






























































































































































































































































398 浦部忠久 ・他

Fig. 1 In the case of reoperation， dense scar com. 

pressed the ulnar n町、e(above). Anteriol 

sllbcutaneolls transposition was performed 

with pedicled fatty tissue flap (arrow) to 

avoid adhesion (below) 

防止できると考え られ2円 初回手術時にも神経周囲の

条件が悪い時には，再手術例と同様な有茎脂肪弁な ど

の工夫が必要と思われた.

結 圭五
関ロ

①肘部管症候群 III例 115肘につき検討した.

②手術成績は権病期間および術前評価と相関した.

③ Stage IIIでは仮性神経!堕形成の程度が予後判定

に役立つと思われた.

④再手術例では，神経周囲の癒痕や癒着が主因で

あった.

文 献

1) 赤堀 治.肘部管症候群ー麻郷の程度と予後，ならび

に手術法の選択一.整形 ・災害外科，29: J745-li51， 

1986. 

2) 平山隆三 他肘部管症候群における再手術伊jの検

討.日手会誌，2: 205-207， 1985. 

3) 生田義和肘部神経管症候群に対する手術的治療成

績.日手会誌，3: 906-908， 1987 

4) King， T.， et al.' Late results of removing the 

medial humeral epicondyle for traumatic ulnar neu守

ritis.1. B. 1. S.， 41-B: 51-55，1959 

5) 大庭浩他肘部管症候II宇一!(ing変法症例の予

後について一.日手会誌，2・195-197，1985. 

6) 内西兼一郎他 :肘部管徒候群 (Cubitaltllnnel syn-

drome).整形外科 Mook，54: 214-223， 1988. 

質問 細木病院整形外科 貞肢哲郎

私共は，成績不良が強く示唆される症例には機能再

建術を行っていますが印象であってはっきりした基準

が難しし図っています.先生の検討から，機能再建

術を併用しでも良い基準が分かりましたらお教え下さ

回答 慶H!g.義塾大学整形外科浦部忠久

原則として一期的な再建手術は行っておりません.

仮性神経腫が大きい，神経の通水性が惑い，硬いなど

は，予後不良の因子とな りますが，再建手術の目安と

なる所見とな りうるかどうかは不明です.

質問 熊本整形外科病院田嶋 光

内上穎骨折後の発症は受傷後どの{立の期間ですか，

更にその病態は.

回答 慶If!g.義塾大学整形外科浦部忠久

比較的短期間で発症し，骨片による圧迫や不安定性

によるものと思われます.
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450 関 昌彦 ・他

A 

Fig.3 Case 2. A: MyeJography. s: Jntraoperative finclings 

きる.

EMG検査における誤診の原因については，まず最

初に EMG検査の手技的困難さが挙げられる.特に菱

形筋は僧帽筋に複われており ，その電位を拾ってしま

う可能性が常に存在する.次に菱形筋の中には C4根

支配を受けるものがあることや前鋸筋が C5，6， 7根の

多髄節支配を受けることもfalsepositiveの原因となる.

Laskowski3)らが ratを用いて行った実験による

と，前鋸筋は分節性の根支配を受けており ，ヒトの場

合 C5，6， 7線がそれぞれ上中下部筋線維を支配してい

ると推察される.このことから中版筒線上における前

鋸筋 EMGは，主に C6，7根の評価にしかつながらな

いのではないかと考えられる.前鋸筋上部線維の

EiVIGを追加することによって，C5根の損傷状態につ

いての情報を増やすことができ，false positiv巴例を減

じることが可能となったといえる.

ま と め

1) 腕神経費主損傷における C5根の機能評価を主に

前鋸筋と菱形筋の EiVIG所見によって行った.

2) 前鋸筋上部線維の検査を加えることにより診断

率は向上し，特に C5根修復不能との診断の意義は高

いと考えられた.

3) 修復可能であるとの診断の信頼度は低く術中電

気診断が必要である.

文 献

1) 舟越晃一他腕神経援損傷の術中電気診断と手術

的治療ー神経修復の適応とその成績一.日手会誌，7 

341-344， 1990. 

2) 近藤正樹他腕神経殻損傷の術中電気診断.臨床脳

波，26: 419-429， 1984. 

3) Laskowski， M. s.， et aJ.' Topographic mapping 
of motor pooJs onto skeJetaJ muscles. ]. Neurosci.， 

7: 252-260， 1987 

質 問 琉球大学整形外科 金谷文則

① EMGでの修復可能，不能の判定は術後何ヵ 月で

行っていますか.

②傍脊柱筋の EMG (donervation potential nomul 

NiVIU)が sp巴cificと思いますがいかがでしょうか.

③ NMUの有無ばかりでなく干渉波の占拠率など

も考慮、してよいと考えますがいかがでしょうか.

回 答

大阪市立大学整形外科(新千里病院) 関 昌彦

①手術直前に行っており，受傷偽約4ヵ月前後である.

②頚部傍脊柱筋の EMGについて頚部傍脊柱筋の

EMGは，どの根由来の所見であるか判定が難しい.

③随意収納時電位の有無のみで判定している.
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末梢神経コリンアセチノレ基転移酵素活性 467 

断云/../" ~、

Fig.4 The lesion in the zone 111 of the C5 and C6 

roots may possibly be the lesion in zone 1 

anc1 zone II frequent1y 

としたが，2000cpmが正常の神経来の 1/5に過ぎない

ことが分かつた.さらに脊鎚造影で正常像を示す神経

根の CAT活性においても正常神経恨の CAT活性の

1/2~1/3 程度であった. これは全型麻痴を起こすよよ

な瞬時の強大な力が加われば，たとえ zoneII1 (+ II) 

での損傷が主であっても節前損傷や zoneIIでの損傷

が必発であることを示している (Fig.4).松田は3t術

中の電気生理学的診断法を大脳皮質 SEPや大脳皮質

刺激による神経根 MEPをより安定した脊髄 SEPと

C，，2刺激による神経根誘発電位に変えることによって

正確な評価が可能になるとともに神経修復術の適応が

減少したことを報告している.

これらの結果より今後さらに症例を重ねて神経修復

術の予後と CAT活性値の相関性を調べるとともに，

比較的高い CAT活性をしめす神経束を選択的に束ね

て神経修復を行うなどの工夫を加える必要があると考

えている.

結 語

1) 腕神経叢損傷患者 7例の C5，C6神経根 11本

について節後損傷部より中枢の CAT活性を測定し

た.

2) 脊髄造影所見で異常 (A1以上)を示すものばか

りでなく正常像 (N)を示すものにおいても高率に

zone 1やIIでの損傷を合併しており ，CAT活性測定

はこれを定量的に把握するのに有用であった.

文 献

1) Engel，].， et al.: Cholin巴 acetyltransferase for 

differentation between human motor anc1 sensory 

nerve fibers. Ann. Plast. Surg.， 4: 376-380， 1980 

2) 上久保鉄夫 他 :連動神経束と知党神経束との識別

における末梢神経コリンアセチノレ基転移醇紫活性.日手

会誌，1: 565-569， 1984. 

3) 松田英雄他 :早期手術法.整形外科 MOOK，51

77-91， 1987. 

4) 長野昭他 :I腕利i経叢損傷 Metrizamidemyelo 

graphyの信頼性について.整形外科，34 : 1648-1650， 

1983. 

5) Nagano， A.， et al.' Usefulness 01 myelography in 

brachial plexus injries. ]. Hand Surgery.， 14B: 59 

64， 1989 

6) 大串始他運動神経束と知覚神経東との識別に

おける魔性神経コリンアセチノレ基転移酵素活性.整形外

干ヰ， 34 ・2034-2039， 1983. 

7) 矢島弘嗣 他末梢神経コリンアセチノレ基転移酵素

活性腕神経叢損傷の診断，治療への応用一 日手会誌，

8 : 347-351， 1991. 

質問 東京大学整形外科長野昭

断端の組織像と CAT活性は対比しておられるか.

回答 奈良県立医科大学整形外科川西弘一

CAT 活性測定例の神経断端の組織学的所見との相

関性について，臨床例では特殊な染色法を開いていな

いので不明である.しかし教室の上久保らはラッ ト坐

骨神経を用いてカルノフスキー染色との有用性の比較

を行い，以前本学会に発表しており ，組j級学的検査と

相関することは笑験的には証明されている.

CAT活性測定法は RIを用いるため，一般の病院で

は行えないが，今回の私の論旨は，検査法の有用性だ

けでなく ，全型腕神経叢損傷例を外科的に損傷部を展

開して明らかな切断がみられるような場合に，神経移

植術の適応がないのではないかということを脊髄造影

やSEP検査より定量的に損傷程度を表して示したも

のであります.
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