそれぞれstep  offが
3.5mm、3.0mmあり、観血的整復固定術を行うこととした。掌側よりアプローチし、豆状骨骨折
部より、経骨髄的に関節面を押し上げ、生じた空隙に人工骨（ネオボーン）を充填し、骨折部
をFiberwireで締結した。術後は3から4週間の外固定をおこなった。
【結果】
症例１は、現在術後13ヶ月で、関節面の陥凹なく骨癒合し、疼痛消失している。掌屈60度、背
屈70度と軽度の可動域制限を認めるものの、握力は患側25kg、健側20kgで、ヘルパーに仕事復
帰できている。症例２は、現在術後7ヶ月で、関節面の陥凹なく骨癒合し、疼痛消失している。
可動域は掌屈75度、背屈75度であり、握力は患側24kg、健側22kgで、大学生活に復帰してい
る。
【考察】
豆状骨骨折では保存加療が選択されることが多く、関節面に骨折線が及ぶ際には疼痛残存し、
摘出術となることもある。今回、関節面に3mm以上のstep offを認める骨折に対して、当初より
観血的整復固定術を行い、良好な成績を得た。豆状三角骨間関節の関節面の陥凹を伴う豆状骨
骨折に対して、関節面を整復後に、人工骨を充填し、Fiberwireで締結する方法は、治療の一つ
の選択肢になると考える。
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有鉤骨鉤骨折合併症である遅発性腱損傷のCAT scanを用いた評価

○武田 真輔1,3, 森田 哲正2, 建部 将広1, 倉橋 俊和3

平田 仁1

1名古屋大学大学院医学系研究科　手外科, 2鈴鹿回生病院　整形外科

3安城更生病院　手外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】
遅発性屈筋腱断裂は有鉤骨鉤骨折の一般的な合併症として知られている。CAT
scan(computerized axial tomography)は、容易に骨折部や偽関節部を確認することができる。
我々はCAT scanにおけるradiographic parameterが遅発性腱損傷の予測指標として役立つと仮
説した。
【方法】
2008年1月から2015年12月までの間に､2施設で治療を行った36例（鈴鹿回生病院26例，安城更生
病院10例）の有鉤骨鉤骨折患者をretrospectiveに調査した。36例のうち鉤切除術を行い､直視
下で腱損傷の評価を行った28例を対象とした。radiographic parameterとして，fragment
height ratio(FHR)％とfragment gap（mm)を設定し，直視下の所見と合わせ評価した。
【成績】
27例が男性で1例が女性であり、10例が右手､18例が左手を受傷し、手術時平均年齢は31.6歳で
あった。受傷から手術までの期間は10日から24か月であった。28例のうち､10例に腱損傷があり
､8例がworn(ささくれ損傷）、2例がruptured(断裂）であった。この10例のうち7例の骨折部は
偽関節化していた。これら10例のFHR（%）はすべて50-75の間にあった。また、fragment
gap(mm)は平均は2.32であり､10例のうち9例は2.1以上（1例は1.0）であった。
【結論】
CAT scanにおけるradiographic parameterは腱損傷の予測指標と考えられ、FHR(%)50-
75,fragment gap(mm)1.0以上の症例は速やかな鉤切除術をすすめる。
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手根管症候群のしびれに対するPain Visionによる評価

○乾 淳幸, 美舩 泰, 片岡 武史, 黒澤 尭, 国分 毅

神戸大学大学院　医学研究科　整形外科

【目的】
手根管症候群に対する定量的評価方法として、電気生理学的検査や知覚検査が行われるが、患
者が訴えるしびれについては正確な評価が困難であることが多い。Pain Visionは経皮的電気刺
激を患者に与え、痛み感覚と刺激電流を比較することで痛みを定量評価できる装置であり、我
々は絞扼性神経障害のしびれの定量にPain Visionの使用が有用である事を報告してきた。本研
究の目的は手術前後における手根管症候群でのしびれの変化をPain Visionにて定量的に評価す
ることである。
【方法】
電気生理検査にて手根管症候群と診断され、手術加療を行った45手（男性6手、女性39手：平均
年齢は70.6歳）を対象とした。これらの症例に対してPain visionによって測定した痛み度、11
段階の痛み評価スケール(NRS)、quick-DASHにて評価を術前・術後3，6か月で行った。
【結果】
Pain visionで測定された痛み度は術前平均が135.9、術後3か月で125.6、術後6か月で30.5であ
った。一方、NRSは術前平均が5.5、術後3か月で3.2、術後6か月で2.5であり、quick-DASHスコ
アは術前平均が34.4、術後3か月で27.8、術後6か月で24.6であった。痛み度とNRSは術後6か月
で術前より有意に減少し、スコアの鋭敏性を示す効果量は痛み度が0.09、NRSは0.24、quick-
DASHスコアは0.05であった。
【考察】
手根管症候群におけるしびれと電気生理学的な重症度は相関に乏しいとの報告も多く、自覚症
状に基づいた種々の評価方法が考案されている。Pain Visionにより測定した痛み度はNRSなど
とともに、手根管症候群の治療効果判定に有用であると考えられた。
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1-RT6-2-2

メチルコバラミン反復投与による尺骨神経部分移行術（Oberlin法）
後の機能回復促進効果

○田中 啓之, 岡田 潔, 岡 久仁洋, 村瀬 剛
吉川 秀樹

大阪大学　医学部　整形外科

【目的】
上位型腕神経叢損傷における肘屈曲機能再建においては尺骨神経部分移行術（Oberlin法）で良
好な成績が獲得できるが、中には成績不良例の報告も散見される。そこで本研究の目的は、尺
骨神経部分移行術後にメチルコバラミンを反復投与することで機能回復促進効果が得られるか
どうかを検討することである。
【対象と方法】
肘屈曲機能再建の目的で尺骨神経部分移行術を行い、術後にメチルコバラミンを静脈内反復投
与し、術後2年以上経過観察できた3例を対象とした。男性2例、女性1例、原疾患は上位型腕神
経叢損傷が2例、腕神経叢部神経鞘腫術後の筋皮神経麻痺が1例、受傷から手術までの期間は平
均4.7 (4.5-5)か月、手術時年齢は平均36 (20-51)歳であった。手術翌日よりメチルコバラミン
（500μg/day）を2週間以上にわたり静脈内反復投与し、その後経口内服薬へと変更した。術後
経過観察期間は平均33 (24-39)か月であった。針筋電図を用いた評価により上腕二頭筋の神経
再支配までの期間、および上腕二頭筋力がMMT3、4に達するまでの期間について調査した。
【結果】
上腕二頭筋の神経再支配を術後平均1.8 (1-2.5)か月で認めた。術後平均3.2 (3-3.5)か月で
MMT3、術後平均4.7 (4.5-5)か月でMMT4の筋力が得られた。最終経過観察時に全例においてMMT4
以上の筋力が得られた。
【考察】
我々はこれまでに、メチルコバラミンが神経細胞での軸索伸展促進効果、シュワン細胞での分
化促進効果を有すること、またそれらの効果は高濃度メチルコバラミンが必要であることを解
明してきた。メチルコバラミン静脈内連日投与による高濃度の維持により、神経縫合後の軸索
再生や再髄鞘化が促進されることで、尺骨神経部分移行術後の機能回復促進効果が得られた可
能性がある。
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1-RT7-2-1

術中CTナビゲーションを用いた橈骨遠位端骨折に対する掌側プレー
ト固定

○川端 確1, 金城 養典2, 阿波 康成1, 高松 聖仁1

1淀川キリスト教病院　整形外科, 2清恵会病院　整形外科

【はじめに】
橈骨遠位端関節内骨折において関節内骨片の確実な整復固定が重要である。我々は掌側ロッキ
ングプレート固定を行う際に、関節内骨片への的確なスクリュー挿入を目的に術中CTナビゲー
ションを使用してきたのでその治療経験を報告する。
【対象と方法】
術中CTナビゲーションを使用して掌側ロッキングプレート固定を行った橈骨遠位端関節内骨折
は34例（以下ナビあり群）で骨折型はAO分類のC1: 8例、C2: 8例、C3: 18例であった。使用プ
レートはAPTUS 2.5（MEシステム社）: 16例、VariAx（Stryker社）: 4例、HYBRIX（ミズホ
社）: 14例であった。またCTナビゲーションを使用せず従来どおり透視下にて掌側ロッキング
プレート固定を行い、術後CT撮像が行えた14例を対照群（以下ナビなし群）とした。これらの
術後CT画像より、特に遠位スクリュー1列目尺側2本と2列目尺側1本の3か所のスクリュー位置を
検討した。
【結果】
測定した3か所の橈骨手根関節面とスクリュー間の最短距離はナビあり群で尺側から順に平均で
1.4mm, 1.9mm, 1.6mm、背側皮質とスクリュー先端の最短距離は尺側から順に平均で1.6mm,
1.3mm, 1.6mmとなり関節面近くに長いスクリュー挿入が行えていた。また関節内穿孔も認めな
かった。測定したすべてのスクリューの橈骨手根関節面とスクリュー間距離の平均をCTナビゲ
ーションの有無で比較するとナビあり群1.6mm、ナビなし群2.0mmとなり有意差を認めた。
【結論】
CTナビゲーションを用いることで、関節内穿孔を起こさずに、関節面により近い位置で背側皮
質近傍までの長いスクリュー挿入が可能であった。本研究では、遠位尺側3本のスクリュー位置
の検討結果から的確なスクリュー挿入による尺背側関節内骨片の固定力向上が示唆され、これ
による良好な臨床成績が期待できる。
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1-RT7-2-2

橈骨遠位端骨折用の掌側ロッキングプレート（ADAPTIVE）におけ
るプレート遠位橈尺側の高低差の有無による比較

○筒井 完明, 川崎 恵吉, 根本 哲也, 稲垣 克記

昭和大学医学部整形外科学講座

【始めに】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート(VLP)の優れた治療成績が報告される中、近年
重大な合併症の一つである屈筋腱損傷の報告が散見されるようになってきた。その原因とし
て、VLPの遠位設置や掌側骨皮質からの浮き上がり、整復位不良、プレート形状などが指摘され
て い る 。 解 剖 学 的 に 橈 骨 遠 位 掌 側 面 の 尺 側 と 橈 側 に は 高 低 差 が あ
り、DVR（Biomet社）、VATCP（Synthes社）、Hybrix（Mizuho社）、ADAPTIVE-2；AD-
2（MES社）などは、その高低差を備えたプレートである。しかし、その高低差の有用性に関し
て調査した報告はこれまでにない。今回我々は、橈尺側の高低差を備えていなかったADAPTIVE-
1;AD-1とAD-2の治療成績を比較検討した。
【対象と方法】
当科で橈骨遠位端骨折に対してAD-1：AD-2を用いて同一術者が手術を行った、21：20例を対象
とした。平均年齢は62.9：63歳、女性が16：15例、平均経過観察期間は9.1：6.8か月であっ
た。骨折型はAO分類A3型が3：1例、B3型が5：5例、C型が13：14例であった。これらの症例の画
像評価及び臨床成績を調査した。
【結果】
両者AD-1：AD-2の各種レントゲンパラメータの矯正損失の平均は、UPVが0.93：0.42mm、VTが
0.44：1°、RIが0.1：1°であった。Mayo Wrist Scoreが93：87pointであった。marginal
fractureに対してAD-2を使用した2例に、プレート以外の追加処置を施行した。合併症として、
【考察】
遠位がflatの形状のAD-1では、理論上骨片の背側偏移や回旋変形を来す可能性もあるが、両者
間の治療成績に有意な差を認めず、両者ともに良好な成績であった。
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コラゲナーゼ注射によるDupuytren拘縮の治療成績

○能登 公俊, 建部 将広, 山本 美知郎, 栗本 秀
平田 仁

名古屋大学　大学院医学系研究科　手の外科

【目的】
近年Dupuytren拘縮に対しコラーゲン分解酵素であるコラゲナーゼ注射による治療が承認され，
当院でも治療を開始している．しかし，詳細な臨床経過，合併症など未だ明らかになっていな
い点も存在する．このため当院においてコラゲナーゼ注射治療を行ったDupuytren拘縮患者に対
する治療成績を調査したので報告する．
【方法】
2016年1月から10月まで当院にてコラゲナーゼ（クロストリジウム　ヒストリチクム）を用いて
治療を行ったDupuytren拘縮患者22例26指を対象とした．平均年齢は70.9歳，治療前の
Meyerding Gradeはgrade1：3例，grade2：6例，grade3：13例，平均伸展不足角度はMP関節
36.1°，PIP関節32.0°であり，1例を除き全例でMP関節近位への注射により治療を行った．注
射後1か月，3カ月，半年の時点での可動域および患者立脚型評価（Hand20）を測定した．
【成績】
平均伸展不足角度は注射後1か月の時点でMP関節3.0°，PIP関節10.6°と両関節とも改善を認め
た．その後は3か月の時点でMP関節2.8°，PIP関節14.5°，半年の時点でMP関節2.7°，PIP関節
21.6°と推移しPIP関節に伸展不足角の再増大を認めた．注射後1か月の時点でのMP関節の伸展
不足角度が5°以下への改善を得られたものは16例（67%）でその後半年までに20°以上増大し
た例はなかったが，PIP関節の伸展不足角の増大により2例に外科的介入，1例に同指への再注射
が行われた．合併症としては裂創8例，腋窩部リンパ節痛2例を認めた．平均Hand20は治療前
16.5から注射後3カ月で8.46と改善を認めた．
【結論】
MP関節およびPIP関節の伸展制限を来した例に対してもMP関節近位へのコラゲナーゼ注射を行い
両関節の可動域改善を得られた．PIP関節の伸展不足角度の再増大を来す症例に対しては追加治
療を検討する必要性があると考えられた．
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コラゲナーゼ注射療法によるDupuytren拘縮の治療経験

○福田 正剛1, 児島 新1, 植田 有紀子1, 木下 理一郎1

漆崎 亜弥2

1関西医科大学　香里病院　整形外科, 2福田総合病院

【目的】
我々はDupuytren拘縮症例に対して顕微鏡視下にsubtotal fasciectomyを４０症例以上に行って
きた．今回コラゲナーゼ注射による治療法が可能になり、手術法よりも簡単にDupuytren拘縮に
対する治療を行える可能性が高まった．当施設でも使用経験を得たのでその有用性について検
討した．
【対象と方法】
治療対象は９例１０手で全員男性であった．平均年齢は７３歳（５９-８０歳）で障害指は　単
指２例，複数指８例で，Meyerding分類grade１　２例　grade２　６例　grade３　２例であっ
た．　５例はDupuytren拘縮に対して外科的治療を受けた既往があった．内４例には手術側と反
対側に，２例には手術後に遺残した拘縮や再発に対して注射処置を施行した．注射部位は　手
掌部８例　指基節部２例であった．注射翌日伝達麻酔か局所麻酔下に伸展処置を行った．注射
は全例１回のコラゲナーゼ注射で複数回施行した症例はなかった．注射後の平均観察期間は
４．５カ月であった．
【結果】
MPの平均伸展不足角度は　小指では２６度から６度に、他指では１２度から２．５度に著明に
改善した．これに比べてPIPの伸展不足角度の改善にはばらつきが多く改善が得られない症例も
あった．有害事象としては，疼痛・腫脹・疼痛は全例にみられた．血疱が２例に発生し１例は
創治癒に２週間を要した．神経血管損傷、屈筋腱損傷、CRPSなどの発生はなかった．患者満足
度は高く，手術既往のある患者５症例も次回の治療にはコラゲナーゼ注射を希望した．
【考察】
本法はMP関節の伸展改善には比較的安全で有用な治療法と思われた．また「横方向への指の開
排運動が楽になった」との自覚も伸展処置直後から得られることが判った．しかしながらPIP関
節の伸展については課題も多く，安全性を考慮しながら今後の治療の工夫が必要と思われた．
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Dupuytren拘縮におけるコラゲナーゼ注射療法の短期成績

○江畑 龍樹1, 中井 生男1, 木檜 晃1, 後藤 憲一郎1

板寺 英一2

1佐倉整形外科病院, 2成田赤十字病院

【目的】
Collagenase clostridium histolyticum (CCH)療法は、アメリカでは、2010年に承認され、今
日では一般的な治療法となっている。我々は、2015年10月よりCCHによる治療を開始したので、
その成績を報告する。
【対象】
18症例の22部位（MP関節20、PIP関節１、第一指間1）で、男性17例、女性1例、平均年齢68.6歳
（59～75）、平均経過観察期間3.7ヵ月（1～9）、MP関節平均拘縮角 35.9° （20～80）であっ
た。1例に肝硬変（血小板減少）を認め、１例がワーファリン、２例がアスピリン内服中であっ
た。
【方法】
CCH0.58mgを拘縮索へ注入し、翌日1%キシロカイン5mlの局所麻酔下に伸展処置を実施した。統
計処理はMann-WhitneyのU検定を用い、5％未満を統計学的有意差ありとした。
【結果】
MPの20関節では、翌日の伸展操作時に伸展したもの18、自宅待機中に伸展していたもの2であっ
た。このうち１関節は、初回治療で伸展不能で1ヵ月後に再実施し伸展した。拘縮角は実施前平
均35.9°から8.9°へ有意に改善した。PIPの１関節は80°から20°へ改善、第1指間の1例は改
善なく、後日部分腱膜切離術を実施した。実施翌日に、皮下出血、腫脹を全22部位に、皮膚裂
傷をMP 1関節に認めた（ただし初回伸展不能例の初回では皮下出血、腫脹なし）。
【結論】
外科的治療は、あまり早期の実施は差し控えるべきであり、当院では適応をMP関節30°以
上、PIP関節20°以上としてきた。今回MP関節の3関節は30°未満であったが、CCH療法は侵襲が
小さく、より軽度の症例に適応を広げてもよいと考えられた。また、CCH療法では出血傾向を伴
う症例は慎重投与とされるが、必ずしも禁忌ではなく、肝硬変、ワーファリン、アスピリン内
服などの症例にも、重大な合併症無く実施可能であった。初回時伸展不能であった1例では、空
打ち（空気の注入）が疑われた。
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デュプイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法の短期成績

○牛島 貴宏, 新井 堅, 原 俊彦

飯塚病院　整形外科

【目的】
病的拘縮索により手指の屈曲拘縮を来すデュプイトラン拘縮に対して、元来は手掌腱膜の切除
や切離などの手術治療が行われてきた。2015年7月に注射用コラゲナーゼであるクロストリジウ
ムヒストリチクム(ザイヤフレックスR)が発売されて以降、当院でも使用してきた。今回、その
短期成績について報告する。
【方法】
11名20指に使用した。罹患指は小指10指、環指7指、中指2指、母指1指だった。Meyerding分類
はgrade 1:5名、grade 2:1名、grade 3:5名だった。全例MP関節部の拘縮索に規定された量を注
射し、24時間後に伸展処置を行った。
【結果】
伸展処置が成功したのは16指で4指は不成功だった。成功例において、屈曲拘縮角度はMP関節で
39.4°から2.8°、PIP関節で33.4°から14.7°に改善した。拘縮改善率はMP関節で94.1%、PIP
関節で62.3%だった。Tubiana評価基準でvery good:10指、good:6指、fair:0指、poor:4指だっ
た。合併症として、成功した16指に皮膚および皮下組織障害、3指に伸展処置時に皮膚裂傷を認
めた。不成功となった症例では皮膚および皮下組織障害が全く認められなかった。その原因と
して、薬液の投与量が不十分だったことや濃度が薄くなったことなどが考えられた。注射する
薬液は量が非常に少ないため、調製時には十分に注意する必要がある。
【結論】
手技上の注意点に気を付ければ、デュプイトラン拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法は侵襲が
少なく有用な治療法と考えられた。
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Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法による治療経験

○岩田 勝栄1, 北野 陽二1, 峠 康2, 林 未統3, 浅井 宜樹4

1南和歌山医療センター　整形外科, 2和歌山労災病院, 3橋本市民病院

4新宮市立医療センター

【目的】
Dupuytren拘縮に対する注射用コラゲナーゼ製剤が本邦で保険適応となって以来、その治療報告
が散見されており、若干の文献的考察を加えわれわれの治療成績を報告する。
【方法】
2015年11月から注射療法を行った14例17指を対象とした。男性12例、女性2例、平均年齢は
70（50～82）歳。Meyerding分類はgrade1、2、3、4がそれぞれ6、2、7、1肢（両側肢注射2例、
同側複数指注射1例を含む）であり、注射を行ったのは母、中、環、小指で、それぞれ
1、3、4、9指であった。Dupuytren拘縮手術歴が1例で存在した。全例でMP関節部に注射を行
い、注射翌日に手関節ブロック等の麻酔を行ったうえで伸展操作を行った。評価項目はMP、PIP
関節の注射前後の伸展角度（母指例はMP関節のみ）、合併症、患者満足度とした。
【結果】
注射前MP関節伸展角度は平均-36.0度（-62～-10度）、注射後平均-6.4度（-40～12度）で、注
射前PIP関節伸展角度は平均-37.8度（-100～-12度）、注射後平均-23.5度（-80～-10）であっ
た。 合併症を生じなかったのは2例のみで、注射部位腫脹、周囲浮腫、疼痛、圧痛、出血斑、
皮膚裂創などが認められたが、すべて数日から2週間以内で軽快、治癒した。徐々に可動域が悪
化してきている例を1例認めたが、全例で可動域は改善し、患者満足度は高かった。
【考察】
注射部位はすべてMP関節であったが、MP関節と同時にPIP関節の可動域が改善する例が多かっ
た。治療成績は比較的良好であり、今後Dupuytren拘縮治療の第1選択として考慮されるべきで
あるが、長期成績が不明であること、PIP関節拘縮例には使用し難い点などが問題点と考える。
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Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法の治療成績

○高松 聖仁, 川端 確, 阿波 康成

淀川キリスト教病院　整形外科

【はじめに】
従来，Dupuytren拘縮に対しては腱膜切離や腱膜切除，さらに皮弁などを組み合わせた手術が選
択されてきた．われわれは2015年9月より使用可能となったコラゲナーゼ（以下CCH）注射をこ
れまで16例19指に使用したが，今回3か月以上経過観察を行った14例17指についてその効果と合
併症，成績不良例について検討を加えた．
【対象と方法】
対象はDupuytren拘縮に対してCCH注射を施行し3か月以上経過観察可能であった17指（全例男
性）で平均経過観察期間は7.2か月であった．年齢は平均67.9（62-75）歳で，注射の対象とな
った関節はMP関節12例，PIP関節5例で，注射翌日に伸展処置を行った．検討項目は伸展不足角
度（注射後1日、1週、1か月、3か月、最終観察時），合併症，疼痛VASで伸展不足角度が-20以
上の成績不良例についてはその要因を検討した．
【結果】
全例で伸展不足角度の改善を示し，注射前平均39.1度が、注射翌日6.5度、1週後7.1度、1か月
後6.6度、3か月後7.8度、最終観察時9.4度であった．合併症は皮下血腫4例、皮膚裂創2例であ
ったが、全例注射後4週以内に軽快した．疼痛VASは投与後から翌日が平均42.0mm、1週後
8.3mm、採集観察時0.0mmであった．成績不良例は2例3指でPIP術後再発例や注射後の夜間シーネ
を装用しなかったMP関節症例などであった．
【考察】
夜間シーネを装用しなかったMP関節症例は，反対側へ既にCCH注射を受け経過良好であったた
め，患者が自己判断で夜間シーネの装用を中止していた．厳密な指導が必要と考えられた．合
併症が散見されるがいずれも重篤ではなく，CCH注射療法は有用な治療選択肢と考えられた．今
後は再発に対する長期的な経過観察が必要である．
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Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ酵素局所注射療法の治療成績

○西本 俊介, 堀木 充, 手島 昌之, 中川 玲子

関西労災病院　整形外科

【目的】
Dupuytren拘縮に対する治療はこれまで手術が主であった。2015年7月にコラーゲン分解酵素に
よる酵素局所注射が本邦で承認され、これまでに米国、欧州各国はじめ良好な成績が報告され
ているが、本邦での報告はまだ少ない。当院でのDupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ酵素局所
注射療法の治療成績を報告する。
【方法】
対象は2015年10月から2016年10月にコラゲナーゼ酵素局所注射療法を行った14例
(男；12、女；2)、25指(小指；15、環指；6、中指；4)、平均年齢は66.3歳(45～78歳)、最終診
察は平均2.6ヵ月(1～10ヵ月)であった。治療手技マニュアルに従い拘縮索に注射し、翌日に尺
骨神経ブロック下に、必要に応じて正中神経ブロックも追加し伸展処置を行った。MP関節、PIP
関節の伸展角度を、注射前、注射後、最終診察時それぞれ測定し検討を行い、また副作用につ
いて検討した。
【結果】
MP関節17指の注射前平均伸展角度が-43.8°(-70～-20°)、注射後が-2.9°(-20～0°)、最終診
察時が-2.9°(-20～0°)であった。PIP関節11指の注射前平均伸展角度が-58.2°(-90～-
20°）、注射後が-27.3°(-50～-10°)、最終診察時が-32.3°(-60～0°)であった。伸展損失
角度が-5°以上獲得できた症例は、MP関節で17指中13指、PIP関節で11指中1指であった。50％
以上の改善率得られた症例は、MP関節で全例、PIP関節で11指中5例であった。3例に伸展処置時
に皮膚裂創を認めたがいずれも治癒した。
【考察】
Dupuytren拘縮に対する治療法はこれまで手術治療のみであったが、コラゲナーゼ酵素局所注射
療法が本邦で承認され、新たな治療法が導入された。この酵素注射療法は低侵襲な治療法で、
海外からは高い有効性と安全性が示されている。今回の我々の症例でもコラゲナーゼ酵素注射
療法が有効であることが示唆された。
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Dupuytren拘縮に対するコラゲナーゼ注射療法

○山上 信生1, 山本 宗一郎1, 伊藤 修司1, 青木 陽2

内尾 祐司1

1島根大学　医学部　整形外科, 2松江赤十字病院

【はじめに】
Dupuytren拘縮の治療は、これまで手術のみであったが、コゲナーゼ局所注射による「酵素注射
療法」が本邦において2015年7月に承認され、その報告が散見される。今回同酵素注射療法の短
期成績を報告する。
【対象と方法】
対象は5例6手で男性5例、女性1例、平均年齢73（63-80）歳、経過観察期間は平均10（2-40）週
であった。MP関節拘縮索5例、PIP関節拘縮索1例に対して、それぞれ1回コラゲナーゼ局所注射
を施行し、注射翌日に局所麻酔下に伸展処置を行った。調査項目は、処置前と最終調査時のMP
関節およびPIP関節の伸展角度、リハビリテーション介入の有無、合併症とした。
【結果】
最終調査時、MP関節平均伸展角度-50°から-14°へ、PIP関節平均伸展角度-33°から-21°へ改
善した。処置後は自主的な手指の運動の指導のみで療法士の介入を必要とした症例はなかっ
た。合併症は全例に内出血を生じ、1例に腋窩リンパ節腫脹を認めたが、経過観察のみで改善し
た。腱損傷や皮膚の裂傷を生じた症例はなかった。
【考察】
腱膜切除術や腱膜切開術といった手術療法は、拘縮索が神経血管束を巻き込んでいることがあ
り、その場合難度が高い手術となる。神経血管損傷や皮膚壊死複、複合性局所疼痛症候群とい
った合併症も報告されている。また、術後創処置やリハビリテーションも必要であり、術後早
期には頻回な通院を必要である。コラゲナーゼ注射療法は、施行した全例において、伸展角度
の改善を認め、重篤な合併症はなく、術後のリハビリテーションも簡便であり、有用な方法と
考える。
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1-RT9-2-1

ガレアッチ脱臼骨折に橈尺骨塑性変形を伴い整復困難を認めた一例

○上野 啓介1, 松浦 祐介2, 佐々木 裕1, 岸田 俊二1

1聖隷佐倉市民病院, 2千葉大学医学部付属病院　整形外科

【はじめに】
ガレアッチ骨折に橈骨骨幹部の塑性変形を合併し、複数回の手術を要した症例を経験したため
報告する。
【症例】
12歳男性。自転車で転倒しガレアッチ骨折を受傷。同日他院で橈骨遠位の経皮的鋼線固定が行
われたが、尺骨頭の整復が不十分であった事から３日後に再手術となりプレート固定が施行さ
れ、再手術後18日目にリハビリ目的で当院紹介となった。当院初診時は回内位でシーネ固定さ
れており著明な回外制限を認め、単純X-pでは明らかな尺骨頭の背側脱臼を認めていた。単純CT
から橈骨骨幹部の塑性変形が整復阻害因子となっている可能性があると判断し再手術後24日目
に当院にて橈骨骨幹部での矯正骨切り術を施行。術中に回内外の可動域は問題なく、かつ尺骨
頭が脱臼しないことを確認した。術後半年の最終診察時での手関節可動域は背屈７０度、掌屈
45度、回外80度、回内4５度であった。
【考察・まとめ】
ガレアッチ骨折は日常診療の中でも見逃すこともある注意すべき疾患であり、治療においては
骨折部の適切な整復および内固定はもちろんであるが、本症例のように塑性変形も合併してい
る可能性も考慮しCTでの３次元構成画像を用いた詳細な術前評価を行うべきである。
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1-RT9-2-2

伸筋腱損傷(zone5,6)に対する術後後療法の比較検討-早期制限下自動
運動(ICAM法)vs Convetional early mobilization(従来法)-

○松井 裕帝, 辻 英樹, 倉田 佳明, 越後 歩

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

Howellらが報告した早期制限下自動運動療法(ICAM法)はzone4～7の伸筋腱損傷が適応で， yoke
を使用し，術後早期から自動屈曲と等張性自動伸展運動を開始する．当院では2012年以降に本
法を伸筋腱損傷術後のプロトコールとして開始した．ICAM法とDynamic splintを用いて早期運
動療法を開始する従来法(C法)の術後成績を比較検討したので報告する．
【対象と方法】
2012年以降にzone5,6の伸筋腱損傷に対しICAM法を用いた8例(男性5例，女性3例)10指とC法を用
いた9例(男性6例，女性3例)14指を後ろ向きに調査した．以下，括弧内はC法として表記する．
受傷機転は全例鋭的損傷，受傷平均年齢は31.6歳(40.9歳)，平均経過観察期間10.5か月( 7か
月)であった．損傷指は示指3例(4例)，中指5例(6例)，環指1例(1例)，小指1例(3例)，複数指損
傷1例(4例)であった．損傷部位はzone5 7例(6例)，zone6 3例(8例)であった．術後1，2，3か
月，最終経過観察時での%TAM，屈曲総和角，PIP関節の伸展不足角を調査した．
【結果】
術後1,2,3か月,最終経過観察時における，平均％TAMはICAM法83.5%/92.3%/95.5%/98.3%(C法
70.8%/78.7%/85.6%/86.5%)，屈曲総和角はICAM法223.5°/247°/255.5°/263°(C法
187°/207°/225°/228°)， PIP関節の伸展不足角はICAM法-4°/-3.5°/-2°/-2°(C法-
8.6°/-8.7°/-6°/-6°)であった．
【考察】
本研究において症例数は少ないが，ICAM法は術後短期間で良好な屈曲可動域を獲得し，かつ伸
展lagが少なかった．複数指損傷でも同様の傾向を確認し，治療に対する患者コンプライアンス
の問題や適応範囲の制限はあるが，本法は有用な術後後療法である．本研究の調査対象は伸筋
腱単独損傷のみとしたが，手部損傷では骨折や靭帯損傷含めた複合組織損傷も多く，それらに
適応を拡大出来れば，その利用価値は更に高いと考える．
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1-RT10-2-1

先天性近位橈尺骨癒合症に対する分離授動術について

○金城 政樹, 普天間 朝上, 川越 得弘, 仲宗根 素子
大久保 宏貴, 金谷 文則

琉球大学大学院　医学研究科医学専攻　整形外科学講座

先天性橈尺骨癒合症は近位橈尺骨間が分離不全により前腕中間位から回内位で、軟骨性もしく
は骨性に癒合する先天異常である。本疾患に対する術式は1.遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植
（FVFG）26肢：再癒合なく平均約82°の可動域を得ることができた。本術式は上腕外側、前腕
近位掌側・背側と3皮切を要した。マイクロサージャリーを用いたため手術適応を6歳以降と
し、手術時間には平均9.8±0.79時間を要した。2.有茎筋膜脂肪弁移植（PVFG-1）25肢：背側1
皮切で有茎の前腕背側筋膜脂肪弁を用い、手術適応は4歳以降、手術時間は4.3±2.0時間。4肢
に再癒合を来した。再癒合部が掌側であり、筋膜脂肪弁の引き込みが不十分と考えた。3.有茎
筋膜脂肪弁移植-2（PVFG-2）26肢：PVFG-1に掌側小皮切を加え、筋膜脂肪弁を掌側に引き込む
ことにより再癒合を防ぐことに成功したが、5-6歳の前腕遠位の脂肪量は不十分であった。4.有
茎筋膜脂肪弁移植-3（PVFG-3）27肢：背側皮切で肘外側からを十分な量の前腕近位筋膜脂肪弁
を採取し、1例のみ再癒合を認めたが手術時間約4時間で70°の回旋可動域を得ることができ
た。
これまで25例毎に結果を評価し、再癒合の防止は可能となったが、橈骨頭後方脱臼かつ術前回
内強直が高度な例は回外位獲得が困難であった。
これまで3D-CT解析により尺骨の回旋変形があることを報告し、現在は可動域、特に回外位獲得
のために尺骨回外骨切りの追加を行っている。
術式だけでなくリハビリにおいてもプロトコールの作成、ラジェット式の回旋強制装具の改良
を行っている。同時に可動域の評価だけでなく、術前後のADL評価を行うことで患者（家族）に
立脚した評価法の工夫などを行っているので報告する。

S477



1-RT10-2-2

橈尺側母指が低形成な母指多指症に対する治療方針について

○藤井 美香子1, 松浦 愼太郎1, 堀 まゆ子2, 山田 啓太1

宮脇 剛司1

1東京慈恵会医科大学形成外科学講座

2東京慈恵会医科大学付属第三病院形成外科学講座

【はじめに】
母指多指症は、上肢先天異常の中で治療する機会が多い疾患である。橈側、尺側母指の爪甲や
皮膚軟部組織が低形成な症例に対し、我々はBilhaut変法や皮弁法（Fillet flap、骨抜き皮弁
法）を積極的に選択してきた。骨アライメントで橈側、尺側母指のいずれかを選択した後、両
側母指の皮膚軟部組織を利用し母指を再建する。今回、皮弁法を用いた症例について報告す
る。
【対象・方法】
過去７年８ヵ月に施行した母指多指症初回手術例は60 例66手であった。Bilhaut変法、皮弁法
を用い再建を行った症例は25手で、Bilhaut変法6手を除外した19 手を対象とした。内訳は、日
手会分類2型5手、3型3手、4型10手、5型1手であった。手術方法は、骨アライメントを選択した
後、橈側、尺側母指の皮膚軟部組織を掌側、背側ともジグザグ皮弁として挙上し縫合した。伸
筋腱、屈筋腱の処置、関節包、骨軟骨の処置は、基本的な手術手技に準じて行った。
【結果】
掌側ジグザグ切開を大きくデザインできた症例ではボリュームのある指腹部を再建でき整容的
に満足する結果を得た。背側のジグザグ切開線はやや目立つ傾向であった。皮膚縫合部に段差
が生じた例では整容性にも問題を残した。
【考察】
一般的な母指多指症治療において、mid-lateral lineの位置、皮膚縫合線の形状（波状または
ジグザグ線）に注意してデザインを行っている。皮弁法を用いた外科治療は、骨アライメント
から選択した母指に橈尺側母指の皮膚軟部組織を最大源に利用、ボリュームがある指腹部を形
成し、new thumbを創る事が可能な方法であると考えている。我々が行っている皮弁法を用いた
再建術式を供覧し、文献的考察を加え報告する。
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1-RT11-2-1

掌側ロッキングプレートにおける橈骨茎状突起刺入スクリュー
（Chauffeur screw）の新しい指標と術後成績

○太田 剛1, 大沼 円1, 二村 昭元2, 若林 良明3, 大川 淳2

1済生会川口総合病院　整形外科, 2東京医科歯科大学整形外科

3横浜市立みなと赤十字病院整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート（VRP）固定において橈骨茎状突起に向かうス
クリュー（Chauffeur screw）の至適刺入位置に対する報告は無い。今回我々は簡便な指標を用
いてスクリュー位置を計測しレントゲンパラメーターとの相関からスクリュー刺入位置につい
て検討した。
【対象と方法】
対象は2012年1月から2014年10月までに当院で橈骨遠位端骨折に対してVRP手術を行った40例。
男性12例、女性28例、平均年齢60,6歳。手術後に、Chauffeur screwの先端と橈骨茎状突起との
距離を、大腿骨転子部骨折に用いるスクリュー先端位置の指標であるTip-Apex Distanceを応用
したRadial styloid-TAD（R-TAD）値として計測した。R-TADと術後レントゲンパラメーター
Palmer tilt(PT)、Radial increnation(RI)、Ulnal variance(UV)との相関を統計学的に検討し
た（Peasonの相関係数検定P＞0.05）。
【結果】
術後のPTは平均10.1±4.8度、RIは平均24.9±3.8度R-TADは平均15.3±4.9mm、R-TADは10.9±
3.5mmであった。術後R-TADはPTと負の相関が認められた（P＞0.05）。また最終観察時のPTとRI
に対しても負の相関が認められた（P＞0.05）。
【考察】
橈骨茎状突起スクリューは骨折安定性に寄与するとされているが、刺入位置に対する指標は無
かった。今回我々はR-TADを計測し、PT,RIに関しては骨折整復角度、術後矯正損失に影響する
ことが示された。R-TADを小さくすることでより良好な治療成績が期待できる。
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1-RT11-2-2

volar rim fragmentを有する橈骨遠位端骨折に対する治療戦略

○近藤 秀則1, 今谷 潤也1, 森谷 史朗1, 前田 和茂2

1岡山済生会総合病院　整形外科, 2まえだ整形外科外科医院

【はじめに】
橈骨遠位端骨折(以下DRF)に対する手術治療は、掌側ロッキングプレート(以下VLP)固定術が第1
選択であるが、骨片の縦径が7.5mm以下のvolar rim fragment(以下VRF)を有する症例では使用
できるプレートも限定され(近藤ら2016中部整災)、その治療方針については未だコンセンサス
は得られていない。そこで本症例の治療成績と人工骨モデルにおける各種VLPの仕様比較からそ
の治療戦略について検討する。
【対象と方法】
手術治療を行ったDRF 522例のうち、VRFの縦径が7.5mm以下であった15例を対象とした。また人
工骨モデルに設置したVA-LCP rim・DVR tab・AcuLoc2Dにおける遠位骨片に対するプレート遠位
部・スクリュー挿入位置などをmulti-detector CT(以下MDCT)を用いて評価した。
【結果】
15例のVRFの縦径は3.6-7.5mmであった。骨折型はAO分類A3 1、B3 1、C1 2、C3 11例、背側転位
14、掌側転位1例であり、使用インプラントはAcuLoc2D 5、DVR 2、DVR tab 1、VA-TCP
1、ADAPTIVE 1、VariAx Hand 1、背側プレート4例であった。MDCTの結果からVRFが7.5mm以下の
場合、VA-LCP rimを除き1列目のスクリューを同骨片に挿入して固定することは不可能であり、
プレート遠位部やtab部分で遠位骨片を支持する形となっていた。
【考察】
7.5mm以下のVRFを有するDRFにおいて掌側転位型はまれであった。VRFに転位がなく関節面が陥
没、背側が粉砕している症例では背側プレートで、VRFが橈側と連続、あるいは前後径が大きな
症例では遠位設置型プレート単独で良好な結果が得られていた。一方VRFが転位し、関節面が陥
没あるいは背側骨片が粉砕している症例ではDVR tabの使用やアンカーや骨孔を用いた縫合糸で
の追加固定などが必要であった。
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1-RT12-2-1

骨延長用小型創外固定器を用いた短縮量の大きい尺骨短縮骨切り術

○小泉 雅裕, 倉石 達也

新潟県立中央病院　整形外科

これまで創外固定器を用いた尺骨短縮術の報告はあるが、8mmを越える短縮量の報告はない。短
縮量が大きいと従来のような使用法では、短縮の際骨片間の整復不良が生じやすく、また微調
整を加えることができない。この問題を解決する手術手技を紹介する。
【手術手技】
プレートを設置する尺骨背側面とほぼ垂直の位置にある尺骨外側面にまず骨延長用小型創外固
定器を押しあてそれをガイドにまず1.8mmキルシュナー鋼線を４本刺入する。一旦創外固定器を
はずし、骨切り、骨切除を行った後に創外固定器に鋼線を通し再装着するのだが、尺骨近位遠
位骨片の外側面に創外固定器をしっかり押し当て、骨切り前の状態を復元する。短縮をかける
時に、大きな短縮になるほど尺骨骨片が創外固定器より離れる傾向がでてくるので、ペアンも
しくは骨整復鉗子で創外固定器に十分引き寄せながら圧迫をかける。この状態で準備しておい
たロッキングプレートを尺側背側面に置き固定を行う。
【対象】
上記の手術手技で8mm以上の短縮を行った5例（男2,女3）。平均年齢66歳（35̃83）原因疾患は
橈骨遠位端骨折変形治癒後尺骨突き上げ症候群3例　橈骨遠位端骨折変形治癒例の再骨折2例。
【方法】
尺骨短縮量、骨癒合の有無、骨癒合までの期間、合併症について検討ただしX線2方向で骨切り
線が判別不能となった時、骨癒合と判定。
【結果】
短縮量平均9mm(8̃12)、5例全例骨癒合、骨癒合までは平均5.4ヵ月（5̃6）、合併症なし
【結語】
創外固定器を骨に圧着しプレートのように使用することにより、大きな量の尺骨短縮も容易に
行うことができる。また従来法での創外固定器をつけたままでの骨切りの煩雑さも解消され正
確な骨切りが可能である。短縮量の大きい場合にこそ創外固定器の有効性が発揮されるべきで
ありその意味で本法は有用な方法と思われる。
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1-RT12-2-2

尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮斜め骨切り術

○仲西 知憲, 小川 光, 石河 利之, 村田 大
小島 哲夫

溝口整形外科病院

尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮骨切り術は、除痛効果が確実であり臨床成績もよい手術
法である。一方で、早期抜釘に由来する再骨折や骨切り術後の偽関節などの合併症も散見され
る。また、プレートが分厚い場合、プレート設置部の違和感を訴えることもあり、早期抜釘を
求める希望もある。当院では、1993年のRayhackの報告や2013年のMartinらのCadaverでの報告
をもとに、尺骨短縮斜め骨切り術を施行している。当院での尺骨短縮斜め骨切り術は2015年2月
に第1例を実施して以来、現在9例に施行した。従来の方法と同様、X線上、尺骨のプラスバリア
ントないしはヌルバリアントが認められ、手関節鏡にて月状骨尺側の軟骨軟化を認める症例を
適応とし、適応症例に対して尺骨短縮斜め骨切り術を施行している。経時的には以前の骨切り
と比べやや早期の骨癒合の傾向が見られ、臨床成績もよい印象である。骨切りに際しては、通
常の骨切りに比して細心の注意が必要であり、X線評価においても十分量の骨切りであるかの確
認をしなければならない。また、以前に骨切りガイドがなかった時期にはフリーハンドで骨切
りを実施していたが、癒合が遷延した症例があり、現在は骨切りガイドを用いている。また、
以前の骨切りでも使用していた、圧着器を使用するプレートシステムが本骨切り術でも有用で
あると考えており、本年2月に骨切りガイドおよび圧着器が使用可能なプレートシステムが使用
可能となった。筆者の考える本法の注意点および術後成績につき報告する。
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PIP関節拘縮に対する治療の工夫（片側式創外固定のピンを加工し
たbarの利用）

○佐々木 宏, 渡邉 健太郎, 矢島 弘毅, 太田 英之
村山 敦彦

名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

手指関節拘縮に対して、ミニイリザロフ創外固定にグローバルヒンジを利用した治療方法が広
まっている。今回我々は、ARATA社製PIP-WINGを用いて、付属の創外固定ピンを加工しbarを作
成し、輪ゴムを取り付けて持続的他動運動をさせてPIP関節拘縮の治療に利用したので報告す
る。症例は、2015年9月から2016年9までに外傷性PIP関節拘縮対して治療した5例で、平均31歳
で、全例男性であった。右３例、左２例で、示指２例、中指１例、小指２例であった。創外固
定の装着期間中に獲得した他動可動域は屈曲拘縮４例が伸展方向に平均37.5度、伸展拘縮1例が
屈曲方向に15度だった。PIP-WINGの利点は注意する点はあるが装着が簡便であること、機種の
大きさが小さいことである。欠点は、機能が限定されるため、単一関節のみに適応されるこ
と、ヒンジがあり関節延長は可能だが他動運動のためのbarがないことである。今回、創外固定
ピンを加工してbarを作成し、輪ゴムを装着し他動持続運動を可能にした。単一の関節拘縮の治
療に際し、この装置は選択の一つとなるかと思われる。
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Ilizarov mini創外固定器を用いた手部重度外傷の機能再建

○佐々木 康介, 田中 祥貴, 浜田 佳孝, 五谷 寛之

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／静岡理工科大学　手外科微小外科先端医

工学講座

【はじめに】
手部重度外傷後の様々な変形や欠損に対して，創外固定器を用いた軟部組織・骨組織の延長に
よる骨軟部組織再建は有用な手段の一つである．今回のラウンドテーブルでは，当院の手外科
・外傷マイクロサージャリーセンターで行っているIlizarov mini創外固定器（アラタ，東京，
日本）を用いた治療方法について報告する．
【対象と方法】
外傷や先天異常を中心にIlizarov mini創外固定器を用いた治療の可能性は多岐に亘るが，主に
以下の3群に大別される．1：切断指再接着術後などの重度外傷指のPIP関節拘縮症例に対して
は，ヒンジ型創外固定器を用いて関節牽引下に自動・他動屈伸運動を行い，拘縮解離を施行し
ている．2：手部不全切断等の挫滅手における拇指内転拘縮症例に対しては，拇指を橈側外転方
向・掌側外転方向に開大させる拘縮解離を施行している．3：切断指に対して一期的骨短縮を行
い再接着した症例や，骨欠損を認める症例に対しては，骨延長を施行している．
【結果】
手部重度外傷後の様々な変形や欠損に対する治療において，機能的予後を改善させるのに
Ilizarov mini創外固定器は有用であった．
【考察】
骨組織のみならず，皮膚や軟部組織に直接外力を加えて変形させ，形態を形成する様々な手術
手技を一つの概念としてまとめたのが，黒島により提唱された“手の造形手術：formative
hand surgery”である．我々の施設においても，創外固定器を用いて骨組織・軟部組織を変形
して形を造ることで，手部重度外傷後の機能を再建すべく，治療を行っている．このような技
術が適応できることを念頭におき，初療時には二期的再建をイメージして，段階的に治療を進
めることが重要である．
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掌側ロッキングプレート抜釘の検討―超音波検査によるスクリーニ
ング―

○澁澤 一行, 本田 哲, 高嶺 周平, 小林 亮一
田中 宏志

伊勢崎市民病院　整形外科

【目的】
掌側ロッキングプレートの合併症として腱断裂、正中神経障害があり、その予防には早期プレ
ート抜去が考慮される。今回、超音波検査を用いて抜釘の必要性を評価し、その後の抜釘状況
を調査した。
【対象と方法】
掌側ロッキングプレート（全例Stellar2）を施行した橈骨遠位端骨折37手(平均年齢63.7歳、男
性10手/女性27手)を対象とした。骨癒合を認めた時点で超音波検査を施行。(1)掌側の矢状断像
でFPL腱とプレートの最短距離・FPLの走行状態、(2)掌側の短軸像でDRUJと舟状骨結節レベルの
正中神経の断面積、(3)背側短軸像で背側骨皮質からの螺子突出状態の3項目を評価し、抜釘の
必要性を判断した。その結果を踏まえ希望に応じて抜釘を施行した。
【結果】
(1)FPLとプレートの最短距離は平均1.5mm(0-3.8mm)で、6手で接触・腱のくびれを認めた。(2)
断面積が0.11cm2以上を示した5手で、DRUJレベル平均0.16cm2、舟状骨結節レベル平均0.15cm2で
あった。うち2手で正中神経領域にしびれを有した。(3)24手で螺子突出を認め、突出螺子43本
は平均1.1mm(0.4-2.5mm)であった。以上の結果から(1)接触・腱のくびれを認めた6手、(2)CTS
と診断した2手、(3)1.5mm以上の螺子突出を認める8手で抜釘を推奨した（37手中13手＝
35.1%）。うち12例で抜釘施行し、他6手で希望により抜釘した。
【考察】
掌側ロッキングプレート後の合併症を回避するため、術中の解剖学的整復の獲得や適切なプレ
ート設置・螺子長の選択に加え、早期の抜釘で予防することも重要である。今回、超音波検査
を用いて腱・正中神経に対するスクリーニングを行い、35.1%に抜釘の必要性があると判断し
た。これは合併症予防のための抜釘を必要とする症例が思いのほか多いことを示唆しており、
超音波検査のよるスクリーニングは簡便かつ有用である。
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Angular stabilityによる橈骨遠位端骨折の整復におけるSubchondral
support pin 1列群2列群の効果比較

○吉澤 貴弘1, 山田 賢治2, 関谷 繁樹1, 佐藤 文香1

1赤心堂病院　整形外科, 2杏林大学保健学部　救急救命学科

【緒言】
当科では橈骨遠位端骨折背側転位例で徒手整復が困難な症例に対し、ロッキングピンで軟骨下
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．
この手法で整復時に最遠位ピンが骨内で動く症例があることを2016年の日手会で報告した．ピ
ンの動きを少なく、確実にvolar tiltを獲得するために、最遠位ピンは可能な限り軟骨下骨に
近い位置に挿入し、最遠位1列目だけでなく、2列目も挿入して整復する方が効果的ではないか
との仮説を立てた．今回、最遠位1列目のみを挿入して整復した群と1列目と2列目を挿入して整
復した群との結果を比較検討した．
【対象と方法】
橈骨遠位端骨折背側転位例に徒手整復・鋼線仮固定を施行後、透視下にdorsal tiltが残存した
症例で、遠位１列のみにピンを挿入して整復操作を行った42例をA群、遠位1列と２列目にピン
を挿入して整復操作を行った８例をB群とした．日本ユニテック社のステラ２プレートを使用し
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．整復前後において、最遠位ピンが骨内で動く角度、最終的な
volar tiltを評価した．
【結果】
最終的なvolar tiltはA群で平均8.57度、B群で平均11.25度となった。最遠位ピンと関節面との
距離は、A群平均3.57mmに対しB群平均2.4mmと有意差をもって設置され（P＜0.01）、最遠位ピ
ンが骨内で動く角度は、A群平均3.64度、B群平均0.87度と、B群が有意に小さかった
（P＜0.05）．
【考察】
最遠位ピンを2列挿入し、軟骨下骨にピンが近く挿入されるほど、ピンの骨内での動きが少な
く、volar tiltがよく整復されるという傾向が確認された．但し、2列目のピンの挿入位置が骨
折線より遠位でないと近位骨幹部の掌側皮質骨を破損する危険性がある．
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Treatment strategy for total brachial plexus avulsion injury-Beijing
Jishuitan Hospital experiences

○Yong Yang

Associate Chief Physician, Hand Surgery Department, Beijing Jishuitan HospitalAssociate Professor, Peking Universi

ty Health Science Center

Objective The purpose of the present study was to analyze our experience on the repair of brachial plexus
root avulsion injuries with the use of contralateral C7 nerve transfer through a modified prespinal route.
Methods cC7 nerve transfer via the modified prespinal route was performed in 200 patients with brachial
plexus avulsion injury. The cC7 nerve root that was dissected to the distal end of the divisions were
placed underneath the anterior scalene and longus colli muscles, and then passed through the retro-
esophageal space to neurotize the recipient nerve. The cC7 nerve were transferred to neurotize the upper
trunk and C5/C6 nerve root in 60 patients (Group 1) and were directly coaptated to lower trunk in 140
patients (Group 2). In group 1, the cC7 was dissected to the distal end of divisions, along with the sural
nerve graft. In group 2, in order to accomplish the direct coaptation, 74 patients required humeral
shortening osteotomy. The cC7 nerve was also transferred to the muscculocutaneous nerve through the
bridging medial antebrachil cutaneous nerve arising from the lower trunk. Recovery of finger, wrist,
elbow and shoulder was evaluated with use of the modified British Medical Research Council muscle
grading system.  Results In group 1, the mean follow-up period was 90±13 months. The mean length of
the dissected cC7 nerve root was 6.7 ± 0.8 cm, and the mean length of sural nerve graft was 6.8 ± 1.7
cm. The muscle strength was graded M3+ or greater for the biceps muscle in 85% of patients, for the
deltoid muscle in 82% of patients, and for the upper parts of pectoral major in 88% of patients. In group 2,
the mean follow-up period was 86±15 months. The mean length of the dissected cC7 nerve root was 6.7
± 0.7 cm. Motor function with a grade of M3+ or greater was attained in 60% of the patients for elbow
flexion, 63% of the patients for finger flexion, 53% of the patients for thumb flexion, and 72% of the
patients for wrist flexion.  Conclusion The modified prespinal route could significantly reduce the length
of nerve graft in the cC7 nerve transfer to the avulsion injured upper trunk. Direct coaptation with the
avulsion injured lower trunk decreases the distance for nerve regeneration. There was satisfactory
function recovery of the injured arm.
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腱修復のバイオロジーを意識した治療法の実際

○浜田 佳孝1, 五谷 寛之1, 田中 祥貴1, 佐々木 康介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　整形外科

腱の手術は,断裂(引き抜き損傷)の修復,腱移行,腱移植と多岐に渡る.
治療方法は,腱修復過程の基礎研究と,実学を基に変遷してきた.手術～後療法を裏付けるバイオ
ロジーの理解は重要である.本講演では,実験と臨床の文献と自験例を基に,腱修復の基礎から,
手術手技や後療法の実際を述べる.
基礎 腱の治癒 骨折に類似し,腱表面のepitenon layerが旺盛に増殖し,腱表面から中心に向か
って癒合する(1,2,3).腱は1型コラーゲン(col)が主成分だが,損傷後は3型colが混在し応急修復
される.長期では1型colへ再構築されるが,間隙3mm～は,再断裂に近く,瘢痕形成や癒着に至り,1
型colに再構築されない(2).また適度な緊張は線維芽細胞の分化,col生成を高める.骨・腱接合
部の治癒は長期を要し4層構造の再生は困難(4)で,骨孔内部ではなく骨表面に軟骨成分が介在し
た移行帯が形成される(4,5,6).また移植腱(滑膜性腱鞘内・外も含め)の組織的な運命も明らか
にされた(7).
臨床 後療法と経過 3週～癒着は強いが損傷部位表面の修復が認められ積極的な自動運動が行わ
れる.6週～修復部位の強度も増し他動的な矯正運動が行われる.12週～癒着が粗となり良好な機
能改善を認める.
これら基礎と実学を理解し,手術・後療法を行うことが重要である.
修復方法 屈筋腱は腱内血行・表面の拡散栄養を意識した修復もあるが,core sutureに加え,腱
表面のepitenonの修復を意識した表面の連続縫合,腱の潤滑な滑走を重視した腱鞘の切開・再建
(A2,4は必須でない),早期運動療法が確実と思われる(8,9).骨・腱接合部での骨孔作成は最終像
を予測するとよくない(4,5).腱の間隙・瘢痕部は,1型colを移植し,適度な緊張と滑走を付与し
ないと,長期的再構築は生じ難い.

参考文献
1: Gelberman RH. et al. Flexor tendon healing and restoration of the gliding surface.
An ultrastructural study in dogs. J Bone Joint Surg Am. 1983 Jan;65(1):70-80.
2: Gelberman RH et al. The effect of gap formation at the repair site on the strength
and excursion of intrasynovial flexor tendons. An experimental study on the early
stages of tendon-healing in dogs. J Bone Joint Surg Am. 1999 Jul;81(7):975-82.
3: Hamada Y et al. Effects of monofilament nylon coated with basic fibroblast growth
factor on endogenous intrasynovial flexor tendon healing. J Hand Surg Am. 2006
Apr;31(4):530-40.
4: Silva MJ et al. The insertion site of the canine flexor digitorum profundus tendon
heals slowly following injury and suture repair. J Orthop Res. 2002 May;20(3):447-53.
5: Silva MJ et al. Early healing of flexor tendon insertion site injuries: Tunnel
repair is mechanically and histologically inferior to surface repair in a canine
model. J Orthop Res. 2006 May;24(5):990-1000.
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6: Hibino N et al. Callus formation during healing of the repaired tendon-bone
junction. A rat experimental model. J Bone Joint Surg Br. 2007 Nov;89(11):1539-44.
7: Wong R et al. Tendon grafts: their natural history, biology and future
development. J Hand Surg Eur Vol. 2015 Sep;40(7):669-81.
8: Moriya K et al. Clinical results of releasing the entire A2 pulley after flexor
tendon repair in zone 2C. J Hand Surg Eur Vol. 2016 Oct;41(8):822-8.
9: Moriya K et al. Outcomes of release of the entire A4 pulley after flexor tendon
repairs in zone 2A followed by early active mobilization. J Hand Surg Eur Vol. 2016
May;41(4):400-5.
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手指の骨折の治療の実際　-創外固定法を中心に

○古町 克郎, 佐藤 光太朗

岩手医大整形外科

PIP関節周囲の骨折では骨の構造が小さく手術手技が困難で、またADL面から大きな可動域が要
求されるという特徴がある。治療困難例に対して創外固定の併用は有効な手段である1)2)4)。わ
れわれの手指の骨折治療法を紹介する。

　対象は中節骨基部骨折２指、基節骨顆部骨折３指、PIP関節脱臼骨折２指、骨欠損を伴う基節
骨粉砕骨折１指の12例12指（17～60歳、男性9例、女性３例）である。創外固定術式は
Hotchikis PIP joint hinge、6指、PIP wing 4指、その他自作の創外固定２指である。併用し
た固定法は、K鋼線および軟鋼線、３指、螺子３指、自家骨移植５指である。術後６カ月で木野
の評価法で屈筋腱断裂合併の１指が不可、その他では可4指、良7指であった3)。これらで対応で
きない症例に対してdelayed fixation法、自家骨軟骨移植法なども有効な場合がある。

【ポイント】
創外固定法は感染危惧例、内固定困難例、関節面の再建後の牽引、拘縮の持続的解除など応用
範囲が広い。特に粉砕骨折や顆部骨折、軟部組織損傷が高度な症例など内固定困難例に有用で
あった。一方で装着した器具の心理的影響、ある程度の自己管理の必要性などに留意する必要
がある。

1) Khadim MF, Basheer MH.
A simple dynamic external fixator for complex phalangeal fractures.
J Plast Surg Hand Surg. 47(2); 158-60, 2013

2) Houshian S, Ghani A, Chikkamuniyappa C, Sakka SA.
Single-stage distraction correction for neglected dorsal fracture dislocations of the
proximal interphalangeal joint: a report of eight cases.
J Hand Surg Eur Vol. 33(3); 345-9, 2008.

3) Furumachi K, Saito R, Tajima K, Nishida J, Shimamura T.
Our treatment with external fixators for fractures involving PIP joints.
J Jpn Soc Surg Hand. 23(3); 172-6, 2006

4) Suzuki K, Matsunaga T, Sato S.
The pins and rubbers traction system for treatment of comminuted intra-articular
fracture and fracture dislocations in the hand.
J Hand Surg, 19-B; 98-107, 1994.
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手足の先天異常 分類と指列誘導障害

○朝戸 裕貴

獨協医科大学形成外科学

本邦では手の先天異常について、Swansonの分類法1)をもとに改良を加えた日手会改良分類法2)
が広く用いられている。この分類法では、横軸形成障害（合短指症）、縦軸形成障害（指列の
欠損など）などの形成障害とは別に、指列誘導障害として合指（皮膚性、骨性）、中央列多
指、裂手が分類されており、これらが同じ範疇の先天異常であることを示している3)。合指症
は皮膚性のものと骨性のものに大別され、合指症に対する指間形成術においては、四角弁ある
いは複数の三角弁と遊離植皮を組み合わせる方法がもっとも一般的である4）。手術に植皮を用
いない方法もあるが、皮膚に余裕がある場合に限られる。また植皮のdonorとしては足関節内果
下部がもっとも適している4)。裂手症において広がった指間を閉鎖する場合、webの部分に三角
弁などを入れて拘縮を予防すること5)、広がった中手骨を寄せて、grip時に指交叉が起きない
ようにすることが重要である。手の先天異常と同様足にも合趾症や裂足などの誘導障害が見ら
れ、植皮を行う場合にギプス固定を要することから1歳前後で手術が行われることが多い。巨指
症や絞扼輪については誘導障害や重複とは別に分類されている。これら日手会の分類法による
様々な先天異常のうち、形成外科診療において経験されるものについて解説を加えて紹介した
い。

参考文献
(1) Swanson A B: A classification for congenital limb malformation. J Hand Surg 1A: 8
-22, 1976.
(2) 日本手外科学会先天異常委員会: 手の先天異常分類マニュアル 改定版2012年.
(3) 荻野利彦: 裂手症, 中央列多指症と合指症は, なぜ同じ範疇の先天異常なのか（国際手外
科連合上肢先天異常分類の日手会改良分類法の成立過程. 日手会誌, 30: 854-860, 2014.
(4) 日本形成外科学会四肢先天異常ガイドライン作成部門: 合指症. 形成外科診療ガイドライ
ン7: 110-115, 金原出版, 東京, 2015.
(5) 福本恵三: 裂手症. PEPERS 103, 60-68, 2015
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手足の先天異常　重複（特に拇指多指症と多合趾症について）

○清川 兼輔

久留米大学形成外科・顎顔面外科学

絞扼輪症候群を除く手の先天異常の多くは手の発生において指放線の形成・分離異常により生
じる。即ち、妊娠初期の胎齢２８日頃に外胚葉頂堤（apical etodemal ridge：AER）より指板
肥厚がおこり指放線が形成され、その後４４～４７日頃に指間にあたる細胞がapotosisにより
無くなっていくことで指が形成されていくが、この形成・分離異常により多くの手の先天異常
が発生する（1）。その中でも特に指放線が重複することにより、多指症や鏡手症は発症すると
されている。多指症は手の先天異常において最も発生頻度が高い疾患であり、拇指多指症、小
指多指症、中央列多指症が存在する。その分類は形態分類とX線分類があるが、わが国では
Swanson分類を改良した日手会分類が主に用いられている（2, 3）。本邦では多指症の中で拇指
多指症が最も発生頻度が高く、その分類は主にWassel修飾分類で行われる（4）。手術年齢は疾
患の状況により様々ではあるが、一般に手指の成長や麻酔の関係上、１歳前後を基準として早
めたり遅らせたりしている。手術に際しては、形態及びX線所見から十分な評価を行い、機能性
と整容性の両方の観点において十分な結果を期待できる術式を選択する必要がある。特に拇指
多指症では母子対立機能を損なわぬよう十分に留意して過剰指の切除や再建を行う必要があ
り、手術だけではなく全身の発達状態に応じて指導を行っていくこともまた重要である（5）。
また、足趾においても手における多合指症と同様に多合趾症が存在し、治療の方針や理論が近
似するため、本講演において紹介する。

参考文献
（１） Langman’s Medical Embryology. 145-153
（２） Swanson, A.b.：A classification for congenital limb malformations. J Hand Surg
Am. 1：8-22, 1976
（３） 日本手外科学会先天異常委員会：手の先天異常分類マニュアル. 2012
（４） Wassel, H.D. ： The results of surgery for polydactyly of the thumb. Clin
Orthop. 64：175-193, 1969.
（５） Green’s Operative Hand Surgery. 1232-1238, 2016.
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上肢外傷の創外固定による治療

○鈴木 克侍

藤田保健衛生大学　医学部　整形外科学教室

上肢の骨折治療において，保存療法では安定性が得られない場合に手術療法が行われる．手術
療法には内固定法と創外固定法があり，症例により使い分ける．創外固定の利点は，骨の血行
障害が少ない，軟部組織への傷害が少ない，緊急時に装着が速い，開放創で汚染した骨折を安
定化できる，などである（1，2）．よって，創外固定の適応は，汚染された開放骨折，広範な
骨・軟部組織欠損を伴う骨折，多発外傷，暫定的に骨折部を架橋したい場合などである（3）．
上肢における創外固定を用いた骨折治療の報告は，上腕骨近位部骨折，上腕骨骨幹部骨折，小
児上腕骨顆上骨折，terrible triadなど不安定な肘関節脱臼骨折，橈骨遠位端骨折などにみら
れる．
上腕骨近位部骨折では，Ilizarov創外固定器や骨電気刺激装置付創外固定器の報告があり有用
と述べている（4,5）．
上腕骨骨幹部骨折では，片側フレームの創外固定器を使用して適応を選べば他の治療法では治
療が困難な症例にも有用であると報告されている（6）．
小児上腕骨顆上骨折では，上腕骨と尺骨にピンを挿入して肘関節を架橋して固定して良好な結
果を得たと報告されている（7）．
terrible triadなど不安定な肘関節脱臼骨折ではヒンジ付創外固定器を使用して良好な肘関節
の安定性と可動域を得られたと報告されている（8）．
橈骨遠位端骨折では手関節架橋式と非架橋式が使用されており，粉砕型関節内骨折では靭帯性
整復を利用した架橋式が多く用いられる．おおむね結果は良好であるが，不良例も散見され適
応と，合併症に対する予防が大切である（9,10）.

1) Edwards C. The timing of external fixation. Uhthoff HK (ed), Current Concepts of
external fixation of fractures. Berlin Heidelberg New York; Springer-Verlag. 1982: 27
-42.
2) Giannoudis PV. Surgical priorities in damage control. J Bone Joint Surg Br. 2003,
85 (4): 478-483.
3) De Bastiani G, Aldegheri R, Renzi Brivio L. The treatment of fractures with a
dynamic axial fixator. J Bone Joint Surg Br. 1984, 66 (4): 538-545.
4) 及川久之ほか．Ilizarov創外固定による上腕骨近位端骨折の治療．骨折．2005, 27 : 268-
271.
5) 代田雅彦ほか．上腕骨近位部骨折に対する骨電気刺激装置付創外固定器の使用経験．骨
折．2003, 25: 659-664.
6) 佐藤栄一ほか．創外固定法による上腕骨骨幹部骨折の治療．別冊整形外科．2002, 41: 230-
232.
7) 川添健生ほか．小児上腕骨顆上骨折に対する創外固定法の治療経験．整形外科と災害外
科．1995, 44: 321-324.
8) Jupiter JB, Ring D. Treatment of unreduced elbow dislocations with hinged external
fixation. J Bone Joint Surg Am. 2002, 84: 1630-1635.
9) Rikli DA, Kupfer K, Regazzoni P. The role of external fixation in the management
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of wrist fractures. Techniques in Orthopedics. 2002, 17: 260-270.
10) 亀山真ほか．橈骨遠位端骨折に対するbridging type創外固定の適応．骨折．2006,28: 65-
69.
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上肢複合損傷の治療

○土田 芳彦

湘南鎌倉総合病院　外傷センター

　上肢複合損傷は高エネルギー損傷で生じ、救命、救肢、機能の順に治療される。再建された
上肢は義肢より優れているとされ、常に患肢温存が望まれる(1)。損傷の重症度を決めるスコア
は幾つか存在するものの機能を予測できるものではなく、実際の治療方針の決定は術者本人に
委ねられる(2)。
　初期治療室ではATLSに準じた外傷蘇生の後に患肢の局所評価を行いながら、出血コントロー
ル、骨整復、抗生剤投与を施行し、初回手術に移行する。
　初回手術では十分な洗浄とデブリドマンを行う。その際に必要に応じてコンパートメントを
開放する。このデブリドマンの完遂によって損傷の正確な評価が行われ(3)、正しい再建計画を
立てることができる。
　デブリドマンの後に骨折部の安定化を行うが、血管、神経修復のためのは常に骨短縮を考慮
する。上腕では5cm、前腕では4cmまでは短縮が許容(4)されるが、短縮の高い効果については
Axelrodにより指摘されている(5)。骨安定化の後に血行再建を行うが、阻血時間短縮には
Temporary shuntsの使用が有効である(6)。腱再建は初回での施行が望ましく、腱移行は２次手
術で施行する。神経再建には神経移植に加えて、静脈移植や人工神経なども用いる(7). 挫滅上
肢では軟部組織欠損の早期被覆は極めて重要で、72時間以内の再建が推奨される(8)。
　術後のリハビリテーションは予後を左右するが、画一的なものではなく患者特異的アプロー
チが望ましい(9)。術後の深部感染症、骨髄炎、皮弁壊死、RSDなどは重大な合併症であり、重
症例の約半数に２次再建が必要となる(10) .
　本教育研修講演においては、実際の症例を提示しながら、初期治療からリハビリテーション
までの論理的な流れを解説する。

(1) Bosse MJ, MacKenzie EJ, Kellam JF, Burgess AR, Webb LX, Swiontkowski MF, Sanders
RW, Jones AL, McAndrew MP, Patterson BM, McCarthy ML, Travison TG, Castillo RC, An
analysis of outcomes of reconstruction or amputation after leg-threatening injuries.
N Engl J Med 2002;  347(24):1924-1931
(2) Durham RM, Mistry BM, Mazuski JE, Shapiro M, Jacobs D, Outcome and utility of
scoring systems in the management of the mangled extremity. Am J Surg 1996;
172(5):569-573
(3) Burkhalter W, Mutilating injuries of the hand. Hand Clin 1986; 2:45-68
(4) Ring D, Jupiter JB, Mangling upper limb injuries in industry. Injury 1999;
30(Suppl 2):B5-13
(5) Axelrod TS, Büchler U, Severe complex injuries to the upper extremity:
revascularization and replantation. J Hand Surg Am 1991; 16(4):574-584
(6) Gupta A, Shatford RA, Wolf TW, Tsai TM, Scheker LR, Levin LS, Treatment of the
severly injured upper extremity. Instr Course Lect 2000; 49:377-396
(7) Weber RA, Breidenbach WC, Brown RE, Jabaley ME, Mass DP, A randomized prospective
study of polyglycolic acid conduits for digital nerve reconstruction in humans. Plast
Reconstr Surg 2000; 106(5):1036-1045
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(8) Lenarz CJ, Watson JT, Moed BR, Israel H, Mullen JD, MacDonald JB, Timing of wound
closure in open fractures based on cultures obtained after debridement. J Bone Joint
Surg Am 2010; 92(10):1921-1926
(9) Chan SW, LaStayo P, Hand therapy management following mutilating hand injuries.
Hand Clin 2003; 19(1):133-148
(10) Lutz BS, Klauke T, Dietrich FE, Late results after micro- vascular
reconstruction of severe crush and avulsion injuries of the upper extremity. J
Reconstr Microsurg 1997; 13(6):423-429
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デュピュイトラン拘縮に対する手術と酵素注射療法の実際

○酒井 昭典

産業医科大学医学部　整形外科学

【はじめに】
当科で治療したデュピュイトラン拘縮の手術例とコラゲナーゼ注射療法例を提示し、臨床成績
について報告する。
【対象と方法】
（手術群）McCash’s open palm techniqueに従い、手掌は横切開で手掌腱膜切除と創開放療法
を行った。対象は1980年から2009年までの64例、131指である。年齢は平均66.4（39～86）歳で
ある。（酵素療法群）コラゲナーゼ注射（ザイヤフレックス®注射用、旭化成ファーマ）療法
を国内第Ⅲ相試験期間中及び2015年8月承認後に16例、22指に対して行った。年齢は平均
70.1（58～85）歳である。
【結果】
（手術群）Meyerding分類grade Ⅰの手術成績は80％がTubianaの評価基準でvery goodであった
が、grade Ⅲでは57％がgood ないしfairであった。拘縮改善率はMP 87.5％、PIP 65.8％、MP
・PIP 63.1％であった。小指の拘縮改善率が最も低かった。術後1年以上経過した症例の再発率
は15％であった。（酵素療法群）最終受診時、伸展不足角度はMP 7.3°、PIP 4.6°、MP・PIP
6.0°であった。拘縮改善率はMP 84.4％、PIP 90.2％、MP・PIP 87.0％であった。副作用とし
て、注射部位皮下出血23件(95.8％)、注射部位腫脹17件(70.8％)、注射部位疼痛8件(33.3％)、
裂創8件(33.3％)を認めた。裂創は縫合せず、2-3 週以内に自然閉鎖した。
【考察・結語】
手術成績は諸家の報告と同等であった。酵素療法の国内第Ⅲ相試験では、伸展処置後の伸展不
足角はMP 1°、PIP 9°で、PIPのほうが不良であった。当科の成績で、PIPの改善が良かったの
は、伸展処理後PIP拘縮残存例にCapener splintを装着したことが奏功したためと思われた。注
射手技には若干の習熟が必要と思われた。自身の経験から述べると、初めて行う酵素療法の症
例としては、pretendinous cordが弓状に浮き出ていてよく触知でき、皮膚との癒着がないMP単
独罹患例が相応しいと思われた。
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ザイヤフレックス®によるデュプイトラン拘縮治療

○岡崎 真人, 田崎 憲一, 石井 秀明

荻窪病院　整形外科

【緒言】
本邦でザイヤフレックス®によるデュプイトラン拘縮治療が可能となり約1年が経過した。当院
で治療した症例の成績を前向きに調査した。
【対象と方法】
2015年10月以降に小生が治療した12症例15指を対象とした。全例男性で、年齢48-78歳（平均
69歳）、罹患指は小指9環指4中指1示指1、対象関節はMP14・PIP1だった。対象関節がMP関節の
指では、自動伸展はMP-61±20°、PIP-29±30°で、PIP関節の指ではPIP自動伸展-25°だっ
た。MP・PIP関節ともに規定量を3箇所に分けて注射し、24時間後に局所麻酔下に徒手伸展し
た。
【結果】
１例でアレルギー反応を認めた。徒手伸展時に裂創を生じた8指はwet dressingとして、8-21日
（平均13日）後にガーゼ保護不要となった。対象関節がMP関節の指では注射後1カ月で自動伸展
MP-5±8°、PIP-17±13°であり、注射後3カ月では自動伸展MP-3±5°、PIP-21±14°だっ
た。MPだけでなく、PIPも20°以上改善した症例が5例あった。対象関節がPIP関節の指では注射
後1カ月のPIP関節自動伸展+5°だった。屈筋腱断裂や屈曲制限を残した症例はなく、同一指に
２回目の注射を希望した症例もなかった。いずれの症例も積極的なリハビリ通院を要さなかっ
た。注射後3カ月時点で再発傾向を2指に認めた。
【考察】
ザイヤフレックス®によるデュプイトラン拘縮治療は本邦においても短期成績は良好だった。
またMP関節伸展を目的として注射してもPIPもそれなりに伸展されることがあった。若干の伸展
制限が残存しても、手術を回避できたことやADL改善による満足度は高く、同一指に対する追加
治療を希望した症例はなかった。
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Dupuytren拘縮に対する酵素注射療法の実際　-至適刺入深度の超音
波評価を含めて-

○國府 幸洋, 宮内 志昂, 栗田 和弘, 佐藤 達夫
太田 光宣

柏厚生総合病院　整形外科

【はじめに】
Dupuytren拘縮(以下DC)に対する酵素注射療法では、コラゲナーゼ製剤（ザイヤフレックス®）
を拘縮索内へ注射することが重要である。刺入深度が拘縮索に及ばない場合、期待される治療
効果が得られず、逆に深すぎる場合には屈筋腱断裂という重篤な合併症が懸念される。
【目的】
DCに対してコラゲナーゼ製剤(ザイヤフレックス®)を拘縮索内に注射できる至適刺入深度を把
握するため、超音波評価を行うとともに、その後の治療成績を検討すること。
【対象及び方法】
table top testが陽性であったDC14例17指を対象とした。主要関節はMP関節14指、PIP関節
3指。伸展不足角度は平均でMP関節-39.6°、PIP関節-63.7°。推奨手順に従って注射部位を定
め、超音波（18MHz探触子、掌側走査）を用いて至適刺入深度（最小:①皮膚-拘縮索間距離、最
大:①＋拘縮索の厚み）を測定した後、薬剤を注射した。伸展不足角度や副作用を含めた治療成
績を調査した。
【結果】
皮膚-拘縮索間距離は平均1.7(1.0-2.7)mm、拘縮索の厚みは平均2.5(1.5-4.8)mm、至適刺入深度
は平均で最小:1.7、最大:4.3mmであった。平均経過観察期間は3.9ヶ月。全例で臨床的改善（伸
展不足角度50％以上減）が得られ、伸展不足角度は平均でMP関節-0.4°、PIP関節-8.7°に改
善。有効率（伸展不足角度5°以下）はMP関節100％、PIP関節33％であった。皮膚裂傷4指、軽
微な末梢神経障害1指、屈筋腱断裂は認めなかった。
【考察】
至適刺入深度の超音波評価を用いた酵素注射療法の治療成績は良好であった。今回の検討か
ら、症例によって至適刺入深度にばらつきがあり、刺入深度を2mmと仮定した場合、約24％の症
例で拘縮索に届かないことが分かった。マニュアルや手の感覚に頼るだけでなく、あらかじめ
超音波を用いて至適刺入深度を評価することは有用である。
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Dupuytren拘縮に対するシリコンチューブを用いたコラゲナーゼ注入
法～より安全、正確、簡便に

○金谷 貴子, 名倉 一成, 原田 義文, 美舩 泰
国分 毅

独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院　整形外科

【目的】
コラゲナーゼ治療手技マニュアルで“13mm針付1mlシリンジにて2-3mmの深度に注入する”とさ
れているが、実際の針の深度は目分量でなされているのが現状である。今回、当院で考案した
予定深度への注入方法であるシリコンチューブ (ST)法を報告する。
【方法】
ST法とは、カットしたシリコンチューブ(ファイコンチューブ: 富士システムズ, SH; No.1)を
注射針に通してチューブから突き出た針長を注入したい深度の長さに調整し、この状態で突き
出た針部分を拘縮索上の皮膚に刺入する方法である。つまり、注入深度＋チューブ長＝注射針
長となる。まず用いる1mlシリンジ針(ニプロ、テルモ)の実針長(30本)をベアーメデイック社で
工業用定規を用いて測定した。また同社にて11mm, 10mmにカットしたファイコンチューブをシ
リンジ針に通しチューブより突き出た針長を同じく工業用定規を用いて測定した。
【結果】
13mmと表示されている実針長はニプロでは13mm; 28本、12.5mm; 1本、12mm; 1本、テルモでは
13mm; 0本、12.5mm; 2本、12mm; 28本であった。10mm, 11mmのチューブを装着した際のチュー
ブから突き出た針長は、2社ともに実針長13mm→3mm, 2mm、12.5mm→2.5mm, 1.5mm、12mm→2mm,
1mmであった。
【結論】
ST法はチューブの長さを調整することで注入深度を自在に設定でき、予定した注入深度へ安全
かつ容易に注入できる大変簡便な方法で安価でもある。問題は13mm規格の注射針実長に12̃13mm
のばらつきがあることであり、当院では12, 12.5, 13mmのチューブも用意して針実長を確認
後、エコーにて決定した注入深度にあわせた長さのチューブ装着にて注入を行っている。
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デュピュイトラン拘縮酵素注入療法時の刺入精度を高めるための補
助具の試作

○栗山 幸治1, 片岡 利行1, 安井 行彦1, 田中 啓之2

村瀬 剛2

1星ヶ丘医療センター　整形外科, 2大阪大学　整形外科

【はじめに】
デュピュイトラン拘縮に対する酵素注入療法が本邦でも承認された。硬い拘縮索に推奨される2
-3 mmの深さを保って酵素を注入するのは容易ではない。
【目的】
酵素注入時に針先の深度が一定となるように、針先3 mm以近の注射針周囲を覆うような補助具
を作成し、その有用性を実験的に検証することである。
【方法】
27 G針一体型1 ml注射シリンジを用いて半透明ポリウレタン樹脂内に0.08 mlの空気を注入する
モデルを作成した。整形外科専門医3名（被検者）が針先を3 mm刺入することを目標とし、補助
具を用いる場合（Device群）と用いない場合（Free群）で各群10回刺入し、針先の刺入深度を
測定した。屈筋腱損傷のリスクとして刺入深度が5 mm以上の回数を記録した。さらに、1回の針
刺入から空気を注入し、抜去するまでの時間を計測した。
【結果】
3人の被検者の刺入深度はそれぞれDevice群：3.4±0.1 mm, 3.5±0.1 mm, 3.2±0.1
mm、Free群：3.9±0.7 mm, 5.6±1.5 mm, 5.4±0.9 mmであり、全被検者において、Free群が
Device群に比べて有意に深く刺入されていた。10回刺入のうち深度が5mm以上になった回数は
Device群：0回, 0回, 0回、Free群： 1回, 5回, 7回、であった。3人の被検者の平均刺入時間
はそれぞれDevice群：3.3±0.4秒, 4.5±0.8秒, 2.8±0.5秒、Free群： 5.7±0.6秒, 7.0±
1.3秒, 4.9±1.0秒であり、全被検者において、Device群がFree群に比べて有意に短かった。
【考察】
Free群では全被検者において目標の3 mmより深く刺入され、屈筋腱損傷のリスクが高まると考
えられた。また刺入に要する時間もDevice群が有意に短く、刺入の容易さが示唆された。本邦
の酵素注入療法では注射器具類が同包されていない。安全、確実な投与のため補助具を含めた
注射器具の同包をメーカーに期待したい。
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当科におけるDupuytren拘縮の治療戦略

○大安 剛裕

宮崎江南病院　形成外科

Dupuytren拘縮の治療はこれまで手術療法のみであり、その方法についてはfasciotomyあるいは
様々な形式のfasciectomyが報告され、議論の対象となりつつもいまだ統一見解は得られていな
い。2015年に７月に注射用コラゲナーゼ製剤が承認され、臨床応用可能となったが、手外科専
門医かつ講習を受けたものという制限がつくため広く行われているとは言いがたく、その成績
についての報告もまだ少ない状況である。
今回我々は2015年12月から2016年10月までに10症例11指に対してコラゲナーゼ製剤により
Dupuytren拘縮の治療を行う機会を得た。症例は６２歳から８８歳、男性１０指、女性１
指、Meyerdingの重症度分類はgradeⅠ～Ⅲであった。全例において拘縮の改善を得たが、過去
の手術成績の報告と同様にPIP関節に拘縮の残存を認める傾向にあった。
コラゲナーゼ製剤の国内第Ⅲ相試験でも同様にPIP関節の改善度が低い傾向であった。また同報
告ではPIP関節の再発率は１２ヶ月後に26.3％（MP関節では4.1％）と報告されている。
当科では以前より手術療法としてfasciectomyを行っているが、今回施行した１０症例１１指の
コラゲナーゼ製剤治療群と当科での手術療法群との比較を行い、有効性および安全性、再発
率、手技あるいはコストなどから今後の適応、治療戦略について考察、検討を行う。

S502



2-1-SS2-6

Dupuytren拘縮の手術治療成績

○稲垣 弘進, 佐伯 岳紀, 増田 高将

豊田厚生病院　整形外科

Dupuytren拘縮の手術成績について検討した。症例は30例34手であり、男28例女2例、手術時平
均年齢68歳、右19手左15手、両側罹患例は25例であった。罹患指は小指27環指32中指17示指8母
指12であった。Meyerding分類ではgrade2は12手、grade3は19手、grade4は3手であった。併存
疾患としてDMは9例10手COPD等肺疾患は4例だった。手術はzigzag切開で拡大鏡を用いて可能な
限り病的腱膜を切除した。関節拘縮に対して授動術を5手に追加した。閉創の際にV-Y形成やZ形
成を適宜追加したが、困難な場合は遊離植皮術を4手に追加した。合併症として指動脈切断は1
例あったが神経切断例はなかった。術後ドレーンを2日間挿入後リハビリを開始した。多くの肥
厚性瘢痕例に対してはリザベンを投与した。屈曲拘縮にはスプリントを7例に使用した。術後リ
ハビリ期間は37-646日平均204日、術後観察期間は4ケ月-7年6ヵ月平均1年10ケ月であった。術
後評価はTubianaの基準を用いた。結果。手術を行った指ごとの改善角度では小指は平均（以下
略す）38度改善し25指中21指が改善4指は悪化、環指は30度改善し21指中17指が改善4指が悪
化、中指は16度改善し6指全例改善した。指ごとの差は認められなかった。指の各関節別では小
指MPは平均（以下略す）30度改善し23指が改善2指は悪化、小指PIPは8度改善し17指が改善9指
は悪化、環指MPは25度改善し20指が改善1指が悪化、環指PIPは11度改善し15指が改善6指が悪化
していた。小指PIP、環指PIPの順に成績は劣った。Tubianaの評価基準ではVG15手G14手F1手P4
手であった。成績不良の5手はMeyerding分類3：3手、4：2手であり関節授動術は3手に行ってい
て術前状態が進行し関節拘縮のある例に多かった。また5例中3例は屈曲角度も不良であっ
た。Collagenase注射治療を行った13例13手との比較検討も併せて報告する。
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当院におけるDupuytren拘縮の治療成績

○松本 泰一, 津村 卓哉, 高山 和政, 松下 睦
塩出 速雄

倉敷中央病院　整形外科

【目的】
Dupuytren拘縮に対する治療はmultiple  Z  plasty,open  palm,各種皮弁,partial
fasciectomy,Xiaflexコラゲナーゼ注射などが報告されている.本研究はこれらの方法を比較検
討することである.
【対象と方法】
対象は77指46症例,平均65.2±6.2才. Multiple Z31指,open palm6指,皮弁13指,partial
fasciectomy9指, Xiaflex18指に実施した.各方法に対して統計学的検討を行った.術前重症度は
Meyerding分類(a) ,術後成績評価はTonkin拘縮改善率(b)とTubiana判定基準(c)を用いた.また
術後PIP伸展不足角が悪化した症例の検討も施行した.
【結果】
Multiple Z群: (a) 2.0, (b) 45.3%,(c) 術前stage 2.0→術後1.3. Open palm群: (a) 2.0,(b)
79.9%, (c) 2.2→1.2.皮弁群: (a) 2.6, (b) 34.0%,(c) 2.5→1.4.Partial fasciectomy群:
(a) 3.5, (b) 65.9%, (c) 1.3→1.0.Xiaflex群: (a) 2.4,(b) 82.0%, (c) 1.7→1.1であった.
皮弁群とmultiple Z群では,術後PIP伸展不足角が悪化した症例が存在した.即ち皮弁群における
改善例は術前PIP伸展-56.6°,術後-8.6°.悪化例は術前PIP伸展-19.2°,術後-42.2°.また
multiple Z群における改善例は術前PIP伸展-47.8°,術後-20.7°,悪化例は術前PIP伸展-
21.0°,術後-36.3°であった.Tubiana stage毎に検討すると,皮弁群とMultiple Z群stage1は
Tonkin拘縮改善率は有意に不良だが,open palm群,Xiaflex群では重症度にかかわらず良好な改
善を認めた.
【考察】
PIP拘縮軽症例に対する手術適応に関しては相反する意見があり,軽症例では改善率が不良で手
術適応は慎重であるべきいう意見と,改善率は良好で手術適応だと言う意見がある.本研究から
PIP拘縮軽症例ではmultiple Z,皮弁法は選択すべきではなく,open palm やXiaflexによる治療
を選択すべきであると示唆された.
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Dupuytren拘縮に対する酵素注射療法の有用性

○佐藤 信隆1, 斉藤 正憲1, 波呂 浩孝1, 大北 弦樹2

1山梨大学　整形外科, 2峡南医療センター　富士川病院

【目的】
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った．当
院では2015年12月以降全例，酵素注射療法を施行してきた．そこで，酵素注射療法の有用性を
検討するため，当院で酵素注射療法症例（C群）と手術加療症例（S群）を比較した．
【対象と方法】
経過観察期間3ヶ月以上の症例を対象とした．C群は20例（男性18例，女性2例），平均年齢
69.2歳、S群は48例（男性45例、女性3例），平均年齢64.8歳であった． C群はいずれも１回の
みの注射であった． また，S群は病的手掌腱膜の可及的全切除を行った．両群に対してリハビ
リ期間，Meyerding分類，Tubianaの評価，指別・関節別改善率，合併症，さらにC群は罹患した
病的拘縮索（cord）の数での指別改善率，注射の標的とした関節の改善率について検討した．
【結果】
（C群／S群）平均リハビリ期間（2.0／19.2ヶ月）．Tubianaの評価，優（7／25例），良（11／
18例），可（2／3例），不可（0／2例）であった．指別・関節別改善率では環指（75.9／
78.9％），小指（81.2／80.4％）で，注射の標的とした関節で小指PIP関節は（88.7／74.2％）
であった．1本のcordでは環指96.0％，小指86.4％，複数本では環指34.3％，小指86.4％であっ
た．合併症はC群で内出血，皮膚裂創など，S群でCRPS，感染，皮膚壊死などがあったがいずれ
も処置や投薬で改善した．
【考察】
C群はリハビリ期間が短く重篤な合併症がなく成績不良例がみられない特徴があった．一般に手
術症例の成績不良因子は複数指罹患，高度拘縮例，小指PIP関節拘縮例であるが，C群は小指PIP
関節に対してS群より成績が良好であった．複数指罹患や高度拘縮例に対しても事前にcordの種
類と本数を把握し当初から複数回の注射を検討することで良い結果が得られると考えられた．
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Dupuytren拘縮の有病関連因子について　群馬県の山村住民における
Dupuytren拘縮の疫学調査を中心に

○田鹿 毅, 山本 敦史, 大谷 昇, 大倉 千幸
高岸 憲二

群馬大学整形外科

Dupuytren拘縮はヨーロッパにおいて比較的有病率が高いと報告されており（１-４）、性差は
男性が女性を上回り、加齢とともに有病率の増加を認めたと報告されている（１、２）。有病
関連因子として糖尿病、てんかん、高脂血症、飲酒、喫煙、手作業（特に振動工具を用いた手
作業）等の報告がある（１、５-８）。我々は、一般住民において本症の有病危険因子と本患者
におけるQOLについて調査したので報告する　（９）。農林観光業を主産業とする山村で検診を
行った。対象は全住民の８.２％にあたり男性１６４人、女性２３７人、合計４０１人平均年齢
６６．７歳であった。評価項目は問診から性別、年齢、BMI、血圧値、職種、糖尿病の既往、喫
煙の有無、飲酒の有無、血液検査項目（肝機能酵素関連、グリコヘモグロビン、高比重、低比
重リポタンパク、中性脂肪）を調査した。QOL評価としてEuroQOL(日本語版)を調査した。４０
１人中２８人に本症を認め有病率は７.０％であった。性別では、男性が１６３人中１８人、１
１％に、女性が２３７人中９人、３.８％に認めた。罹患側は片側例が２１例、両側例は７例で
あった。複数指罹患例は４例（１４.３％）であった。Meyerdingの分類ではgrade０が２５例
（８９.２％）、grade１が３例（１０.９％）であった。罹患指では環指が３１指（７９.７%）
であった。Dupuytren拘縮有病群は無病群に比べ年齢が有意に高い結果であった。各説明変数を
年齢を共変量としDupuytren拘縮の有無を目的変数としてロジスティック回帰分析を行った結
果、年齢、男性、大工、林業等の振動工具を用いる職業、飲酒歴が有意な危険因子であった。
２群間においてEuroQOLの効用値、VASに有意差は認められなかった。
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Dupuytren拘縮の治療法　―歴史と未来の展望―

○阿部 圭宏

千葉労災病院整形外科

Dupuytren拘縮(DC) 治療の嚆矢は、巷間、1831年にDupuytrenが行ったopen fasciotmy (1)とさ
れるが、すでに1808年Clineがclosed fasciotomyを行っている(2)。これらは無麻酔、非駆血の
ため最小侵襲手技とならざるを得ず、拘縮の残存や高い再発率といった問題があった。それ故
Goyrandはfasciectomyの概念に言及しているが(3)、実現は、1842年の全身麻酔の発明を待つ必
要があった。
以後、total/extensive fasciectomy, dermofasciectomy等の拡大手術が提唱されたが合併症は
高率に発生した(4)。
DC治療の最大の問題点が再発であるが、1960年代にはtotal fasciectomyと、病的腱膜のみ切除
するlimited fasciectomyの再発率に差がないことが明らかとなり、以後limited fasciectomy
がDC治療の標準術式となった(5)。再発率は30％前後であり(6)問題の解決には至らなかった。
現在欧米では、DCの再発は予防し得ない事象であり、再発を前提に治療計画を立てるべきとい
うコンセンサスが形成されつつある。現在の治療法の選択はlimited fascectomyの以外
に、Perctaneus needle fasciectomy (7,8)やcollagenase注射(9)などの最小侵襲手技も広く行
われるようになった。また再発例や再発リスクの高い症例にはdermofasciectomyが良い適応で
ある(10)。どの手技も利点と欠点があり、術者はそれらを理解し治療計画を立てる必要があ
る。
本講演では、治療の歴史、現在の問題点、今後の治療展望について詳述する。
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50歳∽80歳代の手根管症候群の有病率：おぶせスタディによる地域
住民調査より

○橋本 瞬1, 酒井 典子2, 三村 亨3, 内山 茂晴1

加藤 博之1

1信州大学　医学部　整形外科, 2新生病院整形外科

3信州大学医学部附属病院臨床研究支援センター

【背景】
手根管症候群(carpal tunnel syndrome: CTS)の有病率は1∽16％とされているが、本邦で地域
住民を対象とした有病率調査は少ない。本研究の目的は、長野県の農業地域である小布施町民
におけるCTSの有病率とその関連因子を検討することである。
【対象と方法】
小布施町民票台帳から無作為に選出した50歳代∽80歳代住民の270名（男性134名、女性136名）
を対象とした。50歳代95名、60歳代47名、70歳代11名、80歳代17名であった。CTSの対象患者基
準は、手根管開放術の既往、正中神経領域に沿った痺れや痛みがあり正中神経の
MDL＞4.2msec、あるいはSCV＜45m/sec以下とした．女性、肥満（BMI≧25）、喫煙（Smoking
Index≧400）、飲酒（週1回以上の飲酒習慣）、糖尿病（DM、HbA1c≧6.5または内服薬やインス
リン使用）、骨粗鬆症（Young Adult Mean≦70％）、ばね指の合併をCTS発症の因子として
Fisherの正確検定を行い、P＜0.15であった因子を説明変数として多重ロジスティック回帰を行
い、P＜0.05であった因子を関連因子とした。
【結果】
合計11名がCTSと診断され有病率は4.0%であった。CTS群11名では、BMI：平均25.9、ばね指合併
例数：5名であった。非CTS群 259名では、BMI平均22.6、ばね指合併例数：25名であった。これ
らの2因子はCTSの関連因子と考えられた。一方、女性：136名（CTS 9名）喫煙：70名（CTS
1名）、飲酒：157名（CTS 3名）、DM：39名（CTS 3名）、骨粗鬆症：24名（CTS 1名）であり、
これらの7因子は関連因子ではなかった。
【考察】
本邦の一般人口に対するCTSの疫学調査の報告は無い（今枝敏彦、Orthopedics, 2007）。本研
究は、本邦におけるCTSの有病率と関連因子を初めて明らかにした。
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手根管症候群における術後成績の検討(第2報)　多施設前向き研究

○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
ついて多施設前向き検討し、CTSに対する手術療法の有用性について知ることである。
【方法および対象】
対象は５施設を受診したCTS症例である。各症例のQuick  DASH、短母指外転筋遠位潜時
（DL）、2点識別能検査（2PD）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DL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、137手の症例が登録された。うち59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カ月経過観察可能であった症例は88手であった。これらのうちデ
ータ欠損のある症例を除いた73手について詳細に検討した。術式はOCTRが68手、ECTRが5手であ
った。DLで分類した重症群は36手、軽症群は37手であった。DLが計測不能な例も18手認め
た。Quick DASH、DLおよび2PDは、軽症群・重症群ともに術前から術後6カ月にかけて、有意な
改善（p＜0.05）を認め、術後6カ月から術後1年は有意差を持った変化を認めなかった。軽症・
重症群間の比較においては、Quick DASHが両群間に有意差を認めなかったのに対し、2PDは術
前、術後6カ月、術後1年のいずれにおいても有意に重症群で値が悪かった（p＜0.05）。
【結語】
CTSのQuick DASH、DL、2PDはいずれも術後6カ月までに改善を認めた。また、DLの重症度と
Quick DASHの術後推移には関連性を認めなかった一方で、DLの重症度と2PDの推移には関連性が
示唆された。
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橈骨遠位端骨折の掌側Locking Plate固定術後の正中神経障害　-前向
きコホート研究-

○山崎 宏1, 篠根 理孝1, 宮岡 俊輔1, 磯部 文洋1

橋本 瞬1

1相澤病院　整形外科, 2長野市民病院　整形外科

【背景】
橈骨遠位端骨折(DRF)の術後合併症に手根管症候群(CTS)が報告されている。掌側ロッキングプ
レート固定術(VLP)後の正中神経障害について、前向きに評価した報告は少ない。
【目的】
末梢神経伝導検査(NCS)を用いて前向きに検討し、VLP後の正中神経障害の関連因子を求める。
【研究デザイン】
単施設前向きコホート研究
【対象】
DRFに対してVLPを行った患者102例を対象とした。
【評価】
短母指外転筋での遠位潜時(DML)と、示指での逆行性感覚神経伝導速度(SCV)を測定し、NCS重症
度をBland分類で評価した。患者因子は性別、年齢、身長、体重、骨折型、利き手受傷、尺骨茎
状突起骨折の有無、プレートの種類とした。CTSの定義は、

「NCSに異常があるか、正中神経領域のしびれがあるものとした。」

【方法】
NCS重症度の関連因子を重回帰分析から求めた。説明変数は患者因子とした。CTS患者の特徴を
検討した。
【結果】
参加者は102例中80例80手(78％)、男15例、女65例、平均年齢63歳(17～83歳)であった。NCS施
行時期は術後平均25(10～33)週であった。DML(ms)は患側3.9±1.1、健側3.7±0.8(P=0.03)と患
側で遅延していた。SCV(m/s)は患側49.3±8.3、健側50.1±7.9(P=0.48)であった。NCS重症度の
悪化因子は年齢が高い・尺骨茎状突起骨折が無いこと、であった。CTS発症は11例(14％)で、発
症群は有意に身長が低かった。
【考察】
VLP後に患側でDMLが遅延していた。骨折・手術侵襲・プレートの占拠などによって、正中神経
障害が生じていることが示唆された。重症度に年齢が関与しており、受傷前からの神経の伝導
遅延や易損傷性が原因と思われた。CTS発症の増加因子は低身長であり、骨格に比べてプレート
が大きいことが要因と思われた。
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献血に続発する神経障害性疼痛の病態仮説（末梢総和仮説）の検証
とその対策ー関西圏日本赤十字による前向き多施設大規模検討ー

○稲田 有史1,2,3, 中村 達雄2, 諸井 慶七郎4, 嶋 裕子5

谷 義彦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 整形外科, 4奈良県立医科大学　麻酔科, 5日本赤十字社

我々は日本赤十字社の協力を得て、善意の健康な献血者という均一な母集団を対象に６年間で
３２例の献血後神経損傷群（17例）、神経障害群（15例）の直接診察で、潜在性上肢絞扼性神
経障害が判明、手根管・肘管症候群重復例と患者の治療への高い欲求度が、有意に治療期間を
延長させることも判明。しかし絞扼性神経障害が、原病か、続発症かの判断は不可能であっ
た。私達は献血後神経障害性疼痛の機序が、潜在性上肢絞扼性神経障害の存在下で静脈穿刺の
侵襲が持続的な末梢神経感作となり末梢神経代償機構をこえるときに中枢感作を惹起するので
はないかという仮説を立案、末梢総和仮説と命名。この仮説を検証の為に、無自覚手根管・肘
管症候群複合重症例を除外する３０秒のShoulder-Abduction Elbow-Flexion Phalen(SAEFP)
testを考案し、マニュアルを作成、Ａ（陰性）群、B（弱陽性）群、C群（強陽性）に群別、神
経発症時の重症度、治療期間を軽症（4週未満）、中等度（4週から1年以上）、重症（1年以
上）に分類,テスト実施前2008/9-2013/8/31の５年間と後の2008/9-2013/8/31の2年間の重症患
者発生頻度を比較検討した。結果：２年間での関西地区全献血者者1461965人に実施、テスト拒
否1431名（0.10%）、献血辞退者がB群196（1.43%）,C群25（1.21%）、SA群に辞退者なく98.82%
を占めたが副作用発生22人がこの群から発生。テスト導入後、重症発生数が、導入前５年の平
均3.8件/年に対し、導入後２年間の平均0.5件と有意に減少し,CRPSの発生はなかった。結論：
献血後神経障害性疼痛の発生機序として総和仮説を提唱、防止策としてSAEFPtest考案、前向き
多施設大規模検討を施行、重症患者が有意に減少,この仮説が病態の一因をなすことを世界で始
めて証明した。
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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
治療について－移植骨髄血(橈骨または腸骨)の違いによる比較－

○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

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

4キッコーマン総合病院　整形外科

【目的】
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・創外
固定を併用する治療を行ってきた．当初は橈骨由来の骨髄血を移植していたが，現在は腸骨由
来の骨髄血を移植している．今回は，両者の臨床成績と画像評価を比較した．
【対象と方法】
2000年から2006年は橈骨由来骨髄血を用い18例に本治療を行い(橈骨群)，分節化が高度な症例
や膠原病合併症例は本治療の適応外と判断したため，2007年以降は、それらを除外した症例に
対し腸骨由来骨髄血を用い16例(男8例，女8例)に本治療を行った(腸骨群)．症例背景を揃える
ため，橈骨群から，適応外症例を除外し１5例(男9例，女6例)とし，最終評価時ではなく2009年
本学会誌報告時のデータを用いた．統計解析にはIBM SPSS ver. 22.0を用い，臨床成績は中村
の評価基準(0-30点)を，単純X線は術後Stageの悪化の有無を，MRIは術後信号回復の有無を比較
した．
【結果】
手術時平均年齢，平均経過観察期間は，それぞれ橈骨群44.9(19-68)歳，43.8(15-84)ヶ月，腸
骨群43.6(15-73)歳，33.8(12-60)ヶ月であり，両群間の差はなかった．臨床成績は, 橈骨群18-
25(平均21.2)点，腸骨群9-28(平均19.5)点であり，両群間に有意差は認めなかった(p=0.19)．
単純X線でStageが悪化した症例は橈骨群で6例，腸骨群で4例であり，有意差はなかった
(p=0.38)．MRIで術後明らかな信号回復を認めた症例は，橈骨群で9例，腸骨群で8例であり，こ
れも有意差は認められなかった(p=0.58)．
【考察】
臨床成績，単純X線，MRIにおいて，キーンベック病に対する骨髄血移植の有効性は，採取部位
の違いによらないことが示唆された．今後，さらなる症例数の獲得，有効因子の検討等が課題
となる．
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コラーゲンのみを材料とした人工神経の多施設共同2群比較オープ
ン試験の結果

○佐伯 将臣1, 平田 仁2

1国家公務員共済組合連合会　東海病院　整形外科, 2名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】
　生体親和性の高いコラーゲンのみを材料とした人工神経の知覚神経損傷例を対象とした多施
設共同2群比較オープン試験の治験を行ったので、その結果を報告する。
【対象と方法】
　本人工神経はコラーゲンの管状物にコラーゲン繊維を挿入したものである。対象は、開放性
もしくは閉鎖性の外傷により手関節以遠の知覚神経を損傷した症例とした。年齢は20歳以上65
歳未満、損傷の程度はSedden分類によりNuerotmesisに分類される、電気生理学的に回復の兆し
が乏しい、もしくは異常知覚を認めるものとした。神経欠損長は2mm以上30mm以下もしくは8-0
縫合糸による縫合で緊張のかかる欠損で30mm以下、神経の太さは3.7mm以下とした。評価は術後
12か月の静的2点識別法（s2PD）に基づく知覚機能回復率、回復速度、術者の負担、有害事象お
よび不具合とし、自家神経移植術を対照とした。
【結果】
　症例は人工神経移植術群49例と自家神経移植術群38例（ヒストリカルデータ31例を含む）で
それぞれ、平均年齢は42歳と36歳、平均神経欠損長は12.6mmと18.7mmであった。人工神経移植
術群のs2PDの評価は創部感染により人工神経を除去した1例を除く48例で施行され、術後12か月
の知覚機能回復率は人工神経移植術群36例（75%）で、自家神経移植術群28例（74%）に対し非
劣性が示された。術後3か月で人工神経移植術群21例（75%）に知覚機能の回復を認め、術者の
76％は人工神経の使用により手術の疲労度が軽減したと感じた。人工神経と因果関係のある深
刻な有害事象および不具合は認めなかった。
【考察】
　本研究により30mm以下の知覚神経欠損において、コラーゲンのみを材料とした人工神経移植
術の有効性と安全性が示された。今後、知覚神経再建の自家神経に代わる適応が期待される。
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特発性前骨間神経麻痺および特発性後骨間神経麻痺 -病態や疫学を
中心に-

○越智 健介1, 加藤 博之2, 堀内 行雄3, 田崎 憲一4

1東京歯科大学　市川総合病院　整形外科, 2信州大学　整形外科

3川崎市立川崎病院　整形外科, 4荻窪病院　整形外科

　特発性前骨間神経(sAIN)麻痺はneuralgic amyotrophy (NA)の一病型として1948年に記載され
1、特発性後骨間神経(sPIN)麻痺もsAIN麻痺と同様にNAの一病型あるいは神経炎と理解されてき
た。現在でも欧米では、手術適応のない末梢神経麻痺として認識されている。
　ところが神経束間剥離術が施行された症例において、責任神経における神経束の「くびれ」
が報告された2, 3。その後も神経束の「くびれ」症例が蓄積されたため4-7、本邦においては両麻
痺の病態に神経束の「くびれ」が関わっていると信じる手外科医は多い。この「くびれ」は外
的絞扼がないという点で従来の絞扼性神経障害とは異なり、また好発部位が限局している点で
も興味深いが、その真の意義は不明である。
　演者らが自験63例を検討したところ8-11、1)「回旋腫大型くびれ」の発症時年齢は、「回旋型
くびれ」の発症時年齢より有意に低い、2)「くびれ」の多くは発症時年齢50歳以下の症例に存
在、3) sAIN麻痺では通常皮切群と肘上小皮切群の成績に有意差がない、4) sPIN麻痺では発症
時年齢50歳以上、術前期間7か月以上、尺骨神経麻痺合併、麻痺の緩徐進行が予後不良因子、5)
「くびれ」を解除できた症例の成績は有意に良好、などが示唆された。両麻痺の病態には神経
束の「くびれ」や年齢的要素、解剖学的構造、などが関与している可能性がある。
　両麻痺は比較的稀であるため、その病態や疫学に不明な点は多い。2011年より開始した前向
き多施設臨床研究(iNPS-JAPAN; 協力施設: 62、症例登録施設: 32。登録症例：sAIN麻痺
117肢、sPIN麻痺74肢)の結果も踏まえて、現段階におけるわれわれの理解をご紹介したい。
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特発性前骨間神経麻痺の予後

○田尻 康人1, 原 由紀則1, 山本 真一2, 三上 容司2

冲永 修二3

1東京都立広尾病院, 2横浜労災病院, 3東京逓信病院

　特発性前骨間神経麻痺は、上肢の疼痛により発症し、その後前骨間神経支配筋や正中神経支
配の前腕屈筋群に麻痺を生じる稀な疾患である。本疾患の原因、診断基準は未確定であり、そ
の治療法にもいまだ議論のあるところである。
　本疾患の保存治療の成績はまとまった症例の報告は少ない（1-5）。これらの報告において
FPLやFDPがM4以上に回復する割合は80%以上とされている。一方、自験例では、完全麻痺例にお
いてFPLがM3以上およびM4以上に回復した割合は、発症2年ではそれぞれ81%と57.1%で、FDPもほ
ぼ同様の割合であり、過去の報告に比べ良好ではなかった。自然回復におけるこの違いは筋力
評価の基準が異なっているためと考えることが妥当と考察した(6)。
　手術、特に神経線維束間剥離術の報告はほとんどないか、筋力評価が不十分である。越智ら
の報告（7）では、FPLとFDPがM4以上に回復する割合はFPLで83%(全剥離)と80%(部分剥離)、FDP
では78%と82%であった。一方自験例では、術後筋力回復がFPLは術後平均5.0ヶ月、FDPでは4.5
ヶ月で認められ、最終的にM4以上に回復する割合はFPL63.2%、FDP55.6%であった(8)。この差は
手術方法の違いや筋力評価の差による可能性がある。保存治療との比較では、初診時完全麻痺
で24ヶ月まで経過観察し得た症例（自験例含む）では、手術が優れていると報告した(9)。今
回、背景を合わせるため、発症後9ヶ月まで回復の認められなかった症例のみにおいて比較をし
たところ、２年以上followした最終成績においてFPL、FDPともに手術で良好であった
（P=0.03、P=0.047）。
　本疾患の予後を正しく評価する上で、筋力の評価基準が重要であると考える。
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Volar rim fractureを含むAO分類C3型橈骨遠位端骨折の治療成績

○高井 盛光1, 長田 伝重2, 亀田 正裕3, 都丸 倫代3

中山 健太朗3

1菅間記念病院　整形外科, 2獨協医科大学日光医療センター　整形外科

3獨協医科大学　整形外科学

【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（VLP）固定法は世界におけるゴールドスタン
ダードとなっている.われわれも2003年以降単軸性近位設置型VLPであるDRV，その発展型の
Heartyを主に用いてきた．さらに，2015年よりハイブリッド型であるHYBRIXを使用してい
る．AO分類C3型骨折に対しては多骨片に対しての固定方法にも種々有り，意見の一致は得られ
ていない．さらに，最近は掌尺側の小さな骨片，いわゆるrim fractureへの対応が問題となっ
ている．今回、AO分類C3型骨折の治療成績について報告し，rim fractureを含めたC3型骨折に
対するわれわれの治療方針について述べる．
【対象と方法】
当科および関連施設にてHearty，HYBRIXを用いて手術治療を施行し，術後12か月以上経過観察
しえた症例を対象とした．本プレートでは固定困難が予想されるrim fracture例ではwatershed
lineを超えるプレートもしくは創外固定器を用いている．関節面骨片の整復は透視下に行い，
関節面中央の陥凹骨片は,細いK-Wを用いて経骨髄的に整復しする．さらに，術後関節面骨片の
転位が予想される症例に対して，Heartyでは格子状固定を，HYBRIXでは二列目より任意方向に
ピン・スクリューの追加固定（DSS法含む）を行う．骨欠損部への骨移植は行わず，軟部組織修
復術を行った例以外は外固定を行わず 術翌日より手関節可動域訓練を行う．
【結果と考察】
Heartyでは多くはプレート単独での固定が行われ，10%に格子状固定を追加した．HYBRIXでは30
％でDSS法を含めた2列目からの固定を追加した．プレート固定困難例にはbridging型創外固定
法，DRPプレートと背側ロッキングプレート併用をそれぞれ1手関節ずつ行った．最終観察時，
良好な臨床成績が，またX線像では手術時の良好な整復位が骨癒合まで維持されていた．

S520



2-2-YLS7-2

陥没骨片を伴うAO C3橈骨遠位端骨折に対する治療経験

○近藤 秀則, 今谷 潤也, 森谷 史朗, 松橋 美波
岡崎 勇樹

岡山済生会総合病院　整形外科

【はじめに】
われわれは橈骨遠位端骨折に対する手術を”標準的”掌側ロッキングプレート(以下VLP)固定法
(今谷 JSSH 2014)で行い、大半の症例で合併症が低減でき良好な治療成績が得られることを報
告した。しかし、陥没骨片を伴う関節内骨折(AO C3)などでは、”標準的”VLP固定法に加え、
さらなる工夫や追加処置を要することが多い。今回、当科における整復を要する陥没骨片を伴
うC3症例の手術手技、治療成績、合併症などを調査しその治療戦略について考察した。
【対象と方法】
2009.1-2016.8の間に当科で手術治療を行ったAO C3の橈骨遠位端骨折97例のうち、整復を要す
る陥没骨片を伴っていた17例を対象とした。内訳は、男性8例、女性9例、平均年齢59.4歳(24-
86)であった。これら症例のアプローチ・固定方法、追加手技、臨床成績、合併症などを後ろ向
きに調査した。
【結果】
主たるアプローチ・固定方法は、VLP固定 11例(うち掌背側アプローチ7例)、 背側ロッキング
プレート固定6例であった。創外固定で待機した後ORIFを行った症例が3例あり、人工骨移植を
8例、追加固定(K-wire 4例、プレート2例、スクリュー1例、骨片縫合1例)を8例に併用してい
た。術後合併症は関節内スクリュー穿孔を2例、CRPSを1例に認め、Mayo scoreは平均76.3点(45
-90)であった。
【考察】
陥没骨片を伴うC3症例の多くはVLP単独では対応が困難である。当科では、掌側骨片があり背側
骨片が粉砕した本骨折型に対し内固定の核としてVLPを用い、関節面の陥没骨片に対しては背側
の小皮切から直視下にこれを整復挙上し、生じた骨欠損部に人工骨を充填する手技にて比較的
良好な結果が得られていた。良好な治療成績を得るには、CT検査での詳細な骨折型の検討によ
る入念な術前計画と準備、さらには様々な手術手技への精通、術中の柔軟な対応が重要と考え
る。
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AO分類C3型橈骨遠位端骨折に対する関節内骨片選択的DSS法によ
る治療成績

○石井 英樹1, 浅見 昭彦1, 角田 憲治1, 藤井 由匡1

末次 宏晃2

1独立行政法人　地域医療機能推進機構　佐賀中部病院　整形外科

2佐賀大学附属病院　整形外科

【はじめに】
掌側ロッキングプレート（VLP）により、橈骨遠位端骨折の治療は革新的に進歩し、その成績も
安定した。しかし、AO分類C3型のような粉砕した関節内骨折では、術後矯正損失を来す症例を
経験する。著者らはその原因を、VLPの設置位置や軟骨下骨支持の不足による術者の技術的な問
題と遠位ロッキングスクリュー（LS）のロッキング機構破綻に伴う矯正損失が原因と考え、関
節内骨片選択的DSS法を用いて治療を行っている。本法はskyline viewによる軸位を確認しなが
ら粉砕した掌側や関節面中央の骨片をVLPと遠位1列目のLSで固定し、背側の骨片は2列目のLSに
て確実に軟骨下骨支持する方法で、その治療成績を報告する。
【対象と方法】
2013年2月以降に、本法にて治療したAO分類C3型の橈骨遠位端骨折39手を対象とした。掌側のみ
の内固定とし、背側や撓側よりの固定や創外固定などは追加していない。人工骨移植は陥没骨
片など整復や関節面の曲率を回復させるために使用している。本法を使用する以前の48手を対
照群とした。各群における最終経過観察時の関節可動域ならびに握力の健側比と、単純X線撮影
でのulnar variance（UV）、volar tilt（VT）、radial inclination（RI）における矯正損失
を比較検討した。
【結果】
掌屈と尺屈は対照群と比べ有意に改善していた。その他の最終平均関節可動域や握力は両群と
も良好に改善していたが、有意差は無かった。矯正損失値は、UVが0.06（対照群が
0.49）mm、VTが0.10（対照群が1.43）°、RIが0.13（対照群が0.57）°と対照群に比べ有意に
小さかった。
【考察】
本法により、粉砕の強い関節内骨折であっても良好な臨床成績を得ることができた。術後屈筋
腱障害の危険性は高くなるが、掌側が粉砕した骨折型では十分な遠位設置を行い、骨片を確実
に支持することが有用と考えられた。
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関節面高度粉砕、中央陥没骨片を伴う橈骨遠位端骨折の治療

○太田 英之, 渡邉 健太郎, 佐伯 総太, 村山 敦彦
矢島 弘毅

名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

Dr. Jorge Orbayの報告以来、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
急速に普及した。当院ではVLPが発売される以前から、橈骨遠位端骨折に対するプレートによる
内固定を行ってきたが、2003年以降はVLPを使用している。VLP固定は良好な初期固定性、比較
的容易で再現性の高い手術手技により安定した治療成績が得られるが、関節面の高度粉砕を伴
う骨折や、中央陥没骨片を伴うような特殊な骨折型に対しては、VLPのみで内固定可能かは議論
のあるところで、実臨床の現場においては整復位保持や内固定に難渋する症例もしばしば経験
する。特に当院では、橈骨遠位端骨折に対して術後ハンドセラピィを高い再現性をもって画一
的に行えるよう、術後ハンドセラピィパスを使用している。このハンドセラピィパスにのせ
て、良好な転帰を得るべく、術後早期に可動域訓練をはじめとする後療法を開始できるよう良
好な整復および強固な内固定を意識して手術を行っている。関節面高度粉砕を伴う場合などは
VLP一枚で全てを固定し安定化させることは難しく、追加鋼線固定や創外固定を用いなければな
らないこともあるかもしれないが、当院では早期にハンドセラピィパスにのせるためにも、VLP
一枚で十分な固定性が得られないと術中に判断した症例は追加プレート固定を行い治療してい
る。整復位の確認方法、内固定法、Bone substituteの使用を含めた骨片整復維持のコンセプト
について、過去の当院からの報告も踏まえて提示させていただきたい。
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橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017　－主な変更点とポイント－

○今谷 潤也

岡山済生会総合病院　整形外科診療部長

今春，初版である橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2012が5年ぶりに改訂され，同ガイドライン
2017として発刊される．今回の改定では本骨折の臨床研究論文のうち，前版で採用された20年
間（1988年～2008年）の311編に2009年から2014年までの1389編を加えた，計1700編が採用され
た．これらの論文を通読すると，この5年間には数多くの変化があったことが理解できる．まず
高齢化・核家族化といった社会情勢の変化と患者自身の早期社会復帰へのニーズの高まりによ
る手術適応の変化である．またCT，MRI，手関節鏡，超音波機器などを利用した診断および治療
技術の進歩，角度可変型（多方向性）プレートをはじめとする様々な内固定材料の開発・導
入，そして各種治療法における種々の合併症の発生なども挙げられる．このような診療内容の
進歩と変化を受けて，本ガイドラインのクリニカルクエスチョン（CQ）では，手術適応につい
ては関節外骨折と関節内骨折，さらに高齢者と青壮年者に分けて詳述されている．また整復評
価への超音波検査および手関節鏡の有効性について，角度固定型（単方向性）のみならず角度
可変型（多方向性）プレートや髄内釘固定の有効性について検証されている．さらにTFCC損
傷，DRUJ障害，尺骨茎状突起骨折に対する治療方針や各種治療法における様々な合併症につい
ても検討され，最新の知見が述べられている．
　本講演では，以上のような橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017における前版からの変更点
と主要なポイントのいくつかについて解説させていただく．

1. Lichtman D, Bindra R, Boyer M, et al. American Academy of Orthopaedic Surgeons
clinical practice guideline on: the treatment of distal radius fractures. J Bone
Joint Surg Am 2011 : 93 : 775-8.
2. 橈骨遠位端骨折診療ガイドライン. 日本整形外科学会 日本手外科学会 ／監修 橈骨遠位端
骨折診療ガイドライン策定委員会／編集. 2012 : 南江堂.
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橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017 -総論-

○長尾 聡哉

みつわ台総合病院　整形外科／日本大学医学部整形外科学系整形外科学分野

　橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2012（初版)が上梓されてから約5年が経過した(1)。初版は
2009年以前の文献をもとに作成されているので、実際は7年以上経過していることになる。その
間に本骨折の診断・治療がさらなる進歩を遂げていることは周知の通りである。そればかりで
なく、診療ガイドラインの作成手順自体も透明性を担保しつつより明確な推奨を行うための変
更がなされている。したがって、本ガイドラインの改訂を完遂するためには、新しい文献を吟
味するだけでなく、ガイドラインの作成手順も新しい手順に則って作業を行わなければならな
い。本講演の目的は、橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017（改訂版)について、ガイドライン
の概要を紹介するとともに作成手順の変更点を明示することにある。
　初版はMinds2007という本邦で策定された診療ガイドライン作成手引きに準拠している
(2)。Minds2007はClinical Question(以下CQ)ごとに検索された文献について、１つ１つの研究
デザインを参考にエビデンスレベルを決定し、原則として最も高いエビデンスに基づいて推奨
度を決定する、という方法を採用している。この方法は比較的簡便にエビデンスを評価できる
反面、”研究デザインの質”のみを評価しているに過ぎず、重要な”アウトカム”に対する評
価が不十分な可能性がある。
それに対して、改訂版で採用されたMinds2014は系統的で国際的に普及しているガイドライン策
定法であるGRADEシステムに準拠している(3)。具体的には、設定したアウトカムに対して検索
された論文全てを横断的にシステマティック・レビューし直し、全論文に対するエビデンスの
質を4種類に判定する、という方法である。また、エビデンスの質とは別に利益・不利益のバラ
ンスやコストなどを考慮して2種類の推奨度を決定し、エビデンスの質と併記することになって
いる。本法を採用することにより、より明確でバイアスの少ない推奨を提供できるものと確信
している。
　最後に、構造化抄録の作成にご協力いただいた日本手外科学会代議員の諸先生方に深謝する
とともに、本教育研修講演および橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2017が橈骨遠位端骨折治療
に携わる方々の一助になることを期待したい。

参考文献
1) 橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2012. 南江堂, 2012.
2) Minds診療ガイドライン作成の手引き2007. 医学書院, 2007.
3) Minds診療ガイドライン作成の手引き2014. 医学書院, 2014.
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掌側ロッキングプレートの挑戦-不安定型橈骨遠位端骨折の克服から
難治性骨折の対応へ-

○森谷 浩治

一般財団法人 新潟手の外科研究所　手外科（整形外科）

Abraham Collesの有名な論文“On the fracture of the carpal extremity of the radius”の
中でも記されている橈骨遠位端骨折後の変形癒合は、『生涯残る』ことが長い間許容されてき
た。当然だが、1930年代に入ると保存治療だけでは満足のいく結果が得られないことが報告さ
れはじめ、手術治療が模索されるようになった。さらにCooney や佐々木によって徒手整復や保
存治療で整復位の保持ができない“不安定型骨折”が定義され、より手術適応は明確化した。
ただし、手術手段は鋼線固定や創外固定、ノンロッキングプレートに限られていたため、必ず
しも不安定型骨折に十分対応できたわけではなかった。
しかし、2000年代に入ると角度安定性に優れた掌側ロッキングプレート(PLP)が登場し、長年の
懸案であった不安定型骨折の克服は概ね成し遂げられた。PLPは軟骨下骨を支持することにより
整復位の維持が可能となるが、必ずしも厳密な軟骨下骨支持に拘らずとも、掌側および尺側骨
皮質の連続性を再建しておけばPLPの角度安定性によって整復位は十分維持される。
現在はPLPをもってしても骨折部の固定およびその維持に難渋する、いわゆる難治性橈骨遠位端
骨折が注目されている。一般的に月状骨窩掌側骨片(VLF)を有し、その掌側骨皮質長が少ない骨
折が難治性とされる。本骨折に対してはプレートによる支え効果に加えて、橈骨遠位端掌側傾
斜を減弱させて関節面にかかる荷重軸を背側へ移動し、VLFにかかる軸圧の軽減を図るようにす
る。そのためにはwatershed line近傍で遠位設置型PLPを用いて固定する。本発表ではこの不安
定型骨折や難治性骨折に対する演者のPLP固定法について述べる。
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この演題に抄録はありません。

○長田 伝重1, 長田 伝重2, 中山 健太郎2, 須藤 誠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　日光医療センター

この演題に抄録はありません。
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この演題に抄録はありません。

○安部 幸雄1, 安部 幸雄2, 藤井 賢三2, 椙田 芳徳2

1済生会下関総合病院　整形外科, 2済生会下関総合病院

この演題に抄録はありません。
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橈骨遠位端関節内骨折におけるロッキングプレートのバットレス効
果の検討　-有限要素法の観点から-

○泉山 公, 田中 雅尋, 三澤 寛子, 西村 敏
仁木 久照

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

【目的】
関節内粉砕骨折やmarginal fractureにおいて，掌側ロッキングプレートのバットレス効果，ス
クリューの骨把持力が発揮できない状況での使用は骨片の転位を誘発し，機能障害の出現に大
きく影響する．われわれは，有限要素方法を用いた荷重実験で橈骨遠位端関節内骨折のロッキ
ングプレート固定において骨折部が遠位に生じた場合に荷重伝搬に及ぼす影響を検討した．

【方法】
内掌側，内背側，橈側の骨片を有しwatershedlineの掌側中央部より3.5ｍｍ中枢にロッキング
プレートを設置した橈骨遠位端骨折モデルをCTから作成し，ロッキングプレートの遠位2列目の
スクリューホールの近位側に10度の楔状骨欠損が存在する近位骨欠損モデルと遠位側に存在す
る遠位骨欠損モデルを作成した．これらのモデルに近位手根列を模した剛体で0～250Nの軸圧を
加え，荷重時の骨の応力分布を2.0Mpa高応力部位として視覚化し比較検討した.

【結果】
遠位骨折モデルでの遠位骨片とプレートの接触面積の減少は31%あった．最大応力値についてみ
ると，内掌側骨片では掌側皮質骨のプレート接触部の尺側から2本目のロッキングスクリュー刺
入部であった．遠位骨折モデルで62.2MPa，近位骨折モデルでは54.9MPa，遠位骨折モデルで13%
増大していた．橈側骨片では掌側皮質骨とプレート接触部であり、遠位骨折モデルは62.5MPa，
近位骨折モデルは28.0MPaであり，遠位骨折モデルで220%の増大を認めた．

【結論】
プレートと接触している掌側皮質骨の高い応力を示す部位は橈側部で範囲が広く，最大値を示
す部位がスクリュー刺入部ではなくプレート接触部であることから，より遠位に骨折部が存在
する場合，バットレス効果は橈側骨片でとくに影響が大きいことが示唆された．
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Volar rim骨形態に応じたmarginal fracture固定方法の検討

○米田 英正, 栗本 秀, 岩月 克之, 建部 将広
平田 仁

名古屋大学　手の外科

【緒言】
掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位marginal fractureの固定では,強固に固定すべき
volar rim(VR)骨片が小さく遠位設置が要求されるため,スクリューの関節内穿破や屈筋腱障害
が生じやすい.またVRの骨形態の個体差も固定方法の選択を複雑としている.今回VR形態の異な
る骨での固定方法の選択についてCADを用いて検討した.

【方法】
骨折のないVRの矢状面での突出量(volar offset;VO)が異なる代表的な骨モデルを作成した.
Aculoc2プレート(近位型;plate P, 遠位型;plate D), polyaxialプレートであるMedartis
ADAPTIVE2(plate A)のモデルを3D-CAD上でそれぞれ骨モデルの上に設置した.設置は矢状面で
watershed lineの直下で,冠状面で橈骨骨軸とプレート長軸を一致させた.この条件下でスクリ
ュー関節内穿破の有無を確認し,穿破があった場合は突出しないよう近位にプレートを移動させ
た.プレートの掌側突出と矢状面断面での関節面からスクリュー刺入部の距離を測定し,固定可
能な最低の骨片の大きさ(Fragment length; FL)として測定した.

【結果】
VO 8mm以下のモデルではFLはすべてのプレートで6mmであったが,VO 10mmを超えるモデルにプレ
ートPを設置するとwatershed line直下に設置した場合関節穿破が生じた。近位移動の結果FLは
8mmとなった.一方,プレートD,Aでは引き下げは必要なく,FLは6mmであった.VO7mm以下の骨で2mm
以上の掌側突出が見られた.

【考察】
VO突出の大きい骨では近位型プレートでスクリュー関節穿破が生じるため8mm以下の小骨片への
対応が難しく,突出の小さな骨片ではプレートの掌側突出が生じやすい.Polyaxial plateではス
クリュー方向の調整で6mm以上の骨片を含む骨折へ対応が可能である。6mm以下の骨片の固定に
はWatershed lineを乗り越えて設置するプレートが必要である.
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C3型橈骨遠位端骨折におけるvolar lunate facet （VLF）骨片のサポー
トと矯正損失の関連

○上野 幸夫1, 川崎 恵吉2, 岡野 市郎1, 黒田 拓馬1

稲垣 克記2

1太田総合病院付属太田西ノ内病院, 2昭和大学医学部　整形外科

Harnessは、B3型橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定後の掌側亜脱臼例から月状骨窩掌側
(volar lunate facet:以下VLF)骨片の固定の重要性を述べた。近年、術後掌側亜脱臼にいたる
矯正損失はB型のみならずC型かつ背側転位型の報告もあり、VLF骨片の大きさやプレート設置位
置との関連が指摘されている。
昨年の本学会でVariAx で内固定したC3型橈骨遠位端骨折20例について、術中にVLF骨片の縦径
とプレート設置位置の計測を行い、骨片に対するプレートサポート率（縦）を算出し、これら
と術後矯正損失との関係を調査し、プレートサポート率（縦）とUVの矯正損失で有意な相関を
認めたことを報告した。
ただし横軸方向の検討が不十分であり、今回、C3型44例についてVLF骨片の大きさとプレート設
置位置をCTにて計測し検討を加えた。その結果，VLF骨片の大きさとは相関はなかったが，プレ
ートサポート率とUVおよびVTの矯正損失の間で有意な相関を認めた。これより、プレートを遠
位かつ尺側に設置しプレートサポート率を上げることが術後矯正位損失の防止に有用であると
考えられた。
しかし関節近傍のmarginal fractureについては掌側ロッキングプレートを用いても依然治療が
難しい骨折である。これに対して、PLPの利点を活用しサポート率を上げるためにプレートを遠
位へ設置し、variableにスクリュー固定を行い対処しているが，屈筋腱断裂のリスクから
Watershed lineを大幅に超えない範囲に限定され、追加内固定を要した症例があった。
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Marginal rim fractureに対する遠位設置プレートを用いた手術治療

○内藤 聖人1, 杉山 陽一1, 木下 真由子1, 岩瀬 嘉志2

金子 和夫1

1順天堂大学　医学部　整形外科

2順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター整形外科

【はじめに】
近年、掌側転位を伴う橈骨遠位端掌尺側の関節内骨片（marginal rim fragment）を伴う橈骨遠
位端骨折治療が盛んに議論されている。この骨片はWatershed lineよりも遠位に位置すること
から従来の掌側ロッキングプレートでは十分なバットレス効果を得ることが困難である。そこ
で遠位設置プレートはこれらの問題点に対する一つの解決索になり得ると考え、我々は本骨片
を有する骨折には積極的に使用しており、その治療成績と手術における注意点について報告す
る。
【対象】
当院で手術治療を行ったmarginal  rim  fragmentを伴う橈骨遠位端骨折は25例
（男：9例、女：16例、平均年齢 59.9歳）、骨折型はAO分類でB3：7例、C1：5例、C2：3例そし
てC3：10例であった。Henry侵入法により橈骨に到達し、遠位設置プレートで整復固定を行っ
た。最終観察時における臨床成績と合併症について評価した。
【結果】
手術時、全例で方形回内筋によるプレートの被覆は可能であった。最終観察時におけるMayo
scoreはExcellent：24例、Good：1例であり、神経・屈筋腱などの軟部組織合併症は認めなかっ
た。術後転位を認めた症例はなかったが、関節面の不整は4例で残存した。
【考察】
Marginal rim fragmentの整復位維持において、掌側からの十分なバットレス効果が決め手であ
り、遠位設置プレートはその点で有用なインプラントである。一方、屈筋腱損傷に対する警戒
は必須であり、術前のインフォームドコンセント、術中方形回内筋での被覆、術後経過観察そ
して抜釘といった患者と屈筋腱に対する配慮が必要である。本発表では我々の本骨片に対する
工夫と問題点について紹介する。
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橈骨手根関節近傍の橈骨遠位端骨折に対する私達の取り組み

○森谷 浩治, 坪川 直人, 秦 命賢, 久保田 豊
川瀬 大央

(財)新潟手の外科研究所

【目的】
橈骨手根関節近傍に骨折線を有する橈骨遠位端骨折は内固定に難渋するだけでなく、術後に再
転位などの問題を生ずることが少なくない。今回、メイラD-Plateを中心に橈骨手根関節近傍骨
折に対する私達の取り組みについて報告する。
【私達の取り組み】
月状骨窩を含む遠位骨片の掌側骨皮質長が橈骨手根関節面から10mm未満の症例に対しては遠位
設置型掌側ロッキングプレート(PLP)の適応としている。2009年からD-Plate、2013年からACU-
LOC2、2016年からはメイラDual Loc V7を使用している。手根管症候群の発生を予防するため手
根管の開放を併施するが、この際、正中神経掌枝の損傷や長掌筋腱の切離に注意する。掌側骨
皮質の連続性再建を目安に背屈している月状骨窩掌側骨片の整復を試みるが、困難な場合は
condylar stabilizing(CS)法で整復する。月状骨窩掌側骨片の掌側骨皮質長が極めて少ない場
合は、その骨皮質を切除して直視下に軟骨下骨を確認してCS法を試みた症例もある。次に月状
骨窩背側骨片をD-Plateではdouble-tired subchondral support法、ACU-LOC2ではFrag-Locを用
いて固定する。続いて、先に固定された月状骨窩を目安に舟状骨窩骨片を徒手的または骨片に
挿入したKirschner鋼線を用いて整復し、そのままPLP遠位列にロッキングピンを挿入して固定
する。この際、舟状骨窩骨片の整復位が過矯正にならないよう注意する。
【結果】
D-Plate使用症例で手根管症候群と長母指屈筋腱断裂を1例ずつ認めた。月状骨窩掌側骨片の術
後再転位はなかった。
【考察】
橈骨手根関節近傍骨折に対しては、軟骨下骨支持およびプレートによる支え効果を踏まえると
遠位設置型PLPの使用が必須と考える。その際、より適切に処置を行うためには手根管を開放し
て遠位骨片を十分展開すること、CS法に習熟することが重要である。

S533



2-2-P5-6

橈骨遠位端骨折に対するセラピィ　～私の工夫～

○田崎 和幸1, 野中 信宏1, 宮﨑 洋一2, 田中 優砂光2

貝田 英二2

1愛野記念病院　手外科センター, 2愛野記念病院　整形外科

著者が実践している橈骨遠位端骨折に対するセラピィの工夫点を述べさせて頂く．
【FPL伸張運動法】
　掌側プレートによるFPL皮下断裂の予防法等について報告されているが，手外科医だけでなく
セラピストもその予防に努めなければならない．著者は以前，骨折と同時損傷する方形回内筋
の直上を走行し，手術襲侵をうけるFPLの癒着は必発するため，術後セラピィにおいて手関節最
大背屈位でのFPL伸張運動を行っていた．しかし，数例に異常所見と可動域低下が認められたた
め手関節肢位を最大背屈位から軽度背屈位～中間位へ変更した．それ以降同様の症状を認めた
症例はなく，良好な可動域を獲得している．
【前腕回外運動法】
（日手会誌，31巻 2号）
　DRUJ部での正常の前腕回内外運動では，橈骨と尺骨の掌背側方向における位置関係は変化す
るとともに，回内時に背側で観察できる尺骨頭は前腕中間位～回外位ではDRUJの関節面とな
る．橈骨を基準とすると回内位から回外すると尺骨は橈骨関節面を掌側へ滑る．また，前腕中
間位で手関節を尺屈すると同様に尺骨は橈骨関節面を掌側へ滑る．手関節他動尺屈位は，橈骨
と尺骨の位置関係が回外位に類似しているため回外運動に適した肢位であり，効果的な回外運
動ができる．
【手関節運動法】
（日手会誌，28巻 3号）
　骨癒合が弱い時期は、徒手的に手関節以遠を遠位方向に牽引した状態で行う手関節早期他動
運動を行っている．本法は，牽引することで橈骨手根関節の関節裂隙開大が認められるため，
運動による骨折部への負荷が軽減できる安全な運動法である．加えて自動運動や骨折部で癒着
した屈筋腱・伸筋腱群の伸張運動もできる．骨癒合が弱い時期の運動として有効な運動法であ
る．
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2-2-P6-1

肘部管症候群患者における尺骨神経内の微小血行動態の解析

○松井 雄一郎1, 船越 忠直1, 堀江 辰則2, 西田 睦3

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　医療技術部　放射線部

3北海道大学病院　診療支援部　超音波センター

【目的】
絞扼性末梢神経障害を来す要因として、物理的な神経の絞扼のみではなく、動的環境変化によ
る微小血行動態の変化が考えられており、その代表的疾患の1つとして肘部管症候群 (CubTS)が
挙げられる。しかし、CubTSにおける神経内の微小血行動態に関しては未だ明らかになっていな
いことが多い。そこで本研究の目的は、健常者とCubTS患者において肘屈曲角度による尺骨神経
内の微小血行動態を比較検討すること、及びCubTS患者における手術前後での血行動態変化を解
析することである。
【方法】
健常群8肘、CubTS群8肘の2群を対象とした。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 (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 (TIC)を計測する。そのTICでできる範囲 (AUC)を血流
量と定義して解析した。術前及び尺骨神経皮下前方移所術後3か月間における、疼痛、理学所
見、電気生理学的所見、CEUS所見を比較検討した。
【結果】
絞扼部と近位部の血流量を肘関節屈曲20°と110°で測定したところ、健常群の場合、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、CubTS群の場合、屈曲角度の増加に伴い
近位部の血流量が有意に減少した。さらに、CubTS群では術後1か月目から肘部管近位部の血流
量が有意に増加し、疼痛や電気生理学的回復とも相関していた。
【考察】
CubTS群では、健常群と比較し、肘屈曲角度の増加に伴い近位部の神経内血流量が減少し、手術
後には、同部位の血流量が有意に増加することを明らかにした。以上よりCubTS群では、尺骨神
経の伸長に伴う血流低下により症状悪化を来すこと、及び手術による血行動態の変化が、疼痛
改善や術後の神経回復に重要である可能性が示唆された。
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2-2-P6-2

慢性疼痛患者における自発脳活動の変化：安静時fMRIによる検討

○寒 重之

大阪大学大学院　医学系研究科

現在、痛みの慢性化には中枢神経系の可塑的変化が重要な役割を担うと考えられており、幅広
く研究が進められている。特に患者を対象とした研究では、機能的MRI (fMRI) をはじめとする
非侵襲脳機能計測法を用いた研究によって、感覚刺激の提示や課題の遂行に対して健康成人と
は異なる反応パターンを示すことが明らかにされている。さらに近年では、安静時の自発脳活
動をfMRIにより計測し、脳部位間の活動の同期性を評価する安静時fMRI (rs-fMRI) と機能的結
合解析が注目を集めており、病態の解明や早期診断を目的として、アルツハイマー病や統合失
調症などの精神・神経疾患を有する患者、また種々の慢性疼痛を有する患者に対して実施され
ている。これまでに、慢性化した腰痛患者は慢性化しなかった患者に比べ腰痛の亜急性期にお
いてすでに一部の脳部位間の機能的結合が亢進していることや、failed back surgery
syndromeあるいは糖尿病性神経障害に伴う疼痛を有する患者において、基本的な脳機能を司る
default mode networkの機能的結合が変化するとの報告がなされている。我々のグループにお
いても、2014年より複合性局所疼痛症候群の患者に対するrs-fMRI撮像をはじめ、これまでに30
例近くの症例を集積しており、疼痛に関連する感覚系および情動系の脳部位の機能的結合の変
化や、運動障害に関与すると思われる感覚運動野間の機能的結合の変化などが分かってきた。
本パネルディスカッションでは、安静時fMRIについての解説に加え、神経障害性疼痛を中心と
した慢性疼痛患者に対する安静時fMRIを用いた先行研究の知見を紹介し、またこれまでに得ら
れた我々のグループの研究の結果についても報告して、疼痛の慢性化と自発脳活動の変化の関
係について議論したい。
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2-2-P6-3

ハンドセラピィにおける疼痛マネジメント

○大森 みかよ1, 辻井 佳代1, 畑中 康志1, 新井 猛2

仁木 久照2

1聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部

2聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

【はじめに】
上肢障害に伴う疼痛は，患者立脚型評価による治療成績と関連することが報告されており，患
者の生活の質を大きく左右する．ハンドセラピィでは，疼痛を多面的かつ多層的に評価し，疼
痛に対する適切なセルフコントロールの構築を行うことが目標となる．
【痛みの恐怖-回避モデル】
痛みの恐怖-回避モデルとは，疼痛体験が恐怖として認知・情動面に脅威を与え，行動抑制を導
くとする痛みの悪循環モデルである．このモデルには悪循環経路だけでなく，治癒へと向かう
経路も示されており，疼痛の評価や治療の指針として活用できる．
【痛みの恐怖-回避モデルに沿ったマネジメント】
痛みの悪循環を形成させないためには，疼痛への正しい認知を促して実行可能な運動や作業を
計画・実施し，達成感による疼痛の認知や恐怖心の修正が，さらに適応的な行動へ拡大するこ
とが必要である．患者教育をはじめ，認知行動療法的アプローチや治療パッケージの導入など
にその効果が示されている．また複合性局所疼痛症候群などの中枢機能障害性疼痛は，痛みに
よる脳機能の変化を改善するニューロリハビリテーションの効果が報告されており，左右弁別
課題やミラーセラピーなどを行うことが推奨される．
【おわりに】
痛みの治療は，局所的で対症療法的な治療から，痛みを個人のネットワーク障害として包括的
に捉えて治療を行う生物心理社会モデルへと変遷している．ハンドセラピィでは，急性期から
患者の疼痛への適切な対処を運動や作業を通して習得させ，患者個人の痛みに対するネットワ
ークの改築を促すことが重要である．
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2-2-P6-4

神経手術後neuropathic painの経過

○大西 哲朗, 岩月 克之, 中野 智則, 平田 仁

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】
神経障害性疼痛の認知向上により、疼痛治療に対するニーズも高くなってきている。今回我々
は神経縫合や神経移植、神経内剥離など2008年IASPのneuropathic painの定義に合致した神経
内の手術後の疼痛の経過を調査し検討することで、今後の治療に役立てることを目的とした。
【方法】
2008年から2015年までの間に上肢の神経の手術を受けた患者のうち術後3ヶ月以上follow up可
能であった112例（男性71例、女性41例）を対象とした。Pain VAS scoreの推移を原因疾患、手
術、損傷レベル、損傷神経、発症から手術までの期間で検討した。また術後の鎮痛剤の使用状
況、術後VAS score高値群の特徴を調べ検討した。
【結果】
平均年齢は45.5歳(11-79歳)で平均follow up期間は28ヶ月(3-98ヶ月)であった。術前Pain VAS
scoreは平均4.91で最終Pain VAS scoreが3.17 (p＜0.01)と改善を認めた。全体の59%が術後１
年以内にPain VAS scoreが3以下となる一方で9.8%の者が術後１年以上にわたりPain VAS score
が7以上の高値を示しており、鎮痛剤の継続使用が必要となったのは17.9%であった。最終Pain
VASが7以上の高値群は75%が術前Pain VASが7以上であった。損傷レベルは腕神経叢上腕、肘関
節前腕、手関節以遠と分けると最終平均Pain VAS scoreはそれぞれ4.3, 2.4, 2.5で腕神経叢上
腕レベルの損傷で有意に最終VASが高かった(P＜0.05)。症状出現から手術までの期間が6ヶ月未
満と6ヶ月以上の群を比較すると6ヶ月以上の群の最終VASが有意に高値を示した。最終Pain VAS
高値の危険因子をロジスティック回帰分析にて検討すると、術前のPain VAS高値が有意であっ
た(odds : 2.24, 95%odds : 1.42-3.53, P＜0.001)。
【結論】
神経手術後大半が疼痛程度の改善を示していたが、術前Pain VAS高値の群では強い疼痛の持続
が認められた。
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2-2-P6-5

上肢神経障害および疼痛に対する脂肪弁移植

○田中 克己, 吉本 浩, 大石 正雄, 岩尾 敦彦

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の移植はより高い運動・感覚の回復とともに疼痛の改善が期待さ
れる。われわれは上肢の神経損傷例や絞扼性の感覚異常や疼痛障害の症例に対して、神経修復
後に脂肪弁による神経の被覆を積極的に行い、高い治療成績を得ている。今回、上肢神経障害
に対する治療として、有茎または血管柄付き遊離脂肪弁を用いた治療法ならびに結果について
報告する。
【方法】
神経再建後の神経被覆に適用した症例が33例、以前に施行された絞扼性疼痛の症例14例に適用
した。男性31名、女性16名、年齢は16歳から78歳であった。神経修復法としては、神経縫合
21例、神経剥離13例、神経移植7例、神経剥離と神経移植6例で、有茎脂肪弁が38例、血管柄付
き遊離脂肪弁が9例であった。
【成績】
移植した脂肪弁は全例で完全生着し、術後の感染、脂肪融解、瘢痕化などの問題点は生じなか
った。47例中45例で、神経の回復を認め、運動機能の改善や感覚の回復が得られた。また、多
くの症例で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。観察期間は3か月から12年であっ
た。
【結論】
四肢における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。今回、上肢の神経障害の修復において有茎および血管柄付き
遊離脂肪弁による治療において、移植された脂肪弁は移植環境を劇的に変え、同時に末梢神経
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を行うことで神経
回復につながると考えられた。本法は手技も容易で、採取部の問題点も少なく、神経再建部位
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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2-2-P6-6

末梢神経「傷害」後の疼痛

○三木 健司, 行岡 正雄

大阪大学疼痛医学　早石病院　疼痛医療センター　行岡病院　整形外科

末梢神経が「外傷性」に傷害された後に発症する痛みは電撃痛を伴いいわゆる「CRPS　Type　
II」と表現される。治療成績は約7割がVASにて50％以上改善と良好な成績を示している１)。神
経障害性疼痛薬が上市されており治療成績が向上している。しかし、一方外傷に伴う障害が紛
争になった場合は難治化することが知られている。私どもは裁判などでの鑑定などを行ってお
り、厚生労働省CRPS判定指標に適合しているかの判断を行っている。わずか6.％のみがCRPS で
あり，またCRPS ではないが，明らかな関節可動域制限を認めた症例もわずか6.25％のみであ
り，後遺障害に該当するものはわずか12％であった2）。これらから、外傷後の疼痛は、神経そ
のものの「傷害」だけから発現する痛みだけではなく、心理・社会的な因子を含む中枢機能障
害性疼痛として考慮することも必要と考えられる。カナダのCRPS専門病院からの報告3）で
は、67％がCRPSではなく、CRPSではないと診断されても腫脹や運動障害は半数以上に認めら
れ、過剰診断されていることが明らかにされており、また転換性障害を含む精神疾患も約2割に
認められている。神経障害性疼痛の診断の際の注意点は、単に難治性や慢性化していることが
「神経障害性疼痛」と診断される根拠としてはならない。Treedeら4)によれば、神経障害性疼
痛と確定診断されるには、疼痛の範囲が神経解剖学的に妥当であり、なおかつ知覚低下を伴
い、神経損傷が証明されることが重要である。
1）日手会誌　第23巻　第5号　587-590、2006
2）日本職業・災害医学学会誌第61巻第5号　300-304
3）Pain Med. 2014 15(11):1965-74.
4）Neurology 70 : 1630-1635, 2008
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2-3-P7-1

前方関節包修復が外傷性肘関節後方不安定性に与える効果について-
輪状靭帯前方部の修復に注目して-

○岩部 昌平1,2, 別所 祐貴1, 名倉 重樹1, 雨宮 剛1

1済生会宇都宮病院　整形外科, 2慶友整形外科病院　上肢機能再建外科センター

【目的】
近年、肘関節後方脱臼骨折後の後方不安定性の制動に前方関節包修復の重要性が強調されてい
る。それを認識した2009年以後に手術を行った橈骨頭骨折を伴う肘関節後方脱臼例の後ろ向き
調査を行い後方不安定性に対する前方関節包修復の効果を検証した。
【方法】
手術記録に前方関節包について記載があった橈骨頭骨折を伴う後方脱臼の手術例１１例を対象
とし、前方関節包損傷部位、橈骨頭骨折手術法、前方関節包修復法、術後の不安定性を調査し
た。
【結果】
前方関節包は全例で断裂していた。輪状靭帯前方付着断裂有無の記載が７例であり、ありが
3例、なしが4例であった。橈骨頭は人工骨頭置換が６例に、骨接合が４例に、骨片摘出が１例
に行われていた。鉤状突起・前方関節包は、K-Wによる骨片固定が１例に、骨片を含めた関節包
の縫着が４例に、骨片摘出と関節包の縫着が2例に行われ、そのうち輪状靱帯前方付着が意識的
に修復されたものが1例あった。４例では放置されていた。後方不安定性のため一時的関節固定
を要したものが３例あり、術後のX線写真で亜脱臼がみられたものが３例あった。前方関節包修
復を行った7例中、4例で不安定性が残存した。輪状靭帯前方付着に断裂がなかった３例と、意
識的に修復した１例では不安定性はなかった。
【考察】
輪状靭帯は肘関節後方偏位に抵抗する外側側副靱帯複合体の一部であり、前方では関節包と一
体となっている。輪状靭帯前方付着部の断裂がないもしくはその部分を意識的に修復したもの
では、後方不安定性が消失していたことから、肘関節後方安定性のためには輪状靭帯前方部の
健全性が重要であり、鉤状突起骨片固定や関節包修復の際には同部の修復を行うことが肝要で
あることが示唆された。
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肘関節terrible triad損傷の治療経験－鉤状突起骨折の骨接合は必須か

○洪 淑貴, 堀井 恵美子

名古屋第一赤十字病院　整形外科

【目的】
肘関節terrible triad（TT）損傷は単純後方脱臼と同様の機序で生じる。我々は、両側側副靱
帯（LCL、MCL）断裂と橈骨頭（RH）骨折を優先的に治療し、尺骨鉤状突起（CP）骨折は放置し
ている。我々の治療経験を報告する。
【方法】
2010年1月～2015年11月に加療した9例（男性6例女性3例、16～72歳）のRH・CP骨折
型、LCL、MCLの損傷程度と手術方法、最終診察時肘関節可動域、CP骨癒合の有無、後方不安定
性遺残の有無を調査し、Mayo Elbow Performance Score（MEPS）にて評価した。
【結果】
RH骨折型と治療法はHotchikiss分類I型2例は放置・骨片切除各1例、II型5例は骨接合、III型2
例は骨接合・人工橈骨頭置換各1例、CP骨折型はRegan-Morrey分類I型4例、II型
5例、O’Driscoll分類T7例、AM1例、B1例で、全例内固定せず放置した。全例両側靱帯損傷を認
め、内外反ストレスでend pointがない場合は靱帯縫合を行った。両側縫合6例、LCL単独縫合
1例、MCL単独縫合1例、両側保存療法1例であった。最終診察時平均可動域は屈曲133度伸展-12
度で、MEPSは平均98点であった。CP骨片は全例骨癒合していなかったが、後方安定性は保たれ
ていた。
【考察】
肘関節のprimary stabilizerは腕尺関節の骨性構造及びMCL・LCLである。TT損傷は、単純後方
脱臼に骨折を伴う損傷パターンであるが、CP骨片の高さは通常50％以下で滑車切痕は保たれ、
腕尺関節自体の骨性安定性は破綻していなかった。LCL、MCLを修復しRHを適切に治療すれば後
方不安定性は消失し、CP骨折を放置しても良好な成績が得られた。　
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Terrible triad injuryに対する一期的ヒンジ付き創外固定法

○坂井 健介1, 秋吉 寿1, 小倉 友介1, 松浦 充洋2

原口 敏昭2

1大牟田市立病院　整形外科, 2聖マリア病院　整形外科

【はじめに】
不安定型肘関節脱臼・骨折の中でも特に難渋しやすいTerrible triad injuryに対する治療戦略
として、我々は積極的に一期的ヒンジ付き創外固定法を行ってきたので報告する。
【対象および方法】
症例は14例(男：7例、女:７例)で、受傷時平均年齢は55.9歳で、受傷から手術までの平均待機
期間は13.6日、術後平均経過観察期間は17.0か月であった。橈骨頭骨折は転位の少ない2例を除
き再建した (骨接合:3例、骨頭形成:3例、人工橈骨頭置換:6例)。鉤状突起骨折の4例のみ再建
したが、他の症例では放置した。側副靭帯損傷には術中のストレス評価でgross instabilityを
認めた2例のみsuture anchor fixationを行った。全例、一期的にヒンジ付き創外固定器
(Orthofix elbow fixator:7例、Galaxity:8例)を装着し、術翌日より可動域訓練を開始した。
創外固定の装着期間は平均28.0日であった。なお、唯一の開放骨折例は受傷日にspanning
external fixatorが装着されていた。これらに対し抜釘を除く追加手術の有無、JOA scoreを評
価した。
【結果】
1例で橈骨頭の無症候性偽関節を認めた。創外固定ピン刺入部での骨折を2例認めており、内1例
のみ内固定が追加された。最終時のJOA scoreは平均91.4点(81-100点)と総じて良好であった。
【考察】
terrible triad injuryの治療は破綻した骨性ならびに靱帯性組織の修復と早期リハビリが鍵と
なるが、手術侵襲の問題、手技の煩雑さなどから難渋しやすい。今回、橈骨頭骨折を確実に再
建し、原則的に鉤状突起骨折や靭帯損傷は放置し、一期的なヒンジ付き創外固定器装着による
術後即時リハビリを行ったが、本法は術式の簡略化とともに肘関節の良好な可動性と安定性を
一回の手術で獲得できる可能性が示された。
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肘関節varus posteromedial rotatory injuryの治療成績

○南野 光彦, 小寺 訓江, 友利 裕二, 萩原 祐介
高井 信朗

日本医科大学　整形外科

【目的】
O’Driscollは鉤状突起骨折の解剖学的位置や形態を考慮した分類を行い，anteromedial
fracture（AM）の発症機序をterrible triad injuryとは異なるvarus posteromedial rotatory
injury（PMRI）によるものであると報告した．今回，このPMRIに対する治療方法とその成績に
ついて検討した．
【対象】
鉤状突起骨折を伴うPMRI 14例14肘（平均年齢36.4歳）を対象とした．O’Driscoll分類はAM
subtype 2が9例，AM 3が5例であった．肘関節脱臼11例，橈骨頭骨折5例，外側側副靭帯損傷
4例，内側側副靭帯損傷3例に合併していた．初期のAM2の8例には前方アプローチで，その他は
内側アプローチで，鉤状突起骨折全例に骨接合を行い，橈骨頭骨折や外側側副靭帯損傷合併例
には外側アプローチを加えた．内固定剤（重複あり）はpullout wire 6例，Herbert screw
5例，plate，鋼線，screw，吸収ピン各3例であった．
【結果】
全例骨癒合し，平均肘関節可動域伸展-8.2度，屈曲130.7度，回内88.6度，回外82.9度であっ
た．JOA-JESスコアは平均94.6点，quick DASHは平均7.5点で成績良好であった．
【考察・結論】
O’Driscollは，AM骨片を放置すると腕尺関節の適合性が悪く不安定性が残存し，変形性関節症
が生じるため，小さな骨片でも手術適応であると述べている．本研究でも全例骨接合を行い，
良好な成績が得られた．特に，内側アプローチでコロノイドプレートを用いた場合，鉤状突起
骨片の大小，範囲に関わらず骨接合や前方関節包にかけた糸の縫着が容易で，良好な固定性と
早期可動域訓練が可能であった．
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Olecranon ＆ Monteggia Fracture-Dislocationの治療戦略

○森谷 史朗, 今谷 潤也, 近藤 秀則

岡山済生会総合病院　整形外科

【目的】
肘関節脱臼骨折の一形態であるolecranon fracture-dislocation(以下OFD)には,前方または後
方への脱臼形態があり,近位橈尺関節の破綻を伴うとMonteggia lesionの範疇にも含まれるとさ
れる.さらに鉤状突起骨折,橈骨頭骨折,内外側側副靭帯複合体損傷(以下靭帯損傷)の合併により
病態はより複雑となり,適切な診断と治療方針の選択は容易ではない.今回,本症例群の治療戦略
を検討した.
【対象・方法】
対象は2000年以降に手術を行ったOFD16例(男性4例,女性12例)で,平均年齢55歳(20-82歳)であっ
た.損傷形態,治療法,臨床成績を評価した.
【結果】
損傷形態はtransolecranon FD:10例,posterior OFD:6例(うちposterior Monteggia
lesion:2例)であった.鉤状突起骨折11例,橈骨頭骨折4例,靭帯損傷3例の合併を認めた.全例
universal posterior approachにより,鉤状突起骨折にはlag screwやmini plate固定が,尺骨の
最終固定にはプレート14例,tensionband wiring 2例,橈骨頭骨折にはプレート1例,人工橈骨頭
1例,小骨片切除2例が行われ,靭帯損傷は全例修復されていた.臨床成績は肘屈曲133.8°(120-
140°),伸展不足角10.9°(0-25°),JOA-JES score 90.7点(83-96点)と概ね良好であった.
【考察】
OFDに対しては骨折型に加え,腕尺・腕橈・近位橈尺関節の適合性と靭帯損傷の評価により病態
を見極めることが重要となる.治療は近年尺骨近位部専用のアナトミカルロッキングプレート
(以下ALP)が使用可能となり,粉砕骨折に対する尺骨長やアライメントの再建は比較的簡便とな
った.しかし,鉤状突起骨折に対してはALPのロッキングスクリューで強固に支持できない骨折型
もあり,lag screwやmini plateなどによるfragment specific固定が有効となる.さらに,橈骨頭
の再建または置換と靭帯修復により,早期可動を行える肘関節の安定性獲得が求められる.
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Floating elbowの治療成績の検討

○高橋 信行1, 小笹 泰宏1, 射場 浩介1, 山下 敏彦1

入船 秀仁2

1札幌医科大学 整形外科学講座, 2札幌医科大学 救急医学講座

【はじめに】
Floating elbowは，一側上肢に生じた上腕骨と前腕骨の複合骨折と定義される比較的稀な外傷
である．通常，高エネルギー外傷で発生するため，開放骨折や神経血管損傷，他の重篤な合併
損傷を伴うことが多く，偽関節や肘関節拘縮を発症する可能性も高いとされる．今回，当科で
治療を行ったfloating elbowについて検討したので報告する．
【対象と方法】
対象は2006年から2013年に手術を行った10例である．男性7例，女性3例．平均年齢43.7歳．骨
折型は，Rogers分類1型4例，2型6例，開放骨折8例．合併損傷は，上腕動脈損傷2例，橈骨神経
麻痺2例，正中神経麻痺2例，肘関節脱臼2例，腱断裂1例，前腕デグロービング損傷1例．受傷機
転は，交通事故5例，高所墜落2例，圧挫損傷2例，平地転倒1例．内固定方法は，上腕は髄内釘
4例，plate6例，前腕は全例plate．平均観察期間は2年3ヶ月であった．これらの症例について
検討を行った．
【結果】
術後合併症は，1例で肘関節拘縮と尺骨の偽関節を生じたが，他は全例骨癒合が得られていた．
追加手術は遊離皮弁3例，分層植皮4例，腱移行術1例，関節授動術1例，偽関節手術1例(重複例
も含む)．最終観察時の自動関節可動域の平均は，肘屈曲128°，伸展-17°．JOA scoreの平均
は82点であった．
【考察】
本研究では，開放骨折が80％で，60％に神経血管損傷を合併しており，重傷度の高い症例が多
くを占めていたが，概ね良好な結果が得られていた．floating elbowの治療は，可能な限り早
期に強固な内固定を行い，早期の可動域訓練を開始することが推奨されている．我々の症例で
は，骨接合だけではなく，軟部組織再建を要したものも少なくなかった．開放骨折や神経血管
損傷を合併しやすい本損傷は，早期運動に耐えうる十分な固定を得ると共に，軟部組織に対す
る配慮も重要である．
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複合性肘不安定症の治療　－機能解剖と臨床－

○今谷 潤也

岡山済生会総合病院　整形外科診療部長

肘関節不安定症の中で，複合性肘不安定症（complex elbow instability：CEI）は骨性要素な
らびに靭帯性要素の破綻を伴う難治性の疾患とされる．その典型例としては，肘関節脱臼に橈
骨頭・頚部骨折および鉤状突起骨折を伴うterrible triad injury，外側靱帯損傷に鉤状突起の
anteromedial facetの骨折を伴うposteromedial rotatory instabilityやtransolecranonおよ
びMonteggia 脱臼骨折などがある．しかしこれらの疾患群は発生頻度自体が少なく，また術前
に損傷状態や病態を正確に把握することが困難なことも多いため，その診断方法や治療方針な
どについて十分なコンセンサスが得られているとは言えない．
そこで本講演では，まずCEIの治療に必要な局所の機能解剖について，東京医科歯科大学臨床解
剖学教室との共同研究から得られた知見を中心に述べる．特にCEIの病態におけるkey
structureとされる尺骨鉤状突起部の軟部組織の付着状態や内・外側側副靭帯複合体の形態学的
特徴については詳しく述べる．未だCEIは解明すべき点も多い疾患群であるが，病態把握や診断
に重要な検査法，各種手術進入法や手術方法など，現時点での治療戦略について述べる．

1) Nimura A, Fujishiro H, Wakabayashi Y, et al. Joint capsule attachment to the
extensor carpi radialis brevis origin: An anatomical study with possible implications
regarding the etiology of lateral epicondylitis. J Hand Surg Am 2014 39 : 219-25.
2) Shimura H, Nimura A, Nasu H, et al. Joint capsule attachment to the coronoid
process of the ulna: An anatomic study with implications regarding the type 1
fractures of the coronoid process of the O'Driscoll classification. J Shoulder Elbow
Surg 2016 : 25 : 1517-22.
3) Desloges W, Louati H, Papp SR, et al. Objective analysis of lateral elbow exposure
with the extensor digitrum comminus split compared with the Kocher interval. J Bone
Joint Surg 2011 : 96A : 387-93.
4) 今谷潤也，森谷史朗，近藤秀則ほか．Kaplan extensile lateral approachを用いた尺骨鉤
状突起骨折の手術的治療．骨折2014 : 36 : 199-203.
5) Mathew P, Athwal G, King G. Terrible triad injury of the elbow: Current concepts.
J Am Acad Orthop Surg 2009 : 17 : 137-51.
6) 洪　淑貴，堀井恵美子，服部達哉ほか．尺骨鉤状突起骨折の治療経験．2015 : 22 : 日肘会
誌（印刷中）.
7) Zeiders G, Patel M. Management of unstable elbows following complex fracture　
dislocations-the “terrible triad” injury. J Bone Joint Surg Am 2008 : 90 (Suppl 4)
: 75-84.
8) Garrigues GE, Wray III WH, et al. Fixation of the coronoid process in elbow
fracture-dislocation. J Bone Joint Surg 2011 : 93A : 1873-81.
9) 今谷潤也，森谷史朗，前田和茂ほか．lasso techniqueを用いた尺骨鉤状突起骨折の手術的
治療. 日肘会誌 2014 21 : 43-5.
10) Iordens G, Hartog D, Van Lieshout E, et al. Good functional recovery of complex
elbow dislocations treated with hinged external fixation: A multicenter prospective
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study. Clin Orthop Relat Res 2015 : 473 : 1451-61.
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高齢者の上腕骨遠位端骨折

○加藤 直樹

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

高齢者の上腕骨遠位端骨折は，転倒などの低エネルギー外傷で発症することが多く，またAO分
類のtype A2やA3に該当する通顆骨折の形態をとることが多い．整復は容易であるが，①関節内
骨折のため骨折面に関節液が浸漬する，②骨折部の接触面が狭く不安定，③遠位骨片に回旋力
がかかりやすい，などの解剖学的特徴から骨癒合が得られにくく，加えて，④骨脆弱性のため
強固な初期固定の獲得が困難，⑤認知症や脳梗塞などの既往症を合併することが多く術後の後
療法が困難，⑥立ち上がりや歩行補助具を使用する際に上肢に荷重をかけてしまう，など高齢
者特有の問題点も存在するため治療に難渋する．本骨折に対する一期的人工肘関節置換術の報
告（1）も存在するが，弛みや感染，サルベージ手術の困難さなどを考慮すれば，やはり第一選
択は骨接合術になると考えられる．近年，次世代型と呼ばれる解剖学的形状のロッキングプレ
ートが開発され，良好な治療成績が報告されるようになってきた（2, 3, 4）．こうしたプレー
トのコンセプトは，非常に密な骨梁構造を有する上腕骨外顆部と内側上顆基部をtranscondylar
に連結して初期固定性を向上させることにある（4）．内側の固定法について，一般成人におい
てはcannulated screwにワッシャーの使用が推奨されるが，骨粗鬆症の強い高齢者においては
double plate固定の方が有利であると考えられている（5）．ただし，高齢者の軟部組織は脆弱
なため，インプラントの突出や刺激により容易に皮膚のトラブルが生じやすく（6, 7），また
尺骨神経障害が高率に発生することが問題として報告されている（8, 9）．さらなる治療成績
向上のためには，低侵襲で合併症の少ない手技の開発が必須であると考えられる．

【参考文献】
1. McKee MD, et al. A multicenter, prospective, randomized, controlled trial of open
reduction--internal fixation versus total elbow arthroplasty for displaced intra-
articular distal humeral fractures in elderly patients. J Shoulder Elbow Surg. 2009
Jan-Feb;18(1):3-12.
2. 小杉健二ほか. 高齢者上腕骨遠位端骨折に対するLCP Distal Humerus Plateの治療成績. 整
形外科と災害外科. 2015; 64(3): 549-551.
3. 谷口充, 黒田司. 上腕骨遠位端骨折に対するMayo clinic congruent elbow plate systemの
使用経験. 骨折. 2014; 36(2): 204-207
4. 今谷潤也. 高齢者の上腕骨遠位端骨折に対する手術療法 ONI Elbow Systemを中心に. 関節
外科. 2013; 32(7): 758-765.
5. 森谷史朗ほか. 成人上腕骨遠位端骨折AO/OTA type Aに対しdouble plate固定は必要か? 骨
折. 2014; 36(3): 507-510.
6. 善家雄吉ほか. 上腕骨遠位部骨折に対するLCP-distal humerus plateの使用経験. 骨折.
2008; 30: 588-593.
7. 今谷潤也. 上腕骨遠位端粉砕骨折に対する治療戦略-ロッキングプレートを中心に-. 整形・
災害外科. 2008; 51: 1359-1368.
8. Wiggers JK, et al. Predictors of diagnosis of ulnar neuropathy after surgically
treated distal humerus fractures. J Hand Surg. 2012; 37: 1168-1172．
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Bionic arm: animal model for targeted re-innervation

○In-Ho Jeon

Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Centre, University of UIsan, College of Medicin

e, Seoul, Korea

Radial head fractures represent the most common elbow fractures. Nonunion of the
radial neck after conservative or operative treatment is uncommon. Treatment of
nonunion of the radial neck is still debate and various treatment options can be
available.
Most asymptomatic radial head nonunion can be treated conservatively, however
symptomatic nonunion can be treated surgically. Interposition bone graft achieved
sound bone union with good functional outcome. Additional autogenous bone peg
fixation or temporary K-wire fixation after bone graft resulted in good clinical
results.
Resection of radial head is common procedure for isolated radial head nonunion.
Salvage procedure of radial head replacement can be conducted in case of articular
surface of radial head being involved. Various radial head prosthesis is being
introduced with different design concept and biomechanical perspective. We present
the anatomic study of radial head to illustrate the conformity of proximal radioulnar
joint and zona conoidea. This can be considered for future design of radial head
prosthesis to avoid any potential complication of trochlear erosion.

Conformity of Radiocapitellar Joint and Three-Dimensional Micro CT Modeling Study of
the Radial Head.
Microscopic architecture of radial head showed the beveled posteromedial corner of
the radial head, therefore, explains why the arthritis of radiocapitellar joint
together with zona conoidea. In addition, conformity of the proximal radioulnar joint
with forearm rotation showed better conformity on supination.

Kinematics of Radial Head Replacement
Does radial head prosthesis design influence the joint contact mechanics? Comparison
between anatomic and non-anatomic radial head prosthesis in the cadavers analyzing
the joint contact area (Ac) and contact stress (σmax) of anatomic and non-anatomic
Radial head implants compared to the native radiocapitellar joint will be introduced
and this can provide insight and highlight the idea on the future radial head
replacement.

References or Suggested reading material

Zona conoidea of the elbow: another articulation between the radial head and lateral
trochlear of the elbow.
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Operative Management of Forearm Fractures

○David Simms Ruch

Department of Orthopaedic Surgery, Duke University Medical Center, USA

This talk will address fractures of the distal radius and fractures of the proximal
ulna and radius. The focus will be on fixation using locked plating in order to
achieve anatomic reduction, provide early rehabilitation, and specifically avoid
complications related to these increasingly common procedures.

Fractures of the distal radius can be approached or a hockey stick shaped incision
based over the flexor carpi radialis. The brachioradialis tendon attachment on the
radial styloid is routinely reflected. The promenade or quadratus is then reflected
from radial to ulnar. Attention is first focused on the critical corner. The critical
corner is defined as the volar lunate facet of the radius. While there is some
anatomic variation in this region, this corner provides the best bone on the distal
radius. In addition, anatomic reduction of the volar lunate facet will restore
congruity of the radio owner joint as well as prevent radio carpal arthrosis related
to incongruity between the intermediate and radial columns. Plate positioning is
critical. A great deal of attention has been paid to the position of the plate
relative to the watershed on the x-ray. While distal plate placement is associated
with flexor tendon irritation, it is critical that the plate capture the palmar
lunate .The plate should be positioned distally on the intermediate column to capture
the critical corner but positioned approximately on the radio column to avoid
irritation of the flexor tendons to the thumb and index.flexor tendon rupture is
associated with failure to reduce the radial column to the radial column. The use of
a large Weber clamp to reduce the radius to the plate can be effective.

Specific techniques to assist anatomic reduction include pronation of the radius
shaft maintaining the distal radius and hand in supination. This allows the surgeon
to elevate on to elevate the depressed articular surface using the carcass as a
template. The radius can in the supinated back underneath the distal radius after
articular congruity and tilt have been restored.

In the event of carpal tunnel syndrome associated with distal radius fractures a
separate incision is used in the palm to avoid crossing the wrist crease

Fractures of the proximal ulna may be divided into simple and complex fractures
depending upon the presence or absence of involvement of the coronoid process. Simple
fractures that do not involve the coronoid process may be treated with either
tensioned and wiring or plate fixation. Focus should be paid on reduction of the
depressed portion of the olecranon.
Involvement of the coronoid process may require lag screw placement and/or lasso
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suture to prevent anterior displacement of the humerus relative to the ulna. The
addition of the second plate has been shown to be effective for highly comminuted
fractures or those that involve a sagittal split. Postoperative stiffness may be
addressed using a medial elbow release with anterior transposition of the ulnar
nerve.

In conclusion stable plate fixation at either end of the radius and ulna allows early
motion, excellent outcomes, and a high degree of patient satisfaction. The focus in
the distal radius should be on reduction of the palmar lunate facet. The focus in the
elbow should be on maintenance of reduction of the coronoid.
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母指MP関節側副靭帯の基節骨付着部裂離骨折に対する鏡視下手術
の治療成績

○浅野 貴裕1, 辻井 雅也1, 森田 哲正2, 植村 和司3

須藤 啓広1

1三重大学大学院医学系研究科　整形外科, 2鈴鹿回生病院, 3植村整形外科

【諸言】
関節鏡は小さな創で関節内を評価・治療でき，特に膝関節や肩関節といった大関節で普及して
いる.手外科領域の小関節における治療報告も散見されるが，その数は少ない.母指MP関節側副
靭帯の基節骨付着部裂離骨折に対する鏡視下手術を報告し，その治療成績を検討した.
【方法】
対象は11例で女性1例，男性10例，平均年齢20.1(14-38)歳，尺側10例，橈側1例であった.手術
は牽引下に2.5mm径関節鏡を用い，鏡視は全例容易であった。骨片には全例側副靭帯が連続して
おり、副靭帯との間で断裂していた.鏡視下に骨折部を新鮮化し，関節面を整復した.固定は骨
片間のピンニングを4例，石黒法(槌指)に準じたブロックピン手技を7例に施行し，4-5週でピン
抜去とした.術前の骨片の大きさ(%関節面)によりL群(≧25%)とS群(＜25%)に分け，関節鏡所
見，最終観察時の骨癒合と関節面の整復位，ピンチ力，可動域(屈伸)を評価した.
【結果】
骨片の大きさは平均23.6%(8.1-43.0)で，L群5例，S群6例であった.鏡視下の整復操作は両群と
も容易であったが，S群では整復位保持が困難であった.骨癒合は9/11例で認め， L群のピン固
定後の感染，S群の骨片離開例で骨癒合が得られなかった.関節面の整復はL群では骨癒合不全例
も含めて良好だったが，S群では整復不良が2例あった.平均観察期間7.9ヵ月で屈伸は健側比平
均88.9%(L群93.8%，S群84.9%)で，ピンチ力は健側比103.5% (L群106%, S群102%)であった.
【考察】
側副靱帯付着部裂離骨折は関節内骨折であり，解剖学的整復が重要である.鏡視下では骨折部を
直接確認でき，確実な整復が得られた.特にL群では石黒法手技にて強固な固定，整復位保持が
可能であった.S群では整復不良例を2例認め，固定方法や整復位保持に工夫を要するが，整復操
作は容易であり，鏡視下手術は有用であると考えられた.
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手関節疾患に対する鏡視下手術

○堂後 隆彦

西能病院　整形外科

周囲を多くの腱、神経、血管に囲まれた手関節において、直視下に関節内の構造を観察、処置
することはほぼ不可能である。したがって手関節疾患の治療に関節鏡を用いることは必然かつ
必須であるといえる。特に、血行の悪い手根骨の治療では、展開による栄養血管の損傷を回避
できる点で、鏡視下手術は直視下手術に比べ圧倒的に有利である。
先行する膝関節、肩関節において、近年ほとんどの関節疾患の治療は鏡視下手術に置き換わっ
ているのは周知の事実である。そして、そこで用いられる手技や器械の進歩は手関節の鏡視下
手術にも応用されてきた。また、新しい技術として、坪川らの開発した鏡視下舟状骨偽関節手
術に対する骨移植手技は、他の手関節疾患の治療でも有効であった。このような医療技術の流
れを踏まえ、私は手関節疾患の治療に、可能な限り鏡視下手術を導入してきた。今回のシンポ
ジウムでは、以下に提示した(1)から（6）の項目について、手技の実際、利点、欠点、実感し
たピットフォールを中心に概説する。

(1)橈骨関節内骨折:鏡視下関節内骨片整復術＋垂直牽引下プレート固定術
(2)TFCC損傷：鏡視下TFCC縫合術
(3)舟状骨偽関節:鏡視下偽関節手術（鏡視下掻爬、骨移植）
(4)変形性遠位橈尺関節症：鏡視下Sauve-Kapandji法（鏡視下掻爬、骨移植）
(5)SLACwrist：鏡視下four-corner-fusion（鏡視下舟状骨摘出、掻爬、骨移植）
(6)キーンベック病：橈骨楔状骨切り術＋月状骨への鏡視下骨移植術
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橈骨遠位端骨折におけるMinimally Invasive Surgery ～温故知新～

○長尾 聡哉1, 冨塚 孔明2, 有薗 行朋1, 守 宏介1

長岡 正宏2

1みつわ台総合病院 整形外科, 2日本大学病院 整形外科

橈骨遠位端骨折に対する最小侵襲手術(Minimally Invasive Surgery; 以下MIS)は決して最新の
治療ではない。今でこそ掌側ロッキングプレート(以下VLP)により整復位維持は比較的容易にな
ったが、VLP開発以前には経皮的鋼線固定や創外固定などの低侵襲手術を駆使して何とか整復位
を維持しようと先達が様々な工夫を行ってきた。当科では経皮的鋼線固定のtechniqueを応用し
て皮切前に整復をほぼ完了させることにより本骨折治療の低侵襲化を推進してきたので、その
詳細を紹介する。
1)経皮的鋼線固定: 皮切前にX線透視下で2～3本のK-wireを使用してintrafocal pinningを施行
し、関節外転位(主に背屈転位)を整復する。また、関節内転位についても可能な限り整復し、
必要に応じて関節鏡を併用し整復位を確認している。
2)小皮切: 主にZemirlineらの報告に準じた骨折部を直視できる高位での掌側縦皮切(約1.5cm)
を使用しているが、掌側骨皮質の粉砕を伴う例はその限りではない。
3)方形回内筋(以下PQ)温存: PQの遠位端(interosseous fibrous zoneとの境界部)のみを横に切
離し、骨膜下を剥離して掌側プレートを滑り込ませる。前述のように掌側骨皮質の粉砕を伴う
例はPQの遠位1/3程度を切離して粉砕部を直視している。なお、PQ温存は早期機能回復ではなく
プレート被覆による屈筋腱損傷回避を主目的としている。
4)MISに配慮したプレート選択: 術前に骨折型に応じたプレートを選択、使用する。また、背側
骨片に対しては必要に応じてFrag-Loc®(acumed Inc.)を使用して背側小切開での背側骨片固定
を追加している。
さらに、①関節外骨折で、②早期の患肢使用を希望する、例には髄内釘(MicroNail®;
MicroPort  Orthopedics  Inc.)によるMISも行っている。
MISは万能ではない。本骨折を熟知するとともにMISが可能かどうかを術前に検討し、必要に応
じて従来法への変更も想定しつつ手術に臨むことが重要と考えている。
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尺骨鉤状突起骨折に対する低侵襲手術

○長嶋 光幸, 重松 浩司, 井川 真依子

地方独立行政法人 市立東大阪医療センター

【はじめに】
尺骨鉤状突起は肘関節後方安定性の重要な骨性要素である。様々なアプローチが存在するが周
辺には主要神経・血管が局在するため，その剥離操作には熟練を要する．今回我々は尺骨鉤状
突起骨折に対し低侵襲で簡便な新しいアプローチを報告する．
【対象】
尺骨鉤状突起骨折に4例に本術式を用いた．男性3例，女性1例で手術時平均年齢は43.3（14～
75）歳，骨折型はO’Driscoll分類でtypeII-2：1例，typeIII-1：1例，typeIII-2：2例であっ
た．合併損傷は1例に肘関節脱臼，1例に肘関節脱臼・橈骨頭骨折・尺骨近位部骨折・後骨間神
経麻痺，1例に肘関節脱臼・肘頭粉砕骨折を認めた．術後平均観察期間は15.8か月で骨癒合の有
無，可動域，JOAスコア，術後合併症を検討した．
【術式】
透視下に正面像で鉤状突起背側にマーキングし，側面像で鉤状突起と同レベルの肘内側に屈筋
群に沿った数cmのマーキングする．最初に肘関節内側に皮膚切開を入れ，内側前腕皮神経に注
意して屈筋群を鈍的に剥離し，骨折部に達する．鉗子で鉤状突起骨片の整復位を保持しつつ，
透視下に肘頭（鉤状突起背側）から骨片の回旋予防として可能であれば2本のガイドワイヤーを
刺入し，鉤状突起骨片を仮固定した後，刺入部に小皮切を入れ，鉤状突起骨片にφ3.0mm
Headless Compression Screw（DepuySynthes社）を挿入し圧迫を加えながら骨片を引き寄せて
固定する．
【結果】
平均4.3ヶ月で全例骨癒合が得られ，最終平均可動域は屈曲141°，伸展-8.8°，回内85°，回
外87.5°，JOAスコアは平均97.3点（93～100）であった．全例で術後合併症は認めなかった．
【結論】
本術式はいくつかの注意点はあるが，簡便な展開で骨片を触知できるため安全に整復固定が可
能である。適応としてはO’Driscoll分類typeII・IIIに対して最も有用であると考えられた．
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上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の術後中・長期成績

○小笹 泰宏1, 和田 卓郎2, 射場 浩介1, 山下 敏彦1

1札幌医科大学 医学部 整形外科学講座, 2済生会小樽病院 整形外科

【背景】
上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術は、多くの良好な短期成績が報告されているが、中長期
成績に関する報告は少ない。今回、上腕骨外側上顆炎に対して鏡視下手術を施行し、5年以上経
過した症例の臨床成績を報告する。
【対象と方法】
2004年以降、6ヶ月以上の保存治療に抵抗する上腕骨外側上顆炎に対し、鏡視下に短橈側手根伸
筋(ECRB)腱変性部の切除と滑膜ヒダの切除を施行し、5年以上の経過観察が可能であった19例20
肘を対象とした。男性7肘、女性13肘、手術時平均年齢は51.7歳(34-65歳)、平均経過観察期間
は103ヶ月(71-153ヶ月)であった。これらの症例におけるECRB腱起始部の関節包断裂のBaker分
類と腕橈関節滑膜ヒダの形状のMullet分類、術後合併症と術後満足度(優、良、可、不可)を評
価した。また、術前・最終経過観察時の疼痛VAS(100点法；安静時、動作時)、JOAスコア、DASH
スコアを計測し、統計学的検討を行った。統計にはpaired t-testを用いた。
【結果】
Baker分類はtype Iが14肘、IIが2肘、IIIが4肘、Mullet分類はtype I が3肘、IIが10肘、IIIが
6肘、IVが1肘であった。術後合併症は特に認めなかった。術後満足度は優14肘、良4肘、不可2
肘であった。術前・経過観察時の疼痛VASは安静時が26.0から4.4、動作時が71.1から17.1に有
意に改善が見られた(p＜0.01)。また、JOAスコアは34.2から95.1、DASHスコアも29.0から16.1
に有意に改善が見られた(p＜0.01)。
【考察】
上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術により、5年以上経過後も良好な臨床成績が維持されてい
た。疼痛VAS(安静時、動作時)、JOAスコア、DASHスコア、握力健側比は有意に改善が見られ
た。
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肘関節障害の治療　スポーツ障害

○島田 幸造

独立行政法人地域医療機能推進機構 大阪病院　救急部　スポーツ医学科

肘関節のスポーツ障害には、プレーの中で受傷するいわゆる「（急性）スポーツ外傷」と、オ
ーバーユースに伴う「（慢性）スポーツ障害」がある。
１） （急性）スポーツ外傷
ラグビーや柔道などコンタクトスポーツにおいて、肘関節脱臼はしばしば遭遇する外傷であ
る。単純な後方脱臼（simple dislocation）では整復されれば予後は比較的良好であるが、ス
ポーツ外傷の多くは上腕骨外側上顆や尺骨鉤状突起など靭帯付着部の骨折を伴い（complex
dislocation）後外側への易脱臼性など不安定性を来たすことが多い1)。機能回復を目指すため
には観血的に骨接合と靭帯修復を行って関節の安定性を獲得することが重要となる。
２） （慢性）スポーツ障害
筋腱付着部障害（Enthesopathy）は骨・軟骨障害とは異なり肘関節自体を壊すことはないので
重症化することはあまりないが、愁訴を有する患者は多い。外側上顆炎（テニス肘）であれば
前腕伸筋群の、内側上顆炎（ゴルフ肘）では回内・屈筋群のストレッチを指導するが、難治性
・重症例に対しては外科的加療を考慮する2)。最近の関節鏡視下手術の技術の発展は外側上顆
炎の治療成績を向上させた3)。
一方、投球肘障害（野球肘）に代表される骨・軟骨障害は関節自体が損傷され重症化すると若
年者でも変形性関節症に進行する。繰り返す肘関節への外反ストレスは、内側には内側側副靭
帯への牽引損傷、外側へは上腕骨小頭の骨軟骨障害（離断性骨軟骨炎）、後方へは腕尺関節後
内側のインピンジメント障害を来たす。それぞれ外科的には靭帯再建術（Jobe法）4)、上腕骨
の楔状骨切り術や5)や自家骨軟骨移植（Mosaicplasty、肋骨軟骨移植）6)7)、鏡視下デブリー
ドマン8)による加療が効果的である。
本研修講演ではこれら関する最近の知見を紹介し、肘のスポーツ障害治療につき解説する。
1. O’Driscoll et al. Posterolateral rotatory instability of the elbow. J Bone Joint
Surg 73-A:440-6,1991.
2. Nirschl RP et al. The surgical treatment of lateral epicondylitis. J Bone Joint
Surg 61-A:832-9,1979.
3. Wada T et al. Functional outcomes after arthroscopic treatment of lateral
epicondylitis. J Orthop Sci. 14:167-74,2009.
4. Jobe FW et al. Reconstruction of the ulnar collateral ligament in athletes. J Bone
Joint Surg 68-A:1158-63,1986.
5. 吉津孝衛. 野球肘に伴う上腕骨離断性骨軟骨炎に対する外顆楔状骨切り術. 手術 40:131-
6,1986.
6. Shimada K et al. Reconstruction with an osteochondral autograft for advanced
osteochondritis dissecans of the elbow. Clin Orthop Relat Res. 435:140-7,2005.
7. Shimada K et al. Cylindrical costal osteochondral autograft for reconstruction of
large defects of the capitellum due to osteochondritis dissecans. J Bone Joint Surg
94-A:992-1002,2012.
8. Andrews JR et al. Arthroscopic surgical treatment of elbow pathology. In: Poehling
GG, Koman LA, Pope TL, Siegel DB, eds. Arthroscopy of the wrist and elbow. New York,
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2-3-EL18-2

病態、EBMに基づいた上腕骨外側上顆炎の治療

○和田 卓郎1, 織田 崇1, 佐々木 浩一2, 小笹 泰宏3

射場 浩介3

1北海道済生会小樽病院整形外科, 2札幌麻生整形外科, 3札幌医大整形外科

【目的】
上腕骨外側上顆炎（以下、外上顆炎）は頻度の高い上肢の疼痛性疾患である。近年、病態、治
療に関するエビデンスが明らかにされつつある。本講演では病態とEBMに基づいた外上顆炎の治
療を発表する。
【外上顆炎の自然経過】
外上顆炎の80％̃90%は発症後6か月̃12か月までに生活指導、物理療法で治癒する１）。これが自
然経過と考えられる。治療は罹病期間が6か月以内の急性期と6か月以上の慢性期に分けて考え
る。
【外上顆炎の治療】
急性期：病態はECRB起始部の単純な腱付着部炎（enthesopathy）２）と考える。薬物治療、日常
生活指導、テニス肘バンドなどの保存治療を行い、腱の自然修復を目的とする。ステロイド注
射は疼痛緩和に有効であるが、3回までにとどめる３）。慢性期：ECRB起始部は腱断裂、血管増
生を伴う瘢痕組織（angiofibroblastic tendinosis）４，５）であり、自然修復が困難な状態と考
える。滑膜ヒダ６）、関節包断裂７）、ECRBと上腕骨小頭とのimpingement８，９）、関節軟骨損傷１

０）などの関節内病変が合併し、より複雑な病態を呈する。疼痛が強く、ADLや仕事に支障をき
たす難治例は手術の適応である。外上顆炎の３％が2年以内に手術を受けるとされる１

１）。Nirschl法に代表される切開手術、鏡視下手術ともに成績は良好である。演者らが行う鏡
視下手術はECRB起始部の病巣の切除に加え、関節内病変の観察、処置が行える利点がある。
【考察】
外上顆炎では、病態の解明と理解が進み、EBMに基づいた治療が行われるようになってきた。今
後は、発症後3か月̃6か月の亜急性期の治療としてplatelet rich plasma (PRP)、体外衝撃波な
どの治療に関するエビデンスを明らかにする必要がある。

参考文献
1. Smidt N, van der Windt DA, Assendelft WJ, Deville WL, Korthals-de Bos IB, Bouter
LM. Corticosteroid injections, physiotherapy, or a wait-and-see policy for lateral
epicondylitis: a randomised controlled trial. Lancet 2002;359:657-662.
2. 上腕骨外側上顆炎診療ガイドライン. 日本整形外科学会編, 2006.
3. Coombes BK, Bisset L, Brooks P, Khan A, Vicenzino B. Effect of corticosteroid
injection, physiotherapy, or both on clinical outcomes in patients with unilateral
lateral epicondylalgia: a randomized controlled trial. JAMA 2013;309:461-469.
4. Nirschl RP, Pettrone FA. Tennis elbow. The surgical treatment of lateral
epicondylitis. J Bone Joint Surg Am 1979;61:832-839.
5. Sasaki K, Ohki G, Iba K, Kokai Y, Yamashita T, Wada T. Innervation pattern at the
undersurface of the extensor carpi radialis brevis tendon in recalcitrant tennis
elbow. J Orthop Sci 2013;18:528-535.
6. Tsuji H, Wada T, Oda T, Iba K, Aoki M, Murakami G et al. Arthroscopic,
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macroscopic, and microscopic anatomy of the synovial fold of the elbow joint in
correlation with the common extensor origin. Arthroscopy 2008;24:34-38.
7. Sasaki K, Tamakawa M, Onda K, Iba K, Sonoda T, Yamashita T et al. The detection of
the capsular tear at the undersurface of the extensor carpi radialis brevis tendon in
chronic tennis elbow: the value of magnetic resonance imaging and computed tomography
arthrography. Journal of shoulder and elbow surgery / American Shoulder and Elbow
Surgeons [et al] 2011;20:420-425.
8. Bunata RE, Brown DS, Capelo R. Anatomic factors related to the cause of tennis
elbow. J Bone Joint Surg Am 2007;89:1955-1963.
9. Tanaka Y, Aoki M, Izumi T, Wada T, Fujimiya M, Yamashita T. Effect of elbow and
forearm position on contact pressure between the extensor origin and the lateral side
of the capitellum. J Hand Surg Am 2011;36:81-88.
10. Sasaki K, Onda K, Ohki G, Sonoda T, Yamashita T, Wada T. Radiocapitellar
cartilage injuries associated with tennis elbow syndrome. J Hand Surg Am 2012;37:748-
754.
11. Sanders TL, Jr., Maradit Kremers H, Bryan AJ, Ransom JE, Smith J, Morrey BF. The
epidemiology and health care burden of tennis elbow: a population-based study. Am J
Sports Med 2015;43:1066-1071.
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2-3-P8-1

肘関節障害に対するリハビリテーション

○蓬莱谷 耕士1, 渡邉 千聡2, 小栗山 絵美1, 遠近 太郎1

植田 直樹3

1北摂総合病院　リハビリテーション科, 2河端病院　整形外科

3北摂総合病院　整形外科

　肘関節は肩関節とともに対象物へのリーチに重要であり、可動性、無痛性と安定性が求めら
れる。肘関節機能の障害は、ADLだけでなく仕事やスポーツも障害されるため、リハビリテーシ
ョンでは関節の安定性を維持しつつ、疼痛をコントロールし、障害された肘関節機能を最大限
に再獲得することが重要である。そのために運動療法、物理療法と装具療法を行う。
　運動療法では、可及的早期から浮腫の軽減に努め、自動介助運動で関節可動域を拡大する。
異所性骨化予防のために猛撃矯正は行わず、拘縮組織の伸張に主眼をおく。靱帯損傷例では、
他動運動は肘関節の不安定性を生じさせやすいため、安定性を確保するために自動運動を中心
に行う。前腕の肢位により内・外反ストレスは変化するため損傷靱帯に応じて前腕の肢位も考
慮して行う。筋力増強訓練は、肘関節周囲筋にとどまらず、肘関節の安定性に関与する手関節
周囲筋群や握力訓練も併せて行い動的安定性を確保する。疼痛を主とする上腕骨外側上顆炎で
は、筋の柔軟性の向上するために筋のストレッチで除痛を図り、疼痛が軽減してくれば筋力増
強訓練を開始する。
　物理療法は、運動療法の前後に併用し，可動域訓練前には疼痛閾値や組織の柔軟性を向上さ
せるために温熱療法を行い、運動後には炎症を抑制するための寒冷療法を行う。上腕骨外側上
顆炎では、抗炎症効果のある寒冷療法や非温熱作用の超音波を用いる。
　装具療法としては、拘縮例で持続的かつ段階的に拘縮組織を伸張するためにタウメル式肘装
具のようなstatic progressive splintを用いる。上腕骨外側上顆炎例では除痛を得るためにエ
ルボーバンドのような患部への負荷軽減装具を用いる。靱帯損傷例では、不安定性の予防を目
的に支柱付肘関節装具を用いる。
　本パネルディスカッションではその具体的なリハビリテーションの方法を紹介する。
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2-3-P8-2

上腕骨外側上顆炎難治例と保存的治療奏効例の超音波所見の比較

○吉塚 将昭, 砂川 融, 中島 祐子, 四宮 陸雄
安達 伸生

広島大学　整形外科

【目的】
上腕骨外側上顆炎は注射などの保存的治療が奏効しやすいが、難治性となり手術に至る症例も
散見される。今回、難治例と保存療法奏効例において超音波所見の違いを比較し、病状の予後
予測が可能か検討した。
【対象と方法】
対象は過去5年に上腕骨外側上顆炎と診断され初診時に超音波検査を行っていた26例（男性
12例、女性24例、平均年齢51.4歳）。初診後、経過観察中に注射などの保存的治療が無効で手
術に至った症例（6例）もしくは5回以上の注射を行った症例（3例）を難治例（計9例）とし、
それ以外の症例を保存療法奏効例（17例）とした。超音波での評価項目は、共同腱の厚さ、腱
内の低輝度エコー（腱の変性が示唆される）領域の幅が外側上顆から関節面の1/3以上か、腱内
の線状低輝度エコー像（腱断裂が示唆される）の有無、腱内のPower Dopller（PD）反応の有
無、外側側副靭帯（LCL）損傷疑いの有無を各群で比較しP＜0.05で有意差ありとした。
【結果】
難治例と保存療法奏効例においての各所見は、共同腱の厚さ：5.68mm vs 5.72mm (NS)、低輝度
エコー領域の幅が外側上顆から関節面までの1/3以上: 29% vs 33% (NS)、線状低輝度エコー像:
18% vs 66% (P＜0.05)、PD反応: 41% vs 56% (NS)、LCL損傷疑い: 0% vs 56% (P＜0.05)であっ
た。
【考察】
難治例には腱断裂が示唆される線状エコー帯を認める症例、LCL損傷が疑われる症例が多く、超
音波が病状の予後予測に有用であることが示唆された。腱断裂やLCL損傷疑いの症例には当科初
診前の前医で多数回の注射歴があった。腱断裂や靭帯損傷は注射による合併症の報告もあるこ
とから、今後は注射後や保存療法中に超音波検査を行い、これら合併症が病状の進行によるも
のか注射の合併症であるかの検討が必要と考える。
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2-3-P8-3

上腕骨外側上顆炎および内側上顆炎の病態と勧める治療

○佐々木 浩一1, 織田 崇2, 小笹 泰宏3, 阿久津 祐子4

和田 卓郎2

1麻生整形外科病院, 2北海道済生会小樽病院, 3札幌医科大学整形外科

4札幌円山整形外科病院

上腕骨外側上顆炎（以下、外上顆炎）は成人での有病率が１から３%と頻度が高い上肢の有痛性
疾患である。一方、上腕骨内側上顆炎（内上顆炎）は外上顆炎の15-20%の頻度である。治療は
いずれも保存療法であるが、難治例には手術が考慮される。本発表では、外上顆炎および内上
顆炎の病態，勧める保存・手術治療について述べる。　外上顆炎の病態は、短橈側手根伸筋
（ECRB）腱起始部における腱付着部炎と考えられている．近年鏡視下手術が行われ、ECRB腱の
変性・断裂および腕橈関節滑膜ヒダに加え，関節軟骨損傷などの病変が観察されることがわか
ってきた。保存療法には、テニス肘装具、注射の他、体外衝撃波等が試みられる。これらが無
効の難治例には手術が考慮される。直視下手術が行われてきたが、鏡視下手術が多く行われる
ようになっている。鏡視下手術ではECRB腱起始部のdebridementと滑膜ヒダ切除を行う。当科で
行った56例62肘（平均観察期間1年5カ月）の満足度は、優36肘、良23肘、可3肘で不可はなかっ
た。　内上顆炎の病態は、前腕回内屈筋群起始部の変性変化とその微小断裂とされる。内上顆
炎の頻度が、外上顆炎に比べ少ない理由は伸筋群の筋力が、屈筋群の筋力より弱く過度のスト
レスによる耐久性が弱いとされる。また内上顆炎の20-60%程度に肘部管症候群を合併する。治
療法には、保存療法が行われ、90％以上で治癒するとされるが、半年以上の保存治療に抵抗す
る難治例には手術治療が考慮される。手術治療は直視下による手術成績が優から良が90%と良好
な成績である。われわれは近年鏡視下手術を行っている。外側ポータルから70°斜視鏡で鏡視
し , 内側ポータルから内上顆で屈筋回内筋起始部を切離する。5例6肘（平均観察期間1年3カ
月）の満足度は優2肘、良4肘であり、術後成績は少数例ながら良好である。
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2-3-P8-4

肘関節障害：上腕骨小頭離断性骨軟骨炎

○佐藤 和毅, 岩本 卓士, 稲葉 尚人, 木村 洋朗
中村 研太

慶應義塾大学　医学部　整形外科学教室

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎osteochondritis dissecansの名称は、Konigが疾患の主体は炎症性
反応であると唱えたことに由来するが、現在では炎症が主体でないことが確認されてお
り、osteochondrosis dissecans(骨軟骨障害)とすべきという意見もある。病態は今なお十分に
解明されていないが、小頭の血流障害と投球動作による反復外力が深く関与していると考えら
れる。診断では病歴と圧痛などの臨床症状が重要であり、単純X線45度屈曲位tangential view
が病巣描出に優れる。MRIの小頭輝度変化は比較的早期から観察される。以下に基本的な治療方
針を示すが、実際には年齢、骨端線開存の有無、スポーツ活動度、本人・家族の希望、などを
考慮して方針を決定する。透亮期、分離期前期型では保存的に治療する。保存療法は投球、バ
ッティングに加え、自然修復を阻害すると考えられる動作の禁止、柔軟性低下に対するストレ
ッチなども含む。分離期後期型や遊離期などの進行例は観血的治療の適応となる。観血的治療
には鏡視下関節内遊離体摘出術、骨髄刺激(ドリリングなど)、骨軟骨片接合術、骨切り術、骨
軟骨移植術、など種々の方法が報告されている。演者は、遊離片の軟骨と軟骨下骨がhealthyな
状態であれば骨釘による再接合を行い、再接合困難例は遊離片を摘出する。生じた骨軟骨欠損
が比較的小さければドリリングを行い、大きな骨軟骨欠損に対しては解剖学的修復を行う。そ
の際、肋骨肋軟骨移植術を第一選択としている。骨釘移植による骨接合術44関節(術後経過観察
期間24-70ヵ月)中41関節で骨癒合を獲得したが、3関節は追加手術を要した。臨床スコア
(Timmerman & Andrews)は術前116から189に改善した。肋骨肋軟骨移植術72関節(同24-147ヵ月)
の臨床スコアは術前101から190に有意に改善したが、3例で移植軟骨の脱落を認めた。
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野球選手の肘内側側副靱帯(UCL)損傷に伴う胸郭出口症候群(TOS)に
ついて

○古島 弘三, 草野 寛, 伊藤 恵康

慶友整形外科病院スポーツ医学センター

野球選手におけるUCL再建術の成績は良好で、９割以上において競技復帰が可能である。しか
し、時々UCL再建術後にTOSを発症し競技復帰が思うようにできない症例を経験する。TOS症状に
より肩関節外転外旋で肩や肘に痛み・しびれ・脱力などの症状が出現し徐々に投球不能とな
る。今回は、当院での野球選手のUCL損傷とTOSを合併した症例につき検討した。
【対象】
2013年から当院外来で、TOS症状を有した野球選手は308人であった。その中でUCL損傷を合併し
ていたのは161人であった。一方、同時期にUCL損傷と診断された選手の約20%においてTOS症状
を有した選手を認めた。両症状を有した選手において，リハビリテーション治療でも投球が全
くできない復帰不能例に対して同時手術治療したのは28例であった。このうち術後2年以上経過
観察可能であった24例を検討した。UCL再建術は伊藤法を施行し、TOSは腋窩アプローチより鏡
視アシスト下に第1肋骨切除術と斜角筋剥離術を施行した。競技レベルはプロ1例、社会人2例、
大学生5例、高校生11例、中学生5例であった。術後成績をConway-Jobeで評価した。
【結果】
術後2年の成績はExcellent18例、good4例と全体の91.7%（22/24）であった。成績不良例では，
術前より日常生活に支障を来すほどのsevereな症状を呈するものが多かった。
【考察】
UCL再建術後にTOS症状を発症し、野球に復帰できなかった例を経験してから、UCL損傷の選手に
は必ずTOS症状の有無を詳細に診察するようにしている。むしろTOSが原因で上肢挙上繰り返し
動作が徐々に困難になり、球数が増えると肘下がり投球の傾向になることがUCL損傷を来す原因
となる可能性がある。その際，UCL損傷が高度に悪くなってしまった場合において，同時手術を
する必要性が生じることがある。今のところその手術成績は良好であり、TOS症状を見逃さない
ことは重要であると考えられる。
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変形性肘関節症

○轉法輪 光, 大浦 圭一郎, 島田 幸造

JCHO大阪病院整形外科

【緒言】
変形性肘関節症の主症状は疼痛や可動域制限であり、原因となる骨棘のインピンジや軟部組織
の拘縮を解消して症状の改善を図る。我々は術前にコンピューターシミュレーションを行って
インピンジする骨棘を計算し、関節鏡視下手術に役立てており、その手法や治療効果について
報告する。
【方法】
コンピューターシミュレーションは術前に撮影したCTのデータを基に行った。最大屈曲位、屈
曲90度、最大伸展位の3肢位でCTを撮影し、それを基に三次元骨モデルを作成して屈曲域と伸展
域の回転軸を求めた。回転軸周りに最大可動域を超える肢位をシミュレーションし、上腕骨と
尺骨、橈骨が重なり合う部分を術中に切除すべき骨棘として術前計画を立てた。手術では術前
計画に沿って関節鏡視下にインピンジしなくなるまで骨棘や遊離体を除去した。必要に応じ、
内側後方関節は直視下に処置した。この手法にて手術を行い、6か月以上経過観察できた
30例、31肘について検討した。手術時年齢は平均44.7歳、観察期間は平均15か月であった。ま
た、8肘において、術後CTより術後骨モデルを作成し、術前シミュレーションと比較した。
【結果】
全例において疼痛の改善を得た。可動域は術前屈曲122度、伸展-23度が最終診察時屈曲130度、
伸展-12度に改善した。最終診察時のMayo Elbow Performance Scoreは、excellentが
14肘、goodが17肘であった。術後CTの骨モデルでは、大部分の骨棘は削れていたが、腕尺関節
後方では橈側で骨棘が残りやすくなっていた。
【考察】
術前コンピューターシミュレーションにより、効率よく手術を行うことが期待できる。術後の
CT評価ではほぼ予定通りの骨棘切除ができていたが、一部残存し易い部位があり注意を要す
る。
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2-4-BP-1

非対称性core sutureは対称性core sutureに比べて縫合強度を高める-ア
ニマルモデルを用いた生体力学的実験-

○小薗 直哉1, 岡田 貴充1, 竹内 直英1, 下戸 健2

中島 康晴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】
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、早期可動域訓練に耐えうる縫合
法の開発が今まで数多く報告されてきた。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。
我々は豚足深指屈筋腱を使用しcyclic loading testにて、どの程度core sutureをずらすと最
も縫合強度が高まるかを評価した。
【方法】
本研究は屈筋腱損傷モデルとして豚足深指屈筋腱を使用し、60本の豚足深指屈筋腱を6群に分
け、対称性core sutureの1群と非対称性core sutureの5群となるようにした。それぞれに6-
strand Pennington sutureを行った後にperipheral sutureを行い、非対称性core sutureの5群
では3組のPennington sutureのうち2組を近位と遠位へそれぞれ1mm、2mm、3mm、4mm、5mm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ANOVA、Tukey
-Kramer HSD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2mm以上ずらした非対称性core sutureが対称性core sutureより有意に
大きかった(p＜0.05)。疲労強度は2mm以上ずらした非対称性core sutureが対称性core suture
より有意に大きかった(p＜0.05)。gap長は3mm以上ずらした非対称性core sutureが対称性core
sutureより有意に小さかった(p＜0.05)。
【考察】
早期運動療法を想定したcyclic loading testにて、3mm以上ずらした非対称性core sutureは縫
合強度を増強させgap形成を回避するのに適した縫合法であることが示された。
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2-4-BP-2

指屈筋腱縫合法の生体力学的研究 -いかにして縫合強度を高めるか
？-

○竹内 直英1, 岡田 貴充1, 中島 康晴1, 光安 廣倫2

下戸 健3

1九州大学　整形外科, 2光安整形外科

3福岡工業大学　情報工学部　情報システム工学科

 Zone2 指屈筋腱損傷の修復は,主縫合と周囲縫合を組み合わせ,早期可動域訓練に耐えうる強度
を獲得する必要がある. 主縫合の縫合強度に関しては様々な研究報告があるが,周囲縫合の縫合
強度に関して,周期的負荷試験を用いた研究は少ない. この点に着目し,新鮮指屈筋腱修復にお
ける周囲縫合の縫合強度の生体力学的研究を行った.1:cross-stitch sutureに interlocking
法を加えることで,従来のcross-stitch  sutureと比べて疲労強度が36%高くなった
(p＜0.0001).2:周囲縫合を部分的に行った際のgap formationについて検討した. 主縫合は6-
strand pennington sutureで,周囲縫合はinterlocking cross-stitch　sutureを掌側1/2周・
3/4周・全周で縫合した群, ならびにrunning sutureを全周性に縫合した群に分けた. gap
formationは掌側1/2周・3/4周の群が,全周性縫合に比べて非縫合側・縫合側ともに有意に大き
かった(p＜0.05).さらに,これらの研究結果と主縫合を断端からずらして非対称性に縫合する方
法を組み合わせて以下の研究を行った.3:主縫合の6-strand Pennington sutureを断端から対称
性に縫合する方法と断端からそれぞれ1,2,3,4,5mmずらした6群の縫合強度を比較した. 疲労強
度は,断端から3mm以上ずらして非対称性に縫合した群の強度が有意に高く,gap長が小さかった
(p＜0.05).4:周囲縫合のrunning sutureを断端から対称性に縫合した群と,非対称性に縫合した
群の縫合強度を比較した. 疲労強度は,対称性縫合群が非対称性縫合群に比べて有意に高かった
(p＜0.0001).以上より,主縫合は断端から非対称性に,周囲縫合は対称性に縫合すると縫合強度
が高まることが示唆された. また,周囲縫合でcross-stitch法を行う場合は,interlocking法を
加えると強度が高まることが示された. 今後は臨床面での有用性を検討していきたい.
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2-4-BP-3

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に対す
るエストロゲンの影響：in vitro 解析

○千見寺 貴子1, 齋藤 悠城1, 小笹 泰宏2, 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)は更年期の女性に多く認められ、女性ホル
モンと発症の関連性が推測されている．また、CTSの病態として、手根管内で正中神経を取り巻
く滑膜下結合組織の線維化が報告され、間葉系組織のKey regulatorである間葉系幹細胞
(Mesenchymal stem cell, MSC)との関連性も注目されている。本研究では、滑膜下結合組織か
らMSCを採取し、エストロゲンの影響についてin vitroで検討した．
【方法】
女性CTS患者6名(平均年齢73.4±15.4歳)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，β-Estradiol添加有り(E2+)もしくは添加なし(E2-)培地
にてプラスチックプレート接着培養を行った．培養細胞は、フローサイトメトリーによる細胞
表面抗原分析(CD73, CD105, CD90, CD45, CD34, CD11b)、増殖能、骨・軟骨・脂肪分化能解析
を行った。また、Real Time PCRを用いてPro-fibrotic factorのTGFβ、CTGF、Cell
SenescenceとしてTP53, P16INK4A, P21について比較検討を行った．
【結果】
MSCの細胞表面抗原と分化能は、E2+とE2-で差はなかった。MSCの増殖能は、E2+でE2-よりも高
かった(P＜0.05)．TGFβのmRNA発現はE2+のMSCにて低下し(P＜0.05)、P16INK4AのmRNA発現はE2+
にて低下した(P＜0.05)．
【考察】
CTS患者の線維化した滑膜下結合組織では、間葉系細胞にてPro-fibrotic factor のTGFβの過
剰発現が報告されている．本研究で、CTSの滑膜下結合組織由来MSCは、エストロゲンにより増
殖能を高め、TGFβの発現を低下させた．エストロゲンはSmad2/3の分解を促進してTGFβシグナ
ル伝達を阻害すると言われる．今後さらなる検討が必要であるが、エストロゲンがCTS患者の滑
膜下結合組織由来MSCの機能に影響している可能性が示唆された．
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2-4-BP-4

費用面から検討したDupuytren拘縮の治療法　-手術治療 vs　コラー
ゲナーゼ注射治療-

○西塚 隆伸, 平田 仁, 山本 美知郎, 建部 将広
岩月 克之

名古屋大学　手の外科

【目的】
本邦のデュピュイトラン拘縮治療は手術治療が主流だったが、2015年11月よりコラーゲナーゼ
注射治療が保険適用となり、その使用頻度が増えてきている。今回の目的は、手術治療と注射
治療の間で、費用や成績を比較し、注射治療のメリットを検討する事である。
【方法】
対象は2008年から2016年の間に、当院で手術をしたデュピュイトラン拘縮29例と注射治療を行
った26例のうち、医療費免除患者を除いた各28、24例であり、手術群/注射群において、平均年
齢は69/68(才)、術前のMP関節平均自動伸展角度は-31/-35(度)、術前のPIP関節平均自動伸展角
度は-34/-31(度)であり、患者背景に2群差は無かった。これら2群に対し、手術（注射＆授動
術）前後の総保険点数、患者が実際に払った入院費（個室費は除く）、処置指の本数、入院日
数、術後のMP関節自動伸展角とPIP関節自動伸展角、再発（処置関節の伸展角が20度以上戻って
しまったか再治療を要した例）件数を比較検討した。
【成績】
各群（手術/注射）において、入院中の保険点数は16679点/19872点(=166,790円/198,720円)で
あり、注射群の方が高かったが、患者の支払った費用はDPC加算分が入るので79,543円/60,480
円と、手術群の方が高くなった。処置指の数は1.93指/1.04指、入院日数は7.0日/1.7日であり
明らかに手術群で多かった。術後のMP関節自動伸展角度は+3度/+1度、術後のPIP関節自動伸展
角度は-17度/-19度でありMPもPIPも有意差は無かった。再発の件数は1件/4件であった。
【結論】
患者が支払った入院費は、注射群の方が「約20％」低かった。術後の伸展角度は、MPだけでな
くPIP関節でも二群で有意差は無かったが、再発は注射群に多かった。注射治療は低侵襲・低費
用であり、伸展制限も手術治療と遜色ない程度に改善するが、再発のしやすさは考慮する必要
がある。
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2-4-BP-5

撓骨遠位端骨折患者は体幹バランスが低下している

○藤田 浩二1, 鏑木 秀俊1, 二村 昭元2, 宮本 崇2

大川 淳1

1東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

2東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科　運動機能形態学講座

【背景】

橈骨遠位端骨折は初発の脆弱性骨折であることが多く、他の脆弱性骨折より若年発症である
が、患者は適切な二次予防を行わないと、ドミノ骨折を起こすリスク群と考えられている。体
幹バランスの低下は転倒、骨折につながることが知られているが、橈骨遠位端骨折患者の体幹
バランス低下の程度と易転倒性は不明である。

【目的】

体幹バランスおよび骨密度、握力検査により、橈骨遠位端骨折患者の易転倒性を評価する。

【方法】

東京医科歯科大学及び7施設での多施設前向観察研究で、2015-16年に初発脆弱性骨折による橈
骨遠位端骨折で手術を受けた女性（45歳以上）146例を対象とした。術後2週と6か月で体幹バラ
ンスをFunctional reach test（FRT）, Timed up and go test（TUG）, 2 Step Test (2ST）,
開眼片脚立位時間 (US)により評価し、さらに術後2週では健側握力、腰椎骨密度も測定した。
結果は日本人各年代平均値と比較し、t検定によりP＜0.05を有意とした。

【結果】

FRTは、術後2週で40-70歳代において日本人平均値より有意に小さく、6か月でも同様であっ
た。TUGは術後2週で50-70歳代において平均値より有意に長く、6か月では70歳代で有意に長か
った。2STは術後2週では50-80歳代で平均値より有意に長かったが、術後6か月では改善し有意
差はなかった。USは術後2週では50-70歳代で平均値より有意に短かかったが、6か月では改善し
ていた。健側握力（kg）は50-70歳代で平均値より有意に弱かった。骨密度がYAM値70%未満であ
ったのは全症例の25％のみであった。

【結論】

橈骨遠位端骨折患者は、骨密度低下は軽度だが主に動的バランスが低下した易転倒傾向群であ
り、ドミノ骨折予防のためバランス改善トレーニングによる介入が必要と考えた。
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2-4-BP-6

先天性近位橈尺骨癒合症に対するADL評価の検討

○宮城 若子1, 金城 政樹1, 仲宗根 素子1, 普天間 朝上1

金谷 文則1,2

1琉球大学大学院　医学研究科医学専攻　整形外科学講座

2琉球大学医学部附属病院　リハビリテーション部

【目的】
分離授動術(金谷法)を施行した先天性近位橈尺骨癒合症に対するADL評価を検討した。
【対象】
2009年から2014年までに当施設で授動術を施行し、術後1年以上経過した12例17肢、手術時の平
均年齢6.1才、男児5例女児7例、片側7例両側5例、後方脱臼12肢、前方脱臼3肢、脱臼なし2肢を
対象とした。
【方法】
術前後の前腕の回旋可動域(以下ROM)を測定した。親から聴取したPREE-J、HAND10、WeeFIMで評
価、術前後の結果を比較、術後ROMとADL評価の成績について検討した。
【結果】
術前の平均回内強直位は50°であり術後の平均可動域は回外20°回内56°であった。PREE-Jと
HAND10では全例で有意に改善した（p＜0.01）。WeeFIMは術前後ともほぼ満点で有意差を認めな
かった。PREE-JとHAND10で利き手を手術した8肢の群において、回外が0°以上獲得した7例は平
均回外14°回内60°でPREE-Jは15点以下、HAND10で30点以下であった。回外-5 °回内60°と回
外可動域を得られなかった1例はPREE-Jで34点、HAND10は41点と満足度は比較的低かった。非利
き手の9肢は、可動域が改善してもどのADL評価とも関連はなかった。
【考察】
PREE-Jは肘関節に特化し、HAND10 は上肢全体の患者立脚型評価法であり、WeeFIMは小児の機能
的変化を経時的に捉えて治療効果の判定に用いる小児ADL評価法である。本疾患は日常生活では
通常痛みはなく、回旋動作で支障をきたす。特に肩関節で代償されにくい動作を含む項目が術
前のADL障害や術後改善を反映し、PREE-JとHAND10が評価法として有効であった。また術後利き
手において、回内が得られても回外が得られないとADL評価は低い傾向であり、本疾患において
ADL改善のためには回外方向の可動域の獲得が重要であると思われた。
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2-4-1

成人手指基節骨横骨折に対する髄内吸収ピン固定法

○梶原 了治

松山赤十字病院

【目的】
成人例の基節骨横骨折症例に対し、髄内吸収ピン固定を試みたので報告する。
【対象】
症例は8例で平均年齢55.7歳（35～76歳）、罹患指は母指・示指が各1例、中指・小指が各2例で
あり、いずれも基節骨骨幹部から基部の横骨折であった。手術はMP関節の背側に切開を加え、
矢状索と関節包を切開してMP関節最大屈曲位で徒手整復を行い、基節骨基部背側の関節面の背
側寄りから1.5 mmの吸収ピンを用いて髄内固定（母指のみ2本、他は1本）を行った。1例は徒手
整復が困難であり、観血的整復を行った後に本法による内固定を行った。後療法は母指以外は3
週間MP関節屈曲位のシーネ固定を行って早期自動運動を行い、母指例は3週間アルフェンス固定
を行って以後可動域訓練を開始した。
【結果】
母指例で屈筋腱の癒着を認めたが徒手的に解除された。母指例と中指例の1例で骨癒合が遷延し
たが外固定を追加せずに全例に骨癒合が得られた。中指例の1例で側方転位が遺残したが機能上
問題とならなかった。術後可動域は母指例で%TAM 78%、母指以外では66̃98%であり、観血的整
復を必要とした症例の可動域が不良であった。画像上矯正損失を生じた症例はなかった。
【考察】
本法は背側進入法であるが背側への侵襲は限定的であり、鋼線やプレートのように内固定材料
が伸筋腱に干渉することがない点が利点として挙げられる。但し内外転の調節ができないこ
と、吸収ピンの断端の処置が意外に煩雑であることが問題である。観血的整復を要した症例の
可動域は不良であり、後療法に工夫が必要であったと考えている。
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若年女性のPIP関節再建に肋軟骨を使用した治療経験　ー2例報告ー

○川上 亮一, 佐々木 信幸, 利木 成広, 紺野 愼一

福島県立医科大学　整形外科

【症例1】
22歳の女性である。2年前、印刷機に左手指を巻き込まれて受傷した。左示指、中指、環指、お
よび小指に挫滅創を生じていた。受傷当日、手術室で、創部の洗浄とデブリードマンを行っ
た。中指PIP関節には、中節骨側が30％、基節骨側が30％の軟骨欠損が認められた。環指PIP関
節には、中節骨側が60％、基節骨側が70％の軟骨欠損が認められた。挫滅創の治癒を待って、
受傷後10日、肋軟骨移植による関節再建を行った。乳房下縁に横切開を行い、肋軟骨採取を行
った。環指では、中央索の再建を行ったため、PIP関節をピンで仮固定し、軟骨移植後3週か
ら、可動域練習を開始した。再建後2か月で、肋骨と指骨は骨癒合した。再建術後2年、PIP関節
の可動域は、中指で伸展-5°屈曲90°、環指で伸展-5°屈曲70°であった。
【症例2】
18歳の女性である。4年前に、他医で右示指の骨折と診断されていた。2年前に、前医で軟骨欠
損を指摘され、当科を受診した。右示指基節骨骨頭が橈側で50％欠損していた。右示指PIP関節
の可動域は、伸展-20°、屈曲90°で、疼痛を伴っていた。肋軟骨移植で、再建し、可動式創外
固定器を5週間装着して、可動域訓練を行った。再建術後2か月で、肋骨は基節骨を骨癒合し
た。再建術後2年、右示指PIP関節の可動域は、伸展-10°屈曲100°で疼痛は消失していた。
【考察】
肋軟骨のドナーとして、第2中手骨、膝蓋大腿関節が候補となるが、若年女性では、露出部とな
る。本症例では、乳房下縁に横切開を用いて、肋軟骨を採取したが、ドナーサイトに関する患
者の愁訴は生じなかった。症例1で、環指PIP関節の可動域が少ないのは、橈側側副靱帯を再建
していないことと、後療法が遅れたためと考えられた。
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Hook plate fixation for finger avulsion fracture

○Hyun-Joo Lee1, In-Ho Jeon2, Poong-Taek Kim3

Dong Hee Kim4

1Department of Orthopaedic Surgery, Kyungpook National University Hospital

2Department of Orthopaedic Surgery, University of Ulsan, Asan Medical Center

3Daegu Park’s Hospital

4Departments of Orthopedic Surgery, Samsung Changwon Hospital, Sungkyunkwan University School o

f Medicine

Introduction Avulsion fracture in phalange usually needs surgical treatment due to
its natural characteristic of higher risk of displacement. However, the small size of
fragment makes surgical treatment difficult. We report the clinical and radiologic
results of hook plating for finger avulsion fracture.
Materials and Methods Twenty-two cases (21 patients) with avulsion fracture in hand
were included in this study. The medical records were retrospectively reviewed. All
fractures were treated using 1.5mm hook plate after open reduction. Radiologic
evaluations include union time, and clinical evaluations were performed using range
of motion, instability, and remaining pain.
Results The mean follow up was 3.9 months (range, 1-15). Eighteen cases achieved bony
union at final follow up including one case of nonunion in which union was achieved
after re-operation. Mean union time was 2 months (range, 1 -4). Four cases lost its
reduction after the index surgery which results nonunion. Range of motion was 70
degrees (range, 60-80) in metacarpophalangeal joint of thumb in 2 cases. In the
proximal interphalangeal joint, average ROM was 93 degrees (range, 85-100) in 9
cases. In the distal interphalangeal joint, average ROM was 78 degrees (range, 70-80)
in 4 cases.
Conclusion Hook plate fixation for avulsion fracture in hand is a useful treatment
option even though the fragment was small.
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種子骨障害が主因であった母指MP関節障害の治療経験

○谷野 善彦1, 森田 晃造2

1藤井外科胃腸科・整形外科, 2国際親善総合病院　整形外科

【目的】
今回、明らかな外傷歴や靭帯損傷はなく、種子骨障害が主因であった母指MP関節障害の治療経
験を報告する。
【対象および方法】
対象は10例（男性6例、女性4例）、平均年齢48歳（30から65歳）、受診までの期間は平均7.6か
月（2から24か月）、前例利き手であった。来院時前の診断名として8例中5例がばね指であっ
た。診断は、臨床症状に加え、種子骨を圧迫しMP関節を屈曲しての疼痛再現、あるいは、MP関
節を屈曲と伸展位のそれぞれの肢位で固定し、検者がIP関節に抵抗を加え、MP関節伸展位で患
者にIP関節を屈曲させた時の疼痛を陽性所見とした。治療はMP関節内あるいは種子骨と中手骨
間に局所注射を施行し、以後、副子固定、固定装具などを指導した。再診時、手指のADL状況を
VAS評価し、約2か月間の保存療法無効例に種子骨摘出術、骨棘切除を施行した。調査項目はMP
関節可動域、最終診察時VAS、MP関節におけるX線画像を検討した。
【結果】
全例、第1指間で物体把持した状況でのつまみ動作が頻回であった。MP関節可動域は平均屈曲21
±9.9度、伸展22±17.3度。屈曲10度以下は3例、10度を超える過伸展が7例であった。最終VAS
は23.7±6.4、種子骨と中手骨間にOA様変化を6例に認めた。7例が保存療法で軽快した。手術症
例の職種は茶葉検品、ホテル清掃員、透析室勤務であった。中手骨頭のOA様変形は3例中2例で
あった。術中所見では、全例中手骨との関節面で軟骨変性を認めた。
【考察】
つまみ動作では、短母指屈筋、母指内転筋、短母指外転筋が橈尺側の種子骨を介してMP関節安
定性に寄与する。本疾患は、MP関節屈伸動作時に種子骨と中手骨骨頭との摩擦により発生する
と推察した。腱鞘炎との鑑別が難しいものの、X線での中手骨、種子骨の形状とMP関節の過伸展
傾向、局所注射と徒手検査は本病態の診断には有用であった。
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母指MP関節橈側側副靱帯損傷保存例の予後

○鶴田 敏幸, 峯 博子

医療法人友和会　鶴田整形外科

【はじめに】
母指MP関節橈側側副靱帯（RCL）損傷は，尺側側副靱帯損傷と異なりADL上の障害は比較的少な
い。このため，陳旧例になって疼痛や使いづらさを訴えて来院する例を経験する。今回，母指
MP関節RCL損傷保存例の予後について調査した。
【対象と方法】
対象は当院にて保存療法を行った母指MP関節RCL損傷のうち，追跡調査可能であった48例48指，
初診時年齢平均29.2歳，追跡調査までの期間は平均36.2か月であった。調査項目は可動域（MP
・IP関節），握力，疼痛・不安定感の有無，X線正面像での基節骨の尺側偏位の変化である。基
節骨の尺側偏位については，X線正面像にて母指中手骨骨頭最遠位の点と橈側縁，尺側縁の3点
による円を作成し，次に円の中心から中手骨頭最遠位の点に向かう線と基節骨基部橈側縁に向
かう線を引き，中手骨軸に対する基節骨軸の偏位角度を計測した。調査時の角度が初診時に比
し減少すれば，基節骨の尺側偏位が進行していると考えた。
【結果】
可動域と握力において健側と患側に差はなかった。疼痛・不安定感は，有りが11例
（22.9％），無しが37例（77.1％）であった。基節骨の尺側偏位は初診時と比して平均-0.6度
と著明な変化は認めなかったが，27例（56.3％）に尺側偏位の進行を認めた。
【考察】
今回の調査の結果，約3年の経過観察における母指RCL損傷保存例の予後は概ね良好であった。
しかし，22.9％に疼痛・不安定感の残存がみられ，56.3％に基節骨の尺側偏位の進行が確認さ
れた。母指MP関節RCL損傷の保存例と手術例の成績を比較した結果，保存例では不安定性が残存
もしくは増大する例がみられたとの報告もある。母指RCL損傷の保存例のなかには将来的に症状
の残存や悪化をきたす例があると考えられ，予後について十分説明する必要がある。
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PIP関節周囲骨折に対する掌側アプローチの有用性

○佐藤 亮祐1, 日比野 直仁1, 和田 一馬1, 寺井 智也1

浜田 佳孝2

1徳島県鳴門病院　整形外科, 2大阪掖済会病院 整形外科

【背景】
PIP関節周囲骨折はPIP関節が他の指節関節と比べて大きな屈伸可動域を要求される機能的特
徴、また周囲の指伸展機構などの解剖学的特徴より治療困難な骨折の１つである。今回、われ
われはPIP関節周囲骨折に対して掌側アプローチで手術加療を行った症例の治療成績について検
討した。
【対象と方法】
症例はPIP関節周囲骨折10例10指で内訳は中節骨基部骨折が4指、基節骨骨頭骨折6指である。罹
患側は左4指、右6指、性別は男性8例、女性2例で罹患指は示指1指、環指4指、小指5指である。
基節骨骨頭骨折は全例掌屈転位しており、4例が関節内骨折で単顆骨折3例、両顆骨折1例であっ
た。2例が関節外骨折で両側顆部骨折であった。固定方法はスクリュー固定5例、プレート固定
3例、スクリューとプレートの併用1例、1例は直視下整復のみ行った。全例、術後ナックルキャ
スト固定を5週間行った。手術時間、術後1年経過時のPIP関節可動域、握力、%total active
motion(%TAM)について検討した。
【結果】
平均手術時間は59分であった。可動域に関してPIP自動屈曲は平均95°(85-100°)、伸展は-
6°(-20-0°)、握力は健側比93％であった。％TAMは87％(68-100％)であった。術後再手術を要
するような再転位例は0例であった。
【考察】
今回われわれが経験したPIP関節周囲骨折のなかで基節骨骨頭骨折は6例あり、その中で4例
(67%)が関節内骨折であり、全例掌屈転位していた。側正中アプローチは低侵襲な方法である
が、インプラントがlateral bandに干渉してしまうと術後の可動域に影響を与える。掌側アプ
ローチは直視下に関節面できること、掌屈転位に対してbuttress plateの使用により早期可動
域訓練に耐えられる強固な初期固定を獲得できる、lateral bandを展開しないなどにより良好
な可動域の獲得に有用と考えられた。
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骨髄生検針による橈骨遠位背側からの採骨について

○澤井 誠司1, 石河 利広1, 三宅 良平2, 小川 興1

石河 浩三1

1大津赤十字病院　形成外科, 2関西医科大学附属病院

【目的】
骨移植は、骨欠損部への補填、難治性骨折や偽関節に対する骨癒合促進、関節固定における骨
性架橋など、さまざまな目的のために施行される。従来から自家骨移植が広く行われており、
手外科手術における移植骨の採取部位としては、少量であれば橈骨を、多量を要する場合は腸
骨を選択することが多い。橈骨では一般に、リスター結節周辺に小皮膚切開を加え、ノミで皮
質骨を開窓して鋭匙で海綿骨を採取する。この橈骨遠位背側からの採骨に際して、われわれは
骨髄生検針を用いて良好な成績を得たのでこれを報告する。
【方法】
当院で骨髄生検針を用いて橈骨遠位背側から海綿骨採取を行った3例を対象とした。年齢は23歳
から56歳で平均36歳、性別は男性2例で女性1例、術式は関節内骨折に対する観血的骨接合術が
1例、変形治癒骨折に対するDIP関節固定術が1例、変形治癒骨折に対する観血的骨接合術が1例
であった。術中の追加の開窓の有無、採骨部の合併症の有無、術後の骨癒合について検討し
た。
【結果】
いずれの症例においても追加の開窓なしで十分量の海綿骨が採取でき、目的とする手術が行え
た。術後経過について、採骨部の合併症は認めず、全例で良好な骨癒合が得られた。
【結論】
骨髄生検針を用いた橈骨遠位背側からの採骨について検討した。本術式は従来の方法よりも小
さい皮膚切開で施行可能であり、手技も簡便である。1回で採取できる骨量には制限があるもの
の、刺入方向を変更することで広範囲からの採骨が可能である。指骨に対する手術など、症例
によっては十分量の海綿骨が採取できるため、有用な手術手技と考えられる。
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Sauve-Kapandji後のulnar stumpの前腕回旋時における動態と症状につ
いて

○佐伯 岳紀, 稲垣 弘進, 増田 高将

豊田厚生病院　整形外科

【目的】
Sauve-Kapandji(SK)法術後に前腕回旋時においてulnar stump(US)の不安定性によるclickや断
端部痛を生じる症例が存在する。今回演者らはSK法後のUSの動態についてCTを用いて測定し、
症状との関連を調査したので報告する。
【方法】
症例はSK法術後にCTの動態撮影を施行し得た9例9手で全例右側であり、男性3例女性6例、手術
時年齢は73.4歳、術後経過観察期間は平均28.8ヵ月であった。原疾患は変形性手関節症7例、関
節リウマチ2例であった。USに対して腱制動術は施行した例はなかった。各症例に対し前腕回内
90°,60°,45°,30°,中間位,回外30°,45°,60°,90°においてUSレベルでのCT axial像を撮
影した。CT像では橈骨とUS間の最短距離(RUD: radioulnar distance)、USの断端中心の回旋時
における掌背方向の最大変位量を計測した。以上のパラメーターとUS周囲の症状とclickの有
無、橈骨のscalloping、USのtaperingとの関連性について調査した。
【結果】
全例でUS周囲の疼痛や不安定感を訴えた例はなかったが回旋時のclickを4例に認めた。RUDは回
内から中間位になるにつれ減少し回外になるにつれ増大する傾向があり、9例中8例に有意差を
もって認められた。RUDは平均5.8mm、最小値は平均3.5mmであり、RUDが最小になるのは回内
45°が2例、回内30°が3例、中間位2例であった。clickは4例全例でRUDが最小値になる回旋位
に一致して発生したが全て無痛性であった。USの掌背側方向の変位量は平均7.1mmで9例中8例で
回内→回外時につれて掌側→背側方向に変位する傾向があり有意差を認めた。scallopingは
5例、taperingは2例で認めたが、RUDや掌背側の変位量との間に関連性は認めなかった。
【結論】
RUDの最短距離は回内45°から中間位であることが多く、症状がある場合はその最短距離と同じ
回旋位でclickを認めた。
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Sauve-Kapandji法（SK法）における尺骨断端制動術併用の有無によ
る術後合併症の比較検討

○末次 宏晃1, 峯 博子2, 本田 祐造3, 園畑 素樹1

鶴田 敏幸2

1佐賀大学　医学部　整形外科, 2医療法人友和会　鶴田整形外科, 3長崎労災病院

【目的】
遠位橈尺関節障害に対するSK法は良好な成績が多数報告されているものの，術後に尺骨断端部
痛や伸筋腱断裂の報告もある。我々がSK法を行った症例119手のうち3手（2.5％）に伸筋腱断裂
を認めた。今回，制動術を併用した症例と併用していない症例の術後合併症の比較検討を行っ
たので報告する。
【対象と方法】
2007年8月以降にSK法を行った57手，男性18手，女性39手，平均手術時年齢64.9歳，平均経過観
察期間3.9年であった。 57手のうち制動術を行っていない症例は36手（A群），制動術を行った
症例は21手（B群）であり，両群を比較検討した。検討項目は合併症の有無，X線学的評価とし
てulnar distance（UD），radio-ulnar distance（RUD），dorso- palmar distance（DPD）を
術前，術直後，最終調査時に測定した。
【結果】
術後合併症は手関節尺側の疼痛をA群に1手(2.7%)，無痛性clickをB群に1手(4.8%)，伸筋腱断裂
をA群に3手(8.1%)認めた。手術から皮下断裂までの期間は平均54.3日であった。また，X線学的
評価としてはUDではA群に比しB群が有意に大きかったが，RUD，DPDにおいては両群間に有意差
はなかった。
【考察】
術後伸筋腱断裂を生じた3手は全てA群で，RAの症例であった。また，これらのうち2手に術直後
RUD拡大傾向を及び尺骨近位断端の背側転位（DPD）を認めた。B群ではRUDの拡大した症例を6手
（28.6%）に認めたものの，伸筋腱断裂を合併した症例は認めなかった。以上より術後皮下断裂
のrisk factorとしては，OAよりRA，術直後のRUDの拡大，DPDの増大と考えられ，制動術はその
リスクを低減させ得る可能性がある。
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若年者の遷延する手関節痛の原因と治療

○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】
若年者の肘，肩関節痛はそれぞれ野球肘や little leaguer’s shoulder などで知られている
が，手関節痛についてはいまだ関心が薄いようである．今回，当科にて若年者の遷延する手関
節痛に対し手術を施行した症例を分析し，原因疾患と手術成績について検討した．
【対象・方法】
2003年以降，当科にて遷延する手関節痛を訴え手術に至った未成年71例73手関節を対象とし
た．男47例，女24例，右45手，左28手，年齢8歳～19歳，平均15歳であった．
【結果】
最終診断はTFCC断裂34，舟状骨骨折偽関節10，橈骨あるいは尺骨遠位端骨折変形治癒に起因し
たもの8，尺骨突き上げ症候群8，ガングリオン6，Madelung 変形2，舟状月状骨靭帯断裂，月状
三角骨靭帯断裂，若年性特発性関節炎（JIA），キーンベック病，滑膜炎，各1であった．これ
らの多くはスポーツに関連しており，術後6か月以上観察できた56関節のスポーツおよび職場復
帰状況は，元の状況へ復帰52，スポーツの変更2，病気と異なる理由での断念2，で復帰率は
93％，Mayo modified wrist score では E: 48, G: 8 であった．
【考察】
若年者の遷延する手関節痛の原因は様々であった．今回の原因疾患の分析からわかったこと
は，１）TFCC損傷が比較的多い，骨間靭帯損傷を含めこれらの診断は容易ではない，２）橈
骨，尺骨遠位端骨折の初期治療に注意を要する，３）舟状骨骨折を見逃さない，あるいは適切
な治療を施行する必要がある，４）尺骨突き上げ症候群，ガングリオン，キーンベック病とい
った成人と同様の疾患の存在を認めた，５）若年に特有の原因（Madelung, JIA）がある，こと
であった．これらに対しそれぞれ適切な手術を施行した結果は良好であった．
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慢性手関節背側痛　―診断と治療に苦労している症例の検討―

○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　整形外科　SSJ, 2市立札幌病院　整形外科

【目的】
手関節背側の慢性痛で自発痛と圧痛以外の臨床所見に乏しい症例では診断に迷うことがある．
原因がわからないと言われた症例、診断まで検査や時間を要した症例を検討し、原因と鑑別疾
患を検討した
【方法】
過去25年間、3ヵ月以上持続する慢性手関節背側痛で、2ヵ所以上の病院を経由して紹介された
47手と当科初診でも診断確定まで多くの検査や時間を要した7手を対象とした．症例は52例
54手、（男性26例、女性26例）、年齢は10～90歳（平均46歳）、罹患側は右35手、左19手であ
った.１．愁訴と臨床所見、２．検査、３．診断を調査した
【結果】
１．愁訴：安静時痛を30手に、運動時痛を54手に認めた．臨床所見：圧痛は全例に認めたが、
腫脹・熱感・可動域制限のいずれかを認めたものは18手であった．２．検査：X線を全例に行い
キーンベック病や手根不安定症は容易に読影できたが、28手に異常所見がなかった．超音波検
査を37手に行い、30手に異常所見があり、主なものはガングリオン14手、関節炎7手、破格筋2
手であった．7手は異常がなかった．MRIを30手に行い、キーンベック病9手、ガングリオン
6手、関節炎5手、舟状骨壊死3手を認めたが、2手は異常がなかった．他に採血や滑膜生検を行
ったが診断確定に及ばなかった．３．診断：オカルトガングリオン14手、キーンベック病9手、
単関節炎6手（RA4手）、STT関節症5手、Distal PIN syndrome 4手、破格筋・舟状骨壊死・
carpal boss・SLAC 3手、月状骨嚢腫2手、舟状骨不顕性癒合・手根不安定症1手であった．
【結論】
手外科医は慢性手関節背側痛の原因疾患をよく知り、超音波装置を活用して、的確な診断と治
療を行うべきである．
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SLAC＆SNAC wristに対する治療

○小野 浩史1, 鈴木 大介1, 藤谷 良太郎1, 面川 庄平2

1西奈良中央病院　手外科センター, 2奈良県立医科大学手の外科

【目的】
舟状月状骨解離や舟状骨偽関節は放置すると変形性手関節症（OA：SLAC&SNAC）へ進み、痛みを
伴うことも多い。われわれが選択してきたOA病期別の治療法とその問題点を報告する。
【治療法】
橈骨茎状突起と舟状骨遠位部に限局したOAであるStage1では、原疾患に対する治療でSLACには
背側手根間靭帯やFCR腱（three tendon reconstruction）によるSL靭帯再建を、舟状骨
humpback変形には掌側楔状骨移植による再建を行い、これらに橈骨茎状突起切除を加えた。OA
が橈骨舟状骨関節全体に及ぶStage2、月状有頭骨関節に及ぶStage3では、舟状骨摘出＋four
corner固定を行った。
【結果】
SLAC stage1に対するSL靭帯再建では、疼痛は改善するが手根骨配列の整復保持が困難であっ
た。SNAC stage1は舟状骨形状を整復し骨癒合すれば成績は良好である。Stage2&3でfour
corner固定した27例では3.5ヶ月で骨癒合し、疼痛は全例改善した。術後手関節可動域の対健側
比は50％程で、３例は40%以下と不良であった。術後は握力82％に改善、Mayo scoreは
70点、DASH 27点であった。
【考察】
SLAC Stage1に対するSL靭帯再建は手根骨配列の問題があり、長期にはOA進行が危惧され
る。Four corner固定は手関節可動域制限が残りMayo scoreは低いが、除痛に優れ握力も保たれ
長期経過でも橈骨月状骨関節のOA進行は認めなかった。可動域不良例は、月状骨や有頭骨の整
復不良が原因であった。良好な可動域を確保するには、橈骨・月状骨・有頭骨の配列を正常に
整復することが重要である。
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How to Mobilize Symphalangism of the Hand

○Goo Hyun Baek

Orthopaedic Surgery, Seoul National University College of Medicine

Symphalangism is an uncommon condition characterized by fusion of the joints of the
fingers or toes. There can be functional impairment in grip and pinch of the affected
hand as well as unsightliness of the affected fingers. The hallmark feature is
longitudinal bony fusion across the joint. The proximal interphalangeal (PIP) joint
of the hand is the most common site of involvement, followed by the DIP joint of
fingers,  thump IP joint, and metacarpophalangeal (MP) joint.
Currently, the diagnosis is most commonly applied to congenital stiffness of the
finger joints with absence of transverse volar skin creases over those fused joints.
If the involved joint is completely fused on simple radiographs, there is no dispute
about the diagnosis (Fig. D). If a child had a stiff finger with hardly discernable
volar skin crease but showed a definite joint space of the involved joint on
radiographs, there may be some confusion for the diagnosis.
The symphalangeal joint may show definite joint space on the radiographs when the
child is very young, even though volar skin crease is absent or faint (Fig. B). This
joint may have very tight joint capsule and ligaments which show no active motion,
and 10 to 20 degrees of passive motion of the affected joint. As the joint grows,
both sides of the articular cartilage in the joint may become fused each other, which
results in definitive joint space narrowing (Fig. C). Even in this stage, the
affected joint may show jerk of passive motion because cartilage mass is less stiff
than bony mass. Finally, the joint will progress into bony symphalangism (Fig. D). If
the epiphyseal plate is not closed, there may be minor passive motion at the
cartilaginous epiphyseal plate. Thus, the same joint can be classified as fibrous,
cartilaginous or bony symphalangism according to the child’s age at diagnosis.
Characteristics of each grade are summarized in Table 1.
I have done surgical release of symphalangism of the hand since 2003. Surgical
technique includes partial release of collateral ligaments and dorsal capsulotomy.
Postoperative physical therapy was applied for more than 6 months for brain cognitive
training.
Surgical outcome was excellent in Grade I symphalangism without symbrachydactyly, nor
syndromic symphalangism. However, surgical outcome was poor in patients with Grade II
and III symphalangism.

Baek GH, Lee HJ. Classification and surgical treatment of symphalangism in
interphalangeal joints of the hand. Clin Orthop Surg. 2012 Mar;4(1):58-65. doi:
10.4055/cios.2012.4.1.58.
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変形性膝関節症における疼痛機序

○熊橋 伸之

島根大学整形外科

変形性関節症は日常診療でよく遭遇する一般的な疾患で、膝OAは日本では約800万人が疼痛を有
し、最も多い愁訴となっている。膝OAの疼痛の原因は、主に侵害受容性疼痛と神経障害性疼痛
に分けられる。膝OAの侵害受容器は滑膜、膝蓋下脂肪体、軟骨下骨、関節包などに多く認めら
れる。炎症や機械的刺激により放出される種々の炎症性メデイエーターのうち、アデノシン三
燐酸（以下ATP）は損傷軟骨細胞から放出され、疼痛の原因の一つと考えられているものの、そ
の疼痛機序の詳細は不明である。我々は滑膜にあるATP受容体に注目し膝OA患者の滑膜組織にお
ける発現をReal Time PCR、免疫染色にて評価を行い、その発現を確認した。一方、膝OAの疼痛
原因においては神経障害性疼痛の要素も報告されているものの、神経障害性疼痛の第２選択薬
となっているワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出含有製剤（ノイロトロピン®）におい
て、膝OAの軟骨細胞への作用は不明である。我々はウサギ培養軟骨細胞を用いて、炎症反応下
でのワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出含有製剤投与後の炎症性サイトカインの遺伝子
発現をReal Time PCRを用いて調べたところ、MMP3 mRNAの発現を有意に抑制していた。以上か
ら膝OAにおいて、損傷軟骨細胞から放出されたATPは滑膜組織のATP受容体を介して疼痛のシグ
ナルを惹起しており、一方、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出含有製剤は軟骨細胞か
らのMMP3の発現を低下することで、膝OAの軟骨保護作用ならびに疼痛緩和作用を有する可能性
が示された。本講演では主に侵害受容性疼痛の観点から、膝OAの疼痛機序を考える。
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変形性関節症の痛みは侵害受容性疼痛？－痛みの新しい分類　機能
性疼痛　中枢機能障害性疼痛－

○三木 健司

大阪大学大学院　疼痛医学、早石病院　疼痛医療センター

近年、本邦において運動器に慢性疼痛を有する人の割合は13.4% - 15.4%と報告され、膝関節痛
などの運動器関連の慢性疼痛の頻度が決して低くないことが明らかにされた。3ヶ月以上の慢性
痛患者は一般外来の急性痛患者と比較して、痛みの強さと日常生活障害程度の相違は無く、う
つや不安の程度が高く、特に破局的思考が強い傾向があると報告されている。我々は、日本運
動器疼痛学会　臨床研究委員会主導で、多施設共同研究を行っている。4週以内発症の運動器慢
性疼痛疾患である肩こり・腰痛・膝関節痛の治療成績について患者立脚型質問表にて調査して
いる。現在登録症例は300例を超えており、その中で今回は膝関節痛の治療経過について報告す
る。膝関節痛の治療経過を4週間観察できた症例は45例で、Kellgren-Lawrence分類（KL）で
は、KL0が10例，KL1が10例，KL2が2例，KL3が14例，KL4が9例と様々な変形性膝関節症の進行度
で痛みを主訴として医療機関を受診していた。KL0-2群（n=22）と，KL3-4群(n=23）に分けて解
析した。薬物治療による痛みの改善度は、KL分類の程度とは関連しなかった。また疼痛生活障
害評価尺度（PDAS）、Hospital Anxiety and Depression scale（HADS）の改善度にはKL分類に
よる差はなかった。破局化スコア（PCS）KL分類が軽度のものでより改善する傾向が認められ
た。また治療前のPCSスコアが高い患者（破局化傾向がある患者）はより痛みを強く訴える傾向
があった。これらより変形性膝関節症のような重篤ではない運動器疾患でも痛みの発現には器
質的な影響のみではなく、機能性疼痛といった中枢機能障害性疼痛の観点も考慮して「運動器
慢性疼痛」の診療に取り組むべきと思われる。
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四肢発生の分子機構

○黒岩 厚

名古屋大学理学研究科生命理学専攻形態発生学研究室

脊椎動物の四肢発生過程では、まず胚体側の特定の位置に四肢の原基である肢芽が形成され、
次いで肢芽は遠位方向に伸長してゆく。四肢形態を代表する骨要素は、肢芽間充織による前後
・遠近極性に従った位置に固有なパターンで前軟骨凝集塊の形成に始まり、次いでこれらが位
置に固有な成長・分化・骨化を遂げてゆき完成をみることになる。さらにこの過程では、骨要
素と同様に肢芽間充織に由来する結合組織、体節に由来する筋組織や神経細胞など異なる由来
の組織との緊密な連携がなされ、見事な運動器が構築される。このように四肢発生過程では、
位置指定、組織間相互作用、細胞分化、前後・背腹・遠近の極性決定、位置に固有な組織形態
形成という一般的な発生過程に必要なほとんどの基本的な現象が立ち現れる。古典的な実験発
生学的アプローチにより、これらの過程を支えるメカニズムについて魅力的な仮説が提出さ
れ、発生生物学の中心的なモデルシステムのひとつとして研究がなされてきた。さらにこの約4
半世紀間、四肢発生機構を構成する遺伝子システムが次々と明らかにされ、これらにより四肢
形成に関する古典モデルの分子レベルでの解釈にとどまらず、より洗練されたモデルの提出や
新たな課題の提起に至っている。同時に、四肢形成に関わる様々な遺伝性疾患の原因特定や、
四肢形成の進化・多様化にまで研究分野が広がってきている。本講演では、肢芽形成から軟骨
パターン形成に至る初期四肢発生について最新の分子機構像を紹介し、また私達の研究室で進
められてきた肢芽の位置指定や四肢骨の位置特異的形態形成に関するHox遺伝子を軸にした研究
も紹介したい。

参考文献
1. Developmental Biology 11th edition. Gilbert, S.F & Barresi M. J. F. SINAUER press.
Chapter19: Development of the tetrapod limb

S591



2-4-YLS9-1

橈側列形成不全における治療戦略

○高木 岳彦1,2, 関 敦仁2, 高山 真一郎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国立成育医療研究センター　整形外科

橈側列形成不全は胎生５週前後における橈骨相当の中胚葉細胞や以降の分化が障害されたため
に発生すると考えられる先天異常である。本症は種々の程度が存在するが、Bayneはその重症度
でType I(遠位橈骨が尺骨に比べ短縮)、II(近位遠位共に橈骨低形成)、III(遠位橈骨の欠
損)、IV(橈骨完全欠損)に分類した。本症の手関節内反変形に対する矯正法は
Centralization(中心化術)が一般的で安定性に優れている。その他、橈側の腱を尺側へ移行
し，尺骨を橈側へ移動させ，レバーアームを変化させるRadialization、手根骨橈側の間隙に尺
骨頭を挿入し、手根骨を尺側化するUlnarization、欠損した橈骨に第２MTP関節を移植して、欠
損した橈骨を補い成長も期待するmicrovascular epiphysis transferなど様々な手術方法が考
案されているが、いずれもBayne Type III～IVに対して考案されてきた。より軽症なBayne
Type I～IIでは確立された方法がなかったが、2006年Matsunoらにより、創外固定を用いた橈骨
の延長と手関節部の軟部組織の牽引が試みられた。橈骨がより長くなれば、正常に近い手関節
アライメントが獲得されるが、矯正位保持のため橈側の支持性を確保させたことが特徴であ
る。さらに演者らは、創外固定で軟部組織を牽引するのではなく、あらかじめ軟部組織を切離
して尺骨頭の遠位に手根骨を載せ、創外固定器を用いて関節を仮固定することで橈側の支持性
を確保させ、橈屈変形の再発を防いだ上で橈骨の延長を行っている。これによって橈屈変形の
再発を防止や矯正位の保持のみならず関節拘縮や成長軟骨の圧迫の回避も期待できる。今回、
演者らが施行しているBayne分類Type III～IVの重症例でのCentralizationとBayne分類Type I
～IIの軽症例での創外固定を用いた内反手矯正術を紹介する。
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当科で経験した先天性橈尺骨癒合症

○佐竹 寛史1, 金内 ゆみ子2, 柏 英雄3, 石垣 大介4

高木 理彰1

1山形大学　医学部　整形外科, 2山形県立河北病院　整形外科

3山形県立日本海病院　形成外科, 4山形済生病院　整形外科

【背景】
先天性橈尺骨癒合症は比較的まれな疾患であり、当科ではこれまで年間2名程度の受診状況であ
ることを報告してきた。本研究では当科および関連病院を受診した先天性橈尺骨癒合症の特徴
と治療状況を調査した。
【対象と方法】
患者データベースに登録された先天性橈尺骨癒合症は43例であり、男性26例、女性17例であっ
た。初診時年齢、合併症、橈尺骨癒合の程度、および治療経過について検討した。
【結果】
初診時年齢は生後1か月から12歳で、平均5.1歳であった。合併症として合指4例8手、橈側列形
成障害4例7肢、Holt-Oram 症候群3例、小指斜指2例3手、Nager症候群、VACTER症候群、Tuner症
候群、発育性股関節形成不全、先天性血小板減少症、および精神発達遅滞がそれぞれ1例であっ
た。橈側列形成障害を合併している症例では橈尺骨癒合の範囲が広く、橈尺骨近位と遠位が癒
合している症例が3肢、橈尺骨全て癒合している症例が3肢であった。手術記録が残っていた症
例は20例26肢で、全例橈骨回旋骨切り術が施行されていた。25肢は患者家族の満足度が高かっ
たが、1肢は回旋が不十分のため再手術を要した。また、3肢で弾発やロッキングのために再手
術を要した。1肢で骨切り部での再骨折をきたし、非観血的整復固定を行った。
【考察】
先天性橈尺骨癒合症は常染色体優性遺伝も指摘されており、男性に多い傾向がある。当科でも
男性が1.5倍であった。様々な合併症があり、先天性血小板減少症の症例では原因遺伝子Evi-1
も確認されている。治療として橈骨回旋骨切り術は簡便で患者の満足度も高かった。
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先天性多発性関節拘縮症の治療経験から -先人からの伝承と自らの
発展-

○柿崎 潤1, 西須 孝1, 亀ヶ谷 真琴2, 六角 智之3

今井 克己4

1千葉県こども病院　整形外科, 2千葉こどもとおとなの整形外科, 3千葉市立青葉病院

4いまい整形外科医院

先天異常の疾患の多くは手術療法が中心となるが，小児は成長に伴い，良きにつけ悪しきにつ
け様相を変えるため，正確な手術時期の決定や術式の選択は難しく，手術治療と同じくらい保
存治療・経過観察が重要であると考える．先天性多発性関節拘縮症(以下AMC)は，肩関節内旋内
転・肘関節伸展・手関節掌屈・手指拘縮・Thumb in Palm・股関節脱臼・膝伸展・内反足などの
拘縮や変形を主に認める疾患群である．その各々は重症であり,また再発も多く,難治性である
ため,手術時期や術式選択に悩むことが多い．例えばThumb-in-Palmは，成書・論文には内転筋
切離に加え，Four flap Z-PlastyやSpinner flapを行うと記載されているが，これだけでは指
間の拡きは不十分となることも経験する．治療法など，成書・論文に記載されていることの多
くは最大公約数的な意味合いが強く、大まかな治療方針を決める参考にはなるが，すべてに当
てはめることは難しいと感じることが少なくない．さらに先天異常のような,比較的稀な疾患と
なると報告がないか,少なく，先人の経験に委ねられる．その中で過去に治療を行い,図らずも
成績不良となった経験は,特に重要と思われる．成績不良となった経験を伝承することは，同じ
過ちを回避できるからである．その過ちを回避することは,工夫，そして発展であり，その積み
重ねが成績の向上につながると思われる.工夫のためには，手の外科・整形外科の原則や新たに
発信されている報告を基に，問題点を克服するための発想の答えを，求めているように思え
る．そして，手の外科・整形外科手術の基本やコツや勘なくして，その発想の実現はできない
と思われる．これらの手術の基本やコツ・勘は, 手術を見て盗むしかなく,文字や言葉を通して
は決して学べないと思われる．
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先天異常手の整容的および機能的限界への挑戦

○齊藤 晋, 鈴木 茂彦

京都大学　医学部　形成外科

手の先天異常の治療においては整容と機能、両面の改善が求められる。機能面としては正しい
骨軸、均等な靭帯バランス、腱の中心性配置、生理的な筋停止と作用、関節運動軸と平行な瘢
痕を回避すること、が必須である。整容面では手指を俯瞰した際に目立つ部分に瘢痕を置かな
い、カラーマッチ及びテキスチャーマッチの良い植皮術、低形成な部分への骨軟部組織の補
填、が基本である。そのような努力を持ってしても「最良例でも母指多指症の術後であること
は歴然」（渡, 2004）である。これは整容面の改善が重要であることを示している。これまで
京都大学形成外科では整容と機能の両面での改善に尽力した。合指症では指の背側面の対称性
植皮痕が整容性を低下させる主要因であり、これに対し澤辺、鈴木は直線分離と２期的に植皮
部の減量とZ形成を行うことで植皮痕を最小化する手技を報告した（Sawabe et al., 2005）齊
藤は従来の矩形皮弁のジレンマに対し、皮弁を横方向にデザインし指背の皮膚をスペアする手
技を報告した(Saito et al., 2014)。骨短縮症については整容的改善が主目的となるが、背側
の長軸方向の瘢痕が整容性を悪化させる原因であった。これに対し荒田は経皮的に骨切りし、
瘢痕を最小限にする手技を報告した(Arata et al., 2011) 。この流れを踏襲し、現在は母指多
指症の併合法でも指背側に瘢痕をつくらない手技を行っている。また非対称性の爪形態も対称
化を行い、指の整容性の向上を図っている。一方機能面については、齊藤は乳幼児の手内在筋
を3次元に評価する新規イメージング法を確立した。これにより母指多指症に内在筋の低形成や
欠損が合併することを証明した(Saito et al., 2015)。また第1中手骨の内転拘縮が将来的な変
形を生じる主要因と捉え、早期からそれを修正する治療を行っている。
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遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植を用いた先天性近位橈尺骨癒合症授
動術の成績

○金谷 文則, 仲宗根 素子, 大久保 宏貴, 金城 政樹
普天間 朝上

琉球大学大学院整形外科

Swanson分類1)の分化障害には皮膚性合指症や橈尺骨癒合症が含まれている。一方、IFSSH修飾
分類法に基づく手の先天異常分類マニュアル2) では分化障害に骨癒合や血管腫、骨軟骨腫など
の多彩な病態が含まれるが、皮膚性・骨性合指症は指列誘導障害に分類されている。近年報告
されたOMG分類3)ではMalformationの軸形成および分化障害に橈尺骨癒合症、橈側列形成不全、
合指症が分類されている。
先天性近位橈尺骨癒合症は、橈尺骨が前腕中間位から回内位で軟骨性もしくは骨性に癒合する
分化障害である。両側例や片側でも60°以上の回内位強直例では著明なADL障害を生じる。単な
る分離・授動術では高頻度に再癒合を来すため､従来は回旋骨切り術が行われてきた。我々は、
橈骨骨切り術により脱臼した橈骨頭を整復し、分離部に遊離または有茎血管柄付き筋膜脂肪弁
移植を行い再癒合を防止する術式を考案したので手術成績を報告する4)。
【症例と術式】
2年以上経過観察し得た症例は87例104肢であり、25肢毎に筋膜脂肪弁移植法を変更した。内訳
はI群：遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植  (26肢)、II群：1皮切前腕遠位筋膜脂肪弁移植
(25肢)、III群：2皮切前腕遠位筋膜脂肪弁移植 (26肢)、IV群：2皮切前腕近位筋膜脂肪弁移植
(27肢)であった。
【結果】
再強直を4肢(II群3肢、IV群1肢)に認めた。平均可動域はI群82°、II群75°、III群71°、IV群
70°と遊離血管柄付き脂肪弁移植群が良好な傾向であった。一方、平均手術時間はI群9.8時
間、II群4.3時間、III群3.9時間、IV群4.2時間と有茎群の手術時間が有意に短かった。

1) Swanson AB, Swanson GD, TadaK. A classification for congenital limb malformation.
J Hand Surg 8:693-702,1983.
2)  手の先天異常分類マニュアル  (日本手外科学会先天異常委員会  改訂版  2012  年)
www.jssh.or.jp/doctor/jp/infomation/.../catouroku_manual.pdf
3) Tonkin MA et al. Classification of congenital anomalies of the hand and upper
limb: development and assessment of a new system. J Hand Surg Am. 38:1845-53, 2013
4) Kanaya F, Ibaraki K. :Mobilization of a congenital proximal radioulnar synostosis
with use of a free vascularized fascio-fat graft. J Bone Joint Surg Am. 80:1186-92,
1998
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2-4-EL19-2

肘関節の先天異常

○堀井 恵美子

名古屋第一赤十字病院　手外科

　肘の先天異常は，症候群の一症状として出現する場合と，単独で発症する場合があり，後者
は分化の障害として分類されている．変形自体は，外傷性と類似する場合もあるが，その病態
は異なるため，治療方針も当然異なる．これまで行ってきた治療とその結果について述べる．
１．橈骨頭脱臼
a. 先天性橈骨頭脱臼　　症候群ではなく，単独脱臼例に対して，尺骨骨切り＋靭帯再建術，骨
延長，橈骨矯正骨切りなどの治療を行った．いずれの方法も，整復位の獲得は困難であり，可
動域制限はゆっくり進行した．中・長期成績について報告する
b. 成長に伴う橈骨頭脱臼　（腫瘍・麻痺）腫瘍などによる成長障害の結果生ずる橈骨頭脱臼に
対しては，脱臼前に前腕骨長の調整ができれば，脱臼を予防でき，長期成績も良好である．し
かし，いったん脱臼が生じた症例の整復位の維持は困難であり，治療成績も劣った．麻痺に伴
うものは，筋緊張の制動が可能であれば，脱臼を予防できる可能性がある．多くは後方脱臼
で，回内拘縮は進行性のことが多いので，中間肢位を維持するように注意が必要である．
２．骨癒合症
先天性骨癒合症は，単純分離しても再癒合する治療困難な疾患である．
a. 上腕橈骨癒合症・上腕尺骨癒合症　　大部分の症例で合併症が存在するので，全体として評
価して治療方針を決定する．分離手術の報告はあるが，その長期予後は不明である．
b. 近位橈尺骨癒合症　近年授動術の報告が多くみられるが，回内外中間位での拘縮の機能障害
は少ないという報告をふまえ，我々は2000年以降，橈骨骨幹部での単独骨切術を施行してき
た．40肢の前腕肢位は術前平均70°の回内位が，術後0°と改善し，手掌部での代償性回旋は約
70°であった．2肢で，肘関節の不安定性に伴う愁訴がみられた．骨切術の中期成績を報告する

【参考文献】
○堀井恵美子他．先天性橈骨頭脱臼の治療について。日本肘関節研究会雑誌10(1): 97-98,
2003.
○鳥居暁子他．先天性肘関節強直の機能障害と治療．日肘会誌 20:s35, 2013
○Cleary JE, Omer GE Jr. Congenital proximal radio-ulnar synostosis. Natural history
and functional assessment. J Bone Joint Surg 67A:539-45,1985.
○Ogino T, Hikino K. Congenital radio-ulnar synostosis: compensatory rotation around
the wrist and rotation osteotomy. J Hand Surg 12B;173-8, 1987.
○金内ゆみ子他．先天性橈尺骨癒合症における日常生活動作の評価．日手会誌21：829-
833，2004.
○Kanaya F, Ibaraki K. Mobilization of a congenital proximal radioulnar synostosis
with use of a free vascularized fascio-fat graft. J Bone Joint Surg 80A:1186-92,1998.
○Kanaya K, et al．Long-term results after a free vascularized adipofascial graft for
congenital proximal radioulnar synostosis with an average follow-up of 10 years: a
series of four cases. J Shoulder Elbow Surg 25:1258-67. 2016.
○堀井恵美子他．先天性橈尺骨癒合症に対する手術治療．日手会誌　29(2): 196-198, 2012
○Horii E, et al. Single osteotomy at the radial diaphysis for congenital radioulnar
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○Shinohara T,et al. Painful snapping elbow in patients with congenital radioulnar
synostosis: report of two cases. J Hand Surg Am. 35A:1336-9, 2010.
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2-5-P9-1

手根不安定症のバイオメカ二クス

○森友 寿夫

大阪行岡医療大学・行岡病院　手の外科センター

【目的】
手根不安定症の自然経過、治療を考えるために舟状月状骨解離(SLD)や舟状骨偽関節(SN)を有す
る手関節の各手根骨が三次元的にどう変位しているのかを明らかにすることである。
【対象・方法】
阪大式生体３次元動態解析システムを用いて、SLD5例、SN13名の両側手根骨を中間位、橈・尺
屈位、掌・背屈位の５ポジションでCT撮影し、手根配列変化および３次元キネマティクスを調
査した。SNでは骨折線が、背側舟状月状靭帯付着部である舟状骨突起の遠位を通る中央遠位型
（B2型、7例）、近位を通る中央近位型（B1型、6例）の2型に分けて調査した。
【結果】
SLDでは舟状骨が掌屈し月状三角骨が背屈する（DISI変形）だけでなく、舟状骨と遠位手根列が
全体的に背側へ移動し、橈骨舟状骨関節面背側部で不適合を起こしていた。SNのB2型では全例
DISI変形, hump back変形を呈し、舟状骨骨片間でブックオープン様の異常な動きを示した。B1
型ではDISIは少なく骨片間の動きも小さかった。
【考察・結論】
SLDでは月状骨の背屈により遠位手根列は全体的に背側へ移動する。舟状骨は舟状-有頭骨靱帯
で強固に制動されているため遠位手根列とともに背側へ移動し、舟状骨近位が橈骨の背側縁に
乗り上がるように転位しやがてSLACとよばれる関節症変化を生じる。SNでは骨折線が舟状骨突
起の遠位を通るか近位を通るかが手根不安定症発生の鍵となることが示唆された。B1型では背
側SL靭帯が遠位骨片に付着しているため近位手根列のリンクが保たれており手根不安定性は生
じにくいが、B2型ではそのリンクが途切れるため手根不安定症へ発展すると考えられた。
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手根不安定症の進行と治療

○藤尾 圭司

関西電力病院　手外科　脊椎外科　整形外科

【はじめに】
手根不安定症の治療対象として高頻度な疾患はDISI変形を来たす舟状骨月状骨間靱帯（SL）損
傷、舟状骨骨折偽関節である。これらは不安定性から徐々に二次的に周囲の靱帯の損傷や弛み
によってcollapseへ進行し変形性変化を伴っていくことが知られている。頻度は少ないがVISI
変形を来す月状骨三角骨間靱帯（LT）損傷や稀にMidcarpal instabilityがあるが多くは手術に
至ることは少ない。
【治療法】
今回主にSL損傷に対する治療について述べる。新鮮例であればmultiple pinningやdirect
repairが主体であるが陳旧例では治療法が異なる。陳旧例はdynamicとstaticな不安定性に分け
られる。病期分類としてはoccultやdynamicな時期であれば鏡視下のshrinkageでも対応可能だ
が、staticの場合は軟骨損傷がなければ靱帯再建が必要となる。靱帯再建としてはSLID再建と
してBTB、DICが用いられている。同時に手根骨回内を改善する3D ligament tenodesisや背側と
掌側も再建するため関節鏡下にPLでSL間を固定する方法も報告されている。舟状骨の掌屈を改
善するBlatt法に代表するcapsulodesisも報告されてきたが最近ではあまり用いられていない。
いずれにしても初期固定が大切でありbone-tendon unitとして確実に安定する固定期間が必要
である。その固定法としてRASLが見直されSLAM法やSwieve Lock法が提唱されてきている。これ
らの方法は固定力が強力であるが人工材料がいつまで保つか、RASLに至ってはいつ抜釘するか
が課題となってきている。変形性変化があればsalvageとしてPRCやcarpal fusionが必要であ
る。
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手根不安定症に対する手関節鏡視下アプローチ

○安部 幸雄, 藤井 賢三

済生会下関総合病院　整形外科

【概念】
手根不安定症とは手根骨間の安定性が障害された状態で，最も頻度の高い病態は舟状月状骨
（SL）間の不安定症である．SL 靭帯の断裂範囲およびsecondary stabilizerの損傷度合により
predynamic, dynamic, static と漸次不安定性は進行する．手関節鏡は靭帯の損傷状態を的確
に把握できるとともに，関節軟骨の状態を観察でき術式の選択に有用である．
【診断】
手関節鏡のポータルは通常背側を使用するが，SL 靭帯の部分損傷は掌側に多く，同部を鏡視す
るには掌側ポータルが必須となる．靭帯の断裂範囲は橈骨手根関節の掌背側からの鏡視に
て，SL間の不安定性の程度は手根中央関節からの鏡視にて判定する．
【治療】
Predynamic では鏡視下に靭帯の凝縮や滑膜切除が有効であったとする報告もある．背側部分の
完全断裂まで及んでいれば，通常は背側切開から直視下に靭帯修復，補強，再建が一般的であ
るが，鏡視下に背側の capsuloligamentous complex を縫合する，とする術式が報告されてい
る．さらにはSL 靭帯の掌側，背側を再建する方法として鏡視下に舟状骨，月状骨に骨孔を作成
し，長掌筋移植にて再建する方法も考案されている．SLAC wrist と定義される関節症変化に至
れば，鏡視下に月状骨の関節面に加え，有頭骨近位関節面，橈骨の月状骨窩関節面の状態を観
察する．両者ともに温存されていれば SLAC wrist stage 2 の状態であり，近位手根列切除も
選択術式の一つとなる．有頭骨近位関節面の変性変化を認めれば，stage 3 となり4-corner
fusion の適応となる．以上のごとく，関節鏡は手根不安定症の病態把握および治療に有用であ
る．
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2-5-P9-4

手根不安定症:総論および舟状月状骨間靭帯損傷に対する舟状骨月状
骨間靭帯再建術

○中村 俊康1, 阿部 耕治1, 寺田 信樹2

1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

2藤田保健衛生大学第2教育病院整形外科

【はじめに】
　1972年のDobynsとLinscheidの報告以降，舟状月状骨間（SL）靭帯損傷や舟状骨骨折・偽関節
では月状骨の背屈変位(DISI変形)を，月状三角骨間靭帯損傷では月状骨掌屈変位(VISI変形)を
生じることは見解の一致をみている．特にSL靭帯損傷に伴うDISI変形の治療には多くの治療法
が報告されているものの，完全断裂したSL靭帯の修復は依然困難である．演者は骨付き背側有
頭骨有鉤骨間靭帯（CH-BLB）を用いた舟状骨月状骨間靭帯再建術を第1選択としている．
【術式】
背側のBerger-Bishop進入法で背側手関節包を背側橈骨手根靭帯および背側手根骨間靭帯を半割
して展開し，SL靭帯に到達する．SL靭帯背側portionの完全断裂を確認後，SL間を徒手またはK-
wire2本をjoy stickとして整復し，SL間と舟状骨有頭骨間を1.2 mm K-wireで仮固定する．SL靭
帯背側portion部を小ノミを用いて5 mm×10 mm×5 mmの直方体状にくりぬき，同部に同じ幅で
採取したCH-BLBを移植, 1.2 mm径screwで舟状骨，月状骨にそれぞれ固定した．
【症例】
 2008年から本手術を行った症例は17例18手，男性15，女性2，右14，左2，両側1，年齢は25か
ら75歳（平均36歳）であった．術後経過観察期間は平均3.5年（2-5年）であった．術後8～10週
間でK-wireを抜釘し，自動運動を開始した．
【結果およびまとめ】
 VAS，手関節可動域は改善し，SL gapは平均5.1 mmから2.5 mmに改善した。臨床成績は優9、良
8、可1と良好であった．本術式はSL靭帯再建の選択肢の1つとなりうる．
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2-5-P9-5

手根不安定症に対するDorsal　Capsulodesis

○面川 庄平1, 藤谷 良太郎2, 鈴木 大介2, 小野 浩史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

【目的】
手根不安定症のカテゴリーのうち、手根間解離パターンを示すCarpal  instability
dissociative (CID)に対して、我々が行っているDorsal capsulodesisの手術手技と臨床成績に
ついて述べる。
【方法】
2000年以降に手術的治療をおこなった手根間解離36例を対象とした。舟状月状骨 (以下SL) 解
離18例（平均36歳）、月状三角骨 (以下LT) 解離18例（平均37歳）である。受傷から手術まで
の期間はそれぞれ4、10 カ月であった。診断はレントゲンおよび理学的所見から行い、関節鏡
でGeissler3-4の不適合性を認めた。SL解離には背側手根間靭帯、LT解離には背側橈骨手根靭帯
をいずれも靭帯付着部を温存してbipedicleに移行し、それぞれの背側骨間靭帯を補強縫合し
た。臨床成績は、術前後のDASH、握力と手関節の掌背屈可動域である。レントゲンパラメータ
ーはRL角、SL距離を計測した。経過観察期間はそれぞれ17カ月、20カ月であった。
【結果】
（SL解離）DASHは42から11、SL距離が4.4mmから3.0mmと有意に改善した。他の評価項目には有
意差は認めなかった。握力は術後12kg増大し、手関節可動域が術後4°減少した。（LT解
離）DASHは28から10と有意に改善し、握力は術後7kg増大した（有意差なし）。RL角は変化なか
った。手関節可動域は術後2°減少した。追加手術を1例で要した。
【結論】
Geissler分類grade 3-4 のSLあるいはLT解離に対して、手関節の背側靭帯を用いた制動術
（Dorsal capsulodesis）は有効である。本術式は関節症変化がなく、動的あるいはReducible
な静的手根不安定症に有用な術式である。
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2-5-P9-6

SLAC/SNAC wristに対する生体内吸収プレートを用いたfour-corner
fusionの治療成績

○善家 雄吉1, 酒井 昭典1, 大茂 壽久2, 目貫 邦隆1

平澤 英幸1

1産業医科大学 整形外科, 2戸畑共立病院 整形外科

【目的】
従来よりscapho lunate advanced collapse(SLAC)やscaphoid nonunion advanced
collapse(SNAC) wristに対するfour-corner fusionは良好な治療成績が報告されているが、そ
の固定方法については一定の見解は得られていない。当科では、ポリ-L-乳酸とハイドロキシア
パタイトの複合体からなる生体内吸収性骨接合剤を用いてfour-corner fusionを行なっている
ので、その手術手技と臨床成績について報告する。
【方法】
2009年4月から2016年6月に、当科で生体内吸収プレート（BAP）を用いてfour-corner fusionを
行なったSLAC/SNAC wrist 9例を対象とした。原疾患はSL靭帯損傷後2例、Priser病3例、舟状骨
偽関節4例である。平均年齢は、61.3（48-71）歳である。プレートはメッシュ状であり、剪刀
で裁断可能で、68℃の温水に浸すと多方向に弯曲することができる。手術は、圧壊した舟状骨
を摘出し、手根骨（有頭骨、月状骨、有鉤骨、三角骨）をキルシュナー鋼線を用いて仮固定し
た。その間隙に海綿骨を移植し、BAPと吸収性スクリューを用いて4つの手根骨を固定した。外
固定は術後2週間装着した。術後経過観察期間は、平均31.3ヵ月（6-86）である。
【結果】
全例、転位を生じることなく骨癒合が得られ、疼痛は軽減した。手関節掌背屈可動域は、術前
84.4°から術後82.9°へ、握力（健側%）は、術前53.2%から術後68.2%となった。Q-DASHは、術
前50.3から術後11.7へ改善した。また感染、無腐性腫脹、腱癒着などの合併症はなかった。
【考察】
BAPの利点は、自由に成型できる、刺入しやすい穴からスクリューで固定できる、抜去手術を必
要としない、X線で確認できる、ことがあげられる。
【結語】
BAPを用いてfour-corner fusionを行なった。内固定材料の抜釘が不要で臨床成績も安定してい
るため、本法は有用と考える。
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2-5-TD10-1

この演題に抄録はありません。

○中尾 悦宏1, 篠原 孝明2, 石井 久雄2, 渡辺 康太2

1中日病院　名古屋手外科センター, 2中日病院

この演題に抄録はありません。
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2-5-TD10-2

この演題に抄録はありません。

○藤尾 圭司1, 藤尾 圭司1, 橋村 卓実2, 宮本 定治2

1関西電力病院　脊椎外科・手外科・整形外科, 2関西電力病院

この演題に抄録はありません。
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2-5-TD11-1

この演題に抄録はありません。

○岩崎 倫政, 松井 雄一郎, 永野 裕介

北海道大学大学院医学研究科　整形外科

この演題に抄録はありません。
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2-5-TD11-2

この演題に抄録はありません。

○藤原 浩芳1, 土田 真嗣2, 小原 将人2, 櫛田 里恵2

1京都府立医科大学　整形外科, 2京都府立医科大学

この演題に抄録はありません。
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2-5-LS13

変形性手指関節症の治療

○面川 庄平

奈良県立医科大学　手の外科学講座

手指に発生する変形性関節症(OA)は、明らかな原因のない一次性OAと、骨折や靭帯損傷後に発
生する二次性OAに分類される。一次性OAは閉経後女性に高頻度にみられるが、非荷重関節であ
り保存的治療が優先される。保存的治療が奏功しない場合には各種の手術的治療が選択される
が、その術式は発生部位と術者および患者の好みにより異なる。本講演では、手指の一次性関
節症の部位別の治療について述べる。OAの発生メカニズム、レントゲン診断の特徴についても
言及する。それぞれの部位で選択される術式の適応と手術成績の比較、関節鏡手術のコツにつ
いても述べる。
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2-5-1

進行期Kienbock病に対して月状骨摘出及び舟状三角骨間靭帯形成術
を施行した4例

○亀山 真一郎1, 杉田 英樹1, 大森 信介1, 森重 浩光2

1香川県済生会病院　整形外科, 2坂出市立病院　整形外科

【目的】
進行期Kienbock病に対する手術的治療は、月状骨の摘出とSTT間固定などの手根骨間固定が広く
行われてきた。これに対して大井らや秋田らは術後のcarpal instabilityを防ぐため舟状三角
骨間靭帯再建術を行い、概ね良好な術後成績を報告しているが、従来報告されている方法は多
数の骨孔を作成して靭帯を通し縫合するなど煩雑な操作を要する。当科は昨年の本学会で小関
節の靱帯再建に対してJuggerKnot(Zimmer Biomet)を使用した靭帯再建法を報告したが、今回こ
の方法を応用して舟状三角骨間靭帯の再建を行い、短期ではあるがその術後成績を調査・検討
したので報告する。
【対象】
症例は男性1例、女性3例、平均年齢49.3歳（36-68歳）、Lichtman分類は
stageIIIb2例、stageIV2例、平均術後追跡期間は1年4ヶ月（3ヶ月-3年10ヶ月）であった。
【手術手技】
手関節背側の弧状切開でアプローチし、背側関節包及び靭帯組織を可及的に温存し月状骨を摘
出。舟状骨橈側から三角骨に向けて骨孔を作成（三角尺側皮質は温存）し、三角骨骨孔から
JuggerKnotを尺側皮質に向けて打ち込み、長掌筋腱を骨孔に挿入して縫着。次に半裁した橈骨
手根屈筋腱を長掌筋腱に巻きつけ腱球を作成し、スライディングさせて月状骨摘出部に挿入。
舟状骨橈側に少皮切を加え、長掌筋腱の一端を舟状骨骨孔を通して橈側に引き出し、十分に緊
張をかけた状態でJuggerKnotで固定。関節包及び靭帯を修復して閉創した。
【結果及び結論】
X線評価では、側面像で舟状骨が軽度掌屈変形を認めCarpal Hieght Ratioは1例で術前より低下
したが、残り3例ではほぼ維持された。いずれの症例も手関節の可動域制限と握力の低下は多少
認めるものの、疼痛は日常生活にほぼ支障のない程度に維持されている。本法は進行期
Kienbock病に対する有用な手術法になりうると考える。
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2-5-2

キーンベック病に於ける手関節腫脹の検討

○市瀬 彦聡1,2, 中村 蓼吾2, 篠原 孝明2, 中尾 悦宏2

石井 久雄2

1日進おりど病院, 2中日病院　名古屋手外科センター

手関節の腫脹をきたす病態は様々で、関節内外の炎症性病変であれば、臨床上頻繁に遭遇す
る。キーンベック病においては、活動性が高いと思われる際に、手関節の腫脹が著明に認めら
れる印象を持つ。今回の我々は腫脹の原因を単純Xp、MRI画像及び病理像から検討した。対象と
検討項目）キーンベック病２５例（キーンベック群）とし、健常手関節例３０例を比較対照群
（コントロール群）とした。平均年齢はキーンベック群48.3±20歳、コントロール群47.3±
15歳。単純Xp像は手関節側面基準撮影において有頭骨頭より皮膚までの最短距離を掌背側で計
測、MRIはT２脂肪抑制横断像にて掌背側の軟部厚を計測し、群間で比較検討した。また手術時
に月状骨周囲組織を採取できた例では、病理組織検討を行った。結果）年齢間、男女比も群間
に有意差は認めなかった。単純Xpでは、背側の軟部距離がキーンベック群において、健側１
３．１mm、患側で１５、４mmと有意差（P＜０．００１）を認めた。コントロール群では認めな
かった。掌側の軟部距離に有意差は見られなかった。MRIでは、背側軟部厚において、キーンベ
ック群5.6mm、コントロール群4.4mmと有意差（P＜０．００１）を認めた。掌側軟部厚では群間
で有意差は見られなかった。病理組織は２例で採取でき、HE染色にて炎症性滑膜様組織であっ
た。考案）結果から、関節包及周囲靭帯の滑膜様組織の増生が考えられ、キーンベック病の活
動性が高い状態の際には画像上も病理上も認められることが確認できた。なんらかの要因が月
状骨周囲の背側動脈穿通枝の血管炎もしくは血行障害をきたした結果か、もしくは、軟部の腫
脹が月状骨周囲の掌背側の微小静脈叢における、還流圧の上昇とともに、月状骨の血行障害が
発生した結果、背側軟部組織の増生が発生した可能性を推論する。

S611



2-5-3

キーンベック病手術症例の橈骨と腸骨の骨髄血内に含まれる自己増
殖能を持った細胞数の相違について

○小川 健1, 原 友紀2, 西浦 康正3, 落合 直之3

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

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

4キッコーマン総合病院　整形外科

【目的】
我々は2000年より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・創外固定を併用する治療を行い，良好な成績を報告してきた．当初は，骨髄血を橈骨よ
り採取していたが，橈骨からは量的に採取しづらく，また，質的にも腸骨の方がよい可能性が
高いため，現在は腸骨からの採取に変更している．本発表の目的は，橈骨と腸骨の骨髄血に含
まれる自己増殖能を持った細胞数を比較することである．
【対象と方法】
症例は2010年以降に本法を行った9例（男4例，女5例），手術時年齢は15-68歳(平均45歳)であ
る．まず，創外固定ピンを挿入する際，橈骨より骨髄血を2ml吸引採取する(橈骨群)．次に，骨
髄穿刺針を用いて，月状骨へ移植するための骨髄血を腸骨より5ml採取し，3mlを移植し残りを
サンプルとした(腸骨A群)．その後，同部位よりさらに2ml採取した(腸骨B群)．それぞれを単純
培養し，crystal violet染色を行い，colony-forming unit(CFU)の数を計測した．統計は，全3
群間でMann-Whitney 検定を行い，p値0.05未満を有意とした．
【結果】
CFU数は，橈骨群0-21個(平均7.3個/2ml)，腸骨A群11-173個(平均108.5個/2ml)，腸骨B群0-54個
(平均26個/2ml)であった．腸骨A群は他2群より有意に多く(p＜0.01)，腸骨B群は橈骨群より有
意に多かった(p=0.018)．
【考察】
自己増殖能を持った細胞は橈骨よりも腸骨の方が有意に多かった．また，腸骨から連続採取し
た場合，初回採取の方が多かった．このことから，少量の骨髄血を移植する場合は，腸骨から
の初回採取血を用いることがよいと考えられる．

S612



2-5-S6-1

スポーツ外傷・障害：手外科医、ハンドセラピストに求めるアスリ
ートへの対応

○小林 寛和

日本福祉大学　健康科学部　リハビリテーション学科　理学療法学専攻

　リオデジャネイロオリンピックにおける獲得メダル数にみられるように、我が国の国際的競
技力の向上は著しい。国民が目的に応じてスポーツを実践する機会も増してきている。2020年
東京オリンピック・パラリンピック競技大会、2019年ラグビーワールドカップ等の開催に向け
て、環境やシステムも整備されつつあり、スポーツを取り巻く状況は加速的に変化している感
がある。
　このような変化に伴い、アスリートをはじめとしたスポーツに取り組む人々の身心状態への
働きかけも一層重要視されている。競技スポーツの高度化のみでなく、障がい者スポーツ、生
涯スポーツ等々、実施目的と対象層が多様化する中、様々な対象者（実施目的、活動レベル、
年齢層など）からスポーツ復帰、外傷・障害予防、競技パフォーマンス向上、等への要望が増
している。
　演者は、スポーツ活動に取り組む選手や愛好者を対象として、医療機関においては外傷・障
害後のリハビリテーションと再発予防を、スポーツ現場ではリコンディショニングと外傷・障
害予防を中心に指導をしている。スポーツ外傷・障害後には、早期により良い身体状態でプレ
イが可能となるような働きかけが求められる。
　手の外傷・障害によって、一定期間のプレイ中止を余儀なくされるアスリートも少なくはな
い。その際には、手外科医やハンドセラピストに治療やリハビリテーションを委ね、スポーツ
復帰に導いていただいている。この過程で、手の外傷・障害後のアスリートへの対応には、高
度な専門的知識や技能が要求されることを実感している。
　この機会に、スポーツ外傷・障害後のアスリートにおけるスポーツ復帰への過程を紹介する
とともに、手外科医とのアスリートに対する取り組みについて提示したい。
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2-5-S6-2

メディカルチェックの重要性：上肢外科医として

○伊坪 敏郎1, 山崎 宏2, 村上 成道1, 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相澤病院　整形外科

3信州大学附属病院　整形外科

近年、スポーツ障害の予防を目的としたメディカルチェック（以下MC）の重要性が示唆されて
いる。特に野球競技においては、県単位でのMCなど着実に拡がってきており、野球肘などの早
期発見、早期治療に重要な役割を果たしている。今後はスポーツの多様化に合わせて、様々な
スポーツのMCが行われていくことが予測される。そのような状勢のなか、上肢外科医が果たす
べき役割を考えてみる。傷害（外傷と障害を合わせたもの）の統計では、下肢、腰背部が8割を
占め、上肢はおよそ2割程度の発生率である。そのため、特にスポーツ現場でのMCをおこなって
いる上肢外科医は少ないのが現状である。しかし、肩関節では腱板損傷やルースショルダー、
肘関節では離断性骨軟骨炎や靱帯損傷、手関節では三角線維軟骨損傷、手指では骨折や脱臼な
ど、上肢外科医がその専門性を活かして治療すべき疾患は多々存在する。さらに多くの上肢ス
ポーツ障害は、可及的早期に発見し適切な治療がされたか否かによって予後に大きな差を生じ
てしまう分野である。適切でない初期加療がなされ、重篤な後遺症を残すような事がないよう
に、MCは重要な意味を持っていると考えている。当院では野球をはじめとした様々なスポーツ
チームに対して、年2回を基本としたMCを行っている。限られた時間内でのMCのなかで、全身チ
ェックを基本として、疼痛部位があればその診察、病院受診や画像検査の必要のある選手の選
別を行っている。また、そのスポーツ特有の発生頻度の高い傷害部位のチェックも必要であ
る。今回、当院でおこなっているMCの紹介を行い、MCの重要性、有効性について検討する。さ
らに、そのなかで上肢外科医としての知識や技術は大変有効であり、是非多くの上肢外科医に
積極的にMCに参加していただきたいと考えている。
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2-5-S6-3

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の手術治療とリハビリ

○山本 宗一郎, 山上 信生, 伊藤 修司, 内尾 祐司

島根大学　医学部　整形外科

　上腕骨小頭離断性骨軟骨炎は成長期の投球スポーツに多い障害である。当科への受診時には
多くが進行期であり、手術治療となる場合が多い。われわれは進行期の症例では関節面の再建
と確実な復帰を目指し、膝からの骨軟骨柱移植を第一選択としている。早期復帰を望む患者に
は遊離体摘出やドリリングのみで対応することもあるがごく少数である。術後2週以内に支柱付
き肘関節装具とし、積極的自動ROM訓練を開始する。装具は2ヵ月間装着し、術後3ヵ月でキャッ
チボールを開始、術後6ヵ月で完全復帰を目標としている。ドナーである膝に関しては術後1ヵ
月でジョギング、3ヵ月でダッシュと深屈曲を許可している。現在までドナー部の障害が出現し
た症例は経験していない。術後2年以上経過した症例を調査すると、９０％以上はもとのスポー
ツに復帰可能であった。外側広範囲型は中央型や外側限局型よりも劣る傾向にあり、１０％程
度に再手術が必要であったが、多くは関節鏡視下手術の適応であり、遊離体切除が多かった。
　また手術症例では多くが内側上顆病変も合併していた。下肢・体幹の柔軟性が低下している
場合が多く、柔軟性向上や体の使い方など、術前後のリハビリも重要である。手術部位よりも
全身的なリハビリやコンディショニングに重点を置く場合が多い。加えて成長期は精神的にも
不安定な時期であり、初診時よりリハビリの介入を心がけている。手術前より術後のリハビリ
備えて関係を築いておくことが重要である。出来れば手術までに指導者を交え、病状やリハビ
リ・復帰スケジュール・偏重したポジションの危険性などを理解してもらう。　上腕骨小頭離
断性骨軟骨炎の治療は難渋することもあるが、手術だけではなくリハビリや家族、チーム関係
者が協力し環境を整えることで良い結果が得られると考える。
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2-5-S6-4

スキー・スノーボードによる手関節外傷

○塩谷 英司1, 栗山 節郎1,3, 筋野 隆2, 川崎 恵吉1

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学教室, 2JCHO　東京高輪病院　整形外科

3日本鋼管病院

【目的】
スキー･スノーボードは競技の普及とは裏腹に外傷報告も後を絶たない.特にスノーボードでは
手関節外傷が多く,その受傷形態の解明と予防が急務である.手関節の受傷形態について比較検
討した.
【対象と方法】
対象は1996年からの18年間に当教室季節診療所を訪れたスキー･スノーボード外傷患者10561名
中スノーボード外傷患者6858名と,当教室スポーツ外来や関連病院を訪れた症例である.アンケ
ートや動画撮影で競技調査した.
【結果】
スノーボード外傷患者6858名中上肢外傷が52.9％と半数以上を占めた.骨折が37.5％と最も多
く,次いで捻挫20.2％であった.頻発外傷では1位･橈骨遠位端骨折,2位･頭部顔面の切挫創,3位･
肩関節脱臼であった.手関節･手指全体の外傷については,骨折996名(14.5％),捻挫190名
(2.8％),切挫創69名(1.0％)と続く.一方,スキーによる橈骨遠位端骨折は,頻発外傷の10位以内
にも入らなかった.
【考察】
1965年にSherman Poppenがスノーボードを発明して以来,用具の開発と変遷が進んだが,外傷の
報告も1989年Pino ECを筆頭に数多くみられる.スキーに比べ競技種目が多彩であることから,ス
ノーボード外傷の発生も多岐に及ぶ.橈骨遠位端骨折はAO Type Cが多く早期スポーツ復帰を目
的に掌側ロッキングプレートによる治療を選択することが多いが治療そのものよりもリハビリ･
スポーツ復帰のタイミング等の患者教育に苦慮する.以前よりスキーに比べスノーボードではス
トックを手に持たないことや独持の滑走Foam(Side way stanceで,両足を同一平面上に固定)等
の種目特性に手関節外傷が多い誘因があると報告したが,それ以外にも転倒時に手掌を着いた際
に1.手関節背屈肢位,2.雪面での接触面積やインパクトの状況,にスキーとの差がみられること
も要因である.予防についてはプロテクター(防具)も有用であるが,その更なる改良が必要であ
る.
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2-5-S6-5

体操選手における手関節応力分布の解析―CT osteoabsorptiometry法
を用いた手関節応力解析―

○門間 太輔1, 船越 忠直1, 岩本 航2, 松本 秀男3

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江戸川病院　スポーツ医学科

3慶応義塾大学病院　スポーツ医学センター

【背景】
体操選手における障害発症部位は手関節に多く、舟状骨および橈骨遠位端の疲労骨折を来たし
難治性となることがある。屍体を用いた体操運動における応力の解析が多いものの、実際の体
操動作に伴う手関節の応力分布を直接的に解析した研究はほとんどない。我々は、無症候性体
操選手に対してCT osteoabsorptiometry（CTOAM）法を用いることにより、in vivoの長期の力
学的環境を明らかにすることが可能であると考えた。本研究の目的はCTOAM法を用い、体操選手
および同世代の成人男性の橈骨遠位関節面と舟状骨および月状骨近位関節面における軟骨下骨
の骨密度分布を解析し、体操運動が手関節に与える力学的影響を明らかにすることである。
【対象と方法】
無症候性健常ボランティア10名（対照群、平均年齢20歳）、無症候性体操選手10名（体操選手
群、平均年齢21歳）の手関節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
ールに分け手関節応力分布を解析し、手関節面における高密度領域（%HDA）を測定した。橈骨
遠位関節面は2つの領域にわけ舟状骨、月状骨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】
手関節全ての領域において対照群と比較し体操選手の%HDAは有意に高値であった。体操選手群
の橈骨遠位端関節面において舟状骨窩は月状骨窩と比較し%HDAが有意に高い結果であった。さ
らに舟状骨近位関節面は月状骨近位関節面と比較し%HDAが有意に高い結果であった。
【考察】
CTOAM法を用いることで体操運動における長期の力学的環境のin vivoでの評価が可能であり、
体操運動は手関節応力を増加させ、舟状骨疲労骨折や橈骨茎状突起疲労骨折のrisk factorとな
ることが示唆された。
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2-5-S6-6

球技で活躍するアスリートの手指外傷と障害 ―野球、ラグビーの特
徴、競技復帰支援―

○中尾 悦宏1, 中村 蓼吾1, 篠原 孝明1, 宮津 優1

茶木 正樹2

1中日病院　名古屋手外科センター

2中日病院　名古屋手外科センター　ハンドセラピィ部門

【はじめに】
球技で活躍する選手で手指の外傷、障害を負う選手は少なくない。競技ごとの外傷、障害の特
徴の把握は、コンディショニングや予防の観点から有用である。今回、野球、ラグビーについ
て調査し、治療や競技復帰支援について紹介する。
【対象と方法】
2012年以降、球技の第一線で活躍する18歳以上で、中手骨より遠位の手指外傷、障害にて当院
で治療した選手は95例(男71、女24)、18～39歳(平均24.9歳)、大学生24、社会人54、プロ17で
あった。野球21、ラグビー21、バスケットボール10、バレーボール5、ハンドボール5、ソフト
ボール5、他にボクシング、空手、柔道など多種にわたった。今回、野球とラグビーについて外
傷、障害の内訳、特徴を調査した。
【結果】
野球は21例中12例が投手で投球側の愁訴であった。中指あるいは示中指の運動障害(腱滑走障
害、intrinsic tightness等)7、示中指血行障害4で、1例のみ外傷(中指末節骨骨折)であった。
野手9例は外傷で、末節骨骨折5(示指1、中指3，環指1)、指靱帯損傷2、伸筋腱脱臼1，爪損傷1
であった。ラグビー21例は全例外傷であった。指外傷11で、骨折･脱臼･靱帯損傷9(母指1、示指
2、環指3、小指3)、環指jersey finger 1、環指腱性槌指1であった。中手骨の外傷が10例あ
り、第1中手骨基部損傷2(CM脱臼1、Bennett骨折 1)、中手骨骨幹部骨折8(第2:3、第3:3、第
4:1、第5:1)であった。
【考察】
野球では、投手で投球動作に起因すると推測される指の障害を経験した。一般に肩、肘の障害
に着目されるが指の障害も生じ、多くは保存的治療にて治癒、復帰したが手術を要した例も存
在した。ラグビーはすべて外傷例であった。約半数は中手骨骨折で他競技とは異なる特徴であ
った。シーズン開幕直後の一例を除き手術治療を行い早期に復帰した。これらの治療、リハビ
リテーションを通した競技復帰へのサポートを紹介する。
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2-5-S6-7

術後の障害再発と二次障害の予防に留意したリハビリテーション

○車谷 洋, 砂川 融

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】
スポーツ選手の術後リハビリテーションは、術部の機能回復を図るメディカルリハビリテーシ
ョンとスポーツ復帰に向けたアスレティックリハビリテーションとがある。術後のリハビリテ
ーションがスムースに進んでも、選手が競技復帰した後に、障害が再発することや障害部位の
隣接関節に二次障害が発生する可能性もある。そこで、障害再発と二次障害の発生予防に留意
したリハビリテーションに必要な知見を得たので、肘関節投球障害のリハビリテーションを例
にして報告する。
【方法】
1. 投球障害のない野球選手を対象として、肘関節屈曲伸展筋力を計測し、肘関節筋力のポジシ
ョン別違いを比較した。2. 肘関節投球障害（内側側副靱帯損傷、尺骨神経障害、変形性肘関節
症）のある野球選手を対象として、肘関節屈曲伸展筋力および肩関節外内旋筋力を計測し、障
害ごとの特徴を調査した。3. 投球障害のない投手を対象として、投球数増加により肩関節およ
び肘関節のストレスが増加するのか三次元動作解析により調査した。
【結果】
1. 野球選手の肘関節筋力にはポジションにより差があった。2. 肘関節筋力は尺骨神経障害で
筋力バランスが崩れており、肩関節外旋筋力は肘関節内側部痛を伴う障害で低下していた。3.
投球数の増加により肩関節にかかる力および肘関節内反トルクは増加していた。
【まとめ】
メディカルリハビリテーションでは、障害再発予防のために競技による特性や障害ごとの特徴
を考慮して機能回復を図ること、アスレティックリハビリテーションでは、障害関節の隣接関
節の状態や競技動作により必要となる機能を考慮して二次障害の予防を図ることがスムースな
競技復帰に必要であると考えられる。
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2-5-TD12-1

この演題に抄録はありません。

○大井 宏之1, 神田 俊浩1, 鈴木 歩実2, 奥村 修也2

1聖隷浜松病院　手外科・マイクロサージャリーセンター, 2聖隷浜松病院

この演題に抄録はありません。
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2-5-TD12-2

この演題に抄録はありません。

○渡邉 健太郎1, 太田 英之1, 村山 敦彦2, 稲垣 慶之2

1名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科, 2名古屋掖済会病院

この演題に抄録はありません。
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2-5-4

手関節鏡所見とキーンベック病：橈骨骨切り術の長期成績との検討

○建部 将広, 平田 仁, 山本 美知郎, 栗本 秀
岩月 克之

名古屋大学　医学部　手の外科

【目的】
キーンベック病は月状骨の無腐性壊死で関節の変性を来す疾患であるが、若年者に発生する事
が多く、ゆえに長期成績は重要となる。病期分類についてもLichtman分類が広く用いられてい
るものの分類自体の信頼性および予後との関連など、不明な点も多い。今回我々は橈骨骨切り
術を施行する際に手関節鏡検査を施行した患者の10年成績について検討した。
【方法】
橈骨骨切り術を施行する際に手関節鏡による評価を行ったキーンベック病の患者67例のう
ち、10年以上経過観察が可能であった18例について握力・可動域・疼痛・単純X線所見（手関節
アライメント、Lichtman分類、関節変性の有無）・術後機能評価（Mayo wrist score）・手関
節鏡所見について検討した。橈骨骨切り術は尺骨マイナスバリアントの症例には短縮骨切り術
を尺骨バリアント最終0-1ミリとなるように施行し、尺骨プラスバリアントの症例には楔状骨切
り術を最終radial inclination10-15度となるように施行した。手関節鏡所見は軟骨病変の存在
する関節数（橈骨月状骨窩・月状骨近位・月状骨遠位・有頭骨頭）での評価とし、臨床成績と
比較した。
【成績】
術後に握力・可動域・疼痛は改善を認め、機能評価はexcellent1例・good9例・fair8例であっ
た。手関節鏡での病変数は単純X線所見とは関連はなかったが、握力とは関連していた。単純X
線所見上の関節変性は1/3に認め、手関節アライメントの改善は認めなかったが、臨床成績には
影響していなかった。
【結論】
橈骨骨切り術は安定した成績が得られていた。手関節アライメントの改善は得られず、変性の
進行を認めていた。単純X線所見は臨床成績とは関連を認めず、関節鏡所見は臨床所見と関連し
ていた。さらなる成績の向上には関節変性をいかに改善するかの対策が必要となってくると考
えられた。
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Kienbock病Lichtman分類stageIIIに対する橈骨短縮骨切術の術後中期
成績

○齋藤 憲, 射場 浩介, 小笹 泰宏, 高橋 信行
山下 敏彦

札幌医科大学　整形外科

【はじめに】
Kienbock病Lichtman分類stageIIIに対する様々な手術治療が報告されており，いまだ一定の見
解がない．我々は，ulnar variance(UV)minus～zeroの症例には橈骨短縮骨切術を，UV plus の
症例には橈尺骨両短縮術を行ってきた．今回Kienbock病 Lichtman分類stageIIIに対する橈骨短
縮骨切り術の術後中期成績について検討する．
【対象と方法】
対象は2007～13年に手術施行し，Lichtman分類stageIIIかつ術後2年以上経過観察可能だった9
例9手．男5例，女4例，手術時年齢40歳，Lichtman分類stageIIIA3手，IIIB6手．術式は橈骨短
縮6手，橈尺骨短縮3手，経過観察期間43か月，職業は重労働３例，軽作業３例，学生3例だっ
た．検討項目は術後合併症，疼痛，握力，手関節可動域，X線所見，Mayo modified wrist
score，仕事・スポーツ復帰とし，統計はstudent-t testにて, p＜0.05を有意差ありとした．
【結果】
術後合併症はEPL断裂1手だった．疼痛は全例軽快し，うち7手で消失した．健側比で，握力は
27%, 可動域は背屈27%, 掌屈21％と全て有意に改善した. X線所見は, 全例で術後1年以内に骨
癒合した. 月状骨は4手で骨硬化改善し, 全例で関節症性変化はなかった．無症状の骨棘をDRUJ
に2手，尺骨茎状突起に1手認めた．Radioscaphoid angleとCarpal height ratioは術前後で大
きな変化はなく，Lichtman分類のstage進行もなかった．Mayo modified wrist scoreは術前後
で60から89点へ有意に改善し，excellent6手，good2手，fair1手だった．仕事・スポーツは全
例で復帰が得られた．
【考察】
Kienbock病に対する橈骨短縮骨切術の良好な長期成績が報告されているが，今回stageIIIに限
定した治療成績も過去の報告と同様に短中期ではあるが良好な成績を認めた．
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キーンベック病に対する有頭骨部分短縮骨切り術の中期成績

○有光 小百合1, 森友 寿夫1, 島田 幸造2, 正富 隆1

行岡 正雄1

1社会医療法人　行岡医学研究会　行岡病院　手の外科センター

2JCHO大阪病院　整形外科

【目的】
キーンベック病に対する有頭骨部分短縮骨切り術は、バリアンスを選ばず、手背3cmの皮切で実
施可能な低侵襲な術式である。また、舟状骨有頭骨関節を温存し、手根骨アライメントが比較
的保たれると報告されている。我々は従来のLichtman分類に加え、月状骨骨折のタイプ・骨癒
合、橈骨月状骨関節面の不適合の有無を調べ、臨床成績との関連を中期的に調査したので報告
する。
【方法】
術後2年以上フォローできたLichtman分類stage 2・3a・3bの31名である。経過観察期間平均46
ヶ月、stage 2が4人, 3aが23人, 3bが4人であった。臨床評価として痛み・可動域、画像評価と
してCarpal hight ratio、月状骨骨折型と骨癒合、橈骨月状骨関節面の不適合の有無を調査し
た。臨床評価としては中村らのキーンベックscoringシステムを用いた。
【成績】
31人中22人で痛みはなく8名でmildな痛みが残った。1人は術後4年でsevereな痛みがあり再手術
を要した。可動域は掌屈が術後有意に改善し、背屈角度には有意差はなかった。中村のscoring
システムによるとexcellent 14例、good16例、fair 0例、poor1例　と臨床成績は良好であっ
た。Carpal hight ratioは25名で不変、6名で減少した。月状骨骨折は27例に存在し、うち21例
の高い確率で骨癒合が得られていた。橈骨月状骨関節が適合していたのは20例、不適合は11例
であった。術前の関節不適合の存在は術後も改善されず、不適合の存在が最終調査時の痛みと
掌背屈可動域とに有意に相関した。
【結論】
有頭骨部分短縮骨切り術の中期の臨床成績は良好であった。骨折があっても高い確率で骨癒合
が得られ、臨床成績は良好であった。一方で関節不適合の存在は痛みと可動域とに有意に相関
したことから、若年者や活動性が高い患者では手関節部分固定術を考慮する必要があるかもし
れない。
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進行期キーンベック病に対するGraner変法の治療成績

○井汲 彰1, 原 友紀1, 小川 健2, 落合 直之3, 山崎 正志1

1筑波大学　医学医療系　整形外科

2筑波大学附属病院　水戸地域医療教育センター　 総合病院　水戸協同病院　整形外科

3キッコーマン総合病院　整形外科

【背景】
我々は月状骨の圧潰が進行したキーンベック病に対し、月状骨を摘出後に有頭骨を骨切りし引
き下げ手根骨間固定術を行うGraner変法を行っている。当院及び関連病院における治療成績を
報告する。
【方法】
対象は術後1年以上経過観察が可能だった15例（男性7例、女性8例）、手術時平均年齢50歳（19
～75歳）である。平均経過観察期間66.8か月（12～123か月）、Lichtman分類
Stage3A:2例、3B:10例、4:3例 だった。評価項目は、最終評価時のEvansの治療評価判定
（疼痛、手関節可動域、握力、現職復帰）と画像所見（骨癒合、有頭骨壊死の有無、関節症性
変化の有無）とした。
【手術手技】
手関節背側よりアプローチし、手根骨を展開する。月状骨を摘出し、有頭骨を中央部で半割
後、周囲の軟部組織を温存しながら近位骨片を移動させ、新しい橈骨手根関節を形成す
る。Radio-Scaphoid angle50°を目標に周囲の手根骨間関節をK-wireで固定し、骨移植部の関
節軟骨を切除後に腸骨より採骨した骨ブロックと海綿骨を骨欠損部に移植する。K-wireは骨癒
合を確認後に抜釘し、抜釘後より手関節可動域訓練と職場復帰を許可した。
【結果】
Evansの治療評価基準はGood8例、Fair6例、Poor1例だった。安静時痛は全例消失し、6例に動作
時痛が残存したが全例現職に復帰した。握力（健側比）は平均81.4%、手関節消背屈可動域は平
均85.1°だった。画像所見では全例に骨癒合が得られたものの軽度の関節症性変化を認めた。
有頭骨壊死を生じた症例はなかった。5年以上の長期フォローが可能だった4例では、Evansの治
療評価基準は全例Goodで、疼痛はなく、握力（健側比）は平均101％、手関節掌背屈可動域は平
均86.3°と長期成績も良好だった。
【結語】
進行期キーンベック病患者に対するGraner変法は、早期の除痛や社会復帰で有効な手術法であ
る。
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LuKienbock病に対する規格化した人工月状骨置換術の成績

○鈴木 拓, 鈴木 克侍, 黒岩 宇, 長谷川 正樹
志津 香苗

藤田保健衛生大学　整形外科

【背景】
われわれはKienbock病に対して人工月状骨置換術を施行してきた. 1997年以前はcustom-madeで
使用してきたが, それ以降は4サイズに規格化した人工月状骨を臨床応用してきた. 今回, 規格
化した人工月状骨の臨床成績について報告する.
【方法】
Lichtman分類 Stage3のKienbock病に対して人工月状骨置換術を施行した症例を対象とした. カ
スタムメイドの人工月状骨を使用した症例 (カスタムメイド群)は8例 (男性8例, 手術時平均年
齢34歳, 術後平均観察期間82ヵ月), 規格化した人工月状骨を使用した症例 (規格品群) は27例
(男性14例, 女性9例, 手術時平均年齢43歳, 術後平均観察期間47ヵ月) であった. 規格したサ
イズはSS: 3例, S: 16例, M: 6例, L: 2例であった. 評価は, 術前および最終観察時における
疼痛,　健側比自動運動可動域 (%ROM), 健側比握力, carpal height ratio (CHR), Cooneyの手
関節機能評価につき調査した.
【結果】
両群とも全例で疼痛の改善を認めた. カスタムメイド群における術前および最終観察時の%ROM
は屈曲37→71%, 伸展73→71%, 健側握力比は45→74%, CHRは0.46→0.53, Cooneyの評価は55→
75と改善した. 規格品群における術前および最終観察時の%ROMは屈曲55→61%, 伸展49→77%,
健側握力比は56→67%, CHRは0.42→0.51, Cooneyの評価は40→71と改善した.
【考察】
Kienbock病に対して規格化された人工月状骨置換術はカスタムメイドと同等の成績であった.
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小切開手根管開放術前後のMRIによる手根管横断形態の検討

○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, 2愛知県厚生連海南病院整形外科

【目的】
近年、MRIの進歩に伴い手根管内の鮮明な描出が可能になった。我々は手根管症候群手術症例に
対してMRIによる術前後の手根管横断形態を検討したので報告する。
【方法】
2014年10月から2016年6月に小切開手根管開放術を施行した特発性手根管症候群12 例17手を対
象とした。術前、術後3か月、1年でMRI、2PDtest、SWtest、電気生理学的検査を評価した。MRI
は有鉤骨鈎および豆状骨レベルで手根管および正中神経の短径、長径、扁平率(短径/長径)、正
中神経の短長径の交点（N点）から手根列までの距離、屈筋支帯の厚さを測定した。
【結果】
2PDtest、SWtest、電気生理学的検査の重症度によってMRI測定値に有意差は認めなかった。手
根管および正中神経の短径、扁平率、N点から手根列までの距離は有鉤骨鈎、豆状骨レベルとも
術後3か月では術前より有意に改善が認められた。術後1年では有鉤骨鈎、豆状骨レベルとも手
根管の短径、扁平率が3か月より有意に低下していた。しかし、正中神経の短径、扁平率、N点
から手根列までの距離は3か月と1年で有意差は認めなかった。屈筋支帯は術前有鉤骨鈎レベ
ル、豆状骨レベルで各々厚さ平均1.5mm、1.2mmであった。術後3か月ではほとんどの症例で連続
性を確認できなかった。しかし、術後1年では有鉤骨鈎、豆状骨レベルで各々平均1.3mm、1.3
mmと靭帯様構造物を認めた。
【考察および結語】
屈筋支帯の切離によって手根管は拡大し正中神経の扁平化が解除されたが、術後3か月以降で屈
筋支帯様の構造物が再生されて手根管の扁平率が減少した可能性が示唆された。しかしながら
術後1年の時点でも正中神経の大きさは保たれており、術後1年以降に再発防止のための患者啓
発を行うことが重要と考えられた。
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手根管症候群患者における母指球萎縮の意義－ MRIを用いた母指球
筋の評価

○DILOKHUTTAKARN Thitinut1,2, 内藤 聖人1, 杉山 陽一1

木下 真由子1, 金子 和夫1

1順天堂大学　医学部　整形外科, 2シーナカリンウィロート大学　医学部　整形外科

【はじめに】
 母指球萎縮という手根管症候群の一症状は診断や患者の日常生活にどのような影響を与える
か。本研究ではMRIを用いて手根管症候群患者における母指球筋萎縮と臨床症状、電気生理学的
検査との相関について調査した。
【対象と方法】
 本研究の対象は2015年1月から2016年5月までに当院で手根管症候群と診断され、MRIによる母
指球筋評価に同意された患者13例17手である。評価項目は臨床所見として握力、Kapandji
score、Visual analog scale (VAS)、Quick Disabilities of the Arm Shoulder and Hand (Q-
DASH) scoreを、電気生理学的検査では運動神経終末潜時（DML）と感覚神経伝導速度（SCV）を
測定し、重症度分類にはKanatani分類を用いた。MRI撮影は3-テスラMRIで撮影後3D
Workstationで母指球筋を3D構築し母指球長軸（mm）・短軸（mm）・体積（cm3）を測定した。
統計学的検討にはスピアマンの順位相関係数を用いた。
【結果】
 母指球体積と臨床所見・電気生理学的検査には相関はみられなかった。母指球長軸は握力・
Kapandji scoreとの間に有意な正の相関を（p＜0.05）、母指球短軸はDMLとの間に有意な負の
相関を（p＜0.01）、そして母指球短/長軸比はDMLとKanatani分類における重症度との間に有意
な負の相関を認めた（p＜0.05）。
【考察】
 本研究の結果から握力・Kapandji scoreなどの臨床症状は母指球の萎縮には直接的な影響を受
けないことが示唆された。母指球萎縮はVASやQ-DASHという患者立脚型評価には影響を及ぼさな
いが、電気生理学的検査・特にDMLや重症度を反映しており、手根管症候群の重症度を推測する
上で重要な所見であることが分かった。
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retrospectiveにみる特発性手根管症候群の3DCT画像所見

○菅野 百合, 平瀬 雄一, 村中 秀行, 古賀 はる香
竹田 絵里子

四谷メディカルキューブ　手の外科・マイクロサージャリーセンター

【目的】
術後痺れが消失し、特発性と確定した手根管症候群（以下CTS）の3DCT画像所見について検討す
る。
【対象と方法】
2013年度から3年間にCTSの診断で手根管開放術を行い、痺れが消失し特発性CTSと確定できた症
例で、手根管の3DCTを撮影した110例157手を対象とした。男16例女94例、手術時年齢平均
57.4歳、罹病期間平均60.3か月、術後フォロー期間平均9.5か月、痺れ消失時期は平均術後4.1
か月であった。術前3DCT画像157手の有鉤骨レベルでの屈筋腱滑膜の腫脹の有無、横手根靭帯
（以下TCL）の突出の有無を確認した。術前後3DCTがそろっている48手の神経の位置、大きさを
確認した。術後3DCT画像82手の滑膜腫脹の有無とTCLの連続性の有無を確認した。
【結果】
術前3DCTで屈筋腱滑膜の腫脹有110手、腫脹無47手であった。腫脹有ではTCLの突出有95手、突
出無15手であり、腫脹無ではTCLの突出有38手、突出無9手であった。術前後で比較した48手で
は全例、正中神経が掌側に移動し、断面積が拡大した。術後3DCTで滑膜の腫脹有52手、腫脹無
30手であった。TCLの連続性を豆状骨レベルで33手、有鉤骨レベルで16手に認めた。
【考察】
術後、神経の面積が拡大し掌側に移動したことは、手根管内圧が掌側に開放されたことに一致
する。特発性CTSの60%以上に滑膜腫脹が存在し、術後も基本的な病態は変わらなかった。一方
で、特発性CTSの30%は滑膜腫脹を伴わず、TCLの厚みや張力が病態に関わると思われる。術後
TCLの連続性に豆状骨と有鉤骨のレベルで違いが出たのは、術中にTCLを積極的に切除している
ためと考えた。
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超音波長軸像における手根管症候群の正中神経絞扼形態の評価

○黒沢 一也1, 羽鳥 悠平1, 中島 大輔2, 永井 彩子2

安藤 貴俊2

1日高病院　整形外科, 2群馬大学整形外科

【はじめに】
手根管症候群（CTS）において超音波画像検査は有用な補助診断手段であるが、その報告の多く
は短軸像を用いたものであり、長軸像に関する研究報告は少ない。当院ではCTSの補助診断に超
音波長軸像を撮影しているが、その絞扼形態はさまざまである。本研究の目的は、CTSにおける
超音波長軸画像の絞扼パターンについての評価、検討を行うことである。
【対象・方法】
対象は2010年以降当院でCTSと診断し、手術または保存治療で症状改善まで経過観察ができた68
例82手である。内訳は、男性21例25手、女性47例57手。平均年齢は60.4歳で、特発性49例
62手、透析例18例19手、外傷性1例1手である。術前に全例超音波長軸像を撮影し正中神経の絞
扼形態を分類した。また、特発性例、透析例、屈筋腱腱鞘炎での絞扼形態の傾向につき検討を
行った。
【結果】
正中神経の絞扼形態は、手根靭帯側の表層からの圧迫、屈筋腱側の深層からの圧迫、浅層と深
層両方からの圧迫、手根管入口部でくびれるような圧迫、手根管入口部と手根靭帯下の２か所
での圧迫、形態的な変化の乏しいものに大別できた。特発性例における深層からの圧迫は、屈
筋腱腱鞘炎を合併した症例の40.9%に認め、屈筋腱腱鞘炎のない症例では10%であった。透析例
では、42.1%で深層からの圧迫があり、透析例のうち屈筋腱腱鞘炎を伴う例と再発例では全て深
層からの圧迫所見を認めた。他院にて手術後も改善せず再手術を行った2例では限局的なくびれ
像が確認できた。
【まとめ】
CTSにおいて超音波長軸像の検討を行ったところ、正中神経の絞扼形態にはさまざまなバリエー
ションがあることがわかった。超音波による補助診断において、長軸像は絞扼部位と形態を把
握するのに有効である。
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神経伝導検査からみた手根管症候群に対する保存療法の適応

○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】
手根管症候群(CTS）に対する保存的治療の有効性とその適応を検討すること
【対象及び方法】
対象症例は2002年から2015年までに治療を行ったCTS患者のうち，浜田分類Grade1で保存的治療
を選択し、1年以上経過観察しえた22例24手とした．内訳は男性1例，女性21例，発症時平均年
齢60歳，罹患側は右9例，左11例，両側2例、罹病期間は平均15か月であった．保存的治療の方
法は，Gelbermanに倣いステロイド剤の手根管内注入と3週間のスプリント固定（G法）とした。
最終経過観察期間は平均7.8年であった。検討項目は，自覚症状の改善度（優，良，可，不
可），手術治療の有無とし，カルテならびに郵送によるアンケートにて調査した。最終的に手
術を要した群(O群）と要しなかった群(C群)との間で，年齢，罹病期間ならびに神経伝導検査に
おける正中神経の遠位潜時を比較した．
【結果】
O群は6例6手で，うち4例は保存治療後 1年以内に手術を行っていた．C群は16例18手で，自覚症
状の改善度は優4例5手，良10例11手，可2例2手であった。O群とC群の間で年齢、罹病期間に有
意差はなかった．遠位潜時の平均値は，O群7.1msec、C群6.1msecであった。遠位潜時のカット
オフ値を6.7とするとオッズ比は7であり， 6.7未満の患者が手術を要しない可能性は6.7以上の
患者の7倍(P=0.046)となった。
【考察】
一般に手根管症候群に対する治療の長期成績は手術の方が有利とされているが，本研究では浜
田分類Grade1のうち24手中16手が，保存治療のみで長期経過後も優または良の成績を示してい
た．遠位潜時が6.7未満の症例については，保存的治療も考慮してよいと考えられた．
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短母指外転筋複合筋活動電位導出不能の手根管症候群の術後成績－
第2虫様筋複合筋活動電位の値による比較－

○花香 直美1, 石垣 大介1, 加藤 義洋2, 佐竹 寛史2

高木 理彰2

1山形済生病院, 2山形大学

【目的】
手根管症候群（CTS）に対する電気診断で、短母指外転筋複合筋活動電位（APB-CMAP）が導出不
能であっても第2虫様筋（SL）CMAPが導出可能な場合は、手根管開放術後に母指球筋の回復が期
待できる例が報告されている。しかし、SL-CMAPの導出の可否や遠位潜時による術後成績を、症
状や感覚障害を含め総合的に比較検討した報告はない。今回、術前APB-CMAPが導出不能であっ
た症例に対する手根管開放術の成績が、SL-CMAPの導出可否、および遠位潜時によってどのよう
に異なるかを検討し報告する。
【対象と方法】
2007年4月から2016年3月の間にCTSに対し手掌内切開による手根管開放術を行った症例のうち、
術前APB-CMAPが導出不能であった75例83手を対象とした。SL-CMAPの値で3群に分け後ろ向きに
検討した。10ms未満群35手、10ms以上群15手、導出不能群33手であり、平均年齢は66.6（36-
87）歳であった。術前、術後1か月、術後3か月、術後6か月時に手根管症候群質問票
（CTSI）、SWテスト、2PD 、指腹ピンチ力（kg）を測定し術後は全般的満足度の調査も行っ
た。
【結果】
術前と術後6か月の平均値の比較ではCTSI-SSは10ms未満群が2.4から1.5、10ms 以上群が2.5か
ら1.7、導出不能群が2.7から1.9、CTSI-FSは順に2.2から1.5、2.2から1.6、2.5から2.0であ
り、導出不能群で改善不良であった。SWテストは10ms未満群で改善良好であり、2PD、指腹ピン
チ力、および全般的満足度は導出不能群で改善不良であった。術後6か月と術前を比較し不変も
しくは悪化した症例の割合は10ms 未満群より導出不能群に多かった。
【考察】
APB-CMAPおよびSL-CMAPの両者が導出不能の例では筋力のみならず自覚症状や感覚の回復も不良
であった。一方APB-CMAPが導出不能であっても、SL-CMAPが10ms未満であれば症状の回復が期待
できる例があると考えられた。
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短母指外転筋の複合筋活動電位が導出可能な高齢者手根管症候群の
手術成績~80歳前後での比較~

○長谷川 和重1, 宮坂 芳典1, 松原 吉宏2

1仙塩利府病院　整形外科, 2一関病院

【目的】
短母指外転筋の複合筋活動電位（以下APB-CMAP）が導出可能な80歳以上の手根管症候群（以下
CTS）を、80歳未満例と比較し、術前重症度、回復状況を検討すること。
【対象と方法】
2000̃2015年に演者が神経伝導検査と直視下開放手術を行い3か月以上経過観察可能であった65
歳以上の特発性CTSは171例であった。80歳未満が126例（平均年齢72歳）、80歳以上が45例（平
均年齢83歳）であり、術前にAPB-CMAPの導出可能な例（80歳未満67例：A群、80歳以上
27例：B群）について、2群間で比較した。検討項目は罹病期間、自覚的しびれ（術前を10とす
る）、術前、術後３M、6MのAPB‐CMAP、の潜時、振幅、術前のAPB-CMAPの導出可能例の頻度で
あり、統計処理はｔ検定、カイ2乗検定を適宜用いた。
【結果】
APB-CMAPの潜時は、術前、術後３M、6Mの順にA群が、平均9.4ms、6.7ms、6.0ms、B群が平均
9.5ms、5.6ms、5.5msで両群とも経時的に改善していた。APB-CMAPの振幅は、術前、術後３
M、6Mの順にA群が、平均1.2mV、1.7mV、2.4mV、B群が平均1.4mV、1.7mV、1.8mVで両群とも経時
的に改善していた。群間の比較では、罹病期間、自覚的しびれ、APB-CMAPの術前、術後３
M、6M、術前APB-CMAPの導出可能例の頻度には有意な差がなかった。
【考察】
平均寿命の延長にともない、高齢者のCTSを治療する機会が増えている。APB-CMAPが導出可能な
場合は、80歳以上の高齢者であっても、手術により80歳未満に大きく劣らない改善が得られる
ので、積極的に行うべきである。
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手根管症候群誘発テストとアミロイド沈着との関連

○小杉 健二, 目貫 邦隆, 山中 芳亮, 善家 雄吉
酒井 昭典

産業医科大学　整形外科

【目的】
手根管症候群 (以下CTS)の誘発テストに与える因子を解析すること。
【方法】
当科で手根管開放術を施行した患者53名 （女性48名、男性5名、平均年齢68歳、浜田分類
Grade1:17名、Grade2:16名、Grade3:20名）を対象とした。術前のPhalen testおよびTinel
signの有無を従属変数として、年齢、性別、合併症 （糖尿病、高血圧症、脂質異常症、腎疾
患）、反対側のCTS合併、ばね指の合併、母指球筋の萎縮、正中神経終末潜時 （DL）、正中神
経知覚神経伝導速度 (SCV)、罹病期間、SSCT (subsynovial connective tissue)のアミロイド
沈着の有無、夜間痛の有無を独立変数として、単変量解析および多変量解析を行った。統計解
析はSPSS 21Jを使用した。アミロイド沈着の判定は、Congo Red染色で橙赤色に染まり、偏光顕
微鏡下で緑色の複屈折を示すものとした。
【結果】
1. Phalen testの感度は82%、Tinel signの感度は69%であった。2. 単変量解析では、アミロイ
ド沈着陽性率において、Phalen test陽性群31% (12/39)、Phalen test陰性群78% (7/9)で有意
差 （p=0.03）を認め、Tinel sign陽性群34% (11/32)、Tinel sign陰性群56% (9/16)で有意差
（p=0.03）を認めた。 年齢において、 Phalen test陽性群65.9歳、Phalen test陰性群76.1歳
で有意差 （p=0.013）を認めた。3. 多変量解析では、Phalen test陽性は、アミロイド沈着
(オッズ比:0.045, 95%CI {0.004-0.554}), 反対側CTS (オッズ比:14.4, 95%CI {1.27-163.7})
の因子が採択され、Tinel sign陽性は、高血圧症 (オッズ比:0.207 95%CI {0.048-0.900})が採
択された。
【結論】
CTS患者のPhalen test陰性の因子として、SSCTのアミロイド沈着は病期や年齢とは独立した危
険因子であった。Phalen test陰性のCTSは、SSCTのアミロイド沈着と関連することが示唆され
た。
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手根管症候群危険因子の電気生理学的検討

○江畑 龍樹, 中井 生男, 木檜 晃, 後藤 憲一郎

佐倉整形外科病院

【目的】
手根管症候群（CTS）の診断には電気生理学的検査が用いられる。CTSが重症化するにしたがっ
て短母指外転筋複合筋活動電位（APB-CMAP）の潜時は延長し、最も進行した末期CTSではAPB-
CMAPは導出不能となる。本研究の目的は、APB-CMAPとの関連性において、CTSの危険因子を検討
することである。
【方法】
2012年から2016年までに当院を受診した特発性CTSで、APB-CMAP潜時が4.5ｍｓ以上であった496
例の741手を対象とした。平均年齢は60.7歳、男性は118例（23.8％）、女性は378例
（76.2％）、右利きは470例(94.8％)、左利きは26例(5.2％)であった。統計処理はMann-
WhitneyのU検定を用い、5％未満を統計学的有意差ありとした。
【結果】
741手のうち、男性は180手（24.3％）、女性は561手（75.7％）で、女性は男性より有意に多か
った。利き手は421手（56.8％）で、非利き手は320手（43.2％）で、利き手は非利き手より有
意に多かった。両手罹患の245例では、利き手の末期CTS率は69手（27.2％）で、非利き手の44
手（20.0％）より有意に高かった。両手罹患例で両手ともAPB-CMAPが導出可能であった153例で
は、利き手のAPB-CMAP潜時は平均7.00ｍｓで、非利き手の6.29msより有意に延長していた。年
代別では60歳台が214手（28.9％）と最も多く、末期CTS率は70歳台が27.6％で最も高かった。
【結論】
女性は男性より3倍多く、女性ホルモンがCTSの発症に関係している可能性が示唆された。利き
手は非利き手よりCTSを発症しやすく、また悪化しやすい傾向があり、手の作業負荷が発症に関
係していると考えられた。年齢分布では60歳台が最も多く、末期CTS率は70歳台で最も高かっ
た。したがって、加齢もまたCTS発症の重要な要因と考えられた。これら危険因子の組み合わせ
によりCTSが発症すると考えられた。
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手根管症候群における滑膜下結合組織間葉系細胞の増殖抑制 -PI3K
およびMEK1/2経路阻害の効果-

○齋藤 悠城1, 千見寺 貴子1, 小笹 泰宏2, 山下 敏彦2

射場 浩介2

1札幌医科大学 医学部 解剖学第二講座, 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(Subsy novialConnectiveb Tissue、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。多くの線維性疾患において血小板成長因
子受容体α(Platelet-derived Growth Factor Receptor alpha、PDGFRα)陽性細胞の過剰増殖
が組織線維化の要因の一つとされ、我々はCTS患者のSSCTにおいてPDGFRαが過剰発現すること
を明らかにしてきた。本研究では、PDGFR経路阻害によるPDGFRα陽性細胞の増殖抑制効果を検
討する。
【方法】
CTS患者5名(平均70.5歳、範囲45-82、女性)の手根管より滑膜下結合組織を採取した。滑膜下結
合組織から線維芽細胞様細胞を単離し、10％ウシ胎児血清を含む細胞培養培地にてPDGF AA、イ
マチニブ、LY294002、U0126をそれぞれ添加して培養を行った。培養細胞はWST-8法にて増殖能
力評価、免疫細胞染色にて発現マーカーを確認した。統計解析は一元分散分析を用い、P値は
Bonferroni法で補正した。P値は0.05未満の場合、統計学的に有意な差と判断した。
【結果】
SSCTから単離した細胞はPDGFRαを発現していた。PDGF AAの添加により細胞の増殖能が増加
し、イマチニブの添加により濃度依存性に増殖を抑制した(P＝0.039)。LY294002(PI3K阻害剤)
添加によって細胞増殖を有意に抑制したが(P＝0.0036)、U0126(MEK1/2阻害剤)添加では細胞増
殖を抑制しなかった(P＝0.531)。
【考察】
PDGFRαシグナル下流のPI3K-Akt経路を阻害することで細胞増殖を抑制できたことから、PI3K-
Akt経路は新たな治療標的となる可能性を示唆した。
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手根管症候群と頚椎疾患のCTSI-JSSHによる鑑別

○佐藤 彰博1, 鳴海 直希2, 湯川 昌広3

1弘前医療福祉大学　保健学部　医療技術学科　作業療法学専攻

2弘前記念病院　リハビリテーション科　作業療法室, 3弘前記念病院　整形外科

【緒言】
病院未受診の手根管症候群（CTS）の早期発見・早期治療を目的として，CTSI-JSSHを利用した
スクリーニングについて検討してきた．日手会誌第32巻に精密機械工場でのフィールド調査に
ついて報告したが，頚椎疾患との鑑別が必要であった．今回の目的は，CTSI-JSSHがCTSと頚椎
疾患の鑑別に活用できるか検証することである．
【対象と方法】
平成27年11月から平成28年10月に来院したCTSと手指のしびれを有する頚椎疾患（頚髄症など）
を対象とした．調査項目は年齢，性別，CTSI-JSSH，頚髄症治療成績判定基準（100点法）とし
た．統計解析は，変数のスクリーニングのためにCTSI-JSSHの下位項目・年齢・性別と2つの疾
患との相関分析を行い関連性の低い変数を除外した（P ＞ 0.025）．次に疾患を従属変数，除
外されなかった項目を独立変数としたロジスティック回帰分析（変数増加法尤度比）を行った
（有意水準5％）．
【結果】
CTSは18例（男性7例・女性11例，平均年齢60.6歳）で，CTSI-JSSH得点の中央値（四分位範囲）
は1.80（0.73）点であった．頚椎疾患は23例（男性16例・女性7例，平均年齢54.7歳）で，頚髄
症治療成績判定基準は中央値92.0（9）点，CTSI-JSSH得点は中央値2.79（1.53）点であった．
相関分析で除外されなかった項目は年齢（rs＝-0.22, P＝0.17），性別（rs＝-0.31, P＝
0.051），脱力（rs＝-0.34, P＝0.031），受話器の把持（rs＝-0.35, P＝0.024）であった．ロ
ジスティック回帰分析の結果，性別（オッズ比4.37，P＝0.045）と脱力（オッズ比0.40，P＝
0.024）が選択された（判別的中率75.6％）．
【考察】
CTSI-JSSHの下位項目「脱力」と性別を用いた予測式をCTSと頚椎疾患の鑑別に使えることが示
唆された．CTSI-JSSHは，集団検診で病院未受診のCTSと頚椎疾患のスクリーニングに活用でき
る可能性がある．
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鏡視下手根管開放術における腱鞘滑膜切除の意義

○小西池 泰三

岡山赤十字病院整形外科

我々は第47回日手会においてpillar painの性状について報告した（通常群）。第55回日手会に
おいて、ECTR後にステロイドを使用すると、pillar painは術後早期には軽減するがその後増悪
すること、ステロイドの種類によりpillar painの反応性が異なることを報告した。このことか
らpillar painの原因は、ECTR後も継続する腱鞘滑膜炎ではないかと考えている。2013年より皮
切部から腱鞘滑膜部分切除を加えるECTRを行っている。今回ECTRにおける腱鞘滑膜切除の意義
についても検討したので報告する。
【対象および方法】
2013年1月より当科にて行った滑膜切除併用ECTRのうち、透析例、RAを除いた209手（男55手、
女154手、平均年齢68歳）を対象とした。当科にて行った通常群146手、ステロイド使用群105手
とpillar painの消失時期の比較を行った。本法の術中の有効性についても検討した。
【結果および考察】
滑膜切除併用ECTRにおいてpillar painは術後1ヶ月以内で72%、術後3ヶ月以内で90%が消失し
た。滑膜切除併用ECTRは術後早期のpillar painをステロイドと同程度まで抑制できる。手根管
内圧が高くUSE systemの挿入困難例3例には、術前に滑膜切除を行うことで容易にUSE systemが
挿入できた。USE systemと横手根靭帯の間に滑膜が介在することで鏡視が困難であった5例には
術前に滑膜切除を行うことで鏡視が容易となった。手根内圧の高い症例には術前に滑膜切除を
行うことで、術中の正中神経障害を回避できると考える。術前後に滑膜切除を加えること
は、ECTRをより安全に、より安定した成績を得るために有効ではないかと考える。
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2-7-13

鏡視下手根管開放術を安全確実に行うための対策とコツ

○田中 英城

新潟県立吉田病院　整形外科

　鏡視下手根管開放術に伴う一時的な圧負荷と、限られた視野で操作を安全確実に行うための
対策と手技のこつを述べる。
【対象】
　演者自身が行った特発性手根管症候群、透析、関節リウマチを含む275例340手を対象とし
た。神経障害の重症度に関わらず適応した。再手術、高度な橈骨遠位端骨折変形治癒や手根管
内に占拠性病変のある例は除外した。
【方法】
　透明外套管からなる2 portal Panoramic ECTR systemでportal部のみの局所麻酔で行
う。Entry portal部では直視下に患者の反応を聞きながら設置操作を進める。手根管内の解剖
を観察し、屈筋支帯を切離した後、切離縁が十分開き、切り残しが無いことを確認して終了す
る。
【結果】
　外套管挿入時の疼痛で3手が、正中神経の変異で1手が直視下法に変更した。Entry portalで
の筋、腱、神経、正中動脈の解剖学的破格を11手に認め、直視下にこれらを避け、または一部
切開して外套管を設置した。外套管の皮下設置が1手、Superficial palmar archの深層に入っ
たもの3手、指神経がスリットに交差したものが1手あった。これらには外套管の挿入し直し、
または損傷を回避して切離した。脂肪組織や滑膜の迷入頻度は高いが、外套管を回して対処し
た。　術後の2-PD、SWT及び神経伝導速度検査で全例順調に回復した。神経血管腱損傷、再発や
再手術はなかった。
【コツ・まとめ】
　(1) portal部のみの局所麻酔で外套管を設置できることが大前提である。（2）患者と会話し
ながら、無理な操作がないか常に監視しながら行う。（3）解剖学的破格、スリットに介在する
血管／神経、滑膜、脂肪組織への対応が安全性を左右する。（4）疼痛、視野不良、いつもと違
うなどの時は、躊躇せず直視下法に変更する。　正しい適応と手技で行えば、本法による神経
回復は良好で安全確実な術式である。
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2-7-14

遠位one portalによる鏡視下手根管開放術

○峯 博子, 鶴田 敏幸

医療法人友和会　鶴田整形外科

【はじめに】
われわれは，従来から手根管症候群に対して近位one portalよりの鏡視下手根管開放術
（ECTR）を行ってきた。近位one portal法は，その手技に習熟すれば確実に横手根靱帯を切離
でき，かつ短時間に終了することができる。その成績も安定している。しかし，正中神経損傷
（運動枝・指神経），浅掌動脈弓損傷や尺骨神経圧迫損傷などの重篤な合併症の報告もあり，
近位one portal法が普及しない理由でもあると考えられる。われわれはこの問題に対応するた
め，遠位one portalによるECTRを2016年2月より行っている。今回は手術手技の詳細，短期成
績，合併症，問題点について報告する。
【対象と方法】
対象は2016年7月までに本法を施行した21例22手，男性5例5手，女性16例17手，手術時年齢は平
均69.7歳，罹病期間は平均15.8か月である。手術はwrist blockにて行い，約1.5cmの皮切を
KaplanのCardinal lineと中指環指間の交差部に置き，溝付きガラス管を用いてECTRを施行し
た。調査項目は神経伝導速度，中指知覚，筋力（APB，第2虫様筋），ピンチ力，握力，DASH
score，夜間痛（VAS），明け方の痺れ感（VAS）とした。
【結果】
神経伝導速度，知覚，夜間痛，明け方の痺れはいずれも有意に改善し，合併症はなかった。
【考察】
本法は正中神経本幹とその運動枝や指神経，尺骨神経および浅掌動脈弓の表層で操作を行うた
め，安全に横手根靱帯を切離できる。さらに，切離後それらの損傷の有無を直視下に確認でき
ることが利点と考える。まだ22手ではあるが，合併症はなく短期成績も良好であり，CTSに対す
る有用な手術方法の１つとなりうると考える。
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2-7-15

鏡視下手根管開放術（奥津法）の皮切位置による視野の相違につい
て

○渡邉 益宜, 廣岡 孝彦

尾道市立市民病院　整形外科

【はじめに】
鏡視下手根管開放術（以下奥津法）で、安全かつ確実な横手根靭帯の切離を行うためには、有
効な外筒管の挿入が求められる。今回、皮切位置による術中視野の相違について検討を行っ
た。
【対象と方法】
過去8年間で奥津法を行った100手を対象とした。65手は遠位手関節皮線の1cm近位に皮切を行い
（遠位群）、35手は同皮線の3cm近位に皮切を行った（近位群）。各群における術中所見の検討
項目は、鏡視時の視野の程度、フックナイフの操作性、術中合併症の有無、手術時間であっ
た。成績評価はKellyの４段階法を用いた。そして得られた結果から相関分析を行い各群の比較
検討を行った。
【結果】
両群間で治療成績に相違は認めなかった。術中合併症は遠位群で腱損傷を1例で認めた。手術時
間（平均5分12秒）に影響する因子は鏡視時の視野の程度であった。遠位群のほうが鏡視時の視
野は良好である傾向を認めた。一方、近位群のほうがフックナイフの操作性が良い傾向を認め
た。
【考察】
奥津法における皮切位置は、遠位よりのほうが屈筋支帯の視野は有効であった。これは近位皮
切位置では滑液嚢内に誤挿入しやすいからであった。一方、遠位皮切位置では緊張の強い部位
から外筒管が挿入されるため、フックナイフの操作が困難な難点も認めた。よって、皮切位置
を遠位に求める場合には屈筋支帯の近位部を直視下に切離しておくことが有効である。
【まとめ】
奥津法における皮切位置の違いにより、術中視野に相違を認めた。それぞれの特性を熟知する
ことが、安全で確実な屈筋支帯の切離に重要である。
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2-7-16

Interference screw使用した母指対立再建術の術後早期の治療成績

○川邊 保隆1, 河野 慎次郎1, 中山 太郎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】
手根管症候群重症例に対して、手根管開放術によって対立機能改善が期待できる症例において
も、術後早期の機能回復を目的に手根管開放術と母指対立再建術の一期的手術を行う場合があ
る。しかし一期的再建術の報告においては、短母指外転筋が回復したと考えられる時点での治
療成績を述べているものがほとんどであり、対立再建による術後早期の母指機能回復について
論じているものは少ない。演者らは対立母指再建術に移行腱の固定interference screw使用す
るBunnell法を行い、術後2週間のthumb spica固定後に可動域練習開始する方法を行っている
が、今回術後3か月での治療成績を検討した。
【対象と方法】
対象は2015年以降に著者らにより一期的母指対立再建術を受けた患者4例(男1女3、平均70.8歳)
であり、この症例のKapandji opposition test、橈側外転筋力、ピンチ力（健側比）、日手会
母指対立評価、CTSI 、DASH score、HAND20を術前と手術3か月後で比較した。
【結果】
Kapandji opposition test術前3/術後9、橈側外転筋術前0.8/術後4.3、ピンチ力術前8%/術後
86%、日手会母指対立評価術前不可4例/術後優3良1、CTSI術前40.5/術後34 、DASH score術前30
術後20)、HAND20術前39/術後12と術後早期の母指機能の改善を認めた。
【結語】
演者らの手術法は早期からの母指機能の回復が得られ、一期的再建術の手術法として有効であ
る。
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2-7-17

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成績

○信田 進吾, 奥野 洋史

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24例27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８例８手、女性
16例19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13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27.2mmから術後9.7mmと改善し、母指掌側外転角は術前平均29.4°から術後
46.2°と増大した。ピンチ力は術前平均1.9kgから術後3.8kgと改善した。CTSI（20手）の
Symptom severity score は術前平均2.33から術後1.47、Function score は術前2.50から術後
1.52と改善した。Kellyらの評価法で優９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3.6カ月であり、術後APB-CMAPが導出可能の19手の母指
掌側外転角は平均47.0°、ピンチ力は3.9kg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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2-7-18

鏡視下手根管開放術後の手関節背屈スプリントの効果

○近藤 幹朗1, 高原 政利1, 今井 洋文2

1泉整形外科病院, 2南三陸病院

【目的】
鏡視下手根管開放術（ECTR）では術後の手掌痛があり、演者らも過去の報告でその頻度につい
て述べた。手掌痛の頻度や程度を改善させるため、当院では2014年頃から術後に手関節背屈ス
プリントの着用を行っており、今回はスプリントの効果を検証することを目的とした。
【方法】
2011年5月～2016年5月にECTRを施行された228例282手を対象とした。手術時年齢は平均63.7歳
（30～92歳）、男性43例、女性185例。罹病期間は平均24.6か月（1か月～240か月）であった。
短母指外転筋M波の導出可能例は228手（平均7.0ms）、不能例は52手であった。経過観察期間は
平均5.3か月であった。このうちスプリント群は33例38手、コントロール群は196例244手であ
り、両群間の術後1か月、3か月の手掌痛、握力、Hand 20、CTSIを比較検討した。
【結果】
スプリント群とコントロール群の手掌痛の頻度は術後1か月では71%と59%、術後3か月では65%と
49%であった。同様に握力（術前比）の平均は術後1か月：85%と87%、および術後3か月：105%と
98%であった。Hand 20の平均は術前：34.0と38.0、術後1か月：34.8と33.5、および術後3か
月：23.3と26.9であった。CTSI（症状）の平均は術前：2.84と2.64、術後1か月：1.98と1.88、
および術後3か月：1.77と1.66であった。CTSI（機能）の平均は術前：2.11と2.28、術後1か
月：1.95と1.96、および術後3か月：1.64と1.75であった。
【結論】
術後診察では背屈スプリントの着用により手掌痛が軽減するという症例がほとんどであリ、術
後背屈スプリントは有用であるという印象であった。しかし、今回の結果では手掌痛の頻
度、Hand20、またCTSIに有意な差はみられなかった。手掌痛の軽減には更なる対策が必要であ
る。
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2-7-19

透析手根管症候群多数回再発例に対する正中神経移所（移行）術

○奥津 一郎1, 浜中 一輝1, 吉田 綾1,2

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　整形外科

透析手根管症候群は、アミロイドが手根管内組織に沈着、正中神経が圧迫されて発症する｡USE
systemを用いた自験手術例では初回手術後8年で5％、12年で40％が再発する。透析患者の生命
的予後が改善していることから生涯、数次にわたり再発・手術を繰り返す症例もあり、手術を
繰り返す毎に寛解期間も短縮する。最終的に手根管開放術では対処不能となる。われわれはこ
れらの症例に対して正中神経を手根管外に移所(移行)する手術を考案・施行（正中神経前方移
所/移行術）したので､手術適応、術式、短期成績について報告する。

【症例および方法】
2016年4月までに過去に手根管開放術を3回（5手）または2回（2手）受けている合計7手/ 6症
例、手関節拘縮が存在する症例に手術を施行した。shunt側６手、手術時平均年齢は68.3歳、平
均透析期間は35.3年、平均追跡期間は9.9ヶ月である。
【手術】
アドレナリン入りキシロカインによる手根管内局所浸潤麻酔と局所麻酔下に空気止血帯および
鎮静は用いず日帰り手術とした。
【結果】
術前の耐えがたいしびれ感が存在した７手中６手で消失、3gm痛覚計では術前痛覚障害あり5手
中5手が改善、2gm触覚計では術前触覚障害あり5手中５手が改善、術前DMLは平均7.8msec
(5手)、測定不能（2手）；DSLは平均4.7msec (3手); 測定不能（4手）、術後DMLは平均5.3
msec (5手)、測定不能（2手）；DSLは平均3.9msec、測定不能（１手）と改善していた。筋力も
6手において術前より改善していた。
【まとめ】
透析患者の手根管症候群は、その発症病因から繰り返し再発を起こす。そこで正中神経を、肘
部管症候群における尺骨神経前方移行術と同様の概念のもとにアミロイドの沈着が起こりにく
い手根管外に移所(移行)することで神経機能の改善を図った。短期成績は良好であるが長期の
追跡調査を必要とする。
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2-7-20

特発性手根管症候群に対する超音波ガイド下手根管内ステロイド注
射の検討

○増田 哲夫, 砂川 融, 中島 祐子, 四宮 陸雄
安達 伸生

広島大学　整形外科

【目的】
特発性手根管症候群に対する超音波ガイド下手根管内ステロイド注射の成績について、予後予
測の観点から検討したので報告する。
【方法】
特発性手根管症候群に対しトリアムシノロン0.1ml(4mg)+1%メピバカイン0.9ml混合液を超音波
ガイド下に交差法で1回注射し、1年以上経過観察可能であった21例23手(女11例14手、男9例
9手)を対象とした。注射の治療効果を後ろ向きに調査し、治癒する症例を予測する因子の解析
を行った。また手術に至った例で、注射に対する反応性の有無が術後成績に与える影響を検討
した。統計処理にはMann-Whitney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。
【結果】
注射のみで治癒した治癒群は6手、手術に移行した手術群は17手であった。2群間の年齢、性
差、糖尿病合併率、罹病期間、Padua grading scaleによる電気生理学的重症度に有意差はなか
った。しかし、注射後1か月で行ったVAS(visual analog scale)による自己評価でしびれが1/2
以上改善した割合は治癒群100％(6/6手)、手術群29.4％(5/17手)で有意に治癒群が高かった。
一方、手術に至った手術群17手を注射後1か月で自覚的なしびれが少しでも改善したA群(8例
8手)、全く改善しなかったB群(9例9手)に分類すると、術後3か月で術前のしびれがVASで1/2以
上改善した割合はA群87.5％(7/8手)、B群22.2％(2/7手)と有意にA群で高かった。CTSI、Hand
20、DASHによる機能評価では有意差はなかった。
【考察】
これまで特発性手根管症候群の予後予測には主に電気生理学的手法を用いたものが報告されて
きたが簡便性に欠ける。本研究の結果から超音波ガイド下ステロイド注射は保存療法として有
用である上、注射後1か月における自覚的なしびれの改善具合により予後予測が容易に行える可
能性が示唆された。
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指粘液嚢腫に対する背側関節包全切除と部分切除の比較

○金谷 耕平1, 射場 浩介2, 山下 敏彦2

1JR札幌病院　整形外科, 2札幌医科大学整形外科

【目的】
指粘液嚢腫に対する背側関節包切除術は再発のない低侵襲な術式であるが、背側関節包すべて
の切除が必要かどうかは不明である。演者らは、背側関節包全切除と部分切除を行
い、retrospectiveに評価した。
【方法】
背側関節包全切除または部分切除を行い、術後1年以上経過観察を行った20例21指を対象とし
た。全切除群(T群)は13例14指であり、女性12例で男性1例、年齢は平均62歳(49-83歳)であっ
た。右8指で左6指、中指6指、母指3指、示指と小指がそれぞれ2指、環指が1指であった。部分
切除群(P群)は7例7指であり、女性6例で男性1例、年齢は平均66歳(50-72歳)であった。右3指で
左4指、中指3指、小指2指、母指・環指がそれぞれ1指であった。手術は指ブロック下に行い、T
群ではDIPまたはIP関節包の背側すべてをパンチおよび鋭匙で切除した。P群では、嚢腫が発生
した側の関節包のみを切除した。術後経過観察期間、再発率、嚢腫消失期間を調査した。
【結果】
T群の観察期間は、平均25か月(12-45か月)であった。14指すべてで嚢腫は消失し、再発はなか
った。嚢腫消失までの期間は平均3週(2-6週)であった。一方P群では、7指すべてで嚢腫は消失
したが、2指で再発が認められた。嚢腫消失までの期間は平均3週(1-6週)であり、再発した2指
はそれぞれ4週、14週で再発した。
【結論】
指粘液嚢腫に対する背側関節包切除術において、嚢腫が発生した側の関節包のみの切除では2/7
例(29%)に再発が認められた。したがって、背側すべての関節包を切除する必要があることを強
調する。
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Heberden結節に合併した粘液嚢腫に対する盲目的骨棘切除術

○佐野 和史1, 木村 和正2, 橋本 智久1, 増田 陽子1

大関 覚1

1獨協医科大学　越谷病院　整形外科, 2越谷誠和病院　整形外科

【目的】
Heberden結節に合併した粘液嚢腫に対する治療は、数々の手術法の変遷を経て現在では骨棘切
除がその中心的役割として認識されている。我々は以前より、骨棘切除をごく小さな皮切を介
して盲目的に施行し良好な成績を得ており、その方法と成績について報告する。
【方法】
2007年から2016年までにヘバーデン結節に合併した粘液嚢腫32例35指（女性23例、平均年齢
64.0歳）に対して本法による手術を行った。罹患指は母指7、示指9、中指11、環指2、小指6で
あった。手術は局所麻酔下に、DIP関節側方やや背側気味に尖刃刀で鋭的に関節に到達する3-
5mmの小切開を行った後に、同部位より小さな鋭匙を用いて側副靭帯から背側に伸筋腱側方にか
けて関節包を含め盲目的に掻爬する。掻爬中にゼリー状の液体が小皮切より流出し緊満した嚢
腫の縮小を確認した時点で嚢腫周辺骨棘が切除できたと判断して一針縫合により閉創した。嚢
腫が橈側もしくは尺側に偏在し、嚢腫存在側のみの本法施行したものは12指で、嚢腫が中央に
あるか大きく偏在が不明な場合や反対側への再発を懸念し両側に施行したのは21指であった。
術後の平均経過観察期間は17.8か月であった。
【成績】
全例において粘液嚢腫は消失し同指対側を含め再発はなかった。
【結論】
近年、Heberden結節に伴う粘液嚢腫は骨棘切除のみで嚢腫の切除も不要と考えられ、その結
果、局所皮弁を必要とする事もほぼ皆無となり手術法はかなり簡素化した。しかし直視下に骨
棘切除を行うためにはDIP関節背側に横切開もしくはT字切開を加える必要があるが、嚢腫の局
在や大きさによっては加える皮切の位置や形状に工夫を要する。これに対して本法は、いかな
る粘液嚢腫に対しても定型的で画一的な手技として対応可能である。
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ヘバーデン結節に合併するmucous cystに対する経皮的交通孔作成術

○谷脇 祥通

医療法人三和会　国吉病院　整形外科

【緒言】
ヘバーデン結節に合併するmucous cystに対する新しい治療法として、経皮的交通孔作成術を行
ったのでその短期成績を報告する。
【対象と方法】
対象は男性1例1指、女性8例10指の9例11指で、年齢は46～69（平均60.2）歳、罹患指は母指が
１指、示指が2指、中指が6指、小指が2指であった。これらの症例に対して指神経ブロック下に
22G針を用いて健常な皮膚から嚢腫の穿刺を行い、更に嚢腫の底面と関節包が連続性を持つよう
に関節包を針で破るイメージで複数回関節包の穿刺を行った。処置後は特に活動制限は設け
ず、1週間程度で再診し嚢腫が消失していない例には再度同様の処置を行った。
【結果】
11指全てで嚢腫は消失した。11指中7指では1回の処置で嚢腫が消失し、2回の処置が必要であっ
たものが3指、3回の処置が必要であったものが1指であった。最終処置からの経過観察期間は1
～23（平均9.5）か月で嚢腫の消失後に再発した例はなかった。
【考察とまとめ】
ヘバーデン結節に合併するmucous cystに対する治療法として、これまで嚢腫切除と皮弁による
被覆、骨棘切除術、関節固定術などが報告されている。一方、類似する疾患であるガングリオ
ンに対しては関節鏡視下切除・交通孔拡大術の有効性が報告されている。今回この治療法と同
様の考え方でmucous cystに対してアプローチした。手指DIP関節に対して鏡視下手術は技術的
に困難であり、今回はブラインドの操作となったために1回の処置では嚢腫が消失しない例が存
在した。しかし、上手く交通孔が作成できた例では速やかに嚢腫は消失し、短期ではあるが再
発は認めていない。今後成績が安定するための工夫と長期成績の調査は必要であるが、これま
での治療法と比べて非常に侵襲が小さく、有用な方法と思われた。

S649



2-7-24

手指DIP関節症の疼痛と変形に対する手術療法

○河野 正明, 森実 圭, 芝 成二郎, 河野 康平
木下 智文

興生総合病院　整形外科

【目的】
手指DIP関節の変形性関節症（以後DIP関節症）は日常診療上頻繁に遭遇する疾患であるが、疼
痛や変形などの愁訴を改善させ患者を満足させる有効な治療法は少ない。今回本疾患に対して
考案・施行している術式を紹介し成績につき検討する。
【方法】
2014年4月以降に本法を施行し1年以上経過したDIP関節症7例12指を対象とした。内訳は、男性1
例2指、女性6例10指、示指2指、中指3指、環指2指、小指5指であった。手術時年齢は51から
89（平均64.3）歳。術後経過観察期間は15から25（平均18.5）か月であった。術前全例で疼痛
があり、女性の6例10指では外観上の醜状変形も愁訴としていた。術前後の関節可動域を実測角
度で、疼痛をVASで、術後満足度をOTによる聞き取りで調査した。
【手術術式】
DIP関節背側に中枢に頂点を置くU字切開と頂点から中枢に向かう縦切開を合わせたワイングラ
ス様切開で侵入する。Terminal tendonの両側に沿って切開して腱を浮かせ、末節骨から剥ぎ取
って反転する。関節包を切除して末節骨及び中節骨背側の骨棘を可及的全て切除する。末節骨
背側にミニアンカースクリューを挿入しておき、DIP関節を伸展位で側方偏移も可及的に矯正し
た位置にして指尖部から1.0mm鋼線で固定する。最後に伸筋腱をアンカースクリューに着いた糸
で縫合する。DIP関節を固定した鋼線は皮下に埋没しておき、8週間後に抜去。抜去後は他動屈
曲は避け、自動屈曲のみを許可し、夜間伸展位装具を半年間装着させる。
【成績】
VASは術前平均7.5/10であったものが術後は1.2/10と有意に減少。平均可動域は術前伸展-
23度、屈曲58度から最終調査時伸展-5.8度、屈曲49.5度であり、特に伸展可動域が改善してい
た。満足度調査では、疼痛と外観で満足度が高かった。
【結論】
本術式は、DIP関節症の治療として有用であると考えられた。
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Two-dimensional intraosseous wiring(two-DIOW)法を用いた指節間関節
固定術

○鈴木 智亮, 河村 太介, 松井 雄一郎, 船越 忠直
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】
Two-dimensional intraosseous wiring(two-DIOW)法は手指骨折に対しすぐれた固定性を有する
内固定法である．我々は同法を指節間関節の固定術に応用してきた．本研究の目的は，two-
DIOW法による指節間関節固定術の成績ならびに手術合併症を調査し，その有用性を検討するこ
とである．
【対象と方法】
対象は2009年12月から2016年6月までの期間にtwo-DIOW法による指節間関節固定術を施行した30
例47指．男性5例，女性25例．罹患指は母指から小指の順に20指，12指，7指，5指，3指であっ
た．固定関節は母指MP関節2，IP関節18，PIP関節9，DIP関節18関節であった．手術は森谷らの
報告に準じて行い，さらに伸展方向への固定性向上のため1-2本のpinningを追加した．評価項
目は骨癒合の有無，骨癒合に要した期間，術直後と骨癒合時の固定角度の変化，手術に伴う合
併症とした．
【結果】
骨癒合は47例中44例(癒合率94%)，骨癒合に要した日数は108.8日，固定角度の変化は橈尺方向
への平均転位1.6°，屈伸方向への平均転位2.3°(屈曲1.0°，伸展1.3°)，合併症は爪甲変形
2例，感染3例，wire締結部痛4例であった．
【考察】
Two-DIOW法には，2面固定であること，alignmentの微調整が可能であること、骨接合面への圧
迫が可能であるといった利点がある．本法は指節間関節固定術においても良好な骨癒合率を得
ることができた．一方，末節骨に高度な骨欠損を伴う症例では爪甲変形．ステロイドによる皮
膚萎縮が存在する症例では金属突出による疼痛に注意する必要がある．Two-DIOW法は指節間関
節固定術においても有用な固定法と考えられる.
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変形性指PIP関節症に対する表面置換型人工関節の中・長期成績

○白川 健, 代田 雅彦

さいたま赤十字　整形外科

【目的】
変形性指PIP関節症(以下、PIP OA)に対する表面置換型人工関節(以下、SRA)は除痛に優れた術
式であるが、一方で、術後に獲得されたPIP関節可動域は経年的に減衰する傾向にあるとの報告
もある。今回、掌側アプローチで行ったSRA症例の中・長期的なPIP関節可動域を評価するとと
もに、術後経過でみられるインプラント周囲の骨棘形成との関連についても検討した。
【対象】
PIP OAに対して掌側アプローチSRAを行い、5年以上経過した9例11指を対象とした。手術時平均
年齢は59.2歳、経過観察期間は平均7年4ヶ月、指別は中指が3指、環指が8指であった。
【方法】
術前、術後1年、最終観察時のPIP関節可動域を評価した。また、最終観察時の単純X線におい
て、インプラント掌側に生じた骨棘の面積を計測し、可動域との関連を検討した。
【結果】
PIP関節の平均可動域は、術前52.3°(伸展/屈曲:-16.4°/68.6°)が、術後1年54.1°(-
24.1°/78.2°)、最終観察時31.1°(-30.6°/61.7°)であった。また、インプラント掌側の骨
棘量とPIP関節可動域との間には負の相関を認め、最終観察時に50°以上のPIP可動域を維持し
ていた4指はいずれも骨棘量が少なかった。
【考察】
掌側アプローチSRAでは、術後1年時には50°程度の機能的なPIP可動域を獲得できるが、中・長
期的には、インプラント周囲の骨棘が増生しやすい例では、それに伴い可動域が減衰する傾向
がみられた。術前にはSRA後の骨棘形成について予見し得ないことが課題と思われる。
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VAロッキングハンドシステムによる手指骨折の治療展開

○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

当センターでは、手指骨折に対して2005年11月からlocking plate使用してきた。初期は
Synthes社製Compact Lock（Mandible）を使用し、2011年5月頃からはStryker社製VariAx Hand
を使用し、中手骨から中節骨まで様々な骨折型に使用してきた。どのplateも角度長さ安定性に
は優れているのは言うまでもないが、それぞれのplateには特徴があり利点欠点があった。
Compact Lock (Mandible)のlocking機構はmono-axialであるが、すべてin-situ bendingが可能
でpre-bendの必要があまりなく有用である。またCompact Lock Mandibleのplate強度は十分で
あり彎曲や破損の心配はほぼないが、plate自体が厚い。Compact Lockは薄くplate強度の問題
がある。
VariAx Handのlocking機構はpoly-axialで全周性に20°以内で挿入角度を変えられる。in-situ
bendingができないので、通常のlocking plate設置ではpre-bendの必要はないが、腱との干渉
や運動の障害などがある場合はpre-bendが必要となる。またplate強度が若干弱く中手骨に使用
する場合は彎曲や破損の心配がある。
2016年秋から使用可能となったSynthes社製VA Locking Hand System (VA-Hand)のlocking機構
はpoly-axialであり全周性に30°以内で挿入角度を変えられる。一番小さいVA Locking Plate
1.3のみmono-axialでin-situ bendingが可能となっている。
今まで使用してきたCompact Lock（Mandible）やVariAx Handの多くの経験から、VA-Handのこ
れからの治療展開について考えてみたい。
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2-7-S7-1

手外科救急治療の問題と対策について

○沢辺 一馬

美杉会　男山病院

【はじめに】
手外科救急の主な緊急手術は切断指肢の血行再建や再接着術となるが、それに伴う追加手術な
ども考慮すると、多大な時間と労力を費やすことになる。マイクロサージャリー技術を持つ医
師はもちろんのこと、手術室看護師、麻酔科医の確保が必要であり、一般救急病院において日
常診療のあるなかで、これらの条件を２４時間３６５日、満たすことは困難である。
【方法】
どのような対応策があるかを検討する。
【結果】
対応として、緊急手術症例のトリアージと、手術受け入れ病院の拡充が現実的な対応策である
と考えられる。
緊急手術のトリアージとして、血行再建や再接着術は緊急手術として対応することは論を俟た
ないが、腱や骨といった深部組織が露出している症例に対しては緊急手術ではなく２～４週程
度の待機手術を検討する。このことが可能であることは演者が報告してきた(第41回マイクロサ
ージャリ―学会など)。
手外科救急受け入れ病院の拡充については、中核病院だけで受け入れるのではなく、近隣病院
と連携し分担を検討する。これは、手外科救急治療を十分に経験した医師が中核病院の近隣病
院に勤務の場合、その病院に分担を模索する。これは演者の勤務している地域では可能であ
る。
このように対応すれば、医療の質を落とすことなく、中核病院だけに集中している負担を軽減
できるのではないかと考えられる。
【まとめ】
人員の豊富な手外科緊急センターの開設が望ましいが、現実的には困難である。
手外科救急受け入れ中核病院への負担の集中を軽減できる方法を検討した。
比較的実現可能な方法として、緊急手術のトリアージと近隣病院との連携分担が考えられた。
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手外科救急診療の理想と現実

○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

静岡県浜松市は人口約80万人の都市であり、7つの救急病院で二次救急輪番制を敷いて救急対応
を行っている。そのうち当院を含めた3病院は三次救急指定病院である。しかしながら、手外科
救急患者は輪番制無視で当院に搬送されてくることもしばしばである。時には市外や県外から
の救急搬送要請もあり、可能な限り受け入れている。
当センターの医師数は、指導医4人、クリニカルフェロー0-2人、整形外科後期研修医0-2人であ
る。過去には指導医4人と後期研修医1人だけの時期もあり、崩壊の危機であった。打撲や捻
挫、浅い創や爪損傷などの軽症例から、Gustillo 3A,3B開放骨折、切断指や高度挫滅損傷手な
どの重症例までを昼夜問わず救急対応しているため、現在（指導医4人、クリニカルフェロー
2人、後期研修医1人）の医師数でも充足しているとは言えない。
全ての救急患者を受け入れる事が理想ではあるが、現実はそのようにいかない。長時間手術を
行っている時の救急搬送要請には応えることができない場合もある。また、救急搬送を受け入
れたものの、早急に対応することができず、満足いく結果を出せない場合もある。では、早急
に対応ができない場合は断るべきかというとそうでもない。手外科専門医がいない他院での初
期治療により、さらに治療が困難な状態となった例が、後に紹介されて来ることもしばしばで
ある。このように後の事を考えると、どんなに多忙を極めても救急を断らない姿勢が患者のた
めであり自らのためでもあるのかもしれない。
どんな状況であっても救急患者を受け入れ、満足いく医療を提供するためには、いつでも緊急
手術ができる手術室体制の構築と、マンパワーの充足が必須であるが、これを実現することが
極めて難しい。
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2-7-S7-3

当院における手外科救急診療への取り組み

○村山 敦彦, 渡邉 健太郎, 矢島 弘毅, 佐々木 宏
太田 英之

名古屋掖済会病院整形外科・リウマチ科

当院は、昭和53年に東海地方で最初の救命救急センターを開設し、名古屋南西部の中核病院と
して救急医療の分野で地域医療を行ってきた。それに先立つ昭和51年、多数手指切断、プレス
による挫滅損傷、デグロービング損傷などの手指重度外傷の多い当地に木野義武前部長が着任
してから、手術用顕微鏡によるマイクロサージャリー技術を用いたPrimary Microsurgical
Reconstructionを積極的に行ってきた。その実績はこれまで、本学会や手外科関連学会で発表
されており、文献を参照されたい。平成14年からは後任である渡邉現部長が手外科外傷センタ
ーとしての当科の役割を引き継ぎ現在に至っており、手外科専門医2名を含めてマイクロサージ
ャリーを行うことができる医師は10名在籍している。過去15年間の手外科手術件数は年平均
1,000件を超えており、その大半は外傷である。
当科はハンドセラピィにも力を注いでおり、日本ハンドセラピィ学会大山現理事長や本年度の
学術集会茶木会長らを輩出してきた。現在、6名のハンドセラピストが在籍しており、重度外傷
であっても初回手術直後より非損傷指の機能維持から開始し拘縮の予防に努めている。
手外科救急診療の問題点として、重度外傷・切断指症例を受け入れる医療機関が少ないことが
挙げられる。現在、愛知県には受傷手の画像転送によるテレトリアージを行う救急システムが
あるが夜間や休日は運用されておらず、再接着非適応症例が遠方よりドクターヘリで運ばれる
ケースや重症例が当院に迅速に運ばれないケースもあり、患者にとって不利益が生じることが
ある。もう一つは手外科外傷医の育成の問題がある。手外科医にとって外傷治療トレーニング
を受ける機会が少なく、学会を含めた今後の課題と言える。
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2-7-S7-4

切断指症例に対する救急診療の取り組み

○佐々木 康介, 浜田 佳孝, 田中 祥貴, 五谷 寛之

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

【目的】
当院は手外科・外傷マイクロサージャリーセンターを開設し，切断指に対して緊急性・専門性
の高い治療に取り組んでいる．現状を振り返るとともに今後の課題についても検討したい．
【対象と方法】
2015年4月～2016年3月までに切断肢指（足趾を含む）と診断し，同日中に緊急手術を施行した
61例（男性55例，女性6例）を対象とした．受傷時年齢は平均47歳（6ヶ月-95歳）．受傷時間は
33例で確認できた．58例が救急搬送され，17例が他院を経て紹介受診されていた．これらの症
例について受け入れ時間，手術までの所要時間を検討した．
【結果】
受傷時間を確認できた33例のうち，他院を経て紹介受診したのは15例で，受傷から受け入れま
での時間は平均2時間28分であった．直接当院に搬送された18例では平均0時間46分と統計学的
有意に短時間で搬送されていたが，受傷から手術までの時間は紹介群4時間48分，直接搬送群5
時間2分と大差なかった．61例について，受け入れから手術までの時間を曜日毎に分類したが，
症例数の少ない日曜を除いて有意差は認めなかった．受け入れ時間について平日0-9時，9-
13時，13-17時，17時-24時で分類し，受け入れから手術までの時間を検討したところ，それぞ
れ平均6時間，4時間，2時間15分，1時間37分と漸減していた．
【考察】
切断肢指はマイクロサージャリーを用いた緊急手術となることが多いが，常に緊急対応できる
環境を維持するのは容易ではない．当院では4名の医師のほか手術・入院患者の管理などを補助
するマイクロサージャリーセンター専属の看護師も加えて，一丸となり対応しており，日曜を
除くどの曜日でも著しい遅滞なく緊急手術を行っているが，夜間や午前中に受傷された症例で
は，外来や予定手術などの都合から，受け入れから手術までに時間がかかっている傾向があ
る．
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2-7-S7-5

緊急性を要する上肢外傷はどのように搬送されるべきか

○坂 なつみ1,2, 松井 裕帝2, 倉田 佳明2, 辻 英樹2

1帝京大学整形外科, 2札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

【目的】
重度上肢外傷の治療には、緊急かつ専門的な対応が必要であり、救急隊や初療にあたる医師は
その対応に悩むことも多い。一方遠距離搬送を行ったものの、実際は近隣医療機関でも対応可
能であった外傷の場合、余分な搬送コストや患者の不利益を生むこととなる。特に面積が広い
北海道では、航空搬送を必要とすることもあり適切なトリアージは不可欠である。本研究の目
的は、緊急を要する上肢外傷搬送例の現状を明らかにすることである。
【方法】
2013.10-2016.10に「切断指」「不全切断指」「上肢動脈損傷、切断」「デグロービング損
傷」「重度手指開放骨折」の病名で当院に搬送された181例を対象とした。救急隊により直接搬
送された群(1群)(n=97)と、医療機関を経由して搬送された群(2群)(n=84)にわけ、緊急手術
（血行再建、デブリドマン、骨固定）の必要性、搬送時間、搬送手段を評価した。
【結果】
最終診断は切断指89例、阻血を伴う指動脈損傷（不全切断を含む）49例、上肢動脈損傷、切断
5例、デグロービング損傷 12例、重度開放骨折(阻血を伴わないもの）30例であった。搬送手段
は救急車150例、ヘリコプター27例、航空機2例　自家用車2例。平均搬送距離は1群で26.0km 2
群で88.3km(p=0.007)であった。緊急手術必要例は1群で62例(73%) 2群で75例(77%)(p=0.606)で
あり有意差はなかった。また50km以上遠方の発生で、かつ緊急手術が必要であった症例の搬送
速度は1群では67.4km/h　2群では39.8km/h(p=0.015)であった。
【考察】
医療機関を経由していても、緊急手術の必要性には有意差はみられず、医師であってもその緊
急性の判断は困難であった。また遠方でも直接搬送することで、発症から治療までの時間を短
縮できており、発症から医療機関選定までのよりよいトリアージが必要と考えられた。
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2-7-S7-6

農林産業地帯の労働災害外傷治療における手外科医の重要性

○本宮 真1, 渡辺 直也1, 岩崎 倫政2

1帯広厚生病院　整形外科, 2北海道大学大学院医学研究科　整形外科学分野

【目的】
北海道十勝地方は農業・林業をはじめとした1次産業が盛んな地域であり、産業機械関連の労働
災害（労災）の多発地域である。重度四肢労災外傷の予防・治療が重要課題であるが、十勝管
内における労災外傷の状況は明らかにされていない。今回当院整形外科における労災外傷の現
状を調査し、手外科医の関与に関して検討した。
【対象・方法】
2013年11月～2016年7月までに当院整形外科受診患者のうち、労災保険を利用して加療を行った
全患者を対象とした。過去の電子カルテ情報を基に、患者の年齢・性別・職業・受傷機転・受
傷部位(上肢・下肢・脊柱)・疾患名・手術回数を調査し、重度症例に関して検討した。
【結果】
全労災症例数は815人816件（男性592人、女性223人）あり、平均年齢は46.5歳(16-82歳)であっ
た。受傷部位は上肢482件、下肢271件、脊柱123件と上肢の外傷が最多であった。369件(45%)に
手術が施行されており、上肢229件、下肢128件、脊柱23件と上肢症例が最多であった。3回以上
の多数回手術症例(3-8回)は37件あり、上肢が28件、下肢が11件であった。多数回手術症例を検
討したところ、職業は農業を含む1次産業が19件、製造・加工業などの2次産業は14件、3次産業
は4件であった。受傷原因は農工業機械による巻き込まれ症例が19件と圧倒的に多く、交通外傷
4件、挟まれ3件がこれに続いた。また、軟部再建を要した症例は26件、感染合併例は8件あ
り、33件に手外科医が関与していた。
【考察】
当院において多数回手術を要した重度労災外傷は、上肢複合組織損傷例または感染や軟部欠損
を伴う重度下肢外傷例がほとんどであった。重度労災外傷の治療には手外科領域の知識・技術
が必須であり、手外科医の積極的な関与と知識・技術の向上が重要であると考える。
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2-7-S7-7

「信州ドクターヘリ佐久」の11年と上肢外傷

○窪 昭佳1, 大谷津 恭之1, 石井 宣一2

1JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　形成外科

2JA長野厚生連　佐久総合病院　佐久医療センター　整形外科

【はじめに】
「信州ドクターヘリ佐久」は、佐久総合病院（現佐久医療センター）を基地病院として、2005
年7月に配備された。日々の診療より手外科とドクターヘリは無縁の存在ではないことを実感し
ている。今回、過去11年間の出動症例について検討し報告する。
【対象と方法】
2005年7月から2016年6月までの、全ドクターヘリ出動件数3954件から上肢外傷を抽出し、年
齢、性別、受傷機転、受傷時刻、現場での医療介入の必要性、ヘリ搬送の有効性、等について
検討した。
【結果】
多発外傷に伴う上肢外傷や脊髄損傷に伴う手の痺れ等を除外した、「上肢の外傷を主とした要
請」は181件であった（全要請の4.5％）。2012年度以降、「全ヘリ出動件数」・「上肢外傷に
よる出動件数」ともに増加する傾向にあった。内訳は男性160人、女性21人で、20代と60代にピ
ークを有する2峰性の分布を示した。月別では12月から3月の冬季はやや少なく、5月が最多であ
った。受傷時刻は12時と17時の付近にピークが認められた。受傷機転は工場災害が最多であっ
た。ショックや止血困難など現場での医療介入が有効であったのは46例(25％)であった。現場
での医療介入、多数指切断、搬入後の再接着あり（当院搬入例のみ）をヘリ有効症例とすると
80例（44％）が有効であった。
【考察】
症例数の増加は、県内で2012年4月から導入されたドクターヘリ要請におけるキーワード方式
（指切断が含まれる）と関連があると思われる。再接着の適応のない指切断等、ヘリ適応が疑
問視される症例が含まれる一方で、早期医療介入が必要である症例や、ヘリの機動性が有効で
あると思われる症例が半数近くを占めており、ドクターヘリの適応基準については検討の余地
はあるが、長野県の上肢外傷においてドクターヘリは有用であると考える。
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2-7-S7-8

多発外傷患者における上肢Missed Injury

○中後 貴江1, 松宮 豊1, 山下 良祐1

1兵庫県災害医療センター　整形外科, 2神戸赤十字病院

【目的】
多発外傷患者に対し、primary surveyやsecondary surveyでの損傷の見逃しを避けるため、患
者搬入後12～36時間でtertiary surveyを行うよう推奨されているが、tertiary survey後に明
らかになるmissed injuryも時折経験する。今回、三次救急医療機関である我々の施設において
の上肢missed injuryについて調査した。
【対象および方法】
　対象は2015年9月から2016年1月までの期間に、兵庫県災害医療センターに搬入された多発外
傷患者358例のうち死亡退院症例を除く320例である。診療記録から後ろ向きに調査を行
い、Tammelinらに準じType 0：trauma tertiary survey(TTS)以前に診断された損傷、Type
I：TTSで診断された損傷、Type II：TTSで見逃されたが、入院中に診断された損傷、Type
III：退院後に診断された損傷、に分類した。
【結果】
　320例中293例がType 0で、27例がmissed injuryであった。部位は上肢が13例、下肢が12例
（うち上下肢合併が1例）、脊椎が4例であった。上肢の13例で16のmissed injuryが認めら
れ、Type Iが6、Type IIが７、Type IIIが2であった。Type IIIは全例保存的治療、Type Iの3
例とType IIの4例で手術的治療が行われた。
【考察】
　数は少ないがTSS後も一定の割合でmissed injuryが認められ、また上肢は他部位と比較して
外科的治療を要する症例が多かった。上肢は全身CT撮影時も撮影部位から外れることが多いた
め画像からの検索が難しく、上肢のmissed injuryを診断する上で臨床所見や患者の訴えがより
重要となる。看護士やリハビリテーションスタッフからの報告から見つかることも多く、スタ
ッフ間の情報の共有はmissed injuryを減らすうえで非常に重要である。
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2-7-TD13-1

この演題に抄録はありません。

○佐藤 和毅1, 岩本 卓士2, 木村 洋朗2, 阿部 薫2

1慶應義塾大学病院　整形外科, 2慶應義塾大学病院

この演題に抄録はありません。
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2-7-TD13-2

この演題に抄録はありません。

○五谷 寛之1, 田中 祥貴2, 佐々木 康介2, 山本 博美2

1大阪掖済会病院　手外科・外傷マイクロサージャリ―センター, 2大阪掖済会病院

この演題に抄録はありません。
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2-7-27

Step ladder flapによる指尖部再建

○安楽 邦明, 木下 直志

佐世保市総合医療センター　形成外科

【目的】
　指尖部再建に対する種々の再建法が報告されている。１９８８年Evansらはstep ladder
advancement  flapとして島状皮弁にステップ状のデザインを導入し指尖部再建への応用を報告
している。本邦では澤泉らが指掌側前進皮弁にstep状ジグザグ切開を行う方法を報告していて
いる。当科でも末節部切断症例で再接着の適応にならなかった症例に対してStep ladder
advancement flapによる指尖部再建を行い、整容的及び機能的に良好な結果を得ているので症
例を供覧し報告する。
【方法】
2014年4月から12症例13指に対して本法を行った。男性9例、女性3例、手術時年齢　22～77歳
（平均４６歳）、部位中指8例、母指2例、示指2.例 小指１例であった。皮弁は掌側のＶＹ
advancementを基本とするが切開線を階段状としてStep ladder advancement flapとした。手技
のデザインは澤泉らが報告した方法の準じるがポイントしては皮線に三角弁を一致させこ
と。Zigzagの一辺は5ミリとすること。 皮弁の基部はＰＩＰ関節の皮線を越えないこと 。縫合
は基部から行うことがあげられる。前進させた皮弁の基部は縫合し閉鎖する。
【成績】
皮弁は全例生着した。掌側の前進皮弁であるが屈曲拘縮を生じることはなかった。また指尖部
の形態も良好に再建されており疼痛の訴えもなかった。また瘢痕も目立たず整容性も良好な結
果が得られた。
【結論】
Step ladder advancement flapによる指尖部再建は切開がやや煩雑であるが階段状にすること
により皮弁の後戻りが少なく皮弁前進が容易となり合併症も生じることはなかった。本法は指
尖部再建に対し整容的及び機能的に良好な結果が得られ有用な方法であると思われる。
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2-7-28

Graft on flapにおける骨癒合形態

○佐藤 陽介, 辻 英樹, 倉田 佳明, 松井 裕帝
佐藤 和生

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

【はじめに】
Graft on flap(以下GOF)について渉猟しえた限り、骨癒合関する詳細な報告はない。今回指尖
部完全切断でのGOF施行例の骨癒合形態を検討した。
【対象と方法】
2012年1月から2016年2月までの間に指尖部完全切断に対しGOFを施行、術後6か月以上経過観察
可能であった10例10指を検討した。対象は男性9例女性1例、手術時平均年齢45.2歳、損傷レベ
ルは石川分類subzone2 8例、subzone3 2例、経過観察期間は7～24か月（平均13.7か月）、施行
した皮弁は逆行性指動脈皮弁4例、前進皮弁6例(oblique triangular flap2例、O’Brien法１
例、Atasoy flap3例)。骨癒合期間、骨癒合率、初期移植骨量、最終残存移植骨量、最終観察時
の骨残存率（最終残存移植骨量/初期移植骨量）について調査した。
【結果】
骨癒合期間は平均14.3週（中央値15週）,骨癒合90%,骨吸収 90%に認め、骨残存率は平均63%(中
央値60%)。最終残存移植骨量/末節骨全長は平均24.8%(9.7-44.2% 中央値25％)。初期移植骨量
と最終残存移植骨量は有意に相関し、相関係数γ＝0.824でかなり強い相関を認めた。
【考察】
平瀬らはcomposite graftの生着率は80.5%であったと報告しているが、骨吸収や萎縮等につい
ては述べていない。今回の調査では骨癒合期間は平均14.3週で末節骨骨折の平均骨癒合期間
10.4週(2013年畑中ら)と比べ、長い傾向にあった。移植骨の多くが骨癒合に至るが術後骨吸収
や皮弁先端の部分壊死による骨切除を受け、残存量は初回手術時の約6割にとどまっていた。最
終残存移植骨量は初期移植骨量に相関するため初回手術時に可及的に移植骨長を温存すべきと
考えられたが、皮弁による先端の十分な被覆が不可欠となる。
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指尖部掌側斜め切断に対して静脈のY型分岐を利用した遊離静脈皮
弁による再建

○矢野 公一, 金城 養典, 八木 寛久, 坂中 秀樹
山野 慶樹

清恵会病院　整形外科

【目的】
指尖部掌側斜め切断に対する軟部組織再建手術として動脈皮弁が選択されることが多いが、術
後にPIP関節の屈曲拘縮が問題となることがある。我々は再建法の一つとして，Y型分岐を利用
した前腕からの遊離静脈皮弁を行っており，その結果を報告する。
【方法】
対象は、5例（男性3例）7指、受傷時平均年齢が47歳（24から69歳）であった。受傷側は、右2
指（示指3、中指2、環指1、小指1）であった。全例末節部掌側の欠損（玉井分類
zone1：3、zone2：4）であり、3指が損傷した指の切断端がなく、3指は再接着困難例、1指は再
接着後動脈血栓例であった。手術方法は、指切断部から中枢へ橈側と尺側の指動脈をPIP関節よ
り遠位で最小限に展開した後、受傷側の同側前腕からY型に分岐する静脈を同定し、その部分を
中心に皮弁を欠損部に合わせてデザインして挙上した。A-V-A typeの皮弁として，Y字型の二股
の静脈にantegradeの要領で橈側および尺側の指動脈を顕微鏡下にそれぞれ吻合し、流出静脈は
結紮した。術後抗凝固療法を行った。
【成績】
周術期の皮弁のうっ血を4指に認め、医療用ヒルを同4指に使用した。皮弁は6指が生着し、1指
が壊死となった。壊死となった1指は、既往に糖尿病、狭心症があり、術後うっ血が遷延し，術
後4週目で皮弁は壊死した。生着率は86%であった。
【結論】
本手術法は，Y型の血管を利用したことでI型血管より皮弁に対する動脈供給の広がりが得ら
れ、末梢部の流出静脈を結紮することでより循環動態に優位に働いた可能性があると考える。
また、流出静脈は吻合していないが、半数に術後うっ血を認めたものの、生着率は比較的良好
であった。採取による犠牲も少なく，指尖斜め切断の再建法として有用な方法の一つであると
考えた。
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A1 pulley超音波短軸像を用いた特発性ばね指に対するステロイド注
射の予後予測

○伊藤 祥三, 冲永 修二

東京逓信病院　整形外科

【目的】
手指狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下ばね指）に対するステロイド剤の腱鞘内注射は有効な治療法で
あるが、再発を繰り返して手術に至る症例も散見される。過去に多数回注射による腱断裂・腱
鞘断裂などの重篤な合併症や腱鞘炎の難治化などが報告されており、再発の可能性が高い症例
に対しては、早期に手術へ切り替える必要がある。今回我々は、ステロイド剤の腱鞘内注射を
行った特発性ばね指症例について、A1 pulleyの超音波短軸像所見と治療転帰を後ろ向きに調査
し、手術適応のcut off値に関して検討した。
【方法】
当科で加療して6ヵ月以上追跡し得た、糖尿病や膠原病などの合併疾患のない特発性ばね指患者
75例122指（男性38例56指・女性37例66指、平均年齢66.4歳、母指38指・示指15指・中指42指・
環指24指・小指3指）を対象とした。全例で超音波短軸像によりA1 pulleyの最大厚を測定し、
短軸像をガイドとして交差法によりトリアムシノロン3mg＋1％リドカイン0.3mlの腱鞘内注射を
行った。経過観察期間内に症状の再発を2回起こした症例は、手術へ移行した。独立変数をA1
pulley最大厚・アウトカムを手術とし、ROC曲線解析にて手術適応のcut off値を検討した。
【成績】
腱鞘内注射により122指中102指（83.6％）は最終経過観察時に症状が消失しており、20指
（16.4％、母指6指・示指4指・中指7指・環指3指・小指0指）で手術を行った。A1 pulley最大
厚でROC曲線解析を行うと、曲線下面積（AUC）は0.895であり、cut off値を1.2mmに設定すると
感度70.0％・特異度81.4%、1.3mmとすると感度65.0％・特異度94.1%であった。
【結論】
特発性ばね指でA1 pulley最大厚が1.2mm以上の症例には、多数回注射による合併症の回避およ
び患者負担の軽減のため、早期から手術を考慮すべきである。
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手外科領域における術後エコーの有用性

○頭川 峰志, 長田 龍介, 木村 友厚

富山大学　整形外科

【はじめに】
エコー下神経ブロックなどの手技や、腱・神経障害の術前診断などにおいて高解像度のエコー
の適応が拡大している。我々は手術後の所見をエコーで定期的にフォローを行い、その有用性
ついて検討した。
【対象と方法】
対象は神経再生誘導チューブで再建した神経欠損例4例、遊離腱移植を行った5例、特発性手根
管症候群に対する手根管開放9例、術後1,2,3,4,6か月時にエコー検査を行い経時的変化を観察
した。
【結果】
神経再生誘導チューブ例は全例、4か月で誘導チューブが見えなくなり、近位縫合部での神経腫
脹が見られた。疼痛、知覚は改善していた。遊離腱移植では1例を除いて3か月で移植腱の編み
込み縫合部にfibrillar patternが見られるようになり、％TAMの良い症例ではより明瞭であっ
た。1例ではfibrillar patternが見られず、腱滑走も悪いため、腱剥離術を行った。腱剥離術
後、滑走の改善とともにfibrillar patternが見られるようになった。特発性手根管症候群では
手根管開放術後に正中神経の断面積は、18.1±5.6mm2から術後6か月で有意に減少して13.0±
3.3mm2になった。指運動、手関節屈伸に伴う正中神経の最大横移動距離も有意に増大した。
【考察】
神経再生誘導チューブ例では臨床症状は改善したが、エコーで近位に無症候性の神経種を形成
しており、より太いサイズを使うなどの工夫を要する考えられた。腱移植では移植腱の成熟、
滑走とともに腱の長軸方向に配列する明瞭な膠原線維を確認できたが、癒着があると瘢痕の影
響で低エコー域として描出された。手根管開放では自覚症状の改善と解離なく、神経の腫脹、
移動距離が正常化していく所見が観察できた。これらの所見は、手術の有効性の指標として有
用である考える。
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超音波ドプラーモードを用いた橈骨遠位端骨折掌側プレート術後の
長母指屈筋腱損傷リスクの評価

○田中 祥貴1, 五谷 寛之1, 矢野 公一2, 佐々木 康介1

浜田 佳孝1

1大阪掖済会病院整形外科・手外科外傷マイクロサージャリーセンター

2清恵会病院整形外科・手外科外傷マイクロサージャリーセンター

【目的】
橈骨遠位端骨折掌側プレート固定術後の長母指屈筋（FPL）腱損傷のリスクを超音波ドプラー波
形にて評価したのでその有用性について検討する。
【方法】
当科で超音波検査にてFPL腱を評価した橈骨遠位端骨折掌側プレート固定術後の40例40手を対象
とした。超音波検査ドプラーモードにて患側40手のFPL腱上に生じるドプラー波形を評価した。
健側40手についても同様に評価した。検査中は前腕回外位・手関節背屈30度で装具固定とし母
指は固定せず自動最大屈曲・伸展を繰り返させた。また40手中20手で骨癒合後に抜釘を施行し
たので、抜釘時にFPL腱の損傷（部分断裂または毛羽立ち）の有無を確認した。これらの所見よ
りFPL腱損傷の有無とドプラー波形の関連性について評価した。
【結果】
ドプラー波形については以下の3typeに分類できた。Type 1: 紡錘型、Type 2: 紡錘＋スパイク
型、Type 3: スパイク型。患側40手ではType 1: 23手、Type 2: 11手、Type 3: 6手であった。
一方健側40手ではType 1: 37手、Type 2: 3手、Type 3: 0手であった。抜釘した20手の術中所
見では、Type 3の5手中3手でFPL腱損傷（2手：毛羽立ち、1手：部分断裂）を認めたがType 1ま
たは2の15手ではFPL腱損傷を認めなかった。さらにType 3の5手については抜釘後３ヵ月での超
音波検査で全例Type1または2に波形が変化していた。
【考察】
橈骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定後のFPL腱損傷の高リスク症例を選別する方法とし
て腱とプレートの間に生じる摩耗を評価することが有用と考えられている。摩耗の評価方法と
して触診や聴診器を用いた方法が報告されているが今回我々が用いたドプラー波形での評価は
FPL腱損傷のリスクを従来の方法と異なり視覚的に評価できるため、患者に抜釘の必要性を説明
するのに有用と思われた
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超音波短軸像による正中神経の手根管内での移動－手根管開放術前
後の経時的変化－

○南野 光彦, 小寺 訓江, 友利 裕二, 萩原 祐介
高井 信朗

日本医科大学　整形外科

【目的】
手根管症候群（CTS）における手根管開放術前後の正中神経の手根管内での移動について，経時
的に検討した報告はない．今回超音波短軸像を用いて，手関節，手指運動による正中神経の移
動の変化を術前後で比較検討した．
【対象及び方法】
CTS 12例（平均年齢66.7歳）を対象（両側罹患例は除外）とした．超音波検査は前腕回外位で
プローブを手関節手根管上に短軸方向で設置し，手関節中間位，掌屈位における全指伸展，屈
曲時の正中神経の移動を小切開手根管開放術前，術後1か月（1M），術後6か月（6M），健側と
で比較検討した．
【結果】
正中神経は，術前では手関節中間位から掌屈位にすると有意に掌尺側に移動し，全指を伸展か
ら屈曲させると，更に屈筋群により掌尺側に押し込まれ横手根靭帯で圧迫された．術後1Mで
は，中間位，掌屈位ともに，神経は有意に掌側に移動した．また全指を屈伸することで屈筋腱
は術前同様に手根管内を移動したが，神経は大きく掌側に移動しているため，腱による影響は
少なかった．術後6Mでは，神経の掌側移動は維持されていたが，術後1Mと比べると，健側の神
経位置である背橈側方向に移動し，全指屈伸による神経移動量も有意に増加し健側の移動量に
近づいた．
【考察及び結論】
現在CTSの病態は，腱滑動による神経-屈筋腱周囲のsubsynovial connective tissue（SSCT）
の非炎症性の線維化，肥厚と考えられている．今回の検討では，術後6Mの時点でも神経の掌側
移動は保たれ，術後1Mと比して，手指屈伸による神経の移動量も有意に増加し健側に近づい
た．これは，手根管が広がったことにより，腱滑動によるSSCTの線維化や肥厚が減少し，腱と
神経の癒着が減少し，神経の移動量すなわち可動性が改善したものと推察された．
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当科における屈筋腱縫合術の実際ー術中超音波併用による小皮切屈
筋腱縫合術を中心にー

○牛尾 茂子1, 鳥谷部 荘八2, 天羽 健一2

1仙台形成外科クリニック泉中央　東北ハンドサージャリーセンター

2仙台医療センター　形成外科・手外科

【目的】
近年屈筋腱縫合は縫合法の開発やリハビリテーションの発展によりその治療成績は格段に向上
してきた。しかし従来の治療ではジグザグ切開による展開が行われ、術後癒着のリスクは大き
い。我々の施設では超音波検査での腱断裂部に皮切をおき、ジグザグ切開はできるだけさける
ことにより侵襲を少なくした。加えて早期運動療法目的に6-strandによる強固な縫合を行うこ
とや、リハビリテーションは早期にKlienert修正法とDuran法を行うこと、などの工夫により良
好な成績が得られるようになった。
【方法】
2010年4月1日から2016年3月31日までの期間に仙台医療センター形成外科手外科及び仙台形成外
科クリニックにて手術を施行した屈筋腱断裂新鮮例を対象とした。早期運動療法は血管吻合を
要した切断指や開放骨折合併症例は除外した。79症例88指が対象となった。
【結果】
術後３ヶ月時点での%TAMは85.1̃92.5%であり、腱剥離術は6症例8指に施行した。リハビリ中の
屈筋腱再断裂は1例であった。
【考察】
屈筋腱縫合術において近年のリハビリテーションの研究、進歩により早期運動療法が一般に普
及してきた。我々も強固な縫合法に習熟し、現在のリハビリテーションを導入したが、症例に
よっては腱剥離を要するものも少なくなかった。この癒着回避やリハビリテーションの遅延を
解決するため、広くジグザグ切開による展開を見直すこととした。従来のジグザグ切開による
展開は術後疼痛や浮腫の遷延によりリハビリテーションに不利であり、癒着のリスクも高ま
る。超音波検査を屈筋腱縫合術に導入することにより腱断端の位置を正確に判断し、必要最小
限の皮切で安全に行うことが可能となり、手術時間の短縮にも寄与した。超音波検査を併用す
る皮切がよりよい結果をもたらすものと考えられる。
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ZoneI、II小児屈筋腱断裂の2strand縫合と固定法による治療成績

○野村 英介, 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】
ZoneI、II小児屈筋腱断裂の2strand縫合と固定法による治療成績を検討する。
【対象と方法】
2008～16年に経験した10歳以下のZoneI、II小児屈筋腱断裂のうち2strand縫合と固定法を行っ
たのは8例8指で、手術時年齢は2～9歳（平均4歳）、損傷部位はZoneI 2例、ZoneII 6例であっ
た。全例が鋭利断裂で縫合は5～6-0　nylonを使用しKessler変法：6例、津下法：2例でいずれ
も補助縫合を行い、FDS断裂は全て修復した。肘上～指尖部の副子固定に患指のみ屈曲位でのテ
ーピングを併用し3～4週間の固定を行った。包交時に指を動かし再断裂することが無いよう、
抜糸は術後3週前後で行った。術後観察期間は6ヵ月～6年4ヵ月（平均2年6カ月）であった。
【結果】
％TAM法およびStrickland法での術後評価は優3例、良5例で再断裂や腱剥離を必要とした症例は
なかった。
【考察】
近年小児屈筋腱断裂に6strand縫合と早期自動運動の報告を散見するが、10歳以下の小児は早期
自動運動の指示に従うことは出来ない。小児に対する早期自動運動と固定法を比較した報告で
は、明らかな差は認めなかったとされている。小児の屈筋腱は大人と比べて小さく、6strand
縫合は縫合部が太くなり癒着リスクが増加するとして、FDSを縫合しない、腱鞘に切開を加える
等の対策が報告されている。また2strand縫合と固定法の再断裂の報告もあるが、それらは術後
早期に外固定が外れた、または肘下固定の症例であった。
【結語】
10歳以下の小児屈筋腱断裂に対する2strand縫合と肘上v指尖部副子にテーピングを加えた固定
法による成績は良好で、成人のように4,6 strand縫合を行う利点は少ない。
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2-7-36

早期自動運動療法を施行したzone 2手指屈筋腱損傷のsubzoneにおけ
る治療成績の差違

○森谷 浩治, 吉津 孝衛, 坪川 直人, 成澤 弘子
牧 裕

(財)新潟手の外科研究所

【目的】
Tangはzone 2を構成する要素の解剖学的特徴を踏まえ、滑膜性腱鞘の折り返し部からA2滑車近
位(2d)、A2滑車部(2c)、A2滑車遠位から浅指屈筋(FDS)腱停止部近位(2b)、FDS腱停止領域(2a)
の4つにzone 2を細分割した。今回、この4つのsubzoneにおいて吉津1法施行後に早期自動運動
療法(EAM)を行ったzone 2手指屈筋腱損傷の治療成績に差違があるか調査したので報告する。
【対象と方法】
1993-2015年に治療した88例102指を対象とした。男性64例、女性24例、手術時年齢は9-82(平均
38)歳であった。損傷指は示指31指、中指27指、環指21指、小指23指、術前状態が良好なもの
64例、不良は24例であった。Subzoneでは2a 28指、2b 53指、2c 15指、2d 6指であった。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12-64(平均25)週であった。以上の症例の最終診察時総自動運動域(TAM)を調査
し、各subzone間でTAMおよびTang評価について比較した。
【結果】
再断裂を4例に認め、いずれもsubzone 2bであった。この4例を除いた最終診察時のTAMは143-
286(平均230)°であった。各subzoneにおける平均TAMは2a 230°、2b 229°、2c 218°、2d
260°と有意に2dが良好であった。Tang評価の優と良の合計は2a 24指、2b 45指、2c 10指、2d
6指と2cが他のsubzoneよりも有意に優と良の割合が少なかった。
【考察および結論】
Zone 2の範囲はFDS腱停止部から滑膜性腱鞘の折り返し部に及び、治療成績を一括に扱うにはそ
の領域は広いと考える。本研究からは損傷部位によって治療成績に差違を生じる可能性が示唆
された。Tangのsubzone分類をもとに治療成績を比較するとA2滑車部に相当する2cが最も不良で
あり、これにはzone 2の最狭部であるA2滑車の処置が影響をしていると推測する。
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2-7-37

手指屈筋腱断裂における新規腱縫合法の治療成績　＜渡邉法による
腱縫合と早期自動運動療法＞

○太田 英之, 渡邉 健太郎, 佐伯 総太, 村山 敦彦
矢島 弘毅

名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

【緒言】
当院では従来、4及び6strand sutureによる手指屈筋腱縫合を行い、平成26年からは術後後療法
に早期自動運動療法を導入してきた。多くの症例は良好な経過をたどったものの若干数の成績
不良例が存在した。そこで平成28年より8 strand sutureによる新たな屈筋腱縫合法（渡邉法）
を導入したうえで、修正した早期自動運動療法を導入した。今回本法の臨床成績と工夫につい
て報告する。
【対象と方法】
平成26年-28年に当院にて腱縫合を行ったZone 1ないし2の手指屈筋腱断断裂10例11指を対象と
した。平均年齢37歳、男性8例、女性2例で損傷指は示指4例、中指3例、環指3例、小指1指であ
った。渡邉法にて縫合し新たな後療法プロトコルを施行した症例をA群、4及び6strand suture
による腱縫合法で従来の後療法を施行した症例をB群とした。両群の最終成績をStrickland評価
にて評価した。
【結果】
A群は平均TAMは156°、対健側比91%で全例excellentであった。再断裂例はなかった。B群は
excellent4指、good1指、fair1指、poor1指で、再断裂を1指に認めた。
【考察】
渡邉法は早期自動屈曲運動に耐えうる強度でありながら腱滑走を妨げない利点がある。このこ
とから術後各時期での可動域の目標値を設定したうえで訓練強度の調整を行い、再現性の高い
早期自動屈曲運動療法を継続できることで、短期的ではあるが良好な結果を得た。今後症例を
蓄積することで後療法の計画もさらに再現性の高いものにすることが可能なものと考える。
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2-7-38

深指屈筋腱の剥離損傷に対する掌側板の補強を併用した末節骨への
縫着

○藤井 裕子, 間崎 桂子, 千葉 恭平, 永原 寛之
鶴岡 裕昭

市立宇和島病院　整形外科

【目的】
深指屈筋腱の末節骨付着部での剥離損傷に対する治療法として、アンカーを用いて末節骨基部
に縫着する方法や直接末節骨に埋没させる方法があるが、それぞれに利点欠点がある。今回ア
ンカーを用いた末節骨への縫着に加えて掌側板の補強を併用した方法を行い、術後成績を検討
した。
【対象・方法】
2011年以降に、zone 1でのナイフ・ガラスなどの鋭利損傷は除く、深指屈筋腱の末節骨付着部
剥離損傷に対して手術を施行した7例を対象とした。罹患指は、環指3例、小指4例、性別は男性
4例、女性3例、年齢は18̃62歳（平均42歳）であった。手術は、まず剥離した深指屈筋腱を末節
骨付着部まで前進できることを確認し、掌側板をDIP関節レベルで中節骨付着部から鋭的に剥離
し挙上した。深指屈筋腱を末節骨にアンカーを用いて縫着し、深指屈筋腱遠位端にオーバーラ
ップするように掌側板と縫合した。後療法は背側スプリントで軽度屈曲位保持し、早期自動屈
曲運動を開始した。これらについて、%TAM、日手会機能評価法、Strickland評価法を調査し
た。
【結果】
再断裂やアンカーの破綻、背側皮質や関節面への貫通例はなかった。最終観察時の%TAMは
71̃103％（平均90％）、日手会機能評価法、Strickland評価法ともに、優5指、良1指、可1指で
あった。可の1例は、術後経過は良好であったが、術後1か月時に同指の骨折をきたした症例で
あった。
【考察】
深指屈筋腱の末節骨付着部断裂に対するアンカーを用いた方法の問題として、以前より縫合部
の再断裂やアンカーの逸脱が挙げられていた。今回アンカーを用いた縫着に加えて掌側板を補
強として用いることにより修復部位での強度が上がり、早期自動運動に耐えられる比較的安定
した成績が得られた。しかし粗鬆骨ではアンカーの破綻例の報告もあり、注意を要する。
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2-8-1

近赤外線カメラを利用した血管及び神経の術中画像分離

○大山 慎太郎1,2, 森下 壮一郎2, 横田 秀夫2, 平田 仁1

1名古屋大学　医学部　機能構築医学　手の外科

2理化学研究所　画像情報処理研究チーム

【目的】
最小侵襲手術において血管や神経等重要組織の認識を補助する技術は必要であるが導入が遅れ
てきた。邪魔になる組織を透過し重要組織を分離するためには、生体透過性が高く、重要組織
に特徴的な吸収帯域を持つ近赤外を利用するのが有効な方法の一つである。今回我々は新しく
非蛍光での分光法及び非線形アンミキシングを利用した非標識での重要組織の分離・提示手法
を確立したので報告する
【方法】
撮影には1̃2.4μmを観測帯域に持つ近赤外線高解像分光カメラ(Compovision　住友電工)を使用
した。この帯域は生体への浸透性が高く、散乱による減衰が少ないという利点を持つ。撮影検
体としてサル死体腕より採取した血管・神経、他各組織、及び水と血液を撮影、これをサンプ
ルデータとし、また組織が複合的に存在する状態の検体を別にテストデータとして撮影た。処
理は多項式フィッティングをベースとした手法をデータ内のピクセル単位で適応した。撮影
後、邪魔になる組織を除去し重要組織を露出した状態の写真を正解データとし、３名の術者に
より処理後テストデータ及び正解データを重要組織のマーキングを行ってもらい、そのピクセ
ル一致率で判定した
【結果】
動脈/静脈・神経の各重要組織について組織膜や脂肪が邪魔をする環境においても提案手法にて
高い正答率での分離が可能である事が示された。
【結論】
術中に利用できる非標識近赤外イメージングにおいて、これまで組織自体の吸光度による分離
手法はなかった。生体組織は水分や上にのる他組織の量によっても吸光度が変化し、検体間に
おけるばらつきが大きく、単純なクラス分離問題が困難である。我々は多項式フィッティング
をベースとした同クラスが等色素線上にマッピングされるような変換を行い良好な分離画像を
得ることができた。
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2-8-2

超音波短軸像による母指球筋の評価法について　第２報

○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． 第59回本会にて我々は、健常成人における母
指球筋を水中で測定した超音波短軸像で評価し、その有用性について報告した。今回我々は、
個体差の補正を第１中手骨長と最大横径の積により行い、さらに水中測定と陸上測定を比較
し、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20例40手（男性26手，女性14手）（平均年齢38歳）を対象とした．超音波検査は，母
指伸展・橈屈，手関節伸展，前腕回外位とし，18MHzプローブで第1中手骨の長軸長と最大横径
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．以上の方法を水中でも同
様に行った。測定値は第1中手骨骨長と最大横径の積で除して個体差の補正を行い，比較検討し
た．
【結果】
APBとOPPの筋断面積補正値の平均値は，それぞれ測定部位Aで陸上0.168、0.158、水中
0.158，0.156，Bで 陸上0.146、0.142、水中0.152，0.138，Cで陸上0.135、0.175、水中
0.138，0.170であった．両筋の断面積を部位間で比較すると，APBは(C)で，OPPは(A)で最も大
きく、測定環境による差は認めなかった。
【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が，殆どが筋厚の測定で
あり、個体差の補正も行われていなかった。今回の検討にて陸上での測定でも、中手骨による
補正を行うことにより、母指球筋の評価がより客観的に行えることが示唆された。
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2-8-3

多発性外骨腫症の前腕変形評価におけるradial articular
angle(RAA)、carpal slip(CS)の検者間・検者内信頼性の検討

○高野 隼1, 田平 敬彦2, 上原 浩介2, 田中 栄1,2

森崎 裕2

1東京大学医学部, 2東京大学医学部附属病院整形外科

【背景】
多発性外骨腫症の症状として前腕変形があり、変形の評価において単純X線像でのRAA(radial
articular angle)とCS(carpal slip)が計測される。RAA、CSをもとに治療方針の決定などを行
うが、現在までRAA、CSの信頼性についての報告はない。本研究の目的は、RAAとCSの検者間・
検者内信頼性を明らかにすることである。
【対象と方法】
2004年4月から2016年9月までに当院を受診した前腕病変を有する多発性外骨腫症の患者7名13腕
(男4名、女3名)の前腕X線を用いた。4名 (医学部学生1名、整形外科専門医2名、手外科専門医
1名)が3週間以上の間隔をあけて計2回RAAとCSを測定した。測定は全て当院電子カルテシステム
上でデジタルに行われた。測定の後、SPSS　ver. 18を用いてRAAとCSのICC(intraclass
correlation)を検者間、検者内でそれぞれ算出した。
【結果】
RAAのICC (3,1)は0.65 (95%CI 0.34-0.86) 、ICC(1,1)は0.84 (95％CI 0.73-0.90)であっ
た。CSのICC(3,1) は0.61 (95%CI 0.33-0.84) 、ICC(1,1) は0.86 (95%CI 0.77-0.92)であっ
た。
【考察】
Landisの評価基準ではRAA、CSともに検者内信頼性はalmost perfect、検者間信頼性は
excellentと評価された。多発性外骨腫症の前腕変形における評価方法としては妥当な方法であ
る。
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2-8-4

上腕骨外側上顆炎において橈骨頭の与える影響について -CTによる
動態評価から-

○田中 祥継, 山本 卓明

福岡大学　医学部　整形外科

【初めに】
上腕骨外側上顆炎については病巣の病理所見がangiofiblastic-hyperplasiaであることから発
症の原因は腱起始部の変性と腱組織の微小断裂であると考えられているが、その発症原因につ
いてはいまだ一定の見解はない。本研究の目的は３DCTによる橈骨頭の形態と動態評価、加えて
動態でのエコーによる上腕骨外側上顆炎における骨性要素の検証である。
【対象と方法】
それぞれ30例の上腕骨外側上顆炎罹患肘とコントロール群での3DCTによる形態評価、上腕骨外
側上顆炎罹患肘の肘関節屈曲位での最大回外位、中間位、最大回内位でのCTによる橈骨頭の動
態評価を行った。また正常肘でも同様の肢位で動態における短橈側手根伸筋と橈骨頭の関係に
対しエコー評価を行った。
【結果】
上腕骨外側上顆炎患者の橈骨頭長軸はコントロール群に比較して有意に大きい傾向にあった。
橈骨頭は中間位では外側へ、最大回内位では前方へ突出することが確認された。正常肘での動
態エコーにおいて短橈側手根伸筋は橈骨頭から圧排を受けていることが確認された。
【考察】
上腕骨外側上顆炎において橈骨頭の回内外での繰り返す物理的刺激はECRBを含むwrap around
構造への緊張やfrictionを惹起し上腕骨外側上顆炎発症の一因となる可能性があることが示唆
された。
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2-8-5

小指斜指症のX線学的検討

○中川 敬介1, 日高 典昭2, 福田 誠2

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

【目的】
小指斜指症は、機能的な問題は少なく、手術を行う理由はほとんどが整容的目的で、病態の研
究がほとんどなされてこなかった。自験例をもとに病態としてわかることがないか検討するこ
とを目的とした。
【対象・方法】
当院で診察を行い小指斜指症と診断した症例は24例で、男児13例、女児11例、初診時平均年齢
は3才6か月（0才1か月-13才2か月）であった。単純X線の入手できた17例について
は、epiphysisの出現時期、角状変形の進行の有無を調査した。また、中節骨が、三角形を呈し
てEpiphyseal blacket様である症例をB群、台形を呈して橈側にも高さがある症例をN群とし、
その差を比較した。
【結果】
0才時に初診した症例が9例あり、当初診断に難渋した例が存在した。X線像が得られた症例17例
について、傾斜角（末節骨と基節骨の長軸がなす角）15度以上を定義とすると、両側例が
15例、片側例が2例であった。17例32指の傾斜角は平均23.8度（15度-37度）であった。単純X線
の評価では，B群6例、N群11例であった。中節骨遠位epiphysisが出現した時期が判明したの
は、B群2例、N群3例で、B群は0-1才、N群は3-5才であった。全体としてB群ではより低年齢で中
節骨遠位epiphysisが出現していた。経過観察中に傾斜角度が明らかに進行した例はB群1例、N
群1例であった。
【考察】
小指斜指症の報告はほとんどないが、今回の研究により、中節骨の形態によって中節骨遠位
epiphysisが出現する時期に差があることや、6才ぐらいまでは診断が難しい例があることなど
が分かった。これらを念頭におくことで患児・家族に対して少しでも的確な説明ができると考
える。
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指尖部再建のための組織解剖学的検討～指尖組織と類似した非知覚
皮弁はどこか～

○宇佐美 聡1,2, 岡崎 睦1, 植村 法子1, 新田 智久1

1東京医科歯科大学大学院　形成・再建外科学

2東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院

【緒言】
指尖部再建においては指尖に近い組織を用いることが重要であると考えられている。今回我々
は上肢からの代表的な非知覚皮弁を考慮に入れながら、皮膚の構造および手掌と手背の境界に
ついて組織学的検討を行い、さらに神経終末の分布密度について調査した。
【対象と方法】
5検体（男3名、女2名）を用いて各部位の特徴を調べた。場所は中指指尖部、中指基部側部背
側、中指基部側部掌側、母指球部、小指球部、前腕尺側である。3点を調査し
た。1.hematoxylin eosin染色とElastica van Gieson染色を用いて表皮・真皮の厚み、真皮の
構成成分の割合を調べた。2.CK9を用いて手掌と手背の皮膚境界を調べた。3.メルケル細胞は
CK20、マイスナー小体は非特異的コリンエステラーゼ染色と鍍銀染色を用いて分布密度を調べ
た。
【結果】
1.表皮、真皮は指尖部が一番厚く、次に小指球、母指球であり、中指基部側部掌側の皮膚が続
いた。指尖部はエラスチンの割合が低く、コラーゲンに富んだ真皮を有していた。掌側では指
尖部から近位に移行するに従い、エラスチンの割合が増えていった。2.手背・手掌の境界線
は、中指基部は中指掌側正中から背側に向かって平均18.6mmの距離、母指側は第1中手骨背側橈
側縁から掌側に向かって平均15.7mmの距離、小指側は第5中手骨背側尺側縁から掌側に向かって
平均16.9mmの距離であった。3.メルケル細胞は指尖部に最も多く、中指基部側部掌側、母指
球、小指球に多かった。マイスナー小体も指尖部に最も多いが、その他の部位の分布は一様で
あった。
【考察】
指尖部は皮膚が厚く、コラーゲン割合が高く、神経終末が多数存在した。指尖部の再建におい
てそれらを考慮して検討したところ、指基部側部掌側（逆行性指動脈島状皮弁）が最も組織学
的に類似しており、その次が母指球、小指球であった。
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Stener病変における母指内転筋腱と関節包の意義―母指MP関節尺側
安定化機構に関する解剖学的解析

○佐藤 哲也1,2, 二村 昭元3, 宮本 崇3, 藤田 浩二2

秋田 恵一4

1同愛記念病院　整形外科, 2東京医科歯科大学大学院　整形外科学分野

3東京医科歯科大学大学院　運動器機能形態学講座

4東京医科歯科大学大学院　臨床解剖学分野

【目的】
Stenerにより報告された母指MP関節尺側側副靭帯（UCL）損傷の病態は、臨床現場ではひろく存
在が認められている。 一方で、実験による再現が難しく、その発症機序は未だ不明である。近
年、肩・肘において関節包の骨への付着様式と病態との関連が着目されているが、母指MP関節
では不明である。今回、母指MP関節尺側部の関節包の付着を、近接する母指内転筋腱との関係
から解析した。
【対象・方法】
解剖学実習体27体より採取した40母指を対象とした。母指内転筋の筋成分を除去し、筋内腱の
配列とその骨停止部を観察した後に、関節包を温存して切離し、停止部を測定した。次に、関
節包は背側で縦切し、背側から掌側へと連続させて骨から剥離し、骨付着幅を計測した。3母指
を用いてmicro-CT（島津製作所）を撮影後に、化学的に軟部を除去した晒骨を作成し、骨形態
を観察した。
【結果】
内転筋はλ 形に連続する筋内腱が存在し、基節骨外側結節(5.1×6.0mm)と尺側種子骨に停止
し、一部は内転筋腱膜に連続して背側関節包上に停止していた。関節包は部位により付着幅は
変化しながら、連続する膜構造として付着していた。とくに既知の側副靱帯にあたる関節包実
質の肥厚した部分は、中手骨側では骨頭尺側に広く付着し、基節骨側は内転筋腱停止の近位に
micro-CTや晒骨においても確認できる、外側結節の近位斜面にそれとは区別される面として幅
をもって付着していた（背側2.9mm，掌側3.1mm）。
【考察】
母指MP関節に対する橈屈損傷時には、関節包の一部分であるUCLに断裂が生じるのみならず、関
節包に筋内腱を介して停止する内転筋の遠心性収縮が想定され、これらの関節包と内転筋の解
剖学的関係がStener病変の発生に関与している可能性がある。
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手関節背屈位での舟状骨の傾斜についての調査

○筋野 隆1, 中川 種史2, 増山 直子1, 江夏 元揚1

1JCHO東京高輪病院　整形外科, 2中川整形外科

【背景】
転位の無い舟状骨骨折に対して経皮的スクリュー固定がよく行われるようになった。掌側から
の刺入においては手関節最大背屈位で舟状骨の骨軸に沿ってガイドワイヤーを刺入することで
適切な位置にスクリューを設置することができる。舟状骨は手関節中間位では手関節軸に対し
て矢状面でおよそ45°掌屈しているが手関節最大背屈位とすることでこの傾斜が無くなるため
正面像でのガイドワイヤーの傾きのみコントロールすることで容易に刺入できるとされてい
る。しかしガイドワイヤーの刺入後、側面像で確認時に矢状面での傾斜が不足していることを
よく経験する。そこで手関節背屈位での実際の舟状骨の傾斜を知ることがワイヤー刺入時の助
けになると考え、手関節最大背屈位での矢状面における舟状骨軸の傾斜角を調査した。
【対象と方法】
舟状骨に影響を与えないと判断した手指骨折に対して経皮的鋼線刺入固定術を行った15人
（男10、女５、平均年齢42.0歳）を対象とした。手術時に前腕回外位で徒手的に手関節最大背
屈位をとり、透視側面像から橈骨軸と舟状骨軸のなす角（RS）、手関節背屈角（WE）、橈屈骨
軸と前腕掌側面のなす角（RP）を計測した。また8人では前腕中間位でのRS、WE、RPも計測し
た。
【結果】
平均で前腕回外位でのRS 11.2°、WE 71.1°、RP 8.5°前腕中間位でのRS 7.6°、WE
75.3°、RP 9.4°だった。前腕回外位と前腕中間位でRS,WE,RPに差は無かった。
【結論】
前腕回外位で手関節を最大背屈しても舟状骨軸の傾斜は完全には無くならず橈骨軸に対して平
均11.2°の傾斜をもっていた。橈骨軸と前腕掌側面も8.5°をなし舟状骨は前腕掌側面に対して
約20°の傾斜をもっていた。手関節背屈位で掌側よりガイドワイヤーを刺入する際には矢状面
では前腕掌側面に対して背側へ約20°の傾斜を付ける必要がある。
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超音波診断装置により短母指伸筋腱の停止位置は予測可能か？新鮮
凍結屍体を用いての検討

○杉浦 史郎1, 松浦 佑介1, 鈴木 崇根2, 西川 悟3

國吉 一樹1

1千葉大学大学院医学研究院　整形外科学, 2千葉大学大学院環境生命医学

3西川整形外科

【目的】
重症化するde Quervain腱鞘炎に関与する因子として、短母指伸筋腱(EPB)の停止が末節骨に及
ぶ破格の存在が報告されている。昨年の本学会にて、この破格の特徴として第一基節骨中央部
での腱幅が通常より広いことを固定屍体を用いて報告した。この腱幅を非侵襲的に計測できれ
ば臨床上、破格の鑑別が可能である。本研究の目的は、超音波診断装置での腱幅測定の妥当性
を新鮮凍結屍体を用いて検証することである。
【方法】
新鮮凍結屍体22手(男10手、女12手)を対象とした。超音波診断装置で基節骨中央部での伸筋腱
の腱幅を測定した(US値)。その後、EPB腱を剖出し同部位での腱幅を測定した(実測値）。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。各群のUS値と実測値の相関を比較検討した。また、US値の腱幅のcut-off値と感
度、特異度を算出した。
【成績】
基節骨停止群12手（男3手、女9手）、末節骨停止群10手（男7手、女3手）であった。基節骨中
央部の平均腱幅（実測値/US値）は、6.4±1.0/6.8±1.3mmで、両値に強い相関がみられた
(R=0.801, p=0.017)。基節骨停止群で5.6/6.1mm、末節骨停止群で7.6/8.0mmで、US値のcut-off
値は6.5mmとなり感度100%、特異度は80%であった。
【結論】
本研究よりUS値と実測値に強い相関があり超音波診断装置での腱幅の測定は可能であった。ま
た、US値の腱幅のcut-off値によりEPBの付着部が末節骨まで及ぶ破格を抽出できることを判明
した。超音波診断装置での腱幅計測により、重症化するde Quervain腱鞘炎患者の検出が可能に
なると考える。
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深指屈筋腱牽引に伴うA1 pulleyの形態評価

○山崎 厚郎1, 松浦 佑介1, 鈴木 崇根2, 國吉 一樹1

廣澤 直也1

1千葉大学大学院　医学研究院　整形外科学

2千葉大学大学院医学研究院環境生命医学

【緒言】
近年、弾発指に対する保存療法としてA1 pulleyストレッチの有効性が報告されている。MP・
PIP 関節最大屈曲，DIP 関節伸展位で、罹患指と手掌にてブロック等を挟んで手指を自動屈曲
させる運動である。屈筋腱収縮によるA1 pulley内腔の拡大をもたらし、屈筋腱の滑走性向上を
目的とするものである。新鮮凍結屍体を用いて本ストレッチを再現し、A1 pulley内腔の形態変
化を評価した。
【対象と方法】
新鮮凍結屍体3体18指を用いて手指の屈曲ブロック下に深指屈筋腱を牽引し、A1pulleyストレッ
チ時における運動を再現した。深指屈筋腱の牽引に伴うA1 pulley内腔の形態変化をエコーにて
評価した。
【結果】
17指で上述の運動の再現が可能であり、屈筋腱の牽引力増大に伴いA1 pulley内腔の増大傾向を
認めた。無負荷時と比較し、49Nでの牽引時におけるA1 pulley 内腔は平均28％（±15％）増加
した。
【考察】
新鮮凍結屍体を用いてA1 pulleyストレッチの運動を再現し、屈筋腱の牽引力増大に伴うA1
pulley内腔の増大傾向が示された。
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THE EFFECT OF SHOULDER ELEVATION ON THE ROLE OF
TRICEPS BRACHII'S HEADS DURING ELBOW EXTENSION

○Rizki Fajar Zulkarnain, Yu Cheng Sun, Sung Joon Lim
In-Ho Jeon

Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, University of Ulsan College of Medicine

, Seoul, Korea

Background: Triceps Brachii (TB) has been known as a powerful extensor of the elbow.
However, the role of each head of the TB was still obscure. In this study, we
investigate the functional effect of each heads of TB by comparing its muscle force
and activity during different shoulder elevation by using virtual biomechanical
simulator and surface EMG.

Methods: Ten participants were included. Each participant performed an elbow
extension tasks in 5 different degree of shoulder elevation, with 3 repetitions on
each tasks. Elbow kinematics and sEMG signal of medial, lateral and long head of TB
were recorded during each tasks. Recorded elbow kinematics were then applied to
OpenSim function to calculate the TB’s muscle force. Correlation between muscle
force, muscle activity, elbow extension angle and shoulder elevation angle were then
compared for each head of the TB.

Results: In 0° shoulder elevation, long head of TB generates a significantly higher
muscle force and muscle activation compared to lateral (p = 0.000 and p = 0.017) and
medial head (p = 0.000 and p = 0.000). While in 90°, 135° and 180° shoulder
elevation, medial head of TB showed a significantly higher muscle force than the long
(p = 0.000, p = 0.000, p = 0.000) and the lateral head (p = 0.000, p = 0.000, p =
0.001).

Conclusions: Long head and medial head contribute to the elbow extension in a
different way with different shoulder elevation
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老化がアキレス腱縫合術後の腱・筋に及ぼす影響の検討

○植田 安洋, 乾 淳幸, 美舩 泰, 高瀬 史明, 国分 毅

神戸大学大学院　整形外科

【目的】
腱縫合の術後成績を左右する因子の一つとして加齢があげられるが、腱縫合後の腱・筋の組織
変化と加齢との関連について検討した報告はない。本研究では老化促進モデルマウスを使用
し、加齢が腱縫合後の腱・筋の治癒過程に及ぼす影響について分子生物学的側面より明らかに
することを目的とした。
【方法】
老化促進モデルマウスSAMP6のアキレス腱を横切し、縫合を行った。2週間後にアキレス腱、腓
腹筋を採取し、腱では腱合成マーカーであるtenomodulin、腱の主要構成成分である1型及び3型
コラーゲン及び脂肪分化マーカーであるPPARγ、C/EBPαの遺伝子発現を、筋では筋分化マーカ
ーであるmyogenin、筋萎縮マーカーであるatrogin-1及びPPARγ、C/EBPαの遺伝子発現をreal-
time PCR法にて測定した。また脂肪変性の組織学的評価のためオイルレッドO染色によりアキレ
ス腱と腓腹筋の脂肪滴を染色した。対照群にはSAMP6と遺伝的に類似しているが正常な老化を示
すSAMR1を用いて比較した。
【結果】
腱ではSAMP6においてtenomodulin、1型・3型コラーゲン及びPPARγ、C/EBPαの発現低下を認め
た。オイルレッドO染色では2群間で染色部に明らかな差を認めなかった。筋ではSAMP6において
myogeninの発現低下とatrogin-1、PPARγ、C/EBPαの発現増加を認めた。オイルレッドO染色で
はSAMP6において脂肪滴の増加を認めた。
【考察および結論】
老化促進モデルマウスの縫合後アキレス腱においては、腱合成のみならずコラーゲンの合成能
も低下していることが示唆された。さらに、筋肉においては萎縮や脂肪変性が認められ、これ
らが腱縫合術の臨床成績を低下させる一因と考えられた。
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ラット坐骨神経モデルに対するVein Wrappingの鎮痛機序解明に向け
て

○廣澤 直也1, 内田 健太郎2, 村上 賢一3, 松浦 佑介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北里大学　整形外科

3帝京大学ちば医療センター

【目的】
臨床において再発性絞扼性神経障害などに対するVein Wrappingの有効性が報告されているが、
その機序は明らかにされていない。本研究の目的は、Veinから放出される何らかの因子が神経
保護に寄与しているとの仮説の元、Vein Wrappingの鎮痛機序を解明することである。
【方法】
雄性Wistarラット8週齢(n＝114)を用い、神経損傷モデルChronic  Constriction
Injury（CCI）群、CCI作成後即時に他のラットの下大静脈を損傷部位に巻き付けたVein
Wrapping（VW）群の2群に分けた。疼痛関連行動評価としてvon Frey testを行った。巻き付け
るVeinから産生される神経保護因子としてBasic Fibroblast Growth Factor (bFGF)に着目
し、VeinにおけるbFGF mRNAの発現をRT-PCRにて評価し、その局在を免疫組織学的染色で評価し
た。また、末梢神経保護作用を有する抗酸化物質のHeme oxygenase-1 (HO-1)にも着目し、外因
性bFGFによるHO-1の発現制御を評価するためにラット坐骨神経細胞培養を行った。Vein
Wrappingによる坐骨神経内でのHO-1発現を評価するためRT-PCR、ELISAを施行し、その局在を免
疫組織学的染色で評価した。
【結果】
von Frey testでは、VW群はCCI群と比し有意に疼痛過敏を抑制した(p＜0.05)。PCRの結果、坐
骨神経と比しVeinから有意にbFGFの発現を認めた(p＜0.05)。bFGFは、Veinの中膜・外膜から主
に発現していた。坐骨神経細胞において、外因性bFGFはHO-1を2倍発現誘導した。VW群は、CCI
群と比し坐骨神経内においてHO-1mRNA、proteinともに有意に発現を認め(p＜0.05)、免疫組織
学的染色により、坐骨神経束内にHO-1が発現していることが示された。
【考察】
本研究の結果、巻き付けるVein由来のbFGFが損傷を受けた坐骨神経内においてHO-1発現を促す
ことが示され、Vein Wrappingの鎮痛機序の一つとして考えられた。
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酸素ウルトラファインバブル（OUB）水投与はラットの坐骨神経損
傷後の機能障害を改善する

○松岡 峰造, 蛯名 耕介, 平尾 眞, 田中 啓之
吉川 秀樹

大阪大学　大学院　医学系研究科　器官制御外科学

【背景および目的】
酸素ウルトラファインバブル（OUB：直径100nm以下のウイルス大）は負帯電・高内圧のため液
体中に3カ月以上高濃度で溶解可能で、かつ血管内皮ギャップを通過し細胞内に到達可能な新規
技術である。我々は過去にOUBが動植物の成長を促進することを報告しており、今回ラット坐骨
神経圧挫モデルへの投与効果を検討した。
【方法】
6週齢雄Wistarラットの坐骨神経圧挫モデル（SNC）を作製し、当日よりOUB溶解生理食塩水もし
くは生理食塩水（生食）を腹腔内投与（1.5ml/回×3回/週×4週間）した後に、sciatic
functional index（SFI)、von Frey filament test（患健比）、神経伝導速度（NCV）、組織学
的評価（再髄鞘化率）による評価を行った。In vitroではOUB段階希釈培養液でラット後根神経
節細胞の軸索伸展を、またラットSchwann細胞の増殖や細胞内シグナル伝達経路を評価した。
【結果】
偽手術＋生食投与(Sham群)、SNC＋生食投与（生食群）、SNC＋OUB投与（OUB群）の3群で比較し
た（以下同様；p値は生食群vs. OUB群）ところ、SFI（-7.3 vs. -29.5 vs. -11.3 % ;
p＜0.001）、von Frey filament test（1.1 vs. 1.7 vs. 1.1 ; p＜0.05）、NCV(38.8 vs.
21.9 vs. 40.7 m/s ; p＜0.01)、組織学的再髄鞘化率（94 vs. 50 vs. 79 % ; p＜0.001）に関
して生食群と比べてOUB群で有意な改善を認め、in vitroではOUB溶解度依存性に後根神経節細
胞の軸索伸展、Schwann細胞の増殖促進とERK、JNK、CJUNのリン酸化亢進が認められた。
【考察および結論】
OUBは神経軸索伸展を促進させ、またSchwann細胞の増殖も促進させることで、末梢神経損傷後
の再生効果をもたらしたものと思われた。OUBは末梢神経損傷に対する新規治療薬となり得る。
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薬剤AはTNFαにより活性化された手根管症候群の屈筋腱腱鞘滑膜
内線維芽細胞の細胞増殖およびIL-6産生を抑制する

○川本 祐也, 岩月 克之, 栗本 秀, 建部 将広
平田 仁

名古屋大学　医学部付属病院　手の外科

【目的】
手根管症候群は手指のしびれや痛み、筋力低下などを来し、患者のQOLを著しく障害する疾患で
あるが、手根管内の屈筋腱腱鞘滑膜の肥厚による正中神経障害が原因と考えられている。現
在、手根管症候群に対して一般的に手術療法が行われることが多く、薬物療法による効果はい
ずれも限定的であるため、手根管症候群に効果的な薬剤の開発が望まれている。本研究の目的
は、手根管症候群患者から採取した屈筋腱腱鞘滑膜内線維芽細胞に対する既存薬剤Aの効果を検
証することである。
【方法】
手根管症候群と診断され、手根管開放術の際に採取した屈筋腱腱鞘滑膜組織を初代培養し、実
験には３代から８代培養した線維芽細胞を使用した。線維芽細胞に対する薬剤Aの細胞増殖試験
および細胞毒性試験をMTS assay, LDH assayにて行った。線維芽細胞に対し薬剤Aで１時間前処
理を行いTNFαおよび薬剤Aを加えた後、上清を採取した。上清中のIL-6濃度をELISAにて測定
し、mRNAの発現量はQuantitive real time RT-PCR法にて測定した。
【結果】
線維芽細胞に対する薬剤Aの細胞毒性は認められなかった。薬剤Aは線維芽細胞に対して細胞増
殖抑制効果を示した。TNFα刺激によりIL-6のmRNA発現量は有意に増加し、薬剤Aにより濃度依
存性に抑制された。TNFα刺激によりIL-6濃度は有意に増加し、薬剤Aにより有意に抑制され
た。
【考察および結論】
手根管症候群の原因とされる腱滑膜の肥厚には種々の炎症性メディエーターにより惹起される
慢性炎症が深く関与していると考えられる。今回の研究で、薬剤AはTNFαにより活性化された
線維芽細胞の細胞増殖およびIL-6産生を抑制することが示されたことより、手根管症候群の治
療に有用な薬剤として期待される。
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AO C3型橈骨遠位端骨折モデルに対するHYBRIX plate systemによる
力学的強度試験の比較

○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

目的橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート（VLP）固定術は、現在最も広く行われて
いる方法であり、使用されるVLPも日々進化している。今回新たにHYBRIX plate system（ミズ
ホ）が開発された。その特徴の1つとして、単純骨折に対しては遠位1列のみの単軸性VLP固定と
し、関節内粉砕骨折に対しては単軸性VLP固定に、多軸性機構を有する2列目を追加したDSS法に
よる固定が可能となった点があげられる。今回、本プレートの力学的強度試験を行ったので、
第57、58回の本学会にて報告した各種VLPを用いた力学的強度試験の結果と比較、検討した。対
象Sawboneを用いてAO C3.2型骨折モデルを作製し、1.遠位1列のみの単軸性VLP固定法(HYBRIX 1
row)として、Hearty plateとの比較、2.2列目を追加したDSS法(HYBRIX DSS)として、単軸性DSS
法であるDVRとの比較を行った。250Nの軸圧を3000回繰り返し、3000回目では検体が破断するま
で負荷を行い、1回目、1000回目、2000回目、3000回目の剛性と、破断強度を測定した。結果
1.3000回負荷時の剛性(N/mm)は、HYBRIX 1 row群が1041、Hearty群が789で有意差は無かった
が、破断強度(N)はそれぞれ1904、1339でHYBRIX 1 row群が有意に高値であった。2.3000回負荷
時の剛性は、HYBRIX DSS群が1323.5、DVR群が1140.0で有意差は無かったが、破断強度はそれぞ
れ2123.3、1725でHYBRIX DSS群が有意に高値であった。考察新開発HYBRIX plate systemは、単
軸性VLPであるHearty plateと比較して有意に破断強度が高値であり、遠位1列のみでも十分な
固定強度が得られると考えられた。また、DSS法として使用した場合、単軸性DSS法であるDVRと
比較して有意に破断強度が高値であり、橈骨遠位端関節内粉砕骨折に対しても十分な固定強度
が得られると考えられた。
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４DCTを用いた前腕回内外時の橈骨尺骨の動作解析

○大木 聡, 岩本 卓士, 稲葉 尚人, 木村 洋朗
佐藤 和毅

慶應義塾大学病院　整形外科

【背景】
橈骨尺骨の変形による前腕回内外障害の治療は困難である事が多い。我々は４DCTを用いて前腕
回内外時の橈骨尺骨の動きを観察した。
【方法】
　上肢外傷既往のない４０歳男性を対象とした。右上肢を被験側とし、肩関節外転９０°、肘
屈曲９０°とし、４DCT(TOSHIBA Aquillion One)撮影を行った。回内した状態から回外して回
内に戻すまでの１０秒間、肘関節の撮像を行った。その後に上腕遠位より橈尺骨全長のCT撮影
を行った。撮像後に橈骨と尺骨の全長と上腕骨遠位部の表面データを再構築した。４DCT画像に
は肘関節部分の画像のみが含まれているため、それぞれのフレームの撮影部の骨表面画像を再
構築し、静止3DCT画像とのSurface Registrationによって各フレームの前腕全長の画像を再構
築した。橈骨の尺骨に対する動きを再現し、橈骨の回転軸を求めた。
【結果】
尺骨遠位において回転軸は回内→中間位では掌側、中間位→回外位では中心、回外位→中間位
では背側、中間位→回内位では中心に位置していた。橈骨頭での回転軸はほぼ安定しており、
関節面の中心2mm四方に含まれていた。橈骨近位の慣性軸は近位16%の長さまでほぼ回転軸と一
致していた。
【考察】
　回転軸が近位では橈骨近位関節面の円中心にほぼ一致していること、遠位では尺骨中心にほ
ぼ一致し、回内位、回外位でやや偏位すること、橈骨近位の上腕二頭筋付着部までは慣性軸と
回転軸が一致していることが安定した事が回内回外時の安定性に寄与していると考えられた。
前腕回内外の動作解析は静止CT,静止MRI、2D-3D registration画像から行われてきた。当手法
は自動動作時の骨運動を偏位も含め正確に描写できるため非常に有用であると考えられる。　
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手関節伸展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3, 飯田 昭夫4

田中 康仁4

1平成記念病院　整形外科, 2奈良県立医科大学　手の外科

3西奈良中央病院　整形外科, 4奈良県立医科大学　整形外科

【目的】
手関節靭帯損傷や骨折などは、転倒時に手関節伸展位で荷重を受け生じるとされるが、伸展荷
重時に手関節の配列がどう変化するかについては明らかでない。本研究では、手関節を伸展荷
重してCTを撮影し、非荷重時と比較し、遠位橈骨尺関節(DRUJ)の生体内3次元運動を解析した。
【方法】
健常手関節のボランティアの利き手9上肢を対象とし、手関節を回内位で伸展させ、0kg、7kgの
荷重を各々かけCT撮影し骨モデルを作成した。DRUJ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その変化量を求めた。また、荷重前後の橈骨に対する尺骨の偏位量を
Euler angle法を用いて3軸方向の平行、回転の移動量で計算した。
【結果】
各計測値の非荷重時から荷重時の平均距離の変化はPS-RULは0.41mm増大していた。同様にDS-
RULは0.15mm増大し、DD-RULも0.17mm増大し、PD-RULも0.39mm増大していた。荷重前後の尺骨の
偏位量はx軸y軸z軸に対しそれぞれの平均平行移動量は0.6mm、-0.2mm、-0.4mmであった。尺骨
の回旋は、回外方向へ平均3.6°であった。
【考察および結論】
本実験では、掌側の靭帯長は荷重時により有意に延長し、荷重によって尺骨は橈骨に対して、
掌側遠位尺側へ移動し、DRUJの掌側が開大するように回旋していた。この結果は、これまでの
文献で明らかになっている生理的動態とは違い、伸展位荷重でDRUJの掌側靭帯が伸張している
可能性がある。したがって、手関節伸展位での転倒荷重により、掌側の橈尺靭帯損傷が起こり
うると考えた。
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尺骨遠位端骨折と遠位橈尺関節不安定症との関連について: 屍体モ
デルを用いた前腕遠位骨間膜のバイオメカニクス研究

○宮村 聡1, 森友 寿夫2, 信貴 厚生1, 面川 庄平3

村瀬 剛1

1大阪大学大学院　医学系研究科　整形外科

2大阪行岡医療大学 　医療学部理学療法学科, 3奈良県立医科大学　医学部　整形外科

【目的】
尺骨遠位端骨折後に掌背側両方向性の遠位橈尺関節(DRUJ)不安定症を伴う症例を経験した。近
年、三角繊維軟骨複合体(TFCC)だけでなく、遠位骨間膜(DIOM)がDRUJの制動に大きく関わるこ
とが報告されている。我々はDIOMの機能に着目し、尺骨遠位端骨折とDRUJ不安定性との関連を
調査すべく屍体実験を行った。
【方法】
新鮮屍体6体6肢を対象とした。TFCC及びDIOMを除く軟部組織を除去後、DIOMの尺骨側付着部遠
位で骨切りし、尺骨遠位端尺側転位モデルを作成した。掌背側方向への牽引により、橈骨に対
する尺骨の背側移動量(DD)、掌側移動量(PD)を以下の条件で測定した。(A)TFCC及びDIOMを温存
し、尺骨遠位骨片の尺側転位0・2・4mm、(B) TFCCを切離、DIOMは温存し、尺側転位0・2・
4mm、(C)TFCC及びDIOMを切離し、尺側転位0mm。
【結果】
(A)TFCC、DIOMが温存されていれば、DD・PDは尺側転位の程度に関らず一定であった(DD:5.2・
6.0・6.1mm; PD:4.0・4.0・4.2mm)。(B) TFCCを切離すると、DDはDRUJ脱臼を伴い著明に増加し
たが、尺側転位の程度による差は無かった(20.6・22.0・22.8mm)。一方、PDは尺側転位量に比
例して増加し、転位2mmでDRUJ亜脱臼(9.9mm)を、4mmでは脱臼(11.4mm)を認めた。(C)TFCC及び
DIOMを切離すると、掌背側ともにDRUJ脱臼を認めた(DD: 22.5mm; PD:15.4mm)。
【考察】
尺骨移動量の増加は掌背側で異なる傾向を示した。尺骨を背側に制動するのは主にTFCCである
のに対し、掌側へはTFCCに加えDIOMも関与していると考えられた。TFCC切離下に、PDが尺側転
位量とともに増大したのは、転位によりDIOMが相対的に弛緩し機能不全となるためと考えられ
る。すなわち、尺骨遠位端骨折において、TFCC機能不全に転位残存などによるDIOM機能不全が
加わると掌背側両方向性のDRUJ不安定性を来しうることが示唆された。
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超弾性材料特性を用いた手根管の単純3次元有限要素モデル作成の
試み

○助川 浩士1,3, 松浦 佑介2, 小沼 賢治1, 高相 晶士1

Kai-Nan An3

1北里大学医学部整形外科学, 2千葉大学大学院医学研究院整形外科学

3Biomechanics Laboratory, Division of Orthopedic Research, Mayo Clinic

【背景】
手根管症候群(CTS)の発症病態の一つに、線維化したsubsynovial connective tissue(SSCT)が
手根管内圧を上昇させ、正中神経障害を来す機序が考えられている。しかし、SSCTの線維化が
CTS発症機序に関与していると判明しても正中神経にかかる応力を局所的に測定することは困難
である。有限要素解析は、測定が困難な力学応答を予想するための有用な方法である。本研究
の目的は、手根管の単純な3次元有限要素モデル(FEM)を作成し、正常屍体とCTS患者より得られ
た2つのSSCTの材料特性下で中指浅指屈筋腱(FDS3)を変位させた際の正中神経にかかる応力の相
違を調べることである。
【方法】
手根管入口部のMRIを基に2次元の手根管モデルを作成し、2次元モデルを25mmに引き伸ばすこと
により単純な3次元モデルを作成した。メッシュに分割し(C3D8H)、TCL、屈筋腱、正中神
経、SSCTは超弾性材料特性を、軟骨に対して弾性材料特性を割り当てた。SSCTに正常屍体より
得られた材料特性を割り当てた正常屍体モデルとCTS患者により得られた材料特性を割り与えた
CTSモデルを作成した。境界条件は、FDS3とSSCTの境界のみ固着条件とし、TCLとSSCT、軟骨と
SSCT、FDS3以外の屈筋腱とSSCTの境界は摩擦条件（摩擦係数0.01）とした。FDS3を近位方向に
5mm変位させた際の正中神経への応力の相違を検討した。
【結果】
FDS3が5mm変位時の正中神経へかかるvon Mises応力の最大値は、CTS患者モデルは、正常屍体モ
デルと比較し1.4倍高値を示した。
【まとめ】
超弾性材料特性を用いた手根管の単純な3次元有限要素モデルの作成を試み、腱を変位させた際
にSSCTの質的変化が正中神経へ及ぼす応力の相違を検討した。FDS3を5mm変位させた際に、正中
神経へかかる応力は、正常屍体モデルよりCTSモデルの方が高値であった。
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Kudo人工肘関節尺骨コンポーネントの異なるステム長および設置位
置の比較検討：有限要素解析による応力分布の生態力学的研究

○西川 洋生, 稲垣 克記, 新妻 学, 池田 純
川崎 恵吉

昭和大学　医学部　整形外科学講座

【目的】
人工肘関節はときに緩みを生じ，再手術を要する．本研究ではKudo人工肘関節尺骨インプラン
ト周囲にかかる生態力学的な応力分布を解析し,緩みに繋がりにくい設置条件について考察し
た．
【方法】
人工肘関節が挿入された状態の肘関節のモデルを作製し、角度を準静的に変化させ各角度の肢
位保持に必要な筋力を計算した．3D-CADソフトウェアを用いて4面体要素から成る尺骨・尺骨コ
ンポーネント・骨セメントの有限要素モデルを作成し，応力分布を解析した．2つの異なるステ
ム長（45mm, 65mm）のそれぞれにつき，ステム先端から尺骨までの間隔（2mm, 1mm, 0mm）を変
化させたときの挿入角度（0°～10°）における応力の変化を比較した．
【結果】
全ての条件下で尺骨ステム先端周囲の海綿骨・骨セメントに最大応力が見られた．この最大応
力値に最も影響を及ぼしたのはステム先端-尺骨間隔であり、0mmでの16MPaは1mmに比べて骨セ
メントでは5倍以上，海綿骨では8倍以上の応力であり、緩みに繋がり易いと考えられた．ステ
ム長による影響は比較的少なかった．ステム-尺骨間隔が0mmの条件では，挿入角度が大きいほ
ど最大応力は小さい傾向があったが，計測最大の10°での応力は1mmに比して4倍と依然として
高値であった．
【考察】
本手法によって得られた尺骨ステム周囲の骨組織の応力集中部は、臨床的に緩みが生じる部位
と一致することから解析手法は妥当であると判断された。人工肘関節尺骨コンポーネントの設
置においては尺骨皮質に先端が接触しないように骨軸に平行に挿入することが推奨される．
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母指対立動作時の回内運動の動的測定　-正中神経麻痺による対立障
害の新たな評価法の可能性-

○黒岩 智之1, 藤田 浩二1, 二村 昭元2, 宮本 崇2

大川 淳1

1東京医科歯科大学 大学院　整形外科学分野

2東京医科歯科大学　大学院　運動器機能形態学講座

【背景と目的】

母指の回内はCM、MP関節により生じる運動で、指尖つまみ動作に必須であるため、正中神経麻
痺による対立障害に対して対立再建術を行う際の重要な要素の一つとなる。しかしながら、既
存の対立動作評価法であるKapandji scoreや爪面対向角は、この回内運動を十分に反映してい
るとは言えない。前者はFPLおよび他指動作による代償により、後者はFPLの代償に加え、母指
全体の見かけ上の角度評価に過ぎないからである。そこで我々は、母指対立動作時の回内運動
評価法を確立することを目的とし、小型3軸角速度センサを用いて計測を行った。

【方法】

対象は健常者の3人6手で、MicroStone社製小型3軸角速度センサを、第1中手骨上の背側皮膚お
よび母指基節骨上の背側皮膚に骨軸方向に沿うように固定し、橈側外転位から小指基部に接す
るまでの対立動作を3回行わせ計測した。骨軸を中心として回旋角度を解析し回内方向をプラス
として評価した。往復を1動作として扱い、1動作内の最大値から最小値を引いた値を最大回内
角度とした。

【結果】

中手骨部で平均23.2度であり、基節部で平均17.4度であった。また、対立動作の往復中に回内
角度は二峰性となり、最大掌側外転位付近で最大回内角を示した。

【考察】

これより、母指の対立動作中は常に回内を続けるわけではなく、最大掌側外転位付近から回外
運動に切り替わることが示された。これは対立動作の主となる筋が変わっていくことで生じる
と考えられた。また本測定法は、簡便非侵襲でリアルタイムに対立動作時の母指回内角度が測
定可能であり、正中神経麻痺に伴う母指対立運動障害の評価、母指対立機能再建術後の評価に
有用である可能性が示唆された。今後健常者での測定により、正常値を策定し、正中神経麻痺
患者の診断、術後機能評価への応用を検討していく。
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新しい電動義手Finchの使用経験

○酒井 健1,2, 中島 英親1, 寺本 憲市郎1, 長井 卓志1

御任 大輔1

1熊本機能病院, 2昭和大学藤が丘病院整形外科

現在、国内に手や腕に障害をもつ人は約94万人存在している。義手の種類は装飾義手、能動義
手、作業義手、筋電義手の４種類が存在するが、その多くが価格、重量、操作性などの理由に
より装飾義手を使用し、筋電義手は海外に比べ国内において普及が遅れているのが現状であ
る。しかし、近年のロボット技術開発により筋電義手の発達がなされ、徐々に筋電義手のユー
ザーが増えつつある。最近、3Dプリンタ技術を応用し、従来型よりも軽量で低価格であり、作
業性にも優れた新しい3指電動義手であるFinch(ダイヤ工業株式会社)が開発された。今回、新
しい電動義手であるFinchの臨床での使用経験及びその特徴について考察も含め報告する。
当院にて従来型の電動義手を使用するユーザーは12例で、平均年齢32.8歳（10～87歳）、男性
6例、女性6例で、先天性も含め前腕が9例、上腕が3例であった。電動義手の交付は平成17年か
ら平成27年に行っていた。その中でFinchを使用したユーザーは6例であり、断端レベルによら
ず、適合調整が不要で小児であっても比較的早期に慣れることができ、満足度も高かった。
従来型は筋活動電位を増幅させて義手を操作する特徴をもつが、切断部位の状況により、残存
する筋肉によって適合調整が必要となり、使いこなすには長期間を要し、重量が大きく、作業
する際に疲労を生じる欠点がある。
Finchは重量300ｇと軽量で小児でも扱うことができ、ABS樹脂を素材としているため、やや耐久
性に劣るものの、活動電位でなく、距離センサを採用することで適合調整も不要で残存する筋
量によらず装着、使用することが可能である。
電動義手の使用はユーザーのニーズに応じて交付することが重要であるが、Finchは有用な選択
肢の一つとなり得ると思われた。
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Intrinsic tightness testに手関節肢位が与える影響

○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】
手部内在筋の拘縮を評価するintrinsic tightness testは有用な診察手技である．しかし，実
際どの程度の力でPIP関節が屈曲するのかはよく知られていない．また，この testは手関節肢
位について言及されていない．今回，手関節肢位を変えてこのtestの変化を検討した．
【方法】
対象は健常成人44名（男女各22名）で，平均年齢は33歳であった．示指MP関節を伸展10度と屈
曲70度の2種類の静的装具で固定し，PIP関節の背側をハンディデジタルフォースゲージ（日本
計測システムKK）の先端を押しあて，PIP関節90度屈曲に要する力を測定した．手関節は背屈
50度，中間位，掌屈50度に変えてこのtestを行った．男女間の差，手周囲長の影響，MP固定位
と手関節肢位での変化（合計6肢位）を統計学的に比較した．
【結果】
MP伸展位でPIP屈曲に要した力は，手関節背屈時で0.75N，中間位で0.68N，掌屈で0.80Nで，手
関節中間位が有意に小さかった．MP屈曲位では各々0.30N，0.48N，0.90Nであり，手関節掌屈に
伴い値は有意に増加した．手関節屈曲，MP屈曲時に最も値が大きく，手関節伸展，MP屈曲時が
最も値が小さかった．男女間では男性の値が有意に大きかった．手部の周囲長は力と有意な相
関を認めた．
【考察】
男女ともMP関節屈曲位に比して伸展位でPIP関節の屈曲がtightになり，intrinsic tightness
testの特長を裏付けることができた．また，このtestは手関節肢位でそのtightnessが変わるこ
とが明らかとなった．手関節屈曲時ではextrinsicの伸筋腱の影響が大きくなるためtestは手関
節中間位から伸展位で行うべきである．MP関節伸展位では，手関節背屈すると虫様筋の起始で
ある深指屈筋腱が張って虫様筋も緊張するため中間位より値が大きくなったと考えられた．

S699



2-8-25

手関節の牽引が橈骨手根関節と手根中央関節の運動に与える影響に
ついて　MRIによる検討

○中田 美香, 多田 薫, 山本 大樹, 中嶋 宰大
土屋 弘行

金沢大学附属病院　整形外科

【はじめに】
我々は手関節を牽引しながら他動的に掌背屈させる手関節の可動域訓練の効果について報告し
てきた。今回牽引力及び牽引方向を定量化可能な実験装置を使用して、牽引が橈骨手根関節及
び手根中央関節の運動に与える影響について、MRI画像で評価したので報告する。
【対象と方法】
健常成人10名10手（男性10名、平均年齢25.8±5.1歳）を対象とした。実験装置を使用し、非牽
引下に手関節中間位、40度背屈位、40度掌屈位の各肢位でMRI撮影を行った。その後牽引力を
40Nに設定し、手関節中間位、40度背屈位、40度掌屈位の各肢位でMRI撮影を行った。MRI画像の
矢状断面像を使用し、橈骨手根関節（RL関節）の角度と手根中央関節（CL関節）の角度を計測
した。関節間距離はRL関節及びCL関節の各関節に対して1スライス当たり5か所を8スライスで計
測し、合計40か所の平均値で評価した。
【結果】
牽引によりRL関節の角度は中間位で約6度、背屈位で約5度有意に増加した。掌屈位では約2度増
加したが有意差はなかった。CL関節はRL関節とは逆の傾向を示した。牽引によりRL関節の関節
間距離は中間位で0.10mm、背屈位で0.10mm有意に増加したが、掌屈位では有意な変化を認めな
かった。CL関節では牽引により中間位で0.16mm、背屈位で0.25mm有意に増加した。掌屈位では
0.07mm増加したが有意差は認めなかった。
【考察】
手関節の牽引により、中間位及び背屈位において月状骨が背屈方向に回転しRL関節の角度が増
加していたと同時に、RL関節及びCL関節の関節間距離が増加していた。この効果は橈骨手根関
節の可動域回復を目的としたリハビリテーションに応用できる可能性がある。
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握力測定システムの開発と基礎的知見の検証-握力測定における各指
握力計の特性と傾向-

○宮本 誠也1, 佐藤 信隆2, 牧野 浩二3, 齋藤 正憲2

波呂 浩孝2

1山梨大学　医学部　附属病院　リハビリテーション部

2山梨大学　医学部　整形外科, 3山梨大学　工学部　情報メカトロニクス工学科

【目的】
握力は臨床で一般的な筋力評価である．全身筋力や疾病リスクとの関連性の指標とされてい
る．しかし，握力の示す力やそれに関与する各指の力に関して明らかではない．そこで，各指
個別に測定値が得られる握力計の開発を行い，健常人におけるSmedley式握力計の定量的評価を
基礎的知見として得ることを目的とした．
【方法】
健常成人22名（男性17名，女性5名，平均年齢25.8歳，全員右利き）を対象とした．身長，体
重，BMIを調査し，体脂肪率，前腕周囲径，手長，側腹つまみ力，指腹つまみ力の測定，握力測
定とした．握力測定は立位・座位で左右各3回ずつ実施した．立位は文部科学省推奨に、座位は
米国ハンドセラピスト学会推奨に準じた測定方法とした．
【結果】
各指握力の平均値は右手で示指より8.7kg，14.1kg，9.9kg，6.4kgで中指と各指，環指と小指で
有意差を認め，左手は示指より9.7kg，11.8kg，8.3kg，4.5kgで示指と小指，中指と環指・小
指，環指と小指で有意差を認めた（p＜0.05）．立位と座位，指腹つまみでの各指握力は右示指
・中指・環指，左中指で相関，側腹つまみと右中指・環指・小指や左手の各指で相関がみられ
た．身長，体重，BMI，体脂肪率，前腕周囲径，手長と握力，指握力との相関は認められなかっ
た．
【考察】
小指が有意に低値な理由に構造上，握った際にbarまでの距離が長く小指の力が伝わりにくいこ
とが推測された．各指握力の結果は示指側が指尖つまみに，小指側が指腹つまみに相関があっ
たため，Smedley式握力計はいくつかのつまみ動作を総合的に表現したものと考えられた．ま
た，中指に次いで示指もしくは環指が主であり，右示指と環指では相関がないことから，利き
手と非利き手の違いや日常生活を反映するツールになりうると考えられた．
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剪断波エラストグラフィによる手内在筋ストレッチの定量評価

○渡邊 祐大1,2, 射場 浩介2, 谷口 圭吾3, 園田 智子4

山下 敏彦2

1札幌医科大学附属病院リハビリテーション部, 2札幌医科大学整形外科学講座

3札幌医科大学保健医療学部理学療法学第二講座, 4札幌医科大学公衆衛生学講座

【はじめに】
手内在筋拘縮は手指可動域制限や巧緻動作障害の原因となる．保存療法としてストレッチを用
いるが，そのストレッチを定量した実験的な報告はみられない．剪断波エラストグラフィは筋
伸長に伴う受動張力の発生により組織弾性を検証することが可能であり，本装置を利用したス
トレッチの研究が報告されている．本研究の目的は剪断波エラストグラフィにより手内在筋の
安静肢位およびストレッチ肢位の弾性特性を評価することである．
【方法】
上肢に外傷や疾患の既往がない健常男性12名を対象とし、右第一虫様筋・第一背側骨間筋の弾
性を検討した．測定肢位は椅子座位，肩関節内転位，肘関節90°屈曲位，手関節中間位にて，
示指手内在筋の安静肢位（MP関節屈曲60°，PIP・DIP関節伸展位）と，ストレッチ肢位（MP関
節伸展-30°，PIP・DIP関節屈曲位）の2肢位の剪断弾性係数を剪断波エラストグラフィにより
定量した．統計処理にはt検定を用いた．
【結果】
安静肢位では，虫様筋は18.3±3.1 kPa，背側骨間筋は18.1±3.3 kPaであり，ストレッチ肢位
では，虫様筋は48.5±5.1 kPa，背側骨間筋は30.7±6.4 kPaであった．両筋の剪断弾性係数に
おいて，両筋の弾性値とも安静肢位に比してストレッチ肢位の方が高かった（p＜0.001）。安
静肢位において2筋の差はなかったが、ストレッチ肢位においては虫様筋が背側骨間筋よりも有
意に高い弾性値を示した（p＜0.001）
【考察】
本研究により一般的に提唱されてきた手内在筋ストレッチ肢位は虫様筋・背側骨間筋が安静肢
位よりも顕著に伸長される肢位であることを確認した．また，安静肢位からストレッチ肢位に
伴う筋弾性の増大パターンに筋間差がみられたことから，MP関節伸展およびPIP・DIP関節屈曲
による受動張力は虫様筋と背側骨間筋の間で異なる可能性が示唆された．
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Mechanoreceptors distribution in the Human Medial Collateral Ligament of
the Elbow

○Erica Kholinne1, Hyun-Joo Lee2, In-Ho Jeon3

1Upper Extremity Unit, Department of Orthopedic Surgery, St. Carolus Hospital, Jakarta, Indones

ia

2Department of Orthopedic Surgery, Kyungpook National University Hospital, Daegu, Republic of K

orea

3Department of Orthopedic Surgery, Asan Medical Center, University of Ulsan, Seoul, Republic of

Korea

Introduction: Human elbow maintains the stability mainly by its bony structure.
However, the stability is also enhanced by its ligamentous structures. For ligamento-
muscular  reflex  which  has  protective  reflex  toward  strain  and  stress,
mechanoreceptors are embedded in the ligament. Herewith we report the existence and
the distribution of the elbow medial collateral ligament mechanoreceptors.

Materials and Methods: Eight medial collateral ligament of elbow from four fresh
frozen cadavers were used. The ligaments were harvested deep to the periosteum. Each
specimen was immediately placed in 4% PFA. After fixation, the ligaments were divided
into six pieces and stained with modified gold chloride stain. Specimens were
evaluated under light microscope. The number and the distribution of each
mechanoreceptor were recorded. Density of each mechanoreceptor was calculated in
regards of its volume.

Results: Golgi, Ruffini, and Pacinian corpuscles were seen in the ligament with small
nerve fibers. Median density of Ruffini corpuslces was highest. Median density of
total corpuscles was higher in anterior bundle part than in posterior part and higher
in bony attachment than in midsubstance site.

Conclusion: The three typical types of mechanoreceptors and nerve fibers were
identified in human MCL with anterior band as dominant distribution site.

S703



2-8-LS15

手・上肢の人工関節 －疼痛管理を含めて－

○稲垣 克記

昭和大学 医学部 整形外科学講座

人類に今日の優れた文化をもたらしたのは脳と手であるといっても過言ではない。手はきわめ
て繊細な器官であり、脳と支配が直結している。手は単純にものを「にぎるgrasp」や「つまむ
pinch」運動から繊細で複雑な運動までを脳の指令により自在に行なう機能を有する。
近年、高齢化社会を迎え, 手の変形性関節症による疼痛と機能障害によりクオリティーの高い
生活ができない患者が増加している。まず、薬物療法, 外固定等の保存療法を選択し疼痛管理
を含め治療を行なうが保存療法に抵抗性のものでは手術療法を選択する。デザインと素材の改
良をはじ手術手技の進歩により手の人工関節の成績の向上は著しい。MP関節, PIP関節をはじめ
とした変形性手指関節症、関節リウマチ、外傷後の拘縮・強直に威力を発揮する。大きく表面
置換型と一体型に分類されるが変形性関節症には表面置換型を、関節リウマチには一体型を使
用する頻度が高い。人工PIP関節置換術は,高齢者の変形性関節症(OA)に応用されMayo Clinicに
おいて開発された表面置換型人工PIP関節インプラントを使用し15年以上の良好な治療成績が得
られている，しかし高度拘縮例にはさらに手術手技と後療法に工夫を要し、正しい設置だけで
は満足した結果は得られず拘縮した軟部組織の徹底した解離と屈筋腱の滑走を考慮した後療法
が必要となる。長い歴史と実績を有するSwansonのシリコンインプラントは関節リウマチに対す
る人工MP関節で最も多く使用されている。尺側偏位の矯正にはLittler変法などの軟部組織の再
建がポイントとなる。
　日常診療上比較的必要となる頻度の高い機種を中心に手術手技上の注意点と疼痛管理, 術後
のリハビリテーション、今後の展望を中心に講演する予定である。
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Zone IIIからVの手指伸筋腱損傷一次修復後の治療成績

○上村 一成, 森谷 浩治, 秦 命賢, 川瀬 大央
吉津 孝衛

(財)新潟手の外科研究所

【はじめに】
伸筋腱損傷は,手指の伸展機構が複雑なこと,腱自体が固有指部では薄く脆弱なため,術後に早期
運動療法を行えるような強い縫合ができないことなどで治療が困難になる.今回,手指伸筋腱損
傷の治療成績を調査し,その結果に影響を及ぼした因子について検討したので報告する.
【対象と方法】
2011年11月～2016年3月までに伸筋腱を縫合した手指伸筋腱損傷のうち,母指例や屈筋腱損傷な
どの合併例を除き,術後12週以上の経過観察が行えた23例25指を対象とした.男性19例,女性4例,
受傷時年齢は21～71(平均46.4)歳.損傷部位はzone III 5指,zone IV 6指,zone V 14指で示指
8指,中指9指,環指5指,小指3指であった.受傷原因は鋭利損傷が16例,非鋭利損傷が7例であった.
縫合法は腱実質部はその太さに応じて8字縫合や6strand-sutureが行われ,腱停止部ではナイロ
ン糸を用いた縫着が施行されていた.後療法はzone IIIの全指において1～4(平均2.8)週の外固
定後に可動域訓練が開始され,zone IVでは2指が早期運動療法を4指が3～4(平均3.8)週の外固定
後に可動域訓練が開始されていた.Zone Vでは1指が早期運動療法を,他の13指が4週外固定後に
可動域訓練が開始されていた.術後の経過観察期間は13～46(平均22.1)週であった.以上の対象
の最終診察時における％TAMを調査し,その結果に影響を及ぼしたと考えられる年齢・性別・骨
傷の有無・断裂部位・受傷原因・断裂の程度・後療法について比較した.
【結果】
％TAMは55.6～104％,平均で84.2％であった.骨傷があると％TAMは有意に低下し,断裂部位が
zone Vであると％TAMは有意に高値であった.
【考察】
骨傷があると縫合した腱が周囲と癒着し可動域が低下すると推測される.断裂部位がzone IIIや
zone IVでは骨傷の合併が多いことや伸展機構が複雑なため,そのバランスが崩れ成績が不良に
なると考えた.
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腱性槌指に対する経皮的鋼線刺入術の治療経験

○塚本 正1, 辻井 雅也1, 牧野 祥典2, 飯田 竜3

須藤 啓広1

1三重大学　医学部　整形外科, 2永井病院, 3飯田医院

【目的】
新鮮な閉鎖性腱性槌指では装具治療が行われ、良好な成績が得られることが多い。しかし、長
期間装具を装着し続ける必要があり、職業によっては装具除去まで復帰が出来ないことが短所
である。今回、我々は手指DIP関節（または母指IP関節）の経皮的鋼線固定を行い、皮下に埋没
させることで術後早期から日常生活の制限を必要とせずに良好な治療成績を得たので報告す
る。
【対象と方法】
対象は当科で手術を行った11例（男性8例 女性3例）、年齢は平均41歳（25～70歳）。指ブロッ
ク下に指尖部付近より1.1mm鋼線を経皮的に刺入してDIP関節伸展で関節固定を行い、鋼線を皮
下に埋没させた。新鮮例では8週間、陳旧例では12週間の内固定を目安に抜釘を行った。
【結果】
受傷指の内訳は母指3、中指2、環指2、小指4指で、受傷後3週間以上経過した陳旧例が３例あっ
た。術前の自動伸展は平均-32.8度であった。水仕事を行う人も多かったが術後平均1.3日と早
期に職場復帰できた。症例には外科医が２名含まれたが２名とも翌日より手術に参加してお
り、特に問題はなかった。鋼線固定中、刺入部の発赤や疼痛を生じた例もあったが抗菌薬内服
のみで軽快し、途中で抜釘を要することはなかった。最終観察時の自動関節可動域は新鮮例で
伸展-8.0度、屈曲53.1度で、陳旧例で伸展-12.0度、屈曲47.3度であった。
【考察】
槌指に対する経皮的鋼線刺入術において過去にも良好な成績が報告されているが、少ない症例
数の報告しかなく、装具治療と比較してどちらが優れるか結論は出ていない。本報告も症例数
が少なく、今後より多い症例数での検討が必要だが、良好な成績が得られていることに加え、
槌指は労働に従事する年代に多く発生し、早期職業復帰の可否が重要であることから経皮的鋼
線刺入術は閉鎖性腱性槌指に対する有用であると考える。

S706



2-8-31

指MP関節伸筋腱脱臼に対する手術的治療

○池田 全良1,2, 中島 大輔2, 清水 あゆ子2, 石井 崇之2,3

齋藤 育雄2,4

1湘南中央病院　整形外科, 2東海大学医学部外科学系整形外科学, 3秦野赤十字病院

4伊勢原協同病院

【目的】
指MP関節における特発性の伸筋腱尺側脱臼は、発症すれば時に手の機能障害をきたす比較的稀
な病態である。今回、脱臼する総指伸筋腱（以下EDC腱）の中1/3を用いた再建術を施行したの
でその術後成績について報告する。
【対象および方法】
対象は5例（男性3例、女性2例）で年齢は平均44歳（24～88歳）であり、全例中指の伸筋腱脱臼
を有し、その内1例は示指、1例は環指･小指の伸筋腱脱臼を合併していた。全例外傷歴は無かっ
たが、伸筋腱脱臼時に生じる疼痛が愁訴で、発症から手術まで平均3.4か月（1～6か月）であっ
た。局所麻酔下手術でMP関節部から近位にEDC腱を展開した。EDC腱の中1/3をMP関節部に基部を
有する短冊状に挙上し、これをMP関節の橈側側副靭帯部にループ状に引っかけて自動屈伸を行
わせ伸筋腱脱臼が生じない至適緊張下に縫合した。欠損したEDC腱の中1/3は縫縮した。術後4週
間はMP関節伸展位で保持した。
【結果】
全例で矢状索の菲薄化と弛緩を認め、上記の再建を施行したが、小指伸筋腱の脱臼に対しては
同腱の1/2を用いて再建した。術後の経過観察期間は平均10か月（8～12か月）であり、伸筋腱
脱臼の再発は無かった。示指と中指の罹患例では中指の再建のみで示指の症状は消失した。ま
た、環・小指伸筋腱の無症候性亜脱臼を有した例は、中指の再建術後症状が顕在化し、後に環
・小指伸筋腱に対する再建術を要した。全例手術の合併症は無く、手の機能回復が得られた。
【結論】
本法は容易で、局麻下に緊張の決定が可能である。また、従来の方法とは異なりEDC腱の中央を
用いることで腱間結合を損傷しない。
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指伸筋腱脱臼手術症例の検討

○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】
指伸筋腱脱臼はMP関節背側の疼痛を愁訴とすることが多いが、稀に非定型的な症状を呈する場
合がある。今回、我々は当院における指伸筋腱脱臼手術症例の病態と治療について検討したの
で報告する。
【対象と方法】
対象は当院で手術を行った伸筋腱脱臼26手31指である。症例の内訳は男15手 女11手、受傷指は
母指1指、中指24指、環指4指、小指2指で、単指が22手、多数指が4手で、受傷機転は特発性が
9手、外傷性が17手である。手術は伸筋腱の矢状索深層からのはく脱損傷である石突分類type1
は伸筋腱と矢状索を縫合し、矢状索の浅層と深層の損傷であるtype2は矢状索の断裂部を縫合し
た。さらに、伸筋腱脱臼の程度により、原則として伸筋腱の亜脱臼に対しては矢状索補強術
を、伸筋腱の完全脱臼に対しては矢状索再建術を追加した。また、関節包損傷には関節包縫合
を行った。
【結果】
全例にMP関節背側部痛を認め、伸筋腱の完全脱臼例では弾撥現象、指交叉、指伸展不能、母指
外転障害といった非定型的な症状を呈していた。損傷部位は石突分類type1が13指で、type2が
18指であった。また、関節包損傷を7指に認めた。伸筋腱脱臼の程度はRayan分類で伸筋腱の不
安定性のないtype1が4手、伸筋腱亜脱臼のtype2が18手、伸筋腱完全脱臼のtype3が4手であっ
た。術後の治療成績は再脱臼もなく、可動域も良好で、疼痛も全例消失した。
【考察】
非定型的な症状を呈した4例はいずれも伸筋腱の完全脱臼例であり、MP関節の回転中心より掌側
に脱臼した伸筋腱がparadoxicalにMP関節の屈曲力や側屈力として作用したために生じたと考え
られた。これらは診断に難渋することが多く、受傷指の視診とMRIが診断に有用であった。ま
た、伸筋腱亜脱臼に対しては矢状索補強術、完全脱臼に対して矢状索再建術を行い、十分な制
動効果が得られた。
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Braided polyblend polyethylene 縫合糸(FiberLoop)を用いた 手指伸筋腱
縫合の治療成績

○新関 祐美1, 太田 剛2, 若林 良明3, 大川 淳4

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　手外科・上肢外傷整形外科

4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】
我々は第59回本学術集会において屈筋腱縫合術におけるFiberLoopの有用性を報告した。今回
FiberLoopを手指伸筋腱縫合術に用いて、術後2週のシーネ固定および自主リハビリテーション
により良好な成績を得たので報告する。
【対象と方法】
伸筋腱断裂に対し端端縫合（4-0 FiberLoopを用いたTsuge loopによる4-または2-strand core
suture＋ナイロン糸補助縫合）を行い、術後2週シーネ固定ののち自動屈伸を許可した症例で、
術後1か月以上経過観察可能であった14例16指を対象とした。罹患指は母/示/中/環/小指
=9/1/4/1/1指で、罹患部位はzone 4/5/6/T2/T3/T4=1/3/3/3/5/1指であった。平均手術待期期間
は14.4日（0-63日）、平均経過観察期間は98.7日（32-174日）。平均％TAMおよび合併症の有無
を評価した。
【結果】
平均％TAM96.7％、再断裂、感染、CRPS等の合併症を全例に認めなかった。
【考察】
屈筋腱同様に、FiberLoopの高い抗張力は伸筋腱断裂の治療においても有用であると考えられ
た。
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腱緊張度を一定化した長母指伸筋腱断裂再建術：第3報

○鴨居 史樹1, 林 正徳1, 伊坪 敏郎2, 内山 茂晴1

加藤 博之1

1信州大学　整形外科, 2相澤病院　スポーツ障害予防治療センター

【目的】
長母指伸筋（EPL）腱断裂に対する再建術後に母指の伸展不全や屈曲障害を発生することがあ
り, その原因の多くは再建時の腱緊張度に由来する. 近藤らは手関節中間位で母指爪尖中央が
机上1cmの緊張度で縫合する方法を提唱した（日手会誌,13:2006). 演者らは近藤法の緊張度を
さらに強くし, 母指爪尖中央から机上までの距離を2cmで縫合する方法を用いてきた. その15例
の術後成績について第57回本会にて報告した. 今回はさらに症例数を増やし, 術後成績につい
て調査検討したので報告する.
【対象および方法】
対象は2006年から2014年に再建術を行ったEPL腱断裂患者25例のうち, 関節症性変化を認めない
22例を対象とした. 断裂の形態はEPL腱の皮下断裂が21例, 切創による陳旧断裂が1例であった.
EPL再建法は, 固有示指伸筋腱移行が13例, 長掌筋腱移植が9例であり, 術直後より装具療法を
行った症例が12例, 3週間のギプス固定を行った症例は10例であった. 評価項目には, 1）母指
のretropulsionが可能かどうか, 2)母指伸展機能度, 3）％TAM, 4）retropulsion位での母指爪
尖中央から机上の距離, 5）術前と評価時のDASH scoreを用いた.
【結果】
１）1例を除きretropulsionが可能であった.  2)母指伸展機能度は術前42%,術後92%であった.
3）％TAMは術前平均50％, 術後平均90％であった. 4）retropulsion位での母指爪尖中央から机
上の距離は平均2.8cmであった. 5）DASH scoreは術前平均27.1点, 評価時平均10.4点であった.
【考察】
EPL腱再建術時の腱緊張は肢位と引っ張り力によって規定される. 演者らの方法は, 腱緊張度の
決定が簡便でありかつ一定の緊張度で縫合が可能であり, 術後母指伸展機能も良好であった.
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遠位橈尺関節変形性関節症に伴う伸筋腱断裂　ーCTによる検討ー

○五月女 慧人, 河村 太介, 松井 雄一郎, 船越 忠直
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】
手指伸筋腱皮下断裂は関節リウマチ患者で多く見られるが、遠位橈尺関節（以下DRUJ）の変形
性関節症に伴って生じることも認識されている。国内を中心に複数の治療成績が報告され、単
純X線所見上の危険因子の検討もなされているが、CTを用いたDRUJ形態の検討は行われていな
い。本研究の目的はDRUJ変形性関節症に伴う伸筋腱皮下断裂症例を対象に、その臨床成績およ
び術前CT所見を検討することである。
【対象と方法】
対象は2010年6月から2016年4月までの期間に当科で手術治療を行ったDRUJ変形性関節症に伴う
手指伸筋腱断裂患者８例15指である。男7例、女1例、罹患側は右７例、左１例、手術時平均年
齢は75（63-84）歳であった。罹患指は小指のみが４例、環小指３例、示中環小指１例であっ
た。手術は手関節に対してDarrach法が４例、Sauve-Kapandji法が４例、断裂腱に対し腱移行術
が７例、腱移植術が１例に行われた。臨床評価として、術前後の前腕・手関節可動域、罹患指
MP関節の伸展不足角、DASHスコアを評価した。また、画像所見として術前手関節CT axial像か
らDRUJの形態分類、橈骨骨棘の長さを調査し断裂腱数との関連を調査した。
【結果】
手関節掌背屈は術前54度/64度が43度/65度、回内外は術前72度/71度が術後76度/80度であっ
た。いずれも術前後で統計学的有意差は認めなかった。MP関節伸展不足角は術前20.7度が術後
3.3度へ、DASHは術前30.0が術後12.6といずれも有意に改善した(p = 0.018)。CTでDRUJはいず
れも背側へ傾斜しており、橈骨骨棘の長さと断裂腱数に正の相関が見られた。
【考察】
単純X線による過去の検討同様、DRUJの背側傾斜とDRUJ変形性関節症に伴う伸筋腱断裂に関連が
あることが示唆された。また、橈骨骨棘の大きさが断裂腱数と関連する可能性が示された。
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尺側手根伸筋腱のMRIによる回内外動作時の動態と尺骨手根伸筋腱
腱鞘炎-TFCC損傷患者との比較-

○田中 利和1, 小川 健2, 神山 翔1, 大山 和生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

【はじめに】
尺側手根伸筋（以下ECU）腱腱鞘炎は，尺側手関節痛の鑑別診断の1つで、原因の多くはECUの滑
動の場である尺骨の腱溝からの逸脱による摩擦により生じるものとされ，難治例には骨性腱鞘
の再建が行われている．しかし，第59回本学会で報告した通り，健常者の85％で前腕回外時に
腱の亜脱臼を認めた．今回症例数を増やしTFCC損傷群(以下T群)を対象として，ECU腱鞘炎群
（以下E群）のMRIによるECU腱の動態を観察した．
【対象】
対象はSynergy test陽性，過回外テスト陽性のE群13例，とfovea sign陽性，遠位橈尺関節に不
安定性のあるT群14例である．MRIは1.5-T system (Gyroscan NT Intera)にて，前腕回内外位で
の横断像を撮像した．観測スライスは軸に対して垂直で腱溝が最も大きく見える部位とし，腱
鞘の横径，深さ，傾斜角度，腱の横経，長径を計測した．腱の動態は， 腱溝尺側端から腱尺側
縁までの距離(ECU-I)，腱溝の橈側端から腱橈側縁までの距離(ECU-II)を計測し，腱の脱臼程度
は，正常をGrade1，腱溝尺側縁より尺側に移動したものをGrade 2(亜脱臼),腱の橈側縁が腱溝
尺側縁を超えたものをGrade 3(脱臼)とした．腱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．統計学的検討はスチューデント
ｔ検定とm×n表を用い，p＜0.05を有意差ありとした．
【結果】
腱溝の形態は，深さ，広さ，開角度ともに両群間に有意差はなかった．ECU-Iは，回内時には有
意差はなく，回外時にはE群はプラス，T群はマイナスと有意差(p=0.01)があった．脱臼の程度
は，Grade1はE：T群（9：２例）， Grade 2は(4:14例)と有意差(p=0.001)があった．また，腱
溝のTypeに有意差はなかった．
【まとめ】
ECU腱鞘炎例では，ECU-I が大きく，腱溝から腱が逸脱しない症例が多かった．
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母指CM関節症に対するThompson変法の術後成績

○中村 修, 加地 良雄, 山口 幸之助, 飛梅 祥子
山本 哲司

香川大学　医学部　整形外科

【はじめに】
Thompson法は、掌側の第1-2中手骨間靭帯（IML）を再建する術式であるが、術後母指列短縮の
報告がある。我々はCM関節の制動を強化する目的でThompson法に加え、余剰となったAPL腱を利
用し、背側のIML再建を追加しており、その短期治療成績を調査した。
【対象と方法】
対象は10例10関節。Eaton分類はstage3：6関節、stage4：4関節。手術方法は、大菱形骨を全切
除し、第1中手骨および第2中手骨基部に作成した骨孔からAPL腱を引き出すまでは原法と同様で
あるが、引き出したAPL腱を背側から再び第１中手骨基部に誘導し、背側靭帯の再建も行った。
更に第2中手骨骨孔にinterference screwを挿入し、腱引き抜き強度の強化を図った。評価項目
は、疼痛（1なし、2負荷時痛のみ、3日常軽い痛み、4常時の痛み）、可動域（掌側外転、橈側
外転）、握力、key pinch力、大菱形骨骨切除間隙（T）の第１中手骨長（M）に対する比率
（T/M比）の経時変化を調査した。
【結果】
疼痛は術前3：5関節、4：5関節が、術後1：2関節、2：8関節に改善。握力は平均で15.9が
18.6kgに、key pinch力は1.5が1.6kgに改善。可動域は平均で、橈側外転55.8°が64.2°に、掌
側外転が65°が63°であり、掌側外転可動域が低下した。T/M比は平均で術前0.26、術直後
0.21、最終時0.17と、術直後は比較的短縮が少ないものの、経時的にみると短縮が進行した。
【考察】
術後成績は諸家の報告に遜色無く、概ね良好であったが、背側IML再建により掌側外転可動域が
制限された。また、靭帯再建を2か所で行い、さらにinterference screwで腱固定を追加する工
夫を行うことで、既存の術式より若干ではあるが、短縮の進行は少なかった。
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当院での母指CM関節症に対するThompson法の治療成績

○山元 孝亮1, 副島 修1, 村岡 邦秀2

1福岡山王病院, 2福岡大学医学部整形外科学教室

【はじめに】
母指CM関節症に対する手術的治療には様々な方法があるが、当院では術後の可動域と除痛効果
に優れていると考えられるThompson法を行ってきた。今回、当院でのThompson法の術後成績を
検討し報告する。
【方法】
当院にてThompson法(大菱形骨全摘出と長母指外転筋腱を用いたSuspensionplasty)を施行した
母指CM関節症35例35指を対象とした。男性３例・女性３２例、手術時年齢63.2歳（５０～７９
歳）、Eaton分類はstage２ 11指・stage３ 22指・stage４ 2指であった。評価項目は、最終調
査時の可動域・ピンチ力・　握力・visual  analogue  scale(以下、VAS)・the
DASH(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) score、また母指列短縮の指標として大
菱形骨または切除後スペース(T)の第１中手骨長(M)に対する比率(T/M)を計測し評価した。術後
経過観察期間は28.6ヶ月（１～６２ヶ月）であった。
【結果】
可動域は良好であり、握力・VAS・DASH scoreは術後有意に改善した。T/Mに関しては、術後早
期に第１中手骨の沈下を認めたが以後は長期にわたり維持されていた。術後にMP関節過伸展変
形を８例に認め、また、長母指伸筋（以下、EPL）皮下腱断裂を生じた４例に対して追加手術を
行った。
【まとめ】
母指CM関節症に対するThompson法は、良好な成績が報告されており、当院におけるThompson法
の術後成績も概ね良好であった。しかし、術後のMP関節過伸展変形とEPL皮下腱断裂に注意が必
要である。
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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、LRTI法、大菱形
骨切除術の経験

○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

当院における母指CM関節症の治療は、Eaton Stage1,2に第１中手骨伸展骨切り術、stage3,4に
大菱形骨切除＋靭帯形成＋腱球挿入術(LRTI法)、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。各方法の治療成績を報告する。
【方法】
2006年8月-2016年10月まで当科を受診した母指CM関節症の患者Stage1,2の症例28例(平均
64.1歳)に対して第１中手骨伸展骨切り術を、Stage3,4の症例37例(平均68.0歳)に対してLRTI法
を、高齢で活動性の低いStage3,4の症例18例(平均71.7歳)に大菱形骨切除術を施行した。4週の
ギプス固定後、母指固定装具に変更した。術前後の握力、ピンチ力、可動域、Quick DASHを比
較した。
【結果】
術前後の関節可動域は3術式ともMPj可動域以外変化なかった。骨切り術はMPj屈曲角、57.5°か
ら47.2°、握力、ピンチ力は変化なく、Q-DASH は23.1から13.2と改善した。LRTI法はMPj屈曲
角、53.5°から44.2°、握力、ピンチ力は変化なく、Q-DASH は33.7から21.8と改善した。大菱
形骨切除術は、MPj屈曲角、48.5°から34.5°、握力、ピンチ力は保たれていたが、横ピンチ力
のみ2.2kgから1.5kgへと低下した。Q-DASH は37.5から18.8と改善した。動作時の疼痛は、全例
改善していた。
【考察】
関節破壊が進んでいない病期には、骨切り術が有効であった。LRTI法は、安定した治療効果が
期待でき進行期の治療として優れていた。活動性の低い高齢では大菱形骨切除術も適応があ
る。
【まとめ】
病期の進行度により骨切り術、LRTI法、大菱形骨切除術を選択して施行することで良好な治療
成績が期待できる。
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母指CM関節症に対する関節固定術と関節切除術の比較検討

○竹村 宜記1, 児玉 成人1, 久我 研作1, 安藤 厚生2

今井 晋二1

1滋賀医科大学　整形外科学講座, 2野洲病院　整形外科

【目的】
母指CM関節に対する手術方法は多数存在している。当科においても複数の手術方法を行ってき
た。今回、術後１年以上のFollowが可能であった関節固定術と関節切除術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32手である。手術方法は、関節切除術と関節
固定術の２つである。関節切除術は、CM関節を構成する大菱形骨および第１中手骨の関節面を
切除し、約４週間の術後固定を行った。関節固定術は関節切除術と同様に関節面を切除し、ヘ
ッドレススクリュー２本で固定した。術後の固定期間は約４週間とした。数的内訳は、関節切
除術が14手、関節固定術が18手であった。平均年齢は62歳（44～73歳）で、男性６手・女性26
手であった。評価項目は、術後の最終診察時のQuickDASH・Tip/Side pinch・握力(Pinchと握力
は健側比率)・合併症を検討した。
【結果】
各評価項目の関節固定術と関節切除術の比較では、有意差は認めなかった。しかし、Tip Pinch
のみ関節固定術の方が強い傾向を示した。合併症としては、５例に偽関節形成を認めたが症状
の訴えはなかった。それ以外は全例に骨癒合を認めた。偽関節例と癒合例を比較したところ、
母集団が少なく統計学的な検討は出来なかったが、偽関節が成績に影響していないと考えられ
る結果となった。
【考察】
関節切除術は極端に述べれば無痛性の偽関節を形成することである。我々の関節固定術におけ
る偽関節例も癒合例と同等の成績であり、ほとんど症状を認めなかった。このことから関節固
定術における偽関節形成と関節切除術は同じと考えられ、手術として簡便な関節切除術が有用
であると考えられる。しかし、Pinch力においては関節固定術が優れている傾向にあったことか
ら、関節切除術よりも関節固定術が勧められると考えられた。
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母指ＣＭ関節症に対する関節形成術の成績不良例の検討

○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】
われわれは母指CM関節症に対して，2006年以降2重のFCR半切腱を用いた関節形成術（木森変
法）を，さらに2012年からはsuspension効果の安定化と初期固定性の強化を目的としてFCR半切
腱を骨釘を用いて強固に固定する木森新法を行ってきた．今回その治療成績を報告するととも
に成績不良例について検討した．
【対象】
対象は18例（変法10例，新法8例）である．手術時年齢は62.8±9.0歳，術後経過観察期間は
43.4±31.3か月であった．術前Eaton分類はstage IIが1例，IIIが11例，IVが6例であった．こ
れらに対してVAS score，flat palmの可否，手術満足度，握力，key pinch，可動域について調
査した．画像評価としては側面X線像におけるarthroplasty space index(ASI)の変化と東海大
式CM関節撮影法における術後の小菱形骨第一中手骨間距離(DTM)について調査した.
【結果】
VAS scoreは術前78.9±6.6が最終16.9±10.4に有意に減少し，概ね良好な除痛効果が獲得でき
ていた．18例中成績不良は4例であり，全て新法例であった．不良群の主訴は疼痛の残存
2例，flat palm困難1例，ピンチ力の低下1例であった．成績良好群の最終ASI，DTMはそれぞれ
0.1±0.05，2.50±1.24，不良群の最終ASI，DTMは0.05±0.03，0.88±1.44であり，いずれも不
良群の方が有意に小さかった．
【考察】
再建靱帯の初期固定性を高めた新法の方がかえって第一中手骨の落ち込みが強く，その結果，
第一中手骨基部と小菱形とが接触していることが成績不良の一因と考えられた．
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CM関節症に対するSuspensionplasty後の母指列短縮

○畑中 均, 古庄 寛子, 高崎 実

九州労災病院　整形外科

【背景】
母指ＣＭ関節症に対するSuspensionplasty (Thompson, 1989) 術後の合併症として橈骨神経知
覚枝刺激症状などがあるが、術式の性質から母指列短縮が生じうる。その程度や発生時期、さ
らには臨床評価との関連にも不明な点が多いので、母指列短縮を経時的に計測し臨床評価との
関連を調査した。
【方法】
2012年12月から2014年11月まで当科においてSuspensionplastyを行った母指CM関節症は10例11
指で平均年齢は64歳であった。Eaton分類ではstage II, III, IVがそれぞれ1, 9, 1指であっ
た。母指中手骨全長に対する大菱形骨切除後に生じる空隙の比（以後便宜的にsuspension
ratioと記す）を術直後・術後1, 3, 6, 12カ月後に計測し母指列短縮の指標とした。また12カ
月後には2 Kg のkey pinch負荷を及ぼしてsuspension ratioを計測した。臨床評価項目として
CM関節可動域・key pinch力・握力・DASH scoreを術前・術後12カ月後に評価した。
【結果】
Suspension ratioは術直後には平均で0.28、術後1カ月で0.16となり統計学的有意に減少した。
術後3, 6, 12カ月後および12カ月後の2 kg key pinch負荷時にそれぞれ0.16, 0.17, 0.16,
0.13となり有意差なくほぼ一定の値で推移した。key pinch力・握力・DASH scoreは術前・術後
12カ月後にそれぞれ2.8 Kg→3.7 Kg, 13.1 Kg→17.7 Kg, 39.8→23.9となりいずれも統計学的
有意に改善した。CM関節可動域に有意な改善は観察されなかった。1指でscaphometacarpal
impingementに近い状態となったが握力・DASH scroreは改善した。橈骨神経知覚枝刺激症状を
生じた2指で極端にDASH scoreが劣っていた。
【考察】
術後1カ月でわずかな母指列短縮を生じその後変化なく推移し、臨床評価と直接の関連は少ない
と考えられた。橈骨神経知覚枝刺激症状が最も臨床評価に関連すると推測された。
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Eaton3 母指CM関節症に対する耳介軟骨移植術

○宇佐美 聡, 河原 三四郎, 鈴木 英嗣, 稲見 浩平

東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院

今回我々は母指CM関節症に対し2014年にNickellらが報告した耳介軟骨を使用した大菱形骨関節
面のjoint resurfacing arthroplastyを追試、改良したので報告する。
【対象と方法】
2015年4月～2016年7月に10例10指に手術を施行した。患者は男性1名、女性9名、平均年齢63歳
で、Eaton stageは3が9例、2が1例であった。手術法はCM関節撓背側切開より展開し、大菱形骨
関節面を2mm程度骨切除する。その後に同スペースに耳甲介部より採取した耳介軟骨を挿入して
関節面のスペーサーとする方法である。必要に応じて挿入後関節包を短縮し、中手骨の亜脱臼
を整復した。移植した耳介軟骨の大きさは14×10mm～18×16mmであった。
【結果】
6ヶ月以上のfollowを行い、術前後の機能評価を行った7指を対象とした。平均観察期間は8.3ヶ
月であった。握力：12.2±3.9から14.2±5.7kgへ、指腹ピンチ：1.8±0.6から2.1±1.0kgへ、
側方ピンチ：2.7±1.6から3.9±1.9kgへ、安静時VAS：34.1±38から6.3±16.6へ、運動時
VAS：64±15から24.6±23.4へ、DASH：44.2±15.7から24.8±14.5へ、MP関節自動可動域：48.9
±20.5から45.4±12.5°へ、CM関節掌側外転自動可動域：33.5±8から36.4±7.5°へ、CM関節
橈側外転自動可動域：32.9±10.7から39.3±9.3°へ変化した。Paired-t検定にて運動時
VAS(＜0.01)、DASH(＜0.05)に有意差を認めた。 全例において耳介の術後変形は認めなかっ
た。
【考察】
Nickellらは本術式を施行する前にCM関節内に局注を行い、疼痛が消失すればstage4への適応も
あると報告したが、我々はstage3までの症例に施行した。関節可動域は術前後で変化は認めな
かったが、除痛効果を認め、DASH scoreも改善した。しかし除痛が不十分な症例も存在し、今
後症例を重ねるとともに長期経過および成績不良因子について検討が必要であると考える。
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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－手術時間の検討

○堂後 隆彦

西能病院　整形外科

【目的】
我々は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を施行し、その有用性を報告してきた。本法は関節の変形や脱臼の程度
によらず、すべての症例に対して画一した手技で行える手術である。この画一した手技である
点が手術習熟の面で有利となる。今回、この事を明らかにするために本法の手術時間について
検討を行った。
【対象と方法】
2010年11月から2016年8月に、当院で本法を行った母指CM関節症48手のうち、本法単独での手術
時間が把握できた40手を対象とした。Eaton分類ではstage2:6手、stage3:30手、stage4:5手で
あった。本法導入初期から現在まで10手ずつ1群、2群、3群、4群と分け、それぞれの群におけ
る手術時間を検討した。またEaton分類ごとの手術時間についても検討した。尚、全例同一の術
者が執刀し、3手を除き手術は執刀医単独で行った。
【結果】
平均手術時間は1群：56分、2群：62分、3群：42分、4群：39分であり、2群と3群の間でのみ統
計学的有意差を認めた。また、60分以上要したのは1群4手、2群4手であり、3群、4群ではなか
った。Eaton分類別の手術時間ではstage2：40分、stage3：52分、stage4：43分であった。
【考察】
本法は約20手の執刀で手術習熟が得られた。手術習熟後は40分前後の手術時間で安定した手術
が可能となった。また、重症度が高いほど時間がかかるという傾向は認めなかった。
【結論】
本法は手術習熟に関して有利であり、習熟後は短時間で手術可能な有用な術式である。
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母指CM関節症に対するプレートを用いた関節固定術

○荒川 雄一郎, 大久保 康一, 別府 諸兄, 宮城 光晴

藤崎病院　整形外科

【目的】
CM関節固定術の術後成績については安定した長期の除痛と強いピンチ力が報告されている。一
方で母指の可動域減少や隣接関節の変形の進行、偽関節などの問題点が指摘されている。今
回、我々が行っているLow profileプレートを用いた母指CM関節固定術について検討した。
【方法】
母指CM関節橈側の直上に切開を加えCM関節を骨切りする。母指橈側外転20°、掌側外転40°で
プレートをあて大菱形骨に3本、第1中手骨に3～4本スクリューを挿入し固定した。移植骨は切
除した骨のみで腸骨からの骨移植は行わず、術後Thumb spicaシーネを4週間装着した。対照は
当院で2008年から現在まで本法を行った26例29関節のうち術後6か月以上経過観察できた19例21
関節。男4関節、女17関節、手術時平均年齢65歳、Eaton分類はstage2が4関節、stage3が17関節
で、使用プレートはSynthes modular handT型プレート6関節、MESystem APTUS hand2.0T型プレ
ート15関節、術後平均観察期間は23か月。検討項目は骨癒合の有無、疼痛、握力、side
pinch、Quick-Dash、HAND20、合併症の有無である。
【成績】
19関節が骨癒合した。VASは術前平均59が19に、握力は術前平均15.5 kgが18.3kgに、side
pinchは術前平均2.0 kgが3.4kgに改善した。術後のQuick-DASHは平均30.3、HAND20は平均59.7
だった。合併症については術後隣接関節の関節症変化はなく、APTUS hand2.0プレートが3関節
で破損したがうち2関節は骨癒合した。1関節で大菱形骨が壊死となり、術後6か月で関節形成術
を行った。
【結論】
プレート固定は強固な固定力があり、プレートの破損さえなければ切除した骨を移植するだけ
で確実な骨癒合が得られると考える。一方でプレートの破損が散見されたことから、現在使用
しているプレートは強度に問題があり、より強度の高いプレートの使用が望ましい。
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3～4本のスクリューを使用した鏡視下CM関節固定術

○湯川 昌広1, 鳴海 直希2

1弘前記念病院　整形外科, 2弘前記念病院　作業療法科

【目的】
 母指CM関節症に対して、関節鏡視下に残存する関節軟骨および軟骨下骨を切除し、スクリュー
で固定する方法は、低侵襲で骨癒合が得られれば確実な除痛が得られる。しかしながら、一般
的なheadless screw 2本による固定法では少なからず偽関節が生じる。多方向に負荷のかかる
CM関節に対する初期固定力が原因と考え、headless screw 3～4本を用いた鏡視下CM関節固定術
を行ったので、その成績を報告する。
【症例、方法】
2013年12月～2016年までに手術を施行した母指CM関節症11例。全例Eaton stage III。男性3例
女性8例。手術時平均年齢58.2歳（49～79歳）、平均経過観察期間11カ月（6～15カ月）であっ
た。手術方法は、鏡視下に関節軟骨および軟骨下骨を切除し、headless screw（DTJ screw（メ
イラ社）またはPercuFix（ストライカー社））3～4本で固定した。術後2～3カ月時にCTで骨癒
合を判定した。
【結果】
全例で骨癒合が得られた。スクリュー挿入部や関節鏡ポータル周囲の軽い知覚障害を3例で認め
たが、最終経過観察時には消失していた。
【考察】
母指CM関節に対する関節固定術には様々な固定法が報告されている。ロッキングプレートを用
いればさらに強固な固定となるが、侵襲が大きく、プレートが皮下に触れるため、障害となる
可能性がある。従来のスクリュー2本による固定法ではCM関節を平面的に固定しているため、偽
関節を生じやすいと思われ、3本以上の固定では偽関節例はなかった。
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鏡視下大菱形骨部分切除術に長橈側手根伸筋半裁腱を用いた
suspensionplastyを併用した母指CM関節症の治療

○斧出 絵麻, 岡田 充弘, 横井 卓哉, 上村 卓也
中村 博亮

大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科

【はじめに】
近年、母指CM関節症の治療において、鏡視下大菱形骨部分切除にsuspensionplastyを併用した
報告が散見される。当院では母指CM関節症の治療の新たな試みとして、鏡視下大菱形骨部分切
除術に長橈側手根伸筋(以下ECRL)半裁腱を用いたsuspensionplastyを併用している。今回その
方法と成績について報告する。
【対象と方法】
2011年から2015年に当院にて、術後1年以上追跡し得た母指CM関節症18例19手を対象とした。女
性14例、 男性4例で、全てEaton分類 stage3であった。手術時平均年齢は61歳であった。手術
は、鏡視下大菱形骨部分切除を行い、ECRLの半裁腱の停止部を温存したまま採取した後に、
ECRL半裁腱を第1中手骨基部に作製した骨孔に通してinterference screwで固定するというもの
である。術前及び術後にVisual  Analogue  Scale(以下VAS)、握力、key  pinch、tip
pinch、Quick  DASH(機能/症状)、  合併症の有無について評価した。
【結果】
VASは術前平均73.0mmから術後4.2mm(p＜0.01)、握力は16.9kgから23.3kg(p＜0.01)、key pinch
は3.1kgから4.9kg(p＜0.01)、tip pinchは2.5kgから3.9kg(p＜0.01)、Quick DASHは33.4から
10.8(p＜0.01)と全ての項目において有意に改善を認めた。感染や神経損傷などの合併症は認め
られなかった。
【考察】
ECRL腱は解剖学的破格が少なく、半裁しても十分な太さを得ることが可能である。 本法
は、ECRL腱を用いているため解剖学的破格に影響されず、短期であるが成績も良好であり、母
指CM関節症の治療において有用な方法となり得ると考えた。
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母指CM関節症に対するtendon suspentionplastyとSuture-Button併用術
の治療成績

○川崎 恵吉, 稲垣 克記, 根本 哲也, 筒井 完明
黒田 拓馬

昭和大学医学部整形外科学講座

【はじめに】
近年、母指CM関節症に対するSuture-Button(SB)によるsuspensionplastyの良好な治療成績が報
告されているが、その長期成績は不明である。我々は大菱形骨を切除後に、橈側手根屈筋
（FCR）腱の半裁腱を使ったsuspentionplastyと腱球挿入を行うGruenert法（Epping変
法）に、SBを併用する方法を行っている。今回我々は本法の20手の治療成績を報告する。
【対象と方法】
当科で母指CM関節症に対して上記手術を行った18例20手を対象とした。男：女性が
6：12例、右：左：両側が13：3：2例、平均年齢は66.3歳、平均術後経過観察期間は8.0か月で
あった。Eaton分類では、3型が18例、4型が2例であった。手術はGruenertの方法に準じて、大
菱形骨を摘出、FCRの半裁腱を母指中手骨近位に作成した骨孔に通した後、APL腱と残りのFCR腱
の間でsuspensionを作成した。残存移植腱で作成した腱球を大菱形骨切除部の空隙に挿入し、
その後SBであるMini TightRope（Arthrex社）を1-2指中手骨間に設置した。術後1週間のシーネ
固定後、リハビリを行った。これらの症例の臨床評価および画像評価を行った。
【結果】
術後の疼痛は1例を除き改善した。術前/最終診察時の握力の健側比は83.7/83.7%で、平均DASH
scoreは34.0/18.1pointであった。術後/最終診察時の中手骨舟状骨間距離の比（対第一中手骨
長）は、20.6%/16.4%であった。
【考察】
膝ACL断裂に対する人工靱帯のみの再建術と同様、母指CM関節症に対するSBのみの再建には限界
があることが予想される。FCR腱によるsuspensionplastyにSBを併用する我々の方法は、短期で
はあるが臨床成績は良好で、中手骨のmigrationも軽度であり、長期にわたって安定性が得られ
る可能性がある。
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母指CM関節症に対するSuture button suspensionplastyにおける人工靱
帯強度と術後成績の関係

○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】
母指CM関節症に対しsuture button suspensionplasty（以下SBS）を鏡視下大菱形骨部分切除に
併用している．今回suture button（以下SB）の人工靱帯強度と術後成績の関係を前向きに検討
した．
【対象と方法】
使用したSB systemは靱帯強度の異なるZipTight（以下ZT）とMini TghtRope（以下MTR）であ
る．対象は保存治療が奏効せずSBSを行った18例20手（ZT群，MTR群各9例10手）である．全例女
性でEaton分類stage3，平均年齢は63才，平均経過観察期間は9.1ヵ月（6-12）であった．手術
は鏡視下大菱形骨部分切除し，SB systemを用いて靱帯再建を行った．治療成績は疼痛(VAS)，
可動域（術前比：VF，RF）,Kapandji test，握力とピンチ力（術前比），QDASHを調査し各群で
比較検討した．
【結果】
術前後のVAS値はZT群69から12，MTR群78から24へ有意に改善した(p＜0.05)が．ZT群が有意に改
善した(p＜0.05)．可動域はZT群：VF85％，RF96％と軽度制限，MTR群：103％，103％と軽度改
善を認めた．Kapandji test はZT群8.3から9.5，MTR群8.9から9.7と改善した．握力はZT群
111％，MTR群109％でピンチ力はZT群148％，MTR群161％と有意に改善した(p＜0.05)．QDASHス
コアーはZT群47.2から13.8，MTR群48.1から21.8と有意に低下し(p＜0.05)，ZT群が有意に改善
した(p＜0.05)．X線評価ではMTR群の2例に沈み込みがみられた．
【考察】
SBSは関節安定性が保持され除痛効果が高く早期に機能回復が得られる．2号MaxBraid6本で高強
度のZTは良好で安定した術後成績が得られたが骨孔作成等の手技が煩雑で骨孔経が大きく注意
が必要である．一方，2号Fiberwire2本で低強度のMTRは手技が容易であるが2例に靱帯断裂に起
因すると思われる沈下が生じ術後成績を悪化させた．容易な手技で安定した成績を出すために
はMTR2本の使用など工夫が必要である．
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進行期母指CM関節症に対する二重折長掌筋腱とMini TightRopeを併
用した靭帯再建関節形成術の試み

○副島 修1, 村岡 邦秀2, 山元 孝亮1

1福岡山王病院　整形外科, 2福岡大学　整形外科

【はじめに】
進行期母指CM関節症に対して、我々はAPL腱を用いたThompson法を97年に本邦へ初めて導入し手
技の改良を加えてきた。今回、Thompson法をさらに発展させて、二重折PL腱とMini TightRope
を併用した靭帯再建関節形成術を考案したので報告する。
【対象と方法】
症例は9例（男性6例・女性3例）、手術時年齢は平均65.7歳、術前Eaton分類は全例stage IIIで
あった。手術法は、先ず約3cmの二重折PL腱グラフトを作成し、Mini TightRopeを波縫いした後
に両端へFiber Loopを装着して、Fiber Loop糸を引っ張ればPL腱の緊張とTightRopeへの固定が
同時に行えるようにしておく。次にThompson法に準じた両骨孔内へグラフトを誘導し、PL腱に
十分な緊張をかけた状態でMini TightRopeとFiber Loop糸をボタン上に強固に縫合して、Inter
metacarpal ligamentの再建と強固なsuspensionを同時に行った。術後は2か月程度での通常使
用を目指して、早期よりリハビリを開始した。
【結果】
全例で除痛が得られており、ADL上も支障は無く手術に満足していた。術後の可動域制限も認め
ず握力・ピンチ力も増加が得られており、これまでのところ明らかな合併症も認めていない。
【考察・まとめ】
Thompson法の優れた成績は既に報告されているが、使用するAPL腱はCM関節のextrinsic
stabilizerの一つでもあるために、出来ればその温存が望まれていた。近年、Mini TightRope
を用いたSuture button suspensionplastyの好成績が報告されたが、TightRopeが断裂した際の
母指列沈下と筋力低下が危惧される。そこでTightRopeを用いたACL再建術にヒントを得
て、Mini TightRopeと二重折PL腱を用いた靭帯再建関節形成術を考案した。本術式の今後の検
討課題とThompson法との成績比較も含めて文献考察を加え報告する。
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母指CM関節症に対する新しい靭帯再建法の治療成績

○園淵 和明1, 後藤 均1, 八田 卓久2, 井樋 栄二2

1ごとう整形外科手外科クリニック, 2東北大学病院　整形外科

【はじめに】
母指CM関節症のうち, 変形や脱臼が高度でない症例（Eaton分類Stage I・II）に対して保存治
療が奏功しない場合, 橈側手根屈筋腱を用いた靭帯再建術（Eaton法）などの手術治療が行われ
ている. われわれはより簡便で強固な靭帯再建法を目指し, 長母指外転筋腱を母指示指中手骨
基部に作製した骨孔に通して螺子で固定し, 中手骨間靭帯を再建する新法を考案した. 今回そ
の有用性と問題点について検討した.
【対象と方法】
保存治療が奏功せず, 単純X線像でEaton分類Stage I・IIに該当する母指CM関節症のうち, 2012
年1月から2015年12月までに本法を行い術後6カ月以上経過観察可能であった15例16手を対象と
した. 男9例, 女6例, 平均年齢は38.8歳, 経過観察期間は平均12.2カ月であった. 疼痛, 握力,
術中・術後合併症, 単純X線像の経過について検討した.
【結果】
疼痛は有意に改善し, 最終経過観察時の握力は健側比75.6%であった. 術中合併症はみられなか
ったが, 術後には創部周囲のしびれを5例に認め, 1例に対して神経剥離術を行った. 術後の単
純X線像で母指CM関節症の進行を1例に認めた.
【考察】
母指CM関節症に対する既存の手技と比較して, より簡便で良好な成績が得られており, 有用な
方法と思われた. 一方, 本法では創部周囲の橈骨神経浅枝や母指示指中手骨間靭帯遠位を走行
する橈骨動脈に留意する必要がある.
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母指CM関節症はどのような動作によって痛むのか？

○西村 礼司1,2, 福本 恵三1, 加藤 直樹1, 小平 聡1

酒井 伸英1

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

【目的】
母指CM関節症に対する治療法の選択肢は多い。最適な治療法を選択するために、評価法の標準
化が重要である。評価法を検討するための基礎研究として、どのような手の動きが痛みを引き
起こすかを調査した。
【方法】
当科で母指CM関節症と診断されたものを対象にアンケート調査を行った。アンケートではCM関
節に痛みを感じる動作を数に制限なく記入させた。66例の回答を得、内訳は男13例、女53例、
平均年齢62.6歳、両側罹患26例、利き手単独罹患12例、非利き手単独罹患28例であった。他に
痛みの原因になる病変を合併する4例を除外し、頻度の高い動作を抽出した。
【成績】
10％以上の頻度で見られた動作は、ビンの蓋開け、ペットボトルの蓋開け、洗濯バサミの開
閉、タオル絞り、書字、食器洗い、ズボンの上げ下ろし、など15項目であった。また、利き手
と罹患側の組み合わせによって痛みを生じる動作に違いを認めた。瓶の蓋開けのような両手の
共同作業が必要な動作は、罹患側に関わらず痛みを生じていた。書字など、利き手罹患例での
み痛みの原因になる動作がある一方で、牛乳パック開封など一部の動作は非利き手罹患例に多
い傾向があった。
【結論】
母指CM関節症による痛みの強さはVASで評価されることが多いが、痛みにより障害される動作の
評価法は定まっていない。痛みを生じる動作15項目のうちDASHに含まれる動作は7項目、HAND20
では11項目であった。Q-DASHに含まれる動作は4項目、HAND10では3項目のみであった。また、
既存の評価法では利き手の影響は考慮されていない。より正確に病状を評価するため、母指CM
関節症に特化した主観的評価法が必要と思われる。
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母指ＣＭ関節症の保存的治療～自然経過例の検討～

○麻生 邦一

麻生整形外科クリニック

【目的】
母指ＣＭ関節症の治療は保存的治療が第一であり、生活指導、抗炎症剤、理学療法、ステロイ
ド剤関節内注射、装具療法などが行われている。しかし日常診療上治療を継続しなくても自然
に良くなっている症例も経験する。しかし自然経過についての報告はほとんどない。今回当院
で治療を中断した症例の予後を調査したので、若干の考察を加えて報告する。
【対象と方法】
過去18年間に当院で経験した母指ＣＭ関節症は、735例であり、このうち初回診察以後来院なく
治療を中断していた80例、96関節を対象とし、直接診察および電話調査により調査した。初回
の治療は、本症の説明、生活指導、炎症が強い場合に抗炎症剤の外用、内服を1週間行ったのみ
である。年齢は36～86歳（平均61歳）、男性16例、女性64例あり、評価基準として、疼痛と日
常生活上の支障の程度により、優：疼痛は消失し、日常生活、仕事にも全く支障はない、良：
疼痛はかなり軽減し、支障もほとんどない、可：治療前よりは痛みは少し軽くなっているが、
日常生活で支障がある、不可：治療前と痛みは変わらない、あるいは悪くなっており、日常生
活で支障が大きい、と定めた。平均観察期間は2年7か月であった。
【成績】
病期別に成績を評価すると、Eaton分類１の35関節では、優：83％、良：6％で、優、良合わせ
て89％と良好な予後であった。Eaton分類2の31関節では、優、良合わせて58％、Eaton分類3の
29関節では、優、良：79％、Eaton分類4の１例も優の成績であった。症例全体でみて
も、優：63％、良：14％と74％に良好な予後であった。
【結論】
病期を問わず治療中断例の予後が予想以上に良好なことが分かった。年齢が65歳以上で、無職
や主婦で活動性が低下している症例に良好な予後をとる傾向にあった。
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母指CM関節症における疼痛とMRI骨内信号変化の関係

○小松 雅俊, 中村 幸男, 内山 茂晴, 林 正徳
加藤 博之

信州大学整形外科

【目的】
母指CM関節は有病率が高いが，X線像で変形性関節症があっても，疼痛を訴えない例も多く，疼
痛発生の機序は不明である．本研究では，母指CM関節症の疼痛発生機序を検討するために，母
指CM関節痛のある患者に両側母指のMRIを行い，骨内MRI信号変化と疼痛との関係を調査した．
【対象と方法】
3か月以内の母指CM関節自発痛を主訴に受診して，かつ母指CM関節に圧痛のある20名を対象とし
た．対象例の内訳は，女性16名，男性4名で，年齢は38-82(平均65)歳であった．これらに対し
て両側母指の単純X線写真から母指CM関節をEaton stageで分類した．次に両側母指CM関節のMRI
を行い，第1中手骨基部か大菱形遠位部の骨内信号がT1強調像低信号かつSTIR高信号である場合
を，骨内信号変化ありとした．MRIにて同部位の骨内信号変化が円形で辺縁明瞭な場合は骨嚢胞
とした．全例に保存療法を行い，受診から4か月以内に疼痛は軽減した．
【結果】
疼痛側のEaton stage I:4例，II:10例，III:5例，IV:1例であった．MRIでは，疼痛側母指の20
手中14手(70％)に骨内信号変化が見られた．一方，非疼痛側母指ではMRIの骨内信号変化はみら
れなかった．MRIの骨内信号変化例の内訳をEaton  stage別にみると，stage
I:1例，II:8例，III:4例，IV:1例であった．Eaton stageが重度になるにつれて骨内信号変化を
呈する例の割合が多かった．MRIの骨嚢胞は疼痛側では16手，非疼痛母指側には9手に見られ
た ． 疼 痛 側 の M R I の 骨 嚢 包 変 化 を E a t o n  s t a g e 別 に み る と ， s t a g e
I:2例，II:8例，III:5例，IV:1例であり，Eaton stageが高いほど骨嚢胞がみられる割合が高か
った．
【考察】
母指CM関節では疼痛側に高率に骨内信号変化認めた．これは母指CM関節における痛みの原因の
一つが軟骨下骨の変化であることを示唆している．
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動的X線撮影による母指CM関節固定術後の可動域評価

○服部 泰典, 土井 一輝, 坂本 相哲, 林 洸太

小郡第一総合病院　整形外科

【目的】
母指CM関節固定術（以下、固定術）は術後の可動域制限が問題とされるが、過去の報告ではそ
の結果に大きな差が見られる。これは、従来の角度計による可動域計測の信頼性が乏しいこと
が原因と思われる。そこで、固定術後の可動域を評価するために、動的X線を用いて検討したの
で報告する。
【方法】
2009年から2015年までに手術を行なった母指CM関節症86例105手のうち、固定術後2年以上経過
し、動的X線で可動域を評価できた45例55手を対象とした。男性5例、女性40例、手術時年齢は
平均63±9歳、術後経過観察期間は34±14ヶ月であった。Eaton-Glickel分類では全てstage3で
あった。動的X線は、自動運動での母指の最大橈側内～外転および掌側内～外転でのX-Pを撮影
し、第1・第2中手骨の角度（以下、M1M2）を計測した。母指MP関節での代償運動を検討するた
めに、母指基節骨と第2中手骨の角度（以下、P1M2）も同様の方法で計測した。
【成績】
橈側内～外転のM1M2とP1M2は、それぞれ30～41°(アーク:11°)と9～52°(アーク:43°)であっ
た。掌側内～外転のM1M2とP1M2は、26～33°(アーク:8°)と11～42°(アーク:31°)であった。
【結論】
固定術後の母指の運動は、元々はほとんど動きのないSTT関節の可動域が増えることと、MP関節
での代償運動による。STT関節での運動はM1M2で示され、約10°の可動域が得られていた。MP関
節での代償運動は、M1M2とP1M2の差であり、橈側では32°、掌側では23°の動きが得られてい
た。本研究の結果より、固定術後の真の可動域が確認され、術後リハビリにおけるSTT関節の可
動域の向上の重要性が示唆された。
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橈骨遠位端骨折掌側プレート固定後の背側螺子突出の経過と背側症
状

○大野 克記1, 辻村 知行2, 佐藤 敦3, 渡邉 千聡4

根尾 昌志1

1大阪医科大学整形外科, 2ベリタス病院整形外科, 3うえだ下田部病院整形外科

4河端病院整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折における掌側プレート固定後の伸筋腱障害は、螺子の背側突出が原因のひとつ
と考えられている.今回Haugの推奨する15°橈骨軸位撮影を用いて背側螺子突出の経時変化と背
側症状につき前向きに調査した。
【対象と方法】
初回手術時と最終調査時に軸位撮影を行った167手中,初回手術後6か月以上経過観察し得た119
手(男性19手,女性100手,平均年齢65.2歳)を対象とした。術後平均観察期間は9か月であっ
た。AO分類はA2:26手A3: 20手B3: 7手C1: 33手C2: 25手C3: 8手であった。使用機種はMODE-
DRP: 70手 Stellar1:5手 Stellar2:28手 Aculoc2: 10手DVR: 5手 VATCP: 1手であった。螺子の
選択はデプスゲージや術中透視側面像から判断し、1サイズ短い長さとした。軸位撮影は専用台
を用い手術直後と最終調査時に行い、背側螺子突出の有無を評価した。突出部位を分類するた
めに、軸位像の橈骨背側面においてLister結節を中心として橈側と背側に区別し,各々を2等分
させた合計4領域を橈側から順にZone 1～4(Z1～Z4)とし、DRUJ部をZone5(Z5)とした。また、経
過中の背側症状の有無を調査した。
【結果】
全119手中、螺子突出は初回手術時に10手12本(Z1: 3本Z2: 0本Z3: 4本Z4: 3本Z5: 1本)、最終
時は11手12本(Z1: 3本Z2: 0本Z3: 4本Z4: 4本Z5: 1本)に認めた(9%)。初回時突出例10手のうち
9手は最終時も突出が残存していた。経過中、螺子突出例に背側症状はなかった。螺子突出を認
めなかった108手中、長母指伸筋腱断裂2手と手指運動時の背側の違和感や疼痛がある2手を認め
た。
【考察】
掌側プレート固定後の伸筋腱障害率は約5%との報告があるが、本研究では最終時の螺子突出率
は9%であり、突出例に背側症状を認めなかった。実際の臨床において螺子突出の確認は重要で
あるが、伸筋腱障害の主な原因ではない可能性がある。
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橈骨遠位端骨折術後の手関節の変形性関節症の進行が長期臨床成績
に及ぼす影響

○片山 健1, 小野 浩史2, 古田 和彦1

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)術後の手関節の変形性関節症(OA)の進行が臨床成績に及ぼす影響を明らか
にする
【方法】
不安定型DRFに対して掌側locking plateで手術加療を行い5年以上の追跡調査が可能であった55
例を対象とした. 男/女14/41例, 手術時平均年齢63.7歳, AO分類A/B/C型は5/2/48例, 平均追跡
期間75.8ヶ月である. 臨床成績の調査時期は骨癒合, 術後1年, 最終追跡時の3時点で行い, 対
健側比の手関節可動域・握力, Modified Mayo wrist score(MWS), 疼痛VAS, DASH, PRWEを調査
とした. X線学的評価は術直後と最終追跡時に行い, 手関節OAの評価をKnirkらのGrade評価法で
行い術直後から一段階以上のGrade増加をOA進行有りと定義した.
検討項目は臨床成績の推移を一元配置分散分析及び多重比較検定, 術前の関節内(AOtypeA)/外
(typeB,C)骨折型と手関節OA進行の有無との関連をχ二乗検定, 手関節OA進行の有無が臨床成績
に及ぼす影響についてOA進行の有無別の2群間で3時点につき各々U検定を用いて評価した. 有意
水準５％未満を有意差有りとした.
【結果】
追跡期間を通して臨床成績は全項目で有意に改善し, 術後1年から最終追跡時では手関節掌屈,
握力, MWS, 疼痛VASが有意に改善した. 手関節OAの進行は37例, 67.2%に認めたが, 術前の骨折
型と手関節OAの進行との関連はなかった. 手関節OA進行群で最終追跡時の手関節掌屈の改善度
が有意に低かった.
【考察】
DRF術後は約67％に手関節OAが進行するが, 術前の関節内骨折の有無が術後の手関節OAの進行に
影響することはなかった. 長期臨床成績は良好で術後1年以降も機能改善が得られたが, 手関節
OAの進行により最終追跡時に手関節掌屈の改善率の低下を認めた.
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橈骨遠位端骨折術後の橈骨手根関節間隔壁形成例の経過と治療成績

○中澤 克優, 矢野 公一, 八木 寛久, 坂中 秀樹
金城 義典

清恵会病院整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折後に舟状骨月状骨間靭帯部より橈骨中央隆起にかけて隔壁上の瘢痕組織を形成
し、手関節の拘縮の原因となることがある。今回我々は、橈骨遠位端骨折術後の手関節可動域
制限に対する隔壁形成の素因と隔壁の切除が可動域制限の改善に寄与するかを検討した。
【方法】
橈骨遠位端関節内骨折に掌側ロッキングプレートを用いて加療し、抜釘時に橈骨手根関節鏡を
施行し抜釘後3か月以上経過観察できた11例を対象とした。男性6例で受傷側は右手7例で手術時
平均年齢は51歳、平均手術待期期間は7日であった。骨折型はAOtypeB3：1例、C1：5例、C3：5
例で、術後後療法は全例同一であった。初回手術から抜釘及び手関節鏡までの平均期間は10カ
月で抜釘術後平均追跡期間は4ヶ月であった。隔壁形成に対する素因として術前待機日数、外
力、術前後での単純X線像のradial inclination、palmar tilt、ulnar plus variance、単純CT
像におけるgapとstep offを検討項目とした。また、抜釘後の患側の可動域を抜釘前の患側で割
った値を改善率と定義し隔壁あり群となし群で比較した。ｔ検定を用いp値0.05以下を有意とし
た。
【成績】
 11例中7例に隔壁を認め、完全隔壁は5例、部分隔壁は2例であった。術前待機日数、外力、術
前後での単純X線像と単純CT像のパラメーターは隔壁あり群となし群に差がなく、隔壁形成に関
する素因は不明であった。掌屈の改善率において隔壁あり群は隔壁なし群より有意(ｐ=0.04)に
改善し背屈は両群ともに改善した。
【結論】
本研究では隔壁あり群となし群の2群を比較し、抜釘単独の可動域改善の影響を排除し検討した
結果、隔壁切除は掌屈の改善率に有意に寄与していた。よって、橈骨遠位端骨折術後の手関節
掌屈可動域制限は、関節鏡視下に隔壁を切除することにより可動域が改善することがわかっ
た。
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2-9-4

骨皮質にgapが無い橈骨遠位端骨折の検討

○原 夏樹, 戸羽 直樹, 坪根 徹

北九州総合病院　整形外科

【背景】
我々は単純X線像にて骨折線を認めずMRIにて骨折と診断した、骨粗鬆症を伴う橈骨遠位端骨折
が保存加療中に短縮した症例を経験した。
【目的】
本研究の目的は、骨皮質にgapが無い橈骨遠位端骨折の転位の有無と、骨粗鬆症の関係を検討す
ることである。
【対象】
対象はMRIにて診断した2例、単純X線像にて診断した12例の14例（53～73歳、平均65.3歳）であ
る。
【方法】
全例4週間の前腕ギプス固定後にX線評価を行った。Palmar tilt （PT）5°以上、Radial
inclination （RI） 5°以上、Ulnar Variance （UV）2mm以上の変化を転位ありとした。非転
位群は男性1例女性6例の計7例（平均63.0歳）であった。転位群は男性1例女性6例の計７例（平
均68.3歳）で、転位はPTのみ５例、PT・UVの転位1例、PT・UV・RIの転位1例であった。2群にお
いて骨密度（腰椎、大腿骨頚部、大腿骨転子部、橈骨遠位骨幹端部、橈骨骨幹部遠位1/3の
YAM値）、骨代謝マーカー（TRACP-5b、P1NP）が転位に関与するかWilcoxonの順位和検定にて検
討した。
【結果】
骨密度は転位群が低い傾向にあったが、有意差を認めたのは橈骨骨幹部遠位1/3での骨密度
（P=0.02）のみであった。
【考察】
骨皮質にgapが無い橈骨遠位端骨折の変化を比較した報告はない。我々の結果では手関節近傍の
海綿骨を反映する橈骨遠位骨幹端部より、橈骨骨幹部遠位1/3の骨密度が転位に関与しており骨
皮質の脆弱性が橈骨転位の原因の一つであることが示唆された。骨幹端部の詳細な骨皮質の評
価が必要と思われた。

S735



2-9-5

両側同時に受傷した両橈骨遠位端骨折の治療経験

○古屋 貫治1, 川崎 恵吉2, 酒井 健3, 西中 直也3,4

稲垣 克記2

1昭和大学横浜市北部病院　整形外科, 2昭和大学　医学部　整形外科学講座

3昭和大学藤が丘病院　整形外科, 4昭和大学　スポーツ運動科学研究所

【緒言と目的】
これまでに我々は、掌側から手をついて受傷した際にも掌側転位型橈骨遠位端骨折となりうる
こと、その際両手の受傷が多いことを報告してきた。今回は、これまでに経験した同時受傷の
両側橈骨遠位端骨折における治療成績を検討し報告する。
【方法】
2001年以降当院と関連病院で手術加療を行った橈骨遠位端骨折のうち、両側を同時に受傷した
21例を対象とし、これらの特徴および臨床経過を後ろ向きに検討し、統計解析を行った。
【結果】
平均年齢は61.3（35-84）歳、男女比は9:12と女性に多かった。骨折型は、両側とも背側転位型
は 9 例 、 両 側 と も 掌 側 転 位 型 は 1 1 例 、 混 合 型 は 1 例 で あ っ た 。 A O 分 類 で
は、A2:A3:B1:B3:C1:C2:C3型がそれぞれ1:1:1:11:6:7:15で、2手を除いて関節内骨折であっ
た。バイクや自転車による受傷が4例、手掌に擦過傷を認めたのは8例、手根骨骨折合併は大菱
形骨稜骨折の2例で、それらは両側掌側転位型のみであった。治療は、片側の保存加療が3手、
片側のpinningが1手、開放骨折の1例2手には創外固定が行われ、その他は全例掌側ロッキング
プレート固定を行った。各種レントゲンパラメータの矯正損失の平均は、UVが-0.48mm、VTが
0.42°、RIが-0.06°で、転位は軽度であった。術後のMayo Wrist Scoreは平均84.1pointであ
り、2例３手で術後掌側亜脱臼を合併していた。
【考察】
両側例の本骨折では、掌側転位型、自転車やバイク事故による受傷、手根骨骨折の合併、など
が多い傾向がある。両側受傷の場合は高度にADLを損なうため早期の積極的な手術が有用である
が、骨癒合前の手の使用や荷重による再転位（術後掌側亜脱臼）の危険性があり、手術手技や
術後のケアには注意を要する。
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橈骨遠位端骨折に対するStellar 2 plateの関節面支持性の評価

○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様々な掌側ロッキングプレートが使用されている．Stellar 2 plateは
遠位ロッキングスクリューにcross locking mechanismを用いる事で広範かつ強固な固定を可能
としている．今回我々はStellar 2 plateを使用した症例の治療成績を検討し，術後に
multislice CTを用いてスクリューの刺入位置を検討し関節面支持性を評価した．
【対象・方法】
当院でStellar 2 plate(Medium/Short)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32例を対象とした．全例女性．受傷時平均年齢は70.7歳，平均経過観察期間11.8ヶ月，骨折
型はAO分類でA2：10例，A3：1例，C1：11例，C2：3例，C3：7例であった．評価方法は受傷時，
術直後，最終調査時のX線でpalmar tilt (PT)，radial inclination (RI) ，ulnar variance
(UV)を計測した．臨床評価はMayo Wrist Scoreを用いた．また術後CT矢状断で橈骨茎状突起に
向かうスクリュー1本を除いて遠位二列すべてのスクリューにおいて関節面からの最短距離を計
測した．
【結果】
X線評価は受傷時平均PT -8.0°，RI 13.6°，UV 3.6mm，術直後PT 13.5°，RI 21.2°，UV
0.8mm，最終調査時PT 13.0°，RI 21.3°，UV 1.2mmで，術後有意に改善し最終調査時まで維持
された．Mayo wrist scoreは平均87.0点であった。CTでの関節面からの平均距離は遠位1st row
尺側から1.0mm，1.6mm，2.0m，3.0mm，2nd row尺側から2.2mm，2.7mmであった．
【考察】
Stellar 2 plateによる橈骨遠位端骨折の治療成績は良好であった．近位設置型でありながら
1st row，2nd rowともにスクリューは関節面から3mm以内に設置されており，さらにcross
locking mechanismを採用することで適切な関節面支持が得られていたと考えられた．
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橈骨遠位端骨折(AO-C型)に対するAPTUS 2.5 BabyfootとVA-TCPによ
る治療成績の比較検討

○岡松 伸明1, 川崎 恵吉1, 富田 一誠2, 池田 純3

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科, 2昭和大学江東豊洲病院, 3昭和大学横浜市北部病院

【背景】
橈骨遠位端骨折に用いる掌側ロッキングプレートは多種あり、それぞれ概ね良好な術後成績が
報告されている。著者らはこれまで、APTUS2.5 babyfoot (Medartis社) およびVA-TCP (DePuy
Synthes社)のそれぞれの有用性を報告してきた。両プレートは、ロッキング機構、形状、厚み
などで大きく異なり、術後経過に与える影響は異なることが予想される。そこで今回我々
は、AO分類C typeの症例について、APTUS2.5 babyfoot (以下A群) およびVA-TCP (以下V群)で
の術後成績を比較検討した。
【対象】
当科および関連施設で手術を行い、術後3か月以上経過観察したAO分類C typeの橈骨遠位端骨折
74例(A群21例、V群53例)を対象とし、これらの術後の臨床評価及び画像評価を比較検討した。
【結果】
A：V群を比較すると、手術時平均年齢63：60歳、術後関節可動域は背屈69.8：72.8度、掌屈
64.5：66.5度、回内83.0：82.4度、回外86.8：85.2度、握力健側比は90.7：87.2%、Mayo Wrist
Scoreは90.5：89.6点であった。術後矯正損失はUPV 0.58：0.88mm, VT 0.3：0.44度、RI
0.57：0.67度であった。両群間にStudent t検定を行うと、術後VT値と、UPV術後矯正損失の値
に有意差を認めたが、両群とも臨床成績に影響を及ぼさない範囲であった。合併症は、V群で関
節内スクリュー穿孔、術後掌側亜脱臼を1例ずつ認めた。
【考察】
今回の調査では両群ともに臨床評価は良好であり、画像評価も術後経過に影響を及ぼす差はみ
られず、良好な術後成績であった。特にA群で術後合併症が少なく、経過良好であった。
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粉砕型型橈骨遠位端骨折に対するMonoaxial Locking PlateとPolyaxial
Locking Plateの治療成績の比較

○酒井 健1,4,5, 川崎 恵吉2, 西中 直也1,3, 稲垣 克記2

中島 英親5

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, 4東戸塚記念病院, 5熊本機能病院

【はじめに】
橈骨遠位端骨折の手術治療において関節面背側部及び中央部を支持するDouble-tiered
Subchondral Support（DSS）法による良好な治療成績が報告され、スクリュー刺入方向が予め
固定されているMonoaxial Locking Plate(MLP)と自由に選択できるPolyaxial Locking
Plate(PLP)が使用できる。今回著者らはAO分類C型橈骨遠位端骨折に対し両Plateを用いてDSS法
を施行し、両群の治療成績を比較検討した。
【対象と方法】
手術加療を施行した橈骨遠位端骨折276手のうちDSS法にて手術加療したAO分類C型橈骨遠位端骨
折171手を対象とした。平均年齢は63.0歳（21～90歳）、平均観察期間は9.8ヵ月(3～22ヵ月)、
男性48手女性123手で、BIOMET社DVRプレート使用した群(MLP群)が106例、MES社APTUS
collectionプレートを使用した群（PLP群）が65例であった。両群のＸ線学的評価として術前、
術後、最終観察時のＲＩ、ＶＴ、ＵＶを計測し、その矯正損失を評価した。臨床評価として
Mayo wrist scoreを評価し、骨癒合率、合併症についても検討した。統計はt検定を用いた。
【結果】
骨癒合は全て得られていた。術後と最終観察時の矯正損失はMLP群がＲＩ1.5°、ＶＴ2.8°、Ｕ
Ｖが0.5mmでPLP群がＲＩ0.1°、ＶＴ0.2°、ＵＶが0.7mmであり、RI、VTにて有意差を認め
た。Mayo wrist scoreはMLP群77.2、PLP群90.8で有意差を認めた。合併症はMLP群で手根管症候
群2例、感染症1例、スクリュー関節内穿破7例で、PLP群は手根管症候群3例、RSD1例であった。
【考察】
DSS法による粉砕型橈骨遠位端骨折の手術治療は両群とも術後成績は良好であるが、MLP使用例
でも矯正損失を生じた症例もあり、各プレートの特徴を十分理解して使用する必要がある。
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A3C1C2型橈骨遠位端骨折に対する髄内釘と掌側ロッキングプレー
トの使い分けと臨床成績

○筒井 美緒1, 黒田 司1, 国分 毅2

1新須磨病院　整形外科, 2神戸大学　整形外科

【目的】
比較的安定型の橈骨遠位端骨折に対する手術治療に、当科では掌側ロッキングプレートを基本
とし、症例によって適応可能であれば侵襲の比較的少ない髄内釘（マイクロネイル）を使用し
てきた。その適応の選択と成績、合併症につき報告する。
【方法】
2008年以降、術後3か月以上経過観察できた橈骨遠位端骨折207例、髄内釘（N群）123例、掌側
ロッキングプレート（P群）84例を対象とし、X線上の矯正損失、可動域、Mayo wrist score、
合併症を評価した。A3型で背側転位型の関節外骨折、C1 C2型で冠状面の骨折を伴わない関節内
骨折に髄内釘(マイクロネイル)を、それ以外の骨折に対し掌側ロッキングプレート（2008年か
ら2011年はAculok、2012年以降はステラー2）を選択した。N群はA3 83例、C1 8例、C2 32例、P
群はA3 15例、C1 1例、C2 68例であった。
【結果】
X線上の矯正損失値平均はN群 UV 0.6mm、RI 0.4°、VT 1.1°、P群UV 0.7mm、RI 0.7°、VT
0.5°であり、有意差は認めなかった。掌背屈平均可動域は術後1カ月でN群123.8°、P群
108.9°、3か月でN群137.2°、P群131.7°と、いずれも有意差を認めた（P＜0.05）。橈尺屈、
回内外可動域は両群で良好に回復したが有意差を認めなかった。Mayo wrist scoreは、N群89.7
点(75～100点)、P群87.2点(70～100点)と両群とも良好であった。合併症としてN群に橈骨神経
浅枝障害を9例に認めたが約2～3カ月で全例回復した。正中神経障害をN群3例、P群4例に認
め、P群の2例で抜釘時に手根管開放術を行った。母指伸筋腱断裂をN群1例、P群2例に認め、固
有示指伸筋腱移行術を行った。手指屈筋腱断裂は認めなかった。
【結語】
橈骨遠位端骨折に対する手術療法の基本はロッキングプレートであるが、髄内釘も症例を選べ
ば侵襲少なく早期の機能回復を期待でき有用である。
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橈骨遠位端関節内骨折に対するMonoaxial Locking PlateとPolyaxial
Locking Plateの前向き無作為化比較研究―単純X線・CT評価―

○西脇 正夫, 清田 康弘, 稲葉 尚人, 別所 祐貴
堀内 行雄

川崎市立川崎病院　整形外科　手肘外科センター

【目的】
本研究の目的は，橈骨遠位端関節内骨折に対するMonoaxial Locking Plate (MLP)とPolyaxial
Locking Plate (PLP)の使い分けの基準と安全な使用法を確立することである．
【方法】
2014年9月の当院倫理委員会承認後に当院を受診した18歳以上の手術適応のある橈骨遠位端関節
内骨折で研究参加に同意した例に対し，MLP(Stellar 2)とPLP (APTUS 2.5)を無作為に割り当て
て手術を行った．尺骨茎状突起骨折以外の骨折合併例は除外した．術前，術直後，術後6週，3
カ月，6カ月の単純X線像でradial inclination(RI), volar tilt(VT), ulnar variance(UV),
radial height(RH)，術前と術後6カ月のCT像で関節面gapとstep offを計測し，MLPとPLPで比較
した．
【結果】
60例が研究参加し，MLP，PLPに各30例割り当てられた．平均年齢は60歳(18～88歳)，男性19例
女性41例であり，AO分類骨折型はC1:4例，C2:18例，C3:38例であった．年齢，骨折型，手術待
機期間，受傷時単純X線計測値は両群間に差はなかった(p＞0.05)．MLP 2例，PLP 1例で関節内
骨片固定のためにKirschner鋼線を留置した．術後6カ月でのMLP/PLPの単純X線計測値の平均
は，RI 24°/23°, VT9°/7°, UV 1mm/1mm, RH 10mm/10mmであり，PLP 1例でロッキング機構
のゆるみによるVT10°以上の矯正損失があった．術後6カ月のCT像で2mm以上の関節面gapまたは
step offを認めたのはMLP，PLPとも各2例あった．その原因は，MLPは掌尺側骨片転位と月状骨
窩陥没骨片再陥没であり，PLPは関節面整復不足とロッキング機構のゆるみによる尺側骨片転位
であった．
【考察】
プレートの設置高位やロッキングスクリューの挿入方向を微調整できるPLPは，陥没骨片や掌尺
側骨片の固定の面ではMLPより有利であるが，ロッキング機構のゆるみに注意する必要がある．
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Variable Angle Volar Rim plateを用いた橈骨遠位端marginal fractureの
手術成績

○橋本 翔太郎, 川崎 恵吉, 根本 哲也, 筒井 完明
稲垣 克記

昭和大学　医学部　整形外科学講座

【始めに】
marginal fracture(MF)と呼ばれる橈骨辺縁骨折の治療は未だ難しく、術後掌側亜脱臼の予防に
は掌側ロッキングプレートの遠位設置が望まれるものの、屈筋腱障害のリスクも高くなる。我
々は術後掌側亜脱臼の危険因子に、volar lunate facet fragment (VLF骨片)の縦径が10mm以
下、骨片に対するプレートでのサポート率が約1/3以下と報告した。今回我々はVLF骨片の縦径
が10mm以下の骨折に対し、Depuy Synthes社のVariable Angle Volar Rim plate（VA-VRP）を用
いて治療を行い、術後６カ月以上経過観察しえた症例の術後成績を報告する。
【対象と方法】
平成27年以降当科で、VLF骨片の縦径が10mm以下の橈骨遠位端骨折に対してVA-VRPを用い治療
し、術後6カ月以上経過観察し得た17症例を対象とした。手術時平均年齢48.0歳、男10例、女
7例、右8手、左9手であった。骨折型は、Colles/Smith typeが15/2手で、AO分類はB3:C2:C3が
それぞれ1:4:12手であった。これらの症例の画像評価として矯正損失を、臨床評価としてMayo
Wrist Scoreと合併症について調査した。
【結果】
各種レントゲンパラメータの矯正損失は、UPV 0.4mm、VT 0.6°、RI 0.6°とごく軽度であっ
た。Mayo Wrist Scoreは平均85.4pointと良好であった。合併症として、術後掌側亜脱臼は認め
なかったが、1例で屈筋腱・正中神経癒着による手指拘縮を生じ、抜釘時に屈筋腱及び神経の剥
離術を要した。
【考察】
当科では縦径10mm以下のVLF骨片を有するMFに対するVA-VRPの治療成績は良好であったが、遠位
設置に伴うFPL腱断裂のリスクも高くなるため、プレートの特徴を熟知し、正確な手術手技が必
要である。
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Dorsal marginal fractureを伴う橈骨遠位端関節内骨折に対するcolumn
plateの効果の検証

○八木 寛久1, 金城 養典1, 矢野 公一1, 日高 典昭2

坂中 秀樹1

1清恵会病院　整形外科　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　整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折(DRF)に対する掌側ロッキングプレート(VLP)固定は、現在の手術治療における
ゴールドスタンダードである。しかしAO分類C3型のような粉砕型ではVLP単独固定で術後の矯正
損失をきたすことがある。そのような症例に対してcolumn plateを用いた追加固定は有効な選
択肢となる。今回C3型DRFに対してVLP単独固定群とcolumn plate併用群の術後成績を比較し、
その効果を検証した。
【対象と方法】
C3型DRFに対して、VLPにcolumn plateを併用した14例(C群)とVLP単独固定を行った44症例か
ら、年齢、性別、骨折型をマッチングさせた28例(V群)を抽出して対照群とし，臨床成績および
X線評価（Ulnar variance［UV］、Radial inclination［RI］、Step-off）について術後1年時
の矯正損失値および損失率を算出し両群について比較した。
【結果】
UVにおいて、矯正損失値は両群間で有意差を認めなかったが、矯正損失率はC群で有意に少なか
った（C：V群＝10.2 : 45.5%，p=0.002）。RIはどちらも両群に有意差はなかった。矯正損失値
ΔStep-offはC群で有意に少なかった(C：V群＝0.1 : 0.19, P=0.02)。握力、可動域、DASH
scoreは両群間で有意差はなかった。
【考察】
C3型DRFにおけるcolumn plateの併用は、手関節の軸圧が最もかかる月状骨窩のdorsal
marginal fractureであるDie-punch骨片を有する骨折型において術後矯正損失の予防に効果的
であった。一方Chauffer骨片については粉砕型であってもVLP単独で十分な固定力が獲得できて
いると考えられた。
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橈骨遠位端関節内骨折の3D-CT評価

○大西 正展1, 面川 庄平2, 清水 隆昌1, 藤谷 良太郎3

田中 康仁1

1奈良医大　整形外科, 2奈良医大手の外科講座, 3医真会八尾総合病院整形外科

【背景】
橈骨遠位端関節内骨折の関節内陥没骨片は整復困難であり、術前CTによる把握が重要である。
今回、3DCTを用いて関節内骨片の形態計測を行った。
【対象と方法】
平成24-28年の間で、徒手整復後にCT撮影された橈骨遠位端骨折症例で調査可能であった122 例
の関節内骨折を対象とした。術前3DCTにおける関節内骨折線のmappingを行い、Medoffの分類に
準じて骨片を評価した。関節内骨片(IF)、掌側月状骨窩骨片、尺背側骨片の発生率を調査し
た。IFの大きさ、舟状/月状骨窩に占める割合、最大転位量(Gap+Step)を計測した。舟状/月状
骨窩に占める割合は、CT冠状断面から舟状月状骨関節を境に舟状骨側が占める割合をscaphoid
facet比とした。
【結果】
男41例、女81例、平均年齢:63歳（range 12-91）。平均骨片数は3(range2-9)であった。IFは11
例(9%)、掌側月状骨窩骨片は53例(43%)、尺背側骨片は89例(73%)に認めた。IFを有する11例で
IFを15骨片(月状骨窩に限局(L-IF):7、舟状骨窩に限局(S-IF):3、両方(SL-IF):5)認めた。IF15
骨片の最大縦長×最大横長の平均はL-IF：11×9mm、S-IF: 10×11mm、SL-IF:8×12mmであっ
た。SL-IFの平均scaphoid facet比は0.36 (range 0.1-0.8)で、最大転位量の平均はL-
IF：2.1mm(range1.8-2.4)、S-IF：4.4mm　(range2.4-8)、SL-IF：3.3mm(range1.2-5.3)であっ
た。IFの存在は、骨片数と掌側月状骨窩骨片の存在の有無に有意な正の相関を示し
た。(r=0.48,  r=0.43、p＜0.001)
【考察】
Trumbleは関節内骨折をScaphoid/Lunate die punchに分類したが、3DCTを用いた詳細な報告は
ない。今回、関節内骨折の9%にIFを認めた。IFを認める症例は関節内粉砕例に多く、特に掌側
月状骨窩骨片と合併する傾向にあった。また舟状骨窩ほどIFの転位が大きくなる傾向があり、
整復困難となる可能性が示唆された。
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背屈型AO type C橈骨遠位端骨折に対する3D-CTに基づいた骨折型分
類と骨片の三次元的転位の解析

○信貴 厚生1, 岡 久仁洋1, 田中 啓之1, 栗山 幸治2

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星ヶ丘医療センター

【目的】
橈骨遠位端関節内骨折のCTに基づく骨折型分類は少なく,転位のパターンを三次元的に定量評価
した報告はほとんどない.我々は第58回学術集会にて背屈型関節内骨折の３D-CTによる分類と転
位の特徴について報告した.今回さらに症例数を増やし,骨折分類を改変し解析したので報告す
る.
【方法】
背屈型橈骨遠位端骨折（AO type C2,C3）54例のCTデータから三次元骨モデルを作成し評価し
た.骨折型は遠位橈尺関節（DRUJ）に骨折線を含む（type1）,含まない（type2）,さらに橈骨手
根関節（RCJ）の骨片数と骨折線の位置(subtype A,B,C,D）で分類した.骨片の転位については
RCJの掌尺側部分を含む骨片をkey fragment（KF）とし,遠位骨片の代表として近位骨片基準の
転位を評価した.また他の関節内骨片は関節内転位が臨床的にイメージしやすいようにKF基準の
相対的な転位を解析した.
【結果】
骨折型はtype1: 75.1%,type2: 24.1%であった. DRUJを含む関節内２骨片の1A（38.9%）で最も
多く,ついでDRUJを含む関節内粉砕型１D(16.7%)であった.近位骨片に対するKFの転位は全骨折
型で背屈,回内,橈屈する傾向であった.Type1では全例背尺側骨片を含んでおり,この骨片はKFに
対して回外,掌屈し,背尺側にtranslationしていた.また全骨折型でRCJ背側縁を含む骨片はKFに
対して掌屈,背側遠位にtranslationする傾向があった.
【考察】
DRUJを含む骨折型では背尺側の骨片は背側橈尺靭帯,背側橈骨手根靭帯に牽引され回外
し,sigmoid notchのくの字変形と,lunate facetの転位が生じる.RCJ背側の骨片は背側の靭帯、
関節包に牽引され掌側の骨片に対し掌屈,背側遠位にtranslationすることでRCJのくの字変形
と,骨折線にはgapとstep-offが生じると考えられる.Ligamentotaxisだけではこのような転位が
遺残する可能性があり,整復の際に注意が必要である.
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橈骨遠位端骨折術後の屈筋腱障害に対するリスク評価におけるCT-
scanの有用性

○徳武 克浩1, 水野 正昇1, 奥井 伸幸1, 浦野 秀樹1

平田 仁1

1市立四日市病院　整形外科, 2名古屋大学手外科

【目的】
橈骨遠位端骨折術後の屈筋腱障害に対するリスク評価において、単純X線とCT-scanとの有用性
を比較検討すること。
【対象と方法】
2005年10月から2015年8月の間に当院で手術加療を行った橈骨遠位端骨折患者503例のうち、術
後CTを撮影し、6か月以上経過観察可能であった94例99手を対象とし、プレート設置位置と屈筋
腱障害の関係を単純X線とCT-scanを用いて評価した。屈筋腱障害は屈筋腱断裂と屈筋腱刺激症
状と定義した。Soong分類、plate-to-critical line distance(PCL)、plate-to-volar rim
distance(PVR)、volar tilt、ulnar varianceを両モダリティで分析した。CTにおける評価は
FPL走行部を想定して行った。また、Soong分類、PCL、プレートと掌側骨皮質間のgapについて
両モダリティ間で比較を行った。
【結果】
屈筋腱障害例は5例のFPL断裂を含む17例（17.2%）存在し、これらをGroup A、残りの72例
（82.8%）をGroup Bとした。Group Aにおいて、統計学的有意にvolar tiltの不足、X ray-
PCL、CT-PCLの増加を認めた。また単純X線とCTとの比較にて、CT-scanで有意にSoong grade0の
症例が少なく、またX ray-PCLに比べCT-PCLが有意に大きかった（平均1.13mm）。Gapの評価で
は、統計学的有意差をもってCT-scanと単純X線で評価の解離を認め、CTでより鋭敏にgapの存在
をとらえていた。
【結論】
単純X線のみでは腱断裂リスクを過小評価する症例があり、選択的抜釘の決定時にはCTでのプレ
ートの掌側突出距離測定（CT-PCL）を行うことで、過小評価している症例を拾い上げることが
できる可能性がある。
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橈骨遠位端骨折の骨接合術における3D術前計画を用いたスクリュー
長選択の適正化

○十時 靖和, 吉井 雄一, 日下部 拓哉, 酒井 晋介
石井 朝夫

東京医科大学茨城医療センター　整形外科

【背景】
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（VLP）が広く普及している．一
方で不適切な内固定選択により腱断裂，関節内穿破などの合併症も報告されている．そこでVLP
を適正に設置するための3D術前計画ソフトウェアを開発した．本研究では，3D術前計画を用い
て骨接合術を行った橈骨遠位端骨折患者のスクリュー長選択を従来法と比較し，その有用性に
ついて検討した．
【対象と方法】
橈骨遠位端骨折でVLPによる骨接合術を行った症例の術前計画で，3D術前計画ソフトを用いた計
画群30例30手と，単純X線とテンプレートを用いた対照群17例19手を検討した．計画群ではCTの
DICOMデータから橈骨遠位部の3D画像を作成し，整復・プレート設置・スクリュー選択をシミュ
レーションした．対照群では健側X線を参考にテンプレートで計画した．術前計画を参考に骨接
合術を施行した．術後のCTから橈骨遠位部の3D画像を作成し，各遠位スクリューの軸に沿った
断面を描出した．プレートの橈骨接触面からスクリュー先端および背側皮質までの距離を測定
した．スクリュー長と背側皮質距離の比を求め，75～100%を適正，75%未満および100%以上を不
適正と判定した．各群の適正なスクリュー本数の比率を統計学的に比較した．
【結果】
遠位スクリューは計画群215本，対照群139本で, スクリュー長/背側皮質距離はそれぞれ平均
89.6±8.7%，92.0±8.0％であった．計画群では適正185本（86.0%），不適正30本（14.0%），
対照群では適正 104本（74.8%），不適正35本（25.2%）であった．適正なスクリューの比率は
対照群に対して計画群で有意に高かった（p=0.008）．
【考察】
対照群に対して計画群においてより適正なスクリュー選択がなされていた．3D術前計画は，VLP
の遠位スクリュー長の適正化に有用と考えられた．
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橈骨遠位端骨折内固定術における3D術前計画

○吉井 雄一1, 日下部 拓哉1, 十時 靖和1, 秋田 健一2

石井 朝夫1

1東京医科大学茨城医療センター　整形外科, 2LEXI株式会社

【背景】
橈骨遠位端骨折に対する骨接合術を適正に行うための3D術前計画ソフトウェアを開発した。今
回、橈骨遠位端骨折患者の3D術前計画による整復位と内固定選択・設置が、実際の骨接合術に
おいてどの程度再現できるか調べた。
【方法】
橈骨遠位端骨折に対して3D術前計画を用いて骨接合術を施行した18例18手関節を対象とした。
術前に患側手関節のCTを撮像し、DICOMデータから橈骨遠位部の3D画像を作成した。3D画像をも
とに骨折整復と内固定選択・設置のシミュレーションを行った。その後、全身麻酔下に骨接合
術を施行した。手術中はX線透視画像と術前計画画像を対比して整復および内固定を行った。術
前計画と術後の3D画像におけるVolar tilt (VT)、Radial inclination (RI)を計測した。また
3D橈骨前後像のプレート中心軸における橈骨遠位関節面からプレート遠位端までの距離（縦位
置）と最近位スクリューホールの中心から橈骨橈側縁までの垂直距離（横位置）、橈骨軸に対
してのプレート軸の傾きを計測した。さらに術前計画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。各計測項目の術前計画と術後の相関を級内相関係数(ICC)で評価した。
【結果】
VT、RIのICCは0.61** 、0.51*であった。プレートは全て術前計画のサイズを選択していた。縦
位置、横位置、プレート軸の傾きそれぞれのICCは0.50*、0.62*、0.39であった。スクリュー選
択のICCは遠位：0.74**、近位：0.90**であった。（*: P＜0.05, **: P＜0.01）
【考察】
3D術前計画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。プレ
ートおよびスクリュー選択に高い相関がみられたことから、3D術前計画は橈骨遠位端骨折の内
固定選択に有用と考えられる。一方で、整復位とプレート設置位置の再現性が今後の課題と考
えられた。
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橈骨遠位端関節内骨折に対する術中 3DCTナビゲーションの有用性-
透視下手術との比較検討-

○金城 養典1,2,3,4, 日高 典昭2, 矢野 公一1, 恵木 丈4

高松 聖仁3

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

3淀川キリスト教病院整形外科, 4済生会中津病院整形外科

【目的】
術中3DCTナビゲーション(iCTN)とは，術中CT撮影を行い3次元画像を参照ながらナビゲーション
を行う新しい手術手技である．橈骨遠位端骨折（DRF）に対するiCTNの有用性について，従来の
透視下手技と比較し検証したので報告する．
【方法】
症例はiCTN下に観血的整復固定術（ORIF）を行ったDRF 13例（N群，男：女＝5,8 平均年齢
57歳）で，対照として，性・年齢（＜±5歳）・骨折型をマッチングした13例（F群，男：女＝
5:8，平均年齢59歳）を抽出し対照とした．これらの2群について，手術時間，臨床評価として
握力（％健側比），関節可動域（ROM）を計測し，Mayo wrist score (MWS)にて評価した．X線
評価としてulnar variance（UV），volar tilt（VT)を計測して術後矯正位損失を算出し比較し
た．また，術後CTで遠位螺子の挿入位置を評価した．
【結果】

手術時間で2群に差はなかったN群はF群に比べて握力の回復が有意に優れていた（N:F=85:67%,
p＜0.05）．ROM，MWSは差がなく，DASH scoreはN群で低い傾向にあったが有意差はなかった．
最終経過観察時のUVはN群で有意に少なく（N:F=1.0:1.6 mm, p＜0.05），△UVもN群で有意に少
なかった（N:F=0.5:1.1 mm, p＜0.05）． F群の2例に螺子の関節内穿孔を認めた．
【結論】
関節内DRFに対するORIFにおいて，iCTナビゲーションを利用することにより，術後の整復位損
失を軽減させ，握力の回復を向上させることができた．
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非駆血下での橈骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレート固定
は術後腫脹を軽減する

○岡田 恭彰, 木場 健, 黒田 栄史

聖路加国際病院　整形外科

【目的】
橈骨遠位端骨折術後の手指拘縮の報告は散見されるが、駆血との関連性に言及した報告は少な
い。我々は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を駆血帯を使用せずに施行
している。また術後腫脹の評価を鈴木らの方法に準じてリングゲージを用いて行っており、そ
の関連性について報告する。
【方法】
2016年1月から8月までに当院で手術を施行した橈骨遠位骨折54例のうち、掌側ロッキングプレ
ート固定術を施行した26例（非駆血群：13例　駆血群：13例）を対象とした。手術時間、有害
事象、リングゲージを用いた術後腫脹、握力、術後機能評価について検討した。
【成績】
手術時間は非駆血群で長くなる傾向にはあったが、有意差はなかった。両群ともに有害事象は
認めなかった。リングゲージを用いた術後の腫脹評価では、術後1日目の腫脹は非駆血群で有意
に低く(p＜0.05)、健常側と同径になるまでの日数も短かった。握力、術後機能評価では有意差
はなかったが、非駆血群の方が回復が早い傾向にあった。
【結論】
橈骨遠位端骨折における非駆血下での展開は駆血群と比較し時間はかかるが十分に行うことが
可能であり、有害事象も生じなかった。術後手指拘縮の予防には浮腫を防ぐことが重要である
が、非駆血下にatraumaticな展開を行い、止血を十分に行うことが術後腫脹予防に重要である
と考えられた。骨折部からの出血に関しても問題なることはほとんどなかったが、掌側の展開
前に透視下にintrafocalに整復を行うことで骨からの出血を伴う整復操作を軽減できたことも
一因と考えられた。
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定：人口骨補填
の有無による治療成績の多施設無作為化比較試験

○長田 伝重1,2

1獨協医科大学日光医療センター　整形外科

2日手会学術研究プロジェクト橈骨遠位端骨折RCTチーム

【目的】
日手会学術研究プロジェクトとして橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート（VLP）法
における多施設前向き無作為化比較試験（RCT）を行い、人工骨補填の有無により治療成績に違
いがあるかを明らかにすること。
【対象と方法】
2009年からの3年間に研究者の施設（琉球大学、日本医科大学、八尾総合病院、獨協医科大学、
筑波大学、横須賀北部共済病院、東邦大学医療センター大橋病院、日本医科大学武蔵小杉病
院、大阪大学、聖マリアンナ医科大学、駿河台日本大学）において、橈骨遠位端関節内骨折75
例を無作為に人工骨なし群、顆粒状β-TCP補填群、ペースト状α-TCP補填群に分け、VLP固定術
を行った。使用プレート（DRV Locking、Steller、DWP、SmartLock）は術者が適宜選択した。
臨床評価は術後3、6、12か月にそれぞれ疼痛、可動域、健側比握力、DASH、PRWEを行い、X線評
価は術直後、骨癒合時、12か月時のRI、UV、VT、ΔRI、ΔUV、ΔVT、 step-off、gapを計測し
た。以上の各項目について多重比較検定を行った。なお、症例の割り振り、データの収集と計
測、統計処理は治療に直接関与していない研究者が行った。
【結果】
術後12か月までデータのすべて揃っていた症例は1群9例、2群24例、3群14例であった。すべて
の臨床評価とすべてのX線評価の項目について、3群間で経時的変化に有意差はなかった。骨癒
合期間、12か月時のすべての臨床評価とすべてのX線評価の項目において、3群間に有意差はな
かった。
【考察】
橈骨遠位端関節内骨折に対するVLP固定法では、人工骨の有無により臨床成績に差はなかった。
しかし、follow-up率は僅か60％であり、高いエビデンスレベルの研究とはならなかった。
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Dry arthroscopyを併用した橈骨遠位端関節内骨折治療

○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】
橈骨遠位端関節内骨折における関節鏡の有用性が報告されているが、従来の潅流液を使う方法
ではcompartment症候群発生のリスクがあり、弾性包帯などの予防法が行われてきた。演者らは
Pinalらの報告したdry arthroscopyを行っているのでその成績、合併症などにつき報告する。
【対象と方法】
対象は2015年8月から2016年7月までに本法を施行した37例。男7例・女30例、平均年齢66歳。骨
折型はA-O C2 10例・C3 27例、術後経過観察期間は平均7か月であった。
手技：透視下に整復後掌側ロッキングプレートを仮固定しdry arthroscopy施行。主に鏡視は
6R、関節面の整復は3/4を使用。プレート遠位仮止め穴などから鋼線刺入し骨片を安定させ、透
視下に遠位locking screw (pin)を挿入。
各症例につき鏡視下整復状態、合併症、X線計測、関節可動域、握力、Mayo modified wrist
score、患者立脚型評価を調査した。
【結果】
鏡視下整復を要したのは19例(51％)であり、全例でgap、step-offとも2 mm以内となった。術後
合併症は手根管症候群2例、手指拘縮1例、手掌基部一過性しびれ1例、水疱形成2例。術中大き
な合併症はなかったが、シェーバーの目詰まり、レンズの曇りは頻発した。術後X線計測値の平
均はVT 5度、RI 21度、UV 1.3 mm。健側比較での術後平均可動域は背屈・掌屈92％・82％、回
外・回内95％・97％、握力は平均81％であり、MMWSはGood以上が16例でPoor例はなく、PRWE・q
-DASHはそれぞれ中央値10点・6.8点であった。
【考察】
Dry arthroscopyの利点としてcompartment症候群予防の他水泡による視野障害回避、皮神経損
傷予防、そして重要なものに感染リスクの軽減がある。今回の使用経験では軽微なトラブルは
あったものの比較的良好な視野で整復操作が可能であり、本骨折の治療に有用な手技であるこ
とが確認できた。
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高齢者橈骨遠位端骨折に対するMicronail髄内釘固定の合併症とその
対策

○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

【背景】
橈骨遠位端骨折に対する髄内釘固定は掌側ロッキングプレート固定と比較して優劣の無い臨床
成績が得られ、プレート固定で問題となる屈筋腱障害を低減する。しかし髄内釘刺入部の橈骨
神経症状などが報告されている。今回我々は髄内釘を用いて治療した橈骨遠位端骨折の合併症
と、その対策について報告する。
【対象と方法】
対象は髄内釘によって加療した橈骨遠位端骨折患者のうち術後6か月以上経過観察可能であった
73例。骨折型はAO分類A型49例C型24例。平均年齢70.6歳で平均経過観察期間は341日。これらの
症例につきMckayらの報告するcomplication checklistを用いて、合併症を調査した。
【結果】
神経合併症として、橈骨神経浅枝障害は軽微なものも含めて7例(9.6%)に認めた。手根管症候群
の発生を2例(2.7%)に認めたが、いずれも手根管開放を要さずに保存的に治癒した。腱合併症と
して手関節周囲の腱滑膜炎や腱断裂を起こした症例はなく、抜釘を要した症例はなかった。患
側のばね指に対して腱鞘内注射を行った症例が3例(4.1%)に認められた。骨関節合併症として骨
折部の掌屈転位が1例(1.4%)で見られ変形癒合したが、術後1年で良好に機能回復し矯正骨切り
を要さなかった。全体として17.8%の合併症発生率であったが、抜釘を含めた再手術を要する合
併症を認めなかった。
【考察】
橈骨神経浅枝の症状は皮下組織から剥離しない愛護的な展開が重要である。手根管症候群の発
生は諸家の報告と比べて同等であった。骨折部周囲の腱障害を起こした症例や抜釘を行った症
例はなく腱障害の低減には有用であった。骨折部の再転位は脆弱な骨の髄腔に対しては髄腔占
拠率を高めるサイズの選択が重要である。
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橈骨遠位端骨折変形治癒例に対する矯正骨切り術の治療経験

○今泉 泰彦1, 加地 良雄2, 中村 修2, 山口 幸之助2

橋本 靖1

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】
橈骨遠位端骨折は必ずしも解剖学的治癒が得られず変形治癒を残し、愁訴を残す場合がある。
今回橈骨遠位端骨折変形治癒例に対し橈骨矯正骨切り術を行った例につき検討した。
【対象と方法】
対象は橈骨遠位端骨折変形治癒例10例で男性5例、女性5例で平均年齢50.6歳であった。背側転
位型7例、掌側転位型3例であった。受傷から手術までの待機期間は平均5.4か月であった臨床評
価としてCooney’s wrist scoreを用いて評価し、X線評価としてvolar tilt, radial
inclination, ulnar varianceを用いた。
【結果】
Cooney’s wrist scoreでは術後76点とまずまずの結果であった。背屈転位型76.4点、掌屈転位
型75点と術前の転位による成績の差はなかった。X線評価ではVTは背側転位型では術前平均-
23.9°から術後平均5.3°、掌側転位型では術前平均28°から術後平均11.7°とそれぞれ改善し
た。RIは術前平均13.2°から術後平均20.8°にUVは術前平均5.4mmから術後平均1.1mmと改善し
た。合併症としては術後経過中に長母指伸筋腱断裂を2例に認め、2例ともに背屈転位型の症例
であった。
【考察】
Cooneyらは橈骨遠位端骨折保存療法適応例で31％の例で何らかの愁訴を有し、これらは橈骨の
短縮、整復後骨片転位例に多く見られたとしており解剖学的整復位の重要性について述べてい
る。愁訴の残存した橈骨遠位端骨折変形治癒例に対する矯正骨切り術は比較的成績良好であ
り、治療の選択肢となりうる。ただし経過中に長母指伸筋腱断裂を2例認めたことより、術中操
作に気をつけることや、橈骨には軸転位の矯正を行い、尺骨短縮骨切り術の併用も１つの方法
かもしれない。
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背側転位型橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の治療成
績－骨移植法による比較－

○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】
掌側ロッキングプレートを用いた背側転位型橈骨遠位端骨折変形治癒の治療成績を調査し、海
綿骨移植群と人工骨移植群で比較したので報告する。
【方法】
2009年3月から2016年3月までに手術を行なった14例14手を対象とした。男性4手、女性10手で、
平均年齢は70歳であった。受傷から手術までの期間は平均6.4か月、術後経過観察期間は平均13
か月であった。手術は全例で掌側より骨切りし、掌側ロッキングプレート固定を行った。海綿
骨移植（以下C群）を行ったのが9例、人工骨（β-TCP）移植（以下A群）を行ったのが5例であ
った。検討項目として、骨癒合の有無、関節可動域、X線評価（術前後のVT, RI, UV）、臨床評
価（Mayo modified wrist score、DASH score）を調査し、C群とA群で比較した。
【結果】
骨癒合は全例に得られた。関節可動域(背屈、掌屈、回内、回外)は術前平均
46°,32°,68°,73°が調査時平均74°,66°,89°, 88°に改善した。術前後のX線評価(VT,
RI, UV)では術前平均-20°,5.5°, 5.5mmが調査時平均6.9°, 20.1°, 2.1mmに改善した。矯正
損失を軽度に認めた例はあったが、再手術例はなかった。Mayo modified wrist scoreは術前平
均53点が術後平均91点と改善した。DASH scoreは術前平均43が術後平均8へ改善した。C群とA群
で関節可動域、X線評価、臨床評価で有意差はなかった。
【考察】
掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折変形治癒に対する治療では、より侵襲の少な
い人工骨移植でも海綿骨移植と差がなく十分対応できると思われた。
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橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術: 背側侵襲背側固定
法と掌側侵襲掌側固定法の比較

○中村 俊康1,2, 阿部 耕治1,2, 鎌田 雄策3, 山部 英行4

別所 祐貴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足利赤十字病院　整形外科, 4済生会横浜市東部病院　整形外科

5済生会宇都宮病院　整形外科

【目的】
背側型橈骨遠位端骨折変形治癒に対する背側侵襲背側矯正固定法（背側法）と掌側侵襲掌側矯
正固定法（掌側法）の比較を行った．
【方法】
対象は29例29手（男10，女19），右14，左15，手術時年齢は14-73歳（平均52.5歳）であった．
背側法を施行した症例は15例（男6，女9，右7，左8，平均年齢51.5），掌側法は14例（男4，女
10，右7，左7，平均年齢53.6）で，全例で腸骨移植を行った．内固定材は背側プレートはAO
2.0Tプレートのダブル使用7，AO 2.4Tプレートのダブル使用6，ACEシンメトリープレート2で,
掌側プレートはすべてvariable angleのロッキングプレートでナカシマHand50 1、ストライカ
ー・スマートロック1、APTUS 2.5 correction plate 12であった．骨癒合，X線評価，合併損
傷，臨床成績（Modified Mayo Wrist Score）を比較検討した。
【結果】
28例で骨癒合は得られたが，背側法1例で背屈型変形治癒となり、掌側プレート固定+骨移植術
を施行し骨癒合を得た．Ｘ線評価ではpalmar tiltは術前平均-20.1°（背側法-22.4°，掌側法
-19.1°）から術後平均2.9°（背側法-3.5°，掌側法4.2°），radial inclinationは術前平均
16.3°から術後平均19.4°，ulnar varianceは術前平均3.5 mmから術後平均1.4 mmへと改善し
た．矯正損失は背側法2例に生じ，その原因はプレート折損1，スクリュー折損1で，掌側群では
プレート折損、スクリューの緩みや矯正損失を認めなかった．術後に長母指伸筋腱断裂を掌側
群1例に認め，抜釘時に腱移行術を施行した．合併損傷はTFCC損傷5，関節拘縮2であった．臨床
成績は背側法は優3，良7，可4，不可1，掌側法では優7，良7と掌側法が良好であった．
【まとめ】
背側転位型橈骨遠位端変形治癒に対する掌側法は矯正損失がなく，長母指伸筋腱断裂を1例生じ
たが，良好な臨床成績が得られた．
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橈骨末端骨折に対する術後疼痛管理～多剤カクテル注射を使用して
～

○安藤 佳幸1, 曽我部 祐輔2, 安田 匡孝3

1白庭病院　整形外科, 2大阪府済生会中津病院　整形外科, 3馬場記念病院　整形外科

【目的】
多剤カクテル注射とは機序の異なる複数の薬液を局注し疼痛管理する方法である．2006年Busch
らにより報告され，本邦でも2010年以降人工関節置換術後に対する有効性が注目され多数の報
告がある．しかし，手外科領域に関する報告は極めて少ない．我々は橈骨末端骨折術中に多剤
カクテル注射を使用し，その有効性について調査した．
【方法】
前向き研究．2015年8月以降，全身麻酔下に観血的整復固定術を施行した橈骨末端骨折26例
（57.5歳，男7女19，右10左16）を手術時期により多剤カクテル注射を使用するC群と使用しな
いnon-C群に振り分けた．C群にはロピバカイン，ケトプロフェン，メチルプレドニゾロン，エ
ピネフリン，生理食塩水（合計15ml）を術中展開する軟部組織（皮下，筋膜，骨膜）に局注し
た．評価は術後24時間の鎮痛坐剤およびペンタゾシン注射の使用，術前・術後3・24・48時間・
1・2週の安静時VAS，術後1・2週・3ヶ月のDASH scoreおよび手関節可動域（健側比）を各群で
比較した．
【結果】
C群14例，non-C群12例であった．術後24時間の坐剤もしくはペンタゾシン使用はC群6例，non-C
群11例でC群が有意に少なかった．またC群は術後48時間の安静時VASで有意に低く，術後1週の
DASH scoreで有意に小さく，術後3ヶ月の可動域（伸展，回内，回外）で有意に大きかった．
【考察】
多剤カクテル注射の使用は術後24時間の鎮痛坐剤もしくはペンタゾシン注射の追加投与を減じ
ることができた．安静時VASおよびDASH scoreの結果も踏まえて，橈骨末端骨折に対する多剤カ
クテル注射の使用は術後早期の疼痛管理に有効であった．術後3ヶ月時の可動域において有意な
差を認めたが，今後さらに症例数の増加と評価時期の延長によって長期的な影響の有無も調査
したい．
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橈骨遠位端骨折における手根管内圧の変化と正中神経障害

○里中 東彦1, 辻井 雅也2, 吉田 格之進1, 鈴木 慶亮1

原 隆久1

1市立伊勢総合病院　整形外科, 2三重大学大学院　運動器外科学

【目的】
橈骨遠位端骨折(DRF)後の正中神経障害の発生頻度は0～23％と報告されているがその発生機序
はいまだ明らかではなく，われわれはDRF後の手根管内圧の変化について報告してきた．今
回，DRF後の手根管内圧の変化と正中神経障害との関連性について検討したので報告する．
【対象と方法】
DRFに対して手術を施行した55例56手を対象とした．男性11例，女性44例，手術時平均年齢68歳
で，AO分類ではtype-A:29手，type-B:1手，type-C:26手であった．手術は全例で掌側ロッキン
グプレートにて内固定を行い，手術直前および内固定直後にCTPを測定した．正中神経固有支配
領域にしびれを認めるものを正中神経障害ありとしてCTPとの関連につき検討した．
【結果】
11手で受傷直後より正中神経領域のしびれを認め，3手で術後もしびれが残存していた．骨折型
でみるとtype-Aとtype-Cにおけるしびれの発生率はそれぞれ24.9%，15.3%と有意差はなかっ
た．平均CTPは術前52.4mmHg，術後10.9mmHgで有意に改善した．Type-Aおよびtype-Cの術前CTP
は43.6mmHg，62.9mmHgで有意差はなかった．また，しびれ無し(N)群と有り(S)群でみると平均
年齢はN群69歳，S群63歳で有意差はなく，術前CTPはN群45.2mmHg，S群81.7mmHgとS群で有意に
高かったが，術後ではN群9.8mmHg，S群15.4mmHgで有意差はなかった．
【考察】
今回の結果では正中神経障害と年齢，骨折型では明らかな関連性は認めなかったが，正中神経
障害を有する症例の手術前CTPは有意に上昇しており，正中神経障害の発生には受傷早期のCTP
の急激な上昇が関連している可能性が示唆された．またGelbermanらの報告によるとCTPが40～
50mmHgで正中神経障害の危険性があり，本症例の半数以上で術前40mmHg以上であったことを考
えると，DRF後には潜在性の正中神経障害が存在している可能性がある．
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橈骨遠位端骨折受傷時における長母指伸筋腱損傷の調査

○内藤 聖人1, 杉山 陽一1, 木下 真由子1, 岩瀬 嘉志2

金子 和夫1

1順天堂大学 医学部 整形外科

2順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター整形外科

【はじめに】
 我々は、「長母指伸筋（EPL）腱損傷は橈骨遠位端骨折受傷時にすでに生じているのではない
か、またその理由はEPL腱と背側骨片との干渉による物理的要因ではないか」、という仮説を立
てた。そこで、橈骨遠位端骨折に対する骨接合術の際にEPL腱を目視確認することで受傷時にお
けるEPL腱損傷の有無、その頻度そして程度について調査した。
【対象と方法】
 当院で手術治療を受け、本研究に同意した橈骨遠位端骨折患者が対象である。対象は25例
（男：5例、女：20例、平均年齢 56歳）、全例橈骨背側天蓋骨片を有する骨折であった。掌側
ロッキングプレート固定を行う際に第3コンパートメントを展開し、EPL腱損傷を目視で観察し
た。EPL腱の損傷形態を1:なし、 2: fibrillation、3: lacerationと分類し、さらに EPL腱床
の骨膜損傷の有無も調査した。
【結果】
 EPL腱損傷は1:なし (12%)、 2: fibrillation (52%)、3: laceration (36%)と、88%で肉眼的
損傷を認めた。また全例でEPL腱床の骨膜損傷を認めた。手術時EPL腱は伸筋支帯背側へ脱臼さ
せており、術後経過観察中にEPL腱損傷を認めた症例はなかった。
【考察】
 本研究の結果から背側天蓋骨片を有する骨折ではEPL腱は高率に（88%）橈骨遠位端骨折受傷時
に損傷することが判明した。EPL腱周囲の環境を外科的に整えることは腱の変性断裂を予防する
可能性が示唆された。背側天蓋骨片を有する橈骨遠位端骨折の場合にはEPL腱の保護を同時に検
討しても良いと考えている。
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2-9-LS16

女性疾患としての手外科疾患について

○平瀬 雄一

四谷メディカルキューブ　手の外科・マイクロサージャリ―センター

手根管症候群、ばね指、ドケルバン病、ヘバーデン結節、ブシャール結節などは手外科診療で
非常に良く遭遇する疾患であるが、これらの疾患には閉経前後以降あるいは産後授乳期の患者
が多いことは経験的に知られており、その臨床症状や訴えには類似点が多い。その背景にある
ものは女性ホルモンの一部であるエストロゲンの血中濃度の急激な減少である。エストロゲン
はエストロゲン受容体と結合することで、子宮内膜や滑膜の腫脹を抑える。エストロゲン抗体
は子宮だけでなく全身に存在することがわかっており、腱や腱鞘周囲あるいは関節周囲の滑膜
にも多く存在している。エストロゲンが減少すれば腱や腱鞘周囲の滑膜が腫脹し、ばね指が起
こり、手根管内で腫れた屈筋腱が正中神経を圧迫すれば手根管症候群が起こる。また、腫れた
屈筋腱によりＡ１滑車で狭窄が起これば浅指屈筋腱は強くＰＩＰ関節を引っ張るためＰＩＰ関
節の腫脹や疼痛の原因となる。放置すればブシャール結節を引き起こす。これが、ともにエス
トロゲン抑制状態にある産後・授乳期と更年期に類似症状が起こる背景である。エストロゲン
の低下が招いてはいるが、更年期でのピルの投与は血栓症の危険があり、乳癌の発がん性の可
能性も残る。最近、更年期の諸症状を緩和させる目的でエクオールの効果が注目されている。
エクオールは発酵させた大豆イソフラボンでエストロゲンと類似した効能を持つものの、乳癌
には抑制的に働く。日本人は50%が体内でエクオールを産生出来ないことが分かっている。エク
オールのエストロゲン類似作用が滑膜の浮腫を抑制して、更年期によく見られる低エストロゲ
ン由来の多発する腱鞘炎・関節炎の緩和と発症・再発予防に効果が期待できる。
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2-9-29

橈骨遠位端骨折におけるロッキングプレート術後の整復位の変化-ト
モシンセシスによる評価-

○磯部 文洋1, 山崎 宏1, 宮岡 俊輔1, 橋本 瞬2

伊坪 敏郎1

1相澤病院　整形外科, 2長野市民病院　整形外科

【背景】
 ロッキングプレートは角度保持性があり整復位の保持が良好である。しかし橈骨遠位端関節内
骨折において、関節面の整復位が術後も保持されているかは不明である。トモシンセシスとはX
線テレビシステムで、1回の撮影で数十枚の連続断層画像が得られ、被爆や金属性アーチファク
トが少ない。
【目的】
 橈骨遠位端関節内骨折におけるロッキングプレート手術での関節面の整復位が、術後も保持さ
れているかを、トモシンセシスによる評価を用いて明らかにする。
【研究デザイン】
 単施設前向きコホート研究。
【対象】
 橈骨遠位端関節内骨折に対してロッキングプレート手術を行った40手。
【方法】
 トモシンセシスと手関節単純X線を、術翌日と12週に撮影し、関節面の整復位の保持を評価し
た。
【評価】
 トモシンセスではGap(mm)・Step(mm)・遠位スクリューと背側皮質骨の距離(mm)・関節内への
スクリ ュー逸脱を計測した。Gap・Stepの測定部位は、舟状骨窩・月状骨窩における矢状面で
のGap・Stepが  最も大きい場所とした。手関節単純X線ではvolar  tilt(°)・radial
inclination(°)・ulnar  variance(mm)を計測した。
【結果】
 術翌日と12週で整復位に有意な変化は無かった。術翌日と12週のGapは0.7±0.1と0.5±0.1
(P=.31)、Stepは0.2±0.1と0.1±0.1  (P=.33)、volar  tiltは7.5±0.6と6.6±
0.7(P=.25)、radial inclinationは 23.9±1.9と 26.3±5.1(P=.76)、ulnar varianceは0.3±
0.2と0.7±0.2(P=.12) であった。関節内に逸脱 したスクリューは無かった。
【考察】
 トモシンセシスによる評価では、関節面の整復は術後12週で良好に保持されていた。
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2-9-30

橈骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷の評価―DRUJ術中ストレス撮
影の検討―

○加藤 宗一1, 佐伯 総太2, 落合 聡史1, 隈部 香里1

鈴木 香菜恵1

1愛知厚生連　江南厚生病院　整形外科, 2名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

【目的】
橈骨遠位端骨折(DRF)に合併したTFCC損傷が見過ごされ、疼痛の遷延や機能障害を来す症例を経
験する。不安定性評価のためにDRUJストレス撮影を施行し、その有用性について検討した。
【方法】
20014年8月から2年間、DRFに対し掌側ロッキングプレートを用いて骨接合を行った140例のう
ち、術中DRUJストレス撮影および手関節鏡での評価が可能であった81例を対象とした。DRUJス
トレス撮影は肘90°屈曲、回内外中間位にて尺骨に刺入したKワイヤーを10ポンドで尺側に牽引
した際のDRUJ関節裂隙測定値をneutralの値で除して算出した。TFCCの不安定性はプローブ操作
にてトランポリン効果ないしフックテストで明らかな不安定性があるかどうかを確認した。不
安定性あり群(A群)、不安定性なし群(B群)におけるストレス撮影を比較し、また、ロジスティ
ック回帰分析にて不安定性に影響する項目の有無を検討した。
【結果】
症例はA群15例、B群61例、平均年齢はそれぞれ70(±8)歳、64(±15)歳、骨折型はAO分類で
A3：4例対12例、B1：0例対1例、C1：0例対2例、C2：5例対26例、C3：６例対25例で、尺骨茎状
突起骨折の合併はそれぞれ7例、40例で、基部での骨折はそれぞれ4例、23例であった。症例内
訳に統計学的有意差はなかった。ストレス撮影でのDRUJ開大率はA群2.2(±0.6）、B群
1.9(±0.8)で有意差があった(P=0.015)。ロジスティック回帰分析ではulnar varianceと尺骨茎
状突起骨折転位有無が候補として上がったが、いずれも有意な値ではなかった。
【考察】
骨接合後にDRUJストレス撮影を行うことで、不安定性を伴うTFCC損傷の存在をある程度推定し
うると考える。しかし比較的高齢な症例が多く、変性断裂が多く存在することから、修復を必
要とする新鮮損傷を同定するのは困難であると考える。
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2-9-31

手掌受傷型橈骨遠位端骨折の有限要素解析

○東山 祐介1,2, 川崎 恵吉1, 伊能 教夫3, 松本 一磨3

稲垣 克記1

1昭和大学　医学部　整形外科学講座, 2昭和大学江東豊洲病院

3東京工業大学　工学部　機械科学科

【はじめに】
Smith (1847)は、掌側転位型のSmith骨折は手関節掌屈位で手背をついて転倒した際に起こると
報告している。しかし我々は、手関節背屈位受傷で、手掌をついたと思われる掌側転位型橈骨
遠位端骨折例を多数経験し、その臨床成績について報告してきた。今回は、有限要素解析を用
いて手掌をついて受傷した際の橈骨遠位における骨折の危険性に関する解析を行ったので報告
する。
【対象と方法】
正常手関節CT画像より橈骨を抽出し、橈骨遠位端の有限要素モデルを作成した。各要素のヤン
グ率は、CT値の３乗に比例する関係式より算出した。有限要素モデルの力学条件として、手関
節周囲解剖図と受傷時肢位より外力の方向と大きさを推定した。次に関節面内に生じる反力を
月状骨窩関節面の近似球面を設定し与えた。上記の境界条件で橈骨遠位端の応力解析を行い、
骨体の破壊の危険性を示す指標「相当応力／骨強度」の分布を算出した。
【結果】
時速20、40、80km/hでの手関節背屈位転倒における「相当応力／骨強度」は転倒時速度増加に
伴い掌側への骨傷の範囲が拡大する結果となった。更に転倒時の速度が増加すると共に、掌側
から背側に骨折の危険性が及ぶことが示唆された。
【考察】
掌側転位型のSmith骨折は手掌をついて起こると推測された。更に解析結果より、低速での受傷
は掌側Barton型、高速での受傷は粉砕Smith型の傾向となる可能性が示唆された。しかしながら
今回は単体のモデルのみでの解析である。今後、若年者や高齢者モデルの比較の検討、かつ複
数の骨モデルでの検討を要すると考える。
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2-9-32

橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端の保存治療

○佐藤 光太朗, 村上 賢也, 古町 克郎

岩手医科大学整形外科

【はじめに】
 尺骨茎状突起を除いた尺骨遠位端骨折（DUF）は軸転位のある橈骨遠位端骨折（DRF）にしばし
ば合併する。DRFには掌側プレートが行われるが、DUFに対して確立した治療法はない。我々の
治療方針は橈骨を固定後に尺骨の軸転位が矯正された場合には、多少の変位は許容して手術は
行わず、外固定は2週間以内に除去する方針である。
【対象】
DRFに伴うDUF22例のうち、DUFの手術を要したのは2例であった。その2例を除く、保存治療した
DUF20例、男性2例、女性18例、平均年齢74.4歳を対象とした。Byani分類は
１：8例、２：3例、3：5例、４：3例であった。画像評価はX線における骨癒合の有無、術直後
と骨癒合時の尺骨短縮（UV）量を評価した。臨床成績は長期経過観察できた9例（観察期間19～
63か月、平均35.6か月）のDASHscore、可動域、尺側部痛を評価した。
【結果】
骨癒合は全例で得られ、術直後から2mm以上短縮したのは2例であった。DASHscoreは平均3.9、
平均可動域は掌屈58度、背屈72度、回内85度、回外85度であった。尺側部痛は安静時、労作時
ともに全例VAS０であった。
【考察】
DUFの治療は鋼線髄内固定やプレート固定、粉砕型については遠位端切除を行う報告もある。今
回、DUFは保存治療で骨癒合が得られ、過度の短縮は認めなかった。橈骨の整復により尺骨が矯
正される場合は、遠位橈尺関節の安定性が保たれていることが示唆された。若年者や男性は今
後の検討が必要であるが、高齢女性に発生したDRFに伴うDUFの治療方針は軸転位が矯正された
場合は保存治療でよいと考えられた。
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2-9-33

なぜ橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折は保存的加療が可能
なのか

○筒井 完明, 川崎 恵吉, 根本 哲也, 稲垣 克記

昭和大学医学部整形外科学講座

【はじめに】
尺骨は前腕の回内外の回転軸となるため、成人の尺骨骨幹部骨折の治療に関しては解剖学的修
復が推奨されている。一方、橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に関しては骨接合や保
存療法など様々な報告がなされており、一定のコンセンサスが得られていないのが現状であ
る。今回、橈骨遠位端骨折に合併した尺骨骨折の骨折部位と解剖学的位置について考察したた
め報告する。
【対象と方法】
橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の患者21名、21手の骨折における尺骨関節面から骨
折部の最近位までの長さを計測し平均値を算出した。また、健常な成人女性30名の尺骨茎状突
起から肘頭の長さを計測し、Nodaらの新鮮凍結屍体の実験結果に基づき、前腕骨間膜のDistal
oblique bundle(以下、DOB)の付着部を全長の15％として算出した。
【結果】
尺骨遠位端骨折の関節面からの距離は平均22.5mm(10.6∽34.6)であった。また、尺骨の長さは
平均235mm(230∽240mm)、DOB付着部までの距離は35.2mmと算出された。
【考察】
橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折は骨質が脆弱なことが多く、強固な固定が困難な場
面に遭遇する。橈骨が強固に固定されていれば尺骨は保存療法で角状変形を残しても臨床成績
は良好という報告がある。今回我々は骨間膜による前腕の安定化機構が尺骨遠位端骨折の保存
療法の好成績に寄与していると考え、解剖学的観点から尺骨遠位端骨折について検討した。結
果として、日本人における橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折は関節面より約35mm以遠
に多い傾向があった。この結果より、橈骨が解剖学的に整復されて安定している状況下であれ
ば、尺骨遠位端骨折は比較的安定していると考えられ、保存療法が治療法の一つとして有用で
あることが示唆された。
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2-9-34

掌側月状骨窩骨片を伴う掌側転位型橈骨遠位端骨折に対する
Variable Angle LCP Volar Rim Plateの使用経験

○鈴木 志郎1, 藤田 浩二2, 宮本 崇3, 二村 昭元3

1多摩北部医療センター　整形外科

2東京医科歯科大学　大学院医師学総合研究科　整形外科学分野

3東京医科歯科大学　大学院医師学総合研究科　運動器機能形態学講座

【背景】
橈骨遠位端骨折に対する従来の掌側ロッキングプレート固定では、小さな掌側月状骨窩骨片を
保持できずに、術後に掌側亜脱臼をきたす症例が散見され、掌側ロッキングプレート単独固定
での限界が指摘されている。そのような症例に対処するため、Watershed lineを超える遠位設
置の掌側ロッキングプレートが開発された。今回、われわれは、DePuy Synthes社のVariable
Angle LCP Volar Rim Distal Radius Plate 2.4(Rim plate)を、その最もよい適応と考える掌
側月状骨窩骨片を伴う掌側転位型橈骨遠位端骨折に対して使用したので、その治療成績を報告
する。
【対象と方法】
Rim plateを使用して骨接合術を行った掌側月状骨窩骨片の縦径が15mm以下(平均11.6mm)の掌側
転位型橈骨遠位端骨折5例を対象とした。手術時平均年齢は50.6歳(32～66歳)、術後平均観察期
間は7.2カ月(5～12カ月)であった。CTで骨癒合を確認後、術後4～5カ月後で全例、抜釘術を行
った。評価項目として、Palmar Tilt(PT)、Radial Inclination(RI)、Ulner Variance(UV)を計
測した。
【結果】
術直後のPT、RI、UVの平均はそれぞれ、7.8°、21.6°、0.6mmであった。最終観察時はそれぞ
れ、9.8°、21.4°、1.3mmで、掌側亜脱臼をきたした症例はなく、整復位は保持されていた。
抜釘時に、屈筋腱に部分断裂などをみとめる症例はなかったが、抜釘前に掌屈時に痛みや違和
感を覚える症例を4例にみとめ、全例抜釘により改善した。
【考察】
Rim plateは、そのbuttress効果の高さから、術後掌側亜脱臼が危惧される症例には、非常に有
用であると考えられる。しかしながら、屈筋腱損傷や掌屈時の愁訴などの合併症が危惧される
ことから、早期の抜釘は必須で、掌側月状骨窩骨片が小さい症例などに適応を絞って使用する
ことが必要であると考えられる。
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Volar Lunate Facet Fragmentを有する橈骨遠位端骨折における内固定
法の検討

○角 光宏1, 杉野 美里2

1貞松病院 整形外科, 2貞松病院　リハビリテーション科

【目的】
Volar lunate facet fragment(以下VLF骨片)を有する橈骨遠位端骨折において、掌側亜脱臼回
避に有効なVLF骨片の内固定法を検討すること。
【対象と方法】
2012年以後、観血的に加療したVLF骨片を有する橈骨遠位端骨折22例を対象とした。男5例、女
17例、平均年齢57.9歳(18～87歳)、平均追跡期間12.3ヵ月(3～36ヵ月)、骨折型はAO分類で
B3:4例、C1:1例、C2:6例、C3:11例であった。内固定法の内訳は掌側locking plate(以下VLP)単
独:16例、screw追加:3例、wire追加:1例、hook plate使用:2例であった。術前CTでVLF骨片の
size、術後X線でplate設置位置および骨片のsupport率、X線parameter(VT,RI,UV)の変化、およ
びMayo modified wrist score(以下MMWS)を調査し、掌側亜脱臼回避に有効な内固定法に関して
検討した。
【結果】
術後獲得した整復位(VT:6.5°,RI:21.3°,UV:0.6mm)は、骨癒合まで保持
(VT:6.5°,RI:21.5°,UV:0.7mm)され、掌側亜脱臼を呈した例はなかった。MMWSは平均88.1で、
臨床的にも概ね良好な治療成績であった。VLF骨片の術前size(横径/縦径)は、VLP単独例が平均
14.4/12.4(mm)、screw/wire追加例が平均12.5/7.0(mm)、hook plate使用例は平均12.3/6.7(mm)
であった。一方、plateによる骨片のsupport率(横径/縦径)は、VLP単独例が平均79.6/73.6(%)
に対し、内固定追加例では平均70.7/48.9(%)であった。なお、wire固定の1例で長母指屈筋腱損
傷を認めた。
【結論】
骨片の縦径のsupport率を70%以上となるようにplateを設置できれば、VLP単独でも掌側亜脱臼
は回避可能であった。一方、support率で70%の達成が困難な小骨片(縦径＜8mm)の場合、骨片自
体の内固定が亜脱臼防止に有効であった。但し、wireによる内固定は屈筋腱断裂のリスクがあ
り注意が必要である。
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小掌側骨片橈骨遠位端骨折におけるVolar rim plateの治療成績. -長母
指屈筋腱に対する超音波検査を含む-

○藤原 達司, 松本 真一

大阪府立急性期総合医療センター整形外科・四肢外傷治療センター

【緒言】
掌側骨片の小さな橈骨遠位端骨折に対して、近年Volar rim plate (Depuy synthes)の使用報告
が散見されるが、watershed line上へのプレート設置のため、特に術後の長母指屈筋腱損傷が
懸念されている。過去に長母指屈筋腱損傷予防におけるプレート遠位端の軟部組織被覆の重要
性を報告してきたが、今回この小掌側骨片橈骨遠位端骨折に対して同プレートを用いた症例の
治療成績について、特に長母指屈筋腱に対する超音波検査による解析を行ったので報告する。
【対象と方法】
対象は掌側皮質骨幅の6mm未満の橈骨遠位端骨折でVolar rim plateを用いて治療を行った15例
16手とした。性別は男性6名、女9名、受傷時平均年齢は59歳であった。骨折型はAO分類でtypeA
1手、typeC 15手であった。全例プレート遠位端が骨より挙上しないように把持器を用いながら
設置を行い、設置後は軟部組織でプレート遠位端を被覆するようにした。
【結果】
レントゲン評価の結果、矯正後損失を来した症例はなかった。超音波検査では、長母指屈筋腱
の滑走異常を認めた症例はなく、全例でFibrillation patternの異常を認めなかった。臨床評
価の結果は、the modified Mayo wrist score 85 点、DASH scoreは11点で、平均手関節可動域
は掌屈65°、背屈75°であった。屈筋腱動作時の症状を訴えた症例はなく、抜釘は全例屈筋腱
損傷予防が目的であった。抜釘の際、屈筋腱損傷やプレート露出を認めた症例はなかった。
【結語】
Volar rim plate を用いた小掌側骨片の橈骨遠位端骨折における治療は満足のいく結果であっ
た。長母指屈筋腱損傷を認めた症例は今までのところなく、プレート遠位端の軟部組織被覆が
有効であったと考えられる。。
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ブレント法による切断指再接着後の萎縮について

○北山 稔大, 添田 晴雄

松寿会共和病院　形成外科

【はじめに】
切断指外傷に対して、血管吻合が困難な指尖部切断症例では、ブレント法を選択することも多
い。高度な技術を必要とせず、有用な方法であると考えている。しかしながら、生着後の組織
の萎縮により、指先の硬化や疼痛を生じることがあり、その対応が求められることもしばしば
経験する。我々は、これらに対して骨削り手術を行っており、良好な結果を得ている。今回、
症例を供覧するとともに若干の考察を加えてここに報告する。
【対象】
平成２６年から2年間で経験した切断指症例のうち、ブレント法を施行した26例28指を対象とし
た。
【結果】
生着した26指のうち、後日骨削りを要したものが7指であった。全例において、症状の改善がみ
られ、術後のトラブルは認めなかった。手術方法指先を冠状に切開し、皮膚の先端から骨の先
端までの距離が他指と同じ程度になるように骨を削除する。そのまま元通りに皮膚を閉じて終
了する。
【考察】
ブレント法で生着した指は、毛細血管だけで栄養されており、手術の過程で皮膚を削られてい
るため、全般的に瘢痕で硬くなるうえに、萎縮も生じやすい。このため、指先への刺激が直接
骨に響いて、強い痛みを生じることとなる。骨を削ることで症状は改善し、形態もほとんど変
化しないため、この手術は有用であると思われる。再接着した指を二分するように切開するこ
とになるため、当院では生着後3か月は手術を行わないようにしている。指の形態を保つため
に、骨を削った後の死腔はそのままにしているが、感染などといったトラブルはこれまで認め
ていない。骨と皮膚の距離を保つために、初回手術の際に削る皮膚を少なくすることが考えら
れるが、少なすぎると指が生着しづらくなる懸念があり、その判断は難しいと考える。極力血
管吻合を行うことも重要だが、技術的に難しい
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玉井zone1指尖部切断再接着術成否についての検討

○辻 英樹, 倉田 佳明, 松井 裕帝, 佐藤 和生
佐藤 陽介

札幌徳洲会病院　整形外科外傷センター

【はじめに】
玉井zone1指尖部切断に対する再接着術はいわゆる“ウルトラマイクロサージャリー”を要し，
特に静脈吻合は技術的に非常に困難である．その場合，術後の瀉血療法を余儀なくされるが，
生着の成否には様々な要因があると考えられる．今回その要因について検討した．
【対象と方法】
2010年7月から2016年10月まで，当科で切断指再接着術を行った181例217指中玉井zone1指尖部
切断に対して再接着術を行った27例30指を対象とした．男23例女4例，平均年齢45.0歳（21-
70歳），罹患指は母指4，示指8，中指9，環指9，完全切断27不全切断3指，切断タイプはclean
cut4, blunt cut16, crush7, avulsion3指であった．生着率と成否に関する因子として年齢，
喫煙の有無，切断タイプ，阻血時間，静脈吻合の有無，瀉血量をHb低下量として調査した．
【結果】
生着率は24/30=80.0％であった．静脈吻合施行例では8指中7指(87.5%)が生着した．その他成否
に関する因子として，切断タイプ別（clean cut:生着3,壊死0，blunt cut:生着15,壊死
1，crush: 生着4,壊死3，avulsion:生着1,壊死2）と，阻血時間（生着:壊死＝351分:424分）で
有意差を認めた．年齢，喫煙の有無，瀉血量には有意差を認めなかった．
【考察】
玉井zone1切断指再接着術における静脈吻合は非常に困難であり，生着の成否に瀉血療法の出来
不出来が関与するとする議論も多い．しかし今回の調査では成否と瀉血量に有意差を認めなか
った．静脈未吻合例の非生着例にはうっ血ではなく阻血によるものも散見されることから，瀉
血の成否に瀉血方法以外にも組織挫滅や引き抜きなど切断タイプも強く関連している可能性が
ある．術後不確定な瀉血療法よりも可能な限り静脈吻合するのが確実である．
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末節部の切断指再接合術における静脈還流路としての骨髄血行の検
討

○早坂 李枝1,2, 山本 直人1, 柳林 聡1, 吉田 龍一1

西嶌 暁生1

1新東京病院形成外科, 2防衛医科大学校形成外科

【目的】
われわれは、動脈吻合のみに終わった末節部再接合術で術後うっ血所見を呈さず、瀉血処置な
しで全生着を得た２例を経験した。指末節部の骨髄血行の存在は以前より指摘されているが、
その他の瀉血処置を要した症例を検討し、静脈還流路としての骨髄血行の関与について検討し
た。
【方法】
2例の共通点は、1．術後のレントゲン像において、骨切断面の間隙が1.2mm以下、2．末節骨粗
面より近位で離断、3．終末枝での血管吻合、であった。この3点に関して、当院で過去3年間に
行った切断指再接合術257例のうち、動脈再建のみに終わった末節部完全切断で、瀉血処置によ
って生着を得た40例とともに検討した。
【結果】
全42例中、項目1を満たしたのは15例、項目2は21例で、そのうち両者を満たし、骨髄断面の高
い密着性が得られたと考えられる症例は7例であった。７例中項目3も満たしたのは3例で、うち
2例は瀉血期間なしで生着したもので、１例は瀉血を行った症例中で最短の3日で瀉血を終了し
ていた（平均瀉血期間1日）。7例中、項目3を満たさなかった4例の平均瀉血期間は6日で、瀉血
を行った40例の平均瀉血期間5.3日と有意差を認めなかった。
【考察】
末節部の切断指再接合術において、骨髄血行が静脈還流路として十分な機能を果たすには、骨
髄断面の密着性が得られ、かつ終末枝の血管吻合である必要がある。骨髄の密着があっても、
終末枝より中枢側の血管吻合ではうっ血を呈し、静脈還流路として必要な還流量が不足すると
考えられた。
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切断指の治療成績と患者満足度の検討

○澤田 英良1, 西塚 隆伸2, 武田 真輔3, 浦田 士郎3

平田 仁2

1独立行政法人 地域医療機能推進機構　中京病院　整形外科

2名古屋大学　手の外科学, 3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】
切断指治療において手指機能評価と患者立脚型評価をもとに満足度に影響する因子を検討する
こと
【方法】
過去5年間で治療した手指切断患者のうち,再接着もしくは断端形成術を施行し,最終手術後1年
以上経過した94例に電話連絡を行った.呼び出し依頼に応じてくれた49例を対象とし,機能評価
およびDASH,Hand20,MHQの調査を行った.MHQの中の満足度スコアが低い群(LS群)と高い群(HS群)
に分け、筋力,知覚,可動域,ADL,整容,痛みにつき2群間で比較検討した.整容･痛みはそれぞれ
Hand20内の16番･19番,MHQの整容･痛みの項目で評価した.ADLはMHQの中のADLの項目と
DASH,Hand20で評価した.
【結果】
(LS群/HS群)として,性別(男18;女3/男26;女2),平均年齢(47.8/44.5)歳,受傷指
(母;5,示;7,中;8,環;5,小;6/母;2,示;11,中;9,環;10,小;5)指であった.受傷レベルは玉井分類
で(Zone1;7,Zone2;5,Zone3;11,Zone4;8/Zone1;9,Zone2;15,Zone3;7,Zone4;6)指,術式は(再接着
13;断端形成8/再接着22;断端形成6)指であった.知覚･筋力は2-PD,SW test,握力健側比,2-point
pinch健側比で2群間に有意差を認めなかった.可動域は％TAMで有意差を認めなかったが,P=0.06
と有意な傾向を認めた.ADLはDASH･Hand20で有意差を認めたが,MHQの中のADLの項目では有意差
を認めなかった.整容はHand20の16番で有意差を認め,MHQの整容の項目でP＝0.06と有意な傾向
を認めた.痛みはHand20の19番･MHQの痛みの項目でいずれも有意差を認めた.
【考察】
ADLはHand20,DASHで有意差を認めたが,MHQでは有意差を認めなかった.Hand20,DASHに痛みや整
容の項目が含まれるためと考えられた.切断指の治療において, 知覚・筋力は患者満足度に影響
せず,疼痛・整容が影響する因子と考えられた.今後は多施設研究として症例数を増やし,多変量
解析も行っていく.
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Capillary perforator flapの手の外科への応用

○吉田 周平, 播摩 光宣, 山下 修二, 成島 三長
光嶋 勲

東京大学医学部付属病院形成外科

【目的】
Perforator flapは０．８mm以下の栄養血管よりなりそれ以前の筋・筋膜皮弁に比較し採取部犠
牲が少なく、再建に必要な組織を必要なだけ採取でき、血管柄付き組織採取の選択可能部位を
広げることができた。さらに発展したCapillary perforator flapは広範囲の循環支配領域を持
つ0.3mm以下の血管系よりなり、より非侵襲的で最小単位組織の採取を最短の時間で血管柄付き
での移植を可能にする。これまでに行ったcapillary perforator flapの症例より本再建法につ
き解説し今後の展開を考察する。
【方法】
Capillary perforator flapを行ったのは指尖部損傷に対し指動脈穿通枝皮弁。腫瘍摘出後の広
範囲軟部組織欠損に対し橈骨動脈穿通枝皮弁。先天性爪欠損に対し足趾より爪移植。上腕神経
麻痺に対して血管柄付き深腓骨神経nerve flap移植を行なった。
【成績】
いずれも機能的かつ整容的改善を得た。
【結論】
マイクロサージャリーの技術が開発されて約半世紀となり、当時は不可能であった0.8mm以下の
血管吻合も現在はスーパーマイクロサージャリーとして一般的な物になりつつある。スーパー
マイクロサージャリーによりperforator flap移植が確立されより非侵襲的で、より短時間に、
必要な組織のみを採取し、ドナーの犠牲も最小限で組織採取の選択の自由度も増し、より細か
な再建が可能となった。ほとんど全ての組織は血行により機能を維持しており血管柄付組織移
植がより高機能を維持した再建ができることは自明である。組織維持に必要な脈管の最終形態
は0.3mm以下の毛細血管であり、必要な組織を必要なだけ、最小限の侵襲で血管柄付移植する移
植の理想型を確立するためにはcapillary perforatorを自由自在に扱えるようになる必要があ
る。今後はdeviceの進化も合せて更に一般化させる進化が必要である。
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血管柄付筋膜移植による腱再建

○吉田 周平, 播摩 光宣, 山下 修二, 成島 三長
光嶋 勲

東京大学医学部付属病院形成外科

【目的】
外傷や腫瘍切除による四肢の腱を含む広範囲軟部組織欠損の再建を行なう機会は多い。このよ
うな症例では腱と共に周囲滑膜組織が欠損しており単純な腱移植では癒着を起こし、十分な腱
組織の滑走を得ることはできず機能再建に難渋する。再建には創閉鎖と共に滑走機能を保持し
たまま腱組織を移植再建する必要がある。血管柄付筋膜移植による腱を含む軟部組織再建の機
能及び整容的有効性を検討した。
【方法】
再建症例は腫瘍切除あるいは外傷、瘢痕形成による前腕から手指に至る掌側及び背側の腱組織
を含む広範囲軟部組織損傷となる。再建方法は症例に応じ、浅側頭筋膜弁、前外側大腿筋膜
弁、橈骨動脈穿通枝筋膜弁移植、広背筋膜穿通枝皮弁、を使い分けた。いずれも筋膜組織を腱
組織の再建材料として使用した。屈筋腱、伸筋腱両症例に使用した。屈筋腱、伸筋腱両症例に
使用している。
【成績】
いずれの症例においても創面の被覆修復だけではなく腱組織の再建も完遂し、筋膜組織が滑走
することで機能再建も得ることができた。
【結論】
四肢の機能再建において腱の滑走を得るためには腱組織周囲の滑膜組織の再建が需要である。
滑膜の滑走機能維持には血流維持が大変重要で血管柄付移植が有効である。血管付き筋膜移植
は創面の被覆も得ることができるだけではなく筋膜を腱組織の再建材料として筋膜の滑走機能
を維持したまま移植できる。血管柄付筋膜移植は腱を含む四肢の広範囲欠組織損傷の整容的機
能的再建材料として非常にに有用であると考えられた。
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当科における手指皮弁の適応と実際

○天羽 健一1, 天羽 健一1, 鳥谷部 荘八1, 鈴木 準1

牛尾 茂子2

1仙台医療センター　形成外科・手外科

2仙台形成外科クリニック泉中央・東北ハンドサージャリーセンター

【目的】
手は外傷にさらされやすい部位であり、軟部組織の再建が必要になることも多い。われわれは
手指の再建にできる限り犠牲の少ない皮弁を使用し、良好な結果を得ている。今回当施設にお
ける手指領域への皮弁による再建について、皮弁の特徴や適応を含め報告する。
【方法】
2012年4月1日から2016年9月30日までに当院で行った手指の皮弁を対象とした。内訳はVY前進皮
弁21指、逆行性指動脈皮弁16指、手掌皮弁2指、指交叉皮弁7指、橈骨動脈穿通枝皮弁14手、後
骨間動脈穿通枝皮弁12手、背側中手動脈穿通枝皮弁22指、指動脈穿通枝皮弁6指、尺骨動脈穿通
枝皮弁1手、腹部皮弁11例、遊離皮弁6例であった。
【結果】
皮弁は全例が生着した。一部で皮弁の鬱血、辺縁壊死を認めるも保存的治療ですべて上皮化し
た。また全例で術後比較的早期から可動域訓練を行い、手指機能障害を最小限とすることで社
会復帰に至った。
【考察】
手指領域の皮膚軟部組織欠損に対して局所皮弁、区域・遠隔皮弁、島状皮弁、遊離皮弁などの
選択肢がある。局所皮弁は移動部位に強い瘢痕形成がある場合や大きな欠損部の再建は困難で
あること、区域・遠隔皮弁は茎の切離を二期手術として行うため関節拘縮を生じ得ること、島
状皮弁は移動の自由度は高くなるが主要血管を犠牲にし、血管の剥離操作に困難を伴うといっ
た欠点があった。最も自由度が高い遊離皮弁は非常に有用な皮弁であるがマイクロサージャリ
ーが必要であり、術後の安静を要するためリハビリテーションが遅くなる傾向にある。一方近
年普及している穿通枝皮弁はより低侵襲でかつ短時間で皮弁の挙上が可能で、主要血管を犠牲
にせず、機能的・整容的に優れた皮弁である。手指の再建には患者の背景や採取部位に生じ得
る様々な問題点を考慮しながら、最適な皮弁を選択する必要がある。
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皮弁による手掌部皮膚軟部組織再建

○根本 充, 熊澤 憲一, 柏木 慎也, 秋本 峰克

北里大学　医学部　形成外科・美容外科

【はじめに】
手掌部には余剰な皮膚軟部組織が少なく、組織構造上皮弁の移動距離が制限されるので、中等
度以上の皮膚軟部組織欠損が生じた場合には区域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手掌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12月までの間に皮弁を用いて再建した手掌部皮膚軟部組織欠損15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16-54歳（平均36.5歳）、性別は男性12例、女性3例であった。適応疾患は腫瘍7例、挫滅
創5例、熱傷2例、瘢痕拘縮1例であった。選択した皮弁は遊離皮弁10例（足底皮弁8例、鼠径皮
弁1例、前外側大腿皮弁1例）、有茎皮弁5例（逆行性橈側前腕皮弁2例、橈骨動脈穿通枝皮弁
2例、腹部皮弁1例）であった。皮弁の生着は14例で得られたが、橈骨動脈穿通枝皮弁1例で部分
壊死をきたした。追加治療は拘縮解除や皮弁減量を3例に行った。
【考察】
手掌部の皮膚軟部組織再建では、組織構造上局所皮弁が適応される症例には限界があり、中等
度以上の皮膚軟部組織欠損には区域皮弁や遊離皮弁が適応になる。前腕皮弁や橈骨動脈穿通枝
皮弁は同一術野で十分な皮弁組織量を確保できるという利点があったが、color matchや
texture matchの点で劣っていた。我々が多用した遊離足底皮弁はcolor matchやtexture
match、腱膜を含んでいるという組織の類似性という点で優れていた。また、遊離足底皮弁は物
理的刺激に対する耐久性にも優れており、血管吻合を要するが2チームによる同時手術が可能で
あり、手掌部皮膚軟部組織再建の第一選択と考える。
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爪母の残存する指尖部切断に用いた皮弁の治療成績

○水島 秀幸, 澤田 英良

JCHO　中京病院　整形外科

【はじめに】
再接着困難な爪母の残存する指尖部切断に対し皮弁移植を行った症例について検討を行った。
【症例と方法】
対象は演者自身が2008年7月より2016年2月までの約8年間に皮弁手術を行った爪基部の残存した
石川分類zubzone１あるいは2の指尖部切断43例である。男性42例、女性1例、平均年齢は45.7歳
(20-70)、受傷指は母指2例、示指8例、中指13例、環指10例、小指10例、平均経過観察期間は
63.9週（3-379）であった。横切断に近い症例については両側V-Y前進皮弁（以下Kutler変
法）、掌側欠損の大きい斜め切断症例にはcross finger flap（以下指交差皮弁）、両者の中間
の症例にはoblique triangular flap、組織欠損の大きな症例については有茎鼠径皮弁を主に用
い欠損部の被覆を行った。最終調査時、しびれ、知覚、痛みの評価を行った。知覚の評価につ
いては自覚所見を10点満点で答えて頂いた。
【結果】
22例にKutler変法、13例に指交差皮弁、6例にoblique triangular flap、2例に有茎鼠径皮弁を
用いた。いずれの皮弁も完全に生着した。Kutler変法、oblique triangular flapでは知覚低
下、しびれ、知覚過敏がそれぞれ15例、4例に生じ、物が強く当たった時などの痛みはそれぞれ
4例、1例に残存した。指交差皮弁、有茎鼠径皮弁の全例に知覚の回復を認め、それぞれ平均
8.6点、平均5点と比較的良好に回復した。ビリビリした痺れが残存した症例はそれぞれ
3例、0例、物が強く当たった時などの痛みはそれぞれ5例、0例に残存した。
【考察】
爪母が残っている切断指の場合爪の再生が期待できるため、指腹部を良好に再建することによ
り指機能の良好な回復を期待できる。それぞれの皮弁には一長一短があるため、個々の症例に
合わせ適切な皮弁の選択が必要であると考えられた。
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Prevalence, characteristics and nature history of cold intolerance after
reverse digital artery flap

○YC Sun1, J Chen1, QZ Chen1, J Kong1, YP Gong1

IH Jeon2

1Department of Hand Surgery, Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong, Jiangsu, China

2Department of Orthopedic Surgery, ASAN Medical Center, College of Medicine, University of Ulsa

n, Seoul, Korea

Objective The purpose of the present study was to research the prevalence,
characteristics, and nature history of cold intolerance after reverse digital artery
flap.
Methods A total of 126 patients who suffered soft tissue defect of the finger were
treated with reverse digital artery island flap from January 2010 to November 2013.
At final telephone follow up, conversations included items about the CISS
questionnaire, smoking history, medication use, hand dominance, triggered
temperature, type of injury, evolution of symptoms and possibility of face-to-face
interview. If patients return for face-to-face interview, Semmes-Weinstein
Monofilament test, static 2-point discrimination test and flap size would be
measured.
Results The mean follow-up period was 33.7 months (range:14-61 months）. Finally, we
got 90 patients in this study, 21 of them received the face-to-face interview. 52 out
of 90 responders reported cold intolerance with incidence of 58%. The mean CISS score
was 28 marks( range 4 to 66 marks). Statistically significant differences were
observed in age and type of finger. The incidence of cold intolerance in the ring
finger was obviously lower than that in the middle and index fingers. No correlation
existed between the CISS scores and the SW monofilament test scores, S-2PD test
scores, and flap sizes in the 21 patients. Similarly, no correlation was observed
among the CISS scores, age, and follow-up time in cold intolerance patients. But a
highly positive correlation was found between the CISS score and the grade of
triggered temperature.
Conclusions The incidence of cold intolerance after reverse digital artery flap is
relatively high. Blood supply is one of the factors trigging cold intolerance. And
environment temperature affects the cold intolerance severity and incidence.
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手外科における穿通枝皮弁のすすめ　-「探す皮弁」から「創る皮
弁」へ-

○鳥谷部 荘八1, 天羽 健一1, 鈴木 準1, 牛尾 茂子2

1独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター形成外科・手外科

2仙台形成外科クリニック泉中央・東北ハンドサージャリーセンター

【目的】
手外科領域においてはさまざまな皮弁が開発され一般化されている。橈側前腕皮弁や後骨間皮
弁などは使用頻度が高く、手外科医に一般的に浸透している。欠損部に対して使用可能な皮弁
を探すといったこれらの「探す皮弁」は使用部位や大きさなどの制限も多く、少なからず犠牲
もある。一方で近年穿通枝皮弁が開発され、一般的に普及し、安定した結果が得られるように
なってきた。穿通枝が存在すればさまざまな皮弁が作成可能であるこの「創る皮弁」は挙上も
容易で、犠牲も少ない。今回われわれは当施設における手指領域での穿通枝皮弁による再建法
について動画とともに報告する。
【方法】
2012年4月1日から2016年9月30日までの期間に手指再建に用いた有茎穿通枝皮弁を対象とした。
内訳は橈骨動脈穿通枝皮弁15手、背側中手動脈穿通枝皮弁22指、指動脈穿通枝皮弁6指、尺骨動
脈穿通枝皮弁1手であった。
【結果】
皮弁は全例が生着した。一部で皮弁の鬱血、辺縁壊死を認めるも保存的治療ですべて上皮化し
た。また全例で術後早期から可動域訓練を行い、手指機能障害を最小限とすることで社会復帰
に至った。
【考察】
手指領域の皮膚軟部組織欠損に対してこれまでは局所皮弁、区域・遠隔皮弁、島状皮弁などが
用いられてきた。いずれも欠損部に対して「皮弁を探す」といった制約の中での皮弁である。
一方で穿通枝皮弁は穿通枝が存在すれば作成が可能であり、まさに「創る皮弁」といってよ
い。より低侵襲でかつ短時間で皮弁の挙上を可能である。また主要血管を犠牲にせず、機能的
・整容的に優れた皮弁でもある。侵襲が少なく早期にリハビリテーションを開始できるため、
術後ADLに支障を来しにくいといった特徴も有する。これからはいままでの「探す皮弁」からこ
の「創る皮弁」の時代が来るものと思われる。
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超音波カラードプラを用いた尺骨動脈穿通枝の検索

○石河 恵1, 高松 聖仁1, 斧出 絵麻2, 阿波 康成1

川端 確1

1淀川キリスト教病院　整形外科, 2大阪市立大学医学部　整形外科

【目的】
穿通枝皮弁の術前検査法として、超音波カラードプラやMDCTは有用とされており、それらを用
いて種々の穿通枝に対して検索が行われている。今回、超音波カラードプラを用いて尺骨動脈
穿通枝(以下UAP)の局在について検索を行ったため報告する。
【方法】
対象は健常成人20例(男性10例女性10例)40手で、平均年齢は25.5歳(24-29歳)であった。カラー
ドプラ(GE Healthcare社製 Venue40・12L-SCプローブ)を用い、前腕回外位で遠位手関節皮線よ
り中枢へ向け100mmの範囲で、短軸方向に尺骨動脈本幹を追跡しUAPの局在を検索した。検索さ
れたUAPが起始している方向を、尺骨動脈本幹を中心とした背側・尺側・橈側・掌側の4区画に
分類し、豆状骨近位端からの距離を計測した。
【結果】
カラードプラにより描出されたUAPは合計205本であった。区画別に見ると、背側65本、尺側
64本、橈側44本、掌側32本であった。遠位手関節皮線からの距離別でみると0-20mm：58本、21-
40mm：39本、41-60mm：36本、61-80mm：42本、81-100mm：30本であり、0-40mmの範囲に
47%(97/205本)の穿通枝が存在しており、そのうち82%(80/97)が背側および尺側方向への穿通枝
であった。
【考察】
橈骨動脈穿通枝(以下RAP)には、解剖学的検討やカラードプラを用いた局在の検索が行われてい
る。UAPにおいても術前カラードプラの有用性はSunらによる解剖学的検討が行われており、UAP
は前腕遠位部と近位部の2箇所に多く、遠位では豆状骨から40-50mm付近に多くの穿通枝がある
としている。斧出らによるとRAPでは掌側・尺側方向への穿通枝が約半数であったが、UAPは背
側・尺側方向への穿通枝が多く63%であった。手関節尺側，背側の穿通枝皮弁・脂肪弁を挙上す
るにはUAPは有用であるが，手関節掌側の穿通枝皮弁・脂肪弁を挙上するには術前の確認が重要
と考えた。
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Fresh Cadaverを用いたLateral tarsal arteryを血管柄とした骨軟骨、骨
膜移植のドナーサイトとしての解剖学的検討。

○日比野 直仁1, 笠井 時雄2, 和田 一馬1, 東野 恒作3

佐藤 亮祐1

1徳島県鳴門病院　手の外科センター, 2高松赤十字病院　整形外科

3徳島大学　運動機能外科学　クリニカルアナトミーラボ

【はじめに】
血管柄付きの骨軟骨,骨膜移植のドナーサイトとして大腿骨内顆は治療に広く使用されてい
る.lateral tarsal artery はdorsalis pedis artery の分枝であり,Del Pinalらは手関節の軟
骨欠損を伴う変形治癒の再建のドナーサイトとして臨床応用しているが,未だ広く使用されてい
るとは言い難い.
【目的】
lateral tarsal arteryの分岐,走行,血行分布に関しFresh Cadaverを用いて検討し,血管柄付き
骨軟骨、骨膜移植のドナーサイトとしての可能性を検討すること.
【方法】
新鮮凍結死体を用いて2体4足を解剖して,lateral tarsal arteryを剖出.分岐の高さ,血管
（動脈,静脈）の本数,径,骨膜に進入するまでの血管柄の長さを計測した.さらに足背動脈から
の分岐部にカテーテルを挿入し,造影剤を注入し,単純Ｘ線およびCTにて骨への血行分布に関し
ても検討した.同時に採取可能と思われる立方骨.第4.5中足骨の基部の骨形態に関しても検討し
た.
【結果】
全例にlateral tarsal arteryは存在し,動脈1本に対して静脈が2本伴走していた.足背動脈から
の分岐は距骨頚部の遠位に存在した,分岐直後の動脈の径は平均1.38mm 静脈の径は平均1.59mm
であった,血管柄の長さは平均36.2mm（31.7ｍｍから43.3mm）であった.造影CTでは立方骨の骨
膜から髄内に進入する像を確認できた.骨形態は平坦な軟骨付きの立方骨,第4．5中足骨基部が
採取可能であった.
【考察】
血管柄は顕微鏡下に十分吻合可能と思われる1mm前後の動脈、伴走静脈が存在し,さらに近位の
足背動脈をT portionで採取することによりflow throughの再建も可能と思われた.骨軟骨の形
態からは橈骨頭の骨欠損を伴う粉砕骨折,キーンベック病のサルベージ手術での部分手関節固定
術などに応用できる可能性があると思われた.
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外側上腕皮弁の解剖学的検討－未固定遺体標本における検討－

○和田 一馬1,2, 笠井 時雄3, 日比野 直仁4, 東野 恒作5

西良 浩一5

1徳島県立中央病院, 2那賀町立上那賀病院, 3高松赤十字病院, 4徳島県鳴門病院

5徳島大学大学院医歯薬学部研究部感覚運動系病態医学講座運動機能外科学

【はじめに】
外側上腕皮弁は薄く、主幹動脈を含まないため犠牲が少なく、知覚皮弁としても採取可能であ
り、その利点から上肢外傷の欠損を再建する方法として、現在まで汎用されている。しかしな
がら、その解剖学的基礎の詳細とくに血管束と橈骨神経との関係性については未だ明らかでな
い。
【目的】
　本研究の目的は、未固定遺体を用い外側上腕皮弁に用いる主栄養動脈血管直径、血管長の測
定および橈骨神経との位置関係に関し検討し実臨床に応用することである。
【方法】
未固定遺体6例12肢を対象とした。対象症例の血管を鎖骨下動脈から注入したマイクロフィルで
造影後に解剖を行い、その血管径、血管長を精密ノギスにて測定を行った。
【結果】
肩峰から外側上顆までの距離は平均29.5cm、外側上顆からposterior radial collateral
artery(PRCA)分岐部までの距離は平均7.7cmであった。PRCA遠位部、近位部、anterior radial
collateral artery(ARCA)近位部、medial collateral artery、deep brachial arteryの血管径
はそれぞれ0.75mm、1.36mm、1.01mm、1.68mm、2.49mmであった。橈骨神経が上腕骨外側縁との
接する境界と外側上顆の距離は伸展位、肘屈曲90度でそれぞれ9.3cm、10.5cmであり、屈曲位で
平均1.2cm近位へ移動した。
【考察および結論】
PRCA、ARCA分岐部は体表から肩峰から外側上顆までの距離の遠位26%の位置で、橈骨神経が上腕
骨外側縁に接する位置は遠位36%であった。PRCA近位部の血管径はARCAより平均0.35mm太く、諸
家らの報告と同様であった。　肘屈曲することで橈骨神経の緊張は低下し、上腕骨最外縁と接
する位置は約1.2cm近位に移動しており、皮弁採取の際に、肘の屈曲角度により橈骨神経が移動
することを考慮に入れる必要がある。
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TFCC診断におけるMRIおよび関節造影の年齢別比較

○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および関節造影所見（以下AG所見）を比
較、年齢層による違いを検討した．
【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277例277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た．年齢層（＜1＞-29歳：70手＜2＞30-49歳：141手＜3＞50歳-
：66手）でのMRIおよびAG所見の感度および特異度を比較検討した．損傷部位として良く見られ
た1B損傷(218手)，fovea損傷(52手)に限定して感度/特異度を計算した．
【結果】
1B損傷ではMRIが各年齢層で＜1＞59%/77%＜2＞54%/63%＜3＞36%/86%，AG所見が
＜1＞94%/61%＜2＞87%52%＜3＞84%/50%，fovea損傷ではMRI所見が
＜1＞82%/62%＜2＞73%/57%＜3＞91%/57%，AG所見が＜1＞52%/77%＜2＞65%/80＜3＞50%/68%であ
った．高年齢層の1B損傷に対するMRI所見の感度が特に低かった．
【考察】
昨年の本学会で1B損傷はMRI所見で高特異度，AGで高感度，fovea損傷ではMRIで高感度，AG所見
で高特異度であると報告した．今回の年齢別の検討でも概ね同様の傾向が得られたが，高年齢
層で1B損傷のMRI感度が低かった．これは，高年齢層では陳旧例が多く，損傷部位が瘢痕組織で
覆われている可能性やfovea部での脂肪に三角靭帯の脂肪変性が加わりfovea損傷偽陰性が増え
ている可能性が考えられた．AGでは動態撮影により損傷部への造影剤の進入を検出できている
と考えられた．これらの検査の特徴を踏まえて，TFCC損傷の診断をすることが望ましい．
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TFCC尺骨小窩部断裂症例における遠位橈尺関節骨形態についての
検討

○佃 幸憲1, 河村 太介2, 岩崎 倫政2

1小樽市立病院, 2北海道大学大学院　医学研究科　整形外科学分野

【目的】
TFCCは遠位橈尺関節の安定性に寄与しており、過度の前腕回旋強制が尺骨小窩付着部断裂を生
じると考えられている。遠位橈尺関節の骨形態にはTolatらが報告しているようにいくつかの異
なるタイプが存在するが、TFCC尺骨小窩付着部断裂と遠位橈尺関節の骨形態の関連は明らかで
はない。本研究の目的はTFCC尺骨小窩付着部断裂症例における遠位橈尺関節の骨形態をCT画像
より調査し、その傾向を検討することである。
【対象と方法】
対象は2010年2月から2015年6月までに、TFCC尺骨小窩付着部断裂の診断に対し手術治療を行っ
た症例（T群）30例31手（平均36歳）、ならびに対照群（C群）として他の疾患に対してCTを撮
影された、遠位橈尺関節に関節症性変化の無い38例38手（平均36歳）とした。遠位橈尺関節部
のCT axial像を元に、橈骨sigmoid notchの形態をTolatらの報告による4型（flat face(F),
ski-slope(SS), C type(C), S type(S)）に分類した。さらにsigmoid notchの背側傾斜角など
を計測した。
【結果】
橈骨のsigmoid  notch形態の内訳はT群でF:26%、SS:58%、C:3%、S:13%、C群で
F:32%、SS:18%、C:26%、S:24%であり、T群において遠位橈尺関節面が背側へ傾斜する型が多い
結果となった。計測値では背側傾斜角がT群70.5度、C群74.9度と形態分類と矛盾しない結果と
なった。
【考察】
Sigmoid notchの背側傾斜と遠位橈尺関節変形性関節症の関連が指摘されている。TFCC尺骨小窩
付着部断裂症例においても、背側に傾斜した遠位橈尺関節骨形態が骨性要素として関与してい
る可能性が示唆された。
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TFCC尺骨小窩部断裂に対する関節鏡援助下靭帯修復術 - 術前評価
(徒手検査・MRI所見)と術中鏡視所見の比較

○村田 景一1, 矢島 弘嗣1, 鍛冶 大祐1, 桟敷 真里奈1

田中 康仁2

1市立奈良病院　四肢外傷センター, 2奈良県立医科大学　整形外科教室

【目的】
我々はDRUJ不安定性を伴うTFCC深層の尺骨小窩部損傷に対して, 損傷靭帯を特定した修復術
(AASLA法)を施行してきた. 今回本法の治療成績を報告するとともに術前のDRUJ不安定性徒手テ
ストおよびMRI画像所見と術中関節鏡所見を比較し, それらの有用性と意義を考察したので報告
する.
【方法】
対象症例は30例, 手術時年齢は平均33歳であった. 全例に術前評価としてDRUJ不安定性徒手検
査を行い, 前腕回内・回外でendpointのないぐらつきを有したものを不安定性ありと評価した.
術前MRI画像はT2 Gradient Echoにてfovea周囲の高輝度像の評価と1mmスライス冠状面画像にて
TFCC浅層・深層, 掌側・背側の断裂部位の推測を行った. それぞれの所見の一致率を評価した.
【結果】
術前DRUJ徒手ストレス検査にて全例で回内回外いずれかの肢位でendpointのない不安定性を有
した. TFCC浅層・深層, 掌側・背側の断裂部位推測に関しては, 推測が鏡視所見と一致してい
た症例が20％, 推測と異なっていた症例が57％, 推測不能の症例が23%であった. 術前MRI T2
Gradient Echo像にて全例でfovea周囲の高輝度像を示した. TFCCの深層のfoveaへの連続性の途
絶を示したのは53％であった. 1mmスライスの冠状面画像にてTFCC浅層・深層, 掌側・背側の断
裂部位推測では23％で鏡視下所見と断裂部位が一致していた.
【考察および結語】
術前DRUJ徒手ストレステストおよびMRI 画像(T2 Gradient Echo像でのfovea周囲の高輝度像)は
有用な診断法と考えられた. しかしながら徒手テストおよびMRI画像にてTFCC浅層・深層, 掌側
・背側の断裂部位の決定は困難であった.
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TFCC損傷術後の成績と治療期間短縮の試み

○家入 雄太, 酒井 和裕, 渡邊 利絵, 宮地 有理
永吉 信介

健和会　大手町病院

【目的】
三角線維軟骨複合体（以下TFCC）損傷の手術治療成績は比較的安定しているものの長期間を要
すことが問題である。この改善を目的に自検例の術式と後療法を検討したので報告する。
【対象・方法】
過去2年間に当科でTFCC修復術を17例（男性10例、女性7例）行い、平均年齢は40.3歳（15-
65歳）であった。手術は鏡視後に深層断裂には初期1年間は伸側よりUC関節を展開しsuture
anchorでfoveaに逢着する直視下縫合を行い、以後は経尺骨的なinside-outの鏡視下縫合を行っ
た。浅層断裂はinside-outの関節包縫合を行った。術後はsugar tongue固定2週間の後、手関節
固定装具装着4週間としたが痛みのない範囲内の手関節自動可動域訓練は許可した。術後成績は
疼痛、DRUJ安定性、手関節ROM、Mayo wrist score、術後合併症で評価した。
【結果】
尺側深層断裂を8例直視下、2例鏡視下に手術し浅層断裂は7例であった。TFCC橈側断裂3例、SL
靱帯損傷1例、橈骨遠位端骨折1例、尺骨茎状突起骨折2例を合併していた。経過観察期間は平均
4.7ヶ月で全例疼痛改善したが10例は軽度残存していた。DRUJ動揺性は全例で消失した。手関節
可動域の平均は屈曲60.2°、伸展70.9°、回内81.5°、回外83.2°で、Mayo scoreは平均75点
であった。明らかな術後合併症はなかった。直視下と鏡視下の成績に有意差はなかったが、通
院期間は直視下の5ヶ月と比べ鏡視下では3．8ヶ月と短く痛みも早期に消失する傾向が見られ
た。
【考察】
TFCC損傷治療で直視下と鏡視下との最終成績に有意差はなかったが、鏡視下は治療期間が短い
利点があった。術後の外固定期間は4-8週と報告されているが、今回の後療法は他報告例と比べ
可動域訓練開始時期が早いが大きな問題はなかった。これらで治療期間短縮が期待できる。
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TFCC損傷に対する尺骨短縮術:骨切り部位による成績の比較

○今井 洋文1,2, 高原 政利2, 近藤 幹朗2

1南三陸病院　整形外科, 2泉整形外科病院

【背景】
TFCC損傷に対し尺骨骨切りを骨幹および骨幹端で行った2群で治療成績を比較した。
【対象と方法】
対象は保存治療にて軽快せず2011年12月から2016年6月までTFCC損傷に対し尺骨短縮術を行った
14人15手(男性5人、女性9人)で、手術時平均年齢は45歳、既往で1例が橈骨遠位端骨折変形治癒
後であった。全身麻酔下に直視下で尺骨短縮術を行い鏡視を行ったのは13手で、5手にデブリト
メント、1手にTFCC縫合を行った。骨幹群は8手で固定材料はMDM3.5DCPを、骨幹端群は7手で
Aculoc Volar Distal Ulna Plateを使用した。尺骨遠位から骨切り部までの距離は骨幹群
59mm、骨幹端群22mmであった。平均骨短縮量は2.4mm(2̃4mm)であった。術後経過期間は平均
11.4か月であった。術後合併症、術後ギプス固定期間、骨癒合期間、Ulnar varianceの変化、
術後3か月、6か月の手関節可動域、握力の評価を行い、2群の成績を比較した。
【結果】
術後合併症はなく全手で骨癒合した。術後ギプス固定期間は骨幹群29.2日、骨幹端群24.2日で
あり骨幹端群で有意に短かった。骨癒合期間は平均3.7か月(骨幹群:4.2か月、骨幹端群:3.1か
月)であり骨幹端群で短い傾向にあった(P=0.12)。骨幹群と骨幹端群の平均Ulnar varianceは術
前2.3mmと2.0mm、術後0.1mmと0.4mmで両群間に差は無かった。手関節回内外の平均可動範囲
（骨幹群:骨幹端群）は術前で176度:168度、術後3か月で169度:132度、術後6か月で172度:173
度であり骨幹端群で可動域の獲得に期間を要した。骨幹群と骨幹端群の握力は術前20.1kgと
25.7kg、術後25.8kgと25.3kgであり差はなかった。
【考察】
骨幹端骨切り術は術後外固定が短く骨癒合も早期に得られる傾向がみられたが、回内外可動域
の獲得に期間を要した。骨幹端骨切りは骨癒合に有利であるが、遠位橈尺関節に影響が大きい
と考えられる。
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陳旧性 TFCC 尺骨小窩断裂に対する鏡視下縫合（縫縮）術の成績

○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 尺骨小窩断裂は尺骨頭の不安定性を生じる関節内靭帯断裂であり，陳旧性断裂に対する一
期的修復の成績は不良とされている．当科での治療成績について検討した．
【対象・方法】
受傷から6か月以上（平均10.4か月）を経過し手術を施行した11例，男4例，女7例，年齢15歳～
74歳，平均37歳で，3例は橈骨遠位端骨折（DRF）後の症例であった．X線前後像における ulnar
variance は平均+0.11mm，最高+1.5mm であった．術式は遠位橈尺関節鏡にて残存靭帯あるいは
瘢痕を確認しこれを一切掻爬せず，尺骨遠位に径1.5mm K-wire  にて二つの骨孔を作成し，鏡
視下に骨孔に引き込んで縫合した．術後は4週間のギプス固定を行った．DRF 変形治癒の2例で
は矯正骨切りを併用した．経過観察期間は14か月～77か月，平均40.5か月であった．
【結果】
疼痛は1例で軽度残存し，10例では消失した．尺骨頭の不安定性を健側と比較すると2例で明ら
かに不安定性を認めたが，術前よりは軽度であった．Mayo modified wrist score による評価
はexcellent 8例，good 3例であった．
【考察】
遠位橈尺靭帯の尺骨小窩付着部は膝ACLと同様，関節内靭帯であるため難治性と考えられるが靭
帯長は短い．陳旧例の鏡視所見をみると残存靭帯が瘢痕で連続性を有している場合や，弛緩延
長していることがある．このような例に骨孔を作成して引きよせ縫縮することにより靭帯を復
元できる可能性が示唆された．
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指用イリザロフ創外固定器を使った手外科手術　そのコツとピット
フォール

○五谷 寛之1, 松浦 慎太郎2, 前川 尚宜3, 中井 生男4

工藤 文孝5, 萩原 祐介6, 辻井 雅也7, 東盛 貴光8

1日本船員掖済会 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／静岡理工科大学 手外科

微小外科領域先端医工学講座

2慈恵大学, 3奈良県立医科大学, 4さくら整形外科病院, 5東大和病院　整形外科

6日本医科大学北総病院, 7三重大学　医学部, 8かりゆし会ハートライフ病院

手部重度外傷においては様々な受傷形態があり、その機能的予後を改善するために骨軟部組織
欠損を修復することが重要なのは論を待たない。
中でも再接着や組織移植をはじめマイクロサージャリーの果たす役割は極めて大きい。それと
同様に重要と考えられるのが創外固定器による骨軟部組織再建であり、症例ごとに個別に工夫
されてきた手技を一つの概念としてまとめたのが黒島帝京大教授により提唱された“手の造形
手術　: Formative hand surgery”である。黒島は脚延長やtissue expanderによる再
建、Bashirによる皮膚伸展の方法を参考に組織を粘土のように変形して「形を造る」、「造形
手術」として報告した。これは創外固定器による骨、軟部組織延長を組み合わせて挫滅手を再
建する手術方法と言える。
現在器材としては固定力が強い上に自由度が高い特徴を有し、手指末節骨延長を可能にしてい
る理由から、指用Ilizarov創外固定器を使用することが多いが、筆者が所属している医工学講
座では指関節の自他動運動を関節牽引下に可能とする専用部品を開発している。
これらの重度手外傷症例に対しての“骨”を形作る、“軟部組織”を伸ばす、“関節”を動か
すためにどのように指用Ilizarov創外固定器を応用し、手術計画を立案するのかを演者の経験
を基に講演する。
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この演題に抄録はありません。

○Felix Riano

Arthrex Inc., Medical Education Manager Distal Extremities, Orthopaedic Trauma and OrthoBiolog

ics

この演題に抄録はありません。
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当院における上肢に発生した腫瘍の検討

○石崎 力久1, 佐藤 攻2, 北田 文華1

1函館五稜郭病院　形成外科, 2函館五稜郭病院　整形外科

【目的】
当院は人口26万人の函館市にある道南医療圏における一般病床480床の急性期型病院である。手
外科疾患は整形外科と形成外科が協力して担っている。今回我々は過去3年間当院整形外科およ
び形成外科で手術を施行した上肢腫瘍の症例について検討したので報告する。
【方法】
2013年4月より2016年3月までの3年間、当院整形外科および形成外科で手術を施行したガングリ
オンを含む上肢腫瘍の症例は290例であった。皮膚腫瘍、軟部腫瘍、骨腫瘍に分類し、代表的な
腫瘍について平均年齢、発生部位、組織系の分類などに付き検討した。
【結果】
皮膚腫瘍113例であった。うち上皮内癌を含む悪性腫瘍は3例であり、平均年令は83.8才であっ
た。良性腫瘍は粉瘤が最も多く45例、平均54才、発生部位は上腕、肩、腋窩が多く、手指も8例
に認めた。色素性母斑は14例、平均25.9才。石灰化上皮腫は9例、平均30.7才、上腕の発生が多
かった。軟部腫瘍は172例であった。悪性腫瘍は5例、平均62.2才であった。良性腫瘍はガング
リオンが70例であり、平均は61.3才であった。発生部位はDIP関節が最も多く、手関節背側、掌
側、母指IP関節の順であった。脂肪系腫瘍は脂肪腫が29例、平均61.4才。血管脂肪腫1例、高分
化型脂肪肉腫1例で発生部位は肩、上腕が多かった。腱鞘巨細胞腫は13例であり、平均56.0才。
再発例がそのうち5例であった。グロムス腫瘍は12例であり、平均42.0才。そのうち爪甲下の発
生が最も多かった。骨腫瘍は5例であり、いずれも良性腫瘍であった。
【考察】
本研究により上肢に発生する一般的な腫瘍の傾向を把握することができた。色素性母斑や石灰
化上皮腫は若年の手術例が多い傾向にあった。悪性腫瘍の発生頻度は低く、比較的高齢者に多
かった。しかしながら若年者の発生例もあり、注意深く術前の診察をする必要がある。
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手に発生したFibro-osseous pseudotumor の画像所見と臨床所見

○宮城 道人1, 荻原 弘晃1, 大村 威夫2, 澤田 智一3

松山 幸弘2

1浜松赤十字病院　整形外科, 2浜松医科大学　整形外科

3静岡市立静岡病院　整形外科

【目的】
Fibro-osseous pseudotumor（FP）は手指に発生する非常に稀な疾患で、感染や悪性腫瘍との鑑
別が問題となる。手に発生したFP3例の画像所見と臨床所見を調査しこの疾患の特徴を検討し
た。
【方法】
2010年から2011年までに病理学的にFPと診断された3例を対象とした。男性1例、女性2例、平均
年齢は38歳（35-39）であった。経過観察期間は術後平均18カ月（12-24）であった。発生部
位、誘因、臨床症状、画像所見、合併症を検討した。
【結果】
発生部位は、環指基節部1例、中指中節部1例、手掌尺側1例であった。2例は受診2週間前までに
外傷歴を有した。全例疼痛と腫瘤を主訴とし、皮膚の発赤、熱感などの炎症所見があった。単
純X線およびCTで、2例に腫瘤内の不規則な骨化像を認め、2週間程で骨化像が増強した。MRIで
は全例皮下を中心とした境界不明瞭な腫瘤で、T1強調像で低信号、T2強調像で高信号と低信号
が混在しており、強い造影効果を認めた。全例に切除生検を行った。指に発生した2例は術前よ
り罹患指の可動域制限があり、術後も残存した。再発は1例（33%）であった。
【考察】
過去の報告では、FPは骨化があることから骨外性骨肉腫との鑑別が問題となる事が多い。しか
し骨外性骨肉腫は稀な疾患である上に深層発生が多く、手発生はさらに稀である。FPはMRIで皮
下を中心とした境界不明瞭な腫瘤として描出され、外傷歴、強い炎症所見などの特徴があっ
た。これらは骨外性骨肉腫とは異なる点が多く、画像的、臨床的特徴を認識することが正しい
診断の助けになると考えた。また、FPは自然治癒もあり得る疾患とされているが、腫瘤が消失
しても発生部位によって可動域制限などの合併症を起こし得ることを認識する必要がある。
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上肢骨軟部腫瘍手術の腫瘍別頻度と摘出術を要する上肢骨軟部腫瘍
の罹患率の推計

○齋藤 正憲, 佐藤 信隆, 安藤 隆, 市川 二郎
波呂 浩孝

山梨大学　医学部　整形外科

【目的】
当院における上肢骨軟部腫瘍の手術実績を調査し腫瘍別の頻度を報告する。また、上肢骨軟部
腫瘍の罹患率についての報告は渉猟し得た範囲ではなく、山梨県内において摘出術を要した上
肢骨軟部腫瘍の罹患率を推計したので報告する。
【方法】
2011-2015年に当院で手術を行った上肢骨軟部腫瘍症例を調査し、診断別の頻度を算出した。罹
患率の推計では、2014年１-12月の山梨県内の主要な病院の整形外科腫瘍手術件数を調査した。
山梨県は地理的な理由から各市町村の生活圏が比較的はっきりと分かれており、県内の主な病
院の腫瘍手術件数を調査することで、罹患率が推計できると考えた。県外の医療機関を受診す
る可能性が高い東京都、静岡県に隣接する町を除く市町村の人口を対象として罹患率を推計し
た。
【結果】
当院での上肢骨軟部腫瘍の手術頻度は軟部腫瘍については脂肪腫25.8％、神経鞘腫12.1％など
16種類であり、骨腫瘍では内軟骨腫48.2％、骨軟骨腫12.5％など15種類であった。上肢を手部
とそれ以外に分けると、手部では悪性腫瘍が少なく、骨腫瘍で内軟骨腫75.7％、軟部腫瘍で腱
滑膜巨細胞腫32.5％の比率が高かった。山梨県内での上肢骨軟部腫瘍の手術数は48件であり、
山梨県の対象人口は789,479人であった。以上から、手術を要した罹患率は10万人あたり6.1人
と推計された。
【考察】
手術頻度はDupuytren型線維腫症が有意に多いこと以外は全国骨・軟部腫瘍登録一覧表2013に収
載されている頻度と比較して有意差はなかった。全国骨・軟部腫瘍登録一覧表は大学病院など
を中心とした施設からの登録であり、当研究も同様にバイアスがかかっている可能性がある。
罹患率については推計であるが、他に報告がなく、初の試みである。
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上肢悪性腫瘍骨転移の部位ごとの生命予後

○谷 谷　彰一郎1,2, 森崎 裕1, 上原 浩介1, 篠田 裕介3

田中 栄1

1東京大学医学部付属病院　整形外科, 2JCHO湯河原病院　整形外科

3東京大学医学部付属病院　リハビリテーション科

【目的】
近年、生命予後の改善に伴い、がんの骨転移に対する運動器マネージメントの重要性が増して
いる。しかし、上肢の骨転移に関しては生命予後を含め、よくわかっていない。今回我々は、
転移部位ごとに生命予後が異なると仮説を立て、検討した。
【方法】
東京大学医学部付属病院の骨転移患者データベースを用いて、2012年4月から2016年3月までの4
年間、698例を対象に後ろ向き観察研究を行った。骨転移の診断はカルテ記載だけでなく画像検
査で転移有無を確認できたものとし、血液腫瘍は除外した。予後は死亡が確認されている症例
のみで集計し、癌腫別に検討した。
【結果】
血液腫瘍を除く全骨転移患者は540例で、原発は肺癌(17.4%)、乳癌(11.3%)、肝細胞癌(8.5％)
の順に多く、平均予後11.0か月であった。上腕以遠の骨転移は48例、全骨転移の8.9%で、原発
は肺癌(14.6%)、前立腺癌(12.5%)、乳癌(10.4%)の順に多く、平均予後7.8か月であった。前腕
以遠は8例、全骨転移の1.5%を占め、原発は乳癌(37.5%)が最多、平均予後6.2か月であった。手
部への骨転移は2例、全骨転移の0.37%で、原発巣は腎癌と原発不明の癌腫、予後はそれぞれ3か
月と17か月であった。平均予後の差はいずれもlog-rank testで有意ではなかった。
【結論】
統計学的な有意差はなかったものの、上肢骨転移は全骨転移の中で予後不良な傾向があり、さ
らに上腕以遠より前腕以遠と予後が短い傾向が見られた。acrometastases（末梢骨転移）は予
後不良と報告されているが極めて頻度が少なく、手部への転移は本研究でも2例のみであった。
より頻度の高い前腕・上腕以遠への骨転移は予後因子として用いやすく、有用であると考え
る。
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腱鞘ガングリオンに対する圧砕法による治療

○千馬 誠悦, 成田 裕一郎

中通総合病院　整形外科

【目的】
腱鞘ガングリオンに対して圧砕法による治療をしたので，治療成績について報告する．
【対象および方法】
2011年11月から圧砕法をした17例18指を対象とした.男性1例，女性16例で，圧砕法施行時の年
齢は24から77歳，平均46歳であった．罹患側は右が10指，左が8指，罹患指は示指が1，中指が
12，環指が5で中指が多かった.ガングリオン発生部位はA1 pulleyが10指，A2 pulleyが 8指で
あった．全例に超音波検査して腱鞘ガングリオンと診断した．ガングリオンの大きさは平均で
5.4×4.7×4.5mmであった．圧砕は手関節ブロック麻酔下に直上の皮膚の上からガングリオンを
強く押しつぶして行なった.
【結果】
初回の圧砕で破裂音とともに破裂感を感じてガングリオンが触れなくなったのが15指，縮小し
たのが1指であった.2指では破裂感がなく，1指で消失,1指で縮小したものの再度大きくなり手
術となった．圧砕の回数は1回が15指，2回が3指であった．圧砕法後も4指22％で再発がみら
れ，うち2指に摘出術をした．他の2指は圧砕法前よりは小さくなり，疼痛も軽度なため経過観
察中である.再発した2指は超音波検査で多発嚢胞像を呈し，最大と2番目の大きさのガングリオ
ンであった．圧砕法による合併症はなかった.
【考察】
腱鞘ガングリオンに対する治療では，主に穿刺療法と摘出術の2つの方法が行なわれている．治
療の侵襲は麻酔する点はあるが，穿刺療法よりは低侵襲と考える．再発率は穿刺療法に比べる
と高いが,再発してもより小さくなり症状が軽減する場合もある．圧砕法を希望する症例には，
穿刺療法，摘出術の前に試みてもよいと思われる．多発嚢胞像を呈して大きなガングリオンは
再発しやすく，ガングリオンを消失させるには摘出術が確実で，圧砕法はあまり勧められな
い．
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当院における手発生の脂肪性腫瘍の治療経験

○水野 早希子1, 越智 健介1, 渡部 逸央1, 宮内 潤2

穴澤 卯圭1

1東京歯科大学市川総合病院　整形外科, 2東京歯科大学市川総合病院　臨床検査科

【はじめに】
 脂肪性腫瘍は頻度の高い軟部腫瘍であるが，手部発生例は比較的少ない．その大半は良性腫瘍
であるものの，稀に悪性の報告もあり鑑別が重要となる．しかしながら画像的所見からは鑑別
が困難なことも多く，診断に難渋することも多い．今回，当施設で外科的治療を行った手部発
生の脂肪性腫瘍について調査したので報告する．
【対象】
 2008年から2015年の間に術前ＭＲＩを撮影し，外科的治療を行った脂肪性腫瘍のうち，手関節
遠位に発生した11例（男性2例，女性9例）を対象とした．手指発生が2例，手掌発生が4例，手
背発生が5例であり，手術時年齢は39-74歳（平均58歳）であった．
【結果】
 術前期間は5か月から10年であり、全例において腫瘍に増大傾向が認められたために手術が施
行されていた．術前ＭＲＩ所見で，脂肪肉腫を否定できなかったのは3例であった．全例辺縁切
除による切除生検術が施行されたが、1例のみ腫瘍内切除となっていた．皮下に限局していたも
のが4例，他は筋層内あるいは腱間、筋間へも進展していた．組織学的には1例が高分化型脂肪
肉腫（ALT），10例が脂肪腫であった．ALTの1例は手指浅層に発生していたが辺縁切除が可能で
あり，術後5年現在の再発はなく経過良好である．
【考察】
 ALTと脂肪腫は、MRIで造影効果のある比較的厚い隔壁の存在が鑑別点となる．ALTと診断され
た1例はMRIで造影効果を示した隔壁を認め，かつ腫瘍実質部が非特異的な信号強度を示したた
め悪性も疑われた．しかしALTでも脂肪腫同様の信号強度を示すことも多く，術前に鑑別が困難
な例もある．手部発生の脂肪性腫瘍においても悪性の可能性を念頭におくことが重要であり，
画像所見で悪性が否定できない症例においては増大傾向を示す前に辺縁切除による切除生検術
を検討しても良いと考えられた．
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上肢に発生した血管腫の治療経験

○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, 2獨協医科大学日光医療センター　整形外科

【目的】
従来血管腫といわれていたものは代表的な軟部腫瘍の一つであり、特に上肢での発生頻度は高
い。今回、上肢の血管腫に対し手術治療をおこなった症例について検討したので報告する。
【対象】
2007年～2016年までに手術を行った12症例を対象とした。性別は男性6例、女性6例、手術時年
齢は8歳～63歳、平均23.9歳であった。発生部位は手指に存在したもの4例、手掌に存在したも
の5例、前腕に存在したもの2例、上腕に存在したもの1例であった。従来の分類では、venous
hemangioma4例、cavernous hemangioma3例、intramuscular hemangioma2例、capillary
hemangioma1例、その他2例であった。術中所見にて完全に切除できたと思われるものを局在型
とし、周囲の神経・筋肉内に浸潤しているため可及的切除に終わったと思われるものをびまん
型とした。局在型は6例、びまん型は6例であり、びまん型にはCUSA(超音波外科用吸引装置)を
使用した。術後経過観察は平均23か月であった。
【結果】
再発はびまん型の3例に認め、内わけはcavernous hemangioma 2例、その他1例であった。その
うち2例に再手術を行い、さらに1例はその後も再発し計3回手術を施行した。手の機能障害を来
した例はなかった。
【考察】
血管腫の治療上問題となる点は病巣の浸潤度であり、びまん型については完全切除が困難であ
るが、再発した症例でも比較的良好な成績を維持できたとする報告もある。よって、可及的切
除にとどめ機能障害の増悪を避ける事も重要であると考える。一方、1996年に血管病変を血管
性腫瘍と血管奇形の2つに区別したISSVA分類が確立された。今回の症例はすべて血管奇形に属
し、今後は手術治療以外の治療法も考慮する必要がある。
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上肢に発生した神経鞘腫の臨床症状

○高瀬 勝己, 田村 圭, 山本 謙吾

東京医科大学　医学部　整形外科

【目的】
絞厄性神経障害は原因に関わらず、神経脱落症状が顕著に出現しやすい。しかし、上肢に発生
した神経鞘腫は、術前の臨床症状として腫瘤感が主体で神経症状を有することは比較的少な
い。また、術後脱落症状が軽度で治療予後が比較的良好なため、病態・摘出術に関する適応・
治療成績などに関する詳細な報告は少ない。今回、上肢に発生した神経鞘腫の病態および術後
成績を検討したので報告する。
【対象】
当科にて治療した上肢神経鞘腫は35例。内訳は、男性16例・女性19例、右20例・左15例、手術
時年齢は13～70歳（平均46.5歳）で、罹病期間は1ヶ月～180ヶ月（平均43.1歳）であった。単
発例は34例で正中神経10例・橈骨神経9例・尺骨神経5例・腕神経叢3例、指神経１例・筋皮神経
1例・不明5例で、このうち、橈骨神経および筋皮神経に同時発生した多発例を1例に認めた。術
後経過期間は、9ヶ月～6年2ヶ月であった。
【結果】
初発症状は、腫瘤感30例、神経支配領域のしびれ感4例、過敏性疼痛1例に認め、罹病期間の長
短に関わらず明らかな運動麻痺をきたした症例はなかった。また、腫瘤部におけるTinel様徴候
を認めたのは35例中29例で全例ではなかった。腫瘍は、全例で核出術が可能で神経移植術を施
行した症例はなかった。術後の神経脱落症状は、運動神経束に発生した橈骨神経の2例・尺骨神
経1例に、術後筋力低下を一時的に認めたが経時的に回復した。一方知覚神経束に発生した橈骨
神経2例および尺骨神経1例に短期的に知覚障害を認めた。しかし、最終的には全症例において
脱落症状を残存した症例はなかった。また、再発もしくは再度核出術をした症例はない。
【結語】
上肢に発生した神経鞘腫は、罹病期間が長期であっても腫瘤感が主体で、運動麻痺をきたす症
例はなかった。
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2-10-9

上肢発生神経鞘腫に対する顕微鏡視下被膜内核出術

○村松 慶一1,2, 岩永 隆太1, 富永 康弘1, 田口 敏彦1

伊原 公一郎3

1山口大学　医学部　整形外科, 2ながと総合病院　整形外科

3関門医療センター　整形外科

【目的】
神経鞘腫は全軟部腫瘍の５％を占め、聴神経腫瘍を除けば上肢発生が多い。手術術式としてこ
れまで核出術が一般的であったが、最近では術後の神経脱落症状が20～80％になるという報告
もあり、術式の認識に相違があるように思える。当科で行っている被膜内核出術の手術成績を
報告する。
【方法】
2001年より演者らが手術を行った神経鞘腫108例のうち、上肢発生35例を対象とした。男性
16例、女19、年齢は25-80歳、発生部位は主要神経26、皮下５、筋肉内４であった。主要神経
は、腕神経叢発生5、橈骨4、正中8、尺骨9で、21例に被膜内で腫瘍を小片で切除する核出術
（被膜内群）を、5例に被膜ごと一塊として切除した（被膜外群）。その他９例は切除、あるい
は被膜外切除を行った。術後の神経脱落症状をGrade I(Minor), GII(Major), GIII(transient)
の3段階に分け、被膜内、外群をFisher’s exact testを用いて比較検討した。
【成績】
筋肉内、皮下発生例は全てGrade Iであった。主要神経発生例では、被膜内群でGIが18例、GII
3例で、発生神経別で差はなかった。1例で術後圧迫により、一過性麻痺が生じたが回復した。
被膜外群はGIII 4例、GII １例で被膜内群と比較して有意に神経脱落症状が多く、術後新たな
麻痺症状を認めた。再発例は両手術ともに無かった。
【結論】
神経鞘腫の手術法として、１）術前の不必要な生検を避ける、２）術中従来からの核出術は残
存神経を損傷するため腫瘍を１塊として切除せず可及的切除の留める、特に中枢、末梢側は非
侵襲的に切除する、３）術後は血腫、圧迫防止を確実に行うことが重要と考えられた。神経鞘
腫の手術目的は、腫瘍を切除することではなく除痛などの症状改善を目指す事を心得ておくべ
きである。
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3-1-S-1

絞扼性神経障害

○澤田 智一

静岡市立静岡病院　整形外科

末梢神経は解剖学上、線維性あるいは骨線維性のトンネル（管）を走行する。その狭い部位で
神経が牽引や圧迫など慢性的な機械刺激を受けることにより生じた神経障害が絞扼性神経障害
である。診断には損傷神経、損傷高位、病態の判断が重要であり、診断が確定すれば、治療法
はおのずと決定する。
総論：診断には詳細な問診・診察所見が重要である。既往歴として小児期における骨折や放射
線治療の聴取を、現病歴として発症形式、症状の進行速度、職業・利き手などについて問診を
行う。診察所見では視診、徒手筋力検査、感覚検査を行う。徒手筋力検査では腱収縮を必ず触
知し、複数筋が動作に関与する肘・手関節屈曲などにおいては、各筋個別の評価をすることで
より正確な診断が可能となる。感覚障害も触感のみならず、温痛覚、二点識別覚の他、ルーレ
ットなどを用いて、障害範囲をより詳細に検査する。補助検査として画像診断、電気生理学的
検査を行うが、あくまでもこれは診察所見を裏付けるものである。
各論：頻度としては手根管症候群、肘部管症候群が圧倒的に多く、外来診療でよく遭遇する疾
患である。当科では手根管症候群の診断基準に短母指外転筋終末潜時(DML)≧4.5ms、知覚神経
伝道速度(SCV)<40.0m/sを用いており、手術適応としては保存療法無効例、保存療法後再発例、
および明らかな筋力低下や筋萎縮を有する症例としている。重度の手根管症候群に対しては、
手根管開放術のみを行うか、一期的に対立再建術を行うか意見の分かれるところである。短母
指外転筋の複合活動電位(APB-CMAP)導出不能例に対して、手根管開放術のみを行った我々の検
討では、約半数にAPB筋力MMT3以上の回復がみられた。筋力回復の予測因子としては、年齢や罹
病期間、電気診断により予測可能とする報告がある一方、術前の予測因子は不明という報告も
多くみられる。我々の検討では術後APB-CMAP導出可能時期が6か月以内と早期の症例は筋力の回
復が良好であったため、回復不良例に対する対立再建は術後6か月以降に検討すべきと考える。
肘部管症候群の原因は様々であるが、海外の報告と比較し、本邦では圧倒的に変形性関節症に
よるものが多い。診断は診察所見・電気生理学的検査により行うが、必ず健側も測定し、肘部
での伝導速度遅延を確認する。肘部管症候群と診断がつけば、ごく軽症例を除き基本的に手術
適応である。症状が急速に出現する症例や、疼痛の訴えが強いものは、ガングリオンによる圧
迫の可能性を考慮する必要がある。様々な手術法が行われているが、変形性関節症が基盤にあ
るものに対してはKing変法を行っている。また、他の上肢の絞扼性神経障害についてのみなら
ず、「くびれ」が観察される特発性前・後骨間神経麻痺についても述べる。
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3-1-S-2

手関節尺側部痛の鑑別診断

○森友 寿夫

大阪行岡医療大学／行岡病院手の外科センター

【緒言】
手関節尺側部痛は日常診療で多く見られるが病態はいまだ不明な点が多く手外科のブラックボ
ックスといえる。本講演では難治性手関節尺側部痛の代表的疾患である尺側手根伸筋（ECU）腱
鞘炎、三角線維軟骨複合体(TFCC)小窩付着部損傷、TFCC実質部損傷（尺骨つきあげ症候群を含
む）の3疾患の診断法を述べる。

1. ECU腱鞘炎

ECU腱鞘炎の診断には理学的所見として誘発テストが最も重要である。我々が最もよく用いるの
はcarpal supination testである。肘90度屈曲、前腕回外位で患者の手指を把持し過回外させ
た時に激痛が生じれば陽性とする。実験的に合掌回外テスト、synergy testよりECU腱鞘内圧が
高くなることがわかっている。subsheath内へのステロイド剤と局所麻酔剤（ケナコルト® 1/4
アンプル+キシロカイン1cc)の腱鞘内注射の注射は治療のみならず診断に有用である。ECU腱鞘
炎ならば注射後数分後にcarpal supination testが陰性となる。陰性にならない場合は他疾患
を疑う。
2. TFCC小窩付着部損傷
理学的所見ではfovea sign とDRUJ不安定性テストが重要である。fovea signは、肘90度屈曲、
前腕回内外中間位で尺骨茎状突起の掌側基部の圧痛をみる。掌側優位のTFCC小窩部断裂で陽性
になることが多い。背側優位のTFCC小窩部断裂では圧痛が背側に出ることがある。DRUJ不安定
性テストは、橈骨Ｓ状切痕の背側と掌側を一方の母指と示中指ではさみ、尺骨頭を他方の母指
と示中指ではさみ、ゆっくり背掌側にずらしてその可動性を調べる。個人差が大きいため健側
と比較することが重要である。MRIでは小窩付着部の不整、T2 high像を認めることが多いが、
偽陽性に注意しなければならない。一方、関節造影CTの小窩部断裂の診断率は敏感度80%、特異
度100%であった。すなわち、DRUJ関節造影CTでTFCC小窩付着部に造影剤が貯留する所見あれば
小窩部断裂が100%診断可能であった。

3. TFCC実質部損傷（尺骨つきあげ症候群を含む）
TFCC実質部損傷ではTFCC実質部である関節円板および背側辺縁部が尺骨頭と月状骨・三角骨に
挟まれて近位面から変性断裂を起こす。基本的に遠位橈尺関節の不安定性は生じない。理学的
所見ではulnocarpal stress test (手関節尺屈位で他動的に軸圧をかけながら回内外すると有
痛性クリックを生じる)が一般的である。さらに我々が最も好んで用いるのはshake hand test
である。Shake hand testは肘軽度屈曲で握手するように手を握り、患者に手をグリップするよ
う指示した状態で他動的に尺屈強制させ激痛が生じたら陽性である。グリップすることでイン
ピンジが増強するためより鋭敏である。前腕回外位で特に痛みが出やすい。DRUJ関節造影時に
キシロカインブロックテストで完全に除痛されることが多い。
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3-1-S-3

ブシャール結節の臨床的背景と対策

○平瀬 雄一

四谷メディカルキューブ手の外科・マイクロサージャリーセンター

　指PIP関節の変形性関節症、いわゆるブシャール結節は日常診療で非常に頻回に遭遇する疾患
であるにもかかわらず、効果的な治療法が確立されていない。「年のせいです」「使い過ぎで
す」といったエビデンスのない説明が繰り返され、患者は激しい痛みと更なる変形への恐れを
抱いたまま行くあてもなく諦めているのが現状である。彼らを救えるのは、われわれ手外科医
以外にはないことを十分に自覚して治療にあたらなければならない。
　まず、ブシャール結節の背景の正しい理解が必要である。ブシャール結節はいきなり起きる
のではなく、その数年前から関節の痛みや腫脹を伴う。その多くは、狭窄性腱鞘炎が放置さ
れ、浅指屈筋腱がPIP関節を慢性的に強く牽引して関節軟骨が削れて変形する。すべてのPIP関
節は尺側に偏位する。更年期前後にこのような症状が出やすいのは血中エストロゲンの低下に
よる。エストロゲンはエストロゲン受容体と結合して滑膜の腫脹を減弱させるが、エストロゲ
ン受容体は腱鞘や腱周囲、靭帯、関節包に存在しているため、更年期以降は腱鞘炎や関節の腫
脹が起きやすくなるのである。このエストロゲンの変動は60台前半で落ち着いてくることが多
く、高齢化とともに変形が進むといった事実はない。つまり、関節痛や腫脹が出始めた更年期
初期に適切な治療が受けられれば、更なる変形は進まないことになる。ステロイドの局注やエ
クオール投与が効果的である。
　すでに、変形してしまっている関節には、浅指屈筋腱の切除が著効をもたらす。局所麻酔下
で基節部の小切開から浅指屈筋腱の両側末梢を切離し、A1滑車上の小切開から腱を引き出して
切断する。これにより、PIP・DIP関節は深指屈筋腱だけで可動することとなり、A2滑車内にも
余裕ができるので指はスムースに動くこととなる。PIP関節を強く牽引する原因もなくなり、可
動域の改善、とくに関節痛の除痛効果は大きくQOLの改善に非常に役立つ。腱性拘縮を起こして
いる関節への浅指屈筋腱の切除であり、スワンネック変形を起こす心配は少ない。
また、高度な変形例では、関節固定か人工関節置換を行う。人工関節置換手術では掌側アプロ
ーチで行うと早期にハンドテラピーの介入が行えるため、より良好な最終可動域が獲得でき
る。
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3-1-S-4

キーンベック病の病態・診断とその治療

○村田 景一

市立奈良病院　四肢外傷センター

【原因および症状】
　キーンベック病は月状骨の無腐性骨壊死症で青壮年期の男性で重労働者での発症が多いが、
小児や高齢者での発症例も散見される。月状骨への血行途絶がその原因と考えられているが、
その要因として解剖学的な血流障害、反復性微小外力による骨内圧の上昇などの諸説がある。
血行障害以外にもulnar minus varianceによる月状骨への応力集中が要因との報告もあり、原
因として統一した見解が得られていない。
　壊死となり強度の低下した月状骨に手関節軸圧が加わることにより、月状骨は容易に骨折
し、病期が進行すると月状骨自体が分節化する。骨折で生じた軟骨損傷を伴った状態で手関節
の使用を続けた場合には、周囲の手根骨の軟骨にも損傷が波及し手関節症に進展する。
　患者の多くは労作時の手関節痛を主訴に来院する。手関節中央背側部の圧痛を認め、手関節
の可動域制限、握力低下を認める。ときに分節化した月状骨骨片による屈筋腱・伸筋腱の皮下
断裂や手根管症候群を合併することがあり、手指の運動制限やしびれを主訴に来院することも
あるので注意を要する。

【診断】
単純X線像：1997年にLichtmanが報告したによる病期分類（2010年に改変）が広く用いられてい
る。
CT：月状骨の圧潰や分節化の程度、手根骨配列異常、関節症性変化の局在などの評価に役立
つ。
MRI：早期のキーンベック病（Lichtman Stage I）は単純X線写真で異常を認めないがMRIで診断
可能である。
関節鏡検査：近年、関節鏡検査による関節軟骨の評価が治療方針決定において重要である事が
報告されている。

【治療法】
治療方針の決定は単に単純X線写真の病期だけによるのではなく、症状や機能障害の程度を考慮
に入れる必要がある。

我々の行っている治療法
・Lichｔman分類Stage ０ およびStage I：外固定と日常生活動作の制限による保存的治療。病
期が進行する場合は手術療法に変更。
・Stage II およびStage IIIA,Bで月状骨の分節化と軟骨損傷の軽度なものに対しては4・5 ECA
や1・2 ICSRAを用いた有茎血管柄付き骨移植術と仮STT固定を併用。
・Stage IIIA,Bで月状有頭骨関節にまで軟骨損傷がおよぶ症例、月状骨の圧潰や分節化が強い
症例、Stage IIICに対しては月状骨全摘出＋腱球移植に仮STT固定を併用。
・Stage IVで関節症性変化が舟状骨を含まない場合は月状骨全摘出＋腱球移植と仮STT固定の併
用を行い、関節症性変化が橈骨舟状骨関節に及ぶ場合は手関節全固定術。
・若年者や高齢者の場合は、まずは外固定と日常生活動作の制限による保存的治療で様子を見
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て、病期の進行があれば手術を行う。若年者のStage IIIAまでのキーンベック病では仮STT固定
のみで良好な回復が見込める。
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3-1-S-5

手と脳

○岩月 克之

名古屋大学医学部手の外科

『手』は第2の『脳』と呼ばれ、指先にまで多くの神経細胞が密集しており、ペンフィールドの
ホムンクルスにおいても重要視されている。手外科は機能再建外科としての側面を持つが、手
にある一つ一つのパーツの修理に治療をとどめるのではなく、司令塔としての脳を理解し、各
器官を統合させた治療が必要である。体の一部として手を理解し、手に起きていることは常に
脳が関与していることを念頭に、臨床・研究を行っていくことが手外科医に求められている。
「運動器の10年」では運動器の重要性が認識されてきたものの、世界的な大きな流れは脳に重
点が置かれている。アメリカでの脳科学研究は「Decade of the Brain （1990～2000年）」を
皮切りに、「BRAIN Initiativeプロジェクト」へ巨額の研究費が投入されることが発表され、
ヒトゲノム計画に続く大規模国家プロジェクトとして注目を集めた。アメリカ国立衛生研究所
は「The  Human  Connectome  Project」で、脳内活動の解明を始めた。欧州連合
は、neuroinformaticsとして、脳科学と情報科学を融合し、脳の構造と機能の解明、さらには
脳疾患の治療、新しい情報技術の創出と人工知能の融合に特化した戦略を展開し、「The Human
Brain Project」では、スーパーコンピューターを用いて、脳の詳細なモデルやシミュレーショ
ンを構築することを目標にしている。医療分野においても人工知能の開発が盛んに行われ、今
後の応用が期待されている。脳を可視化する技術は発展を続け、脳波、computed
tomography(CT) 、single photon emission computed tomography （SPECT）、positron
emission tomography（PET）、脳磁図、magnetic resonance imaging (MRI)、near-infrared
spectroscopy（NIRS）などが使用可能である。
脳内の各領域の反応及び機能的なconnectivityを見ることで、脳機能と疾患の関連、リハビリ
テーションの効果などの研究が多く行われている。各種疾患や疼痛に対し、脳はどのように反
応し、中枢性感作はどのように起きているのか。プラセボ・ノセボ効果のメカニズムとは。安
静リラックス状態の脳活動から、プロと呼ばれる職人たちが自己の最大の能力を発揮するため
にどのように脳を使用しているのか。高度な機能も持った運動器官・感覚器官である『手』を
理解するためには『脳』を知ることが必要である。
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指屈筋腱損傷の治療

○渡邉 健太郎

名古屋掖済会病院

　手指屈筋腱損傷の治療を成功させるためには，①手外科医の優れた技量，②ハンドセラピス
トによる術後早期運動療法そして③患者自身の良好なadherenceの3つがすべて揃うことが重要
である．手外科医に求められるのは単にatraumaticな操作を行うというだけでなく屈筋腱の治
癒過程をbiologicalおよびbiomechanicalに理解する必要がある．
　屈筋腱を縫合するに当たり考慮しなくてはならない点は，その縫合法が早期運動に耐えられ
る十分な強度を持っていること，その一方で腱のintrinsic healingとスムーズな腱鞘内滑走を
妨げないことである．単純に縫合強度を上げるには糸の径を太くし本数を増やせば良いが，そ
れにより腱内血行を阻害し，またbulkyなconfigurationになるため滑走障害を起こすというジ
レンマがある．従って縫合の要素である，①core sutureの方法とstrand数，②糸の径と材質，
③アンカーの位置と方法と数，④結節の位置と数について配慮する必要がある．core sutureは
現在ほとんどが4 strand以上で行われており，4 strand法にはdouble津下法，modified double
Kessler法，Strickland法，Adelaide法などが，6 strand法にはtriple 津下法，吉津Ⅰ
法，Savage法，Lim-Tsai法などがある．いずれもアンカーはgraspingではなくlockingとなるよ
うに工夫すべきである．糸の径は4 strandの場合は3-0が，6 strandの場合は4-0が好ましい．
糸の材質はFiberWireのような高強度線維製糸の方がナイロン糸より強度はあるが，結節が緩み
やすいため結ぶ回数を増やすとbulkyになる欠点がある．いずれにしても縫合時の張力は縫合間
の長さが10%短縮する程度にするとよい．術後はKleinert変法に基づいて早期運動療法を行う．
　過去5年間に当科で4または6 strand法により治療したzone Ⅱ断裂35症例45指の治療成績は
Strickland法評価で，excellent 31例，good 7例，fair 5例，poor 1例で再断裂を1例に認め
た．予後に影響したのは年齢と小指損傷例であった．最後に著者が考案した8 strandによる新
しい縫合法（Plast Reconstr Surg Glob Open. 2016 Nov 7;4(11):e1048を参照）と臨床成績を
紹介する．

S806




