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第1会場（Room 1）

  8:00～9:50 パネルディスカッション 4：Orthoplastic surgery

座長：光嶋 　勲（東京大学医学部形成外科教室）　　 

　　　牧　　 裕（一般財団法人新潟手の外科研究所）

2-1-P4-1 上肢腫瘍切除後の機能的整容的再建

澤泉 雅之（がん研有明病院 形成外科） 
棚倉 健太

上腕腫瘍の患肢温存手術では、安全な切除縁確保の点からも欠損に対する組織再建の役割は大き
い。腫瘍再建の特徴として、1）複合組織欠損　2）欠損の相対的大きさ　3）周囲組織は正常　4）
ROMは保たれている　5）二次的な手術計画は難しい、などがあげられる。
特に上腕では、皮膚・骨・血管など患肢温存に必要な組織を、次に神経・筋肉・腱などの日常に
不可欠な機能を、複合組織移植を用い合目的に修復することが必要となる。

2-1-P4-2 骨軟部腫瘍切除後の上肢再建
Reconstructive surgery for oncologic defect of the upper extremities

櫻庭 　実（国立がん研究センター中央・東病院 形成外科） 
宮本 慎平，茅野 修史，藤木 政英，大島 　梓，中馬 広一，川井 　章

四肢の骨軟部腫瘍の外科治療は、患肢切断から患肢温存へと変化してきた。更に近年では、より
機能的・整容的な高度な再建術が求められている。当院における骨軟部腫瘍切除後の上肢再建例
について検討を加え報告する。
過去10年間に国立がん研究センター中央・東病院において、骨軟部悪性腫瘍切除後に再建術を施
行した354例のうち、上肢再建例は61例（平均年齢46.4歳、男性35例、女性26例、1症例で2回の
切除と再建を行った3例を含む）であった。
再建部位は手部10例、前腕から上腕部36例、肩部15例であった。これらのうち、上肢機能の保持
を目的とした再建は27例で、他の34例は軟部組織欠損の被覆のみを目的に再建術が行われていた。
機能再建では骨移植による機能の温存が13例と最も多く、筋肉移植による動的再建は7例、神経移
植による再建が4例、腱移植による手指再建が4例、血行再建による上肢温存手術が3例で行われて
いた。このうち4例は血行再建＋動的再建など複数機能の同時再建であった。皮弁全壊死は2例で
認められ、術後再発により後日上肢切断を3例で必要とした。
骨軟部腫瘍は希少疾患でありながら多様な病態を有し、切除範囲も症例ごとに大きく異なる。こ
のため全体をまとめて評価することは適切ではないが、これまでの経験から機能再建の面を評価
すると、有茎広背筋皮弁による動的再建は有用性が高いと考えられる。腓骨頭移植による肩関節/
手関節再建は有用であるが、機能的に十分とは言えないと思われた。一方整容面では、再建術が
悪性腫瘍治療の一環である事から、術後治療を確実に行う等の理由で整容性より安全性を重視す
る必要がある。この事から多くの症例で二次的に皮弁の減量術を行などの対応をとっているのが
現状で、術式改善の余地があると思われた。
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2-1-P4-3 The Ideas and Innovations about Aesthetic and Functional 
Reconstruction for Entire Finger Loss Distal to MP Joint

髙見 昌司（関西電力病院形成再建外科）

我々は基節部レベルでの欠損指に対する整容的、機能的な再建方法として、2005年から第1背側
中足動脈の血管系のWAFと第2趾PIP関節の合併移植に遊離腸骨移植を加えた術式を行ってきた
が、2010年からは同じ血管系の第1趾基節骨の骨枝を用いた血管柄付き骨移植を組み合わせた新
しい術式に改善した。今回は我々の考え方、着眼点を交えながら、我々の再建術式の変遷と現在
の術式の詳細について報告する。

2-1-P4-4 先天異常手における機能と整容

川端 秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター）

手の先天異常の治療における機能再建と整容改善は時に相反することがある．一方で機能的な手
は美しく，美しく作られた手は機能的であることも多い．
先天異常手の治療においては整形外科と形成外科の両方の知識と技術を発揮するorthoplastic 
approachが大切である．

2-1-P4-5 Orthoplastic surgeyの概念とは

平瀬 雄一（四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサージャリーセンター）

Orthoplastic surgeryとは整形外科と形成外科の境界領域を指します。このような概念が生まれ
てきた背景は、実際の再建外科診療では骨だけでなく軟部組織の再建もともに必要とされる事が
多いからです。つまり、救急医療に代表される再建外科の現場では、整形外科の事をよく知って
いる形成外科医、あるいは形成外科の事をよく知っている整形外科医が求められているわけです。
あるべきorthoplastic surgeryの姿について私見を申し述べます。

2-1-P4-6 上肢軟部組織欠損に対する有茎穿通枝皮弁を用いた再建
Pedicled Perforator Flaps for Soft Tissue Reconstruction in the Upper Extremity

岡田 充弘（大阪市立大学医学研究科 整形外科学教室） 
上村 卓也，池田 幹則，横井 卓哉，中村 博亮

有茎穿通枝皮弁は有茎皮弁と穿通枝皮弁の両方の利点を有する。即ち、血管吻合を要さず、筋組
織を含めることなく拳上が可能である。これにより、遊離皮弁移植で懸念される血行障害と、皮
弁採取部の機能障害を抑えることができる。上肢では様々な血管茎を有茎穿通枝皮弁に利用でき、
皮弁の移植方法をpropeller flapまたはisland flapで使用することで、上肢皮膚欠損を有茎穿通枝
皮弁で再建することができた。
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10:00～11:40 パネルディスカッション 5：手外科医に必要な有茎皮弁2

座長：中島 英親（熊本機能病院）　　　　　 

　　　田中 克己（長崎大学医学部形成外科）

2-1-P5-1 逆行性指動脈皮弁の成績
Result of Reverse Digital Artery Flap

小平　 聡（埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所） 
福本 恵三，菅野 百合，加藤 直樹，村中 秀行

逆行性指動脈皮弁52例について、うっ血、SWtest、PIP屈曲拘縮に関する後ろ向き研究を行った。
皮弁の形態は島状皮弁38例、皮膚茎皮弁10例、静脈吻合皮弁4例であった。うっ血の予防には皮
膚茎皮弁では不十分であり、静脈吻合皮弁が有効であった。神経縫合を行わなくても防御知覚は
概ね保たれていたが、うっ血の高度な症例で知覚回復が不良であった。3割でPIP関節屈曲拘縮が
生じており注意が必要であった。

2-1-P5-2 手外科における後骨間皮弁の有用性
Posterior Interosseous Flap for Soft Tissue Defects in Hand and Forearm

矢島 弘嗣（市立奈良病院 四肢外傷センター） 
村田 景一，河村 健二，面川 庄平，小畠 康宣

後骨間皮弁は主幹動脈を犠牲にしない利点を有する皮弁で、我々は17例に対して本皮弁を使用し
た。14例は逆行性島状皮弁として、2例は順行性島状皮弁として、1例は遊離皮弁として用いた。
その結果、1例は鬱血により、2例は動脈の問題で壊死に陥った。また2例において術後後骨間神経
麻痺を生じたが、自然に回復した。皮弁挙上に際して、最近位の穿通枝を含まないこと、そして
血管束にできるだけ筋膜をつけることが重要であった。

2-1-P5-3 有茎後尺骨動脈穿通皮弁を用いた手部外傷の治療経験
Usage of pedicled dorsal ulnar artery perforator flap for reconstruction of hand trauma 

五谷 寛之（清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター） 
佐々木 康介，田中 祥貴，矢野 公一，山野 慶樹

手部、前腕における高度挫滅等の軟部組織損傷症例においては初期治療後、瘢痕形成で起こる腱
癒着や神経周囲の瘢痕による機能障害が問題となる。後尺骨動脈穿通皮弁は有茎で手根管部から
手背を含む手関節周辺の軟部組織欠損を被覆でき、主幹動脈を犠牲にせずにすみ、手技も他の皮
弁に比べ比較的容易な有用な手技と考える。
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2-1-P5-4 手外科に必要な有茎皮弁：有茎腹壁皮弁について
Pedicled Abdominal Flap

福田 憲翁（獨協医科大学 形成外科学） 
朝戸 裕貴，高田 悟朗，梅川 浩平，菅 　剛史

手における広範囲の組織欠損創に対しては、加工のしやすさや機能的・整容的な結果を考えると、
遊離皮弁移植術が第一選択になる。しかし、重度の外傷による欠損においては、遊離皮弁術が選択
できないことも多い。このような場合、短時間で確実な組織再建が可能である、有茎の腹壁皮弁
移行術が有用となる。手外科医にとって必要な手技の一つである。腹壁皮弁の役割を重視し、施
行する上でのポイント、注意点、応用法を報告する。

2-1-P5-5 上肢感染性皮膚欠損に対する有茎皮弁の有用性
The efficiency of pedicled skin graft for infectious skin defect at the upper limb

安部 幸雄（済生会下関総合病院 整形外科）

上肢において皮膚欠損を伴う感染症を併発した場合は種々の有茎皮弁が有用である．指では他指，
手背からの皮弁が適切で，母指ではkite flapが有用であった．手関節は逆行性橈側前腕皮弁や各種
穿通枝皮弁，逆行性後骨間動脈皮弁などが適応となる．肘頭では逆行性外側上腕皮弁は植皮を必
要とせず十分な皮下組織を再建できる．上腕では筋肉組織を含めた複合組織移植による再建が必
要な場合，有茎広背筋皮弁は第一選択と考える．
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13:30～14:30 特別講演 2

座長：根本 孝一（防衛医科大学校）

2-1-SL2 腱剥離術、腱移行術への局所麻酔の利用
Flexor or extensor tenolysis and tendon transfers under local anesthesia

吉津 孝衛（新潟手の外科研究所）

腱剥離術や腱移行術中での判断の確信が不明確な場合、成績に致命的な欠点となる。局所麻酔の
利用で自動運動が可能となり、多くの問題の解決となる。腱剥離術では主に予期せぬ癒着部の確認、
複雑な指伸展機構と外在筋腱との兼ね合いの解決などに役立つ。腱移行術では移行後のバランス
確認、拮抗筋も異状がある場合の張力の調節などが可能となる。術後の早期自動運動の可否判断
にも役立つ。

昭42年 新潟大学医学部 卒業，整形外科学教室 入局
昭54年 新潟大学附属病院整形外科 講師
昭61年 財団法人新潟手の外科研究所 所長
平19年 　同　理事長
平19年 　同　会長
平24年 一般財団法人新潟手の外科研究所 会長
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14:40～16:00 パネルディスカッション 6：腱縫合・骨接合術後の運動療法

座長：平田 　仁（名古屋大学大学院 手の外科） 
　　　白井 久也（美杉会佐藤病院）　 　　　　

2-1-P6-1 multistrand suture後に早期自動運動療法を行ったZone IIの屈筋腱損傷
症例の治療成績
Outcomes of the Flexor Tendon Suture in Zone II with Multistrand Suture and Early 
Controlled Active Mobilization

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

multistrand suture後に早期自動運動療法を行ったZone IIの屈筋腱損傷症例28例30指の治療成
績を検討した．深指屈筋腱に対する腱縫合は全例，6 strands suture法である吉津1法を用いた．
原則的に術後翌日よりKleinert変法に加え自動屈曲運動を開始した．術後再断裂が1例生じたが，
治療成績は％TAMで平均90.4％，Strickland評価法では平均87.8％と良好であった．

2-1-P6-2 深指屈筋腱皮下断裂に対する隣接指への腱移行と減張位早期運動療法の試み
Tension Reduced Early Mobiliation for Flexsor Tendon Rupture 

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

深指屈筋腱（FDP）皮下断裂に対する隣接指への腱移行と減張位早期運動療法の治療成績と問題点
を検討した。対象は本法を行った13例で罹患指は小指7例、示指3例、環小指2例、示中指1例であっ
た。最終時、平均可動域はMP関節88.7°、PIP関節90.3°、DIP関節52.6°であった。％TAMの
平均は90.5％で、優10例、良3例であった。問題点は示中指損傷例で示中指の独立運動が障害され、
1例で腱を移行した隣接指の軽度伸展制限を認めた。

2-1-P6-3 手指陳旧性屈筋腱断裂に対する足趾屈筋腱を用いた腱移植と早期運動療法
の経験
Flexor tendon grafting to the hand using the intrasynovial donor tendon, and early active 
motion therapy

大井 宏之（聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター） 
神田 俊浩，向田 雅司，鈴木 歩実，小野 真平

陳旧性手指屈筋腱断裂に足趾屈筋腱を用いた滑膜内腱移植術を行い、術後は早期自動屈伸訓練
を行った5例5指を経験したので報告する。1例が術後感染のため再断裂したが、その他は術後％
TAMが平均90.0％（78.5-100）、術後達成度は92.3％（80.6-97.9）であった。ドナーには同様の
性状をもつ屈筋腱を用いる方が理にかなっている。
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2-1-P6-4 PIP関節背側脱臼骨折後に深屈曲が阻害される病態の解析
Motion analysis of the proximal interphalangeal joint after dorsal fracture-dislocation 
injury

齊藤 　晋（京都大学 医学部 形成外科） 
鈴木 茂彦，石川 浩三，鈴木 義久，山中 浩気

超音波による掌側板の運動生理の研究を基礎にPIP関節背側脱臼骨折後の病態の運動解析を行っ
た。観血的7、保存的6の13指の治療経過中に超音波検査を施行し、掌側板の軌跡と舌部の運動の
関係を調査した。結果、屈曲可動域は健側と比較して12°不足し、運動解析では掌側板遠位の移動
性が減少し、掌側骨片が掌側板へ陥入する所見が認められた。掌側板の掌側移動の減少や舌部の
生理的回転の喪失は深屈曲を阻害する因子と考察した。

2-1-P6-5 橈骨遠位端関節内骨折において治療成績を予測する因子
Factors affecting outcome of intra-articular distal radius fractures

山崎 　宏（相澤病院 整形外科） 
佐々木 純，橋本 　瞬

橈骨遠位端骨折の治療成績を予測する因子を求めた. 対象は, 橈骨遠位端関節内骨折に掌側プレー
ト固定術を行い, 12週のプロトコールで後療法を行った70例とした. 24週のDASH scoreを説明
変数として, 多重ロジスティック回帰分析を行ったところ, 年齢, 6週での痛み, 12週での握力が関
係していた. 高齢で痛みや握力の回復が少ない患者には, 重点的な後療法が必要である.
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16:00～17:50 シンポジウム 6：狭窄性腱鞘炎

座長：別府 諸兄（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座） 
　　　鈴木 克侍（整形外科 藤田保健衛生大）　　　　　　

2-1-S6-1 内視鏡下手術で観察した狭窄性腱鞘炎の病態と発生原因の検討
Endoscopic Tendon Sheath Release Reveals Mechanism of Trigger and Stiff Fingers

仲尾 保志（元赤坂クリニック）

2指節の母指の腱鞘炎では、A1 pulleyの絞扼が疼痛や関節可動域障害の主な原因であり、A1の切
離のみで早期に治癒に至らせることができた。一方、3指節の中指では、A1 pulleyの絞扼に加え
て、肥厚した滑膜性腱鞘や腱に付着した滑膜が疼痛や可動域障害の原因に関与していることが多
く、手指のスムーズな滑走を獲得するには、A1の切離に加えて滑膜性腱鞘や手掌腱膜の切離が必
要であることが多かった。

2-1-S6-2 顕微鏡下腱鞘切開術からみたばね指の病態像について
Pathogenesis of the snapping finger through microscopic surgery

大井 宏之（聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター） 
神田 俊浩，向田 雅司，鈴木 歩実，岩田 勝栄

ばね指に対して顕微鏡下で従来の腱鞘切開術を行い、その病態像を考察した。腱鞘切開はA2 
pulleyまで加える必要はなかった。滑膜炎と腱鞘の状態などから大まかに5つに分類できたが、分
類が臨床症状や術後の症状回復などにはかならずしも結びつかなかった。また滑膜切除を行わな
いとばね現症がなくならない症例が2指あった。

2-1-S6-3 屈筋腱狭窄性腱鞘炎（ばね指）に対する低用量トリアムシノロンは効果が 
あるか？
The efficacy of low dose Triamcinolone acetonide for trigger fingers

田中 利和（キッコーマン） 
小川　 健，中谷 卓史，谷口　 悠，落合 直之

注射後3か月以上の観察可能な471人721指を対象とし，2011年6月1日前はトリアムシノロン
2mg（2mg群），後は4mg（4mg群）で2群間の比較を行った．初回投与後3か月の症状改善は，2mg
群79.0％，4mg群83.5％と有意差はなかった．再発は2mg群52.0％，4mg群40.7％，再発後注
射は2mg群407回平均2.2回，4mg群は199回平均1.4回，手術は2mg群61指，4mg群37指と有意
に2mg群で多かった．
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2-1-S6-4 手指狭窄性腱鞘炎に対する超音波ガイド下ステロイド注射の効果 
－腱鞘内と腱鞘外注射の比較－
Effectiveness of ultrasound-guided triamcinolone injection for the treatment of trigger 
fingers -Comparative study between intrasheath injection and extrasheath injection-

四宮 陸雄（広島大学 医学部 整形外科） 
砂川 　融，中島 祐子，川西 啓生，越智 光夫

手指狭窄性腱鞘炎に対する超音波ガイド下腱鞘内注射と腱鞘外注射の効果を比較検討した．痛み
や弾発現象に対しては腱鞘内への注入が必須ではない可能性が，PIP関節の可動域制限の改善には
確実な腱鞘内注入の必要性が示唆された．腱鞘外注射では腱鞘内注射と比べ屈筋腱に対するトリ
アムシノロンの作用が弱くなるため，その膨化が病態の一つとされるPIP関節可動域制限例には適
さないと考えられた．

2-1-S6-5 手指ばね指腱鞘切開後のPIP伸展制限の検討
Restriction of PIP Joint Extension after Trigger Finger Release

近藤 幹朗（泉整形外科病院） 
高原 政利

手指ばね指の腱鞘切開で63例78指を対象として術後PIP伸展制限の残存を検討した。全指のA1を
切開し、PIP伸展制限が残存した14指にA2の切開（部分切開：13指、全切開：1指）を行った。PIP
の伸展制限は術前／術直後／1か月／3か月でA2非切開群：8.0度／1.3度／2.3度／1.1度、A2切
開群：23.7度／8.1度／13.4度／8.5度。術前の伸展制限が20度以上では術後1か月で20度以上
の伸展制限が有意に多く、A2の全切開が必要と考えた。

2-1-S6-6 手指ばね指術後のPIP関節屈曲拘縮の予防のための後療法
Postoperative rehabilitation for trigger fingers to prevent flexion contracture at the PIP 
joint

草野 　望（富永草野病院 整形外科）

手指ばね指ではA1腱鞘切離後にバネ現象は消失してもPIP関節（J）の屈曲拘縮と痛みが残存する例
があり、特に術前よりの高度拘縮例に多い。PIPJ屈曲拘縮の主因はA2腱鞘下浅指屈筋腱腱裂孔部
での深指屈筋（FDP）腱の遠位への滑動制限と考え、腱鞘切開後にFDP腱の滑動を促す後療法を行
い、術前の屈曲拘縮高度例でも術後早期からPIPJ伸展角の良好な改善を得た。また術翌日のPIPJ
屈曲拘縮の病態把握検査より上記仮説を裏付ける所見を得た。

2-1-S6-7 本当に腱鞘炎？－鑑別を要した母指種子骨障害の臨床的検討－
Treatment of disorders of The Thumb sesamoids

金 　潤壽（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

母指腱鞘炎との鑑別を要した種子骨障害の症例を、臨床的に検討した。対象は25例で、症状の改
善しなかった5例に観血的治療を行った。臨床所見では種子骨に圧迫を加えながら、MP関節を屈
曲させると強い疼痛を誘発した（sesamoid compression test）。また、観血的治療を行った症例
でも治療成績は良好であった。sesamoid compression testは、腱鞘炎との鑑別を要する種子骨
障害を診断するのに、有用で簡便な検査である。
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第2会場（Room 2）

  8:00～9:00 一般演題 32：舟状骨

座長：坪川 直人（一般財団法人新潟手の外科研究所）

2-2-1 舟状骨骨折の骨接合術後の骨癒合形態の検討
Natural history after the surgery of scaphoid fractures

三竹 辰徳（安城更生病院 整形外科） 
建部 将広，田中 健司，浦田 士郎，中尾 悦宏

舟状骨骨折の術後に一時的に骨吸収像が出現したものの、疼痛もなく癒合に向かう症例をしばし
ば経験する。そこで、骨接合手術を行い、12週以上追跡調査可能であった舟状骨骨折31例を調査
した。術後に骨吸収像を認めたものは11例であった。術後8週までに最も骨吸収像が目立つよう
になったが、慎重な後療法の結果スクリューの緩みは認めず、術後12週までに全例で骨癒合した。
舟状骨骨折は一見新鮮安定型に見えても注意が必要である。

2-2-2 中学、高校生における舟状骨偽関節治療の問題
Treatment of Scaphoid Nonunion in Teenage

横井 達夫（岐阜県総合医療センター 整形外科） 
野々村 秀彦，濱田 和，河村 真吾，鈴木 　康

2007年9月より2013年8月まで手術を行った18歳以下の舟状骨骨折手術22例のうち、Herbert
分類CまたはD1.D2に相当する14例について検討した。【結果】13例が男性で、いずれも活発なス
ポーツ活動をしていた。受傷から手術まで平均309日を要していた。手術方法は1例を除きDouble 
thread screwを内固定に用い、遊離骨移植を行った。1例を除き骨癒合が得られた。期間は平均
109日であった。診療、治療の問題点について報告する。

2-2-3 舟状骨偽関節と手根靭帯断裂についての検討
Radiological and arthroscopic assessment of scaphoid nonunion and scapholunate 
instability

建部 将広（安城更生病院 手の外科・マイクロサージャリーセンター） 
平田　 仁，浦田 士郎，田中 健司

舟状骨偽関節と手根靭帯不安定症の合併について放射線画像・関節鏡を用いて頻度と各種因子との
関連を検討した。舟状月状骨・月状三角骨間ないしは両者の不安定性を半数に認めていた。両者
不安定のものは術後可動域制限が見られた。月状骨の形状とDISI変形には関連を認めたが、骨折
型・手根アライメントと靭帯不安定性とは関連を認めていなかった。舟状骨偽関節の治療にあたり、
靭帯不安定性を確認する必要があると考えられた。
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2-2-4 舟状骨骨折偽関節に対する1,2 intercompartmental supraretinacular 
arteryを用いた血管柄付骨移植術の治療経験とその工夫
The treatment of scaphoid nonunions using vascularized bone graft with the 1,2 
intercompartmental supraretinacular artery

津村 卓哉（倉敷中央病院 整形外科） 
松本 泰一，柿木 良介，高山 和政，松下 　睦

当院における1,2 intercompartmental supraretinacular arteryを用いた血管柄付骨移植術の治
療成績を検討した。当院では血管柄付骨移植の適応をMRIT1強調画像で低信号を呈するものとし
ており，近位に限らず，腰部でも積極的に血管柄付骨移植を行っている。血管柄付骨移植の利点
として従来の腸骨移植と比べ，骨癒合率，骨癒合期間が早いことが上げられるが，手関節可動域
に関しては,掌屈でやや不良傾向であった。

2-2-5 舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成績
Clinical results of vascularized bone graft for scapohid nonunion

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

舟状骨偽関節に対しZaidemberg法による血管柄付き骨移植術を用いて治療を行った。対象は9例
9手、全例男性、年齢は平均28.2才、罹病期間は平均8.2ヶ月、経過観察期間は平均38.2週であっ
た。全例骨癒合が得られた。骨癒合時期は平均13.7週であった。最終調査時の手関節可動域は掌
屈67.2°、背屈63.9°、握力健側比は平均90.8%、Mayo scoreは平均88.0点で、RLAは術前平
均－11.1°、術後－12.3°であった。

2-2-6 舟状骨偽関節における骨移植法の工夫 －「継ぎ手技法」の応用－
A Device of Bone Graft Technique for Scaphoid Non-uion

麻田 義之（田附興風会 北野病院 整形外科） 
玉置 康之，田中 康之

舟状骨偽関節の治療において日本古来の工法である「継ぎ手技法」を応用した骨移植法を試みた。骨
折中枢部と末梢部に縦溝と横方向の段差を作成し縦方向の突起と欠損幅に合わせた横方向の翼を
持つ十字型の移植骨を挿入する。縦溝と縦方向の突起を台形にすることにより「腰掛け蟻継ぎ」継
ぎ手と同様の効果で移植骨は安定する。本法を行った9例全例で骨癒合が得られ、外固定期間短縮、
機能回復、変形矯正の点でも良好な結果を得た。
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  9:10～10:10 招待講演 2

座長：金谷 文則（琉球大学 医学部整形外科）

2-2-IL2 FRACTURES OF THE CARPAL SCAPHOID-BEST EVIDENCE

Jesse B. Jupiter （the AO foundation Education Board）

This presentation will look at evidence-based treatment highlighting radiographic diagnosis, treatment of 
acute non-displaced waist or proximal pole fracture, and displaced waist fracture.

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

Nondisplaced fracture-best evidence of treatment 
Desai et al looked at 151 acute scaphoid fractures treated in a cast and were unable to predict the likelihood 
of fracture union.

Waist level 
Best evidence suggests stable internal fixation is best to be considered for working patients as it will diminish 
time to union, allows earlier return to sport, and is cost effective.

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

Displaced fractures—best evidence of treatment
Today there remains inconclusive definitions of displacement. Best evidence points to operative treatment 
however no studies have clearly defined dorsal vs volar approach; percutaneous vs open treatment; or 
arthroscopic vs open treatement.

Dr. Jupiter graduated from Brown University in 1968 magna cum laude with a 
degree in Classics as well as lettering for 4 years in soccer and baseball. 

He then went to Yale School of Medicine, graduating in 1972. After a surgical 
internship, he worked with the Pima Indians for 2 years. 

Dr. Jupiter came to Boston in 1975 for a year of General Surgery at the 
Massachusetts General Hospital followed by an Orthopaedic residency in the 
Harvard program, finishing in December, 1979. An AO trauma fellowship in Basle, 
Switzerland, followed by a hand and microsurgical fellowship in Louisville completed 
his training.

Dr. Jupiter returned to the Massachusetts General Hospital in 1981 ultimately 
heading the Hand Service from 1995 to the present. He is also the recipient of the 
Hansjörg Wyss/AO Professor of Orthopaedic Surgery at Harvard Medical School.

Dr. Jupiter is a member of 27 Professional Societies, on 15 Editorial Boards, 
has given over 1000 scientific presentations, 115 invited lectureships and 20 
Eponymous Lectures. He has been an author of over 250 peer review publications; 
125 reviews or educationally relevant publication; 91 book chapters; an editor of 6 
books; and author or co-author of 3 texts.
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10:20～11:50 シンポジウム 7：舟状骨骨折保存治療と手術的治療の適応と限界

座長：田中 寿一（兵庫医科大学整形外科）　 　　　　 

　　　中尾 悦宏（中日新聞社健康保険組合 中日病院）

2-2-S7-1 安定型舟状骨骨折に対する保存療法
Conservative treatment for stable acute fractures of the scaphoid

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

安定型舟状骨骨折に対して保存療法を行った38例を検討した。舟状骨骨折は、内固定材料の進歩
により従来では保存療法の適応であったA2などにも積極的に手術が行われ、外固定期間の短縮と
ともに良好な成績が得られているが、手術を希望しない例では外固定による治療を選択せざるを得
ない。保存療法は手術治療よりもさらに細かい配慮が必要で、治療前には外固定期間と範囲、そ
の間のADL障害等について患者に十分説明する必要がある。

2-2-S7-2 嚢腫型を呈する舟状骨中枢部骨折に対する骨移植を併用しない経皮的スク
リュー固定術
Percutaneous Screw Fixation without Bone Graft for Cystic-Type Nonunion of Proximal 
Pole Scaphoid Fractures

納村 直希（金沢医療センター 整形外科） 
池田 和夫

嚢腫型を呈する舟状骨中枢部骨折に対して、骨移植なしの経皮的スクリュー固定を5例6手に行っ
た。受傷時期不明例が2例3手にあった。6例中4例に骨癒合が得られた。骨癒合不全2例は受傷時
期不明例であった。受傷からの経過が長い場合は手関節拘縮のため、中枢からスクリューを良好
な位置に挿入困難である。良好な位置にスクリューを設置できれば、嚢腫型を呈する舟状骨中枢
部骨折も骨移植なしで対応できるものと考えた。

2-2-S7-3 スポーツ選手の舟状骨骨折遷延治癒例に対するスクリュー固定術の成績
Outcomes of screw fixation without bone graft for delayed union of scaphoid fracture in 
athletes

辻原 隆是（京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学） 
藤原 浩芳，小田 　良，勝見 泰和，久保 俊一

スポーツ選手の転位の少ない比較的安定した舟状骨骨折遷延治癒23例に対しスクリュー固定術の
みを施行し，骨癒合獲得および早期競技復帰が可能かどうか検討した．結果，23例中22例に骨癒
合が得られ，骨癒合までの期間は平均17.3週，競技復帰までの期間は平均8.5週であった．比較的
安定した舟状骨骨折遷延治癒例は，スクリュー固定術のみで骨癒合が得られ，骨癒合を待たずに
早期競技復帰可能であった．



Room
 2

185

2-2-S7-4 手舟状骨偽関節に対する手術的治療成績の検討
Surgical treatment of scaphoid nonunion

小林 由香（東海大学外科学系整形外科学） 
齋藤 育雄，池田 全良，清水 あゆ子，持田 讓治

舟状骨偽関節術後にLIPUSを併用した症例と併用しなかった症例についてretrospectiveに検討し
た。対象はHerbert分類でB1型骨折偽関節は11例とB2型は12例で、経皮的螺子固定術と楔状腸
骨移植術を行った。LIPUSあり12例、なし11例、22例は骨癒合した。経皮的螺子固定はLIPUS
ありとなしでは有意差はなく骨癒合した。腸骨移植例はLIPUSありで早期に癒合した。

2-2-S7-5 舟状骨偽関節に対する鏡視下手術の適応
Operative Indication of Arthroscpic Assisted Cancellous Bone Grafting for Scaphoid 
Nonunion

重松 浩司（東大阪市立総合病院 整形外科） 
速水 直生，面川 庄平，田中 康仁

今回舟状骨偽関節に対する鏡視下偽関節手術の適応について考察した。骨癒合率は91.7％であっ
た。術前CTでの骨欠損長が骨癒合を獲得した症例では平均2.0mm（1-2.6mm）であったのに対し、
再偽関節例は6.8mmと著しく欠損が大きかった。また50歳以上で骨癒合期間が延長する傾向にあ
り、1例は再偽関節となった。偽関節期間、MRIでの骨壊死の有無、DISI変形には明かな傾向はな
かった。

2-2-S7-6 舟状骨突起より近位の偽関節に対する血管柄付き骨移植術－3群間の比較
Vascularized bone graft for Scaphoid nonunion proximal to dorsal ridge  
-comparioson of three groups

川崎 恵吉（昭和大学横浜市北部病院 整形外科） 
稲垣 克記，富田 一誠，池田 　純，根本 哲也

血管柄付骨移植術を施行した舟状骨偽関節例のうち、舟状骨突起より近位の偽関節25手を、背
側舟状月状骨間靱帯が付着する舟状骨突起を境に部位別に3群に分類し比較検討した。術前のRL 
angleはより遠位で大きかった。手術法は、橈骨と第2中手骨からの血管柄付き骨移植を背側に設
置することが多かった。骨癒合と臨床成績は、より近位の方が不良であった。
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12:10～13:10 うるまセミナー 7

座長：山内 裕雄（順天堂大学名誉教授）  　

共催：バイオメット・ジャパン株式会社

2-2-LS7 The Malunited Distal Radius Fracture: Indications and options for 
reconstructive Surgery

Diego L. Fernandez  
（Department of Orthopaedic Surgery at the Lindenhof Hospital in Berne, Switzerland）

Extra-articular malunion is the most common complication of conservatively treated unstable fractures. 
Intra-articular malunion results after failure to recognize potentially articular disruption or due to insufficient 
reduction of articular fragments during surgical treatment. If symptomatic malunion occurs, radial osteotomy 
offers better function, improves the cosmetic appearance and normalizes carpal kinematics.
The indications for radial osteotomy are dictated by the limited function, the severity of pain, the presence 
of midcarpal instability, associated distal radio-ulnar problems and a substantial deformity with radiographic 
findings of a pre-arthrotic deformity, mechanical imbalance of the carpus and incongruence of the distal 
radio-ulnar joint that threatens wrist function. The contraindications are: advanced degenerative changes in 
the radiocarpal and midcarpal joints, fixed carpal malalignment and limited functional capability of the hand 
due to underlying neurologic dysfunction.
Extra-articular osteotomies are performed through a dorsal minimally invasive approach or through a palmar 
approach with volar palting. Intra-articular malunions deserve early correction in order to restore the anatomic 
integrity of the joint surface before the onset of extensive cartilage damage. Conventional outside-in wrist 
arthrotomy, computerized planned osteotomy guides and inside-out arthroscopic techniques are possible.
Depending on the associated DRUJ pathology, the techniques of ligament reconstruction, ulnar shortening, 
resection arthroplasty and prosthetic replacement should be performed in combination with the radial 
osteotomy. 

Dr. Diego L. Fernandez is an Orthopaedic and Hand Surgeon who currently 
practices in the Department of Orthopaedic Surgery at the Lindenhof Hospital in 
Berne, Switzerland.

Prof. Fernandez is an active member of numerous international scientific societies 
including the Swiss Orthopaedic Association, the Swiss Society of Accident 
Medicine, the Swiss Society for Surgery of the Hand, the American Society for 
Surgery of the Hand (ASSH), The American Orthopaedic Trauma Association and 
the American Academy of Orthopaedic Surgeons. He is also an active member of 
the AO International and AO Switzerland.

Professionally, he is a devoted upper extremity, hip and trauma surgeon. Throughout 
his career, he has written over 140 articles and book chapters in peer-reviewed 
orthopaedic literature. His particular academic interest is related to surgery of the 
wrist joint, including the treatment of distal radius and scaphoid fractures as well as 
their complications. Prof. Fernandez has authored numerous articles and chapters 
relating to these topics and together with Dr. Jesse Jupiter he published in 1995 a 
comprehensive book entitled: “Fractures of the Distal Radius: a practical approach 
to management”.
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13:30～14:30 教育講演 2

座長：田中 寿一（兵庫医科大学整形外科）

2-2-EL2 再生医療分野のレギュラトリーサイエンスに関する法律改正と各種規制の
動向～手外科領域の再生医療推進に向けて
The regulatory science and perspective for Cellular and Tissue based Products in Japan

岡田 　潔（大阪大学医学部附属病院未来医療開発部未来医療センター）

再生医療は特に整形外科、手外科の分野においては、骨軟骨再生、靭帯再生、末梢神経再生など
非常に期待が持たれている分野である。しかし、新たな再生医療技術の開発には、基礎研究から
市販化まで一貫した戦略が必要であり、戦略を検討する際には、再生医療に関連する規制の動向
を知ることが重要となってきている。よって、今回、開発の一助になるよう、日本における再生
医療の推進と規制の枠組みと今後の動向について解説したい。

大阪大学医学部附属病院未来医療開発部　特任講師

大阪大学医学部整形外科教室所属。
平成22年　大阪大学大学院博士課程修了。
平成23年より厚生労働省で、平成24年から医薬品医療機器総合機構で審査業務等に従事。
平成25年より現職として医薬品開発の橋渡し業務等を行う。
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14:40～15:40 招待講演 3

座長：柴田　 実（新潟大学 形成外科）

2-2-IL3 Ligament Reconstruction of 1st Carpometacarpal Joint

Tsu-Min Tsai （University of Louisville School of Medicine）

Arthritis of 1st carpometacarpal (CMC) joint is a common problem in hand surgery.  For symptomatic 1st 
CMC arthritis, conservative treatments are usually first considered, but when satisfactory relief cannot be 
achieved or when the patients are tired of repetitive injections, surgery is indicated.
We offer different procedures according to Eaton classification. For patients with Eaton class I/II, pure 
inter-metacarpal ligament reconstruction by use of 50% of flexor carpi radialis (FCR) tendon without 
trapeziectomy is preferred. For patients with Eaton class III/IV, trapeziectomy is performed in addition to 
ligament reconstruction. Our technique does not require bone tunneling in the base of 1st metacarpal.
In our presentation, we will provide our technique and rationale of pure ligament reconstruction without bone 
tunneling and review the results of our cases from 2009~2011 will be reviewed, including the improvement 
of DASH and pain scores, as well as the grip and pinch strength. 

EDUCATION:
MD  College of Medicine, National Taiwan University, Republic of China, 

1961

PROFESSIONAL EXPERIENCE: 
Present: Clinical Professor of Surgery, University of Louisville School of Medicine, 
Louisville, Kentucky
1980-Present  Staff Surgeon, Kleinert Kutz and Associates Hand Care Center, 

Louisville KY 

PUBLICATIONS:
Author of more that 140 journal articles and book chapters.

Most Recent:
Tsai, TM, Panattoni, Joao: HISTORY OF MICROSURGERY: Curiosities from the 
Sixties and Seventies. Microsurgery, 33:85-89. 2013
Savvidou, C and Tsai, TM: Long-term results of arterial sympathectomy and artery 
reconstruction with vein bypass technique as a salvage procedure for severe digital 
ischemia. Annals of Plastic Surgery, Vol 70:2, pp 168-171, Feb 2013.
Yang, Yong, Kumar, Kannan, Tsai, Tsu-Min: Radiographic evaluation of chronic 
static scapholunate dissociation post soft tissue reconstruction. J Wrist Surgery 
2:155-159. 2013. 
Chen SH, Tsai TM: Ulnar Tunnel Syndrome. J Jand Surg Vol 39:3, March, 2014.

CERTIFIED: 
American Board of Orthopaedic Surgeons, 1984.
Added Qualifications in Surgery of the Hand, 1990, 2000.
Fellow, American College of Surgeons, 1987

HONORS:
America’s Top Doctors 2001-2013
America’s Top Orthopedists, 2013
US NEWS AND WORLD REPORT, 2011, Top Doctor (Orthopedics)
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15:50～16:40 一般演題 33：母指CM関節症1

座長：三浦 俊樹（JR東京総合病院）

2-2-7 母指CM関節症に対する装具療法  
－熱可塑性素材で作製した機能的スプリントの効果－
Splint therapy for the patients with thumb carpometacarpal osteoarthritis  
-The effect of functional splint made of thermoplastic material-

佐々木 秀一（北里大学 東病院 リハビリテーション部） 
中西 浩司，小沼 賢治，高平 尚伸，高相 晶士

母指CM関節症装具として、Thumb suspension splint（TSS）を考案した。TSSは細くリング状に
した熱可塑性キャストを第1中手骨遠位部に掛け、CM関節を背側から包み込み、手関節に巻きつ
け固定する構造である。装具装着下のX線透視下動態観察ではつまみ動作時にCM関節の亜脱臼が
整復される方向に力が働きCM関節が安定性した。TSSはCM関節以外の関節運動を残しつつ症状
を改善する簡便で機能的な装具である。

2-2-8 母指CM関節症に対する装具治療の満足度とコンプライアンスに関する調査
The research of satisfaction and compriance of splint for carpo-metacarpal ortoarthritis 
of thumb

太田 英之（名古屋大学大学院医学系研究科 総合医学専攻 運動・形態外科学講座 手の外科学） 
加藤 宗一，岩月 克之，山本 美知郎，平田　 仁

母指CM関節症に対する装具治療のコンプライアンスと有効性について調査した．【対象と方法】当
院でCM関節症に対して装具を処方され，アンケートに回答した患者83人を対象にした．【結果】装
具治療に満足した患者が56%，不満足な患者が44%で，統計解析の結果，Hand10のうち痛みと
手に関する自信についての項目が有意に影響ある因子であった．【考察】患者立脚型評価に留意し
た治療の重要性が示唆された．

2-2-9 母指CM関節症に対するThumb suspension splintの有効性
Effectiveness of the Thumb suspension splint for the patients with thumb 
carpometacarpal osteoarthritis

中西 浩司（北里大学東病院 リハビリテーション部） 
小沼 賢治，佐々木 秀一，高平 尚伸，高相 昌士

我々が考案した母指CM関節症のための装具Thumb suspension splint（TSS）の有効性について
検討した. 装具療法開始時の評価ではピンチ力はTSS未装着-装着間で有意に増大した. 装具療法開
始時と3カ月経過後の比較検討では外転可動域, 握力に有意差はなかったが, VASは有意に減少し, 
ピンチ力は有意に増大した. 3カ月経過時においてもTSS未装着-装着間でピンチ力は有意に増大し
た. 
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2-2-10 母指CM関節症非手術例27手における1年間でのMP関節過伸展角度の変化
Progression of hyperextension of metacarpophalangeal joint in carpometacarpal joint 
arthritis of the thumb

菅原 留奈（東京大学医学部附属病院 整形外科） 
森崎 　裕，三浦 俊樹，増山 直子，保坂 陽子

母指CM関節症におけるMP関節過伸展角度は対応に難渋する病態として認識されているが、その
進行速度についてはわかっていない。そこで、当科で母指CM関節症と診断され保存療法が選択さ
れた27手における1年間でのMP関節過伸展角度の変化を観察した。1年間でMP関節過伸展角度は
平均3.1度増加し、かつその変化は有意であった。

2-2-11 MP関節過伸展の残存が母指CM関節症に対する関節形成術の成績に及ぼす
影響
Effects of residual hyperextension of metacarpophalangeal joint on outcomes after 
arthroplasty for osteoarthritis of trapeziometacarpal joint

河村 太介（北海道大学医学部 整形外科） 
渡辺 直也，本宮 　真，船越 忠直，岩崎 倫政

母指CM関節症に対する関節形成術は概ね良好な術後成績が期待できる。しかし、治療成績には満
足していてもピンチ動作の際に脱力感を自覚している症例が散見される。我々は術後MP関節過伸
展の残存が、ピンチ力の低下や自覚症状の改善不良を引き起こすと考え、術後のMP関節過伸展と
臨床成績、画像評価を行った。術後DASHスコアの改善率はMP関節進展20度未満群が有意に高かっ
た。

16:40～17:40 一般演題 34：母指CM関節症2

座長：副島　 修（福岡山王病院 整形外科）

2-2-12 母指CM関節症に対する第1中手骨伸展骨切り術の経験
Extension Metacarpal Osteotomy in the Treatment of Osteoarthritis in the 
Carpometacarpal Joint of the Thumb

中村 敏夫巳（奈良西部病院 奈良手の外科研究所） 
玉井　 進，村田 景一，面川 庄平，田中 康仁

Eaton分類Stage2の13例に母指中手骨基部での30度の伸展骨切り術を施行しminiplateにて固定
した。術後母指示指間の開大を認め、握力、ピンチ力は術前後で変化なく、疼痛は改善していた。
伸展方向への骨切りによりCM関節の求心性が高まり、本来の適合性が復元されたと考えられる。
伸展骨切り術は、疼痛の消失、握力・ピンチ力の維持が期待でき、初期の母指CM関節症の治療と
して優れている。
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2-2-13 母指CM関節症に対する骨釘を用いた木森変法の手術成績
The results of modified Kimori methods with bone peg for thumb carpometacarpal joint 
arthritis

今田 英明（国立病院機構 東広島医療センター整形外科） 
渋谷 　早，新本 卓也，松下 亮介，岸 　和彦

我々は母指CM関節症に対して木森が考案した2重靱帯再建＋腱球挿入術を簡略化した木森変法（従
来法）を考案し、その後、再建靱帯を骨釘を用いて固定する新法を行ってきた。今回その成績を新法、
従来法間で検討した。VAS、握力、ピンチ力、可動域、arthroplasty space index（ASI）の変化を
調査したところいずれも有意差を認めなかった。ASIでは新法の方が術直後から最終観察時までの
大菱形骨腔の狭小化が小さかった。

2-2-14 母指CM関節症に対するThompson法（Diao変法）の治療成績
Clinical results of the Diao modification of the Thompson suspension arthroplasty for 
thumb carpometacarpal osteoarthritis

亀山　 真（東京都済生会中央病院 整形外科） 
小見山 貴継，手塚 正樹，柳本　 繁

母指CM関節症に対するThompson法において，靭帯再建に用いる長母指外転筋腱の第2中手骨
への腱固定を原法より遠位に作成するDiao変法の術式，および治療成績を報告する．対象は，
術後7カ月以上観察できた14例17手で，経過観察期間は7～36カ月（平均17.4カ月）であった．
Trapezial space ratioは，術直後に比し術後3カ月で有意に減少したが，以後，有意な低下はなかっ
た．疼痛，可動域，握力，ピンチ力は術前に比し良好に改善した．

2-2-15 母指CM関節症に対するドーナツ型骨・腱円板を用いた関節形成術
Partial Trapeziectomy with Doughnut Type Bone-Tendon Disc on Thumb Basal Joint 
Arthritis

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

母指CM関節症に対する切除型関節形成術は除痛効果に優れているが母指列の短縮とピンチ力の低
下が問題となる。今回、我々はTsaiが行っていた新しい関節形成術について報告する。対象は母
指CM関節症10手で、手術は大菱形骨を半切除後、摘出した骨をドーナツ型に採型しこれに長掌筋
腱を巻き付け、この骨腱円板をCM関節に挿入し、靭帯再建を行った。本法は除痛効果があり、母
指列の短縮が少なく、術後のピンチ力の回復が良好であった。
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2-2-16 有茎脂肪移植による母指CM関節形成術の術後成績
Postoperative outcomes of soft tissue interposition arthroplasty for thumb basal joint 
arthritis

小田 　良（京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学（整形外科）） 
藤原 浩芳，玉井 和夫，勝見 泰和，久保 俊一

保存療法に抵抗する母指CM関節症32例に対して有茎脂肪移植による関節形成術を施行した．術後
成績は良好であったが，活動性が高くCM関節の不安定性が高度な5例に疼痛が残存した．脂肪弁
はスベーサーとしての働きよりも，介在させることで無痛性の偽関節形成に役立っていると考え
た．本法は手術手技が容易で，臨床成績が良好なため，症例を選べば有用な方法である．

2-2-17 関節固定後に関節形成へ移行した母指CM関節症から術式選択について 
考える
Considering the surgical procedure for thumb CM arthritis: arthrodesis or arthroplasty

安部 幸雄（済生会下関総合病院 整形外科）

母指CM関節症の手術的治療は関節固定と関節形成に大別される．当科にて関節固定後の疼痛，可
動域制限により関節形成へ移行した3例4指を経験した．また一期的に関節形成を行った55例のう
ち術前Eaton分類stage 3と診断した31例の術中所見において舟状骨遠位関節面の関節症変化を
12例（38.7％）に認めた．隣接関節に関節症変化が存在すれば原則関節固定は適応外とされる．以
上より関節固定と関節形成の術式選択について検討した．
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第3会場（Room 3）

  8:00～8:50 一般演題 35：橈骨遠位端骨折5

座長：田嶋 　光（熊本整形外科病院）

2-3-1 Desmanet法を利用した粉砕Colles骨折の整復方法
The maneuvers to reduce the comminuted intra-articular fractures of the distal radius by 
means of the modified Desmanet's intramedullary pinning followed with volar locking 
plate fixation

佐々木 伸（厚生中央病院 整形外科）

Desmanet変法（D法）と掌側ロッキングプレート（VLP）の併用手術の立場から、橈骨遠位端粉砕骨
折の整復操作を検討した。D法で橈骨骨幹端部の整復を先行し、関節面のK鋼線による髄内整復と
下支え後に、掌側の安定化と関節面を下支えを目的にVLPを設置する方法で治療した粉砕Colles
骨折24症例を評価した。D法により橈骨骨幹端部の整復を短時間、低侵襲で先行でき、骨髄内か
らの関節面整復操作が容易になる、などの利点がある。

2-3-2 Watershed line以遠に骨折線のある橈骨遠位端骨折に対する治療成績
Treatment of distal radius fractures occurred on distal to the watershed line

川崎 恵吉（昭和大学横浜市北部病院 整形外科） 
稲垣 克記，上野 幸夫，門馬 秀介，酒井 　健

Watershed lineより以遠に骨折線のある橈骨遠位端骨折16例について検討した。骨折型は、背側
Barton＋Chauffeur骨折が多く、関節縁直下に骨折線がある粉砕Colles骨折、Chauffeur骨折が
続いた。年齢は若い男性のhigh energy損傷が多かった。整復位の保持及び臨床成績は良好であっ
た。使用したプレートは多種多様であったが、掌側、背側、橈側のPLPを要する骨接合インプラ
ントが有用であった。

2-3-3 橈骨遠位端粉砕骨折に対してプレート固定時、第3コンパートメントを 
部分開放しEPLを直視下に確認した症例の検討
The open part of the third compartment and iIdentified Extensor pollicis longus  
following volar plate fixation of distal radius comminuted fractures

山本 康弘（順天堂大学浦安病院） 
原 　　章，市原 理司，工藤 俊哉，楠瀬 浩一

橈骨遠位端粉砕骨折に対して掌側ロッキングプレートを行い、遠位のスクリューは背側皮質を捉
えて固定し、同時にEPLを確認した症例について検討した．2011年以降に10例に施行．3例での
スクリューの第3コンパートメント内へ突出を認め、伸筋支帯を縫合しEPLをコンパートメントの
外に出した。部分断裂は2例認めた．EPLを確認することにより、断裂を予防・確実な固定をする
ことが可能となる
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2-3-4 人工骨ブロック移植による橈骨遠位端骨折整復法　第2報；REGO（Radius 
En-Grafting Osteoplasty）とReverse-REGO
Reduction Technique for Distal Radius Fracture by Using Artificial Bone Block Graft: 
REGO (Radius En-Grafting Osteoplasty) and Reverse REGO

蜂須賀 裕己（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，松尾 俊宏，濱崎 貴彦，杉田　 孝

粉砕・圧潰を伴う橈骨遠位端骨折に対し、当科では人工骨ブロックを骨折部に移植し整復をより
簡便に行う方法‘REGO’を創案し施行している。第56回の本会で報告したREGOに加え、同様の
治療戦略に基づくReverse-REGOを併せて報告する。症例は31例で，Cooneyらの機能評価では
全例が優であった．本法は効果的な手技であると考える．

2-3-5 橈骨遠位端関節内骨折後の重度軟骨欠損に対する血管柄付き豆状骨移植
Reconstruction of severe cartilage defect after intra-articular fracture of the distal radius 
with the pedicle pisiform transfer

石井 久雄（名古屋大学 医学部 手の外科） 
建部 将広，太田 英之，山本 美知郎，平田　 仁

橈骨遠位端骨折における重度の関節軟骨欠損は、長期的な臨床成績を低下させる重大な要素であ
る。今回我々は、キーンベック病に対する治療法の一つとして有用性が報告されている血管柄付
き豆状骨移植を用いて、橈骨遠位端関節内骨折変形治癒の3例の治療を行い、良好な成績を得たた
め、surgical techniqueを中心にこれを報告する。

  9:00～9:50 一般演題 36：橈骨遠位端骨折6

座長：恵木　 丈（大阪労災病院 整形外科）

2-3-6 不安定型橈骨遠位端骨折に対する術前のラケット牽引
Traction Therapy for Preoperative Unstable Distal Radius Fracture

荒川 雄一郎（藤崎病院 整形外科） 
大久保 康一，宮城 光晴

不安定型橈骨遠位端骨折の術前で，外固定では整復保持が困難な症例に対して当院ではラケット牽
引を行っている．本法はソフトシーネの骨組みを用いた牽引法で，今まで37例に行っている．本
法はligamentotaxisを利用し不安定な骨片を手術まで整復保持することで，術中の整復操作が少な
く済み，手術手技が容易になった．また，牽引直後から手指の自動運動が可能で手指の拘縮予防
という利点もある．術前療法として本法は有用と考える．
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2-3-7 背側プレート固定術もしくは掌側ロッキングプレート固定術に背側アプ
ローチを追加した橈骨遠位端骨折の検討
Dorsal plate fixation or volar locking plate fixation with the addition of the dorsal 
approach for the fractures of the distal radius

近藤 秀則（金田病院 整形外科） 
今谷 潤也，森谷 史朗，前田 和茂，桐田 由季子

橈骨遠位端骨折に対する手術的治療は、掌側ロッキングプレート（以下VLP）固定術が第一選択で
ある。しかし、背側に天蓋骨片を有するもの、掌側の遠位骨片が小さくVLPでは固定できないもの、
背側骨片の整復が掌側のみでは困難なものなどでは、背側プレート固定術もしくはVLP固定術に
背側アプローチの追加が必要となる。術前の詳細な骨折型評価による適切な治療選択が良好な結
果を得るためには重要であると考えられた。

2-3-8 橈骨遠位端骨折に対するPolyaxial locking plateの課題と解決案  
－トルクレンチ使用の有効性－第四報
The utility of the torque wrench driver -Treatment of Distal radius fracture with 
Polyaxial locking plate, APUTUS2.5-

門馬 秀介（昭和大学 医学部 救急医学講座） 
川崎 恵吉，青木 光広，山越 憲一，稲垣 克記

Polyaxial locking plateであるAPTUS2.5シリーズの締め付けは術者の勘と慣れに依存する。ト
ルクドライバーの問題点と対策について検討した。遠位ロッキングの22例（152本）には0.8N・m、
残りの14例（97本）には0.7N・mのトルクドライバーを使用した。術中トラブルと術後矯正損失を
調査した。人工骨と新鮮屍体橈骨を用いた実験から臨床上のトルク値は0.7N・mで十分と思われた。
PLPのスクリュー固定にはトルクレンチは有用であった。

2-3-9 橈骨遠位端骨折治療におけるAcuMed社製Acu-Loc Plateのscrew挿入時
の骨の縦割れ現象について
A precaution for using Acu-Loc Plate for distal radial fractures 

藤原 那沙（静岡済生会総合病院整形外科） 
藤原 祐樹，伊藤 英人

橈骨遠位端骨折に用いるAcuMed社製のAcu-Loc Plateにおいて、screw挿入時に骨の縦割れを起
こした症例を多く認めたため、報告する。当院におけるAcu-Loc Plateを使用した197例のうち、
screw挿入部で骨に縦割れを起こした症例は28例（14.2%）であった。X線画像における所見以外
の明らかな臨床上の問題点は認めなかったものの、使用時には注意が必要である。
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2-3-10 橈骨遠位端新鮮骨折に対する掌側ロッキングプレートと低出力超音波パル
スの併用療法の試み
Combination therapy of low-intensity pulsed ultrasound and volar locking plate fixation 
for fresh distal radius fractures 

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

新鮮橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートで治療した27例と、低出力超音波パルス療
法（以下LIPUS）を併用して治療した27例について仮骨形成時期、骨癒合期間などを比較検討した
LIPUS併用群の方が仮骨形成時期、骨癒合期間とも有意に短縮されていた。LIPUSを併用しても
有害な合併症は認めず、全例骨癒合が得られた。新鮮橈骨遠位端骨折手術例に対しても、LIPUS
の有効性が確認できたと考える。

10:00～11:00 一般演題 37：橈骨遠位端骨折7

座長：山中 一良（済生会神奈川県病院）

2-3-11 橈骨遠位端骨折術後の尺側部痛に対する検討
Ulnar Pain after surgical treatment of distal radius fracture

杉田　 健（健和会大手町病院） 
酒井 和裕，古川 雄樹

橈骨遠位端骨折術後の尺側部痛の残存について調査を行った。過去2年半で橈骨骨接合89例中10
例に術後尺側部痛を認めた。橈骨骨折単独例は2例ありTFCC損傷を認め部分切除を行った。尺骨
茎状突起骨折合併例は8例で基部3例は鋼線固定後の鋼線突出による疼痛で抜去し1例は偽関節と
なった。先端・中央部例は偽関節2例、橈骨尺側部の軟骨損傷1例、橈骨短縮による尺骨突き上げ 
1例、SL離開1例であった。

2-3-12 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後の手関節尺側部痛 
－尺骨茎状突起骨折の有無との関連－
Effect of an unrepaired fracture of the ulnar styloid process on ulnar side pain of wrist 
after volar locking plate fixation of a distal radial fracture

佐藤 大祐（吉岡病院 整形外科） 
丸山 真博，吉岡 信弥

橈骨遠位端骨折を掌側ロッキングプレートで内固定し、尺骨茎状突起骨折を未治療とした37例を
後ろ向きに調査した。尺骨茎状突起骨折なし群（n=10）、Tip群（n=12）、Base群（n=15）の3群中、
手関節尺側部痛が残存したのはBase群の3例のみであった。橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキン
グプレート固定を行う場合、尺骨茎状突起基部骨折を未治療とすると術後に手関節尺側部痛が残
存する可能性がある。
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2-3-13 腱の滑走床障害を疑い背側展開を併用した橈骨遠位端骨折手術例の検討
Operative treatment for distal radius fracture by dual approach to prevent rupture of the 
extensor pollicis longs tendon

伊藤 博紀（厚生連山本組合総合病院）

橈骨遠位端骨折手術例におけるEPL断裂発生の頻度、および腱の滑走床障害を疑い第3区画を開放
した症例の臨床像を検討した．第3区画を開放した症例は、140例中8例（5.7%）であった．術前
CTは、腱滑走床の詳細な評価が可能であり、治療方針の決定に有用であった．徒手整復後の手指
自動運動における強い疼痛は、腱滑走障害が生じている可能性があり、画像所見と合わせた評価
によりEPL断裂を回避できる可能性が示唆された．

2-3-14 橈骨遠位端骨折後の腱断裂の検討
Tendon rupture after distal radius fracture

植田 有紀子（関西医科大学香里病院 整形外科） 
児島　 新，漆崎 亜弥，中村 誠也

近年、橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート固定の適応が拡大し、術後の腱断裂の報
告が散見される。我々も橈骨遠位端骨折に伴う腱断裂13例を経験した。これを回避するためにプ
レートの選択や手術手技に注意を払う必要がある。また保存的加療であってもEPL断裂は発生す
るため、手術の有無にかかわらず腱断裂が合併症の1つであることを患者には十分説明する必要が
あると考える。

2-3-15 橈骨遠位端関節内骨折術後の手関節動態と上肢機能の関係
The relationship between the carpal kinematics and the wrist function after intra-
articular distal radius fractures

土肥 義浩（東大寺福祉療育病院 整形外科） 
粕渕 賢志，小野 浩史，面川 庄平，田中 康仁

橈骨遠位端関節内骨折術後の手関節動態X線側面像から手根骨の動態を評価し上肢機能との関係に
ついて検討した。術後12か月までの調査で舟状月状骨間、及び橈骨月橈骨間、有頭月状骨間のうち、
舟状月状骨間の可動域のみがDASHスコアと負の相関を認め、また握力並びに掌背屈可動域とも正
の相関を認めた。舟状月状骨間は手関節の安定性に寄与するが橈骨遠位端骨折術後の回復期では
その可動性が上肢機能の回復に影響していた。

2-3-16 高齢者橈骨遠位端骨折に伴う手根不安定症について
dital radius fracture of the elderly with Carpal instability 

森実　 圭（里仁会 興生総合病院 整形外科） 
河野 正明，千葉 恭平，高須　 厚，沖　 貞明

65歳以上で橈骨遠位端骨折に対して手術的加療を行い抜釘時にも鏡視を行った22例を対象と
し、鏡視で手根骨間に不安定性のあるI群（n=10）、ないN群（n=12）に分け、手関節可動域、握力、
Mayo Wrist Score、X線学的項目としてScapholunate angle、Capitolunate angleを計測し、
また再鏡視時の所見について比較検討したところ、各項目において有意差・配列異常の進行を認
めなかった。
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11:00～11:50 一般演題 38：橈骨遠位端骨折8

座長：清重 佳郎（山形県立保健医療大学（理学療法学））

2-3-17 脆弱性骨折女性における橈骨遠位端骨折の特徴と掌側ロッキングプレート
固定の治療成績
The characteristics and treatment results of distal radius fracture in the fragility fracture 
population with distal radius fracture in Japanese women

加藤 宗一（名古屋大学 手の外科学） 
山本 美知郎，新井 哲也，太田 英之，平田　 仁

骨脆弱性骨折女性群における橈骨遠位端骨折の特徴と掌側ロッキングプレート固定の治療成績に
つき検討した。脆弱性骨折群においてはA3骨折が多く、低エネルギーな受傷機転が多かった。握
力以外は良好な他覚的評価が得られ、自覚的な能力評価の回復についても良好であった。重回帰
分析において患者能力評価と疼痛に影響する因子は年齢であることが示された。

2-3-18 後期高齢者の橈骨遠位端骨折に対する掌側locking plate固定術の治療成績
Volar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fracture in Patients over 75Years Old

品田 春生（横浜市立みなと赤十字病院 整形外科） 
能瀬 宏行，浅野 浩司，若林 良明

掌側locking plate を使用し手術治療を行った75歳以上の後期高齢者の橈骨遠位端骨折22例の手
術成績を検討した。術直後と最終経過観察時（平均9ヶ月）のX線でradial inclination（RI）は1.0±
2.8°減少し、volar tilt（VT）は1.7±3.2°減少し、ulnar variance（UV）は3.1±1.6mm増大し、
矯正損失を認めた。臨床成績はexcellent：11例、good：9例、fair：2例であった。矯正損失によ
るADL障害は生じなかった。

2-3-19 高齢女性の橈骨遠位端骨折に対するVA-TCPの治療成績の検討
Clinical Results of Distal Radius Fractures in Elderly Females, treated with VA-TCP

岡松 伸明（昭和大学医学部整形外科） 
川崎 恵吉，稲垣 克記，小磯 宗弘，前田 利雄

　VA-TCPを用いた高齢女性橈骨遠位端骨折の治療成績について検討した。65歳以上女性の28例
を対象とし、これらを関節外/関節内、骨幹端単純/粉砕、関節内単純/粉砕に分類し、比較評価を行っ
た。いずれの骨折型においても良好な整復位が保持できていた。当施設の症例からはVA-TCPの強
度は高齢者においても信頼できるものと考えられた。
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2-3-20 アレンドロネートの脆弱性橈骨遠位端骨折治癒過程への影響
Effect of early alendronate administration on fracture healing of fragility distal radius 
fracture

内山 茂晴（信州大学 整形外科） 
伊坪 敏郎，中村 恒一，今枝 敏彦，加藤 博之

アレンドロネートは強力な骨吸収抑制作用があり、骨折治癒過程を遅らせるという懸念がある。前
向き比較試験でアレンドロネート骨折治癒過程における効果を、新規脆弱性橈骨遠位端骨折患者
80人において単純X線像上の骨折治癒過程、身体所見、自覚症状で比較した。その結果いずれの
項目においても臨床上意味のある明らかな差は認められなかった。

2-3-21 骨粗鬆症性橈骨遠位端骨折におけるエルデカルシトール投与の有効性の 
検討
Effect of eldecalcitol for osteoporotic distal radius fractures

川端　 確（東住吉森本病院 整形外科） 
佐々木 康介，坂口 公一，寺浦 英俊

当院で骨粗鬆症性橈骨遠位端骨折に対して手術加療を行った症例の内、エルデカルシトール投与
群15例と非投与群26例の治療成績を比較し、エルデカルシトール投与の有効性を検討した。両群
の臨床的、X線学的比較検討ではすべての検討項目において有意差は認めなかった。ただし、エル
デカルシトール投与群の最終観察時の腰椎骨密度は投与前に比して有意に上昇しており、骨粗鬆
症治療としての一定の効果は認められた。
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12:10～13:10 うるまセミナー 8

座長：中村 蓼吾（中日病院名古屋手の外科センター）

共催：ナカシマメディカル株式会社　　　　　　

2-3-LS8 PMI（Patient Matched Instrument）を用いた上肢の矯正骨切術

村瀬　 剛（大阪大学 整形外科）

上肢の骨折変形癒合に対する治療では解剖学的に正確な矯正が特に重要である。我々は、コン
ピューター手術シミュレーションにより最適な矯正を計画するとともにPMI（Patient Matched 
Insrument）を用いて計画に忠実な手術を行う手術支援システムを開発し、前腕骨折変形治癒や内
反肘変形に対して臨床応用してきた。本講演では、昨年6月に薬事承認され実用段階に入ったPMI
を用いた上肢の矯正骨切術に関して、その実際と今後の展望に関して述べる。

昭和62年　阪大医学部卒業。
フランス留学、星ヶ丘厚生年金病院、関西労災病院などを経て
平成20年　阪大整形外科講師。
平成15年よりコンピュターシミュレーションを応用した上肢変形矯正システムの開発
に携わる。
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13:30～14:20 一般演題 39：橈骨遠位端骨折9

座長：戸祭 正喜（医療法人 川崎病院整形外科）

2-3-22 陳旧性橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術の経験
Volar plate fixation for old fractures of the distal radius 

遠山 雅彦（JR大阪鉄道病院 整形外科）

受傷後3週以上経過した陳旧性橈骨遠位端骨折11例に対し，掌側アプローチで骨折部を剥離，整
復し，掌側プレート固定による治療を行った．男1例，女10例で平均年齢は67歳，受傷より初
診までは平均6週，経過観察期間は平均20ヶ月であった．全例で矯正損失なく骨癒合が得られ，
Cooney評価ではexcellent 2例，good 3例，fair 5例であった．骨癒合完成後の矯正骨切りより，
軟部組織の拘縮が少ない早期手術は有効である．

2-3-23 手術的加療を要した橈骨遠位端骨折変形治癒例の検討
Surgical Treatment of Distal Radius Malunion

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

橈骨遠位端骨折変形治癒は稀では無いが、手術を要することもある。当科において手術加療を行い、
6ヶ月以上経過観察可能であった変形治癒例14例の臨床所見、X線像、Mayo wrist scoreを評価
した。橈骨矯正骨切り術、尺骨頭部分切除術施行例の術後臨床成績は概ね良好であった。サルベー
ジ手術となったSauve-Kapandji手術施行例ではMayo wrist scoreは劣っており、これらの症例に
対する治療には今後一考の余地があると考えられた。

2-3-24 橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する掌側ロッキングプレートを用いた橈骨
矯正骨切り術の治療成績
Clinical Results of Collection Osteotomy for bony deformity after Distal Radius Fractures

村島 一平（昭和大学 医学部 整形外科学教室） 
川崎 恵吉，稲垣 克紀，池田　 純，上野 幸夫

VLPを使用した橈骨矯正骨切り術20例の治療成績を調査した。臨床成績はCooney Score、画像
所見はUV、VT、RIなどのパラメーター計測を行い、各症例の合併症と合わせ治療成績につき検討
した。特にプレート破損や遷延治癒となった症例に関し原因の検討を行った。個々の状態に合わ
せプレート機種の選択、骨移植の方法を考慮することが望ましいと思われた。また、1cm以上の
骨延長を行う場合には、自家骨移植の方が望ましいと思われた。
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2-3-25 橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する矯正骨切術における背側プレート法と
掌側プレート法の比較
The Comparison of Corrective Osteotomy with Dorsal Buttress Plate Fixation and Volar 
Locking Plate Fixation for Malunited Distal Radius Fractures

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

橈骨遠位端骨折変形治癒に対し背側バットレスプレート固定法（D群）と掌側ロッキングプレート法
（V群）の治療成績を比較した。骨癒合はD群が有意に早かったが、抜釘を要する合併症はD群で多
かった。V群は有意にvolar tiltの矯正不足を認め、背側の剥離が不十分であった可能性が考えられ
たが臨床成績は2群間に差はなかった。掌側プレートを用いて矯正骨切術を行う場合、背側の十分
な剥離が必要であると考えられる。

2-3-26 橈骨遠位端骨折後の関節内変形治癒に対する観血的治療の検討
The Operetative strategy for Intra-Articular Malunion of the Distal part of the Radius 

原　 龍哉（名古屋大学 医学部 手外科） 
山本 美知郎，岩月 克之，太田 英之，平田　 仁

橈骨遠位端骨折（以下DRF）後の関節外変形治癒に対する観血的治療の報告は数多くあるが，関節
内変形治癒に関する報告は少ない．今回，当院及び関連施設で行ったDRF後の関節内変形治癒に
対する観血的治療10例（関節内骨切り術2例，血管柄付き豆状骨移植術3例，部分手関節固定術5例）
の術後成績を検討し，当科での関節内変形治癒に対する治療戦略を述べる．

14:20～15:10 一般演題 40：手根管症候群4

座長：西浦 康正（筑波大学附属病院 土浦市地域臨床教育ステーション）

2-3-27 電気生理学的検査と手根管症候群質問票に基づいた手根管開放術の臨床 
成績
The clinical results of carpal tunnel syndrome based on the electrophysiological 
examination and carpal tunnel syndrome instrument

浅野 哲弘（神野病院 整形外科） 
日高 康博，山脇　 正，高尾　 敦，宮田 輝雄

小皮切OCTRを行った症例について，電気生理学的に重症度を分類し，SWtest，自記式評価との
相関を検討した．術前の電気生理学的に重症であっても疼痛が強いとは限らず，本症の病態とし
て単に正中神経障害だけではなく，滑膜炎などの複合的因子の存在が示唆された．術後の自覚症
状の改善率は術前病期が進行しているほど悪く，術前の電気生理学重症度で自覚症状の改善を予
測しうると考えられた．
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2-3-28 手根管症候群に対する手根管開放術一年における男女間での電気生理学的
回復の比較検討
Comparison of Electrophysiological recovery after carpal tunnel release between male 
and female patients

金谷 貴子（神戸労災病院 整形外科） 
名倉 一成，国分　 毅，美舩　 泰，黒坂 昌弘

245手を対象に手根管開放術（CTR）術後1年での回復を電気生理学的重症度分類（1-5期）に基づき
男女間で比較した。術前は男性: 4期; 24手（44.4%）が女性: 5期; 96手（50.3%）が最多であった。
術後は男性: 42手（77.8%）、女性: 168手（88%）が一期以上改善し、男女間での回復度の有意差
はなかった。手根管症候群は女性に多く男性は臨床的に術後の回復が劣るとの報告もあるが、電
気生理学的には男女間での差はなく、CTRの効果は期待できた。

2-3-29 重症手根管症候群の運動神経電気生理学的診断
Electrophysiological Evaluation of Motor nerve in Severe Carpal Tunnel Syndrome 

田山 信敬（松村総合病院 整形外科）

浜田分類3の手根管症候群で短母指外転筋遠位潜時（APB DL）と第2虫様筋遠位潜時（2nd lumb 
DL）を誘発し、APB DLが誘発されない例に針筋電図を行い運動単位（MUP）の有無を確認し、
30%MUPが認められた。MUPが認められなかった例で2nd lumb DLが誘発された例が60%あり、
APB針筋電図より2nd lumb DLが非侵襲的で、診断に有用である。

2-3-30 重症手根管症候群（術前APB-CMAP導出不能例）の検討
Assessment of Advanced Carpal Tunnel Syndrome with Undetectable APB-CMAP

谷脇 祥通（高知大学 医学部 整形外科） 
中島 紀綱，野口 政隆

術前APB-CAMが導出不能な重症手根管症候群24例27手の調査を行った。術後1年以上の経過観
察が可能であった17例19手のうち、2例2手のみが導出不能のままであり、その他の例では術後1
年以内に導出可能となり掌側外転筋力も回復していた。術後早期の機能回復を強く希望しない症
例においてはECTRなどの小侵襲手術を選択し、1年程度で回復しない場合に機能再建を検討する
のが望ましいと思われた。

2-3-31 SNAP導出不能の手根管症候群に対する電流知覚閾値検査を用いた定量的
知覚評価
Use of the current perception threthold test for evaluation of severe carpal tunnel 
syndrome

土田 真嗣（京都府立医科大学 大学院医学研究科 運動器機能再生外科学（整形外科学教室）） 
藤原 浩芳，小田　 良，牧之段 淳，久保 俊一

CPT検査によって，知覚を定量的，客観的に評価できる．術前にSNAP導出不能であった重度
CTSの術後におけるしびれ感と知覚回復について，CPT検査で経時的に評価した．しびれ感が消
失した群では，術後1ヵ月から有意にCPT gradeが改善し，ほぼ正常化した．一方，C線維を刺
激した際のCPT値は術後12ヵ月後も有意に回復しなかった．CPT検査を経時的に評価することに
よって重度CTS術後のしびれ感が残存するか予測できる可能性がある．
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15:20～16:20 一般演題 41：手根管症候群5

座長：信田 進吾（東北労災病院 整形外科）

2-3-32 ステロイド注射が手根管内軟部組織の硬さに及ぼす影響
Effects of Corticosteroid Injection on Elasticity of Intracarpal Tunnel Contents

宮本 英明（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

エラストグラフィーを用いて、手根管内ステロイド注射が、正中神経と正中神経を除いた手根管
内軟部組織全体の硬さに及ぼす影響を調査した。健常者20人40手、手根管症候群患者20人22手
を対象とした。正中神経と神経を除いた軟部組織全体の歪み比は、それぞれ患者群が健常者群よ
り大きかった。注射6週間後には、正中神経以外の手根管内組織の硬化は改善したが、正中神経自
体の硬さは変化しなかった。

2-3-33 手根管症候群に対するエタネルセプトを用いた手根管内ブロック注射の 
効果
The effect of local injection with the tumor necrosis factor-alpha inhibitor, etanercept, at 
the wrist for carpal tunnel syndrome

芝山 昌貴（千葉大学大学院医学研究院 整形外科学） 
安部　 玲，岩倉 菜穂子，鈴木 崇根，國吉 一樹

手根管症候群（CTS）保存治療には様々な方法が試みられている。近年、腰下肢の神経障害性疼痛
に対して炎症性サイトカインであるTumor necrosis factor alpha（TNF-α）をターゲットにした
治療が注目されるようになり一定の有効性が報告されている。今回我々は、CTSによる神経障害
性疼痛に対し、TNF-α阻害薬であるエタネルセプト10mgを用いた手根管内ブロック注射を施行
し、その成績と有害事象を検討したので報告する。

2-3-34 手根管症候群重症例におけるICG蛍光法と電気生理学的検査を用いた神経
上膜切除の効果判定
Evaluation of the Effect of Epineurolysis for Severe Carpal Tunnel Syndrome by ICG 
Fluorescence and Nerve Conduction Study

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

末梢神経絞扼性障害の重症例では、神経絞扼部位で神経上膜の線維化している。手根管症候群重
症例に対し、線維化した神経上膜の部分切除を行い、その効果を電気生理学的検査とインドシア
ニン（ICG）蛍光法を用いて行った。神経上膜切除により、全例でICGの輝度上昇を認めた。電気生
理学的検査では、大部分の症例で刺激に対する応答性が改善された。重症例では、神経上膜の線
維化の除圧を考慮する必要があると考える。
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2-3-35 特発性手根管症候群に対する手指屈筋腱腱滑膜切除術 
－安定した手術成績を得るために－
Tenosynovectomy of Flexor Tendons for Idiopathic Carpal Tunnel Syndrome

鶴田 敏幸（医療法人友和会 鶴田整形外科） 
峯 　博子

我々は第54回本学会にてCTSに対する手指屈筋腱腱滑膜切除術の成績不良因子を男性，高齢者，
長期罹病，知覚著明低下，不十分な除圧であることを報告した。この結果を鑑み，2011年より60
歳以下の女性に限定し，安静時手根管内圧10mmHg以下を目標に本法を行った。その結果術後6ヶ
月時において神経伝導速度，知覚，APB筋力，ピンチ力，握力，DASH scoreは術前と比較して
有意に改善し，先行研究の成績不良例に該当する症例はなかった。

2-3-36 超音波検査を併用した関節鏡視下手根管開放術の有用性
Usefulness of Endoscopic Carpal Tunnel Release with Ultrasonography

大野 克記（大阪医科大学 整形外科） 
石津 恒彦，渡辺 千聡，根尾 昌志

関節鏡視下手根管開放術の合併症に正中神経損傷，浅掌動脈弓損傷，靭帯不全切離などの報告が
ある。術中に超音波検査を併用すれば短軸像で外套管，神経，動脈の位置は明瞭に描出可能であり，
靭帯切離後は外套管を掌側へ挙上できることを確認しえた．以上より靭帯切離前に短軸像長軸像
で外套管の位置を確認すれば安全に手術が可能であり，靭帯切離の評価も容易であった．本法は
これらの合併症への対策として有用と考えられる．

2-3-37 特発性手根管症候群に対する奥津法（1-portal）とChow法（2-portal）との
治療成績の比較
Comparative Study between Okutsu Method and Chow Method for Carpal Tunnel 
Syndrome

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

特発性手根管症候群に対する、奥津法とChow法の治療成績を比較検討した。評価項目は自覚症状
と短母指外転筋末梢潜時とし、治療効果の判定は術後4週と12週で行った。術前の電気生理学的重
症度に基づいた当科の手術適応では、奥津法とChow法の治療成績に差はなかったが、自覚症状と
短母指外転筋末梢潜時が悪化した症例がChow法で1例認めた。
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16:20～17:10 一般演題 42：手根管症候群6

座長：酒井 和裕（健和会大手町病院）

2-3-38 特発性手根管症候群ウサギモデルの滑膜下結合組織における
Transforming growth factor-beta発現の検討
Transforming growth factor-beta expression is increased in the subsynovial connective 
tissue in a rabbit model of carpal tunnel syndrome

千見寺 貴子（Biomechanics Laboratory, Department of Orthopedic Surgery, Mayo Clinic） 
Anne Gingery，Chunfeng Zhao，森谷 珠美，Peter Amadio

特発性手根管症候群（Carpal Tunnel Syndrome, CTS）のウサギモデルにおいて、滑膜下結合組
織（Subsynovial Connective Tissues, SSCT）のTransforming growth factor-beta及びその下
流因子であるconnective tissue growth factorの過剰発現を認めた。CTSの病因の一つとされる
SSCT線維化へのTGFβシグナルの関与が示唆された。

2-3-39 手根管症候群における正中神経の歪みと形態変化 
－自動振動装置を用いた末梢神経の歪み計測－
Deformation and Strain of Median Nerve in Carpal Tunnel Syndrome Patients

吉井 雄一（東京医科大学茨城医療センター 整形外科） 
石井 朝夫，田中 利和，酒井 晋介，落合 直之

手根管症候群における正中神経の形態変化と歪みの関連を調べた。健常者と特発性CTS患者を対
象とし、超音波検査装置で手根管近位部における正中神経の横断面積、周径、縦横比、円形率を
計測した。次に自家開発した自動振動装置を用い、正中神経の歪み計測を行った。各形態計測値
と歪みの相関を調べた。正中神経の横断面積と周径が歪みと中程度の相関を示した。CTSによる
正中神経の腫大は神経の弾性率の減少を伴うと考えられた。

2-3-40 超音波短軸像による正中神経の手根管内での移動の検討 
－手根管症候群例－
Ultrasound assessment of the displacement of the median nerve in the carpal tunnel 
at various wrist positions with active finger motion in patients with the carpal tunnel 
syndrome

南野 光彦（日本医科大学 武蔵小杉病院 整形外科） 
澤泉 卓哉，小寺 訓江，友利 裕二，高井 信朗

手根管症候群16例に対して，超音波短軸像を用いて手関節肢位変化による正中神経の手根管内で
の移動について検討した．患側は健側と比較して，正中神経が全肢位で掌尺側に位置していた．患
健側とも，手関節中間位から掌屈位や橈屈位にすると神経は掌尺側に移動し，全指伸展から屈曲
させると更に掌尺側に押し込まれ屈筋支帯で圧迫された．一方背屈位では神経は背橈側に，尺屈
位では掌橈側に移動し，全指屈曲により掌橈側に移動した．
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2-3-41 比較的若年者の手根管症候群における解剖学的特徴
The anatomical features of carpal tunnel syndrome among young people relatively

村田　 大（溝口病院） 
小島 哲夫，小川　 光，財津 泰久，仲西 知憲

20～30代の手根管症候群の術中所見において、特徴的な解剖学的所見を認めたのでこれを報告
する。対象は20～30代の症例14例16手で、男性5例女性9例、右10手左6手、手術時平均年齢は
34.3歳（23-38歳）であった。16例中10例で虫様筋、1例で中指FDS筋腹の手根管内侵入、1例で
正中神経肥大症を認め、多くの症例で解剖学的異常が存在した。これが何らかの要因で症状を引
き起こしていると推測した。

2-3-42 正中神経の反回枝の変異 －手根管開放術500例の検討－
Anatomical Variations of the Recurrent Branch of the Median Nerve 

今村 宏太郎（いまむら整形外科医院）

手根管症候群の手術例386例500手を対象に正中神経反回枝の変異について調査した。Poisel
の分類によると横手根靭帯の末梢で反回枝が分岐するextraligamentous typeは86.6%、横手
根靭帯の下で反回枝が分岐するsubligamentous typeは8.0%、反回枝が横手根靭帯を貫通する
transligamentous typeは5.4%であった。反回枝の数は1本360手、2本119手、3本19手、4本2手、
分岐部は橈側447手、橈側中央寄り35手、中央17手、尺側1手であった。
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第4会場（Room 4）

  8:00～9:00 一般演題 43：指節骨・関節損傷

座長：石突 正文（石岡市医師会病院）

2-4-1 札幌市二次救急指定病院における手指末節骨骨折の疫学
Epidemiology of the finger distal-phalanx fracture in a Sapporo secondary emergency 
designated hospital

畑中　 渉（小児愛育教会付属 愛育病院 整形外科）

手末節骨骨折は、指節骨骨折の中で比較的頻度が高いと言われているが、医療者側も患者側も軽
症と考えがちで、中断やfollow不能な例が多い一方、偽関節の発生率も高く、その治療は慎重であ
るべきと考える。骨癒合までの期間が長いことを認識してもらい、粗面部骨折に対しては装具を
利用した保存療法を、骨幹部・基底部骨折に対しては転位の程度により強固な骨接合を行うか装
具を利用した保存療法を選択することが勧められる。

2-4-2 ガラス繊維（ファイバーグラス）シーネを用いた指の単関節固定（指ギプス
シーネ）
The application of grassfiber cast splint for immobilization of a single finger joint

高原 政利（泉整形外科病院 手肘スポーツ） 
近藤 幹朗，根本 忠信

末・中節骨骨折や指節間関節損傷の106例（年齢平均23歳）115指に対して2号オルソグラスを用
い、指の単関節固定（指ギプスシーネ）を行なった。隣接指の自動運動を勧め、シーネの自己抜去、
再装着を許可した。皮膚・循環障害3指、外固定変更2指、手術に移行3指であった。スポーツ例の
73%はシーネ装着下に平均9.3日後に復帰した。指ギプスシーネは強固な単関節固定であり、早期
復帰を目指すスポーツ選手に有用であった。

2-4-3 手指指節骨骨折に対するTwo-Dimensional Intraosseous Wiring 
（Two-DIOW）の治療経験

Two-Dimensional Intraosseous Wiring for the Phalangeal Fractures

山本　 研（ペガサス 馬場記念病院 整形外科） 
窪田 　穣，濱 　峻平，安田 匡孝，釜野 雅行

整復保持困難な手指指節骨骨折においてK-wireによる固定では固定力に問題があり早期可動域訓
練が行えず関節拘縮が生じる事が多い。一方、プレート固定では固定力は強いものの、伸筋腱癒着
による障害のため十分な腱滑走を得ることができない。Two-Dimensional Intraosseous Wiring

（Two-DIOW）は関節拘縮や腱癒着などの合併症を予防するための早期可動域運動が可能であり有
用な方法であると考えられる。
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2-4-4 手外科領域におけるAcutwistスクリューによる固定
Fixation using Acutwist in hand surgery

吉川 泰弘（駒沢病院 整形外科） 
阿部 耕治，高野 勇人，市川　 亨

手外科領域の小骨片や小関節の固定に対し、Acutwistスクリューを14例に使用したので治療成績
について報告した。全例で骨癒合が得られ、小径ながらも適度な圧迫力がかかり、小骨片やDIP関
節などの小関節に対して有用な固定材料と考えられた。しかし、単独での固定力には限界がある
点や切断操作で何回か折り曲げする際に固定力が減少する可能性がある点に注意を要する。

2-4-5 母指MP関節側副靱帯の基節骨付着部裂離骨折に対する鏡視下手術の治療
成績
Treatment for avulsion fracture of collateral ligament of thumb metacarpophalangeal 
joint under arthroscopy

浅野 貴裕（三重大学大学院 整形外科） 
辻井 雅也，大角 秀彦，平田　 仁，須藤 啓広

母指MP関節側副靱帯の基節骨付着部裂離骨折に対する鏡視下手術を報告した. 対象は11例, 鏡視
下に骨折部を新鮮化・整復後にピン固定を行った. 骨片が関節面≧25%をL群（5例）, ＜25%をS群

（6例）として治療成績を検討した. 両群とも鏡視下整復は容易で石黒手技は特にL群では整復固定
に有用であった. S群では整復位保持が困難で整復不良が2例あったが, 最終治療成績は両群とも良
好であったが, S群で軽度の可動域制限があり, 今後も工夫を要する. 

2-4-6 手指変形治癒骨折に対する矯正骨切術の検討
Corrective osteotomy for malunited fracture of the finger 

常深 健二郎（兵庫医科大学 整形外科） 
高木 陽平，大井 雄紀，田中 寿一，藤岡 宏幸

手指変形治癒骨折に対し矯正骨切術を行った症例を検討した。指節骨及び中手骨変形治癒で手術
を行った26例を対象とした。角状変形に対し楔状骨切術、回旋変形に対しStep cut osteotomyを
行った。X線所見と関節可動域を検討した。全例で骨癒合し変形は改善した。関節可動域は健側比
0.95であった。Step cut osteotomyは角状変形には適さないが回旋変形には有用な方法で、腱癒
着や偽関節などの合併症も見られず良好な成績が得られた。



Room
 4

210

  9:00～9:50 一般演題 44：中手骨骨折

座長：岡本 雅雄（大阪府三島救命救急センター）

2-4-7 中手骨頚部骨折に対する生体内吸収性骨接合材と鋼線によるハイブリッド
固定法
Hybrid fixation technique with absorbable pin and stainless steel wire for metacarpal 
neck fracture

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

我々は術後再転位を少なくするため、生体内吸収性骨接合材による髄内固定法に鋼線による横止
め固定を一時的に加えるハイブリッド固定法を考案し、手術を行い、鋼線による髄内固定法と比
較した。ハイブリッド固定法では術後の短縮をほとんど認めなかった。ハイブリッド固定法によ
り術後の再転位を来すことなく、生体内吸収性骨接合材が持つ抜釘が不要であるメリットを最大
限生かすことができる。

2-4-8 中手骨骨幹部斜骨折・螺旋骨折の治療 
－環状鋼線締結＋髄内鋼線固定を用いて－
Oblique/spiral Mid-shaft Metacarpal Fractures of the Fingers:  
Treatment with Circumferential Wiring and Intramedullary Wire Fixation

細見　 僚（大阪府済生会中津病院 整形外科） 
安田 匡孝，新谷 康介，大橋 弘嗣

転位のある中手骨骨幹部斜骨折・螺旋骨折に対して，環状鋼線締結＋髄内鋼線固定により治療し，
術後3ヵ月以上追跡し得た15例17指を対象に治療成績を調査した．全例術後転位をおこすことな
く骨癒合した．最終経過観察時の%TAMは平均97%，握力は健側比平均88%，DASH scoreは平
均6.2であった．本法は術後外固定を必要とせず，手技も単純で安価であり，転位のある中手骨骨
幹部斜骨折・螺旋骨折の治療として有用であると考える．

2-4-9 第1中手骨基部骨折に対するロッキングプレートによる治療の検討
Treatment of the first metacarpal base fracture with locking plate

向田 雅司（聖隷浜松病院手外科・マイクロサージャリーセンター） 
大井 宏之，神田 俊浩，鈴木 歩実

第1中手骨基部骨折に対しロッキングプレートで治療した結果を検討した。対象は2010年4月から
3年間に当院にて治療を行った症例とした。これらに対して年齢、性別、骨癒合期間、屈曲転位角
度を検討した。症例は男性10例、女性1例の計11例で、平均年齢は41歳。平均骨癒合期間は74日。
終了時に10度以上屈曲転位が4例で平均13度。内訳は骨折部粉砕合併2例、40歳以上では4例中3例、
不適切なプレート設置位置が2例であった。
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2-4-10 第5中手骨底部関節内脱臼骨折の治療成績
The treatment of dislocated intra-articular fracture of the base of the fifth metacarpus

山中 清孝（きっこう会多根総合病院 整形外科） 
須賀 久司，本城　 昌

第5中手骨底部の関節内脱臼骨折は母指CM関節内骨折のBennet骨折やRolando骨折に類似した転
位形式となり, 治療に難渋することも多い。10例10指（尺側Bennet骨折 3例, 尺側Roland骨折7
例）の治療成績をまとめた。治療はすべて観血的に整復を行い, 6例に創外固定による関節間固定を
行った。治療成績はexcellent8例, good2例であった。創外固定による関節間固定を併用は, 関節
面の解剖学的整復や骨移植が容易となり有用である

2-4-11 尺側手根中手関節周辺骨折に対するプレートによる一時的関節架橋を併用
したORIFの治療経験
Treatment of ulnar carpometacarpal joint injuries using a temporary plate bridging of 
the carpometacarpal joint

岡本 道雄（市立豊中病院 整形外科） 
難波 二郎，山本 浩司

転位性尺側CM関節周辺骨折に対して観血的鋼線固定術に、CM関節をまたいだ一時的bridging 
plateによる固定術を併用したので報告する。第5CM関節背側脱臼骨折3例、第4中手骨基部骨折に
対する観血的鋼線固定術後再転位1例であった。手術方法は整復し鋼線固定後、plateを中手骨と
有鉤骨の背側に架橋するように置いた。本術式は再脱臼、関節面の転位を予防し、術後成績も良
好であった。

10:00～11:00 一般演題 45：槌指

座長：石黒　 隆（いしぐろ整形外科）

2-4-12 Mallet骨折に対する手術的治療の検討
The study of surgical treatment to Mallet fracture

森重 浩光（香川県 済生会病院 整形外科） 
杉田 英樹

Mallet骨折に対する石黒法は優れた方法だが、整復位保持が困難な症例もある。当科では従来の石
黒法を施行した後に、症例により背側から骨片に対し直接もしくはintrafocalにKirschner鋼線固
定を追加し、安定した成績を得ることができた。この方法は中節骨関節面への侵襲なく骨片の安
定性を強化させることができるため、骨片の大きさや不安定性によっては有用な方法であると考
えた。



Room
 4

212

2-4-13 当院における石黒法を用いた骨性mallet fingerの治療成績
Clinical Result for Mallet Fractures with Ishiguro Method

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

当院で骨性mallet fingerに対して石黒法を用いて手術を行った160例163指を対象とし調査を行っ
た．163指中160指に骨癒合が得られた．最終評価時の伸展不足角は平均7.5°，獲得可動域は平
均54.0°であった．手術時DIP関節固定角度は術後伸展不足角度に相関していた．手術時の伸展位
固定は伸展角度を改善させる可能性があるが可動域には相関しておらず示指から小指まで指の機
能を考慮して固定角度を決定する必要があると考えられた．

2-4-14 Mallet骨折に対する手術的治療  
～石黒法におけるDIP関節の至適固定角度についての検討～
Surgical treatment of mallet fractures  
~Favorable fixed position of the distal interphalangeal joint on Ishiguro's procedure~

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

石黒法におけるDIP関節固定角度が治療成績に及ぼす影響について調査した。対象は36例37指、
DIP関節固定角度は伸展－25～18°（平均－4.3）、最終診察時の伸展不足角は0～24°（平均6.9）、
屈曲32～82°（平均57.9）、可動範囲32~77°（平均51.5）であった。DIP関節を伸展位に固定する
ほど伸展不足角は小さかった。固定角度と可動範囲との相関は認めなかった。受傷指や患者の職
業等をふまえ、DIP関節の固定角度を検討する必要があると考えた。

2-4-15 骨性槌指に対する最小侵襲スクリュー固定法による治療成績
Minimally Invasive Screw Fixation for Treatment of Bony Mallet Finger

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

当科では2007年より最小侵襲スクリュー固定法（以下，MISF）による治療を行い，その良好な治
療成績を報告した（今谷ら，JSSH 2011）．しかし症例を重ねるに従い，術後に骨片の再転位を生
じた症例を経験した．MISFの治療成績，術後転位と年齢，性別，小西池分類による骨折型，近位
骨片背側面の長さ［DL］，スクリュー挿入方向［SA］との関連を調査した．術後再転位には年齢，性
別，DLが関連している可能性が示唆された．

2-4-16 骨性マレット指の治療成績－中高年患者に対する微小裸子固定法－
A Clinical Results of Boney Mallet Fingers with Small Screw for Elderly Patients

平原 博庸（医療法人社団秀輝会 目蒲病院 整形外科） 
妻鳥 毅史，武本 雅治，吉澤 利之，稲垣 克記

骨性マレット指の手術成績31例を蟹江基準で評価。優20、良4、可3、不可4。術式では石黒法、
微小裸子法、罹患指では中指、環指、年齢では30歳未満に優が多かった。昨年の当学会で40歳以
上の成績が不良と報告、原因としてK-wireのDIP関節固定の影響を考え、この一年間は40歳以上
は微小裸子法を積極的に選択、4例中、優3、不可1とそれ以前の成績より改善。中高年の症例では
変形性関節症を念頭においての術式選択が重要。
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2-4-17 骨性マレット指に対するフックプレート固定法の治療成績
Results of treatment of bony mallet finger by hook plate

神田 俊浩（聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター） 
大井 宏之，向田 雅司，鈴木 歩実

当センターでフックプレートを用いて治療した骨性マレット指26例の成績を報告する。DIP関節
の伸展は平均－4.6°、屈曲は平均66.3°であり、蟹江の評価では優16例、良5例、可4例、不可1
例であった。爪の変形は8例に認めた。2例に術後骨折部にgapを生じ、そのうち1例は偽関節となっ
た。本法は一時的な爪変形を生じ得るが、術後管理が容易な良い内固定法であると考えられる。

11:00～11:50 一般演題 46：PIP関節損傷

座長：麻生 邦一（麻生整形外科クリニック）

2-4-18 Mini plateによるPIP関節背側脱臼骨折の治療経験  
－経皮的手術との比較－
Treatment of PIP joint fracture dislocation -mini plate fixation vs. percutaneous surgery-

岡崎 真人（荻窪病院 整形外科） 
田崎 憲一，西脇 正夫，谷野 善彦

新鮮PIP関節背側脱臼骨折に対してmini plate固定した8例（MP群）と経皮整復後にピンニングまた
は創外固定した9例（対照群）を比較検討した。術後6週での自動PIP関節屈曲はMP群、対照群の順

（以後、同様）に80±20°、65±21°、最終経過観察時の自動PIP関節屈曲92±15°、92±6°、伸
展－4±8°、－13±13°で、握力健側比は95.7±13.9％、98.9±14.8％だった。MP群は体外
に露出する固定材が無く、術後早期にADL復帰が可能だった。

2-4-19 指PIP関節陥没骨折に対する掌側骨片間アプローチ  
－掌側板と側副靭帯を温存する展開法－
A New Volar Intrafocal Approach for Intra-articular Impaction Fractures of the PIPjoint 

佐々木 勲（手稲渓仁会病院 整形外科 上肢センター） 
蔡 　栄浩，遠藤 健，前田 明子，西田 欽也

指PIP関節陥没脱臼骨折に対し、新しい関節面展開法で治療し良好な結果を得た。PIP関節を徒手
整復しK-wireで伸展ブロックする。掌側切開で侵入後、掌側板を切らずに掌側骨片を遠位から持
ち上げ関節内を展開する。陥没骨片を整復し掌側骨片をもどしscrew等で固定する。8例に手術を
行い石田の評価法では優5例、良3例と良好な成績であった。本法は掌側板や側副靭帯を切離せず、
関節周囲の線維化を最小限にできる。
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2-4-20 PIP関節症に対する伸延関節形成術
Distraction arthroplasty for osteoarthritis of PIP joints

河野 正明（興生総合病院 整形外科） 
森実　 圭，千葉 恭平，高須　 厚，沖　 貞明

Bouchard関節に代表されるPIP関節症は日常診療上頻繁に遭遇する疾患である。疼痛および可動
域制限により、日常生活を制限されることも多い。しかし、確立された治療法はないのが現状で
ある。我々はPIP関節症に対し創外固定を併用した関節形成術を考案した。今回、本法を4症例6
指に施し、全例で疼痛を著明に緩和し可動域を改善させることが出来たので、術式を紹介し、効
果の機序等につき検討を加え報告する。

2-4-21 肋骨肋軟骨移植術によるPIP関節形成術の治療成績に影響を与える因子の
検討
Prognostic Factor for the Arthroplasty of the PIP Joint Using Costal Osteochondral Graft

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

肋骨肋軟骨移植によるPIP関節形成術（35例36関節）の予後予測因子の解析を行った。最終ROMを
目的変数、年齢・損傷指・損傷形態（開放/閉鎖）・術式（全置換/部分置換）・創外固定器（EF）装着
の有無・術前ROMを説明変数とする重回帰分析を行った。ROMは術前平均5度が術後66度と有意
に改善した。全置換は部分置換に対し、またEF装着群は非装着群に対し術後ROMの有意な改善を
認めた。重回帰分析で術後ROMに影響する因子は術式のみであった。

2-4-22 PIP関節陳旧性掌側板損傷に対する治療経験
Repair of Chronic Traumatic Volar Plate Insufficiency of the Proximal Interphalangeal 
Joint

藤井 裕子（市立宇和島病院 整形外科） 
鶴岡 裕昭，松坂 隆範，岩川 和弘，西村 亮祐

PIP関節陳旧性掌側板損傷の7例を報告する。全例小指、5例にPIP関節の白鳥の頚変形、4例に尺
屈変形を認めた。6例にはアンカーを用いての掌側板修復が可能であったが、1例には長掌筋腱を
用いた再建を要し、4例では側副靭帯の修復も行った。最終観察時PIP関節の可動域は屈曲平均90° 
伸展平均－8°と比較的良好であった。陳旧例でも掌側板自体の修復が可能であることが多く、掌
側板修復は最初に試みてよい方法と考えられた。
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13:30～14:10 機能評価報告

座長：勝見 泰和（日本手外科学会機能評価委員会）

2-4-KH-1 手の機能評価表（第5版）の方向性について
Xxxxxxxxx

大井 宏之（日本手外科学会機能評価委員会） 
勝見 泰和，安部 幸雄，長谷川 健二郎，織田　 崇，中村 俊康，佐藤 彰博，山下 優嗣

第4版は出版前にDASHなどの患者立脚型評価が重要視されたため、これらを加え出版された。日
本ではHand 20がDASHとの妥当性が検証され、その後もいくつかの疾患特異的QOL評価が開発
された。また手指の可動域や握力測定法などは曖昧な点が多いため、ハンドセラピィ学会と共に、
現在開発を進めている。第5版は患者立脚型評価や妥当性が検証された疾患特異的QOL評価を掲載
することと、新たな測定法などをまず掲載するよう作業を進めている。

2-4-KH-2 Michigan Hand Outcomes Questionnaire（MHQ）日本語版の信頼性と
妥当性の検証
Xxxxxxxxx

織田　 崇（日本手外科学会機能評価委員会） 
安部 幸雄，勝見 泰和，大井 宏之，中村 俊康，長谷川 健二郎，山下 優嗣，佐藤 彰博

自己評価式手のQOL評価質問票であるMHQの日本語版を作成し、その信頼性と妥当性を検証した．
68名を対象として、MHQ日本語版、DASH-JSSH、SF-36v2日本語版を評価した．初回と1-2週
後に再評価したMHQの下位尺度の級内相関係数は0.68-0.93、Chronbachのα係数は0.81-0.97
であった．MHQとDASH機能／障害の得点の相関係数は-0.82であった．MHQの下位尺度、総得
点とSF-36の下位尺度の得点との相関係数の絶対値は0.23-0.72であった．MHQ日本語版は信頼
性と妥当性があり、日本語を話す人々の包括的かつ国際的評価に耐える手のQOL評価法となる．

2-4-KH-3 手指関節可動域測定マニュアルの作成と手指関節角度測定について
Xxxxxxxxx

佐藤 彰博（日本手外科学会機能評価委員会） 
大井 宏之，安部 幸雄，勝見 泰和，中村 俊康，織田　 崇，長谷川 健二郎，山下 優嗣

日手会と日本ハンド学会が共同作成したマニュアルを紹介と手指関節可動域測定において5度刻み
と2度刻みの角度計のどちらを用いるべきかを検討した．対象は患者8例，検者は3人のセラピスト
とした．2つの角度計を用いて自動屈曲可動域を2回測定し，後日再測定した．2回測定平均値に
より分析した結果，2度刻み測定の方が、推定精度が高く，最小可検変化量も4度以上小さいため，
角度変化を鋭敏に捉えられる可能性が示唆された．
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2-4-KH-4 握力の測定方法と測定機器の選択について
Xxxxxxxxx

山下 優嗣（日本手外科学会機能評価委員会） 
佐藤 彰博，大井 宏之，勝見 泰和，中村 俊康，織田　 崇，長谷川 健二郎，安部 幸雄

握力測定差を減らすため方法、機器を検討した。握力は立位＞座位、肘伸展位＞肘屈曲位となり、
国内の体育測定などでは立位・上肢下垂・肘伸展で測定される。ASSHでは座位・肩内転内外旋中
間位・肘屈曲位・前腕手関節中間位が推奨され、再現性のある肢位と考えられる。機器は安価な
Smedley握力計が広く用いられているが、バネ式で測定誤差が指摘されている。ASSHでは医師・
技師のもと作成された油圧式または電気式のJamar握力計が推奨されている。

14:20～15:10 一般演題 47：Heberden結節

座長：楠瀬 浩一（東京労災病院）

2-4-23 重度Heberden結節におけるX線所見と疼痛との関連性についての検討
A study on relationship with pain and X-ray findings in severe Heberden's nodes

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

罹患期間が10年以上経過した重度Heberden結節の症例を検討し、X線所見と疼痛との関連性につ
いて検討した。59例472指（両手の母指を除く各指DIP関節）を対象とした。性別は男性1例、女性
58例、年齢は52～85歳（平均65歳）であった。疼痛の有無に関して骨棘変形との間に有意差は認
めず、側方変形との間には有意差を認めた。疼痛のある指の特長としては、橈尺側への側方変形
と動揺性にあると考えられた。

2-4-24 関節包部分切除による指粘液嚢腫の治療
Partial capsulectomy for the treatment of digital mucous cysts 

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

関節包のみを切除する術式で治療した指粘液嚢腫19例19指を対象とした。女性が18例で男性が1
例、年齢は平均で63歳、平均経過観察期間は21か月であった。Cystは全指で消失し、消失までの
期間は平均3週であった。爪変形は12指全てで改善した。術後のDIP関節可動域は維持され、再発
例はなかった。本術式は、これまで報告された術式の中でもっとも低侵襲であり、治療成績も良
好であった。
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2-4-25 Heberden結節に対して行った関節固定術の中期成績と形態学的変化
Morphological change after arthrodesis of the distal interphalangeal joint: clinical 
follow-up at 2 years

戸張 佳子（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

手指Heberden結節98指に対して関節固定術を行った。関節面の軟骨切除量と関係なく強固なス
クリュー固定により骨癒合が得られた。つまみやすさ、PIP関節可動域、VASが患者満足度と関連
があった。術前に変形の強かった症例ではX線正面像のDIP関節の骨幅が経時的に有意に減少し、
すべての症例で軟部陰影幅が経時的に減少した。術後骨のリモデリングと軟部組織の炎症の消失
によりDIP関節周囲径は減少すると考える。

2-4-26 Heberden結節に合併した粘液嚢腫に対する低侵襲手術の合併症と再々発
症例の検討
Complications and re-recurrence of minimally invasive surgery for mucous cyst with 
Heberden nodes

山下 泰司（琉球大学 医学部 整形外科） 
金谷 文則，赤嶺 良幸

Heberden結節に伴う粘液嚢腫に対して嚢腫切除を行わず、茎と一側の背側関節包及び骨棘切除を
行った。対象は11例12指（女性9指男性3指）平均年齢は66.3歳であった。11指で一期的に治癒した。
術後合併症として一時的な伸展不全を2指、表層感染を1指、再発・再々発を1指に認めた。再発症
例では両側骨棘切除を伴う広範な関節郭清を計画する必要があると考えられた。

2-4-27 伸筋腱の処置に工夫を加えたHeberden結節に対する指人工関節置換術
Distal Interphalangeal Joint Arthroplasty for Heberden nodes by using a new tendon 
reattachment technique

櫛田　 学（櫛田学整形外科クリニック） 
松田 匡弘

Heberden結節は日常よく遭遇する疾患であり、保存的治療が行われることが多い。しかし、痛
みや腫脹が持続する症例や、関節の可動性を望む症例も存在する。このような4例5指に対し、伸
筋腱の処置に工夫を加えた母指IP、指DIP関節の人工関節置換術を行った。罹患指は、母指IP2
指、示指DIP1指、中指DIP1指、環指DIP1指であった。implantはAVANTA PIPおよび、石突ら
のITFSを用いた。疼痛、可動域とも全例で改善していた。
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15:20～16:10 一般演題 48：手関節鏡

座長：三浦 一志（医療法人社団 仁生会 西堀病院 整形外科）

2-4-28 鏡視下関節整復術を行った橈骨遠位端関節内骨折（AO分類C型）の治療成績
Clinical results of arthroscopic reduction and internal fixation for distal radius intra-
articular fractures (AO type C) with volar locking plate.

友利 裕二（日本医科大学 整形外科） 
澤泉 卓哉，南野 光彦，小寺 訓江，高井 信朗

C型骨折37手中TFCC損傷を31手に合併し、TFCC1B損傷を合併した22手中16手は尺骨茎状突起
内固定またはTFCC修復術を行ったが、6例は経過観察とした。術後尺側部痛は37手中8手に生じ、
内訳は1D大断裂1手、1B損傷7手（TFCC損傷治療例16手中1手、未治療例6例中全手）であった。
術後治療評価MS2010でExcellent25手、Good11手、Fair1手と概ね良好であったが、TFCC1B
損傷未治療例に尺側部痛が残存し治療の必要性が示唆された。

2-4-29 橈骨遠位端関節内骨折における関節鏡視での関節面の間隙・段差の検討
Articular gap and step-off in wrist arthroscopy of the intra-articular fracture of the distal 
radius

河野 慎次郎（埼玉医科大学整形外科） 
大村 泰人，関口 浩五郎

当科で橈骨遠位端関節内骨折に対して鏡視下手術をおこなった17例中、断念した2例を除いた15
例の画像と鏡視での関節面の間隙と段差について検討した。術前XP間隙1.6mm/段差1.3mm、術
前CT間隙3.3mm/段差2.0mm、術後XP間隙0.3mm/段差0.4mm、整復前鏡視間隙2.1mm/段差
1.0mm、整復後鏡視間隙0.7mm/段差0.6mmであり、XPは転位の認識に劣るため関節鏡視は有用
と考えた。

2-4-30 手関節鏡視下手術による関節軟骨損傷
Cartilage damage on wrist arthroscopy

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

手関節鏡は手関節疾患を診断、治療するために必須の手技となってきている。しかし、狭い関節
腔に関節鏡を挿入するため、手技に慣れない術者の場合に関節に重篤な障害を引き起こす可能性
がある。今回、手関節鏡を行い、重篤な関節軟骨障害を生じた症例を検討したところ、全例で手
関節鏡挿入部での関節軟骨損傷であった。手関節鏡手技の習得が必要性とcadaverを用いたワーク
ショップの必要性が再認識された。
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2-4-31 手関節拘縮に対する鏡視下手関節授動術の経験
Arthroscopic arthrolysis for wrist stiffness

藤尾 圭司（関西電力病院 脊椎外科 手外科 整形外科） 
片山 　幹，橋村 卓実

手関節術後に可動域制限が及び手関節痛が強い症例に対して鏡視下授動術を行い良好な成績を得
たので報告する。症例は男性1例、女性9例、平均年齢は47.2歳であった。症例の内訳は橈骨遠位
端骨折術後2例、鏡視下TFCC縫合術後8例であった。橈骨遠位端骨折の拘縮例では術前可動域が
40度がそれぞれ110度に改善した。鏡視下TFCC縫合術後では術前回外平均70度が95度に、回内
平均60度が70度に改善した。

2-4-32 完全隔壁を伴う橈骨遠位端骨折後手関節拘縮に対する鏡視下授動術
Arthroscopic Mobilization for Wrist Contracture with Complete Radiocarpal Septum 
Following Distal Radius Fracture

山本 浩司（市立豊中病院 整形外科） 
岡本 道雄，難波 二郎

橈骨遠位端骨折後に手関節内に隔壁状の瘢痕を形成して手関節拘縮を生じる場合がある。完全隔
壁を伴う手関節拘縮に鏡視下授動術を施行し、術後6ヶ月以上（平均2年6ヶ月）経過観察した18例
の成績を検討した。術前後で手関節の掌背屈可動域は平均23°増加した。また術後3年以上経過し
た7例では術後6ヶ月時点での可動域が維持されていた。鏡視下手関節授動術は完全隔壁を伴う手
関節拘縮に対して関節可動域を改善し、有用な方法である。

16:10～17:00 一般演題 49：伸筋腱損傷

座長：小泉 雅裕（新潟県立中央病院）

2-4-33 長母指伸筋腱断裂を生じた橈骨遠位端骨折の画像所見の特徴
X-rays and Computer tomography assesment of distal radius fractures with Extensor 
pollicis longus tendon rupture

澤田 智一（浜松医科大学 整形外科） 
大村 威夫，松山 幸弘，荻原 弘晃，佐野 倫生

骨折に対し保存的加療を行い、受傷から1年以内にEPL断裂を生じた11例を対象とし、単純X線、
CT画像所見について検討した。単純X線における検討では、遠位端から骨折部までの距離が平均
8.34mmで、遠位端から骨折線までの距離が短いものに生じていた。また、CTでの骨折型はA2：4例、
A3：1例、B2：1例、C1：5例であり、関節内骨折に多く、骨折線がEPL grooveに及んでいるも
のに多く発生していた。
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2-4-34 陳旧性長母指伸筋腱断裂に対する術後最大減張位固定の効果
Postoperative maximum relaxation casting for the chronic rupture of the extensor 
pollicis logus tendon

山本 博史（三菱京都病院 整形外科） 
藤田 俊史

長母指伸筋腱（EPL）の陳旧性断裂に対し、可及的に一時縫合を行い、手関節最大背屈、母指最大
背側外転での術後固定を行った。関節拘縮、腱の再断裂が危惧されたが、術後5か月ほどで、日常
生活に不自由がなくなった。EPLの陳旧性断裂に対する再建のための治療法として、示指伸筋腱
の移行による示指の単独伸展力低下が起こらず、また長掌筋腱などの腱移植の機会を減らすこと
ができ、選択枝の一つとして考えられる方法である。

2-4-35 腱緊張度を一定化した長母指伸筋腱断裂再建術：第2報
Extensor pollicis longus tendon reconstruction under constant tension

林　 正徳（信州大学 医学部 運動機能学講座） 
内山 茂晴，伊坪 敏郎，小松 雅俊，加藤 博之

演者らは長母指伸筋（EPL）腱断裂に対する再建術時の腱緊張度の決定方法として，母指爪尖中央
から机上までの距離を2cmで縫合する方法を用いている．今回EPL腱断裂に対し再建術を行った
15例の術後成績について検討を行った．術後，全例でretropulsion可能であり，母指伸展不全を
訴える症例はなかった．本法は簡便でかつ一定の緊張度での縫合が可能であり，術後成績も安定
していることから，有効な方法である．

2-4-36 長母指伸筋腱皮下断裂に対するtendon callusを利用した再建術の経験
Reconstruction of the spontaneously ruptured EPL tendon using the tendon callus 

村井 伸司（筑波大学 整形外科） 
西浦 康正，原 　友紀，神山 　翔，野澤 大輔

EPL皮下断裂では、容易には断裂しない強度を持ったtendon callusによる連続性が見られる場合
がある。われわれは、そのような症例に対し、tendon callusを両腱断端にinterlacing sutureす
ることによって架橋し、core sutureを加える再建術を行ってきた。局所麻酔下に手術を行い、自
動運動で緊張を確認した。4例に行い、術後90％以上の総自動可動域を得ることができ、良好な
結果であった．

2-4-37 長母指外転筋腱移行術を用いて再建を行った母指伸筋腱断裂の治療経験
Tendon Transfer to Restore Extension of the Thumb Using Abductor Pollicis Longus

飯田　 竜（永井病院 整形外科） 
辻井 雅也，平田　 仁，植村 和司，須藤 啓広

長母指伸筋腱（EPL）皮下断裂に対して, 固有示指伸筋腱（EIP）移行術がGolden standardであるが,
ときにEIP使用困難例に遭遇する. 今回, 母指伸筋腱断裂に対しAPL移行術を8例に施行し, IP関節
extension lagは1例のみで, Riddell評価はexcellent5例, good3例であった. APLを用いたEPLの
再建は, EIP使用困難例に良い適応があり, さらにEPB皮下断裂に対するAPLの再建は, 同一区画
の腱で再建するという点で最も理に適った方法であると考える.
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第5会場（Room 5）

  8:00～9:30 シンポジウム 8：手根管症候群の治療：再建を含む術式の選択1

座長：堀内 行雄（川崎市立川崎病院）　 　　　　 

　　　谷口 泰德（和歌山県立医科大学 整形外科）

2-5-S8-1 手根管症候群に対する外科的治療  
－ECTR・ OCTR・対立再建術の適応について－
Surgical Management for Carpal Tunnel Syndrome  
-Indication of ECTR, OCTR, and Thumb Opponensplasty-

長尾 聡哉（駿河台日本大学病院 整形外科） 
長岡 正宏，豊泉 泰洋，冨塚 孔明，山口 太平

当科ではCTSに対して主にECTRを施行しており、手根管内占拠性病変例などに限ってOCTRを施
行している。また、母指対立再建術は患者が早期機能回復を希望している重症CTS例に限って施
行しており、症例に応じてCamitz法あるいはFDS4を使用している。これらの術後成績は概ね良
好であった。

2-5-S8-2 手根管症候群の手術治療－どこまで鏡視下で対応できるか？
Reliability of Endoscopic Carpal Tunnel Release Surgery and Endoscopic Neurolysis 
Applied to Carpal Tunnel Syndrome Patients

吉田　 綾（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

USE systemを用いた鏡視下手根管開放術および鏡視下神経剥離術により、手根管症候群の初回手
術のみならず、重症例、高齢者、再発例においても良好な手術成績が得られることが明らかになっ
た。

2-5-S8-3 手根管症候群重度症例に対する鏡視下手術の成績
Clinical Results of Endoscopic Carpal Tunnel Release in Patients with Advanced Carpal 
Tunnel Syndrome

田中 英城（新潟県立吉田病院 整形外科）

短母指外転筋遠位潜時が8、5MS以上か導出不能、又は感覚神経活動電位の導出不能な重度例56
例67手を対象とした。2 PORTAL PANORAMIC ECTR SYSTEMで行った。特発および透析の
各1手で直視下法に変更した。電気生理および知覚評価とも改善し、悪化または回復しない例はな
かった。PORTAL部のみの局所麻酔で外套管が挿入でき、手根管が完全に開放されれば、合併症
の有無に関わらず重度例でも良好な神経回復が得られる。
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2-5-S8-4 特発性手根管症候群の主訴に応える手術治療
Surgical treatments that respond to chief complaint of patients with idiopathic carpal 
tunnel syndrome

森谷 浩治（（財）新潟手の外科研究所） 
吉津 孝衛，依田 拓也

主訴が手のしびれ・痛みの場合は遠位ポータルを母指外転位でその尺側縁から遠位手掌皮線に平
行に引いた線と中環指間に引いた線の交点から尺側ではなく近位へ15mmの縦切開とする、Chow
法とは逆に遠位から先に展開する鏡視下手根管開放術を第1選択としている。愁訴の中で母指の使
いにくさが主訴となり正中神経刺激で短母指外転筋のM波がみられない症例には小皮切手根管開放
術に併せて固有示指伸筋を用いた対立再建を実施している。

2-5-S8-5 手根管症候群に対する手指屈筋腱滑膜切除術
Finger flexor tenosynovectomy for carpal tunnel syndrome

福本 恵三（埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所） 
村中 秀行，菅野 百合，小平　 聡，白井 隆之

ステロイド注射で効果のある手根管症候群22例25手に対し屈筋腱滑膜切除術を行った。13例にば
ね指を合併した。術後経過観察期間平均16.9ヵ月、最終評価時しびれが消失したものは23手で、
母指球筋萎縮が高度な1手はしびれの改善もなく手根管開放術を追加した。pillar painはなかった。
本術式は母指球筋萎縮の無い軽症例が良い適応で、手根管症候群の病態に対する本質的な治療法
である。

2-5-S8-6 滑膜切除併用鏡視下手根管開放術
Endoscopic carpal tunnel release with tenosynovectomy

小西池 泰三（岡山赤十字病院 整形外科） 
竹下　 歩，三喜 知明

ECTR術後にステロイドを使用するとpillar painを早期に抑制できるが、術後3カ月ではpillar 
painの再燃する症例があった。このためECTR後に手根管入口部の腱鞘滑膜切除を加えた滑膜切除
併用鏡視下手根管開放術を行っている。術後早期ではステロイド使用群と同等のpillar painの消失
がみられ、また再燃もごくわずかである。活動性の高い症例には滑膜切除を併用することも有用
ではないかと考えている。
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 9:30～11:00 シンポジウム 9：手根管症候群の治療：再建を含む術式の選択2

座長：長岡 正宏（駿河台日本大学病院 整形外科） 
　　　池田 和夫（金沢医療センター 整形外科）　

2-5-S9-1 重症手根管症候群に対する母指対立再建術の適応決定における筋電図検査
の重要性
Appropriate indications of opponensplasty in carpal tunnel syndrome

原　 友紀（筑波大学 医学医療系 整形外科） 
落合 直之，西浦 康正，中島 佳子，山崎 正志

重症手根管症候群患者において術前にAPBの筋電図検査を行い、その結果から術後のAPB筋力の
回復が予測できることを示した。術前にAPBの複合筋活動電位が導出できた患者は全例MMT【3】
以上の筋力回復が得られた。複合筋活動電位が導出不可であった筋力【0】の患者では57%の症例で
MMT【3】以上の筋力回復が得られた。手根管症候群患者の母指対立再建術の適応決定に筋電図検
査は必須である。

2-5-S9-2 超音波検査を用いた手根管開放術の術式選択と母指対立再建の適応の検討
Clinical Significance of Ultrasonography for the Surgical Treatment of Carpal Tunnel 
Syndrome

中道 健一（虎の門病院 リハビリテーション科） 
立花 新太郎，山本 精三，喜多島 出

特発性手根管症候群254手に正中神経-尺骨動脈間距離に応じて以下の手根管開放術を行い比較し
た（open法121手, 超音波（US）下小皮切法88手, US下経皮法45手）。神経,電気生理学的回復は同
等で合併症はなく, 創痛, 握/ピンチ力の評価は術後3カ月まで経皮法が最良で, 小皮切法, open法
の順であった。短母指外転筋完全麻痺24手のUS正中神経断面積計測で遠位仮性神経腫/絞扼部比
≧1.5ではMMT≧4の回復はなく, 母指対立再建の適応があると考えた。

2-5-S9-3 鏡視下手根管開放術と併用した母指対立機能再建術の術後成績
Tendon transfer with endoscope-assited carpal tunnel release

宮坂 芳典（仙塩利府病院 整形外科） 
長谷川 和重

手根管症候群重症例で母指球筋委縮が半年以上経過して、2ポータル法の鏡視下開放術と同時に
対立機能再建を行った12症例を対象としてその術後成績を検討した。移行腱としては短母指伸筋

（EPB）または示指伸筋（EI）を利用した。母指掌側外転筋力が術前のZ－Tから、10例にF－Gの筋
力に改善した。P以下は2例であった。10例は母指の対立・円運動が獲得されたが、巧緻運動獲得
まで3－5か月を要していた。
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2-5-S9-4 重度手根管症候群に対する木森法による母指対立再建術の治療成績
Clinical results of Kimori's thumb oppones plasty for severe carpal tunnel syndrome

藤田 浩二（東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 応用再生医学分野） 
若林 良明，二村 昭元，鏑木 秀俊，大川　 淳

重度手根管症候群14例15指を対象とし、PLをEPBへ移行して母指対立機能を再建する木森法の
有用性を検討した。DASH、CTSI-SS/-FS、指腹/側方つまみ力はいずれも術前から術後にかけて
有意に改善し、その有用性が示された。Pre-CRPS、一過性の腱癒着を各1例認めたが、いずれも
保存的加療で軽快した。本法はCamitz法のように手掌腱膜を挙上する必要がないので二期的再建
も容易であり、汎用性の高い術式であると考えられた。

2-5-S9-5 手根管症候群重症例に対するCamitz法の術後成績
Clinical outcome of modified Camitz opponensplasty for carpal tunnel syndrome with 
severe thenar wasting 

服部 泰典（小郡第一総合病院 整形外科） 
土井 一輝，坂本 相哲

手根管症候群重症例52手に対するCamitz法による母指対立再建術の術後成績を検討した。母指掌
側外転角、DASH、CTSIともに術後早期より改善した。手根管開放術のみでも、APBの機能回復
の可能性はあるが、長期間を必要とする。Camitz法はinternal splintとして有用で、早期のADL
の改善が期待でき、母指対立障害を愁訴とする症例には推奨される。

2-5-S9-6 重度の手根管症候群に対する我々の母指対立再建術
New Opponensplasty for Severe Thenar Atrophy Secondary to Carpal Tunnel Syndrome

木森 研治（土谷総合病院 整形外科） 
角西　 寛，河越 宏之，生田 義和

重度の手根管症候群に対する新しい母指対立再建法として、我々は皮下手根管開放と同時に走行
ルートを変更した短母指伸筋腱へ長掌筋腱を移行する方法を行っており、概ね満足すべき結果を
得ている。本法はCamitz法に比べて母指の回内を獲得しやすく、移行腱の浮き上がりや母指MP関
節の屈曲傾向も生じない。従来法による手根管開放後の二期的対立再建にも利用でき、Camitz法
の欠点を克服する対立再建法として有用である。
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11:10～11:50 一般演題 50：麻痺手再建

座長：成澤 弘子（一般財団法人 新潟手の外科研究所）

2-5-1 外傷後橈骨神経麻痺に対する腱移行術
Tendon Transfer to Posttraumatic Radial Nerve Palsy

石田 有宏（沖縄県立中部病院 形成外科） 
今泉　 督，門田 英輝

外傷後橈骨神経麻痺に対しては様々な腱移行術が報告されている。神経回復が期待される症例に
対する腱移行術の適応、時期については議論の余地があるが、神経回復が期待される症例に対し
てはPT to ECRBを、その他の症例にはFCR to EDC, PT to ECRB, PL to EPLを行っている。
今回4例の外傷後橈骨神経麻痺に対して腱移行術による再建を行った。

2-5-2 手関節・手指伸展再建術の治療成績
Treatment of tendon transfer reconstruction for radial nerve palsy

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

橈骨神経麻痺や腫瘍切除による下垂手に対し、Riordan変法を始めとした再建術を行ってきたので、
長期成績について報告する。対象は11例（男性8例、女性3例）、手術時平均年齢は47.5歳、最終観
察期間は平均3年11カ月であった。1例は、移行腱の断裂に対して再手術を施行した。それ以外の
症例の、手関節・手指の伸展機能は、概ね良好な成績であった。

2-5-3 腱移行による手指伸展機能再建の有用性 －FCRとFCUとの比較－
The utility of reconstruction for finger extension using tendon transfer 
-comparison between FCR with FCU-

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

手指伸展再建の際，橈側手根屈筋（FCR）と尺側手根屈筋（FCU）のどちらが術後の円滑な伸展機能
を獲得できるかを調査するため，異なる前腕肢位で手関節掌屈運動と手指伸展運動時の筋電図を
導出した．その結果，手関節掌屈運動時はFCR，FCU共に前腕肢位で影響されなかった．手指伸
展運動時はFCUの活動は前腕肢位に関わらず一定であったがFCRは回外位で減少した．筋収縮特
性の観点からは手指伸展の早期獲得にはFCUが有効と考えた．
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2-5-4 頸椎症性筋萎縮症に対する大胸筋移行による肘屈曲再建術の経験
Pectoralis Major Transfer for Reconstruction of Elbow Flexion in Cervical Spondylotic 
Amyotrophy

橋本 貴弘（山口大学 医学部 整形外科） 
村松 慶一，富永 康弘，田口 敏彦，重冨 充則

　頸椎症性筋萎縮症による肘屈曲麻痺症例に対する再建術はこれまで報告されていない．今回，大
胸筋移行術を行った症例について，その術後成績を調査検討し報告する．過去10年間に大胸筋移
行術を行った6例6肘の臨床成績について検討した．術後，6例中4例に徒手筋力検査で2段階以上
の改善が得られた．1例に対し，再再建術を行った．本術式は，頸椎症性筋萎縮症による肘屈曲麻
痺の再建術として有用な方法である．
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12:10～13:10 うるまセミナー 9：第11回神経因性疼痛研究会

座長：園畑 素樹（佐賀大学医学部 整形外科）

共催：日本臓器製薬株式会社  　　　　　

2-5-LS9-1 上肢を含めた慢性の痛み－痛む脳としての精神医学的問題

西原 真理（愛知医科大学医学部学際的痛みセンター）

運動器における慢性の痛みは社会的な問題になっているが、その治療法は確立されていない。痛み
は複雑な神経情報処理過程を経て大脳皮質で認知されると考えられ、高次の脳機能と関連し、心
理学的・精神医学的要因に大きく影響される。このような要因を多次元で捉え、分析することは様々
な痛みの治療を効率化するために必要不可欠なものである。本セミナーでは脳と心の視点から慢
性の痛みを考え直してみたい。

平成4年高知医科大学卒業し同大学神経精神医学教室に入局。
同大学院卒業後、高知大学医学部附属病院神経科精神科に勤務。
ブリティッシュ・コロンビア大学精神科訪問研究員を経て
平成21年より愛知医科大学医学部学際的痛みセンター所属。

2-5-LS9-2 CRPSの発症機序を探る－末梢性か中枢性か？－

住谷 昌彦（東京大学医学部附属病院緩和ケア診療部）

The precise causes of complex regional pain syndrome (CRPS) are as yet not well known. Some consider 
CRPS type 1 without apparent nerve injury to arise due to a prolonged inflammatory state after initial trauma 
and its underlying pathophysiology indicates nociceptive/inflammatory pain components. Yet others have 
shown clear direct evidence of nerve injury in CRPS type 1-affected limbs, and they consider CRPS type 
1 to be neuropathic pain. Further, in my presentation, I will focus three points concerning CRPS in clinical 
settings. One is how to diagnose CRPS on the basis of the Japanese diagnostic criteria for CRPS; the second 
is how to evaluate the severity of CRPS in the affected limb; and the third is how the central and peripheral 
nervous system are involved in developing CRPS.

平成12年　筑波大学卒業後、大阪大学麻酔科入局。
平成19年　大阪大学大学院修了（医学博士取得）。
平成20年より東京大学医学部附属病院麻酔科痛みセンター・助教、
平成24年10月より現職
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13:30～14:10 一般演題 51：骨間神経麻痺

座長：田崎 憲一（荻窪病院整形外科）

2-5-5 特発性前骨間神経麻痺における誘因と前駆症状の検討
Analysis of Trigger and Prodrome in the Idiopathic Anterior Interosseous Nerve Palsy

菅原 留奈（東京都立広尾病院 整形外科） 
飯島 準一，原 由紀則，星川 慎弥，田尻 康人

当科で特発性前骨間神経麻痺と診断された94手における誘因と前駆症状について検討した。感冒・
発熱、外傷、overuseなどの何らかの誘因を有するものが55手（58.5％）、麻痺出現に先行して疼
痛を有するものが82手（87.2％）であった。これらの誘因は、前骨間神経への炎症や機械的刺激を
きたし、麻痺を発症する一因となっていることが推測される。

2-5-6 特発性前骨間神経麻痺の保存的治療
Conservative treatment of idiopathic anterior interosseus nerve palsy 

中井 秀和（倉敷中央病院 整形外科） 
松本 泰一，津村 卓哉，高山 和政，松下　 睦

特発性前骨間神経麻痺の保存的治療経験について検討したところ，おおむね満足のいく結果であっ
た．

2-5-7 前骨間神経麻痺－保存療法と手術療法－
Anterior interosseous nerve palsy -conservative vs. operative treatment-

牧野 仁美（東海病院 整形外科） 
近藤 高弘，川本 祐也，鈴木 正孝，前田　 登

前骨間神経麻痺の保存症例と手術症例の治療経過を比較検討した。基本的には保存療法が第1選択
であるが、回復傾向が全く見られないか、半年以上回復の進行が停止した症例で前骨間神経上の
圧痛点が明らかであるものは、患者の希望があれば小皮切による剥離術を施行する選択肢がある
と考えている。また関節拘縮の予防にも注意が必要である。

2-5-8 くびれを伴った後骨間神経麻痺の治療経験
Clinical Results of Posterior Interosseous Nerve Palsy with Hourglass-like Constriction

坂井 健介（聖マリア病院 整形外科） 
吉田 健治，吉田 史郎，仲摩 憲次郎

今回、くびれを伴う後骨間神経麻痺に対し、発症後平均12.9週で神経線維束間剥離を行った5例
5手の治療成績を報告する。性別は男性1例、女性4例であった。年齢は13～57歳（平均34.6歳）、
罹患側は全例左手であった。麻痺は術後1～2か月で回復傾向を認め、術後4～5か月目にはusefull 
recoveryとなっていた。本症に対する早期手術は麻痺の回復も良好であることが示唆された。問
題点はくびれの診断法の確立であると思われた。
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14:20～15:40 パネルディスカッション 7： 
AIN、PIN麻痺の自然経過（神経剥離は必要か？）

座長：加藤 博之（信州大学医学部運動機能学講座） 
　　　柿木 良介（近畿大学医学部整形外科）　　　

2-5-P7-1 特発性前・後骨間神経麻痺の臨床経過
Clinical Course of Anterior or Posterior Interosseous Nerve Palsy

児玉 成人（滋賀医科大学 整形外科） 
竹村 宜記，今井 晋二，松末 吉隆，上羽 宏明

特発性前・後骨間神経麻痺の31例を対象とした。前骨間神経麻痺は16例で保存療法4例、手術療
法12例、一方、後骨間神経麻痺は15例で保存療法12例、手術療法3例であった。治療は全例、先
ず保存療法を6-12ヶ月行い、回復徴候がない症例について手術を施行した。保存療法16例で回復
が認められなかったのは3例、手術療法15例は全例で麻痺の改善が認められた。今回の結果を加味
した我々の治療方針を報告する。

2-5-P7-2 特発性前骨間神経麻痺の保存治療による回復過程
Spontaneous Recovery of Idiopathic Anterior Interosseous Nerve Palsies

田尻 康人（東京都立広尾病院 整形外科） 
原 由紀則，山本 真一，三上 容司，冲永 修二

特発性前骨間神経麻痺90例95手の自然回復経過を後ろ向きに調査した。初診時筋力M［0］のFPL/
FDPがM［4］以上に回復する割合は、1年で2割、1年半で3割、2年で6割程度である。また、FPL/
FDPが不全麻痺であっても半数はM［4］以上の回復が得られない。

2-5-P7-3 両側に生じた前骨間神経麻痺4例の治療経験
Treatment for four Cases of Bilateral Anterior Interosseous Nerve Palsy

大井 雄紀（兵庫医科大学 整形外科） 
高木 陽平，常深 健二郎，藤岡 宏幸，田中 寿一

前骨間神経麻痺は比較的稀な病態でその発生原因なども不明な点が多い。特に、両側発症例はわ
ずか約2.5％と報告されており非常に稀である。我々は両側に発症した同麻痺の4症例（4/40症例
＝10％）を経験しいずれも著明な改善を認めた。片側に同麻痺が生じた場合、数か月～数年後に反
対側にも生じる事があることをインフォームドする必要がある。
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2-5-P7-4 短橈側手根伸筋－長母指屈筋神経移行術の有用性 －解剖学的検討
Transfer of the Distal Terminal Motor Branch of the Extensor Carpi Radialis Brevis to 
the Nerve of the Flexor Pollicis Longus: An Anatomicai Study

小川 泰史（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，助川 浩士，木内　 均

前骨間神経麻痺患者では、長母指屈筋・深指屈筋・方形回内筋の麻痺による機能障害を呈する。特
に母指機能は重要であり、これまでFPL機能再建のため腱移行術や腱固定術による機能再建術が行
われてきた。しかし、それらの長期成績は良好とは言えず、最近では神経移行術が提言されている。
今回我々は、新鮮凍結屍体を用いて神経移行術の実現可能性につき検討し、解剖学的調査を行っ
たので報告する。

2-5-P7-5 特発性前骨間神経麻痺・後骨間神経麻痺に対する超早期神経線維束間剥離術 
超早期の神経所見とくびれの成因についての考察
Early operative treatment for Spontaneous anterior interosseus nerve palsy and 
Spontaneous posterior interosseus nerve palsy

岩部 昌平（慶友整形外科病院 整形外科） 
伊藤 恵康

特発性前・後骨間神経神経麻痺に対して超早期に手術を施行した。罹患神経の炎症と浮腫がみられ、
経過の短いものほど炎症が強く、長いものほど浮腫が強い傾向にあった。肘関節の屈曲で神経は
くびれ部分を角として折れ曲がりくびれがきつくなり、伸展で緩むことを確認した。 浮腫で柔軟
性を失った神経線維束が肘関節屈曲位により折れ曲がることがくびれの原因と考えられた。神経
炎持続期には肘関節伸展位での外固定が推奨される。

2-5-P7-6 特発性前骨間神経麻痺の治療成績－保存療法と手術療法の比較と超音波診断
Treatment for the Idiopathic Anterior Interosseous Nerve Palsy

砂川　 融（広島大学病院 整形外科） 
児玉 　祥，中島 祐子，杉田 直樹，越智 光夫

保存群20例と手術群8例の発症から回復徴候出現までの期間，MMT4以上までの回復期間，最終
筋力について調査した．平均値でみると保存群と手術群に差を認めなかったが，保存群では4例で
成績不良であったが，手術群には成績不良例がなかった．超音波診断でき早期に手術を行なった 
1例では完全回復までの期間が短縮された．手術療法でより確実な成績が獲得できる可能性，また
早期超音波診断により治療期間短縮の可能性が示唆された．
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15:40～16:40 一般演題 52：腕神経叢損傷

座長：田尻 康人（東京都立広尾病院 整形外科）

2-5-9 分娩麻痺とホルネル症候群合併における比較、検討
Clinical analysis of the prognostic value of concurrent Horner's syndrome in newborn 
children with brachial plexus palsy

吉田 清志（大阪大学 医学部 整形外科） 
川端 秀彦，樋口 周久，田村 大資，杉田　 淳

分娩麻痺においてホルネル症候群合併例と非合併例で比較、検討を行った。分娩麻痺422例中でホ
ルネル症候群の合併例は41例であった。性別、出生時体重、出産週数、分娩方法、術中所見、予
後などの多項目で比較検討を行った。ホルネル症候群の合併例では非合併例に比べて出生時体重
が大きく、吸引分娩が高率であった。機能的予後は有意に悪く神経修復手術が必要な症例が多かっ
た。

2-5-10 ホプキンス症候群に対する手指機能再建
Functional Restoration of Prehensile Hand Function in Hopkins' Syndrome:  
Review of Literature and Treatment Considerations

土井 一輝（総合病院） 
服部 泰典，坂本 相哲

ホプキンス症候群は,小児に喘息発作後に起こる四肢のポリオ様麻痺で発症原因不明であり、知覚
麻痺を伴わず、自然回復はわづかで、重篤な機能障害を残す。過去に本症に対する手術治療の報告
はない。演者らは2例の本症を経験し、腕神経叢損傷全型麻痺の再建方法に基づいたDouble free 
muscle transfer法、対側C7神経根移行術、上腕三頭筋再建などの方法により、満足すべき機能が
獲得できた。

2-5-11 低エネルギー外傷による腕神経叢損傷の検討
Brachial Plexus Injuries caused by low-energy trauma

星川 慎弥（東京都立広尾病院 整形外科） 
原 由紀則，岡本 直樹，新堀 浩志，田尻 康人

低エネルギー外傷による腕神経叢損傷35例の臨床的特徴を検討した。受傷時平均年齢は53歳、35
例中回復不良例は11例で、うち2例に腱移行術を行った。回復不良例はすべてS-D曲線で変性型で
あった。一般に低エネルギー外傷による腕神経叢損傷は予後良好と考えられ、本調査でも多くは
自然回復した。しかし、少なからず筋力低下が残る症例が存在し、機能再建手術が必要となる場
合がある。S-D曲線は予後予測に有用である。
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2-5-12 腕神経叢損傷全型麻痺に対する手術方法によるQOL改善の比較
Comparative study of quality of life recovery of different surgical modalities for 
Traumatic Total Brachial Plexus Injury

坂本 相哲（小郡第一総合病院 整形外科） 
土井 一輝，服部 泰典

腕神経叢損傷全型麻痺の治療によるQOLの改善についての報告は少なく、術前後でDASHを比較
した報告はない。今回、DASHによるQOLの改善について調査した。最終調査時のDASH score
は、平均でdouble free muscle transfer法（DFMT）33、single free muscle transfer法（SMT）
34、肋間神経移行術による肘屈曲再建（NT52）であった。術前後でのDASHの改善は、DFMT34、
SMT24、NT19であり、DFMTで有意に改善が良好であった。

2-5-13 肋骨骨折、肺挫傷を合併した腕神経叢損傷に対する肋間神経移行術の治療
成績
Operation outcome of intercostalnerve transfer to brachial plexus injury with a rib-
fracture or lung contusion 

岡本 直樹（都立広尾病院 整形外科） 
田尻 康人，飯島 準一，原 由起則，星川 慎弥

正常群と肋骨骨折または肺挫傷を合併する群の2群に対する、肋間神経移行術の治療成績を比較検
討した。症例は、185例（正常群151例、合併損傷群34例）を対象とした。合併損傷群では全型損
傷例が多く、最終筋力は、合併損傷群が正常群と比較して劣る傾向があった。しかし、両群にお
いて全型損傷例のみに限ると最終筋力に有意差はなく、合併損傷群で術後成績良好例が少ない理
由は、全型損傷例の割合が多かったことが要因と考えられる。

2-5-14 筋肉移植術後血行モニターにおけるcompound muscle action potential
測定法の有用性
Significance of compound muscle action potential measurement for postoperative 
circulatory monitoring of free innevated muscle transfer

服部 泰典（小郡第一総合病院 整形外科） 
土井 一輝，坂本 相哲

筋肉移植術後血行モニターとしてCMAP測定を99移植筋に行なった。CMAP波形が術後同一パター
ンを呈した23例についてCMAPの潜時、振幅、持続時間では術後72時間のWallerian変性による
影響は少なく、急激な振幅の減少に伴う潜時の延長がCMAPでの血行障害発見の明確な指標とな
る。筋肉移植術後の血行モニターにCMAP測定を用いることにより、早期に血行障害を発見でき、
移植筋を救済できる。
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第6会場（Room 6）

  8:00～8:50 一般演題 53：腫瘍1（神経鞘腫）

座長：伊原 公一郎（関門医療センター）

2-6-1 上肢に発生した神経鞘腫の超音波画像と臨床所見の関連について
Evaluation of the ultrasonography and clinical findings of schwannoma of upper extremity

三澤 寛子（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座） 
清水 弘之，中島 浩志，黒屋 進吾，別府 諸兄

2007年1月から2013年9月の間に当科で超音波検査を行い，病理組織診断で神経鞘腫と診断され
た11例について超音波画像を検討し，臨床症状との関連性について調査した．超音波検査では特
に末梢発生例において特徴的所見を得られにくく，術後に脱落症状が残存した例も多かった．神経
鞘腫の手術療法として腫瘍核出術が行われるが，末梢発生では画像検査で診断がつきにくく，よ
り慎重な手術適応の判断および術中操作が必要である．

2-6-2 上肢末梢神経に発生した神経鞘腫に対する腫瘍核出術の治療成績
Results of surgical enucleation of schwannomas involving peripheral nerves of upper 
extremities

神山　 翔（筑波大学 医学医療系 整形外科） 
西浦 康正，原 　友紀，山崎 正志，落合 直之

2003年3月から2011年12月までに当科にて手術を行った上肢末梢神経に発生した神経鞘腫20例
を対象に、その治療成績について調査した。手術は、全例顕微鏡下に神経刺激装置を用い、腫瘍
核出術を行った。手術前の症状と手術後の症状の経過について調査を行った。3例（15%）に術後新
たに神経症状を認め、そのうち1例（5%）で残存したが、過去の報告と比較しても良好な成績であっ
た。

2-6-3 腕神経叢腫瘍に対して被膜下切除術を施行した8例
Tumors of the brachial plexus with subcapsular resection: Report of eight cases

岸田 愛子（京都府立医大大学院 運動器機能再生外科学（整形外科）） 
藤原 浩芳，小田　 良，玉井 和夫，久保 俊一

腕神経叢腫瘍に対して顕微鏡と電気刺激装置を用いて被膜下切除術を行った8例を報告する. 術中
病理検査で7例は神経鞘腫であった. 術前に筋萎縮をきたし, 術中に診断が確定しなかった1例は, 
最終病理診断で滑膜肉腫であった. 悪性の1例を除き,術後神経脱落症状がなかったことから, 顕微
鏡と電気刺激装置を用いることが術後麻痺の予防に重要と考えた. 術前に筋萎縮があったり, 術中
に診断が困難な症例は悪性の可能性がある.
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2-6-4 腕神経叢神経鞘腫の術後成績に影響を与える因子の検討
Predictors of neurological deficit after the operation for brachial plexus schwannoma

田中 啓之（大阪大学 医学部 整形外科） 
岡 久仁洋，村瀬　 剛，島田 幸造，吉川 秀樹

腕神経叢神経鞘腫の術後成績に影響を与える因子について検討を行った。術後12ヶ月以上経過観
察が可能であった41症例（男性24例、女性17例）を対象として、多重ロジスティック回帰分析を行っ
たところ、術前の疼痛・神経脱落症状の有無、腫瘍最大径が、最終経過観察時における疼痛・神
経脱落症状の有無に関与することがわかった。腫瘍径が大きく、術前に症状のある症例に対する
手術治療に際しては注意が必要である。

2-6-5 腕神経叢部発生の神経鞘腫の治療
Schwannoma of the brachial plexus

池田 和夫（金沢医療センター 整形外科） 
納村 直希，多田　 薫

腕神経叢部の神経鞘腫の核出術を行なった症例は14例あり、C6神経根部が2例、C7が5例、C8は
3例、上神経幹部が2例、下神経幹部が1例、外側神経束は1例であった。術前に麻痺症状はなかっ
たが、痺れやチネル様徴候があったのは11例だった。術後麻痺の出現はなく再発はない。ただ、
術後に痺れや痛みの増悪を来した症例は4例あった。深部存在や長径が大きい症例で増悪の傾向が
あり、腫瘍を分割して取るなどの処置が必要と考えた。

  8:50～9:40 一般演題 54：腫瘍2（腱鞘巨細胞腫）

座長：浅見 昭彦（地域医療機能推進機構 佐賀中部病院）

2-6-6 手巨細胞腫と骨病変の検討
Giant Cell Tumor of Tendon Sheath with Bone Lesion in the Hand

菅野 百合（埼玉成恵会病院 埼玉手外科研究所） 
福本 恵三，加藤 直樹，村中 秀行，小平　 聡

当院で手術した38例の手巨細胞腫の術前単純X線像と再発を検討したところ、巨細胞腫による骨
浸潤や圧迫像を呈する症例ではなく、巨細胞腫に変形性関節症が併発した症例に再発が多かった。
関節周囲の入り組んだ線維組織と変形した骨成分が不整に接触した所に、巨細胞腫細胞が入り込
み、完全切除されないためと考えられた。巨細胞腫切除の際、骨棘を切除することが再発の予防
になるかもしれない。
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2-6-7 多発腱鞘巨細胞腫との鑑別に苦慮した多中心性細網組織球症の経験
Experience of the Multicentric Reticulohistiocytosis

中野 智則（名古屋大学大学院 医学系研究科 手の外科学） 
浦野 秀樹，西田 佳弘，平田　 仁

手部を中心とした多発軟部腫瘍に対して多発腱鞘巨細胞腫として治療をうけ、最終的に臨床的・
病理学的精査により多中心性細網組織球症と診断された症例を経験したので、症例の特徴と経過
に文献的考察を加えて報告する。多中心性細網組織球症は稀な疾患である上に、皮膚科で治療さ
れている事も多いため、手外科医が遭遇する頻度は極めて低いと思われる。全身検索と免疫組織
染色による病理診断による精査が必要である。

2-6-8 手指巨細胞腫の外科治療と成績
Clinical experience of giant cell tumor in the hand

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

手部に発生する巨細胞腫は、日常診療で経験するが、局所再発が多いとされる。2009年1月から4
年8ヵ月間に同一術者により手術を行った16例について術式や術後経過を報告する。16例中2例は、
初回手術が前医で行われた再発例であった。うち1例は、さらに2回の手術を要した。他の15例で
再発はない。術後再発を防止するため画像で腫瘍の局在を確認し、手術用ルーペの使用など手外
科基本原則に則った手術が肝要と考える。

2-6-9 手部に発生した腱鞘巨細胞腫の治療成績
Treatment Outcome of Giant Cell Tumor of Tendon Sheath at the Hand

西村 俊司（近畿大学 医学部 整形外科） 
大谷 和裕，橋本 和彦，冨山 貴司，赤木 將男

当院における手部に発生した腱鞘巨細胞腫47例の治療成績と再発例4例に対する検討を行った。再
発率は8.5％であったが、性別、腫瘍径、皮膜の有無、X線変化、手術手技と再発例に有意差はなかっ
た。臨床的にskip lesionを認めた例に再発が多い傾向があった。また、再発例の50％が再再発し
たため再発例に対する手術は前回皮切を含めてより広範囲とし慎重に行うべきと考える。

2-6-10 手部発生腱鞘巨細胞腫の治療成績
Clinical Outcome of Giant Cell Tumor of Tendon Sheath of the Hand

遠藤 宏治（鳥取大学 医学部 整形外科） 
山下 英樹，山下 優嗣，永島 英樹

手部発生腱鞘巨細胞腫の治療成績と再発リスクについて検討した。1999年4月より2011年12月
までの間に手術を施行した手部発生腱鞘巨細胞腫（GCTTS）初発例の15例のうち、局所再発は3例
で認め、2例は再々発も認めた。局所再発のリスクは、骨周囲の全周性発育と多発発生例で有意と
なった。軟部組織の特に微小な浸潤への対処が不十分な可能性が示唆された。顕微鏡などを導入し、
十分な観察と切除を行うことが再発予防に重要と思われた。
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 9:50～10:30 一般演題 55：腫瘍3（悪性）

座長：西田　 淳（岩手医科大学整形外科学教室）

2-6-11 骨皮質破壊を伴う手指軟部腫瘤の検討
Osteolytic soft tissue tumor in the hand

増山 直子（関東労災病院 整形外科） 
小林 康一，深澤 克康

皮質骨破壊を伴う手の軟部腫瘤性病変は少ない。手指部軟部腫瘤症例68例中、左母指グロムス腫
瘍1例、左手関節部巨細胞腫1例、右中指DIP関節痛風結節2例の計4例に骨破壊を認めた。炎症・
感染・悪性腫瘍・骨腫瘍との鑑別・治療選択に注意を要する。術後成績は良好だった。

2-6-12 局所浸潤を呈する手関節発生軟部腫瘍3例の治療経験
3 Cases of Soft Tissue Tumors of the Wrist with Local Infiltration

伊原 公一郎（国立病院機構 関門医療センター 整形外科） 
河村 洋行，栗山 龍太郎，伊達 　亮，村上 知之

ガングリオンを除けば手関節に発生する軟部腫瘍は少なく診断、治療に難渋することがある。弾
性硬の充実性腫瘍では腱鞘巨細胞腫や線維腫の頻度が高い。これらの腫瘍の存在を念頭に置けば
画像診断は困難ではないが、悪性の可能性が否定できなければ術中迅速などを活用すべきである。
腫瘍は腱滑膜に沿って浸潤性に発育し、手関節や手根骨に浸潤する傾向があるため、取り残しの
ないよう徹底的な切除を行うことが再発防止に重要である。

2-6-13 再建を要した上肢軟部肉腫の治療成績
Clinical Outcomes for upper limb small tissue sarcoma resction with reconstruction

水島 衣美（札幌医科大学附属病院 整形外科） 
金谷 耕平，射場 浩介，和田 卓郎，山下 敏彦

上肢および上肢帯の軟部肉腫14例（男性7例、女性7例）を対象とし、組織型、切除方法、治療成績
を検討した。腫瘍の組織型は粘液線維肉腫が8例と最多であった。広範切除が13例に、辺縁切除
が1例に施行され、再建法は、有茎皮弁が10例、遊離皮弁が2例、その他が2例であった。撓骨神
経欠損の5例にRiordan変法を追加した。最終観察時のMSTSは平均63%（33-96）と比較的良好で
あった。
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2-6-14 肩関節周辺悪性骨・軟部腫瘍広範切除術における広背筋皮弁を用いた再建術 
－三角筋切除後の機能再建－
Latissimus Dorsi Musculocutaneous Flap for Shoulder Defects After Oncological 
Resection

富永 康弘（山口大学 医学部 整形外科） 
村松 慶一，橋本 貴弘，田口 敏彦，伊原 公一郎

肩関節周辺骨・軟部悪性腫瘍の根治術後には広範な組織欠損や機能障害が残存しやすい．当科で
は広範切除において三角筋切除を行った症例に広背筋皮弁を用いた三角筋機能再建を行っている．
軟部肉腫3例，骨肉腫1例に対して広背筋を有茎で移行し，最終観察時の外転筋力はＭＭＴにてG：
3例，F：1例であった．MSTS機能評価では平均92.5％と良好な成績が得られた．

10:40～11:30 一般演題 56：腫瘍4（その他）

座長：加藤 悌二（医療法人 椎の葉会 かとう整形外科 光の森）

2-6-15 当科で手術加療を行った手部の腫瘍性病変について
Our Experiment of Tumorous Lesions in the Hand

岡本 駿郎（金沢大学 整形外科） 
多田　 薫，八野田 愛，土屋 弘行

1993年から2013年の期間に当科で手術加療を行った手部の軟部腫瘍、骨腫瘍の合計189例につ
いて検討した。7.9％（15/189）が悪性腫瘍であり、想定していたよりも高頻度であった。病理診
断されていない症例にはbiopsy tractを含め、生検の方法を考慮し慎重に切除範囲を計画すべきと
考えた。広範切除が困難な例もあり、その際は腫瘍専門医と連携し、化学療法や手部の再建等も
考慮した集学的な治療が必要と考えられる。

2-6-16 小児の手部骨軟骨腫の治療成績
The treatment for osteochondromas in pediatric hands

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

当科で手術を行った小児の手部骨軟骨腫の特徴と治療成績について検討した。対象は5例6手。手
術時平均年齢は5.3歳、術後平均経過観察期間は71ヵ月。検討項目は手指の形態的特徴、腫瘍の発
生部位、手指可動域、手術方法と術後成績、再発の有無とした。全例に指の変形を認め、発生部
位は中手骨遠位3手、中節骨近位2手、基節骨近位1手、基節骨遠位3手、手指可動域制限を5手に
認めた。全例に腫瘍切除術を施行し再発は1例であった。
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2-6-17 手指の静脈瘤の検討
Venous varix of the digits or the hand

川勝 基久（角谷整形外科病院 形成外科） 
藤原 雅雄，石河 利広

1996年から2013年の間に当院で手術治療を行い病理検査で静脈瘤と確定診断することが可能で
あった手指の静脈瘤8例を対象とした。性別は男性が4例、女性が4例、手術時平均年齢は47.6歳

（32～76歳）、手掌側5例、手背側3例であった。これらについて、臨床症状、画像検査、病理学的
所見などについて検討したところ、手掌側と手背側では異なる知見が得られたためその特徴など
について報告する。

2-6-18 手指に発生した軟部腫瘍の術前診断
Pre-operative Diagnosis of Soft Tissue Tumors of Digits

六角 智之（千葉市立青葉病院 整形外科） 
山田 俊之，河野 元昭，橋本 　健，赤坂 朋代

手指に発生した軟部腫瘍125例の術前診断と病理診断を比較し、術前正診率、腫瘍による特徴、細
胞診の有用性について検討した．術前診断が正しかったものは全体で68％であった．細胞診を施
行していたもののうち診断が正しかったものは55％であった．また細胞診を施行しなかった症例
で診断が正しかったものは66％であった．臨床所見が特徴的な腫瘍、発生率の高い腫瘍は正診率
が高かった．

2-6-19 手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬術－ポータル数の検討－
The endoscopic curettage for enchondroma in the finger

岡本 秀貴（名古屋市立大学 大学院医学研究科 整形外科） 
関谷 勇人，小林 正明，川口 洋平，大塚 隆信

鏡視下掻爬術を行った手指内軟骨腫100例を対象として鏡視ポータル数について検討した。ポー
タル数は2個：83、3個：9、4個：10で3個の内訳は末節骨1、基節骨1、中手骨7であった。4個
は基節骨8、中手骨2で多くの症例が病巣長25mm以上であった。骨長が長いと腫瘍の範囲が拡大
して2個のポータルでは掻爬しきれないことがある。このような時には再発を防ぐために躊躇なく
ポータルを追加して腫瘍の確実な掻爬を行うことが肝要である。
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12:10～13:10 うるまセミナー 10

座長：岩崎 倫政　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
（北海道大学大学院医学研究科 機能再生医学講座 整形外科学分野）

共催：オリンパステルモバイオマテリアル株式会社　　　　　　

2-6-LS10 上肢におけるパーキュフィックスの臨床応用

坂野 裕昭（平塚共済病院 整形外科・手外科センター / 横浜市立大学大学院医学研究科 運動病態学）

手指をはじめ上肢の骨接合や関節固定術等では、その骨片の小ささから使用Implantのサイズに
制限を受けることがある。この度、本邦最小クラスとなる径1.8mmのHeadless Compression 
Screwパーキュフィックスが臨床使用可能となり、指節骨の単顆骨折などこれまでK-wireやMini 
Screwで対応していた症例にも圧迫スクリューを応用することが可能となった。CMC fusionや舟
状骨偽関節例などでも、細い径を利用してParallelあるいはMulti-axial screwingによる回旋安定
性も期待ができる。今回は、これらの臨床応用について報告する。

横浜市立大学整形外科、横須賀北部共済病院 整形外科部長・手外科センター長を経て、
平成21年より平塚共済病院 整形外科部長・手外科センター長就任。
横浜市立大学大学院医学研究科 運動器病態学 客員教授。
25年以上に渡って急性疾患から慢性疾患まで、広く上肢の外科の治療と研究に尽力。
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13:30～14:20 一般演題 57：拘縮

座長：谷野 善彦（藤井外科胃腸科・整形外科）

2-6-20 屈・伸交代固定法による治療
Alternate Flexion and Extension Fixation Method

門　 知生（門整形外科） 
吉村 光生

上肢の外傷特に肘関節や指関節部の骨折，靭帯損傷後のギプス固定は関節拘縮を引き起こし，可
動域障害が残存しリハビリに苦労することがある．今回，吉村が発表した屈曲・伸展交代固定法は，
外傷後あるいは内固定術後の安静を保ちながら行なうことができ，術後早期の腫脹・疼痛の予防
効果もあり，毎日数回の可動は関節拘縮の予防，筋腱のストレッチ効果，循環障害の改善が得ら
れると思われる．

2-6-21 前腕回旋障害の手術で近位と遠位橈尺関節への処置を要した症例
Surgery for contracture of the forearm rotation due to both the proximal and the distal 
radioulnar joints

阿部 宗昭（春秋会城山病院 整形外科） 
川上 　剛，木下 明彦

前腕回旋障害の原因が橈尺関節にある場合、近位か遠位の処置で回旋障害が改善するが、片方の
関節の処置では改善しないことがある。　対象は関節リウマチ、先天性橈骨頭脱臼、陳旧性橈骨
頭脱臼の3例であり、いずれも片方の橈尺関節の処置で回旋障害は改善せず、近位遠位両関節の処
置を要した。3例共に回旋障害は改善し、平均3年7ヵ月の経過で改善角度は維持されている。3例
共に術後、肘・手関節での不安定性はみられなかった。

2-6-22 重度手部開放骨折の治療成績
Treatment of severe open fracture in the hand

谷川 暢之（関西医科大学附属滝井病院 整形外科） 
齋藤 貴徳

手部重度開放骨折10例の治療成績を報告する。Gustilo分類の3Aが3例、3Bが4例、3Cが3例であっ
た。受傷時に断裂した血管・腱の再建、骨接合術を施行し、皮膚欠損には遊離植皮術を3例、皮弁
術を2例に施行した。術後MP関節伸展拘縮を生じ、7例15関節に授動術施行した。最終調査時の
Chenの評価基準ではクラスIが4例、IIが4例、IIIが2例であった。術後関節拘縮の発生予防に重点
を置いた後療法が重要であった。
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2-6-23 当科における母指内転拘縮および第1指間瘢痕拘縮に対する治療法の検討
Our Treatment of Contracture of adductor pollicis 

東盛 貴光（東京女子医科大学 形成外科） 
菊池 雄二，櫻井 裕之

母指内転拘縮の治療は、拘縮組織に応じた治療の選択を行うことが重要である。特に皮膚軟部組
織のみならず、骨関節に及ぶ拘縮の場合、皮膚軟部組織再建として遊離組織移植を行い、骨軟骨、
関節の拘縮解除のためにIlizarov Minifixatorを併用した治療は有用であった。

2-6-24 イリザロフミニ創外固定を用いたPIP関節拘縮と隣接指骨に障害をもつ 
難治症例の1期的治療経験
Treatment with a modified Ilizarov Method for Contractures of PIP Joint Complicated by 
Adjacent Phalanx Non-Union, Deformity or Cartilage Defects: Refractory Case Series 

浜田 佳孝（徳島県立中央病院 整形外科） 
日比野 直仁，吉岡 慎治，山野 雅弘，高井 宏明

IM創外固定でPIP関節（PIP）拘縮の矯正と同時に，基節骨変形癒合の矯正骨切り術，中節骨感染
性偽関節の骨接合と，掌側約50%の関節軟骨欠損を伴う症例を軟骨移植等なしに1期的に4症例治
療した．1）受傷後3M経過した中指中節骨感染性偽関節+遠位骨壊死+皮膚欠損+PIP伸展拘縮．2）
3M経過した小指基節骨背屈変形+PIP屈曲拘縮．3,4）PIP拘縮と関節軟骨欠損2例は約3M 間五谷
式IMを装着し自動・他動運動を施行．4例とも可動域が改善した．

14:20～15:30 一般演題58：関節リウマチ

座長：西田 圭一郎（岡山大学 整形外科）

2-6-25 リウマチ手関節に対する部分手関節形成術の手技上の一工夫
A Novel Technique for Partial Arthrodesis of Rheumatoid Wrists

吉原 由樹（倉敷成人病センター 整形外科）

RA手関節は手根骨の尺側掌側移動と橈屈という自然経過を示すので、このような変形の悪化を防
止することが手術の目的の一つとなる。良好な制動力を示す部分関節固定術において、掌屈可動
域維持のためには橈骨月状骨間に十分な高さの円筒形の骨片を移植するとよい。橈骨月状骨窩を
背側からボーンソーで骨切りし移植面を形成すると、良好な視野が得られ移植骨も安定する。こ
の術式によりX線評価は従来法より改善していた。
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2-6-26 関節リウマチにおける多数指伸筋腱皮下断裂に対する尺側手根屈筋腱移行
術の成績
Flexor carpi ulnaris tendon transfer for multiple extensor tendon rupture in patients with 
rheumatoid arthritis

小畠 康宣（奈良県立医科大学 整形外科） 
中野 健一，仲西 康顕，面川 庄平，田中 康仁

RA患者の3～4指断裂例に対し尺側手根伸筋腱移行による再建を施行した。対象症例は示指～小指
の4指断裂3例、中指～小指断裂1例の計4例で全例女性であった。MP関節の伸展可動域は3例で完
全伸展が得られていたが、1例では伸展-50 と゚伸展制限が見られた。また全例でMP関節屈曲能に
制限はなく、ADL上の改善に対しての患者満足度は高かった。3～4指断裂例に対するFCU移行術
は通常の腱移植術では対応困難例にはよい選択肢となり得る。

2-6-27 MRIを用いた関節リウマチ（RA）患者の手関節における伸筋腱断裂と尺骨
遠位端背側脱臼および滑膜炎との関連
The relation between extensor tendon tear and dorsal dislocation of distal ulna, synovitis 
using MRI in rheumatoid arthritis (RA)

広白 大介（国立病院機構 大阪南医療センター 整形外科） 
秋田 鐘弼，岩橋　 徹，辺見 俊一

RA手関節において伸筋腱断裂の予測因子を調べるため、伸筋腱断裂と尺骨遠位端背側脱臼および
腱鞘滑膜、遠位橈尺関節の滑膜炎との関連をMRIを用いて評価した。尺骨遠位端背側脱臼の程度お
よび腱鞘滑膜と遠位橈尺関節の滑膜との連続性は伸筋腱断裂と関連があった。

2-6-28 関節リウマチ患者の伸筋腱腱断裂に対する腱移行術成績への術前手関節可
動域の影響
The effect of pre-operative ROM of the wrist on the outcome of tendon transfer 
performed in RA patients with extensor tendon rupture

岩永 康秀（東京大学 医学部 整形外科） 
森崎 　裕，高本 康史，大江 隆史，田中 　栄

当院にて2009年から2013年の5年間で伸筋腱断裂に対して手関節形成術+伸筋腱再建術を行われ
たRA患者25例49指を対象に、術前手関節arcと術後MP関節arc及び伸展不全角の関係を検討した。
術前手関節arcと術後MP関節伸展不全角度に相関はなく、術後手関節arcと術後MP関節arcとの間
には中等度の正の相関がみられた。本研究により、術前手関節arcは腱移行術の術後成績に関与す
る可能性が示唆され、術前に評価すべき項目だと考えられる。
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2-6-29 関節リウマチの手指尺側偏位変形矯正における伸筋腱の基節骨縫着処置併
用の有用性
The effects of extensor tendon fixation at the base of proximal phalanx on the correction 
of ulnar drift in patients with rheumatoid arthritis

石井 克志（横浜市立大学附属市民総合医療センター リウマチ・膠原病センター） 
持田 勇一，山田 祐嗣，三ツ木 直人，齋藤 知行

RA手指尺側偏位変形に対する人工手指関節置換術における軟部組織再建術において、伸筋腱膜に
よる中央化処置のみ行ったB群と、伸筋腱の基節骨基部への縫着処置を追加したA群の術後経過を
比較し、同処置追加の有用性について検討した。術後尺側偏位角度はA群9°、B群16°とA群で矯
正が維持されていた。尺側偏位矯正の維持に伸筋腱の基節骨基部縫着処置併用の有用性が示唆さ
れたが、今後さらなる経過観察が必要である。

2-6-30 広範な骨欠損を伴った指関節に骨移植を併用した人工指関節置換術
Finger arthroplasty with bone graft for rheumatoid arthritis

平良 貴志（東京手の外科・スポーツ医学研究所 高月整形外科病院） 
南川 義隆，束野 寛人，有島 善也，高群 浩司

人工指関節の普及により、リウマチ手の再建術は格段に進歩した。しかしながら、高度な脱臼や
変形などにより広範な骨欠損がある場合には人工指関節の設置自体が困難なため禁忌とされてき
た。南川が開発したSelf Locking Finger Jointを使用し骨欠損の著しい症例に対して中足骨骨頭
を用いた骨移植を併用した人工指関節置換術を経験したので報告する。

2-6-31 生物学的製剤使用下におけるRA手の外科手術について
Hand Surgery in RA Patients with Biologic Agents 

中川 夏子（一般財団法人甲南会 甲南加古川病院 整形外科） 
香山 幸造，寺島 康浩，横山 公信，立石 耕司

当科で生物学的製剤（BIO）使用下2012年末までRA患者に施行の手外科手術44件について検討し
た。いずれも下肢の手術に比して良好なRAコントロール下で行われ残存する単関節症状が対象で
あった。ステロイド使用率も下肢手術の約50％であった。術後創感染はみられず問題なく経過、
症状は改善していた。BIO使用下の手外科手術は安全に施行可能で有用と思われた。今後RAの薬
物治療と手外科手術の密接な協力関係がより一層重要となる。
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15:30～16:20 一般演題 59：デュピュイトラン拘縮

座長：サッキャ・イソラマン（会津中央病院）

2-6-32 Dupuytren拘縮のMRI所見－組織学的所見との比較検討－
Evaluation for Dupuytren's Contracture Using MRI with Relation to Findings of 
Histology

辻井 雅也（三重大学大学院 整形外科） 
飯田 　竜，大角 秀彦，平田 　仁，須藤 啓広

Dupuytren拘縮（DC）の病態には筋線維芽細胞で形成される腱膜の結節（nodules: N）部が重要で
ある. そこで治療前MRIがDC腱膜の病態を反映しうるか検討した. 対象は16例18手で切除腱膜の
組織所見とMRI所見を比較検討した. N部数は有意に相関,屈曲位が進行したTubiana grade4やD+

（PIP≧70度）を除くとより強い相関関係であった. MRIのN部評価は有用であるが, 強いPIP屈曲位
例では評価に注意を要し, 撮像方法などに工夫を要すると考えられた. 

2-6-33 デュプイトラン拘縮に対するneedle fasciectomyの短期成績
A short-term result of needle fasciectomy forDupuytren's contracture

山崎 厚郎（千葉大学大学院 整形外科学） 
國吉 一樹，松浦 佑介，小林 倫子，助川 浩士

デュプイトラン拘縮に対して海外では経皮腱膜切開術は主要な治療法の一つであるが日本では未
だ報告されていない。我々はH24年1月より経皮腱膜切開術を行ってきているのでその短期成績に
つき報告する。

2-6-34 Dupuytren拘縮に対するジグザグ切開による選択的手掌腱膜切除の術後 
成績
Postoperative results of the selective palmar aponeurosis excision by the zigzag incision 
for the Dupuytren contracture

山中　 誠（独立行政法人 労働者健康福祉機構 東京労災病院整形外科） 
武光 真志，平澤 英幸，楠瀬 浩一

デュプイトレン拘縮に対しジグザグ切開を用いて選択的手掌腱膜切除を行った18例23手について
検討した。術後結果全体で考えると、過去の報告同様術前病期の進行や小指罹患、PIP関節罹患な
どが術後成績悪化の要因であった。けれども成績不良例をみると術後疼痛によるリハビリテーショ
ンへの積極性が術後成績に関与していると考えられた。
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2-6-35 高度なPIP関節の屈曲拘縮を伴ったDupuytren拘縮に対する手術成績
Clinical Results of the Dupuytren Contracture with Severe Flexion Contracture of the 
PIP Joint

千馬 誠悦（中通総合病院 整形外科） 
成田 裕一郎

PIP関節伸展－60°以上の症例の手術成績を報告する．対象は術後1年以上経過観察ができた10例
11指で，全例男性で，小指9，環指2であった．術前のPIP関節伸展は平均－75°で，手術は選択
的手掌腱膜切除術と必要に応じてZ形成術，掌側板の切離を追加した．PIP関節の伸展は平均で－
40°まで改善した．術後も伸展が不十分な症例があり，手術で拘縮をさらに取り除く必要があり， 
PIP関節の屈曲拘縮が軽度の段階で手術を勧めるべきである．

2-6-36 ジグザグ切開を用いたDupuytren拘縮（Meyerding分類Grade 3）の手術
治療成績
Operative Treatment for Dupuytren contracture with zig-zag incision

梶原 了治（松山赤十字病院 整形外科）

比較的重度のDupuytren拘縮に対してジグザグ切開にY-V形成を追加した症例の術後成績を評価し
た。本法では皮弁の壊死や延長量の不足が危惧されるが、総ての症例で一期的閉鎖が可能であり、
術後に皮膚トラブルを生じた症例はなかった。Tubianaの評価基準でvery goodが4例、goodが3
例であり、関節別の拘縮改善率ではPIP関節の拘縮が残存する傾向にあった。
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第7会場（Room 7）

  8:00～8:50 一般演題 60：腱鞘炎

座長：島田 幸造（大阪厚生年金病院 整形外科）

2-7-1 強剛母指の超音波検査所見と予後
Sonographic Assessment of Pediatric Trigger Thumb

太田 憲和（東京都立小児総合医療センター） 
北野 牧子，北城 雅照，下村 哲史

小児強剛母指における超音波検査所見と臨床所見との関係を検討した．全例で屈筋腱の肥大を認
めたが，肥大の程度と短期的な予後との関連性は少なく，腱実質の線維走行の不整が短期経過不
良例には多い傾向が見られた．

2-7-2 ばね指の対称性罹患
Symmetric occuring in trigger digits

鈴木 歩実（聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター） 
神田 俊浩，向田 雅司，大井 宏之

2本の指に対しばね指と診断された成人患者190例のうち両利き患者を除いた183例を対象に、2
本の罹患指に関連性がないか調査した。両側対称性に罹患していたのは74例で、そのうち35例が
母指、29例が中指であった。罹患指が一側の手のみに起こっていたのは75例でそのうち31例が中
指・環指の組み合わせであった。母指・中指ばね指は対称性罹患が起こりやすいこと、同側の中
指ばね指と環指ばね指も起こりやすいことが考えられた。

2-7-3 ストレッチを中心とした弾発指保存治療における罹病期間と症状の推移
Correlation between duration of disease and symptom of trigger finger, treated 
conservatively with stretching

丹伊田 康介（ 佐倉整形外科病院 リハビリテーション科） 
千葉 有希子，阿部 圭宏，徳永 　進

ストレッチを中心とした弾発指保存治療症例において，発症から来院までの期間と症状の推
移について検討したので報告する．対象は117例175指．治療開始までの期間，治療内容，
Triamcinolone A追加の有無を検討した．期間が短くstretchのみで治療可能であった群は症状改
善が良好で，期間が長くTriamcinolone A追加を要した群が治療日数を要した傾向がみられた．
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2-7-4 成人母指ばね指における腱鞘内トリアムシノロン注射後の形態学的変化 
－超音波画像による検討－
The sonographic inspecting the effect of intrasheath triamcinolone injection for trigger 
thumbs in adults

齋藤 　善（水野記念病院 整形外科） 
飯田 　聖

我々はトリアムシノロン腱鞘内注射を行った母指ばね指20指に対し、腱・腱鞘の形態学的変化に
ついて超音波画像で検討した。注射前と注射後6ヶ月まで超音波検査を行い、A1 pulleyでの腱面積・
腱鞘厚を測定した。全例で症状改善し、注射直後に腱鞘の高エコー像を認めた。滑膜性腱鞘を含
む腱面積は減少し、A1 pulleyの肥厚も治療後4週で消失した。トリアムシノロンは変性した腱鞘
に留まり、継続的に肥厚を減少させることが示唆された。

2-7-5 手指バネ指に合併するPIP関節屈曲拘縮－長期予後－
PIP joint flexion contracture in trigger finger: long-term results

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

術前にPIP関節屈曲拘縮を伴ったバネ指の長期予後に関して検討した。対象は術後2年以上観察し
えた33例37指である。検討項目は1. 屈曲拘縮角の術前と最終診察時での相関、2. 最終診察時の 
a. A1の圧痛、b. 弾発現象、c. PIP関節痛の検討、3. PIP関節痛の有無と術前の屈曲拘縮角の相
関とした。結果：1. 正の相関を認めた。2.3.全例でA1の圧痛、弾発現象はなく、6例6指でPIP関
節痛が認められ有意に術前の屈曲拘縮角が大きかった。

  8:50～9:40 一般演題 61：感染

座長：有野 浩司（防衛医科大学校）

2-7-6 動物咬傷の治療
The treatment of animal bites

漆崎 亜弥（関西医科大学香里病院  整形外科） 
児島 　新，植田 有紀子，中村 誠也

動物咬傷は機能障害を残さないために早期に適切な処置が必要である. 2009年4月から2013年
9月までに手術治療をおこなった動物咬傷9例である. 咬まれた動物の種類はイヌ2例, ネコ7例で
あった. 手術は病巣郭清、洗浄, ドレーン留置をおこなった. 術後は抗菌薬点滴とイソジン液によ
る薬浴, 消毒処置をおこなった. 起因菌が同定できたものは2例で, 全例1回の手術にて感染は沈静
化させることができた. 



Room
 7

248

2-7-7 指関節化膿性関節炎の関節機能温存可能例と損失例の検討
Treatment for pyogenic arthritis by using apatite with anti-biotic

澁谷 亮一（協立病院 整形外科）

遠位指節間関節の化膿性関節炎に対し、中節骨遠位と末節骨にバンコマイシンにリン酸カルシウ
ムの顆粒を骨髄内に充填した。ドレーンは留置せず、持続洗浄も行っていない。術前関節が破壊
されていた2指は感染は治癒するも関節癒合した。関節裂隙が保たれていた4指のうち術後関節癒
合に陥ったのは1例、関節機能が温存されたのは3例であった。骨髄からの抗生剤の徐放により関
節内の感染が鎮静したと考える。

2-7-8 手指非結核性抗酸菌症の治療経験
Nontuberculous Mycobacterial Tenosynovitis of the Hand

佐藤 智弘（だいいちリハビリテーション病院） 
野口 政隆，贄田 隆正

当院における手指非結核性抗酸菌症治療の検討をおこなった. 7症例中, 抗酸菌培養・PCR検査で
陰性であり病理検査でも非特異的な炎症の所見だった症例は3例であった. 術後3例はEB・RFPの
投与を4例はEB・RFP・CAMの投与を行った. 全症例で症状は改善し再発はなかった. 抗酸菌培
養・PCR検査が陰性であっても術前の抗生剤投与が無効な症例や手指外傷歴がある場合にはEB・
RFP・CAMを中心とした術後化学療法を行うべきであると考えられた.

2-7-9 手関節部化膿性伸筋腱腱鞘炎の治療経験
Surgical Treatment Pyogenic Extensor Tenosynovitis of the Wrist 

頭川 峰志（富山大学 医学部 整形外科） 
長田 龍介

伸筋腱での化膿性腱鞘炎の報告は少ない。当科で経験した手関節部伸筋支帯を中心とした化膿性伸
筋腱腱鞘炎4例について検討を行った。全例とも近医での初期診断は蜂窩織炎であり、抗菌剤投与
が行われたが症状が残存し手術加療を行った。易感染宿主、皮膚の脆弱性が危険因子となり、高
率に腱断裂を伴っていた。診断にはKanavelの4徴候を伸筋腱にみたてた諸症状と、MRIでの病変
の局在が有用であった。

2-7-10 手・前腕における非定型抗酸菌症の治療経験
Atypical Mycobacterium infections of the hand and forearm

藤田 章啓（鳥取大学 医学部 整形外科） 
山下 優嗣，遠藤 宏治，林原 雅子，永島 英樹

【目的】手・前腕における非定型抗酸菌感染症数例の治療を経験したので報告する．【症例】男性4例
女性4例の計8例であり，全例で化学療法併用病巣切除を行った．屈筋腱が置換されていた3例では
腱切除も行った．化学療法開始が遅れた2例で再発が見られた．【考察】術中所見より本症が疑われ
れば，培養・PCR結果を待たず化学療法を開始し，腱実質が置換されている例では躊躇なく腱切
除を行う事が再発予防において重要と考えられた．
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10:00～10:50 一般演題 62：上腕骨外上顆炎

座長：和田 卓郎（札幌医科大学整形外科）

2-7-11 難治性上腕骨外側上顆炎に対する単純X線評価の検討
X ray findings for refractory lateral epicondylitis

西村　 敏（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座） 
田中 雅尋，新井 　猛，清水 弘之，別府 諸兄

われわれは，6ヵ月以上の保存療法に抵抗する上腕骨外側上顆炎を難治性外側上顆炎と診断してい
る．難治性外側上顆炎に対する単純X評価の検討をした．近位橈尺関節（PRUJ）の関節裂隙が開大し
ており，難治性外側上顆炎の病態にPRUJのアライメント異常が関与している可能性が考えられた．

2-7-12 難治性上腕骨外側上顆炎における関節内病変の検討
Intra-articular lesion for refractory lateral epicondylitis of the humerus

田中 雅尋（聖マリアンナ医科大学病院 整形外科学講座） 
西村 　敏，新井 　猛，清水 弘之，別府 諸兄

われわれは，難治性上腕骨外側上顆炎の病態を，腕橈関節内に滑膜炎や橈骨頭変性などの変形性
変化を生じた上腕骨外側上顆炎と考えている．術中鏡視所見において変形性変化を認めた難治性
上腕骨外側上顆炎の術前検査や特徴を検討した結果，過去に報告した解剖学的研究の結果と一致
し，滑膜ヒダおよび橈骨頭の大きさに関連する可能性が考えられたので報告する．

2-7-13 上腕骨外側上顆炎にエルボーバンドは有効か  
－randomized controlled trial－
Is Forearm Band Effective for Lateral Epicondylitis? Randomized Controlled Trial

西塚 隆伸（名古屋大学 医学部 手外科） 
平田 　仁，山本 美知郎，加藤 宗一，倉橋 俊和

上腕骨外側上顆炎に対するエルボーバンドの有効性をRCT で検討した。1,3,6か月の時点でバン
ド有り群と無し群の間でHand10値やPain score、満足度等の臨床データに有意差が認められず、
上腕骨外上顆炎の治療成績に対しエルボーバンドは影響を与えない事がわかった。ただし、バン
ド有り群の半数は「装着時は痛みが楽だが、外すと痛い」と言っており、バンドは装着時には痛み
を減らす効果はあると思われる。 
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2-7-14 上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の術後2年以上観察例の成績と関連
因子
Operative results of arthroscopic surgery over 2 years and related factor in patients with 
lateral epichondylitis

阿久津 祐子（札幌円山整形外科病院） 
佐々木 浩一，金谷 耕平，射場 浩介，和田 卓郎

難治性上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術16例17肘の2年以上の術後成績と術後DASHscoreに
関連する因子を検討した。ECRB起始部関節包断裂を11肘、腕橈関節に嵌頓する滑膜ヒダを4肘に
認めた。満足度は、優10肘、良7肘。安静時疼痛VASは31.8から1.8、労作時疼痛VASは70.9から9.1、
JOAscoreは29.6から84.9、DASHscoreは31.5から4.7、握力患健比は76.6％から100％に有
意に改善、51歳未満のDASHscoreが有意に不良であった。（p＜0.05）

2-7-15 上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の術後成績
Postoperative result after arthroscopic surgery with lateral epichondylitis

青木 　陽（島根大学 医学部 整形外科） 
山上 信生，山本 宗一郎，内尾 祐司

上腕骨外側上顆炎の保存的治療に抵抗する症例に鏡視下手術を行い、術後成績を調査した。対象
は2008年4月～2013年4月に鏡視下手術を行った13例15肘で平均年齢48.3歳、術後平均観察期
間14.1ヵ月であった。術前後のVAS、JOA scoreと術後合併症を評価した。VASは88mmから
15mm、JOA scoreは72点から94.9点と有意に改善した。2例に尺骨神経麻痺を認めたが自然軽
快した。難治性上腕骨外側上顆炎の鏡視下手術は有用な術式であると考える。

10:50～11:50 一般演題 63：靭帯損傷

座長：重冨 充則（山口県立総合医療センター）

2-7-16 新鮮母指MP関節側副靱帯損傷に対する手術例の検討
Surgical Treatment for acute Collateral Ligament Injuries of the Metacarpo-phalangeal 
Joints of the Thumb

森口 和哉（兵庫医科大学病院 整形外科） 
常深 健二郎，高木 陽平，藤岡 宏幸，田中 寿一

母指MP関節側副靱帯損傷は日常診療でしばしば遭遇する損傷である。我々は2000年から2013年
に新鮮同靭帯損傷で手術施行した71指に対し、特徴と臨床成績ついて検討した。橈側側副靭帯損
傷は5例（3.7％）であった。Stener lesionは24指で認めた。Bone Suture anchorによる早期の
再縫着は、以前のPull-out法に比して簡便でより強固な縫着ができ有用であった。臨床成績は全例
good以上と早期手術により良好な結果を得ることができた。
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2-7-17 陳旧性母指MP関節側副靱帯損傷の治療
Surgical treatment for chronic collateral ligament injuries of the thumb 
metecarpophalangeal joint

常深 健二郎（兵庫医科大学 整形外科） 
高木 陽平，大井 雄紀，田中 寿一，藤岡 宏幸

陳旧例で再建術を行った母指MP関節側副靭帯損傷の術後成績について検討した。対象は2000年
1月から2013年4月までに母指MP関節側副靭帯損傷で手術を施行した30症例である。術後評価
はROM、instability、pain、loss of pinchにつきStrandellの評価で行った。術後評価は優16例、
良13例、可1例であった。我々が行っている遊離腱をinterference screwで固定する方法は再建に
おいて必要な条件を満たしており、有用な方法である。

2-7-18 舟状月状骨解離に対する靭帯修復の治療成績
Surgical Treatment of Regament Repair for Scapholunate Dissosiation

中川 玲子（関西労災病院 整形外科） 
堀木 　充，吉田 竹志，田野 確郎

外傷を契機とした舟状月状骨解離に対し、靱帯修復を行った10例（急性1例・亜急性6例・慢性3例）
の治療成績について報告する。手術はSL靭帯を修復したものが6例、背側手根間靱帯で修復したも
のが4例であった。術後、急性・亜急性・慢性とも臨床成績は良好であったが、慢性例では単純レ
ントゲン上、SL角・SL間の増大・開大傾向がみられた。このことより、慢性例での靱帯修復の方
法を再考する必要があると考えた。

2-7-19 外傷性舟状月状骨解離に対する靭帯再建術の経験
Ligament Recontruction for Traumatic Scapholunate Dissociation

村田 景一（市立奈良病院 四肢外傷センター） 
矢島 弘嗣，河村 健二，中村 敏夫巳，玉井 　進

外傷性SL 解離6例に対して靭帯再建術を行った. 手術方法はCM関節からの骨-靭帯-骨を使用した
再建を3例, Lister結節からの骨-支帯-骨を用いた再建を1例, 長掌筋腱を用いた再建を1例, DICの
中枢部を利用した方法を1例に用いた. 術後平均22か月の中期評的評価にてX線写真による整復位
は維持できており, 全例で疼痛の軽快, 握力の改善を認めた. 患者立脚型評価でも結果は良好であ
り,有用なアプローチと考えられた. 
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2-7-20 骨付き有頭有鉤骨間靭帯（bone-CHL-bone）を用いた舟状骨月状骨間靭帯
再建術
Reconstruction of scapholunate interosseous ligament using bone-capitohamate 
ligament-bone

中村 俊康（慶應義塾大学 医学部 整形外科） 
河野 友祐，大橋 麻衣子，寺田 信樹，浦部 忠久

骨付き背側有頭骨有鉤骨間靭帯（bone-CHL-bone）を用いた舟状月状骨間（以下SL）靭帯再建を11
例12手に行った。SL間の開大を生じた例は10手、SL靭帯完全断裂で舟状骨の回転が主であった
もの2手であった。SL gapは平均4.8 mmから2.7 mmに改善した。SL角は66から57度、RL角は
7から2度へ改善した。臨床成績は優6、良4、可2と良好であった。本術式は良好な成績が得られ、
SL靭帯再建の選択肢の1つとなりうる。

2-7-21 尺側手根不安定症の診断と治療
Diagnosis and treatments for ulnar carpal instability

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

尺側手根不安定症である月状三角骨関節解離，三角有鉤骨関節不安定症は稀で診断治療は難しい．
手術的治療を行った10関節を検討した．手術法はそう爬ピンニング，靭帯再建術，関節固定術で
あった．術後，一部に可動域制限と運動痛が認められ、健側と比較して握力の低下も認められた．
診断は圧痛点，誘発テストで不安定症を疑い，関節鏡で確定診断を行う．不安定性が強い症例で
は靭帯再建術，関節固定術が確実と思われた。
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12:10～13:10 うるまセミナー 11

座長：砂川　 融（広島大学大学院医歯薬保健学研究院）

共催：日本メディカルネクスト株式会社　　　　　

2-7-LS11 手関節尺側部痛の診断と治療

中村 俊康（慶應義塾大学整形外科）

手関節尺側部痛を生じる病態としてTFCC損傷や尺骨突き上げ症候群、尺側手根伸筋腱（ECU）腱
鞘炎や腱障害、尺骨茎状突起骨折・偽関節、月状骨三角骨間靭帯損傷（月状骨三角骨間開離）など
の疾患が含まれる。本講演では手関節尺側部痛を生じる疾患それぞれの診断と治療の問題点、最
新の知見について演者の経験を交えながら説明する。

昭和63年 慶應義塾大学医学部卒。慶應義塾大学整形外科。
平成8年 藤田保健衛生大学整形外科助手。翌9年　講師。
平成10～12年 米国留学。
平成12年 慶應義塾大学整形外科助手、
平成18年 専任講師、現在に至る。
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13:30～14:20 一般演題 64：切断肢・指再接着

座長：武石 明精（市立四日市病院 形成外科）

2-7-22 上肢切断再接着術後成績の検討
Functional Results of Upper Limb Replantations

鹿島 正弘（高松赤十字病院 整形外科） 
笠井 時雄，岩瀬 穣志，三橋 　雅，小川 維二

上腕切断、前腕近位切断では、筋肉の温阻血限界時間を考慮した速やかな血行再建が術後成績を
左右する。2中枢切断では、力源の再建を目的とする筋肉移行術が適応となる場合がある。手指切
断では玉井分類Zone III～V区域での成績が不良であり、MP関節・PIP関節機能の早期回復を考慮
した手術方法が必要であった。指尖部切断は、臨床成績のみならず患者満足度も高く、積極的な
手術適応がある。

2-7-23 再接着術の評価　生着率と成功率について ～切断指自験例64指の検討～
The Assessment of the Replantation: Is the survival rate reliable?  
~ A clinical study of 64 Amputated fingers ~

松末 武雄（関西電力病院 形成再建外科 マイクロサージャリー外傷センター） 
高見 昌司

切断指再接着術の成績評価の指標の一つとして生着率があるが、適応についての要素が考慮されて
いないため、施設間あるいは術者による成績の比較は困難である。高度挫滅症例であっても、適
切な吻合血管の選択により生着する例は意外と多い。したがって切断指治療の評価としては、い
わゆる生着率＝（生着した数）／（再接着を試みた数）よりも、成功率＝（生着した数）／（再接着を希
望し受診した全患者数）で評価するのがよい。

2-7-24 指尖部切断再接着に対するわれわれの治療戦略
Our strategy for the fingertip replantation

伊東　 大（東京女子医科大学 東医療センター 形成外科） 
井砂　 司，菱山 潤二，末澤 絵美，最上 真理子

当科では2009年から現在までに次のような治療方針に従って再接着術を施行し良好な結果が得ら
れている。1. SubzoneI～IIIの切断に対しては、指神経ブロック下に、動脈の吻合を確実に行い、
静脈吻合は可能な場合のみ行う。静脈吻合を行えなかった症例では全例、適切に鬱血に対処する。
2. SubzoneIVを含む中枢側の切断に対しては、静脈吻合は必須であり、全身麻酔または腋窩神経
ブロック下に再接着術を施行する。
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2-7-25 指末節部切断再接着術における静脈吻合と鬱血壊死との関係
The Relation of Venous Anastomosis and Congestive necrosis of replanted finger tip

神田 俊浩（聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター） 
大井 宏之，向田 雅司，鈴木 歩実

指末節部切断再接着例の静脈吻合と鬱血壊死との関係を調査した。対象は87例99指であり、生着
率は75.8％であった。静脈吻合無しが43指あり生着率は62.8%で、鬱血壊死指は5指あった。1
指のみsubzone 2であり他4指はsubzone 3であった。阻血壊死指を除外すると、静脈吻合なしの
subzone 3の鬱血壊死率は66.7%でありsubzone 2では5.3%であった。subzone 2は静脈吻合
なくても生着は期待できるが、subzone 3では静脈吻合は必須である。

2-7-26 指尖損傷に対する再建術後のパフォーマンスに影響する因子の検討
The Investigation of The Outcome that influence for The Performance after The 
Reconstruction for The Fingertip Injury

鍜治 大祐（田北病院 整形外科） 
川西 弘一，中西 昭登，面川 庄平，田中 康仁

今回われわれは，指尖損傷に対して各種再建術を行った21例21指を後ろ向きに調査した．調査項
目は関節可動域，ピンチ力，知覚，手術に対する満足度，患者立脚型評価，パフォーマンステス
トであり，また，パフォーマンステストとそれ以外の結果との関連を統計学的に検討した．患指
を使用したパフォーマンステストの結果は，指可動域（TAM）と有意な相関を認めた．

14:20～15:10 一般演題 65：指尖損傷

座長：石河 利広（大津赤十字病院 形成外科）

2-7-27 指尖切断後の末節骨欠損と爪の長さについて
Relationship between Distal Phalangeal Length and the Length of the Regenerated Nail 
in Distal Digital Amputation

西 源三郎（一宮西病院 整形外科） 
鈴木 祥吾，菊池 可絵，勝田 康裕

指尖切断例80指の末節骨の欠損量と爪の長さの関係について検討した。末節骨が30%以上欠損す
れば逆行性指動脈皮弁、V-Y皮弁、前進皮弁では骨移植等の処置をしなければ爪の長さは健側の
80%以上に再生しなかったが、保存例や再接着例では30%以内の骨欠損でも爪の長さが健側の
80%以上に再生しない例があり、可及的に末節骨の短縮防止に努めるべきである。
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2-7-28 指尖切断皮弁修復例の爪再生
Nail regeneration after flap repair for fingertip injury

大坪 美穂（長野赤十字病院 形成外科） 
三島 吉登，岩澤 幹直

当科での指尖切断例の皮弁修復術後爪状態を検討した。症例）すべて石川Subzone2分類の切断例
で、末節骨露出、部分欠損の20例。残存末節骨長さと再生爪の長さを正常指と比較した。結果）
末節骨長さ50％以下2例では再生爪長さ平均56％、末節骨長さ51－70％ 6例は、爪長さ平均
62％、末節骨長さ71％以上14例で、爪長さ平均70％だった。爪床が遠位へ伸長し、皮弁は遠位
へ押し出される現象が観察できた。

2-7-29 爪を含めた足趾からの組織移植による指尖部再建の成績と問題点
Nail reconstruction with a free neurovascular flaps from the big and fourth toe

瀬戸 信一朗（山口県立総合医療センター 手外科センター） 
重冨 充則，永尾 祐治，藤澤 武慶，赤川　 誠，椎木 栄一，田中　 浩

【はじめに】爪はピンチ力と美容上の観点から再建が望ましい。経験症例を提示し問題点を報告する。
【対象と方法】爪母欠損を伴う指尖部損傷に対し足趾からの組織移植で再建した7例に対し、血管柄
付き爪移植、WAF、第4足趾移行術で再建した。

【結果】全例生着し、整容面での満足度は高かった。DASH scoreは平均15.7と良好であった。
【考察】足趾採取部の創治癒遷延が問題であった。今後はVAC systemの併用を考えている。

2-7-30 指尖部デグロービング損傷に対する手掌皮弁の工夫－delay法の併用－
Delayed extended palmar flap for treatment of fingertip avulsion injuries

佐野 和史（獨協医科大学 越谷病院 整形外科） 
橋本 智久，木村 和正，増田 陽子，大関　 覚

指尖部デグロービング損傷に対してwrap around flapでの被覆が理想的であるが外傷の初期対応
としてインフォームドコンセントを得る労力、手術時間、マイクロサージャリー技術の必要性か
らも第一選択の治療とは言い難い。delay法を併用した手掌皮弁は手術時間が短く手技が容易であ
り、整容的には劣るが指腹部の機能的texture matchに優れた皮弁である。

2-7-31 Oblique Triangular Flapにより再建した指尖部切断の術後PIP関節屈曲拘
縮に関与する因子の検討
Predictors of the PIP flextion contracture after Oblique Triangular Flap

中西 昭登（田北病院 整形外科） 
面川 庄平，矢島 弘嗣，川西 弘一，鍜治 大祐

Oblique triangular flapはVenkataswamiらにより1980年にPRSに初めて報告された方法である。
その後、本邦でgraft on flapが発表され、指尖部切断の治療として再接着に勝る成果が報告され
ている。今回我々は当院および関連施設で、指尖部切断に対してoblique triangular flapを施行し
た症例の術後PIP関節のextension lossに対し調査・考察したので報告する。
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15:20～16:10 一般演題 66：熱傷・複合組織損傷

座長：石田 有宏（沖縄県立中部病院）

2-7-32 当院における手背軟部組織損傷に対する治療選択
Management of Soft tissue injury of Dorsal Hand in Our Hospital

市村 晴充（筑波メディカルセンター病院 整形外科） 
上杉 雅文，岡野 英里子，井汲 　彰

当院における手背軟部組織損傷に対する治療を調査検討した。腱露出・骨折のない広範囲の組織
損傷に対し陰圧閉鎖療法のみで肉芽、上皮化が得られたが、腱露出・骨折のある症例では陰圧閉
鎖療法のみでは機能低下が著明であった。陰圧閉鎖療法は手背軟部組織損傷例にも有用であるが、
腱露出・骨折のある例には、皮弁手術の適応があると考えられた。

2-7-33 手背熱傷に対する遊離皮弁による再建
Burn and Burn Scar of Hand Reconstruction by Free Flap

浅井 真太郎（社会保険中京病院 形成外科） 
飛田　 晶，宮澤 季美江，林　 絵実，工藤 啓介

手背は皮膚が薄いため腱などの構造物が露出しやすく、深達度が腱まで達する症例には整容的に
も機能的再建を行うためにも遊離皮弁による再建が必要である。その中でも、皮弁は血流が良く、
薄く、筋体や主要血管を犠牲にしないもの、皮弁挙上の手技が比較的簡便であるものが良いと考
えている。但し、各皮弁には一長一短があり、皮弁の選択には各皮弁の特徴と患者に適した検討
が必要と考えている。

2-7-34 重症熱傷に合併した手熱傷の治療について
Treatment for the hand burn of severe burn patients

山田 賢治（杏林大学 医学部 救急医学教室） 
海田 賢彦，山口 芳裕

上肢・手熱傷を合併した重症熱傷19例について、手熱傷の治療経過を検討したので報告する。男
性14例・女性5例、年齢57歳で、熱傷面積は25％、受傷後24時間の総輸液量10,032mL（以上中
央値）であった。熱傷創のデブリドマン手術は受傷後8日、植皮術は15.5日（以上中央値）に施行した。
大量輸液に伴う浮腫のため、2度手熱傷6例で皮下組織圧を測定した結果、1例で早期に創床の微小
循環障害を検出できた。
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2-7-35 手熱傷での高周波ラジオ波メス使用経験
Radiowave surgery in burn treatment of hands

本間 幸恵（公立豊岡病院組合立豊岡病院 形成外科） 
徳力 俊治，小林 誠人，大井 宏実，菊川 元博

In the case of hand, there are  main organizations such as tendon tissue and neuro-vascular bundle, and 
ligament in the small range. The debridement at the time of treatment of the burn, that while sparing healthy 
tissue as much as possible, to reject the only necrotic tissue is required. We had an experience of extensive 
burn that were treated with radio frequency knife. 

2-7-36 上肢複合組織損傷に対する創外固定の応用 
－マイクロサージャリーとの併用も含めて－
Usage of external fixator for reconstruction of complex injuries in the upper extremities 
combined with the technique of microsurgery

五谷 寛之（清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター） 
佐々木 康介，宮下 昌大，田中 祥隆，山野 慶樹

演者らは上肢の重複合組織損傷におけるマイクロサージャリーと創外固定器の使用をについて報
告する。開放骨折を伴う上肢重度外傷の内創外固定を施行した19肢について検討した。Gustilo分
類では3Aが4肢、3Bが10肢、3Cが5肢であった。最終観察時の術後成績はChenの1が4肢、2が5
肢、3が4肢、4が4肢であった。初療時に機能回復の目標を設定し、マイクロサージャリー手技や
創外固定器を駆使した選択枝を考慮すべきである。

16:10～17:00 一般演題 67：皮膚・皮弁移植2

座長：磯貝 典孝（近畿大学医学部形成外科）

2-7-37 手部剥脱損傷に対する皮弁術施行時期の検討
The Timing of Flap Surgery for Degloving Injury of the Hand

辻 　英樹（札幌徳洲会病院 整形外科外傷センター） 
倉田 佳明，松井 裕帝，土田 芳彦，村上 裕子

手部剥脱損傷12例（男8女4;平均年齢44.2歳）の初期治療、皮弁術施行日、深部感染、DASH, 
Hand20を調査。平均観察期間13.8ヵ月。受傷日全例緊急デブリドマン、血行再建術5、下腹部皮
下埋没3、24時間以内の皮弁術4例に施行。血行再建は全例不成功で皮弁術4、指切断術1例、下腹
部皮下埋没例は早期皮弁術施行。深部感染2例は血行再建不成功で6, 14日目に皮弁術施行例。早
期皮弁術が望ましく、血行再建不成功例でも早期皮弁術が必要。
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2-7-38 Superficial Palmar Branch of the Radial Artery Flapによる手指皮膚軟
部組織欠損の治療経験
Soft-tissue Reconstruction of the Hand and Finger with Superficial Palmar Branch of 
the Radial Artery Flap

小野 真平（聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター） 
岩田 勝栄，向田 雅司，神田 俊浩，大井 宏之

橈骨動脈浅掌枝superficial palmar branch of the radial artery flapに栄養される手関節掌側部
をドナーにした皮弁による手指皮膚軟部組織欠損の6例7指の治療経験を報告した。本皮弁は、皮
膚の薄さ・色・質感の観点から手指部掌側の再建に有用であり、ドナーが手掌手首皮線に一致す
るため目立ちづらく、主要血管を犠牲にしない等の利点がある。

2-7-39 高度手指関節屈曲拘縮に対してtransposition flapを併用した手術治療成績
Clinical results for use of transposition flap in skin defects after release for sever joint 
flexion contracture of fingers 

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

Transposition flapを併用した高度手指屈曲拘縮の術後成績を検討した。対象はPIPまたはMP関
節の拘縮角度が60°以上の拘縮例21指。原因は外傷が7、Dupuytren拘縮が14指、拘縮解除後
の皮膚欠損にtranspositional flapで被覆した。外傷例のPIP関節拘縮角度は術前73.4°が調査時
16.9°、Dupuytern 拘縮例はMP関節61.7°が15.0°、PIP関節64.4°が28.8に改善した。拘縮改
善率は外傷例が平均77.0％、Dupuytren拘縮例は82.6％であった。

2-7-40 perforator flapを用いた手指血管奇形に対する切除再建術
Perforator flap reconstruction for vascular malformations of upper limb

成島 三長（東京大学医学部形成外科美容外科） 
加地 展之，横山　 愛，飯田 拓也，光嶋　 勲

血管奇形において、切除できる症例で将来的に増悪により生活に支障が出ると判断される場も患
者さんと相談の上選択している。再建は再発について考慮し趾移植などは避け皮弁移植を選択し
ている。若年者や女性の患者も多く、目立ちにくいperforator flap特にSCIP flapを用いて再建を
おこなうことで、色や質感はやや落ちるが薄く必要に応じて知覚再建も可能となってきている。

2-7-41 超音波カラードプラを用いた橈骨動脈穿通枝の検索
Identification of the Radial Artery Perforator using Color Doppler Ultrasonography

斧出 絵麻（大阪市立総合医療センター 整形外科） 
高松 聖仁，新谷 康介，大山 翔一朗，香月 憲一

超音波カラードプラを用いて橈骨動脈穿通枝（以下RAP）を検索した. GE Healthcare社製
Venue40で周波数の異なる2種類のプローブを比較し, 健常成人10例20手の橈骨動脈を遠位手関
節皮線から中枢へ追跡した. L8-18i-SC（～18MHz）では合計120本のRAPが描出され, 皮弁・脂
肪弁挙上に重要な掌側・尺側への穿通枝は49.0%が遠位手関節皮線から50mm以内に存在してい
た. 侵襲の少ないカラードプラによる評価はRAP flapの術前計画に有用である. 
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ポスターエリア1（Poster Area 1）

  8:30～9:00 ポスター発表 25：麻酔

座長：山下 優嗣（鳥取大学医学部附属病院 整形外科）

2-Po1-1 日帰り局所麻酔手術におけるフルルビプロフェン静脈内投与の効果
Postoperative analgesic effect of intravenous flurbiprofen in day surgery

村井 伸司（筑波大学 整形外科） 
原 　友紀，西浦 康正，神山 　翔，山崎 正志

術中フルルビプロフェン静脈内投与による先取り鎮痛法が日帰り手根管開放術の術後鎮痛に有効
かどうかを調べた。局所麻酔下手根管開放術を行った34例を対象とした。術中にフルルビプロフェ
ン50mgを静脈内投与した投与群（n=17）と非投与群（n=17）で、術後24時間までの疼痛スコアの
推移を調べた。フルルビプロフェン投与群では非投与群に比べ術後疼痛スコアが低く、鎮痛薬内
服投与回数が少なかった。

2-Po1-2 手外科におけるwide awake surgeryの経験
The Experience of Wide Awake Hand Surgery

白井 隆之（埼玉成恵会病院 埼玉手外科研究所） 
福本 恵三，加藤 直樹，村中 秀行，菅野 百合

局所麻酔下に自動運動を行わせるwide awake hand surgeryの経験を報告する。2011～13年に
行った腱の滑走、関節可動域の改善目的とした手術50例（腱剥離術・関節授動術23例、腱縫合21例、
腱移植1例、腱移行1例、人工関節置換術4例）を検討した。術中の自動運動は、腱の剥離範囲や緊
張度を決定するのに有用であった。エピネフリン加リドカインを固有指部にも使用したが問題な
く、禁忌とされる添付文書の改訂が求められる。

2-Po1-3 当院における上肢手術に対するエコーガイド下腕神経叢ブロック腋窩法
Ultrasound-guided Brachial plexus block for Upper Limb Surgery

大坪 　晋（永頼会松山市民病院 整形外科）

当院では上肢手術に対してエコーガイド下に腕神経叢ブロック腋窩法を行ってきた。それぞれの神
経を血管周囲に同定して、それぞれの神経と動脈の間に麻酔薬を注入する事により安全に、確実に、
更に再現性をもって効果が得られた。尺骨神経領域にも確実に効果が得られ有用な方法であるが
駆血部痛を訴える症例はあり鎖骨上窩法も考慮する必要があると考えた。
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2-Po1-4 超音波ガイド下鎖骨上法腕神経叢ブロックを用いた手術経験
Upper extremity Surgery Under Ultrasound-Guided Supraclavicular Brachial Plexus 
Block

中山 政憲（埼玉社会保険病院 整形外科） 
岩本 卓士，佐藤 和毅，戸山 芳昭，中村 俊康

超音波ガイド下鎖骨上法腕神経叢ブロックのもとで行った手肘の手術37例についてまとめた。全
例術中駆血を行い、局所麻酔の追加や駆血部痛、合併症の有無について検討した。手術時間は平
均45.6分であり、局所麻酔の追加は11例で、止血帯部痛は4例、Horner徴候は2例、横隔神経ブロッ
クは1例に見られた。超音波ガイド下鎖骨上法腕神経叢ブロックは合併症に注意して行えば大変有
効な麻酔法である。

  9:00～9:50 ポスター発表 26：画像解析

座長：百瀬 敏充（諏訪赤十字病院）

2-Po1-5 近赤外光を用いた手指血流測定装置の開発　第2報
Development of a device measuring the finger blood flow with using the near-infrared 
light -second version-

深澤 克康（関東労災病院 整形外科） 
小林 康一，増山 直子

昨年の本学会で透過型近赤外線観察装置の検証と追加開発した時間微分解析ソフトの有効性を報
告した。今回透過型における組織厚の測定限界を解決するため、新たに本微分解析ソフトを運用
可能とした反射型装置を開発した。健常者6人12手の手指を対象として検証、すべてにおいて静
脈の描出が可能であり、また微分解析ソフトにより組織血流を示す波形を確認することができた。
しかし、確実な信号抽出には更なる改良を要する。

2-Po1-6 RA手における尺側偏位変形の単純レントゲン撮影肢位に関する検討
Consideration of positioning in radiography for the ulnar deviation of rheumatoid hand

佐久間 悠（東京女子医大リウマチセンター整形） 
越智 健介，吉田 進二，猪狩 勝則，桃原 茂樹

関節リウマチ（RA）における手指尺側偏位のレントゲン撮影を行う際，通常の撮影肢位では実際の
変形を反映した画像が得られない場合がある．そこで手指掌側がカセッテに接触しない3種の肢位
で撮影した画像で尺側偏位角度を計測・比較したところ，いずれも通常の撮影肢位より有意に増
加していたが，3肢位間では有意差を認めなかった．よって，簡便かつ身体への負担が少ない立位
での撮影法がRAでは適しているものと考えられた．
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2-Po1-7 橈骨遠位部掌側の形状の定量的解析
Volar morphology of the distal radius: a quantitative study

大浦 圭一郎（大阪大学 大学院 整形外科） 
岡 久仁洋，片岡 利行，田中 啓之，村瀬　 剛

健常な前腕のCTデータ70例を用いて，橈骨と長母指屈筋腱（以下，FPL）の3D表面モデルを作成し、
骨軸に垂直な2mm間隔の断面を作成した．橈骨断面掌側は遠位部では凹で，近位に向かうにつれ
て次第に扁平化し，さらに近位では凸となった．凹の深さは月状骨窩掌側関節縁から6mm近位で
最も深くなっていた．FPLは月状骨窩掌側関節縁から2mm近位で最も橈骨に近づいていた．橈骨
掌側は近位から遠位に向けて回外方向に捻じれていた．

2-Po1-8 尺骨頭の背側転位を生じる要因
The factor correlated with dorsal shift of the distal end of the ulna

片山　 健（国保中央病院 整形外科） 
小野 浩史，古田 和彦

尺骨頭が背側転位を生じる要因につき検討した. 対象は手関節X線2方向撮影を行った290例で, 尺
骨頭背側転位の有無を目的変数, 年齢, 性別, 手関節尺側の変形性関節症の有無, RI, CHR, UV, 
VT, RLA, RSAのうち有意に相関した項目を説明変数としてロジスティック回帰分析を行った. 尺
骨頭の背側転位とUV, RI, VTの増加が関連し, 最も影響する要因はRIであった.

2-Po1-9 手関節部における正常正中、尺骨神経の拡散強調画像
Diffusion Weighted MR Images of Median and Ulnar Nerve at the Wrist

山部 英行（済生会横浜市東部病院 整形外科） 
中村 俊康，山中 一良，吉岡　 大

手関節部における正中、尺骨神経のDTTを作成し、神経描出による定性評価とFA値・ADC値計測
による定量評価を行った。正中、尺骨神経ともに神経の分岐まで描出可能であった。正中神経の
FA値、ADC値はともに近位から遠位にかけて減少する一方で、尺骨神経のFA値は近位から遠位に
向けて減少しADC値は増加した。また、正中神経と比較し尺骨神経のFA値は低値でADC値は高値
であった。これら正常例の所見は今後のベンチマークになりうる。

2-Po1-10 手根管の3次元有限要素解析
The MRI-based three dimensional finite element model of carpal tunnel

松浦 佑介（メイヨークリニック バイオメカニクスラボ） 
Andrew Thoreson，Chunfeng Zhao，Peter Amadio，Kai-Nan An

MRIデータを用いて3次元FEMを作成。FDS3を近位に滑走させた際の滑走抵抗と各組織の滑走距
離を計測し、実測値と比較検討した。FEMで予測された滑走抵抗ならびに正中神経、SSCTの滑
走距離は実測値と同様の傾向を示し、手根管での腱、SSCT、ならびに正中神経の挙動をある程度
再現することが可能であった。更にこのモデルを用いて、手根管症候群のメカニズムの解明に役
立つことが期待される。
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2-Po1-11 手指内軟骨腫単純掻爬術後の骨強度の経時的変化～CT有限要素法を用いた
検討
Evaluation of bone strength after operative treatment with curettage of enchondroma of 
proximal phalanx: a finite element analysis

鈴木 崇根（千葉大学大学院医学研究医 環境生命医学） 
岡本 聖司，芝山 昌貴，小林 倫子，國吉 一樹

手指に発生した内軟骨腫に対して腫瘍掻爬術が行われる。人工骨もしくは自家骨移植の併用につい
ては議論の分かれるところである。当院では単純掻爬のみを行い良好な成績を得ている。今回我々
は、掻爬術前後の罹患骨の骨強度・骨密度の経時的変化を1例ではあるが有限要素法を用いて検討
したので報告する。

 9:50～10:35 ポスター発表 27：橈骨遠位端1

座長：普天間 朝上（琉球大学大学院医学研究科整形外科学講座）

2-Po1-12 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの治療経験 
～プレートの遠位部は橈側に傾いて設置されやすい～
Treatment of Distal Radius Fractures with Volar Locking Plate System

古作 英実（国保依田窪病院） 
上原 将志，大場 悠己，池上 章太，由井 睦樹

橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートを行った18例について検討した。X線評価・臨
床評価とも概ね良好であったがプレートの遠位部が橈側に傾いて設置される傾向があった。手関
節のkey stoneといわれる月状骨窩関節面の安定した固定をするために，手術に際してプレートが
橈側に傾くことが多いことを意識し確実に行う必要があると考えられた。

2-Po1-13 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術において機種や 
術者間で矯正損失に差が生じるか
Correction loss of volar locking plate for distal radius fracture

本間 龍介（山形大学 整形外科） 
佐竹 寛史，江藤　 淳，花香 直美，高木 理彰

山形大学関連病院11施設において、過去平均3年の間に橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプ
レート固定が施行された194例を調査した。palmar tilt、radial inclination、ulnar varianceに
ついて矯正損失を求め、プレート機種や術者間（手外科医とそれ以外の整形外科医）での有意差に
ついて統計学的に解析した。機種や術者間で、矯正損失に有意差は認めなかった。
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2-Po1-14 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定における術後橈骨短
縮の要因ついての検討
Study of factors with postoperative radius shortening in volar locking plate fixation for 
distal radius fractures

武光 真志（東京労災病院 整形外科） 
楠瀬 浩一，山中　 誠，平澤 英幸

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートは多く開発され様々なコンセプトを有しており、
術後成績は安定している．しかし、術後矯正損失を生じる症例も散見される．本研究では術後矯
正損失、特に橈骨短縮量に影響する因子について検討した．

2-Po1-15 新鮮屍体を用いた橈骨遠位端骨折モデルの繰り返し荷重負荷試験における
double tiered subchondral support法の有用性
Cyclic loading test of double tiered subchondral support procedure for distal radius 
fractures in a fresh cadaver model

筒井 完明（昭和大学病院 整形外科） 
川崎 恵吉，青木 光広，内山 英一，稲垣 克記

AO分類C2型橈骨遠位端骨折モデルを新鮮屍体にて作成し、APTUS2.5（MES社）を用いて固定
し、軸方向への3000回の繰り返し荷重負荷試験を実施した。対象はdouble-tiered subchondral 
support法を用いたD群と、遠位一列目のみ固定したN群を、剛性と試験前後でのX線単純写真で
比較検討した。D群はN群に比べて優れており、DSS法は有用であると考えられた。

2-Po1-16 尺骨茎状突起骨折の橈骨遠位端骨折部位による検討
Correlation with ulnar styloid fracture and the fracture level of distal radius

佐々木 康介（清恵会病院 大阪外傷マイクロサージャリーセンター） 
五谷 寛之，田中 祥貴，矢野 公一，山野 慶樹

橈骨遠位端骨折の骨折部位が，尺骨茎状突起骨折の発生頻度に影響を与えるかを検討すべく，橈
骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折についてCTにて評価した．155例（平均年齢63歳）を評
価した結果，尺骨茎状突起骨折を有する群で，橈骨遠位端骨折の尺側骨折線が統計学的有意に遠
位であった．橈骨遠位尺側に付着している骨間膜の一部であるdistal oblique bundleが影響を与
えていると考えられた．

2-Po1-17 橈骨遠位端骨折に合併した手根骨骨折の頻度と傾向
The Frequency and Tendency of Concomitant Carpal Bone Fractures with Distal Radius 
Fractures

長谷川 康裕（神戸赤十字病院 整形外科） 
中後 貴江，松橋 美波

対象は149例152手。Xp、CTより手根骨骨折の有無、部位を調べ、性差、年齢、受傷機転、橈
骨遠位端骨折の骨折型を調べた。13例14手（9.2％）で手根骨骨折を認めた。合併した骨折部位は
舟状骨、三角骨各4手、月状骨3手、有頭骨、有鉤骨各2手、大菱形骨、豆状骨各1手であった。男
8例女5例、平均年齢49歳。受傷機転は高エネルギー外傷が9例と多かった。骨折型はA2：2手、
A3：1手、B1：2手、C2：4手、C3：4手であった。
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10:35～11:25 ポスター発表 28：橈骨遠位端2

座長：岩部 昌平（慶友整形外科病院）

2-Po1-18 掌側ロッキングプレートで治療した遠位橈尺関節不安定性を有する橈骨遠
位端骨折の治療成績と問題点
Clinical Result and Problem of Distal Radius Fracture with DRUJ Instability Treated by 
Palmar Locking Plate

高山 拓人（社会保険山梨病院 整形外科） 
井上 智雄，相川 大介，宝亀 　登，稲田 成作

遠位橈尺関節不安定性を有する橈骨遠位端骨折に対する観血的骨整復固定術は現在、ゴールドス
タンダードである掌側ロッキングプレート法といえど、骨折の解剖学的再建という骨性要素のみ
では良好な成績は望めず、術後の手関節尺側部痛や握力低下、関節可動域制限の原因となり得る
TFCC損傷など軟部組織損傷の修復が非常に重要かつ不可欠であると考えられる。

2-Po1-19 手掌をついて受傷したと思われる掌側転位型橈骨遠位端骨折の検討
Investigation for volar displaced fractures of the distal part of the radius injured on 
palmar side

酒井 　健（昭和大学横浜市北部病院 整形外科） 
川崎 恵吉，西中 直也，門馬 秀介，稲垣 克記

手掌をついて受傷したが、掌側転位型橈骨遠位端骨折となった14例22手について検討した。受
傷機転はmotor cycle、前方へダイビングするように転倒が多く、両側例が8例、手掌の擦過傷は
34%に認めた。骨折型は掌側Barton型17手、粉砕smith型5手であった。骨癒合は全例で得られ、
術後成績も良好であったが、1例に再脱臼を生じた。手掌をついて転倒した場合でも橈骨遠位端に
剪断力が働き、末梢骨片が掌側に転位する可能性がある。

2-Po1-20 掌側転位型橈骨遠位端関節外骨折（Smith骨折）治療における問題点
Clinical results for volar displaced distal radius extra-articular fractures (Smith fractures)

友利 裕二（日本医科大学 整形外科） 
澤泉 卓哉，南野 光彦，堀口 　元，高井 信朗

Smith骨折の治療上の問題点について報告する。対象は14例15手で治療は保存治療群（C群）が5手、
手術治療群（S群）（LCP使用）が10手で、合併症はC群で5手中2手にEPL断裂および尺骨突き上げ
症候群、3手に尺骨突き上げ症候群を生じ、S群は1例で骨折部でのEPL部分断裂を認めた。術後
治療評価はMS2010でC群はGood　1手、Fair　4手、S群はExcellent　9手、Good　1手であっ
た。Smith骨折の保存治療は成績不良の原因である。
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2-Po1-21 橈骨遠位端骨折における正中神経障害と手根管内圧の検討
Median Nerve Injury in Patients with Distal Radius Fractures is Correlated with Carpal 
Tunnel Pressure

里中 東彦（市立伊勢総合病院 整形外科） 
辻井 雅也，原 　隆久，吉田 格之進，中西 巧也

橈骨遠位端骨折の合併症である正中神経障害の発生機序はいまだ明らかではなく，今回，正中神
経障害と手根管内圧（CTP）の関連について検討した．橈骨遠位端骨折15手で骨接合前後と抜釘時
にCTPを測定した．受傷時7手，抜釘時3手にしびれを認めた．CTPは術前後で有意に改善し，術
後にしびれの残存した群はしびれのない群に比べ有意に高かった．正中神経障害の発生と受傷早
期のCTPの急激な上昇およびその持続との関連が示唆された．

2-Po1-22 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後に発生した長母指
屈筋腱皮下断裂の3例
Flexor Pollicis Longus Subcutaneous Rupture Following Volar Locking Plate Fixation 
for Distal Radius Fractures

下江 隆司（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

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後に発生したFPL断裂の3例を経験した。掌
側ロッキングプレートの合併症のひとつであるFPL断裂は、palmar tiltの整復不良やプレートの設
置不良などが原因となるとされる。今回の3例では、いずれもプレート遠位部が骨から浮き上がり、
またpalmar tiltが不良であった。このような症例では術後注意深く経過をみること、また、高齢者
であっても骨癒合後には抜釘を行うべきである。

2-Po1-23 橈骨遠位端骨折術後における手指拘縮発生要因の検討
Finger Contracture after Surgical Treatment of the Distal Radius Fracture

峯 　博子（医療法人友和会 鶴田整形外科） 
鶴田 敏幸

橈骨遠位端骨折の術後に手指拘縮が生じる症例がある。今回，術後6ヶ月時にfull gripもしくは完
全伸展不能な症例を拘縮あり群，可能な症例を拘縮なし群と定義し，掌側ロッキングプレートを
用いて手術を施行した71手を対象に，患者背景，X線学的評価，周径，可動域，疼痛について両群
を比較した。その結果，受傷から手術までの期間，術前の中指MP関節可動域，術後の疼痛が，手
指拘縮の発生に関与している可能性が示唆された。

2-Po1-24 橈骨手根関節脱臼骨折の治療経験と文献的考察
Clinical results for radio-carpal joint fracture dislocation and literature review

日比野 直仁（徳島県鳴門病院） 
浜田 佳孝，吉岡 伸治，山野 雅弘

橈骨手根関節脱臼骨折の4例の治療成績を文献的考察をふまえて報告する。
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13:30～14:15 ポスター発表 29：橈骨遠位端3

座長：森谷 浩治（一般財団法人新潟手の外科研究所）

2-Po1-25 橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定における方形回内筋温存の
意義
Significance of Pronator Quadratus Muscle Preservation in the Palmar Locking Plate 
Fixation of Distal Radius Fracture

阿部 瑞洋（河北総合病院 整形外科） 
いとう 聰一郎，金井 三紗，吉田 　渡，吉岡 太郎

橈骨遠位端骨折に掌側ロッキングプレート固定を行い、方形回内筋（PQ）温存例の治療成績を切離
例と比較した。PQ切離群42例とPQ温存群25例を対象とした。術後2, 4, 8週とリハビリ終了時の
前腕回内/回外を計測した。リハビリ終了時に手関節背屈/掌屈と握力の健側比％を計測し、Quick 
DASHを評価した。PQを温存することにより術後早期から回内・外が回復しリハビリ施行期間を
短縮できたが、術後3-4か月の成績には有意差がなかった。

2-Po1-26 subchondral supportを目指さない橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプ
レート固定
Volar locking plate fixation without subchondral support for distal radius fracture

品田 良太（佐久総合病院 整形外科） 
王 　耀東，石井 宣一

安定性の高い橈骨遠位端骨折に対し近位設置タイプの掌側ロッキングプレート固定を行った11例
11手において術後6ヶ月以上の経過観察を行った結果、いずれも骨折部の短縮が許容範囲である十
分な固定性に加え、腱断裂の合併なく良好な経過を認めた。

2-Po1-27 新しく作製した整復鉗子を使用した橈骨遠位端骨折の手術治療
Open reduction and internal fixation of Distal radius fractures by using a new reductin 
device

有薗 行朋（みつわ台総合病院整形外科） 
守 　宏介，浜田 良機

橈骨遠位端骨折の背屈転位と橈側転位を同時に整復する新しい骨把持鉗子を作製した。対象は、新
しい鉗子を使用した橈骨遠位端骨折手術12例。手術は、プレートを中枢より固定後、橈側転位は
筋鉤で整復しつつ、作製した鉗子をプレート末梢のホールと背側はリスター結節付近に把持し背
屈転位を整復した。術後、PT:4.9°、RI:20.3°、UV:0mmで術後合併症もない。新しい整復鉗子
は安全かつ強固に背屈、橈側転位を同時整復可能であった。
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2-Po1-28 Dual windows approachを用いて治療した橈尺骨遠位端粉砕骨折の治療
経験
The experience of distal radius and ulnar comminuted fracture using dual winnows 
approach

古川 佳世子（産業医科大学 整形外科） 
善家 雄吉，酒井 昭典，目貫 邦隆，山中 芳亮

橈尺骨遠位端粉砕骨折に対してdual windows approachを用いた症例は3症例（C2 2例, C31例）、
平均年齢80.3歳であった。術後X線パラメーター, 握力は良好であった。術後合併症として神経損
傷や皮膚障害は認めなかったが、1例に尺骨遠位端固定用のscrewのback outを認めた。本法によ
る展開により、橈尺骨遠位端骨折の良好な整復位を得ることができた。アプローチに関連する術
後合併症はなく、安全な展開法であると考える。

2-Po1-29 手術を施行した橈骨遠位端骨折における骨折型の検討
Analysis of the fracture pattern of the distal radius fractures operatively treated

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

2012年6月～2013年7月に手術を施行した橈骨遠位端骨折142（男性40、女性102）例、手術時年
齢7～94（平均55.9）歳を対象とし、性別・年齢と骨折型について検討した。60歳未満の症例は60
歳以上と比べ、有意に関節外骨折が多かった。またAO分類を用いた骨幹部に及ぶ骨折型頻度にお
いて、女性は有意に男性よりも多かった。これは主に高齢者、特に女性で骨脆弱性が進行してい
ることが原因と考えられた。

2-Po1-30 小児橈骨遠位端骨折および遠位1/3骨幹部骨折の手術治療
Surgical Treatment of Distal Radius Fracture and Distal One-Third Radius Fracture in 
Children

倉 　明彦（熊本整形外科病院） 
田嶋 　光，束野 寛人，野口 和洋

小児橈骨遠位端骨折および遠位1/3骨幹部骨折の当院での手術症例を検討する. 従来我々は小切開
エレバ法でのピンニングを手術治療の基本としてきた. しかし遠位1/3骨幹部骨折において遷延癒
合, 抜ピン後の転位を認めた. 諸家の報告を鑑み, 遠位1/3骨幹部骨折では症例によってはプレート
固定を考慮する必要があると考える.
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14:15～15:00 ポスター発表 30：橈骨遠位端4

座長：釜野 雅行（医療法人良秀会 高石藤井病院）

2-Po1-31 橈骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の中期成績
Midterm results of volar locking plate fixation for distal radius intra-articular fractures

志村 治彦（東京医科歯科大学大学院 整形外科学分野） 
若林 良明，二村 昭元，大川　 淳

橈骨遠位端関節内骨折後に掌側ロッキングプレート固定術を施行し、2年以上経過観察できた症例
の治療成績を検討した。対象は術後2年以上経過観察可能であった18例である。平均年齢は73.9
歳、骨折型分類はAO分類でB3：5例、C1：2例、C2：3例、C3：8例で、術後経過観察期間は平
均42.9か月であった。Mayo Wrist Scoreは術後12か月で平均78.9、24か月で85.3、最終経過
観察時で85.8であった。二次性変形性関節症は14例中8例に認められた。

2-Po1-32 APTUS（R）2.5ロッキングスクリュー締結時におけるトルクレンチの有用性
Necessity of Using Torque Wrench for APUTS (R) 2.5 Locking Screws

斉藤 憲太（国立病院機構 東京医療センター 整形外科） 
岡崎 真人

橈骨遠位端骨折用掌側ロッキングプレートであるAPTUS（R）2.5を用いてモデルボーンにスク
リューを締結した。また臨床例でもロッキングの程度を確認した。検者の習熟度に伴いロッキン
グ不足は減少するが、さらに確実なロッキングのためにはトルクレンチを使用すべきであると思
われた。

2-Po1-33 橈骨遠位端骨折術後における指屈曲固定の浮腫予防効果
A Study of prevension of hand edema by finger flexion immobilization for post 
operative distal radius fracture

佐藤 光太朗（岩手県立中部病院 整形外科） 
鈴木 善明，古町 克郎，田島 克己

橈骨遠位端骨折36例における術直後から翌日の創処置まで手指を屈曲した状態で固定する方法の
手浮腫の予防効果を前向きに調査した。術翌日、MP関節の可動域は固定群（十分：4例、中等度：7例、
不良：6例）、固定なし群（十分：4例、中等度：4例、不良：11例）であった。指周径、手周径は固
定群で小さかった。固定群で浮腫は少なく、術後の手指可動域も良好であった。



Poster A
rea 1

270

2-Po1-34 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定後のリハビリテー
ションの現況
Rehabilitation following Palmar Locking Plate Fixation for Distal Radius Fractures

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

【目的】掌側ロッキングプレート（PLP）を施行した橈骨遠位端骨折症例のリハビリテーションの現
況について報告する。【対象と方法】PLP固定を施行し、術後24週以上の経過観察が可能であった
65例66骨折を対象とした。【結果】リハビリテーションは51例で処方されていた。【考察】PLP固定
といえども、術後早期の浮腫や運動時痛を伴う手指可動域制限は防ぎきれず、リハビリテーショ
ンの処方にいたる症例が少なくない。

2-Po1-35 IFZ切離法を用いた橈骨遠位端ロッキングプレート固定後の超音波検査に
よる軟部組織の評価
Ultrasonographic Evaluation of Distance between Locking Plate and the Flexor Pollicis 
Longus Tendon in Cases of Osteosynthesis for Distal Radius Fractures using the IFZ-
severing Method

善財 慶治（長岡中央綜合病院 整形外科） 
長谷川 淳一

橈骨遠位端骨折術後の長母指屈筋腱損傷を予防する目的でintermediate fibrous zone切離・修復
による強固な線維性組織でのロッキングプレート遠位部被覆を行い、術後経過中に超音波検査を
用いて軟部組織の状態を調査した。本法施行の20例において術後平均4か月時点でのプレート・腱
間距離の平均は長軸像1.5 mm、短軸像1.6 mmであり、腱損傷の可能性が低い状態が保たれてい
ることが確認された。

2-Po1-36 本邦における過去12年間の橈骨遠位端骨折関連論文の変遷： 
日本手外科学会誌と日本骨折治療学会誌における傾向の違い
Transition of the trend for distal radial fractures relevant articles of the past 12 years in 
Japan: The different of the trend between JSSH and JSFR

善家 雄吉（産業医科大学 整形外科） 
酒井 昭典，目貫 邦隆，山中 芳亮，古川 佳世子

2001～2012年に発刊された「日手会」および「骨折」の雑誌の中から、橈骨遠位端骨折に関連した
論文を抽出すると、日手会誌：326論文、骨折誌：254論文であった。これらを項目ごとに集計し、
経年的変化を検討し、両群の傾向を推察した。最も多かった項目は、「掌側ロッキングプレート」
であった。一方、両群で有意差を認めた項目は、「手関節鏡」、「保存治療」、「髄内釘」であった。
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15:00～15:45 ポスター発表 31：橈骨遠位端5

座長：吉川 泰弘（駒沢病院）

2-Po1-37 前腕骨開放骨折に伴う橈骨骨欠損に対して同種骨移植にて再建した1例
The use of bone allograft in severely comminuted open fracture of distal radius:  
a case report

重本 顕史（富山市民病院 整形外科・関節再建外科） 
澤口 　毅，坂越 大悟，五嶋 謙一，羽土 　優

症例：49歳男性．両橈骨尺骨遠位端開放骨折Gastilo分類type2（右AO23-C3.3，左AO23-A3.3），
右は橈骨・尺骨ともに骨幹端部の粉砕が強く，大腿骨頭を用いたブロック状の同種骨移植を用い
橈骨を再建，Sauvé-Kapandji法に準じて手関節形成を施行した．外傷性の骨欠損に対して，同種
骨移植の報告は少ないが，有用な方法のひとつである．

2-Po1-38 橈骨手根関節脱臼骨折の治療経験
Radiocarpal Fracture-Dislocation, Report Of Two Cases

冨塚 孔明（駿河台日本大学病院） 
長尾 聡哉，豊泉 泰洋，長岡 正宏，山口 太平

今回われわれは比較的まれな橈骨手根関節脱臼骨折2例を経験し、1例を掌側ロッキングプレート、
1例をheadless screwにて固定し、良好な成績を得たので報告する。

2-Po1-39 橈骨遠位端粉砕骨折に対する早期bridging創外固定治療法 
Early operation to crush fracture of distal end of radius with a bridging external fixator

西川 真史（にしかわ整形外科・手の外科クリニック）

橈骨遠位端粉砕骨折27例に対して受傷後2日以内の早期にbridging創外固定治療を施行した。骨粗
鬆症の有無にかかわらず良好な整復を保つことが可能で、治療成績もExcellent23. Good4（日手
会機能評価法第4版橈骨遠位端治療成績判定基準）であった。血腫形成中の骨折早期であれば整復
が容易であるので低侵襲の本法は有用である。

2-Po1-40 Polyaxial locking plateを用いた橈骨遠位端骨折治療例の遠位骨片の固定
本数の違いにおける固定性の検討 －2nd rowの意義－
Stability for distal radius fractures fixed with 1 or 2 rows of screws in polyaxial locking 
plates

森田 晃造（国際親善総合病院 整形外科） 
堀内 行雄

Polyaxial locking plateを用いた橈骨遠位端骨折治療症例の中で遠位骨片へのスクリュー固定本数
の違いにより治療成績に差異が生じるか検討を行った。検討対象はAO分類A2, 3およびC1, 2型と
した。結果はX線上の各パラメーター、臨床成績とも明らかな有意差は認められず、2列を用いた
固定は手術手技に留意すれば必ずしも全例に施行する必要はないと考えられた。
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2-Po1-41 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後の長母指屈筋腱
断裂症例の検討
Cases of Flexor Pollcis Longus Rupture after Volar Locking Plate Fixation for Distal 
Radius Fracture

織田 宏基（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

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後の合併症の一つに長母指屈筋腱（以下
FPL）断裂がある。当院でのFPL断裂症例より、橈骨遠位尺側でのプレートの浮き上がりがFPL断
裂の危険因子の1つと考えられ、浮き上がりを認める場合、T字状のプレートの方が危険性が高い
と考えられた。骨接合の際にはプレートを橈骨に密着させるとともに、プレートの浮き上がりを
認める症例では早期の抜釘を考慮すべきである。

2-Po1-42 橈骨遠位端骨折に合併する手根管症候群の検討
Carpal tunnel syndrome following distal radius fractures

豊野 修二（泉整形外科病院） 
高原 政利，丸山 真博，根本 忠信

橈骨遠位端骨折手術例101例に術前に正中神経の遠位潜時を測定した．術前に正中神経領域にし
びれがあったのは17例で，患側の遠位潜時4.0ms以上は22例だった．同時ECTRは9例に施行し，
しびれは軽快または消失した．残りの92例で経過中にしびれが増悪したのは1例，しびれが出現し
たのは2例であった．術前に遠位潜時を測定することにより，手根管症候群の重症度評価ができ，
同時ECTRの決定に有用であった．

15:45～16:30 ポスター発表 32：橈骨遠位端6

座長：牧 　信哉（渡辺整形外科病院）

2-Po1-43 橈骨遠位端骨折に対するVA-TCPの治療成績
Clinical Result of VA-TCP Plating for Distal Radius Fractures

内山田 桜（出水郡医師会広域医療センター） 
恒吉 康弘，吉野 伸司，小宮 節郎

橈骨遠位端骨折に対するSYNTHES社製VA-TCPの治療成績を検討した。対象は53例（AO分類A
症例121例、B症例9例、C症例32例）である。A、B、C症例ともにVolar tilt、Radial tilt、Ulnar 
varianceは術前と比較し最終評価時に有意に改善していた。術直後との比較による矯正損失は3群
ともに僅かで、Cooneyの評価ではexcellentがA症例11/12例、B症例9/9例、C症例29/32例と良
好な成績であった。合併症として2例に長母指伸筋腱断裂を認めた。
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2-Po1-44 die-punch fragmentを伴う橈骨遠位端関節内骨折に対するAcu-Loc2 
Distal Radius Plate Systemによる治療経験
The Fixation of Distal Radial Fractures with Die-punch Fragment by Using Acu-Loc2 
Distal Radius Plate System 

鍜治 大祐（田北病院 整形外科） 
川西 弘一，田北 武彦，面川 庄平，田中 康仁

Die-punch fragmentを伴うAO分類C3型橈骨遠位端骨折に対し，日本メディカルネクスト社の
Acu-Loc2 Distal Radius Plate Systemを用いて内固定を行った．Frag-Locによるdie-punch骨
片の固定は有用であったと考えるが，術中操作に注意を要した．今後症例の蓄積および中長期の
術後評価により安定した成績が得られることを期待したい．

2-Po1-45 橈骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折に対する骨接合の必要性に 
ついての検討
Necessity for ORIF to Ulnar Styloid Fractures Associated with Distal Radius Fracture

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

当院における橈骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折の治療方針は、橈骨を整復固定した時
点でのDRUJ安定性を徒手的に確認し、不安定性がある場合にのみ尺骨茎状突起骨折の内固定を追
加している。この治療方針で治療したいずれの群においても、術後可動域、握力、hand20を評価
したが統計学的有意差を認めなかった。DRUJ 不安定性のない尺骨茎状突起骨折は骨接合を行わ
なくても、成績に影響は少ないと考えられた。

2-Po1-46 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定時に生じたスク
リュー突出の検討
Analysis of screw projection in distal radius fracture patients treated with volar locking 
plate

荻原 弘晃（浜松赤十字病院 整形外科） 
牧野 絵巳，澤田 智一

掌側ロッキングプレート施行時に遠位スクリューが背側皮質を貫く割合を、術後のCT画像で検討
した。45例を対象とし、背側骨片の粉砕の有無や刺入方向について、突出率を調べると、突出は
281本中71本認め、背側骨片の粉砕は突出に影響しなかった。突出方向はリスター結節尺側が最
も多かった。粉砕がなく、背側骨片までの距離を測定できた症例でも突出がみられたことから、固
定後に背側皮質までの距離が短縮することが示唆された。
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2-Po1-47 高齢者の尺骨遠位端骨折に対するクリップピン固定法
The clip pin fixation for fractureof the distal ulna associated with fracture of the distal 
radius

戸羽 直樹（北九州総合病院 整形外科）

高齢者の尺骨遠位端骨折に対して、キルシュナー鋼線を2つに折り曲げ骨折部をクリップのように
挟み込んで固定する、クリップピン固定法を考案し10例に行った。年齢は平均76.8歳、観察期間
は平均8.9ヵ月。全例感染なく骨癒合を得た。術後矯正損失は、橈屈変形例は無く1mmの短縮を1
例に認めた。ピンの刺激による違和感は4例に認めたがリハビリの障害には至らなかった。クリッ
プピン固定法は安価で有効な固定方法である。

2-Po1-48 高齢者の橈骨遠位端骨折変形治癒に対する尺骨遠位端切除を併用した矯正
骨切り術
Corrective Osteotomy with Ulnar Head Resection for Malunited Distal Radius Fractures 
in Elderly Patients

角西 　寛（土谷総合病院 整形外科） 
木森 研治，河越 宏之，生田 義和

高齢者の橈骨遠位端骨折変形治癒に対して尺骨遠位端切除を併用したclosing wedge osteotomy
を行った. 手術は, まず尺骨遠位端を切除したのち, 橈骨のclosing wedge osteotomyと掌側プ
レート固定を施行し, 骨欠損が生じた場合は切除骨から海綿骨を移植. 尺骨遠位断端はECU半裁腱
を用い安定化した. 本法は, opening wedge osteotomyに比べ, 手術手技は容易でより低侵襲であ
り, 活動性の低い高齢者には有用な手術法である. 
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ポスターエリア2（Poster Area 2）

  8:30～9:00 ポスター発表 33：スポーツ

座長：正富　 隆（行岡病院整形外科・手外科センター）

2-Po2-1 筋膜切開を施行した前腕慢性コンパートメント症候群の治療経験
Fasciotomy for forearm chronic compartment syndrome 

富永 明子（大阪厚生年金病院） 
野口 亮介，轉法輪 光，島田 幸造

コンパートメント症候群は通常は骨折や脱臼、組織の圧挫などの外傷により急性に発症する。今
回我々は普段は無症状であるが、運動負荷時に症状を認める前腕の慢性コンパートメント症候群5
例8腕に対し、筋膜切開術を施行した。治療が奏功した例、しなかった例を経験したため、考察を
加えて報告する。

2-Po2-2 手関節・手指の関節に着目した投球動作解析
Kinematic Analysis of Throwing Motion Focused on Hand and Wrist Motion

高木 陽平（兵庫医科大学整形外科） 
大井 雄紀，常深 健二郎，田中 寿一，信原 克哉

投球動作における手・手指の関節運動を調査することを目的とし、野球選手8名を対象にモーショ
ンキャプチャ・システムを用いて計測を行った。手関節において最大背屈位は肩最大外旋位（以下
MER）直前からMERの間に出現し、ボールリリース（以下BR）時では背屈15.9度、尺屈7.6度を示
した。示指中指においてBR 前からMP関節を屈曲、PIP関節を伸展する傾向があり、BR時では示
指に比べ中指のMP関節PIP関節の平均屈曲角度が大きかった。

2-Po2-3 野球選手の肘関節不安定性が応力分布に与える影響  
－超音波検査とCT osteoabsorptiometry法を用いて－
Elbow valgus instability affect stress pattern in baseball players using ultrasonography 
and CT osteoabsorptiometry

船越 忠直（北海道大学大学院 医学研究科 整形外科） 
太田 昌博，安倍 雄一郎，大泉 尚美，岩崎 倫政

超音波による肘関節動揺性評価とCTOAM法による応力分布解析により野球選手の肘関節不安定性
が関節応力にもたらす影響を検討した。対象は野球選手26名（平均年齢20.9歳）、コントロール7
名（平均年齢20.7歳）である。投球動作により小頭前方と滑車後方に応力集中が生じ、さらに肘外
反動揺性を認めると、小頭前方、滑車前方、滑車後方に広範囲に応力が集中していた。
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2-Po2-4 遊離期肘離断性骨軟骨炎における遊離体固定術の治療成績
Free Fragment Fixation for Advanced Lesions of Osteochondritis Dissecans of the Elbow

角 　光宏（貞松病院 整形外科） 
本田 祐造

遊離体固定術を施行した、遊離期肘OCD9例（平均年令13.4歳）の術後成績を調査し、遊離体再利
用の是非を検討した。術後平均2年6ヵ月の追跡調査で、臨床成績は概ね良好で、全例野球に復帰
していた。画像上、良好な形態での癒合は3例、一部不整での癒合が5例であり、遊離体の癒合率
は88.9%、良好な形態までの修復率は33.3%であった。低侵襲の遊離体固定術は、遊離期肘OCD
に対する関節面再建の一手段となり得る。

  9:00～9:45 ポスター発表 34：炎症

座長：鈴木 正孝（あいせい紀年病院整形外科）

2-Po2-5 右小指に傍骨性筋膜炎を発症した1例
Parosteal fasciitis of right little finger: A case report

赤嶺 良幸（大浜第一病院 整形外科） 
金谷 文則

52歳、男性。右小指の打撃後に末節部の腫脹を来たし、近医にて腫瘍様病変に対して切除術を施
行されたが、その半年後に再発し当院へ紹介となった。切除後の病理学的検査では傍骨性筋膜炎
と診断され、腫瘍性病変は認めなかった。傍骨性筋膜炎は非常にまれな疾患で、本症例のような
外傷との因果関係を示唆する文献もある。画像所見が悪性腫瘍に類似しており、再発を来す報告
も見られ慎重な経過観察が必要である。

2-Po2-6 手関節偽痛風の臨床像の検討
clininal feature of pseudogout of the wrist

多田 　博（函館協会病院） 
戸嶋 　潤

偽痛風は、CPPD結晶沈着症患者に発症する急性痛風様の炎症発作で膝関節に多く発生することが
知られているが、まれに手関節の発生例もみられる。手関節偽痛風の症例の臨床像、頻度の検索
を行うために過去5年間の偽痛風患者を登録し、分析を行った。手関節の発症は全患者の18％で、
他の部位に比較し、短期間で治癒し、再発率も低い傾向がみらた。
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2-Po2-7 手術を行った二頭筋橈骨滑液包炎の検討
Study of Bicipitoradial Bursitis with Surgical Treatment

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

手術を行った二頭筋橈骨滑液包炎を対象に、その発生機序を検討した。男性2例、女性6例で、年
齢は平均71.5歳であった。画像および術中所見で橈骨粗面の形状は辺縁が隆起し、アワビ状となっ
ていた。本研究では上肢の使用頻度が低い高齢の女性に多く、滑液包炎の原因として橈尺骨の形
態が考えられた。回内時に滑液包の圧が上昇することで橈骨粗面の骨変化が生じ、滑液包炎、最
終的には上腕二頭筋腱断裂に至ると考えられた。

2-Po2-8 テニス肘における前腕肢位によるThomsenテストの陽性率と橈骨神経麻痺
Positive Rate of Thomsen Test Changing Forearm Position and Relation of Radial 
Nerve Palsy Associated with Tennis Elbow

佐竹 寛史（山形大学 医学部 整形外科） 
本間 龍介，高木 理彰

テニス肘26例に対し前腕肢位の違いによるThomsen テストの陽性率と橈骨神経知覚障害の有無
を調査した。Thomsenテストの陽性率は肘伸展かつ前腕回内；100%、肘屈曲かつ前腕回内；
77%、肘伸展かつ前腕回外；31%、肘屈曲かつ前腕回外；8%であった。特に肘伸展かつ前腕回
内で強い放散痛がみられ、前腕回外で放散痛が軽減、あるいは消失した。また、橈骨神経固有支
配域に痛覚低下がみられたのは69%で、健側より平均45%低下していた。

2-Po2-9 難治性上腕骨外側上顆炎関節鏡視所見での関節内変性所見の検討 
－変形性肘関節症の初期病変としての可能性について－
The degenerative changes of arthroscopic findings of in refractory lateral epicondylitis

新井　 猛（聖マリアンナ医科大学 整形外科学講座） 
田中 雅尋，西村　 敏，清水 弘之，別府 諸兄

難治性上腕骨外側上顆炎に関節鏡視下手術を施行してきたが，鏡視所見では関節内所見が多彩で
あることに注目してきた。関節内には滑膜炎が存在し，腕橈関節後方の滑膜ひだや滑膜ひだに一
致した腕橈関節に退行性変化がみられている。したがって上腕骨外側上顆炎の発症とその長期化
に伴い，滑膜ひだが関与し，腕橈関節の退行性変化が惹起されることが示唆された。

2-Po2-10 手外科領域（肩を除く）における石灰沈着性腱炎に対する治療経験
Treatment of Crystal-induced Tendinitis in the Hand 

光安 廣倫（光安整形外科） 
菊池 克彦，光安 元夫

手外科領域での石灰沈着性腱炎の報告は少ない。今回肘以遠に生じた9例、男性4例、女性5例、平
均年齢は49歳について報告する。手術施行例は、慢性疼痛の発症後3か月以上経過した尺側手根屈
筋腱に生じた1例であり、炭酸カルシウムの沈着であった。急性疼痛症例については、超音波ガイ
ド下にステロイドを局注することで著効しており、治療については急性期に超音波を用いて的確
にステロイドの局注を行うことが重要と考えている。
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 9:45～10:20 ポスター発表 35：ばね指1

座長：外間　 浩（那覇市立病院）

2-Po2-11 ばね指に対する腱鞘内注射におけるトリアムシノロン投与量の検討
Intrasheath injection for idiopathic trigger finger using variable dosage of triamcinolone 

成田 裕一郎（中通総合病院 整形外科） 
千馬 誠悦

トリアムシノロンの投与量を2mg，4mg，8mgの3群に設定して腱鞘内注射を行い，効果の持続を
投与後1か月，4か月で検討した．対象は60例87指で，平均年齢は61.8歳，罹患指は母指と中指
が多かった．投与後1か月では，2，4，8mg群いずれも97％以上の例で著明な改善がみられたが，
4か月では，効果が持続している例は2mg群24％，4mg群50％，8mg群69％で，投与量が多い
ほど効果が持続する傾向が見られた．

2-Po2-12 ばね指に対する超音波測定の妥当性の検討  
～検者内および検者間信頼性について～
Validation study of intra and inter class reliability about ultrasonographic measurement 
of trigger finger

速水 直生（東大阪市立総合病院 整形外科） 
重松 浩司，井川 真依子，面川 庄平，田中 康仁

ばね指に対する超音波測定の妥当性について検者内及び検者間信頼性を調査した。ばね指患者22
人の罹患指と健側についてpulleyの掌側壁、両側側壁、腱の縦径、横径の4点を2検者が測定し級
内相関係数を算出した。結果、腱では高い信頼性が得られたが腱鞘では十分な信頼性が得られな
かった。画像からの患側診断率を調査したが、腱測定の信頼性が高いのに関わらず正答率に差が
あり、腱の測定値以外に診断要素があることが示唆される。

2-Po2-13 指節間関節拘縮を伴うばね指におけるpulleyと屈筋腱の超音波解析
Sonographic Analyses Of Pulley And Flexor Tendon In Idiopathic Trigger Finger With 
Interphalangeal Joint Contracture

佐藤 潤香（葦の会 石井クリニック） 
石井 義則，野口 英雄，武田 光宏

特発性ばね指患者128人、177指を対象に本疾患に合併するIP（PIP）関節拘縮がpulley、屈筋
腱の肥厚と関係するのか超音波画像を用いて検討した。母指のA1 pulley、他指のA1およびA2 
pulley、屈筋腱厚で拘縮指、非拘縮指間に優位差を認めた。また母指のA1 pulley、他指のA1 
pulley、屈筋腱肥厚が拘縮の要因であることが示唆された。母指以外では拘縮改善のため報告され
ている屈筋腱の容積を小さくする手術は理にかなっていた。
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2-Po2-14 PIP関節屈曲拘縮を伴うばね指に対するA2 pulley完全切開の検討
Complete release of A2 pulleys on the snapping fingers with flexion contracture of PIP 
joints

中島 紀綱（ハンズ高知フレッククリニック） 
貞廣 哲郎，柴田 敏博

ばね指に合併するPIP関節屈曲拘縮の解離は困難なことが多い。2011年7月の日本臨床整形外科
学会においてA2 pulleyを完全切開することによって、危惧される腱のbowstringを生じることな
く屈曲拘縮を改善できるとの報告があった。この方法で追討したところ30例46指のうち3例3指

（6.5%）にbowstringによると思われるPIP関節屈曲制限を生じたので、若干の考察を加え報告す
る。

2-Po2-15 ばね指手術後再手術を要した症例の検討
Clinical Results of re-operation of stenosing tenosynovitis

中島 一郎（群馬県済生会前橋病院） 
長谷川 仁，後藤 　渉，田鹿 　毅，高岸 憲二

ばね指の手術後再手術を要した12例14指（男性3例3指、女性9例11指）の症例を検討した。中指単
独が6例、環指単独が3例、中指・環指が1例、示指・中指が1例、母指が1例であった。全例腱剥
離術を行い4例に関節授動術を追加し、術後1～2日目から理学療法を開始した。指屈筋腱機能評価
法によるとFairが3指、Goodが5指、Excellentが6指であった。

10:20～11:05 ポスター発表 36：ばね指2

座長：清水 弘之（聖マリアンナ医科大学 整形外科）

2-Po2-16 ストレッチを中心とした母指弾発指保存治療の治療成績
Clinical result of physical therapy with stretching for the trigger thumb

千葉 有希子（佐倉整形外科病院 リハビリテーション科） 
丹伊田 康介，阿部 圭宏，徳永 　進

stretchingを中心とした母指弾発指保存治療例における理学療法の治療成績について報告する．母
指弾発指47指を対象とし，症状の改善数，ステロイド注射追加の有無，治療成績を調査した．対
象をstretchingのみで治療可能であった症例（S群）と，症状によりTriamcinolone A追加を要した
症例群（S+I群）の2群とした．S群は27指，S+I群は20指，治療成績はS群 約85％，S+I群95%で
良好な成績が得られた．
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2-Po2-17 ばね指に対する腱鞘内トリアムシノロン注射の治療効果に関する検討
Evaluation of the therapeutic mechanism of steroid injection into tendon sheath for 
trigger finger

美舩　 泰（神戸大学大学院） 
乾 　淳幸，原田 義文，高瀬 史明，国分　 毅

ばね指に対する腱鞘内トリアムシノロン（TA）注射の治療効果に関して超音波評価と臨床成績評価
から検討を行った。TA注射後1週で有意な疼痛改善を認めたが、腱鞘、腱の腫大は改善しておらず、
注射後3週が経過すると、腱鞘、腱の腫大は有意に改善し、これにより多くの症例において弾発現
象の改善が得られたと考えられる。これらの結果より、ばね指に対する腱鞘内TA注射はまず試み
るべき有効な治療法であると考えた。

2-Po2-18 屈筋腱腱鞘炎に対する注射部位の検討
Selection of injection point for treatment of flexor tenosynovits

児島 　新（関西医科大学 香里病院 整形外科） 
漆崎 亜弥，植田 有紀子，中村 誠也

我々は屈筋腱腱鞘炎に対する注射手技を手掌部から以外に，基節骨レベルの指側面から，また前
腕屈側部からも行っている．今回，これら異なる3注射手技の違いによる疼痛と治療効果を比較検
討した．固有指への注射は指側面からでも有効で手技に伴う痛みが少ない．また前腕での注射で
も治療効果は期待でき，注射の痛みと注射後のADL障害が少く複数回の注射希望例や両側・複数
指の腱鞘炎症例には有用な手技であった．

2-Po2-19 ばね指における皮切の検討 －斜皮切と縦皮切の比較－ 
Comparison of Oblique and Longitudinal Incision for Trigger Finger Release

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

示指から小指ばね指81例99指に対して斜皮切と縦皮切を行い, 術後創瘢痕, 合併症について比較
検討した. 瘢痕の評価は, 斜皮切群において優: 25指（63%）, 良: 11指（27%）, 可4指（10%）, 不
可0指（0%）であった. 縦皮切群において優: 39指（66%）, 良: 18指（31%）, 可2指（3%）, 不可0指

（0%） であり, 両群とも創瘢痕は整容面で良好であった. 縦皮切群の1指に術後化膿性屈筋腱炎を
認め, 皮切を延長して掻爬, 洗浄を施行した．

2-Po2-20 母指経皮腱鞘切開の治療成績
Percutaneous Release of Trigger Thumb

山田 俊之（千葉市立青葉病院 整形外科） 
六角 智之

【目的】当科で施行した母指経皮腱鞘切開症例の成績を調査した。【対象】2004. 1月～2013. 9月ま
での65例を対象とした。男性9例，女性56例, 平均年齢65歳であった。【成績】open releaseに移
行した1例を除き,全例catchingが消失し，再発例はなく, 神経血管損傷例はなかった。【結論】母指
経皮腱鞘切開は合併症予防のポイントを認識していれば, 安全で有効な治療法と思われた。
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2-Po2-21 多発性ばね指症例と単発性ばね指症例の比較
Comparison of the patients with multiple trigger digits and single trigger digit

鈴木 歩実（聖隷浜松病院 手外科・マイクロサージャリーセンター） 
神田 俊浩，向田 雅司，大井 宏之

当院で加療した成人ばね指患者792例1298指・うち手術例404例632指の性別・利き手と罹患指・
手術指および併存症を調査し、患指数別（1指・2指・3指以上）に集計した。罹患指・手術指ともに
1指のみの群では母指が最も多かったが、3指以上の群では中環指が母指を上回った。どちらも患
指数が多いほど男女比や利き手・非利き手比が小さくなり、糖尿病と両側手根管症候群の有病率
が高くなった。

13:30～14:00 ポスター発表 37：先天異常

座長：古川 洋志（北海道大学医学部 形成外科）

2-Po2-22 肘屈曲再建を行った橈側列形成不全の2例
The reconstruction of the elbow active flexion for the radial ray deificiency;  
Report of two cases

太田 壮一（京都大学 医学部 整形外科） 
柿木 良介，野口 貴志，貝澤 幸俊，松田 秀一

橈側列形成不全に合併した肘関節自動屈曲困難例に対し、上腕二頭筋橈側停止部を尺骨に移行し、
良好な肘自動屈曲能が得られた2例を報告する。橈側前腕筋膜に癒合した痕跡様の二頭筋停止部を
尺骨鉤状突起のやや遠位の骨性部分へと移行することは、二頭筋筋力の前腕への伝達効率を上げ、
長いモーメントアームによる強い肘関節屈曲力を生み出すのではないかと考える。縫着時の理想
的な筋緊張度については、症例が少なく不明である。

2-Po2-23 小児先天異常に対するIlizarov mini fixatorを用いた治療経験
Our experience of Ilizarov mini fixator using for the infantile congenital anomaly

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

今回われわれは小児先天異常手に対し、創外固定器を用いた仮骨延長、変形矯正を9例10手に施行
した。小児にも使用可能なコンパクト化したmini-Ilizarov mini fixatorを用いた。装着中の骨折を
防ぐため、5歳以下では保護装具を使用した。仮骨延長例では平均9.8mmの骨延長を得た。小児へ
の創外固定器の使用は適応条件に慎重な検討を要するものの、成長過程における手機能向上に大
きく寄与する場合があると考える。
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2-Po2-24 Apert症候群に伴う母指橈屈変形に対する人工骨を用いた 
楔開き矯正骨切り術
Reconstruction of the thumb radial angulation in Apert syndrome by open wedge 
osteotomy with artificial bone graft

新谷 康介（大阪市立総合医療センター 整形外科） 
香月 憲一，中川 敬介，高松 聖仁，斧出 絵麻

Apert症候群に伴う母指橈屈変形に対し、我々が行ってきた人工骨を用いた楔開き矯正骨切り術に
ついて報告する。対象はApert症候群7例14母指、手術時年齢は平均5.6歳。X線像にて橈屈角、母
指長の計測を行った。結果は全例骨癒合し、埋植人工骨は自家骨に置換された。観察時に軽度の
矯正損失を認めたが、母指長は術直後から50%以上の延長効果を認めた。本法は強度の橈屈変形
を伴う例でも単純な皮切で大きな矯正が得ることができる。

2-Po2-25 先天異常手の三角指節骨に対するphysiolysisの術後成績
Surgical outcomes of physiolysis for delta phalanx of congenital anomaly hand

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

三角指節骨に対して矯正を行わず骨端線を含めた骨部分切除と遊離脂肪移植（physiolysis）術のみ
を行った2例4手の術後成績を検討した。手術時年齢は33ヵ月、術後観察期間は38ヵ月であった。
指偏位角は術前53°から術後29°に改善し、改善率は46%であった。Physiolysisは矯正角度に限
界はあるが小児の小さな三角骨に対して良好な術後成績が期待できる簡便で安全な術式と考えら
れた。

14:00～14:45 ポスター発表 38：マイクロサージャリー1

座長：沢辺 一馬（美杉会 男山病院）

2-Po2-26 当科における指切断治療の現況と課題
 Treatment of digital amputation: our current status and future issue

塩川 一郎（埼玉医大 総合医療センター 形成外科） 
河内　 司，山川 知己，大西 文夫，三鍋 俊春

当科で行ってきた、2010年1月から2012年12月までの指完全切断/不全切断症例128 例を切断レ
ベル、治療内容（再接着・遊離複合組織移植・断端形成など）、治療結果などについて分析した。
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2-Po2-27 当院における過去8年間の切断指再接着症例の検討
Study of cutting finger replantation cases over the past eight years in our hospital

三宅 良平（大津赤十字病院 形成外科） 
石河 利広，石川 浩三

2006年4月から2013年9月までに当科において施行された切断指再接着術についてその治療成績
を検討した。対象は完全切断及び不全切断のうち、虚血により血行再建を要した症例とした。症
例は103例142指、完全切断92指不全切断50指。119指が完全生着し、10指が部分壊死、13指が
完全壊死となった。部分壊死例も含めた生着率は90.8%であった。受傷形態・受傷原因・受傷部
位等と生着率との関係につき検討し報告する。

2-Po2-28 手部複合損傷（mangled hand）の治療
Treatment of mangled hand

土田 芳彦（湘南鎌倉総合病院）

治療が困難な手部複合損傷の27症例に対して、主としてマイクロサージャリーを用いた一期的再
建術を施行した。血管損傷は10例37％に認められ、皮弁形成術は9例33％に施行されていた。最
終経過観察時の上肢機能はChenの評価基準1が1例、2が8例、3が15例、4が3例であった。初期
の的確な組織損傷評価に基づいた論理的治療計画が肝要である

2-Po2-29 上肢における切断肢を含めた主管動脈損傷の治療経験
Treatment of major artery injury with upper extremity involved amputation 

宮城 光晴（藤崎病院 整形外科） 
大久保 康一，荒川 雄一郎

上肢における切断肢を含めた主管動脈損傷を12例経験した．腱，神経，血管の損傷状態，治療
成績を検討した．挫滅組織は十分にデブリードメントを行い，断裂した軟部組織は可及的に全て
縫合し，動脈の挫滅があれば静脈移植を行う．早期運動療法は再断裂の原因であり，後療法は
Dynamic splintを必ず装着し，術後3週から行う．手指の動きは比較的良好であるが，知覚の回復
は不良であり，手指の巧緻性は神経の回復に左右される．

2-Po2-30 動脈損傷を伴った上腕骨骨折の検討
Artery injury as a complication of humeral fracture

五十棲 秀幸（愛知県厚生農業協同組合連合会 海南病院 整形外科） 
関谷 勇人，勝田 康裕

動脈損傷を合併した上腕骨骨折6例を経験。全例において動脈を展開し、血行再建、患肢を温存した。
高エネルギー外傷や開放骨折の場合には動脈損傷を合併することもあるが、主要動脈の損傷があ
るにも関らず、手指の色調が良好な例が存在した。主要血管の損傷がある場合には手指の色調が
良好でも動脈の再建を行うべきである。
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2-Po2-31 血管柄付き腓骨頭移植術による上腕骨再建の長期成績 
－移植骨形態と上肢機能－
Long term result of free vascularized fibular head transfer for reconstruction of the 
proximal humerus

江尻 荘一（福島県立医科大学 医学部 整形外科） 
川上 亮一，田地野 崇宏，山田 　仁，紺野 愼一

上腕骨悪性骨腫瘍切除後に遊離血管柄付き腓骨頭移植術を用いて再建を行い、術後5年以上（8年～
15年6ヵ月）経過した3例で、移植腓骨頭の形態変化と上肢機能について検討した。ISOLS score 
は平均80%、DASH scoreは平均15.8と患肢機能は良好であった。移植腓骨の横径は全例で減少
していた。移植腓骨頭は1例で吸収されたが、上肢機能は悪化しなかった。本法は、長期に良好な
上肢機能を獲得しうる優れた再建法である。

14:45～15:35 ポスター発表 39：マイクロサージャリー2

座長：樋口 浩文（岩手県立中部病院 形成外科）

2-Po2-32 骨髄内静脈還流を利用した指尖部再接着術の検討
Finger Tip Replantation Using bone marrow circulation for Venous Drainage

高木 信介（今給黎総合病院 形成外科） 
信太 　薫，堀川 良治，小坂 健太朗，吉本 信也

指尖部再接着において静脈吻合が困難な場合があり，さまざまな対処法が報告されている。われ
われは，指尖部切断9例9指に対して，骨髄の損傷や還流を障害しないように骨接合を行い，骨髄
内静脈還流を温存することで，動脈吻合のみで再接着術を行った。5指は鬱血がなく，3例はごく
軽度な鬱血で生着した。1例は生着しなかった。静脈吻合が困難な指尖部切断に対して骨髄内静脈
還流を利用した再接着術は有用であると考える。

2-Po2-33 指尖部切断再接着後の静脈還流障害に対するヘパリンカルシウム局注の 
有用性と問題点
Topical injection of heparin calcium to relieve postoperative congestion after fingertip 
replantation

門田 英輝（沖縄県立中部病院 形成外科） 
今泉 　督，平塚 宗久，石田 有宏

指尖部切断再接着後に鬱血を認めた15指に対してヘパリンカルシウム局注による瀉血を行った。
完全生着は11指で、部分壊死4例を含めた全体の生着率は93.3%であった。部分壊死例は組織量
の多い石川分類subzone III、IVであった。輸血が必要な症例はなかったが、術後早期に2000単位
以上局注した症例は出血が多い傾向を認めた。一回投与量500単位ほどでも適切な瀉血が可能であ
り、500単位前後の投与が至適量である可能性が示唆された。
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2-Po2-34 指尖部再接着における動脈再建法の検討
Surgical Strategies for Arterial Repairs in Fingertip Replantation

後藤 　仁（高松市民病院 整形外科） 
笠井 時雄，三好 英昭，三宅 亮次，小川 維二

自験例から指尖部再接着における動脈再建法を検討し、血管損傷状況に応じた再建法を分類し提
示した。指尖部再接着においては、DTPAの残存の有無とその残存部位により、その動脈再建方法
を術前に予測し、静脈採取の必要性の有無と適切な吻合部位を早期に判断することができる。

2-Po2-35 指尖部損傷に対し、triangular oblique flapを用いて再建した小経験 
～皮弁の前進距離は術後の神経回復に影響を及ぼし得るか～
Case reports using triangular oblique flap for reconsructing finger tip injury

高山 和政（倉敷中央病院 整形外科） 
松本 泰一，津村 卓哉，中井 秀和，玉置 康之

triangular oblique flapはVenkataswamiが報告した知覚皮弁である。しかし前進距離が長すぎる
と知覚回復が劣るという報告がある。今回我々は石川のSubzone2以遠の指尖部損傷に対して行っ
たTOF法において、皮弁の前進距離と知覚回復の関連性について検討した。結果、皮弁前進距離
が長いものは知覚回復が劣る傾向が認められた。前進距離の一つの指標として、指関節を屈曲さ
せずとも被覆できる範囲内にすべきと考えられた。

2-Po2-36 指尖部切断に対するgraft-on flap法の経験
Reconstruction of Fingertip Amputations with Graft-on Flap Method

小川 　光（溝口整形外科病院） 
小島 哲男，村田　 大，仲西 知憲

当院におけるgraft-on flap法の結果・検討を報告する。対象症例は9例10指（男性8例・女性1例）、
手術時年齢21-58歳で平均34.8歳、母指1指・示指1指・中指3指・環指5指、切断レベルは石川の
subzone分類でsubzone2は9指・subzone3は1指であった。結果は、1例に爪床および末節骨が
壊死が生じたため断端形成を行い短縮した。その他の症例は共に良好な爪甲を再生し、整容的に
も満足する結果となった。

2-Po2-37 指尖部切断（石川subzone1/2）における再接着と皮弁による術後成績の 
比較検討
Treatment of Finger Tip Amputations with Replantation or Flap

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

指尖部切断（石川subzone1/2）の治療法は,諸家の報告より再接着術が最良の方法であるが皮弁再
建術も良好な成績の報告がある. 当センターにおける両治療法の術後成績を比較検討（DIP関節自
動可動域, 知覚評価, 爪変形, cold intolerance, 合併症）し, 問題点を検証した. 再接着群は爪変形
は少ないが, cold intoleranceはほぼ必発, 指尖部萎縮が認められた. 皮弁群は, 爪変形を多く認め
た. 両治療法の長所と短所を踏まえて治療法を選択すべきである.



Poster A
rea 2

286

2-Po2-38 手指末節部挫滅切断再接着例の検討
Results of Replantation for Fingertip Crush Amputations

高山 拓人（社会保険山梨病院 整形外科） 
井上 智雄，相川 大介，宝亀　 登，稲田 成作

手指末節部挫滅切断再接着術は吻合血管径が小さく手技が難しいというだけでなく、血管そのも
のの損傷や欠損例などがあり、血管吻合ができたとしても様々な術後合併症を併発する危険性も
あり決して容易ではないが、生着すれば形態的、機能的に比較的有用な手指末節部を得ることが
可能である。経験した症例から防ぎ得た壊死を減らし、生着率の向上を目指すべく術後成績と問
題点を調査し、検討を行った。



Poster A
rea 3

287

ポスターエリア3（Poster Area 3）

  8:30～9:05 ポスター発表 40：CM関節

座長：児島　 新（関西医科大学 香里病院 整形外科）

2-Po3-1 母指CM関節症における中手骨関節傾斜とMP関節過伸展の検討
Radiographic analysis of the trapezial tilt and the MP joint hyperextension in the thumb 
CM arthritis

松永　 渉（福岡山王病院 整形外科） 
副島 　修

当院で母指CM関節症に対してThompson法を施行した18例20手に対して，術前stageとX線上の
trapezial tilt（以下TT）および術前後MP関節過伸展角度の関連について検討した．母指CM関節症
のstageが進行するほどTTは増大し, 術前MP関節過伸展角度も増大した．術前stageと術後のMP
関節過伸展角度は相関を認めず，MP関節過伸展の予後予測は困難であった．MP関節の手術時処
置に関しては今後の検討が必要であると思われた．

2-Po3-2 母指CM関節症に対するロッキングプレートを用いた第1中手骨外転対立位
骨切り術
Abduction-Opposition Wedge Osteotomy of the First Metacarpal Bone Using Locking 
Plate for Trapeziometacarpal Osteoarthritis

堂後 隆彦（西能病院 整形外科）

11例12手の母指CM関節症に対してロッキングプレートを用いた第1中手骨外転対立位骨切り術
（AOO）を行った。第1中手骨基部で30°の楔状骨切りを行い、W字型にベンディングしたロッキン
グプレートで内固定した。全例骨癒合し、VAS、Quick-DASHともに改善した。X線上関節裂隙の
開大を認め、関節脱臼率は改善した。AOOは、母指CM関節症に対する手術法として有効であり、
ロッキングプレートを用いることで手技を容易にする事が出来た。

2-Po3-3 母指CM関節症に対する骨アンカーを用いた靭帯再建腱球移植術の治療成績
Clinical Outcome of the Patients with Trapeziometacarpal Osteoarthritis by Trapeziectomy 
and Ligament Reconstruction and Tendon Interposition using Bone Anchor

鈴木 啓介（大阪労災病院整 整形外科） 
惠木 　丈，川端 　確，矢野 公一

母指CM関節症に対する簡便なLRTIとして、大菱形骨摘出後、骨孔の代わりに中手骨基部に設置
した骨アンカーを用いてFCR全腱を用いて靭帯再建を行い、残存腱で腱球移植をした10例（手術時
年齢平均63歳）に対して術後平均24か月の経過観察を行った。術後Grind testは8例が消失し、鍵
つまみ力、Q-DASH scoreも有意に改善した。画像上、中手骨の沈み込みを認めたが、臨床成績
との相関はなかった。簡便なLRTIの1法と考慮できる。
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2-Po3-4 母指CM関節脱臼の治療
Treatment of thumb carpometacarpal joint dislocation

鈴木 祥吾（一宮西病院 整形外科） 
西 源三郎

母指CM関節脱臼を経験したので報告する。ギプス固定例および経皮pinning例は固定除去後2か月
では良好であった。靭帯再建術については、不安定性は認めなかったが、CM関節の軽度の疼痛と
MP関節、IP関節の軽度の運動障害が残存した。新鮮母指CM関節脱臼の治療は、不安定性が無け
ればまずは徒手整復し、母指最大回内、掌側外転位でのギプス固定あるいは経皮pinningを行い、
もし不安定性が残れば靭帯再建術を行うのが良いであろう。

2-Po3-5 外傷性母指ＣＭ関節脱臼の治療経験
Traumatic Thumb Carpometacarpal Joint Dislocation

中後 貴江（兵庫県災害医療センター 整形外科） 
長谷川 康裕，松橋 美波

外傷性母指CM関節脱臼を8例経験し、早期再建例2例を含む靭帯再建例4例と、ピンニングを行っ
た1例で術後1年以上の経過観察を行った。治療法については未だ議論があるが、外固定やピンニ
ングのみでは不安定性を来すという報告があり、我々も靭帯再建が遅れた症例で最終的に大菱形骨
切除および腱球置換が必要となった。青壮年に対しては早期に靭帯再建術を行うことにより、長
期に安定した成績が得られると考えられた。

  9:05～9:35 ポスター発表 41：変形性関節症

座長：飯田 博幸（飯田病院）

2-Po3-6 DIP関節固定術における紡錘形皮切の有用性
Spindle-shaped skin incision is useful technique for distal interphalangeal joint 
arthrodesis

野々村 秀彦（岐阜県総合医療センター 整形外科） 
横井 達夫，濱田　 知

DIP関節の背側皮膚を紡錘形に切除するアプローチを考案し、DIP関節固定術に用いた。
Dermodesisと同様にDIP関節背側の皮膚を幅3～4mmの紡錘形に切除し、DIP関節内を操作し、
double thread screwなどで内固定した。横皮切より術中視野が良好であった。また、紡錘形に切
除した皮膚は縫合時に皺に一致し、Y字皮切より整容面で優れていた。
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2-Po3-7 粘液嚢腫を伴ったHeberden結節に対する骨棘切除術の患者満足度調査
Patient Satisfaction of Osteophyte Resection for Heberden's Node with Mucous Cyst

轉法輪 光（大阪厚生年金病院 整形外科） 
富永 明子，島田 幸造

粘液嚢腫を伴ったHeberden結節に対する骨棘切除術を受けた患者7例に、手術への満足度に関す
るアンケート調査を行った。術後1年7か月経過時点で、粘液嚢腫の再発なく、疼痛がVASにて術
前2.0点から術後0.4点へ改善していた。手術に対する満足度は、6例で「大変満足」「満足」となり、
1例で「不満足」であった。不満足例は腫脹の残存がその理由であった。

2-Po3-8 変形性DIP関節症におけるパワードップラーエコー所見と臨床評価項目と
の関連
Correlation between Power Doppler Ultrasonographic Imaging and Clinical Findings in 
Patient with Osteoarthritis of the DIP Joint

上原 浩介（東京大学 医学部 整形外科） 
森崎 　裕，上田 晃史，高本 康史，大江 隆史

エコーで靭帯周囲の炎症を評価し、他項目との関連を検討した。変形性DIP関節症26例47指を対
象とし、エコー上の炎症所見、VAS、発赤の有無を記録した。炎症所見はGrade0が10指、1が33
指であった。発赤と疼痛、発赤と炎症は関連があった。炎症と疼痛には有意な関連が示されなかっ
た。靱帯付着部炎と、通常は初期にみられることの多い指背の発赤との関連が示されたことから、
靱帯付着部炎が初期の病態に関係している可能性がある。

2-Po3-9 指節間関節変形性関節症に対する手術用手袋サポーターの試み
New method of supporter therapy using rubber gloves for osteoarthritis of fingers

林原 雅子（鳥取大学 医学部 整形外科） 
山下 優嗣，藤田 章啓，遠藤 宏治，永島 英樹

　手指変形性関節症の8名18指（DIP関節13指、PIP関節5指）に手術用手袋をサポーターとして用
い、6名の症状改善を得た。サイズ不適当1名はテーピングに変更し、高度変形1名で関節固定を行っ
た。指節間関節OAに対する手袋サポーターによる保存的治療は簡便に装着可能で、手指感覚も保
たれ日常生活に支障少なく使用でき、よい方法と思われた。
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 9:35～10:25 ポスター発表 42：関節リウマチ

座長：秋田 鐘弼（大阪南医療センター）

2-Po3-10 SLEのJaccoud関節炎に対する手指機能再建術の1例
Reconstruction of hand function for for Jaccoud arthritis due to the SLE

親川　 知（新潟県立リウマチセンター リウマチ科） 
石川 　肇，阿部 麻美，大倉 千幸，大谷 　博

71歳男性　2011年頃より非びらん性の両手指の変形が急速に進行した。SLEによるJaccoud関節
炎と診断。右手の母指から小指MP関節に人工指関節置換術（Swanson）、母指IP関節と示指DIP関
節に固定術を左手の母指CM関節形成術（Thompson法）、母指MP関節と中指DIP関節固定術、示
指から小指MP関節に人工指関節置換術（Swanson）を施行した。術後経過は良好。

2-Po3-11 関節リウマチにおける手関節痛に対するトリアムシノロンアセトニド 
（ケナコルト-A®）の注入効果

The effect of Triamusinoronacetonide for the treatment ofdistal radio-ulnar joint in 
rheumatoido arthritis

福居 顕宏（西の京病院 整形外科）

関節リウマチにおける手関節障害に対してトリアムシノロンアセトニドとリドカインを遠位橈尺
関節内に注入した。Grade I～IV共多くの症例が少ない回数で症状改善した。注入後の皮下萎縮は
認めなかった。X-pでは手関節裂隙の狭小化が進行している例、進行を見ない例も認めたがトリア
ムシノロンアセトニドの副作用かRAの進行かの判断は出来なかった。進行例でも急激な関節裂隙
の狭小化は無く手根骨の壊死も認めなかった。

2-Po3-12 手関節リウマチに対するDarrach法の長期成績
Darrach Procedure for Rheumatic Wrist, Long term follow-up

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

リウマチ手関節症症例に対するDarrach法の長期成績を評価し、生物学的製剤使用、疾患活動性
が臨床成績に及ぼす影響を調査した。PRWEスコアー（PRWE-P、PRWE-F）は平均34.5（12.3、
22.2）点と概ね良好な成績であった。生物学的製剤使用の有無よりも疾患活動性が臨床成績に影響
していた。
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2-Po3-13 関節リウマチに対するSauve-Kapandji法の治療成績
Treatment results of Sauve-Kapandji procedure for rheumatoid arthritis

立松 尚衞（名古屋市立大学 整形外科） 
川口 洋平，岡本 秀貴，関谷 勇人，大塚 隆信

2004～2013年に当施設においてSauve-Kapandji（S-K）法を施行した関節リウマチ（RA）患者の治
療成績を検討した。症例は14例16手（男性2人、女性12人）、手術時期平均年齢は65.6歳（49～81
歳）、術後平均経過観察期間は28.6ヶ月（8～67ヶ月）であった。全例で手関節痛は改善した。術後、
掌屈制限は悪化するも、回外を改善することができ、背屈と回内は維持できた。また、経時的に
手根骨の破壊、尺側偏位および掌側脱臼の進行を認めた。

2-Po3-14 リウマチ手関節障害に対するSauve-Kapandji法、Darrach法の術式選択
の妥当性の検討
Clinical Validity of the Indication of the Sauve-Kapandji or the Darrach Procedure for 
the Rheumatoid Wrist

柏 　隆史（札幌医科大学 医学部 整形外科） 
金谷 耕平，射場 浩介，和田 卓郎，山下 敏彦

本研究の目的はRA手関節障害に対する関節形成術の術式選択の妥当性について調査することであ
る。対象は28例32手。平均年齢は60歳、平均観察期間は37か月。術式は橈骨手根関節癒合例、
棚形成例にはD法を用い、前記以外の全例にS-K法を用いた。対象はS-K群23手、D群9手であった。
術後可動域。握力、Dashスコアは2群間で有意差はなかった。当科での術式選択は妥当と思われた。

2-Po3-15 シリコンインプラントを用いたMCP関節への人工関節置換術の術後成績
Postoperative outcomes of artificial joint replacement with silicone implants in the  
MCP joint

岩橋 　徹（大阪南医療センター 整形外科） 
秋田 鐘弼，廣白 大介

当院にて施行した，シリコンインプラント（AVANTA）を用いた人工MCP関節置換術の術後成績を
検討した．16例19手に対し関節可動域，DASH score，握力について術前後での比較を行った．
関節可動域は伸展方向へシフトしつつやや拡大する傾向にあり、DASH scoreは平均9.9点の改善
が見られた。握力は情報欠落が多く，一定の傾向は見られなかった．

2-Po3-16 RA患者におけるAVANTA®によるMP人工関節置換術術後折損例の検討
Analysys of the implant fracture of Avanta metcarpophalangeal joint arthroplasty in 
patients with rheumatoid arthritis

山下 泰司（琉球大学 医学部 整形外科） 
金谷 文則，普天間 朝上，赤嶺 良幸，小浜 博太

対象は当院及び関連病院にて手術を施行したRA患者10例36指。全例女性、手術時年齢は平均54歳、
36指中13指（36%）でAVANTA®の折損を認めた。若年齢で折損率が高く、術前尺側偏位が強い程、
術後可動域が良好な程折損しやすい傾向にあった。AVANTAは多くの症例報告があり、術後成績
も安定しており頻用されているインプラントの一つであるが、若年齢のRA患者に対しては慎重な
適応が必要と考えられる。
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10:25～10:50 ポスター発表 43：上肢延長

座長：湯川 昌広（弘前大学 整形外科）

2-Po3-17 外傷性母指切断に対するIlizarov mini fixatorを用いた骨延長術の有用性
Usefulness of bone lengthening surgery using the Ilizarov mini fixator for traumatic 
thumb amputation

森本 祥隆（磐田市立総合病院 整形外科） 
荻原 弘晃，大村 威夫，澤田 智一

外傷性母指切断には種々の再建法がある。我々は外傷性母指切断に対してIlizarov mini fixatorを
用いた第1中手骨延長と第1，2中手骨間の開大による再建を行った延長によって得た母指長は他の
再建法に比べて遜色がなかった。他の部位に比べ、Healing indexが長かった。本法では他の部位
を犠牲にしないことが、最も大きな利点としてあげられる。患者は自家組織を犠牲にした再建に
抵抗を示すことがあり、本法は有用であると考える。

2-Po3-18 指節骨延長の治療成績－切断端の仮骨延長はより末梢で可能か？－
Results of Phalangial Lengthening -Possibility of Callotasis Technique for distal site-

前川 尚宜（奈良県立医科大学 救急科） 
面川 庄平，小畠 康宣，中野 健一，田中 康仁

指節骨仮骨延長例のうち中枢延長例と断端末梢での延長例について検討した。10指は切断端での
延長（S群）、15指ではより中枢側の骨で延長（P群）であった。S群とP群において骨延長量、骨延長
率、Consolidation Index（C.I.）創外固定装着期間などの検討を行ったがS群は獲得骨延長量、獲
得骨延長率、創外固定装着期間、C.I.についても両群間には有意差がなく末梢で仮骨延長は可能と
考える。

2-Po3-19 前腕延長術の治療成績
Clinical Results of Forearm Lengthening

高橋 光彦（徳島大学 運動機能外科） 
殿谷 一朗，安井 夏生，西良 浩一

当院での前腕骨延長の症例の治療成績ついて報告する。対象は3例5肢で、手術時年齢は8-11歳、
延長骨は橈骨1肢、尺骨4肢であった。術前後症状、骨延長量とexternal fixation index（EFI）、X
線上パラメーター変化、合併症について調査した。平均22.8mmの骨延長が行えわれており、術前
あった変型可動域制限は消失していた。合併症は、一過性橈骨頭遠位亜脱臼2肢、ピンサイト感染・
瘢痕各1肢であった。
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13:30～14:20 ポスター発表 44：神経・血管など

座長：長谷川 健二郎（岡山大学 形成再建外科）

2-Po3-20 CMC-PE gelの絞扼性神経障害に対する術後早期の機能回復効果
The effect of CMC-PE gel about early functional recovery after nerve decompression

浦野 秀樹（名古屋大学 手の外科） 
岩月 克之，山本 美知郎，平田 　仁，遠藤 信幸

癒着防止効果のあるCMC-PE gelを使用して、絞扼性神経障害モデルにおける術後1ヶ月の機能回
復効果について確認した。癒着防止効果については引っ張り強度試験を、神経機能回復効果につ
いてはMCV及び筋質重量を測定した。gel使用群は非使用群と比較し,どの測定においても良好な
結果を示していた。手術後にCMC-PEゲルを散布する事によって癒着が予防され、神経周囲の環
境改善によって早期に神経機能も回復する可能性が示された。

2-Po3-21 手根管内における神経癒着モデルを用いた癒着の予防に関する検討
Prevention of adhesion with experimental model of median nerve adhesion in carpal 
tunnel of rabbits

八野田 愛（金沢大学 整形外科） 
多田 　薫，岡本 駿郎，土屋 弘行

手根管症候群を初めとする絞扼性神経障害例や外傷に伴う末梢神経損傷例においては、神経の癒
着が治療上の問題となることが多い。我々はラビットの手根管内で神経を癒着させるモデルの作
成に成功し、癒着の病態に関して検討した。また、本神経癒着モデルを用いて、癒着の予防を目
的に手根管内にアルギン酸ゲルを投与し、その効果を確認した。今後、癒着を予防するための手
技や製剤についてさらに検討する予定である。

2-Po3-22 指神経縫合術後のCPT検査
Sensory evaluation by CPT testing after neurorrhaphy of digital nerves

野々村 秀彦（岐阜県総合医療センター 整形外科） 
横井 達夫，濱田 　知

指神経損傷後、神経縫合術を行った患者5名6指のCPT検査による経時的知覚評価を行った。最終
観察時にs-2PDおよびS-Wが正常域まで回復した症例1例1指は、術後3～6ヶ月の時期にCPT検査
にてAβ線維が知覚過敏を示していた。また、C線維の知覚過敏例は認めなかった。Aβ/Aδ/C線
維全てが知覚鈍麻だった1指は、最終観察時のs-2PDは20mm以上と不良であった。
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2-Po3-23 MRI拡散強調画像による末梢神経鋭的損傷の描出
Visualization of  Peripheral Nerve Laceration using Diffusion Weighted MRI

冲永 修二（東京逓信病院 整形外科） 
伊藤 祥三

MRI拡散強調画像の一種であるDWIBS法が末梢神経の鋭的損傷の診断に有用かを明らかにするた
め、鋭的神経損傷5例で撮像所見を手術所見と対比した。神経断裂部の近位側の信号上昇によって
容易に損傷部位を特定できた。新鮮例では周囲組織損傷による背景信号の上昇が重なる場合があ
り、診断能力の向上に背景信号の除去が課題である。

2-Po3-24 bFGF投与によるリンパ脈管新生と二次性リンパ浮腫改善
bFGF improves secondary lymphedema through lymphangiogenesis

大西 哲朗（名古屋大学 手の外科） 
西塚 隆伸，倉橋 俊和，岩月 克之，平田 　仁

二次性リンパ浮腫治療は手術的治療、保存的治療の進歩にもかかわらず、その効果は報告により
一定したものはない。今回我々はラットの尾部の二次性リンパ浮腫モデルを用いて、bFGF投与
によるリンパ脈管新生とリンパ浮腫改善効果、リンパ管機能を生理食塩水投与群と比較評価した。
bFGF群において、VEGFCを介したリンパ脈管新生とそれによるリンパ浮腫改善、リンパ管機能
亢進効果を認めた。

2-Po3-25 新規ICG類似蛍光化合物を用いた静脈・リンパ還流の近赤外蛍光リアル 
タイムイメージング
Near-Infrared Fluorescence Real Time Imaging of Venous and Lymphatic Drainage 
using a Novel Indocyanine Compound

倉橋 俊和（名古屋大学大学院 医学系研究科 手の外科学） 
新井 哲也，大西 哲朗，平田 　仁

新規のICG類似近赤外蛍光化合物TK1は立体構造3nm以下の水溶性化合物であり、微小な分子径
ゆえに水や物質の移動をより鋭敏に反映する。ラット大腿静脈および伴走リンパ管の近赤外蛍光
イメージングにおいてTK1は静脈とリンパ管の双方で排出され、ICGと異なる動態を示した。TK1
は従来のICGでは不可能であった、静脈還流を含めた水と物質の移動をリアルタイムで観察するこ
とを可能にし、炎症や浮腫の評価に有用なツールとなりうる。

2-Po3-26 Buerger病による手指壊疽に対するDistal Venous Arterializationの経験
A case of distal venous arterialization for ischemic hand 

柳沢 　曜（姫路医療センター 形成外科） 
石椛 寛芳，川田 貴章，長谷川 泰子，野村 　正

症例は59才女性。Buerger病による手指の潰瘍形成を認めた。手関節より遠位の動脈閉塞を認め
たが、近位の動脈や静脈に有意な狭小化を認めず。同側の橈側皮静脈を採取し前腕の橈骨動脈と
端側吻合を行い、venous arterializationを施行した。術後半年を経るが、手指の潰瘍部は良好な
肉芽形成を認める。venous arterializationは上肢の動脈性疾患治療の一選択肢となりうる。
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14:20～14:50 ポスター発表 45：感染1

座長：岳原 吾一（那覇市立病院 整形外科）

2-Po3-27 上肢動物咬創に対する積極的デブリードマンと創閉鎖
Aggressive debridement and wound closure for animal bite injuries of the upper limb

内藤 聖人（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

我々は動物咬創に対して積極的に創到達部の目視確認、汚染組織除去そして創閉鎖を行なってい
る。15症例15上肢の動物咬創に対して受傷早期のデブリードマンと創閉鎖を行った。1例で追加
デブリードマンを行なった。術後、手指のしびれと橈骨神経浅枝損傷を1例ずつ認めたが、手指機
能障害例は認めなかった。咬創に対して早期にデブリードマン、創閉鎖を行なうことにより上肢
機能障害を予防しうると考えられた。

2-Po3-28 手、手関節部屈筋腱・伸筋腱に同時発症した非定型抗酸菌性腱鞘滑膜炎の
2例
Nontuberculous Mycobacterial Tenosynovitis in the Hand:  
Two Cases with  Simultaneous Involvement of the Flexor and Extensor Tendons

峯田 和明（徳島大学 整形外科） 
高橋 光彦，花岡 尚賢，西良 浩一

非定型抗酸菌腱鞘滑膜炎の手屈筋腱・伸筋腱同時発症は渉猟しうる限り報告がない。今回我々は、
当院で経験した同時発症2例について報告し、同時発症に到った原因について画像所見ならびに文
献的に考察した。2例とも画像上、手関節部の骨破壊を合併しており、手関節を経て掌側-背側間
で病巣が拡大した可能性を考えた。慢性経過の腱鞘滑膜炎では本症を疑い早期の診断・治療が必
要である。

2-Po3-29 手指粘液嚢腫から感染した化膿性関節炎の検討
Pyogenic Arthritis through Mucous Cyst

石崎 力久（函館五稜郭病院 形成外科） 
佐藤 　攻

我々は手指における化膿性関節炎のうち、手指粘液嚢腫から感染したと考えられる症例4例4指を
検討した。手指粘液嚢腫の治療では手術のほか、保存治療として穿刺やステロイドなどが行われ
ているが、化膿性関節炎に至る可能性があることを考慮し、慎重に行うべきと考えられた。
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2-Po3-30 手指爪周囲炎に対する外科的不適切治療は巻爪変形を起こす可能性がある
Inadequate surgical treatment for finger panaritium may cause ingrown nail

塩之谷 香（塩之谷整形外科 ） 
中村 蓼吾，高橋 明子

手指の爪周囲炎において爪の部分切除や肉芽の切除を受けた後、疼痛が遷延し巻爪変形を呈する
症例がある。疼痛のため手指を使えなくなり、指腹よりの圧力がかからなくなるため爪の曲率が
増すと考える。日常生活に支障をきたす症例もあり、爪周囲炎に対して侵襲の多い治療を加える
ことは避けることが望ましい。

14:50～15:20 ポスター発表 46：感染2

座長：大谷 和裕（近畿大学 整形外科）

2-Po3-31 化膿性肘関節炎から難治性肘頭部潰瘍を生じたWerner症候群の一例
Werner's Syndrome Associated with Intractable Skin Ulcer of Elbow after suppurative 
arthritis Of Elbow: A Case Report

田中 健祐（川崎医科大学 整形外科） 
高田 逸朗，篠山 美香，河本 豊広，長谷川 徹

Werner症候群は整容的特徴の強い、遺伝疾患であり、骨隆起部等に皮膚潰瘍を生じやすいとされ
る。今回、Werner症候群に合併した難治性肘頭部潰瘍の1例を経験した。45歳、男性、化膿性肘
関節炎を主訴に来院。身体所見、既往歴等から加療中にWerner症候群と診断。2度の感染性関節
炎掻破術を施行したが、術後創離開を認めるなど治療に難渋した。Werner症候群の皮膚潰瘍は難
治性であり、皮弁による再建等も考慮し治療する必要がある。

2-Po3-32 透析患者におけるMRSA手掌部感染症から敗血症に至った1例
A case of sepsis from MRSA human hands infections in dialysis patient

入江 弘基（熊本大学医学部附属病院 救急・総合診療部） 
水田 博志

骨軟部組織におけるMRSA感染症に関して、抗MRSA薬の投与方法に一定のプロトコールは確立
されていない。今回、透析患者の手根管開放術後にMRSA感染症を認め、敗血症となったが、腎
不全に伴う抗MRSA薬および抗MRSA補助薬の減量投与を行いながら創部の腱滑膜切除を行い、
創傷治癒遅延や汎血球減少などの合併症を認めながらも、比較的良好な経過をたどった症例を経
験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。
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2-Po3-33 ジストニアに起因する骨髄炎を伴う難治性潰瘍に対しボツリヌス療法を
行った1例
Botulinum toxin for the treatment of hand dystonia with skin ulcer and osteomyelitis:  
A case report

鈴木 茉友（国立病院機構 京都医療センター 形成外科） 
荒田 　順

77歳男性。右示指に潰瘍が出現後，ジストニアにより除圧および処置が困難なため難治となり、
創部感染の悪化を認め受診。右示指基節部に潰瘍を認め、XPにて基・中節骨の骨融解像を認めた。
創部洗浄処置が必要と判断したが，ジストニアにより処置が困難であったため，前腕屈筋群にボ
ツリヌス毒素の筋注を行った。1週間後には手指のジストニア肢位の軽快を認め，洗浄処置も容易
になり，感染は制御され，2ヵ月後に潰瘍は治癒した。

2-Po3-34 膿瘍に対するループドレーン法
Looped drainage for abscess

蔡 　栄浩（手稲渓仁会病院 整形外科） 
佐々木 勲，前田 明子，遠藤 　健，西田 欽也

2010年皮下膿瘍のドレナージ法としてループドレーン法が報告されその利点が示された。我々は
2008年に独自に化膿性疾患に対してループドレーン法を開始していたがその方法について報告す
る。また指の化膿性屈筋腱炎、肘の化膿性滑液胞炎、上肢の壊死性筋膜炎に対してループドレー
ン法を施行したのでその治療経験について報告する。
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