




























































































脱神経された軸索内細胞骨格の変化 29 

認められなかったが，分子量 30Kに新生蛋白を 2ヵ

月 ~7 ヵ月まで認めた (Fig. 3) .

考察

1. 切断部の中枢側における神経変性と再生機序.

神経幹切断直後より軸索内では神経細線維とミトコ

ンドリアの集積がみられ，報i索直径は次第に増大し，

これは 6週まで続いた.その後，髄輸の変性とシュワ

ン細胞の増加がみられ 2ヵ月より小径の再生有髄軸

索が出現し，初期のものでは神経細線維とミトコンド

リアが集積していた.その後 5ヵ月より再生軸索が

groupをなす神経腫のパターンとなり ，軸索内細胞骨

格は正常密度となった.しかし 7ヵ月以後，神経細線

維は消失し微小管のみ有する軸索となり ，髄鞘の変性

が始まり 9ヵ月では細胞内骨格を有さない empty 

axonが認められた.以上の結果より ，切断中枢側の神

経変性と再生の機序を考えると，切断直後よりIi贋行性

軸索内輸送により運搬された神経細線維と微小器管

が，その末端部にプーリングされたために軸索の膨大

をきたし，軸索流が停止した結果，髄鞘の破壊がおこ っ

たものと考えられる.その後シュワン細胞の増殖とと

もに再生軸索が出現し，神経腫を形成するが，再度神

経細線維とか微小器管の集積がおこるため軸索流が停

止し，細胞内骨格が消失するため，神経線維は再度変

性するものと考えられる.

2. 切断部の末梢側における神経変性機序:切断

24時間で逆行性軸索内輸送による神経細線維と ミト

コンドリアの軸索内への集積が生じるが，その後車lIl索

流が停止するため 72時間でこれらの細胞内骨格は消

失する.その結果軸索と髄輔の相互関係が崩れ，髄輸

の変性が生じるとともにシュワン細胞が増殖し，と力

細胞質は微ノト管に富んでおり，次第に増大する.その

後変性した髄鞘は消失するが，シュワン細胞も術後

12ヵ月まで経時的に小型化する過程が考え られる.

文 献

1) 清津智晴他:ラ ット坐骨神経における各種の軸索

内諭送の観察寸墓い軸索内輸送についてー，日手外誌，

3・125-128，1986. 

2) 小宮義E章・軸索の再生と軸索内輸送，整形，災害外

干4，25: 1353-1363， 1982. 

3) 光嶋勲他・末梢運動神経の軸索内輸送に関する

研究，形成外科，27: 156-159， 1984. 

4) 光嶋 勲 ・SOSポリアクリ ノレアミ ドゲノレ電気泳動法

によるラット坐骨神経構成蛋白の定量的検索と神経細

胞内骨格について(第 1報)，日形会誌，4: 412-419， 

1984. 

5) Ochs， S. Axoplasmic transpart and its relation 

to other nerve functions， 11-46， lohn Wiley and 

Sons， Inc.， U. S. A. 1982 

質問 島根医科大学整形外科朱 尚孝

古和らの同様の実験で.M W. 68Kの neurofilament

が切断末梢側で減少し.M. W. 70Kおよび 85Kの新

生蛋白が出現するという報告がありますが，その点は

どうだったでしょうか.

回答 筑波大学形成外科光嶋 勲

①今回示した SDS電気泳動では，分子量 68Kの

ニューロフィラメントは血清アルプミンと重なってお

り，詳細な観察は不能であった.今後，ウエスタンプ

ロッティング法を用いて詳細に観察する予定である.

②演説中に示したように何種類かの再生&変性関

連蛋白が新しく認められたが，今回の泳動法では低分

子から高分子まで広域の蛋白を観察しているため，微

孟蛋白の分析が不鮮明であり，かつ神経細胞以外の細

胞に由来するものも含まれている.今後 RIを用いた

フルオログラフィ ーとか二次元電気泳動を用いれば詳

細に分析できると思う .
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Fig. 3 Terminal branches of the brachial plexus 

The axillary， suprascapular and mus-

culocutaneolls nerves were affected most 

often. These are called the short nerves as 

the distances between the pl巴xusand their 

muscle insertions are very short. There-

fore， if the limb displacement will be given， 

they will be stretched and ruptured 

傷を疑う.さらに，そのような症例では，EMG上，他

の筋にも障害が認められる場合(版禽神経麻簿の際の

上腕三頭筋不全麻簿など)が多く ，手術時所見で， ter-

minal branch 分岐部よりも，中板まで顕微鏡下に

tractionによる障害と思われる明らかな変化のみられ

るものが，ほとんどであり ，これを腕神経叢損傷の一

部に含めてよいと考えている.

まとめ

1) 腕神経叢叢部損傷 29例に手術を行った.

2) 障害部位および障害程度に応じ，神経剥離術，

神経移植術などを組み合わせた神経の再建を行えば，

叢部損傷をかなり回復させること ができる.

3) Terminal branchに神経を移植した 6例は，全

例とも，misdirectionが少なく良好な成績が得 られ

た.

文 献

1) Burge， P.， et al.' Patterns of injllry to the termト

nal branches of the brachial plexus. ]. Bone Joint 

Surg.， 67-B: 630-634， 1982 

2) 伊藤恵康 他 当科における外傷性腕神経損傷の治

療，日手会誌，3: 248-251， 1986 

3) Leffert， R. 0.， et al.' Infraclaviclllar brachial 

plexus injuries. J. Bone Joint Surg.， 47-B: 9-22， 

1975 

4) Leffert， R. 0.' Brachial plexus injuries. Churchill 

Livingstone， New York， Edinburgh， London， Mel-

bourne. 1985 

5) Millesi， H.' SlIrgical management of brachial 

plexlls injllries. ]. Hand Surg.， 2: 367-379， 1977 

6) 森謙一 他 :C5 root損傷を中心とした腕神経叢

麻簿，日子会誌，3: 252-256， 1986. 

7) 長 野 昭 他 .腕伸経叢麻簿節後損傷の予後の検

討，~童形外科， 30: 1534-1536， 1979. 

8) N arakas， A.' Surgical treatment of traction 

injllries of the brachial plexus. Clin. Orthop.， 133・ 71

-90. 1978 

9) N arakas， A.: Brachial plexlls surgery. Orthop 

Clin. North Am.， 12: 303-323， 1981. 

10) 落合直行 他蔽宮神経損傷，整形外科， 32 

612-616， 1981. 

11) Petrucci， F. S.， et al.: Axillary nerve injllries: 21 

cases treated by nerve graft and neurolysis. J. Hand 

Surg.， 7: 271-278， 1982 

12) Sedel， L.: The results of surgical repair of bra-

chial plexus injuries. ]. Bone Joint Surg.， 64-B: 54 

-66， 1982 

質問 山口大学整形外科桑田忽幸

演者は鎖骨下より末梢の手術的展開を充分に行うこ

とを強調されましたが，その範囲の実際はいかがで

しょうカ~

回答 慶応大学整形外科堀内行雄

Axillary nerve 損傷に対し，手術を行う際，但IJ臥位

で，まず前方から進入する.この部の自主筒神経に明ら

かな損傷があり ，たるみがなく ，末梢を可及的に剥離

し，ほぽ正常の神経幹をみいだせば，Quadrilateral 

spaceの展開は行わない.もし，後方の展開が必要と

判断したな らば，同一体位(側臥位)で，手術台を

rotationして，fjっている.

質問 九州大学整形外科内田芳雄

服溜神経単独麻療は，自然回復する症例も多い.

早期に手術的に展開するメルクマールはどこにおい

ているか.

回答 慶応大学整形外科堀内行雄

Axillary nerveの損傷のある場合の手術の適応お
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陳旧性舟状骨骨折に対する方形囲内筋弁付き'向移値術 313 

[症例 4]28才男性.実業団のバドミントンの選手で

ある.10年前に受傷し，運動時痛があったが放置して

いた.術前軽度の DISIpatternを呈していたが，術

後矯正されている.術後 7.5週で骨癒合し，術後 10ヵ

月の現在選手活動を再開している (Fig.7).

考察

陳旧性舟状骨々折に対する手術法としては Russe51

による volarinlay bone graftに代表される種々の術

式がある.最近では carpalinstability'lの発生を防止

する立場から Fernandez31 による anteriorwedge-

shaped bone graftや骨折部への圧迫力と強固な内固

定をとの立場から Herbartによる screw 固定法が推

奨されてきている.当科では昭和 37年より沼和 59年

までに 44例の陳旧性舟状骨々折に対 して Russe法を

行っている.そのうち術後経過の判断としている 28例

を検討してみると 5例が骨癒合に失敗しており ，骨

癒合率は 82%で骨癒合についても決して確実な術式

とは言い難い，また骨癒合の得られた 23例でも骨癒合

までの期間は 2.5ヵ月から 9ヵ月，平均 4.6ヵ月を要し

ていた.今回われわれが行った方形囲内筋弁付き骨移

植術は 1983年に Braun'lが初めて紹介した手術法で

あるが，その詳細な手術成績についてはいまだ報告さ

れていない.われわれが経験した 6例については，全

例に，しかも術後平均 87週の早期に骨癒合が得られ

ており ，すぐれた手術法であると考える.

ま とめ

1. 陳旧性舟状骨々折 6例に方形囲内筋弁付き骨移

植術を行った.全例に骨癒合が得られ，骨癒合までの

期間は平均 8.7週であった.

2. 術後の手関節可動域，握力は良好であった.

3. 術後の手根骨の alignmentの異常はみとめず，

本法では手根骨の alignmentの整復が可能である.

4. 本法は陳旧性舟状骨々折に対するすぐれた手術

法であると考える.

文 献

1) Braun， R. M.，; Pronator pedicle bone grafting in 

the forearm and proximal carpal row. Proceeding-

American Society for Surgery of the Hand， 8 (1); 

612-613， 1984 

2) Chacha， P. B.，: Vascularised pedicular bone 

graft. Internal. Orthop.， 8; 117-138， 1984 

3) Fernandez， D. L.，: A technique for anterior 

wedge shaped brafts for scaphoid nonuions with 

carpal instability. J. Hand Surg.， 9-A: 733-737， 

1984 

4) 堀 宗敏 .舟状骨骨折と手根骨配列異常，日手会誌，

3， 33-46， 1987. 

5) Russe， 0.; Fracture of the carpal navicular. J 

Bone Joint Surg.， 42-A: 759-768， 1960 

質問 奈良医科大学整形外科 矢島弘嗣

方法としてはユニークでおもしろいと考えられる

が，舟状骨の偽関節では，従来法で充分の結果が得ら

れているし，最近では，ハーパートスクリューを用い

て短期間のギプスで良効な結果が報告されている.そ

もそも，“livingbone graft"は，conventional bone 

graftにて治癒が期待し得ない症例に対して用いるべ

きであり ，偽関節=living bone graftなどという考え

方には賛同しかねる.もし先生の方法を用いるなら，

舟状骨壊死などに対して用いるべきで，偽関節に対し

ては，他の freebone graftで充分であると思われる

が，その点につき先生の考え方を御関かせ願いたい.

回答 大阪厚生年金病院整形外科山本浩司

Russe法は骨癒合が確実ではなく ，術後の固定期間

も長期におよぶことから不充分な点があると考える.

方形囲内筋弁付き骨移植術は，機骨遠位端より移植骨

を採取しており ，むしろ侵裂が小さしまた上肢の伝

達麻酔のみで手術が可能であり ，over indicationとは

考えていない.

追加発言 大阪市大学整形外科 楠 正敬

本法は，通常の手術が行えない例に対する salvage

としての意味をもつものと考えられる.私は屍体を用

いて観察したが，muscle pedicleにゆとりを持たせて

移植するには，手関節を榛掌屈しなければならないの

で，固定肢位にも問題が生じる.

回答 大阪厚生年金病院整形外科山本浩司

榛骨より方形囲内筋弁付きで骨片を採取するに際し

ては，できるだけ遠位かつ榛側より採取するが，舟状

骨折部へ移植した際筋弁の緊張が強い場合が多い.こ

の場合は方形囲内筋の尺骨起始部を骨膜下に剥離すれ

ば充分に looseとなり，血管を損傷する危険もない.
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キーンベック病に対する人工骨置換術の長期成績 327 

文 献

1) 藤原朗他 :Kienbock 病に対 する silastic

implantの使用経験，整形外科，別冊 7 : 18-20，1985. 

2) Kato H.， et a1.' Long.term results of Kienbock's 

disease treated by excisional arthroplasty with a 

silicone implant or coiled palmaris longus tendon， J 
Hand Surg.， ll-A: 645-653，1986 

3) Lichtman D. M.， et a1.: Kienbock's disease-Up守

date on silicone replacement arthroplasty. ]. Hand 

SlIrg.， 4: 343-347， 1982 

4) Swanson A. B.， et a1. Lunate implant resection 

arthroplasty: Long-term reslllts. ]. Hand Surg.， 10 

A: 1013-1024， 1985 

5) Watson H. K.， et a1.: An approach to Kienbock's 

disease: Triscaphe arthrodesis. ]. Hand Surg.， 10 

A: 179-187， 1985 

質問 大阪市立大学整形外科 島田比呂志

Implantの脱臼，亜脱臼があれば carpalcollapse 

が，術直後より当然進行しているはずでかあるが，これ

についてどう考えるか.

回答 神戸労災病院山崎京子

術前より carpalheight ratioが低値を示す carpal

collapsの進行した例で，術後早期に亜脱臼したもの

が多いが，長期経過後も亜脱臼位のままであり ，それ

以上の carpalcollapsの進行をみない例が多かった.

-327 

質問 北大整形外科加藤博之

成績不良例の原因はどこにあるとお考えでしょう

カ'.

回 答 神戸労災病院山崎京子

Stage Nの症例で，術前より OA変化が認められた

ものは，術後も OA変化がやや増悪し疹痛が残った.

また implant亜脱臼例の l例にも疹痛の訴えがあっ

た. 3例とも術前 carpalcollapsが進行した例で，

implantを挿入する十分な spaceがない場合に，問題

を残すことが多いと思われた.

質問 新潟大学整形外科柴田 実

調査症例中に siIiconsynovitisの症例はなかったと

いうことであるが，呈示された症例て¥尺骨あるいは

榛骨の sllbcorticalboneにcysticchangeを呈してい

たものがあったが，これは siliconesynovitisによる

変化ではないのでしょうか.

回答 神 戸 労 災 病 院 山 崎 京 子

今回の追跡症例の中には含まれていないが，術後 4

年経過後，明らかな siIiconesynovitisと思われる症

例を経験し，implantの技去を行ったが，呈示症例で

は，麗脹，疹痛などの臨床症状がなく ，cystic change 

の増大，osteolyticな変化はみられていない.





































Cineradiographyによる手関節の運動解析 345 

た3) 今回の解析結果においても Fig.2に示すように，

良 ・可群には術後に DISI変形を遺残した症例が多い.

また，Fig.3に示すように，carpal alignmentと臨床

成績との間には相関が認められる.しかし，この関係

はすべての症例にあてはまるとはいえない.また，単

純レ線とシネラジオグラフィ ーによる解析結果が異な

る症例が存在した.本症例では，静止時には消失して

いた DISI変形が動作時には遺残していると考えられ

る.

舟状骨骨折例における DISI変形の発生原因とし

て，受傷時の靭帯損傷.)や骨折による舟状骨の月状骨

に対する背屈制御力の喪失などが報告されている.受

傷時に靭帯損傷がおこるとすれば，おそらく筏骨 ・月

状骨聞であり ，舟状骨骨折により ，舟状骨中枢骨片は

freeとなり ，interosseous scapho・lunateligament 

は，温存されると考えられる.一方，受傷時に靭帯損

傷のない舟状骨骨折では，舟状骨の月状骨に対する背

屈制御が骨折部で失われ，月状骨はその形状から背屈

しやすく舟状骨中枢骨片を伴って背屈する.このため，

榛骨 ・月状骨骨間の掌側の靭帯にはゆるみが生じ，結

果としておこる DISI変形は，受傷時の靭帯損傷の有

無にかかわらず，似かよった状態になる.したがって，

舟状骨の骨癒合を獲得すれば，舟状骨 ・月状骨の連結

が回復し， DISI変形は改善されると考えられる 2) この

点で，scapho.lunate dissociationを伴うDISI変形と

は異なる.しかし，月状骨は有頭骨と榛骨にはさまれ，

有頭骨と月状骨の位置関係によって，有頭骨から受け

るカは月状骨の掌側あるいは背側にかかり ，月状骨を

掌背屈さ せる力として働きうる.このため，術前に

DISI変形が存在する例では，榛骨・月状骨間のゆるみ

が残存し，月状骨には背屈傾向が残り，術後も手関節

動作時には，有頭骨からのカがさらに月状骨を背屈さ

せていると考えられる.本症例と酷似した傾向を示す

例は，現時点で他に2例存在する.このような傾向が

術後の一時的なものなのか長期にわたって残存するの

かは不明でbあり ，今後，慎重に経過を観察していく必

要がある.

まとめ

1. 舟状骨骨折手術症例 19例の手関節掌背周運動

側面像について，シネラジオグラフィ ーを用いた運動

解析を行い，正常標準曲線と比較した.

2. 臨床成績別にみると ，carpal alignmentに異常

を認めない 10例は，全例成績優であったのに対し，

carpal alignmentに異常を認めた 9例の成績には，ぱ

らつきがあり劣っていた.

3. 舟状骨骨折術後，動作時のみにDISI変形を認

めた症例を呈示し，舟状骨骨折術後の dynamicDISI 

deformityについて述べた.

文 献

1) Herbert， T. J.， et al.' Management of the fractur. 

ed scaphoid using a new bone screw. J. Bone Joint 

Surg.， 66-B: 114-123， 1984 

2) 平野菜二 他 手根不安定症を呈する舟状骨偽関節

とその対策について，日手会誌，3・797-801，1986. 

3) 楠正敬他.手舟状骨の遷延治癒骨折および偽関

節に対する screw固定術，第60回日本整形外科学会総

会，1987. 

4) Monsivais，]. ].， et al.' The role of carpal instabil. 
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質問 済生会神奈川県病院整形外科佐々木 孝

①RLA， RSA， SLAの3者を計測しておられます

が，正常値との偏位は RLAが最も大きいよう に見え

ましたが，臨床的には RLAのみを指標としてよいで

しょうか つ

②侵入路が掌側であるか，背側であるか，および，

掌側侵入の場合に，どの部分迄靭帯を切ったか，など

による舟状骨の動きの差はありましたか ?

③舟状骨々折に舟状骨月状骨靭帯の損傷を合併した

症例を経験しているが，口演中では この組合せはない

とお述べになりました.手術時に確認しておられます

でしょうか?

回答 大阪市立大学整形外科山田純司

① 本来ならば，R司 L，S-L angleを用いるべきで

あるが，舟状骨骨折においては舟状骨の関係しない R

L angleが，とくに術前後の比較には有用である.ま

た，われわれは，術後例には R-Sangle， S-L angle 

もcalpalalignmentの判定に用いている.

②侵入法などによる差異の検討は行っていない

なお，当科では手術時にできるだけ靭帯の温存を心が

けている.

③ もし interosseousS-L ligamentが ruptureし

ておれば，S-L dissociationを伴うことになり ，舟状

骨の骨癒合後も staticにDISI変形が残存するはずで
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主塾、

荻原 義 朗

三重県身体障害者総合福祉セン 村島隆文
ター

西土菩 誠

永田 1裏

森 佐紀子

野口;告志

手の外科治療において，術前の症状，条件，手術手

技，術後処置がその成績を大きく左右することは周知

のことである.とくに Rehabilitationに関しては，そ

の重要性がより強調されなければならない. 3年前，

Hand Rehabilitation Center in Philadelphiaを見学

し，hand therapistの活発な活動を見てわが国の遅れ

を痛感した.アメリカでは 1976年以来 handsurgeon 

と rehabilitationが一体化した handteamなる sys-

temが確立され handtherapistの専門職が養成され

てきた.彼らの K巴句ystoneは

あり ，Teamの構成は Handsurg巴on，Therapist， 

患者自身の 3者である.Hand therapistの活動領域と

して，

1) 機能障害の客観的評価および記録，ROM，筋

力，知覚検査，EMG検査などである.

2) 治療計画の作成，および指導

3) Sensibility evaluation and retraining 

4) Splinting，これは Handtherapistの非常に大

切な仕事の一つであり ，本来 Handteamで処方から

作成，装着まで行うべきである.しかしわが国では，

健康保険法第 43条ですべての装具は保険給付外と

なっており業者を介しての作成しか認められていない.

このため処方から完成までの期間の loss，各患者に充

分適合させる努力が足りないなどの問題を含んでいる.

われわれは今後この点に付いて改善するように努力し

なければならない.昨年三重県に身体障害者総合福祉

センターが設立されたのを機会に OT，PTと協力し

て，手の rehabilitationに有用な systemを作ろうと

して現在に至っている.昨年 1年問機能訓練を行った

手の外科術後患者内 7才以下の屈筋鍵断裂が 9例を

示していた.小児周筋臆断裂の後療法は非常に難しい

にもかかわらず，治療成績は飛躍的に上昇し，居室剥離

術を必要とした症例はなかった.これはわれわれ

Hand teamが communicationを keystoneとして，

子供と友達になることに心がけ，決して訓練を強要せ

ず，遊びを加味した訓練法の導入の結果である.
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10.手指屈筋腿一次縫合術後の機能訓練

岐阜大学整形外科 浅井正大

横井達夫

鈴木 康

和田栄一

松永隆信

1978年以降，教室で行った手指屈筋腿一次縫合術症

例は 64症例であるが，術後機能訓練を Klinert法で

行ったものなどを除外した 57症例， 81騰に対して実

施した術後機能訓練法について述べる.

手指周筋!腿損傷修復後の機能訓練に関しては大別し

て2つの考え方があり ，ひとつは強固な縫合法を行い

術後早くから機能訓練を開始し物理的に癒着を解離さ

せようとするものであり，他は術後 2~3 週の安静期間

をおき良好な腿癒合を得てから機能訓練を開始するも

のである.しかし，前者には機械的刺激によりさ らに

癒着を促進させる危険性があ り，後者には安静期間中

に強固な癒着を形成してしまう危険性をはらんでいる.

われわれの考え方は，腿が修復過程にある術後 3週

までは，最小限の他動運動により物理的に癒着を解離

し，鍵癒合が強固となる 3週以降では自動運動を主体

とした機能訓練を行わんとするものである.

さて，実施に当っては術当日あるいは翌日より ，術

者または主治医により 1日3回，1 回につき 1~3 回の

他動運動を行い，しだいにその回数を増し 3週まで

には日に 30~50 固とする . 1回に多くの運動を行うよ

りも回の回数は少なく頻田に行う方が効果がある

と考えている.3週より 4週の聞は 1日に 10回， 1固

につき MPをブロックして 15回，PIPをブロックし

て 15回，総計 300回， 自動屈伸運動を行う .4週より

は夜間副子とし 1日500回 5週よりは副子除去し 1

日1.000回 7週よ りは 2.000固とする.屈曲拘縮の

あるものには 5週より dynamicsplintを装用する.

術後の成績を Kleinert法で行ったものが 2例であ

るために，他の方法と比較検討できないが，われわれ

の得た成績は Excellent，Goodが全症例で 72%，Zon巴

II症例で 61%であった.

なお，訓練中の再断裂はなく ，縫合法は Intra-ten-

dinous tendon sutureが主である.術後間定は，手関

節 30・，MP40・屈曲，Plp.DIP軽度屈曲位の背側ギプ

ス副子を使用した.
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