














































































































































































502 木 村

文 献

1) Buchberger， w.， et al.: Carpal tunnel syndrome: Di. 

agnosis with high-resolution sonography. AJR， 159 : 

793-798， 1992 

2) Chen， P.， et al.: Dynamic high-resolution sonogra-

phy of the carpal tunnel. AJR， 168 : 533-537， 1997 

3) Ikegaya， N.， et al.: Ultrasonographic evaluation of 

the carpal tunnel syndrome in hemodialysis patients. 

元 他

70ー

Clin. Nephrol.， 44・231-237，1995 

4)木村元 他血液透析患者の手根管 iji:候群に対する

鏡視下手根管 開放術の経験 日手会誌ー 12: 387-390， 

1995 

5) 木村 元 他。 lfu液透析患者の鋭視 |で手根管開放術

関節外科，15: 53-57， 1996 

6) 大穂陸 他 透析患者の手根管症候群における超音

被診断.中部整災誌， 39: 15日 1514，1996. 

















































































































































574 大萱 誠司他

厚，多数の1inf.求成分を有する拡張 した新生血管の形成

を認めた (Fig.4) や11経上11真に認められる全ての血

管面積を，NIH imageにて計測，その合計を求めた.

布¥1経1[11流量の計is.lj結果同様，干111<<J延長した group2 

の総血管而積は正常坐背中111経，group 1と比較して

有意に大きかった (Fig.3-b)

考察

これまでに， tissue expander 周囲には紋肢が形成

され，そこには，拡張した血管，又，新生血管が多数

形成される事が報告されてきた5) この，被l撲の:..~富

な新生血行を利用 しようとの試みが見られる様になっ

た 例えば，遊離植皮術1) 骨移植術3)に利mされ，

その生着率の良好な成績が報告されている.又，我々

は，これまでに ，waller変性に陥ったネ111経幹 を tis・

sue expanderで延長した場合，Schwann細胞の増

殖が活発に刺激される事を，生化学的，又，免疫組織

化学的に証明している2)4) 今回形成された新生血行

の中には，小動脈の形成も多く認められた.活性化さ

れた Schwann細胞増殖に必要な，酸素，又，他の栄

養素を卜分，供給する司王が可能と考え られた.

~士 号ゐ

市同 日間

今回の実験結果より，我々は神経延長を行 った

group 2での良好な機能回復は，活性化 された

Schwann細胞の増殖と ，それを栄養する盆;もな新生

血行の形成が関与する ものと考えた . 以上より ，

waller変性に陥った神経幹の延長は，小 さな神経欠

損部を補うだけでなく ，良好な機能回復が期待でき，

自家神経移植に代わる治療手段と考えられた
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質問 島根医本|大学整形外科朱 尚孝

1. tissue expanderを使うと ，干1¥1経に圧が加わり ，

絞侃障害の様な変化がおこるのではないでしょうか

2 神経外の血行が豊富になったとの事ですが，そ

れがや11経内に入っている事を調べているのでしょうか.

回答 三重大学整形外科大萱 誠司

l 正常事Il経，あるいは神経切断部の中枢iJlljを延長

すると ，延長速度が速い場合，事Il経伝導速度の低下，

事11経機能回復の低下，組織学的にもや¥l経内に虚血性変

化による搬痕形成を引き起こすといわれています.今

回急速に Schwann幹を延長した場合では，良好な判l

経機能の回復が得られま したので，絞ゃ く防害の影響

は少ないものと考えています

2.定量的には調べていませんが，組織像を観察し

た印象では，干111経内に，血行新生が活発に起こってい

るとは思えませんでした

質問 東京医科歯科大学整形外科 伊藤収一郎

tissue expand巴lで加える圧，あるいは)工迫する

area (長さ )と機能回復の関係はつ

回答 三重大学整形外剃大萱誠司

神経切断モデルではなく，ラッ トの神経圧挫モデル

で， tissue expand巴Iへの注水量を変えて，圧力，延

長速度と機能回復を観察しました.任水量を多くする

と圧力が高くなり ，延長速度も増加 しました.ネ111経の

機能回復は，遅れる傾向にありましたが，最終観察時

(3カ月 )には同レベルまで回復しました 圧迫する

areaと機能回復の関係は調べていません














































































































































