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質問札幌医科大学医学部整形学科薄井正道

① Ligament reconstuctionを行う場合，主として

どの ligamentの再建を主眼とされますか ?

②左右の fibulaのいずれを用いるかをどのよう

にして決めておられますか?

回答 奈良医科大学医学部整形外科水本 茂

① 掌側関節包の縫合や遠位榛尺関節の再建は行っ

ていない.再建を行うのは榛側手根靭帯のみである.

移植骨の固定に加えて，尺骨への pinningを行い，脱

臼等の予防を行っている.

②移植骨の採取は，血管の位置から考えて同側の

ものが適当と思う.

質問 広島大学E整形外科生田義和

骨端の血行を温存した場合と温存しない場合とて関

節裂障の差あるいは軟骨の変化に差があるのでしょう

由主.

回答 奈良医科大学整形外科水本 茂

勝骨頭の関節軟骨の biopsy等は行っていないが，

関節周囲組織の血行温存は関節軟骨のためにプラスに

なると考えられる.しかし関節面の不適合による O. 

A 様変化は進行するものと予想される.
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T oe to hand transferにおける

知覚回復について

東京慈恵会医科大学整形外科学教室

高橋文人 ・室 田景久

大 久 保 康 一 ・中村信 之

池 上亮介

Recovery of Sensibility after Finger Reconstruction 
with Toe to Hand Transfer 

Fumito Takahashi， et al. 

Orthopedic Surgery， The ]ikei University 
School of Medicine 

Detailed evaluation of sensibility of 16 digits was carried out on an average of 53 months after 

amputated finger reconstruction with second toe to hand transfer. 

The results were as follows: 

1. Two digits showed moving two-point value of more than 15 mm with the value of the rest of 

14 digits (87.5%) averaging 6.8 mm 

2. Four digits showed static two-point value of more than 15 mm with the value of the rest of 

12 digits (75%) averaging 8.9 mm. 

3. The mean value of pinprick perception was 7.0 g 

4. Fifteen digits (93.8%) were able to perceive more than No. G 180 of sand paper. 

1n conclusion， it was found that amputated finger reconstruction by second to巴tohand transfer 

recovers protective sensation as well as r巴lativelygood tactile gnosis. 

はじめに

著者らは多数指切断手の再建法として toeto hand 

transfer法を応用しているが，今回は，移行した第 2

足駈の知覚回復の状態を遠隔調査により詳細に検討し

たので報告する.

症 伊l

著者らが昭和 55年以降に本法を適用した症例は 23

例であるが，術後 1年以上経過した症例の うち今回調

査し得た症例は 13例， 16指で全例男性である.そのう

ち単独指切断例は 2例のみで，他の 11例は多数指切断

例である.再建した指別の症例数は母指が 3例，中指

が4例，環指が 3例で，中指と環指の同時再建例が 2

例，母指と小指の同時再建例が l例である.

手術時年令は 22才から 70才，平均 39才8ヵ月で，

受傷から本法施行までの期間は 2ヵ月から 16ヵ月，平

均 6.9ヵ月，術後経過観察期間は 1年から 7年4ヵ月，

平均 4年 5ヵ月である.

検査項目は，知覚受容器の状態を示すと考えられる

slowly adapting mechanoreceptor， quickly adapt-

ing mechanoreceptor，および dermalfree nerve 

endingsなどに対するいろいろなテストならびに発汗

テストを施行，さ らに知覚と運動の総合的な機能を評

Key words: toe to hand transfer， sensory recovery， tactile gnosis 
Address for reprints: Fumito Takahashi， M. 0.， Orthopedic Surgery， The Jikei University School of Medicine， 

3-25-8 Nishi-Shinbashi， Minato-ku， Tokyo 105， Japan. 
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748 荻野利彦 ・他

とが予想された.

(本研究にあたり症例と資料をお貸しいただいた小

得市立病院整形外科山本稔先生，帯広厚生病院整形外

科小森吉夫先生に感謝いたします.)
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先天性榛骨頭脱臼の臨床像 755 

Fig.3 

癒合の範囲が狭い特徴を もっIV型の癒合症の側面像で

ある.本例の癒合部位は，先述の症例矢印部を拡大し

た下段と比較すると明らかなように，前述した所見の

ある部位と向ーである.さ らに，中段もIV型の癒合症

であるが，癒合の範囲は上段のものに比べてさらに狭

く，一部には軟骨性癒合を認め，機尺骨聞の距離も拡

大している.したがって，本例のようなIV型よりさら

に癒合の程度が軽くなると僕尺骨聞に分離がおこり ，

榛骨頭の脱臼のみが残るものと推測できる.この考え

に基づいて，再度下段の先の症例の矢印部をみると，

癒合症の癒合部位と同一部位にみられる榛骨の膨隆と

尺骨の陥凹像は，癒合部が分離した後の痕跡と考える

ことカtて、きる.

Fig.4は，両側の前方脱臼例である.一側は完全な脱

臼位にあるが，他側は亜脱臼位である.このような例

は他にも 2例あり 完全脱臼と亜脱臼は単に障害程度の

差ととらえることができる.Southmaydら叫は後方亜

脱臼があり比較的強い回旋制限をみる 3例を報告し，

Fig.4 

E-ー旨

Fig.5 

完全脱臼の lesserstageと述べている.また彼の症例

の l例は反対側に後方完全脱臼を伴っている.同様の

ことは癒合症でもいえ，榛骨頭が後方に脱臼する II型

や前方に脱臼するIV型では榛骨頭の位置は完全な脱臼

位にあるものから，そ うでないものまで種々であり ，

障害程度により生じた形態的な差異と考える.

Fig.5は，左側に縫骨頭の形成が不良で後方に脱臼

する典型的な癒合症である I型と榛骨頭の形成が比較

的良好であるが後方に脱臼する II型の癒合症を示し，

右側は後方完全脱臼 5例全例の側面像である.両側例

の左右は同一所見である.両者を比較すると，榛尺骨

143一





































































































手の循環障害症例の検討 805 

Fig. 4 Case 9. The angiogram showed a narrow. 

ing of the digital arteries of the index 

finger and the middle finger at the prox. 
imal finger crease level 

循環症例が 4例あった.伊藤ら2)は野球のピッチャー

に生じた指の循環障害例を報告し，Cleland's liga. 

ments による指動脈の絞犯によるものや，lumbrical 

canal内での動脈の圧迫によるものであったとしてい

る. しかし，今回われわれの報告した剣道部の例や，

バレーポールの選手の 2例， 重量物運搬後に循環障害

を生じた例ではむしろ，動脈の挫滅，血栓症，動脈の

長時間に渡る聖堂縮などが機序として考え られる.今回，

これらに対する治療としては局所の安静とプロスタプ

ランディン Elの投与により，臨床上も動脈造影上も

改善を見ることができた.従来報告の少なかった，こ

のような手や指に対する直接的な外力を誘因とする，

手の循環障害例があることが示唆された.

結 量五
回開

L 手に原発した循環障害例を 10例報告した.

2. レイノ ー病が 4例，振動病が l例含まれていた.

3. スポーツなどの直接的な外力を誘因とする例が

193 

4例あった.

4. この 4例は，プロスタグランディン Elの投与

により ，臨床上も動脈造影上も改善をみた.
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質問 札幌医科大学整形外科舛田和之

①使用した PG-E1の量はいかほどでしょうか.

② 元のスポーツにもどれたでしょうか.

③再発例はなかったでしょうか.

回答 東北大学医学部形成外科神谷 則昭

① プロスタグランディン El5Aを約 3時間にて点

滴静注する方法で 2週間を lクールとする治療をして

いるが症例では静脈災をおこしたため 2Aまで減

量しました.

② バレーボールの 2選手，剣道の 1選手とも元の

スポーツに復帰しました.

③現在のところ再発はありません.

質問 赤堀整形外科赤堀 治

スポーツなどによる発生例は保存的療法の効果がな

い場合に手術的療法が考えられるか.

回答 東北大学医学部形成外科神谷則昭

動脈造影時，指の過伸展等の機能肢位とすることに

より ，動脈の絞犯部がはっきりするものでは手術療法

が適応となると考えます.
















































































































































































































