
























































膿の成長に関する実験研究 197 

で， 5， 10週とかなり成長するが，ニワトリが大きくな

るにつれて vinculaの弾力性にも破綻をきたし，印聞

の腿の成長は止まる.中枢へ退縮し線維性腹鞘外に断

端が出るや，著しく変形退縮してしまった (Fig.6).

鍵の長軸方向への発育は，健全体が発育しているが，

部位によって発育する程度が異る.その部位にかかる

tensionの差異，あるいは，コラーゲン産生細胞の機能

の差などによって，縫の部位による発育差が生じてい

るのであろうが，いずれにしろ，臆の中枢部分の発育

は旺盛であり ，との結果が人にあてはめられるなら，

成長時期にある漣の中枢部分を手術するのは慎重であ

るべきである.

線維性腿鞘内の騰は血行から以外に周囲の滑膜液か

らも栄養を受げることが知られている.自家遊離腫移

植が線維性鍵鞘内になされた場合，移植された鍵のご

く初期は，この滑膜液によって栄養されているのであ

ろうが，細い鍵なら，庭内血行が一時的にとだえてい

る期間でも充分に周囲から栄養が浸透して controlと

まったく同じ割り合いで成長し得るようだ.

腿は切断され dynamicな tensionを失った場合，

その末梢側の発育はかなり抑制されるが，断端はいず

れは必ずその周辺の鍵などに癒着する.線維性廃車問内

に残っている臆は変形は少ないが，比較的細く横軸の

成長も少ない.

鍵の末梢側が切断され，tensionを失った中枢側の

艇は，断端が vinculaなどによって線維性廃鞘内に停

まっている聞は成長し，変形は少ない.線維性鍵鞘外

に断端が出るや，短縮変形変性の程度は著しし成長

するどころか蛇行短縮して行くのが観察された.

高吉 呈五
周回

1. 陵は全体が成長するが付着部近くの鍵は中枢部

分の発育の約 2分の lである.

2. 自家移植された鍵は，非常に早い時期から正常

と変わりなく発育する.

3. 断裂した臆の末梢側は，発育がかなり抑制され

る.中枢側は vinculaの残存などにより tensionが保

たれている部分はよく発育するが tensionを失うと，

かえって短縮していった.

参考文献

1) 西島直城他 :鶏における自家移植援の発育につい

て.日手会誌， 1， 1: 70-73， 1984. 

2) Nishijima， N. et al.' Growth of autografted ten-

dons. ]. Hand Surg. 13A: 234-237， 1988. 

質問 札幌医科大学整形外科石井清一

屈筋臆の部位によって成長の程度が異なるとの結果

ですが，この現象には tenoblasticactivityのちがい

と，騰の各部位に加わる tensionのちがいのいずれが

より密接に関与していると考えてますか?

回答 京都大学整形外科西島直城

tensionおよびコラーゲン産生細胞の機能という

か，数，密度というか，そのような因子が考えられま

す.ひっぱれば伸びるというのでは合目的でありませ

ん.したがって tensionだけとは考えにくい.

質問 慶応大学整形外科内西兼一郎

腿の研究にはニワトリが用いられることが多いが，

いつ頃の時期のニワトリが実験に使い易いでしょう

カ'.

回答 京都大学整形外科西島直城

生後 20週を越えた家鶏の震は硬く ，ことに下腿部の

居室内に化骨が生じるなどで実験には適しません.生後

l週未満のニワトリは動きがあまり活発でなく 2時

間の手術に耐えられるほど十分丈夫であり ，術後固定

をしないでい鍵の成長をみるという目的の実験には適し

ていました.
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228 平山隆三 ・他

症例 57才， 男，農業

変形性肘関節症による肘部管症候群の診断のもと，

King変法と同時に長掌筋腿移行術を行う，術後早期

に示指の良好な stabilityと外転機能の獲得，第一背側

骨間筋の augmentatlOnをえている.(Fig. 4). (Fig. 

5) 

症例 64才，男 農業

変形性肘関節症による肘部管症候群の診断のもと，

King変法による decompressionと同時に示指に対し

長掌筋腿移行術，母指内転機能再建に対し示指固有伸

筋鍵移行による pinch機能再建術を行う .再建により

良好な pinch機能をえているが，示指固有伸筋腿を母

指内転機能再建の力源として用いたためか，示指の外

転，回内変形を軽度残している.この術式の利点とし

て①第一背側骨問筋の reinforcementと augmenta-

tionが同時に早期にえられる.②協同筋であり ，移行

鍵が第一背側骨問筋の走行に一致している.③長掌筋

の筋力を術前に正確に評価でき，手掌健膜を利用する

ため臆移植を必要としない.④第一背側骨間筋の機能

が回復しでも移行腿はその機能の障害とはならない.

欠点、として手掌部の疲痕残存がある.

長掌筋に手掌腹膜を用いて延長し，第一背側骨間筋

の再建と行う術式は，操作も簡単，安全で，術後早期

に第一背側骨間筋の reinfocementと augmentation

を再建できる有用な術式である.

文 献

Hirayama.， T.，巴tal: Palmaris Longus Transfer for 

Replacement of the First Dorsal Interosseous Mus-

cle.，]. Hand Surg.， 11-B.， No. 1 84-86， 1986 

質問 慶応大学整形外科矢部 裕

尺骨神経麻簿によるピンチカ再建の方法として，母

指内転と示指外転の再建とで，どちらがより重要と考

えますか.

回答 旭川医科大学整形外科平山隆三

どちらがより pinch機能に重要な役割をしている

かは分りません.しかし第一背側骨閑筋の再建を行う

ことによって pinch機能は改善しています.母指の内

転筋再建により pinch機能は良好となりますが，外転

障害が残り不便を感じている例が多く ，あまり積極的

に母指内転再建は行っていません.

質問 神戸中央市民病院整形外科目村 清

肘管症候群の解離手術に併合して本手術を多く行っ

ているが，その適応と，肘管症候群手術例の何%位に

本手術を併合して行っているか御教示下さい.

回 答 旭川医科大学整形外科平山隆三

変性型の症例に行っています.約 5%ぐらいです.

- 50ー











頚髄6・7間損傷麻簿手に対するわれわれの機能再建術 233 

錯誤を繰返しつつ，この方法3)刊にたどりついたもので

ある.

5~6 時間の手術時間を要するとはいえ， 手術を l 期

に行うことは，治療期間の短縮のみならず，指の自動

屈伸が同時に可能となるため，後療法も容易であり，

癒着を生じることは少ない.また移行腿の tensionも

決めやすい.そして石黒法の導入は，硬い床上てるの

push upにも問題がなくなった.さらに比較的良好な

指の伸展と力強い lateralpinchが可能となる.

しかしながら Zancolliの 2BII型において，肘の伸

展力が3以下であれば，当然これに対する再建術を予

め必要とする.さらに円回内筋を母指屈曲再建に使用

することは，頚損麻痔手にとって重要な機能である囲

内力を弱めることになり問題は残る.2BIlI型におい

ては，榛側手根周筋筋力が Y以上であり ，これが囲内

力を代償するため問題はない.

以上，本法の利点，問題点について考察したが，再

手術の症例はなく ，安定した術後成績をもたらしてお

り，とくに Zancolliの 2BIlI型においては確立された

手術方法と考えている.

ま と め

頚髄 6・7間損傷麻療手に対するわれわれの再建手

術法とその術後成績を紹介した.

1. 本法は 6種の手指機能を再建するが，これらの

手術を 2期に分けることなく 1期に行うことに特長

カfある.

2. 治療期間の短縮，後療法が容易，癒着が少ない，

術直後の tensionがきめやすい，push upに障害が少

ない，指の伸展が比較的良好，良好な lateralpinchが

獲得出来るなど利点が多く ，安定した術後成績をもた

らしている.

3. とくに Zancolliの 2BIlI型においては確立さ

れた手術方法と考える.

文 献

1) 石黒隆他 :榛側手根屈筋の半裁鍵を用いた母指

対立膝固定術，整形外科，35: 485-491， 1984. 

2) Moberg， E.: The upper limb in tetraplegia. A new 

approach to surgical rehabilitation， Georg Thieme， 

Stuttgart， 1978. 

3) 矢部裕 .頚髄損傷における手の機能再建術，総合

リノ、，2・536-543，1974. 

4) 矢部裕他:C6_7間損傷麻簿手に対するわれわれ

の機能再建術，日本パラプレ ジア医学会雑誌，1 

168-169， 1988. 

5) Zancolli， E.: Structural and dynamic basis of 

hand surgery， 2nd Ed.， Lippincott， Philadelphia， 

1979 

質問

広島県立身障者リハ ・センター 津下健哉

Lasso法の出現により 一度の opが可能となったこ

とは事実であるが，一度の方がよいか 2回に分けたが

よいかなお問題があると思う.術後の pushup時の手

の肢位は如何.母指対立再建は是非必要と思うか.母

指 IP関節の固定は関節固定か，K-W 刺入か.

回答 慶応義塾大学整形外科矢部 裕

①Push up時の手の positionは，MP伸展，PIP， 

DIP屈幽位です.

②母指対立再建は lateralpinchの再建にとって必

要です.石黒法は過度の対立位とならないので，ちょ

うど良いと考えている.

③母指 IP関節固定術は Moberg法に準じます.

発言 長野県身障 リハ ・センタ 一 橋爪長三

脊損患者にとって Pushupが大切であることは云

うまでもないが，掌屈運動一例えば排便時の動作，坐

薬の挿入などーも重要であることは余り述べられてい

ない.Zancolliの方法で背側に庭固定をするとこのよ

うな動作に支障を生ずることがある.これに対して

BRを指伸筋腿に移行すれば掌屈が可能でありその点

が臆固定より優れておるので，演者の意見に同感であ

る.ただこの手術を onestageですると縫合時の緊張

がむつかしいのではないか，とくに BRの移行時には

これがむつかしいので，私は twostageでするほうが

無難ではないかと思います.

回答 慶応義塾大学整形外科矢部 硲

①Brachioradialisの tensionの決め方は，切離し

た時の臆断端の高位に来るよう配慮して移行する.

②手術は，一期で行った方が良いと考えます.

質問 広島大学林淳二

鍵移行に際し E.C.R.L.をF.D.P.に移行した場

合，腿の滑走距離の差により，再建指の屈曲可動減は

限定されてくると思われますが，指尖掌間距離で，何

cm位より何 cm位まで手指の屈曲 ・伸展が可能で

- 55ー











238 福原宏平 ・他

な解離術を行う必要があり ，それだけ神経損傷の危険

も多くなるものと思われた.

前腕の肢位について，原らは 90・囲内位，Zancolliは

中間位に固定し，Manskeらは両親と相談の上，肢位

を決定している.われわれは中間位から軽度回内位で

固定しているが，自動運動不能例についてはやや囲内

位での固定が ADL上も理想的と考え られた.肩や肘

でのある程度の代償動作が可能なので，国外運動可能

となることを防止する意味からも，必ずしも 90・回内

位とする必要はない.

分娩麻簿においては榛骨頭脱臼や尺骨，榛骨の尺側

脱臼，交叉過誤神経支配のために，手術後も良好な自

動運動域は得られない.また年長児では長期間，前腕

を回外位で補助手として使用し，自分で工夫して使っ

ている場合が多い.こういった患者に「なにがなんで

も囲内のほうが良いJとして手術を行うとかえって，

患者を混乱させるこ ともある.術前の説明と肢位の設

定を，両親および患者と十分に話し合った上，比較的

年少の分娩麻簿患者に bicipitaltendon reroutingお

よび骨間膜剥離を行えば，外観上も使いやすさの点に

おいても，患者に高い満足度を与えることが出来るも

のと思われた.

ま とめ

1. 前腕の回外拘縮を有する 11例の分娩麻簿患者

に Zancolliの方法に準ずる bicipitaltendon rerout-

mg法を施行した.

2. 1例を除き回内形成は成功したが術後の前腕の

回内外可動域は 245・であった.

3. 肘の脱臼のある症例で術後脱臼が進行したもの

や，年長の症例で国外位で可能だった動作が不能と

なったことに不満を残した症例もあった.しかしほと

んどの症例で術後は外観上も良好で，机の上の動作が

可能になり ADL上の改善がみられた.

参 考文献

1) Blount， WP.: Osteoclasis for supination deform 

ities in children. ]. Bone J oint Surg.， 22: 300-314， 

1940 

2) Burman， M.: Paralytic supination contracture of 

the forearm. J. Bone Joint Surg.， 38-A: 303-312， 

1956 

3) 原徹也他 :分娩麻簿児の肘機能再建，整形外科，

34:1715-1717，1983. 

4) Manske， P.， et a1.: Biceps tendon rerouting and 

Percutaneus osteoclasis in the treatment of supina 

tion deformity in obsterical palsy. J. Hand Surg.， 5 

153-159， 1980 

5) Owings， R.， et a1.' Biceps Brachii Rerouting in 

treatment of Paralytic Supination contracture of the 

fore arm. ]. Bone Joint Surg.， 53-A: 137-l42， 1971 

6) Schottstaedt， ER.， et a1.: The surgical reconstruc 

tion of the upper extremity paralyzed by poliomyeli 

tis. ]. Bone Joint Surg.， 40-A: 633-634， 1958 

7) Zaoussis， A.: Osteotomy of the proximal end of 

the radius for paralytic supination deformity in 

children. ]. Bone J oint Surg.， 45-B: 523-527， 1963 

8) Zancolli， E. A.: Paralytic Supination contracture 

of the forearm. ]. Bone Joint Surg.， 49-A: 1275 

1284， 1967 

質問長野県身障リハビリセンタ一橋爪長三

もし前腕国外力が随意的にあるとすれば，術後四外

制限を生じた例では上腕二頭筋艇をZ型に切腹した場

合，榛骨の附着部から中枢の筋鍵移行部近くまで充分

な長さの末梢腿をとらなかったか，あるいはこれと関

係ありますが，rerouteした後，中枢部と縫合する時の

緊張が強すぎたかなどによるものではないかと思いま

すが，演者はその原因を如何に考えられますでしょう

か.

回答

広島県立身障リハビリセンター 福原宏平

当科の症例は術前からもともと前腕回外力が随意的

にある症例は 3例のみであり ，その 3例も術後は手術

で囲内した分だけ回外が制限され，結果的にほとんど

すべての症例で回外制限が生じたものと考えておりま

す.

質問 札幌医科大学整形外科青木光広

骨間膜を剥離する際にもしも緊張の強い場所はいず

れでしょうか.

回答

広島県立身障リハビリセンター 津下 健哉

前腕回外変形拘縮の releareに最も抵抗するのは前

腕末梢側の骨間膜拘縮と思う.

発言 慶応大学整形外科伊藤恵康

私も 2年前の中部整災学会で回外位拘縮に対する手

術法を発表した.
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いて剖

術前に手関節を軽度背屈でギプス固定を行なって，

手術の効果をある程度予測し患者の理解を得ることは

有用である.われわれは，症例 3に示した方法で手関

節固定と指伸筋鍵の再建を同時に行っている.また，

肘屈筋は大小両胸筋移行 (TsuMin Tsai法)により

再建した.しかし手指機能は改善されるものの，肩，

肘，前腕の機能障害があるために患者は手関節がまっ

たく動かないことに不便を感じていると訴えていた.

まとめ

1) 手関節固定術を施行した 10例の術後評価を行

い，手術の適応や手技上の問題点について考察を加え

た.

2) 手関節固定術は適応を選べば現在でも優れた手

技のひとつであると思われた.

3) 前腕の回旋機能と手指機能の温存，獲得が術後

成績の重要な因子であった.

文 献

1) Clayton， M. L.， et al.. Arthrodesis of the arthric 

wrist. Clin. Orthop.， 187: 89-93， 1984 

2) 三浦隆行 ・手関節固定術，臨整外，21・1363-1372，
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1986. 

3) Murray，]. A.， et al.: Giant.cell tumors in the 

distal end of the radius. ]. Bon巴JointSurg.， 68-A 

687-694， 1986 

4) 西田 淳他:手および手関節の結核，日手会誌，3: 

676-681， 1986. 

5) Rayan， G. M.， et al.: Wrist arthrodesis. ]. Hand 

Surg.， ll-A: 356-364，1986 

6) 高橋雅足他:上位型または下位型腕神経叢麻療に対

する機能再建術，整形外科， 51: 105-121， 1987. 

質問 大阪医科大学整形外科阿部宗昭

腕神経叢損傷の上位型麻簿に対して手関節固定術を

やっておられるが，上位型の場合は鍵移行による再建

の方がよいと思う.手関節を固定すると母指および他

指の伸展効果も悪くなると思われるが何故に固定術を

選ばれたのか.

回 答 弘前大学整形外科坪 健司

われわれの症例は腕神経叢麻簿上位型で手関節の伸

筋と指伸筋に麻簿があり，移行できる手根屈筋は FCU

とPLであったため，これらにより手指伸筋群の再建

を行い，手関節は固定しました.
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5. RA手関節の自然経過 とくに partia¥fusionと

collapse typeの自然経過

大阪大学医学部整形外科学教室 政 田 和 洋

越 智 隆 弘

岩瀬六郎

大脇 量産

脇谷滋之

小野啓郎

(目的)岩瀬，越智らは，RA手関節の自然経過を明

確にした上で手術適応を確立する目的で行っている研

究の一過程として， RAの病型が，発症 10年の時点で

の権患関節数により ，小関節破壊型(LES)，大関節破

壊型 (MES)，ムチラ ンス型 (MUD)の 3型に大別で

きることと， RA手関節の最終形はこれらの病型によ

り大きく異なってくることを発表してきた.一方，RA 

手関節のうちその自然経過において partialfusionを

示す例が存在し，その臨床像は良好であることはよく

知られている.今回，われわれは collaps巴 または

partial fusionを示した症例を検討し尺骨頭の重要性

を発見したので報告する.

(対象)発症後 10年以上経過した 24例 48関節につ

き検討した LES10例，MES 8例， MUD 6例であ

る.検討項目は①erosionの部位におげる特徴，②尺骨

頭の変化，③scapho・lunatedissociation，④CHR，⑤ 

radio.lunate contact，⑥最終形決定までの期間の 6項

目である.

(結果) LES 10例中 collapseに陥ったものはなく ，

MUDでは 6例全例が collapseに陥った.MESでは

collapse 5関節， total fusion 3関節， partial fusion 

8関節であった.レ線変化においては，②以外には大

きな差はなかった.一方，fusionを呈した 25関節では

全例ともに尺骨頭の破壊吸収や脱臼は認められず，逆

に collapseに陥った 17関節中 16関節は尺骨頭の破

壊吸収が著明であり，残る 1例は背側脱臼を示し，い

わゆる支えを失っていた.とくに，一見同様の経過を

とりながら，collapseに陥るものと fusionをきたす

ものとが混在する MESにおいては尺骨頭の支えの有

無が自然経過を大きく左右する.これらは，尺骨頭の

重要性を物語るものであり，ひいては尺骨頭切除術の

適応を決める上で重要なヒ ントを与えてくれるもので

ある.

6. RA手関節j骨膜切除術，尺骨末端切除術に併用す

る Row¥and;去の経験

広島県立身体障害者リハビリセ 水関隆也
ンター

j章下健哉

長谷好記

福原去平

長尾 彰

村田英明

山 本健之

黒 瀬 靖 郎

片山 昭太郎

RA手関節滑膜切除術のさい，併用される尺骨末端

切除術は短縮された尺骨端の不安定'性と痛みが時に問

題になることがある.われわれは最近これらを予防す

る目的で ECUを利用した Rowland法を尺骨未端切

除術に追加し良好な結果を得ているので報告した.

昭和 60年 4月以降，われわれが行った RA患者に

対する手関節滑膜切除術は 18例 21手である.全例に

尺骨末端切除術を併用している.昭和 61年 8月以降の

ECUが保たれている 8症例 9手には尺骨末端切除術

後，Rowland法ないし Rowland変法を追加した.そ

の内，術後 3ヵ月以上経過した 6症例 7手に付き追跡

調査を行った.

手関節の平均可動域は術前術後の順に掌屈 20・から

11.4"へ，背周 13.6'から 19.3"へ，僕屈 7.9・から 0.7"

へ，尺屈 15.5・から 20.7・へ軽度減少していたが前腕

の回内は 69.3"から 70・へ回外 34.3"b>ら80・へ改善さ

れており Rowland法追加による可動域低下は認めら

れなかった.握力も 10.6kgから 13.2kgへ改善され

ていた.術後尺骨末端痛，不安定性は認めていない.

レ線的に術前，術後の撲骨軸と尺骨輪開の距離比を比

較すると Rowland法追加群ではこれが尺骨末端切除

単独群に比しょく保たれていた.

尺骨末端切除後の尺骨未端痛の原因は ECUと不安

定な尺骨末端の運動時，とくに囲内外時の摩擦による

慢性炎症が主たる原因であろうと考えられるがこれを

予防するには岡部の摩擦を防いでやればいいわけで，

尺骨を ECUに固定する本法はこの点で合目的的であ

るといえる.また早期例では ECUをTFCC聞に編み

込むこと (Rowland変法)により尺骨末端の背側転位

カを，移行された ECUを介して有効に手根骨の掌側

脱臼予防に利用できると考えられる.

本法は手技が簡単で尺骨末端不安定性から生ずる痛
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関節固定術や人工手関節置換術などの salvage手術

への移行も容易であるなどの利点を有している.

みの確実な予防に有効と思われた.

リウマチ手 MP関節変形に対する Zancolli変法B. 

Silastic sheetによる手関節リウマチの関節形成

~f，j 

の経験

村上恒

宗重 ↑専

木森研治

上 田 久 司

生 田 義 和

広島県身体障害者リハセンター 津下健哉

リウマチ手 MP関節の尺側変位や掌側脱臼に対し

て，Zancolli の述べる realignment procedure に

resection arthroplastyを併用した方法(以下 Zancol-

li変法と呼ぶ)を行ったので，術式および短期成績に

ついて述べる.

手術術式 示，中，環，小指 MP関節背側に弧状切

開をくわえ，尺側に脱臼した伸筋腿の榛側縁に沿って

expansion hoodを縦切する.そして，滑膜切除のの

ち中手骨骨頭の切除を行う.小指外転筋はおのおの腿

間結合を切徹したのち，基節骨中央背側で切離して，

その末梢部を一部切除したのち中枢断端を基節骨基部

に縫合固定する.MP関節は 10度屈曲位においてキル

シュナー鋼線による固定を行なう .

結果 現在まで 5例 6手に本法を施行し，術後 6ヵ

月以上を経過した 4例 5手について述べる.術後最短

6ヵ月，最長 3年 6ヵ月といまだ短期間ではあるが，

MP関節には尺側変位や掌側脱臼などの再発もなく ，

無痛性の安定した関節が得られ， 整容的にも満足度が

高い，関節可動域については，術前に比べて良好なも

の 3例，術前と同等または劣るもの 2例であった.

考察およびまとめ

Zancolliは MP関節の破壊のない尺側変位に対し

て，小指外転筋の切離，伸筋臆鍵間結合の切離，そし

て伸筋腿の切離ののち基節骨基部に縫合固定すること

を述べ，すぐれた着想と考えられた.一方，著者らは

resection arthroplastyを行なった症例の長期成績に

おいて新しい，良好な関節の形成が得られることを確

認している.進行期におけるリウマチ手の MP関節変

形に対して，以上述べた両者の術式をくみあわせるこ

とにより ，無痛性で安定した MP関節の再建がはから

れるものと考えられ，本術式を行なったので短期成績

について報告した.
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[目的]昭和 59年 4月以降，12例の手関節リウマチ

に対して滑膜切除術とともに silastic sheet (Dow 

Corning社)を用いた関節形成術を行ったので，その

手術方法，術後成績について報告する.

[方法]症例は男性 1例，女性 11例の計 12例で，

13関節に対して手術を行った.年令は 8才から 66才，

平均 37才で，右手関節 7例，左手関節 4例， 両手関節

1例であった.なお 5例が単関節炎型リウマチであり，

X線学的 stageは，IIが 3関節，111が6関節，IVが4

関節であった.術後 6ヵ月以上経過を観察し得た症例

は 11例，12関節であり ，その術後成績について検討を

行った.術後経過観察期間は 6ヵ月から 3年 8ヵ月，

平均 1年 11ヵ月である.

[結果および考察]手関節の疹痛および局所熱感は

全例とも著しい改善を認め，腫脹も l関節を除く 11関

節において転滅した.術前と比べた手の使用頻度は 10

関節 (83%)にその増加を認めた.手関節の可動域は，

掌周で術前平均 30.0・から術後平均 22.5"に減少して

いるが，背屈では 24.60

から 35.80

と11.2・の改善が得

られた.回外については，術前平均 57.9・から術後平均

72 .5"，囲内は 71.3
0

から 75.8
0

になっている.握力は術

前平均 9.7kgから術後平均 15.7kgに増加し，多くの

症例で改善が得られた.調査時に carpalheightの減

少を 2mm以上認めたものは 3例あるが，最大 4mm

の減少であった.X線学的 stageの進行は l例にのみ

認められた.Sheetの逸脱は 3例にみられ 2例に摘

出を行った.うち 1例は 3年 3ヵ月自に摘出と同時に

再挿入を行った.摘出した sh巴etの破損は 2例ともに

みられなかった.

本法の特徴の 1つは手関節可動域の温存が計れるこ

とである.さらに手技的に非常に容易であり ，後に手
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た，陥凹裂の骨折では，保存的には獲復されることが

少し早期の観血的整復が必要と考えられた.
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どの概要につき報告したい.

14. 榛骨末端骨折例の検討-Intraarticulartypeの

手術例を中心としてー

東邦大学大森病院整形外科

15. 健骨末端骨折後に末梢神経麻獲を来たした 3例

について史↑尊向島寺

B15 

橋爪長

柳原光圏

榛骨末端骨折後の末梢神経麻癖は，報告によりその

頻度に差があり，正中神経では 01~17% ， 尺骨神経で

は 0.05~4.0% ， 機骨神経では 05~5.2%にみ られる .

症例 lは52才・男性.右榛骨末端骨折受傷後，35・掌

屈位でギプス固定を受けたところ 3日めに正中神経

麻痔を呈した.経皮的に骨折を pmnmgしたが，症状

の改善をみなかったため，受傷 3週間後，観血的に骨

折を整復，榛骨を部分切除し，手根管を開放した.

症例 2は58才・女性.右犠骨末端骨折の受傷後 4ヵ

月めに正中神経麻療を皇し，受傷後 6ヵ月半で手根管

開放術を施行した.

症例 3は69才・女性.右犠骨末端骨折の受傷後3ヵ

月めより ，右全手指のシビレ感，母指球 ・小指球筋の

萎縮，環指 ・小指の鷲爪変形を来した.受傷後 5ヵ月

で手根管 ・尺骨神経管開放，尺骨末端切除，榛骨の部

分切除および尺骨神経前方移動術を施行した.

症例 1，2， 3の順に，骨折型は Frykmann分類では

VII， I1， JI， Radial Deviationは25，6， 8¥Shortening 

は 13，3， -1 mm， Dorsal Tiltは-15，24， 26"であっ

た.術後は症例 1，2， 3とも順調に経過している.

正中神経麻癖の原因として，症例 lは Primary 

injuries (Abbottの分類)に相当し，受傷時の骨片に

よる圧迫，手根管内の浮腫 ・血JllI!が原因と恩われた.

症例 2，3は Lateor delayed involvement (Abbott 

の分類)に相当し，骨片による持続的圧迫，手根管内

の癒着 ・癒痕絞犯が原因と思われた.また，症例 3の

尺骨神経麻療は受傷前よりあった肘部神経管症候群に，

榛骨末端骨折に伴った尺骨神経管症候群を合併したも

のと考えられた.

榛骨末端骨折後に正中神経麻療を起こしやすい要因

として，①骨片が転位し関節面にかかる骨折，②Dor-

sal Tiltが大きいもの，③中 ・高齢者などが問題とさ

れてきた . われわれの症例 1 は~， 症例 2 ， 3は②③

を満たし，これらの要因を裏付ける結果であった.
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榛骨末端関節内骨折は関節外骨折に比べ，粉砕性に

なり易く ，また箆復位の保持が困難であり ，手関節の

機能障害や疹痛などを残ることが少なくない.今回わ

れわれはこれらの症例につき，手術例と保存例を対比

し，その治療成績より手術適応に検討を加えたので報

告した.

症例は 31例で，手術例 12例，保存例 19例で Bar

ton骨折 11例，Chauffer骨折 4例，粉砕骨折 16例で

あった.治療成績は斉藤氏の評価基準を用いて判定し

た Barton骨折は 4例に手術を 7例には保存的加療

を行った.手術例の平均減点数は 2.0で，保存例の平

均減点数は 4.3であった.Barton骨折に対しては，転

位のほとんどない症例にのみ保存的に加療し，転位が

著しく手根骨の脱臼を伴う症例は早期に観血的整復す

ることが望ましい.Cheuffer骨折は手術例，保存例計

4例で，全例 Excellentで平均減点数 1.5であった.

本骨折は骨片が大きし関節面の陥凹を伴い，ulnar 

tiltの減少した症例には手術の適応があると考えた.

粉砕骨折は 16例で G-I1型に対しては全例保存的に加

療した.全例 Good以上で平均減点数 4.5であった.

G-I1型に対してはギプス包帯の肢位に留意し注意深

い観察によって，おおむね良好な結果が得られた.G

-lll型は 6例に手術を，4例に保存的加療を行った.6 

例の手術例のうち 4例は陥凹型であり ，平均減点数

は5.8であったが l例に Fairの症例を認めた.保存

例の平均減点数は 7.3であったが 2例に Fairの症

例を認めた.粉砕型骨折の X線学検索では，Ulnar 

vanantに関しては 0::t2mmの範囲内の症例はおお

むね良好な成績を残したが， palmal tilt Ulnar tiefの

角度と成績はあまり相関せず，治療にさいして関節面

の解剖学的整復は無論のことであるが，Radius の

shorteningの予防に最も留意すべきと考えられた.ま
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に ulnarvarianceまたは榛骨短縮の程度と障害の関

連性を，手関節造影の結果とあわせて検討した.

[結果ならびに考察]ulnar variance に関して，

Colles骨折後の 2mm以上の榛骨短縮，および治療結

果としての 4mm以上の plusvariant様変形が生じ

た場合は，愁訴の発現率が高い.これは TFCCの断裂

を生じるものと思われた.また Colles骨折例で下僕尺

関節周辺および回旋に関する症状を有する症例では

dorsal tiltが 20'を越えたり ，健側に比して 20'以上の

背屈変形および 2mm以上の僕骨短縮を生じる場合

に症状が出現し易かった.

21. 榛骨末端骨折後の手関節運動解析

大阪市立大学整形外科 楠 正 敬

香月憲

山田純司

長吉総合病院整形外科 島田比呂志

(目的)榛骨末端骨折の主たる変形要素である篠骨

関節面の背屈も しく は掌屈変形が，手関節の可動域と，

動的な carpalalignmentにいかなる影響をおよぼす

かを検討した.

(対象および方法)榛骨関節面の傾きの変化がおよ

ぽす影響を純粋に評価するために，関節内骨折を除外

した Colles骨折 17例， Smith骨折 3例について手関

節自動運動時のシネラジオグラフィーを撮影し，その

側面像では各手板骨角度を，正面像では舟状骨の高さ，

月状骨の榛尺移動などを計測した.

(結果)榛骨関節面の傾きの変化が carpal align-

mentに影響しないなら背周あるいは掌屈変形を補正

した軸に対して各 carpalangleは正常値を取るはず

である.しかし Colles骨折 17例の結果では，補正軸

に対しでも手根骨が DISI型 malalignmentを示すも

のも存在した.また手関節可動域の制限は見かけ上は

掌屈が制限されているが，榛骨関節面と手根骨の関係

でみると背屈域での可動域制限を示していた.一般に

背屈変形が高度になると，動的な carpalalignmentの

異常も顕著となるが，変形の程度が dorsaltilt 10度

以内なら， carpal alignm巴ntへの影響はわずかであっ

Tこ.

(考察)Colles骨折後の側面像の解析結果におい

て，背屈変形を補正した軸に対しでも DISI型

malalignmentを示すものが存在するということは，
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榛骨関節面の変化が榛骨手根関節で代償されるのでは

なくむしろ増強され，手根中央関節が過大な代償↑生掌

屈を強い られていることを意味する.またその要因と

して背屈変形のみならず，機屈変Jfjや榛骨と中手骨の

軸のずれが関与しているものと思われる.

以上のことから Colles骨折の初期治療においては

これらの要因を減少させる必要があり ，また変形治癒

例においては，症状や年令，職業などに応じて積極的

に矯正骨切り術が行なわれるべきである.この際重要

なことは，僕骨の変形をもとに戻すことによ って，手

根骨の配列を整えるということである.

22. 富IJ外固定による縫骨末端骨折の治療経験

兵庫医科大学整形外科 中野利彦

田中寿一

美崎 晋

根来秀明

山下 仁

中 野 謙 吉

榛骨遠位端骨折は日常診療において，しばしば遭遇

する骨折であるが，整復が容易であっても整復位の保

持が困難である不安定型では，後に変形や機能障害を

残すことが少な くない.今回，われわれは不安定型の

榛骨遠位端骨折に対して創外固定を用いて治療し比較

的良好な成績を得たので報告する.

(症例)1985年 6月より '87年 12月までに施行した

創外固定例は 18例 20手であり 2例は両側例であっ

た.年令は平均 46.3才であり ，骨折型は Gartland1 

型 2手，II型 7手，!ll型 11手で，Frykmanの分類で

は，VIII型がl3手とその大半を占めた.

創外固定装置は 18例に ACE社製 CollesFixator 

を 2例に Richard型を用いた.

(結果)骨癒合時の手関節の関節可動域は，背屈平

均 52.0度， 掌屈平均 44.0度，囲内平均 61.7度，回外

平均 62.1度であった.

受傷時と骨癒合時とでは，Radial Lengthは平均48

mmから 9.1mm， Radial Tiltは平均 13.9度から 19

1度，Voral Tiltは平均一 9度から 0.6度と改善が

見られた.

(考察)Group IIでは，Radial Lengthは平均 8.1

mmから 10.1mm， Radial Tiltは平均 15.3度か ら

20.1度，Volar Tiltは平均一0.4度からー1.8度と比

較的良好な整復位が得られた.整復後，末梢骨片の離
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MacMasterの実験では，加わる力の方向，スピード

と断裂部位との関係は検討されていない.外力と断裂

部位とは何らかの関係があるとは考えている.

些塑到

深す旨屈筋腿単独皮下断裂症例の検討

順天堂大学整形外科 横田

山内

柳原

因名部誠

楠瀬浩

昭和 44年より当科で扱った深指屈筋挺皮下断裂は

11例であり全屈筋腿損傷 412例中 2.7%を占める.今

回調査し得た症例は男性 6例，女性 2例，年令は 15才

から63才，平均 37才，，ji煙、指は左環指 5例，右環指

1例，右示指，左中指各 l例である.受傷機転は指屈

曲時に強い抵抗力が働いた場合と，突指など過伸展に

よる場合が見られた.このうち手術例は 6例，断裂部

位は 6例が鍵停止部例が不明である.術式は鍵前

進術を 4例に，鍵移植術を l例に，断端の炎症ゆ着が

強く ，鍵切除を行ったものが l例である.術後成績は

White法に準ずる方法により評価し，A建前進術では優

2例，良可各 l例，鍵切除では良，鍵移値術では不可

である.術後成績に影響を与える因子としては，術前

期間，臆断端の位置と周囲とのゆ着の有無などが考え

られるが，条件が良好な場合も術後の DIP関節の屈曲

の回復は予想されるほど良くなく ，受傷時，筋居室自体

に相当のダメージが加わるものと考えられた.

雄

泰

悦

良

裕

;龍森

飯 野

水谷

寺嶋

茂手木

同大橋病院整形外科 平津精

末節骨裂離骨折を伴った深指周筋健皮下断裂の 2症

例を経験したので報告した.

症例 16才男性左環指

ラグビ一試合中に受傷した Leddy分類の TypeII 

で，断端は小骨片と共に PIP関節部まで退縮してい

た.

症例 2 39才男性左環指

飛び下りて来た子供を受け止めて受傷.大きな骨片

をもった深指屈筋腿停止部の裂離骨折と末節骨骨幹部

の骨折を認め，Leddyの TypeIIIに類似するが，従来

の報告には見られないものであった.

受傷機転は，症例 1は典型的であるが，症例 2は鍵

停止部での裂離骨折後，さらに DIP関節が過伸展を強

制され末節骨骨幹部骨折を生じたものと考えられた.

2例とも新鮮例であり ，pull-out wire法にて治療し

良好な成績が得られた.

1 末節骨停止部の骨折を伴った深指屈筋腿皮下断裂

の 2症j，IJ
東邦大学大森病院整形外科 護

士
口

裕

史

男

龍

1専

演題2

発言 慈恵医大整形外科富田泰次

指屈筋腿皮下断裂の発生機転は二つある.瞬間的な

力では鍵停止部が剥離し，構えた格好で重量物を持ち

上げるときには手掌，あるいは手根管内で断裂する.

演題1

質問 大阪市大整形外科整形外科 香月慾ー

実験では引っ張る速度によって，靭帯の中央部で切

れたり avulsionfractureとなったりするという報告

がある.文献的にでも，このことに関する見解を教え

問診が重要である.

162-

設瀧森東邦大学大森病院整形外科

てほしい.

主主
回回











対して初回手術時，榛側母指を切除すると供に切除指

を利用した neurovascularisland日apを用い，内転

拘縮の治療を行った.

症例は共に Wasselvn型である.皮弁は皮下のトン

ネlレを通し，第一指問に移植した.

本法は，本来切除する皮貯を利用した血行良好な皮

弁であり ，手術創も小さく十分な矯正が可能で、ある.

しかし術後，皮下 トンネル内での栄養動脈の圧迫， 牽

引による循環障害が発生し，高圧酸素療法を必要とし

た.また移植皮弁の隆起が残存し，二次手術を予定し

ている.上記二点を解決できれば本法の有用性はきわ

めて高いと思われる.

演題 11

発言 名古屋大学整形外科三浦 隆行

母指多指の中には握り母指を合併するものがあり ，

術前後に splint療法が必要である.内転拘縮を残す症

例では，指聞の web形成が見られ，z形成を要する.

5， 6型の指輪に内転が見られる例には，指移行の手

技により尺側指を榛側指断端に移行して指聞を広げる

と手技が容易でbある.

質問 順天堂大学整形外科山内裕雄

切除指の皮府利用の場合，皮j苛には指固有のカーブ

があり ，段がついて困ったことがある.二次修正の入

れ方について.

質問 大阪医科大学整形外科 阿部宗昭

優れた ideaである.Wassel 4型での内転拘縮は軽

いので，z形成と 中手骨骨頭下骨切術で十分な外転位

が得られる.この発表の方法は，きわめて高度な内転

拘縮例に限るべきではないか.

回答

軽い内転拘縮なら Z形成で良い.回転皮弁などを要

する位ならこの方法を行ってもよいと思う .一つの試

みである.

二次修正はおもに defattingである.

12 神経血管柄付島状皮弁による指切断端の被覆

東京慈恵会医科大学形成外科 児 島 忠 雄

内田 満

桜 井 信 彰
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河野臨床医学研究所附属北品川 土田 義隆
病院形成外科

工藤整形外科 ・皮府科 工 藤 厚

1976年，Segmullerは Kutlerの三角皮弁の茎を

microsurgical techniqueを用い，神経血管柄のみとす

る方法を kutler変法と名付けて発表した.移動性がよ

りよく ，より大きな欠損を被覆できると述べている.

その後，この皮弁を大きくし，掌側をジグザグとする

stepladder 法や掌側からの大きな皮弁，すなわち

Tranquilli-L巴ali皮弁を不等辺三角形として神経血管

柄とするobliquetriangular flapなども行われている.

われわれは指末節切断の 14例・16指に対し，これら

の方法を応用した.母指 l例， 示指 5例，中指 6例，

環指 4例である.いずれもー側からのみの皮弁で被覆

可能でるあった.

これらの症例について述べ，術後 3ヵ月以上経過し，

成績を調査できた 8例 ・10指について述べた.切断端

の状態によって以上の方法のうち適切なものを選択す

る.これらの方法の手術手技，利点，欠点についても

述べた.

演題 12

質問 新潟大学整形外科 柴田 実

Local pedicle flapでは paresthesiaが最も問題だ.

遠隔成績ではどうか.

Nail matrixが残った掌側斜切断では，爪の聖書曲が

必発である.このような例では distantflapが良い.

切断レベルとタイプによって適応を分けるべきだ.

質問済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝

私はアルミニウムホイル療法を行っている.御発表

の方法では皮膚の癒合期間は短縮すると恩われるが，

paresthesiaなども含めて復職までの期間はどのくら

しミか

質問 佐野厚生総合病院整形外科鈴木克侍

術後の発汗低下， paresthesiaなどの原因は.また，

その回復期間は?

回答

知覚障害は 6ヵ月を過ぎると正常に戻ると考える.

知覚鈍麻があっても，疹痛が無ければ日常の使用に

差し支えない.

切断高位が中枢になれば爪の変形は必発である.症

例により ，volar日apadvancementなどが必要だ.




















































