




























腕神経叢牽引の実験的研究 329 

さく常に大きな分校を鎖骨上部へ出しているので，そ

の解剖学的特質により分校末梢部で断裂しているのだ

ろう引 T1神経についても肋骨下を脅曲して通ってい

るので，負荷方向にしたがって節後神経損傷になった

り神経根引き抜き損傷になったりするのであろう.

Sunderlandらは末梢神経の牽引に最も抵抗するのは

神経周膜であると述べているが，Haftek'lは神経上膜

が牽引に対して最も抗すると言っている.いずれにし

ても神経上膜および神経周膜が最も弾力性のある組織

であるので牽引抵抗に関与しているのであろう.末梢

神経断裂時の歪についての報告は 6パーセントか ら

100パーセ ントまでいろいろと報告されている1)3川引

が，動物種の違いもあろうがどのようにして測定した

のかの方法論の違いが大きいものと思われる.本実験

で神経断裂時の歪が 7パーセントや 9パーセントと数

値が小さかったのは実験開始時に前負荷がかかってい

たためであろう .節後神経断裂時のほうが神経根引き

抜き婦傷時よりも歪は大きいとの報告7聞もあるが，本

実験では有意差はなかったが，応力は前者が後者の 2

倍であったのは，神経根には神経周膜がないなどの特

殊な条件のためであり神経根に負荷が作用すれば容易

に神経線引き抜き損傷が生じるものと思われる.

まと め

1. 腕神経牽引の実験的研究を行った.負荷の方向

により腕神経叢損傷パターンが違っていた.

2. 腕神経叢の上方牽引および側方牽引では C5神

経は節後神経損傷を示し， C6， C7および C8神経は

神経根引き抜き損傷を示した.T1神経は 10例中3例

に節後神経損傷を示し，10例中 7例は神経根引き抜き

損傷であった.

3. 腕神経叢下方牽引では肩甲帯部での筋肉入口部

での神経断裂および上腕部での末梢神経断裂を示し

た.

4. C6神経節後損傷では神経根引き抜き損傷の時

より 2倍の応力が認められたが，歪については有意差

がなかった.

文 献

1) Denny.Brown， D.， et aL: Effects of transient stret. 

ching of peripheral nerve. Arch. NeuroL Psych.， 54 

116-129， 1945. 

2) Haftek， 1.. Stretch injury of peripheral nerve 

Acute effects of stretching on rabbit nerve. 1. Bone 

Joint Surg.， 54 (B): 354-365， 1970 

3) Highet， W. B. et al.: The effects of stretching 

nerves after suture. Br. 1. Surg.， 30: 355-369， 1943 

4) Hoen， T. 1. et al.: Peripheral nerve lengthening. 1 

ExperimentaL 1. Neurosurg.， 13: 43-62， 1956 

5) Kawai， H. et aL Nerve repairs for traumatic 

brachial plexus palsy with root avulsion. Clin 

Orthop.， 237 : 75-86， 1988 

6) Liu， C. T. et aL: Tensile strength of human 

nerves. Arch. NeuroL Psych.， 59: 322-336， 1948. 

7) Sunderland， S. et aL Stress strain phenomena in 

human peripheral nerve trunks. Brain， 84 : 102-119， 

1961 

8) Sunderland， S. et aL. Stress strain phenomena in 

human spinal nerve roots. Brain， 84 : 120-124， 1961 

9) Y oshimura， M. et aL: Experimental studies on 

the traction injury of peripheral nerves. Neuro. 

Orthopedics， 7: 1-7， 1989 

質問 広島大学整形外科越智光夫

①牽引のスピードを変えて，行っていましたら，お

教えください.

②引き抜け損傷の部位は脊髄入口部であったのか，

あるいは根糸の部分であったのか，如何でーしたでしょ

うか.

回答 大阪大学整形外科河井秀夫

①牽引スピードを変えて損傷パターンを検討してい

ない

②前根および後根別々に損傷するかどうかについて

は，後根のみ連続性があって，前根のみが断裂した症

例はなしともに神経根引き抜き損傷が認められてい

た.その部位は脊髄入口部であった.

質問 東京大学整形外科長野 昭

ヒトで下位根が引き抜けやすい理由として，C5， C 

6根では根と績突起との聞の線維性のものが他根より

しっかりしていることが理由となっているが，兎では

その解剖はどうであったか.

回答 大阪大学整形外科河井秀夫

脊髄神経と頚椎椎間腔の関係については検討してい

ない.
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Universal Subcutaneous Endoscope systemを用いた手部組織の鏡視 471 

v]深指屈筋膿皮下断裂

症例:39才，女性.

主訴:右小指の屈曲不能

現病歴:1987年 5月，右小指の屈曲が突然できな く

なった.ただちに当科を受診した.

既往歴 :数年来，リ ウマチの治療を受けている.

局所所見 :右小指 DIPおよび PIP関節の自動屈幽

が不能であった.運動，知覚障害など他の手指機能に

異常はなかった.

鏡視所見:前腕より内視鏡を挿入，手掌部分で鍵断

裂部の鏡視を行った.腿の中枢断端は観血手術時に観

察する鍵の断端と同様に，増殖した paratenonに覆わ

れていた.

手術所見:Zig-zagの皮間切開を用いて手掌部分を

展開した.鏡視所見と同様に，臆の断端は，増殖した

paratenonに覆われていた.

考 察

東大整形外科の高木は (4)昭和 14年発行の日本整

形外科学会誌 14巻に関節鏡に ついての宿題報告を

行っている.この中で，“脊椎披裂，骨漢腫ノゴトキ関

節以外ニモ，恰モ消息子ノゴトク安易ニ応用シ得ルモ

ノデ，寧ロ消息鏡ト称ス可キモノ"と述べている.彼

は，1才，男子の褒状リンパ管腫の鏡視検査を行い“内

室ハ連絡ノアルトコロノ数房ニ分レEツ所々ニ薄キ障

壁ノ稜立セルヲミル"と報告している.このように当

初は，関節内の鏡視と並行して皮下の腔聞を有する部

分の鏡視が行われてきた.また同時期に高木は“何故，

関節鏡ハ発達セザリシカ"と述べている.しかし，現

在では，腔聞を鏡視する関節鏡は鏡視が容易なために

整形外科領域における内視鏡の主流を占め，皮下部分

を消息鏡的に観察することはほとんど行われていな

い.われわれは，皮下に存在する運動器の検査および

手術が患者に過大の負担を与えること無く行えるよ う

に UniversalSubcutaneous Endoscope system を開

発して臨床応用(l~3) してきた. 本内視鏡システム

は創製後，いまだ 4年にして改良の余地は多いが，そ

の基本概念が明確なことから臨床応用における効果を

考え，内視鏡の改良を行い，皮下鏡視および皮下鏡視

下手術の発展に努力してゆくつもりである.
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質問 東京歯科大学市川整形外科高橋正憲

①CTSの Op症例はすべて endoscope下に行って

いるか否か.

②Occult ganglionなどの検索にも使用出来るか.

③CTSを検した場合，正中神経と屈筋腿聞の glid-

ingの状態を観察することが出来るか.

回答 日赤医療センター整形外科奥津一郎

① 1986年以来，手根管症候群約 300手の手術を行い

ました.内視鏡手術の術中に，観血手術に術式を変更

した症例はなく ，すべての症例で鏡視下に手術を完了

しました.横手根靭帯を切離し，正中神経の除圧を計

る目的は鏡視下手術で十分達成できると考えていま

す.

②現在の内視鏡は，直径 1mm以下より 4mm程度

の外径をもっ臓器，すなわち総指動脈，総指神経，屈

筋鍵などの鏡視に適しています.正中神経の鏡視を行

うためには，内視鏡自身の改良が必要と考えています.

また，コントラストが低い臓器に対しては，生体染色

などの方法を併用することも将来的には，考えられま

す.

③はじめの 20数例において正中神経の鏡視を行う

努力をしました.神経の太さ，および周囲組織のコン

トラストの関係から鏡視は困難なことが多かった.し

かし中には，正確に計測したわけではありませんが正

中神経の滑走状態を観察できた症例もあります.
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494 黒島永嗣 ・他

5) Roddie， 1. C.， et al.: The contribution of constric-
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質問 済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝

小児の指神経損傷の鑑別に際して，指神経断裂のみ

でも何か変化を捉えられますか?発汗は低下すると思

いますが.

回答 東京大学整形外科黒島永嗣

末梢での知覚神経と血管運動神経は走行が違うの

で，報告したような遠心性刺激は小児の末楠神経損傷

の鑑別には必ずしも有用ではない.

質問 東京専売病院整形外科堀内行雄

①知覚の回復が良好なものほど血管運動神経の回復

も良好ということから，知覚の回復をみれば，血管運

動神経の回復も良好と考えてよいか.

②血管運動神経の回復は，長期経過群では，血管収

絡群，血管拡張群，正常反応群の順で進んで与いくので

すか.

回答 東京大学整形外科黒島永嗣

再接着後長期経過した群の血管運動反応から 3群に

分類した.これらの群が，経時的にどう推移してこの

3群に落ち着くかはこれからの課題である.また，ど

の反応が回復として良好なのか，その意味づけは現段

階ではできない.

質問 九州大学皮膚科形成外科班和田秀政

知覚神経の再生と adrenergicnerveの再生の時期

は相関しているか.

回答 東京大学整形外科黒島永嗣

今回の報告は，知覚回復と血管運動反応回復の時間

的経過を比較したのではな く，再接着早期観察群での

交感神経性 Adrenergicnerveと交感神経性 choliner-

glc nerveの回復時期を観察した.
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498 岡 本 仁志 ・他

何か. 施行しないため，今回供覧致しませんでした.

回答 東海大学整形外科岡本仁志

臆断裂の診断に利点がありますが，その症例は手術
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