


































































































368 今井 春雄 ・他

Mosby， St. Louis， 399-406， 1984 

2) 佐 藤 勤 也 他 末梢神経伝導速度.整 ・災外， 30・

253-260， 1987. 

3) Semmes ].， et al.: Somatosensory changes after 

penetrating brain wounds in man， Cambridge， 

Mass.， 1960， Harvard University Press 

4) Szabo R. M.， et al.: Sensivility testing in patients 

with carpal tunnel syndrome， ]. Bone ]oint Surg.， 

66A: 60-64， 1984 

質問 日本大学整形外科佐藤勤也

SW検査が本症の診断に有用であることについて

は，われわれも報告している.

①acroparesthesiaが強い場合には正確に SW を検

査できないのではないか，この点についていかが対応

しているかつ

②運動神経の終末潜時の異常値を 4.5m以上とし

た理由は?

回 答 新潟中央病院整形外科今井春雄

①entrapment neuropathyでは，SWで測定できな

いほど強い paresthesiaのある例は，いまのところ経

験していない.

②あくまで一つの目安で，年令による差を常に考慮

しなければならない

質問 国立金沢病院整形外科末浮幸平

保存治療例の CTSの知覚障害に SW testは有用で

しょうか.

回答 新潟中央病院整形外科今井春雄

保存的に治療した例も加えると，電気生理学的に診

断不可能で，SWにて診断できた例の比率はも っと高

くなる.

現在ある検査法の中では，術後知覚評価には SWが

最も有用と思われる.

質問 駿河台日本大学病院白石仁志

神経切断例の術後の知覚評価では，受容器およびそ

れに達する神経線維などの関係より早期評価には m

2PDが有用であることは，ある程度まで理論ずけ ら

れているが，SWが有連続性神経障害である CTSの

術後評価をほかの他覚的知覚検査と比べより早期に評

価できる理論的な根拠について，なにかわかっている

ことがありましたらお教え下さい.

回答 新潟中央病院整形外科今井春雄

切断例においては， m-2PDの有用性は認められる

が， entrapment例では， m-2PDが paresthesiaに弱

いということもあり， s-2PDで十分と思われる.また，

SW の方が中枢の影響をより排除でき，末梢病変のみ

である entrapment例ではより客観的な検査と思われ

る.
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仮骨延長法 (Callotasis)による前腕延長 467 

定の経験を要することである.今回の症例でも延長器

を除去した後に仮骨骨折を生じたものがあるが，ギプ

ス固定を 1~2 週間追加することで最終成績には大き

な影響はなかった.

ま とめ

1. 骨端線損傷後の榛骨の発育障害 1例，尺骨末端

の骨軟骨腫の 2例，尺骨末端の内軟骨腫の 1例に

Orthofix脚延長器を用いて Callotasisによる前腕延

長を行った.

2. 延長した前腕骨は榛骨 l例，榛尺骨 3例である.

延長室は 12mm~41 mm，平均 30.1mmであった.

Healing indexは 50.7日であり，榛骨の方が尺骨より

も延長部の仮骨形成は良好であった.

3. 延長による合併症は screw周囲の osteolysis

が 1例，仮骨形成の遷延が l例，延長器除去後の仮骨

の骨折が 3例に認められたが最終成績に影響はおよぽ

さなかった.

4. 延長により前腕の短縮の改善のみならず，榛骨

頭の脱臼が整復され，肘関節，手関節の変形も改善さ

れた.

5. Callotasisによる前腕延長は上肢にも適応可能

であり，榛尺骨長の discrepancyによる肘，手関節の

変形と前腕短縮を来した症例に対する有用な手術法で

ある.

文 献

1) 阿部宗昭他:前腕変形に対する尺骨延長術の試

み.日手会誌， 2: 249-254， 1985. 

2) De Bastiani， G.， et al: Limb lengthening by callus 

distrtaction (Cal1otasis)， ]. Pediatr. Orthop.， 7; 129 

~134 ， 1987. 

3) Dal Monte， A.， et al: Lengthening of the radius or 

ulna in asymmetrical hypoplasia of the forearm， 

Italian ]. Orthop. Traumat.， 6: 329-342， 1980 

4) Fogel， G. R.， et al: Management of deformities of 

the forearm in multiple hereditary osteochondroma， 

]. Bone Joint Surg. 66-A: 670-680， 1984. 

5) Masada， K.， et al: Operations for forearm 

deformity caused by multiple osteochondromas， J 

Bone Joint Surg.， 7l-B: 24-29，1989 

6) Pritchett， J. W. Lengthening the ulna in patients 

with hereditary multiple exostosis， ]. Bone Joint 

Surg.， 68-B: 561-565，1986 

7) 阿部宗昭他:Orthofixによる前腕延長の経験.日

本創外固定研究会誌投稿中.

質問 大阪大学整形外科政田和洋

①尺骨を延長して行くと骨間膜の緊張により榛骨頭

が遠位に脱臼していくので現在は常に近位榛尺骨をピ

ンニングすることにしているが如何か.

②抜釘時期を決める良い指標はないか.

回答 大阪医科大学整形外科阿部宗昭

尺骨のみを延長する場合は骨間膜に奇|かれて榛骨が

distal へ migrate してくるが，尺骨遠位の osteo-

chomdromaでは榛骨頭は外後方へ亜脱臼しており尺

骨の延長につれて榛骨は末梢へ移動し整復位となって

くる.したがって，僕尺骨を中枢側で K-wireで仮固定

する必要はなかった.

質問 防衛医科大学整形外科柑本晴夫

手術の時期についての質問ですが，先生の報告では

若すぎるのではないですか.成長板の残っている時期

に discrepamayを治していますが，将来再び変形を来

たしてくるのではないでしょうか.

回答 大阪医科大学整形外科阿部宗昭

若年者では当然再発の問題が生じる.このため過矯

正しているが，12 才前後で延長する場合は 1~2 年後

には physisが閉鎖するので再発の問題は少ないと思

う.
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乳幼児パネ指に手術的治療は必要か? 493 

Fig. 5 Postoperative findings of the adult case 

with trigger thumb persisted from her 

childhood 

The surgical treatment was performed 

when she was 30 years old. Although the 

MP joint showed marked passive hyperex守

tension， active extension of the thumb was 

normal and the MP joint was stable in 

powerful pinch 

2. 手術を行った 102指では，95指 (93.1%)が治

癒していたが 7指 (6.9%) は未治癒であった.

3. 放置例 60指では，平均観察期間4年 2ヵ月て二

58%が治癒し， 20%が改善していた.

4. 装具治療を行った 45指では，さらに治癒・改善

率が高かった.

5. 乳幼児母指バネ指は自然治癒傾向が強<.治癒

しなかった場合でも晩期手術で機能障害を残さず治癒

する.

6. したがって，早期手術治療の妥当性はなし医

師のなすべき重要なことの 1つは，両親の過剰な不安

を取り除くことである.

文 献

1) 秋山正博他 :小児パネ指の自然経過について.整

形外科， 32: 1729-1731， 1981. 

2) Dinham.]. M.， et al.: Trigger thumbs in children 

a review of the natural history and indications for 

treatment in 105 patients.]. Bone Joint Surg.， 56-B: 

153-155，1974 

3) Flynn， ]. D.: Hand Surgery. 2nd ed.， Williams and 

Wilkins， Baltimore， 28， 1975 

4) 道振義治他:小児ノfネ指の自然経過に関する考

察.整形外科， 29: 1648-1651， 1978. 

5) 三浦隆行:パネ指の治療.災害医学， 21: 717-723， 

1978. 

6) 大利昌広 他 :青年期まで放置されていた剛直母指

の手術経験例.東北整災紀要，26: 4849. 1983. 

7) 杉本良洋他 :小児ノ叶、指の追跡調査.整形外科，

32: 1726-1729， 1981. 

質問 新潟中央病院勝見政寛

①手術例に 7例の未治癒例があったとのことです

が，その原因は何と考えますかっ

②後療法の不適切がその要因となっていないでしょ

うか.(すなわち，術後 IP屈曲変形残存例に対するナ

イ トスプリントなど).

回答 大阪市立大学整形外科楠正敬

手術で治癒しなかった例は，不十分な手術のためで

後療法の問題ではない.

質問 高知医科大学整形外科貞広哲郎

私も先生と同じく ，保存的な加療を主体にしており ，

この 8年間で手術したのは，ピアノをさせている親か

ら強く求められた l例のみです.しかし，一方で絶対

に保存療法がよいかといわれると反答に困ります.そ

こで先生に伺いますが，小児期の巧鰍性獲得の重要で

あるといわれる時期に，保存療法をして母指 IP関節

が伸展位のままであることが子供の将来に影響がない

といえるのでしょうか.

回答 大阪市立大学整形外科楠正敬

装具療法で母指 IP関節が伸展位になることがある

が，一時的なものなので巧敏性の発達を阻害すること

はない.

質問 東海大学市川病院高橋正憲

装具療法による治療メカニズムは何ですか.安静に

よる鍵腫張の消退を目的とするのか，伸展を矯正させ

て，健腫張部で庭鞘を機械的に拡大させようとするも

のか.

回答 大阪市立大学整形外科楠正敬

装具治療の目的は臆腫大部が持続的に鍵輸を広大さ

せることにある.
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指周筋腿断裂一次修復術症例の検討 527 

Poor症例の検討

Poor症例は 12症例， 15指である.これら Poor症

例は ZoneII症例，電動鋸，機械による受傷症例に多

く， Poorとする要因は Zoneと加えられた外力の大

きさであると考えられる.(Table 5) 

ま と め

Primary suture症例， 71症例，101指について分析，

検討したが，成績を不良とする主要な因子は受傷時，

手術時に加えられた外力の大きさと，Zone IIでの受

傷である ζ との 2つに要約できる.

手指屈筋断裂の治療は古くて新しい問題である.近

代手の外科の創始者，Dr. Bunnell')もまた，彼の co・

workerであった Dr.Boyesもこの問題に心を砕き，

実にこの問題が近代手の外科発展の端緒であったと

言ってもよい.

Dr. Verdan7
)の Primarysuture法に対するあ くな

き情熱，それをうけて Dr. Kleinert引 の Primary

suture法の確立，そ して縫合法，縫合材料の開発はこ

の問題を解決されたかのように見せているが，実状は

N 0 man's landを Someone's landに変えたにすぎ

ず，どの外科医が行ってもよい成績が得られる普遍的

方法からはほど遠い.昨今，日本手の外科学会でも手

指屈筋践の諸問題に対する演題が減少しつつあるが，

とくに挫滅創に対する治療法は未解決であり ，まだま

だ研究の余地が残されており，今後さらに精力的な研

究が必要であることを提起したい.

文 献

1) 浅井正大他 .指屈筋健断裂 PrimarySuture症例

の術後成績の検討.日手会誌，2・121-124，1985. 

2) 浅井正大他.当科で行っている手指屈筋腿断裂ー

次縫合症例に対する機能訓練.日手会誌，5: 214-217， 

1988. 

3) Boyes. J. H.， et aJ : FJexor tendon grafts in the 

fingers and thumbs. A study of factors in日uencing

resuJts in 1000 cases. J. Bone Joint Surg.， 53-A: 

1322-1342， 1971 

4) Boyes， J. H.: Bunn巴l1'sSurgery of The Hand， 5th 

Ed. J. B. Lippincott， 1970 

5) 石井清一 他:手指屈筋鍵損傷の修復機序(基礎).

整形外科 Mook，4: 53-66， 1987. 

6) KJeinert， H. E.， et aJ: Primary Repair of FJexor 

Tendon Laceration in Zone II. Tendon Surgery of 

the Hand. ChurchiJJ Liyingstone， 7l-75， 1979 

7) 津下健哉 :手の外科の実際.改訂第 5飯南江堂，

1974. 

質問 済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝

①浅井先生はー側の指動脈 ・指神経の断裂が不良な

結果の要因であるとされ，舌津先生は，この状態を

favorableとされており ，両演者間で相違があるよう

です.一側の指動脈断裂がそれほど大きな要素なので

しょうか?

また，もしそうであるとするならば，鍵と神経の他

に，動脈も必らず縫われるのでしょうか?

②術者の手の外科歴との関係は如何でしたでしょう

か?

回答 岐阜大学医学部整形外科浅井正大

①指動脈損傷はすべて片側性で，両側性であった症

例はない.指動脈の損傷は縫合した方がよいと考えて

いる.指動脈は指神経の背倶IJに位置しているので，指

動脈が損傷されることはそれだけ加え られた外力が大

きいとも云え得る.

②術者による差は確かにある.私は加えられた外力

の大きさが成績を左右する最も大きな因子と考えてい

るが，外力には 2つあって 1つは受傷時の外力で，

他は手術時に術者，助手の与える外力である.その意

味で atraumatictechniqueは重要である.

質問 広島大学整形外科林 淳二

一次修復後の再断裂例に関してです.私の行った動

物実験での経験では，再断裂の中に gap-formation 

without adhesion，つまり縫合部に初期の修復が起

こった後に張力が加わり ，麓縫合糸のゆるみ，結否定部

のほどけ，鍵縫合糸の鍵内へのすりぬけ等により縫合

部に癒着が生じない程度の gapが漸進的に増加して

ゆき，ある時強い張力が加わった時に再断裂が起こる，

といった再断裂様式が考えられるものがあったのです

が，先生方の症例の手術時所見でこのような gap形態

によると考えられる再断裂はなかったでしょうか.

回答 岐阜大学医学部整形外科浅井正大

私の再縫合例は 4例で， 3 例は再断裂後 3~4 日に 1

例は 6週間後に再縫合を行った.その中に gap形成し

た症例はなかった.DIPの屈曲が思わしくないような

症例で Tenolysisの時に gap形成をおこしていたも

のはあり ，この場合 elongationの度合が大きけれはそ

の部を切除し再縫合する.gap形成のあるような症例

は PIPの屈曲拘縮があり ，これに術後 5週位から

dynamic splintを使用した症例に多い傾向があるよ

うである.
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