










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































310 高階伴子 ・他

今後さらに詳しい調査の必要性があると考える.Table 4 Teratogenic episode dllring the pregnancy 

e[コisode cases 

drllg 

threatened abortion 

common cold 
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合併例も少くなく ，治療に際しては慎重な検討が必要

と思われた.

6) 催奇形主主因 ー手の催奇形要因としては奇形全体

に共通するものとして①遺伝的要因，②染色体異常，

③環境要因，④遺伝的要因と環境要因の合併したもの，

の 4因子が推定されているが，ここでは遺伝的要因と

環境要因にのみ限定した.

①遺伝的要因としては，手の巡伝的奇形と考えられ

ているものとして，多指症，合指症，短指症，欠指症，

斜指定，裂手，屈指症，三指節母指，先天性指関節強

直症，撰尺骨癒合症などが報告されている 31 自験例で

は 19例に同一家系内発生をみた (Table3). 4世代，

7名にわたる短指症例 (No.3)， 3世代 4名に両母

指の異常を認めた右側榛側列形成不全 ・左側五指手症

合併例 (No 18)，短指症の父子伊IJ (No.11， No.12) 

などは遺伝性が強く示唆された.また，母に榛側列形

成不全，子に尺側列形成不全を認め 3世代 4名に

先天性涙点欠損症を伴った症例 (No.16，No.17)な

どはきわめて興味深い.

②環境要因としては i)ウイルス感染などの生物学

的因子 ii)薬剤などの化学的因子，iii)放射線被爆

などの物理学的因子，iv)母体疾患，年齢，流 ・早 ・

死産 ・人工中絶歴，生活状態，食生活などの生理 ・病

理学的因子が考えられる.妊娠中の先天異常要因につ

いては問診という性質上，諸家の報告はさまざまであ

るが，薬剤投与が最も多く ，異常時期が妊娠 2~4 ヵ

月の聞に集中している点で一致していた削.生理・病理

学的因子として今回とくに注目されたのは，患児妊娠

以前の流 ・早 ・死産や人工中絶の既往例が 53例 ときわ

めて多い点である.これは，患児妊娠以前の流 ・早 ・

死産が母体環境に，また人工中絶がその後の妊娠に微

妙な影響をおよぽし，これが外的催奇形因子のーっと

して胎児に作用する可能性を示唆する所見と思われ，

まと め

10年間に扱った手の先天奇形 233症例について統

計的観察を行った.とくに，母親の妊娠歴について検

討した結果，患、児妊娠以前の流 ・早 ・死産や人工中絶

の既往が多 くみられ，外的催奇形因子の可能性が示唆

さ~'Lた .

文献

1) 阿部宗昭他 .当教室で経験した上肢の先天性奇形

について，務形外科，26・1275-1277，1975. 

2) 阿部宗昭他阪神地区における上肢先天奇形の登

録方式，整形外科，28: 1533-1538， 1977. 

3) 倉田利威他手の先天奇形における遺伝学的検

索，整形外科，24: 1171-1172， 1973. 

4) 水島辰也 他 ・当科における上肢先天奇形の統計的

観祭，強形外科，28: 1531-1538， 1977. 

5) 大宮廷郎他最近の当科における上肢先天異常に

関して，整形外科，30: 1621-1623， 1979. 

6) 多田浩一 他 .手の先天奇形の分析，整形外科，30 

1624-1627， 1979. 

7) 山 口 智 他 当科における 手先天奇形例に つい

て，整形外科，24: 1166-1171， 1973. 

質問 自治医科大学整形外科岩谷カ

前回の異常妊娠と今回の妊娠との間隔について，調

査してあった らお教え頂きたい.

回答 金沢医科大学形成外科高階伴子

流 ・早 ・死産後，患児妊娠までの期間については今

回は調査しませんでしたが， 3~ 4 力月の短期間のも

のもかなりみ られました.

質問 東北大学形成外科岡一郎

① われわれの宮城県の手足先天奇形発現調査での

切迫流産の割合は約 15%と演者の半分であった.

② 以前の人工妊娠中絶と切迫流産に特別の関係が

あったら御教示下さい.

回答 金沢医科大学形成外科高階伴子

過去の妊娠歴の詳細を検討し得たのは 233例中 116

例と，ほぽ半数でしたので，若干%が高くなったので

はないかと思われます.残りの症例についても詳細を

調査したいと思っております.
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先天性，家族性に手指 MP関節{申展拘縮を呈した 2症例

Fig. 3 Father's feet show the extention 

cantracture of the both metatarsophalan. 

geal joints 

Fig. 4 Case 1. Father's roentgenograms reveal 

the narrowing of the affected joint space， 

but no findings of bony fusion including 

carpal bones 

Fig. 5 Case 2. A 20-years.old male. Th巴bilat.

eral small日ngersprotrude during grasp. 

ing because of extension contracture of the 

metacarpophalangeal joints 

327 

Fig. 6 A 20-years.old male. Roentgenograms 

show the narrowing of affected joint 

spaces and the flattening of the metacarpal 

head， but no日ndingsof bony fusion 

Fig. 7 Case 1. l¥1etacarpophalangeal joints were 

日exed to 80 degrees by dorsal cap 

sulotomy， and temporally 日xed by 

Kirschner's wires 
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整影タメヂチ鋳械のエーザノf製ぷ

ミd

エーザイの整形外科用薬剤は、それぞ、れ病態に合致した

作用機序で、整形外科疾患に随伴する症状を改普ニします。

ll~ も主主な泊:状である;J毛;前j と炎川:に付してはスノレガム、

I~ I':I~害された神経の修似にはメチコバー ノレ、

筋緊張冗進の緩解にはミオナーノレ、

ザI^Jfß や右'， ' ;/犬(こ介わせ、お似~L、分U I、さし、。

しびれ・痛み・まひ・肩ニりに

側
筋力を低下せず筋緊張を緩和する

メチニV~'-4ll霊能foM 包言~~-JIi需品%
ご使用に際しては添付女害をご参照下さい。

低予三二万三。
D-J， 8609 
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