


























































































































































































































































110 岡本仁志 ・他

(~) 

Table 2 R巴generation ofaxons showed good 

recovery on 4 cm and 5 cm gap by histo-

gram 10 weeks after second stage opera-

tion 

た. 7cm欠損では再生が悪かった (Tabl巴2).

考 察

われわれは実験の神経欠損長を，臨床的立場か ら

cm単位で表した.これを神経欠損長の許容限界の指

標として，中中区側，末梢側の神経の%伸び率に置き換

えた.その結果，中枢侭uの伸び率は小さく ，末梢側の

伸び率が大きくなり欠損部をカバーしていることが分

かった.4， 5 cm と6，7 cmの%伸び率が大きく異な

るのは， Haftek'lが述べている神経の弾性限界

69.3 %内で，神経構造の段階的な破壊が起こるためと

推測した.われわれは第 3報31で末梢神経を伸展する

ことによる神経伝導活動電位の限界は中枢側で 5

cm，末梢側で 6cmであり ，血行の回復性については

神経伸展 5cmで良好な回復を得たことを述べた.さ

らに縫合部張力と末梢の軸索再生は 4cmで 90g， 5 

cmで 180gであり ，その張力下でも末梢側の光顕での

軸索再生は良好であることを第 2報41で述べた.そし

て今回の電顕より第 2次手術後 10週の末梢側電顕所

見でも 4cm， 5 cm欠損で regenerationunitを数

多く認めた.また同時期の末梢側のヒストグラムによ

る結果においても 4，5cm欠損にまだ小さいが，有髄

神経が優位に再生されており ，第 1ペ2報5)で発表した

1~3 cm 欠損の一次縫合の再生と比較して， 4 ， 5 cm欠

損の再生が遜色ないことを裏付けるものであった

(Table 2).以上より縫合部の%伸び率，神経の伸展

による神経幹内変化および電顕による神経の再生度か

ら，われわれの TwoStage Procedureの許容欠損長

は成犬の坐骨神経において 5cm，%伸び率 中枢

5.2 %，末梢 12.0%であると考えられた.

結 言吾

1. 犬の坐骨神経における本法の神経縫合は，末梢

側の伸びが大きいことに依存していた.

2. 透過電顕で regenarationunitは4，5cmに認

め，6， 7 cmでは再生は悪かった.

3. ヒス トグラム所見からも4，5 cmでは良好な再

生を認めた.

4. Two Stage Procedur巴の限界は，成犬の坐骨

神経において 5cm と考えたい.

文 献

1) Lundborg， G: Effects of stretching the tibial 
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4) 岡義範他 .末梢神経損傷の修復術第 2報神

経欠慣に対する TwoStage Procedureについてー，

日手会誌，1: 585-589， 1984. 

5) 岡義範 他 :末梢神経縫合部の張力と軸索再生に

ついて，日整会誌，56: 263-264， 1982. 

質問

東京歯科大学市川病院整形外科高橋正慶

臨床応用では何を指標に限界を決めるか.

回 答 東海大学岡本仁志

臨床応用としては，各神経の伸び率，機能的再生と

いう 問題がありますが，分岐が少ない前腕部などに適

応があるものと考えています.

今後，臨床応用に向けて各神経について実験を行い

たいと考えています.

質問 川崎医科大学整形外科山野慶樹

2次手術後ギプス固定を何時除去されたか，想、肢は

freeにして拘縮はなかったか否か.

回 答 東海大学岡本仁志

ギプス固定期間は，第 1次手術後 3週間です。また

第 2次手術後も 3週間固定します.6，7cm欠損群は 4

週間ギプス固定を施行しました.神経標本は第 2次手

術後 10週目で作成しました.
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遊離神経移植後の筋の変化

2) Cedar， M. G. et al.: The microscopic morphology 

of orthotopic free muscle grafts in rabbits， plast 

Reconstr. Surg.， 72: 179-187，1983 

質問 京都府立医科大学平沢泰介

シリコンチューブ'内包埋を行った理由は何か.

回答 筑波大学形成外科光嶋 勲

単なる神経移植では神経再支配がきわめて早く筋の

変性~再生初期過程が短期で終わってしまい形態変化

がとらえにくい.神経再支配を遅らせてこの過程を長

くすることにより筋の変化~再生過程を詳細に観察す

るためにシリコンを用いた.

質問 川崎医科大学整形外科山野慶樹

M波が再生神経に到着し出現する初期の時期では，

終板昔日付近で出やすいが，筋の遠位音1¥ではM波は出現

しない.この理由は神経の伝達障害か，先生のいわれ

る筋の変性に基ずくと考えられるのか.

回答 筑波大学形成外科光嶋 勲

誘発波出現初期(2ヵ月)においては筋の末梢では

導出できないものも認められた.EMで検索してみる

と筋末梢でこの時期には多核で細胞内骨格の不受いの

未熟筋細胞を認めることが多いため筋の未熟性が直接

的に起因するものと思われる.

質問 東京歯科大学市川病院高橋正憲

電顕的な観察で再神経支配後の筋はどのレベルにま

で回復が可能であると思うか，またその plateauにな

る時期は.

119 

回答 筑波大学形成外科光嶋 勲

①術後 6ヵ月のものでも形態的には未熟な再生筋細

胞が教見された.このことより ，まったく正常な構造

への回復は不可能であると思われる.

②形態的に plateauとなる のは ラット の実験では

2ヵ月以後であった.

質問 虎の門病院立花新太郎

筋の再生初期に神経再支配を必要しないという結論

について，切断放置でも再生が生じるということか?

神経再支配を現在の方法でとらえられないということ

ではないか?

回答 筑波大学形成外科光嶋 勲

現時点では筋の再生初期(筋芽細胞&筋管細胞の出

現)においては神経再支配は不要と考える.しかし長

期間の脱神経ではこれらの再生した未熟筋細胞も消失

する可能性がある.また未熟筋細胞から正常筋への再

生において神経再支配が必要と思う .

質問 慶応義塾大学整形外科浦部忠久

脱神経後の筋細胞の変化をみておられますが，再神

経された時，はじめに出現する形態学的変化について

検討されていらっしゃるでしょうか.

回答 筑波大学形成外科光嶋 勲

今回の実験は神経再支配による筋の形態形化をみた

ものである.神経再支配により筋芽細胞とか筋管細胞

が正常筋細胞に変化するものと考えられる.
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誘発筋電図M波の様態からみた肘部尺骨神経障害について(第3報) 199 

ついては今後の検討が必要であろう.

症例にみられたように臨床的に HTとFIOとの両

者の筋萎縮の程度に違いのある例を経験する.その場

合にも MNCV値はほぼ相関するという結果をえた

が，われわれは次 のごとく解釈した.Muscle 

componentと神経自体の nervecomponentとは解剖

学的には I対 lに対応せず神経線維は束ね合う構造を

もっ.そのため nervecomponentsが種々の程度に障

害されても musclecomponentより導出される伝導

速度値は最速の nervecomponentのみを反映するか

ら見かけ上は相関するようになるのであろう .われわ

れの採用したM波ノマタンは dispersion現象を指標と

しており nerve components のうち障害の大きい

componentの病変も反映すると考え られる.

まとめ

1. 肘部尺骨神経障害 30例を対象として尺骨神経

を多数の motorcomponentsの集合と見なした場合，

components聞の相関を検討した.

2. 代表的 componentとして小指球筋 (HT)と第

一背側骨間筋 (FIO)を選んだ場合，両者の神経伝導速

度値は相関する傾向を示した.両者のM波パ タン

grad巴 も相関するが，同一パタンを示さない例では

FIOの方がより進行パタンを示した.

3. 内在筋内に刺入した針電極を移動して導出部位

を変えた場合，同一内在筋内でM波パタンの gradeが

変わるものが見られた.つまり motorcomponentsは

一様に障害されるのではなく ，異なる障害をも つもの

が混在するものと考えられた.

文 献

1) 赤縮 治他 ・遅発性尺骨神経麻癖の早期診断と治

療，整形外科，23・96-102，1972. 

2) Eisen， A.' Early diagnosis of ulnar nerve palsy 

An electrophysiologic study. Neurology (Minn巴ap.)，

24: 256-262， 1974 

3) Kimura， 1. et al.' Early elecrodiagnosis of the 

ulnar entrapment neuropathy at the elbow. Tohoku 

J. exp. Med.， 142: 165-172， 1984 

4) Licht， S.: Electrodiagnosis and Electromyogra 

phy， Elizab巴thlicht Pub.， Conn巴ticut，U. S. A.， 1971 

5) 宮坂芳典他 ・神経幹伝導試験のM波の様態からみ

た肘部尺骨子申経障害について，日子会誌，1: 169-172， 

1984. 

6) 宮坂芳典他 。尺骨神経麻癖の誘発筋電図学的診断

について，日手会誌，2: 659-664， 1985. 

7) Payan， J.' Electrophysiological localization of 

ulnar nerve lesion. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat.， 

32: 208-220， 1969 

8) Smorto， M. P.， et al.' Clinical Electroneurogra. 

phy. 2nd ed.， Williams and Wilkins， Baltimore， 1979 

9) 山野康樹他誘発筋電図M波による肘部管症候鮮

の分類の試み，日手会誌，2: 933-935， 1986. 

質問 高知医科大学整形外科貞広哲郎

私達も N.C.V.は診断価値はあるが病勢には平行

しないと思いM波をみておりますが，尺骨神経の表面

記録M波は先生の TypeD のようなものが正常コン

トロールにみられます.OA とTardyによりやられる

神経束の違いがあり，パター ンが変わらないでしょう

カ

回答 長井市立病院整形外科宮坂芳典

まったく症状のない健常側でパターンWを示す例を

われわれは経験しておりません.一方われわれは OA

とTardyとの相異点は，限局性の神経病変として始ま

る障害部位が異なることにあると考えております.病

変の進行とともに変性が遠位方向へ及ぶと両者は区別

し難くなります.両者の神経東のやられ方に差がある

可能性はありますが，今回のわれわれの研究ではその

証拠は detectできませんでした.

質問 国立リハセンタ ー 津山直一

筋自体の病態表示には強さ期間曲線所見を併せみる

のがより多くの知見を得られるのではないか.

回答 長井市立病院整形外科宮坂芳典

筋に対する強さ期間曲線 (SD曲線)法は脱神経変性

(Axonotomesis以上の損傷)か Neurapraxiaかを

鑑別するのに有効であり ，また神経再生の経過を把握

できる方法であるとわれわれは理解しております.わ

れわれは SD曲線を routime検査法としておりませ

んが，遅発性尺骨神経麻痩のような慢性的進行を示し

不完全麻棟例がどんな SD曲線を示すか興味深いとこ

ろです.Muscle componentとして個々 の筋の障害の

程度を評価する場合，われわれは肉眼的筋萎縮を←指

標としましたが，より適切な指標は何かという問題と

して SD曲線も考慮すべきと考えます.
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肘部管症候群に対するわれわれの治療方針 223 

much better"と言いきっている.ちなみにfreebody 

techniqueを用いた biomechanicalな検討では，力源

を同じと考えても，その方向性の関係上 Neviaserに

比較して約 50%の筋力しか得られないことがわかる.

われわれは，Neviaserの臨床応用に先だって，長母

指外転筋腿の slipの数を屍体肢を用いて調査した結

果，28手中， 25手に 2本以上の slipがあることが確

認できた.手術手技は前述したごとくであ り，術後早

期に示指外転が可能となり ，ほぽ満足する結果が得ら

れている.現時点での Neviaser法の手術適応は，

l 著明な第 l背側骨間筋の筋萎縮を認めるもの

2:上述した状態が 2年以上続いているもの

3: ADL上， 職業上，示指外転力の回復を早期に必

要とするもの

以上を参考に，決定している.

結 圭E
関白

1 :種々 の原因で惹起される肘部管症候群に対し，局

所脂肪皮弁を利用した，尺骨神経皮下前方移行術を試

み，ほぽ満足すべき結果が得られた.

2:われわれが本術式を選択する理由は，本症発症の

主たる原因は，肘部管全体の変性が主因であり，この

変性に陥った nervebed部分から尺骨神経を移動させ

るべきであろうという考えに基づくものである.

3 :第 l背側骨問筋の著明な筋萎縮を認める症例の

中か ら適応を選んで，長母 指外転機 能再建 術

(Neviaser法)を 7例に試み，良好な結果が得られた.

また Neviaser法に関する解剖学的，力学的検討もあ

わせておこなった.
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質問 東京労災病院整形外科松元 司

King変法が，他の手術法と比較して良好な結果が

得られると思います.先生が皮下前方移行術を選択さ

れる理由をお教え下さい.

回 答 北里大整形外科 二見俊郎

Instability， degenerationに陥った cubitaltunnel 

levelより nerveを translocationすべきであると考

えます.

質問 慈恵医科大学形成外科児島忠雄

①神経に対してできるだけ侵製が少ない手術法とし

ては内穎切除術が優れていると考えます.

②原因を考える場合，神経を実際に圧迫しているも

のを原因とすべきであり ，レ線上に OAの変化をみた

からといって直ちに原因を OAとする べきではない

と考えます.

回 答 北里大整形外科二見俊郎

①術式は術者が最もやりなれた方法を選択すべきで

ありましょう .われわれの試みている皮下前方移行術

は，十分な視野が得られ，発症原因の十分な観察が可

能となります.

②同意見です.口演中にも「変形性関節症に伴うも

の…Jとして述べております.

質問 広島身障リハセンター津下健哉

変形症によるものと外反肘によるものとは別疾患と

して治療，予後を考えるべきである.発生機転，年令，

経過，また骨間筋の麻療の程度も異なるので一緒にし

てはならないと考える.

回 答 北里大整形外科二見俊郎

変形症，外反肘，内反肘いずれも発症しうるし，ま

た同一術式で，いずれも良好な術後結果が得られるこ

とから，一元的に考えうるものと考えております.
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260 露口雄一 ・他

とした2\Sol onen ， 上羽らは 2~4 ヵ月をチェックポイ

ントとしているが，乳児期の旺盛な自然回復力を考慮、

すれば，神経修復手術は 6ヵ月あるいは 1才近くまで

十分に可能であると思われる町内.

手術方法に関しては，われわれも確立された方法を

持ちえないが，神経牽引損傷である分娩麻簿の神経叢

に対しては単なる n巴urolysisは意味がないと思われ

る。根引き抜き損傷に対しては，副神経や肋間神経移

行手術を行い，神経断裂には神経移植を積極的に行う

必要がある 1)

全型に対して施行した神経移嫡，神経移行を評価す

るには時期尚早であるが，上位型に対して行った副神

経移行術は十分に良好な成績を認めた.とくに肩挙上

位で肘関節屈伸運動が可能であり ，遺残変形麻痔例ても

みられる過誤神経支配が少なかった.このため，従来

上位型選残麻煉例に施行されていた肩関節の multi 

ple muscle transfer，ラッパ手変形に対する上腕骨外

旋骨切り ，肘関節に対する Steindlerの手術などは不

要になるであろう.全型は残存する機能神経そのもの

が少なしまた神経修復手術自体に問題点が多く ，さ

らに症例を重ねて検討していく予定である.

まとめ

1. 生後 6ヵ月をめどに，早期腕神経叢展開手術を

行い，術後 2年以上経過観察した分娩麻痩 6例につい

て検討した.

2. 上位型で複数板引き抜き損傷を合併した 2例に

施行した副神経移行手術は，肩挙上，外旋，肘屈伸で

の良好な回復を認めた.

3. 全型に対して施行した neurolysisは無効で

あったが，神経移植，神経移行を行った 2例では，肩-

肘の運動が円滑であり ，手関節掌屈力の回復が良好で

あった.

文 献

1) Kawabata. H.， et a1.' Early microsurgical recon 
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質問 近畿大学整形外科梁瀬義章

全型麻湾に対しての早期の神経移行はわれわれも試

みて来ましたが，上位型の麻療に副神経を使うのは，

副神経自体肩甲骨の固定に関与しているため問題があ

るのではないでしょうか.上位型は腿移行術でも良好

な機能が回復出来ると考えますが・1

質問 京都大学整形外科上羽康夫

手術施行するに当って，損傷が rootavulsionを伴

うものであると決定されるのはミエログラフィー以外

には何を根拠とされるか?

ミエログラフィーで髄膜癒所見があっても

pseudomeningoceleとの区別が仲々難しいように思

う。

回答 大阪労災病院露口雄一

現在のところ，上位型でも複数根号|き損傷が確認で

きれば手術適応は十分にあると考えている.

root avulsionかどうかの判定は，ミエログラフィー

だけでなく ，肉眼所見 ・電気生理検査などの所見で総

合的に行っている.
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