
─ 26 ─

第38回中部日本手外科研究会 プログラム
第1会場　5F　小ホール1

◆開会式	 8：55 〜 9：00

◆シンポジウム1
『超音波で診る手外科』	 9：00 〜 10：10

座長　砂川 融（広島大学大学院医系科学研究科 上肢機能解析制御科学）
　　　森田 哲正（鈴鹿回生病院 整形外科）

S1-1	 	手根管症候群の超音波診断
糸魚川総合病院 整形外科

長田 龍介

S1-2	 	超音波検査を用いた手根管症候群における母指球
筋の萎縮の評価

赤穂市民病院 整形外科
名倉 一成

S1-3	 	鏡視下手根管開放術における超音波モニタリング
大阪医科大学 整形外科

大野 克記

S1-4	 	Dupuytren 拘縮症例での放射線技師による超音波
を用いた術前指神経マーキングの有用性

大阪掖済会病院 整形外科・手外科外傷マイクロサージャリーセンター
田中 祥貴

S1-5	 	手関節炎に対する超音波画像検査の有用性
岡谷市民病院 整形外科

鴨居 史樹
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◆シンポジウム2
『ここまですごいぞ人工神経』	 10：20 〜 11：40

座長　平田 仁（名古屋大学大学院医学系研究科 手の外科学）
　　　五谷 寛之（ 大阪掖済会病院 手外科・外傷マイクロサージャ

リーセンター / 静岡理工科大学医工学）

S2-1	 	コラーゲン製人工神経を用いた末梢神経再生と神
経再生の未来

名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科
岡本 秀貴

S2-2	 	コラーゲン製人工神経の臨床応用
豊橋市民病院 外傷・マイクロサージャリーセンター

武田 真輔

S2-3	 	コラーゲン製人工神経の臨床応用
市立伊勢総合病院 整形外科

里中 東彦

S2-4	 	臨床における人工神経の適応と発展的使用方法
東京手の外科・スポーツ医学研究所 高月整形外科病院 

宇佐美 聡

S2-5	 	コラーゲン製人工神経（リナーブ）との出会いから
基礎研究に至るまで

順天堂大学浦安病院 手外科・外傷再建センター
市原 理司

S2-6	 	コラーゲン製人工神経について	癒着予防の観点から
淀川キリスト教病院 整形外科

高松 聖仁

◆天叢雲セミナー1	 12：00 〜 13：00

座長　鈴木 克侍（藤田医科大学岡崎医療センター 整形外科）

	 	最近のリウマチ手の外科の現状と問題点
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 整形外科

西田 圭一郎
共催：中外製薬株式会社

◆総会	 13：10 〜 13：25
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◆特別講演	 13：30 〜 14：30

座長　関谷 勇人（ 愛知県厚生農業協同組合連合会海南病院）

	 	手外科の過去・現在・未来ー日本手外科学会を
中心として

広島大学名誉教授
生田 義和

◆シンポジウム3
『一筋縄ではいかないばね指治療』	 14：40 〜 16：25

座長　河村 健二（奈良県立医科大学　整形外科教室）
　　　大野 義幸（岐阜市民病院 形成外科）

S3-1	 	ばね指患者における PIP/IP 関節屈曲拘縮に関与す
る因子

神戸労災病院 整形外科
原田 義文

S3-2	 	PIP関節屈曲拘縮を認めるばね指のエコーによる評価
北アルプス医療センター あづみ病院整形外科

中村 恒一

S3-3	 	PIP 関節屈曲拘縮を伴う手指狭窄性屈筋腱腱鞘炎に
対する FDS切除術の治療経験

JCHO 星ヶ丘医療センター  整形外科
難波 二郎

S3-4	 	A1 プーリー以外で生じるばね指
名古屋徳洲会総合病院  整形外科　手外科・マイクロサージャリーセンター

水島 秀幸

S3-5	 	浅指屈筋腱の部分切除を行ったばね指症例の検討
名古屋市立東部医療センター 整形外科

千田 博也

S3-6	 	手指屈筋腱腱鞘炎に対するステロイド注射後に手
術に至った因子の検討

広島大学大学院整形外科
徳本 真矢
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S3-7	 	手指ばね指術後に発生した PIP 関節伸展制限に対す
るステロイド関節内・腱鞘内同時注射の治療成績

済生会山口総合病院 整形外科
大野 晃靖

S3-8	 母指屈筋腱腱鞘炎のばね現象について
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

◆シンポジウム4
『母指CM関節症の関節形成術は何を選ぶか？』	16：35 〜 18：10

座長　藤原 浩芳（京都第二赤十字病院）
　　　辻井 雅也（三重大学医学部附属病院 整形外科）

S4-1	 	母指 CM関節症に対する hematoma	distraction	
arthroplasty の治療成績

美杉会佐藤病院 手外科センター
白井 久也

S4-2	 	母指 CM関節症に対する切除関節形成術（Rubino
法）と Kaarela 変法の比較

ハンズ高知フレッククリニック 整形外科
中島 紀綱

S4-3	 	母指 CM関節症に対する Thompson 変法
香川大学附属病院 整形外科

加地 良雄

S4-4	 	母指 CM関節症に対する改良 LRTI 関節形成術の治
療成績

ながと総合病院 手外科診療センター
村松 慶一

S4-5	 	Inner	splintとしてDEX	SwiveLockおよびSutureButton	
Tape を併用した FCR半裁腱を用いた母指CM関節形成術

興生総合病院 整形外科
河野 正明

S4-6	 	母指 CM関節症に対する knotless	suture	anchor
を用いた関節形成術の短期成績

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）
土田 真嗣
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S4-7	 	鏡視下母指CM関節形成術の術後成績について
医真会八尾総合病院 整形外科

速水 直生

◆閉会式	 18：10 〜 18：15
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第38回中部日本手外科研究会 プログラム
第2会場　5F　小ホール2

◆主題1『橈骨遠位端骨折』	 9：00 〜 9：36

座長　森友 寿夫（大阪行岡医療大学 理学療法学科）

T1-1	 	橈骨遠位端骨折術後に骨幹部スクリューホール周
囲に確認された骨の縦割れに関する検討

名古屋市立東部医療センター 整形外科
立松 尚衞

T1-2	 	橈骨遠位端掌側ロッキングプレートの設置位置による
分類は術後屈筋腱断裂発生リスクに直接関与しない

公立陶生病院 整形外科
早川 和男

T1-3	 	当科で行っている橈骨遠位端骨折の低侵襲手術（方
形回内筋部分切離掌側ロッキングプレート固定術）

岐阜市民病院 形成外科
大野 義幸

T1-4	 	掌側月状骨窩辺縁骨片を有する橈骨遠位端骨折
	 －新しい固定法と治療戦略－

岡山済生会総合病院 整形外科
今谷 潤也

◆主題2『舟状骨偽関節』	 9：41 〜 10：26

座長　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）

T2-1	 	舟状骨偽関節に対する鏡視下腸骨移植を用いた偽
関節手術の経験

行岡病院 整形外科
信貴 厚生

T2-2	 	舟状骨遷延癒合に対する関節鏡視下手術は確実な
骨癒合と骨癒合期間短縮が期待できる

大同病院 手外科・マイクロサージャリーセンター
篠原 孝明
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T2-3	 	近位骨片が分節化し温存困難な舟状骨偽関節に対
する自家肋骨肋軟骨移植術

名古屋大学附属病院 手の外科
栗本 秀

T2-4	 	舟状骨偽関節に対する 3Dモデルの作成
広島大学大学院医系科学研究科整形外科学 

國崎 篤

T2-5	 	舟状骨偽関節術後癒合に関する因子についての検討
名古屋大学 手の外科

建部 将広

◆一般演題1『前腕・手関節』	 10：31 〜 11：09

座長　洪 淑貴（ 名古屋第一赤十字病院 整形外科）

O1-1		デノスマブ投与中に尺骨非定型骨折を生じた1例★
大垣市民病院 整形外科

藤浪 慎吾

O1-2		橈骨遠位端骨折変形癒合後の尺骨突き上げ症状群、茎状
突起偽関節に尺骨短縮術を行い骨癒合も得られた一例★

西知多総合病院 整形外科
浦野 秀樹

O1-3		小児橈骨遠位骨端線早期閉鎖に対する骨延長術と
一期的矯正術の治療成績

大阪大学 整形外科
岡 久仁洋

O1-4		関節内 Smith 骨折術後に掌側月状骨窩骨片の転位
を生じた 3例

JA 愛知厚生連海南病院 整形外科 
柴田 淳

O1-5		3D	morphometric	analysis	of	carpal	deformity	
in	dorsally	angulated	distal	radius	malunion

大阪大学医学部 整形外科
Sia Wei Tee
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◆一般演題2『その他1』	 11：14 〜 11：42

座長　久保田 雅仁（ 春日井市民病院 整形外科）

O2-1		パーキンソン病の線条体性手（Striatal	hand）に
生じたスワンネック変形に対する治療経験★

名古屋大学医学部付属病院 手の外科
徳武 克浩

O2-2		示指に生じた checkrein 変形の 1例★
兵庫医科大学病院 整形外科

樋口 史典

O2-3		高校球児に生じた手指血行障害の 1例★
名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科 

川口 洋平

O2-4		Hypothenar	Hammer	Syndromeの 1例★
名古屋市立大学大学院医学研究科 整形外科

上用 祐士

◆天叢雲セミナー2	 12：00 〜 13：00

座長　平田 仁（名古屋大学大学院医学系研究科 手の外科学）

	 	手指の腫脹・疼痛を訴える中高年女性患者に対する
治療

	 ―エクオールの使用経験を中心に―
奥田整形外科

奥田 敏治
共催：大塚製薬株式会社 ニュートラシューティカルズ事業部

◆主題3『皮膚欠損の再建』	 14：40 〜 15：25

座長　柿木 良介（近畿大学整形外科）

T3-1	 	多数指に及ぶ手指掌側皮膚欠損に対する陰圧閉鎖
療法

香川大学附属病院 整形外科
山口 幸之助
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T3-2	 	有茎後尺骨動脈皮弁および脂肪弁の有用性
大阪掖済会病院 整形外科・手外科外傷マイクロサージャリーセンター

田中 祥貴

T3-3	 	一側足から二枚の hemi-pulp 皮弁を挙上して再建
した手指組織欠損の 4例

徳島県鳴門病院 手の外科センター
日比野 直仁

T3-4	 	手指掌側組織欠損に対する再建術の整容的観点か
らの検討

広島大学附属病院 四肢外傷再建学 
四宮 陸雄

T3-5	 	指尖部皮膚再建に必要なテクニック
大阪掖済会病院手外科外傷マイクロサージャリーセンター /

静岡理工科大学手外科微小外科先端医工学
五谷 寛之

◆一般演題3『末梢神経』	 15：30 〜 16：14

座長　池田 和夫（ 金沢医療センター 整形外科）

O3-1		手根管開放術の術後早期予後予測因子
大阪市立大学医学部附属病院 整形外科

濱 峻平

O3-2		メシル酸ナファモスタットによる薬剤熱のため手
術延期となった手根管症候群の 1例★

金沢大学附属病院 整形外科
中村 勇太

O3-3		正中神経部分損傷に対して神経再生誘導チューブ
を用いてwrap 法を行なった 1例★

春日井市民病院 整形外科
大野木 宏洋

O3-4		指神経損傷後の神経障害性疼痛に対して神経再生誘
導チューブを用いて治療した１例★

島根大学医学部附属病院 整形外科 
山上 信生
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O3-5		外傷性橈骨神経断裂に伴う肘関節伸展障害に対し広
背筋移行術を行った1例★

豊川市民病院 整形外科
山﨑 真

O3-6		Diabetic	Handの予測因子と臨床的インパクト
名古屋大学 手の外科

山本 美知郎

◆一般演題4『その他2』	 16：19 〜 17：03

座長　山崎 豊弘（ 愛知医科大学 整形外科）

O4-1		中指伸筋腱開放性断裂 (Zone5) に対する ICAM法
の経験

公立陶生病院 整形外科
遠藤 浩二郎

O4-2		手部マムシ咬傷の 3例
JA 愛知厚生連海南病院 整形外科

岩田 英敏

O4-3		小指MP関節掌側脱臼の 1例★
大同病院 整形外科 マイクロサージャリ―センター

能登 公俊

O4-4		診断に難渋した手関節橈側部痛	- プロキックボク
サーの第２・３CM関節不安定症★

八尾徳洲会総合病院 整形外科 
土肥 義浩

O4-5		クリプトコッカスによる手指急性化膿性骨髄炎の1例★
岡谷市民病院 整形外科

泉水 康洋

O4-6		爪下部の粘液線維肉腫に対し、Adipofascial	turn-
over	flapを用いて末節骨を温存した1例★

愛知医科大学付属病院 整形外科
宗宮 隆将
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◆一般演題5『その他3』	 17：08 〜 17：55

座長　牧野 仁美（ 東海病院 整形外科）

O5-1		関節鏡視下に種子骨を切除した母指種子骨障害の1例★
大阪医科大学 整形外科

横田 淳司

O5-2		陳旧性腱性マレットに対する Fowler 変法
行岡病院 手の外科センター

有光 小百合

O5-3		肘関節脱臼骨折術後の継ぎ手付きキャストを用い
た後療法の経験

JA 愛知厚生連海南病院 整形外科
水谷 康彦

O5-4		小児上腕骨外顆骨折に対する仰臥位 over	the	
chest	positionによる後外側進入法

松山赤十字病院 整形外科 
梶原 了治

O5-5		早期関節リウマチの手MRI の特徴
	 ～リウマチはどこから始まるのか？～

窪田整形外科リウマチクリニック
窪田 泰浩

O5-6		COVID-19と当院手外科手術件数
岡谷市民病院 整形外科

内山 茂晴
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第8回中部日本ハンドセラピィ研究会 プログラム
第3会場　6F　602−604

◆開会式	 8：55 〜 9：00

◆一般演題 1	 9：00 〜 9：55

座長　武藤 光弘（名古屋大学医学部附属病院）
1	 	橈骨遠位端骨折術後成績と術前の心理的因子は関

連がある
中日病院 名古屋手外科センター

渡辺 康太

2	 	手指基節骨骨折における各内固定材に対する早期
運動療法の効果

名古屋掖済会病院 リハビリテーション科
加藤 雅大

3	 	基節骨骨折に対する観血的整復術後に PIP 関節伸展
lag を呈した症例の対応

	 － Relative	motion	flexor	splint を用いて－
医療法人徳洲会大垣徳洲会病院 リハビリテーション科

富田 晃弘

4	 	若年屈筋腱断裂症例の対応
	 	－早期自動運動療法を含めた外来セラピィは可能

か？－
医療法人瑞洋会田中整形外科病院 リハビリテーション科

有光 幸生

5	 	母指 CM関節症治療後の疼痛遷延化には症例性格
特性が関与している

長門総合病院 リハビリテーション科
嵐川 嘉人

6	 	屈筋腱腱鞘炎に対するA1pulleyストレッチの有用性
長門総合病院 リハビリテーション科

上田 剛史
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◆特別講演	 10：00 〜 10：50

座長　谷口 しのぶ（JA 愛知厚生連安城更生病院）
	 	上肢切断損傷の治療経験から考えるUseful	Hand
	 ～再獲得された「手」で掴んだもの～

JA 愛知厚生連安城更生病院 名誉院長
浦田 士郎

◆教育講演	 11：00 〜 11：50

座長　岡野 昭夫（中部大学）
	 上肢筋の活動特性と筋再教育の可能性

新潟医療福祉大学 副学長
大山 峰生

◆天叢雲セミナー1（サテライト会場）
および世話人会	 12：00 〜 13：00

◆一般演題 2	 13：10 〜 14：10

座長　堀江 翔（金沢大学附属病院）
1	 	不安定肘に対するヒンジ付き創外固定設置後のリ

ハビリテーション
	 －伸展屈曲交互固定を実施した 2症例－

岐阜県総合医療センター 中央リハビリテーション部
増田 雅樹

2	 	多数指切断に対し両側第 2足趾移植術を施行し
useful	hand を獲得した一症例

JA 愛知厚生連安城更生病院 リハビリテーション技術科
壁谷 恵理

3	 	Double	toe	transfer 術後に巧緻動作を獲得し復
職へ至った一症例

大阪市立総合医療センター リハビリテーション部
辻 陽平

4	 	前腕切断の義手作成と作業遂行問題に取り組んだ
小経験

済生会中和病院 リハビリテーション科
櫻井 正治
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5	 	糖尿病を有するばね指患者に対する体外衝撃波の
有用性

慶友整形外科病院
青木 陸

6	 	Zone	IV 屈筋腱および正中・尺骨神経損傷後の対立
再建術に向けた簡易動的スプリントの試み

名古屋第一赤十字病院 リハビリテーション科
村尾 陽

◆シンポジウム
「疾患別で useful	hand を再考する」	 14：20 〜 15：20

座長　谷村 浩子（京都医健専門学校）
　　　西村 誠次（金沢大学）
1	 useful	hand を再考する
	 － useful	hand の再獲得に必要なこと－

社会医療法人仙養会北摂総合病院 リハビリテーション科
蓬莱谷 耕士

2	 	上肢切断のハンドセラピィ　
	 －義手を中心に－

飯田市立病院 リハビリテーション科
古田 裕之

3	 	上肢の複合組織損傷に対するハンドセラピィ
奈良学園大学

飯塚 照史

	 15：30 〜 16：30

4	 末梢神経損傷のセラピィ
	 －絞扼神経障害の保存療法を中心に－

もり整形外科・リウマチ科クリニック
西出 義明

5	 	関節リウマチ患者の useful	hand 獲得には精神心
理機能も関与する

岐阜県総合医療センター
内屋 純
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6	 	スポーツ損傷におけるハンドセラピィ
	 	－アスリートにおける手関節障害・外傷のハンドセ

ラピィ戦略－
中日病院名古屋手外科センター

茶木 正樹

◆シンポジウム	Discussion	 16：40 〜 17：30

座長　谷村 浩子（京都医健専門学校）
　　　西村 誠次（金沢大学）

◆閉会式	 17：30 〜 17：40

◆特別企画
「あなたと useful	hand のちょっといい話」　終日展示



第38回中部日本手外科研究会
特別講演
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特別講演
第 1 会場（5F　小ホール 1）　13:30 〜 14:30

  手外科の過去・現在・未来ー日本手外科学会を
中心として

広島大学名誉教授
生田 義和
　1957 年に始まった日本手の外科学会は，本邦の手の外傷の
適切な初期治療の啓蒙，基本的手術手技の啓蒙，マイクロサー
ジャリーの応用・発展などの母体となり，国際的にも時代の治
療水準に肩を並べる時代を迎えた．この間，本邦では多数の基
礎的・臨床的研究がなされ，国際的にも高く評価される成果が
報告されてきた．例えば腱縫合方法，先天異常の分類，神経縫
合方法，マイクロサージャリー応用手技などである．
　ある見方に依れば，現在の多くの手外科手術手技関連分野で
は，マイクロサージャリー手技の応用拡大とより微細な組織を
意識しての手術と治療，およびハンドセラピストを中心に展開
される周術期の治療が主だった傾向ではないであろうか．また，
手外科医が治療対象とする外傷や疾患には時代を反映した変化
が見られる．すなわち，重度の外傷や医原性疾患は減少し，現
在は変性疾患が増加しているように思われるし，将来も増加す
る可能性が高いと考える．一方，先天異常や感染症などには変
化は少ないように思われる．
　この様な将来の疾病構造や社会通念を考慮して，手外科医の
今後は如何にあるべきか．手術手技の訓練はどうすべきか，美
しい手の再建に必要な感性はなにか，感性を磨くための方策は，
そして手外科医として，外科医として，医師として何を目標に
修練を積むべきかなどについて私見を述べたい．
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略歴

氏名：生田 義和
1938 年 10 月 5 日生
略歴
1964 年 3 月　広島大学医学部卒業
1965 年 3 月　東京厚生中央病院インターン修了
1969 年 3 月　広島大学大学院医学科修了
1969 年 4 月　広島大学助手
1970 年 10 月　ハイデルベルク大学整形外科助手併任
1974 年 4 月　広島大学（学内）講師
1978 年 4 月　広島大学講師
1985 年 4 月　広島大学教授
2000 年 4 月　広島大学医学部付属病院院長
2002 年 4 月　広島鉄道病院院長
2003 年 11 月　中国文化賞受賞
2006 年 4 月　広島手の外科・微小外科研究所所長
2018 年 4 月　広島手の外科・微小外科研究所顧問　

■国内学会活動
日本整形外科学会 ( 理事 )、日本手の外科学会 ( 理事、会長、副理事長、理事長 )、
日本マイクロサージャリー学会 ( 会長、副理事長、理事長 )、中部日本整形外科・災
害外科学会 ( 理事、会長 )、中国・四国整形外科学会 ( 会長 )、日本リハビリテーショ
ン医学会 ( 評議員 )、日本災害医学会 ( 評議員 )、日本整形外料スポーツ医学会 ( 理事、
会長 )、日本肘関節学会（世話人、会長）

■国際学会活動
　1. Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et Traumatologie
　2. International Federation for Surgery of the Hand
　3. American Society for Surgery of the Hand (Corresponding Member)
　4. British Society for Surgery of the Hand ( 機関雑誌編集委員 )
　5. International Microsurgical Society
　6. International society of Reconstructive Plastic Surgery
　7. International Reconstructive Microsurgery( 機関雑誌編集委員 )
　8. International Confedration for Plastic and Reconstructive Surgery
　9. Western-Pacific Orthopedic Association
10. Club Italiano Microchirurgia( 名誉会員 )
11. Asian Pacific Federation of Societies for Surgery of the Hand( 会長

2004)
12. Journal of Hand Surgery(Asian Edition)（編集委員長 2003-2009）

■主な著書
〔邦文〕
　1. 微小外科 ( 単著 )　南江堂　1977
　2. マイクロサージャリー ( 共著 )　医学書院　1977
　3. 新臨床整形外科全書 , 第 7 巻 ( 共著 )　金原出版　1981
　4. 現代外科手術学大系 , 第 15 巻 B ( 共著 )  中山書店  1983
　5. 運動器疾患の保存療法 ( 共著 ) メディカル葵出版  1990
　6. 臨床整形外科手術全書 ( 共著 )  金原出版  1991
　7. エッセンシャル整形外科 第 2 版 ( 共著 )  医歯薬出版  1994
　8. 微小外科 ( 改訂版 , 共著 )  南江堂  1994
　9. 手術の道を究めるために．（単著）　南江堂　　2018
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〔英文〕
　1. Reconstructive Microsurgery（共著）Little Brown and Co.  1977
　2.  Microsurgical Composite Tissue Transplantation（共著）
　　 The C.V.Mosby, Co.  1980
　3. Management of Peripheral Nerve Problems（共著）W.B.Saunders Co. 1980
　4. Pediatric Plastic Surgery（共著）The C.V.Mosby, Co.  1984
　5. Encyclopedia of Flaps（共著）1986
　6. Microsurgical Technique in Orthopedic Surgery（共著）Butterworths  1986
　7. Microsurgery in Orthopedic Practice（共著）World Scientific 1995
　8. Grabb's Encyclopedia of Flaps Head and Neck（共著）Lippincott-Raven  1998



第38回中部日本手外科研究会
天叢雲セミナー
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天叢雲セミナー 1
第 1 会場（5F　小ホール 1）　12:00 〜 13:00

 最近のリウマチ手の外科の現状と問題点

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 整形外科
西田 圭一郎
関節リウマチ（RA）の疾患活動性の制御は近年の生物学的製剤・
JAK 阻害剤をはじめとする薬物治療の進歩により、格段に改善
した。一方で、これら最新の治療によっても治療抵抗性の場合や、
副作用や経済的問題により十分な薬物治療ができない場合には、
徐々に関節破壊や変形が進行する。手指・手関節は最も罹患頻
度の高い部位であり、変形や可動域制限は患者の ADL 障害や、
外観の変化による心理的影響の原因となる。
RA の手指変形は DIP, PIP, MP, CM 関節が互いに関連しあって
成立している場合も多く、手関節アライメントや外在筋にも影
響をうける。前腕の回内外やリーチ動作には肘関節や肩関節も
関与するため、複合的に障害を受けている場合はすべてに対応
する必要がある。当然、外科的再建には限界があり、何をゴー
ルとして再建するかについても、患者・家族と十分に協議して
治療方針を決定する。周術期の適切な薬剤管理によりRAの再燃、
術後感染症、創傷治癒遅延を防止し、OT, PT との情報共有のも
と、術後リハビリテーションは時間をかけて丁寧に行う必要が
ある。
本講演では PIP, MP 関節に対するシリコン人工関節、母指 CM
関節に対する関節形成術、スワンネック変形やボタン穴変形
に対する軟部組織再建術、橈骨月状骨間部分固定術や Sauvé-
Kapandji 手術など手関節形成術と伸筋腱多数指断裂などにテー
マを絞り、その基本的手術手技とともにピットフォールや治療
困難例への対応を中心に、RA 手外科の現状と問題点について概
説する。
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略歴

氏名：西田　圭一郎
昭和 40 年 6 月 3 日生
所属　 岡山大学大学院医歯学総合研究科生体機能再生・再建学講座 

整形外科 
　　　〒 700　岡山県岡山市鹿田町 2-5-1
　　　E-mail : knishida@md.okayama-u.ac.jp

学歴・職歴
昭和 59 年 3 月　私立土佐高等学校　卒業
平成 3 年 3 月　岡山大学医学部　卒業
平成 7 年 3 月　岡山大学大学院医学研究科　修了
平成 8 年 3 月　岡山大学医学部付属病院整形外科　医員
　　同　　 ４ 月　岡山大学医学部解剖学第二教室　助手
　　同　　 ６ 月　英国スコットランド・エジンバラ大学病理学教室に留学
　　　　　　　　 Princess Margaret Rose Hospital にて研修
平成 9 年 ６ 月　岡山大学医学部附属病院整形外科助手　　　　              
平成 14 年 ４ 月　岡山大学医歯学総合研究科病態制御科学　助手　　
平成 16 年 ４ 月　岡山大学医歯学総合研究科人体構成学分野　助教授
平成 19 年 ４ 月　岡山大学医歯薬学総合研究科人体構成学分野　准教授　
平成 23 年 ５ 月　岡山大学病院運動器疼痛性疾患治療研究センター長　併任
平成 27 年 ２ 月　東京医科大学未来医学研究寄附講座　客員教授 ( ～ R2.9.30)
平成 29 年 ４ 月　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 整形外科　准教授
令和 2 年 ６ 月　岡山大学病院運動器疼痛センター　センター長　併任

所属学会
日本整形外科学会、日本手外科学会（理事・代議員、専門医制度委員会担当理事、
専門医試験委員会担当理事）、日本臨床リウマチ学会（理事・評議員、編集委員会委
員）、日本関節病学会（理事・評議員、学術成果顕彰委員会委員長、編集委員会委員）、
日 本 リ ウ マ チ 学 会（ 理 事 (2009 ～ 2015)、 評 議 員、Modern Rheumatology 
Transmitting Editor、基礎研究推進委員会委員）、日本リウマチ学会中国四国支部
学会（支部長 (2009 ～ 2015)、評議員、運営委員）、日本肘関節学会（評議員）、
日本人工関節学会（評議員）、日本軟骨代謝学会（評議員）、日本運動器疼痛学会

（評議員）、日本股関節学会（評議員）、中部日本整形外科災害外科学会（評議員）、
中四国整形外科学会（代議員、編集委員会委員）、米国手外科学会（International 
member）、国際手外科連合

資　格
日本整形外科学会 認定専門医、認定リウマチ医、脊髄脊椎病医、認定運動器リハビ
リテーション医、日本整形外科学会研修指導者、日本手外科学会 認定手外科専門医、
日本リウマチ学会 専門医・指導医、日本リハビリテーション医学会認定臨床医、厚
生労働省卒後臨床研修指導医、外国人臨床修練指導医、日本運動器疼痛学会教育研
修プログラム修了

賞　罰
平成 16 年度　財団法人 整形・災害外科研究助成財団賞
平成 16 年度　岡山医学会賞（結城賞）
平成 17 年　　日本整形外科学会学術奨励賞
平成 17 年　　日本リウマチ学会奨励賞
平成 18 年　　日本遺伝学会第 78 回大会 Best Papers 賞
平成 19 年　　第 17 回硬組織再生生物学会　学会賞
平成 21 年　　第 18 回日本バイオイメージング学会 ベストイメージング Nikon 賞
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平成 21 年　　The Best Doctors in Japan（2010-2011, 2012-2013, 2016-2017）
平成 29 年　　Acta Medica Okayama Best Reviewer Award
平成 31 年　　 Acta Medica Okayama Best Reviewer Award（令和 2 年より

Editorial bord member）

海外派遣
平成 ８ 年　日本リウマチ財団欧州派遣医
平成 12 年　第１回日英合同整形外科学会トラベリングフェロー
平成 21 年　米国整形外科学会 (AOA) トラベリングフェロー
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天叢雲セミナー 2
第 2 会場（5F　小ホール 2）　12:00 〜 13:00

  手指の腫脹・疼痛を訴える中高年女性患者に対
する治療

 ―エクオールの使用経験を中心に―

奥田整形外科
奥田 敏治

大豆イソフラボンの腸内細菌による活性代謝産物であるエク
オールは、エストロゲン様作用を有することから、女性の更年
期症状改善効果のためにサプリメントとして使用され、婦人科
領域ではホルモン補充療法の代替療法としても使用されている。

一方、中高年女性に多い手の変性疾患（手根管症候群・腱鞘炎・
手指変形性関節症など）にみられる症状も女性ホルモンの急激
な現象が関与し、更年期症状のひとつとして注目され、手指の
腫脹・疼痛に対してもエクオールが有効であったとの報告も散
見される。最近では、新聞・健康雑誌にもエクオールに関連し
た記事が掲載されることも多く、手の症状を有する中高年女性
にも広がりつつある。

2017 年 6 月以降、一般整形外科クリニックである当院で
もサプリメントとして導入し希望患者への提供を開始した。手
指の腫脹・疼痛などの症状で、エクオール含有食品（10㎎／
day）服用を希望され、初回投与後 6 カ月以上経過した女性患
者に対し、疾患の内訳、使用継続状況、手指の腫脹・疼痛関節数、
主観的疼痛評価（Visual Analog Scale：VAS）、簡略更年期指
数などを調査した。2 回以上の評価を実施し得た症例に対して
は、エクオールの有効性を検討した。

手指の腫脹・疼痛や変形を訴える中高年女性患者に対する当
院における治療（薬物療法・手術療法）の現況について、関節
リウマチ患者も含め報告する。



─ 50 ─

略歴

氏名：奥田　敏治
昭和 35 年 12 月 22 日生

（昭和 54 年 3 月 県立大垣北高校卒業）
昭和 62 年 3 月 25 日 名古屋市立大学医学部卒業
昭和 62 年 4 月 1 日  名古屋市立大学医学部整形外科学教室に

入局
昭和 62 年 5 月 名古屋市立大学病院　臨床研修医
昭和 62 年 5 月 31 日 医師免許取得（医籍登録番号　306944 号）
昭和 63 年 4 月 愛知県厚生連海南病院　整形外科
平成 2 年 4 月 名古屋市立大学 医学部大学院医学研究科　
 関節リウマチについての基礎的研究
 （平成 5 年 9 月 -12 月　新潟手の外科研究所で研修）
平成 6 年 3 月 名古屋市立大学医学部大学院医学研究科　修了
 医学博士　（名古屋市立大学　第 393 号）
 『RA 滑膜組織における組織化学的研究』
平成 6 年 4 月 大垣市民病院整形外科
平成 10 年 8 月 17 日 奥田整形外科　院長（継承）　　　　現在に至る

主な専門分野　手外科・関節リウマチ

所属学会
日本整形外科学会（専門医）
日本リウマチ学会（専門医）
日本手外科学会（手外科専門医）
日本リハビリテーション学会（認定臨床医）
日本骨粗鬆学会（認定医）



第38回中部日本手外科研究会
シンポジウム



シンポジウム1
『超音波で診る手外科』

総合討論の際に参加者の皆様にアンケートを実施いたします。シ
ンポジストの発表が終了しましたら、下記 QR コードをお手持ち
のスマートフォンで読み取っていただき、Audience Response 
System（ARS）の画面に進んで待機してください。その後、座長の
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シンポジウム 1『超音波で診る手外科』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　9:00 〜 10:10

S1-1 手根管症候群の超音波診断
1）糸魚川総合病院　整形外科
2）富山大学　整形外科
○長田 龍介 1、頭川 峰志 2、廣川 達郎 2

【目的】手根管症候群（CTS）の診断において超音波検査（US）
がどのように使用できるか検討した。

【方法】手関節皮線直上で正中神経を観察した。症状と電気生理
検査で両側の特発性 CTS と診断された患者 10 例 20 手（平均
65.7 歳）と、これらの患者に年齢、性別を合わせた健常人 10
例 20 手において、正中神経の断面積と断面の性状を比較した。
また指運動に誘発される正中神経の橈尺側方向の移動距離を測
定した。次いで手根管開放術を行った 13 手における正中神経
の断面と移動距離を術前と術後 6 か月で比較した。

【結果】特発性 CTS 患者の断面積は平均 16.9mm2 であり健常
人の 10.0mm2 に比して大きかった。健常人の正中神経断面は
低エコーの神経束が高エコーの神経周膜に囲まれる所見であっ
た、特発性 CTS 患者ではこのパターンが不明瞭化し均一な低
エコー像を呈した。正中神経の移動距離は特発性 CTS で平均
4.9mm であり、健常人の 6.6mm に比して小さかった。手根
管開放術を行った 13 手の正中神経の断面積は、術前 19.3mm2

から術後 13.8 mm2 に減少した。移動距離は 3.2mm から
5.0mm に増加した。

【考察】特発性 CTS の US 所見の特徴を知っておくことは診断
に有用である。これらを念頭に置くことにより化膿性腱鞘炎や
透析など特発性以外の病因により生じた手根管症候群の病態把
握に役立つこともある。指運動に伴う神経の移動は、低い再現
性が課題であり US 検査の限界と言える。
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シンポジウム 1『超音波で診る手外科』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　9:00 〜 10:10

S1-2  超音波検査を用いた手根管症候群における母指
球筋の萎縮の評価

1）赤穂市民病院　整形外科
2）神戸労災病院　整形外科
3）神戸大学大学院　整形外科
○名倉 一成 1、金谷 貴子 2、原田 義文 2、高瀬 史明 2、
乾 淳幸 3、美舩 泰 3

手根管症候群（CTS）は進行し重症化すると母指球筋萎縮をき
たす。しかし、母指球筋の萎縮評価について、日常診療で簡便
で繰り返し評価が可能な定量的評価の報告は少ない。そこで我々
は客観的な母指球筋の評価法として、超音波検査（US）を用い
た短軸像での短母指外転筋（APB）および母指対立筋（OPP）
の筋厚を評価する方法を考案した。健常者 69 手（20-30 歳）
の平均の筋厚値は APB,OPP（mm）；8.0, 4.0 であった。次に
手術症例 CTS 37 手について術前に電気生理学的重症度（1 ～
5 期）にて分類後、術前、術後 1 年時の評価を行った。術前に
3 期 -5 手、4 期 -17 手、5 期 -15 手と分類され、平均筋厚
値は術前 3 期（APB, OPP）（mm）；7.4, 4.4、4 期；7.1, 4.1、
5 期；6.1, 3.4 であり、術後 1 年時 3 期；7.6, 3.7、4 期；8.4, 
4.1、5 期；8.0, 3.8 と増加を認めた。4,5 期の APB におけ
る術後 1 年で増加は有意であった（p= 0.04, p=0.02）。手術
症例を対象としたため 3-5 期のみの検討となったが、US によ
る母指球筋評価は術後の萎縮改善を客観的に評価しうる可能性
を考えた。今後、男女別、年齢、手の大きさなどを考慮した筋
厚値の基準範囲値などの検討も必要と考える。
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シンポジウム 1『超音波で診る手外科』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　9:00 〜 10:10

S1-3 鏡視下手根管開放術における超音波モニタリング
大阪医科大学　整形外科
○大野 克記、横田 淳司、根尾 昌志
鏡視下手根管開放術（ECTR）は外套管（OT）の挿入後、正中
神経損傷、浅掌動脈（SPA）損傷、屈筋支帯の不完全な切離な
どの深刻な合併症が発生する可能性がある。これらの合併症を
防ぐため、ECTR における超音波（US）モニタリング手技につ
いて紹介する。
ECTR は、奥津法（1 ポータル ECTR）を用い駆止血なしで行った。
手術開始前に触診で手根管近位レベルである豆状骨と手根管遠
位レベルの有鉤骨鉤を確認する。プローべを遠位手首皮線にお
き、手根管近位の US 短軸像を観察する。次に有鉤骨鉤が描出
されるまで遠位にスライドさせ、手根管遠位を観察する。更に、
プローべを９０度回転させて手根管内の US 長軸像を観察する。
この時点で外套管（OT）挿入前に手根管内の解剖学的変異につ
いて確認しておく。また、カラードップラーを用いて尺骨動脈
や SPA の位置を確認する。奥津法に従い OT を挿入した後、手
根管近位及び遠位レベルにおいて US 短軸像を観察し、正中神
経、OT、尺骨動脈の位置関係を確認する。US 長軸像では OT
先端が SPA のすぐ近位に位置するように調整する。屈筋支帯切
離前は、US 短軸像で OT を掌側に挙上してもほとんど動かない
が、屈筋支帯を完全切離後は容易に OT 挙上が可能できること
が確認できる。ECTR 単独手術の際、屈筋支帯の完全切離が明
確に判断できないことがある。ECTR による US モニタリングは、
内視鏡により制限された視野を補うものであり、深刻な合併症
を防ぐのに役立つ。
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シンポジウム 1『超音波で診る手外科』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　9:00 〜 10:10

S1-4  Dupuytren 拘縮症例での放射線技師による超
音波を用いた術前指神経マーキングの有用性

大阪掖済会病院　整形外科・手外科外傷マイクロサージャリーセン
ター
○田中 祥貴、五谷 寛之、八木 寛久、窪田 穣、岡本 幸太郎

【対象と方法】対象は 2019 年 4 月から 2020 年 7 月までに放
射線技師に術前に超音波を用いて指神経の走行の評価を依頼し
た Dupuytren 拘縮症例 4 例 5 手である。全例男性で平均年齢
は 67.5 歳（61 － 76 歳）であった。全例、手術前に外来であ
らかじめ放射線技師に指神経の走行を評価してもらい、演者の
空き時間に放射線技師と共に指神経の走行や病的腱膜との位置
関係を確認した。手術当日は術直前に放射線技師が超音波下に
指神経の走行をマーキングし、演者はマーキング部位と手術所
見とを比較した。マーキングは超音波検査を 2 年以上経験して
いる 2 名の放射線技師が行った。

【結果】超音波評価では 3 例 4 手は病的腱膜による指神経の走
行異常はなかったが、１例は尺側指神経が橈側へ蛇行し、再度
尺側へ戻ってくる走行異常を認めた。手術所見では指神経の走
行は超音波下でのマーキング通りであることが確認できた。

【結論】経験ある放射線技師による超音波を用いた Dupuytren
拘縮症例の術前指神経マーキングは医師の負担を軽減し、安全
な手術を行う上で有用であると思われた
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シンポジウム 1『超音波で診る手外科』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　9:00 〜 10:10

S1-5 手関節炎に対する超音波画像検査の有用性
岡谷市民病院　整形外科
○鴨居 史樹、内山 茂晴、田中 学、泉水 康洋、春日 和夫
手関節の痛みの原因として、関節リウマチなどによる関節炎が
挙げられる。しかし、血液検査を行っても、CRP やリウマチ因子、
抗 CCP 抗体陰性の症例が散見される。今回、超音波画像検査で
手関節炎の状態を評価し、治療を行った症例を経験したので報
告する。

【症例】関節リウマチで治療を行っていた２例と、原因不明の手
関節炎の１例。関節リウマチの２例は、MTX の内服を行い、手
関節痛などの臨床症状と、血液検査で CRP も陰性と改善を認め
た。しかし、軽度の手関節腫脹が継続し、超音波画像検査を行
うと滑膜肥厚とパワードップラーで血流シグナルを認めた。生
物学的製剤の導入を行い、治療の強化を行った。1 例は手関節
痛の症状で受診され、膠原病などの血液検査を行うも、すべて
陰性であった。超音波画像検査を行い、滑膜肥厚と血流シグナ
ルを認めた。ステロイド内服を開始し疼痛は改善するも、軽度
の手関節腫脹が継続していた。超音波画像検査を再度行うと、
滑膜肥厚と血流シグナルを認め、ステロイド注射を行い症状の
改善を認めた。

【考察】整形外科領域と同様に、リウマチにおいても、超音波画
像検査は重視され、滑膜炎や骨びらんなどの評価に使用されて
いる。超音波画像検査は、実際の炎症状態を確認でき、採血や
単純 X 線では了承し得ない滑膜炎の状態を把握できる有用で簡
便なツールであると考えられた。



シンポジウム2
『ここまですごいぞ人工神経』

総合討論の際に参加者の皆様にアンケートを実施いたします。シ
ンポジストの発表が終了しましたら、下記 QR コードをお手持ち
のスマートフォンで読み取っていただき、Audience Response 
System（ARS）の画面に進んで待機してください。その後、座長の
案内に従って、質問への回答をお願いいたします。

sugukiku.com
画面が切り替わりましたら、入力
画面に下記を入力してください。

182-400
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シンポジウム 2『ここまですごいぞ人工神経』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　10:20 〜 11:40

S2-1  コラーゲン製人工神経を用いた末梢神経再生と
神経再生の未来

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
2）名古屋大学　手の外科
3）JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
○岡本 秀貴 1、川口 洋平 1、上用 祐士 1、平田 仁 2、
村上 英樹 1、関谷 勇人 3

【はじめに】外傷や悪性腫瘍切除後に生じた末梢神経欠損に対し
ては自家神経移植が行われてきた。自家神経移植は採取側の知
覚脱失は避けられない。コラーゲンは吸収性の天然材料で生体
親和性に優れており、細胞増殖と組織治癒を促進する作用があ
ることも知られている。それゆえ、コラーゲンを材料とした人
工神経を用いた場合には人工神経そのものや異物反応による瘢
痕での神経絞扼の心配が非常に少ないと思われる。

【イヌでの基礎研究】歩行機能は 24 週以降経時的に回復した。
電気生理学的評価は 52 週では振幅健側比 0.48 のしっかりし
た波形が出ていた。筋質重量も 24 週では健側比 32％まで萎
縮が進んだが、52 週では健側比 77％に回復した。リナーブ移
植部位よりも末梢での軸索本数密度は 892 本 /mm2（15 週）、
3091 本 /mm2（24 週）、8755 本 /mm2（52 週）と有意に増
加した。

【臨床治験】リナーブ群の 75.0%（36 例 /48 例）、自家神経移
植群の 73.7%（28 例 /38 例）で Excellent または Good と成
績良好で、リナーブによる知覚神経再生機能は自家神経移植と
比較しても非劣性であり人工神経として有用であった。

【神経再生の未来】今後は間葉系幹細胞、iPS 細胞など様々な細
胞を播種した人工神経を用いての末梢神経再生が盛んになると
思われる。また、人工神経にも 3D プリンターが応用できる可
能性がある。
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シンポジウム 2『ここまですごいぞ人工神経』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　10:20 〜 11:40

S2-2 コラーゲン製人工神経の臨床応用
1）豊橋市民病院　外傷・マイクロサージャリーセンター
2）名古屋大学手の外科
○武田 真輔 1、三矢 聡 1、栗本 秀 2、平田 仁 2

2017 年 7 月から使用開始となったコラーゲン使用吸収性神経
再生誘導材（リナーブ ®）の特徴は、全体がコラーゲンで作ら
れていることであり、外筒部とその内部に充填された線維束に
より構成される。高い柔軟性と生体適合性がリナーブ ®の特徴
であり、顕微鏡下で縫合しやすく、既存の人工神経に比べ、術
後早期に可動域訓練を開始しやすいという利点がある。我々は
2019 年の第 46 回日本マイクロサージャリー学会で、2017 年
7 月から 2018 年 6 月までの 1 年間に、外傷や腫瘍で指神経欠
損となり、リナーブ ®を用いて治療し 6 ヶ月以上の follow up
が可能であった 10 例の報告を行った。神経完全断裂は 8 例で、
平均 41 歳、平均 11mm の欠損、術後平均 10 ヶ月の時点での
日手会知覚機能評価は 80% が S3 あるいは S4 であったと報告
した。今回は、発売以降 3 年間に豊橋市民病院外傷・マイクロサー
ジャリーセンターで使用した約 40 例のリナーブ ®使用症例の
治療経験と、実際の使用方法や神経再生後の所見を報告する。
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シンポジウム 2『ここまですごいぞ人工神経』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　10:20 〜 11:40

S2-3 コラーゲン製人工神経の臨床応用
市立伊勢総合病院　整形外科
○里中 東彦、浅野 貴裕、塚本 正、鈴木 慶亮、吉田 格之進

【目的】末梢神経の欠損に対して自家神経移植が gold standard
であったが，近年，人工神経を用いた神経再建が行われるよう
になってきた．今回，欠損を有する末梢神経損傷に対しコラー
ゲン製人工神経を用いて治療した症例について検討したので報
告する．

【方法】コラーゲン製人工神経を用いて治療を行った四肢末梢神
経損傷 13 例 16 神経を対象とした．男 8 例，女 5 例，平均年
齢 46 歳，平均観察期間 16 ヵ月，損傷神経は固有指神経 12 神経，
橈骨神経浅枝 3 神経，伏在神経 1 神経であった．使用した人工
神経はナーブリッジ 2 神経，リナーブ 14 神経であった．感覚
検査は SWT を行い，神経障害性疼痛例では疼痛 VAS も評価し
た．

【結果】受傷から手術までの期間は平均 65 日で，神経欠損長は
平均 13.5mm であった．SWT は green：2 神経，blue：9 神経，
purple：3 神経，red：2 神経で，10 例にしびれの残存を認め
た．手術までの期間が 30 日以下の 6 例と 31 日以上の 7 例の
SWT の結果を比較すると 31 日以上の症例で有意に改善が認め
られた．神経障害性疼痛 5 例の疼痛 VAS は術前平均 70mm か
ら術後 3mm へ有意に改善した．

【考察】細くて短い知覚神経の欠損例に対するコラーゲン製人工
神経は有用性が高く，自験例でも良好な治療成績が得られた．
損傷後時間が経過した症例でも回復が認められ，難治性の神経
障害性疼痛例でも高い除痛効果が得られたが，77％の症例でし
びれは残存していた．また大きな欠損や運動神経における治療
効果のエビデンスは乏しく今後の課題である．
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シンポジウム 2『ここまですごいぞ人工神経』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　10:20 〜 11:40

S2-4 臨床における人工神経の適応と発展的使用方法
東京手の外科・スポーツ医学研究所　高月整形外科病院
○宇佐美 聡、河原 三四郎、武光 真志、稲見 浩平
当院では 2011 年よりリナーブの治験で 13 症例 17 指に携わ
り、2017 年の販売後も指神経再建を中心に使用を行ってきた。
治験期間は平均 12.2（6-30）mm の欠損部を架橋し、術後
11.8 ヶ月（9-12）の経過観察において s2PD で 20mm 以上が
3 指、残り 15 指の平均が 12.5mm であった。SW-t は青 4 紫
7 赤 6 であった。販売後の固有指神経への再建症例で 6 か月以
上の経過観察ができた症例は 19 例 20 指であり、平均 10（5-20）
mm の欠損部を架橋し、術後 12 ヶ月（6-19）の経過観察にお
いて s2PD：9.5mm、m2PD：7.1mm、SW-t：青 11 紫 7 赤
2 と比較的良好な成績を収めている。特に神経架橋距離と術後
s2PD, m2PD には有意な相関が見られた。術後 10 例にしびれ
が残存したが、知覚過敏残存例は 2 指のみでほとんどの症例で
ADL に支障は来していない。特に 10mm 以内の指神経欠損で
は良好な結果であり、現状の第一選択であると考えられる。
治験期間よりも販売後の方が臨床成績が良好であり、人工神経
の使用においてはある程度の知識と経験が必要であると考えら
れた。それは人工神経の適応に始まり、術中の手技（神経断端
部の処置、人工神経の縫合方法、周囲組織の取り扱いなど）、術
後管理におよぶ。今回は成績不良例から学んだ臨床における取
り扱いの注意点や、これまでに行ってきた人工神経の発展的使
用例なども紹介する。今後の臨床応用に向けて有意義な検討が
できれば幸いである。
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S2-5  コラーゲン製人工神経（リナーブ）との出会い
から基礎研究に至るまで

1）順天堂大学浦安病院　手外科・外傷再建センター
2）順天堂大学　整形外科
○市原 理司 1、林 礼人 1、鈴木 雅生 1、原 章 1、大谷 慧 1、
石島 旨章 2

これまで約 15 年にわたり人工神経の臨床と研究に関わってき
た．最初の 5 年は基礎研究に没頭し，人工神経の臨床応用を夢
見た．その後の 10 年は，臨床の場で神経損傷に対する人工神
経の適応疾患を模索してきた．医師人生において長く人工神経
に関わってきた立場として，この医療材料に大きな将来性を感
じている．本発表では、当施設でのコラーゲン製人工神経（リナー
ブ）使用症例の適応疾患と術後成績を示すとともに，今後の人
工神経の新しい可能性について述べる．
2018 年 6 月から 2020 年 11 月までに，当院および関連施
設でコラーゲン製人工神経を用いて感覚神経損傷の神経再建を
行った 18 例に関して報告する．部位別の内訳は，固有指神経
13 例（架橋 6 例、ラッピング 5 例、キャッピング 2 例），橈
骨神経感覚枝 4 例（架橋 3 例，キャッピング 1 例），尺骨神経
背側枝への架橋 1 例となっている．架橋例での欠損の長さは
平均で 19．7mm（6-45mm）であった。術後評価項目とし
て 2PD，SW test，VAS，Tinel 兆候の有無で評価を行った．
2PD において，架橋例のうち Normal4 例，Fair1 例，Poor2
例であった。ラッピング例では Normal4 例，Poor1 例であった．
また，Tinel 兆候は 6 例で残存した．
今回の検討では，架橋例で欠損が 15mm 以下の症例では概ね良
好な結果が得られた．またラッピング例では経過観察期間の短
い 1 例を除き，概ね良好な結果が得られた．
本発表の最後に，現在行っているコラーゲン製人工神経を用い
た基礎研究の内容と今後の展望を述べる．
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S2-6  コラーゲン製人工神経について 癒着予防の観点
から

1）淀川キリスト教病院　整形外科
2）大阪市立大学　整形外科
3）JR 大阪鉄道病院　整形外科
4）大阪市立総合医療センター　整形外科
○高松 聖仁 1,2、上村 卓也 2,3、横井 卓哉 2、斧出 絵麻 2、
濱 俊平 2、新谷 康介 4

末梢神経欠損に対する人工神経は日本では 2013 年に認可され、
現在では 2 種類の人工神経が臨床応用されている。一方、人工
神経先進国ともいえるアメリカでは 1995 年にポリグリコール
酸（以下 PGA）の人工神経がはじめて認可され、現在では種々
の人工神経が広く使用されている。
末梢神経損傷において複数の欧米の成書では神経縫合部に緊張
がかかるようであれば、神経断端の端々縫合は行わずに神経移
植や人工神経移植などを行うこととされており、その中で人
工神経の適応は神経欠損長が 3cm 以下とされている。これま
での日本における末梢神経欠損部再建に使用された人工神経
の臨床報告では、PGA の人工神経の報告で神経欠損長は平均
24.6mm、21.4mm、コラーゲンの人工神経の報告で 18.7mm
などであった。一方、欧米の報告では神経欠損長は PGA の人工
神経で平均 7mm、10mm、20mm、コラーゲンの人工神経で
11.3mm などであり、日本に比べより短い欠損に使用され良好
な成績が報告されている。
また人工神経の新たな展開として、海外においては末梢神経の
癒着防止に対する神経保護材がすでに一般的となっている。人
工神経の癒着防止効果について新谷らは動物実験において、人
工神経が末梢神経を瘢痕組織による癒着から保護し、拘扼性神
経障害を軽減させることを報告している。
今後の人工神経の使用方法としては、癒着防止の観点から、そ
して比較的短い欠損においても人工神経の使用を検討すべきと
考えられた。
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S3-1  ばね指患者における PIP/IP 関節屈曲拘縮に関与
する因子

神戸労災病院　整形外科
○原田 義文、金谷 貴子、高瀬 史明

【目的】ばね指術後に PIP/IP 関節屈曲拘縮が残存した場合，
snapping が改善しても疼痛が残存することが多く，術前の屈
曲拘縮の有無と術後の屈曲拘縮改善は重要である．術前の屈曲
拘縮と術後の屈曲拘縮残存に関与する要因を検討した．

【方法】当院で 2015-20 年にばね指と診断し腱鞘切開術を施行
後，3 ヶ月観察できた 211 例 234 指（平均 67.6 歳）に対し
後ろ向きに検討した．術前 PIP/IP 関節屈曲拘縮の有無に対し，
1. 年齢，2. 糖尿病（DM）有無，3. 手根管症候群（CTS）有無， 
4.snapping 有無，5. 手術待機日数（発症～手術），6. 腱鞘内注
射の回数との関連を検討した． また，屈曲拘縮（+）の症例に
対し，術後 3 ヶ月での拘縮改善角度と上記 1-6 との関連を調べ
た．統計はカイ二乗検定および Mann-Whitney U-test を用い
た（p ＜ 0.05）．

【結果】術前屈曲拘縮（+）であったのは 95 指（43%）; 母指
12 指（13%），示指 2 指（2%），中指 54 指（57%），環指 27
指（28%）で中指が最多であった．手術待機日数は屈曲拘縮（+）；
平均 413 日は屈曲拘縮（－）；平均 298 日に対し有意に長かっ
た（p=0.0172）．1，2，3，4，6 の要因は関連がなかった．
術後 3 ヶ月での拘縮改善角度は，DM（+）；7.4 度（0-20 度）
は DM（－）；11.2 度（－10-46 度）に対し有意に劣っていた

（p=0.03956）．1，3，4，5，6 の要因は関連がなかった .
【考察】術後の屈曲拘縮残存は，痛みの残存の要因となり予後に
影響する．術前から屈曲拘縮を認める場合，DM（+）の症例や，
長い手術待機期間後の手術は拘縮残存の可能性が高く注意が必
要と考えた．
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S3-2  PIP 関節屈曲拘縮を認めるばね指のエコーによる
評価

北アルプス医療センター　あづみ病院　整形外科
○中村 恒一、畑 幸彦、石垣 範雄、太田 浩史、向山 啓二郎、
狩野 修治

【目的】手指ばね指の患者において，術前術後に PIP の屈曲拘縮
を呈することをしばしば経験する．今回我々はそのような屈曲
拘縮を生じる患者に対して，超音波検査を行い，その原因，お
よび術後の経過に影響を及ぼす因子を検討する目的で調査した． 

【方法】術前にエコー検査を行い，手術を行った中指ばね指患者
63 例 63 指を対象とした．男性 24 例，女性 39 例で平均年齢
は 64.9 歳であった．エコー所見として，MP 関節部での腱の長
さと面積，基節骨部の近位と遠位での腱の長さ，PIP 関節部で
の腱の長さを測定した．術前に 20°以上の PIP 屈曲拘縮を有す
る屈曲拘縮群と拘縮なし群に分けて，エコー所見の数値を比較
検討した．

【結果】年齢は拘縮群で有意に高値であった．性別，罹病期間は
術前 PIP 拘縮あるなし群間で有意差を認めなかった．術前 PIP
屈曲拘縮群では MP 部での腱の長さ（幅），面積が有意に高値で
あった．また基節骨近位部での屈筋腱の長さが有意に高値であっ
た．基節骨部中央部での長さ，PIP 関節部での腱の長さには群
間での有意差は認めなかった．MP 関節部での腱の面積，長さ
と基節骨近位部での腱の長さと術前伸展角度の間で有意な相関
関係を認めた．

【考察】MP 関節部から基節骨部近位においての腱の腫れが強い
と屈曲拘縮を生じることがわかった．腫れた屈筋腱の A2 腱鞘
部での通過障害が屈曲拘縮の原因と考えられた．腱の腫れが強
い方が屈曲角度が大きいことがわかった．
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シンポジウム 3『一筋縄ではいかないばね指治療』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　14:40 〜 16:25

S3-3  PIP 関節屈曲拘縮を伴う手指狭窄性屈筋腱腱鞘
炎に対する FDS 切除術の治療経験

JCHO 星ヶ丘医療センター　整形外科
○難波 二郎、安井 行彦、片岡 利行

【はじめに】手指狭窄性腱鞘炎に伴う PIP 関節屈曲拘縮は
A1pulley の切開後、ときに通過傷害が A1pulley 以外にも存在
し、PIP 関節屈曲拘縮と手指痛が残存する。今回、浅指屈筋腱

（FDS）切除術の手術成績を報告する。
【対象と方法】5 症例で男 5、女 10 例、年令は平均 75 才であっ
た。再手術例は 3 例であり、糖尿病は 4 例に合併した。罹患指
は示指 1、中指 13、環指 1 例であった。手術は FDS 尺側の半
切または全切除術を行なった。手術所見、臨床成績を検討した。

【結果】術前 extension lack は平均 27 度であった。全例に
A2pulley 近位での FDS 腱の肥大、粗雑化を認めた。FDS 尺側
の半切を 4 例、FDS 全切を 11 例に施行した。術中 PIP 関節完
全伸展は 14 例に得られ、全例に PIP 関節授動術は施行しなかっ
た。切除 FDS 腱の病理検査 2 例において線維軟骨化生と石灰化
を認めた。12 例において平均 18 ヶ月時点で完全伸展は 7 例に
可能となり、平均 PIP 屈曲拘縮角度は 6.7 度で有意な減少が認
められた。半切例の平均 total arc は 219 度で全切例 252 度に
比べ有意に不良であった。

【考察】難治性 PIP 関節屈曲拘縮に対して A2 の腱鞘切開はせず
に腱自体のボリュームを減らす FDS 切除術の報告は数少ない。
病理学検査で腱変性所見を認めたことより病的な FDS を温存し
た術式よりも FDS 腱切除術は合理的であると考えられる。半切
の場合、切除不足の可能性があり、全切は成績の安定性に反し
て独立 PIP 屈曲機能が消失することがデメリットである。
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S3-4 A1 プーリー以外で生じるばね指
名古屋徳洲会総合病院　整形外科　手外科・マイクロサージャリー
センター
○水島 秀幸

【はじめに】ばね指は通常 A1 プーリーレベルにおける屈筋腱の
滑走障害により生じる疾患であり、A1 プーリーの切開により症
状が消失する。しかし時に A1 プーリーの切開のみでは弾発が
消失しない症例が存在する。今回そのような病態について報告
を行う。

【症例】2009 年 1 月から 2020 年 9 月までの 11 年 9 か月
間に演者自身が執刀したばね指症例 320 例（男性 91 例 女性
231 例、平均年齢 65 歳（4 ～ 92）、母指 111 例、示指 41 例、
中指 96 例、環指 61 例、小指 11 例）、および同期間に経験し
た A1 プーリー以外を原因とする弾発症例について検討を行っ
た。

【結果】4 例で A2 プーリーの遠位部が弾発の原因となっており、
そのうち３例は FDP 腱に滑膜性とみられる腫瘤を認めた。2 例
で FDS の分岐部と FDP の間（腱交叉部）での滑走障害が弾発
の原因となっていた。4 例で A1 プーリー部にて屈筋腱が 3 本
あるいは 4 本存在しており、volume 過多が弾発の原因と考え
られた。また同期間に横手根靭帯が原因となっている症例、MP
関節部での伸筋腱脱臼が原因となっている症例、および PIP 関
節部にて lateral band が基節骨頭に引っかかることが原因と
なっている症例を経験した。

【まとめ】弾発を呈する症例の中には A1 プーリー以外が弾発の
原因となっているものが存在しているため、術前に詳細に病態
の把握を行うことが肝要である。
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S3-5 浅指屈筋腱の部分切除を行ったばね指症例の検討
1）名古屋市立東部医療センター　整形外科
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
3）JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
○千田 博也 1、立松 尚衞 1、岡本 秀貴 2、関谷 勇人 3

【目的】非典型的な症状、経過のばね指症例に対し浅指屈筋（FDS）
腱の部分切除を行ったので検討し報告する。

【対象】2015 年 1 月から 2019 年 12 月の期間に当科で手術治
療を行ったばね指 40 例中、PIP 関節の屈曲拘縮や握り動作の障
害など、ばね指としては非典型的な症状の５例（男 2、女３例、
平均年齢 71.2 歳）に対して FDS 腱の部分切除を行った。基節
部の皮切創で FDS の遠位部を切離し MP 関節掌側の皮切創に引
き出し、近位側を牽引、切離して摘出した。中指４例、示指１
例で２例が腱鞘切開術後、３例は初回手術例であった。

【結果】TAM は術前 213.0°から術後 228.8°に改善した。術前
に PIP の屈曲拘縮を認めた４例中 3 例は術中 FDS の切除によっ
て伸展の改善を確認できたがそのうち１例は術後徐々に拘縮が
再発した。１例は術中 FDS を切除しても拘縮を取ることができ
なかった。１例で FDP と癒着した FDS 近位切断端が指の屈伸
に伴って手根管入り口部分で弾発を生じるようになり、追加切
除を行った。

【考察】近年ばね指に関して、PIP 関節での弾発や術前・術後の
PIP 関節屈曲拘縮症例が課題として取り上げられ、その対処法
として A2 腱鞘の処置や FDS 腱の部分切除などが報告されてい
る。我々も非典型例に対して FDS 腱の部分切除を行っているが
病態の十分な解明には至らず不明な点もあり、さらに検討が必
要と考えられた。
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S3-6  手指屈筋腱腱鞘炎に対するステロイド注射後に
手術に至った因子の検討

1）広島大学大学院整形外科
2）広島大学大学院四肢外傷再建学
3）広島大学大学院上肢機能解析制御科学
4）広島大学大学院運動器超音波医学
○徳本 真矢 1、四宮 陸雄 2、中島 祐子 4、兒玉 祥 1、林 悠太 2、
砂川 融 3

【はじめに】手指狭窄性腱鞘炎の保存療法としてステロイド注射
が行われるが，再発をきたし手術に至ることも多い。手術に至
るリスク因子を解明できれば治療早期から手術を勧める根拠と
なり，治療の効率化，医療費の削減が期待できるために本研究
を行った．

【対象と方法】2013 年から 2019 年までに手指狭窄性腱鞘炎
に対してステロイド注射を施行し、注射後 1 年間経過観察可能
であった 107 名 156 指を対象とした。注射後効果なしまたは
再発（注射後１か月時点で Grade または痛みが改善し、かつそ
の後症状が再燃燃した例）し、手術に至った症例の検討を行っ
た。検討項目は年齢、利き手、糖尿病や手根管症候群の合併、
複数指罹患、PIP 関節可動域、Green の重症度分類、超音波検
査を用いた A1 腱鞘や屈筋腱の厚さ、浅指屈筋腱の low echoic 
lesion、ガングリオン、滑膜炎の有無とし、注射は全例超音波
ガイド下平行法にて A1 腱鞘上皮下にトリアムシノロン 5㎎と
メピバカイン 0.4ml の混合液とした。統計学的解析は SPSS を
使用し、Cox 比例ハザードモデルを用いた。

【結果】注射後に手術を行った症例は 47 指（30.1%）であった。
手術危険因子として年齢、屈筋腱の厚さ、腱鞘ガングリオンが
挙げられた。

【考察】本研究の結果から、注射前にエコー検査にて屈筋腱の肥
厚、腱鞘ガングリオンを認める症例は不可逆性の質的変化を表
している可能性が高く、これらの所見を認めた場合には、早期
の手術療法を考慮すべきと考えられた。
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シンポジウム 3『一筋縄ではいかないばね指治療』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　14:40 〜 16:25

S3-7  手指ばね指術後に発生した PIP 関節伸展制限に対
するステロイド関節内・腱鞘内同時注射の治療成績

済生会山口総合病院　整形外科
○大野 晃靖
手指ばね指に対する A1 プーリーの切開はばね指の外科的治療
の標準治療である。その術後に比較的よく遭遇する合併症のひ
とつとして PIP 関節伸展制限がある。原因として関節内と関節
外それぞれが考えられている。今回、このような症例に対し PIP
関節内と関節外（腱鞘内）へステロイド同時注射を行うことで
良好な成績が得られたので報告する。2014 年から 2020 年ま
でに母指を除く手指狭窄性腱鞘炎 121 症例 144 指に手術を行っ
た。そのうち術後 2 週間以上残存した PIP 関節伸展制限に対し
て関節内と腱鞘内にステロイド同時注射を行った 30 例 37 指を
対象とした。平均年齢 68 歳 （50 歳～ 87 歳）、罹患指は示指 2
指、中指 24 指、環指 11 指であった。注射はトリアムシノロン
4mg+1％キシロカイン 1ml を PIP 関節掌側より関節内へ注入
し関節のふくらみを触知した後、残りを腱鞘内へ注入した。PIP
関節伸展制限は注射前－10 度より小さいものは 4 指、－10 度
～－20 度が 15 指、－20 度より大きいものは 18 指であった。
最終診察時の伸展角度は 26 例 31 指で 0 度であった。しかし、
4 例 6 指に伸展制限が残存した。ばね指術後の PIP 関節 伸展制
限に対して関節内と腱鞘内へのステロイドを同時注射すること
は有用な方法の一つと考える。
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シンポジウム 3『一筋縄ではいかないばね指治療』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　14:40 〜 16:25

S3-8 母指屈筋腱腱鞘炎のばね現象について
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

【目的】母指屈筋腱腱鞘炎のばね現象について検討考察した。
【対象・方法】対象は 2017 年 4 月から 2020 年 8 月に同一術
者が顕微鏡下腱鞘切開術を行った 45 指（女性 35、男性 10）、
年齢 61.8（40-89）歳である。局所麻酔下でのばね現象の有無、
拘縮の有無、滑膜炎の有無、ばね現象の発生状況について調査
した。

【結果】屈曲と伸展の両方でばね現象ありが 26 指（うち IP 屈曲
拘縮あり 3 指、滑膜炎あり 5 指）、屈曲時のみありが 2 指（拘
縮と滑膜炎なし）、伸展時のみありが 4 指（拘縮なし、滑膜炎あ
り１指）、屈曲も伸展も不能が 9 指（全例拘縮あり、滑膜炎あり
3 指、腱表面変性あり１指）、疼痛のみでばね現象なしが 4 指

（滑膜炎あり 1 指）であった。滑膜炎は A1 pulley より近位の
腱表面に存在し、A1 より遠位の腱表面に明らかに存在したもの
はみられなかった。ばね現象については A1 直下で腱が狭窄し
その狭窄した部分が屈伸時に A1 を通過する際に生じているも
の、屈曲から伸展する際にA1内に滑膜が腱とともに引き込まれ、
腱のみ A1 内に入る際に生じているものが観察された。屈伸不
能例では A1 直下の狭窄部が近位遠位への移動ができなくなり
生じていた。

【考察】ばね現象は A1 直下の狭窄程度や狭窄部位、滑膜炎の存
在の有無などにより、発生状態などが症例ごとに異なることが
推測された。



シンポジウム4
『母指CM関節症の関節形成術は何を選ぶか？』

総合討論の際に参加者の皆様にアンケートを実施いたします。シ
ンポジストの発表が終了しましたら、下記 QR コードをお手持ち
のスマートフォンで読み取っていただき、Audience Response 
System（ARS）の画面に進んで待機してください。その後、座長の
案内に従って、質問への回答をお願いいたします。

sugukiku.com
画面が切り替わりましたら、入力
画面に下記を入力してください。

029-067
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シンポジウム 4『母指 CM 関節症の関節形成術は何を選ぶか？』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　16:35 〜 18:10

S4-1  母指 CM 関節症に対する hematoma 
 distraction arthroplasty の治療成績
美杉会佐藤病院　手外科センター
○白井 久也、黒川 義隆、守谷 和樹

【 目 的 】 母 指 CM 関 節 症 に 対 す る hematoma distraction 
arthroplasty（HDA）は大菱形骨を切除して一時的鋼線固定を
行う簡単な術式である．我々は過去に HDA の良好な成績を報
告したが，その後母指の短縮変形が著明な例を経験した．最近
では切除スペースに大菱形骨からの海綿骨を少量骨移植する変
法を行っており，それらの成績と一緒に報告する．

【対象と方法】対象は HDA を行い，2 年以上（平均 38 ヵ月）
経過観察した 15 例（原法 11 例，骨移植変法 4 例）である．
平均年齢 67 歳で，利き手側は 5 例であった．評価は，疼痛
VAS，母指の ROM，握力，ピンチ力，Quick-DASH，X 線評
価などで行った．

【結果】疼痛 VAS は術前平均 82，調査時 12 で統計学的有意
差を認めた．母指の外転域は術前後に有意差はなかった．握力
は健側比 61% が調査時 97% に，キーピンチは 71% が 91%
に改善した．Q-DASH は術前 39 が調査時 17 に減少した．全
例，手術に満足されていた．舟状骨 - 中手骨間の距離は術前
11.2mm, 鋼線抜去前 7.0mm，術後 2 ヵ月 5.9mm，術後 1 年
4.7mm，術後 2 年で 4.3mm（術前の 23％）であった．骨移
植例は移植骨が手根骨様の骨塊に変化して術後 2 年で 6.4mm

（術前の 57％）であった．
【考察】HDA は除痛にすぐれ，手術は簡便で合併症も少ない術
式である．しかし，中手骨の沈み込みが大きいため，重労作の
少ないものによい適応があると考える．大菱形骨からの骨移植
は沈み込みを軽減する変法として期待できる．
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シンポジウム 4『母指 CM 関節症の関節形成術は何を選ぶか？』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　16:35 〜 18:10

S4-2  母 指 CM 関 節 症 に 対 す る 切 除 関 節 形 成 術
（Rubino 法）と Kaarela 変法の比較

1）ハンズ高知フレッククリニック　整形外科
2）しばた整形外科
○中島 紀綱 1、貞廣 哲郎 1、柴田 敏博 2

【目的】母指 CM 関節症に対して Rubino らによる切除関節形成
術の報告があり，2015 年 9 月以降はこの手技を追試した．そ
れまでに当院で行ってきた Kaarela 変法との比較を報告する．

【対象】母指 CM 関節症に対して Kaarela 変法（以下，K 群）
あるいは Rubino 法（以下，R 群）を行い術後 6 か月以上経過
観察可能であった K 群（13 例 14 指，平均年齢 65.4 歳）と R
群（13 例 14 指，平均年齢 66.3 歳）を後ろ向きに調査した．
K 群は大菱形骨を全切除し，長母指伸筋腱（APL）の遠位有茎
の半裁腱を橈側手根屈筋腱に 2-3 回巻き付けたうえで APL へ縫
合する Kaarela 変法を行った．R 群は Rubino らの報告に従い，
母指 CM 関節面を直視下に 1-2mm ずつ切除するのみで靱帯再
建や腱球移植はおこなわず，母指 CM 関節を 1.5mm キルシュ
ナー鋼線 2 本で固定し，術後 25 日目に抜去して可動域訓練を
開始した．

【結果】VAS は K 群で 68.3 から 17.3，R 群で 72.3 から 11.7
といずれも有意に（P ＜ 0.01）改善していた．術後の握力は K
群 14.5kg，R 群 18.6kg，tip pinch は K 群 2.4kg，R 群 3.0kg
と有意差はなかったが，side pinch は K 群 2.8kg，R 群 4.1kg
と R 群が有意に（P ＜ 0.05）優っていた．術後 6 か月時点での
Hand20 は K 群 35.1，R 群 15.7 であり R 群のみが有意に（P
＜ 0.01）改善していた．

【考察】Rubino 法は Kaarela 変法と比較すると手術手技はシン
プルで侵襲も少なく，Hand20 による患者満足度も高かったこ
とから，母指 CM 関節症に対する有用な術式の一つであると思
われた．
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シンポジウム 4『母指 CM 関節症の関節形成術は何を選ぶか？』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　16:35 〜 18:10

S4-3 母指 CM 関節症に対する Thompson 変法
1）香川大学附属病院　整形外科
2）香川大学附属病院　リハビリテーション科
○加地 良雄 1,2、中村 修 1、山口 幸之助 1、野村 優美 1、
岡 邦彦 1、山本 哲司 1

【はじめに】Thompson 法は，第 1-2 中手骨間靭帯（IML）を
再建する術式であるが、1 本の腱のみで再建するため術後の不
安定性が危惧される。当院では術後の安定性を強化する目的で、
余剰となった長母指外転筋（APL）腱または長掌筋（PL）腱を
用いて背側の IML（DIML）の再建を追加している。今回、本法
の治療成績を検討した。

【方法】対象は本法を施行した母指 CM 関節症の 15 例で、男性
4 例，女性 11 例，平均年齢は 67.2 歳であった。手術は，大菱
形骨を全切除し，原法と同様に第 1 中手骨および第 2 中手骨基
部に作成した骨孔から APL 腱を引き出したのち、余剰となった
APL 腱または PL 腱を背側より第 1 中手骨基部に再誘導し、APL
腱の付着部付近に 8 の字状に掛けることで DIML の再建も行っ
た．さらに，5 例では Mini TightRope による初期補強を追加
した．評価は疼痛スコア（4 段階評価），可動域，握力，ピ ン
チ力とした。また、大菱形骨切除間隙の第 1 中手骨長に対する
比率（T/M 値） を経時的に評価した．

【結果】疼痛スコアは術前 3.7，術後 1.7 であった．可動域，ピ
ンチ力は術前後で有意差を認めなかったが、握力は有意に改善
した。平均 T/M 値は術前 0.26，術直後 0.19，3 か月 0.19，6 ヵ
月 0.18 であった．

【考察】本法により比較的良好な術後成績が得られた。また、術
前に比べ母指列の短縮は生じたが，術直後からの変化は僅かで
あり、長期に渡り良好な支持性が得られる可能性が示唆された。
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シンポジウム 4『母指 CM 関節症の関節形成術は何を選ぶか？』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　16:35 〜 18:10

S4-4  母指 CM 関節症に対する改良 LRTI 関節形成術
の治療成績

1）ながと総合病院　手外科診療センター
2）関門医療センター
3）山口大学整形外科
○村松 慶一 1,3、伊原 公一郎 2、橋本 貴弘 2

【目的】進行期母指 CM 関節症に対する LRTI 法は、大菱形骨を
全摘し FCR 半切腱を用いて靭帯形成および腱球挿入を行う術式
である。本法の問題点として、中手骨の Sinking や可動域訓練
の開始時期によっては社会復帰の遅れが懸念される。当科では、
改良 LRTI 法を行っており、術式、治療成績と不良因子について
検討した。

【方法】症例は 26 例で全例女性、年齢は 50 歳から 87（平均
67）、Eaton 分類では 3 期 23 例であった。術式の改良点は、
大菱形舟状骨関節を温存し骨欠損量を最小限にするために大菱
形骨は半切除した。挿入腱球量を十分に行うため FCR 腱は全部
使用し、半切 FCR 腱の中手骨骨孔内の腱固定に TJ Screw を使
用した。術後平均観察期間は 19 か月であった。

【結果】術前の VAS は 7.5 から 1.8、Quick DASH も 44 点か
ら 13 へ有意に改善した。ピンチ力も 3.1㎏から 5.1 へ改善し反
対側と同等になった。しかし、3 例で VAS の改善が 25% 以下
に留まり、中手骨の Sinking が認められたが、満足例以上の 23
例では術前の母指長が保たれていた。15 例で術後 1 年に MRI
を撮像し、腱球の残存を確認した。主婦以外の 8 例は、術後平
均 3 週で現職に復帰していた。

【考察】LRTI 術式改良により、術後 1 週で可動域訓練が可能と
なり中手骨の Sinking も長期に認めなかった。また、MRI にて
術後 1 年で腱球の存在を確認できた。しかし、成績不良例があ
り中手骨の Sinking が認められ、LRTI 法の術後成績にはこの
Sinking を防止する改良が必要と考えられた。
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シンポジウム 4『母指 CM 関節症の関節形成術は何を選ぶか？』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　16:35 〜 18:10

S4-5  Inner splint と し て DEX SwiveLock お よ び
SutureButton Tape を併用した FCR 半裁腱を
用いた母指 CM 関節形成術

興生総合病院　整形外科
○河野 正明、千葉 恭平、津田 貴史、楠目 浩祐、芳我 悠毅
当科では 2007 年以降、母指 CM 関節症に対して大菱形骨を
切除し橈側手根屈筋腱の半裁腱にて靭帯を再建する術式を行っ
てきた。当術式は、術後成績は良好であったが、後療法が長
くかかる欠点があった。そこで 2016 年より、同術式に inner 
splint として Mini TightRope を用いるようにした。この術式
で後療法を短縮することができ、成績も比較的良好であったが、
痛みのため抜去を要する症例を２例経験した。さらに術式も煩
雑であったため、2018 年以降 inner splint を DEX SwiveLock
と SutureButton Tape に変更した。
本術式を施行したのは 16 例 18 手で、その内訳は男性 3 例 4 手、
女性 13 例 14 手。平均年齢は 69.5（58 ～ 82）歳。右 9 手、
左 9 手。Eaton 分類ではⅢが 11 手Ⅳが７手。術後平均経過観
察期間は 20.5（2 ～ 31.3）か月であった。①痛み②可動域③
ピンチ力④大菱形骨切除空隙の変化⑤元の生活に戻れるまでの
期間を調査した。
結果①痛みは VAS で術前平均 78.9 から術後平均 7.2 に減少。
②橈側外転 48.3 度、掌側外転 45.5 度③ピンチ力 4.2kg ④狭小
率 10.2％⑤復帰までの期間は術後平均 2.5 週であった。
本術式は手技も比較的簡単で、除痛も得られ、早期に復帰でき
る有効な術式であると考える。本術式の詳細についても言及す
る。
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シンポジウム 4『母指 CM 関節症の関節形成術は何を選ぶか？』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　16:35 〜 18:10

S4-6  母 指 CM 関 節 症 に 対 す る knotless suture 
anchor を用いた関節形成術の短期成績

1）京都府立医科大学大学院医学研究科　運動器機能再生外科学（整
形外科学教室）
2）京都第二赤十字病院
○土田 真嗣 1、小田 良 1、小原 将人 1、澤井 誠司 1、
藤原 浩芳 2

【目的】母指 CM 関節症に対する手術療法は関節形成術，関
節固定術などあるが，確立されていない．本研究の目的は，
Knotless Suture Anchor を用いた新しい関節形成術の短期成
績を報告することである．

【方法】対象は，母指 CM 関節症に対して関節形成術を施行し，
6 か月以上経過観察した 10 例 11 手とした．術式は，APL 半
裁腱を 2 mm 幅とし SutureTape とともに Knotless Anchor
で第 2 中手骨基部橈側に設置し，SutureTape の片端を第 1 中
手骨に同様に設置した．残りの APL 半裁腱を，ECRL を滑車と
して反転させ，元の APL 腱に縫着した．術後 2 週間は thumb 
spica splint 固定した．術後 6 か月における母指の可動域，
VAS，握力，trapezial space ratio（TSR）を検討した．

【結果】平均可動域は，橈側外転 58 度，掌側外転 76 度であった．
VAS は術前平均 70.2 から 13.3 へ，握力は平均 13.5 kg から
24.1 kg へと改善した．TSR は術直後平均 0.31，術後 6 か月平
均 0.29 で有意差はなかった．

【考察】本法は，APL に SutureTape を併用することで初期の
強度を高め，ECRL を滑車とすることで母指橈側外転時の第一
中手骨基部を尺背側方向へ牽引し母指 CM 関節部の安定性を高
めることができる術式であると考える．また骨内に knotless 
anchor で設置するため，侵襲も大きくならず，骨外のボタン設
置などによる術後の刺激症状もない．以上から本法は術後早期
の強固な suspension 効果と高度な安定性を期待できる関節形
成術と考えた．
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シンポジウム 4『母指 CM 関節症の関節形成術は何を選ぶか？』
第 1 会場（5F　小ホール 1）　16:35 〜 18:10

S4-7 鏡視下母指 CM 関節形成術の術後成績について
1）医真会八尾総合病院　整形外科
2）奈良県立医科大学　手の外科学講座
3）奈良県立医科大学　整形外科
○速水 直生 1、面川 庄平 2、藤谷 良太郎 1、片山 健 1、
田中 康仁 3

【目的】我々の関連施設では母指 CM 関節症に対して、鏡視下
による大菱形骨の遠位部の部分切除と、APL 腱もしくは tight 
rope を用いた関節形成術を行っている。今回はその術後成績に
関連する因子について解析した。

【方法】2010 年 8 月から 2019 年 9 月の間に鏡視下母指 CM
関節形成術を施行し、1 年以上の術後成績を追跡可能であった
患者を対象とした。最終観察時の DASH score と関連因子につ
いて重回帰分析で解析した。

【結果】対象患者は 75 人（男：18, 女：57）で、平均年齢 65
歳（39-81）、平均観察期間は 20 か月であった。51 人が APL
腱、24 人が tight rope を用いた形成術であった。平均術前
DASH score 37.5、術後 DASH score 18 であった。重回帰
分析で術後 DASH score に有意に関連する因子（非標準化係
数 , 偏相関係数 , p 値）は、年齢（0.4, 0.36, p=0.003）、術
前 DASH score（0.39, 0.68, p ＜ 0.001）、術式（8.1, 0.34, 
p=0.004）、術前の背側脱臼度（0.2, 0.27, p=0.02）であった。

【考察および結論】鏡視下母指 CM 関節術後 DASH score に最
も強く関連するのは術前 DASH score であった。年齢について
は弱い関連を認め、高齢であるほど術後DASHが高い傾向であっ
た。Tight rope 使用でも弱い関連を認め、tight rope 群の方
が DASH score が改善していた。術前の背側脱臼度については
かなり弱いが有意な相関を認め、術前脱臼度が大きいほど最終
DASH score も大きい傾向があった。術後画像計測からは有意
な関連因子は見つけられなかった。
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主題 1『橈骨遠位端骨折』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:00 〜 9:36

T1-1  橈骨遠位端骨折術後に骨幹部スクリューホール
周囲に確認された骨の縦割れに関する検討

名古屋市立東部医療センター　整形外科
○立松 尚衞、千田 博也

【目的】橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート（VLP）を用
いた骨接合術後に、橈骨骨幹部スクリューホール周囲での骨の
縦割れ（以下、 縦割れ）が発生した症例を調査した。

【方法】対象は VLP を用いて手術加療した橈骨遠位端骨折（以下、
R）45 例と橈尺骨遠位端骨折（以下、RU）11 例である。VLP
は日本メディカルネクスト社 Acu-Loc2 を使用した。R 群の平
均年齢は 62.9 歳、平均観察期間は 6.7 ヶ月で、受傷起点は転倒：
41 例、転落：3 例、バイク事故：1 例であった。RU 群の平均
年齢は 77.2 歳、平均観察期間は 4.2 ヶ月で、受傷起点は全例
が転倒であった。縦割れの有無、骨密度（YAM）、インプラン
ト脱転の有無を調査し、X 線画像は RI（°）、PT（°）、UV（mm）
を評価した。

【結果】縦割れは R 群：6 例（13.3%）、RU 群：8 例（73%）
と有意に RU 群で多かった。骨密度が確認できた R 群 20 例で
YAM：77.9（58-106）%、RU 群 7 例で YAM：57（42-70）
% であり RU 群で有意に低かった。インプラント脱転は全例で
認めなかった。縦割れ有り RU 群は最終観察時に RI、PT、UV
全てに有意な矯正損失を認めた。一方で、縦割れ無し RU 群は
最終観察時に RI、PT、UV 全てに有意な矯正損失は認めなかった。

【結論】RU 群は R 群と比較し縦割れ発生が有意に多かった。骨
粗鬆症が縦割れ発生要因と考えられ、縦割れにより術後矯正損
失が大きくなることが示唆された。RU 群の受傷起点は全例転倒
であり、軽度の外力で受傷した高齢者の RU への VLP の使用は
縦割れ発生に注意が必要である。
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主題 1『橈骨遠位端骨折』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:00 〜 9:36

T1-2  橈骨遠位端掌側ロッキングプレートの設置位置による
分類は術後屈筋腱断裂発生リスクに直接関与しない

1）公立陶生病院　整形外科
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
○早川 和男 1,2、岡本 秀貴 2、遠藤 浩二郎 1,2、川口 洋平 2、
村上 英樹 2、福岡 宗良 1,2

【はじめに】橈骨遠位端掌側ロッキングプレートによる屈筋腱断
裂は遠位設置型で発生し、近位設置型では発生しないという認
識を耳にすることから、設置位置によるプレート分類と潜在的
屈筋腱断裂リスクの関与を検討した。

【対象と方法】対象は以下の掌側ロッキングプレートを用いて治
療した 91 例（RIM 14 例、Acu-Loc2（遠） 20 例、Dual-Loc 
V7 32 例、VA-TCP 18 例、Acu-Loc ２（近） 11 例）。有害事
象、超音波を用いた腱の滑走動態、プレート設置位置、抜釘時
に腱滑膜炎および癒着の有無を評価した。各項目の有意検定に
は、χ二乗検定または ANOVA 検定を用いた。

【結果】術後腱断裂は発生せず、腱滑膜炎、癒着の発生率に群間
差を認めなかった。プレート遠位突出は RIM が最も大きく、他
の 4 群に差を認めなかった。掌側突出も RIM が最大で、次点は
近位設置型 VA-TCP であり、遠位設置型 DualLocV7 が最も小
さかった。屈筋腱の厚みに群間差は認めなかった。RIM は腱と
プレートが有意に近接していたが、腱の滑走を障害していなかっ
た。Acu-Loc2（遠）、VA-TCP の一部でプレート端が屈筋腱の
滑走を妨げる現象を認めた。

【結語】橈骨遠位端骨折術後の屈筋腱損傷リスクは、設置位置に
よるプレート分類では規定されない。近位設置型を使用した際
も、腱の滑走動態を観察して抜釘の是非を検討すべきである。
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主題 1『橈骨遠位端骨折』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:00 〜 9:36

T1-3  当科で行っている橈骨遠位端骨折の低侵襲手術（方
形回内筋部分切離掌側ロッキングプレート固定術）

1）岐阜市民病院　形成外科
2）岐阜市民病院　整形外科
○大野 義幸 1、杉山 貴彬 2、平松 正弥 2、世沢 さ胤 2

【目的】当科で行っている方形回内筋部分切離掌側ロッキングプ
レート固定術の成績を検討する。
方法＆対象：経 FCR アプローチでプレート長とほぼ同長の皮
切で入り、PQ 遠位を部分切離し、PQ 下でのＣＳ法などで整
復固定操作を行う。2016 年から現在までに本法を行い、術後
半年以上経過観察できた橈骨遠位端骨折症例は 21 例（男 3 例、
女 18 例）。年齢は平均 57（17 ～ 81）歳。右 8 手、左 13 手。
骨折型は AO 分類で A2：5 例、C1：13 例、Ｃ 3：4 例。術後
経過観察期間は平均 12 か月。

【結果】感染や腱断裂などの重篤な合併症はなかったが、C3 の
7 １歳の女性例で経過中、矯正損失によりロッキングスクリュー
の関節内穿破を認めた（術後 6 か月で抜釘）。21 例中 2 例で
抜釘施行。最終レントゲン評価では PT は平均 27.4（－ 10 ～
26）°で、マイナス値となったのは矯正損失によりロッキング
スクリューの関節内穿破を来した前述の 1 例のみであった。RI
は平均 27.4（20 ～ 33）°、UV は平均 1.1（0 ～ 2.5）mm で、
経過中明らかな尺骨突き上げ症候群症状を呈したものはなかっ
た。臨床成績では掌背屈可動域は健側比平均 86（71 ～ 104）
%、回内外可動域は健側比平均 97（82 ～ 100）%、握力は健
側比平均 86（53 ～ 113）%。Mayo Modified Wrist Score
は平均 81（65 ～ 100）点で、優：5 例、良：8 例、可：8 例で、
不可例はなかった。

【まとめ】標準的手術と達人的な小皮切手術の中間に位置する本
法は整容、低侵襲、正確な整復固定の 3 要素を満たす現実的な
方法である。
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主題 1『橈骨遠位端骨折』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:00 〜 9:36

T1-4  掌側月状骨窩辺縁骨片を有する橈骨遠位端骨折 
−新しい固定法と治療戦略−

岡山済生会総合病院　整形外科
○今谷 潤也、近藤 秀則、楢崎 慎二

【目的】掌側月状骨窩辺縁骨片（Rim 骨片）を有する橈骨遠位
端骨折の発生頻度、骨折型、治療成績を調査するとともに、本
症例群に対して、当科で行っている新しい内固定法（Plate 
buttress & Double tiered subchondral support 法、 以 下
PD 法）と骨折型ごとの治療戦略を紹介する。

【対象・結果】当科で手術的に加療した橈骨遠位端骨折 718 例
のうち、Rim 骨片を合併していた症例は 35 例（4.9%）であった。
その内訳は男性 13 例、女性 22 例であり、手術時年齢は平均 
54.7 歳（15 ～ 87 歳）、当科の Rim 骨片分類（近藤 今谷 ほか：
日手会誌 2018）では、I 型（無転位型）4 例、II 型（背側転位・
大関節面型）18 例、III 型（背側転位・小関節面型）が 10 例、
IV 型（掌側転位型）3 例であった。日手会手関節機能評価では
平均 82.8 点（50-100 点）、quick DASH は平均 14.3 点（0-
31.8 点）であった。

【結語】Rim 骨片を有する橈骨遠位端骨折の発生頻度は 5% 弱で、
骨折型ごとの治療方針に基づく臨床成績は比較的良好であった。
PD 法は Rim 骨片を被覆しやすい形状を有する VLP を用いて、
同骨片を plate buttress するとともに、遠位列スクリューと近
位列スクリューで関節面支持を獲得するものであり、多くの症
例で有用であった。 
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主題 2『舟状骨偽関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:41 〜 10:26

T2-1  舟状骨偽関節に対する鏡視下腸骨移植を用いた
偽関節手術の経験

1）行岡病院　整形外科
2）大阪行岡医療大学医療学部理学療法学科
○信貴 厚生 1、森友 寿夫 1,2、有光 小百合 1、正富 隆 1、
行岡 正雄 1

舟状骨骨折偽関節は Slade 分類Ⅰ～Ⅱのような硬化像のない症
例に対しては強固な内固定を行うことで骨癒合が得られるが、
硬化像の認める症例に対しては偽関節部掻爬、骨移植を要する。
直視下での橈骨・腸骨からの海綿骨移植、橈骨からの血管柄付
き骨移植など報告があるが、侵襲が大きいこと、舟状骨周囲の
関節包を剥離するため血行障害を生じるリスクがある。そのた
め近年関節鏡視下で腸骨移植を行い、小皮切で内固定を行う報
告が増加している。当院でも舟状骨骨折偽関節に対して関節鏡
視下腸骨移植を用いた偽関節手術を行ったので報告する。
代表症例は 19 歳男性、1 年前からアメリカンフットボールプ
レー中に右手関節痛を自覚、疼痛改善しないため当科受診。近
位型の舟状骨偽関節、Slade 分類 grade ４であった。手根中央
関節鏡視下で骨折部の線維性組織と骨硬化部をシェーバー、鋭
匙で掻爬し骨片の血流の残存を確認した。腸骨から採骨針を用
いて海綿骨を採取し、関節鏡視下で充填、背側からヘッドレス
スクリュー固定した。術後 4 か月で骨癒合し、術後 5 か月で競
技復帰した。術後 1 年で可動域は掌 / 背屈 80°/70°、握力は
52kg（健側 53kg）、PREW-J は 3 点であった。疼痛は背屈矯
正時に軽度残存するもののアメリカンフットボールは問題なく
プレーできている。
鏡視下腸骨移植を用いることで低侵襲な偽関節手術が可能とな
り、術後成績も良好であった。
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主題 2『舟状骨偽関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:41 〜 10:26

T2-2  舟状骨遷延癒合に対する関節鏡視下手術は確実
な骨癒合と骨癒合期間短縮が期待できる

1）大同病院 手外科・マイクロサージャリーセンター
2）中日病院　名古屋手外科センター
○篠原 孝明 1、能登 公俊 1、増田 高将 1、中尾 悦宏 2、
中村 蓼吾 2

【目的】我々は舟状骨遷延癒合に対して、関節鏡所見に基づいて
手術方法を決定し、関節鏡視下手術を行っている。今回、その
治療成績を報告する。

【対象と方法】舟状骨遷延癒合に対して関節鏡視下手術を行った
11 例（男性 9、女性 2 例）を対象とした。受傷後 2 ヵ月以上
経過しても骨癒合傾向を認めず、関節鏡所見で骨折部に明らか
な不安定性がないものを遷延癒合と定義し、このうち骨折部に
容易にプローブが挿入できる症例を関節鏡視下手術の適応とし
た。骨折部にプローブが挿入できない症例はスクリュー単独固
定を行っている。手術時平均年齢は 32 歳、平均経過観察期間
は 17 ヵ月。全例、鏡視下に骨折部掻破、腸骨海綿骨移植を行い、
小皮切スクリュー固定を行った。術後ギプス固定は 2 週。合併
症、骨癒合の有無、癒合期間、術前、最終評価時の手関節可動
域（ROM）、握力、疼痛、Hand20 につき調査した。

【結果】合併症は認めなかった。全例で骨癒合が得られ、癒合期
間は平均 4.9 週（4 ～ 10 週）であった。ROM は術前健側比
64％から最終 98％、握力は術前健側比 54％から最終 97％に
有意に改善した。疼痛は術前 4.4 から最終 0.6、Hand20 は術
前 37.1 から最終 1.8 に有意に改善した。

【考察】遷延癒合に対するスクリュー単独固定法では骨癒合期間
は 3 ヵ月程度を要するが、本研究では、全例骨癒合が得られ、
骨癒合期間は平均 4.9 週であった。本法は確実な骨癒合、骨癒
合期間の短縮が期待できる。
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主題 2『舟状骨偽関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:41 〜 10:26

T2-3  近位骨片が分節化し温存困難な舟状骨偽関節に
対する自家肋骨肋軟骨移植術

1）名古屋大学附属病院　手の外科
2）安城更生病院
○栗本 秀 1、倉橋 俊和 2、建部 将広 1、山本 美知郎 1、
平田 仁 1

近位骨片の分節化や壊死により舟状骨偽関節に対して骨接合が
困難な症例がある．コンピューターシミュレーションを利用し
て，舟状骨近位の解剖学的形態を自家肋骨肋軟骨移植術で再建
し良好な成績を得たので報告する．舟状骨偽関節の 2 症例に対
し，CT データを用いてコンピューターシミュレーション上で本
来の近位骨片の形態を再現し，その３次元骨モデルを作成した．
分節化した近位骨片を切除し，骨モデルと同じ形状に肋骨肋軟
骨を切削して欠損部に移植した．術後経過観察期間はそれぞれ
3 年と 6 ヶ月で，すべての症例において舟状骨遠位骨片と移植
肋骨は骨癒合が得られた．どちらの症例も，握力，Hand20，
Numerical Pain Rating Scale（NPRS），Carpal height ratio, 
RL angle において改善が得られた．肋骨肋軟骨移植術を用いた
舟状骨近位部の再建は，若年者や肉体労働者にも適応でき，こ
れまでにも良好な成績が報告されている．しかし，手根配列を
正常化し手関節安定性や可動域を獲得するためには，適切な形
状と大きさの骨軟骨移植が必要となる．手術中に分節化した近
位骨片から失われた舟状骨形態や欠損長を推測することは容易
ではない．3 次元骨モデルを参照しながら移植骨軟骨を切削す
ることで，舟状骨近位部を容易に適切な解剖学的形態に再建す
ることが可能であった．
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主題 2『舟状骨偽関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:41 〜 10:26

T2-4 舟状骨偽関節に対する 3D モデルの作成
1）広島大学大学院医系科学研究科整形外科学
2）広島大学上肢機能解析制御科学
○國崎 篤 1、兒玉 祥 1、四宮 陸雄 1、中島 祐子 1、砂川 融 2、
安達 伸生 1

【はじめに】舟状骨偽関節は，手術での整復や移植骨のサイズ・
形状の決定が難しい．今回舟状骨偽関節に対する 3DCT を元に
したモデルの作成と，手術への応用を検討した．

【対象と方法】2018 年から 2020 年までに舟状骨偽関節に対し
て 3D モデルを作成し手術加療を行った 8 例を対象とした．男
性 5 例，女性 3 例，平均年齢は 44 歳で，骨折部位は遠位型 2
例，中央型 4 例，近位型 2 例であった．受傷から手術までの期
間は平均 22.5 ヵ月であった．術前の CT データを基に，患側舟
状骨と健側鏡面像を重合し整復させた 3D 模型を作成．手術は
直視下にレジンで作成した欠損部模型を挿入して整復に利用し，
同形状の移植骨を形成して欠損部へ移植し固定を行った．

【結果】骨欠損サイズの平均は遠位型で 308.5 mm3，中央型で
168.1mm3，近位型で 185.5 mm3 であった．形状は近位型の
骨折では円盤状に近く，中央型・遠位型では楔状であった．最
終経過観察時（平均術後 5.8 ヵ月），偽関節部は全例骨癒合を
認め，握力は健患側比で平均 81%，mayo wrist score は平均
92.5 であった．

【考察】本研究で偽関節部位により骨欠損部の形状が異なること
が確認できた．また近年の進歩した技術により作成が比較的容
易となった 3D モデルを用いて，術前計画及び，滅菌模型を用
いることで整復及び移植骨の形成が容易で正確なものとなる可
能性がある．
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主題 2『舟状骨偽関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　9:41 〜 10:26

T2-5  舟状骨偽関節術後癒合に関する因子についての
検討

1）名古屋大学　手の外科
2）鈴鹿回生病院　整形外科
○建部 将広 1、森田 哲正 2、平田 仁 1、山本 美知郎 1、
栗本 秀 1

【目的】舟状骨偽関節の手術は骨折治療材料の進歩などにより骨
癒合が得られるようになってきているが未だに骨癒合不能例を
経験する。今回は後ろ向きに骨癒合に関して検討した。

【方法】舟状骨偽関節に遊離骨移植を用い偽関節手術を行い、半
年以上経過観察可能であった 67 例（男性 62 例・女性 5 例、
平均年齢 29.4 歳）について、初回手術のみで骨癒合が確認でき
た症例を癒合群とし、追加手術を施行例や癒合がレントゲン上
で確認できないものを非癒合群として年齢・BMI・喫煙歴・受
傷からの期間・骨折部位／骨硬化や嚢胞状変化の有無・DISI 矯
正程度・MRI での輝度変化について検討した。

【成績】初回手術後 56 例は癒合が得られた。残りの 11 例中、
5 例は追加手術が施行され全例癒合し、全体としての癒合率は
91% であった。単回帰分析では、初回手術で癒合が得られなかっ
た群では有意に受傷からの期間が長く、24 ヶ月以上経過、喫煙
歴、骨折部位で有意差を認めていた。年齢・BMI・骨硬化・嚢胞化・
MRI 低輝度・DISI の矯正角度は統計学的には有意に癒合に影響
していなかった。二項ロジスティック回帰検定では受傷からの
期間 24 ヶ月以上・近位骨折・DISI の矯正が骨癒合に影響して
いた。

【結論】舟状骨骨折偽関節の癒合に関しては過去の報告と同様な
要因で癒合率が不良であり、とくに受傷からの期間が大きく影
響していた。癒合率を良くするためには上記の点を考慮して治
療に当たる必要がある。
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主題 3『皮膚欠損の再建』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　14:40 〜 15:25

T3-1  多数指に及ぶ手指掌側皮膚欠損に対する陰圧閉
鎖療法

1）香川大学附属病院　整形外科
2）香川大学付属病院　リハビリテーション科
○山口 幸之助 1、加地 良雄 1,2、中村 修 1、野村 優美 1、
岡 邦彦 1、山本 哲司 1

【目的】閉鎖陰圧療法（NPWT）は軟部組織欠損に対する有用
な方法であるが，多数指皮膚欠損に対しては煩雑で工夫が必要
である．多数指に及ぶ Heat-press injury 例と挫滅例の 2 例に
対し，NPWT を用いた皮膚再建と早期可動域訓練を行い，良好
な手指可動域を獲得したので報告する．

【症例 1】59 歳，女性．プレス機に挟まれ受傷．前医受診後，
受傷 24 日目に当院紹介受診．左示指～小指の掌側の PIP 関節付
近に皮下深部に達する熱傷を認め，手指は伸展位で拘縮してい
た．デブリドマンと人工真皮による被覆を行ったのち，NPWT
を施行した（専用のコットンを貼付し，掌背側からドレープで
被覆することで閉鎖空間とした）．術翌日より積極的な可動域訓
練を行い，術後 1 週で全層植皮術を施行し，術後も植皮片の固
定目的に NPWT を継続した．植皮片は生着し，術後 2 か月時，
示指～小指の平均屈曲角度は MP75 度，PIP66 度、DIP48 度
であった．

【症例 2】52 歳，男性．船のロープに巻き込まれ受傷．前医に
て左示指～環指掌側の挫滅創に対しデブリドマン施行後，当院
紹介受診．症例 1 同様に NPWT を併用し，肉芽形成後に全層
植皮を行った．術後 2 か月時の示指～環指の平均屈曲角度は
MP75 度，PIP90 度，DIP60 度であった．

【考察】NPWT を用いることで多数指の皮膚欠損に対しても肉
芽形成期間から積極的な可動域訓練が可能であった．また，植
皮片固定にも有用であり，生着までの期間にも可動域訓練を継
続できたことが，早期かつ良好な可動域の改善につながったと
考えられた．
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主題 3『皮膚欠損の再建』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　14:40 〜 15:25

T3-2 有茎後尺骨動脈皮弁および脂肪弁の有用性
1）大阪掖済会病院　整形外科・手外科外傷マイクロサージャリー
センター
2）静岡理工科大学手外科微小外科領域先端医工学講座
○田中 祥貴 1、五谷 寛之 1,2、八木 寛久 1、窪田 穣 1、
岡本 幸太郎 1

【目的】尺骨動脈の穿通枝皮弁である後尺骨動脈皮弁の有用性に
ついて報告する。

【対象】症例は演者が執刀した 7 肢 7 例である。全例男性で、
平均年齢は 38.4 歳（16 － 70 歳）であった。症例は手背皮膚
欠損 2 例、手掌皮膚欠損 2 例、正中神経損傷 2 例および外傷性
遠位橈尺骨癒合 1 例であった。手背・手掌皮膚欠損の 3 例につ
いては皮弁として用い、再建した。一方、正中神経損傷の 2 例
および外傷性遠位橈尺骨癒合の 1 例については脂肪弁として神
経のラッピングもしくは癒合骨切除後の中間充填物に使用した。

【結果】挙上した皮弁および脂肪弁のサイズは 3 × 9 から 6 ×
20㎝であった。後尺骨動脈は豆上骨から 3.5 から 5㎝の範囲で
全例確認できた。皮弁で再建した 4 例は全例生着した。手背再
建の 1 例で辺縁の壊死を認めたが debri のみで対処可能であっ
た。脂肪弁として用いた 3 例については生着の評価はできてい
ないが正中神経損傷の 2 例については損傷部の異常痛覚が軽減
しており、外傷性遠位橈尺骨癒合の 1 例についても再癒合なく
経過しており良好な結果であった。

【考察】後尺骨動脈皮弁は前腕尺側から皮弁を採取するため、橈
骨動脈皮弁や後骨間動脈皮弁と比較して創が目立ちにくい利点
がある。さらに前腕尺側は皮下脂肪が豊富で、十分な量の脂肪
を挙上できることから脂肪弁としても有用であると思われる。

【結語】有茎後尺骨皮弁および脂肪弁は皮膚欠損例等、種々の症
例に対応でき有用であると思われた。
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主題 3『皮膚欠損の再建』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　14:40 〜 15:25

T3-3  一側足から二枚の hemi-pulp 皮弁を挙上して再
建した手指組織欠損の 4 例

徳島県鳴門病院　手の外科センター
○日比野 直仁、山野 雅弘、横尾 由紀、高橋 芳徳、
百田 佳織
手指指尖部は優れた知覚，耐久性のある皮膚，爪などを有し，
外傷による欠損の再建には同質の組織で再建が望ましい．ドナー
としては足趾が最も適している．今回我々は手指の欠損再建に
一側足から二枚の hemi-pulp 皮弁を挙上して再建した４例の経
験を報告する．症例 :2 例は母指の玉井 zone III 欠損，示指の玉
井 zone IV の欠損に Twisted Wrap-around flap で再建した．
1 例は環指，小指の掌側指腹欠損に対して，1 例は環指の玉井
zone III の切断＋中指尺側欠損であった．ドナーは一側足の big 
toe および second toe の足底荷重部にかからない部分から挙
上した．ドナーサイトに 3 週間後に植皮を行った．2 本指の再
建は合指を作成し再建，後日切離を行った．1 例に部分壊死を
生じた以外は生着した．考察 :1 例に部分壊死を生じた原因と
し て は，big toe と second toe が First Dorsal Metatarsal 
Artery の血行のみで栄養されておらず，big toe が底側優位の
血行支配であった可能性が高いと考えた。足趾移植を用いた再
建は若年労働者に適応されることが多く，当院では足底荷重部
に瘢痕を作らないように配慮し，ドナーの愁訴は無かった．足
趾移植は工夫すれば犠牲が少なく複数指の再建においても同質
の組織で再建でき有用と思われた．
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主題 3『皮膚欠損の再建』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　14:40 〜 15:25

T3-4  手指掌側組織欠損に対する再建術の整容的観点
からの検討

1）広島大学附属病院　四肢外傷再建学
2）広島大学大学院　上肢機能解析制御科学
3）広島大学大学院　運動器超音波医学
4）広島大学付属病院　整形外科
○四宮 陸雄 1、砂川 融 2、中島 祐子 3、兒玉 祥 4、林 悠太 1、
安達 伸生 4

【目的】手指掌側組織欠損に対し当科で行ってきた再建術を整容
的観点から検討する．

【方法】2011 年 4 月以降，手指掌側組織欠損に対して再接着術
を除く方法を用いて再建術を行い，術後 1 年以上経過観察可能
であった 19 名 19 指を後ろ向きに調査した．再建時平均年齢は
41 歳，術後平均経過観察期間は 38 か月であった．組織欠損の
原因はデグロービング損傷，切断，切断以外の外傷，腫瘍切除
後であった．掌側皮膚と性状合致を目指した再建を行った A 群
と性状が異なる組織で再建した B 群の最終経過観察時における
整容に関する満足度を NRS にて評価，減点理由も調査した．

【成績】A 群は 14 指， B 群は 5 指であった．整容に関する満足
度はそれぞれ 6.7 ± 2.7，6.6 ± 2.7 で 2 群間に有意差は無かっ
た．A 群の減点理由は植皮の併用による色調変化，指内で局所
皮弁が用いられた場合に生じた先細りやふくらみ形状であった．
そこで，A 群の中で手指以外を donor site とし，植皮を用いず
に再建された 7 指の検討を行った．この 7 指の整容に関する満
足度は B 群と有意差は生じなかったが 8.5 ± 1.1 まで上昇した．
一方，B 群の減点理由は性状の違いが主であった． 

【考察】整容的観点から再建術を施行しても，指内の組織を用い
た再建や植皮を併用した場合は必ずしも整容に関する満足度は
高くなかった．手指以外を donor site とし，植皮を併用しなく
て済む術前計画を立てた上で掌側皮膚性状と一致した再建術を
行うことが理想である．
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主題 3『皮膚欠損の再建』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　14:40 〜 15:25

T3-5 指尖部皮膚再建に必要なテクニック
大阪掖済会病院手外科外傷マイクロサージャリーセンター / 静岡理
工科大学手外科微小外科先端医工学
○五谷 寛之、田中 祥貴、八木 寛久、窪田 穣、岡本 幸太郎

【はじめに】指尖再建は対象症例の増大により、事故数の減少に
反して手術数は増大している。今回我々は、ビデオを中心に指
尖再建に必要なテクニックを供覧する。

【対象及び方法】
１）指尖切断における再接着術や組織移植に必要な解剖：DTPA

（Distal Transverse Palmar Arch）の血管吻合及び固有指動脈
の吻合の実際。これらを行うに必要な解剖も供覧する。
２）指尖切断における Delayed venous drainage（遅延静脈
吻合）光嶋らの報告した方法で、動脈吻合後の指尖の鬱血によ
る静脈径の拡大を待って行った指尖掌側の静脈吻合を供覧する。
マイクロサージャンの働き方への提言も含めて日常診療では有
用である。
３）2nd-toe から採取した WAF による指尖再建、特に短茎を用
いた症例
４）母趾から採取した Hemipulp flap による母指再接着症例の
部分指腹再建
５）手指重度外傷における一期的短縮と二期的再建一期的に骨
短縮を行い、被覆を可能にして組織を保護。二期的に指用創外
固定器を用いて再建する方法を紹介する。

【考察及びまとめ】顕微鏡の性能の向上もあり血管茎がいわゆる
短茎の手術症例が増えてきている。指尖再建を行うに必要な解
剖と手術の実際を供覧する。また一期的に骨短縮を行い二期的
な再建を行う方法も紹介する。
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一般演題 1『前腕・手関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　10:31 〜 11:09

O1-1  デノスマブ投与中に尺骨非定型骨折を生じた
1 例★

大垣市民病院　整形外科
○藤浪 慎吾、北田 裕之、川瀬 剛、植田 裕昭、石田 智裕、
小林 正明
ビスフォスフォネートの長期投与に関連した大腿骨非定型骨折
の報告は散見されるが，尺骨に生じる非定型骨折は比較的稀で
ある．今回，デノスマブ投与中に生じた尺骨非定型骨折を経験
したので報告する．

【症例】81 歳女性．デノスマブを 4 年 6 か月投与していた．誘
因なく 6 週間ほど前から左肘の腫脹を自覚し近医整形外科を受
診したが骨折は指摘されなかった．4 週後疼痛が続くため他の
整形外科受診し尺骨骨折を指摘され保存治療を受けたが，2 週
後骨折部の転位が増大し当院へ紹介となった．前腕近位背側に
腫脹と皮膚の肥厚および色素沈着を認めた．また円背を認め
た．単純 X 線像では尺骨近位 1/4 に横骨折を認め周囲に骨硬
化像を伴っていた．血液検査では Ca 8.9mg/dl，P 3.1mg/dl，
ALP 137IU/I，TRACP-5b 121mU/dl，total PINP 29.6ng/
ml と異常は認めなかった．尺骨非定型骨折と診断し手術を行っ
た．骨折部の髄腔は完全に閉鎖しており出血が確認できる部
位まで骨切除し，腸骨を移植し Depuy Synthes 社　VA-LCP 
Proximal Ulna Plate で固定した．術後テリパラチドの投与と
3 か月間の低出力超音波パルス（LIPUS）を併用した．術後 4
か月で疼痛なく骨癒合傾向である．

【考察】尺骨非定型骨折は骨代謝回転の低下と円背での生活で繰
り返される機械的刺激により発生し，骨癒合が遷延しやすい．
早期に手術を行えば骨移植が不要な可能性はあるが，今回の症
例は手術時には骨折部は偽関節様で骨移植が必須と思われた．
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一般演題 1『前腕・手関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　10:31 〜 11:09

O1-2  橈骨遠位端骨折変形癒合後の尺骨突き上げ症状群、茎状
突起偽関節に尺骨短縮術を行い骨癒合も得られた一例★

1）西知多総合病院　整形外科
2）名古屋大学　手の外科
○浦野 秀樹 1、建部 将広 2

【緒言】橈骨遠位端骨折変形癒合に対する治療は、症状の多様性
や手術の難度から慎重な検討を要する。今回、尺骨突き上げ症
候群（以下 UCA）に加え、尺骨形状突起偽関節を合併した症例
に対し尺骨短縮術を行い、尺側部痛の消失に加え骨癒合も得ら
れた症例を経験したため報告する。

【症例】62 才女性、転倒し橈骨遠位端骨折（AO23-C １）、尺
骨茎状突起骨折を受傷、手術拒否され保存的加療となった。5
週のギプス固定の後、4 ヶ月近医でリハビリを行ったが尺側部
痛の持続を理由に当院紹介となった。受診時尺屈、背屈時に尺
側に疼痛あり ulnocarpal stress test 陽性、握力 5kg（健側
23）、NRS6 点、単純Ｘ線では ulnar variance +8mm であっ
た。症状改善なく半年で手術となった。まず手関節鏡が施行され、
尺骨頭の突き上がりと軟骨の変性が認められた。DRUJ 鏡で
foveal insertion への線維の連続は確認でき、UCA が主因であ
ると判断し 7 ｍｍの短縮を行った。鏡視所見、短縮後の DRUJ
の安定性から偽関節の処置は行わず。術後 10 ヶ月で NRS0 点
となり偽関節部も骨癒合した。

【考察】UCA および尺骨茎状突起偽関節はどちらも尺側部痛の
原因となり得るが、偽関節の疼痛の原因として① DRUJ の不安
定性、②偽関節部の動揺性、③ ECU 腱鞘炎が報告されている。
本例では尺骨短縮後、尺側手関節の安定が得られており①、②
も改善したため疼痛消失し骨も癒合したと考えられた。
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一般演題 1『前腕・手関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　10:31 〜 11:09

O1-3  小児橈骨遠位骨端線早期閉鎖に対する骨延長術
と一期的矯正術の治療成績

大阪大学　整形外科
○岡 久仁洋、田中 啓之、塩出 亮哉、数井 ありさ、岩橋 徹、
村瀬 剛

【目的】橈骨遠位骨端線早期閉鎖による前腕骨長差に対しての骨
延長術と一期的矯正術の治療成績を報告する。

【対象と方法】対象は橈骨遠位骨端線早期閉鎖の 7 例で、手術時
年齢は平均 14.7 歳であった。5 例に創外固定器を用いた骨延長
術（創外固定群）を施行した。2 例に一期的矯正と骨移植、プレー
ト固定（プレート群）を施行し、そのうち 1 例は尺骨短縮骨切
り術を併用した。画像評価として radial inclination(RI)、volar 
tilt(VT)、ulnar variance(UV) の健患側差、骨癒合の期間を、
臨床評価は手関節、前腕可動域、握力健側比、Mayo wrist 
score(MWS)、合併症を評価した。

【結果】RI、VT、UV の健患側差は創外固定群で術前 7.2°、14.0°、
10.6mm、プレート群で 5.5°、32.5°、10.0mm が術後、創外
固定群で6.2°、6.2°、0.4mmにプレート群で2.0°、8.5°、0.0mm
に改善した。骨癒合の期間は創外固定群で 23 週、プレート群
で 14 週であった。関節可動域、握力は全例改善し、MSW は
創外固定群、プレート群とも術前 70 点が術後 83 点、88 点に
改善した。術後合併症として創外固定群 2 例にピン刺入部感染
があった。

【考察】創外固定器は骨長差が大きい症例にも対応可能である
が、延長の作業と装着自体が患者負担となりピン周囲感染のリ
スクがある。一期的矯正は術後の患者負担が少なく、骨長差が
大きい症例でも、尺骨の短縮により対応可能である。骨長差が
10mm までの症例では一期的延長矯正も可能であった。
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一般演題 1『前腕・手関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　10:31 〜 11:09

O1-4  関節内 Smith 骨折術後に掌側月状骨窩骨片の転
位を生じた 3 例

1）JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
○柴田 淳 1、岩田 英敏 1、水谷 康彦 1、勝田 康裕 1、
関谷 勇人 1、岡本 秀貴 2

【目的】当院で 2017 年 1 月から 2019 年 12 月までに関節内
Smith 骨折に対して内固定術を施行し、掌側月状骨窩骨片（以
下 VLF 骨片）の掌側転位を生じた症例について報告する。

【対象と方法】17 例の関節内 Smith 骨折のうち、3 例（男性
1 例、女性 2 例。右 2 例、左 1 例。平均 70 歳。）に VLF 骨片
の掌側転位を認めた。内固定材料はメイラ社 Dual Loc Radii 
V17 が 2 例、V7 が 1 例であった。VLF 骨片の縦径、関節面か
ら 10mm と 5mm における横径、プレート被覆率、術前後 VT 値、
転位時期について調べた。

【結果】VLF 骨片の縦径は平均 12mm、横径は関節面から
10mm で平均 7.7mm 、関節面から 5mm で平均 11.7mm、
プレート被覆率は縦径で平均 50.3%、横径で関節面から 10mm
で平均 65%、5mm で平均 54.7% であった。術前 VT 値は平
均 23.7 度、術後 VT 値は平均 7.3 度（2 度～ 16 度）、術後平
均 15.7 日で VLF 骨片の掌側転位を認めた。

【考察】掌側転位の原因としてはプレート被覆率が低いことが考
えられる。VLF 骨片に対する軸圧を減らすために VT 値を減ら
すよう整復固定した症例では、術後 VLF 骨片の掌尺側への転位
を認めた。VLF 骨片の被覆率を上げるには種々の遠位設置型プ
レートや polyaxial locking plate を考慮する必要があるが、縦
径だけでなく、横径も充分な被覆をする必要があると考えられ
た。横径の小さな VLF 骨片に対しては掌側ロッキングプレート
のみでは充分な被覆、固定をするのは困難な可能性があり、追
加処置の検討も必要である。
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一般演題 1『前腕・手関節』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　10:31 〜 11:09

O1-5  3D morphometric analysis of carpal 
deformity in dorsally angulated distal 
radius malunion

大阪大学医学部　整形外科
○ Sia Wei Tee、岡 久仁洋、村瀬 剛
Dorsally angulated distal radius malunions have been 
thought to result in abnormal loading patterns of the 
carpus. This may lead to abnormal postures of the carpal 
bones. These carpal deformities have previously been 
reported in 2-dimensional studies. This study aimed to 
analyze the 3-dimensional (3D) postures of the carpal 
bones in dorsally angulated distal radius malunions. 3D 
bone models were created from computed tomography 
scans of bilateral wrists of 30 patients. The change 
of posture of each carpal bone was compared with 
the normal contralateral wrist in each patient. In the 
malunion side, the carpal bones showed a pattern 
of increased flexion and increased ulnar deviation, 
compared to the carpal bones of the contralateral wrist. 
The scaphoid and lunate showed a pattern of translation 
in the proximal, radial and dorsal directions. This study 
may provide further information on the patterns of carpal 
deformity in distal radius malunions.



─ 105 ─

一般演題 2『その他 1』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　11:14 〜 11:42

O2-1  パーキンソン病の線条体性手（Striatal hand）
に生じたスワンネック変形に対する治療経験★

名古屋大学医学部付属病院　手の外科
○徳武 克浩、栗本 秀、建部 将広、山本 美知郎、岩月 克之、
平田 仁

【目的】線条体性手（Striatal hand）はパーキンソン病におけ
る四肢のジストニアとして知られているが、整形外科医にとっ
ては馴染みが少ない徴候であり、また手術加療の報告はほとん
どない。今回線条体性手による変形が原因で PIP 関節の過伸展
変形が生じ手術加療に至った症例を経験したため報告する。

【症例】60 歳男性。4 年前から左手の変形が出現、徐々に進行
し近医より紹介。患側の軽度の振戦と肘関節固縮を認め、神経
内科に紹介しパーキンソン病の確定診断に至った。示指から小
指の MP 関節屈曲及びスワンネック変形によって PIP 関節は過
伸展を呈しており、屈曲時の弾発による巧緻運動障害が強く手
術加療となる。手内在筋の拘縮に対して筋付着部移動術を施行
後、浅指屈筋腱尺側 half slip を用いた PIP 関節過伸展制動術を
各指に行った。術後内在筋の拘縮は改善し、PIP 関節は過伸展
を生じず日常生活で使用可能となった。

【考察】スワンネック変形は関節リウマチが有名であるが、未治
療の槌指，PIP 関節の掌側靱帯の弛緩、手の内在筋の痙性など様々
な原因で生じ、またパーキンソン病における線条体性手も鑑別
に入れておく必要がある。治療としては変形に至った原因にア
プローチする必要があり、本症例は内在筋の筋緊張低下を併用
した過伸展制動術を行うことで良好な成績を得た。ただし症例
ごとに手の変形は多様であり、個々の病態に応じた対応が必要
になると思われる。
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一般演題 2『その他 1』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　11:14 〜 11:42

O2-2 示指に生じた checkrein 変形の 1 例★
1）兵庫医科大学病院　整形外科
2）純徳会　田中病院整形外科
3）兵庫医療大学リハビリテーション学部
○樋口 史典 1,2、髙木 陽平 1、藤岡 宏幸 3、橘 俊哉 1

【はじめに】Checkrein 変形は下肢外傷後などに生じ足関節の
肢位により変化する足趾の変形であり稀である。今回示指に生
じた checkrein 変形の 1 例を経験したので報告する。

【症例】68 歳男性。1 ヵ月前に左示指の伸展困難を自覚。徐々
に増悪し当院初診した。既往歴に悪性胸膜中皮腫があり化学療
法を行っている。初診時の身体所見で左示指の指節間関節は屈
曲制限はなかった。伸展可動域は手関節掌屈時は示指 MP 関節
－30°PIP 関節－20°DIP 関節－10°、手関節背屈時では伸展不
可であった。2 ヵ月後、手関節の肢位に関わらず示指の指節間
関節は屈曲位であり手術を行った。手術は手根管から前腕掌側
を皮膚切開した。明らかな腱癒着は認めず軽度の滑膜増生を認
めた。腱剥離では示指は伸展できず深指屈筋腱を切離すると完
全伸展可能となった。深指屈筋腱は約 7㎝の欠損を認め長掌筋
腱を用いた腱移植を行った。術中に採取した筋腱移行部及び腱
実質部の病理所見では特異的炎症及び腫瘍性病変は認めなかっ
た。術後 4 ヵ月で手関節中間位での示指伸展可動域は MP 関節
0°PIP 関節－25°DIP 関節－5°と拘縮が残るが checkrein 変形
は消失し経過良好である。

【結語】Checkrein 変形はコンパートメント症候群や外傷に伴
う筋の瘢痕形成や癒着などが要因になって生じると報告され手
指発症の報告はない。本症例は画像検査及び病理検査において
原因不明であったが checkrein 変形に対し腱移植術を行い経過
良好であった。
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一般演題 2『その他 1』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　11:14 〜 11:42

O2-3 高校球児に生じた手指血行障害の 1 例★
1）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
2）JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
○川口 洋平 1、武長 徹也 1、上用 祐士 1、関谷 勇人 2、
村上 英樹 1、岡本 秀貴 1

【はじめに】野球選手の手指血行障害は、野手や捕手では捕球側
に，投手では投球側に発生すると報告されている。我々は手術
により手指の血行障害が改善し、最後の大会で復帰できた高校
球児の 1 例を経験したので報告する。

【症例】17 歳男性。野球を始めた小学生の頃から投手であり、
高校 2 年の夏までは強豪校でエースであった。その頃から冷所
での右示指、中指の冷感、しびれを自覚し、投球困難となり、
指尖部の潰瘍形成を生じたため、近医受診。保存治療を行うも
投球を再開すると症状が再燃するため、当院紹介となった。血
管造影検査では動脈弓の低形成、示指中指の総掌側指動脈、固
有指動脈の造影不良を認めた。手術は（伊藤らの方法に従い）、
第 1-3 虫様筋管の開放と、手掌末梢部のみずかき靭帯まで切離
し、神経血管束の開放後、示指中指の橈尺側の Cleland 靭帯を
切離した。術後より冷感は改善し、術後 3 ケ月で全力投球が可
能となり、高校最後の県大会で登板し、優勝することができた。

【考察】一般的に野球投手の手指血行障害は保温や外用薬塗布、
内服治療が第一選択で行われる。しかし、競技レベルの高い野
球選手の投球側の障害は難治性のこともあり、選手生命を絶た
れることもある。本症例では適切な手術治療によってハイレベ
ルに復帰することができ、手部および指部の神経血管束剥離術
は有用な方法と考えられた。
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一般演題 2『その他 1』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　11:14 〜 11:42

O2-4 Hypothenar Hammer Syndrome の 1 例★
1）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
2）JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
○上用 祐士 1、川口 洋平 1、岡本 秀貴 1、関谷 勇人 2、
村上 英樹 1

【目的】土木建築作業員の手に発生した Hypothenar Hammer 
Syndrome の 1 例を経験したので報告する。

【症例】54 歳男性。右手掌を使って角材を押し込む作業をして
いた際に手掌部の疼痛を認め、徐々に疼痛の増強とともに右手
掌尺側の腫瘤を自覚。近医受診し、拍動性腫瘤あり心臓血管外
科に紹介。造影 CT で尺骨動脈に動脈瘤を認め、当院整形外科
へ紹介となった。右手掌尺側に２cm 大の拍動性の腫瘤が触知
され軽度の圧痛を認めた。仕事中は右中指と環指の指尖部しび
れを自覚していたが休職に伴いしびれは改善していた。手術所
見は皮切をジグザグ切開とし、皮下を剥離したところ浅掌動脈
弓に 14mm の動脈瘤を認めた。瘤を切除し、近位端と遠位端を
剥離したところ縫合可能であったため端々吻合を行った。病理
所見は動脈瘤で矛盾ない結果であった。

【考察】Hypothenar Hammer Syndrome は小指球部への反
復する鈍的外傷で尺骨動脈とその分枝に血行障害（攣縮、閉塞、
動脈瘤）を生じ阻血症状をきたす症候群である。浅・深掌動脈
弓の形成不全を伴う場合はしびれや冷感、疼痛などの症状が出
現することもある。本症例のように保存治療に抵抗性の場合は
手術治療を行う。動脈瘤の結紮・切除を選択することもあるが、
手掌動脈の破格が基盤として発症すると考えられているため、
可能な限り血行再建が望ましいと考えられた。
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一般演題 3『末梢神経』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　15:30 〜 16:14

O3-1 手根管開放術の術後早期予後予測因子
大阪市立大学医学部附属病院　整形外科
○濱 峻平、岡田 充弘、横井 卓哉、中村 博亮

【目的】手根管症候群（CTS）に対する手根管開放術（CTR）の
臨床成績に対する電気生理学的検査等の術前予後予測因子は議
論のあるものが多い。また、CTR の術後予後予測因子や CTR
後の術後早期の症状と CTR 後の臨床成績との関係についての報
告もほとんどない。我々は術後早期のしびれや痛みが術後の患
者立脚型アウトカム（PROMs）と相関すると仮説を立てた。本
研究の目的は CTR 後 1 ヶ月のしびれや痛みが CTR 後 6 ヶ月の
臨床成績の予後予測因子となるか調べることである。

【方法】2016 年 1 月から 2019 年 12 月に手根管開放術（OCTR）
または鏡視下手根管開放術を受けた 94 患者を後ろ向きに調べ
た。しびれと痛みを術前と術後 1 ヶ月時に Visual Analogue 
Scale （VAS） を 用 い て 調 べ、Quick DASH（QDASH）・
Hand20・症状の重症度スケール（SSS）と機能的状態スケー
ル（FSS）で構成される Boston carpal tunnel questionnaire

（BCTQ）を術後 6 ヶ月時に記録した。術後 1 ヶ月のしびれ
VAS と痛み VAS が術後 6 ヶ月時のこれらの PROMs と相関す
るかを多変量線形回帰分析を用いて調べた。

【結果】平均年齢は 67.5 歳で、68 患者が女性であった。61 患
者が OCTR を受けていた。術後 1 ヶ月のしびれ VAS と痛み
VAS は共に術後 6 ヶ月の QDASH・Hand20・SSS・FSS と有
意に相関していた。

【結論】本研究では、CTR 後 1 ヶ月のしびれと痛みは CTR 後 6 ヶ
月の臨床成績の有意な予後予測因子であり、術後早期のしびれ
と痛みが少ないほど術後 6 ヶ月の臨床成績が良いことがわかっ
た。
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O3-2  メシル酸ナファモスタットによる薬剤熱のため
手術延期となった手根管症候群の 1 例★

金沢大学附属病院　整形外科
○中村 勇太、多田 薫、中田 美香、松田 匡司、村井 惇朗、
土屋 弘行
メシル酸ナファモスタット（以下 NM）は半減期が短い抗凝固
剤であり，周術期の透析の際に広く使用されている．今回 NM
を使用した透析中に薬剤熱が生じ 3 度の手術延期となった手根
管症候群の 1 例を経験したので報告する．症例は 66 歳，男性．
46 歳時に糖尿病による末期腎不全のため透析導入となった．左
第 1-3 指のしびれと巧緻運動障害を主訴に当科を受診した．電
気生理学的検査では運動神経の潜時の遅延と知覚神経の伝導速
度の低下を認め，左手根管症候群と診断し手根管開放術を計画
した．ところが，術前の透析中に 38℃の発熱が出現し手術は延
期となった．透析の数時間後より発熱が軽快したため，1 週間
後に再度手術を計画した．しかし，術前の透析中に再び発熱が
出現し，何らかの感染性疾患を疑い 2 度目の手術延期となった．
抗菌薬の投与を行い，この際も透析後速やかに解熱した．２か
月後に予定した手術前の透析中にも発熱が出現し，３度目の手
術延期となった．周術期以外での透析の経過は安定しており周
術期のみ NM を使用していた点や，透析後速やかに解熱した点
から NM による薬剤熱と診断した．本邦において透析患者は
年々増加し透析患者の高齢化も進んでいる．そのため透析患者
に対する観血的手術が必要となることも多く，NM の使用機会
の増加が見込まれる．周術期の透析中に急な発熱を認めた場合，
NM による薬剤熱も鑑別に上げるべきである．
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O3-3  正中神経部分損傷に対して神経再生誘導チュー
ブを用いて wrap 法を行なった 1 例★

春日井市民病院　整形外科
○大野木 宏洋、久保田 雅仁

【はじめに】外傷による正中神経部分欠損の症例を経験した。治
療法として自家神経移植や静脈 wrapping などが選択され得る。
今回我々は神経再生誘導チューブを細工して欠損部を覆うよう
に縫合して治療を行なった症例を経験したので報告する。

【症例】15 歳男性、学校のドアのガラスに手を突っ込み受傷さ
れた。手関節掌側に挫創を認め母指から環指のしびれを認めた。
対立運動障害はなかった。正中神経損傷を疑い同日手術施行し
た。正中神経は連続性があるものの表層 1/2 周ほどで長さ 2cm
ほど欠損していた。後日、神経再生誘導チューブ（ナーブリッ
ジ ®）を縦割し半円状にして欠損部を覆うように縫合した。現
在術後 1 年 2 ヶ月経過し、示指から環指のしびれが軽度残存す
るものの Semmes-Weinstein monofilament test は受傷時と
比べ改善している。

【考察】近年知覚神経の再建に人工神経を用いる症例が散見され
その有効性が報告されている。しかし規格径を超えるものや部
分断裂症例に対しては使用の限界がある。このような症例に対
して、人工神経による Wrap 法を行うことは治療方法の 1 つと
して考慮され得ると思われた。
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O3-4  指神経損傷後の神経障害性疼痛に対して神経再
生誘導チューブを用いて治療した１例★

島根大学医学部附属病院　整形外科
○山上 信生、山本 宗一郎、青木 陽、伊藤 修司、内尾 祐司

【症例】43 歳男性 右利き  職業：大工
【現病歴】3 週間前に仕事中に電気ドリルで操作中、左示指を巻
き込まれて受傷した。近医整形外科で創処置を受けたが、左示
指のしびれ・疼痛が継続するため当科を紹介された。

【既往歴】両膝軟骨損傷
【身体所見】示指中節部尺側に創瘢痕があり、その周囲の知覚過
敏のため、就労不能となり日常生活にも支障を来していた。左
示指の FPD は 1.5cm、創瘢痕の近位と遠位に Tinel sign を認
めた。握力は右 41、左 27 ｋｇ、VAS は 65mm であった。示
指尺側指神経損傷後の末梢神経障害性疼痛と診断し、手術を行
なう方針とした。

【治療経過】手術所見：左示指掌側 zig-zag 切開で展開した。示
指尺側指神経は近位指節皮線のレベルで断裂しており、近位断
端は皮膚肥厚性瘢痕の部位で皮下組織と癒着していた。遠位断
端は遠位指節皮線のレベルにあり、神経断端間には約 2㎝の欠
損を認めた。人工神経（ナ—ブリッジ ®）を用いて架橋し、神
経縫合を行なった。現在術後 1 年経過し、知覚過敏は消失して
いる。示指深屈曲可能となり、VAS は 0mm、握力は左 35kg
に改善し、仕事復帰もしている。

【考察】神経損傷後の末梢神経障害性疼痛に対しては、損傷部の
切除および神経移植が選択されることが多い。自家神経移植で
は採取神経支配領域の感覚の犠牲、神経採取による手術時間の
延長といった欠点がある。人工神経による架橋はこれらの欠点
を補うことができる有用な術式と考える。
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O3-5  外傷性橈骨神経断裂に伴う肘関節伸展障害に対
し広背筋移行術を行った 1 例★

1）豊川市民病院　整形外科
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
○山㟢 真 1、齋藤 絵梨子 1、岡本 秀貴 2

40 歳男性。バイクで転倒し受傷した。左腸骨骨折、左肩甲骨骨
折、左上腕骨骨幹部骨折、左橈尺骨骨幹部骨折を認めた。初診
時より手関節および手指の自動伸展が不能であり、橈骨神経麻
痺が疑われた。受傷当日、上腕骨骨折、橈尺骨骨折に対して骨
接合術を行い、受傷 7 日目に腸骨骨折、肩甲骨骨折に対して骨
接合術を行った。経過中に上腕二頭筋の収縮を認めず、筋皮神
経損傷と診断した。受傷 1 か月で橈骨神経の剥離術を行ったと
ころ骨折部で神経の断裂を認め、8cm 程の欠損が見られたため、
遊離腓腹神経移植術を行った。受傷 4 か月で筋皮神経損傷に対
し尺骨神経部分移行術を行った。術後も橈骨神経の回復は乏し
く、受傷 1 年で手関節・手指伸展障害に対して腱移行術を行い、
受傷 2 年で肘関節伸展障害に対して広背筋移行術を行った。受
傷 3 年経過時点で肘関節屈曲 MMT4、伸展 MMT2、肘関節可
動域は屈曲 140 度、伸展 0 度であった。
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O3-6 Diabetic Hand の予測因子と臨床的インパクト
1）名古屋大学　手の外科
2）さっぽろ糖尿病・甲状腺クリニック
○山本 美知郎 1、加藤 弥生 2、岩瀬 紘章 1、竹内 淳 2、
平田 仁 1

【はじめに】糖尿病患者に手指の拘縮、ばね指、手根管症候群、
またはデュプイトラン拘縮が高頻度に合併し Diabetic Hand

（以下 DH）と呼ばれている。今研究の目的は患者背景から DH
の予測因子を同定し、手の機能及び生活の質（QOL）を調査し
て DH による臨床的なインパクトを調査すること。

【対象と方法】糖尿病専門外来通院中の 590 名を調査した。糖
尿病が有り上記 4 つの病態のうちどれかが該当すれば DH 有り
と診断した。手の機能と QOL は Hand10、EQ-5D-5L を用い
て評価した。590 名中 476 名は 1 年後に再度 DH の有無と手
の機能および QOL を調査した。

【結果】初回の調査において 155 名（26%）に DH を認めた。
ロジスティック回帰分析にて年齢、罹病期間、BMI が有意に
DH の発症に関与していたが、HbA1c は関連を認めなかった。
Hand10 スコアは DH 有り群で有意に高く、QOL スコアは DH
有り群で有意に低かった。1 年後の調査では 154 名（32%）に
DHを認め、新規に83名発生していた。DH無しが323名（68%）
で 25 名は初回調査時に DH 有りが 1 年後に軽快していた。新
規発症例では DH 無し群より Hand10 スコアが有意に高く、
QOL スコアが有意に低かった。

【考察】Diabetic handは手の老化が関与していると考えられる。
DH の有無は手の機能と QOL に有意な影響を与えていた。



─ 115 ─

一般演題 4『その他 2』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　16:19 〜 17:03

O4-1  中指 伸筋 腱開 放 性断 裂（Zone5）に対する
ICAM 法の経験

1）公立陶生病院　整形外科
2）公立陶生病院　リハビリテーション科
3）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
4）JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
○遠藤 浩二郎 1、西尾 隆志 2、早川 和男 1、岡本 秀貴 3、
福岡 宗良 1、関谷 勇人 4

【はじめに】早期制限下自動運動療法（ICAM 法）は術直後から
自動屈曲と自動伸展運動を開始する方法である。今回我々は中
指伸筋腱 Zone5 で開放性断裂を受傷した 2 例の後療法として
ICAM 法を経験したので文献的考察を含めて報告する。

【症例提示】56 歳男性：スチールの板で受傷、左中指伸筋腱開
放性断裂（Zone5）に対して同日腱縫合を行った。術翌日から
ICAM 法でリハビリを開始した。術後 9 週で現職復帰、12 週
で %TAM100%、握力健側比較 80% でリハビリ終了となった。
26 歳女性：交通事故で手を車に挟まれて受傷、右中指伸筋腱
開放性断裂（Zone5）に対して同日デブリ、腱縫合を行った。
術後 6 日目から ICAM 法でリハビリを開始した。術後 12 週で
%TAM100%、握力健側比較 60.4% でリハビリ終了となった。
両症例ともに、健側に比較して握力の低下は認められるが日常
生活及び、仕事で不自由はしていない。

【考察】伸筋腱断裂術後の早期運動療法として背側 Dynamic 
splint やテーピングによる減張位超早期運動療法があるが
ICAM 法は yoke と呼ばれる装具を装着し自動運動を開始する
ため、早期より屈曲可動域が得られ、伸展ラグも少ないと報告
されている。複数指損傷や複合組織損傷へ行った報告はなく、
我々の症例も２例のみで症例数が少なく、単指損傷に対しての
みの報告であったが、最終で腱損傷機能評価は Excellent と良
好な成績であった。

【結語】Zone ５の中指伸筋腱断裂術後に ICAM 法を用いて良好
な成績を得た。
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O4-2 手部マムシ咬傷の 3 例
1）JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科
○岩田 英敏 1、関谷 勇人 1、勝田 康裕 1、水谷 康彦 1、
柴田 淳 1、岡本 秀貴 2

【目的】手部マムシ咬傷の 3 例を経験したため報告する。
【症例 1】13 歳女児。右示指末節部を咬まれて受傷し、受傷後
２時間で当院を受診した。示指中節部まで皮下出血様の色調変
化と基節部までの腫脹を認めた。受傷後 10 日間、中節部まで
白色調の色調変化と咬傷部からの持続的な出血を認めたが、徐々
に改善し、受傷後２ヶ月で疼痛の残存や可動域制限なく治癒し
た。

【症例 2】21 歳男性。左環指 D I P 関節背側を咬まれて受傷し、
受傷後 11 時間で当院を受診した。当院受診時左手から前腕部
にかけての腫脹を認めたため、抗マムシ毒素血清を投与した。
受傷後 2 日で腫脹は改善し、咬傷部も受傷後 13 日で治癒した。

【症例 3】23 歳男性。右母指 I P 関節部を咬まれて受傷し、翌日
に当院を受診し、右手から上腕部にかけての腫脹を認めた。手
部コンパートメント症候群と診断し、減張切開を施行した。受
傷後 18 日目に減張切開部の縫合と母指橈側の遊離植皮術を施
行し、機能障害を残すことなく治癒した。

【考察】本州に生息する毒ヘビはヤマカガシとマムシが知られて
いるが、局所の激しい腫脹と痛みを起こす際はマムシ咬傷を疑
う。マムシ咬傷についてのまとまった報告は少なく、その治療
はまだ確立されていない。前腕や下腿まで発赤や腫脹を認める
場合は時期を失することなく抗毒素血清を使う必要がある。
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O4-3 小指 MP 関節掌側脱臼の 1 例★
大同病院 整形外科　マイクロサージャリ—センター
○能登 公俊、篠原 孝明

【背景】手指中手指節間（MP）関節背側脱臼は比較的多く報
告が存在するが，掌側脱臼は極めて稀とされている．今回小指
MP 関節掌側脱臼の 1 例を経験したため，その病態や治療方法
について考察を加え報告する．

【症例】41 歳．男性．ロードバイク乗車中に転倒し受傷．同
日神経ブロック下に徒手整復を試みるも掌側への易脱臼性の残
存を認め，受傷後 2 日目に観血的手術を行った．術前に関節
造影を行うと，造影剤は関節腔から掌尺側への流出を認めたた
め，損傷の中心は掌側と判断し掌側アプローチにて展開を行っ
た．損傷部位を確認すると，尺側側副靭帯が近位で断裂し，断
端は破れた関節包より掌側へ脱出・嵌頓しており，基節骨基部
は回旋し掌側へ脱臼した状態であった．背側へ小皮切を追加し，
掌側の展開創より側副靭帯へ縫合糸をかけた後，背側引き出し
suture anchor を用いて中手骨頭へ縫合を行った．術後 2 週
間のギプス固定の後，隣接指固定し自動運動を開始．術後 7 カ
月の時点で MP 関節の自動屈曲 : 76°（健側 80°），自動伸展 : 
22°（健側 46°），total active motion: 260°（健側比 94%）、
Hand20: 0 点と良好な成績を得られている．

【考察】手指 MP 関節掌側脱臼は稀な損傷であり、過去の報告に
よると受傷形態は一様ではない．今回我々は術前に関節造影を
行うことで損傷部位や形態の評価を行った．これにより必要十
分な展開にて関節の安定化を行うことができ，良好な成績につ
ながったと考えられた．
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O4-4  診断に難渋した手関節橈側部痛 - プロキックボ
クサーの第２・３CM 関節不安定症★

八尾徳洲会総合病院　整形外科
○土肥 義浩
プロキックボクサーで外傷性に発症した第 2･3 手根中手関節不
安定症の治療を経験したので報告する。
患者は当科初診の 4 カ月前にキックボクシングの試合で右手を
負傷し近医で MRI 画像から第 2 中手骨骨折と診断されたが外
固定はされなかった。手関節橈側部痛が持続し当科を受診した。
当科初診時の単純 X 線像では中手骨骨折は明らかでなく CT 画
像で第 2 中手骨の掌側の剥離骨片を認めた。疼痛は第 2CM 関
節背側および STT 関節背側に認めた。MR 像で手根中央関節の
背側に炎症所見を認め同部位にブロックを行い疼痛は軽減した
がトレーニングの再開で症状は再発した。再診時の理学所見で
第 2･3 手根中手関節の明らかな不安定性を徒手的に認め関節
固定術を予定した。術中の透視でも同様の不安定性を認めた第
2･3 手根中手関節をヘッドレススクリューをそれぞれ２本ずつ
用いて関節を固定した。
術後 3 か月で骨癒合と判定し打撃のトレーニングを再開し術後
半年で試合に復帰した。術後 14 か月で症状や可動域制限はな
く握力も 44kg と良好でその後もプロとして試合に出場してい
る。
第 2･3 手根中手関節単独の脱臼や脱臼骨折はこれまでにも報告
されており関節固定による治療も報告されるが、この部位での
不安定症の報告はない。確定診断は透視下での可動性の証明で
あった。職業特異的な希な病態かも知れないが、診断に難渋す
る手関節橈側痛の鑑別診断の一つとしてあり得る病態と考えら
れた。
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一般演題 4『その他 2』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　16:19 〜 17:03

O4-5  クリプトコッカスによる手指急性化膿性骨髄炎
の 1 例★

岡谷市民病院　整形外科
○泉水 康洋、内山 茂晴、田中 学、鴨居 史樹、春日 和夫
クリプトコッカスによる骨髄炎は稀な疾患である．我々はクリ
プトコッカスによる手指急性化膿性骨髄炎に対して指列切断術
を施行した 1 例を経験したので報告する．

【症例】62 歳男性．ネフローゼ症候群に対してプレドニゾロン
10mg とシクロスポリン 50mg を内服中．右示指腫脹と疼痛
に対して近医でトリアムシノロンアセトニドの腱鞘内注射を施
行．1 週後症状の増悪を認め前医紹介受診．血液検査で炎症所
見，単純 X 線像で示指基節骨近位端骨溶解像を認め骨髄炎の診
断で当科紹介受診．同日の MRI で骨髄炎に矛盾せず，腫脹と疼
痛が著しいため緊急で示指指列切断術を施行．血液検査でクリ
プトコッカス抗原陽性，術前血液培養，術中組織培養，病理で
Cryptococcus neoformans が検出され，これによる骨髄炎と
診断．入院時胸部 X 線で結節影を認め，気管支鏡検査の検体培
養で Cryptococcus neoformans が検出された．術後 5 か月
の時点で，ADL支障なくQuickDASH scoreは6.8．再発はない．

【考察】ステロイド，免疫抑制薬使用中の compromised host
に示指骨髄炎を発症した 1 例である．肺クリプトコッカス症か
ら菌血症となり，示指骨髄炎を発症したことが推測された．指
列切断により疼痛は速やかに消失し，手の機能は良好で，肺ク
リプトコッカス症に対して抗真菌薬の内服を継続中である．過
去の文献では成人のクリプトコッカス骨髄炎は散見するものの，
手指クリプトコッカス骨髄炎の報告はなく，極めて稀と思われ
る．
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一般演題 4『その他 2』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　16:19 〜 17:03

O4-6  爪下部の粘液線維肉腫に対し、Adipofascial 
turn-over flap を用いて末節骨を温存した 1 例★

愛知医科大学付属病院　整形外科
○宗宮 隆将、山崎 豊弘、呉 愛玲、出家 正隆

【目的】粘液線維肉腫（myxofibrosarcoma，以下 MFS）は線
維芽細胞由来の軟部腫瘍であり、主に中高年の四肢 に発生する。
軟部肉腫の約 9％を占め，約 80％が 四肢の皮下浅層から深層
にかけて発生するが、四肢末端における発生は稀とされる。今
回我々は、環指爪下部に発生した MFS の症例を経験したため報
告する。

【症例】55 歳男性。２年ほど前に左環指の爪が割れ、徐々に腫
脹が出現したため、当院皮膚科を受診。生検を行った結果 low 
grade MFS を認めたため、手術加療のため当科に紹介となった。

【方法】当症例では本人より末節骨の機能温存の強い希望があり、
転移、再発リスクの IC を十分に行ったうえで、末節骨の温存を
試みた。実際の手技においては、爪、爪母、爪床および末節骨
背側の切除を実施し、欠損部を Adipofascial turn-over flap お
よび遊離植皮により被覆した。術後の病理診断は断端陰性であっ
た。DIP 関節の機能は温存されており、９年間のフォローアッ
プを経て再発を疑う所見はみられておらず、経過は良好であっ
た。

【考察・まとめ】MFS の治療法は外科的広範囲切除が第 1 選択
であり、放射線治療、化学療法の有用性は確立されていない。
局所再発を 50 ～ 60％に認め、経過中に 20 ～ 30％で遠隔転
移を認めるとされ、十分な切除 margin が推奨されている。本
症例は low grade MFS であったこと、本人の強い希望があっ
たことにより、患肢の機能温存を考慮した手技が選択可能であっ
た。
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一般演題 5『その他 3』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　17:08 〜 17:55

O5-1  関節鏡視下に種子骨を切除した母指種子骨障害
の 1 例★

大阪医科大学　整形外科
○横田 淳司、大野 克記、佐野 庸平、根尾 昌志

【はじめに】保存治療に抵抗する母指種子骨障害に対しては種子
骨切除術が適応となる。今回、関節鏡視下に種子骨を切除した
1 例を経験したので報告する。

【症例】73 歳男性。約 1 年半前にボウリングしてから右母指
MP 関節屈伸時に疼痛と引っ掛かり感を自覚、改善せず当科を
受診した。初診時、右母指 MP 関節橈側種子骨部に圧痛を認め、
sesamoid compression test 陽性、MP 関節の可動域は左右
差を認めなかった。尺側ストレス X 線にて MP 関節の動揺性
は健患側差 3 度と軽度認め、CT にて患側の橈側種子骨は健側
より遠位に位置していた。母指種子骨障害と診断し、ステロイ
ド関節内注射を行うも効果不十分であり、手術を施行した。全
身麻酔下、母指を介達牽引し MP-U ポータルより径 1.9mm の
関節鏡を挿入し観察したところ、橈側種子骨の関節軟骨は一部
消失していた。MP-R ポータルを working portal とし、RF で
種子骨周囲より掌側板を剥離し、シェーバーとアブレッダーで
種子骨を全切除した。尺側種子骨は sesamoid compression 
test が陰性であり鏡視でも軟骨面が保たれており、そのままと
した。術後 3 か月の現在、引っ掛かり感は消失し、労作時 VAS
も 75mm から 15mm に改善し、経過良好である。

【考察】母指種子骨障害に対する鏡視下手術は健常組織を損傷し
ないよう注意が必要であるが、低侵襲で切除が可能であった。
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一般演題 5『その他 3』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　17:08 〜 17:55

O5-2 陳旧性腱性マレットに対する Fowler 変法
行岡病院　手の外科センター
○有光 小百合、森友 寿夫、信貴 厚生、正富 隆、行岡 正雄

【目的】腱性マレット指に対しては保存療法を行うことが多いが、
DIP 関節の伸展不良が残存すると整容面ばかりでなく機能上も
問題になる。またスワンネック変形に至ることも少なくない。
今回我々は、腱性マレット指の保存治療後伸展不良が残存した
陳旧例に対して central slip を完全に切離する Fowler 変法を
9 例に行ったのでその成績を報告する。

【方法】対象は 9 例 9 指、右手 8 例左手 1 例、中指 2 例環指 5
例小指が 2 例、男性 5 例女性 4 例、平均年齢 52 歳であった。
受傷から手術までの待機期間は平均 5.3 ヶ月、術後の平均経過
観察期間は平均 3 ヶ月であった。全例装具療法を行い伸展不良
が残存した症例であった。手術は元法の背側アプローチと異な
り側正中アプローチで侵入、lateral band の掌側から中節骨背
側に達し、central slip の中節骨付着部をすべて切離した。

【結果】術後疼痛は全例すみやかに消失し、DIP の関節可動域は
術前平均屈曲 / 伸展 66°/39°から術後平均 54°/ －7°と伸展可
動域は大きく改善した。PIP の関節可動域は術前平均 90°/8°か
ら96°/－2°と若干のPIP伸展不良が残存したが愁訴はなかった。

【結論】陳旧性腱性マレット指の伸展不良に対し Fowler 変法を
行い、伸展可動域を 30 度以上度改善できた。本法は術後外固
定が不要であり、日常生活の制限がないことも大きな利点であ
る。
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一般演題 5『その他 3』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　17:08 〜 17:55

O5-3  肘関節脱臼骨折術後の継ぎ手付きキャストを用
いた後療法の経験

JA 愛知厚生連海南病院　整形外科
○水谷 康彦、関谷 勇人、勝田 康裕
肘関節脱臼骨折術後の後療法は，再脱臼を起こさないことに注
意した上で，関節可動域を改善させることが望ましい．当科では，
術後 1 週間の肘関節から手関節のプラスチックキャスト固定後，
そのキャストの肘部分を切除し，残存したキャストの近位部と
遠位部を，装具用のダイヤル継ぎ手で連結し，可動域の制限を
行えるようにしている．術後 1 週から伸展－60 度までの制限，
術後２週から伸展－30 度までの制限，術後 3 週で伸展制限解除，
術後 4-6 週でキャスト除去としている．2015 年 1 月～ 2020
年 10 月に，当科で術後に継ぎ手付きキャストで後療法を行った，
9 例 9 肘について後ろ向きに調査した．男性 5 例 5 肘，女性 4
例 4 肘．平均年齢は 46.6 ± 23.3 歳（17 歳～ 78 歳）．平均観
察期間は 9.3 ヶ月．術後経過で再脱臼を生じた症例はなかった．
最終観察時の関節可動域は，伸展－8.3 度，屈曲 133.3 度，回
内 70.6 度，回外 86.7 度だった．継ぎ手付きキャストは，患者
の自己判断による除去の防止ができ，伸展可動域制限を設ける
ことが可能な方法である．術後可動域も比較的良好で，再脱臼
の症例もなく，肘関節脱臼骨折術後の後療法の良い選択肢の一
つと考えられた．
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一般演題 5『その他 3』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　17:08 〜 17:55

O5-4  小児上腕骨外顆骨折に対する仰臥位 over the 
chest position による後外側進入法

松山赤十字病院　整形外科
○梶原 了治

【目的】小児上腕骨外顆骨折に対する手術体位と進入法は仰臥位・
外側進入が一般的であるが、腹臥位・側臥位による後側方進入
も報告されている。当院では最近仰臥位での over the chest 
position による後外側進入法を用いているのでその利点と欠点
について報告する。

【対象】小児上腕骨外顆骨折の 3 例を対象とした。受傷時平均
年齢は 6 歳（5 ～ 7 歳）、Wadsworth 分類で type 2 が 2 例、
type3 が 1 例であった。全例メイヨ台を用いた over the chest 
positon で進入、tension-band-wiring による内固定を行った。

【結果】全例で問題なく骨癒合が得られ、術後 3 カ月以内に抜釘
を行った。術後 6 カ月の時点で 1 例が健側に比較して 2 度内反
した。

【考察】本骨折に対する仰臥位・外側進入は前方で整復を確認す
るために伸筋群の部分切離を要すること、手術創が目立つこと
が欠点である。一方後外側進入は骨折部の後方を展開するので
伸筋群の切離を殆ど必要とせず、手術創が後方に位置するため
目につきにくいという利点がある。一方で小児の側臥位手術は
透視が見にくく、腹臥位は体位のセッティングに慣れが必要で
あるが、本法はセッティングが比較的容易である。欠点は鋼線
刺入の際に全く透視が見えず、確認作業の度に手台から患肢を
外す必要があることが挙げられる。
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一般演題 5『その他 3』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　17:08 〜 17:55

O5-5  早期関節リウマチの手 MRI の特徴〜リウマチは
どこから始まるのか？〜

窪田整形外科リウマチクリニック
○窪田 泰浩

【対象】発症 7 か月以内の早期関節リウマチ患者 6 例，年齢 46
～ 65 歳（平均 52.5 歳），女性 5 例，男性 1 例，右手 3 例，左
手 3 例であった．Steinbrocker のステージ分類は I が 2 例，Ⅱ
が 3 例，Ⅲが 1 例，Ⅳが 0 例であり，罹病期間は 3 ～ 7 か月（平
均 5.2 か月）であった．

【方法】上記の患者に手の MRI を施行し，OMERACT -RAMRIS 
(Outcome Measures in Rheumatology Clinical Trials 
Rheumatoid Arthritis MRI Scoring System）により，関節滑
膜炎，腱鞘滑膜炎，骨びらん，骨髄浮腫のスコアリングをおこ
ない，その分布と出現頻度を調べた．

【結果】関節滑膜炎は 6 例中，5 例の手根骨間関節，5 例の橈骨
手根骨間関節，4 例の遠位橈尺関節，3 例の第 2MCP 関節など
に認めた．腱鞘滑膜炎は 6 例中，4 例の MCP レベルの第 3 屈
筋腱周囲，3 例の MCP レベルの第 2 屈筋腱周囲，3 例の橈側
手根屈筋腱周囲，3 例の伸筋腱第 2 コンパートメントなどに認
めた．骨びらんは 6 例中，4 例の有頭骨，4 例の第 2 中手骨基部，
3 例の三角骨，3 例の舟状骨，3 例の月状骨などに認めた．骨
髄浮腫は 6 例中，5 例の有頭骨，3 例の橈骨遠位端などに認めた．

【結語】早期関節リウマチでは手関節部の滑膜炎がほとんどの症
例で起きていた．骨びらんと骨髄浮腫は有頭骨に出現している
症例が多かった．
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一般演題 5『その他 3』
第 2 会場（5F　小ホール 2）　17:08 〜 17:55

O5-6 COVID-19 と当院手外科手術件数
岡谷市民病院　整形外科
○内山 茂晴、鴨居 史樹、田中 学、泉水 康洋、春日 和夫
新型コロナウイルス感染症 COVID-19 は人々の行動様式を大き
く変え、その結果医療機関への影響も甚大である。当院整形外
科は常勤 5 人、そのうち手外科専門医２名を擁しており、上肢
外科に関しては地域のセンター的役割を担っている。現時点ま
で当地区において市中感染や院内感染はなく、手術制限は行なっ
ていない。そのような状況における COVID-19 が手外科手術件
数に及ぼす影響を調査した。

【方法】2020 年 4 月～ 9 月までの 6 か月の手外科手術を過去
2 年 2018,2019 年のデータと比較した。手術は、手根管開放、
肘部管症候群手術、腱鞘切開、橈骨遠位端骨折手術、それら以
外の手外科待機手術と緊急手術に分けた。脆弱性骨折として大
腿骨近位部骨折についても調査した。

【結果】上半期整形外科全体の手術件数は 416,455,374、手外
科手術は 232,240,228 であった。手外科緊急は 54,42,35, 手
根管、肘部管、腱鞘炎手術は 98,108,119 であった。大腿骨近
位部骨折は 53,63,39 であった。

【考察】手外科手術は特に大きな影響を受けていない。これは局
所麻酔、外来手術、短期入院が多いという理由であろう。外傷
手術件数が減少しているのは患者、特に高齢者の外出控えが原
因と思われる。COVID-19 に対する不安は 80％程度の国民が
感じている状況ではこのような状況が手外科診療においても持
続する可能性が高い。



第8回中部日本ハンドセラピィ研究会
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特別講演
第 3 会場（6F　602 − 604）　10：00 〜 10：50

上肢切断損傷の治療経験から考える Useful Hand
〜再獲得された「手」で掴んだもの〜

JA 愛知厚生連安城更生病院　名誉院長
○浦田 士郎

　私たちは 1980 年代から切断肢指に対して積極的に再接着
術や自家遊離組織移植術による機能再建に取り組み、また再
接着不能な重度損傷に対しては異所性把持機能再建症例や、
機能再建手術を望まず電動義手装着を行った症例との比較も
経験してきた。手に損傷や障害を受けた人が、再び「Useful 
Hand（実際に生活する手）」を獲得するために行われる包括
的な治療であるハンドセラピィは手外科の実践に不可欠の存
在であり、ハンドセラピストは手外科医にとっても患者さん
にとっても、まさに究極の「相棒」である。演者の研修時代
は、我国におけるハンドセラピストの創成期と重なっており、
自院のリハビリ部門に初めて作業療法士が採用されたのもそ
の育成を目指したものであった。現代の病院医療は少数精鋭
から多数精鋭・多職種恊働のチーム医療の時代であり、多職
種からなる病院組織では、患者さんを中心に据え、常に他職
種を意識し理解し、想像力を働かせた行動が求められる。想
像力豊かな多職種恊働のチームが形成されることで衆知が結
集され単なる個の集合以上の成果が得られる。至高のチーム
にあっては構成員がチームの一員であることすら意識しない
域にまで達するであろう。私たちの、限られたものではある
が、しかし多彩な上肢切断損傷の治療経験の紹介を軸にして、
患者さん達がいかにしてその手で、負傷後のそれぞれの未来
を掴み直したかを振りかえりつつ、「進化の予感」と「風化
の危惧」とが同居する至高のチームづくりへの道のりを俯瞰
し、私たち手外科上肢外科の診療に携わる医療者は、患者さ
んがより良い未来を掴めるよう、常に使命感と未来をきり拓
いてゆく視点とを併せ持って進むことが必要であることを再
認識したい。
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略歴

氏名：浦田士郎
所属：JA 愛知厚生連安城更生病院　名誉院長

1973 年　京都大学薬学部入学
1975 年　名古屋大学医学部医学進学課程入学
1981 年　名古屋大学医学部医学科卒業
1981 年　名古屋掖済会病院臨床研修医
1982 年　名古屋大学医学部整形外科研究生
1990 年　JA 愛知厚生連安城更生病院手外科医長
1993 年　同　手外科部長
1997 年　同　リハビリテーション科部長兼任
2003 年　同　整形外科代表部長
2007 年　同　副院長　
2008 年　同　病院長
2020 年　同　名誉院長

学会専門医認定医役員等
　日本整形外科学会　専門医・代議員
　日本リウマチ学会　専門医
　日本リハビリテーション医学会　指導医・専門医・認定臨床医
　日本手外科学会　専門医・代議員 (2014 ～ 2020)
　日本マイクロサージャリー学会　評議員
　日本農村医学会　評議員

団体役員等
2005 年　愛知労働局労災協力医
2009 年　一般社団法人愛知県病院協会理事
2010 年　愛知県地域医療連携等有識者会議　委員
2012 年　愛知県病院協会常任理事　地震防災対策委員長
2013 年　愛知労働局労災保険診療協議会委員
2013 年　臨床研修協議会　評議員
2016 年　愛知県病院協会副会長
2016 年　愛知県医療審議会委員・地域医療支援センター運営委員
2017 年　一般社団法人愛知県病院協会会長
2017 年　一般社団法人愛知県労災指定医協会理事
2017 年　愛知県病院団体協議会（あいち五病協）会長
2019 年　一般社団法人愛知県労災指定医協会常任理事
2020 年　一般社団法人愛知県病院協会参与
2020 年　公益社団法人愛知県医師会理事
2020 年　公益社団法人日本医師会代議員



─ 130 ─

教育講演
第 3 会場（6F　602 − 604）　11：00 〜 11：50

上肢筋の活動特性と筋再教育の可能性

新潟医療福祉大学　副学長
○大山 峰生

喪失した運動機能を回復させる筋腱移行術は，供与筋を異
なる役割を持つ筋に移行させる手法であるため，術後にはい
かにして供与筋の収縮をうまく引き出し，機能転換させるか
が回復の鍵となる．効果的な機能転換はやがてパフォーマン
スを向上させ，最終的に QOL を向上させる．

供与筋に共同筋を利用した場合は再建動作を習得しやす
く，筋再教育の必要性は低い．しかし，供与筋に拮抗筋を用
いた場合は徐々に機能転換が生じるも，機能的な再建動作は
獲得し辛い．こうした現実から，必要とする筋収縮を促す効
果的な筋再教育法の確立が望まれている．

筋再教育は単に末梢部の筋の機能転換を指すものではな
く，大脳皮質の運動支配領域をはじめ関連領域のシナプスの
可塑性や運動感覚ネットワークの変化を意味する．術後セラ
ピィではこれらの促進を目指す．運動技能の獲得は，認知相，
連合相，自動化相の段階を踏んで達成されると言われており，
術後初期は認知相と連合相に対応したセラピィを行う．認知
相段階では，術式の理解に加え深部感覚や視覚等の上行性入
力を総動員し，実際に試行しながら動かし方を認識させる．
これには術後早期運動が不可欠で，腱の滑走障害があっては
ならない．連合相段階では，バイオフィードバック訓練で運
動方法の理解や力の調節を習得させる．この段階は反復練習
による強化が必要で，高齢ほど期間や運動量を要する．長い
術前期間で得た不良動作は，新たな運動の獲得を阻害する．
そして重要なことは，新たに得た機能を学習後も無意識かつ
自動的に脳内で処理し続け，定着させることである．この段
階は自動化相に対応し，日常での積極的な使用を促す．

本講演では筋の活動特性に影響を及ぼす要因を紹介し，こ
れらの要因を利用することによる効率的な筋再教育の可能性
について解説する．
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略歴

氏名：大山峰生
所属：新潟医療福祉大学　副学長

1984 年　国立療養所東名古屋病院附属リハビリテーション学院卒業
1984 年　名古屋掖済会病院　理学診療科勤務
1998 年　東北大学大学院医学研究科博士前期課程修了
2000 年　宮城産業振興機構　派遣研究員
2001 年　東北大学大学院医学研究科博士後期課程修了
2001 年　 Mayo Clinic Rochester, USA, Biomechanics laboratory, research 

fellow
2002 年　新潟医療福祉大学医療技術学部作業療法学科　講師
2004 年　新潟手の外科研究所病院　非常勤
2005 年　新潟医療福祉大学医療技術学部作業療法学科　教授
2013 年　新潟医療福祉大学大学院医療福祉学研究科　研究科長
2020 年　新潟医療福祉大学　副学長

資格
認定作業療法士
専門作業療法士 ( 手外科 )
認定ハンドセラピスト

所属団体・学会活動等
日本ハンドセラピィ学会　理事長
日本作業療法士協会
日本手外科学会
日本体力医学会
日本肘関節学会
日本臨床神経生理学会
日本生体磁気学会
日本電気生理運動学会
新潟医療福祉学会
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第8回中部日本ハンドセラピィ研究会
シンポジウム・一般演題
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シンポジウム
第 3 会場（6F　602 − 604）　14：20 〜 15：20

S1 useful hand を再考する
 − useful hand の再獲得に必要なこと−
1）社会医療法人仙養会北摂総合病院リハビリテーション科
2）社会医療法人仙養会北摂総合病院整形外科・手外科センター
○蓬莱谷 耕士 1、小栗山 絵美 1、遠近 太郎 1、植田 直樹 2

ハンドセラピィの目標が useful hand の再獲得であるこ
とは既知の事実である．useful hand を再獲得するとは，「患
者（個人）」が「その人の生活の中」で「必要な作業を実用
的に行える」ことである．そのためには，まず患者個人の生
活を評価し，機能障害が生活面に与える影響を十分に検討す
ることが必要であろう．ASHT の会員に対する調査（2015）
では，生活面の評価として，インタビュー，Q-DASH，
DASH の順で多く用いられていた．useful hand の再獲得
の為に行う評価は，一貫性，妥当性を有するのはもちろんの
こと，個別性も重視する必要があると考えている．

次に，useful hand の再獲得には ADL 練習も重要とな
る．我々は，外傷手に対する ADL 練習の効果について系統
的に文献レビューを行った．その結果，ADL 練習が機能的
側面に与える影響は十分なエビデンスがあるとはいえない
が，患者立脚型評価などの主観的側面には効果が大きいこと
がわかった．主観的側面は手の使用頻度を高めると考えられ，
useful hand の再獲得に貢献する可能性があることが示唆さ
れた．つまり，機能訓練にとどまらず，評価に基づく ADL
練習を追加することが有用と考えている．

本シンポジウムでは，useful hand の再獲得に必要な評価
と ADL 練習の視点を概説したいと考える．
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シンポジウム
第 3 会場（6F　602 − 604）　14：20 〜 15：20

S2 上肢切断のハンドセラピィ　
 −義手を中心に−
1）飯田市立病院リハビリテーション科
2）飯田市立病院整形外科
3）金沢大学附属病院リハビリテーション部
4）名古屋大学医学部附属病院リハビリテーション部
5）アルテックブレース
○古田 裕之 1、伊坪 敏郎 2、堀江 翔 3、武藤 光弘 4、
近藤 直樹 5

上肢切断により手の機能が失われると，機能再建術または
義手による機能再建が行われる．それぞれの再建方法の特
性を活かし，症例に合わせた方法を選択することが useful 
hand の獲得の一助となる．ただし機能再建は獲得出来る機
能に限界があるため，再建する機能を明確にする必要がある．

機能再建術を選択される症例，既存の義手が適応困難な症
例では，セラピストが仮義手・義手を作製することが有用で
ある．機能再建例では考えられる機能再建術を想定して義手
を作製し，評価を手外科医に報告する．そして，手術までの
期間に義手を使用することで廃用を防ぎ，運動の再学習を促
すことで術後の機能獲得に繋げることが重要である．既存の
義手適応困難例では，セラピストが仮義手を作製しながら義
手の形状を検討し，仮義手の使用を促し，義肢装具士と連携
して本義手を作製する．新たな構造の義手を作製することに
なるため，使用後に改善点が判明したり，破損などのトラブ
ルが発生したりすることがあり，丁寧なフォローアップが重
要である． 

手の重度損傷例に対する仮義手・義手の導入例の報告は散
見されるが，義手での機能再建で獲得できる上肢機能は不明
な点が多い．義手は直接物品を把持・操作する指部の表在感
覚はなく，視覚・遠隔触での代償が必要となる．この代償で
どの程度の上肢機能が獲得できるのか未だ不明であり，今後
の研究課題である．
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シンポジウム
第 3 会場（6F　602 − 604）　14：20 〜 15：20

S3 上肢の複合組織損傷に対するハンドセラピィ
1）奈良学園大学
2）名古屋掖済会病院リハビリテーション部
3）名古屋掖済会病院整形外科手外科
○飯塚 照史 1、稲垣 慶之 2、加藤 晃一 2、加藤 雅大 2、
太田 英之 3

複合組織損傷に対する初期治療は解剖学的な組織修復のみな
らず，廃物利用による再建等も計画されることもあり，患者属
性をも踏まえれば複数のオプションが存在し，ハンドセラピィ
もこれに合わせた実施となる．したがって，治療方針の策定に
あっては医師とハンドセラピストが提案する Useful hand の具
体的イメージを共有する必要がある．この際，機能面としてど
のような手を目指すのか（戦略）と，どのようにその手に近づ
けるのか（戦術）という観点で治療方針の概略をつかむことが
重要である．ハンドセラピィにおける具体的な戦略については，
鎌倉（1989）の分類に基づく 8 種類の手の用途（検知・接合・
連結・道具化・把持・操作・対応・象徴）を意識し，逆算的に
戦術を捉える．これにおける具体的なプログラム策定にあって
は，各関節において可動・安定に係る優先性，ならびに増強す
べき筋等を踏まえて訓練時間や頻度などを決定する．また，慢
性痛予防の観点においても早期開始，動作訓練は重要であり，
場合によっては脳機能の可逆的変化に着目したミラーセラピー
の如くの運動イメージ課題が奏功することもある．一方で，当
方らの予備的研究にあっては，受傷から長期間経過した患側の
使用状況について，健常人と同等程度にはなっていないことが
明らかになっている．今後の展望として，機能の獲得に伴う日
常生活での使用頻度向上に向けた対応についても検討する必要
がある．
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シンポジウム
第 3 会場（6F　602 − 604）　15：30 〜 16：30

S4 末梢神経損傷のセラピィ
 −絞扼神経障害の保存療法を中心に−
もり整形外科・リウマチ科クリニック
○西出 義明

【緒言】手根管症候群（以下，CTS）や肘部管症候群は，筋力低
下や知覚異常，夜間痛により ADL や仕事に支障をきたす．これ
らの症状に対する Nerve Gliding Exercise（以下，NGE）を
主としたセラピィの効果と useful hand を獲得した症例も提示
する．

【対象】CTS にてセラピィを施行した 22 例 31 手で年齢平均
59.3 歳，期間は平均 24.7 週であった．交代浴，手部 cuff 型
splint 作製 ,NGE などを施行した．

【結果】S-W test では開始時 3.61 の 12 手は調査時に全て 2.83
に，4.31 の 8 手は 6 手が 2.83 に改善した . 握力・ピンチ力・
しびれは有意に改善した .

【症例】30 歳代 , 男性 , 電気量販店勤務左利き , 診断名 左 CTS.
現病歴は 6.5 カ月前頃から左手指にしびれが出現しセラピィ開
始となる . 初期評価時，S-W test は左中指 DIP 関節掌側 4.31,
しびれは VAS で 77/100 で夜間痛もみられた . セラピィ開始 5
カ月後， S-W test は 2.83, しびれは 0/100 となり仕事にも支
障がなくなった .

【考察】急性期では交代浴や splint による手根管の安静を図り，
mild な NGE により神経の軸索流を改善させ，夜間や朝方の強
いしびれや痛みを抑制する . しびれや痛みが残存する状態では
useful hand は獲得できず，それらを早期に改善させる工夫が
重要である .
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シンポジウム
第 3 会場（6F　602 − 604）　15：30 〜 16：30

S5  関節リウマチ患者の useful hand 獲得には精神心
理機能も関与する

1）岐阜県総合医療センター
2）星城大学
○内屋 純 1、増田 雅樹 1、片野 瑞季 1、成田 みちる 1、
林 浩之 2

Useful hand（生活する手）を「日常生活で使える手」と定
義するならば，日常生活で手を使用するか否かは，患者に依存
するところもあるだろう．Useful hand の評価としては，日
常生活での手の使用状況や困難さを反映する Disabilities of 
the Arm, Shoulder, and Hand The JSSH Version（ 以 下，
DASH）が相応すると考えられる． 関節リウマチ（以下，RA）
患者の DASH 点数に影響を与える因子として，肩関節の関節可
動域（以下，ROM），握力および疼痛などの身体機能面がすで
に報告されている．しかし，RA 患者においては精神心理機能が
低下していることも報告されており，精神心理機能の低下が RA
患者の DASH 点数に影響するかもしれない．

我々は RA 患者における useful hand を DASH にて評価し，
身体機能および抑うつや不安等の精神心理機能との関連性につ
いて調査した．その結果，上肢 ROM や筋力だけではなく，抑
うつ状態が関与することが明らかとなった．

RA における useful hand を考慮する場合，手の機能だけで
なく，上肢全体および精神心理機能を考慮した包括的なハンド
セラピィが実施されるべきである．
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シンポジウム
第 3 会場（6F　602 − 604）　15：30 〜 16：30

S6 スポーツ損傷におけるハンドセラピィ
  −アスリートにおける手関節障害・外傷のハンド

セラピィ戦略−
中日病院名古屋手外科センター
○茶木 正樹、渡辺 康太、佐浦 崇文、中尾 悦宏、西塚 隆伸

スポーツ損傷において，動作の遂行が制約され続けると障害
要因に移行し，結果，再発および外傷発生率が高まる．なかでも，
外傷後や慢性の過負荷による尺側あるいは橈側手関節痛などの
手関節障害は，パフォーマンスを低下させる要因となる．

我々は，ハンドセラピィにて手関節の円滑な可動性の再獲得
を考慮し，橈屈，尺屈運動および筋収縮による動的安定性に重
点を置いている．これは手根部の運動学に基づいて前腕から手
の橈側列，および尺側列の手内筋，外在筋の運動調節の改善を
目的として実施する．手指での把握動作や両手での絞り動作を
みても，手関節および指関節の可動性を調整することで円滑な
動作が遂行できている．しかしながら，手関節障害や外傷の治
療においては，リスクを回避しつつ組織の修復を待つ安静固定
期間において活動制約がおこる．

運動開始時は少なからず筋萎縮を認めるため，筋力増強より
神経活動の増加に主眼をおく．手関節の自動運動では，手が球
体を把持する際に最も重要な手の斜めアーチを保持するよう指
導し，手内筋と外在筋の共同運動が行えるよう工夫している．
引き続いて，初期の神経活動から筋自体の変化による筋力の増
加を念頭に置いたセラピィに移行する．

競技復帰に向けたサポートとして，各競技における動作を取
り入れ，手関節可動性，安定性，特有の動作での疼痛の有無な
どを確認する．今回，症例を通して，競技復帰へのセラピィ戦
略を紹介する．
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一般演題 1
第 3 会場（6F　602 − 604）　9：00 〜 9：55

1-1  橈骨遠位端骨折術後成績と術前の心理的因子は関
連がある

中日病院名古屋手外科センター
○渡辺 康太、茶木 正樹、西塚 隆伸、中村 蓼吾

【緒言】破局的思考は，1. 痛みに対し繰り返し考える傾向である
反芻，2. 痛み感覚の脅威性の評価である拡大視，3. 痛みに関す
る無力感の程度である無力感で構成される．今回，破局的思考
が橈骨遠位端骨折の術後成績に影響するかを調査した．

【対象と方法】当院にて掌側ロッキングプレート固定術を施行
された橈骨遠位端骨折患者 11 例を対象とした．内訳は男性 3
例，女性 8 例で平均年齢は 59.6 歳であった．受傷側は右 7 例，
左 4 例で術後平均観察期間は 121.7 日であった．術前に Pain 
Catastrophizing Scale（以下 PCS）を聴取し，術後 4 週，12
週時の可動域（掌屈，背屈，回内，回外），安静時痛，運動時痛

（NRS），Hand20，PCS，12 週時の握力と PCS の構成要素で
ある反芻，無力感，拡大視との相関関係を調査した．統計学的
処理には Spearman 順位相関係数を用い，有意水準を 5% 未満
とした．

【 結 果 】 術 前 の PCS（ 反 芻 / 無 力 感 / 拡 大 視 ） は 平 均
14/5.5/2.9 点であった．術後可動域（4 週 /12 週）の平均は
掌屈 42°/59°，背屈 48°/66°，回内 66°/75°，回外 74°
/86°，Hand20（4 週 /12 週）の平均は 40.2 点 /10.5 点であり，
全例概ね良好であった．一方で，術前の反芻は Hand20（4 週，
12 週），反芻（12 週），安静時痛（12 週）と正の相関を認めた．
また，術前の無力感は Hand20（4 週，12 週），無力感（12 週），
安静時痛（12 週）と正の相関を認めた．

【考察】本結果より，術前に破局的思考が強い症例は術後も破局
的思考が継続し，Hand20 がより不良となる可能性が示唆され
た．術前に破局的思考を評価することは有用と考える．
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一般演題 1
第 3 会場（6F　602 − 604）　9：00 〜 9：55

1-2  手指基節骨骨折における各内固定材に対する早期
運動療法の効果

1）名古屋掖済会病院リハビリテーション科
2）名古屋掖済会病院整形外科・手外科・マイクロサージャリーセ

ンター
○加藤 雅大 1、稲垣 慶之 1、太田 英之 2

【緒言】基節骨骨折術後早期運動療法の効果は示されているが，
内固定方法別に早期運動療法の効果に違いがあるかを比較した
研究は少ない．今回，代表的な内固定材毎の治療成績からその
早期運動療法の効果について検討した．

【方法】2012 ～ 2020 年に当院で K-wire・Screw・Plate のい
ずれか単独で固定を行った症例を対象とし，PIP 関節運動を術後
3 日以内に行った症例を早期群，4 日以降に行った症例を固定
群とした．内訳は K-wire：早期群 21 指，固定群 7 指，Plate：
早期群 9 指，固定群 4 指，Screw：早期群 8 指，固定群 4 指で
あった．性別，年齢，骨折型，骨折部位，術後 4・8 週・最終
時の DIP，PIP，MP の各関節可動域，TAM，合併症を内固定材
毎に 2 群で比較した．なお，当院倫理審査委員会の承認を得た．

【結果】K-wire 例は全ての時期での DIP 関節屈曲・TAM・4 週
時の PIP 関節屈曲，最終時の PIP 関節伸展，Plate 例は最終時の
PIP 関節伸展でそれぞれ有意差を認めた．Screw 例は全項目で
2 群間に有意差はなかったが，早期群の 2 例に再転位を認めた．

【考察】K-wire 症例の固定群では伸筋腱の遠位滑走障害のため
DIP 関節屈曲に初期から制限が出現し，伸筋腱の近位滑走障害
が続発すると考えられた．Screw 症例では ROM が固定群でも
早期群に劣らない事から固定法でも十分対応可能であると考え
られる．
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一般演題 1
第 3 会場（6F　602 − 604）　9：00 〜 9：55

1-3  基節骨骨折に対する観血的整復術後に PIP 関節伸
展 lag を呈した症例の対応

  − Relative motion flexor splint を用いて−
1）医療法人徳洲会大垣徳洲会病院リハビリテーション科
2）岐阜大学医学部整形外科
○富田 晃弘 1、平川 明弘 2

【緒言】基節骨骨折に対する観血的治療例では伸筋腱の癒着によ
る PIP 関節伸展 lag が生じ易く，一度発生すると改善に難渋する．
今回，基節骨骨折術後に PIP 関節伸展 lag が生じた症例に対し
て Relative motion flexor splint（以下，RMF splint）を用い
て良好な成績が得られた為報告する．本報告に際し症例には書
面にて同意を得ている．

【症例紹介】10 代男性．自転車運転中に転倒し受傷．受傷 4 日
目，右中環指基節骨骨折と診断．受傷 9 日目に観血的整復術施行．
中指は Plate と C-wire 固定とし，環指は保存的加療となった．

【経過】術後 2 日，作業療法介入．同日，ナックルキャスト型
splint 作製．術後 24 日，C-wire 抜去し MP 関節自動運動開始．
MP関節自動伸展－40°，PIP関節自動伸展－16°（他動伸展14°）
で創部での伸筋腱癒着が疑われた．術後 32 日，MP 関節可動域
は改善傾向だったが，PIP 関節伸展 lag が残存し，RMF splint
を作製．術後 45 日，日中の Splint off としたが PIP 関節伸展保
持目的に Static splint を作製．術後 90 日，PIP 関節自動伸展
0°に改善．術後 167 日，PIP 関節自動伸展 6°となり作業療法
を終了した．

【考察】RMF splint は対象指を隣接指より 15°～ 20°屈曲位を
取ることで伸筋腱帽の張力を高めながら，虫様筋の緊張を軽減
させ，掌側移動した側索の再配置を目的としている．本症例に
RMF splint を使用することで正中索と側索のバランスが調整さ
れ，PIP 関節伸展 lag の改善に至ったと考えられる．PIP 関節伸
展 lag の対処法として RMF splint は有効な手段の一つと考えら
れた．
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一般演題 1
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1-4  若年屈筋腱断裂症例の対応
  −早期自動運動療法を含めた外来セラピィは可能

か？−
1）医療法人瑞洋会田中整形外科病院リハビリテーション科
2）整形外科
○有光 幸生 1、野口 政隆 2

【緒言】屈筋腱断裂症例に対するリハビリテーションの必要条件
の一つに金城らは術後 3 週間の入院リハビリテーションを示し
ている．今回，若年屈筋腱断裂術後セラピィを外来のみで展開し，
比較的良好な結果を得たため課題を含め報告する．

【症例】10 代男性，中学生，左利き．柔道部．診断名，右示指
屈筋腱断裂（zone Ⅱ）指神経損傷．ナイフでの切傷にて受傷．
受傷後 5 日目にて腱縫合術並びに神経縫合術施行．

【術中所見】示指 FDP 腱は A4pulley 遠位にて完全断裂，橈側
指神経も完全断裂を認めた．FDS 腱橈側は断裂も尺側は温存．
神経縫合後，FDP 腱は Lim&Tsai 法にて縫合を施行．術後は神
経断裂を認めるも早期自動運動療法可能との指示であった．

【経過】術後 3 日目より外来にて kleinert 変法に基づきセラピィ
を開始．Duran 法に関しては家族に対し方法を指導し，セラピ
スト監視下で確認を行い自宅での対応を指示した．通院時，適
宜スプリントの調整を行い，早期自動運動並びに他動屈曲保持
を実施した．

【結果】術後 16 週にて％ TAM97％（excellent）．DIP 関節伸
展制限は－ 8°残存した．Q-DASH，disability/symptom は 2.3．
HAND20 は 3.5 となり部活復帰も可能となった．

【考察】外来でのセラピィを実施する上で不用意な収縮による再
断裂が危惧された．しかし本人，家族の良好な理解と自宅セラ
ピィ，通院時のスプリントの適宜修正にて再断裂を防ぎ，外来
セラピィが成功したと推察した．課題として再断裂を危惧する
あまり DIP 関節伸展制限が残存した結果となった．
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一般演題 1
第 3 会場（6F　602 − 604）　9：00 〜 9：55

1-5  母指 CM 関節症治療後の疼痛遷延化には症例性
格特性が関与している

1）長門総合病院リハビリテーション科
2）手外科診療センター
○嵐川 嘉人 1、上田 剛史 1、村松 慶一 2、谷 泰宏 2、
瀬戸 哲也 2

【緒言】母指 CM 関節症の疼痛発生には，破局的思考などの心
理因子に関連があると注目されている．今回，矢田部ギルフォー
ド性格検査（YG 検査）と Pain Catastrophizing Scale(PCS)
を用い，性格特性と疼痛の関連性を検討した．

【対象・方法】母指 CM 関節症の治療を行った 28 名 28 手を対
象とした．初診時に YG 検査と PCS を行い，初診時，治療後 1，
3 か月時に Visual Analog Scale（VAS），上肢障害評価（quick 
DASH）を実施．YG 検査の 12 因子中，主に疼痛に影響する 6
因子中，4 因子以下を有する症例を良好群，5 因子以上を有す
る症例を不良群とし，各群の治療成績を比較した．また，YG
検査 12 因子の中で，特に疼痛遷延化と関連の強い因子を特定
するため，各因子の良好例と不良例に分け比較した．なお，本
研究内容を対象者に書面で説明し承認を得た．

【結果】外科的，保存的治療例ともに，YG 検査良好群の 3 か月
後 VAS は不良群と比較し有意に改善を認めた．PCS では，初
診時 VAS のみ有意差を認めた．YG 検査の 12 因子と VAS の比
較では，5 因子に有意差が認められた．

【考察】本研究では，YG 検査不良例に疼痛遷延化が認められ，
性格特性解析により治療成績の予測に繋がると考えられた．疼
痛遷延に有意差が認められた 5 因子の質問項目を選択的に実施
すれば簡便に疼痛の遷延を予測でき，治療法の選択，注意を払っ
たリハビリの実施にも役立つと考えられる．
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一般演題 1
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1-6  屈筋腱腱鞘炎に対する A1pulley ストレッチの有
用性

1）長門総合病院リハビリテーション科
2）手外科診療センター
○上田 剛史 1、嵐川 嘉人 1、村松 慶一 2、谷 泰宏 2、
瀬戸 哲也 2

【目的】屈筋腱の腱鞘炎は痛みが強い場合，腱鞘内ステロイド注
射や腱鞘切開術が行われるが，侵襲的行為に対して不安を訴え
る患者も多い．今回，2015 年に千葉等が報告した A1 pulley
ストレッチ（以下 A1 ストレッチ）に着目し，健常者および腱
鞘炎症例に施行したので報告する．

【方法】健常者 40 名 80 手 238 指 ( 両示指，中指，環指 ) で，
PIP 屈曲位，MP 屈曲位，PIP/MP 屈曲位で，自動時と負荷時の
腱鞘断面縦径と断面積をエコー下で計測比較し，A1 ストレッチ
の有効な肢位を検討した．この結果から，腱鞘炎患者 25 例 30
手 38 指 (Green 分類 Grade Ⅱ 28 指，Ⅲ 4，Ⅳ 6) に健常者で
得られた有効肢位による A1 ストレッチを行い，ROM，VAS，
Quick DASH Score，エコー下で評価した．

【結果】健常者結果より，腱鞘縦径最長は MP 屈曲位の負荷時
10.1㎜となり，断面積は PIP/MP 屈曲位の負荷時に 150.8㎟で
最大であった．この結果から MP 屈曲位と PIP/MP 屈曲位での
A1 ストレッチを実施した．Grade Ⅱ例で，PIP 関節の ROM，
VAS，DASH は有意な改善を示し，腱鞘伸長率も向上，弾発現
象の頻度も減少した．Grade Ⅲ，Ⅳ例でも腱鞘の伸長率は向上
したが，ROM，VAS は Grade Ⅱよりも改善しなかった．A1
ストレッチ後 Grade Ⅲ 1 例，Ⅳ 4 は腱鞘切開術を行った．

【考察】A1 ストレッチの報告は少なく，健常者での事前評価や
腱鞘炎の病期に関する効果は不明である．当院で作成したプロ
トコールの実施により早期段階である Grade Ⅱ例では優れた治
療効果が得られた．A1 ストレッチは屈筋腱腱鞘炎の有効な治療
選択肢の 1 つとなりうる．
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一般演題 2
第 3 会場（6F　602 − 604）　13：10 〜 14：10

2-1  不安定肘に対するヒンジ付き創外固定設置後のリ
ハビリテーション

 −伸展屈曲交互固定を実施した 2 症例−
岐阜県総合医療センター中央リハビリテーション部
○増田 雅樹、近藤 瑞季、内屋 純

【はじめに】不安定性を認める肘関節脱臼や脱臼骨折に対する治
療として，ヒンジ付き創外固定器を使用する場合がある．今回
ヒンジ付き創外固定器を使用し，2 症例に対して固定肢位を工
夫したリハビリテーション（以下，リハ）を実施したため報告
する．

【症例】症例 1 は 40 歳代の男性で，スケートボード中に転倒し
て左上腕骨遠位端骨折を受傷した．症例 2 は 30 歳代の男性で，
登山中に転倒して左肘関節開放性脱臼を受傷した．

【経過】創外固定器設置翌日よりリハを開始し，愛護的な自動運
動と自重を利用した自動介助運動を実施した．リハ以外は日中
創外固定器を最大屈曲位で固定し，夜間は最大伸展位で固定し
た．2 ヵ月後に創外固定器を抜去し，更なる肘関節の可動域改
善を目的に装具療法を追加した．

【結果】術後 3 ヵ月時点での肘関節 ROM は症例 1 で 0°/135°，
症例 2 で -10°/135°であった．上肢機能は Box and Block Test
にて症例 1 で 64 点，症例 2 で 72 点，日手会版 DASH は症例 1
で 48 点，症例 2 で 24 点であった．

【まとめ】ヒンジ付き創外固定器を設置した症例に対して，半
日ごとに伸展位固定と屈曲位固定を交互に行い，良好な肘関節
ROM を獲得することができた．
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2-2  多数指切断に対し両側第 2 足趾移植術を施行し
useful hand を獲得した一症例

1）JA 愛知厚生連安城更生病院リハビリテーション技術科
2）JA 愛知厚生連安城更生病院整形外科
○壁谷 恵理 1、谷口 しのぶ 1、青木 みのり 1、平田 久実 1、
原 龍哉 2

【はじめに】足趾移植術による多数指再建症例は少ない．今回
多数指切断に対し両側第 2 足趾移植術例を経験した．本症例が
useful hand に至った要因を検討する．発表に際し本人に同意
を得ている．

【症例】10 代男性，右利き，板金工場で左示中環小指切断を受
傷し，示中小指断端形成術・環指再接着術 (PIP 関節固定 ) を施
行した．仕事に必要な把持機能獲得のため，受傷 4 ヶ月で中指
基節骨に左第 2 足趾を移植した．更なる希望があり受傷 8 ヶ月
で示指中節骨に右第 2 足趾を移植した．移植後セラピィは 2 週
より開始し，装具療法を併用した．屈筋腱剥離術，形成術を経
て受傷 1 年 8 ヶ月で原職復帰・OT 終了し，3 年 3 ヶ月で追跡
調査をした．

【結果】最終評価は TAM 示指 164°中指 161°，健側比で握力
39.9％，ピンチ力示指 56.8％・中指 60％，SWT 示指 blue 中
指 purple，STEF100 点，Hand20：13 点だった．追跡調査で
中指 TAM132°となり PIP 関節屈曲拘縮の悪化を認めた．左手
は有用に使用し，満足度は 80％であった． 

【考察】足趾移植により把持面の拡大，知覚のある指腹，可動性
のある IP 関節を得たことで，安定した押さえ・握り・つまみ・
フック機能を獲得し，原職復帰を遂げた．先に移植した中指は
長期経過で高度屈曲拘縮を呈していたが，一方，更なる希望で
移植した示指は動きが保たれ，特に示指の存在が useful hand
に繋がった．この機能の差は PIP 関節残存の有無が影響してい
た．治療計画には残存機能の評価と治療特性からの予後予測が
必要であったと考える．



─ 148 ─

一般演題 2
第 3 会場（6F　602 − 604）　13：10 〜 14：10

2-3  Double toe transfer 術後に巧緻動作を獲得し復
職へ至った一症例

1）大阪市立総合医療センターリハビリテーション部
2）清恵会病院リハビリテーション科
3）清恵会病院整形外科
○辻 陽平 1、黄本 文佳 2、金城 養典 3

【緒言】足趾移植術後に巧緻動作を獲得した症例を報告する．
【症例】30 歳代男性，右利き，加工業の工場勤務，鉄板を伸ば
す機械に左手を挟み受傷．母指～小指のデグロービング損傷に
対し，受傷 2 日目に環指，受傷 11 日目に示指へ足趾移植術を
施行し，中指・小指は断端形成とした．受傷 16 日目に母指へ
SPBRA を施行した．

【経過】受傷 6 週で作業療法（以下 OT）開始，示指・環指・小
指 MP 関節の自他動運動を行った．OT 開始 2 ヶ月で示指・環指・
小指 MP 関節の伸展拘縮に対し，ナックルベンダーを日中装着
した．骨癒合後は weight pulley exercise やワトソンボードな
どの使用訓練を行った．

【結果】最終 TAM は，母指 110°，示指 114°，環指 116°，小
指 60°，握力は健側比 11.6％，ピンチ力は健側比 25％，知覚
は SWT が母指・示指 purple，環指 red，static2PD は不可，
DASH は D/S10.8，work12.5，受傷後 8 ヶ月で職場復帰，1
年で OT 終了となった．

【考察】諸家の報告は TAM75.7-130°，握力健側比 67％，ピン
チ力健側比 67％，2PD5-8.1mm とある．本症例の知覚回復は
不十分だが巧緻操作が良好であった理由として，ナックルベン
ダーで MP 関節の伸展拘縮を除去できたことが挙げられる．MP
関節の ROM は再建後のピンチ動作に重要であると報告があり，
知覚低下を代償できたと考える．
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2-4  前腕切断の義手作成と作業遂行問題に取り組んだ
小経験

1）済生会中和病院リハビリテーション科
2）済生会中和病院整形外科
○櫻井 正治 1、東尾 敬一 1、桝田 義英 2

【目的】義手作成を目的に入院した前腕切断を経験したので報告
する．今回の報告に際し，本人の同意を得ている．

【症例】63 歳男性，工場で作業中に機械に右手を巻きこまれて，
右前腕複合組織損傷を受傷．同日，デブリドマン，尺骨の観血
的整復固定術を施行し，2 日後に遊離広背筋皮弁移植，橈骨の
観血的整復固定術を施行した．遊離皮弁移植術の術中より血管
吻合部で血栓形成があり，結果的に皮弁の生着が得られなかっ
た．受傷後 14 日目に前腕切断となる．40 日目に義手作成を目
的に当院へ入院する．受傷後 3 か月経過時にカナダ作業遂行測
定（ 以 下 COPM）， 周 径，ROM，VAS，FIM，Quick DASH
を評価し，身体機能面と ADL に並行して COPM で重要度が高
い作業遂行の問題に介入．義手完成 1 か月後に再評価した．

【経過】入院時は体力の低下，切断側肘・肩関節の可動域制限，
断端部の浮腫と痛みの為，積極的な断端管理が難しかった．受
傷後 96 日目に自宅退院，199 日目に装飾義手が完成した．

【結果】COPM の遂行度は合計 9 点から 24 点，満足度は合計
7 点から 29 点に改善した．前腕周径は 23.5㎝から 23㎝に改善．
肘関節は入院時と変わらず屈曲 80°伸展 -10°．VAS は 8 から
1 に改善．FIM は 110 点から 121 点に改善．Quick DASH は
86 点から 43 点に改善した．

【考察】前腕切断後に，COPM で重要度の高い作業の満足度が
改善した．これは，COPM を使用することで，解決すべき生活
行為に焦点を当てた支援ができたからと考える．
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2-5  糖尿病を有するばね指患者に対する体外衝撃波の
有用性

慶友整形外科病院
○青木 陸、坂井 力、阿部 拓馬、橋爪 航平

【緒言】ばね指では一般的には局所の安静とステロイドの腱鞘内
注射が保存療法の主体となっている . しかし , 糖尿病（DM）患
者に対してステロイド注射は推奨されていない . 先行研究では ,
体外衝撃波 (ESWT) 治療がステロイド注射と同程度に有用であ
ると報告した . その為 ,DM 患者に対し ,ESWT による治療が有
用であると考えた .

【対象・方法】対象はばね指と診断され ,DM により注射が推奨
されなかった 4 症例を対象とした . 罹患指は母指 1 例 , 示指１例 ,
中指 2 例であった .
ESWT の回数は 5 回とし , 評価項目は疼痛 , 圧痛 ,Snapping, 可
動域とした . 疼痛は VAS を用い ,Snapping は Quinnell 分類を
用いた . また可動域は TPD を用い , 評価は初回時と最終時に実
施した .

【結果】初回 VAS は平均 37.5 から 20.0 と改善した . 圧痛は初
回全例で認めたが最終時では 3 例で圧痛の軽減を認め , 他 1 例
で圧痛が消失した .Snapping は Grade2 が 3 例 ,Grade3 が 1
例であった . 最終時では全例 Grade1 となった . 初回時に可動
域制限は 1 例で ,TPD で 2㎝であったが最終時には TPD で 0㎝
となった .

【考察】今回の結果では疼痛 , 圧痛 ,Snapping の軽減と可動域改
善が認められた . そのため ESWT は注射や薬の副作用などを考
慮せず効果を得られるため , 保存療法の一つとして有用な治療
法であると考えた .
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2-6  Zone IV 屈筋腱および正中・尺骨神経損傷後の
対立再建術に向けた簡易動的スプリントの試み

1）名古屋第一赤十字病院リハビリテーション科
2）名古屋第一赤十字病院手外科
○村尾 陽 1、服部 亜衣 1、大塚 純子 2、洪 淑貴 2

【はじめに】母指対立は掌側外転 (PA) に回内が加わった複雑な
運動であり，神経損傷後，機能回復が難しい．今回，zone IV
での全屈筋腱および正中・尺骨神経断裂縫合後に対立再建術を
施行した患者に対して，簡易動的スプリントを作成し，術後良
好な母指対立機能が獲得できたため報告する．

【経過】40 代男性，左利き．転倒し，ガラス瓶に左手をついて
受傷した．屈筋腱および神経縫合術を施行し，翌日より屈筋腱
早期運動療法を開始した．術後 5 週より母指基節部を手関節尺
側からゴムで牽引し，対立位に保持する簡易動的スプリントを
作成し，日常生活，仕事で装着した．尺骨神経支配筋の回復は
良好だが，母指対立機能の回復に乏しく，術後 11 か月で小指
固有伸筋を力源とした対立再建術を施行した．尚，本症例に対
して本報告の趣旨を説明し同意を得た．

【結果】最終評価時％ TAM は母指 64%，示指～小指は 100％
であった．腱移行術前後では , 自動 PA30°：50°，指腹つまみ 2.4：
5.4Kg，DASH スコア 20.45：9.09，HAND20 52：39 と改
善した．

【考察】本症例では正中・尺骨神経断裂による全内在筋麻痺に長
母指屈筋腱断裂が合併し , 回復中のつまみ動作は長母指伸筋腱
の内転作用による , 不良肢位での側腹つまみとなっていた．こ
の運動の習慣化を避けるべく , 簡易動的スプリントを早期より
導入した．牽引方向は移行腱の方向に沿っており , 術前から対
立位を保持したつまみ練習を行い，術後良好な機能回復を得た．


