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第1会場（Room 1）

  8:10～8:40 会長講演

座長：根本 孝一（防衛医科大学校）

1-1-PL 上肢先天異常の治療

金谷 文則（琉球大学大学院整形外科学）

上肢先天異常は露出部であり、機能に加えて形態も重要である。乳児は機能障害を訴えることが
できないため、再建にあたり医師とハンドセラピストが病態を把握し成長段階に応じた治療計画
を立てる必要がある。家族が治療チームに加わることで、障がい児を持った困難を乗り越えられ
るばかりで無く、患児がADLや学校生活で何を必要としているかについての貴重な情報源になる。
多くは外科治療を要するため、機能に加えて整容面に配慮した再建（orthoplastic surgery）が重要
である。術後のリハビリテーションも遊びやスポーツを用いることが多い。
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  8:40～9:40 特別講演 1

座長：藤 　　哲（弘前大学医学部附属病院）

1-1-SL1 橈骨遠位端骨折治療の歴史的変遷と更なる発展への模索
Distal Radius Fracture: Historic Review and Perspective

斎藤 英彦（医療法人社団 一穂会西山病院グループ西山ウエルケア）

橈骨遠位端骨折の診断・治療は、手関節脱臼と誤認されていたヒポクラテスの時代から2000年
以上もかかって徐々に進歩して来て、ここ10数年という短い期間に長足の進歩をとげた。X線が
なかった時代の診断・治療、ギプス包帯の開発、X線の発見、CT装置の開発とその進歩（MPR, 
3DCT）、小型低線量X線透視装置の開発、関節鏡とMRIの発達、変革をもたらした掌側ロッキン
グプレート、更なる発展への模索などについて時代を追って述べる。

1966年  3月 新潟大学医学部卒業
1971年  3月 新潟大学大学院医学研究科修了
1972年  1月～’74年9月 
 Albany 医科大学附属病院 整形外科レジデント
1974年10月 Dr. Harold E. Kleinert 手の外科クリニカルフェロー
1975年  9月 アメリカ整形外科専門医ボード専門医
1987年  7月 新潟大学附属病院助教授
1993年  4月 聖隷浜松病院整形外科部長
1998年  4月 聖隷浜松病院副院長
2002年  4月 聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリセンター長
2010年10月 西山ウエルケア施設長
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 9:50～11:50 シンポジウム 1：EBMに基づく橈骨遠位端骨折の治療

座長：澤泉 卓哉（日本医科大学整形外科）　 
　　　戸部 正博（東北海道病院 整形外科）

1-1-S1-1 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート 
（MODE Distal Radius Plate）の治療成績

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

稲葉 尚人（那須赤十字病院 整形外科） 
鈴木　 拓，武田 和樹，中村 俊康，吉田 祐文

日本人の3D-CTデータを解析し解剖学的形状を再現するようデザインされたロッキングプレート
MODE Distal Radius Plateを用いた橈骨遠位端骨折の手術治療成績を検討した. 対象は39例40
手で, 臨床成績, X線評価, CT評価, 超音波検査を行い, プレートの解剖学的適合性と関節面支持性
を評価した. 臨床成績は概ね良好であり, 術後CTの計測からプレートの解剖学的適合性と関節面支
持性が優れることが示唆された. 

1-1-S1-2 DVR掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績： 
整復位保持の観点から
Clinical Results of DVR Anatomic Plate System for the Distal Radius Fracture

加藤 直樹（埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所） 
吉澤 貴弘，関谷 繁樹，福本 恵三

DVR掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠位端骨折の手術症例55例について、術直後および
最終時の単純X線像で矯正損失量を評価したところ、最終的な平均volar tiltは10.6度、radial 
inclinationは21.4度と良好な整復位が維持されていたが、遠位骨片の背側への再転位が生じた症
例があった。術直後に得られた整復位の保持に対するsubchondral supportの有効性と限界につ
いて検討した。

1-1-S1-3 橈骨遠位端骨折用Polyaxial Locking Plate 2種のlocking機構の安定性の
比較検討
Comparative study for stability of locking mechanism in 2 types of polyaxial locking 
plate for distal radius fractures

若林 良明（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） 
二村 昭元，藤田 浩二，請川 　円，大川 　淳

AO C3型を除く橈骨遠位端骨折26例を対象に、時期を変えてAPTUS（A群: n=14）とVA-TCP（V群: 
n=12）で固定し、術後のX線上の矯正損失と臨床成績を比較検討した。Radial inclinationはA群－
2.1度・V群0.0度、Palmar TiltはA群3.4度・V群－1.9度、Ulnar varianceはA群3.2mm・V群0.9mm
とAPTUSで有意に矯正損失が大きく、locking機構の安定性ではVA-TCPが優っていた。可動域・
握力・DASH・Cooneyなどの臨床成績に有意差はなかった。
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1-1-S1-4 背屈転位型橈骨末端骨折に対する徒手整復術の必要性
Indication for Manual Reduction of Dorsally Displaced Distal Radius Fractures

窪田 　穣（馬場記念病院 整形外科） 
安田 匡孝，山本 　研，濱 　峻平

コーレス骨折59例に対して，徒手整復術の現状について後ろ向きに調査した．Y（徒手整復）群は
35例（59.3%）であった．Y群中，手術に至った症例は30例（85.7%）であった．N（非徒手整復）群中，
手術に至った症例は21例（87.5%）であった．Mackenneyらの文献に準じた再転位確率計算では，
Y群は平均66.0%で，N群は平均51.9%であった．転位確率が大きい場合には，徒手整復をしな
いで手術待機する方がよいのではないかと考えた．

1-1-S1-5 橈骨遠位端形状と応力分布から考える橈骨遠位端骨折の治療選択
The choice of treating distal radius fracture derived from the analysis of stress 
distribution and anatomical shape

泉山 　公（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座） 
別府 諸兄，清水 弘之，内藤 利仁，田中 雅尋

【目的】
橈骨遠位掌側部の形状を近似式として表わし治療選択の判断要素として検討した.

【方法】
ボランティア8名の橈骨遠位端部CTで橈骨遠位部を3次元構築した. 橈骨掌側部の近似式を作成し
た.

【結果】
中央曲線の最掌側部位は橈骨茎状突起より橈骨最大横径の約50％中枢に位置していた.

【結論】
橈骨茎状突起より最大横径の50％中枢の位置より末梢に超えるると, FPL通過曲線の最掌側縁よ
りプレート辺縁は掌側に位置すると考えられた.

1-1-S1-6 バイオメカ二クスからみた橈骨遠位端骨折後DRUJ不安定症
DRUJ Instability after Distal Radius Fracture: Biomechanical Study

森友 寿夫（大阪行岡医療大学 行岡病院手の外科センター） 
大森 信介

橈骨遠位端骨折後DRUJ不安定症の病態を理解するために橈骨3次元変形および橈尺靭帯、遠位骨
間膜などのDRUJ支持組織の病態をバイオメカニクス的に評価した。橈骨短縮などで掌側橈尺靭帯
が切れると橈骨掌側不安定性が、橈骨近位骨片の尺側転位や遠位骨間膜損傷などで遠位骨間膜が
機能しなくなると橈骨背側不安定性が問題になる。
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1-1-S1-7 橈骨遠位端骨折に合併する舟状月状骨不安定症の短期成績  
－若年者群と高齢者群における検討－
The Short-term Clinical Outcome of Scapholunate Instability Associated with Distal 
Radius Fracture in Young and Elderly Cohorts

鈴木 大介（国保中央病院 整形外科） 
小野 浩史，古田 和彦，片山 　健，面川 庄平

SLIを合併したDRF患者の術後短期成績を調査し、若年者・高齢者毎にSLIの治療の有効性・必要
性について検討した。若年者ではピンニング、靭帯再建を行った。Geissler分類grade2までの安
定群とそれ以上の不安定群の間で有意性検定を行った。若年者では掌屈可動域に有意差を認めたが
power analysisでは検定力は低かった。高齢者ではVAS、手関節可動域、握力、Mayo、DASH、
PRWEすべての項目で有意差は認めなかった。

1-1-S1-8 三次救急病院における橈骨遠位端骨折治療の現状と課題
Treatment System for Distal Radius Fractures in Tertiary Emergency Medical Facility

板寺 英一（成田赤十字病院 整形外科）

ガイドラインに沿った形で当院の治療体系を見直すため本研究を行った．対象は2012年4月から
2013年8月までの89例93骨折であり，初診時AO分類および転位の程度と治療経過中の変形症例

（変形残存または手術例）の割合との関連を調査した．A3では軽度以上の転位があるものは全例
変形症例（33/33，100％）となった．B型は中等度以上の転位例はすべて変形症例となった（4/4，
100％）．C型はほとんどが変形症例となった（26/27，96％）．
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13:30～15:30 パネルディスカッション 1： 
橈骨遠位端骨折（関節鏡整復は必要か？）

座長：土井 一輝（小郡第一総合病院）　　　 

　　　稲垣 克記（昭和大学医学部整形外科）

1-1-P1-1 橈骨遠位端関節内骨折の掌側ロッキングプレート固定において、関節鏡視
下整復術は必要か？ －前向き無作為化比較試験－
Is arthroscopy advantageous over fluoroscopy for articular reduction of intra-articular 
distal radius fractures treated with volar locking plate fixation? 

山崎 　宏（相澤病院 整形外科） 
佐々木 純，橋本 　瞬

橈骨遠位端骨折における鏡視下整復術の有用性を検証した. AO分類：Type Cの70例に前向き無
作為化比較（透視下群と鏡視下群）を行った. 6,12,24週での画像評価（CTのgap, stepなど）や, 客
観評価（握力, 可動域）に差は無かった. 24週での日手会版DASH scoreで鏡視群が劣っていたが, 
その原因は整復操作とは関係ない術後合併症であった. 整復操作としての鏡視下手術は必須ではな
い.

1-1-P1-2 橈骨遠位端骨折に対する鏡視下手術の有用性
The efficiency of arthroscopic surgery for distal radius fracture

安部 幸雄（済生会下関総合病院 整形外科）

関節鏡による橈骨遠位端骨折整復固定術について検討した．我々の方法はイメージ下に整復，掌
側プレートを仮固定したのち鏡視下整復（PART法）を導入するものである．1）透視下整復と鏡視下
整復の乖離は約30%，遊離体は13％程度に存在した，2）SL靱帯損傷は約30%，LT靱帯損傷は約
15%，TFCC損傷は約60%に合併した，3）掌側ロッキングプレート固定単独の文献報告と比較し，
握力，患者立脚評価において良好な成績を示した．

1-1-P1-3 橈骨遠位端骨折において関節鏡下関節内骨折観血的手術の有用性
Usability of Arthroscopic Repair for the Distal Radius Fractures of the wrist joint

眞宅 崇徳（東邦大学 医学部 整形外科学講座（大橋）） 
池上 博泰，吉澤 　秀，森 　武男，金子 卓男

H24年度の診療報酬改定で関節鏡下関節内骨折観血的手術が保険収載されたのを契機に、橈骨遠
位端関節内骨折に対して、H24. 4から関節鏡を用いた骨折観血的手術を行っている。これらの症
例と関節鏡導入前の症例を比較した。関節鏡を用いた群では、手術時間は30分長くなっていたが
術前後のCPKには有意な差はなく、Screwの設置位置、軟部組織損傷の評価、治療成績については、
関節鏡導入前の症例よりも改善していた。
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1-1-P1-4 橈骨遠位端骨折に対する関節鏡下整復の意義
Significance of Arthroscopic Reduction of Distal Radius Fracture

小野 浩史（国保中央病院 整形外科） 
片山 　健，鈴木 大介，古田 和彦

橈骨遠位端骨折の関節面整復や軟部組織治療にARIFを用いた。153例にRCとMC関節鏡で橈骨関
節面の転位とSLj・LTjの不安定性を、DRUJ鏡で尺骨小窩を評価した。透視整復後の関節面のずれ
は2mmで、SL不安定は45手で鋼線固定を5例に靭帯再建を2例に追加、LT不安定は37手で鋼線固
定を2例に行った。TFCC損傷はRC関節鏡で1型59手、DRUJ鏡で小窩完全断裂5例部分断裂18例
であった。

1-1-P1-5 橈骨遠位端関節内骨折における鏡視下整復術の必要性
Arthroscopic reduction and internal fixation for intraarticular fracture of the distal radius

坂本 相哲（小郡第一総合病院 整形外科） 
土井 一輝，服部 泰典

橈骨遠位端関節内骨折における鏡視下整復術の必要性についてPART法を行った2007～13の59例
を対象として検討した。術前徒手整復後CTでの関節内骨片間のGap2mm以上、Step off1mm以上
の症例に整復操作を要した症例が多くみられた。牽引、圧迫などの関節外操作で大部分の整復は
可能であるが、関節内陥没骨片や、Step offのある関節内骨片の整復は困難であるため、術前徒手
整復後のCTでStep offがある症例は鏡視下整復の適応である。

1-1-P1-6 橈骨遠位端関節内骨折に対する透視下整復固定術の整復精度と術後成績 
－前向き研究－
Accuracy of articular reduction and clinical results of intra-articular fracture of distal 
radial under fluoroscopically reduction -a prospective study-

坂野 裕昭（平塚共済病院 整形外科・手外科センター） 
勝村 　哲，岡崎 　敦，竹元 　暁，齋藤 知行

橈骨遠位端関節内骨折の透視下整復法の有用性を評価するために，透視下に関節面を整復し掌側
ロッキングプレート（VLP）固定を行った後に，鏡視下に関節面整復精度を確認すると共に術後成
績を前向きに調査したので報告する．透視下整復は良好な臨床成績が得られた．鏡視下整復と比
較して整復の正確性は劣るが，gap, step offともに平均2mm未満には整復され臨床的には最小の
範囲内と考えた．
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1-1-P1-7 AO分類C型橈骨遠位端関節内骨折に対する関節鏡視下手技
Arthroscopic reduction and procedure for AO type C Intra-articular Distal Radius 
Fractures

寺浦 英俊（東住吉森本病院 整形外科） 
川端 　確，五谷 寛之，坂中 秀樹，山野 慶樹

50歳以下のAO分類C型橈骨遠位端関節内骨折54例の透視下整復および掌側ロッキングプレート仮
固定後の関節鏡所見を1～10点に点数化しgrade I,II, IIIに分類した。AO分類C1：3.2点、C2：3.7
点、C3：6.9点であり、C3はC1、C2に比して有意に点数が高かった。Mayo Wrist Scoreでは
grade I（11例）90点、grade II（30例）89.3点、grade III（13例）82.2点で有意差は認めなかった。
AO分類C3は関節鏡視下手技が必要と考えられた。

1-1-P1-8 橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する矯正骨切術の骨折型の違いによる術後
成績の影響
The effect of initial fracture type for clinical result of corrective osteotomy for 
malunited distal radius fractures

村瀬 　剛（大阪大学 整形外科） 
岡 久仁洋，田中 啓之，大森 信介，川西 洋平

橈骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切術の術後成績に初回受傷時骨折型が及ぼす影響につい
て検討した。初回受傷時、関節外骨折A群と関節内骨折C群の矯正骨切後の臨床成績、X線評価を行っ
た。両群間の術後成績に有意差はなかった。骨癒合時に関節内転位がなければ、受傷時の関節内
骨折の有無にかかわらず橈骨遠位端骨折変形治癒矯正骨切り術の成績は良好であった。
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15:30～17:00 シンポジウム 2：透析患者と手の疾患

座長：勝見 泰和（宇治武田病院）　　　　　　　　 

　　　内山 茂晴（信州大学医学部運動機能学講座）

1-1-S2-1 非透析患者と透析患者における手根管症候群のMRIの比較検討
Comparison of magnetic resonance imaging of carpal tunnel syndrome between 
idiopathic and hemodialysis patients

岩倉 菜穂子（東京女子医科大学 整形外科） 
寺山 恭史，加藤 義治

手根管症候群を発症した非透析患者と透析患者（初回群、再発群）にMRIを施行し、手根管面積、正
中神経、各腱の断面積を計測して比較検討した。非透析群と初回群とでは手根管面積、正中神経
断面積は変わらなかったが、FDS、FDP、FPLの断面積において初回群が有意に大きかった。ま
た初回群と再発群については再発群で透析期間が有意に長く、さらに手根管面積、およびFDP断
面積が再発群で有意に大きかった。

1-1-S2-2 血液透析患者の手根管症候群における術後長期成績
Long-term Clinical Results Following Endoscopic Management for Haemodialysis 
Related Carpal Tunnel Syndrome Patients

吉田 　綾（取手北相馬保健医療センター医師会病院 整形外科） 
奥津 一郎，浜中 一輝

透析患者の手根管症候群264手に対するUSE systemを用いた鏡視下手根管開放術後10年超の経
過観察において、初回手術後93%で臨床症状が回復したが、76手で再発、21手で再再発し再手術
を要した。複数回の手術を考慮した治療計画が必要である。

1-1-S2-3 長期透析患者の手根管症候群に対する小皮切手根管開放術の治療成績
Results of Open Carpal Tunnel Release through a Small Skin Incision in Haemodialysis 
Patients

森澤 　妥（独立行政法人国立病院機構埼玉病院 整形外科） 
松村 崇史，高山 真一郎

長期透析患者の手根管症候群に対する小皮切手根管開放術の成績を検討した。対象は28例35手、
男性14例、女性14例、年齢は平均64歳、透析歴は平均16年、シャント側20手、非シャント側15
手であった。検討項目はKellyの評価基準を用いた術後成績評価とした。術後成績はExcellent　
20手、Good 15手であった。本法は1．直視下に神経の除圧を確認可能、2．正中神経反回枝を確
認可能、3．神経外神経剥離が可能、という利点があった。
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1-1-S2-4 長期血液透析に伴う再発性手根管症候群に対する浅指屈筋腱抜去術の長期
成績
The long term results of FDS removal to the recurrent carpal tunnel syndrome with 
haemodialysis patients

喜多島 出（虎の門病院分院 整形外科） 
山本 精三，中道 健一，立花 新太郎

長期血液透析に伴う手根管症候群（以下CTS）では手根管開放術後に再発することがある．再発
CTSにたいして浅指屈筋腱（以下FDS）抜去術を施行した症例の長期成績に関して検討した．FDS
抜去術は、腱滑走障害を改善し，また同時に電気生理学的にも回復を得ることが可能である．術
後の手指変形などが危惧されるが，CTS再発を呈する時点で生命予後は限られており変形を考慮
する必要はないと考えた．

1-1-S2-5 透析・シャント肢の橈骨遠位端骨折の手術療法
Surgical Treatment of Distal Radius Fracture in the Forearm with Arteriovenous Fistulas

野口 京子（仙台社会保険病院） 
村上 栄一，安藤 　晃，黒澤 大輔

血液透析患者のシャント肢に生じた橈骨遠位端骨折では, シャント血管が手術の妨げとなるこ
とがある。シャント走行の評価にドップラー血流計, シャント造影は有用であり, これにより術
式の選択が可能であった。術後のシャント穿刺を考慮すると, 創外固定はHoffmann typeより
monotubular typeが望ましい。シャント血管を回避するため, 通常よりやや尺側に皮切を置くこ
とにより, 安全に橈骨掌側へのアプローチが可能であった。

1-1-S2-6 透析患者のシャント側に発症した橈骨遠位端骨折の治療経験
Treatment strategy for distal radius fractures on arteriovenous shunt forearm in 
maintenance hemodialysis patients

杉山 陽一（順天堂大学 医学部附属 静岡病院 整形外科） 
内藤 聖人，金子 和夫，大林 　治

我々は、橈骨動脈にシャントを造設した慢性腎不全患者のシャント側の橈骨遠位端骨折に対し、掌
側ロッキングプレート（VLP）を用いた手術治療を行なった。3例全例でシャント機能不全や腱損傷
など一般的なVLPによる合併症も認めなかった。Henry侵入法は橈骨動脈の尺側から侵入するた
めシャント部分に愛護的である。整復操作によるシャント部分の血栓形成や、皮膚・皮下組織へ
の侵襲を考慮すると手術治療の方が低侵襲であると言える。
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第2会場（Room 2）

  8:40～9:40 一般演題 1：手根管症候群1

座長：中道 健一（虎の門病院リハビリテーション科）

1-2-1 手根管症候群の早期発見のためのスクリーニング・ツールの作成
Making of the screening tool for early detection of the carpal tunnel syndrome

佐藤 彰博（弘前医療福祉大学 医療技術学科 作業療法学専攻） 
藤原 健一，對馬 　均，湯川 昌広

手根管症候群の早期発見のためにCTSI-JSSHの中から5項目を選択した質問表を作成した．手根
管症候群患者19名・対照群42名を対象としてROC曲線をもとにカットオフ値を決定し，2×2分
割表により感度・特異度・陽性尤度比・陰性尤度比を求めた．8点以上で手根管症候群の可能性が
高いことがわかったが，今後の調査によって実際の有用性を確認した後に，他の神経障害との鑑
別について検討していく予定である．

1-2-2 手根管症候群のしびれに対するPain Visionを用いた評価の検討
Evaluation of symptoms of Carpal tunnel syndrome using Pain Vision 

乾 　淳幸（神戸大学大学院医学研究科整形外科） 
国分 　毅，美舩 　泰，西本 華子，黒坂 昌弘

手根管症候群と診断された患者に対し、痛み定量装置であるPain Visionを使用してしびれの程度
の定量化を試みた。Pain Visionによる定量的な痛み度は電気生理学的な重症度とは相関していな
かったが、自覚的な痛みスケールと相関しており、患者が感じているしびれの程度を数値を用い
て視覚的に評価できるという点で、手根管症候群に対する有用な治療効果判定ツールになり得る
と考えた。

1-2-3 神経障害性疼痛を有する手根管症候群患者の臨床的特徴
Neuropathic pain in the patients with carpal tunnel syndrome

園畑 素樹（佐賀大学 医学部 整形外科） 
鶴田 敏幸，峯 　博子，浅見 昭彦，馬渡 正明

手根管症候群143手について、神経障害性疼痛を有する患者の臨床的特性を調査した。44手に神
経障害性疼痛の要素を認めた。年齢、性別、罹病期間、伝導速度、知覚障害、筋力については神
経障害性疼痛の有無で有意差を認めなかった。神経障害性疼痛の要素を認めた症例では疼痛の程
度が有意に高値であり、夜間痛を有する症例が有意に多かった。夜間痛の有無は神経障害性疼痛
を簡便に判定するための有用な所見である事が示唆された。
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1-2-4 術前の不安傾向と抑うつ状態が手根管症候群の術後短期成績に及ぼす影響
The Effect of Pre-operation State Trait Anxiety Inventory and Self-rating Depression 
Scale on Short Term Results of Open Carpal Tunnel Release 

寺山 恭史（東京女子医科大学 整形外科） 
岩倉 菜穂子，加藤 義治

前回我々は，術前に不安傾向や抑うつ状態がある患者の場合には手根管開放術後3ヶ月では
Q-DASHやCTSI-JSSHスコアは有意な改善を認めないことを報告した．しかし，その後半年から
一年の経過を追ったところ，不安傾向や抑うつ状態の有無に関わらずQ-DASHやCTSI-JSSHスコ
アは有意な改善を認め，不安傾向や抑うつ状態の患者に対しても手術治療の有効性が確認された．

1-2-5 既存区域特異的評価表に基づいた新たな疾患特異的評価表の作成  
－手根管症候群での試みと評価－
A proposal of a method to make a disease-specific instrument based on region-specific 
instrument

中野 智則（名古屋大学大学院 医学系研究科 手の外科学） 
栗本 　秀，建部 将広，篠原 孝明，平田 　仁

既存区域特異的評価表として患者立脚型上肢機能評価表であるHand20を使用し、56例の手根管
症候群患者のデータを統計学的に解析して手根管症候群に特化した新たな疾患特異的評価表を作
成した。この評価表を別の患者群の術後経過に適応させ、高い反応性が確認された。この評価表
作成法は他の疾患でも適応できる可能性があり、Hand20という一つの評価表で複数の疾患や合併
症の臨床評価に対応可能となることが期待される。

1-2-6 手根管症候群手術後2年以上経過後の就労状況，手の痛み、しびれ，動作
障害に関するアンケート調査
Questionnaire survey of the working situation and residual complaint more than two 
years after carpal tunnel release

畑中 大介（相澤病院 整形外科） 
内山 茂晴，林 　正徳，池上 章太，加藤 博之

特発性手根管症候群手術後2年以上経過後した55例に就労状況、残存する愁訴等に関するアンケー
ト調査を行った。有効回答を得た34例（62％）を対象とした。対象例の91％が術後1か月以内に主
婦業を含む就労に復帰していた。大多数例が、術後2年以上で手のしびれや痛みは改善していた。
しかし、21％の例はCTSI-SSで症状残存あるいは改善不良、41％の例がVAS値で11mm以上の
しびれが残存していると回答した。
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 9:40～10:40 一般演題 2：手根管症候群2

座長：西川 真史（にしかわ 整形外科・手の外科クリニック）

1-2-7 手根管症候群の年代別治療成績についての検討
Clinical Presentation of Carpal Tunnel Syndrome Separated by Age 

坪根 　徹（周東総合病院 整形外科）

手根管開放術施行症例の年代別臨床像を調査した.高齢になるほど病期が進行している傾向にあり,
電気生理学的検査結果がそれを裏付けていた.手根管開放術の術後成績は,加齢による神経変性を伴
う高齢者の手根管症候群でも一般的に良好とされるが,今回の調査では年代が上がるにつれてKelly
の評価でfairが増える傾向にあった.従って,高齢者では必ずしも良好な成績を獲得し得るとは言え
ず,なんらかの愁訴が残り易いと考えられた. 

1-2-8 80歳以上の高齢者に対する手根管開放術の有効性
The outcome of carpal tunnel release in elderly patients over eighty year's old

加藤 義洋（済生会山形済生病院整形外科） 
石垣 大介，豊野 修二

80歳以上の高齢者に対する手根管開放術の有効性を調査した。手掌内切開による手根管開放術を
行った症例10例12手に、術前および術後1, 3, 6か月で手根管症候群質問票（CTSI）、全般的満
足度およびピンチ力を経時的に評価した。CTSIの重症度スコア（SS）および機能的状態スケール

（FS）、全般的満足度も術後改善が得られた。高齢者でも術後の自覚症状は改善していたが、ピン
チ力が改善しない例があった。

1-2-9 後期高齢者特発性手根管症候群における直視下手根管開放術の手術成績
Outcomes of Open Carpal Tunnel Release in Eldery people

黒川 陽子（周南市立新南陽市民病院 整形外科）

手根管症候群（以下CTS）の術後成績は一般的に良好であるが、高齢者では、時に術後経過不良例を
散見する。75歳以上の後期高齢者の直視下手根管開放術の術後成績について調査した。12.5％に短
母指外転筋（APB）の終末潜時の遅延を認めた。13例中1例で再手術を要した。術後、しびれが逆に
増強する成績不良例を認めた。これらは後期高齢者のなかでも、とくに超高齢者に多い傾向であった。

1-2-10 高齢者の手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術の術後成績
Clinical outcome of endscopic carpal tunnel release in elderly patients 

服部 泰典 （小郡第一総合病院 整形外科） 
土井 一輝，坂本 相哲

鏡視下手根管開放術を行い術後3ヶ月以上の経過観察が可能であった251例322手を対象とし、75
歳以上の後期高齢者92手、65～74歳の前期高齢者97手、64歳以下の133手の3群に分けて検討し
た。しびれ感、夜間痛は、前後期ともに90%以上で改善していたが、64歳以下と比べると不良であっ
た。DASH、CTSIは前後期ともに64歳以下と比べて同等の改善が得られていた。
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1-2-11 TTRアミロイド沈着を認めた手根管症候群の臨床的特徴
The clinical features of idiopathic carpal tunnel syndrome with TTR amyroid deposition.

大茂 壽久（戸畑共立病院 整形外科）

手根管症候群と診断され、手根管開放術を行った27例（男性5例、女性22例、平均年齢　69.1±
12.0歳）について屈筋腱滑膜のTTR沈着について検討した。屈筋腱滑膜のTTR陽性率は40.1％、
男性60％、女性36.4％であった。心電図異常は房室ブロック、心室内伝導障害、低電位、洞不全
症候群などの刺激伝導系異常をTTR陽性群54.5％、陰性群6.3％に認めた（p＜0.05）。一方、心
臓超音波検査所見は、両群とも正常範囲内に保たれていた。

1-2-12 TTRアミロイド沈着と特発性手根管症候群の術後経過
Effect of Synovial Transthyretin Amyloid Deposition on Preoperative Findings and 
Postoperative Recovery of Median Nerve Function in Patients with Idiopathic Carpal 
Tunnel Syndrome

内山 茂晴（信州大学 整形外科） 
関島 良樹，林 　正徳，伊坪 敏郎，加藤 博之

高齢者と男性の特発性手根管症候群の中には手根管部滑膜への野生型トランスサイレチン（TTR）
アミロイド沈着が発症に関与しているものがある。このアミロイド沈着が術前および術後の症状
や身体所見の回復過程に影響を及ぼすかを検討した。その結果、野生型TTR沈着によるCTSでは
沈着の程度が大きいと術前の自覚症状が強い傾向にあるが、術後の正中神経機能の回復について
は沈着のないものと同等である。

10:50～11:50 一般演題 3：手根管症候群3

座長：鈴木 修身（JA 広島総合病院 整形外科）

1-2-13 手根管開放術前後の超音波長軸像の正中神経所見と臨床所見および電気生
理所見との関連性について
Ultrasonographic assessment of longitudinal median nerve in carpal tunnel syndrome: 
comparison with clinical and electrophysiologicaloutcome

藤原 達司（大阪府立急性期総合医療センター 整形外科）

手根管開放術前後の超音波長軸像と臨床所見および電気生理所見との関連性について調査を行っ
た。超音波長軸像で最も狭窄された個所と近位での正中神経の幅の比率（以下M/I比）を評価した。
M/I比はコントロール群と手術症例との間で有意差を認めた。術後M/I比の低値症例は術前終末潜
時9ms以上でしびれの改善に乏しかった。長軸像におけるM/I比は、手根管症候群の補助診断のみ
ならず重症例における術後症状の残存の理解に有用である。
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1-2-14 重度手根管症候群に対する神経伝導速度と超音波画像との関係ついて
severe Carpal Tunnel Syndrome cases of relavancy between Nerve Conduction Velosity 
and Ultrasound views

佐藤 琢哉（聖マリアンナ医科大学 整形外科） 
清水 弘之，中島 浩志，内藤 利仁，新井 　猛

2008～2012年に当院において臨床上CTSと診断、手根管開放術を行った239例であった。神経
伝導速度が測定不能であり経過観察が可能であった特発性の17例21手に対して、これらの罹病期
間、年齢、経過観察期間、電気伝導速度の評価と超音波画像について比較検討した。超音波画像
の回復因子を術前の超音波画像で判断することは困難であり、回復例、不応例ともに掌屈時の正
中神経の形態に変化が見られた。

1-2-15 超音波検査は手根管症候群手術後治療効果判定に有効であるか？
Is ultrasound examination useful to assess the therapy effect of carpal tunnel release ?

田鹿 　毅（群馬大学 大学院 整形外科学） 
小林 　勉，金澤 紗恵子，永井 彩子，高岸 憲二

手根管症候群（CTS）患者における術前、術後6ヶ月、12か月の正中神経超音波像の断面積値変化
と臨床症状変化（神経伝導速度、CTSI-JSSH、Quick DASH）を検討した。CTS患者の超音波断面
像で認められる正中神経腫大像は、手根管開放術後6か月まで有意に減少を示した。遠位橈尺関節
高位における正中神経断面積値とQuick DASH症状スコアの術前、術後6ヶ月の変化値間に有意な
正の相関を認めた。

1-2-16 透析患者における手根管症候群のエコー所見
Ultrasound findings of carpal tunnel syndrome in the patients with hemodyalysis 

長田 龍介（富山大学 医学部 整形外科） 
頭川 峰志

透析患者の手根管症候群（CTS）における正中神経をエコーで観察した。透析のCTSでは特発性
CTSと異なり、手根管より近位の正中神経に腫脹が生じず、術後のTSの回復が見られない傾向が
あった。この所見は屈筋腱周囲滑膜組織の線維性癒着が特発性CTSに比して強いこと、およびこ
れらの変化の可逆性が低いことを反映したものと考えられた。

1-2-17 透析性手根管症候群に対するエコーの有用性
The Sensitivity and Specificity of Ultrasound for the Diagnosis of Carpal Tunnel 
Syndrome due to hemodialysis

馬渕 まりえ（社会保険中京病院）

透析性手根管症候群の早期発見の為スクリーニングは必要と思わるため、エコーの有用性につ
いて検討した。断面積≧10平方ミリメートルでのNCV-CTSに対する感度は73.1％、特異度は
64.7％、Clinical-CTSに対する感度は94.1％、特異度は41.6％であった。HD-CTSにおいては、
エコー診断での感度、特異度は一般の場合よりも特に特異度が低かった。スクリーニングとして
は使用できるものの、確定診断には不向きであると考えられた。
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1-2-18 糖尿病を合併する手根管症候群～超音波検査による検討～
Ultrasonograhic Findings of carpal tunnel syndrome- a comparison between diabetic 
and non-diabetic patients

夏目 唯弘（刈谷豊田総合病院 整形外科） 
浦野 秀樹，水島 秀幸，山本 美知郎，平田 　仁

【目的】糖尿病・非糖尿病手根管症候群患者における超音波検査所見の比較検討を行った。【方法】
CTSと診断し手術治療を行った非DM患者群、DM患者群と正常コントロール群のUS所見とし
てA. 横手根靱帯の厚さ、B. palmar bowing、C. 正中神経前後径、D. 正中神経横径 E. Cross-
sectional area、F. flattening ratioを測定した。【結論】DMの有無にかかわらずUSはCTSの診断
に有用であると考えられた。
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12:10～13:10 うるまセミナー 1

座長：玉井 　進（奈良手の外科研究所）

共催：久光製薬株式会社  　　　　　

1-2-LS1 Triple flaps FFMT & Contra-lateral C7 combined FFMT for patients 
with total avulsion brachial plexus injuries
Triple FFMT and CC7 with FFMT for patients with total avulsion brachial plexus 
injuries

Yuan-Kun Tu （E-DA Hospital / I-Shou University Taiwan）

We performed 2 prospective studies to evaluate clinical results of triple FFMT and CC7 combined FFMT for 
total arm type BPI reconstruction. From 2001 to 2007, 50 patients received the 1st stage free gracilis-adductor 
DFFMT and the 2nd stage single graculis FFMT; so called “Triple flaps FFMT”; for complete total avulsion 
BPI. The 1st DFFMT was serving as elbow flexor and wrist / finger extensor, while the second gracilis FFMT 
was serving as finger flexor in the 2nd stage surgery. The average follow up was 6.5 years. We obtained 88 
% M4 elbow function, and 72% M4 hand grip in 3 years F/U. In another study, we analyzed the BPI patients 
receiving contra-lateral C7 nerves neurotization on median nerve for total arm type BPI (as the 1st stage 
surgery), and a secondary stage surgery, a gracilis FFMT was transferred for finger flexion 1.5 years after the 
1st stage C7 transfer. The previous transferred C7 was serving as neurotizer of this FFMT. We had 32 patients 
(80%) achieved at least M3 hand and finger flexion. 28 patients (70%) with M4 hand and finger flexion. 
Elbow flexion M4: (85%); Sensory recovery: (80%). We concluded that triple FFMT and CC7 combined 
FFMT are worthwhile methods for BPI reconstruction.

Medical Education: Taipei Medical University; Mayo Clinic, Research fellow, Cheng 
Kung University, Graduate School of Medical Engineering. PhD 
Current positions:
1. Professor in Orthopedic & Medical Engineerings, E-DA hospital/ I-Shou University
2. Superintendent, E-DA hospital / I-Shou University.
3. Vice-President APFSSH (2012-14)
4. Chairman, Committee of Brachial Plexus Injury. WFSSH (2013-2016)
Academic works:
115 SCI papers in JBJS, JHS, JOR, JRM. J Trauma, Acta Orthop, CORR, Spine, 
Orth Clin NA, Injury, Biomaterial, Microsurgery, etc. 
Reviewer & Board of editor: Microsurgery, The Scientific World Journal, Journal of 
Hand Surgery, Clinical Biomechanics.
12 Chapters author in orthopedic and microsurgery textbooks.
60 research projects (1991~2014) focus on biomechanics of hand, nerve, vessel, 
endothelial cells, and implants (spine, fracture, hand & wrist).
** International Invited Lectures: 190 invited speeches in international conferences 
** Honors & Awards: 
1. The “Whole National Outstanding Youth Award”, Taiwan, 2000. 
2. The “Distinguished best 100 doctors in Taiwan” award (2009-2010) 
3. 台灣醫療典範獎. (The National Outstanding Doctor in Taiwan) Award, 2012
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13:30～14:20 一般演題 4：CRPS

座長：三上 容司（横浜労災病院）

1-2-19 Functional MRIを用いたCRPSの治療効果の予測
Estimate of clinical results for CRPS using functional MRI

益子 竜弥（製鉄記念室蘭病院 整形外科）

治療により症状が改善したCRPSに対しfunctional MRIを施行した。治療後はVASが有意に減少
し、functional MRIの解析結果でも脳全体、一次体性感覚野で有意に減少していた。治療前のこ
れらの領域はVASの改善度と強い負の相関をしており、functional MRIが治療効果の予測に有用
である可能性が示唆された。

1-2-20 橈骨骨折後複合性局所疼痛症候群Type I（CRPS type I）の病態ならびに 
治療方針の検討
Pathophysiology and treatment strategy for CRPS  type 1 following radial fracture

稲田 有史（稲田病院） 
中村 達雄，諸井 慶七郎，川西 弘一，面川 庄平

判定基準に合致した橈骨骨折後CRPS type I、17例を比較した結果、術前Carroll test（満点99点）
で75点以上（A群）と、10点未満（B群）の極端な2極化が判明じた。両群を比較、検討, 術前Carroll 
75点以上の例は、TCTSを主とする末梢総和仮説にて治療戦略を、Carroll低下例では直接神経障
害・広範囲区画症候群合併を念頭におくべきで、両群は連続する同じ病気ではなく個々の症候群
の集合体であった。

1-2-21 橈骨遠位端骨折保存治療例におけるCRPS発症例の治療成績
Treatment of CRPS after Conservative Treatment of Distal Radius Fracture

佐藤 　攻（函館五稜郭病院） 
石崎 力久

CRPS発症例はMP関節固定群に多く手指の不動化が発症要因として考えられている。今回の症例
では疼痛は全例消失しているがCRPSに対する治療が遅れたものはかなりの拘縮が残存していた。
橈骨遠位端骨折後の浮腫、疼痛を主体とするCRPSは骨折による腫脹、疼痛と鑑別が難しく治療開
始が遅れると後遺症を残すことがあるため早期の介入が必要である。CRPS予防には早期の手指運
動、MP関節を固定しない外固定が重要である。
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1-2-22 CRPSおよび類似症例に対する温冷交代浴を利用した拘縮予防の効果
Prevention of Contracture by Warm-cool Alternating Bath for Complex Regional Pain 
Syndrome

別所 祐貴（川崎市立川崎病院 整形外科） 
堀内 行雄，堀内 孝一，中道 憲明，中村 俊康

上肢CRPS25症例に対する温冷交代浴の疼痛と関節拘縮予防に対する効果ついて検討した．併用
された治療法，visual analogue scale（VAS）変化率，手指関節拘縮に関して検討を行った．併用
された治療法は薬物療法25例，神経ブロック3例，手術3例（全例Type2），硬膜外電極1例であった．
VAS改善率は平均63％，関節拘縮に関しても全例軽減ないし消失した．安全かつ簡便に行える本
法はCRPS全例に行うべき方法である．

1-2-23 幻肢痛に対するミラーセラピーの限界とその先のニューロリハビリテー
ション
The Limts of The Mirror Therapy and New Approach for The Phantom Pain 

山下 晴義（新潟市民病院 整形外科） 
石川 誠一，伊藤 雅之，土屋 文香，鈴木 勇人

我々は昨年の本学会において、幻肢痛に対するミラーセラピーの有効性について発表したが、完
全に症状が消失するわけではない。切断により失われた体性感覚野の再構築が幻肢痛の原因であ
るならば、隣接する体性感覚野に対するリハビリを行うことで再編されたマップをもとの状態に
近づけ症状の緩和が得られるのではないかという仮説の元、幻肢痛が残存する3例に、新しい試み
を行った結果、更なる症状の緩和が得られたので報告する。
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14:30～15:30 教育講演 1

座長：牧 　　裕（一般財団法人新潟手の外科研究所）

1-2-EL1 自損による機能障害上肢の治療の問題点と新しい分類
Treatments and Classification of Factitious Dysfunction of The Upper Limb

生田 義和（広島手の外科・微小外科研究所）

精神的障害などが原因で発症した四肢の腫脹や感染、あるいは疼痛などを主訴として来院する患
者に対して、適正と考えられる整形外科的治療を行なったにもかかわらず、予想に反して軽快せず、
場合によってはさらに悪化する患者に遭遇する事がある。このような疾患群の原因は自損による
ものがあり、治療に難渋する。これらの疾患の問題点を述べ、かつ新しい分類についての私見を
述べる。

生年月日 昭和13（1938）年10月5日
昭和39年  3月 広島大学医学部卒業
昭和40年  4月 医籍登録
昭和60年  4月 広島大学教授
平成12年  4月 広島大学医学部付属病院院長
平成14年  4月 広島鉄道病院院長
平成18年  4月 広島手の外科・微小外科研究所所長
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15:40～16:30 一般演題 5：肘部管症候群1（手術）

座長：木原 　仁（木原整形外科医院）

1-2-24 肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術の手術成績
Surgical results of anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve for cubital 
tunnel syndrome

岡田 正人（金沢医科大学 整形外科） 
清水 義朗，廣村 健太郎，松本 忠美

外反肘や変形性肘関節症に伴う肘部管症候群に対して尺骨神経皮下前方移動術（皮下前方移動術）
を行い，術後6カ月以上経過した19例の術後成績を検討した．成績良好例は12例（63％）と必ずし
も良好な結果とは言えなかったが，術後神経症状が悪化した例はなかった．病期別の成績をみると，
成績良好例はgrade 2が78％，grade 3が50％で，grade 2で成績が良かった．

1-2-25 尺骨神経前方移動術において，伴走血管の温存が血流と術後成績におよぼ
す影響
The effect of vascular pedicle preservation on blood flow and clinical outcome 
following ulnar nerve transposition in patients with cubital tunnel syndrome

中村 恒一（安曇総合病院） 
内山 茂晴，伊坪 敏郎，今枝 敏彦，加藤 博之

肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術時に伴走血管を温存する方法が提唱されているが
術後尺骨神経の機能回復への効果は明らかではない．今回、尺骨神経皮下前方移動時の伴走血管
の有無による尺骨神経表面血流の状態と術後成績に関する無作為前向き比較試験を行い，比較検
討した．神経移動術直後の神経の血流には差を認めたが，術後臨床所見，臨床成績に明らかな影
響は及ぼしていない．

1-2-26 肘部管症候群に対するmusclofascial flapを用いた尺骨神経前方移動術
（transmuscular anterior transposition）の成績と予後因子

Clinical outcome and prognostic factors of the patients with cubital tunnel syndrome 
treated by anterior transposition of the ulnar nerve using musclofascial flap

矢野 公一（清恵会病院 整形外科） 
恵木 　丈，川端 　確，鈴木 啓介

肘部管症候群に対してtransmuscular anterior transposition法を用いており、術後6か月間以上
経過観察ができた23肘を対象として治療成績と予後因子を検討した。術前罹病期間、変形性肘関
節症（OA）、糖尿病、術前神経伝導検査結果等を予後因子、アウトカムを赤堀予後評価と術後患者
主観評価とした。予後評価は優7肘、良8肘、可8肘、患者主観評価は改善20肘、不変3肘であった。
予後評価とOAが有意な関連を示した。
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1-2-27 肘部管症候群に対する局所麻酔での手術療法の検討
Examination of the surgery for cubital tunnel syndrome in local anesthesia 

竹村 宜記（滋賀医科大学 整形外科学講座） 
児玉 成人，上羽 宏明，佐々木 英幸，松末 吉隆

我々は肘部管症候群に対し、最小侵襲という観点から局所麻酔と尺骨神経ブロック下に皮下前方
移行またはKing変法を行っており、結果は良好であった。局所麻酔下でのsimple decompression
はすべての症例に適応できるわけではない。従来の皮下前方移行やKing変法を行う際、本法は局
所麻酔で行える点から患者に対しての侵襲が少なく、また適応範囲も広く非常に有用であった。

1-2-28 肘部管症候群重症例に対するKing変法と単純除圧術の術後成績の比較検討
Comparison between simple decompression and medial epicondylectomy with 
decompression for severe cubital tunnel syndrome 

信田 進吾（東北労災病院 整形外科） 
橋本 ちひろ，芦名 善博，園淵 和明

肘部管症候群の重症例に対するKing変法17肢と単純除圧術24肢の術後成績を比較した。赤堀の評
価法による治療成績、小指2点識別覚、ピンチ力の推移、尺骨神経伝導検査所見のいずれにおいて
も両者間に有意差がなく、侵襲の小さい単純除圧術が勧められると考える。

16:30～17:30 一般演題 6：肘部管症候群2（その他）

座長：宮坂 芳典（仙塩利府病院）

1-2-29 急性尺骨神経障害症例の検討
The Cases of Acute-onset Ulnar Neuropathy

原 由紀則（都立広尾病院 整形外科・末梢神経外科） 
星川 慎弥，飯島 準一，北 　優介，田尻 康人

急性発症した尺骨神経障害症例30例の発症原因・臨床所見・経過を調査した．発症原因：圧迫障
害12例，上肢の過使用後発症4例，神経炎4例，術中損傷3例，原因不明7例．臨床所見：ほぼ全例
でTinel徴候陽性，肘屈曲試験は2例で陽性，神経腫大は1例のみ陽性．経過：圧迫障害1例・過使
用後発症1例・神経炎1例に手術が行われ，他症例は保存的治療．神経炎後手術例を除いた残りの
症例は症状が改善していた．
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1-2-30 肘部管症候群患者における尺骨神経伸長度－上腕三頭筋内側頭の関与－
Ulnar nerve strain in patients with cubital tunnel syndrome

越智 健介（東京女子医科大学 附属膠原病リウマチ痛風センター 整形外科） 
堀内 行雄，堀内 孝一，中村 俊康，佐藤 和毅

肘部管症候群（CubTS）の病態はいまだに不明である。われわれはCubTS患者の尺骨神経伸長度と、
CubTSの病態ならびに術中所見との関係を検討した。平均尺骨神経伸長度は24.2%であった。高
い神経伸長度と有意に関連した術中所見は、上腕三頭筋内側頭による障害のみであった。今回の
検討から、高い神経伸長度と関連するのは変形性関節症自体ではなく、上腕三頭筋内側頭による
障害の存在が関連していることが示唆された。

1-2-31 尺骨神経脱臼を伴った肘部管症候群
Cubital tunnel syndrome associated with dislocation of the ulnar nerve

清水 弘之（聖マリアンナ医科大学 整形外科） 
中島 浩志，田中 雅尋，内藤 利仁，別府 諸兄

神経脱臼による肘部管症候群の超音波画像を臨床所見と骨形態で比較し，症状の発現機序を検討
した。肘屈曲時に神経が内側上顆を騎乗,脱臼する画像が得られた116肘を対象とした．内側上顆
を単独で脱臼する例で病期とkinkingも軽く，骨形態も小さかった．内側頭で脱臼，騎乗する例に
重症例が多くかった．本症は脱臼した神経がkinkingし，尺側手根屈筋近位縁の圧迫が主因であり，
内側頭の張り出しによりkinkingが強くなり重症化する．

1-2-32 肘部管症候群術後の上肢機能の長期的変化：術前重症度による相違
Postoperative long-term recovery of upper extremity functions in patients with cubital 
tunnel syndrome: Differences due to preoperative severity

井戸 芳和（信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部） 
内山 茂晴，伊坪 敏郎，林 　正徳，加藤 博之

肘部管症候群患者を術後経時的に追跡し，術前重症度による回復の違いを明らかにした．対象は
McGowan分類Grade IIの18肘とIIIの27肘とした．Grade IIでは握力とDASHは3か月，サイドピ
ンチ力としびれは12か月でplateauに達した．Grade IIIではしびれのみ6か月，残りの項目は12
か月でplateauに達した．Grade IIとIIIとの間に，麻痺の回復に違いがみられた．

1-2-33 ガングリオンを合併した肘部管症候群の臨床的特徴
Clinical feature of Cubital tunnel syndorome caused by Gunglions

橋本 ちひろ（東北労災病院 整形外科） 
信田 進吾，芦名 善博，佐藤 克巳，園淵 和明

肘部管症候群の手術例のうち、ガングリオンを合併した21例（神経外20例、神経内1例）について、
肘部痛の有無、有症状期間、変形性肘関節症の有無、赤堀の病期分類ならびに術後治療成績、術
前神経伝導検査所見（ADM-CMAP）を検討し、変形性肘関節症を合併した肘部管症候群20例と比
較検討した。ガングリオン合併例では肘部痛を主訴とする例が多く、有症状期間が短い、短期間
で症状が重度に進行するなどの特徴がみられた。
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1-2-34 ガングリオンによる肘部管症候群再発の6例
Recurrent cubital tunnel syndrome caused by medial elbow ganglion: 6 cases report

小松 雅俊（信州大学 医学部附属病院 整形外科） 
内山 茂晴，林 　正徳，植村 一貴，加藤 博之

ガングリオンによる肘部管症候群再発の6例について報告する．単純X線像で肘OAが全例にみられ
た．超音波で2例中1例が，MRIでは5例中全例でガングリオンが確認された．ガングリオンは全例
腕尺関節から生じ周囲組織との間で尺骨神経を圧迫していた．肘OAを有する肘部管症候群では術
後長期間経過良好であっても，麻痺が突然発症することがある．その場合はガングリオンを念頭
に置き，超音波やMRIによる検討が有用である．
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第3会場（Room 3）

  8:40～9:30 一般演題 7：先天異常1

座長：髙山 真一郎（国立成育医療研究センター）

1-3-1 Apert hand長期経過の検討
Long term follow-up study of Apert hand

西村 礼司（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座） 
松浦 愼太郎，宮脇 剛司，平川 正彦，内田 　満

当施設で治療を行い術後10年以上経過したApert handについて報告する。現在までに42例の手
術例を経験しており、その中で術後10年以上が5例（2例は術後30年経過）であった。手指機能に制
限を認めたが、サイドピンチや手掌を工夫して使用するなど巧みに手を使いこなしていた。Apert 
hand術後長期経過例に関する手指機能評価の報告は少なく、今後の手術やhand therapyの参考に
なると考える。

1-3-2 先天性中手骨癒合症の治療－矯正骨切術の治療効果－
Congenital Metacarpal Synostosis -Surgical outcomes of corrective osteotomy-

堀井 恵美子（名古屋第一赤十字病院整形手外科） 
洪 　淑貴，大塚 純子，広石 将行，服部 達哉

中手骨癒合症に対して，矯正骨切り延長術を施行し，2年以上経過観察を行った6名11手に対し
て，平均経過観察期間7年で，機能および整容面での評価を行った．中手骨平均延長量は9.7mm，
固定器装着期間は56日で，平均中手骨長は術前66.1%から術直後83.6%で，最終経過観察時
は78.8%であった．MP関節の平均可動域に関しては伸展0・屈曲59ºで，屈曲制限があったが，
ADL障害の訴えなく，全例整容・機能面で満足していた．

1-3-3 先天性近位橈尺骨癒合症に対する前腕骨の3次元変形解析
Three-dimensional deformity analysis of congenital radio-ulnar synostosis

仲宗根 素子（琉球大学 医学部附属病院 整形外科） 
仲宗根 哲，金城 政樹，村瀬 　剛，金谷 文則

先天性近位橈尺骨癒合症の前腕骨の3次元変形解析を行った。尺骨は橈屈（平均3.9°）、内旋（平均
33.4°）、伸展（平均2.7°）変形を認め、いずれも術前回内強直位と相関があった。橈骨は尺屈（平
均6.6°）、内旋（平均1.7°）屈曲（平均4.5°）変形を認め、屈曲変形のみ回内強直位と相関を認めた。
本研究より、回内強直位が強い例では橈骨の分離矯正骨切りに加え尺骨の矯正骨切りの必要があ
ると思われた。
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1-3-4 先天性橈尺骨癒合症の手術 －局所有茎脂肪弁を用いた分離術－
Surgical treatment for congenital radioulnar synostosis Mobilization using local adiposal 
flap

木下 明彦（春秋会 城山病院） 
阿部 宗昭，河上 　剛，大植 　睦

先天性橈尺骨癒合症の治療は血管柄付遊離脂肪弁挿入による分離術によって再癒合が防止できる
ようになったが、白井らは局所有茎脂肪弁の挿入による分離術を報告した。我々も白井らの方法
による分離術を2006年9月～2013年5月までに本疾患と診断した3例に対し施行した。3例とも前
腕の回旋は改善し、現在のところ再癒合も認めていない。本法は微小外科の手技を要さず、手術
時間が比較的短いのが利点である。

1-3-5 先天性橈尺骨癒合症橈骨頭後方に対する金谷法骨切り術変法
Modified osteotomy (Kanaya's procedure) for congenital proximal radioulnar synostosis 
with posterior dislocation of radial head

土井 一輝（小郡第一） 
服部 泰典，坂本 相哲，森友 寿夫，岡 久仁洋

先天性橈尺骨癒合症（PRUS）に対する金谷法は優れた再建術式であるが、橈骨頭後方脱臼例では
術後前腕回旋角度獲得不良例を経験する。PRUSの橈骨弯曲、癒合部長、橈骨頭形態を測定し、
PRUS橈骨頭後方脱臼例は前方脱臼、非脱臼例と異なった形態を呈していることが判明し、橈骨骨
切り部を変更することにより、後方脱臼にも良好な成績を獲得できた。併せて、術後前腕回旋角
度の測定誤差を3D-CTを使用して検証した。
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 9:30～10:30 招待講演 1

座長：荻野 利彦（整形外科 北新東病院 札幌手外科・手の先先天異常センター）

1-3-IL1 Surgical Strategies for Radial Polydactyly

Goo Hyun BAEK 
（Department of Orthopedic Surgery Seoul National University College of Medicine, Seoul, Korea）

Radial polydactyly is a common congenital difference of the upper extremity in all races. Owing to the 
accumulation of clinical experiences and knowledge, development of surgical and anesthesiologic techniques, 
and rapid communication of information, surgical outcomes of radial polydactyly have greatly improved recently. 
Simple excision under general anesthesia is indicated, when there is no bony connection between two 
polydactyly thumbs, and a dominant thumb shows good stability, motion, and alignment. Most of children 
with radial polydactyly can be treated with the ‘excision and reconstruction’ principle. Main components 
of this procedure are arthroplasty, corrective osteotomy, and tendon realignment. When both polydactylic 
thumbs are hypoplastic and symmetrical, the Bilhaut-Cloquet procedure can be an option. However, 
complications such as joint stiffness, physeal growth disturbance, and nail-plate deformity were common 
after this procedure. Therefore two modified techniques to overcome possible complications are introduced, 
one for Wassel type 2 and the other for Wassel type 4. On-top plasty technique is another type of combination 
procedure when one thumb has better distal portion and the other one better proximal portion. The better 
distal part of one thumb can be transposed to the better proximal part of the other thumb.

Birth Date: August 29, 1957 
Current Academic Appointment: 
Professor and Chairman, Department of Orthopedic Surgery, Seoul National 
University College of Medicine, Seoul, Korea 
Educational Background:
March 1976 - February 1978: Pre-medical Course at Seoul National University 
College of Medicine, Seoul, Korea 
March 1978 - February 1982: Seoul National University College of Medicine Seoul, 
Korea (M.D. degree)
March 1984 - February 1993: Seoul National University Graduate School Seoul, 
Korea (Ph.D. degree)
March 1983 - February 1987: Orthopedic Resident, Department of Orthopedic 
Surgery Seoul National University Hospital, Seoul, Korea
May 1995 - December 1996: Research fellow, Musculoskeletal Research Center, 
University of Pittsburgh Medical Center, USA
International Appointments:
2004 - 2010: General Secretary and Program Chairman, 11th Congress of 
International Federation of Societies for Surgery of the Hand (IFSSH)
2001 - Present: International Member, American Society for Surgery of the Hand
2009 - Present: Honorary Member, New South Wales Hand Surgery Association 
(Australia)
2009 - Present: Honorary Member, Queensland Hand Surgery Society (Australia)
2011 - Present: Honarary Member, Hungarial society for Surgery of the Hand 
(Hungary)
Publications: 
277 original articles as of December 4, 2013
127 articles published in international journals (Pubmed)
150 in domestic journals
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10:30～11:50 シンポジウム 3：手の先天異常治療

座長：堀井 恵美子（名古屋第一赤十字病院）  　　　　 

　　　福本 恵三（埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所）

1-3-S3-1 母指多指症の治療
Surgical treatment of thumb polydactyly

松浦 愼太郎（東京慈恵会医科大学 形成外科学講座） 
小俣 美香子，余川 陽子，西村 礼司，内田 　満

過去4年8ヵ月間に手術を行った50手（初回例36手、2次修正例14手）を調査した。初回例では全例
で良好な形態・機能を獲得できた。Bilhaut-Cloquet変法を行った例は、軽度の爪変形が残存した
が形態的に満足が得られた。2次修正例は各症例の愁訴の改善を得た。定型的外科治療が可能な疾
患ではないが、確実な筋腱移行と手術瘢痕を考慮した皮膚切開線が良好な結果をもたらすと考え
る。

1-3-S3-2 重度母指形成不全に対する母指温存再建法
Reconstruction of Severely Hypoplastic Thumb by Non-vascularized Metatarsal Graft 
with Abductor Digiti Minimi Opponensplasty

高山 真一郎（国立成育医療研究センター） 
関 　敦仁，高木 岳彦，森澤　 妥，福岡 昌利

成長軟骨を含む第4中足骨頭移植に二期的筋移行追加で再建を行った重度母指形成不全41例42手、
Blauth IIIB 26手、IV（浮遊母指）16例の術後結果を評価した。移植骨と第1中手骨末梢部の骨癒合
は良好で、骨吸収はなく、IIIBではほぼ正常に近い母指長が獲得されたが、浮遊母指では長さの再
建に限界があった。重要な点は、対立位で安定し、かつ可動性のあるCM関節が再建されることで、
本法は重度母指形成不全の治療に有用である。

1-3-S3-3 手の先天異常に対するSpare-part Surgery
Spare-part Surgery for the congenital hand anomalies

石河 利広（大津赤十字病院 形成外科） 
斉藤 　晋，吉川 勝宇，石川 浩三，鈴木 茂彦

切断指肢の組織を利用したSpare-part Surgeryについての報告は散見するが、手の先天異常にお
ける報告はほとんどない。我々が経験した手の先天異常に対するSpare-part Surgeryについて報
告する。他の部位の犠牲を伴わない。整容的にも機能的にも改善が見込める場合のみ適応するべき
であり、適応となる症例は少ないが、手の先天異常の再建において考慮すべき方法のひとつである。
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1-3-S3-4 先天性表皮水疱症における手指瘢痕拘縮治療
Surgical treatment of the hand deformities in epidermolysis bullosa dystrophica

古川 洋志（北海道大学 医学部 形成外科） 
大野 健太郎，山本 有平

先天性表皮水疱症は、軽度の機械的刺激により皮膚・粘膜に水疱を形成する疾患で、劣性栄養障害
型では早期から母指内転拘縮と指屈曲拘縮を生じた棍棒状の手となり、患児は就学等、通常の社
会生活が不可能となることも少なくない。当科では現在迄4症例の手指瘢痕拘縮の手術治療を実施
した。アンダーマスク下での麻酔維持、モニター類の装着の工夫、限られた採皮部からの植皮など、
麻酔・手術方法、術後についてビデオを供覧する。

1-3-S3-5 先天性多発性関節拘縮症（筋形成不全）に対する筋肉移植による肘屈曲再建術
Restoration of Elbow Flexion with Functioning Free Muscle Transfer in Arthrogryposis

土井 一輝（小郡第一総合病院整形外科） 
服部 泰典，坂本 相哲

先天性多発性関節拘縮症（筋形成不全）の上肢の重篤な機能障害は、肘伸展拘縮による肘屈曲不能
であり, 一生にわたり自立した生活が困難であり、患者に大きなハンディキャップを強いてきた。
演者らは本症例3症例6肘に対して薄筋移植による肘屈曲再建を行い、食事、洗面、トイレなどの
基本的生活動作が獲得できるようになった。遊離筋肉移植は、先天性多発性関節拘縮症（筋形成不
全）に対して大きな福音をもたらす治療法である。
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12:10～13:10 うるまセミナー 2：第52回手の先天異常懇話会

座長：射場 浩介（札幌医科大学 整形外科）

共催：科研製薬株式会社  　　　　　　

1-3-LS2-1 四肢形成不全の分子遺伝学－裂手裂足症およびその関連疾患の発症機序－

緒方 　勤（浜松医科大学小児科） 
永田 絵子

本 邦 のsplit hand/foot malformation、split hand/foot malformation-long bone deficiency、
Gallop-Wolfgang complexを有する49家系を解析し、BHLHA9を含む第17染色体短腕の約200 
kb duplication/triplicationを27家系で同定した。この話題を主に、裂手・裂足症関連の遺伝的原
因の同定について述べたい。

1981年慶應義塾大学医学部卒業し、小児科に入局。
その後、総合太田病院小児科・NICU、英国王立癌研究所ヒト分子遺伝学研究部、
国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部部長を経て、
2011年から現職。

1-3-LS2-2 「裂手」－裂手症例登録の話と症例検討を中心に－

髙山 真一郎（国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科）

日手会では2009年以後、裂手症の登録を行ってきた。症例数は19施設から204例285手であった。
男137例189手、女65例94手で、右87例、左36例、両側81例であった。家族発生例は22例と約
10％であり、合併症は約半数の107例に認めた。今回はこれらの症例の分析結果を報告する。
　裂手の治療には多くの要素があり、手外科医にとってchallengingな症例が多く、治療方針にも
様々な議論がある。症例を提示して治療方針の問題点などについて議論していきたい。

昭和28年生まれ
昭和53年 慶應義塾大学卒業
平成 1年 New Zealand Otago大学留学
平成 3年 藤田保健衛生大学講師
平成 6年 慶應義塾大学医長
平成10年 　同　講師
平成15年 国立成育医療センター 整形外科医長
平成22年 　同　臓器・運動器病態外科部 部長
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13:30～14:30 一般演題 8：先天異常2

座長：川端 秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター 整形外科）

1-3-6 先天異常手に対する指節骨レベルでの乗り換え手術
On-top plasty for floating digit and triplicate digit

高木 岳彦（東海大学 医学部 外科系整形外科学） 
関 　敦仁，根本 菜穂，福岡 昌利，高山 真一郎

当科では重複指の一方が浮遊指の症例や重複指の数が三本の症例でも末節骨の発達している指の
末節部を温存し基節骨の発達している隣接指に移行する乗り換え手術（on-top plasty）を行ってき
た。いずれの症例も整容的改善が見込まれるものの、指の屈伸は殆どMP関節のみの動きとどまっ
た。良好な末節部を温存するこの術式は整容面で有用と考えるが屈伸の乏しい指となることをしっ
かり理解して頂いた上で治療方針を決める必要がある。

1-3-7 母指形成不全症重症例における第1中手骨骨端核出現パターンの検討
Assessment of the first metacarpal epiphyseal nucleus in severe hypoplastic thumbs

野尻 綾乃（けいゆう病院 整形外科） 
高山 真一郎，関 　敦仁，高木 岳彦，中村 俊康

第1中手骨の骨端軟骨は近位側に存在するが、母指形成不全症重傷例ではその遠位側に骨端核が出
現することがある。国立成育医療研究センターで母指形成不全症と診断され日本手外科学会先天
異常分類3型、4型に相当する症例の半数以上で、第1中手骨遠位に骨端核が出現していた。また、
骨端線が早期閉鎖する症例や骨端核を確認できない症例も存在し、今後病態の分析とともに長軸
成長への関与について検討の必要があると考えた。

1-3-8 浮遊母指温存と遊離皮弁再建によるfloating thumb母指形成術
Pollicization of floating thumb to preserve floating thumb and to use free flaps 

十九浦 礼子（東大附属病院 形成外科） 
成島 三長，光嶋 　勲

浮遊母指の再建は骨格と軟部組織が最も問題となる。我々は1本の血管より供給される複合皮弁と
骨皮弁、つまり骨付きTAP flap、腹部adiposal flap、SCIP flapなどの方法を用いて浮遊母指温
存母指形成術を行った。
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1-3-9 Wassel type IV橈屈型母指多指症の治療経験
Radially-deviated Wassel type IV thumb duplication - Radiological characteristics and 
surgical outcomes

洪 　淑貴（名古屋第一赤十字病院 整形外科） 
大塚 純子，服部 達哉，堀井 恵美子

Wassel分類type IV母指多指症のsubtypeである橈屈型14例（平均経過観察期間6.2年）の単純X線
像、初回手術法、治療成績を検討した。術前尺側指はIP関節で約40°橈屈しており、初回手術時
13例に基節骨矯正骨切りを施行した。修正手術は、初回手術時骨切りをしなかった1例を含む3例
に基節骨矯正骨切り術を追加施行し、最終診察時尺側指IP関節の橈屈変形は平均約5°と改善し、
日本手外科学会母指多指機能評価で良8例、可6例であった。

1-3-10 母指多指症に対する二次修正手術に関する検討
Second revision operation for thumb polydactyly

鳥谷部 荘八（仙台医療センター形成外科・手外科） 
牛尾 茂子，館 　正弘

母指多指症の二次修正手術においては、末節骨型では関節部での瘢痕拘縮形成術やIP関節固定術
を、基節骨型ではそれに加え矯正骨きり、短母指外転筋再移行、IP関節形成を要するものが多い。
中手骨型は瘢痕形成や、余剰骨切除などが行われた。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。

1-3-11 母指多指症術後における温存母指の骨形態と患者満足度
Surgical outcome in the size of bone of preserved thumb and patient's satisfaction for 
thumb polydactyly

鈴木 雅博（八戸市立市民病院 整形外科） 
湯川 昌広，上里 涼子，藤 　　哲，石橋 恭之

母指多指症術後における温存母指の骨形態と患者満足度を調査した。対象は23例、手術時月齢は
平均10.7ヶ月、最終診察時年齢は平均7.5才。対象を分岐高位により中手群4例、基節群13例、末
節群6例に分類し比較した。骨横径健側比は分岐高位から遠位にかけて減少したが、骨長径健側比
は骨ごとに傾向が異なっていた。満足度は各群で整容的満足度が低く、特に末節群は整容的満足
度と総合的満足度が低かった。
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15:30～16:30 一般演題 9：屈筋腱1

座長：桑田 憲幸（光市立光総合病院）

1-3-12 3D-CTによる手指屈筋腱断裂の術前診断
Diagnosis of finger flexor tendon injury by three dimentional CT

今尾 貫太（新潟手の外科研究所） 
依田 拓也，原 　　敬，森谷 浩治，坪川 直人

手指屈筋腱断裂に対し3D-CTによる術前診断を用いて手術治療を行った．術前に3D-CTを撮影し，
断裂を疑われた部位の手術所見と画像所見との整合性を検討した．結果は全例3D-CT所見と手術
所見の断裂部位が一致していた．腱が密集した部位では診断が困難な超音波エコーや，変性と断
裂の鑑別が困難なMRIと比べ，3D-CTは骨との位置関係を含めた断裂部位の描出を良好に行うこ
とができるため，屈筋腱断裂の診断に有用と考えられる．

1-3-13 手指屈筋腱断裂に対する3D-CTによる術前診断の有用性
Three-dimensional computed tomography imaging of flexor tendon ruptures in the hand 
and wrist

瀧川 直秀（西宮協立脳神経外科病院 整形外科） 
森内 宏充，阿部 宗樹，安井 憲司，江城 久子

手指屈筋腱断裂に対して3D-CTによる術前診断が有用であった6症例（全例女性、平均年齢54歳、
FDP1例、FPL5例）を経験したので報告する。術前に3D-CTを撮影し、腱の断裂部位、中枢断端
の位置、腱断裂の要因などを評価し、画像所見と術中所見との整合性につき検討した。全例にお
いて整合性が得られた。3D-CTによる術前診断は、被爆の問題はあるが、より低侵襲な手術が可
能となる有用な方法である。

1-3-14 橈骨遠位端骨折後の長母指屈筋腱断裂に対する治療経験
Treatment of ruptured tendon of the flexor pollicis longus after fracture of the distal radius

伊東 直也（鈴鹿回生病院 整形外科） 
武田 真輔，森田 哲正，平田　 仁，藤澤 幸三

橈骨遠位端骨折後の長母指屈筋腱（以下FPL）断裂を生じた7例7手を経験し、腱移行5例、腱移植 
2例を行い、ともに術後良好な結果を得た。FPL断裂から再建手術までの待機期間が短くても、以
前から部分断裂を認めており時間をかけて徐々に断裂していく場合など、瘢痕や癒着で腱滑走が
得られず腱移植が困難なことがある。以上の事を考慮して、腱移行を行う事も念頭に置いて手術
に臨む必要がある。
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1-3-15 手指屈筋腱皮下断裂に対する橋渡し腱移植術
Bridge Tendon Grafting for Closed Rupture of the Flexor Tendon

宮崎 洋一（愛野記念病院 整形外科） 
坂上 秀和，田崎 和幸，野中 信宏，貝田 英二

【はじめに】手指屈筋腱皮下断裂に対し、橋渡し腱移植術を行った症例の治療成績について調査、検
討した。【対象と方法】平成18年1月から平成25年3月までに手術を行った国際分類Zone 4,5にお
ける皮下断裂9例14指を対象とした。術後は全例早期運動療法を行い、術後の評価は日手会評価基
準を用いた。【結果】治療成績は優11指、良1指、可2指であった。【考察】良好な可動域の獲得には、
早期運動療法が有効であると考えられた。

1-3-16 陳旧性屈筋腱損傷に対する機能再建術の治療成績  
－2段階腱移植術による再建術と腱剥離術－
Results of Reconstruction for Chronic Flexor Tendon Injuries:  
Two-Stage Tendon Graft and Tenolysis

池田 全良（湘南中央病院 整形外科） 
小林 由香，齋藤 育雄，石井 崇之，持田 讓治

中節部でのzone 2における陳旧性屈筋腱損傷10例に対して2段階腱移植術による再建術とその後
の腱剥離術を施行した。術前の%TAMは平均46.9%で、DIP関節の自動屈曲は不能であった。遊
離腱移植術後の%TAMは平均59.3%、腱剥離術後は平均85.2%に改善し、日手会指屈筋機能評価
ではExcellent4例、Good5例、Fair1例であった。遊離腱移植術後の腱剥離術が極めて有効である。

1-3-17 手関節レベルでの全屈筋腱・神経・動脈断裂（Spaghetti Wrist）の治療成績
Clinical Results of Treatment for Total Flexor Tendons, Nerves, and Arteries at Wrist 
(Spaghetti Wrist)

湯川 昌広（弘前大学 大学院医学研究科 整形外科） 
上里 涼子，藤 　　哲

spaghetti wristでは12本の屈筋腱や神経の縫合部が近接するため癒着を生じやすく，動脈・神経
の修復後のため，早期の積極的なリハビリテーションは困難である。本症例3例の臨床成績を報告
する。2例では追加手術を施行し，2年以上の最終経過観察時，屈筋腱の機能は3例とも良好であっ
たが，骨・関節損傷を伴い，比較的高齢であった1例での神経機能の回復は不良であった。癒着を
軽減させる後療法の工夫が必要かもしれない。
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16:30～17:40 一般演題 10：屈筋腱2

座長：草野　 望（医療法人積発堂 富永草野病院）

1-3-18 Zone2屈筋腱修復にbraided polyblend polyethylene 糸を用いた 
side-locking loop法の有用性
Usefulness of braided polyblend polyethylene suture material for flexor tendon repair in 
zone2 by the side-locking loop technique

領家 幸治（若草第一病院 整形外科） 
辻本 由美子，山上 信生，香川 亮介，内尾 祐司

braided polyblend polyethylene糸を用いたside-locking loop 縫合法について、Zone2屈筋腱
修復における臨床での有用性を調査した。本方法を用いることで超早期から副子固定を用いずに
自動運動が可能であり腱と周囲の組織との癒着が回避できた。本方法は従来の腱修復法とリハビ
リ法よりも強力な破断強度が得られ、修復部のギャップ形成をより少なくできるものと考える。

1-3-19 手指屈筋腱断裂術後に対する早期自動屈曲訓練の治療成績
Early active flexion excercise after flexor tendon repair

高田 治彦（社団法人楓会 林病院） 
林 　淳二

我々は屈筋腱縫合後の再断裂を予防する試みとして、手関節とＭＰ関節を最大屈曲位でブロック
することで指自動屈曲時の張力を減じ、外来にて早期自動屈曲訓練を行ったので術後成績を報告
する。対象は7例8指である。年齢は平均24歳であった。腱縫合法はTsai変法の6 strand 縫合を
基本とした。後療法は術後2日目から開始し、可動域は優7例、良1例で、%TAMは平均96%であっ
た。再断裂例はなかった。

1-3-20 早期自動運動療法を行った手指屈筋腱損傷における成績不良例の検討
Evaluation of early active mobilization technique with poor result after following flexor 
tendon repair with Yoshizu I technique

森谷 浩治（（財）新潟手の外科研究所） 
吉津 孝衛，牧　　 裕，坪川 直人，成澤 弘子

【目的】早期運動療法を行った手指屈筋腱損傷における成績不良例について検討した。【対象と方法】
1993-2009年に治療した101例112指中、再断裂例を除くStrickland評価で可以下の12例13指を
対象とした。【結果】40歳以上の症例に多く、成績不良の主因は近位指節間関節の伸展制限であった。

【考察】40歳以上の症例に加え、自傷や犯罪行為といった受傷原因の場合も治療成績に対する注意
が必要である。
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1-3-21 深指屈筋の筋張力および筋活動と手関節肢位との関係
Relationship Between Wrist Position and Muscle Force and Activities in the Flexor 
Digitorum Profundus

大山 峰生（新潟医療福祉大学大学院） 
小田桐 正博，松沢 翔太，中村 雄一，吉津 孝衛

生体のFDPを電気刺激で単独収縮させた時の握力と随意収縮で一定握力を発揮した時のFDP活動
を計測し，FDP断裂修復後の早期自動屈曲運動療法の適切な手関節肢位を検討した．電気刺激時
の握力は手関節掌屈30度と中間位間で急激に増加し，30％握力発揮時のFDP活動は手関節肢位を
問わず一定であった．従って早期自動屈曲は手関節掌屈30度迄であれば安全に実施でき，それ以
上に背屈を強める場合は繊細な筋活動による調整が必要となる．

1-3-22 練習量の少ない屈筋腱損傷早期自動運動療法と隣接指への抵抗運動
The small volume exercise in the early active motion program for flexor tendon repair 
and the new technique adding the resistance force to adjacent fingers in keeping flexion

河野 慎次郎（埼玉医科大学整形外科） 
関口 浩五郎，大村 泰人

当科では屈筋腱損傷早期自動運動療法で、再断裂を防ぐために練習開始時期の練習量を少なくし
ており、練習時に屈曲位保持が不十分な場合には、隣接指に伸展方向の抵抗運動を加える運動を
おこなうことで練習効果をあげ、少ない練習でも確実に腱の滑走を得られるよう工夫している。
これらの後療法をおこなった屈筋腱損傷15例17指の成績は日手会評価で優13例13指、良1例3指、
可1例1指であり良好であった。

1-3-23 手指屈筋腱術後の早期可動域訓練目的に手関節部持続正中神経ブロックを
使用した治療経験
Selective continuous median nerve block at the wrist for early functional rehabilitation 
after surgery for flexor tendon of the finger

信貴 厚生（大阪大学大学院医学研究科器官制御外科学） 
阿部 真悟，難波 二郎，岡本 道雄，山本 浩司

手指屈筋腱術後の早期運動療法は疼痛管理が重要だが、疼痛がその妨げとなる。今回我々は中指
化膿性腱鞘炎後にCRPSを合併し屈筋腱癒着を生じた症例の腱癒着剥離術後と、示指屈筋腱縫合術
後の2例に対し、手関節部での持続正中神経ブロックを併用した早期運動訓練を行った。疼痛コン
トロール良好で、直後から自動運動を温存した可動域訓練が可能であった。手の外科手術後の早
期運動訓練に本法は有効な方法と考えられた。
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1-3-24 Zone 1・2屈筋腱一次縫合後の入院期間・治療成績に及ぼす因子
Factors affecting results and hospitalization after flexor tendon repair in zone 1 and 2

山崎 　宏（相澤病院 整形外科） 
佐々木 純，橋本 　瞬

Zone 1・2屈筋腱縫合後に早期運動療法を行った26例29指で, 患者因子（損傷程度や年齢など）と
入院期間の関係, および自主訓練と治療成績の関係を重回帰分析と多重ロジスティック回帰分析を
用いて調査した．入院期間には皮膚損傷と浅指屈筋腱断裂の合併が関連していた．治療成績には
Duran法の獲得時期が関連していた．皮膚損傷などがあると可動域が獲得できず入院期間が長かっ
た．成績向上のためには関節拘縮予防の自主訓練が重要である．
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第4会場（Room 4）

  8:40～9:30 一般演題 11：マイクロサージャリー

座長：五谷 寛之（清恵会大阪外傷マイクロサージャリーセンター）

1-4-1 局所麻酔下リンパ管細静脈吻合術による四肢リンパ浮腫治療の有効性
Effectiveness of lymphaticovenular anastomosis for lymphedema of the limbs under 
local anesthesia

野口 政隆（だいいちリハビリテーション病院 整形外科） 
佐藤 智弘，谷脇 祥通，中島 紀綱

局所麻酔下リンパ管細静脈吻合を平均67（25-87）歳の42例（女性41、男性1）47肢（上肢11、下肢
36）に対して行った。上肢では術後平均20ヵ月の時点で、8肢（73%）で周径減少が得られ、上腕
過剰周径は術前と比較し平均32%減少し、前腕過剰周径は27%減少した。下肢では術後平均29ヵ
月の時点で、31肢（86%）で周径減少が得られ、大腿過剰周径は平均33%減少し、下腿過剰周径は
41%減少した。自覚症状は上肢の82%、下肢の92%で改善が得られた。

1-4-2 遊離腓骨動脈穿通枝皮弁を用いた手指軟部組織欠損の治療
Free Peroneal Perforator Flap for Treatment of Soft Tissue Defect in the Finger

河村 健二（市立奈良病院 四肢外傷センター） 
矢島 弘嗣，村田 景一，水谷 泰士

主幹動脈を犠牲にしないtrue perforator flapである遊離腓骨動脈穿通枝皮弁を用いた手指軟部組
織欠損の治療法を報告する。穿通枝の動静脈口径は腓骨動静脈本幹からの分岐直後では約1mmで
あり、動脈1本、静脈2本を含んでおり、手指の軟部組織欠損間近の指動脈および指皮下静脈と血
管吻合を行うことが可能である。9例の手指軟部組織欠損に対して本法を行い良好な治療結果が得
られた。

1-4-3 遊離前外側皮弁による重度手外傷再建例の検討
Treatment of the severely injured hand using anterolateral thigh flap

島田 賢一（金沢医科大学 形成外科） 
宮永 　亨，岸邊 美幸，川上 重彦

高度圧挫創により手外傷に対して遊離前外側大腿皮弁（ALT flap）による再建例10例を検討した。
本皮弁は手外傷再建に関して，同一体位で同時採取が可能，血管茎が長く口径も手の血管にマッ
チしている，T-portionとして吻合可能などの利点がある。手のおける中等度以上の欠損に対する
被覆組織として有用と思われる。
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1-4-4 前外側大腿皮弁による上肢軟部組織欠損の再建
Soft tissue reconstruction of the upper extremity using anterolateral thigh flap

池口 良輔（神戸市立医療センター中央市民病院 整形外科） 
竹内 久貴，渡邉 　睦，奥谷 祐希，安田 　義

上肢軟部組織欠損に前外側大腿皮弁を用いて再建した症例を15例経験した。移植部位は手背部7例、
手掌部2例、前腕部6例で、手背部と前腕部の場合はthinningを行い移植し、全例生着することが
できた前外側大腿皮弁は、手部の皮下組織の厚さによって皮弁の厚さを調節することが可能で、十
分な長さの血管茎を有し、上肢軟部組織欠損に対して安全で有用な皮弁であると考えられた。

1-4-5 ALT flapを用いた手指再建
ALT flap Reconstruction for hands

林 　伸子（東京大学 医学部 附属病院 形成外科） 
成島 三長，上原 浩介，森崎 　裕，光嶋 　勲

ALT flapはflow through皮弁として利用でき、thin flapにできることから手指の再建に有用であ
る。今回我々は手指の軟部組織損傷に対してALT flapを用いた症例を報告する。

 9:30～10:30 一般演題 12：皮膚・皮弁移植1

座長：樋口 浩文（岩手県立中部病院 形成外科）

1-4-6 末節部の皮膚軟部組織欠損に対し腹部皮弁を適用した症例の検討
Case study of abdominal flap for fingertip reconstruction

荒田 　順（国立病院機構 京都医療センター） 
北山 稔大，鈴木 茉友，田中 宏典，添田 晴雄

末節部皮膚軟部組織欠損の5症例（女性2例、男性3例、19～55才、母指2例、示指2例、中指1例）
に対し腹部皮弁による再建を行った。3例には腹部皮弁施行後、足底からの皮膚移植をおこなっ
た。切離までの期間は平均14.6日であり、皮弁は全例トラブルなく生着した。足底皮膚の移植を
行った症例では、色調、質感において良好な結果を得た。％TAMは85-96.2（平均93.1）、知覚は
SW#4-10まで回復した。肩関節拘縮を残した症例はなかった。
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1-4-7 合指症術後の色素沈着に対し手関節尺側部の皮膚を用いて張り替え植皮を
行い良好な結果が得られた成人の一例
Skin grafting from the ulnar aspect of the wrist to exchange the pigmented graft skin on 
the palm and digits of syndactyly in an adult patient

大谷津 恭之（JA長野厚生連 佐久総合病院 形成外科） 
窪　 昭佳

25歳男性。幼少時に右手合指症に対する手術を受けた。移植された鼠径部の皮膚は表面粗ぞうで
色素沈着が高度であるため、本人の希望により張り替えを行った。採皮部は術後の歩行を妨げず、
瘢痕が目立たない同側手関節尺側部を選択した。採皮創の縫縮を容易にすべく、張り替え部位は
色素沈着が目立つ手掌側に限定し採皮面積を最小限にした。術後4年では良好なcolor & texture 
matchが得られていた。

1-4-8 膠原病に合併した背側指丘部難治性皮膚潰瘍の治療経験
Reconstruction for intractable ulcer of knuckle with collagen disease using reverse 
dorsal metacarpal flap

根本 　充（北里大学 医学部 形成外科・美容外科） 
熊澤 憲一，内沼 栄樹

我々は膠原病に合併した背側指丘部難治性皮膚潰瘍3例に対し逆行性背側中手骨動脈皮弁を用いて
再建した。膠原病では病勢コントロールのためにステロイドや免疫抑制剤の減量に限界のある症
例が存在し、保存療法では治癒せず手術を選択しなければならないことがある。手術は適切なデ
ブリードマンと血流豊富な組織での被覆が重要であり、背側指丘部難治性皮膚潰瘍には逆行性背
側中手骨動脈皮弁が有用であった。

1-4-9 逆行性指動脈島状皮弁術後の萎縮について
Atrophy of reverse digital artery island flap after operation

宇佐美 聡（東京医科歯科大学 形成再建外科） 
本間 　勉，大久保 ありさ，岡崎 　睦

逆行性指動脈島状皮弁15例の術前後の皮弁面積の変化について検討した。本皮弁では術後の高度
なうっ血は適切な処置を行えば強い委縮の原因とはならず、欠損部に対して大きすぎる皮弁は術
後の皮弁委縮が認められた。また、最終的な皮弁面積は最初の欠損部の面積に依存する傾向となっ
た。拳上に当たっては欠損部よりひとまわり大きい面積の皮弁をデザインすれば概ね問題がない
のではないかと考えられた。

1-4-10 SCIP flapを用いた各種再建法および挙上法
Hand Reconstruction with SCIP flap

田代 絢亮（東京大学形成外科） 
播磨 光宣，林　 伸子，横山 　愛，光嶋 　勲

SCIP flapは2004年に光嶋らによって発表された、浅腸骨回旋動脈の穿通枝を含めたperforator 
flapである。我々はこれまでに100例以上のSCIP flap移植による再建手術を行ってきており、そ
の詳細と詳しい挙上法につき報告する。
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1-4-11 間葉系幹細胞から作製した細胞シートの皮弁に対する影響
Effectiveness of mesenchymal stem cell-sheet cultured under hypoxia

吉良 　務（奈良県立医科大学 整形外科学教室） 
赤羽 　学，清水 隆昌，面川 庄平，田中 康仁

間葉系幹細胞は血管内皮細胞増殖因子などの血管新生因子を産生するため局所血流の改善に期待
されている。しかし、皮弁に細胞単独で用いる際には皮弁辺縁から細胞が漏出しその効果を持続
できない。我々は細胞をシート化することにより、scaffoldなしに移植することを研究し、皮弁に
応用してきた。今回その結果を報告する。

10:40～11:30 一般演題 13：遊離組織移植

座長：土田 芳彦（湘南鎌倉総合病院 外傷センター）

1-4-12 手指の腱・骨露出創に対するperifascial areolar tissue（PAT）移植の有用性
Perifascial areolar tissue graft (PAT) for skin deffect of hand with exposing tendon or bone 

宮永　 亨（金沢医科大学 医学部 形成外科）

手指の腱・骨露出創は治療に難渋する。外傷や熱傷により広範囲の損傷がおよぶ場合、局所皮弁
は選択しづらい。近年これらの創に対し、PAT移植による再建が報告されている。今回我々はそ
の有用性を検討した。

1-4-13 血管柄付き骨膜移植による関節再建
Joint Reconstruction by using Vascularized Femoral Condyle Graft

蜂須賀 裕己（国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター 整形外科） 
濱田 宜和，濱崎 貴彦，松尾 俊宏，杉田 　孝

血管柄付き大腿骨内顆骨膜移植（Vascularized Femoral Condyle Graft（以下VFCG））は小骨欠損・
偽関節に対し有用な術式とされてきた。当科では2009年よりVFCGによる関節再建を行ってきた。
症例は2例で、月状骨骨髄炎と母指骨腫瘍の症例である。各々術後4年および術後2年の現在、関節・
手機能は良好である。VFCGは新しい関節再建の一手段となり得る。

1-4-14 リンパ節付き鼠径皮弁の経験
The case of Groin Flap with Lymphatic Node

楊井 　哲（佐賀大学医学部 形成外科） 
上村 哲司，菊池　 守，石原 康裕，川野 啓成

リンパ節付き遊離鼠径皮弁に対しリンパ管シンチグラフィーを用いてリンパ管が機能しているか
どうか確認を行った。注射10分後、皮弁内の2箇所にhot spotsが出現し、注射2時間後には肘窩
リンパ節への集積もみられた。
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1-4-15 Non-enhanced Angiographyを用いた超短ペディクル足指移植
Ultrashort-Pedicle Toe Tip Transfer Assisted by Non-enhanced Angiography

吉松 英彦（東京大学 医学部 附属病院） 
山本 　匠，岩本 　拓，成島 三長，光嶋 　勲

Non-enhanced angiography (NEA) was used preoperatively to successfully identify appropriate veins in 
the donor and the recipient site in 5 toe tip transfers. Pedicles in all flaps were less than 2 cm in lengths 
(ultrashort-pedicle toe tip flap), resulting in minimal morbidity of the donor sites. All flaps survived 
completely, with satisfying functional and aesthetic results.

1-4-16 Reconstruction of lower limb composite soft tissue and bone 
defects with the latissimus dorsi-serratus anterior-rib flap

SIA Wei Tee (Tan Tock Seng Hospital) 
Guiqin XU Germaine，Wang CHENG Mathew Hern，Keem TAN Bien， 

Chong CHEW Winston Yoon

The latissimus dorsi-serratus anterior-rib free flap provides a large soft tissue flap with a vascularized bone 
graft through a single common vascular pedicle in a one-stage reconstruction. We described our experience 
with this flap in the reconstruction of concomitant bone and extensive soft tissue defects in the lower 
extremity.
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12:10～13:10 うるまセミナー 3

座長：別府 諸兄（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座）

共催：HOYA Technosurgical株式会社　  　　　　　

1-4-LS3 尺骨短縮骨切り術の進歩 
－変性およびスポーツ障害などによる手関節尺側部痛の治療－

河野 正明（社会医療法人 里仁会 興生総合病院）

尺骨短縮骨切り術は、有用な手術法であるが骨癒合が必ずしも速やかでない点が最大の欠点であ
る。演者は、血流の豊富な尺骨遠位でstep-cut式の骨切りを行い、骨膜および方形回内筋の付着部
を極力温存する方法を考案し、速やかな骨癒合を得ている。種々の内固定材料を経緯し、尺骨の
遠位で正確かつ簡便にstep-cut骨切りを行い、HOYA社製プレートを簡便に挿入固定できるデバイ
スを開発するに至った。その詳細につき講演中で紹介する。

1986年 愛媛大学医学部卒。興生総合病院副院長。
1991年 名古屋大学分院で中村蓼吾先生らのもとで手外科の研修を受ける。
1999年  Techniques in Hand & Upper Extremityに掲載された論文 

（New Technique for Ulnar Shortening Osteotomy）が、YEAR BOOK 
of ORTHOPEDICSに選ばれた。
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13:30～14:30 一般演題 14：橈骨遠位端骨折1

座長：関谷 勇人（JA愛知厚生連 海南病院）

1-4-17 関節内橈骨遠位端骨折におけるCT上骨折線分布の評価
Computed tomographic evaluation of  intra articular distal radius fractures

河本 正昭（労働者健康福祉機構浜松労災病院整形外科）

掌側ロッキングプレート法（以下VLP法）で加療した関節内橈骨遠位端骨折においてCT像による骨
折線の分布を調べ月状骨窩骨片の粉砕程度が整復位保持に及ぼす影響を調べた．掌側転位型にお
いては掌側月状骨窩骨片長と整復位喪失との明らかな関連は認められなかった．掌側転位型にお
いても掌側月状骨窩骨片の幅が保たれていれば矢状面上骨片が短くてもVLP法が有用であると考
えられた．

1-4-18 掌側Barton骨折のCTによる検討
The Investigation by CT of Volar Barton Fracture

阿部 真悟（関西労災病院 整形外科） 
堀木 　充，中川 玲子，吉田 竹志，田野 確郎

掌側Barton骨折では関節面の掌側転位だけでなく，残された背側関節面の掌屈を認めることがあ
りCTで検討した。掌側Barton骨折18例中，背側関節面の健側比10°以上の掌屈変形を10/18例

（56%）に認め掌屈角度は平均46.3°であった。バットレス効果を得るように掌側プレートで固定
したが、術後関節面は4例（40%）にV字状変形を認めた．背側関節面の掌屈が強い症例では術後関
節面の変形が残るため，整復時に注意が必要であることが判った．

1-4-19 橈骨遠位端骨折受傷時のteardrop angleが術後手関節機能に及ぼす影響
Effects of teardrop angle at the time of injury of distal radius fracture on the post-
operative wrist function

山藤 　滋（大阪暁明館病院 整形外科） 
藤谷 良太郎，面川 庄平，飯田 昭夫，田中 康仁

橈骨遠位端骨折の新しいレントゲンパラメーターであるTeardrop angle（TDA）が手関節機能に
如何に影響するかを調査した。手術を行った橈骨遠位端関節内骨折18例を対象とした。関節外転
位の影響を補正するためTDAからVolar tilt（VT）を減じた値（TDA－VT）と各種機能評価（握力、
DASH、手関節可動域）の相関を求めた。DASHは術前のTDA－VTと有意に相関した。術前のTDA
の変化が大きいほど上肢機能低下が大きいことを示している。
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1-4-20 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の術後volar tiltと術
後矯正損失の関係
Relation between the volar tilt just after ORIF of the distal radial fracture and the 
postoperative loss of the volar tilt and the ulnar variance

北條 潤也（平成記念病院 整形外科） 
小野 浩史，面川 庄平，田中 康仁

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定のVolar tilt（VT）が15度以上の群（29例）
と10度以上15度未満の群（41例）と10度未満の群（57例）における、VTの矯正損失（VT loss）と
Ulnar varianceの矯正損失（UV loss）を比較した。VT lossについては有意差を認め、術後VTが大
きい群ほど、VT lossも大きくなるという結果であった。UV lossについて3群間に有意差を認め
なかった。VTを過度にする意義はないと考えた。

1-4-21 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後のCTによる遠
位スクリュー先端の評価
Evaluation of Distal Locking Screw Following Fixation of Volar Locking Plate for 
Distal Radius Fracture using Computed Tomography

瀧上 秀威（国立病院機構 横浜医療センター 整形外科） 
伊藤 りえ，日塔 寛昇，坂野 裕昭，齋藤 知行

橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定術の術後合併症の一つにEPL，EDC断裂がある．
原因となる遠位スクリュー先端の背側骨皮質の穿通の有無を術後CTにて評価した．術中はスク
リュー先端が骨外に出ないようイメージでLister結節の陰影を除した像を想定して判断した．背側
骨皮質の穿通は第3区画で9.5%，第4区画で14.8%であったが，腱刺激症状を認めた例はなくそ
の突出した長さの殆どは1mm未満であった．

1-4-22 Skyline viewとPolyaxial Locking Plateを併用した関節内骨片選択的固
定法によるAO分類C3-2,3型橈骨遠位端骨折の治療成績
Articular Fragments-segmental Fixation Using Polyaxial Locking Plate Accompanied 
by Skyline View Imaging Technique for AO type C3-2,3 Distal radius Fractures

石井 英樹（佐賀社会保険病院 整形外科） 
角田 憲治，橋本 　哲，浅見 昭彦，園畑 素樹

AO分類C3-2,3型などの橈骨遠位端関節内粉砕骨折は、その治療に難渋する症例も存在する。それ
らの骨折に対し、著者らは術中Skyline view像を用いた関節内骨片選択的固定法による治療を行っ
たので、それまで行っていた通常のDouble-tiered subchondral support法による成績と比較検
討することで、それぞれの特徴や有用性を明らかにし、注意点と共に報告する。
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14:30～15:20 一般演題 15：橈骨遠位端骨折2

座長：日高 典昭（大阪市立総合医療センター 整形外科）

1-4-23 HEARTYプレートを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績
The clinical outcome of volar locking plate fixation with HEARTY plate for the distal 
radius fracture

仲西 知憲（溝口整形外科病院） 
小島 哲夫，上新 淑文，小川 　光，村田 　大

橈骨遠位端骨折に対してHEARTYプレート（MIZUHO社）を用い、掌側ロッキングプレート固定を
施行した症例の治療成績を検討した。2011年より2年間で本骨折の手術を施行し、術後3か月のフォ
ローを行った63例64手が対象。検討項目は手術時間、合併症、術前・術後・最終観察時の画像パ
ラメータを各群で評価し、機能評価を追加した。画像指標、機能評価とも有意に改善し、最終観
察時も画像上の整復位を維持していた。

1-4-24 橈骨遠位端骨折に対するVA-TCPを用いた治療成績  
－APTUS 2.5と比較して－
Clinical and radiologic outcomes of distal radius fracture treated with VA-TCP

平川 明弘（岐阜市民病院 整形外科） 
大野 義幸，清水 克時

VA-TCPを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績を、APTUS2.5との比較を含めて報告する。矯正損
失値はRI：0.6°, VT：0.5°, UV：0.2mmでありAPTUS2.5使用例より有意に小さかった。ま
た明らかなplate-screw angleの減少をきたした症例は認めなかった。Cooney score は平均
81pointであった。APTUS2.5に比べVA-TCPの角度安定性は信頼でき、良好な治療成績が期待で
きるPolyaxial Locking Plateと考えられた。

1-4-25 C型橈骨遠位端骨折に対するDouble-tiered Subchondral Support法と
通常の掌側ロッキングプレート法との比較
Comparison of Double-tiered Subchondral Support fixation and usual volar plate 
fixation in AO type C fractures of distal radius 

阿部 宗樹（西宮協立脳神経外科病院 整形外科） 
瀧川 直秀，森内 宏充，安井 憲司，江城 久子

AO-C型橈骨遠位端骨折に対してDSS法（以下D群）と通常の掌側ロッキングプレート法（以下N群）
の治療成績を比較した. D群20例, N群18例で, 平均年齢はD群70.4歳, N群65.7歳であり, 使用機
種はD群: MODE DRP, N群: ACULOC 9例, VALCP 9例であった. RI, UVの矯正損失や臨床成績
は両群間に差はなく, VTの矯正損失のみD群が有意に少なかった. D群はやや年齢が高かったこと
を考慮すると, DSS法はより高齢者での治療成績の向上が期待できると考える.
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1-4-26 AO分類C3型橈骨遠位端骨折におけるDouble-tiered Subchondral 
Support法の有用性について
Usefulness of Double-tiered Subchondral Support (DSS) for AO typeC distal radius 
fractures

上野 幸夫（太田西ノ内病院 整形外科） 
川崎 恵吉，稲垣 克記，瀧川 宗一郎，久保田 豊

AO分類C3型橈骨遠位端骨折に対するDSS法の有用性を検討した。VariAx（medium）で内固定を行
い術後平均観察期間が6カ月以上可能であった39例について、DSS法（D群）が26例、非DSS群（N群）
が13例に分け、Cooney ScoreとX線各種パラメーターを調査し比較検討を行った。D群のほうが、
VTの矯正損失が有意に少なかった。VariAxを用いてのDSS法は有用な手技のひとつになり得ると
考えられた。

1-4-27 橈骨遠位端骨折に対するDSS法を用いた3種類の掌側polyaxial locking 
plateの成績の比較
Competiton of Clinical Result of 3 types Polyaxial Locking Plate with Double-tired 
Subchondral Support Technic for Distal Radius Fracture

久保 和俊（昭和大学 医学部 整形外科学講座） 
川崎 恵吉，稲垣 克記，池田 　純，前田 利雄

橈骨遠位端骨折に対して3種類のAPTUSプレート：Correction plate（C群）・Baby foot（B群）・
ADAPTIVE（A群）を用いてDSS法を行った症例の成績、問題点を報告する。術後3ヶ月以上経過観
察し得たC群：B群：A群71：30：152手を対象とした。臨床成績はいずれも良好であった。スク
リューの弛み、逸脱がC群の1例に認められた。腱断裂を生じた症例はなかった。骨折形態でプレー
トの種類を選択することが望ましいと考える。

15:30～16:30 一般演題 16：橈骨遠位端骨折3

座長：恵木 　丈（大阪労災病院 整形外科）

1-4-28 橈骨遠位部掌側の形態分析　プレート設置に関連して
Morphologic analysis of distal radius

米田 英正（名古屋大学 手の外科） 
山本 美知郎，岩月 克之，平田 　仁

橈骨遠位端骨折での掌側プレート設置部である掌側面の形状について調査した。手関節機能撮
影台を用いて撮影した手関節X線120人分の画像を使用し、側面像での尺側皮質骨の骨幹部から
watershed lineまでの稜線をもとに尺側傾斜角（D角）を定義し、D角の分布および年齢、性別との
関係を調査した。D角は正規分布し、男性では年齢とD角に逆相関を認めたものの女性には認めず、
全体として年齢との相関はなかった。
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1-4-29 橈骨遠位端骨折に使用したAcu-Loc 2 Distal Plateの解剖学的適合性の評
価と臨床成績
Evaluation of Anatomical Adaptation and Clinical Results of Distal Radius Fractures 
Using Acu-Loc2 Distal Plate 

前田 和茂（岡山済生会総合病院） 
今谷 潤也，森谷 史朗，桐田 由季子，近藤 秀則

Acu-Loc2 Distal plate（Acu-Loc2D）及びProximal plate（Acu-Loc2P）の橈骨遠位部掌側の解剖
学的適合性を人工骨を用いてMulti-ditectorCTにより評価し、同plateの臨床治療成績を調査し
た。臨床成績は概ね良好であった。またAcu-Loc2DはAcu-Loc1と比較してプレート遠位部がlow 
profileであり、新たに追加となった近位設置のAcu-Loc2Pは掌側への突出が少なくどちらも屈筋
腱損傷のリスクが軽減されると考えられた。

1-4-30 橈骨遠位端骨折に対するwatershed line形状に即しDSS法を行える単軸
性ロッキングプレートの治療成績
DSS method for Distal Radius Fracture using Monoaxial Volar Locking Plate which 
was Made to Suit Watershed Line

加地 良雄（香川大学 医学部 整形外科） 
中村 　修，山口 幸之助，山本 哲司

watershed line（WL）の形状に即しDSS法が行える単軸性掌側ロッキングプレートを用いた橈骨遠
位端骨折治療の成績を評価した。対象は63例で、術直後のvolar tilt（VT）、radial inclination（RI）、
ulnar variance（UV）はそれぞれAO A型13.0°、20.5°、0.1mm、C型9.6°、19.5°、0.7mm
であり、術後矯正損失はA型0.7°、0.8°、0.2mm、C型0.4°、0.6°、0.4mmであった。Mayo 
wrist scoreはA型80.8point、C型80.4pointであった。

1-4-31 整復と初期固定に創外固定を併用し、掌側ロッキングプレートで固定した
AO C3型橈骨遠位端骨折治療の検討
Reduction loss and clinical results of volar locking plate fixation with external fixation 
for AO type C3 intra-articular distal radius fractures 

澁谷 亮一（協立病院 整形外科） 
正富 　隆

遠位骨片が粉砕された橈骨遠位端骨折に対し、整復と初期固定に創外固定を併用して掌側ロッキン
グプレートで固定した。術後1年以上を経過した27例を対象とした。volar tilt、radial angleは術
直後と最終調査時で有意差なく、ulnar varianceは術直後 -0.8±1.3mm最終調査時0.2±1.2mm
と有意に短縮していた。整復は安易で安全であった。可動域は良好であった。矯正損失は術直後
の過矯正が最終的に修正されたと考えた。
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1-4-32 橈骨遠位端骨折に対する髄内釘による手術加療～1年以上経過例の検討
Intramedullary nail fixation of distal radius fracture: the follow-up cases more than one 
year

筒井 美緒（新須磨病院 整形外科） 
黒田 　司

橈骨遠位端骨折に対し髄内釘治療を施行し、術後1年以上経過し直接検診した37例を対象とした。
平均経過観察期間は2年11カ月、骨折型はAO分類A3 27例, C1 2例、C2 8例であった。全例で
骨癒合が得られ、整復位は概ね良好に保たれていたが、3例に掌側転位の増大を認め、うち1例で
背側へ突出したバットレスピンによる長母指伸筋腱皮下断裂を認めた。橈骨神経皮枝障害の残存、
インプラントの破損はなかった。

1-4-33 不安定型橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートと髄内定固定の
比較
Prospective comparative study between volar locking plate and intramedullary nail for 
unstable distal radius fractures 

藤谷 良太郎（医真会八尾総合病院 整形外科） 
面川 庄平，内原 好信，山藤 　滋，田中 康仁

不安定性橈骨遠位端関節外骨折に対し掌側ロッキングプレート固定術（VLP群）と髄内釘固定術
（IMN群）の術後成績を比較検討した。AO分類 Type A3とC1で性別、年齢、受傷機転と骨折型を
マッチングさせ比較した。結果、IMN群において術後UVの矯正損失量が有意に大きかった。また
術後3か月では、IMN群の臨床成績が有意に良好であった 。髄内定固定は、整復保持力は劣るが、
術後早期の手関節、上肢機能の回復が得られる可能性が示唆された。

16:30～17:20 一般演題 17：橈骨遠位端骨折4

座長：今谷 潤也（岡山済生会総合病院整形外科）

1-4-34 高齢者の尺骨遠位端骨折に対するロッキングプレート固定術の治療成績
Distal ulnar fracture fixation with locking plate in elderly patients 

国司 俊一（城東社会保険病院整形外科） 
斉藤 　忍

高齢者の尺骨遠位端骨折に対しロッキングプレート固定術を施行した5例5肢を対象とした．全例
で骨癒合が得られ，矯正損失はなかった．平均可動域は背屈54°，掌屈51°，回内67°，回外85°，
握力は健側比平均55%，Mayo wrist scoreは平均78点であった．尺骨遠位端骨折に対するロッキ
ングプレート固定術は強固な固定性が得られるため早期からのリハビリが可能であり，また尺骨
頭を温存できるため有用な治療法と考えられた．
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1-4-35 高齢者橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の治療成績
Results of ulnar styloid fracture associated with a distal radius fracture of the elderly

高井 盛光（獨協医科大学 整形外科学） 
長田 伝重，亀田 正裕，都丸 倫代，野原 　裕

高齢者橈骨遠位端骨折に掌側ロッキングプレート固定した症例のうち尺骨茎状突起骨折のない24
例（A群）と尺骨茎状突起骨折は放置した41例（B群）を対象とした．B群の24例は偽関節であった．
手関節尺側部痛は両群ともなかった．可動域，健側比握力，Cooney，DASH，PRWEのうち，前
腕回内のみA群で有意に良好であった．高齢者橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折は放置
しても治療成績に影響しなかった．

1-4-36 高齢女性の橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療
Treatment of distal ulna fractures associated with distal radius fractures in elderly woman

岳原 吾一（那覇市立病院 整形外科） 
大城 　亙，外間 　浩，金谷 文則

　高齢女性の橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折13例で橈骨を掌側ロッキングプレート 
（VLP） 固定後に、尺骨も内固定としたA群6例と、非内固定B群7例で比較した。全例で骨癒合が
得られ、ulnar varianceの術直後から最終観察時までの変化量はA群-0.5mm、B群+0.8mmで有
意差なく、手関節および前腕可動域にも有意差はなかった。高齢女性の場合、橈骨にVLP固定を
行えば、尺骨は保存療法でも良好な結果であった。

1-4-37 橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折が治療成績に及ぼす影響
The effect of an ulnar styloid fracture associated with a distal radius fracture on the 
outcome

佐伯 将臣（豊田厚生病院 整形外科） 
稲垣 弘進

掌側ロッキングプレート固定を行った橈骨遠位端骨折の治療成績への尺骨茎状突起骨折の影響を、
3ヶ月以上経過観察した91例91手で検討した。受傷時年齢は平均57.1歳、男性33例、女性58例、
術後観察期間は平均6ヶ月、尺骨茎状突起骨折は中村の分類で、先端19例、中央部16例、基部14例、
基部から骨端部2例であった。骨折なし群を含めた5群で、最終観察時の手関節痛、掌屈、回内外、
voral tilt、ulnar varianceで有意差を認めなかった。

1-4-38 橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する治療成績 
－積極的固定を行わない治療選択に関して－
Clinical results of the ulna head fracture with the distal radius fracture

丹羽 智史（安城更生病院 整形外科） 
建部 将広，能登 公俊，田中 健司，浦田 士郎

橈骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレート固定を行った264例中、尺骨遠位端骨折を合併した
26例に関して、治療成績を検討した。尺骨に対して、6例は内固定なし、20例は鋼線固定のみであり、
積極的な固定はおこなわずに治療された。画像評価において、尺骨の短縮や転位が進行する症例を
認めたが、感染を合併した1例を除いて骨癒合を得られ、臨床評価としても、Mayo wrist score
平均82.0点と、満足のいく結果が得られていた。
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第5会場（Room 5）

 8:40～10:20 パネルディスカッション 2： 
手指変形性関節症の外科治療（ビデオ）

座長：三浪 明男（北海道中央労働病院せき損センター）　　　　 

　　　水関 隆也（広島県立障害者リハビリテーションセンター）

1-5-P2-1 変形性DIP関節症に対するosteophytectomyの治療成績
Osteophytectomy for Osteoarthritis of the DIP Joint

白井 久也（美杉会佐藤病院 手外科センター） 
杉本 裕宣，久保田 潤，沢辺 一馬

疼痛の持続する変形性DIP関節症6例8指に対して，骨棘を切除して関節内をデブリドマンする関
節形成術（osteophytectomy）を施行した．調査時，疼痛は全例，消失または著明に軽減していた．
X線変化は，DIP関節がリモデリングして関節適合面が改善したものを4例，関節が癒合したも
のを2例に認めた．5例は手術結果に満足された．可動域を温存したい変形性DIP関節症に対して
osteophytectomyは選択肢となりえる術式である．

1-5-P2-2 ブシャール結節QOL改善に役立つ切腱術
Tenotomy for improvement of QOL of Bouchard's node

平瀬 雄一（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） 
桑原 真人，戸張 佳子，戸田 千里，伊川 真実

われわれは、いわゆるブシャール結節症例に対して浅指屈筋腱の切離を行い、良好な結果を得て
いる。過去3年間にPIP関節の変形、可動域制限、疼痛に対して浅指屈筋腱の部分的切除あるいは
全切除を行い、3ヶ月以上の経過観察が可能であった155例237指について検討した。結果は、関
節痛は10分の1に減少し、DASH, %TAMでも大きな改善があった。小さな手術ながら患者の満足
度は高い手術といえる。

1-5-P2-3 変形性指PIP関節症に対する掌側進入による表面置換型セメントレス人工
指関節置換術の治療成績
Surface replacement arthroplasty for proximal interphalangeal joints of osteoarthritis  
by volar approach

森澤 　妥（独立行政法人国立病院機構 埼玉病院 整形外科） 
池上 博泰，高山 真一郎

変形性指PIP関節症に対する掌側進入によるセメントレス表面置換型人工指関節置換術の治療成績
を検討した。対象は10例12関節、年齢平均64歳、経過観察期間は平均15カ月であった。検討項
目は術前、最終診察時の関節可動域、自覚症状、Mayo clinic score評価とした。可動域は術前伸
展-8度、屈曲50度、最終診察時伸展-13度、屈曲71度であった。疼痛は全例で消失した。Mayo 
clinic 評価は良10、可2、不可はなかった。
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1-5-P2-4 人工PIP関節置換術の5-12年成績
Total PIP replacement for osteoarthritis of PIP joint -5 to 12 years results-

稲垣 克記（昭和大学医学部整形外科学講座） 
川崎 恵吉，富田 一誠，池田 　純，前田 利雄

人工PIP関節置換術20関節の5年から12年、平均8年の成績を検討した。機種は表面置換型
AVANTA SR人工PIP関節を用い術後の関節可動域と総合成績をMayo scoreを用い評価した。
PIP関節平均可動域は術前30°の関節可動域から屈曲74°伸展－24°に改善し疼痛は全例に著明に
改善した。Mayo ScoreはGood10, Fair7, Poor3と良好な成績であった。

1-5-P2-5 母指CM関節症に対し、独自の靭帯形成術を用いたtitanium implant 
arthroplastyの中長期成績－5年以上の経過例の検討－
Long Term Outcomes of Implant Arthroplasty for Carpometacarpal Joint of Thumb

金 　潤壽（太田総合病院 手外科センター） 
富田 泰次，根本 高幸，岩崎 幸治，後藤 昭彦

母指CM関節症に対するimplant arthroplastyは、implantの安定性や長期成績などが問題点とし
て指摘されている。著者らは、独自の靭帯形成術を行う事により、極めて良好なimplant の安定性
を得る事が可能であった。また、術後5年以上を経過した症例を検討したところ、安定した臨床成
績を維持していた。本法は、良好な可動性を残存させながらも除痛を目的とする高齢者には特に
良い適応である。

1-5-P2-6 母指CM関節症に対する鏡視下靭帯形成術の治療成績 
－鏡視下interposition関節形成とのX線学的な比較検討を含めて－
Ligament Reconstruction under Arthroscopy for Ostoarthritis of Thumb CMC Joint with 
Analysis of Radiological Examination in Relaiton to Interposition Arthroplasty

辻井 雅也（三重大学大学院 整形外科） 
里中 東彦，藤澤 幸三，横山 弘和，須藤 啓広

母指CM関節症に対する鏡視下靱帯形成術の治療成績を報告した. 対象は10例, 治療成績は術前
後（観察期間1年5ヵ月）のピンチ力, 可動域, DASHを評価した. また単純X線で関節裂隙, 第1中
手骨背側亜脱臼, 大菱形骨高を鏡視下interposition arthroplasty7例と比較した. ピンチ力と
DASHは術前に比して有意な改善を認めた. 鏡視下靱帯形成術は単純X線で良好に保たれ, また
interposition arthroplastyに比して大菱形骨の圧壊を抑止する傾向が示された.
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1-5-P2-7 母指CM関節症に対する鏡視下手術  
－関節包靭帯熱収縮術と大菱形骨部分切除術の併用法－
Arthroscopic Partial Trapeziectomy Associated with Thermal Shrinkage to Capsular 
Ligament for Trapeziometacarpal Osteoarthritis

恵木 　丈（大阪労災病院） 
鈴木 啓介，矢野 公一

母指CM関節症に対する低侵襲な術式として、鏡視下に約4mmの大菱形骨部分切除術と、同時に関
節包靭帯の熱収縮術を併用する方法を12例（手術時年齢平均64歳）に対して施行し経過観察を行っ
た。Eaton分類はstage 3: 10例、stage 4: 2例だった。術後Grind testは1例を除いて6か月以内
に消失した。つまみ力、Q-DASH scoreは術後早期に改善し、画像上、中手骨の沈み込みはほぼ
認めなかった。本法は関節鏡視下の低侵襲な術式で推奨できる。
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10:20～11:50 シンポジウム 4：キーンベック病の治療

座長：岩崎 倫政（北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野） 
　　　矢島 弘嗣（市立奈良病院 四肢外傷センター）　　　　　　

1-5-S4-1 キーンベック病における手根配列の三次元変形評価
Patterns of Carpal Deformity in Kienböck Disease: A 3-Dimensional Analysis

川西 洋平（大阪大学大学院 器官制御外科学（整形外科）） 
森友 寿夫，大浦 圭一郎，大森 信介，村瀬　 剛

キーンベック病の3次元的な手根配列の変化とそれによる橈骨手根関節への影響についての詳細は
明らかでない。そこで、これらを3次元的に評価するとともに、舟状骨月状骨間離開による手根背
屈変形でみられるものと比較した。stage 3Bのキーンベック病では、橈骨手根関節における適合
性は保たれたまま舟状骨が屈曲していた。一方、舟状骨月状骨間離開による手根背屈変形では、橈
骨手根関節での不適合を伴い、舟状骨は屈曲していた。

1-5-S4-2 キーンベック病の自然経過と保存療法の成績について
The natural history and results of conservative treatment of the Kienbock disease

金塚 　彩（千葉市立青葉病院整形外科） 
六角 智之，山田 俊之，河野 元昭，橋本 健康

当院のキーンベック病36例のうち疼痛が軽減せず手術を行った10例を除く26例について検討し
た。保存療法を行った19例と偶然発見された7例について性別、年齢、罹患側、利き手、外傷、職
業、手関節可動域、X線所見、治療内容、最終診察時の症状、疼痛の既往、合併症について調査した。
本疾患の自然経過は概ね良好だがLichtman分類3B以上で手根管症候群や腱断裂を合併する可能性
を認めた。Lichtman分類の進行と疼痛に関連はなかった。

1-5-S4-3 高齢者のキーンベック病  
－病期の評価と治療方針の選択、治療成績について－
Kienbock disease of elderly people  
- Evaluation of disease stage, selection of a treatment, and clinical results -

中尾 悦宏（中日病院 名古屋手外科センター） 
中村 蓼吾，篠原 孝明，高橋 明子，新海 宏明

高齢者のキーンベック病では、病期、病勢を評価し、それに基づいて治療法を選択する。症状の
発現時期や経過、理学所見、各種画像検査にて、病期が進行しつつある症例を手術適応とし、長
期間経過し愁訴に乏しい症例や偶然診断された放置例は保存的治療とした。60歳以上のキーンベッ
ク病27例28手について、手術を施行した8例9手（月状骨救済手術7手、関節形成術2手）、保存的
治療19例19手について、治療法や成績について報告する。
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1-5-S4-4 進行期Kienböck病に対する月状骨摘出後の手根骨間部分固定術の中・ 
長期術後成績
Long-term follow-up of partial intercarpal arthrodesis after excision of the lunate for 
advanced Kienböck disease

高瀬 勝己（東京医科大学 運動機能再建外科学）

山本 謙吾

進行期Kienbock病に対し月状骨摘出後に有頭骨中枢関節面による橈骨手根関節形成術を施行し
た。術後5年以上経過例の術後成績を検討した。対象はLichtman分類stage 3b：9例、stage 4：
19例の計28例。手術時平均年齢44.9歳。平均観察期間は142.7ヵ月。治療成績はgood 20例・
fair　6例・poor　2例であった。術後変形性関節症性変化は、新たな発生あるいは増悪を26例全
例に認めたが、術後2－3年で起こり4年以降では悪化はなかった。

1-5-S4-5 進行期キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術の長期成績
Long-term Results of Vascularized Bone Graft for Stage III Kienböck Disease

藤原 浩芳（京都府立医科大学大学院医学研究科 運動器機能再生外科学） 
小田 　良，奥田 良樹，勝見 泰和，久保 俊一

進行期キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術の10年以上の長期成績を検討した。対象は18
例、stage IIIAが10例、stage IIIBが8例であった。進行期キーンベック病に対する血管柄付き骨
移植術は、長期成績が良好であり、積極的にすすめられる術式である。短縮術の併用は、術後の
月状骨の圧潰を有意に少なくし、将来的な関節症性変化を予防する上で、有用であると考えた。

1-5-S4-6 進行期キーンベック病に対する血管柄付豆状骨移植術の治療経験
Treatment for Vascularized Os Pisiform Transfer in Advanced Kienböck's Disease

武田 真輔（鈴鹿回生病院 整形外科） 
森田 哲正，藤澤 幸三，辻井 雅也，平田 　仁

Lichtman’s stage3b, 4の進行期キーンベック病4例に対し血管柄付豆状骨移植術を行った。男女
2例ずつで平均年齢55歳, 手関節痛は3例改善で1例不変, 手関節可動域は3例6点で1例5点, 握力は
3例4点以上で, 1例0点であった。Carpal Height Ratio平均値は術前後0.48で同値だった。MRI
は3例で術後の豆状骨の血行が確認できた。Hand20は4例とも改善していた。本法は有用な手術
方法であり, 進行期キーンベック病に対する1選択肢と成りえる。
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12:10～13:10 うるまセミナー 4

座長：落合 直之（キッコーマン総合病院 整形外科）

共催：旭化成ファーマ株式会社　　　　　　　

1-5-LS4 橈骨遠位端骨折の臨床からみた骨粗鬆症

酒井 昭典（産業医科大学整形外科）

橈骨遠位端骨折は、骨粗鬆症患者の初発骨折として最も頻度が高い。橈骨遠位端骨折に関連する
因子は、50-64歳では骨粗鬆症であり、65歳以上では運動器不安定症（開眼片脚起立時間＜15秒）
である。50-64歳では骨粗鬆症に対する早期の薬物療法が重要であり、65歳以上では転倒防止を
目的とした運動療法が重要になる。橈骨遠位端骨折は、骨粗鬆症の薬物治療を開始し、運動習慣
を身につける絶好の機会である。

昭和61年  3月 産業医科大学卒業
平成  2年  9月 カナダ・オタワ大学医学部留学
平成  4年  7月 産業医科大学整形外科講師
平成13年  6月 　同　助教授
平成19年  4月 　同　准教授
平成26年  1月 　同　教授、現在に至る。
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13:30～15:20 シンポジウム 5：RA手指の再建

座長：南川 義隆（南川整形）　　　 

　　　中川 夏子（甲南加古川病院）

1-5-S5-1 リウマチ手指の尺側偏位に対する伸筋腱固定術
Extensor Tenodesis for Ulner Drift in Rheumatoid Arthritis

有島 善也（鹿児島赤十字病院） 
南川 義隆，中野 賢二，恒吉 康弘，小宮 節郎

44手のリウマチ手指の尺側偏位に対して、伸筋腱の腱固定を併用した尺側偏位矯正術の有用性に
ついて検討した。18手に内在筋腱切離を、32手に人工関節を併用した。1～5.5年の経過中に4手
において再手術を要したが、PIP伸展不全やインプラント関連の合併症はなく、尺側偏位矯正術に
おいて伸筋腱固定を併用することは有用であると考えられた。

1-5-S5-2 外観が主訴の尺側偏位症例に対する軟部組織再建術の成績
Appearance Outcome of the Soft Tissue Procedure for Ulnar Drift in Rheumatiod Arthritis

秋田 鐘弼（大阪南医療センター 整形外科・リウマチ科） 
橋本 　淳，斉藤 正伸

主訴が外観のみで、MP関節の破壊がほとんど認められない尺側偏位を有する関節リウマチ患者7
例9手30指（男1例、6例）に対する、軟部組織再建術の短期成績を検討した。術後経過観察期間は
平均24ヶ月で、その臨床成績は良好で、術前と調査時を比較して尺側偏位と外観は有意に改善を
認めた。関節リウマチのコントロールが良好になれば、外観に対する手術も積極的に考慮しても
よいと考えられた。

1-5-S5-3 RA母指ボタンホール変形の再建
Reconstruction of the Button hole Deformity in Rheumatoid Thumbs

水関 隆也（広島県障害者リハビリテーションセンター 整形外科） 
児玉 　祥

RA母指ボタンホール変形に対する再建術はMP関節/IP関節の障害の程度，他指の障害程度によっ
て異なる．われわれはMP関節が強く破壊されている例では関節固定術，インプラント形成術を選
択した．MP関節の破壊が軽度の例で，MP関節伸展不全が40°以上では滑膜切除術に加えてEPL，
EPBを用いた伸展再建を選択した．整容的には全例で満足できる結果を得たが，機能的には4指で
不満が残った．不満の原因はMP関節の屈曲域の制限指であった．
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1-5-S5-4 RA母指障害に対する手術的治療
Operative treatment for thumb disorders with rheumatoid arthritis

大谷 和裕（近畿大学 医学部 整形外科） 
冨山 貴司，赤木 將男

今回、RA母指の変形に着目し手術方法の検討を行った。Nalebuff TypeIの症例に対してはCM関節、
MP関節、IP関節に対し手術を行い、TypeIIIの症例に対してはCM関節、MP関節形成術、滑膜切
除術を行った。TypeIIの1例にはMP関節、IP関節固定術が、TypeIVの1例に対してはMP関節固定
術が行われていた。関節リウマチの母指病変はさまざまな変形をきたし、そのtypeにより治療を
行う関節、治療法を選択する必要があると考えられる。

1-5-S5-5 人工指関節置換術をもちいたRA母指再建の有用性
Efficiency of reconstruction with prosthesis in rheumatoid thumb

小田 　良（京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学（整形外科）） 
徳永 大作，土田 真嗣，藤原 浩芳，久保 俊一

RA母指変形に対してMP関節の人工指関節置換術を施行した8関節を対象として，人工指関節置換
術をもちいたRA母指再建の有用性について検討した．全例で機能改善が得られたが，表面置換型
人工関節をもちいた症例では機能改善がより優れていた．RA母指再建の術後成績を向上させるた
めには，解剖学的構造および変形の機序に精通し，入念な術前計画と手術手技の向上に加え，局
所の状態を的確に判断して術式を決定することが重要である．

1-5-S5-6 FINE Total Finger Systemを用いたMCP関節置換術の中期成績
Clinical midterm result of Total finger arthroplasty with FINE Total Finger System 

関口 昌之（東邦大学 医学部 整形外科学教室） 
土谷 一晃，宮崎 芳安，大日方 嘉行，川上 裕史

【目的】FINE & Total Finger SystemにてMP関節置換術を試行したRA症例の中期成績を検討し
た。【対象および方法】術後5年以上経過した15例61関節を対象とした。術後1年時と調査時の可動
域を調査し、implant周囲の変化を単純X線像にて評価した。【結果】可動域は減少したが、主に伸
展制限の進行であり、屈曲角は維持されていた。【結論】最長9年の経過で術後早期と比較し伸展制
限の進行がみられたが、患者の満足は得られていた。

1-5-S5-7 リウマチ手人工指関節置換術（Swanson）施術例における3DCTを用いた
MP関節アライメント不良の評価
3DCT and Assessment of Malalignment at the MP joint of the Rheumatoid Hand 
Undergone Swanson Implant Arthroplasty

石川 　肇（新潟県立リウマチセンター リウマチ科） 
王 　興栄，阿部 麻美，大谷 　博，中園 　清

2次元のX線写真では、リウマチ手指の複雑な変形をとらえることは困難であるため人工指MP関節
置換術施術例を対象に、3DCTを用いてアライメント不良を評価した。3DCT画像は、リウマチ手
MP関節のアライメント不良の評価に役立ち、術前計画で骨切除長の決定の参考となる。
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15:30～16:50 パネルディスカッション 3：手外科医に必要な有茎皮弁1

座長：内田　 満（東京慈恵会医科大学 形成外科） 
　　　和田 卓郎（札幌医大整形外科）　 　　　　

1-5-P3-1 上肢における有茎皮弁の選択について
Pedicle flap in the upper extremity

田中 克己（長崎大学 医学部 形成外科） 
高橋 国宏，遠藤 淑恵，村上 隆一，平野 明喜

上肢、とりわけ手指の組織欠損に対しては、機能と整容の両面を満足できるような治療法が必要で、
とくに露出部の再建には、皮膚の色調・質感・組織量において隣接組織や反対側との対称性を意
識する。そのためには有茎皮弁が有用であるが、皮弁採取部への配慮は重要であり、有茎皮弁が
より高い治療効果となるような適用を考え、症例によっては遊離皮弁の使用も考慮する。手外科
医にとって必要な有茎皮弁の適用と実際について述べる。

1-5-P3-2 手外科医に必要な有茎皮弁 －指尖部再建における有茎皮弁の有用性－
Usefulness of Pedicle flaps for finger-tip reconstruction

楠原 廣久（近畿大学 医学部 形成外科） 
和田 仁孝，西脇 　仁，徳井 　琢，磯貝 典孝

指尖部再建における有茎皮弁は、順行性と逆行性に大きく二分される。当科においては、順行性
皮弁ではOblique triangular flapで、逆行性皮弁では逆行性指動脈島状皮弁が最も多く使用した。
今回われわれは、指尖部欠損に対して当科で施行した有茎皮弁について検討し、我々が行ってい
る工夫について報告する。

1-5-P3-3 逆行性動脈皮弁による上肢組織欠損の再建
The Pedicled Reverse Flow Flap for Reconstruction of Skin and Soft Tissue Defect of 
the Upper Extremity

松崎 浩徳（新潟臨港病院 整形外科） 
植木 将人，幸田 久男

上肢組織欠損を、逆行性動脈皮弁で再建した症例に関して検討した。対象は39皮弁で、上腕外側
皮弁が3、後骨間動脈皮弁が9、橈側前腕皮弁が6、背側中手動脈皮弁が4、指背部adipo-fascial 
turnover flapが3、逆行性指動脈皮弁が14皮弁であった。後骨間動脈皮弁の2例、adipo-fascial 
turnover flapの1例に部分壊死を認めたが、他は完全生着した。上肢の再建では各種の逆行性皮
弁の特徴を理解し、症例ごとに適応を決定すべきである。
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1-5-P3-4 上肢における穿通枝皮弁 －特にカラードプラ エコーの有用性について－
Perforator flaps of upper extremity focusing on the usefulness of color Doppler 
ultrasound

佐次田 保徳（沖縄県立北部病院 形成外科） 
石田 有宏，今泉 　督，門田 英輝

カラードプラ エコーの穿通枝皮弁への寄与について、上肢の穿通枝皮弁症例について検討しその
有用性を報告したい。症例は2004年8月より2013年10月までの8例、上肢の有茎穿通枝皮弁症例
を対象とした。皮弁は全例で完全生着した。四肢の場合、現在穿通枝の検索で広く行われている
ドプラ血流計は穿通枝そのものではなく、穿通枝が分岐する有名動脈を検出して偽陽性となりや
すいため、カラードプラエコーは特に有用である.

1-5-P3-5 有茎橈骨動脈穿通枝脂肪弁・皮弁の有用性 
－手関節周囲の神経癒着防止・皮膚欠損に対して－
The Feasibility of Radial Artery Perforator Flap and Adiposal Flap for Skin Defect and 
Prevention of Nerve Adhesion

高松 聖仁（淀川キリスト教病院整形外科） 
新谷 康介，斧出 絵麻，岡田 充弘，香月 憲一

われわれは手関節周囲の神経剥離後癒着防止および皮膚欠損再建に対して, 遠位橈骨動脈穿通枝系
の脂肪弁（以下RAP-A flap）および皮弁（以下RAP flap）を有茎で用いている. RAP-A flapは薄くか
つ神経の再絞扼の恐れが少ない. また遊離皮弁のリスクが高い症例ではRAP flapは比較的大きな
皮弁が挙上可能で安定した有茎皮弁である. 遠位橈骨動脈穿通枝系の有茎RAP-A flap, RAP flap
は手外科医にとって有効な治療の選択肢である.
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第6会場（Room 6）

  8:40～9:40 一般演題 18：肘関節

座長：池上 博泰（東邦大学医学部整形外科学講座）

1-6-1 肘関節における新しい後方paraolecranon approachの試み
Novel Posterior approach for the elbow named paraolecranon approach

岩本 卓士（慶應義塾大学 医学部 整形外科学教室） 
鈴木 　拓，佐藤 和毅，戸山 芳昭，中村 俊康

上腕三頭筋腱付着部を温存した新しい肘関節後方アプローチを報告する．側臥位，上腕三頭筋を
近位正中から肘頭外側縁にて縦割する．上腕三頭筋外側1/2と肘筋を外側に牽引し肘関節外側1/2
を展開する．内側は上腕三頭筋内側縁を挙上する．人工関節で広範な展開を要する場合にはMCL
を切離して後内側に脱臼させる．16例中14例において術中問題なく手術が可能であった．上腕三
頭筋腱付着部に侵襲を加えない本法は低侵襲であると考える．

1-6-2 成人上腕骨遠位端両柱骨折における内側プレート固定に起因した合併症の
検討－合併症を回避する内側プレート選択－
Complications caused by medial plating following internal fixation of bicolumn distal 
humerus fractures in adults -Medial plate selection for prevention of complications-

森谷 史朗（岡山済生会総合病院 整形外科） 
今谷 潤也，前田 和茂，桐田 由季子，近藤 秀則

成人上腕骨遠位端両柱骨折に対するdouble plate固定法の内側プレートによる合併症を調査し, 合
併症を回避する内側プレート選択について検討した. 側方設置型プレート群は後方設置型プレート
群と比較し, 尺骨神経障害を始めとする合併症の発生数が有意に高かった. 本骨折の内側プレート
選択は, 日本人の骨形態に沿った形状でlow profileであること, またプレート設置の際に側方への
侵襲が少なく合併症発生のリスクが低い後方設置型が良い.

1-6-3 成人肘頭骨折のCT評価 －その特徴と傾向について－
Analysis of initial injury CT image of olecranon fracture in adults; the characteristics 
and tendency

藤原 祐樹（静岡済生会総合病院 整形外科） 
藤原 那沙，伊藤 英人，平田 　仁

2007年4月～2013年7月に当院で経験した成人肘頭骨折44例の肘頭骨片の形態をCT画像を用い
て評価した。肘頭骨片は関節面側、背側側ともに橈側凸となり、骨片は橈側に大きい形状となる
ことが示された。これは骨接合の際骨片を橈背側から支えた方が、骨折線に垂直に力が働き、力
学的に有利な固定性が得られることを示している。新たなplateの開発や骨接合を行う際、本研究
結果は有用であると考えられた。
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1-6-4 橈骨頭・頚部粉砕骨折に対するプレート固定の治療経験
Clinical Results of Plate Fixation for Comminuted Radial Head and Neck Fractures

山口 さおり（香川労災病院 整形外科） 
佐藤 亮三

プレート固定を行った橈骨頭・頚部粉砕骨折の8例8肘について検討した。Mason- morrey分類は
type 3が6例、type 4が2例であった。使用プレートはprofile combo 3例、modular hand 1例、
stellar angle plate 2例、吸収プレート2例であった。1例でプレートの折損と偽関節が生じたが、
7例で骨癒合を獲得し可動域は良好であった。

1-6-5 橈骨頚部・頭頚部骨折に対する治療成績： 
肘関節内側側副靱帯（MCL）損傷合併例と非合併例との比較
Outcome of Treatment for Proximal Radius Fractures :  
Comparative Study of Accompanied with Medial Collateral Ligament Injury and without

寺浦 英俊（東住吉森本病院 整形外科） 
川端 　確，五谷 寛之，坂中 秀樹，山野 慶樹

橈骨頚部・頭頚部骨折において肘関節内側側副靱帯損傷合併例と非合併例との両群を比較検討し
た結果、X線上の骨頭傾斜角度では統計学的有意差を認めたが（合併例平均39.1°、非合併例平均
16.7°）、ROM、JOAスコアでは有意差は認めず、適切な加療を行えば両群とも同等の治療成績が
得られた。

1-6-6 肘関節Terrible triadの治療経験
Treatment of Terrible Triad of the Elbow

本田 祐造（長崎労災病院 整形外科） 
角　 光宏

肘関節Terrible triadの7例を経験したので報告する。症例は男性3例・女性4例。平均53歳。受傷
から手術までの待機時間は平均5.6日であった。前方アプローチで尺骨鉤状突起骨折の骨接合およ
び前方関節包の縫着を行い、外側アプローチで橈骨頭骨折の骨接合と外側側副靭帯の修復を行っ
た。早期ROMに耐えうる強度を得るため、まず安定性獲得の要である前方要素を修復し、その後
外側要素を修復することが必須であることが考えられた。
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9:40～10:40 一般演題 19：肘関節（小児）

座長：内尾 祐司（島根大学整形外科）

1-6-7 小児上腕骨顆上骨折 －閉鎖整復不能例の検討－
Pediatric Supracondylar Fractures of the Humerus. Which fracture is irreducible?

倉田 佳明（札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター） 
磯貝 　哲，辻　 英樹，松井 裕帝，二村 謙太郎

手術治療を行った小児上腕骨顆上骨折103例につき、閉鎖整復不能例の検討を行った。11例が閉
鎖整復できず観血的整復を要した。前後の転位が大きい症例、特に前後径の100%を超える転位、
開放骨折、術前に神経症状や血流障害のある症例で、閉鎖整復ができないリスクが高かった。こ
のような症例では、観血的整復を念頭におき手術に臨む必要がある。

1-6-8 小児上腕骨顆上骨折の術後内反肘変形を予測する因子の検討
Predictors of postoperative cubitus varus deformity following pediatric supracondylar 
humeral fractures

清水 隆昌（奈良県立医科大学 整形外科） 
吉田 　淳，木佐貫 修，面川 庄平，田中 康仁

小児上腕骨顆上骨折において術後内反肘変形は初期治療が重要である。今回我々は、内反肘変形
の関連因子の重回帰分析を行い、予測因子の検討を本研究の目的とした。内反肘変形を予防する
ためには術後Baumann angleを72度以下、前上腕線Anterior humeral lineを上腕骨小頭中央1/3
を通るように整復することが特に重要と考えられる。また受傷時に尺側転位を認めるものは、整
復位を得られにくい傾向があり、整復時に注意が必要である。

1-6-9 内反肘変形－初期治療の問題点－
Varus deformity-problem of primary treatment

大塚 純子（名古屋第一赤十字病院 整形外科） 
堀井 恵美子，洪 　淑貴，服部 達哉，広石 将行

上腕骨顆上骨折後の内反肘変形に関して，初期治療における問題点を明らかにするために，当院
で手術治療した症例について後ろ向きに検討した．症例は28例で保存治療17例，手術療法11例で，
受傷時平均年齢5.8歳であった．Gartland分類，上腕骨内側皮質の粉砕の有無，手術症例に関して
は整復位と鋼線刺入方法を調査し，保存療法，手術療法の問題点を検討した． 
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1-6-10 小児上腕骨外側顆骨折に対する前外側進入による骨接合術の治療成績
The results of operative treatment of pediatric lateral humeral condyle fractures using 
anterolateral approach

石井 崇之（東海大学医学部外科学系整形外科学） 
池田 全良，小林 由香，齋藤 育雄，持田 譲治

小児上腕骨外側顆骨折29例の手術成績を検討した。全例前外側進入にて直視下に整復し内固定を
してきたが, Carrying angleは術直後と最終時で有意差なく、ROMも健側と比べ有意差なく良好
な回復を認めた。一方、手術による骨端線閉鎖等の成長障害は認めなかったが、外顆幅と外顆長
は有意に増大し外顆の過成長を認めた。手術により、十分満足する結果が得られたが、今後も長
期的経過観察は必要と考えている。

1-6-11 小児橈骨頸部骨折に対する新しい徒手整復法による治療経験
The treatment of radial neck fracture in children by new closed reduction technique

山中 清孝（きっこう会多根総合病院 整形外科） 
須賀 久司

Monsonらの報告した小児橈骨頸部骨折に対する新しい徒手整復法を用いて行った小児橈骨頸部骨
折4例の治療成績について報告する。すべての骨折は橈骨頭傾斜角10°以下に整復され, 追加の外
科的処置は必要なかった。可動域制限を残したものはなかった。本法は, 固定された橈骨頭に橈骨
骨幹部を合わせにいくため骨膜によるligamenttaxisが得られやすく, さらに長いレバーアームで
その操作を行えるため従来の整復法よりも効果的である。

1-6-12 上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の中長期成績
Autologous osteochondral mosaicplasty for osteochondritis dissecans of the elbow: 
minimum 5-year follow-up

瓜田 　淳（北海道大学 医学部 整形外科） 
船越 忠直，松井 雄一郎，河村 太介，岩崎 倫政

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の中長期の成績について調査した。対象は術
後5年以上経過した15例15肘。最終観察時のTimmerman&Andrews scoreは術前131点から術後
183点と改善し中長期でも良好な成績であった。しかしながら、橈骨頭の肥大化の進行が6例、腕
橈関節の適合性が悪い症例が3例見られ、また健常膝から骨軟骨柱を採取することに抵抗感のある
患者もおり将来的な再生医療も期待される。
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10:50～11:50 一般演題 20：前腕骨

座長：多田 　博（函館協会病院）

1-6-13 回旋障害を伴う前腕骨変形治癒における骨間靭帯付着部間距離の検討
The distance between the insertions to both bones of the interosseous ligaments in the 
malunited forearm with rotation disturbance

國吉 一樹（千葉大学大学院 整形外科学） 
松浦 佑介，鈴木 崇根，小川 泰史，助川 浩士

前腕骨変形治癒例の中には前腕回旋時に骨間靭帯付着部間距離が過拡大するために回旋障害が発
生するものがある。そのような術後症例7例において術前に回旋角度に応じてどの程度、距離が拡
大していたかをコンピューター・シミュレーションにてretrospectiveに検討した。結果、腱様部
で健側最大値の平均107±7.7%、遠位膜様部で健側最大値の平均117±4.3%であった。腱様部
については半数近くで100%を大きく超えることはなかった。

1-6-14 小児橈骨遠位1/5骨幹部骨折後変形治癒に対する3次元回旋骨切術
Three-dimensional rotational osteotomy for malunited distal one-fifth radial fracture in 
children

片岡 利行（星ヶ丘厚生年金病院 整形外科） 
岡 久仁洋，上杉 彩子，栗山 幸治，村瀬 　剛

小児橈骨遠位骨幹部骨折では治療中しばしば再転位をきたすことがあり、同部での骨折で骨癒合
が遷延する例も報告されている。今回我々は小児橈骨遠位1/5骨幹部骨折治療中、再転位による回
内変形のため、回外制限をきたした4症例を経験した。コンピューターシミュレーションを用いた
3次元回旋骨切りをすることで良好な前腕回旋可動域を獲得できたのでこれを報告する。

1-6-15 小児モンテジア骨折の治療
Treatment for Monteggia Fracture in Children

大城 　亙（那覇市立病院 整形外科） 
岳原 吾一，外間 　浩

小児モンテジア骨折27例（保存11例、手術16例）を検討した。Bado分類はI型が18例と最も多く、
急性塑性変形（以下APD）を伴ったのは6例だった。尺骨骨折部位は近位部14例、中央部12例（APD5
例）、遠位部（APD）1例だった。臨床成績は概ね良好だったが、1例で強い回外拘縮を認めた。近位
部での骨折は中央部以遠の骨折に比べて徒手整復が困難であり、APD例の治療には留意が必要で
ある。



105

Room
 6

1-6-16 小児の新鮮前腕骨骨折に対する低出力パルス超音波治療の経験
Clinical results of forearm fractures with LIPUS in children 

新関 祐美（済生会川口総合病院 整形外科） 
太田 　剛，若林 良明，石突 正文，大川 　淳

小児新鮮前腕骨折の術後に低出力パルス超音波治療（LIPUS）を行なった結果、仮骨形成期間が有
意に短縮した。LIPUSにより術後外固定期間を短縮することが可能となると考えられた。

1-6-17 小児前腕骨骨幹部骨折に対する経皮的髄内固定の治療成績 
－前腕可動域とX線評価に関する検討－
Clinical results of percutaneous intramedurally fixation for diaphyseal forearm fractures 
in children -Analyses between the range of motion and the radiographic change-

浅野 研一（浜松医療センター 整形外科） 
申 　正樹，岸本 烈純，甲山 　篤，岩瀬 敏樹

小児の両前腕中央部骨折の変形治癒は機能障害を残しやすく，特に10歳を超える症例は自家矯正
能が減少するために注意が必要である．Kirschner鋼線による経皮的髄内固定では最終観察時橈骨，
尺骨共に平均5°以下に整復位が保持されていた．軽度の回内制限を伴う症例を認めたが機能には
影響していなかった．回内可動域とmaximum ulnar bowに統計学的相関を認めた（p=0.027）．

1-6-18 開放性前腕骨骨折（Gustilo分類Type3）の治療経験  
－DASH Scoreでの検討－
Treatment of Open forearm fracture (Gustilo type 3)

川上 亮一（福島県立医科大学 整形外科） 
紺野 慎一，江尻 荘一，畑下 智，高橋 洋子

Gustilo分類Type3の開放性前腕骨骨折に対する10例の手術症例の成績を検討したので報告する。
骨癒合は全例で得られ、骨癒合までの期間は、平均6.8ヶ月であった。軟部組織の修復法は、遊離
鼠径皮弁2例、前外側大腿筋皮弁2例、有茎筋弁1例、および前腕骨短縮2例であった。DASHは0.0
～85.0とばらつきがみられた。Gustilo3Bの前腕開放性骨折では、皮弁を用いた積極的な軟部組
織の修復が、上肢機能の再獲得に重要である。
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12:10～13:10 うるまセミナー 5

座長：中村 俊康（慶應義塾大学 整形外科）　

共催：日本メディカルネクスト株式会社

1-6-LS5 Current Treatment Techniques of Distal Radius Fractures

William B. Geissler  
（University of Mississippi Medical Center）

Displaced intraarticular fractures of the distal radius are a unique subset of injuries usually secondary to a 
high energy impact in a comminuted fracture pattern. The prognosis depends on radial shortening, articular 
reduction, and associated soft tissue injuries. It is generally felt that the amount of radial shortening and 
articular congruity are the factors that strongly correlate with a successful outcome. Multiple modalities 
to treat this difficult fracture include plate fixation (volar and dorsal), external fixation, and arthroscopy. 
Although controversial, plate fixation has been shown to have a faster return to recovery. The purpose of the 
lecture will be to discuss a variety of treatment options for this difficult fracture including volar and dorsal 
plate fixation, fragment specific fixation in limited instances, and use of arthroscopy as an adjunct in the 
treatment of this difficult fracture pattern. Also, the relevance of associated soft tissue lesions will be further 
evaluated.

Professor and Chief
Division of Hand and Upper Extremity Surgery
Chief － Section of Arthroscopic Surgery and Sports Medicine
Department of Orthopaedic Surgery and Rehabilitation
University of Mississippi Medical Center

William B. Geissler, M.D. is Professor and Chief of the Division of Hand and Upper 
Extremity Surgery. In addition, he is Chief of the Section of Arthroscopic Surgery 
and Sports Medicine in the Department of Orthopaedic Surgery at the University of 
Mississippi Medical Center.

Dr. Geissler has published over approximately 100 articles in peer review medical 
journals, book chapters, and in addition, has edited two books. Dr. Geissler serves 
as faculty and chairman of numerous orthopaedic and arthroscopy courses both 
in the U.S. and internationally and has given over 700 presentations. Dr. Geissler’s  
practice specializes in upper extremity joint replacement of the shoulder, elbow, 
wrist, and upper extremity reconstruction from trauma.
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13:30～14:20 一般演題 21：TFCC損傷

座長：藤尾 圭司（関西電力病院 整形外科）

1-6-19 TFCC尺側損傷における生体工学的検討
Ulnar tear of triangular fibrocartilage complex: A biomechanical study

福岡 昌利（慶應義塾大学 整形外科） 
中村 俊康，西脇 正夫，戸山 芳昭，名倉 武雄

TFCCの尺側損傷について生体工学的に検討を行った。上肢未固定屍体7肢を用い、荷重試験器に
てDRUJのstiffnessを計測した。正常な状態に比べてTFCC尺側損傷では有意なstiffnessの低下を
認めた。尺骨短縮、修復術によりstiffnessの増加が得られたが、修復術においてのみ有意差を認
めた。TFCC辺縁部は血流も良好であり修復も得られることより、治療は修復術が最適であると考
えた。

1-6-20 TFCC障害に対する尺骨短縮術の検討
Clinical Study of Ulnar Shortening for the TFCC Injury

田嶋　 光（熊本整形外科病院） 
倉 　明彦，束野 寛人，入江 弘基

TFCC障害に対する尺骨短縮術57例61手を検討する。外傷性18手変性断裂43手、固定法は多数で
3.5DCP plate 6穴を近・遠位3本で固定し36手に関節鏡施行。3手が癒合不全となり、1手は掻爬・
β-TCP充填、2手にLIPUSを行い2手は癒合。日手会評価で術前Good12手 Fair38手Poor11手
から術後Excellwnt35手Good22手Fair4手に改善。Fairの4手はCRPS続発、DRUJ関節症、STTJ
関節症、RA例の各1手。

1-6-21 TFCC小窩部断裂に対するDRUJ関節造影CTの有用性
Usefulness of CT Arthrography for TFCC Foveal Tear

森友 寿夫（大阪行岡医療大学 行岡病院手の外科センター）

手関節尺側部痛27例に対しDRUJ、橈骨手根関節造影を透視下に行った後ひきつづき関節造影CT
を行ってTFCC小窩部断裂の有無を診断し、手術加療を施行した17例について直視下またはDRUJ
鏡で損傷の程度と術前画像診断と比較した。TFCC小窩付着部に造影剤が貯留していた8例全例
で小窩部断裂および不安定性を認め、この画像所見の小窩部断裂診断率は敏感度80%、特異度
100%であった。
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1-6-22 TFCC小窩部損傷に対する直視下pull-out法修復術のsecond look鏡視所見
Second-look arthroscopy of the open repaired TFCC

木村 洋朗（慶應義塾大学 医学部 整形外科） 
中村 俊康，岩本 卓士，佐藤 和毅，戸山 芳昭

TFCCの小窩部損傷に対して直視下でのTFCC縫合術を行った症例に対し、術後のsecond look鏡
視を行った27例27手ではDRUJ鏡導入前の7手ではhook testは6手で陰性であったが、1手では陽
性だった。DRUJ鏡を施行した20手中、良好な靭帯の修復が確認できたものは19手（95%）、触診
で靭帯の緊張低下を認めたものが1手あった。臨床成績は優25、良1、可1であった。

1-6-23 陳旧性TFCC損傷の手術治療
The surgical treatment for the prolonged TFCC injury

富田 一誠（昭和大学附属 豊洲病院 整形外科） 
池田 　純，久保 和俊，川崎 恵吉，稲垣 克記

陳旧性TFCC損傷に対する治療にはまだ議論があるが、我々は解剖学的修復を目標に尺骨小窩への
再縫着を行っている。発症から6か月以上経過してから手術治療を施行した陳旧性TFCC損傷20例
の臨床成績を検討した。平均年齢33.2歳（±13.2）、平均観察期間17.1か月（±13.6）。術前後の
尺側部痛は有意に改善し、可動域制限はなく、動揺性は全例消失し、握力は約2割改善し、臨床評
価は比較的良好であった。

14:20～15:10 一般演題 22：DRUJ

座長：中土 幸男（社会医療法人抱生会丸の内病院）

1-6-24 手関節肢位が遠位橈尺関節の安定性に及ぼす影響
Effect of wrist position for distal radioulnar joint stability: A biomechanical study

飯田 昭夫（奈良県立医科大学 整形外科） 
面川 庄平，森友 寿夫，青木 光広，田中 康仁

新鮮凍結肢体を用いて手関節の肢位を変化させ遠位橈尺関節（DRUJ）の安定性を調査した。正常手
関節では手関節伸展、橈屈でDRUJは安定し、尺骨手根靭帯を切離すると伸展、橈屈による安定化
は減少した。遠位橈尺靭帯切離により全肢位でDRUJ不安定性は増大したが、橈屈位では他肢位に
比べ安定した。尺骨手根伸筋床の切離により橈屈位での安定化は消失した。手関節肢位、靭帯断
裂部位によりDRUJの安定性は変化する。
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1-6-25 尺骨短縮術による遠位橈尺関節の変化と術後成績
Radiographic change of the Distal Radioulnar Joint after Ulna Shortening Osteotomy 
and Clinical Results

三戸 一晃（練馬総合病院 整形外科） 
中村 俊康，佐藤 和毅，井口 　理，戸山 芳昭

尺骨短縮術後には、遠位橈尺関節（DRUJ）の適合変化による症状の出現が危惧される。今回、われ
われは術後のDRUJの変化と臨床成績を検討した。術後2年以上経過フォローできた132例143手
を対象とし、術後X線正面像で検討した。関節症性変化（OAC）は30手、関節の再適合は52手にみ
られた。また、OACの有無は術後成績に有意な影響を与えず、sigmoid notchや尺骨頭の形態も
影響しなかった。

1-6-26 尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術施行後の成績に影響を与える因子
の検討
Factors Affecting Middle Term Results of Ulnar Shortening Osteotomy for Ulnocarpal 
Abutment Syndrome

佃　 幸憲（北海道大学 医学部 整形外科） 
船越 忠直，加藤 貞利，岩崎 倫政

本研究の目的は尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術後の中期臨床成績に影響を及ぼす因子を
検討することであり、術前の様々な因子が術後の成績に影響があるかを多変量解析にて調査した
ところ、手術時年齢、術前ulnar variance、術前手関節掌背屈、尺屈と術後成績に相関が認められ、
尺骨短縮術は術前の可動域制限が著明になる前に行われるべきと考えられた。

1-6-27 尺骨突き上げ症候群に対する尺骨頸部楔状短縮骨切り術（北野法）の治療成績
Clinical Outcome of Ulnar Neck Wedge Osteotomy for Ulnar Abutment Syndrome

久保 伸之（行岡病院 整形外科） 
森友 寿夫，正富 　隆，行岡 正雄

手関節尺側部痛を呈する19例の尺骨突き上げ症候群に対して尺骨頸部楔状短縮骨切り術（北野法）
を行った。全例で骨癒合が得られ、術前の疼痛の改善を認めた。可動域は術前、術後に大きな変
化は認めなかった。本法は、術前DRUJの不安定性のない症例を選んで行えば、尺骨骨幹部短縮骨
切り術（Milch法）に比べ侵襲も少なく偽関節の可能性も低い優れた術式であると考える。

1-6-28 薄骨・骨膜温存を意図した尺骨短縮術による骨切り部の早期骨癒合効果
Effect of preservation of cortico-periosteal attachment on bone healing at osteotomy 
sites after ulna shortening osteotomy

浜田 佳孝（徳島県立中央病院 整形外科） 
日比野 直仁，吉岡 伸治，笠井 時雄，花岡 尚賢

骨膜温存短縮術の手技 プレート設置する掌側のみ筋膜を残して展開し，骨切部位の周囲のみメス
に続いて小さなノミで骨膜を極力軟部組織に付けて骨に彫り込むように剥がした．最深層部位は
ノミを縦にして細長くスパイク状に骨を残すようにした．評価 単純Ｘ線で骨膜/骨内部までの連続
性が確認できた期間は骨膜温存群（7.6/13w）従来群（9.5/21w）であった．本法は骨切り部表面の
骨癒合促進傾向があり，有意に骨癒合完成を早めた．



110

Room
 6

15:20～16:10 一般演題 23：変形性手関節症

座長：香月 憲一（大阪市立総合医療センター）

1-6-29 橈骨からの血管柄付き骨移植を用いた部分手関節固定術の手術成績
Partial carpal bone fusion with vascularized bone grafting from the radius

根本 哲也（昭和大学 医学部 整形外科） 
川崎 恵吉，稲垣 克記，原 由紀則，田尻 康人

部分手関節固定術は月状骨壊死やSTT関節症に対して行われる治療法であるが、合併症の一つに、
遊離骨移植を用いた固定術では偽関節の危険性が0～27％と報告されている。今回我々は進行期
月状骨の4例およびSTT関節症の3例に対し、部分手関節固定術（STT関節固定術およびSC関節固
定術）を血管柄付き骨移植を用いて行い、全例で骨癒合が得られ、ほぼ全例でADL上も良好な成績
が得られたため、ここに報告する。

1-6-30 舟状有頭骨間固定術の小経験
Clinical Results of Three Cases of the Scaphocapitate Arthrodesis

稲垣 弘進（豊田厚生病院 整形外科） 
佐伯 将臣

舟状有頭骨間（SC）固定術を行った3例の治療成績について報告する。症例は31～54歳全員男性
で、陳旧性月状骨周囲脱臼2例、Kienbock病stage4が1例であった。全例に月状骨切除+腱球移植
+SC固定術を施行しギプス固定は6週間行った。術後観察期間は1～2年で日手会機能評価は全例
excellentだった。SC固定術は手技が簡単で骨癒合が早期に得られ治療成績も良好だが、画像所見
では舟状骨の尺側変位と橈骨舟状骨間のOA変化をきたしやすい。

1-6-31 橈骨月状骨間固定術における固定法はKirshner鋼線で十分である
Kirshner Wire Fixation is Appropriate for Radiolunate Fusion 

児玉 　祥（広島県立障害者リハビリテーションセンター） 
水関 隆也

当科でK-wire固定による橈骨月状骨間固定術を施行した15例15手関節について検討した．現疾患
はRA8例，Kienböck病4例，OA2例であった．橈骨茎状突起から月状骨へ向け2本のK-wireを刺
入し橈骨月状骨間を固定した．X線上全例で骨癒合が得られた．K-wire固定は月状骨の固定位置を
調整し易く，RA手関節の様な骨量が少ない患者にも使用出来る．また鋼線を複数橈骨茎状突起か
ら強斜位で刺入することで，回旋，剪断力を防ぐことができる． 



111

Room
 6

1-6-32 SLAC wristに対する近位手根列切除術の治療成績
Clinical Results of Proximal Raw Carpectomy for SLAC wrist

松井 雄一郎（北海道大学 整形外科） 
船越 忠直，瓜田 　淳，本宮 　真，岩崎 倫政

scapholunate advanced collapse wrist（SLAC wrist）に対する近位手根列切除術の臨床成績及び
画像所見により本術式の有効性を評価した。最終経過観察時（平均4.5年）の臨床成績は5手中4手が
good、1手がfairと良好であった。術後X線所見において橈骨有頭骨間の関節症性変化を認めても
臨床成績は良好であり、SLAC wristに対するPRCは有用な術式であることが示された。

1-6-33 SNAC wristに対する橈骨橈側閉じ骨切り術の経験
Radial closing wedged osteotomy of the radius for the SNAC wrist

田嶋　 光（熊本整形外科病院） 
倉 　明彦

SNAC wrist2例に対してキーンベック病で確立している橈骨橈側閉じ骨きり術に血管柄付き第2中
手骨骨移植を加えた手術法により、術後早期の除痛効果を得た。本疾患の関節症に対しも、橈骨
のradial inclinationの減少による圧応力分散により序痛を得ることが期待できる。

16:10～17:00 一般演題 24：手・指変形性関節症

座長：平田　 仁（名古屋大学大学院 手の外科）

1-6-34 手指変形性関節症のX線学的重症度と骨密度の関連について
Association between radiographic severity of osteoarthritis of finger joints and Bone 
mineral density

岩瀬 嘉志（順天堂東京江東高齢者医療センター 整形外科） 
清村 幸雄，澤 満美子，有富 健太郎，黒澤　 尚

手指変形性関節症の重症度と骨密度Bone mineral density（以下BMD）について相関関係を調査し
た。手指関節痛が主訴の患者23名、女性18名男性5名、年齢平均70.7歳であった。変形性関節症
のX線分類はKellgren/Lawrence（KL）grede（0-4）を用いた。BMDはDEXAで計測した椎体BMD
を用いた。各々の関節症のKL分類の平均値について年齢、BMI補正して統計解析を行った。BMD
と手指変形性関節症のX線学的重症度は有意な相関は認められなかった。
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1-6-35 DIP，PIP関節変形性関節症と甲状腺機能低下症との関連はあるか
Is hypothyroidism a cause of osteoarthritis of DIP and PIP joint?

成澤 弘子（新潟手の外科研究所） 
牧 　　裕，坪川 直人，森谷 浩治，依田 拓也

複数のDIP関節変形性関節症（へバーデン結節），PIP関節変形性関節症（ブシャール結節）を呈する
症例に対して，TSH，FT3，FT4，および抗サイログロブリン抗体を測定した．210例中14例は
TSHが5.0μIU/mL以上の甲状腺機能低下症であり10例が4.0以上5.0未満であった．35例で抗サ
イログロブリン抗体高値を認めた．以上からDIP，PIP関節変形性関節症と甲状腺機能低下症およ
び橋本病との関連性が高いことが判明した．

1-6-36 PIP関節症（Bouchard結節）症例の検討 
第1報：当科での臨床像
Clinical assessment of Proximal Interphalangeal Joint Arthritis (Bouchard's nodes)

戸張 佳子（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） 
平瀬 雄一，桑原 眞人，戸田 千里，加藤 真里

当院を受診したPIP関節症190例522関節の臨床像を報告する。発症のピークは50代であり、圧倒
的に女性に多かった。中指、環指に多く、利き手に関係なく発症し、初期には屈筋腱腱鞘炎と痛
みを伴うことが多かった。屈筋腱腱鞘炎は一般人口に比べて合併率が高く、発症要因のひとつと
考えられる。進行するに従い変形が進行し、拘縮すると、痛みは減少するが機能的に大きな障害
を残す。

1-6-37 PIP関節症（Bouchard結節）症例の検討　第2報：当科での手術法の変遷
Clinical assessment of Proximal Interphalangeal joint arthritis (Bouchard's node)  
2nd. report: Surgical treatment

平瀬 雄一（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） 
桑原 真人，戸張 佳子，戸田 千里，伊川 真実

現在までにPIP関節の疼痛や可動域制限を主訴に当科を受診した症例はおよそ420例いたと思われ
るが、このうちでPIP関節のQOL改善を目的に手術を試行した症例は165例247指であった。247
指のうち、関節固定は5指、人工関節置換は6指、切腱術は235指であった。切腱術は浅指屈筋腱
尺側のみに対する部分切除が193指、浅指屈筋腱全切除が44指であった。結果では特に切腱術の
満足度が高く、有用な小手術であるといえる。

1-6-38 CM関節をのぞく手指関節固定術の検討
Arthrodesis of the digital joint excluding the carpometacarpal joint

田崎 憲一（荻窪病院 整形外科 手外科センター） 
岡崎 真人，西脇 正夫，池田 　崇

過去11年間に手指関節固定術を行った27例33関節を調査した。原因疾患は原発性および二次性
OA 13例、RA 8例などで、年齢は平均56.3歳、術後調査期間は平均15.7（2.5～103.5）カ月であっ
た。部位では母指IP、MP、示指DIPが多く、指MPはなかった。内固定は母指MP、指PIPでは鋼
線締結法、それ以外ではheadless screwやK鋼線が多かった。術後の握力やピンチ力は健側比85
～89%に回復し、固定角度の問題は少なく患者満足度は高かった。
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第7会場（Room 7）

  8:40～9:40 一般演題 25：神経（基礎）

座長：新井　 健（東京歯科大学市川総合病院）

1-7-1 ラット頚髄神経の節前損傷と節後損傷における組織学的所見の比較検討
Histological comparisons between the preganglionic and postganglionic brachial plexus 
injuries in rats

野口 貴志（京都大学大学院 医学研究科 整形外科） 
太田 壮一，柿木 良介，貝澤 幸俊，松田 秀一

ラットC6頚髄神経の節前および節後損傷モデルを作成し、組織学的に比較検討した。術後28日目
では、節後損傷で脊髄前角の運動神経細胞数にほとんど変化が見られなかったが、節前損傷では
細胞数が50%以上減少した。術後12時間目では、節前損傷群で運動神経細胞の軸索に沿って脊髄
内に出血が認められた。マイクログリアの反応に両群間で有意差は認めず、運動神経細胞への牽
引力が細胞死に関与していると考えられた。

1-7-2 ラット腕神経叢引き抜き損傷モデルにおける抗p75NTR抗体腹腔内投与の
疼痛行動と脊髄グリア細胞、後根神経節への効果
Effect of the Intraperitoneal Administration of Anti-p75 Neurotrophin Receptor 
Antibody for Behavior, Activation of Spinal Glial Cells and Dorsal Root Ganglia in the 
Rat Brachial Plexus Avulsion Model

小林 倫子（千葉大学大学院医学研究院 整形外科学） 
松浦 祐介，芝山 昌貴，鈴木 崇根，國吉 一樹

ラット腕神経叢引き抜き損傷モデル作成後7日目に抗p75NTR抗体を投与量別に1.0、50μl腹腔内
投与。疼痛行動評価はCat Walk、von Frey testを投与後経時的に施行。組織学的評価に脊髄（C7）
のGFAP、Iba1陽性細胞数、DRG（C7）のCGRP、GFAP陽性細胞数を投与後経時的に計測した。
概ねの評価において疼痛の軽減を示す結果が得られた。

1-7-3 家兎末梢神経損傷モデルにおける拡散テンソル法を用いたin vivo 末梢神
経再生の評価
In vivo evaluation of sciatic nerve regeneration of the male rabbit with diffusion tensor 
imaging (DTI)

山崎 哲朗（京都府立医科大学 大学院 医学研究科 運動器機能再生外科学） 
小田 　良，藤原 浩芳，土田 真嗣，久保 俊一

中動物である家兎の末梢神経損傷モデルを用いて、拡散テンソル法（DTI）による末梢神経損傷およ
び再生過程の評価をin vivo行った。DTIパラメータは末梢神経損傷後の組織学的変化と強い相関
を認めた。さらに、FAは運動機能評価とも相関していた。本研究結果は、DTIが末梢神経損傷に
対する有用な非侵襲的画像診断法であることを示した。今後のヒトへの臨床応用に向けた重要な
基礎データを得た。
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1-7-4 末梢神経再生におけるBone Morphogenetic Protein-7の発現変化と局在
Expression and localization of Bone Morphogenetic Protein-7 in peripheral nerve 
regeneration

國分 直樹（三重大学 大学院 医学系研究科 整形外科） 
辻井 雅也，植村 　剛，平田 　仁，須藤 啓広

Bone morphogenetic proteins（BMPs）は中枢神経系を含む様々な組織の発生に必須とされ, 神
経保護作用の報告もある. 本研究にて末梢神経損傷後にShwann細胞におけるBMP-7, BMPRsの
発現増大とシグナルの活性化が確認された. Schwann細胞は末梢神経再生時にBungner's bands
を形成し, 種々の遺伝子の再発現や神経栄養因子の分泌などの重要な役割を担う. BMP-7が
Schwann細胞を介して末梢神経再生に関与している可能性が示唆された. 

1-7-5 末梢神経の再生医療 －マウスモデルにおけるiPS細胞ハイブリッド型人工
神経の長期成績と安全性について－
Peripheral nerve regenerative medicine -Long-term efficacy and safety outcomes 
of bioabsorbable nerve conduits coated with induced pluripotent stem cell-derived 
neurospheres for the repair of mouse sciatic nerve-

上村 卓也（大阪市立大学大学院 医学研究科 整形外科学） 
高松 聖仁，池田 幹則，岡田 充弘，中村 博亮

マウスモデルにおいて人工神経とマウスiPS細胞を用いた末梢神経の再生医療を実現化すべく、坐
骨神経欠損に対するiPS細胞ハイブリッド型人工神経の長期成績と安全性について検証した。iPS
細胞ハイブリッド型人工神経は、12週の短期成績だけでなく48週の長期成績においてもその安全
性と有効性が確認された。マウスモデルにおいてiPS細胞と人工神経を用いた末梢神経の再生医療
が実現化した。

1-7-6 末梢神経の再生医療 －マウスモデルで自家神経移植に匹敵するiPS細胞ハ
イブリッド型人工神経の実現に向けて－
Peripheral nerve regenerative medicine -bioabsorbable nerve conduits coated with 
induced pluripotent stem cell-derived neurospheres for the repair of mouse sciatic nerve 
to overcome the autogenous nerve grafts-

池田 幹則（大阪市立大学大学院 医学研究科 整形外科学） 
上村 卓也，高松 聖仁，岡田 充弘，中村 博亮

欧米に続き本邦でも人工神経の臨床使用がスタートした。しかし末梢神経再建において、いまだ
自家神経移植がgold standardであり、人工神経のさらなる成績向上が求められる。今回、自家神
経移植の治療成績に匹敵する人工神経を開発すべく、iPS細胞ハイブリッド型人工神経にFGFを付
加導入した次世代のハイブリッド型人工神経へと改良を行い、マウスの坐骨神経欠損モデルでそ
の有用性について検討を行った。
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 9:40～10:40 一般演題 26：筋・腱基礎

座長：青木 光広（北海道医療大学 リハビリテーション科学）

1-7-7 マウス筋芽細胞の脂肪分化および筋分化に対するplatelet-rich-plasma投
与効果の検討
Effect of Platelet-Rich-Plasma on adipogenesis and myogenesis in C2C12 myoblast cells

高瀬 史明（神戸大学大学院 整形外科） 
乾 　淳幸，美舩 泰，無藤 智之，国分 　毅

腱縫合後などの固定に伴って筋萎縮が生じるとされている。一方で、platelet-rich-plasma（PRP）
が筋や腱の治癒・再生を促す事が近年報告されてきた。今回、マウス筋芽細胞株（C2C12）に脂肪
分化もしくは筋分化を誘導した状態でPRPを投与し、その影響を検討した。その結果、PRP投与
によってC2C12の脂肪分化は抑制されたが、筋分化を促進する効果は認められなかった。

1-7-8 A Comparative Study of the effects of GDF-5 on MDSCs and 
BMSCs in an in vitro Model
A Comparative Study of the effects of Growth and Differentiation Factor  5 on Muscle 
Derived Stem Cells and Bone Marrow Stromal Cells in an in vitro Tendon Healing Model

小笹 泰宏（札幌医科大学医学部 整形外科） 
Chunfeng Zhao，Kai-Nan An，Peter C Amadio，和田 卓郎

We investigated the ability of MDSCs supplemented with GDF-5 to improve tendon healing in comparison 
to BMSCs in an in vitro tendon culture model. As we hypothesized interposition of a MDSC-seeded collagen 
gel patch supplemented with GDF-5 at the repair site increased the maximum failure strength and stiffness of 
the repaired tendon.

1-7-9 ヒト腱由来細胞シートを用いたラット腱付着部修復
Rat enthesis repair using a cell sheet composed of human tendon derived cells

原田 義文（神戸大学 医学部 大学院 整形外科） 
美舩 　泰，国分 　毅，乾　 淳幸，無藤 智之

今回我々は多分化能と自己増殖能をもつ腱由来細胞から細胞シートを作成し、ラット腱付着部再
建に使用し腱骨移行部治癒が促進できるか検討した。腱由来細胞シートは再建した腱骨移行部の
血管新生を促進し、2型コラーゲン産生を増加させた。また力学的強度を増強し、修復後の早期治
癒促進に貢献することが明らかになった。本実験は腱性マレットのような腱付着部損傷の修復を
促進する新たな治療法になる可能性が示唆された。
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1-7-10 マウス筋芽細胞株を用いた腱細胞培養系の確立
Establishment of culture system for differentiation of murine myoblast cell line into 
tenocyte

植村 一貴（信州大学 医学部 整形外科） 
林 　正徳，内山 茂晴，伊坪 敏郎，加藤 博之

未分化な間葉系細胞が腱細胞へと分化するメカニズムは明らかになっていない．マウス筋芽細胞
株C2C12に増殖因子を加え，tenomodulin，scleraxis，myogenin，MyoDの発現を測定した．
GDF-8を加えることによりtenomodulin，scleraxisの発現が増加し、myogenin，MyoDの発現は
抑制された．GDF-8により筋細胞への分化が抑制され，腱細胞への分化が高率に誘導される事が
確認された．

1-7-11 ばね指における腱滑膜の病理組織学的検討
Histological Study of Tenosynovium from Trigger Fingers

内橋 和芳（佐賀大学 医学部 病因病態科学講座） 
峯 　博子，戸田 修二，鶴田 敏幸

ばね指症例（38指）の腱滑膜について病理組織学的検討を行った。滑膜表層細胞の重層化や炎症細
胞浸潤などの一般的な滑膜炎の所見に加え、腱滑膜周囲に好酸性基質の増生ならびにヒアルロン
酸産生を伴う滑膜細胞由来の軟骨細胞様細胞を高頻度に認めた。これらの組織による腱滑膜の容
積増大が、線維性に肥厚した腱鞘下の内圧を上昇させ、腱狭窄の持続ないし増悪に関与している
可能性が示唆される。

1-7-12 指屈筋腱縫合に対する、腱-縫合部の強化の力学的、組織学的検討
Reinforcing the strength of the tendon-suture interface using 1-Ethyl-3- 
(3-Dimethylaminopropyl) Carbodiimide Hydrochloride: a biomechanical study and 
assessment of cell viability

樋渡 　龍（国保旭中央病院 整形外科） 
Chunfeng Zhao，An Kai-Nan，Peter Amadio，國吉 一樹

collagenの共有結合を促進させる薬剤である1-Ethyl-3-（3-Dimethylaminopropyl）Carbodiimide 
Hydrochloride（EDC）を用い、屈筋腱縫合における腱-縫合糸の接触部の強化について力学的、組
織学的検証した。EDC溶液を用いた腱縫合法は、腱-縫合部接触面を強化し、縫合の強度を高めた。
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10:50～11:40 一般演題 27：組織・解剖

座長：田中 利和（キッコーマン総合病院）

1-7-13 正中神経・橈骨神経の解剖学的検討 
－橈骨神経高位損傷に対する神経移行術を目的として－
Anatomical study of median and radial nerve -For the purpose of nerve transfer for 
proximal radial nerve injury-

助川 浩士（千葉大学大学院医学研究院 整形外科学） 
國吉 一樹，鈴木 崇根，小川 泰史，上野 啓介

正中-橈骨神経移行術を施行するための具体的な解剖学的検討を行った。橈側手根屈筋（FCR）枝を
後骨間神経（PIN）へ、浅枝屈筋（FDS）枝を短橈側手根伸筋（ECRB）枝へ神経移行可能かを調査した。
全例でFCR枝がPINへ、FDS枝がECRB枝へ到達可能であった。FCR枝をPINの効果器至近で移行
するために回外筋筋膜を約17mm切離し、回外筋内での縫合が可能であった。FDS枝とECRB枝の
縫合位置を具体的に示した。

1-7-14 指静脈皮弁のためのVeinViewer Flexを用いた指の静脈解剖
Digital venous anatomy using VeinViewer Flex for pedicled venous flap

今井 龍太郎（東京医科大学 形成外科） 
松村 　一，坂本 奈津紀，権東 容秀，渡辺 克益

静脈皮弁（pedicled venous flap）の使用のために、健常人15人の指掌側から背側に走行する指背
静脈の偏在について、赤外線バスキュラーイメージング（VeinViewer Flex）を用い検討した。母指
小指には少ないが、中指、環指には多く認め、基節部で末梢から中枢に走行する静脈が多く、静
脈皮弁に使用できる静脈であると思われた。また測定機器も術前の静脈検索に有用と思われた。

1-7-15 小指浅指屈筋腱破格に対する解剖学的検討
Anatomical variations of the flexor digitorum superficialis tendon of small finger

木村 和正（越谷誠和病院 整形外科） 
佐野 和史，橋本 智久，大関 　覚

【対象・方法】小指FDS腱を停止部から筋腹にかけて解剖し過去の報告と比較検討した。対象は解
剖屍体17例34手。

【結果】8手は環指小指FDS腱が同一筋腹から起始、小指FDS尺側half slipの低形成例（9手）は近位
で更に低形成、滑膜様組織に移行した。

【まとめ】小指FDS腱が破格を有するとFDSテストPIP関節屈曲が低下すると言われる。小指FDS尺
側half slipの低形成はFDS腱縫合やhalf slipを用いた再建術の際に注意を要する。
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1-7-16 健常遠位橈尺関節における橈骨と尺骨頭の位置関係：前腕回旋による尺骨
頭偏位について
Positional relationship between radius and ulnar head in the healthy distal radioulnar 
joint: displacement of the ulnar head by forearm rotation

内藤 聖人（順天堂大学 医学部附属 静岡病院 整形外科） 
杉山 陽一，金子 和夫，大林 　治

我々は健常遠位橈尺関節（以下DRUJ）における橈骨と尺骨頭との位置関係をCT画像で調査した。
前腕回旋中間位、回外位、回内位で撮影した33名66手関節（年齢：20－40歳）のCT画像を用いた。
評価1）はModified radioulnar line method、2）は橈骨リスター結節の頂点を通る伸筋腱床基準
線の平行線より背側に尺骨頭が位置するか否かである。回内外による偏位は背側より掌側に大き
く、2）は背側偏位のスクリーニングに有用である。

1-7-17 前腕骨間膜の解剖学的検討
Anatomical study of forearm interosseous membrane

木内 　均（千葉大学大学院医学研究院整形外科学） 
國吉 一樹，助川 浩士，小川 泰史，鈴木 崇根

　新鮮凍結死体12体24肢を対象とし、前腕骨間膜central band、accessory band、dorsal oblique 
cord、proximal oblique cord、distal oblique bandの存在率、橈骨・尺骨での付着位置の測定
をおこなった。各靭帯の存在率と付着位置は過去の報告と概ね一致していた。
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12:10～13:10 うるまセミナー 6

座長：渡邉 健太郎（名古屋掖済会病院 整形外科・リウマチ科）

共催：三笠製薬株式会社　　　　　　　　　　　　　　　

1-7-LS6 手外科における保険診療

牧野 正晴（新潟逓信病院整形外科）

平成26年3月上旬に予定されている厚生労働大臣からの診療・調剤報酬決定に係る告示・通知を踏
まえて手外科関連診療に係る改定を取り上げて発表する予定である。
昨年は先進4か国と日本の医療制度を比較した発表を行った。今回は医療保険の歴史を調べて、そ
の縦方向の変遷と横方向の現代の保険制度の比較を踏まえ、今後の我が国の医療保険制度を考え
るヒントを探る試みをしたい。
また、例年行っている保険請求Q&Aの例題も提示する予定である。

昭和50年（1975年）新潟大学医学部卒業
同年、新潟大学整形外科教室に入局し、田嶋達也教授のもとで複数の病院をローテイ
ションしながら整形外科および手外科の研修を開始した。
1985年　Clinical and Research Hand FellowとしてDr. Swansonのもとで研修を行った
勤務先： 新潟逓信病院　〒950-8798 新潟市中央区八千代2-2-8
 電話　025-244-4700　Fax 025-247-6216 
所属学会： 日本整形外科学会
 日本リウマチ学会
 日本手外科学会（代議員）
 日本マイクロサージャリー学会（評議員）
  International Member of American Society for Surgery of the Hand 

(ASSH)
 その他
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13:30～14:20 一般演題 28：画像解析

座長：橋詰 博行（笠岡第一病院）

1-7-18 遠位橈尺関節不安定性の徒手検査に関する生体力学的研究
Biomechanical analysis of DRUJ Ballottement test

ソンポフ ラッサザクンワオンク（チェンマイ大学 整形外科） 
面川 庄平，森友 寿夫，青木 光広，田中 康仁

遠位橈尺関節の不安定性を評価する為のballottementテストについて、未固定屍体の橈尺骨内およ
び検者の爪甲に磁気式三次元位置センサーを用いてそれぞれの空間的な位置関係の計測を行った。
手根骨を橈骨と同時に把持する方法と把持しない方法を比較し、検者内／検者間の級内相関係数
を求めた。遠位橈尺関節の動揺性は、手根骨を橈骨と同時に把持する場合に検者間での信頼性が
向上し、TFCCの切断前後の変化を反映しやすい。

1-7-19 橈骨遠位端関節内骨折に対する格子状固定を併用した掌側ロッキングプ
レート固定の有用性－生体力学研究－
Volar Locking Plate Fixation with Latticed Fixation for Intraarticular Fractures of Distal 
Radius : Biomechanical study

亀田 正裕（獨協医科大学） 
長田 伝重，高井 盛光，都丸 倫代，野原 　裕

橈骨遠位端関節内粉砕骨折に対し当科では格子状固定を行っている。今回、格子状固定の有無によ
る固定性の違いについて生体力学的に比較検討した。橈骨ソウボーンを用い、AO C3.2モデルを
作製し、格子状固定の有無で2群に分け剛性と破断力を測定した。剛性、破断力とも格子状固定あ
り群で高い傾向であった。生体力学研究からも関節内骨折に対する格子状固定を併用した掌側ロッ
キングプレート固定法の有用性が認められた。

1-7-20 部分手関節固定後のダーツスロー運動の変化
3-dimensional kinematics of dart-throwing motion after radiocarpal and midcarpal 
arthrodesis

有光 小百合（行岡病院 手の外科センター） 
森友 寿夫，久保 伸之，行岡 千佳子，正富 　隆

手関節部分固定4例のダーツスロー運動を3次元動態解析した。橈骨月状骨固定ではダーツスロー
運動はよく維持されていたが、舟状大菱形骨固定では可動性は保たれていたものの掌背屈に近い
動きとなりダーツスロー運動は維持されなかった。4-corner fusion術後においても橈尺方向にわ
ずかに動くのみでダーツスロー運動は大きく制限されていた。
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1-7-21 3D-CTを用いた変形性肘関節症の肘頭骨棘形態分類の試み
Classification of the morphology of osteophyte of the olecranon in elbow osteoarthritis 
using 3D-CT

佐々木 浩一（札幌医科大学 医学部 整形外科） 
恩田 和範，大木 豪介，射場 浩介，和田 卓郎

3D-CTを用いて、鏡視下切除関節形成術を行った変形性肘関節症44例45肘にたいし、肘頭に形成
された骨棘の形態分類をおこなった。骨棘の位置により、内側型、外側型、両側型に分類が可能
であった。内側型は、両側型、外側型に比べて、罹病期間が短く、また外側型に比べて伸展制限
が軽度であった。変形性肘関節症の肘頭の骨棘は，病状初期には内側に形成され，進行するに従っ
て外側に形成されていく可能性が示唆された．

1-7-22 上肢骨折治療に対する術中三次元CTナビゲーションの応用
Application of intraoperative three dimentional computed tomograph navigation for 
fracture of upper extrimity

金城 養典（淀川キリスト教病院 整形外科） 
日高 典昭，太田 光俊，福田 　誠

上肢骨折治療に対する術中三次元CTナビゲーションについて報告する．対象は19例で，性別は男
性10例女性9例，平均年齢は56歳で，橈骨遠位端関節内骨折9例，舟状骨骨折5例，PIP関節内骨
折2例，橈骨遠位端骨折変形治癒3例であった．鮮明なCT画像を参照しながらナビゲーション下に
精度の高い手技の遂行が可能で，またその評価を術中に行うことのできる有用な方法と考えられ
た．

14:20～15:20 一般演題 29：超音波

座長：尼子 雅敏（防衛医科大学校 整形外科）

1-7-23 超音波検査による指神経の評価
Ultrasonographic Evaluation of the Digital Nerve in the Hand

中島 祐子（広島大学病院 整形外科） 
砂川 　融，四宮 陸雄，竹内 実知子，越智 光夫

指神経の損傷や走行異常が疑われる25例に超音波検査を行い有用性を検討した。損傷はDIP関節
末梢では描出困難だったが、中枢では可能で手術所見と一致していた。腫瘍による走行異常では
双方の位置関係が描出でき、手術所見も同様であった。デュプイトレン拘縮では指神経の描出が
困難な例も多く、指動脈の走行が参考となった。超音波検査は指神経損傷における手術適応の決
定や医原性神経損傷の予防に有用な検査であると考えられた。
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1-7-24 超音波エコーを用いた手指屈伸に伴う正中神経の変位と変形に関する検討
Median Nerve Displacement and Deformation Differences between Young, Middle, 
and Old-aged Healthy Female Volunteers During Power Grip: Ultrasonographic and 
Electrodiagnostic Study of the Carpal Tunnel

岡本 聖司（千葉大学大学院 医学研究院 整形外科学） 
橋本 　健，安部 　玲，鈴木 崇根，國吉 一樹

手根管症候群の発症に、subsynovial connective tissue（以下SSCT）の量的及び質的変化が示唆
されている。SSCTが正中神経の動態に影響を与える可能性があると考え、SSCTの変化が自然経
過であるのかを調査する目的で、超音波エコーを用いて健常女性群での手指屈伸に伴う手関節部
正中神経の動的な評価を行い、青年群、壮年群、老年群で比較検討した。正中神経の動態と変形
には年齢差を認めた。

1-7-25 正中神経の断面積と硬さを指標とした手根管症候群の超音波診断
Sonoelastographic Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome using The Median Nerve 
Cross-Sectional Area and Elasticity

宮本 英明（インスブルック医科大学 放射線科） 
三浦 俊樹，ハルペルン イーサン，ヤシュク ウェルナー，クラウザー アンドレア

正中神経の断面積と、超音波エラストグラフィーによる歪み比を用いた手根管症候群の診断精度を
ROC分析で評価した。ROC-AUCは、断面積を用いた診断法が0.85、歪み比を用いた診断法が0.78、
両者に有意差はなかった。歪み比と断面積の値を変数とするロジスティックモデルでは、ROC-
AUCは0.91となり、診断精度を有意に改善させた。歪み比と断面積を組み合わせる事で、診断が
より正確に行える可能性が示された。

1-7-26 超音波で計測した肘部管症候群患者の尺骨神経断面積
Cross sectional area of the ulnar nerve in patients with the cubital tunnel syndrome 
measured by US

寺山 恭史（東京女子医科大学 整形外科教室） 
加藤 博之，内山 茂晴，岩倉 菜穂子，加藤 義治

肘部管症候群（CubTS）12肘と健常者46肘を対象に、超音波により尺骨神横経断面積（CSA）を計
測した。CubTS群におけるCSAは上腕骨内側上顆近位1cmで最大であり、上腕骨内側上顆を挟ん
で9cmの範囲で有意に大であった。麻痺軽度例のCSAは12.0mm2、重度例は19.1mm2であり、
CSAは重度例で有意に大であった。本研究はCubTSでは尺骨神経は長い範囲で腫大しており、腫
大の程度が麻痺の重症度に相関している事を明らかにした。
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1-7-27 離断性骨軟骨炎に対する超音波定量評価の信頼性
Reproducibility of Ultrasound for Capitellum Osteochondritis Dissecans

船越 忠直（北海道大学大学院 医学研究科 整形外科） 
瓜田 　淳，西田 　睦，堀江 達則，岩崎 倫政

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（OCD）に対する超音波検査の検者間相関を検討すること、および超音
波所見と手術所見と比較した。6名のOCDに対し術前に整形外科医2名、超音波技師2名により病
変の2方向で最大距離を記録した。また、術中に軟骨欠損部の最大径を計測し比較検討を行った。
検者間の相関は高く有用な検査であることが示された。術中計測値との相関は低くなり、術前評
価には十分な注意が必要と考えられた。

1-7-28 超音波検査で足底筋腱の有無がわかるか？
Can we detect the existence of the plantaris tendon in ultrasonography?

太田 光俊（淀川キリスト教病院 整形外科） 
日高 典昭，福田 　誠，金城 養典

上肢の腱移植術に応用する目的で，超音波（US）検査にて足底筋腱の有無が予測可能か検討した．
対象はアキレス腱断裂患者14例（平均年齢41歳）で，術前にUS検査とMRI検査を行い足底筋腱の有
無を予想し，術中にその確認を行った．手術所見では足底筋腱あり7例，なし7例で，US検査は感
度0.43，特異度0.86，陽性的中率0.75，陽性尤度比3であった．足底筋腱観察におけるUS検査は
特異度が高く，術前評価として有用と考えられた．

15:30～16:20 一般演題 30：動作解析

座長：森友 寿夫（大阪行岡医療大学 行岡病院手の外科センター）

1-7-29 橈骨遠位端骨折の背屈変形が遠位橈尺関節のkinematicsに与える影響
Distal Radioulnar Joint Kinematics in Simulated Dorsally Angulated Distal Radius 
Fractures

西脇 正夫（川崎市立川崎病院 整形外科） 
Mark WELSH，Braden GAMMON，James JOHNSON，Graham KING

新鮮上腕切断9上肢を用い，橈骨遠位端骨折の背屈変形0°，10°，20°，30°が前腕自動回外運動中
にDRUJのkinematicsに与える影響を3次元的に評価した．その結果，10°の背屈変形でもDRUJの
kinematicsは正常時から変化し，背屈変形が大きくなるとその変化は増大した．TFCC損傷を合併
すると変形治癒によるkinematicsの変化はさらに増大した．
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1-7-30 手関節の牽引が橈骨手根関節と手根中央関節の運動に与える影響について
－第2報－
The effects of wrist distraction on motion of radiolunate and capitolunate joint

堀江 　翔（金沢大学附属病院 リハビリテーション部） 
多田 　薫，川嶋 広貴，西村 誠次，土屋 弘行

健常成人男性21名21手を対象とし、手関節の牽引が橈骨手根関節および手根中央関節の運動に与
える影響に関して、自作の実験装置により牽引力を一定とした条件下で手関節動態撮影により評
価した。その結果、手関節の牽引により掌屈時は手根中央関節に比べ橈骨手根関節の運動角度が
有意に大きくなることが判明した。

1-7-31 3D-CTを用いた母指CM関節の3次元運動解析
Motion Analysis of the Trapeziometacarpal joint Using Tree-Dimensional Computed 
Tomography

高井 宏明（阿南医師会中央病院 整形外科） 
東 　龍男

3D-CTを用いて母指のretroposition、radial abduction、palmar abduction、opposition、adduction
の各肢位をそれぞれ男女3名ずつにとらせ、母指CM関節の撮影を行なった。橈側外転度・掌側外
転度・回内度と大菱形骨と第1中手骨の主たる接触面の変化を明らかにした。

1-7-32 4次元CTを用いた母指手根中手骨関節の生体4次元動態解析
In vivo four-dimensional kinematics of the Carpo-metacarpal joint using 4D CT

後藤 　晃（箕面市立病院 整形外科） 
村瀬 　剛，岡 久仁洋

4次元CTを用いた、母指の手根中手骨関節の分回し運動の4次元動態解析ならびに同運動下での
関節接触面、靭帯長変化の計測を行った。関節接触面は、大菱形骨側では主に関節中央部を上
下方向に移動し、中手骨側では関節面の掌側を内外側に移動するのが観察された。掌側のBeak 
ligament、背側のDorsoradial ligamentとも母指対立位で最大長を示し、それぞれ6.9mm、
12.1mmであった。

1-7-33 手外科骨関節手術における4次元シミュレーションの活用
Upper Arm Bone and Joint Surgery Using Four Dimensional Preoperative Simulation

山本 美知郎（名古屋大学 医学部 手の外科） 
村上 幸巳，太田 真樹，岩月 克之，平田 　仁

上肢の骨関節手術における4次元シミュレーションの有用性を報告する。前腕骨の変形13例および
肘関節の変形10例を対象とした。患側のCTデータをSTLに変換しコンピュータ上で骨切りや骨移
植または関節形成術をデザインし、回内外または肘屈伸可動域の改善を予測した。デザインに基
づいて手術を行い、前腕回旋及び肘屈伸可動域はいずれも改善し、患者立脚型機能評価表Hand20
スコアも有意に改善した。
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16:20～17:10 一般演題 31：麻酔

座長：富田 一誠（昭和大学江東豊洲病院 整形外科）

1-7-34 当科における手指手術に対するWide Awake approach 
～エピネフリン入り局所麻酔薬による指神経ブロックの実際
A new concept for digital block by using local anesthesia with epinephrine

池田 　純（昭和大学 医学部 整形外科学講座） 
久保 和俊，川崎 恵吉，富田 一誠，稲垣 克記

当科で施行している指神経ブロックの手技について、その有効性と問題点を検討した。指に対し
て禁忌とされるエピネフリン入り局所麻酔下にセデーションや駆血帯を使用せずに手術を施行し
優良な成績を得た。特に屈筋腱縫合、腱剥離、腱移行手術では術中の自動運動で閉創前に問題点
を確認可能となった利点が特に大きい。指へのエピネフリン使用は医学教育上禁忌だが、何ら問
題を認めなかった反面、出血を予防するなどの利点があった。

1-7-35 超音波ガイド下ブロックによるWIde Awake Hand Surgeryの試み
New Indication of Wide Awake Hand Surgery with the use of ultrasound guided block

仲西 康顕（奈良県立医科大学 整形外科） 
面川 庄平，小畠 康宣，清水 隆昌，田中 康仁

手指の自動運動を術中に保つwide awake surgeryは比較的大量の局所麻酔薬を用いる事が多く、
局所麻酔薬中毒の危険性を伴う。当院では局所麻酔薬注入を超音波ガイド下に支配神経の知覚枝
に対して限局的に行うことにより、従来の報告よりも少量の麻酔薬での手術を可能とした。手部
だけでなく前腕部での屈筋腱や骨間膜の操作を伴う手術でも良好な除痛を得る事が出来、適応の
拡大と安全性の向上が期待できる。

1-7-36 超音波ガイド下腋窩部伝達麻酔の成績－筋皮神経、橈骨神経麻酔の重要性－
Axillary nerve anesthesia assisted by ultrasonography. Usefulness of anesthesia of 
musculocutaneous nerve and radial nerve

水島 秀幸（名古屋大学大学院医学系研究科 機能構築医学専攻 運動・形態外科学講座 手外科学）

エコーガイド下腋窩部伝達麻酔を行った212例の治療成績について報告を行う。エコーにて正中神
経、尺骨神経は全例（100％）、筋皮神経は209例（98.6%）、橈骨神経は163例（76.9%）で確認可
能であった。痛みにより追加麻酔を必要とした症例は14例（6.6％）、タニケットペインを訴えた
症例は13例（6.1％）であった。橈骨神経と筋皮神経をきちんと麻酔することにより、十分な麻酔
効果およびタニケットペインを抑えることが可能であった。
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1-7-37 上肢の手術に対する超音波ガイド下鎖骨上腕神経叢ブロック
Ultrasound-guided Supraclavicular Brachial Plexus Block in Upper Extremity Surgery

千馬 誠悦（中通総合病院 整形外科） 
成田 裕一郎

超音波ガイド下の鎖骨上腕神経叢ブロック麻酔で有効性と問題点に関して報告する．対象は 83例
で，用いた麻酔薬剤の量は25mlと生食5mlであった．手術開始までに要した時間は平均32分で，
皮切部位への追加麻酔を含めた79例（95%）で疼痛なく手術が開始できた．安全に確実に麻酔効果
が得られるが，効果が不十分な症例も存在すること，5時間以上を要する手術には追加麻酔が必要
との認識が必要である．

1-7-38 上肢手術に対する超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロックの至適麻酔薬
投与量に関する検討
Effective volume of local anesthesia for ultrasound-guided supraclavicular brachial 
plexus block in upper extremity surgery

武田 和樹（那須赤十字病院整形外科） 
鈴木 　拓，岩本 卓士，稲葉 尚人，亀山 　真

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の至適麻酔薬投与量について検討を
行った. 鎖骨上窩ブロックを用いて上肢手術を行った107例に対して麻酔量30ml, 25ml, 20mlを
使用した3群について検討した. 全ての群において概ね良好な麻酔効果が得られ, 各群間に有意差
は認めなかった（P＞0.05）. 合併症もほとんど認めず, 低用量でも麻酔が安全かつ確実に施行でき
る可能性が示唆された.
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ポスターエリア1（Poster Area 1）

  8:50～9:35 ポスター発表 1：手・指外傷1

座長：光安 廣倫（光安整形外科 ）

1-Po1-1 手根骨骨折に対するX線画像の限界
A limit of Xrays to carpal bones fracture

中村 裕介（昭和大学附属豊洲病院 整形外科） 
富田 一誠，川崎 恵吉，池田 　純，稲垣 克記

日常診療において手の外傷は多い。手根骨骨折のX線診断は困難な事が多く、初期治療が遅れてし
まうことがある。手根骨骨折の初診時単純X線と用いて手根骨骨折の診断を経験年数の違う整形外
科医の検者間で調査し、手根骨撮影の各X線パラメーターの診断率を後ろ向きに検討した。各手根
骨骨折の診断率は経験年数関係なく低かった。CTでは全例診断が確定した。早期診断のためには
CTが有用であると考えられた。

1-Po1-2 舟状骨骨折のスクリュー長の検討－長軸挿入と垂直挿入－
A difference of screw length between long axis fixation and perpendicular fixation in 
scaphoid fracture

中谷 卓史（キッコーマン総合病院 整形外科） 
小川 　健，野内 隆治，田中 利和，落合 直之

舟状骨骨折の内固定において、長軸挿入とするか、骨折面に対し垂直な挿入とするかは議論の分
かれるところである。今回、舟状骨腰部骨折に対し、CTを再構成しスクリュー長の差異を検討した。
長軸挿入ではB1骨折、B2骨折ともに垂直挿入に対し、長いスクリューを選択できるが、全例、非
垂直な挿入となった。また、垂直挿入ではほとんどの場合背側アプローチを選択しなければなら
ないことがわかった。

1-Po1-3 舟状骨骨折の偽関節に至る経過について
Cause of the Scaphoid Nonunion

内藤 利仁（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座） 
松下 和彦，清水 弘之，新井 　猛，別府 諸兄

舟状骨偽関節43例を対象とし，偽関節に至った経過，3DCT像による骨折型との関連について検
討した．偽関節に至った経過は放置例が18例を占めていた．骨折型の内訳は腰部型21例，中枢型 
13例，近位背側斜走型9例であった．手術加療を施行するも偽関節となったものに中枢型が5例存
在し，この中で3例は単純X線像上で近位骨片掌側の把握が不十分で，掌側から不適切なスクリュー
刺入が偽関節の原因と考えられた．
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1-Po1-4 手術歴のある舟状骨偽関節に対する骨接合術
Surgery for scaphoid nonunion with history of previous surgery

古町 克郎（岩手医科大学 医学部 整形外科） 
佐藤 光太朗，田島 克巳，西田 　淳，土井田 稔

手術歴のある舟状骨偽関節に対する再骨接合術を報告する。対象は5例5手で、受傷から今回の手
術までの期間は7か月から7年、D2 2手、D3 3手である。近位骨片の骨壊死、関節症性変化の合
併例はなかった。腸骨移植と内固定を施行した。 grading 0が2例、1が3例の成績で、5例とも骨
癒合が得られ以前の活動に復帰した。10度異常のDISI変形の残存はなかった。

1-Po1-5 有鉤骨鉤骨折に対する小皮切での骨接合術の治療成績
Treatment of Osteosynthesis of Fracture of the Hamate Hook with Minimal Incision

有冨 健太郎（順天堂大学 医学部 整形外科） 
楠瀬 浩一，岩瀬 嘉志，富田 善雅，金子 和夫

有鉤骨鉤骨折に対する手術療法として, 近年, 手関節背側から中空スクリューを刺入する方法が試
みられている. 今回我々は, 6例に対して掌側から経皮的にガイドワイヤー刺入後, 背側に小皮切を
加え背側からretrogradeに骨接合を行った. 術後平均4.1ヵ月で全例骨癒合を得た. 受傷後3ヵ月以
上経過していて, 骨折部に骨硬化像を呈する遷延治癒3例でも骨癒合を得たことより, 手術適応の
拡大が示唆される.

1-Po1-6 有鉤骨鉤骨折の治療成績 ～経皮的Screw固定の限界と適応～
Fractures of the hook of hamate "indications and limitations of percutaneous screw 
fixation"

久保田 豊（太田綜合西ノ内病院） 
川崎 恵吉，池田　 純，富田 一誠，稲垣 克記

我々が経験した有鉤骨鉤骨折27例に対して治療成績を検討した。有鉤骨鉤骨折に対する鉤摘出術
は早期社会復帰には有用な方法であるものの、骨折部が鉤基部の場合、術野が深く神経を確認しな
がらの手術が必要となることから、経皮的スクリュー固定より侵襲が大きくなることもある。一方、
経皮的スクリュー固定は早期復職を要さない患者でかつ、鉤基部の転位のない新鮮骨折の症例に
限れば、有用と考えられた。
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 9:35～10:25 ポスター発表 2：手・指外傷2

座長：坂井 健介（聖マリア病院 整形外科）

1-Po1-7 爪根損傷を合併する末節骨基部骨折の治療経験
Treatment of transverse fractures of the base of the distal phalanx with nail root damage

上杉 彩子（星ヶ丘厚生年金病院 整形外科） 
片岡 利行，栗山 幸治，濱田 雅之，河井 秀夫

末節骨骨端線損傷や末節骨基部骨折は直達外力やつき指で発生することが多く、爪床損傷を伴っ
た開放骨折となることがある。そのため感染の危険性を十分考慮して治療と経過観察を行う必要
がある。今回我々は当院で手術加療を行った症例について報告し、治療方針と問題点を検討した。

1-Po1-8 基節骨、中手骨に対するMP関節屈曲位ギプス固定法の工夫 
～横アーチを消失させた固定法について～
Fractures of the proximal phalanx of fingers and the metacarpal bones -Early 
mobilization in metacarpo-phalangeal joint flexion-

長谷川 和重（仙塩総合病院 整形外科） 
宮坂 芳典

石黒が報告したMP関節屈曲位ギプスは基節骨、中手骨の保存的治療として広く用いられているが、
私たちは2006年から横アーチを消失させた状態でMP関節屈曲位固定を行い、基節骨、中手骨骨
折35例に良好な成績を得ている。本法は中手骨が同一平面となるためギプス後XPの評価も容易で、
指運動のしやすさと回旋位異常の判定の観点から有用と考えている。

1-Po1-9 中手骨骨幹部骨折の治療成績
Operative Treatment of Metacarpal Shaft Fractures

原 　　敬（（財）新潟手の外科研究所） 
森谷 浩治，牧 　　裕，坪川 直人，吉津 孝衛

2012～2013年に当院で手術治療を施行した中手骨骨幹部骨折18例21骨折の治療成績を調査し
た。骨癒合は18骨折で得られた。骨癒合遅延を2骨折、偽関節を1骨折で認めた。最終診察時の罹
患指中手指節関節の平均自動可動域は伸展5.7°、屈曲74.7°、平均総自動運動域は246°であった。
本骨折に対する手術治療の成績は良好であったが、骨癒合の遷延に注意しなくてはならない。
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1-Po1-10 第5中手骨基部関節内骨折の治療
Treatment of intra-articular fracture of base of the fifth metacarpal

岩城 啓修（板橋中央病院） 
平野 知恵子

2008年8月以降に、第5中手骨基部手根中手関節内骨折と診断し、治療開始後3か月以上経過観察
が可能であった10例10手を対象とした。治療方針は、転位が少なく関節の不安定性を認めなかっ
た症例は保存的治療を行い、転位が大きく関節の不安定性を認められた症例は手術的治療を行う
事とした。その結果、市川の評価基準で，優6例、良3例、可1例となり、ほぼ満足する結果が得ら
れた。

1-Po1-11 骨片の小さな陳旧性ベネット骨折の5例
5 cases of old Bennett fracture with a small fragment

吉澤 貴弘（赤心堂病院 整形外科） 
関谷 繁樹，山本 邦彦，高見澤 由紀，中井 生男

受傷から手術までに2カ月以上経過した骨片の小さな陳旧性ベネット骨折の5例について検討。受
傷機転は、バイクで転倒3例、自転車で転倒2例。初診時X線で骨折を見逃されている。手術は骨接
合が4例、靭帯再建術が1例。手術方針として、整復が困難であれば、整復阻害因子を除去するため、
観血的手術で整復すべきと考えている。骨片が小さく骨接合が困難である場合、CM関節の脱臼が
整復できれば、靭帯再建のみで良いと考えられた。

1-Po1-12 手指基節骨骨折に対するプレートによる観血的整復固定術の検討
Open Reduction and Internal Fixation for Unstable Proximal Phalangeal Fractures 
Using a Titanium Plate System

大西 正展（奈良県立医科大学 医学部 整形外科） 
面川 庄平，清水 隆昌，藤谷 良太郎，田中 康仁

手指の不安定型基節骨骨折患者36例36指（男性29例、女性7例）にプレート固定を行い、その治療
成績、合併症について後ろ向き調査を行った。平均年齢は36歳、関節内骨折、開放性骨折はそれ
ぞれ12指であった。全例、平均3.1か月で骨癒合し、術後合併症を7指に認めるも、%TAM健側比
は平均80％で、平均握力健側比も83%であった。不安定型基節骨骨折はプレート固定により良好
な可動域、握力の獲得が期待できる。

1-Po1-13 小児基節骨変形治癒骨折に対する矯正骨切り術の治療経験
Corrective Osteotomy for Malunited Fracture of the Proximal Phalanx in Children

石黒 　基（福井県立病院 整形外科） 
三崎 智範，上田 康博，林 　雅之

小児基節骨の変形治癒骨折2例を経験した。基節骨頸部骨折後の尺屈変形および基節骨基部骨折後
の背屈変形に対して矯正骨切り術を行った。橈尺屈変形は小児でも自家矯正されないため解剖学
的整復が必要である。掌背屈変形は骨性には自家矯正されるが、掌側に突出した骨片により屈筋
腱の滑走が障害されるため自動運動制限が残ることがある。仮骨形成が起こった後でも障害が残
ると思われる症例には積極的に矯正手術を行う必要がある。
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10:25～11:10 ポスター発表 3：手・指外傷3

座長：池田 和夫（金沢医療センター 整形外科）

1-Po1-14 JuggerKnot Soft Anchorを使用した治療経験
Surgical treatment using JuggeKnot Soft Anchor

鴨居 史樹（豊川市民病院） 
服部 　敏，高橋 育太郎，裴 　漢成，山崎　 真

損傷した腱や靱帯を修復するために、さまざまなスーチャーアンカーが用いられている。今回我々
は、9症例に対しJuggerKnot Soft Anchorを19本使用し、その検討を行った。使用した19本のう
ち8本に手技上のトラブルを認めた。手技を改めることでトラブルを回避することができた。今回
我々は、JuggerKnot Soft Anchorの特徴および手術手技のポイントと問題点を検討した。

1-Po1-15 JuggerKnotソフトアンカー1.0mmミニを用いた手指および手関節靭帯損
傷の治療経験
Treatment of hand and wrist ligament injury with JuggerKnot mini soft anchor

竹元　 暁（平塚共済病院整形外科・手外科センター） 
坂野 裕昭，勝村　 哲，岡崎　 敦，齋藤 知行

JuggerKnotソフトアンカー1.0mmミニを使用し手術を行った手指および手関節靭帯損傷12例の
治療成績について検討した. 短期成績ではあるが, 術後は良好な関節可動域, 安定性が得られた. 本
デバイスは金属製アンカーを使用せず縫合糸素材のアンカーが引っ掛かる構造となっている. 引き
抜き強度も優れており手指靭帯の縫合, 再建に有用であると考えた.

1-Po1-16 Suture anchorによる側副靱帯縫合法のcontiuous locking stitchを用い
た小工夫
New idea of suture anchor technique with continous locking stitch for collaterel 
ligament repair

徳永　 進（佐倉整形外科病院） 
阿部 圭宏，千葉 有希子

側副靱帯修復では靭帯が裂けてしまう場合がある。しかしlocking sutureを行うと靭帯の引き寄せ
が難しい。これらの問題点に対して小工夫を行った。anchorを刺入後に、1本の縫合糸を靭帯の
巾1/4から1/3にかけてcontinous locking stitchを数回行う。他方の糸に緊張を掛け靭帯を引き寄
せ、緊張を維持して反対側に同様のstitchを行い、縫合糸同士を縫合する。本法により強固な縫合
と靭帯の引き寄せの両立が可能と考えた。
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1-Po1-17 手指小骨片の固定にsuture anchorを用いたtension band wiring法
The tension band wiring procedure with a suture anchor for the small fragment fractures 
of fingers

河合 生馬（宇治武田病院 整形外科） 
勝見 泰和，藤原 浩芳，久保 俊一

【目的】suture anchorを用いた小骨片の固定法を報告する．【方法】骨性マレット指6例，母指MP
関節裂離骨折1例，中節骨裂離骨折1例．整復位で骨片間に鋼線1本を刺入し，大骨片側に設置した
suture anchorの縫合糸を，tension band wiringの要領で鋼線にかけ，骨片間に圧迫力を加えた．

【成績】小骨片の骨折を生じた1例をのぞいて骨癒合が得られた．【結論】本法は最小限の大きさで簡
便に圧迫をかけられ，良好な固定性が期待できる．

1-Po1-18 過伸展変形を呈する陳旧性手指PIP関節側副靭帯損傷に対する掌側板を 
含めた靱帯再建術
Volar plate and collateral ligament repair for posttraumatic hyperextension deformity of 
the proximal interphalangeal joint

森崎　 裕（東京大学医学部附属病院整形外科） 
三浦 俊樹，上原 浩介，増山 直子，宮本 英明

陳旧性手指PIP関節側副靭帯損傷では側方動揺性のみならず過伸展変形を来す症例があり、側副靭
帯・副靱帯に加えて掌側板の破綻が原因とされる。今回長掌筋腱を用いて側副靭帯、副靭帯、掌
側板を一期的に再建する術式を考案したので報告する。3例に行い、観察期間は平均1年1ヶ月と短
期ではあるが、全症例で側方動揺性は消失し、過伸展の制動も良好であった。小指など通常対処
しづらい症例に適した方法だと考える。

1-Po1-19 手指関節に対する一時的鋼線固定後の関節症性変化 
－関節面へのK-wire刺入はOAを進行させるか？－
Osteoarthritis changes after temporary fixation with K-wire for digital joint

真壁 　光（勤医協苫小牧病院 整形外科） 
高畑 直司，堺　　 慎，柴田　 定

健常関節面への鋼線刺入によるOAのリスクを評価する目的で、一時的鋼線固定を行った損傷73
関節について調査を行った。抜釘後観察期間は平均20.8週であった。計14関節でOA進行を認め、
うち13関節が関節内骨折群であった。OA出現時期は抜釘後平均4.2週であった。健常関節面への
鋼線刺入は関節内骨折よりもOAリスクが遥かに低く、不安定性の大きい例では強固な固定性を得
るために考慮されてもよい方法である。



Poster A
rea 1

133

13:30～14:15 ポスター発表 4：手・指外傷4

座長：佐藤 和毅（慶應義塾大学 整形外科）

1-Po1-20 母指MP関節ロッキングの手術治療成績
Surgical treatment for locking of the metacarpophalangeal joint of the thumb

宮本 　崇（草加市立病院 整形外科） 
中川 照彦，佐藤 哲也，鈴木 志郎

母指MP関節ロッキング球技などによってMP関節が過伸展されることで生じる、比較的稀な外傷
である。今回我々は、徒手整復不能にて手術を要した症例について検討した。対象は母指MP関節
ロッキングに対して観血的整復を行った17例とした。新鮮例が8例、陳旧例が9例であった。6例
で副靱帯切離のみでは整復されず、周囲の剥離等を要したが、手術にてロッキングは全例解除さ
れた。術後、日常生活動作に制限はなかった。

1-Po1-21 母指MP関節脱臼の治療経験
Experience of Treatment for Dislocation of the Metacarpophalangeal Joint of the Thumb

廣田 高志（福岡徳洲会病院 整形外科） 
尾上 英俊

母指MP関節脱臼は日常診療で時に遭遇する疾患である。2002年4月～2013年9月までに当科を
受診した5症例について検討を加えたので報告する。症例は男性4例、女性1例、受傷時年齢は9～
52歳（平均22.4歳）であった。全例背側脱臼であり、治療法は、全例徒手整復を行い4例は良好な
整復位となったが、1例は亜脱臼が残存し観血的脱臼整復を要した。

1-Po1-22 手指PIP関節脱臼骨折に対してDDA2創外固定器を用いて治療を行った 
16症例
External fixation for fracture-dislocation of the PIP joint

上羽 宏明（近江草津徳洲会病院） 
佐々木 英幸，満 　和樹，竹村 宣記，児玉 成人

平成23年7月から平成25年8月までの間に、手指PIP脱臼骨折に対してDDA2創外固定器（エム・
イー・システム）を用いて治療を行った16症例についての術後評価を関節可動域、握力、疼痛、
Ishidaのスコア、quick DASHスコア等を用いて行った。関節面の陥没骨折に対してはHintringer
法による経皮経骨髄的整復を併用したが、非観血的手技のみにて概ね良好な成績を得た。
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1-Po1-23 手指PIP関節脱臼骨折に対する可動式創外固定器の使用経験
Clinical experience of dynamic external fixator for fracture-dislocation of the proximal 
interphalangeal joint

岩崎 幸治（太田総合病院 手外科センター） 
富田 泰次，金 　潤壽，根本 高幸

PIP関節脱臼骨折10例10指に対し、可動式創外固定器を用いて治療をおこないその成績について
検討した。骨折部を観血的に整復、固定したのち可動式創外固定器を装着した。全例に骨癒合を
認め、PIP関節、DIP関節の平均可動域は75°、57.5度で、石田の評価法にて優4指、良5指、不可
1指であった。今回使用した可動式創外固定器は整復位を保持したまま早期に可動域訓練が可能で
あり有用な創外固定器の1つであると考える。

1-Po1-24 手指PIP関節内骨折後変形に対する骨軟骨柱移植術施行2例
Osteochondral autograft transplantation for malunited intra-articular fracture of the 
proximal interphalangeal joint: Report of two cases

山上 信生（島根大学 医学部 整形外科） 
山本 宗一郎，辻本 由美子，内尾 祐司

手指関節内骨折後変形は、関節可動域制限や巧緻運動障害などの訴えが残ることが多く、治療に
難渋する。同変形に対し、膝からの骨軟骨柱移植を行った2症例を報告する。本術式の利点は採取
が容易であること、比較的大きな骨軟骨柱も採取可能であり広範囲骨軟骨欠損にも対応可能であ
ること、press-fit固定であるため固定性がよく、早期に可動域訓練が開始できることなどである。

1-Po1-25 皮切を追加することなく指節骨に縫合糸をかける方法
Ligament-to-Bone Suture Technique without Additional Incision

新井 健（東京歯科大学市川総合病院 リハビリテーション科） 
水野 早季子

骨に軟部組織を逢着する必要が生じた際，Kirschner鋼線と注射針を用いて皮切を追加することな
く骨に縫合糸をかける方法を用いてきたので紹介する．アンカーと比して軟部組織逢着時の固定
性に遜色はなく，一見複雑だが実際には数分で施行可能であり，アンカーの使用が困難である時
などに有用である．
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14:15～15:00 ポスター発表 5：マレット指

座長：面川 庄平（奈良県立医科大学 整形外科）

1-Po1-26 マレット指に対する保存療法の検討
conservative treatment of mallet finger

吉澤 　秀（東邦大学 医学部 整形外科学講座（大橋）） 
池上 博泰，眞宅 崇徳，森 　武男，金子 卓男

槌指（以下：マレット指）は日常診療で頻繁する疾患である。骨性マレット指は多くの症例で様々
な手術手技が選択されるが、時に手術を希望しない患者では、保存療法をせざるを得ない。今回、
保存療法を施行した骨性・腱性マレット指の短～中期成績について検討したので報告する。

1-Po1-27 腱性Mallet fingerに対する経皮的鋼線刺入術の検討
The therapeutic results of percutaneous pinning fixation for soft tissue mallet finger 
injuries 

諸橋 　彰（仁和会総合病院 整形外科） 
高瀬 勝己，河野 亮平，新行内 義博，諸橋 政人

我々は、腱性Mallet finger新鮮例に対して伸展位経皮的鋼線刺入術を行っている。骨性Mallet 
fingerは石黒法に代表される鋼線刺入術がgolden standardとなっているが、当疾患ではいわゆる
マレット装具で治療されることが多く、装具を外せないストレスや褥瘡、かぶれなどの皮膚疾患
を発症することもある。本法は良好な治療成績が期待でき、簡便でADLの面からも有用であると
思われた。

1-Po1-28 骨性マレット指の治療成績の検討
Study of Treatment Results of Bony Mallet Finger

勝田 康裕（JA愛知厚生連 海南病院 整形外科） 
関谷 勇人，五十棲 秀幸，岡本 秀貴，西 源三郎

骨性マレット指に対する石黒法は現在も非常に優れた方法として広く行われているが、これまで
に様々な問題点も指摘され多くの変法も報告されている。今回我々は自験例の成績をふまえ、今
後の治療について検討したので報告する。
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1-Po1-29 Intrafocal pinningを併用したextension block法による骨性槌指の治療
Operative Treatment of Mallet Fracture using Extension Block and additional Intrafocal 
Pinning

黒沢 一也（日高病院 整形外科） 
星野 貴光，高岸 憲二

骨性槌指に対するintrafocal pinningを併用したextension block法を報告する。症例は9例9指。
末節骨骨折部背側縁に0.7mm Kirschner鋼線（K-W）を背側から刺入。その後、extenion block 
pinを刺入。DIP屈曲のまま、0.7mm K-Wを中枢へ折り曲げ骨片背屈転位を防止してDIPを伸展し
extension block法で整復固定した。全例で良好な整復が得られ、DIPの平均伸展角は1.6°であった。
本法は骨片整復に有効で、extension lossも防止できた。

1-Po1-30 骨性槌指に対するdouble extension block法による治療経験
Closed Reduction with Double Extension Block for Bony Mallet Finger

杉原 隆之（渡辺病院 整形外科）

石黒法にextension block pinを2本使用するdouble extension block法の治療成績を検討した。
対象は2011～2013年の間に当院でdouble extension block法を行った10例11指（右側5指、左
側6指）で男性8例、女性2例、平均年齢は40.7歳であった。罹患指は母指1指、示指2指、中指1指、
環指7指であった。術後成績は概ね良好であった。

1-Po1-31 骨成マレット指に対するフックプレートによる治療
Osteosynthesis with Hook Plate for Mallet Finger

阿達 啓介（三豊総合病院 整形外科）

骨性マレット指に対しフックプレートを用いた内固定術を8例に施行した。骨片に粉砕のあった 
1例ではプレート固定が不可能であった。他の7例では蟹江の評価基準で1例、可であったが他の6
例では良、優の術後成績が得られた。本法の手術侵襲は大きいが早期社会復帰が可能で良好な術
語成績が得られた。
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15:00～15:30 ポスター発表 6：前腕・肘1

座長：南野 光彦（日本医科大学武蔵小杉病院 整形外科）

1-Po1-32 徒手整復が困難であった尺骨塑性変形に対してK-wireを髄内に刺入した経
皮的矯正骨切り術を行った2例
Treatment of Plastic Bowing of Ulnar Using Minimaly Invasive Osteotomy

福原 徹太郎（八戸ノ里病院 整形外科） 
三宅 潤一，藤澤 幸隆，藤城 高志，丸山 貴資

徒手整復が困難であった尺骨塑性変形に対して、K-wireを髄内に刺入した経皮的骨切り術を行っ
た2例を報告する。症例1、6歳　男児。橈骨頭脱臼と伸展15°外旋25°の尺骨変形を認めたため、
同法を施行。症例2、17歳　男性、橈骨骨折と伸展10°尺屈20°の尺骨塑性変形を認め、同法を施行。
両例とも比較的早期に骨癒合が得られ、肘前腕手関節可動域も良好であり、経皮的骨切り術の有
用性が示唆された。

1-Po1-33 上腕骨顆上骨折・外側顆骨折における健側Baumann角の検討
Radiographic assessment of the unaffected side Baumann's angle in Supracondylar and 
Lateral condylar fractures of humerus 

金井 朋毅（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） 
森谷 浩治，依田 拓也，原 　　敬，牧 　　裕

上腕骨顆上骨折・外側顆骨折は内外反肘など肘関節の骨形態により、その発生に違いがあると報
告されている。そのため両骨折群と肘関節の形態要素にどのような関係があるのかを、健側の
Baumann角（BA）を用いて検討した。健側BAは上腕骨顆上骨折27例が12-38°（平均22°）、上腕
骨外側顆骨折16例が13-27°（平均20°）と、両群間で有意差は認められず、両骨折間に骨形態要素
の差違はないと判断された。

1-Po1-34 小児上腕骨顆上骨折に正中神経麻痺を合併した症例の検討
Median nerve Palsies in supracondylar fractures of the humerus in children

久我 研作（関西労災病院 整形外科） 
堀木 　充，中川 玲子，阿部 真悟，田野 確郎

小児上腕骨顆上骨折に末梢神経障害を合併することがあるが、保存的治療をか観血的治療を行う
かに関しては定説がない。伸展型骨折17例中、術後に正中神経麻痺を来した3例に対して検討した。
全例初回経皮的ピンニングを施行したが、術後麻痺の進行を認めた2例は早期に神経剥離を施行し
た。いずれの症例も索状の線維組織に正中神経が絞扼されていた。術後に麻痺を生じ回復傾向の
みられない症例は、積極的に神経剥離を行うべきである。
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1-Po1-35 小児上腕骨顆上骨折に対する経皮的pinning後に生じた合併症の検討 
－内反変形と尺骨神経障害について－
Complications after percutaneous pinning for supracondylar fractures of the humerus in 
children -cubitus varus deformity and ulnar neuropathy-

入江 悠子（昭和大学 藤が丘病院 整形外科） 
川崎 恵吉，酒井 　健，門馬 秀介，稲垣 克記

小児上腕骨顆上骨折104例のうち、経皮的pinningを施行した76例の合併症と術者の経験年数との
相関を調査した。carrying angle 180°以上/Tilting angle 30～50°以外の変形遺残したD群7例
と正常C群68例を比較した。神経障害は、術後一過性神経障害を生じた6例（I群）と生じなかった
66例（N群）を比較した。両群を検討したが有意差はなかった。本骨折の経皮的pinning後の遺残変
形や神経障害は熟練医師においても生じる可能性がある。

15:30～16:05 ポスター発表 7：前腕・肘2

座長：戸羽 直樹（北九州総合病院整形外科）

1-Po1-36 肘関節後外側回旋不安定症の治療経験: 外側尺骨側副靱帯に関する考察
Posterolateral rotatory instability of Elbow. A case report.Consideration of lateral ulnar 
collateral ligament

奥村 　弥（京都第一赤十字病院） 
浅田 麻樹

肘関節脱臼後の保存治療により橈骨頭の不安定性が残存する症例が多く報告されている．われわれ
も肘関節脱臼治療後に後外側回旋不安定症を来した症例を経験した．外側尺骨側副靱帯の尺骨側
付着部での損傷を認めたため，尺骨回外筋稜にアンカーを挿入して修復し良好な結果を得た．MRI
による外側尺骨側副靱帯の損傷形態を検討することにより，後外側回旋不安定症になりやすい症
例を予見できる可能性があると考えた．

1-Po1-37 肘関節拘縮に対する観血的関節受動術における予後予測因子の検討
Prognostic factor for the contracture of the elbow treated with open surgical 
mobilization

大橋 麻依子（慶應義塾大学 医学部 整形外科学教室） 
岩本 卓士，佐藤 和毅，戸山 芳昭，中村 俊康

肘関節授動術の術後成績を検討し，術前における予後予測因子の解析を行った．術後可動域は術前
可動域との強い相関を認め，また30例中8例の成績不良例が存在した．性別，年齢，喫煙，body 
mass index，拘縮の原因，術前可動域，術前の尺骨神経麻痺を説明変数としたロジスティック回
帰分析では，術前可動域のみが術後成績に有意に影響を与える因子であった．
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1-Po1-38 上腕骨遠位端骨折AO分類C型の治療成績
Surgical treatment for intraarticular fractures of the distal humerus (AO typeC)

奥津 裕也（東京慈恵会医科大学整形外科学講座） 
千野 博之，宇高 　潤，湯川 充人，丸毛 啓史

AO分類C型の上腕骨遠位端骨折16例（C1：3例，C2：7例，C3：6例）に対する手術成績を検討した.術
後, 軽度の尺骨神経麻痺を1例に生じたが, JOAスコアは64～100点, 平均90点, 自動可動域は屈曲
が平均120°, 伸展が平均15°であり, 比較的良好な成績が得られていた. 肘頭の一時切離を行った
ものでは術後の伸展可動域が非切離群に比べてやや劣っていた. また, 重症度別にみると, JOAス
コア, 可動域ともに重症度と相関していた. 

1-Po1-39 腕骨遠位端骨折に対するLCP Distal Humerus Plate使用症例の検討
Clinical Result of Distal Humerus Fracture using LCP-Distal Humerus Plate

橋本 典之（石川県立中央病院 整形外科） 
島貫 景都，安竹 秀俊

上腕骨遠位端骨折に対しDHPを用いた症例を検討した。対象は16例で手術時平均年齢は67歳で
あった。全例プレートを2枚用いた。術後関節可動域は屈曲124度、伸展-14度と良好であった。
合併症として尺骨神経不全麻痺が6例、肘頭骨切り部の偽関節が2例、プレートの突出による違和
感が3例あった。DHPによる固定性は強固であり良好な関節可動域の獲得に有利であったが、合併
症に対する注意が必要であった。

1-Po1-40 新しい上腕骨遠位端骨折用プレートの開発
The Development and Mechanical Tests of the Novel Distal Humerus Fracture Fixation 
Plates

新井 哲也（名古屋大学 附属病院 救急部） 
山本 美知郎，太田 英之，加藤 宗一，平田 　仁

我々は、新規の上腕骨遠位端骨折用プレートを開発中であり、その力学試験を行った。従来のロッ
キングプレートと比較して、圧縮、剪断負荷において強度的に優位に勝っていた。
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16:05～16:40 ポスター発表 8：TFCC・DRUJ

座長：村田 景一（市立奈良病院 四肢外傷センター）

1-Po1-41 尺骨突き上げ症候群に対する尺骨遠位骨幹端部での短縮骨切り術の治療経験
Distal Metaphyseal Ulnar-Shortening Osteotomy for Ulnar Impaction Syndrome

國分 直樹（三重大学 大学院 医学系研究科 整形外科） 
辻井 雅也，森田 哲正，平田 　仁，須藤 啓広

尺骨突き上げ症候群（UIS）に対する短縮骨切り術は良好な結果だが, 骨癒合の遷延など注意を要す
る. 鏡視下waferは手技的煩雑さを経験する. そこでSladeが提唱した遠位骨幹端部での骨切り術の
経験を報告する. 対象は徒手的にDRUJ不安定性のないUIS5例, 鏡視下TFCC切除後に尺骨頭近位
で骨切りした. 1例で骨癒合不全も, 術前に比して術後握力, DASH, PRWE-Pは有意に改善した.  
1例で疼痛の遺残があり, 術前の関節不安定性の評価に注意を要する. 

1-Po1-42 外傷歴のないTFCC fovea損傷に対する鏡視下縫合術の術後治療成績
Treatment Outcome of Arthroscopic Repair for TFCC Injury without Traumatic History

橋村 卓実（関西電力病院 整形外科） 
藤尾 圭司，片山 　幹

2009年から2013年の間、遠位橈尺関節（以下DRUJ）に不安定性を有するTFCC fovea損傷におい
て、明らかな受傷機転を有さない10例10手の症例に対して鏡視下縫合術を施行した。10例中3例
の症例で手関節痛とDRUJ不安定性が残存した。非外傷性のTFCC fovea損傷に対しては、縫合術
に関節包の鏡視下解離、TFC開窓の処理を追加するなど、手技の工夫の必要性が示唆される。

1-Po1-43 Transosseous TFCC縫合時における手関節回旋肢位の検討
Appropriate forearm rotational position in transosseous TFCC repair

松本 泰一（倉敷中央病院 整形外科） 
藤尾 圭司，Peter Tang，Robert Strauch，Melvin Rosenwasser

前回本学会において，新鮮凍結死体を用いてtransosseous TFCC縫合法におけるTFCC実質およ
びfoveaの至適縫合位置について報告した．今回はその際の適切な手関節肢位（回内-回外）について
検討した．transosseous TFCC縫合法においてTFCC実質およびfoveaの至適縫合位置を考慮す
れば，前腕の回旋肢位を考慮せず，TFCCにかけた縫合糸を結紮して良い．
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1-Po1-44 TFCC小窩部損傷に対する鏡視下transosseous縫合法後のSecond look
関節鏡所見の検討
Arthroscopic Transosseous Repair of the TFCC: Second-Look Arthroscopy

阿部 耕治（駒沢病院 整形外科） 
中村 俊康，岩本 卓士，佐藤 和毅，戸山 芳昭

TFCC小窩部損傷に対する鏡視下transosseous縫合法術後のSecond look関節鏡を施行する機会
を得た13例13手の関節鏡所見を報告する。12手で完全な三角靭帯の修復を認めたが、1手では靭
帯は部分断裂し、追加で尺骨短縮術を施行した。Second look鏡視で三角靭帯の修復を認めた例
ではいずれも遠位橈尺関節（以下DRUJ）の不安定性が消失し、良好な術後成績が得られた。

1-Po1-45 TFCC再建術のsecond look鏡視所見
Second-look arthroscopic evaluation of the reconstructed TFCC using ECU half-slip 

河野 友祐（慶応義塾大学 医学部 整形外科） 
中村 俊康，岩本 卓士，佐藤 和毅，戸山 芳昭

小窩部でのTFCC断裂に対してECU半裁腱を用いた再建術後にsecond look鏡視が可能であった
11例13手について報告する。良好な靭帯の再建を認たものは10手、再建靭帯の緊張低下を認めた
ものが2手、再建靭帯の部分断裂を認めたものが1手で、再建術後の成績は、優7、良3、可2、不
可1であった。良好な靭帯再建が確認できた症例では術後成績が良好であったが、ゆるみや断裂を
認めた症例では術後成績が不良であり、鏡視所見と合致していた。
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ポスターエリア2（Poster Area 2）

  8:50～9:25 ポスター発表 9：機能評価

座長：稲垣 弘進（豊田厚生病院）

1-Po2-1 上肢手術におけるring gaugeを用いた術後の腫脹評価法
Evaluation of postoperative finger swelling with ring gauge

松丸 　聡（那須赤十字病院 整形外科） 
鈴木 　拓，稲葉 尚人，武田 和樹，吉田 祐文

指輪のサイズ測定に用いるring gauge（RG）を用いた手指腫脹の評価法を検討した. 検者7名で対
象者50人の指のサイズを2回計測し, 級内相関係数は検者内信頼性0.96, 検者間信頼性0.96であっ
た. 次に上肢手術207例を対象とし, RGを用いて罹患指の腫脹消退期間につき検討を行った. 

1-Po2-2 母指CM関節症・手根管症候群・狭窄性腱鞘炎における上肢患者立脚型評
価尺度のMinimal Important Difference（MID）
MID of patient-based outcome measurements of upper extremity function in 
trapeziometacarpal joint arthritis, stenosing tenosynovitis and carpal tunnel syndrome

高本 康史（東京大学医学部附属病院整形外科） 
上原 浩介，三浦 俊樹，土肥 徳秀，田中 栄

臨床的に意味のある差をあらわすMinimal Important Difference（MID）の概念が提唱されてい
る。母指CM関節症・手根管症候群・狭窄性腱鞘炎75例からAnchor-based Analysis（ROC曲
線・赤池情報量基準AICを使用）で日手会版DASH、Hand20、JHandのMIDを算出した。AICを
用いて算出したMIDはそれぞれ日手会版DASH-2.2（AIC=-7.13）、Hand20-19.0（AIC=-5.37）、
JHand-16.0（AIC=-8.86）であり、良好な識別能を有していた。

1-Po2-3 中年期の骨脆弱性骨折のうちで橈骨遠位端骨折は高年期の骨脆弱性骨折の
predictorとして臨床脊椎椎体骨折よりふさわしい
Distal radius fracture is more appropriate than clinical spinal fracture as a predictor of 
fragility fracture in elderly people

大江 隆史（名戸ヶ谷病院 整形外科） 
石山 典幸，柘植 信二郎，前田 千尋，小峰 彩也香

中年期の骨脆弱性骨折の部位別の頻度を知ることは、高年期の骨脆弱性骨折予防に重要である。人
口40万人、高齢化率20％の市にある救急病院で2年間に救急外来を受診した患者のうち橈骨遠位
端骨折と脊椎椎体骨折を調査した。橈骨遠位端骨折は137人、脊椎椎体骨折は85人で、そのうち
中年期のものは、30人、14人で、骨脆弱性骨折は19人、11人であった。中年期においては橈骨
遠位端骨折の方が臨床椎体骨折よりも多いと予想される。
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1-Po2-4 一般住民におけるピンチ力、握力と骨密度との関連について
Relationship between pinch and grip strength and bone marrow density in general 
population

永井 彩子（群馬大学 大学院 整形外科学） 
田鹿 　毅，金澤 紗恵子，小林 　勉，高岸 憲二

一般住民においてピンチ力、握力と骨密度の関連を調査したので報告する。男性123人、女性214
人、合計337人平均年齢64.7歳であった。両側握力、母指、示指の指腹ピンチ力を測定した。超
音波骨密度測定器にて踵骨内伝播速度、%YAM値を測定した。両者は両側握力、ピンチ力と有意
な正の相関を示し、年齢と有意な負の相関を示した。握力、ピンチ力の評価は骨密度を予測する
重要な因子になりうることが示唆された。

1-Po2-5 健常人における上肢機能評価法の基準値；DASH、Hand20、JHandの比較
Normative Data of Outcomes Measurement of Upper Extremity; Comparison of DASH, 
Hand20 and JHand

保坂 陽子（東京大学 医学部 整形外科・脊椎外科） 
上原 浩介，大江 隆史，三浦 俊樹，田中 　栄

上肢機能評価において患者主訴調査を参考にドメイン数を決定した評価尺度JHandが開発されて
いる。今回JHandの一般集団での値（基準値）を調査し、日手会版DASH、Hand20の基準値と比較
検討した。JHandの基準値はDASH、Hand20と同様低値であった。DASH、Hand20では上肢機
能以外の要素が影響しうる項目で平均値の上昇が加齢とともにみられたが、JHandでは加齢によ
る点数の影響を受けなかった。

 9:25～10:00 ポスター発表 10：リハビリ

座長：市川 　亨（金子整形外科）

1-Po2-6 関節リウマチにおける伸筋腱断裂修復術後の関節リウマチにおける伸筋腱
断裂修復術後のlow-profile splintの試み
Low-profile splint after repair of extensor tendon rupture in the rheumatoid hand

原田 康江（聖隷浜松病院 リハビリテーション部） 
奥村 修也，大井 宏之，向田 雅司

関節リウマチの手関節部伸筋腱断裂修復術後の症例6例に早期運動療法でlow- profileなsplintを
使用して治療を試みた. 結果, 術前平均MP 伸展-35.9°屈曲82.7°, 平均DASH score D/S　29・
S/m 34.4・Work 34.4が, 術後平均MP 伸展4.5°屈曲86°, 平均DASH score D/S 13.5・S/
m6.25・Work 2.1と, 比較的良好な成績を得られた. しかし, 手関節の背屈制限が強い患者に対し
ては, MPの屈曲制限をするなどの工夫が必要と考える. 



Poster A
rea 2

144

1-Po2-7 持続腕神経叢伝達麻酔を併用した肘・手指関節術後の後療法
Post-operative management with continuous brachial plexus anesthesia for upper limb 
surgery

請川 　円（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） 
若林 良明，二村 昭元，藤田 浩二，大川 　淳

拘縮に対する授動術と腱癒着に対する腱剥離術の術後に、持続伝達麻酔で鎮痛を図った8例を報告
する。平均年齢25歳、術式の内訳は肘授動2・指授動+腱剥離3・指腱剥離2・指授動1であった。
1.5-2.0mg/mlのロピバカインを2-4ml/hで平均3.5日間持続注入した。術後平均27日時の術中に
獲得したROMの維持率（=（術後ROM-術前ROM）/（術中ROM-術前ROM））は70%であった。本法
は術直後の鎮痛と初期ROMの維持に有用であると考えられた。

1-Po2-8 交代浴及びハンドインキュベータ療法後の手指の微小循環に関するレーザ
血流計を用いた評価
Evaluation of Microcirculation in hand and finger by Laser Doppler Flow Meter after 
Hand Incubator and Contrast Bath Therapies 

池本 和子（神戸労災病院 リハビリテーション科） 
浅田 雅樹，松田 有加，金谷 貴子，名倉 一成

手指腫脹の軽減は術後セラピィにおいて極めて重要である。今回、静脈還流の促進を目的として
臨床応用されているハンドインキュベータを用いて、術後の腫脹に対する有用性について交代浴
と比較した。方法は健常者にてハンドインキュベータと交代浴の治療前後各10分間の手指の微小
循環を、レーザ血流計で評価した。結果は両群とも微小循環は低下した。両治療は微小循環を低
下させ、腫脹の軽減に冷却効果をもたらすと考えられた。

1-Po2-9 PIP関節周辺外傷、手術に対するintrinsic plus castを用いた伸展制限の
予防を意識した早期運動療法の有用性の検討
Early active motion for PIP joint injury under control by intrinsic plus cast preventing 
from PIP joint contracture

日比野 直仁（徳島県鳴門病院 手外科） 
山野 雅弘，吉岡 伸治，浜田 佳孝

PIP関節周辺の外傷、手術後に対してintrinsic plus castを用いて早期運動療法を行い治療した症
例のcastの実際、治療成績を考察をふまえて報告する。
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1-Po2-10 調整可能な母指回内・対立位保持脱着式ばね器具の作成 
－外傷性母指内転拘縮予防と母指対立再建術後に応用して－
Application of adjustable device keeping thumb opposition on prevention of traumatic 
adduction contracture and post-operative treatment after opponence plasty

浜田 佳孝（徳島県立中央病院 整形外科） 
日比野 直仁，吉岡 伸治，殿谷 一朗，高橋 光彦

母指の掌側外転＋回内位の保持は外固定では困難である．簡素で確実にこの肢位を保持できる，肢
位と力の調整可能な脱着式ばね器具を作成し，外傷性母指内転拘縮予防と母指対立再建術後に応
用し，良好な効果を得た．母指と示指に刺入し端を曲げて角度調整した1.8mm Kirschner鋼線に
直接差し込む器具を装着し，術後に使用した．全症例で，母指対立機能の獲得が早期から得られ，
目的とする内転拘縮の予防が行えた．

10:00～10:45 ポスター発表 11：屈筋腱

座長：畑中 均（九州労災病院 整形外科）

1-Po2-11 Charcot手関節に発症した異所性骨化により示指屈筋腱皮下断裂を生じた
一例
Closed flexor-tendon ruputure of the index finger caused by heterotopic ossification in a 
patient with Charcot wrist. : a case report

小島 安弘（県病院企業団 対馬いづはら病院 整形外科） 
石河 利之，里村 健志，永田 純一，内藤 正俊

屈筋腱皮下断裂の頻度は少なく、Zone4～5においては関節リウマチ、有鈎骨偽関節、豆状三角骨
関節症、キーンベック病、橈骨遠位端骨折後などを背景としてFPL、小指FDPの順に多い。示指
のそれは約10%の頻度とする報告が多く、五指のうち最も頻度が少なく稀である。今回我々は、
脊髄空洞症を背景としたCharcot手関節部に発症した異所性骨化により無痛性に示指屈筋腱皮下断
裂を生じた一例を経験したので文献的考察を加えて報告する。

1-Po2-12 豆状骨三角骨間関節症により発生した小指屈筋腱皮下断裂の治療経験
Subcutaneous Flexor Tendon Rupture of Little Finger caused by Osteoarthritis of 
Pisotriquetral Joint

浅井 宣樹（和歌山県立医科大学 医学部 整形外科） 
谷口 泰徳，下江 隆司，吉田 宗人

今回われわれは豆状骨三角骨間関節症により小指の屈筋腱皮下断裂を起こした稀な症例を経験し
たので報告する。症例は3例であった。いずれの症例も豆状骨三角骨間の関節症変化のため関節包
が破損しており、小指の深指屈筋腱が骨によって直接摩耗を受けることで断裂をきたしていた。豆
状骨の摘出や骨棘の切除を行い、断裂していた屈筋腱には長掌筋腱移植を施行した。術後、症状
は改善し良好な経過が得られている。
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1-Po2-13 手指屈筋腱再断裂の検討
Study of finger flexor tendon re-rupture

橋本 　瞬（相澤病院） 
山崎 　宏，畑中 大介，佐々木 純

手指屈筋腱縫合後の再断裂例の特徴を調査した。腱縫合33例38指のうち4例4指（10%）に再断裂
を生じていた．再断裂の原因は安静度を守らない（3指），熱圧挫損傷（1指）であった．再断裂群（4
例）と非再断裂群（29例）では年齢，性別，罹患指，zone，FDS損傷合併，皮膚損傷に差はなかった．
再断裂群では外国人が多く（P＜0.01），術後早期のリハビリ介入日数が少なかった（P=0.03）．再
断裂には安静度の理解が最も関係していた．

1-Po2-14 腱側々縫合におけるKrackow法の力学的検討
Mechanical strength of the side-to-side tendon suture with Krackow method

上野 啓介（千葉大学大学院 整形外科学） 
國吉 一樹，鈴木 崇根，小川 泰史，助川 浩士

腱側々縫合におけるKrackow法の力学的検討を行った。新鮮凍結屍体12肢から採取したFDP36本、
FDS42本、FPL12本を使用。locking stitchを8回および12回行ったK群、マットレス縫合のみ8
針行ったM群、およびinterlacing sutureで腱を3回編み込み、マットレス縫合で計6針補強したIS
群の4群の破断強度を比較した。結果はlocking stitch 12回群の破断強度は143.2±36.8NでIS群
と同等であり、ISの代替とできる可能性も示唆された。

1-Po2-15 ステロイド腱鞘内注射後に発症した腱鞘断裂の1例
Flexor pulley rupture following corticosteroid injection for trigger digit:a cace report

高橋 　仁（景翠会金沢病院 整形外科）

ステロイド腱鞘内注射後に発症した腱鞘断裂に対する腱鞘再建術の際に若干の工夫をし、良成績
を得たので報告する。今回、術後の問題点となる再建腱鞘の緩みと癒着を予防すべく、術中にお
いて1. 腱背側の瘢痕組織を十分に切除、2. 移植に使うPL腱を5分間十分にpre-tension、3. PL腱
を強いtensionで基節骨に3重巻き、4. 後療法においてMP伸展位でのPIP・DIP早期自動屈曲伸展
運動を行った。

1-Po2-16 ステロイド注射の腱に対する弊害はplatelet rich plasmaにより予防でき
るか？
Can platelet rich plasma protect deleterious effects of steroid injection?

無藤 智之（神戸大学 医学部 整形外科） 
美舩 　泰，乾 　淳幸，原田 義文，国分 　毅

トリアムシノロンによる腱脆弱化をPRPにより抑制できるかを検討した。ステロイドは腱にcell 
viability低下、力学的強度低下、apoptosisを引き起こしたが、PRPの併用により、これらの影響
を防ぐことが可能であった。以上より、TA注射時にPRPを併用することにより、トリアムシノロ
ンアセトニドによる腱脆弱化を軽減できる可能性が示唆された。
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10:45～11:35 ポスター発表 12：伸筋腱損傷

座長：今村 宏太郎（いまむら整形外科医院）

1-Po2-17 第2中手骨橈側手根伸筋腱付着部裂離骨折に伴う長母指伸筋腱断裂の一例
Extensor pollicis longus tendon rupture following avulsion fracture of the second 
metacarpal

山口 史彦（福岡リハビリテーション病院 整形外科） 
石河 利之，原 　道也

第2中手骨橈側手根伸筋腱付着部裂離骨折に長母指伸筋腱断裂を合併した非常に稀な症例を経験し
た。裂離骨片は単純X線では見逃す可能性があるため圧痛部位の注意深い診察と必要に応じ多方向
単純X線、CT検査等を追加すべきである。裂離骨片は長母指伸筋腱断裂を引き起こす可能性があ
るため早期診断、治療が必要である。

1-Po2-18 手綱こんにゃく法による腱延長法を用いた長母指伸筋腱断裂の腱縫合
A new technique in tendon suture of extensor pollicis longus tendon rupture using a 
tendon lengthening

柴田 敏博（しばた整形外科） 
貞廣 哲郎，中島 紀綱

長母指伸筋腱の皮下断裂や陳旧性断裂においては、腱移植術や腱移行術が広く行われ良好な成績
が得られているが健常腱を犠牲にしている。そこで、筋腹の機能が残存している症例に対して損
傷腱を半切、反転することにより延長し、腱縫合術を可能とする方法を考案した。3例に応用し良
好な結果を得た。本法は健常腱を犠牲にすること無く、損傷腱のみにより腱縫合が可能であり、他
の腱縫合術にも応用可能な方法として有用である。

1-Po2-19 長母指伸筋腱皮下断裂の治療成績
Clinical result of spontaneous rupture of the extensor pollicis longus tendon 

谷野 善彦（藤井外科胃腸科・整形外科） 
栩木 弘和

症例数は27例。橈骨遠位端骨折に続発した症例（16例） は4例に手術加療を行い、腱断裂までは平
均11週であった。骨折を伴わない症例（11例）は、RAと手関節を酷使する職種であり3例は断裂を
数カ月放置した。手術はEIPを用いた腱移行術を施行し、2例は経過観察となった。橈骨遠位端骨
折後では、本疾患を考慮した指導が必要であった。断裂後の治療放置例もあり、手術適応ついて
はADL改善の必要性を患者背景とともに考慮する必要がある。
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1-Po2-20 手関節部における手指伸筋腱皮下断裂に対する手術成績
The Treatment of Extensor Tendon Ruptures at Wrist Level

大野 義幸（岐阜市民病院 形成外科） 
平川 明弘，清水 克時

手関節部で発生する手指伸筋腱皮下断裂に対する伸筋腱再建手術成績を検討した．18例，19手，
32指が対象となった．腱移植が2指，滑膜切除単独1指の他は全指，腱移行による再建が実施された．
伸展lagに対する評価で良が11指，可が17指，不可が4指であった．不可例は感染，RAの4指腱断裂，
Behcet病4指中の1指，DRUJ関節症の1指腱断裂例であった．早期手術，術後合併症の予防，移行
腱の選択，術後後療法が重要である．

1-Po2-21 手指伸筋腱皮下断裂の検討
Spontaneous Rupture of Extensor Tendon in the Hand

渡辺 直也（帯広厚生病院 整形外科） 
木村 長三， 三田 真俊，加藤 竜男，岩崎 倫政

当科で手術を施行した手関節部での伸筋腱皮下断裂症例27例（27手50指）について治療成績を検討
した。腱端側縫合に減張位早期運動療法を行う治療法は、手術や後療法の手技が簡便で行いやすく、
術後の可動域も他の方法と同様の成績が得られ、伸筋腱皮下断裂の治療法として有用な方法であ
ると思われた。

1-Po2-22 伸筋腱脱臼に対するElson法による再建の検討
Study of reconstruction by Elson method for extensor tendon dislocation

高橋 信行（札幌医科大学 整形外科） 
射場 浩介，金谷 耕平，和田 卓郎，山下 敏彦

関節リウマチ以外の原因で生じた伸筋腱脱臼9例12指に対し，Elson法にて再建を行った．全例再
発はなく，疼痛や可動域制限も認めず，いずれも満足度は高かった．Elson法は，半裁した伸筋腱
を深横中手靱帯にループさせることにより強固なanchor効果が得られ，腱の脱臼を良好に制動で
きる．一次修復が不能な陳旧外傷例や，腱間結合や矢状索の構造が脆弱な先天例での伸筋腱脱臼
に対し，有用な再建方法である．

1-Po2-23 Littler法によるPIP関節部伸筋腱（central band）の再建について
The reconstruction of the central band on the PIP joint using Littler method

宮本 　洋（南川整形外科病院 手の外科・外傷センター） 
山城 由莉

PIP関節部でのcentral bandの損傷症例4例に対し、Littler法による再建を行った。年齢は30-51歳。
新鮮例1例、陳旧例3例。外傷の種別では、脱臼1例、開放性腱損傷1例、開放骨折2例。手術は中
節部でlateral bandの一側を切離し、中節骨基部に縫着。後療法は3週間後より実施。結果、PIP
関節の健側比は新鮮例では 82％、陳旧例では52％と比較的良好な結果が得られた。
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13:30～14:20 ポスター発表 13：手根管症候群1

座長：鶴田 敏幸（医療法人友和会 鶴田整形外科）

1-Po2-24 手根管症候群と肘部管症候群における手指巧緻運動障害の評価
The objective differences in dexterity between carpal and cubital tunnel syndromes

井戸 芳和（信州大学医学部附属病院 リハビリテーション部） 
内山 茂晴，伊坪 敏郎，林 　正徳，加藤 博之

手根管症候群（CTS）と肘部管症候群（CubTS）の巧緻運動障害を簡易上肢機能検査（STEF）にて評
価した．対象は母指対立再建術々前のCTS例6手と，尺骨神経除圧術々前のCubTS例98手とした．
STEF各検査における最低点は，CTSでは直径3mm「ピン」，CubTSでは厚さ2mm「金円板」と異なっ
ており，両者の巧緻運動障害の相違点が客観的に示された．

1-Po2-25 電気生理学的重症度による手根管症候群での術式検討
Treatment strategy for carpal tunnel syndrome with electrodiagnositic severity

犬飼 智雄（福井大学 整形外科） 
内田 研造，宮崎 　剛，馬場 久敏

電気生理学的重症度に着目し、病態に応じた術式を選択している。40例45手を対象。Paduaの分
類に応じてExtreme, Severe, Moderateの3群に分類。Moderate群は鏡視下開放術, Severe群は
小皮切術を施行. 術後成績はKellyの評価基準で評価した。Severe群30例はExcellent 5例、good 
20例、fair 5例。Moderate群は, excellent 10例。重症度に応じて術式を変更することで、適切
な治療の提供が可能になる。

1-Po2-26 手根管症候群に対する手根管開放術の成績と年齢の関係
The influence of age on outcome after operation for the carpal tunnel syndrome

渡邉 忠良（公立置賜総合病院 整形外科）

70歳未満と70歳以上の2群にわけ，年齢と手根管開放術の成績の関係を調査した．頚椎疾患や透
析例を除外し，手根管開放術を施行した32手を対象とした．6ヵ月時の結果では，70歳未満群で，
手根管質問票，Quick DASH，しびれ，手の調子および支障に関するアンケート結果は，70歳以
上より有意に良好な改善を示した．両群とも手術により症状は改善するが，症状の消失率は70歳
未満でより高い結果であった．
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1-Po2-27 鏡視下手根管開放術後のステロイド使用の功罪
Problems of Steroid Medication after End Scopic Carpal Tunnel Release

三喜 知明（岡山赤十字病院 整形外科） 
小西池 泰三，町田 芙美，小田 孔明

pillar painを抑制する目的でETCR術後にステロイドを使用した症例の合併症について検討した。
ステロイドを使用しても早期にはpillar painを抑制できるが、最終成績はステロイド未使用群と同
等であった。トリアムシノロン群で3例に手根管症候群の再発を認めた。いずれも切離した横手根
靭帯が再癒合していた。感染や再発例を認めることから、ETCR術後のステロイドを使用は慎重に
行うべきと考える。

1-Po2-28 血液透析合併手根管症候群の再発例に対する鏡視下手根管解放術
Endoscopic carpal tunnel rerease for recurrent carpal tunnel syndrome in haemodialysis 
patients

飯田 博幸（医療法人幸仁会 飯田病院） 
眞鍋 　剛，有水 　淳，石河 利之，菊田 朋朱

血液透析合併手根管症候群の再発例に対してECTRを安全行うために手術法を工夫しているので報
告する。ECTRはMenon法である。初回手術はPL腱尺側にportalを作成し、再手術の際は橈側に
作成する。これにより横手根靱帯健常部を鏡視し切開することが可能であり、より安全に手術が
可能である。対象は20肢であった。術後平均観察期間は3年3か月で全例に疼痛の消失や減弱がみ
られ、合併症は認められなかった。

1-Po2-29 舟状骨偽関節に伴う手根管症候群
Carpal Tunnel Syndrome Associated with Scaphoid Nonunion

下江 隆司（和歌山県立医科大学 整形外科） 
谷口 泰徳，浅井 宣樹，辻本 修平，吉田 宗人

舟状骨偽関節を伴う手根管症候群5例を調査した。いずれも数十年間舟状骨偽関節が放置されてい
た。全例浜田の病期分類grade IIIで、単純X線でstage IIIのSNAC wristの所見を認めた。今回の
5症例では舟状骨偽関節の晩期合併症として重度の手根管症候群が生じていた。治療法は手根管開
放術を行い、関節包が破綻し手根骨の不安定性が強い症例や、偽関節部の疼痛を有する症例では
手根骨の摘出術も追加する必要があると考えられた。

1-Po2-30 手根管症候群母指対立障害に対してEPBとPLを用いた対立再建術
Opponensplasty by transferring extensor pollicis brevis and palmaris longus for severe 
carpal tunnel syndrome 

長濱 　靖（公益財団法人 佐々木研究所付属 杏雲堂病院） 
富田 善雅，中嶋 理子，楠瀬 浩一

元来母指対立再建にはCamitz法を行ってきたが瘢痕や腱の浮き上がり、MP関節障害例が散見さ
れたためEPBとPLを用いた対立再建術に変更しその治療成績を検討した。男性1例、女性6例に対
立再建を行い全例にピンチ力、Kapandji stage、掌側外転角度において改善を認めた。本術式は、
Camitz法の欠点を補える有用な術式と考えられた。
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14:20～15:05 ポスター発表 14：手根管症候群2

座長：石河 利之（福岡大学 整形外科）

1-Po2-31 特発性手根管症候群患者の屈筋腱滑膜における炎症性サイトカインの発現
Expression of inflammatory cytokines in the synovial membranes of carpal tunnel 
syndrome

山中 芳亮（産業医科大学 医学部 整形外科） 
目貫 邦隆，善家 雄吉，酒井 昭典

特発性手根管症候群の屈筋腱滑膜における炎症性サイトカイン（IL-6, 8, 15）の発現をRT-PCRで
解析し、年齢、重症度（浜田分類）、術前の疼痛の有無、神経伝導速度、アミロイド沈着の有無で
発現量の比較検討を行った。アミロイド沈着なし群ではあり群と比べ、IL-8の発現が有意に高かっ
た。その他では、両群で発現量に有意差はなかった。

1-Po2-32 高齢者手根管症候群の術後成績
Surgical result of carpal tunnel syndrome in the elderly patients

工藤 文孝（社会医療法人財団 大和会 東大和病院 整形外科） 
高山 拓人，内倉 長造，丸野 秀人

高齢者手根管症候群の術後成績を検討した。65歳以上で浜田分類grade 2；16例18手、grade 3；
17例17手を対象とした。grade 2は全例開放術をgrade 3は開放術を7手に、母指対立再建術の
併用を10手に行った。術前後にCTSI-JSSHを調査しgrade 2、grade 3ともに改善が認められた。
特にgrade3の再建例は有意に改善し、75歳以上でも同様の結果であった。対立障害に起因する愁
訴が強い例では高齢であっても再建術を検討すべきと思われた。

1-Po2-33 手根管開放術後の正中神経損傷に対する有茎脂肪移植術による治療経験
Pedicled Fat Graft for Median Nerve Injury by Carpal Tunnel Release

織田 宏基（丹後中央病院 整形外科） 
山川 知之，丸尾 陽平，家村 瑠那，西島 直城

手根管開放術後の正中神経障害により強固な疼痛や知覚障害を生じることがある。我々もその様な
症例を3例経験した。手根管開放術後の正中神経損傷の症例では、神経が手掌腱膜や切離した横手
根靭帯に高度に癒着している。これに対し、神経剥離術のみでは再癒着による症状の再燃・残存
が懸念される。今回、神経剥離術に癒着を予防するための有茎脂肪移植術を併用して手術を施行し、
良好な結果を得ることができた。
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1-Po2-34 正中神経に生じた巨指症を伴うLipofibromatous Hamartomにより手根
管症候群を来した1例
Lipofibromatous Hamartom of the Median Nerve with Macrodactyly: A Case Report

川西 啓生（広島大学大学院 整形外科学） 
砂川 　融，中島 祐子，四宮 陸雄，越智 光夫

今回、我々は、正中神経に生じた巨指症を伴うLipofibromatous Hamartomにより手根管症候群
を来した1例を経験した。Lipofibromatous Hamartomaは末梢神経に発生する線維脂肪組織から
なる稀な良性腫瘍であり、巨指症を伴うことがある。正中神経に多いとされており、本症例でも、
その肥大した正中神経により手根管症候群を来していた。除圧術により良好な症状改善が得られ
た。

1-Po2-35 母指対立再建術における外固定期間短縮を目的とした一工夫
Contrivance for shortening of external fixation period after opponoplasty

鈴木 康一（慶仁会 川崎病院 整形外科） 
川崎 由美子，稗田 　寛

重度手根管症候群においてしばしば母指の対立再建を目的として腱移行術が行われるが、一般的
に3週間前後の外固定が必要となる。今回、我々は腱移行術後の外固定期間を短縮するため、移行
腱の初期固定力を高める工夫（knot tenodesis法）をおこなった。その方法は環指FDS腱にkontを
作成し、母指基節骨に作成した骨孔にロックさせるものである。術後早期のリハビリが可能となり、
早期の日常生活復帰が可能であった。

1-Po2-36 手根管症候群に合併したばね指例とばね指単独例の比較検討
Trigger finger developed with Carpal tunnel syndrome:a comparison with idiopathic 
trigger finger

宮岡 俊輔（諏訪赤十字病院 整形外科） 
百瀬 敏充，内山 茂晴，加藤 博之

手根管症候群（CTS）にはばね指が合併するがその原因は不明である．2008年～2012年の期間に
当院で経験したCTSに合併したばね指41例51指とばね指単独の患者88例103指を比較検討した．
結果CTS合併ばね指は中指に多く発症した．手根管の掌側への拡大は屈筋腱のA1 pulleyにおける
環境を変化させ，その影響は中指に最も顕著に出る可能性が示唆される．



Poster A
rea 2

153

15:05～15:50 ポスター発表 15：手根管症候群3

座長：冲永 修二（東京逓信病院 整形外科）

1-Po2-37 手根管症候群患者に対する各種機能評価法の比較検討
Comparison of Functional Assessment Tools for the Carpal Tunnel Syndrome

目貫 邦隆（産業医科大学 整形外科） 
酒井 昭典，山中 芳亮，善家 雄吉，中村 英一郎

外来初診患者に対して、各種機能評価質問表による調査を行い、その中でCTSの病名で抽出した
ものを対象とした。QuickDASH、EQ-5D、SF-36、CTSI、VASの5評価法のスコアーに対して、
性別、年齢、利き手罹患の有無、手術の有無の項目で、多変量解析を行った結果、CTSIおよび
DASHは、高齢者と女性に障害が大きく、手術に至った群で有意差を認めた項目は、ピンチ動作の
みであった。また、CTSIはDASHと強い相関を認めた。

1-Po2-38 QOL評価表を用いた手根管開放術の治療成績
Evaluation of QOL for Carpal tunnel syndrome

青山 広道（JAとりで総合医療センター 整形外科） 
若林 良明

手根管症候群術後QOL評価を簡便に行うために質問表を作成し調査した。同時にピンチ力も評価
した。対象は33名、平均年齢67.5歳であった。術後3カ月で「びんのふたを開ける」以外は良好な
改善を認めたが、ピンチ力の改善にはばらつきが認められた。よってピンチ力が改善しなくても
QOL的に満足している例も多く、対立再建の適応は限られるように思われる。しかし高齢者の重
症例がなく今後も検討を重ねていく必要がある。

1-Po2-39 特発性手根管症候群の機能障害と術後の機能障害改善の検討
Disability of Carpal Tunnel Syndrome and Improvement of Disability after Carpal 
Tunnel Release

瀧澤 　勉（長野松代総合病院整形外科） 
秋月 　章

筋萎縮の軽度の特発性手根管症候群の機能障害と、手根管開放術後に機能障害が改善するかどう
か、日本手外科学会の上肢機能評価表（DASH）を用い検討を行った。母指球の筋萎縮が少ない症例
でも機能障害がみられ、利き手側でより障害が出やすいが、手術治療により機能障害は改善する。
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1-Po2-40 手根管症候群における電気生理学的検査 －2L-INT法と環指比較法－
Electrophysiological Study of Carpal Tunnel Syndrome  
-2L-INT method and Digit 4 comparative method- 

松木 寛之（抱生会 丸の内病院 整形外科） 
中土 幸男

手根管症候群の電気生理学的診断として，第2虫様筋-第1掌側骨間筋潜時差（2L-INT潜時差），環
指比較法による正中神経，尺骨神経の感覚神経潜時差（環指潜時差）の結果を検討した．手根管症
候群と臨床的に診断した317例410手を対象とした．2L-INT潜時差は4手で測定不能で，376手で
遅延しており，環指潜時差は，94手で測定不能で，292手で遅延していた．2L-INT法，環指比較
法は手根管症候群の評価法として有用であると考えられた．

1-Po2-41 手根管症候群患者における正中神経内の微小血行動態 
～造影超音波検査を用いた検討～
In vivo visualization of vascular pattern of median nerve in carpal tunnel syndrome 
using contrast-enhanced ultrasound

本宮 　真（釧路労災病院 整形外科 手外科センター） 
船越 忠直，松井 雄一郎，河村 太介，岩崎 倫政

空間分解能の高い造影超音波検査を用いて、健常群と手根管症候群（CTS群）における正中神経内
の微小血行動態を比較検討した。手根管近位部でCTS群において有意に血流が増加していたが、
増加しない症例もあり、特に遠位潜時が10以上の症例において血流の増加を認めなかった。神経
内血流のばらつきは、浮腫性変化と虚血性変化を反映している可能性があり、神経内血流計測に
より神経のviabilityを評価できる可能性が示唆された。

1-Po2-42 超音波検査による母指球筋の評価
Evaluation of thenar muscle based on the ultrasonographic investigation

名倉 一成（神戸労災病院 整形外科） 
金谷 貴子，国分 　毅，美舩 　泰，乾 　淳幸

超音波検査を用いた母指外転筋（APB）および母指対立筋（OPP）の新しい評価法を試みた。本研究
では超音波検査を用いて20-30代の健常人の母指球筋の評価を行うと、各年代ともAPB、OPPと
もに男性に大きい傾向を示したが、20-30代間での有意差はなかった。超音波検査による母指球筋
の評価は安価、簡便で客観的な評価が可能である。
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15:50～16:25 ポスター発表 16：末梢神経障害1

座長：村松 慶一（山口大学 整形外科）

1-Po2-43 小児閉鎖性前腕骨骨幹部骨折に伴う尺骨神経障害の3例
Ulnar nerve injury after closed midshaft forearm fractures in children

柿崎 　潤（千葉県こども病院 整形外科） 
六角 智之，徳永 　進

小児閉鎖性前腕骨骨幹部骨折に伴う尺骨神経障害は稀である．渉猟し得た限りでは11例の症例報
告があるだけである．今回，我々は小児閉鎖性前腕骨骨幹部骨折に伴う尺骨神経障害を3例経験し
たので，その治療経験に加え，文献的考察も含め，報告をする．

1-Po2-44 ガングリオンにより発症したGuyon管症候群の4例
4 cases of Guyon canal syndrome caused by ganglion

芦名 善博（東北労災病院 整形外科） 
信田 進吾，橋本 ちひろ，佐藤 克巳

ガングリオンにより発症し，異なる経過を辿ったGuyon管症候群の4例を比較し，報告した．手術
をした症例1,2では，症状が顕著で神経伝導障害の異常所見も著明であった．同じく手術を行った
症例4はガングリオンの自然消失を認め，症状が軽微な症例3と同様に自然経過でも回復した可能
性があったかもしれない．神経伝導検査所見やガングリオンの大きさが手術適応の指標となる可
能性を今後検討していきたいと考える．

1-Po2-45 肘部管症候群に合併した尺骨神経管症候群
Ulnar tunnel syndrome concurs with cubital tunnel syndrome

石河 利之（福岡大学 医学部 整形外科） 
松永 　渉，副島 　修，飯田 博幸，内藤 正俊

当科にて手術を行った肘部管症候群を合併した尺骨神経管症候群について報告する。男性3例4手、
女性6例6手。平均年齢は66.8歳。全例小指のしびれ・痛み、巧緻運動障害を認めた。骨間筋の萎
縮は全例に認め、肘部管症候群とともに尺骨神経管症候群も手術適応とした。手術時所見ではガ
ングリオンは1例も認めなかった。掌側手根靱帯を切離すると尺骨神経は尺骨動脈と一緒に線維性
の膜に包まれており、癒着していた。
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1-Po2-46 肘部管症候群における皮下前方移行術とKing変法の術後成績の比較
Subcutaneous anterior transposition versus decompression and medial epicondylectomy 
for the treatment of cubital tunnel syndrome

川口 洋平（名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科） 
岡本 秀貴，立松 尚衛，関谷 勇人，大塚 隆信

近年肘部管症候群に対する、治療は小皮切での単純除圧や鏡視下法など低侵襲治療が注目されて
いる。しかし、皮下前方移行術とKing変法も依然よく施行されている術式であり、手の外科医を
志す若手整形外科医にとっては習得すべき技術である。2群を比較検討し、2群ともに良好な成績
であった。低侵襲治療が選択される傾向にあるが、十分に選択されても良い術式と考えられた。

1-Po2-47 肘部管症候群手術例314例の患者背景、肘部病態、麻痺重症度の内訳
Background, etiology and paralytic severity in patients with cubital tunnel syndrome:  
a retrospective study of 314 cases

佐藤 信隆（山梨大学 医学部 整形外科） 
松井 雄一郎，平地 一彦，國吉 一樹，加藤 博之

【目的】肘部管症候群手術例の患者背景，麻痺を誘発したと思われる肘部の病態，神経麻痺重症度
を後ろ向きに調査した．【方法】症例は2000年以降，演者らの5施設における314例．【結果】肘部
病態の内訳は，OAが最も多く，65.3％で次いで特発性23.9%（重複有）であった．千葉大で一番
OAが少なかった．【考察】男性やOAによる例が多く，地域によるOAの頻度の違いも示唆された．
麻痺は重症例が多く見られた．

16:25～17:00 ポスター発表 17：末梢神経障害2

座長：原 友紀（筑波大学整形外科）

1-Po2-48 鎖骨下動脈の内膜損傷を誘発した胸郭出口症候群の検討
Damage to Subclavian Artery Caused by Thoracic Outlet Syndrome 

横井 卓哉（大阪市立大学大学院医学研究科 整形外科） 
岡田 充弘，上村 卓也，高松 聖仁，中村 博亮

鎖骨下動脈の内膜損傷の原因となった胸郭出口症候群（以下TOS）について後ろ向きに検討と文献
的考察を行った．鎖骨下動脈の内膜損傷の原因となったTOSでは第1肋骨は短縮しており，その先
端が第2肋骨と癒合していた．過去の報告でも同様の第1肋骨の先天性異常を有したTOSは，他の
原因によるTOSと比較しても高率に血管障害を発生しており，他の骨性異常によるTOSより注意
を要すると考える．
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1-Po2-49 血栓形成を伴った血管型胸郭出口症候群に対する第1肋骨切除術  
－3例報告－
First rib resection for vascular thoracic outlet syndrome with thrombosis:  
a report of three cases

江尻 荘一（福島県立医科大学 医学部 整形外科） 
川上 亮一，畑下　 智，紺野 愼一

血栓を伴った稀な血管型胸郭出口症候群（以下TOS）の3例を経験した。動脈性TOSが2例で、静
脈型TOSが1例であった。確定診断と病態把握には、上肢外転外旋位での動的な血管造影やCT-
angiographyが有用であった。これらの所見に基づいた第1肋骨切除術による確実な除圧と、動脈
性TOSでは血行再建を行うことで血栓の再発を予防し、自覚症状を改善させることが出来る。

1-Po2-50 手術治療を行った医原性末梢神経損傷の検討
Case series report : Iatrogenic peripheral nerve injuries required surgical treatment

若林 良明（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） 
二村 昭元，藤田 浩二，鈴木 英嗣，大川 　淳

手術を施行した医原性末梢神経損傷11例（平均経過観察期間36か月）の発症時の所見や臨床経過を
検討した。運動・知覚の混合神経が9例、知覚皮枝が2例で、完全麻痺8例・不全麻痺3例であった。
手術で知覚障害が消退したのは11例中2例に対し、MMT 3以上に運動麻痺が改善したのは9例中5
例で、知覚障害の方が残存しやすい傾向を認めた。完全麻痺からの完全回復には若年・早期手術・
異常所見への外科的対応の可否等が条件となっていた。

1-Po2-51 上肢末梢神経絞扼性疾患と頸椎疾患　double crush syndromeの臨床的検討
The relationship of the cervical spondylosis to upper entrapment neuropathy

松橋 美波（神戸赤十字病院 整形外科） 
長谷川 康裕，中後 貴江

絞扼性神経障害手術施行患者で頸椎疾患合併し手術施行した症例について検討した. 透析症例は双
方の診断が術前についていたが, その他では術後に症状残存し, 追加精査にて診断し手術を施行た
症例もあった. 透析アミロイドーシスやdouble crush syndromeといった疾患で頸椎疾患と末梢
神経疾患の合併が見られるが, 検査段階でのover medicationを避けつつ責任病巣の評価と症例毎
の治療方針の決定が重要であると考えられた. 

1-Po2-52 上腕骨骨幹部骨折に対する髄内釘手術で生じた外側前腕皮神経障害
Injury of The Lateral Antebrachial Cutaneous Nerve after The Humeral Shaft Fractures 
Were Treated by Intramedullary Nail

田平 敬彦（横浜労災病院 整形外科・運動器センター） 
黒畑 順子，山本 真一， 三上 容司

当科では、2007年4月以降の約6年間に、26例の上腕骨骨幹部骨折に対して髄内釘手術を行って
いる。そのうち2例の術後に外側前腕皮神経障害が生じており、過去の論文報告は国内にはなく、
注意すべき合併症として報告する。本合併症の予防には、遠位横止め時には小切開にこだわらず、
周辺軟部組織を確実に避け、内側の正中神経・上腕動脈と外側の橈骨神経だけでなく、外側前腕
皮神経の走行にも注意する必要がある。
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ポスターエリア3（Poster Area 3）

  8:50～9:35 ポスター発表 18：腫瘍1

座長：西田 　淳（岩手医科大学整形外科学教室）

1-Po3-1 上肢発生の骨軟部腫瘍および腫瘍類似疾患の報告 
－MRI術前診断の有用性－
Report of bone and soft tissue tumors in upper extremity 
-Preoperative diagnosis using MRI-

飯島 裕生（石橋総合病院 整形外科） 
萩原 　秀，杉本 直哉，安食 孝士

上肢発生の骨軟部腫瘍及び腫瘍類似疾患61例に対して組織型と術前MRI診断を検討した。骨腫瘍
は13例中enchondroma が7例と最多であり、軟部腫瘍は48例中GCTTS が10例と最多であった。
悪性軟部腫瘍はmyxofibrosarcomaとSCCが各1例であった。術前MRI正診率はGCTTSが100％
と高かった。GCTTSはその発生部位やMRI所見で高い診断率を得た。一方骨腫瘍ではMRI検査に
加えてX線検査やCT検査の併用が正診率に重要であると考えられた。

1-Po3-2 腱内ガングリオンの治療経験：総指伸筋腱と浅指屈筋腱内発生の各1例に
ついて
Treatment of intratendinous ganglion in the flexor and extensor tendon:  
report of two cases

千田 博也（名古屋市立東部医療センター） 
吉田 行雄，佐野 嘉紀，早稲田 祐也，福田 俊嗣

きわめて稀な腱内発生ガングリオンの2例を経験したので報告する。58歳男性、右手EDC III腱内
に発生したガングリオンの摘出を行ったところ術後EDC III、IVの断裂を生じ、腱移植による再建
を行った。もう1例は56歳男性、右環指浅指屈筋腱内に発生したガングリオンを浅指屈筋腱ととも
に切除した。腱内ガングリオンの手術治療では単純摘出が困難な場合、腱の温存と切除について
高度の判断が要求される。

1-Po3-3 手指の静脈奇形に対するマルチモダリティイメージングによる経皮的硬化
療法
Percutaneous sclerotherapy of digital venous malformations with multimodality imaging

石川 耕資（KKR札幌医療センター斗南病院 血管腫・血管奇形センター） 
佐々木 了，古川 洋志，藤田 宗純，長尾 宗朝

静脈奇形は先天性の脈管形成異常であり、海綿状血管腫に相当する。手の機能温存を前提とした
病変の完全切除はしばしば困難であり、再発率が高い。硬化療法は複数回の治療を要するが、低
侵襲に症状改善が期待できる。我々は皮膚潰瘍、神経麻痺などの合併症を回避するため、エコー、
X線、赤外線観察カメラシステムなどのモダリティを併用して硬化剤の動態イメージングを図って
いるので、その有用性を報告する。
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1-Po3-4 手部に発生した血管平滑筋腫
Treatment for Angioleiomyoma in the Hand

中村 　修（香川大学 医学部 整形外科） 
加地 良雄，山口 幸之助，山本 哲司，森　　 健

手術加療を行った血管平滑筋腫6症例について検討した。術前比較的強く本腫瘍を疑われたものは
2例のみであった。本腫瘍の特徴として疼痛や単純X線像での石灰化が挙げられるが、必ずしも疼
痛や石灰化が出現するわけではなかった。また、MRI像では特異的所見が少なく、他の軟部腫瘍と
の鑑別が難しい。したがって、手部に発生した軟部腫瘍で、画像所見で特異的所見が少ない場合、
本腫瘍も鑑別の念頭に置く必要があると思われた。

1-Po3-5 弾発指との鑑別に難渋した手根管内腱鞘腫瘍の1例
a case of intra capal tunnel tumor with difficulty in  distinguishing from snap finger

浅妻 　敢（京都民医連中央病院） 
東 正一郎，松本 　孝，中川 洋寿，村上 純一

63歳男性、右環指屈曲時にひっかかり感があり右環指腱鞘炎と診断し、腱鞘切開術を施行した。
弾発は術直後消失した。しかし術後6ヵ月で再発し、腱鞘炎の再発と診断し再度、腱鞘切開術を施
行した。手関節背屈位では弾発は消失したが、屈曲位では弾発は残存した。MRI実施したところ手
根管遠位の環指屈筋腱周囲に腫瘤を認め腫瘍摘出術実施した。病理診断所見より腱鞘繊維腫と診
断した。弾発は消失し、術後10ヶ月で再発を認めない。

1-Po3-6 術後再発したガングリオンの外科的治療法の検討
Operative Treatment of Recurrent Ganglions

山中 　学（和歌山県立医科大学 医学部 整形外科） 
谷口 泰徳，下江 隆司，浅井 宣樹，辻本 修平

今回は当科で治療した術後再発ガングリオンの外科的治療について報告する。再発ガングリオン
の外科的治療では、関節包、腱鞘、滑液包、前回手術による瘢痕部を含めてガングリオンを完全
摘出する事が大切である。関節内深部から発生した症例では、ガングリオンの茎部を確実に切除
する事が重要である。再発ガングリオンの外科的治療を確実、適切に行えば良好な成績が期待で
きるため、外科的治療は推奨できる治療法である。
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 9:35～10:20 ポスター発表 19：腫瘍2

座長：金谷 貴子（神戸労災病院）

1-Po3-7 爪下部発生グロムス腫瘍の切除術： 
顕微鏡視下側方骨膜下アプローチの有用性
Microsurgical Excision of Subungual Glomus Tumors through a Lateral Subperiosteal 
Approach

村松 慶一（山口大学 医学部 整形外科） 
伊原 公一郎，橋本 貴弘，富永 康弘，田口 敏彦

グロムス腫瘍の治療法は完全な切除術である。これまで爪下部発生例に対しては爪甲切除、爪床
切開法が行われてきたが、術後の長期使用制限や爪変形の発生が問題となる。当科では顕微鏡下
でVasisht等の報告した側方骨膜下アプローチを行い、爪変形の後遺障害は認めず、患肢の早期使
用が可能であった。腫瘍の取り残しと再発防止のため術前の正確な腫瘍位置確認が重要で、MRI所
見とPin Click Testを重視するべきである。

1-Po3-8 四肢に発生したグロームス腫瘍の検討
Glomus tumors of the extremities

篠原 孝明（中日病院 名古屋手外科センター） 
中尾 悦宏，高橋 明子，中村 蓼吾，平田　 仁

四肢に発生したグロームス腫瘍29例、30肢につき、臨床像、画像所見を中心に検討した。手指発
生が27指、手関節、前腕、足部がそれぞれ1肢であった。外観上腫瘍を認識できないことも多く、
MRIが診断に有用であるが、腫瘍が小さく、描出されない症例もあり、Carrollの三徴候が診断に
有用であると考えられた。しかし、自発痛、寒冷時痛を認めない症例もあるので注意が必要である。

1-Po3-9 手指爪下部腫瘍の治療成績
Treatment of Subungual Tumors in the Hand

米田 昌弘（大阪掖済会病院 整形外科） 
新谷 康介，斧出 絵麻，高松 聖仁，香月 憲一

手指の爪の部分の痛みや爪の変形などを主訴とする爪下部腫瘍について，その臨床的な特徴，画
像所見，治療成績について検討した．症例は37指36例，グロームス腫瘍が最も多く，粘液嚢腫，
類皮嚢腫，爪下外骨腫，扁平上皮癌，他である．その特徴的な臨床症状から腫瘍の存在をまず疑
うことが大事である．MRIが診断には有用で，画像診断が病理組織学検査と一致したのが約90％
であった．
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1-Po3-10 指に生じた多発性腱鞘巨細胞腫の一例
A case report of multiple giant cell tumor of tendon sheath in a finger

藤岡 宏幸（兵庫医療大学 リハビリテーション学部） 
常深 健二郎，麩谷 博之，塚本 吉胤，田中 寿一

58歳女性。右中指基節部掌側腫瘤を主訴に来院した。MRIで造影効果のある腫瘍が屈筋腱を取り
囲むように描出された。さらに、MP関節およびDIP関節近傍の屈筋腱腱鞘にも同様の腫瘍を認めた。
切除生検術では3ヵ所とも腱鞘巨細胞腫であった。本症例のように多発性に生じる場合もあるので、
MRIで腫瘍の評価を確実に行い、適切に切除を行うことが重要であると考えられた。

1-Po3-11 手関節以遠に発生した滑膜性骨軟骨腫症
Synovial Osteochondromatosis:Occurs in Wrist and Thumb

高橋 洋平（山口大学大学院医学系研究科整形外科） 
村松 慶一，橋本 貴弘，富永 康弘，田口 敏彦

滑膜性骨軟骨腫症手指や手関節周囲での発生は極めてまれとされている。今回、我々は手関節以
遠に発生した滑膜性骨軟骨腫症の2例を経験したので報告する。1例は母指基節部に発生し著明な
可動域制限を生じたもの、1例は手関節尺掌側に発生し尺骨神経麻痺を生じた症例であった。いず
れも切除を行い術前の症状は改善し、現在のところ再発もなく経過良好である。発生母地である
滑膜を同時に切除することが重要である。

1-Po3-12 手に発生した脂肪腫の手術成績
Operative outcome of Marginal Resection: 7 Lipomas of The Hand

上石 貴之（横浜市大 整形外科） 
松尾 光祐，針金 健吾，川端 佑介，齋藤 知行

手に発生し手術を施行した脂肪腫の7例について報告する。術前、2例にしびれを認めた。MRI検
査では、腫瘍は深部で腱を取り囲むように存在していた。全例に辺縁切除術を施行し、腫瘍と腱
との剥離は容易であったが、掌側指神経は腫瘍に圧排され皮下直下に存在していた。最終調査時、
術前のしびれは改善していたが、1例に尺骨神経障害を認めた。手術に際して、変位した指神経や
深部の神経を損傷しないように注意が必要である。
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10:20～11:05 ポスター発表 20：腫瘍3

座長：千野 博之（東京慈恵会医科大学 整形外科学講座）

1-Po3-13 手指に発生したmyxoinflammatory fibroblastic sarcomaの1例
A Case of Myxoinflammatory Fibroblastic Sarcoma of the Finger

長谷川 健二郎（岡山大学 医学部 形成再建外科） 
難波 雄三郎，木股 敬裕

myxoinflammatory fibroblastic sarcoma（以下、MIFS）は1998年に初めて報告された、四肢遠
位端に発生する低悪性度の稀な肉腫である。今回我々は37歳女性の右環指に発生した本疾患の1例
を経験したので報告する。MIFSは悪性度は低いが高率に局所再発し、稀にリンパ節転移、肺転移
をきたす。本腫瘍の報告は本邦では少なく稀な肉腫ではあるが、手外科医は本疾患の存在を認識
しておくことが重要である。

1-Po3-14 環指中手骨に発生した軟骨肉腫の一例
A Case of Metacarpal Chondrosarcoma of the Ring Finger

矢野 浩明（宮崎大学 医学部 整形外科） 
大田 智美，中村 志保子，帖佐 悦男

軟骨肉腫の手指発生は稀である。症例は87歳の女性で、右環指中手骨背部痛と腫脹を認め、内軟
骨腫が疑われ紹介となる。掻爬骨移植術を施行し、病理診断は内軟骨腫であった。術後腫脹とXp
上骨融解像を認めたため、生検術を施行した。診断は軟骨肉腫であり、CM関節離断術を行った。
病理組織学的に分化型軟骨肉腫と良性の軟骨腫との鑑別は難しく、臨床症状やレントゲン上所見
などが診断の決め手となることも多いと言われている。

1-Po3-15 上肢に発生した類骨骨腫の診断と治療
Osteoid osteoma of the upper extremity: diagnosis and treatment

村松 慶一（山口大学 医学部 整形外科） 
橋本 貴弘，富永 康弘，高橋 洋平，田口 敏彦

類骨骨腫は圧倒的に下肢に多く上肢発生例は少ないため認知度が低く、確定診断を得るまでに時
間を要する事が多い。夜間痛を主訴にする若年者でX線像にて骨硬化を認めれば、上肢であっても
まず類骨骨腫を念頭に置くべきである。診断はthin slice CTで皮質骨内にNidusを認めれば確定
できる。治療法はNidusのみ摘出すれば十分であるが、病変が小さいためCT所見により的確な侵
入経路を術前に計画せねばならない。
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1-Po3-16 手指内軟骨腫掻爬術後に使用する人工骨補填材についての検討  
－ハイドロキシアパタイトとβ-リン酸三カルシウムの比較－
Comparison of two different artificial bones grafted after enchondroma resection in hands

菱村 亮介（北海道大学医学部 整形外科） 
河村 太介，松井 雄一郎，瓜田 　淳，岩崎 倫政

手指に発生した内軟骨腫掻爬術後の骨欠損に移植される人工骨としてはβ－リン酸三カルシウム
（β－TCP）、ハイドロキシアパタイト（HA）がある。人工骨周囲の骨新生や皮質骨のリモデリング
に要する時間について、同施設内で直接比較した報告は無い。当科で内軟骨腫掻爬術後にβ－TCP 
あるいはHAを移植した症例について調査した。移植骨辺縁の不明瞭化はHAが、皮質骨のリモデ
リングはβ－TCPで有意に早かった。

1-Po3-17 手指骨に発生した内軟骨腫に対する腫瘍掻爬・骨移植術の治療経験
The therapeutic experience of the tumor curettage and bone transplantation to the 
enchondroma which occurred to the finger bone 

中村 志保子（宮崎大学 医学部 整形外科） 
矢野 浩明，石田 康行，大田 智美，帖佐 悦男

内軟骨腫は手指骨に発生する最も頻度の高い骨腫瘍で、一般に腫瘍掻爬・骨移植が有用な治療と
されている。今回、手指骨に発生した内軟骨腫に対し骨移植を行なった症例における、単純X線で
の移植骨の違いによる経時的変化・短期成績を検討した。

1-Po3-18 手指内軟骨腫に対する内視鏡併用掻爬術の経験と骨開窓部の術中操作によ
る拡大
Endoscopic surgery for ennchondroma of the hand

北川 泰之（日本医科大学 多摩永山病院 整形外科） 
牧野 　晃，今野 俊介，宮本 雅史，高井 信朗

内軟骨腫に対する内視鏡併用掻爬の経験について検討した。骨開窓径を3mmまたは5mmとした。
術直後の長径は中央値7mmと掻爬操作による拡大がみられ、慎重な手術操作の必要性が示唆され
た。骨開窓径を5mmとした症例は、3mmとした症例と比べて、術直後の開窓部の長径はほぼ同等
であり、手術時間は若干短縮した。骨開窓径を5mmとやや大きめにすることは操作性及び安全性
の面から有効であることが示唆された。
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11:05～11:30 ポスター発表 21：無腐性壊死

座長：国分 　毅（神戸大学大学院整形外科）

1-Po3-19 Cushing症候群に合併したKienbock病の1例
A case of Kienbock's disease complicated with Cushing syndrome

辻本 修平（新宮市立医療センター 整形外科） 
谷口 泰徳，下江 隆司，浅井 宣樹，山中 　学

今回われわれは、Cushing症候群に合併したKienbock病の1例を経験したので報告する。症例は、
受診時の3ヵ月前にCushing症候群と診断され左副腎摘出術を施行されていた。Cushing症候群は
コルチゾールの分泌過剰により引き起こされた病態であり、未治療のCushing症候群のコルチゾー
ル分泌過剰状態により、ステロイド性骨壊死と同様の成因でKienbock病を発症したと考えられた。

1-Po3-20 分節化を伴う進行期キーンベック病に対する橈骨月状骨間固定の2例
Radiolunate fusion for advanced Kienböck disease - 2 case reports of a fragmented 
lunate

白川　 健（さいたま赤十字 整形外科） 
代田 雅彦

分節化し月状骨が掌背に離開した進行期キーンベック病に対して橈骨月状骨間固定を行い、術後3
年以上良好に経過している2例について報告する。主病変部位の関節固定による確実な除痛と、有
頭骨に対向する月状骨関節面の再建により手根骨間関節の可動性を残しながらcarpal heightの低
下を長期に防ぎ、安定した力強い手関節機能を獲得できる有用な術式と考える。

1-Po3-21 有頭骨無腐性壊死の2例
surgical treatment for avascular necrosis of the capitate: Two cases report

幸田 久男（燕労災病院整形外科） 
吉津 孝衛，牧 　　裕，森谷 浩治，二宮 宗重

有頭骨無腐性壊死2例の術後成績とX線的予後を検討した。手関節掌背屈可動域・握力・X線での
CHRを、術前より最終調査時まで経時的に調査した。掌背屈可動域・握力は、最終時には良好な
成績が得られた。CHRは2例ともに術後早期から低下し、術後6ヶ月からは大きな変化はなかった。
CHRの低下は手根骨配列の変化を意味し、変形症性変化の進行・可動域制限が危惧される。CHR
維持のため、術後の創外固定あるいは仮STT固定が必要と考えた。
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13:30～14:05 ポスター発表 22：その他1

座長：小林 明正（相模台病院 整形外科）

1-Po3-22 固有指部デグロービング損傷に対して陰圧閉鎖療法と全層植皮を施行した
2例
Treatment of Degloving Injury of Finger with Full Thickness Skin Graft after Negative 
Pressure Dressing: 2 Cases Report

河本 豊広（川崎医科大学 整形外科学教室 脊椎・災害整形外科学） 
高田 逸朗，篠山 美香，長谷川 徹

デグロービング損傷などの手指の高度な複合組織損傷は，血行再建を試みても救済困難なことが
多く，組織壊死に至ることが多い．壊死に陥った2症例の手指デグロービング損傷に対して陰圧閉
鎖療法後に全層植皮を施行した経験を報告する．固有指部デグロービング損傷に対して陰圧閉鎖
療法後に全層植皮を施行し，患者の負担軽減のみならず，技術的にも簡便であり，試みてよい選
択肢と思われた．

1-Po3-23 手杙創の臨床的検討
A Clinical Review of Impalement Injuries to the Hand

黒柳 美里（北里大学病院 救命救急センター） 
根本 　充，熊澤 憲一，内沼 栄樹

杙創は，深部に及ぶ刺創という要素に加え，周囲組織の挫滅を伴う鈍的外傷の要素も持つ特異な
外傷である．顔面・体幹・下肢杙創についての報告は散見されるが，上肢の報告例は少ない．わ
れわれは手杙創8例を経験したので，受傷機転，刺入物，受傷部位，来院時の状態，損傷組織，治療，
合併損傷について調査を行い，手杙創の臨床的特徴や治療上の問題点について検討した．

1-Po3-24 Bulky dressingが手部へ与える圧力について
Measurement of surface pressure of the hand exerted by bulky dressing

多田　 薫（金沢大学 整形外科） 
岡本 駿郎，八野田 愛，土屋 弘行

bulky dressingを中心として様々なドレッシングを行い、圧力分布測定システムを用いて指～手
部の掌側面20か所の圧力を測定した。その結果、bulky dressingでは手部に対し均一な圧力が加
わっておらず、圧力が加わる部位は母指球や小指球部に偏っていた。従ってbulky dressingは出
血や浸出液の吸収や手指の安静を図る目的で行うべきであり、浮腫や出血、血腫を軽減させる目
的で行うべきではないと考えられた。
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1-Po3-25 小児手部マムシ咬傷に対して抗毒素血清投与と減張切開を行った1例
A Pediatric cases of viper bite the hand that made the relaxation incision administration 
and serum antitoxin

畑中　 渉（札幌東徳洲会病院 整形外科）

抗毒素血清投与と減張切開術にて回復が得られた小児マムシ咬傷の1例を経験した。ヘビ咬傷に対
する外科的処置に確立されたものは無く、根本的な治療薬として抗毒素血清があるが、アナフィ
ラキシーショックを起こすことも多く、その使用には賛否がある。また、抗毒素血清を小児マム
シ咬傷に投与した報告例は少ない。マムシ咬傷では迅速かつ適切な初期治療が大切であるが、経
験が少ないと判断に遅れることがあるので、注意を要する。

1-Po3-26 皮膚壊死、腱融解をきたした小児マムシ咬傷の1例
Skin and EPL necrosis due to snake bite

北野 陽二（南和歌山医療センター 整形外科） 
佐々木 貴英

皮膚壊死、腱融解をきたした小児マムシ咬傷の1例を経験したので報告する。

14:05～14:40 ポスター発表 23：その他2

座長：岡田 充弘（大阪市立大学 整形外科）

1-Po3-27 手関節背尺側部痛におけるECU synergy testの有用性
Utility of the ECU snergy test in the dorsal ulnar-sided wrist pain

佐藤 潤香（葦の会 石井クリニック） 
石井 義則，野口 英雄，武田 光宏

2週間以上続く手関節背尺側部痛が主訴の30人31手にECU synergy testと超音波エコー検査を施
行した。ECU関連痛かどうかの判断にエコーを用いたところ、ECU synergy testの感度78.6％、
特異度76.5%、陽性的中率73.3%、陰性的中率81.3%だった。同testは原因がわかりにくい手関
節背側痛において価値のある疼痛誘発検査であり、陽性であればECU周囲の病変が疼痛に関与し
ている可能性を疑うべきと考えられた。

1-Po3-28 医療用ヒル治療に際しての当科の取り組み
Medical leech treatment

川上 亮一（福島県立医科大学 整形外科） 
紺野 慎一，江尻 荘一，畑下 　智

アメリカでは、2004年に医療用ヒルがアメリカ食品医薬品局（FDA）に認可された。しかし、日本
においては、現在保険適用がない。医療用ヒルを適正に用いるために行った当科の試みを紹介する。
切断指再接着手術後、鬱血に際して12例、逆行性指動脈皮弁術後の鬱血に際して1例のヒル治療を
行った。当科においては、倫理委員会の審査時に、ヒル治療による合併症を整理して、各々の対
応策を準備することで合併症を防ぐことが可能であった。
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1-Po3-29 両側環指・小指屈曲拘縮をきたした筋サルコイドーシスの1例
Bilateral flexion contractures of ring and little fingers due to sarcoidosis-a case report

下田 　信（長野中央病院 整形外科）

67歳女性，主訴は両側の環指と小指の伸展制限．63歳で腫瘤型筋サルコイドーシスと診断され，
経過観察されていた．66歳から両側環指と小指の伸展が困難となり，安静位で環指と小指が屈曲
したままとなった．ステロイド療法は無効で，環指・小指深指屈筋の筋腱移行部で腱延長術を施
行した．術後3週間のギプス固定後ダイナミックスプリントを装着して後療法を行い，環指・小指
とも伸展が可能となった．

1-Po3-30 指骨変形、骨端線部分閉鎖をきたしたmicrogeodic diseaseの1例
A case of microgeodic disease whitch resulted in phalangeal deformity and partial 
epiphyseal closure

久保田 雅仁（春日井市民病院 整形外科） 
岡本 秀貴

13才男性のMicrogeodic diseaseの1例を経験した。示指中節骨骨端線近傍に比較的広範囲の骨吸
収像を認め病的骨折を生じていた可能性がある。最終的に軽度の尺屈変形とSwan-neck変形、骨
端線部分閉鎖を来した。一般的には予後良好な疾患であるが発生部位、病変の大きさによっては
治療上注意が必要である。

1-Po3-31 圧挫神経損傷後の神経再生におけるGLP-1受容体作動薬エキセンディン-4
の治療効果
Therapeutic effect of exendin-4, a long-acting analogue of glucagon-like Peptide-1 
receptor agonist, on nerve regeneration after the crush nerve injury

山元 浩治（防衛医科大学校 整形外科学講座） 
尼子 雅敏，土原 豊一，有野 浩司，根本 孝一

ラット坐骨神経の圧挫損傷モデルに対してGLP-1受容体作動薬であるエキセンディン4を投与し、
神経再生促進の効果を検討した。エキセンディン4の投与は圧挫損傷後の神経再生を術後4週の時
点で機能的、電気生理学的、組織学的に有意に促進した。エキセンディン4はすでに、2型糖尿病
治療として臨床応用されており、末梢神経損傷治療においてエキセンディン4の臨床応用が期待で
きる。
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14:40～15:30 ポスター発表 24：その他3

座長：田中 英城（新潟県立吉田病院 整形外科）

1-Po3-32 同種骨軟骨組織低温保存におけるヒアルロン酸添加University of 
Wisconsin液の有用性
Addition of Hyaluronic acid to University of Wisconsin solution improves cold 
preservation of osteochondral allografts

小沼 賢治（北里大学 医学部 整形外科学） 
内田 健太郎，山田 拓哉，成瀬 康治，高相 晶士

良質な同種骨軟骨組織を多くの患者に移植するには、同種組織を長期間低温保存可能な保存方法
の開発が重要である。本研究では高分子ヒアルロン酸添加University of Wisconsin（UW）液の有
用性を検討した。ラット骨軟骨組織をUW液あるいはヒアルロン酸添加UW液中で2週間低温保存
を行った。その結果、ヒアルロン酸添加により骨軟骨組織の細胞生存率が改善し、変性軟骨細胞
変性が抑制された。

1-Po3-33 外来予定手外科手術時の抗生剤の効果について
The role od prophylactic antibiotics in outpatient elective hand surgery

蔡 　栄美（市立池田病院 整形外科） 
今井 優子

清潔かつ軟部組織の手外科手術における抗生剤の効果を検討した。対象は253例で、抗生剤非使用
群98例、抗生剤使用群91例、糖尿病合併抗生剤使用群64例であった。手術内容は手根管開放術、
腱鞘切開術、茎状突起管開放術、軟部腫瘍摘出術、ガングリオン摘出術、腱剥離術であった。感
染は糖尿病合併抗生剤使用群で1例であり、また、糖尿病合併抗生剤使用群では創部治癒状態にト
ラブルが多かった。

1-Po3-34 医学部学生の手外科に対する認知度
The visibility of the hand surgery with the medical students

奥山 訓子（慶應義塾大学 医学部 運動器機能再建・再生学講座） 
和南城 静，佐藤 和毅，戸山 芳昭，中村 俊康

整形外科講義開始時の医学部生への質問紙調査では，手外科の認知度は脊椎外科より低く，関節
外科より高かった．手外科疾患として最も多く挙げられたのは手根管症候群（44％）で，次いで骨
折（35%），突き指（13%），腱鞘炎（10％）等が挙がった．整形外科のイメージとして頻出した語は
スポーツ（20%），骨折（14%），外傷（8％）などであり，講義履修前の医学生ではこれらを扱う手
外科としての認識は少なかった．講義の工夫で認知度は向上した．
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1-Po3-35 X線透視下手術における手外科医の手指被曝の現状
Measurement of the Dose of Radiation to the Hand Surgeon During Surgery

石垣 大介（済生会山形済生病院 整形外科） 
加藤 義洋，豊野 修二

手外科医の手指にリング型の線量計を装着し、14か月間に行われた97件のX線透視下手術での手
指被曝量を調査した。X線照射時間は合計437分（平均4.5分）で、手指の被曝量は合計31.8mSv（月
平均2.4mSv）であった。これは皮膚の年間被曝限度の範囲内であったが、他部位の透視下手術よ
りは多い傾向があり、透視野に術者の手指が入り込む機会が多い手外科手術の特性を反映してい
るものと思われた。

1-Po3-36 自衛官の訓練・作業中に発生した手の外傷・障害に関する疫学的検討
The epidemiological study of trauma and disorder of the hand that occurred in training 
and working in the Japan Self-Defense Forces

平原 康文（防衛医科大学校 整形外科） 
尼子 雅敏，有野 浩司，大野 晋太郎，根本 孝一

自衛官の訓練・作業中に発生した手の外傷・障害の実態を疫学的に検討した。手の外傷・障害521
人を対象とした。受傷状況としては、車両・機械整備中が最も多く、戦闘訓練、施設設営がそれ
に続いた。受傷内容は外傷が多数を占め、特に固有指部の損傷が多かった。受傷機転としては圧挫・
打撲が多かった。障害では手関節周囲の腱炎が多かった。これらの外傷・障害の予防のために指
及び手関節の保護が重要と考えられる。

1-Po3-37 慢性手関節背側痛の診断
chronic dorsal wrist pain

平地 一彦（市立札幌病院整形外科） 
上杉 和弘

慢性の手関節背側痛が主訴で局所の圧痛以外の臨床症状に乏しい症例に遭遇することがある．外
傷歴やX線の異常が伴っていれば診断は容易であるが、追加検査を行っても異常がない場合は診断
に苦慮する．過去22年に経験した慢性手関節背側痛の臨床像を検討した．

1-Po3-38 saddle deformityの2例
Xxxxxxxxx

堀切 健士（琉球大学 整形外科） 
普天間 朝上，金城 政樹，大久保 宏貴，金城 忠克，金谷 文則，小浜 博太

saddle deformityは虫様筋や骨間筋が深横中手間靭帯と癒着、あるいは深横中手間靭帯の遠位で
虫様筋と骨間筋が癒着し、full grip時、内在筋プラスまたはマイナス位で疼痛が誘発される状態で
ある。1例は転倒による打撲後に、1例はゴルフグリップの衝撃を繰り返した後に第4指間部の疼痛
が出現した。2例とも癒着剥離と深横中手間靭帯遠位1/2切除を行い症状は消失した。
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