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The 20th Annual Meeting of the Japanese Society of Orthopedic Ultrasonics

Nagoya, July 5, 2008



2



3

　この度、第 20 回日本整形外科超音波研究会を名古屋の地で開催させていた

だくこととなり大変光栄に存じます。医師になって 27 年間、スポーツ、肩、肘、

超音波のキーワードを保ちつつ今日まで自分なりに邁進してきましたが、その

集大成としてこの会を運営する所存です。主題は『スポーツ障害、外傷の超音

波診断』とし、整形外科医のみならず現場で活動しているスポーツ関係者にとっ

ても実りある研究会にしたいと考えております。

　特別講演は肩関節やスポーツ領域で超音波を活用し、基礎的にも新しい研究

を数多くされている秋田大学講師の皆川洋至先生にお願いしました。演題は『超

音波を用いたスポーツ医学の新たなる展開』というタイトルで、これからの

超音波検査の可能性をお話ししていただけると思います。またランチョンセミ

ナーでは中部学院大学教授の林　典雄先生に『整形外科超音波診断に必要な機

能解剖』という演題でお話していただきます。整形外科医の我々が四肢の超音

波診断を行う上で重要な解剖学的知識を研鑽できるものと思っております。

　当日は蒸し暑い名古屋ではありますがその暑さを感じさせないホットな討論

を期待しております。なお翌日の 7月 6日（日）には第 4回肩関節超音波セミ

ナー（上級）を開催する予定です。実際に患者様に来ていただいて実習する形

式ですので実りあるセミナーになると思います。

　超音波検査、スポーツに興味のある先生方の数多くの御参加と御支援をよろ

しくお願い申し上げます。

会長　杉本　勝正

名古屋スポーツクリニック

第 20 回日本整形外科超音波研究会開催のご挨拶
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会場交通案内

エーザイ株式会社
名古屋コミュニケーションオフィス
名古屋市東区泉2丁目13－23
TEL（052）931－1315（通常）
　　（052）931－1330（当日会場直通）

●地下鉄
　JR名古屋駅より地下鉄桜通線（今池方面）
　に乗り「名古屋」より4つ目の「高岳（た
　かおか）」で下車。
　1番出口より右（北向き）へ徒歩3分。

●タクシー
　JR名古屋駅からタクシーで約1,000円強。



5

口演時間表

      9：30－ 9：35　　会長挨拶

      9：35－10：15　　一般演題　上肢　　　　　　　 　　　　　　座長　中島浩志

10：15－10：35　　一般演題　脊椎　　　　　　　　　　　　　　座長　佐藤公治

10：35－10：45　　休憩

10：45－11：35　　一般演題　下肢　　　　　　　　　　　　　　座長　平林伸治

11：35－11：55　　総会

11：55－12：00　　休憩

12：00－13：00　　ランチョンセミナー　　　　　　　　　　　座長　渡辺研二

整形外科超音波診断に必要な機能解剖

中部学院大学リハビリテーション学部理学療法学科　林　典雄

13：00－13：10　　休憩

13：10－14：10　　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　座長　杉本勝正

超音波を用いたスポーツ医学の新たなる展開　～病院からフィールドへ～

秋田大学神経運動器学講座整形外科学分野　皆川洋至

14：10－14：45　　ハンズオン　　　　　　　　　　　　　　超音波研究会幹事

14：45－16：00　　主題　スポーツ障害・外傷の超音波診断

　　　座長　扇谷浩文、黒川正夫

　　上肢・下肢

16：00　　　　　 閉会挨拶
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① 研究会参加登録および参加費会場

受付を平成 20 年 7 月 5 日（土）午前 8時 30 分より総合受付に
て行います。参加費として一人 7,000 円をお支払い下さい。引
き換えに領収書兼用のネームカードにご記入をお願いします。
会場内では必ずネームカードをご着用下さい。（未入会の方の
当日参加もお受け致します。）

② 特別講演《日整会教育研修講演》
特別講演として秋田大学　皆川洋至先生の「超音波を用いたス
ポーツ医学の新たなる展開～病院からフィールドへ～」で専門
医資格継続単位 1単位、スポーツ医資格継続単位 1単位、ラン
チョンセミナーとしての中部学院大学　林典雄先生の「整形外
科超音波診断に必要な機能解剖」で専門医資格継続単位 1単位
が認定されています。単位をご希望の方の受講料は1,000円／単位
です。受講証明書を参加受付時にお渡ししますので、講演終了
後、所定の項目にご記入の上、切り取り線より切り離し、上の
主催者提出用を会場出口の係員にお渡し下さい。なお、研修医
の方は研修手帳を必ずご持参下さい。

③ 年会費の納入

総合受付にて、年会費 6,000 円を納入して下さい。入会希望の
方も当時に受付いたします。

④ 抄録集

ご持参下さい。当日ご入用の方は 1,000 円申し受けます。

⑤ 展示

超音波最新機器の展示を行います。

⑥ ドリンクサービス

展示会場に用意いたします。

お知らせとお願い

 1. 参加者の皆様へ
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⑦ 昼食
ランチョンセミナーでの昼食をご用意いたします。

① 口演について

主題は、口演 7分、討論 5分。一般演題は、口演 6分、討論 4
分です。時間厳守でお願いいたします。演者は早めに次演者席
に、ご着席下さい。

② プレゼンテーションについて

1）パソコン（Windows）による発表に限ります。PC 本体と PC
の電源コードを必ずご持参下さい。プロジェクターとの接続は
PC本体にミニD-sub15 ピン外部出力コネクターが使えるもの
に限ります。薄型 PCでは特殊なコネクター形状になっていま
すので、必ず付属の変換アダプターを確認の上ご用意下さい。

2）PC本体を持参できない場合は事前に研究会事務局にお問い合
わせ下さい。

3）演者は口演時間の 30 分前に、プレゼンテーション受付をお済
ませ下さい。

4）Macintosh で発表される先生は、必ず PC 本体・PC の電源コ
ード・PC本体付属の変換コネクタをご持参くださるようにお
願いいたします。プロジェクターとの接続コードはD-sub15 ピ
ン・オス端子付を用意しています。

5）発表の際は、基本的にご持参の PCを使用して、演者ご本人に
より操作をお願いいたします。

6）PCの映写トラブルによる時間延長は認めません。ご自身の発
表時間内に全てが終了するように設定変更・スライドの送り方
等、パソコンの取り扱いを熟知しておいて下さい。

7）PCデータにトラブルがあった場合に発表が不可能になっても
事務局は責任を負いかねますので、ご了承下さい。

発表時間、質疑応答時間を厳守し円滑な運営にご協力お願い致します。

＊その他、PC発表が困難な方、ビデオ再生をご希望の方、ご不明な点は事務
局までお問い合わせ下さい。

 2 . 演者の皆様へ

 3. 座長の皆様へ
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9：30－ 9：35　　会長挨拶

9：35－10：15　　一般演題　上肢　　　　　　　　　　　　　　座長　中島浩志
　 1）透析肩症例の超音波所見　～健常症例との比較～

　　　　名古屋第二赤十字病院整形外科　高松　晃

　 2）３D probeを用いた手根管症候群に対する超音波検査の有用性

　　　　駿河台日本大学病院整形外科　長尾恵

　 3）超音波ガイド下腱鞘切開術の治療経験

　　　　筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科　國府幸洋

　 4）超音波ガイド下注射、穿刺、吸引が有用であった肩石灰性腱炎の 1例

　　　　秋田大学整形外科　皆川洋至

10：15－10：35　　一般演題　脊椎　　　　　　　　　　　　　　座長　佐藤公治
　 5）脊椎インストゥルメンテーション手術時の塞栓子の経時的変化

　　　　苑田会東京脊椎脊髄病センター　大森圭太

　 6）Immediate Effect of Cervical Myelopathy Decompression on Anterior Spinal 

Artery Pulsatility Index. Association with Expansion in Spinal Cord Dimensions 

at the Stenotic Level.  -Preliminary Report-

　　　　H. Zahlawy, MD 　Department of Orthopedics, Ain Shams University, Cairo, Egypt 

10：35－10：45　　休憩

10：45－11：35　　一般演題　下肢　　　　　　　　　　　　　　座長　平林伸治
　 7）先天性股関節脱臼に対する超音波検査　－我々の最近の利用法－

　　　　昭和大学藤が丘リハビリテーション病院　扇谷浩文

　 8）爪・膝蓋骨症候群の小児期膝蓋骨脱臼　－超音波診断の有用性

　　　　あいち小児保健医療総合センター整形外科　服部　義 

　 9）Anterior Knee Pain Syndrome症例におけるbony sulcus angleとcartilaginous 

　　　sulcus angleのミスマッチングについて　～超音波画像診断装置を用いての検討～

　　　　中部学院大学リハビリテーション学部理学療法学科　林　典雄

　10）非外傷性下腿コンパートメント症候群に対して超音波断層検査が有用であった 1例

　　　　名古屋市立大学整形外科　村上里奈

　11）足趾に発生したグロームス腫瘍の超音波画像診断

　　　　秋田大学整形外科　皆川洋至

11：35－11：55　　総会

11：55－12：00　　休憩
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12：00－13：00　　ランチョンセミナー　　　　　　　　　　　座長　渡辺研二
　　　整形外科超音波診断に必要な機能解剖

　　　　中部学院大学リハビリテーション学部理学療法学科　林　典雄

13：00－13：10　　休憩

13：10－14：10　　特別講演　　　　　　　　　　　　　　　　座長　杉本勝正
　　　超音波を用いたスポーツ医学の新たなる展開　～病院からフィールドへ～

　　　　秋田大学神経運動器学講座整形外科学分野　皆川洋至

14：10－14：45　　ハンズオン　　　　　　　　　　　　　　超音波研究会幹事
　　　　　　　　　　各機器展示ブースにて

14：45－16：00　　主題　スポーツ障害・外傷の超音波診断

　　　　　　　　座長　扇谷浩文、黒川正夫
　《上肢》
　12）エコー検査により、上腕二頭筋長頭腱の脱転が認められた症例の鏡視所見

　　　　医療法人AR-EX　佐久平整形外科クリニック　スポーツ関節鏡センター　小林久文

　13）肘離断性骨軟骨炎に対する低出力パルス超音波治療

　　　　名古屋市立大学整形外科　後藤英之

　《下肢》
　14）鵞足炎の超音波所見の検討

　　　　春日井市民病院整形外科　渡邊宣之

　15）膝蓋靭帯部分断裂の超音波検査

　　　　大阪労災病院リハビリテーション科　平林伸治

　16）ワイドビューソフトを用いた下肢肉離れの超音波診断について

　　　　辻村外科病院外科・中京大学体育学部　辻村　享

　――総合討論――

16：00　　　　　  閉会挨拶
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抄　録　集
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特　別　講　演

　著しい画質向上を背景に、X線、CT、MRI が画像診断の主役であった整形
外科領域でも急速に超音波が普及し始めている。超音波は軟部組織を含む運動
器病変の描出に威力を発揮し、その有用性は病院からフィールド、特にスポー
ツ現場へと応用範囲を広げている。病院では発見できない疾患、病院では治療
できない疾患、病院では明らかにすることができない知見の数々は、診断、治療、
リハビリと関連したスポーツ医学の新たなる展開の原動力になっていくであろ
う。

秋田大学神経運動器学講座整形外科学分野
皆川洋至

超音波を用いたスポーツ医学の新たなる展開
～病院からフィールドへ～
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　整形外科リハビリテーションに携わる理学療法士に求められる臨床効果とし
て、関節拘縮の予防もしくはスムースな改善と様々な運動パフォーマンスの再
獲得が挙げられる。そのためには各関節における機能解剖学を基礎とした運動
療法の展開が必要であり、その運動療法自体の精度を高めるものが、解剖学に
関する知識と理学所見を正確にとる技術であると考える。今回は、整形外科リ
ハビリテーションに関わる理学療法士の立場よりみた解剖所見とその解釈およ
び運動療法について、超音波画像を関連させた形で口演する。

中部学院大学リハビリテーション学部理学療法学科
林　典雄

整形外科超音波診断に必要な機能解剖

ランチョンセミナー



15

　肩関節痛を有する透析患者の超音波所見を健常人症例と比較することで、そ
の臨床症状と肩峰下腔との関連性を検討した。対象は透析肩と診断した透析
患者 10 例 10 肩である。男性 5例、女性 2例、平均年齢 65.3 歳、平均透析年数
20.4 年であった。10 例中 7 例は肩関節鏡視下滑膜切除術を施行した。Control
群は男性 8例、女性 2例（平均年齢 42.4 歳）とした。超音波検査は全例仰臥位
とし肩峰下腔の厚みを 1人の検者が測定した。手術症例 7例の肩峰下腔の平均
の厚みは 7.6 mm、うち透析年数が 20 年以上であった 4例の平均値は 7.9 mm、
20年以下の3例の平均値は、7.0 mmであった。手術症例ではない3例の平均値は、
6.9 mm。Control 群では 6.3 mmであった。アミロイド沈着に起因する肩峰下腔
の増大が、透析患者の肩関節痛に関与している可能性があると考えられる。

名古屋第二赤十字病院整形外科
高松　晃　佐藤公治　安藤智洋　北村伸二　中村博司　深谷泰士
竹上靖彦　岸田俊一　浜田俊介　笠井健広　樋口善俊　　　　　

透析肩症例の超音波所見　～健常症例との比較～

1
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【目的】手根管症候群の術前検査として超音波検査を施行し同時に３D probe
を用いて観察を行いその有用性を検討した。
【対象・方法】手根間症候群患者 8症例 8手、対照として健常者 10 例 10 手。
（全例女性）使用装置：GE 横河メディカルシステム LOGIQ7。使用探触子
M12L, ９L, ４D10L。手関節内側に干渉体を置き通常の走査を行い長軸と短軸
の両方で観察を行った。その後３D probe を用いて probe の中心を豆状骨と舟
状骨に合わせ振り幅を最大の29度に設定し自動 scanによりdata を採取した。
検査終了後に装置内蔵の soft を用いて画像再構成し評価を行った。
【結果】正中神経の最大断面積は疾患群で 26.34 ± 6.07、健常群で 8.94 ± 2.46
であり、有意差を認めた。
【まとめ】本症例に対する３D probe を用いた検査客観性が極めて高くなり有
用であることが確認された。 

駿河台日本大学病院整形外科
長尾恵　長岡正宏　長尾聡哉　山口太平

駿河台日本大学病院内科
小川眞広

３D probe を用いた手根管症候群に対する超音波検査の有用性

2
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【目的】ばね指に対する低侵襲手術として、経皮的腱鞘切開（経皮法）や内視
鏡下腱鞘切開（鏡視下法）が知られている。経皮法は鏡視下法と比べ手技が簡
便であるが、盲目的手技であるため手術の確実性や合併症が危惧される。今回
われわれは、超音波ガイド下に経皮法を行った結果を報告する。
【対象と方法】腱鞘内ステロイド注射による保存療法に抵抗した成人ばね指患
者 10 例 12 指を対象とした。手術は手掌指皮線遠位に約 3mmの皮切を加え、
超音波ガイド下にフック型ナイフを挿入し、腱鞘を切開した。
【結果】全例、超音波ガイド下に手術が可能であり、ばね現象は消失した。創
は 3－ 7日で癒合し、早期に仕事復帰が可能であった。神経や腱断裂などの合
併症は認めなかった。
【考察】本法は従来の経皮法と同様、早期より創癒合が得られ患者の満足度も
高く、かつ経皮法において懸念される盲目的手技が改善されることから、有用
な手術法と考えられた。

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科
國府幸洋

取手北相馬保健医療センター医師会病院整形外科
許表楷　横井直幸

超音波ガイド下腱鞘切開術の治療経験

3
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　40 代、男性。突然右肩痛と運動制限が生じ当科受診。肩関節は外転位拘縮の
状態で、内転すると姿勢は左凸の側彎となり、同時に右翼状肩甲が出現した。
単純X線肩関節正面像では、肩峰骨頭間に石灰沈着を認め、肩甲骨が下方回
旋位となっていた。石灰が肩峰下面でロッキングを引き起こした肩石灰性腱炎
と診断した。超音波ガイド下に１％カルボカイン 5ml を正確に肩峰下滑液包内
へ注入してロッキングを解除。描出された石灰にはほとんど音響陰影を認めな
かったことから 18G の針で吸引、パンピングを行った。チョーク粉状の石灰が
吸引され、除去直後から無理なく内転可能となった。翌日には疼痛がほとんど
消失し、挙上可能となった。超音波が本症例で威力を発揮した点は、①石灰の
位置、性状の同定、②腱板の肥厚、血流状態の把握、③超音波ガイド下の正確
な穿刺、薬液注入、吸引が可能であったことであった。

秋田大学整形外科
皆川洋至　木島泰明　冨岡　立

超音波ガイド下注射、穿刺、吸引が有用であった
肩石灰性腱炎の 1例
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【目的】脊椎インストゥルメンテーション手術時の経食道エコー（以下TEE）
にて、塞栓子が遊離することを、昨年の本研究会にて報告をした。塞栓子に伴
う脂肪塞栓症を発症した症例は見られないが、脊椎インストゥルメンテーショ
ン手術時の塞栓子の発現の経過について経時的に観察したので報告する。
【対象】症例は 25 例、男性 12 例、女性 13 例。年齢は 38 ～ 87 歳（平均 66.8
歳）である。疾患は腰椎変性疾患 15例、骨粗鬆症性椎体骨折 10例。TEEにて、
術中の塞栓子の数を経時的に定量化した。
【結果】椎弓根スクリュー（以下 PS）刺入前から骨切除や椎体終板切除に伴
う骨髄内脂肪遊離による右心系 high echo 像（吹雪様像）が認められた。PS刺
入数秒後に high echo は増強し、PS刺入本数を増加するに従い high echo 像も
増強していった。また、椎体形成時にHA block を充填する際にさらに多くの
塞栓子が観察された。
【考察】PS刺入だけでなく、HA block を用いる手術において脂肪塞栓症の存
在を十分念頭に置く必要があると考えられた。

苑田会東京脊椎脊髄病センター
大森圭太

脊椎インストゥルメンテーション手術時の塞栓子の経時的変化

5
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6

Abstract
Background. Spinal cord ischemia resulting from extrinsic compression is 
proposed as one of the pathogenic factors of cervical myelopathy. Clinical 
improvement following decompression procedures could be attributed to 
alterations in anterior spinal artery (ASA) blood flow. The pulsatility index 
(PI) is used as pulsed-wave Doppler measurement of ASA resistance. The aim 
of the present study is to evaluate the changes in PI following decompression 
to assess the potential effects of the procedure on the spinal blood flow.
Methods. 17 patients (12 males, 5 females, mean age 62 years) with cervical 
myelopathy undergoing laminoplasty were enrolled in the study. Doppler 
examinations were performed in the ASAs by GE LOGIQ7. The PI was 
calculated from the blood flow velocities after midline gutter formation and 
after decompression. The areas of the cord in the most stenotic level were 
measured using axial MRI images（DICOM data ）preoperatively and 1 
week postoperatively. The measured values were expressed in ratios with 
those in the control level specified as C2/3 disc level.  
Results. Cord expansion followed decompression and the average increase in 
the stenotic levels’ area was 128%.  Analysis of PI values showed immediate 
decline in vascular resistance (increase in PI values) following the procedure 
in 15 cases while 2 cases showed decrease in PI values. Average preoperative 
PI was 1.07, postoperative PI was 1.14.
Conclusion. Immediate decrease in vascular resistance suggesting 
improvement in ASA blood flow is noted following cord decompression. 
This supports the role of ischemia in the pathogenesis of myelopathy and 
improved cord perfusion in the subsequent patients’ recovery.

H. Zahlawy2, MD, K. Sato1, MD, PhD, T. Ando1, MD, PhD, H. Nakamura1, MD, 
PhD, and M. Maziad2, MD, PhD  

1Department of Orthopedics, Nagoya Daini Red Cross Hospital, Nagoya, Japan
2Department of Orthopedics, Ain Shams University, Cairo, Egypt

Immediate Effect of Cervical Myelopathy Decompression on 
Anterior Spinal Artery Pulsatility Index. Association with 
Expansion in Spinal Cord Dimensions at the Stenotic Level.  
-Preliminary Report-
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　超音波検査は先天性股関節脱臼に対する重要な検査方法の一つとなってきて
いる。そこで最近の我々の先天股脱に対する利用方法、すなわち検査結果から
治療にどの様に結びつけているか報告する。
　我々は、レントゲンのα角とレントゲン上のα角の相関関係からレントゲ
ンに変わりうるものと考えた。次に関節造影との相関関係から関節造影に匹敵
する所見を与えてくれる。そしてその関連性は治療との関係からも、どの様な
タイプであれば治療によってどの様に反応するかも解ってきた。またその中で
Rb 治療によって整復されにくいType Ⅳの中で牽引によるストレステストで
どの様な形になるものが、さらに整復されにくく、どの様な形が整復されやす
いかも判明してきた。これらの答えから現在はある工夫をして整復に望んでい
る。未だ症例は少なく、確実な方法とは言い難いが、今後の可能性も考え紹介
する。

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院
扇谷浩文

先天性股関節脱臼に対する超音波検査
―我々の最近の利用法―
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　爪・膝蓋骨症候群は爪形成不全、肘関節の形成異常、腸骨の角状骨突出、腎
疾患などを伴う疾患であり、特に膝蓋骨は形成不全、骨化障害を呈し、脱臼を
伴うことも多い。今回は本疾患 2例の小児期膝蓋骨に対し超音波診断を行った
ので報告する 
【症例１】爪形成不全、両先天性内反足、両橈骨頭脱臼合併例。生後 8ヵ月の
超音波診断では、軟骨性膝蓋骨の位置異常、大腿骨の軟骨性外果、内果の低形
成は認めず。2歳 5 ヵ月　軟骨性膝蓋骨の外方化を認める。3歳 7 ヵ月　軟骨
性膝蓋骨が徒手ストレスにて外果を乗り越える所見を認める。同時期のＸ線像
では、膝蓋骨の骨化は認めず。 
【症例２】爪形成不全合併例。7歳 3 ヶ月　Ｘ線像にて膝蓋骨の骨化認めず。
超音波診断にて屈曲に伴い外方化する軟骨性膝蓋骨認める。 
【結論】膝蓋骨の骨化が著しく遅延する爪・膝蓋骨症候群の膝蓋骨の位置異常
の診断に軟骨性膝蓋骨の描出が可能な超音波診断はきわめて有用である。爪・
膝蓋骨症候群に伴う膝蓋骨脱臼は後天的な要因も関与することが示唆される。

あいち小児保健医療総合センター整形外科
服部　義

爪・膝蓋骨症候群の小児期膝蓋骨脱臼　―超音波診断の有用性
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【目的】Anterior Knee Pain Syndrome（以下AKPS）における疼痛発生との
関連を探るために、超音波画像診断装置（以下エコー）を用いて bony sulcus 
angle（以下 BSA）ならびに cartilagenous sulcus angle（CSA）について検討
したので報告する。
【方法】AKPS を認めた 11 例 17 膝ならびに健常人 23 例 43 膝を対象に、
ALOKA社製超音波画像診断装置 SSD-3500SV を用いて BSAと CSAを計測し
た。
【結果】（1）BSAにおいてAKPS 群と対照群で有意差はなかった。（2）AKP群
の CSA は 143.6 ± 10.6 度、対照群は 134.8 ± 7.4 度であった。AKP 群の CSA
は有意に増大していた。対照群ではBSAと CSAで有意差は無かった。
【考察】AKPS では CSA が有意に大きく、膝蓋骨の不安定性要因の一つに
CSAの拡大が存在する可能性が示唆された。

中部学院大学リハビリテーション学部理学療法学科
林　典雄

名古屋スポーツクリニック
福吉正樹　永井教生　藤本大介　伊藤孝信　杉本勝正（MD）

Anterior Knee Pain Syndrome 症例における bony sulcus angle
と cartilaginous sulcus angle のミスマッチングについて

～超音波画像診断装置を用いての検討～

9
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　26 歳　男性。　家族歴に特記すべきことはないが、二分脊椎症をはじめ、側
弯症、気胸などの既往があった。 なんら外傷の契機なく、右下腿コンパートメ
ント症候群を発症した。
　右下腿後面の長軸エコー像で拍動性の巨大な低エコー領域を認めたため、造
影 CTを行ったところ、2か所の右後脛骨動脈瘤が確認され、遠位側動脈瘤の
破裂による右下腿後方・外側コンパートメント症候群と確定診断した。 
　この診断のもとで、動脈瘤の塞栓術を行ってから、筋膜切開を施行したこと
により、周術期の大量出血を回避できた。
　超音波断層法は、本例のような原因不詳のコンパートメント症候群に対して、
簡便かつ非侵襲的なスクリーニングとして有用であった。
　若干の考察を加えて報告する。

名古屋市立大学整形外科
村上里奈　福岡宗良　堀内　統　小林正明　和田郁雄　大塚隆信

非外傷性下腿コンパートメント症候群に対して
超音波断層検査が有用であった 1例

10
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　50 代女性。10 年来の足趾の痛みがあり、Morton 病の診断で経過観察されて
いた。痛みによる睡眠障害が続くため当科を受診。III-IV 趾間に Tinel 様徴候
を認め、同部のブロックテストで疼痛が完全に消失。超音波画像上は neuroma
を認めなかったが、半年間の保存治療に抵抗するため 2008.1 神経切除を行った。
術後夜間痛が劇的に消失したが、IV趾爪の圧痛が残存し、徐々に安静時痛が
強くなってきたため、外観上異常を認めない爪部の超音波検査を行ったところ、
爪下に直径 5mmの血流に富んだ腫瘍性病変を認めた。2008.5 腫瘍切除術を施
行し、術中迅速病理検査でグロームス腫瘍と診断。10 年間続いていた足趾の疼
痛は、術後完全に消失した。グロームス腫瘍に特徴的な超音波画像所見、さら
に造影CT、MRI と比較した超音波検査の有用性について報告する。

秋田大学整形外科
皆川洋至　木島泰明　冨岡　立

足趾に発生したグロームス腫瘍の超音波画像診断

11
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【目的】術前のエコーにより、上腕二頭筋長頭腱（以下 LHB）の脱転がみられ
た症例に対して鏡視下手術を行ったので報告する。
【対象・方法】投球障害肩で来院した野球選手（投手）を対象とした。術前に
エコー検査にて LHBの動きを観察し、鏡視下手術により LHBの動き及び、関
節構成体を観察した。エコーでは、座位にて腱板疎部の高さで LHBを短軸で、
肩関節 2nd position90 度外旋位から内外旋中間位まで動態観察をした。
【結果】術前のエコーでは、2nd posision70 度外旋位の時点で LHBの移動とそ
れに伴う click 音が確認された。鏡視下術中所見では後方関節包の拘縮、関節
窩後方の軟骨損傷、SGHL とMGHL の間での弛緩を認めた。LHBをプロービ
ングしても異常可動性は認めず、術中に行った同様の操作において LHBの脱
転は認めなかった。
 【考察】エコーによって、LHBの脱転が確認されても、実際は LHB安定化機
構に問題がなく、麻酔下での徒手検査では生じないことが確認された。LHBの
動態観察の際には LHBを中心としたメルクマールを正確に描出することが必
要である。

医療法人AR-EX　佐久平整形外科クリニック　スポーツ関節鏡センター
小林久文　林英俊　相沢充

医療法人AR-EX　上田整形外科クリニック　スポーツ関節鏡センター
大高良基　掛川晃

エコー検査により、上腕二頭筋長頭腱の脱転が
認められた症例の鏡視所見

12
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【目的】我々は、肘離断性骨軟骨炎に対して低出力パルス超音波治療 (LIPUS)
を行ったので、その短期成績について報告する。
【症例と方法】症例は初期および進行期の肘離断性骨軟骨炎 8例 8肘である。
治療開始時年齢は平均 12.4 歳（10 ～ 16 歳）で、原因となったスポーツ種目は
野球 6例、器械体操 1例、ドッジボール 1例であった。保存的治療として原則
スポーツ禁止とし、肘、肩関節や体幹、下肢の運動器リハビリテーション、フ
ォーム指導を行うとともに、説明および同意を得た上で LIPUS を実施した。
治癒判定には単純X線および超音波検査を用いた。
【成績】完全治癒と判定されたのは 8例中２例で不完全治癒は２例、改善不良
のため手術的治療を行ったのは 4例であった。治癒良好例は、病変が小さく、
外側型の症例であった。
【結論】肘離断性骨軟骨炎に対するLIPUSは初期で病変の小さな症例に対して、
有用な方法であると考えられる。 

名古屋市立大学整形外科
後藤英之　小林正明　大塚隆信

名古屋スポーツクリニック
杉本勝正

冨田整形外科
冨田眞壽生

肘離断性骨軟骨炎に対する低出力パルス超音波治療
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【目的】スポーツに於けるオーバーユース症候群としても知られる鵞足炎であ
るが、超音波を含む画像所見については一定の見解は得られていない。ついて
は鵞足炎において超音波検査が診断の一助になりうるかを検討した。
【方法】 procaine test などを経て鵞足炎と診断した 21 例 21 膝（男性３例女
性 18 例、平均年齢 62.5 歳）について鵞足を中心とした膝関節内側圧痛部に超
音波学的に検討を加え、その所見を記録し鵞足炎に特徴的な超音波所見があ
るかを検討した。使用した機器は東芝社製 Sonolayer α SSA-250、プローブは
7.5MHz を使用した。
【結果】鵞足圧痛部を中心に 21 例中全例に健側と比較して鵞足部の肥厚や滑
液包炎などの所見が見られた。また再検しえた症例では治療が進み症状が軽快
していくと、経過に従って鵞足の肥厚や滑液胞炎の所見が改善する傾向が有っ
た。一部患者でMRI を撮像したが、同所見との関連は顕著ではなかった。
【結論】鵞足炎において超音波検査は画像所見として有用と考えられた。

春日井市民病院整形外科
渡邊宣之　種田陽一

鵞足炎の超音波所見の検討
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　膝蓋靭帯の部分断裂症例を経験したので、超音波画像所見を報告する。
【症例】38 歳女性。膝蓋骨下部内側の痛みを主訴に受診。1日 10km程度のマ
ラソン練習をしている。身体所見は同部に圧痛と PF関節にクレピタスを認め
る。Stress test, McMurray test, Drawer test, Lachman test は陰性。
【超音波所見】膝蓋骨下極に連続する靭帯成分は肥厚し、内部は低エコー部分
を膝蓋骨近くの関節側に有した。靭帯線維方向に高エコー線状像を認めた。
【手術所見】膝蓋骨下極に連続する靭帯成分は深部が肉芽組織となり部分断裂
していた。超音波所見との比較では肉芽組織が低エコー部で、線状高エコーは
靭帯が水平方向に裂け長軸方向にひろがっている部に一致した。
【治療】肉芽組織を切除し免荷 4週、全荷重 6週で歩行した。
【まとめ】当初、靭帯の肥厚によりランナー膝の靭帯炎と診断したが、靭帯内
の線状エコーで長軸方向断裂を疑った。靭帯･腱に長軸方向の断裂が存在する
ことを理解しておくことが重要である。

大阪労災病院リハビリテーション科
平林伸治

大阪労災病院スポーツ整形外科
米谷泰一　堀部秀二

膝蓋靭帯部分断裂の超音波検査
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　肉離れは、スポーツ障害のなかでもよく遭遇する疾患で、好発部位は、下肢
に多く、大腿四頭筋、二頭筋、下腿腓腹筋にみられる。われわれは、腓腹筋肉
離れの超音波診断においてBモードのみならずエラストグラフィーを用いて初
期診断および経過観察に有用であることを報告してきた。今回、ワイドビュー
ソフト（日立メディコ社製）を導入し、さらなる診断の向上に向けて症例数は
少ないものの自験例を検討した。これまでは、使用するプローブ幅の約 2倍ま
でしか表出できなかった筋束を縦方向にくまなく表出することが出来た。また、
MRI と対比して断裂部に関しては、より細かく観察することができた。腓腹筋
のみならず、大腿部など広範囲の肉離れ診断に有用であると思われた。

辻村外科病院外科・中京大学体育学部
辻村　享

ワイドビューソフトを用いた下肢肉離れの超音波診断について
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アロカ株式会社

株式会社日立メディコ

富士フィルム株式会社

GE横河メディカルシステム株式会社

ユーエスディ株式会社

機 器 展 示


