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1.第 10回日本手の外科学会評議員会

とき ・1967年 3月 27日

ところ ・京都市 都ホテル

伊藤会長 それではた Y今より評議員会を開催いたし

ます.初めに天児先生から会計報告がございます.

天児 私から会計報告させていた Y きます.みなさま

の前に印刷物がありますので，それをど覧になっていた

Yきたいと存じます.それから今まで学会講演の内容抄

録を英文でアメリカへ送っておりましたが，近ごろはな

かなか簡単に採用しなくなりましたので，こちらで英文

抄録も作りました.

会費は安いが雑誌を発行しておりませんので，割合金

が残りました.それで今後は欧文の抄録を沢山刷って各

国へ発送したいと思います.このくらいの金で大体でき

ると思いますので，その方面に尽力したいと患っており

ます.

伊藤 ありがとうございました.た Y今の会計報告を

みなさまご承認いた Yげますでしょうか一一(拍手)ーー

ありがとうございます.

次に現在の会員数を申しあげます.個人会員 834名，

団体会員 4，それから自然退会された方が 46名ござい

ます.

次に諸富教授から昨年パリで聞かれました手の外科の

ほうの国際連合の報告をしていた Yくことになっており

ます.

諸富 ご指名により，時間もありませんので，簡単に

述べさせていた Yきます.昨年 SlCOTのとき同時に開

かれましたが， 各委員の方がみなばらばらで統一でき

ず，それからしばらくしてやっと各会議の内容が要約さ

れて集ってきました.お手もとに配ってある印刷物を読

んでいた Yいて，ご参考になれば結構です.

今年は 10月にロ ーマで形成外科学会があり，そのと

きまたそこで国際連合の会合をするといってきています

が，私は今度は代表として出席したくありませんので，

誰か，天児先生か会長が推薦していた Yいて評議員の中

からでもど選定いた Yければ幸いと存じます.

先日私が集めましたみなさまの論文の標題だけを先方

へ渡しておきましたが，すでにもうみなさまの名前はの

っております.これは年 12 ドノレ払えば年4回みなさま

にお渡しできるようになっておりますのでご報告してお

きます.

簡単ですがこれをもって終ります(拍手)

伊藤 今年ロー7 のほうへおいでになる方があれば天

児教授のほうへ申出ていた Yきたいと思います.特にZ巨

大の方でおいでになる方がありましたら努力していた Y

きたいと恩います.

それでロ ーマにゆかれることになっている佐藤教授を

第 l候補と してお願いします(拍手)• 

次は次期開催地および会長の選定の件であります.次

回も手の外科学会を日本整形外科学会へくっつけたらよ

いという話がございますので，開催地と会長も自ら限定

されると思います.ど意見がございましたらどうぞ.次

の開催地は岡山ですので児玉教授になにかお考えがあり

ましたらどうぞ.

児玉 いま伊藤教授が巾されたように岡山になるべく

近い所で開催していた Yきたいと思います.

諸富 広島の津下先生.

伊藤 いま津下教授という声があります.岡山にもっ

とも近い大学は広島です.津下先生は，岡山で以前に本

学会が開催されましたが，あのときは，津下先生は会長

ではありませんでした(笑声).

諸富 どうでしょうか(拍手)• 

会長 それでは来年度の日本子の外科学会の開催地は

広島，会長は津下教授ということに決定いたします.

次に時期ですが，日本整形外科学会の前にするか，あ

とにするかです.

児玉 整形の学会は 4月 4，5， 6日ですから前にする

のでしたら 4月 1日か 2日，あとにするなら 7日以後と

なるわけです.

津下 どうもた Y今は私のほうに会長をご選定いた Y

きまして光栄に存ずる次第です.私は不慣れで，うまく

運営できるかどうか不安でございますが，なにとぞよろ

しくお願いいたします・会期のほうを撃形外科学会の前

にするか，後にするかお決めいた Yければ，そのように

準備させていた Yきたいと思います.

宮崎 前かあとかどちらでもよければ私どもはあとの

ほうにお願いしたいと思います それは孜々の大学はい
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日本手の外科学会会計報告わゆる二期校でございまして，入学試験の成績発表が 4

月2日になりますから， 4月2日に本学会が開催されま

すと出席できなくなります.

津下 来年度になるわけでございますが，大体そのあ

たりに決めたいと存じます.

伊藤 評議員推!l!3の件が 1つあります.それは京都大

学整形外科の赤星助教授を本学会の評議員に推薦したい

と思いますが，みなさまどうぞよろしくお願いいたしま

す(拍手)• 

このほかどなたかご発言いた Yく方がありましたらど

うぞ.ーーありがとうございました.これで評議員会を

去さ了いたします.

(n召 41，3，10 日~昭 42，3，13 日)• 

収入

前年度より繰入

会t'i.収入

利子 (41，4，16)

計

文山

学会費(伊藤教俊へ)

英文抄録 (1966)印刷代

同送料

事務費

通信賢

人件費

計

差引残客員

577，836円

435， 842 
11，909 

1，025，587円

200，000円

240，000 

37， 760 
10，556 

1，690 

34， 000 

524， 006円

501，581円

例人会員 834i'"団体会員 4名，自然;g会 46名



II. 一般演題

1.手の発生学的研究

一一第 3報 指背健膜，関節包，指骨骨梁等の経時的変化について一一

中野謙吾 畑中生稔 湯浅美仁*

複雑な手の機能に関与する種々の運動器官が胎生期に，

いかなる経過をとって形成されてゆくかを知ることは，

単に興味を引く問題であるだけでなく，手の綴能を深く

理解するうえにも，また手の機能再建を考慮するうえで

も重要な意義をもっているものと恩われる.今回我々は，

胎令 8週以降の人胎児の 28手を用いて，指背腿膜，関

節包，中手骨および基節骨等の経時的変化を双眼実体顕

微鏡，組織標本，ソフテックスX線像の計測等により検

索して一定の知見を得たので報告する.

結果

i ) 指背腿膜:胎令 20週以前の指背

部は， 総指{申筋践の付着部と細い wlng

tenclonを除いて，ほとんど一様な膜様構

造を呈しているが， 20週から 24週に至

ると， wing tendonはや h太くなり Ja-

teral extensor teJ1c1onの発育が明瞭とな

ってくる.中手指節関節部には横走する

線維構造が現われ， transverse laminaの

分化を認めるが，周辺の軟部組織との識

別がいまだや h困難である.26週をすぎ

るとろより lateralextensor bandや te-

34-37W 

rminal tendonが出現し， 30週では mediaJext凹 50rte-

nclonが認められ， 鍵閣の線維結合が発達してくる. ま

た oblique Jiber の斜走する線維構造もこのころから顕

著となり， transverse laminaも一定の滑動性を示すよう

になる すなわち指背腿践は指背の両側部近位端から遠

位方向に向って分化がす hみ，指背中央部は 30週前後

にその構造を整えるわけである(図 1). 

ii) 関節包 .主として中手指節関節より採取した関節

包の組織像を，ヘマトキシリン・エオジン重染色，アザ

ン染色，ワイゲJレト染色等により検鏡し，その滑脱を中

心にして，経時的変化を追求した.

胎令 16週時すでに表層には，明るい楕円形の核をも

• K.Nakano， I.Halanaka， Y. Yuasa:三重県立大学整形

外科.

89 

った滑膜細胞が分化しているが，紡錘形の核をもっ未分

化な細胞も混じり，また滑膜表層内にはいまだかなり豊

富な修原線維が認められる.20過をすぎると核質はや』

綴密さを増し，円および楕円形の細胞がその数を増して

層表に密集する傾向がみられるようになる.線維庖の豚

原線維が強く発達するに反して，表層の線維成分は漸次

減少していく. 27週から 30週にかけて，表庖の細胞は

より分化して胞質の級毛様突起構造がみられ，細胞内の

27-30W 

図1. t旨背腿膜の分化.

21-25W 

ohハ

16-19W 

頼粒様構造が顕著となって，あたかも関節機能が営まれ

ているごとき観を呈する.

iii)中手作および基節骨:中手骨および基節骨の軟線

撮影を行ない，その側面像を見ると，骨梁は燥大脅曲部

を中心にして遠位および近位端に向って仲展しゅく傾向

を示す(図 2)・第 3中手骨および中指基節骨を用いて

図のごとき皮質比を求めると，骨皮質が経時的に中心部

より漸次遠位および近位端に向って伸側，屈側ともに拡

大伸展してゆくのを知ることができる・図のごとき湾曲

度を定めて両者につきこれを計測すると，中手骨ではよ

り近位に，基節骨ではより遠位に最大湾曲部をもつごと

くに縦のアーチの形成が進展してゆく傾向を認める.ま

た両者の喬曲率を図のごとく定めて，これを経時的に求

めても，中手骨では 10。から 200 に，基節骨では 5。か
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a，山手付弓湾曲率(宵'l3中下fi)

ら15。に向ってそれぞれ奇曲を増大させつ h 手のアー

チができあがってゆくことが判明するわけである(図3).

考案

手の重要な機能を司る指背腿膜は，指背部両側の近位

端から遠位端に向って発育分化がす〉み meclial exle-

nsor tenclon 等指背中央部は 30週前後に至ってその鍵

構造を整えるわけで両側部の発育が優勢であるように思

える.
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b. )孟節什f';iI!P事(中指).

図 3.

関節包は 30週を 1つの契機として， 関節の機能発現

を思わせる滑膜表問の細胞分化を示しており ，との時期

からの手の運動の存在を示唆しているごとく思われる.

中手骨，基節骨の哲也度および湾曲率をみても胎令 30

週に前後して一定の値に集中して手のアーチを完成させ

る傾向を示している.

今，各中手fj-の喬曲率をとってみると，第 3中手'丹以

外は，その値にば らつきが多くなっており ，このことは
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手の縦のアーチが，胎生期においても第 3中手骨によっ

ていることを示している.また第 1中手骨の笥曲率と基

節骨のそれときわめて類似しているが，これは第 1中手

骨の特殊性が，胎生J明からすでに示されているものとし

て興味深い所見である.

骨皮質の経時的変化は，伸展側が屈曲側に比してより

強く発育するご とき感を呈するが，骨芽細胞の分布には

両者に差を認め得ない.

以上，指背鍵膜，関節包，中手骨等の胎生期の変化を

考慮するならば， 25週より 30週にかげてとれらの形態

が整えられ，運動の発現をみるのではないかと推定され

得る.なお胎生WJの関節滑脱には弾生線維はほとんど認

められなかった.

2. Oculodentodigital syndrome 4例

吉野棋一 山 内 裕 雄 三上隆三本

Oculodentodigital syndrollle は限，歯，手指K特徴的 球，限内角質皮を示すが虹彩の異常は認められない.歯

奇形を有する症候群で， 1920年 LohmalU1が2症例を発 は小さし配列は不規則で良調はや』黄色気味でエナメ

表して以来今まで 11症例をみる. 本邦では昨年第 15 }レ質の形成不全が認められる.兄は門歯上2本がかけ，

回東日臨床整形外科学会で三上が発表したが，それ以後 父親は永久歯は小さくもろかったが 8年前全部ぬけてし

家族内に発生した 3症例を見つけたので，と>1(.合せて まつた.兄弟 2人の手指は両側第 4， 5指に合指症手術

発表する. 後の綴痕性屈曲拘縮が認められる.x線所見で両手中節

症0"IJ1. 8才，女子.三上の報告例. 骨形成不全がある.父親は左手第 4， 5合指症，右手に

家族歴 .両親健存，兄弟なく両親の家系に遺伝疾患は 合指症手術後綴痕性屈曲拘縮が認められる.X線所見で

ない.血族結婚もない. 両手中節骨形成不全がある.外診上足指，その他四肢，

現 症:全身状態良好，知能正常.服はmicrophthalmus 躯幹に異常はないが， x線所見で両側足指中節骨欠損が

m lcrocornea等がある.鼻は鼻翼の発育不全と前傾鼻孔を 認められる.血液一般，血液生化学，尿， ECGの検査は

示し，歯は小歯でエ ナメル質の形成不全がある. すべて正常範囲内である.染色体はすべて 3人とも正常.

両手第 3，4指合指症手術後の娘痕性屈曲拘縮が認め 考案

られる x線で両側第 5指中節骨形成不全がある. 四 手指合指症を主症状として頭蓋，顔面，歯に異常をき

肢，躯幹に異常はない・血液，尿等の検査は正常・染色 たす症候群は Apert，Corpelia de LaJlge， Curtius， vander 

体尿中アミノ酸値ともに正常・ Halve， Minkuwski 等があり ，本症候群の不全型との鑑

症I9IJ2. 家族内K発生した症例.20才，男子JjIJを要する.本症候群の特徴的症状は， 1) 眼症状とし

家族歴:父親兄弟 7人中 3人に本疾患が認められ，そ て小眼球，虹彩の異常，限内角質皮， 2) 必症状として

のうち兄 1人は しらべることができなかった.両親の家 前傾鼻孔，鼻翼発育不全， 3) 歯症状として小歯，歯列

系K遺伝疾患はなく，血族結婚も認められない. の不規則， エナ メJレ質形成不全， 4) 手指症状として両

父親 68才，兄 28才であり， 3人とも症状が同じな 手第 4， 5指合指症， 5) X線所見として手指中節骨の

ので本症例を中心にして発表する. 形成不全，特に尺骨側に強く見られる.足指中節骨の形

主 訴 :合指症の手術を希望して来院・ 成不全または欠損，以上 5つである.我々の調査した範

既往歴・ 3人とも正常分娩・両側第 4，5手指合指症・ 囲では本疾患の報告例は 11症例の僅少であって本邦に

小さいときから歯が悪く非常にかげやすかった. おいて 4例まとめて報告できるのは意義のあることと思

現症全身状態良好，知能正常，顔面は鼻が小さく う・最近になって報告例が地加 しているようであり，今

細長く見え鼻翼の発育不全，前傾鼻孔を示す・限は小限 後かなりこの疾患の発見されることが期待される.

ホ S. Yoshino， Y. Yamallchi， R. Mikami:東京大学盤形

外科.

我々の報告例を検討すると，三上の発表例では両手第

3， 4指合指症， x線所見で足指中節骨形成不全がない
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のが先人の報告例と異なり ，また家族内発生症 3例では

虹彩異常がないのが異なるほか，すべて本症候E干の特徴

を伴っているので診断には問題はない.今回発表の 3症

例より本疾患の遺伝性が暗示されるが，文献上遺伝関係

の認められたのは， 1964年 Gillespieの報告 2症例だけ

であり ，兄妹の濃厚な血族結婚内に発生したものである.

したがって今回発表の家族内発生をみた 3症例はきわめ

て貴重なものと恩われる.今後この症例について遺伝関

係を追求している必要を痛切に感ずる.今まで本疾患の

見逃されていた傾きもあるのではないかと思い，今後多

くの方々の報告を期待したい.

3.最近 7年間の手足の奇形につ いての検討

川島弥

西堀実

上村正吉

鈴木庸之

我々は昭 35-41年までの 7年聞に手足の奇形 116名，

158例を経験し，これらについて統計的観察および治療

成績を検討したので，こ >K報告する

同期間内の外来患者総数は 35，325名で手足の奇形は

その 0.335百に当る.手足別では手 58名，足 51名，

手足合併 7名であった.性別では男 54名，女 62名で

女に多い.左右別では右 44，左 48とほ Y 同数である

が，両側例 32名 6c1例を数え，これは手足先天性奇影

の一特殊性を示すものと思われる.

疾患分類

とれらの奇影を種類別に分類してみると，多指症が 66

例で一番多く見られ，次いで合指症の 44例，短指症の

20例，欠指， 裂手足各 5例等となっている. これらの

うち比較的多数を占める多指，合指について詳細なる検

討を加えてみた.

1. 多指症(図 1) :多指症 66例のうち性別では女性

にや』多く ，諸家の報告とは逆の結果が得られたが，左

右別では大差が認められなかった.

多 f旨の発~ミ側をみると手指においては全 27 例 ( 73.

790)が母借側にあり，足蹴では 38例中 28例 (73.7%)

が小祉側に認められ， 8例が母祉側に発生しており ，諸

家の報告と一致している

なお合指と合併する多合蹴症 5例を認め，これらはい

ずれも足祉であり ，小駈側の多E止に第 4-5i旨間の癒合

を認めるのがほとんどであった.なお手の母m多指症を

形態学的 (9type)およびX級学的 (6type) に分類して

• w. Kawashil11a (教授)，S. Uemllra (助教授)， E.FlIj. 

maki， M. Nishibori， T. SlIZlIki， M. Taki:昭和大学整

形外科.
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みると， distal phalang回 1typeの typeIIは2例で x
線的には bifurcateおよび dupulicatetype各1例ずつ

であり， proximal phalamg田 1typeは lypemに 20例

で一番多く， X線的には dupulicate15例で圧倒的に多

かった.metacarpal typeは typemに 5{9Ijで bifurcate

typeが3例でや h多かった.

2. 合指症:合指症 43例についてみると，性別では男

にや h多く ，諸家の報告と一致 している 左右別では左

手にや』多く認められた.合指の癒合部位をみると， 2 

指の癒合は手指では第 3-4指問および第 4-5指間

の癒合が多く ，足E止においては第 2-3~止閣の癒合が認

められ， 3者の癒合は手指では第 3-4-5指間の，足E止

では 2-3-4指悶lの癒合が多かった. なお全指癒合の

1例も経験した. 以下症例が少ないので省略した.

遺伝関係等

116名について遺伝関係を調査し，16例 13.8%にこ

れを認めた.疾患別では多指症 7例， 合指症，短指症各

3例で，これらのうち血族結婚の認められたものは合指

症，短指症の各 2例計 4例であった・他奇形との合併は

先天股脱，斜頚，唇顎口蓋裂，鎖紅，大胸筋欠損，肩甲

骨高位，頚#t癒合等 20例に及んでいる.

出産順位との関係については広く論じられているごと

し我々の調査においても第 1子に最も多く， 50.6%を

数え，以下出生順位に反比例している.

予後調査

116名中 45名 60例につき，予後を調査し得た.そ

の内訳は手指 22例， 足祉 31名，手足合併例 7例であ

った.疾患7liJKみると，多指 34例， 合指 12例，短指

4例等となっている.とれらのうち手術した者 45例，
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〈他医手術当科観察 9例， 当科初回手術 30例， 他医手

術当科再手術 6例)で他はいまだ手術せず経過観察中で

ある.なお経過観察年数は平均 2年 10 ヵ月であった.

治療成績 (表 1) 

次に比較的症例数の多い多指症，合指症につきその治

療成絞をしらぺ検討を加えてみた.

1. 多指症:手術せる多指症 30伊jの治療成績において，

まず手術術式との関係をみると，変形は“切除のみ"と

いう術式において，手指に 3例，足E止では 5例に認める.

綴痕拘縮は“切除のみ"にて手指足ful:おのおの 3例ず

つに認められ運動障害を有する者は骨・関節処理を行な

っている者に認められた.

次に手術時年令との関係をみると，手足ともに生下直

後に手術した者に変形，娘痕拘縮が多く認められ，生後

7ヵ月以後の手術においてはその成績が良くなっている.

手母指多指症手術後K見られる変形は種々あり，その

原因もいくつか考えられるが手術術式よりみると“切除

のみ"というのが一番障害が多く認められ，内転変形，

屈曲嬢痕拘縮，屈曲変形および骨残存等をきたしている.

次に手母指多指症の発生部位，型分類と変形との関係

をみると，内転変形は metacarpaltypeおよび proximal

phalangeal lype に認められ，これは術式における内転

筋腿移行の問題が重要な鍵になると考えられる.

Proximal phalangeal type(birarcate typeおよび dislal

phalamgeal type においては，多指付着部の問題より，

手術綴痕が 1.P. 関節にか L るため，澱痕屈曲変形を起

としやすしこの予防として皮膚処理の問題に細心の注

意を払わねばならない.

前述したどとしとれら変形の発生と手術時年令との

関係は非常に大きな問題であり ，我々の調査においても，

生後 6ヵ月未満に手術せる者に術後の変形障害が多く起

とっており，とれは患児が小さく手術操作が思うように

うまくできないために起とるものと恩われる.また過剰

骨の取り残し等も認められる(表 2) 

2. 合指症:合指症についてみると，手足においては術

式のいかんを関わず web再発が起こっており， また搬

痕拘織は切離 ・縫合に強〈認められている. この原因を

確かめるべく，手術時年令との関係をしらべてみると全

例において生後 6ヵ月未満に行なわれている.これに対

して足駈においては全例 l才以後に行なわれ全例好結果

を得ていることより考え， 手指合指症の手術は生後 6ヵ

月未満K行なうことはさけるべきものと思われる.手指

合指症に対して我々が行なかっている手術術式や，手術

時年令に再検討が必要であると考えられる.
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5) 母指多指症の分類.
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図1.多指症.
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では術後においても術前の変化に改善が認められなかっ

た.

日常生活，動きおよび指を気に

アンケート成緩

怠右側よりみた変形，

X線所見

術前術後を比較してみると，多指症では術前には関節

変形，骨成長障吉，脱臼位をとるもの等が相当数みられ

るが術後とれらの約半数近くに改善が認められた.合指症



同胞に発生した先天性膝骨欠損症を伴った両手裂手の 4症例

表 2. 手母指多t旨症術後変形障害と主なる原因.

95-

l由囚

1) 手術術式に因するもの腿処理不十 分

皮胸形成(ー)

骨関節処理不十分

2) 発生部位型別に因するもの:

Metacarpal lype ¥ 

Proximal phalangeal 1 )'pe ~ 

Dislal phalangeal lype J 

3) 予術時年令に因するもの:

(生下正{後等平野ni何)

しているか等についてしらべてみると，ほ Y満足すべき

結果を得ているようであるが，中には不可とするものも

相当数見受砂られ，経過観察中のものも合むが，前述の

治療成紡と合せて，手指足E止先天奇形の治療がいかにむ

ずかしいか痛感する次第である

結語

我々は以上手足の奇形 116名 158例につき統計的観

察および治療成績について検討したのでこ』に報告した.
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屈曲変形

運動障害

過剰骨残存

発 言 .鳥山(日大整形外科)

合指症の治療に 6ヵ月以前の者には，手術をしないほ

うがよいとの意見のようであるが，小児外科の発達時期

でもあるから 6ヵ月以前の症例の治療によって生ずるか

も知れぬ変形の予防またはその治療法等について一回の

ご研究を願いたい.

答 .西堀(I沼大整形外科)

お説よくわかったので，そのように研究をす hめたい.

4.同胞に発生した先天性両腔骨欠損症を伴った両手裂手の壬症例

高橋哲良 山本正隆 望月義紀*

手足の奇形に関しては，すでに発生学的ならびに遺伝

学的方面をはじめとして，多数例についての統計的観察

や治療に関する諸研究が行なわれているが，成因はなお

解明されるに至っていない.最近我々は同胞に多発した

手足の重症陳|円奇形症例群を経験し，家系調査，遺伝関

係および奇形の状態と治療方針について検討を加えたの

でその大要を報告する.

まず家系と家族構成は図 lに示すとおりで，いまだ十

分な調査とはいえないが，両親の血縁関係はなく奇形も

認められない.奇形は同胞 5人のうち，男子 l名を除く

男子3名と女子 1名とに両手裂手を伴った欠損症として

みられ，そのうち男子 2名と女子 l名に両腔骨欠損症と

• T. Takahashi， M. Yamamolo， Y. Mochizuki:国立大問

病院盤形外科 (l話線県大田市大田町)

足の欠損症が合併しているが，いずれの症例にも知能低

下は認められず，梅毒反応を含めた一般検査成績にも特

記すべき所見は認められない.

次に手の奇形の状態について症例別に検討を加えてみ

ると，表 1のように奇形は欠損症に伴う裂手が主体を示

し左右必ずしも対称的欠損像を呈していない.通覧する

と，第 3指列の欠損が全例に見られ，次いで第 2，4，5

f旨列のj闘で欠損の発現が高い.また付随する異常所見と

しては，手根骨の欠損， f旨骨および手線骨の不規則な骨

性癒合などが見られるが，興味深いことは第4指P.J. P. 

関節の 90。屈曲拘縮による伸展障害が 3例4関節に認め

られることで，これは欠損症に付随する解剖学的構造の

異常として，筋，膝などの異常の併存を示唆するものと

恩われる.おそらくは先の本学会において，津下教授が

裂手の治療経験に示されたように屈筋あるいは伸筋腿!のa
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図1. 同胞に両極骨欠損と裂手の多発した I家系.

表1. 同胞性に多発した手足の奇形の程度と指の状態の概要.

下肢の異常各指の状態下

右第 3中手骨遺残

/;:_賀~ 4指P.l.P.伸展障害

手恨骨の異常

異常なし

指欠損部

盟 IV V 
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E 

性別年令部位症例
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才
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右手

左手

(議)(四男)

態について述べ，治療適応の是非について検討を行なっ

た.

症例 1は両手第 3指列の欠指と， この部に一致した手

掌裂隙形成を示す定型的な裂手である.左第 4f旨P.].P. 

関節は 900
の屈幽拘縮をとり 伸展附プ?が見られるが，

pinchおよび graspは良好で機能改善手術の適応とは考

えられない.

症例 2では，右手に第 2，3， 4指列の欠損が，また左

手には第 2，3， 5指列の欠損による手学裂隙形成がみら

れる両手裂手で，母指としての対立運動障害がある. し

異常により生じた変形と考えられる.

また下肢の奇形では，両腔骨完全欠損が 3例に見られ，

症 例 2， 3 ICは膝蓋骨が欠損しているが，症例 4には存

在している.さらに足の奇形については，第 1， 2指列

の欠Jflが全例に見られ，次いで第 3指列の欠損が 4足に

見られるが子と同じく必ずしも対称的欠損のしかたを示

さない.

さてこのように同胞に多発した裂手でもその奇形の状

態，機能障害の程度が多彩であり ，治療に関しては画一

的に論じえないため，以下 4症例 8裂手の程度と指の状
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手の肉眼所見 下肢の X 線 i主

図 2.手足のX線所見と肉眼所見の概要.

かし左第 4指 P.1. P.関節は 90。囲内屈曲位をとり 伸展

障害をきたしているものの，裂隙の開排閉鎖運動により

第 1指との間K対立運動機能をはたし， かなり精巧な

pinchが可能である. また右手の裂隙形成部の閲排閉鎖

運動では立体的支持は困難であるが，物の固定や把持は

かなり上手に行なえるため機能改善手術の適応とは考え

られない

症例 3の右手には第 2-5指列の欠損が見られ， pinch 

は不能であるが，母指球と小指球聞に浅い手掌裂隙が形

成されており比較的細小な物の pinchに限って可能であ

る.左手を見ると第 2-4指列が欠損しており形成され

た手掌裂隙閣の関排閉鎖運動は良好で，一応の対立運動

はできるが立体的把持および精巧な pinchはや』困難で

ある.本症例は重度の欠指症のためこれ以上の機能改善

は望めないように思われる.

症例 4の右手には第 2， 3指列欠損と第 4， 5中手骨

骨性癒合が見られ， grasp はや h制限されているが対立

運動障害はなく pinchは正常で手術の適応ではないと思

われる.左手を見ると第 1， 2中手骨の完全骨性癒合の

ため，母指の対立運動機能は失われ，母指は第 2指 M.P

関節に付着した一見過剰指のような形で存在しており，

機能的にも，形態的にも切除の必要があると恩われる.

また第3指列が欠損し形成された手掌裂隙の開排運動は

900
可能であるが，閉鎖運動は不完全で 30。の裂隙を残

す状態である・これに対して第 2中手骨の osteotomyを

行ない rOlatlOl1の矯正を加えれば第4指との対立運動機

能の改善が期待できるように恩われる.

以上8裂手の今後の治療方針の大略を述べたが，この

ような奇形に関してはその病因についての問題も重要な

ものである.一般に同胞に多発した手足の奇形は優性遺

伝を示すものとされているが，さきに示した家系は厳密

には遺伝とはいいきれない表現型式を示している.そこ

で我々は遺伝関係を追求するため，母親と前述症例群の

染色体分析を行なったが，染色体数および形態異常は特
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に認め得なかった・ しかしこの結果が遺伝関係を否定す

るものではなく，むしろ subuJ1itの変化の存在を暗示さ

せるものとも考えられ，同時にまた奇形の発現要凶が遺

伝的要因のみでなく， 実験奇形学の研究や thalidomide

奇形に関する知見をも参照すれば，ある種の環境要因が

奇形を発現させる可能性をもつことを否定できないのが

現状であって，病因解明1<:関しては一回の研究が要求さ

れるものである.

0・侠骨欠損症にむける血管造影像について

池 田 亀夫 矢部裕

加藤哲也 山 根宏夫 村 上 宝久*

上肢の動脈の破絡に関しては McCormackや足立らの

解剖学者により詳細なる報告がある. しかし骨格異常 と

の関速において血管の変化を追求 したものは 2-3の剖

表1. Cases of lhe defect of the radius. 
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検例を見るにすぎず，上肢奇形の観血的治療に判って常

に危倶の念を抱かせるゆえんである.

我々は検骨異常による内反手 8例 10側の上肢に血管

造影を行ない，いさhかの知見を得たので報告する(表

Arleria brachialisは brachialis superficialisの存在を

思わせる 1例を除けば，全例に特別の異常は見られない.

• K.lkeda (教授)， Y. Yabe， T. Kalo， 11. Yama n c ・ ~CG

大学整形外科;'1'， Murakami: 凶立小児病院整形外科

(米京都Utl11谷区太子堂)

Arleria radialisを有するものは 10側中 4側ですべて

形成不全を示し，第2中手作基部付近で終っている(図

1 a). 

Arteria inteross聞は radialis の欠損する 6側中 4側

l乙過剰形成を示し，模側に偏してさがり ，深掌弓の形成

に与っている(図 1b) 

Arteria uJnarisは全例に代償性肥大を思わせて太く，

手部においてもよく発達した浅掌弓を送る(図 1). 

手部の動脈の分布の形は残存指数によってかわってく

るが，定型的な母指欠損の 7側についていえば，浅掌弓

から 4本の指動脈に分れる形が最も多くほ Y正常に近い

といえる. しかし 日dialisindicis を宿するものは 1例

もないのが特徴的である(図 2). 

浅掌弓は ulnarisから起こるが，協側の動脈との吻合

がなく ，したがって形は不完全で dψlalispalmaris co・

mmunis primaが終末動脈になっている.

深掌弓はradialisが銭存するも のでも， それから起こ

る例はなく， ulnarisと ullerossea とから，あるいはそ

の一万だけから形成されるものが多い.

特殊な型として侠骨末梢約 1/3を欠き，浮遊母指を千干

する 1側に形成不全とはいえ radialisから起こる p[1n-

ceps pollicisと radialisind icisを見る.また残存f旨数 3

本の l仮IJでは 凶terosseaの発育も極度に怒い(図 2) 

後骨の中駆端を痕跡的に遺残する 2仮IJでは，明らかな

radialisを見ず， むしろ完全焼骨欠損の 3側に形成不全

の radiaJisが存在する.

すなわち協{JlIJ列の障害例では動脈もその一分症として

形成障害が存在し，その際，骨の形成不全におよそは従

うが，厳密な意味の平行関係にはなく，むしろ残存指数

に幾分の相関関係が認められるように忠われる.

なお Thalidomide による と恩われるものと，その他
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a. b. 
図1.

int. 

nornmal typical type atypical Type 

図 2.Schema of the arteries of ollr cases 

の症例との相違は一般に前者においてより徹底した検骨

列の障害が存することで，様側には血管が乏しく， ulnaris 

k依存する傾向がより強い点は興味深い.

上肢の動脈の発達様式は ZlIckerkandlや SeniOlによ

れば図に示すごとく，始め brachial is， interossea，手の動

脈網と l本に速なりその後 brachialisと手の動脈網との

連絡は interosseaから medianaIとなり ，次いで 1I1naris

にとってかわる. 長後に radialisが形成されて 1I1naris

と吻合し，深浅の動脈弓を作るという .検骨欠損症の前

腕部において， 1I1narisのほかに l本の比較的強い分校を

出す場合，前述の発生学的見地からすれば，radialis が

形成されず， lnterosseaがその状態によく順応， 発達し

て補っていると考えるのが妥当であるように恩われる.

また Arteria mediana の存在の可能性も否定できない

が，造影像からは断定し得ない.

以上総骨欠損症の動脈像を要約すれば

1) rad ialisは欠損するか， あっても高度の形成不全

を示し，前腕以下の僕側には動脈が乏しい.

2) 1I1narisの発達は正常以上で，よく発達した浅掌弓

を形成する.

3) inlerossea も一般に過形成を示して挑側を補い，

あるものは 1I1narisと深掌弓を形成する.

4) 第 2指から第 5指までに関しては radialisindicis 

を乏くほか，特別の異常は見られない.

追加 .酒井(新大整形外科)

演者は検骨欠損症の動脈造影所見が骨の異常にほ Y従

属すると報告したようだが，必ずしもそうでない症例を

追加する.

症例 1 母指のみの形成不全があるが協骨そのものの

形成不全は見られない. しかの後骨動脈は著しい形成不
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全を呈している.

症例 2 本例もまったく同様で椀骨そのものの形成不

全はほとんど認められないにもか』わらず，様骨動脈は

ほとんど造影されていない.

以上の 2例は続骨そのものの形成不全はほとんどない

が，母指の形成不全があるので，円・には従属しないが，

やはり校側のいくつかの組織の部分的の形成不全がある

とも考えられる.

症例 3 尺骨の形成不全はまったく認められないにも

か〉わらず，尺骨動脈の欠損が認められた.

以上要するに椀側または尺側の hemimelyの際には，

同じ側のいくつかの組織の形成不全が合併するという可

能性があると恩われるが，それが必ずしも骨の形成不全

と平行関係、にあるとは考えられない.

答 加藤(慶大整形外科)

侠骨の障害程度と焼骨動脈の形成不全の程度とは厳密

な意味での平行関係にはなく，むしろ続行・列の一分症と

して把鐙すべきであることは，講演中にiliしあげたとお

りである.またおt骨動脈を造影するには，高位分岐の破

格が多いことを考えて，肢禽部近く注入する必要がある.

6. 内反手の観血的治療法

柏木大治 片岡

公文 裕 宮本琢麿

内反手の治療n的は，手の検側への偏位を矯正し，醜

形の改善と同時に手関節の固定性を獲得して，機能の改

善を計り，さらに成長期のものでは成長障害をきたすこ

となく，むしろその促進に努めることであろう.

しかるに従来 cleviatiol1 の矯正のみにと Yめる万法お

よび子関節の形成を目的とする )j法すなわち，尺刊を二

分する (bifurcation) もの，尺骨を手根骨に固定する

(arlhroclesis)もの，骨移植によるもの等多数の治療法が

報告されているが，これらの中にはその治療目的を完全

に満す万法は見出し得ない.

1963年 Defineは尺骨の subperiostealtranspositionに

よる内反予の観血的治療法を報告しているが，我々も先

天性内反手 3例，骨髄炎後のおt骨欠損症 1例に本法を試

みたので，若干の検討を加えて報告する・

手術術式

前腕背側に尺竹のrll央より第 1あるいは第 2中手骨に

終る弓状皮切を加え，尺'白の骨膜をその中央より末端ま

で長紬方向に桜側で開き， 注意深く剥離する. 次いで

scaphoiclあるいは mult山 19u1arをも切除し， 骨膜を完

全に剥離せる尺骨をその clistalepiphysisをつけたま h

第 1あるいは第 2中手骨の基部に移し， これを Kirs.

キ D. Kashiwagi (教授)， O. Kataoka， A. Fujlwara， 

11. KlImon， T. Miyamolo， J J. FlIjila， M. Mipke:神

大学艶形外科.

修藤原朗

藤田久夫 三宅正夫*

chne[鏑線にて固定する 次いで尺骨，41:*の郊に残され

た'内膜を輪状に縫介する.術後上腕より子郎までギプス

にて 2ヵ月間固定した.

症例1. 3才 6ヵ)J，男児.

右後骨完全欠伯と 日oating thumb をイjする症例であ

る . 右手関節のお:'.\~{lJ偏位は 90。を越え，まず桃側軟部組

織の releaseと皮j宵のZ-plast)'を行なった後，Define法

を行なった.術後 1ヵ月にて尺骨本来の部l乙残された骨

膜のほ Y全長にわたり骨新生が認められ，術後 2ヵ月に

て'目新生告flはその幅を檎し，術後 l年 6ヵ月の現在，尺

骨 ・中手骨間に新関節を形成し，背'学屈に 45。の可動性

を得， R常生活は改善された(閃 1). 

症例 2. 4才，女児

布悼行の部分欠損と floaling thumb を有する症例で

ある.イ[手関節は 80。の腕側偏位をみ， 術前約 1年間

splintによる矯正を試みた後 Define法を行なった. 術

後 l年 1ヵ月の現在，子関節の変形矯正は良好で，学背

屈に 30。の可動性を得ている.

症例 3. 2才 8ヵ月，女児.

;(i検'庁の部分欠損と第 l71Jの欠損例である.術後 1年

の現在変形の矯正は良好である.

症例 4.4才 6ヵ月 ，男児.

生後 7ヵ月にて右侠骨骨髄炎に罷j怠し， 2才 11 ヵ月



内反手の観血的治療法内反手の観血的治療法

にて桃骨の約 2/3の切除を受けている.

本症例では榛骨末端部が残っているため，

尺骨末端を骨膜とともにその本来の部に

残し， 中枢尺骨を続骨・末端に subperio・

slealに移した.術後 l年 1ヵ月の現在，

前腕の回旋は不能であるが，手関節の可

動性は背掌;屈に 1000，機尺屈に 500 と良

好である.

総括ならびに結語

我々は 3例の偏側性先天性内反手なら

びに検骨骨鎚炎後の内反手 1例に Define

法による観血的治療を行なった 術後の

[ollow-upはl年ないし l年6ヵ月であ

り，最終的な結論をくだすには時機尚早

であろうが，その成績は， 1) 手関節検

側での支持性は良好で，変形の矯正は全

{0Jに十分である. 外観上 10。ないし 15。

の僚側偏位を残すが，これらはすべて尺

骨自体の喬曲によるものであり，将来尺

骨の osteolomyにより，より良き矯正が

可能であろう・ 2) 骨膜寄りの骨新生

は術後 2ヵ月にて完成し，尺骨はY字形

となり，手関節の固定性と機能の改善は

良好で，背掌屈に 30。ないし 450， 後屈

に 10。ないし 20。の可動性を得，全例に

おいて日常生活は術前に比しはるかに改

善されている. 3) 尺骨の長軸成長は，

本来発育障害の見られる窓側が健側と同

程度に成長するとは考えられないが，他

の術式によるものと比較すればはるかに

良好で，鎚側の約 50ないし 60% の成

長を見ており， これは早期観血的治療

の可能性を示唆するものではなかろうか

〈図 2).4) 桃行骨髄炎による内反手に

対しても種々の治療法が行なわれている

が， Define法の変法を試みほ Y満足すべ

き成絞を得た.

以上本法は手術手技が簡単であり，内

反手の治療目的のすべてを満たし得る術

式といえよう.なお今後経過を追いさら

に検討を加えたい.

質 問 :土屋(検大整形外科)

先天性内反手の患者では，両手の使用，

101 
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手を口までと Yくという意味でよい ADLをもっている.

手術的矯正によって ADLのこの面が失われるおそれが

あるので，手術においては肘関節の屈曲のよい症例に限

るというように，適応決定にきわめて慎重であるととを

要すると思う.演者は手関節の機能の改善がみられたと

いわれているが， ADLでマイナスの面はみられなかっ

たかどうか.

清水(三楽病院整形外科)

長近東大の症例でこの OP.を 1例行なったがすぐれて

いる Op. と思う. 手術時期は何才ごろが適当と考えら

れるか.

答 :藤原(神大整形外科)

1) 土屋先生の質問に対して

我々の症例では，肘関節の可動性が全例にほ Y正常に

保たれているため術後の日常生活に支障をきたしたもの

はなく，術前 paSL刊に矯正するととにより， 術後の機

能をある程度推定できるが，我々の症例では，より以上

の機能改善を得ている.

2) 東大清水先生の質問に対して

私たちの手術例では，手術時年令は最年少 2才8ヵ月，

最年長 4才6ヵ月であり，偏側性のものでは，本法では

尺骨成長が期待できるので，早期に行なってよいと考え

ている.

発言 :津下(広大整形外科)

た Y今の藤原先生のご報告例は私自身経験がない.経

過がよいようであれば追試させていた Yきたいが，今後

の経過をお知らせ願いたい.

次にさきほど土屋教綬より発言があったが内反手の矯

正後，肘の機能が回復してきた例もあるので必ずしも早

期手術を否定する必要がないと思う.また検側指の運動

性も機能改善される手IJ点がある. リハビリテーションと

手術とを合併して考えるべきではなかろうか.

追加 .田島(新大整形外科)

内反手のの手術は適応があるなら尺骨末端の centrali-

zationがよいと一般に認められてきているが，これを最

初発表した者は， Ralph， Lidgeで 1957年 Americao

Academy o[ Orthopedic Surgeonsにおいてである.

Deflne法は centralizationの modi自cation と考えられ

よう.

7. Phocmeliaの1例

星秀逸 堀田英二

田沢隆夫 高橋繁夫 曽根潮児*

我々は最近一般に phocomelia と呼ばれる症例につい 溶かして注入し，血管造影と剖検時の血管保全に意を麻

て，臨床的観察と解音Ij学的考察を行なう機会を得た.本 いた.現在まで本ドEでは数例の剖検例があるが，その所

例の外観は図 1のごとく，頚部は猪頚状で両上肢の短縮 見は各症例Kよりまちまちである.以下上肢の解剖学的

は著明で，左手は外反手を呈し，指は 4本であるが，右 所見の概略を述べる.

手の指は 2本で合指症を伴っている X線所見で両鎖骨 1) 筋 系

は鎌状変形を示し，前腕骨は左右 1本で，手骨は各指に 左上肢では片甲'自に停止する筋には特に異常はなく，

相当して中手骨から末節骨まで認められる 入院時上肢 また大・小胸筋の停止にも異常は認めない・広背筋のー

の自動運動はまったく不能で，他動的にも著明に制限さ 部は上腕三頭筋に向い腿膜状に停止していた，肩甲筋で

れていた・入院後"7'1サージ，三角シーネ固定などによ は三角筋の肩甲車車起始を欠き，放下筋と小円筋の癒合が

り，若干の他動的運動の改善をみたにすぎない・生後 7 強く，肩甲下筋の上部起始が弱かった・烏口腕筋，上腕

力月にて不幸な機転をとり，病理解剖され，その際肺の 二頭筋，上腕筋の各筋間に線維結合が認められ，上腕三

分~不全と副腎の発育不全を認めた・その後両上肢の離 頭筋には過剰頭を認め，これは肩甲骨肋骨面より起こり，

断を行ない，動脈には四三酸化鉛を 1096ホノレ 7 リンK 三頭筋内側にそって走り，その筋尾に癒合する・前腕屈

キ S.I-Ioshi(講師)， E. l-Iolla， M. Taza川， S. Takahashi 筋群では円団内筋の尺骨起始の欠如，検側手根屈筋の停

(整形外科)， T. Sone (第 l解剖):岩手医科大学. 止が屈筋支帯の模側縁に終り，これより短小の腿が下尺
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側に走り扇状に拡がって手掌腿朕を形成し，また尺側手

根屈筋は手根部尺側の軟骨塊についていた.浅f旨屈筋は

起始は癒合するが， 3コの筋腹を認め，尺側のものはさ

らに 2分し，いずれも筋裂孔を形成して，各指の中節骨底

に停止し，深指屈筋も同様 3コの筋腹が存在し，尺側のも

のが 2分して，いずれも腿裂孔を通って各指の末節骨底

に停止する.長母指屈筋は深指屈筋の榛側縁を走り手根

部の検側縁に終る.方形囲内筋と恩われる斜走する鍵織

i隆起を手根部に認めた.なお筏側手段屈筋の下層で前腕

骨内側縁より起こり母指球筋塊に終る異常筋(短様側手

根屈筋?)を認めた.前腕仲筋群のうち腕焼骨筋は前腕

骨中央部につき，長・短縫側手線{中筋は前腕下部を斜走

する筋の下を通って，それぞれ第 2，第 3中手骨底に停

止する.指{申筋は細く伸筋支帯のもとで3膝に分れ尺側

のものはさらに 2腿に分れそれぞれ 4指の指背に終って

いた.上述の前腕下部を斜走し，長・短焼側手根{中筋艇

の上を交叉して手線部検側縁に終る筋線は長母指外転筋

と短母指伸筋の癒合したものと考えた.なお小指{中筋，

尺仮IJ手根伸筋，回外筋，長母指仲指，示指伸筋な

どに相当する筋は認められなかった.手の筋では

母抱球筋は痕跡的であったが，小指球筋は比較的

分離可能であった.虫様筋は 4コ，いずれも各惜

の続側縁につき，骨悶筋は掌側に 2コ，背側に 3

コ認めた.

次に右上肢では肩甲骨に停止する筋では異常は

ないが，大胸筋の停止の一部は上腕筋践に終り，

また小胸筋との聞に線維結合を認めた.広背筋は

肩甲骨下角のほかに肩甲骨外側縁下部からも起こ

り，前腕筋膜に停止する広背頼筋があり，これは

さらに伸びて指仲筋に移行していた.肩甲筋では

三角筋が左に比べて弱く ，左と同様に肩甲車車起始

を欠き一部上腕三頭筋と結合し，また起始の一部

必大円筋の停止部とも結合していた.肩甲下筋は左と問

様上部起始が弱かった・上腕屈筋群は左に比べ弱く，上

腕骨体よりの起始を欠くので，上腕筋の欠如と考えた.

上腕三頭筋は左同様過剰頭を認め，これは烏口突起と小

結節より始まり筋尾で結合する.前腕屈筋群では円団内

筋，線側手根屈筋，尺側手根屈筋などは左と同様である

が，長掌筋および手掌鍵膜は欠如する.浅指屈筋は 3コ

の腹筋に分れ，検側のものは桜側縁に朕様に放散し，中

。聞のものはさらに手根部軟骨塊の続側に終るものと， 2 

指のうち榛側の指骨につくものとに分れ，尺側のものは

尺側指の中節骨底につくが，鍵裂孔の形成は認めなかっ

た.深指屈筋は 2コの筋腹よりなり，検側のものは手根

図 1.

上院凶筋群

/ r問団内筋 目_.~ 
_F主指f:ll筋 門凹門1?

r ↓悦側手恨刷筋

/上院三頭筋
第四頭

F 尺冊子被f:Jl筋

一ー長母指刷筋 ムI:s./ /，....".~山白骨
〔腕附-71jf.7/'i削筋U(liriWJ
総指{申筋) _/.-11祖11 、

l束十支 i:X指凪筋/(/)7卜 同指同協

J 母指球筋 I l.Ai制支，
V町、 ¥ Y.鮮....J__J虫様筋

¥捌廿問 !11123協

(母指内転筋 / \ \l~\1 l'一一
母指球筋¥'lI

図 2.

部軟骨沈の模側に終り，尺側のものは 2分して 2指の末

節骨底に終っていた.長母指屈筋の停止は左と同様であ

り，方形回内筋は欠如していた.前腕伸筋群の発育は非

常に弱く，腕榛骨筋と上述の指仲筋と思われるものを認

めたのみである 腕筏骨筋は外側上頼より起こり，前腕

検側を走り手関節部K停止する.指(中筋は上述の広背穎

筋の!胞膜の中に 3本の細い縫として認めた.したがって

長・短焼側手根仲筋，小指{中筋，尺骨手根付i筋，回外筋

長母指外転筋，短母指{申筋，長母指{中筋，示指伸筋は欠

如する.手の筋では母指球筋，小指球筋ともに痕跡的で

あり，虫様筋は 2コ，骨間筋lま背側に 2コ認めたのみで

ある.
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筋に至り，さらに手根部では尺骨神経と連

絡していた.

3. 血管系 (図 3) 

左側では上腕動脈が肘関節 t部では尺側

の浅層をÆる尺~動脈と骨間動脈に分れ，

後者は前腕の深部中央を走り，前腕の末柄

1/3の部で背側にで，手掌:昔sでは前者と連

絡していた.右側では上腕上部で切離され

たため分校の状態は確認できなかったが，

尺側および挑側を走る 2本の太い血管があ

り，それぞれ尺骨動脈，燐什動脈とみなさ

れた 尺骨動脈からは前腕中央を定る骨問。

動脈が分校していた.

4.骨・関節系 (図 1) 

肩峰は両側とも発育が悪く，鎖骨は鎌状

2. 神経系 (図 2) に湾曲して，この訂峰に迷していた.肘関

左上肢では腕神経叢を確認でき，侠骨神経は上腕伸筋 節は左側では上腕骨外側上穎前面と前腕骨骨頭が関節を

群を貫ぬき，前腕仲筋群に終る 尺骨神経は上腕の内側 形成し，関節裂隙を認めた.右側では上腕骨外側上頼と

を走り，内側上頼の下部で正中神経との聞に交通校を出 前腕骨骨頭が軟骨性に結合していた.前腕骨は両側とも

し，手根部では浅・深 2枝に分れ，前者はさらに 3分し l本で比較的太く，掌側凸の青山を示し手関節稜側に向

て，そのうちの l校は正中神経と連絡していた・正中神 っていた. (いずれも侠骨か?) 手線骨は認められず 1

経は肘部で尺骨神経に交通校を出し，この交通枝が深指 コの軟骨塊として存在し，右側では前腕骨と軟骨塊との曾

屈筋に達していた.また浅・深屈筋の聞を通り，手線部 聞に裂隙を認めたが左側では認められなかった.

に至り，筋枝を出した後尺骨神経と連絡，弓状部より各 むすび

t旨に枝を出していた Phocomeliaの定義は明確でなく phocoll1eliaの名のも

右上肢では侠骨神経は左側と同織の経過をとり，尺ll' とに種々の症例が報告されている 1961年 Frantyは比

神経は尺骨動脈に伴って，肋部では正中神経に連絡枝を 較的明瞭な分類をしているが，本例は，その分類による

出し，さらに手服部では再び正中神経と連絡していた terminal，longil吋 inal，COIl1 plele paraxial hell1ill1eliaに

正中神経は肘部で尺骨神経からの小伎と連絡して深指屈 相当するものと考える.
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8. 造母指にbける諸問題

鈴木勝己 高橋定雄 張紹元 大野貞夫*

私どもは本学会において手指損傷の中で， i僚側手指欠

損が機能を障害することが大きいことを発表してきた.

今回は模側手指欠損，中手骨等の機能再建の対象となっ

たもののうち， 資料が揃っており， 昭 37年から昭 41

年末までに治療を終了した 50例を広く，造母指として

一括して検討したので，その成績の大要を発表する・

従来，造母指の適応があっても，日本人は指の数がふ

えることを望み，形は多少変でも機能的にすぐれたもの

をという欧米流の適応はなかなか応用できない. したが

って， digital transferは現に治療中の 1例しか経験して

いない.

症例は術式により分類すると，第 1群は， osteodern叫

graftで，腹壁から母指断端に有茎皮筒をつけ， 2週後

に切離し， 3ヵ月おいてから，腸骨片移植と同時に，主

に環指から神経血管柄付植皮を行なったものである.第

2群は第 1群同様に皮筒を作り， 6ヵ月間放置してから

親骨または腔骨片を植骨しただけのものである.第 3群

は， Gillies coked hat法に準じて，第 2中手骨片を使っ

たもの，第 2中手骨を切除したもの，さらに各種植皮に

より母指の指問形成を行なったものである.第4裁は母

指偽関節および先天奇形に対して骨癒合術を行なったも

の，第 5群は，外科的再建手術を行なわなかった群であ

る.

画一的に造母指の適応を決めることはむずかしいと思

うが，最近私どもは第 1群に示した方法を好んで用いて

いる.第 1群，第 2群ともに母指中手指関節より近位の

切断に実施した.こ〉では osteodermalgre[t を中心に

して 2-3の問題についてふれてみる.

まず移植骨および切断端の骨吸収はどうであろうか ・

前の学会で鳥山らがすでに発表しているが，私どもも骨

吸収の問題に興味をもち，そのだきるだけ少ない方法で

あることを希望して，第 1群の術式を愛用してきた. し

かしX線上の長さの測定をしてみると，あらゆる群で骨

短縮が認められた・さらに細い間隔での計測をしていな

いので，骨癒合完成時点と，最近のX線計測長を直線でむ

すんだが縮小率は第 1群ですぐれているともいえなかっ

た.x線{象で骨端輪郭にボケがあるのは，左 Slideのご

* K. Suzuki， S. Takahashi， S. Cho， S.00110 関東労災

病院整形外科.

とく骨吸収が進行した像であり，骨端がはっきりと骨皮

質に包まれるようになると吸収は停止したと思われる像

である.近在の中手骨片を植えても，そしてもともとの

断端でも骨吸収は起とるが，関節離断の例では，はっき

りと少ないようである. この問題はさらに検討を要する.

次に神経血管柄付植皮を中心にみてみると，皮膚温は

神経血管柄付植皮群でも健側よりは低く，プレチスモグ

ラフでは，単なる有茎皮筒は変動がなく，神経血管柄付

植皮片では振隔が正常より減少していた.また単なる有

茎皮筒でも 1年後には，ある程度知覚回復はあるが正常

とはほど遠いものであった.一方，神経血管柄付植皮片

は技術上のまずさもあると思うが 2点識別覚は比較的

保たれているが， Frey hair O. 5 grでは鈍麻を示すもの

が多く，また周囲皮筒の知覚枝の延びはほとんど認めら

れない.

さらに神経血管柄付植皮片の Donorの指端は， 1年

以上すぎても知党脱失していた.ニ ンヒドリンテストで

も有茎皮筒では，なんの反応もなく，神経血管柄付植皮

片は正常より減弱しているが汗の分泌が認められた・神

経血管柄付植皮片にふれると Donor の指の感覚として

受けとられることは 1年すぎても続いているが特に支

障はないようである.

また機能的成績を見ょうと 5程の作業をさせたが，

全般に成績は悪〈正常域に達しないものがほとんどであ

る.ことに，小さなボルトナットの着脱テストは全般的

に最も成績が悪く ，造母指しても改善は認められなかっ

た・しかし，第 5群と比べると，第 1，2群では明らか

に改善があるととがわかった.

第2群の場合に，皮筒と移植骨片との固着が悪く，予

期しない皮膚の逃げが大変障害になるが， これは defa-

ttmgによりある程度解決される. さらに神経血管柄付

植皮片は移植骨と固着し，正常の指の皮膚の性状をもつ

ために第 l群ではこの皮膚の逃げはあまり問題にならな

くなるようである.

私どもは昭 37年から昭 41年までに治療を終了した

広義の造母指 50例中 fo11ow up できた 29例につい

て種々の検討を加えてみた.成紡は予想、に反して良くな

かったが，さらに症例を増して検討するとともに，すべ

てにおいて卓越した c1igiu11transfer， pollicization の術
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式を，より積極的に実施していきたいと思う

質 問 '諸橋(荘内病院整形外科)

Tube reclicle の柄切りと同時に bonegraftと .¥'-V

islancl fJapを行なうと， median nerve pelsyの場合1'C， 

同手術を行なったのと奥なり. 了、IV の peclicleの通過部

にビリピリや不快感をきたすものが多い.そうすると実

際仕事をしない場合が出てくる.その知覚異常;を防ぐに

は，手術仁におげる工夫をどうしたらよいか?tube の

縫合線を .¥'-N peclicle からはずしたほうがよいのか.

tube を行なって 3ヵ月 -6ヵ月おいておくほうが， pe-

c1icle部の知党がこないのか?

答 鈴木(関東労災整形外科)

骨吸収少なかれと念じて， 3ヵ月の間隔をおいた.

Island f1apを起こすとき palmarに圧痛点を残したも

のは 1例もなかった.できるだけ緊張の加わらないよう

に近位まで剥離している.

9. Tubed pedicle法によるほ指造指の経験とその知覚の再生

豊島泰 山野慶樹 笹岡正雄*

手における機能は重要で， American Society for Surge. 

ry of the Hanclの DisabilityEvaluation Comilteeは母

指の機能を手全体の 40勾 と評価している

この母指に対する再建は，

1) 血管縫合による再植(増原，玉井 1965)

2) 切断指組織の一部(指骨 ，神経)の muffまたは

図1.術 的.

ローJレ皮弁内の埋没移植

3) 第 I中手骨の延長骨移植， 局所皮弁 (Gillies)

4) 隣接指の母指化手術

5) oSleoplastic lube法+Liltler's island fJap 

。う異所骨使用

①問所骨使用

腸骨 conliguousskin-bone 1光 dicle graft (津下 1962)

ホ Y. Toyoshima (議附)， y， Yarnano， l"!. Sasaoka:大阪

市立大学整形外科.

鎖骨 compositebone-skin f1ap (McGregor 1964) 

6) 足指移櫛 (Nicolacloni1897， Clarkson 1955)の極

々の方法が行なわれているが，それぞれの方法に一長一

短があり，これを行なう場合医学的適応だけでなく，社

会的条件なども考慮されねばならない.我々は oSleopla-

stic lubed pedicleに neuro-vascular islancl fJa p を加え

図 2， Neuro-vascular island flap移他前.

た母指の再建例を経験したので，若干の考笈を加えて報

告した.

症例

21才女子で， 18才のときに印刷機のローlレに右母指

を巻きこまれて，第 l中手骨の 1/2のレベノレで切断され

l年9ヵ月後母指の再建のため当科受診，来院l時は切断

部は癒1良性に治癒しており，中手骨は内転拘縮があり，

母指球筋は一部損傷されていたが，対向筋は相当検〈戎

っていた(図 1) とれに対して中手骨で切断されてい
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ること，母指球筋が相当働いている点，さらに患者の希

望を入れて，ローJレ皮弁による母指の造指術を指示した.

左下腹部にロ ーJレ皮弁を作成， J ~後母指切断端に縫者，

さらに 4週後，他端を切離したが，尖端部の血行が悪<.

右IJが移開しやむなく再縫合を行なった(図 2). このため

第 2回の手術が遅れ， ローノレ皮弁切離 6ヵ月後に!防骨片

の移績と同時に右潔指僚側から， neuro-vascular pedicled 

island f1apを母指の warkingsurface 1(.移値した(図3).

この際，中手骨の残存骨片が内転位にあるため，脇骨片

をや L外転位として接合した. islancl flap移植後の母指

の血行は良好で， J¥1oszkowicz test では鍵側母指とほと

んど同様で， island fJapを用いない造指術後にみられる

骨吸収像は現在のところ認められず，動静脈血行のバラ

ンスが良好K保たれているものと考えられる

知覚については， islancl fJap移植前の ローノレ皮弁は縫

着後 6ヵ月であったので，母指基部周聞からの知覚校の

sproutll1gによる protectiveな sensibilityはすでに掌，

背側ともほぜ母指中央部まで達していた.こ』では触覚

の再生が痛覚のそれに先行していた.発汗は基部で 5-

10mmにわたってみられた.

Island flap移植後の 1ヵ月間は islandfla p IL.過度の

知覚過敏が認められたが，その後徐々に消返した.術後

6ヵ月の現在， island napおよびその周囲の知覚出現部

では痛覚，温冷党がいずれも環指l亡感じ，触覚は不明瞭

であった. Islancl flapからの!lirl覚の仲びは同心円的では

なし末梢に向ってよく伸びる傾向があった. この isJa-

nd f1ap と母指基部からの知覚の伸びの閣になお数 111111

の無感覚得が存在していた.

2点識別は母指基部の掌，背側とも 15mm，母僧中央

部で 20mmであり，一方健側母指球部が 8mmで，腹

部の皮弁採取部が 35mm であることから， 腹部から採

ったロ ーノレ皮弁は sproutJl1gによる神経の侵入により手

のほうに順化してきていると考えられる. 他方 islancl

flap部は 8mmで， 健側母指尖が 2mm， 環指尖が 3

nllTI であることから， 2点識別能は移植によりかなり減

返している.

発汗テス卜では iβsl加a制I吋 flapとその周囲約 5m川1111 およ

び母f指旨1基走部周図 1ω0-2却Om口m の知覚再生部にみられ， IS-

land flapではニンヒドリン法でもほとんど正常な発汗

をみた.

綴能的な面では紐をむすぶ，ボタンをするなどの巧織

運動はいまだ不可能で，母指の avoiclecluseをみるが，

母僧と示指および中指との pinchは良好で，者字，食事

にはほとんど不自由を感じていない.

図 3.NClIro-vasclIlar island flap移植後 6ヵ月.

Picking up testでは貨幣程度の大きさであればかなり

良好であるが，立体覚は母指側にはなかった.

諸家の報告では islancl flap は術後数ヵ月で double

sensationが現われるといわれているが，我々の例では種

々の検査からみていまだ不十分である.これは中枢性の

機能転換， stereognosisだけの問題であろうか.あるい

は Mobergは tactilegnosisを司る線維はかなり太いと

想像しているので，これが移植により多少とも障害され

たことも関係しているのであろうか.

また Mobergは手の機能評価には academic な reco-

veryはあまり意味がなく， f unctionalな recovery を重

視すべきであると述べているが，我々の例でも機能的な

面では日常生活に相当有用であり，また美容的には患者

は満足しているので，本法による造指術も適応は広いも

のと考える.

追加 ・回烏(新大整形外科)

lslancl flap の知覚回復を追究すると tenclon transfer 

の場合のように完全な switching はなかなかみられな

い.検査者が患者にあまり誘導訊問すると，誤まった答

えを得る結果になる.患者は物を把持するとき，今どの

指でふれているか，一々考えているわりではない.手で

物を把持していると感じているだけであると見解を述べ

ている.

内山(新大整形外科)

1) 私たちは McGrega[法による管状皮弁+骨軸移

植を onestage行ない， 柄切離に際して neurovascular 

islancl napを行なっている.本法では 2回の手術で完了

する利点を有する.

2) Jslancl flap周辺からも，知覚神経の sproutingが
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』認められる.知覚の switcningは，術後 I年8ヵ月たつ ているが起こっていない.

10.先天性母指形成不全症に対する治療経験と考察

田島達也 渡辺好博 内山淳*

私たちの教室では過去 10年間にいろいろな型の母僧

形成不全症 77例 83手を経験している.その治療は母

指の外傷性切断とは別なむずかしい問題を合んでいる.

なぜなら手の大きさが決まらない成長期，特に幼児期l乞

手術をせねばならないことや両側性の場合があって特殊

な配慮が必要になること等による.私たちは治療法の観

点、からこの奇形を， 1) 母指完全欠損， 2) いわゆる

日oalingtnumb， 3) 母指内転拘縮と母指球筋形成不全

合併型， 4) (しばしば 3指節母指を合併する) 5指症，

る) 重複母備に合併する型，6) 全指媛指症の部分現象

に分類した これらのいろいろの型に対して私たちがこ

れまでいかなる再建法を行なってきたか，またその経験

から現在どのように考えているかについてあらましを述

べてみたい.

1.母指完全欠損

両側の8ji'l完全欠損例に対しては少なくも 1側に人間

の手に特有な pinch (つまみ動作)を可能にするため小

学校入学ごろまでに polliciz‘llJOI1 を行なうべきであろ

う.それまでの期間は pinchの pallernを党えさせるた

めに Swansonの ideaによる pa山a1 proslhes i sを装着

させるのも lつの良い方法と与える.片側例で反対側に

高度な母指形成不全を合併する場合にも母指が完全欠損

する側を pollicizalionするのが実際的と与えられる.な

ぜなら反対側の高度な形成不全母指はなんとか形態だけ

は再建できるが.良好な機能を期待することは困難だか

らである 反対側の母指が正常の場合には両手の総合機

能にはほとんど問題がないので成長期には必要に応じて

手のサイズにマッチしたかぎり義子を装着させ手のサイ

ズのさまる 14-5才になって管状皮弁と骨紬移艦による

造母指術を行なうのもよい方法と考える.

2. Floatillg th um b 

私たちの 7症例はいずれも片側性であり両側性の場合

』まごく稀ではないかと推測する.そこでたいていの場合

本 T. Tajima (助教授)， Y. Walanal比 (，Ni師)， A. Uchi)ト

ma:新宮1大学盤形外科.

両手の総合機能としての低下はほとんど考える必要は

ないので一般に考えられているようにこれを切除して

polJ icizationを行なうことは必らずしも必要でないよう

に思う.すなわち成長期の一定期間これをなんとか再建

して形の満足を与えておき，手のサイズがきまる 14-5

才ごろになってから他の指と比べ小さくなりすぎたこの

母指を切除し， 管状皮弁骨軸移植による造母指術を行

なうのが借の数を問題にする傾向が強いわが国において

は実際的な方法ではないかと考える. 私たちは Aoaling

thumbをほ Y満足できる形に再建できる手術法を考案し

たのでその実例を紹介する.第 1中手間膝を大多角骨の

レベJレまで切開し後者と noating thumb の指骨との聞

のfl'欠損部に骨移植をして，これを対立位にもらし第 1

中手間膝の皮膚欠煩部を有柄皮弁で被mする.この皮弁

で8指球のふくらみも形成する(図 1) 

3. Radial hemimelia の部分現象としてし母指内転

拘縮と母指球筋形成不全を合併する型

これに対しては私たちの1独虫右創IJ的方法としてすでlにE発表

している手背の s“凶lμicl出li川n略1唱gs吠ki山nr日l‘a叩l

による。ppone叩nspμlaωstげy の合{併井が機能再E建主の面カかミらも形

の再建の面均か当らも最も実際的なl万7法と考えられる.この

方法で再建された母指は手術後の成長が期待できるので

幼児期の 2-3才ごろに施術することが可能である

4. 5指症

これに対しては Barsky法による焼側第 1指の母指化

術が一般化している. しかしこの方法ではまず第 l中手

閉経のゆとりが少なく母指が十分 palmarabduction で

きない欠点と作られた母指の 1¥1.P.関節が不安定である

という欠点がある. この第 lj旨間経がせますぎる欠点に

対して私たちはすでに述べたように手背の slidingskin 

flap法を用いてこの欠点を是正することに成功している.

作られた母指の M.P.関節がぶんまわし運動が可能で不

安定すぎる欠点に対しては Riordanが第 l中手骨を骨頭

該のみを残して除去し骨頭抜を大多角'Ffに固定すること
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によって ，¥1.P.関節を C.M.関節にか

え， P. 1. P.関節を M.P. 関節にかえ，

これによって M.P.関節の安定化と指の

短縮が同時に達せられるすぐれた方法を

発表している(図 2). 

実際には私たちが考案した手背の sli・

ding skin flap法と Riord回 のアイデア

による母指短縮 M.P.関節安定化法を併

用することが設もすぐれた方法ではない

かと考える(図 3).本法も術後の成長

が期待できるので 3才前後の幼児期から

施術できる.

5. 重複母指に合併する型

とれに対してはすでに述べたいずれか

の再建法が用いられるので詳細は省略す

る.

6. 全指幾指症の部分現象

との型においては母指の再建というよ

り手全体としての形態と機能をいかに再

建するかが問題となる. この場合は母指

のみの形成不全症例と異なりそのま』で

はいかなる型の把持も行ない得ないので，

第 2列を除去しミッ ト型の手にして最小

限の把持機能を再建するのが最も実際的

な方法と考える.

むすび

以上治療適応上問題の多い先天性母指

形成不全症に対して，私たち過去 10年

聞の経験からこれを代表的な型に分類し

それぞれの型に対する再建法について見

解を述べた.

質 問 :清水(三楽病院整形外科)

EXl.retinae. -
岡山町"宮崎¥'ed
forshamning 

I，t間 tacarpal
"聞¥'tdlea¥'ing 
the head 

a.術前 b.術後.

図1. Floating thumb症 例 (3才，女)の外見.

M.P.-ー01

図 2.5指症に対する Riordan法.

1) 東大の症例で Barsky法により植 D.I.P一
皮をしないでもほ Y外見，機能上とも満

足すべき結果を得ているが，植皮は必要

であろうか?

2) 2-3才の時期での手術でよいと

思うが，生長したとき相対的に母備が短

くなっている危険はないであろうかヲ

Epipl、yStSは残しでも， hypoplasticな指

では，生長のスピー ドが他の指より劣る

可能性はないだろうか?

答 :13]品(新大整形外科) 図 3.5指定に対する Slidingskin f1ap法と Riordan法の併用.

109 
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大きいものを把持するとき，第 1中手骨が十分 palmar palmar abcluct ionを可能にするため c10rsalslicling flap 

abcluclionしないこと次第に M.P.関節が unslableにな を合併したいと思う

る傾向があるので， 私はやはり， 第 I中手需の十分な

11. 指切断処理のー工夫

斉藤哲夫

指切断の処理には種々の方法があるが，完全切断の場

合，患者のたずさえてきた末梢片を円のliijにして無策と

は知りながら，みすみすこの末梢片を活用することなく

放棄する伊lも少なくない. しかしこの末梢片が単に血行

の社絶だりで組織への直接の佼襲が加わっていないもの

で， しかも切断後さほどの時間を経ていない場合には，

なんらかの方法でこの組織を活用するととができると考

える.

点:1-¥せる月日刊来日地白昼
閉<') )1， ( 阜両同庁

図1.

だが我々には絶対iと再践者に成功する確信もなく，一

歩譲って，もし指先部の皮膚を切断面に再び利用するこ

とができるならば，その指は短縮をまぬがれ，同じ性質

を備えるとともに，指先の立体的形態が確保されるであ

ろうし，あわよくば爪の生長の可能性もあると考えられ

る.

術式の概要 (図 1) 

まず木梢片内の組織をくり抜き cup状の皮腐にする

( a ).次いで '1'特(側の皮膚をリンク状lc切除し(b )， 

脂肪組織を露出する(c ) この cup状の皮膚に合わせ

て脂肪組織をトリミングする(CI ) できあがった球状

の脂肪組織に cup状の皮膚を被せて縫合する(e ). 

* T.SaiLO， .M.Ozawa:必下病院整形外科(大阪府ι口市

日吉町).

小沢政夫本

症j9IJ 1. 20才，男子(図 2) 

作業中誤って右第 4， ;) j旨指先部の損傷を受け直ちに

来院した.第 5指に対して，まず切断された末梢片内の

組織を完全にえぐり取り cup状の皮膚を作製した.一

方中枢但IJでは，その断端部周辺の皮膚を輪状に切除して

a.手術前. b. :f-体11主l年

図 2.

a. T術的. b.手 術後 6ヵ月

図 3

脂肪組織を露出し， cup状の皮膚内に収まるようにトリ

ミングした後縫合した.

術後 1年の現在，皮膚の硬さはほ Y正常で適、'iな弾力

性を有し，周辺との色調の差もなく形態も丸味を帯びて

いる.知覚検査ではこの皮膚は鈍麻を呈している.
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症例 2.29才，女子(図 3) 

作業中プレスで左第 2-5指を切断し，切断された指

を抱えて直ちに来院，第 2指に対して本法を行なったが，

まず末梢片は爪t良部を残した高さで横切したのち内容を

くり抜いた.症例 lと同じく中躯端の皮膚を輪状に切除

して脂肪組織を露出し.これを球状に トリミングした後

ClIp状の皮膚を被せて縫合した

皮膚はほとんど生着したが，爪根部皮膚は壊死に陥り

爪甲とともに脱落した.術後 6ヵ月皮膚は多少硬く弾力

性に乏しいが色系it着も少ない.形態は丸味を有するが

多少萎縮の傾向がある.爪床をみるとごく痕跡的な爪の

生長と爪床の硬化がある.知覚検査ではやはり鈍麻を示

している.

考 察

切断された指の処理を行なう場合，指の長さを確保す

るには再接着が最もすぐれた方法であろう. しかしその

適応範囲も限られ，手技もまだ決して一般的とはいえな

いのが現状であり，多くの例はやはり従来からの植皮法

に頼ることになるが，この場合これまで無意識に放棄さ

れていた末梢片の皮j前を活用すると， 1) 捨て去られる

運命にある皮膚が再び利用されるため，改めて皮膚を採

取して植皮する必要がない， 2) 切断レベルによりさら

に指を短縮する必要がない， 3) 活用した皮膚の性質が

指の皮膚とまったく一致する.4) 1枚の皮膚では作製

しにくい立体的形態を備え指先には好都合である 5) 

爪の生長の可能性があるなどの利点があげられる.

本法は下床が脂肪組織という好条件に恵まれているた

めか，断端面に対する遊離全屑植皮に比べて生着の可能

性が強いように思う しかし一度生着に失敗すると以前

にも増して指の短縮の悲劇lを味わうことになる.その予

除策として手技上注意すべきことは， 1) 良好な生着を

獲得するために ClIp内の組織をていねいにえぐり取る

こと，特に爪床哀面は注意深く行ない爪床を損傷しない

ようにする， 2) Cupの大きさは必要巌小限にと Yめ，

中枢側皮膚の切除範囲を極力少なくする， 3) 脂肪組織

の トリミングの場合 cupに加わる圧迫に疎密のないよ

うに心がけるなどの点であろう.

なお本法でも一般の栂皮と同じく，手技においても治

療期聞においても特異な点はなく，また知覚鈍麻も植皮

に共通したものである. しかし本法施行の際今後K残さ

れた課題としては， 指の太さとこれを被う cupの周径

とのパランスの問題，あるいは本法ではたして爪の生長

が期待できるものなのかどうか，またかりに生長しても

短縮した指に爪が必要なのかどうかなどの点があげられ

る.

結 語

指切断処理の場合，切断された末梢片の利用の可能性

を症例をあげて述べ，その利点ならびに手技上注意すべ

き点についてふれた

12. Ingrown nailの治験例

鬼塚卓弥 川村次郎 佐藤和男

高 口 洋朗 十市欣一 金井市郎 岡田一彦*

lngrown nailは，足E止に多く見られるもので，手備の

症例報告は我々の調査した限り， これをみない. したが

って我々の最近経験した手指の ingrownnail について

報告するのも無意味ではないと思う.

症例は 38才男子， 2年前，左中指をドアにはさまれ

て爪下血腫をきたし，某病院において抜爪術を受げた.

以来，再生した爪甲縁が爪務内にめりこんで激痛が起こ

T.Onizllka (形成外科)， J. Kawamura， K. SalO， Il. Taka. 

gllchi， K. Toochi， l. Kanai， K.Okada (盤 J~外科 ) :

中央鉄道病院(東京却渋谷区千駄ヶ谷).

るようになり，切符の改札という仕事が不可能になり，

当院を訪れた.来院時の所見は，爪甲が爪溝内にくいと

み，爪郭炎を合併していた.これに対して， DuVries法

の変法により，爪甲側縁，爪母，爪下床，爪郭を enblock 

に切除した.術後 1ヵ月にて現職に復帰したが， 1年後

の現在に至るまで，なんらの障害も訴えていない

考 察

lngrown nailの定義は人々によりさまざまで， Conve. 

rseは爪周囲の肥厚性，有痛性， 炎症性変化を起こした
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もの，Graham らは爪甲側縁が爪溝中にはいりとんで，

爪母や周囲組織に炎症を起こしたもの Frostはこれを

3~に分けて，第 l 型は正常爪甲で爪赫が残ったもの ， 第

2型は爪郭が肥厚したもの，第 3型は爪叩縁が内方変形

したものと定義している. このように Ingrownnailは，

いろいろな状態を慣習上総指的にそうよんでいるわけで

混乱を招いている感がある. しかしいろいろな症状を一

緒にして，これに lつの病名を与えるより，現症をその

ま』病告にしたほうがすっきりするのではないかと思う.

我々は爪甲の爪溝内に陥入したものを ingrownnail，爪

郭の異常をきたしたものを爪郭肥厚あるいは爪郭炎，こ

れらの合併したものを ingrownnail syndromeと名づけ

た.なお ingrownnail は爪甲の成長理由からいつヰ，

内(方)生(長)爪と訳さないで，陥入爪と訳すことを

提案した.

Ingrown nailの原因として足駈では，切爪，抜爪の不

適当さ，靴の異常などあげられているが， Newmanは1

次的原因は軟部組織の欠陥で， これが大きいと体重負荷

により爪の周囲に盛りあがって靴その他の外力で爪巾縁

との聞にはさまり圧迫ないし壊死をきたすためという.

手指については我々の症例から考えてみると，患者は改

札掛であり，抜爪術を受けたあともすぐ改札の仕事に従

事したため， counteractionとしての爪がないから，次第

に軟部組織の肥厚を起こし，爪の成長と相まっていわゆ

る ingl'O¥Vnnail syndromeを起こしたものと考えられる.

すなわち足E止と同様の原因のほか手指では特殊な職業上

の誘因が強く働くものといえる.

Ingro¥Vn naiの治療は足佐ではまず保存的療法を行な

うが，その効なきときは partialnail eXClslll といって，

前述のように爪甲側縁，爪母，爪下床，爪郭を enblock 

に切除する方法が最もよい.とのことは手指の場合にも

そのま hあてはまるものと考えられる.従来のように抜

爪術，爪郭切除ではほとんど治療的意味がない.

結語

手指の ingrownnailにつき症例を報告するとともに，

その名称，原因，治療法等を足E止の場合と比較しながら

略述した.

13. 手の腫協について 456例

東草

加倉)F周一

高田聡

二ノ宮節夫

巌 琢 也

竹広舜

岩野邦男 滝川一興

山内裕雄キ

我々は過去 8年間に東大病院および 2関連病院で取り なお過去本学会で北島 (1960)，諸僑 (1963) が報告

扱った手の腔療についての調査を行なったので報告する. したように欧米とわが国では腫蕩別発生頻度においてか

部位は手関節より未精，対称となった腫泌ならびに類 なりの差異があることがわかる.456例中 ganglionが

腫蕩は 19麗， 456例である 類腫湯中 earlyDlIplly' 324例 il96 と一ばん多い.次いで内軟骨腫，血管腫と

tren's nodule， foreign bod y granulom， tllberculolls teno- なる

synovitis等は今回の調査より除外した Ganglionは手

術例のみ調査の対象とした今回は部位別発生頻度のみの

謁査にと Yめた.

子に発生する腫務の種類は他の四肢に発生するものと

同じであり，手にのみ発生する特殊な腫痴はない. しか

しながら予の多関節性，外傷を受けやすい部位等の手の

特殊性のために極務別の発生頻度において他の部位と災

なったものがある.

• A. JJigashi， S. Takada， T.1¥¥'ao， K.lwal1o， K. T‘，-
kigawa， S. Kakurai， S. NinomI)'a， S. Takehiro， 

Y. Yamauchi: :Ut >;t大学盤)~外科 .

欧米に Ganglion K次いで多い Xanthω111， inclusion 

Cystは比較的少なし特に孜々の調査では inclllsion

Cystはわずかに 2症例のみである.

骨臨場は 74例，そのうち 62例，85%が内軟骨腫，

軟部腫痴は Ganglionを除くと 58例でそのうち血管リ

ンパ管系の股泌が 34例で一ばん多い.

内軟骨腫 (図 1)は 62例，手の全腫紛のうち 14%，

骨股務の 85% を占める 年令別には 20-30才代に多

い 一ばん若年イ告は 5才に，老年者は 49才に凡つかっ

ている.男女差はない.62例中 solitary45例，llllllti-

ple 17例で両将とも症状は無痛性腫嫡，病的骨折が多い・



表 1.

手の経蕩について 456例

Type of tUll10r 

Ganglia 

Chonclromata 

HemaJlgioma 

anthoma 

Glomus tumors 

Exostosis 

，1alignat tumors 

Chonclrosarcol11a 

Synovial sarcol11a 

Angiosarcoma 

Rhabclol11 yosarcoma 

Inclusion cysts 

N1ucous cysts 

Fibromota 

Cysls of bone 

Gout 

Xanlhomalosis 

Lyl11phangima 

Lipol11a 

Congeni lal arteriovenous自slula
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偶然，内軟骨腫がX線撮影で発見されたものが 3fr1Jある.

発生部位での左右差はなく l例に両側性に発生してい

る.母指には発生例なく中指末節骨，豆状骨に各 1例の

みで発生部位は示指，中指，環指，小指の中手骨，U;節

骨，中節骨に集中しその中でも特に中指，小指の基節骨

に多い.

治療は原則として腫務の掻照，骨移植を行なうが Mu・

ltipleの場合は変形の強いもののみに手術を行なった.

62例中 49例に手術を施行したがその内容は 6例に掻

艇のみ， 40例に掻艇骨移値， 1例に鐙艇および Kiel-

boneの移植，切断は 2例である. 術後の機能障害はほ

とんどないが 4例に術後再発をみた.

血管リンパ管系の腹湯は 3'1例で， そのうち血管腫 23

例， Glomus tUl110r 8例 LYl11phangiol11 1， 先天性動

静痩 1，angiosarcoma 1である Glomus tumorおよ

び anglosaroma についてはさきに教室の南燦， 高田が

報告している.

血管腫は 23例，その 12例はすでに生来より腫痛に

気づかれており 20才以上になって初めて腫蕩に気づい

た例は皆無である.発生数では男女差なく，発生部位は

掌側に 12例，背側1'1::.9例，好発部位とされている母指

113 

図1. Analomic charl for localion of 62 cases of 

chondroma in the hand 

図 2.Analomic charl for localion of 13 cases of 

xanthon、ain lhe hand 

球部はわずかに 2例にすぎなかった.母指球部に発生し

た先天性動静脈mJを他医で血管腹として治療していた例

もあるので鑑別診断に際して注意を要する.

治療は原則として完全な摘出が望ましいが神経，筋肉

を含む血管腫の場合には不完全な摘出で我慢すべきであ

ろう.

Xanthom or giant cell turnor of tendon she. 

ath (図 2)13例，男性 6，女性?と男女差はない，症

状はすべて無痛性腿癌である. 13例中4fr1JにX線写真
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で腫務の圧迫による什皮質の陥凹と 1例に骨侵蝕例があ solitary chonclroma の悪性化したものである. Solit田γ

り長期にわたる腫務の存在を恩わせる chondrorna の感性化はきわめて稀であるが逆にこのと

部位は l例にのみ左示指の多発性に他はすべて単発性 とは早期に臨床症状と病理診断による悪性化の篠定が大

である.:J!(々の症例すべてに掌側に腫痴は発生し左側 3 切である.

省側 10 しかも母指， 示指，中指に集中していることは むすび

慢性の外傷性車IJ戟と 腫療の発生との関連を偲像させられ 1) 過去 8年聞に取り扱った手の!医療および類腫湯は

る 19種， 456例であった.

全例に腿療の摘出を行なったが 2例に術後 3-4年し 2) Gang1ion 32"1 {9IJで 71句と一ばん多い. 次いで

て再発を見ている. したがって注意深い完全な腫蕩の摘 内軟骨腫 62例，血管腫 23例となる.欧米では xanlho-

出が要求される ma，inclllsion cystが圧倒的に多いがわが悶ではむしろ

慈性服務は 6例， cbond rosarcorna 3例 rhabdornyo 稀な腫湯である

sarcoma， s)'J1oviaL sarcoma， angiosarcomaの各 1例，6例 3) 治療は一部の例外を除いて一般に完全摘出が適応

中 2{9IJ死亡している.すなわち anglosarcorna は全経過 となる.

8年で全身に腫場の転移のため死亡し他例は mbbicidi・ 4) 今回の調査のみから手の腫療の正確な発生頻度は

seaseより chondrosa rcorna IL悪性化した症例で制癌剤の 出せないが，手の腰高2の個々の症例報告に加えて総括的

注入を施行したが術後円血球減少症で死亡している. な考察が手の腫療の診断，治療および予後の決定K必要

Chondrosarcorna死亡例を除く 2例は Ollier および であると考える.

14. 2現象同H寺搬影法による 小指運動の筋電図学的研究

佐野精司

安藤 和 彦

仲村威

香取勲

~革岸孝年

工藤弘毅キ

我々は数年来，kin即e白Sl凶o叫10句gyの研究の一助として 2現象同 れるが， f日lex叩or d出Ig♂i山tωor印III川川rn pro百「仏lIndlls丸，ab以凶)(刈ζducαlo町rdi宅igil凶i 

時撮影装置を用い，各種関節運動の筋f包E図学的解析を行 m】i山nl川11n川n川I

なつてきている.賀第}9回の本学会}に乙B引|き続いて，今回は exlenslonした位置から小備を外転すると ，さらに abdll-

小指運動についての実験を行なったので報告する clor digili llllJlllni がこれに関与 し， 最大運動時には

実験方法は正常男子 9名の右手について，小指運動に exlensor digilorlllTI， oppones digili minimi， exlensor di-

関与する 11筋を選んだ・被検運動として小指の伸展 gilirnlnlrnl， fJexor digili rninirni brevisの般電活動が活

1. P.， M. P.の屈曲，内転， 外転， 対立運動および grip 発となる・運動の終了にあたっては各筋がほ Y同時に消

などを行なった.電極は直径 0.07rnmの p01yurelhane 失する.

coallng した銅線を筋内埋入型電極として用いた 3. Opposition 

実験成績のうち， 5つの molionについて要約すると， Resl posilionから小指と母指との対立運動を行なう と

1. Extensionおよび 2.extel1sionから abduction exlensor digilorum， fJexor digili mlllllni brevisおよび

Rest pos山 onから I.P・を伸ば しながら M.P.を伸展 opponens digiti mllllllll に放屯活動が現われ，最大運動

すると exlensordigilorlllllにまず欣電活動を認め，や h 時にはこれらの振幅が増加し，さらに acluctordigiti mi 

遅れて extensordigiti minimlがこれに加わる・ 最大運 nini， flexor digitorum profllndlls， exlensor digili minimi 

勤時には fJexor digili minimi brevisに活発な活動を， にわずかな放電活動が現われる.運動の終了に当つては

また opponensdigiti mlllllniにわずかな放電活動が見ら ほY同時に消失する.

* S. Sano ( ~昨日市 )， T. Naklllllra. T. Minegishi， K. Ando， 4. Grip 

J. Kalori， K. KlIdo: 日本大学整形外科 Restposition から gnp を行なうと，まず extensor
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digitorum， flexor digitorum profunclus 

k放電活動が現われ，や L遅れて oppo・

nens digiti minimi abductor digiti minimi 

さらに遅れて flexordigiti minimi brevis， 

extensor digiLi Jll1l1imi に放電活動が現

われる.最大運動時にはこれらの振幅が

治大する.運動終了時にはほ Y同時に放

電活動を消失する.

5. I. P. extension し M.P. flexion 

Rest posi tionから I.P を伸ばしたま

ま M.P.を屈曲すると interosseusdorsa・

lis， interosseus palmaris， lllmbricalisお

よび f1exordigiti min川1Ibrev is I'L活発

な放電活動を見， またわずかながら pa-

lmaris brevis もとの運動に関与してい

る.最大運動時には flexordigitorul11 pro-

fundus が関与してくる. 運動の終了に

当つてはほ Y同時に消失する.

むすび

小指運動に関する被検筋の一部の活動

動態に明らかな経時的差異を認めた.
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図 2.

包魁ti担

Extensor digiti minill1i， f1exor digiti Jlli-

nill1i brevis， opponells digiti Jllinimiは

小指運動のすべてに関与しているという

興味深い所見を得た これらの筋が小指

運動において亙要な機能をもっているこ

とが伺われる.

Forrest および Basmajian(1965) の

行なった hypothenar mllscle のうちの

opponens digiti mll1l1l1i， flexor digiti mi 

nimi brevisおよび abdllctordigiti ll1ini 

Jlll の筋電図学的所見と我々の成績はほ

ぼ一致している.またその他の被検運動

については，ほ Y従来の記載に一致して

いた.

なお palmarisbrev isは hypothenareminence を高め

るような，いずれの動作にも関与していることを確認し

た.

我々は小指運動において，一部の筋に従来の解剖学成

一m
1-・，_

図 3.

書に記載のない acltvJLyを認めたが， これは我々が従来

他の関節運動の研究で認めたと同様に，おそらく関節固

定的作用として関与しているものと考える.
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15.手関節運動と豆状骨

平尾尚徳 志村幸男 児島忠雄 原瀬瑞夫キ

手関節運動において中枢手根骨列と末梢手厳骨列はそ

れぞれ機能的単位を形成するが， 中枢手線'~列は前腕と

末梢手線骨列の聞にいわば骨性のメ ニスクスとして存在

し Lanzはこれを knocherne Z¥¥' ischenscheibe と呼ん

でいる.そしてその運動は前腕と末捕手根骨列の運動に

よってのみ決定され，手根屈筋，手根{申筋はいずれも中

枢手根骨列に停止していないことを指摘している. しか

掌屈H寺.

carpal joint の動きは同時に起こり ，円滑に移行してい

くものである 孜々は前述の解剖学的関係から，中枢手

根骨列の運動に豆状骨と尺側手根屈筋が関与するか否か

について検討を行なったが，今回は背掌屈のみについて

述べる.

1 豆状骨の特殊性について

豆状骨は手線骨の中枢列にも末梢列にも属さないこと，

中間位 1'f屈時.

図 1 豆状骨の動態撮影.

し， との点について，我々は豆状骨を介して尺側手根屈

筋が中継手線骨列と述けいをもつことに注目した 一万

手関節の運動をみると， Lanz， Kaplanらによれば背挑屈

は主として 川tercarpaljoint で行なわれ，掌尺屈は ra-

diocarpalgelenkで行なわれるとされている. この原因と

して Lanzは様骨関節面が掌側に傾斜していること，

radiocarpal jointの靭帯は背側では線維が長く弛緩し，

掌側は緊張し，背屈を早期に抑制することをあげている.

しかし手関節の運動をみると， radiocarpal jointとlI1ler-

場 N.llirao， S.Shimura， T. Kojima， 1¥'f. Harase 点点慈

恵医科大学整形外科

尺側手線周筋が停止すること， 三角骨との聞に独立した

豆状fl関節を形成すること等の諸点からきわめて特徴あ

る手線骨である さらに小指外転筋の起始部であること

から極子骨としても特色ある骨である.

2. 動態撮影による豆状骨運動の観察

前腕最大回外位より 60。囲内位で掌背撮影を行ない，

豆状骨および豆状骨関節の側面像を得る.手関節最大背

屈時掌屈時においてこの慢影を行ない，豆状'円・の三角骨，

有鈎骨鈎に対する移動性を観察した.織影肢位の良好な

12例の平均値をみると， 関節裂隙は背屈時に狭小とな

り，掌屈l侍に拡大する(図 1) これは関節造影所見でも



明瞭に示される(図 2).また，豆状骨と有鈎骨鈎の距離

は背屈時，掌屈時にはほとんど変化をみない.したが

て豆状骨は末梢手根骨列とともに動いているといえる.

これは cineradiograph Yにおいても明らかである.

3. 正常人手関節背掌屈時の動態撮影による観察

正常人手関節 10例につき手関節側面像の!ll}]態撮影を

行ない図のごとき補助線により検骨と月状骨，すなわち

rad iocarpal join l ならびに月状骨と有頭骨すなわち

inlercarpal joint の運動を観察した. 従来の文献と同じ

く，背屈時には 川lercarpalで radioca rpalよりも運動が

大きし 背屈が高度となるに従って racliocarpalより

inlercarpalの運動が増大する傾向をみる.これに反して

掌屈時Kは radiocarpalの運動が主役を演じ，掌屈が高

度となるに従って radiocarpal の動きが増大する傾向を

みる(図 3).また掌屈背屈を通して観族すれば，機骨月

状骨閣では月状fl'有頭骨間よりわずかに運動範囲が大き

い.新鮮屍体の手関節動態慢影を行ない， racliocarpalと

川tercarpalの運動を前述のように観察し， さらに Kirs-

chner鋼線を豆状骨に車IJ入して， 豆状骨関節を固定した

後に動態撮影を行ない比較観察した.屍体における他動

運動においても背屈時には intercarpa1の動きが大きし 60・

学屈時には radiocarpalの動きがより大きく， 生体の場

合と変化をみなかった. これは中躯手根骨列の運動は筋

力により支配されない場合も， radiocarpal jointは掌屈

時に， intercarpal joint は掌屈時に主役を演ずることを

示すものである.また Kirschner鋼線で豆状骨関節を固

定したときには，非固定時より inlercarpal joint の運

動が制限されるが， radio田中alの運動性は変化をみない

したがって手関節全体としての背屈が制限される.これ

は Sll1rilh らの報告と一致するものである.

4.筋電図学的観察

尺仮IJ手根屈筋をはじめ， 続側手線屈筋， 挑側手根{中

筋，尺側手根仲筋の 4筋に鈎針型電極を埋入し，同時多

元誘導を行なった.前腕中間位にて手を台の上におき手

の重力を除去し背屈を行なったが，背屈の全過程におい

て尺側手根屈筋より放電をみなかった.

手関節運動と 豆状骨

総括

1) 手関節背学屈時に豆状骨は末梢手根骨列とともに

動く傾向が大きく ，との点より機能的にはむ しろ末梢手

根骨列に属するといえる.

2) したがって豆状骨関節を固定すると，intercarpal 

jointの運動が制限される.

3) 尺側手根屈筋は豆状骨を介して中枢手根骨列と連

けいをもつが，豆状骨が末梢手根骨列と ともに動くとと，

117 

図 2.関節造影

背!川

〆

〆d
60' 

a 汗1:r¥f{J

b : Rad io-ca rpa 1 

c : Interrarpal 

図 3.Radiocarpalと intercarpalの動き

(正常人平均値).

背屈時に尺側手根屈筋より放電をみないことより中枢手

根骨列を制動するという仮定を支持する所見はみられな

かった.

4) 手関節運動における豆状骨の意義は McConail 

のいう sesall10idpressu同 を三角骨に及ぼし，背屈位よ
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り掌屈位への移行を円滑!とすることが主たるものと考え る.

16.有茎皮弁の循環動態について

一一
慶

壮
原

好

位
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コ
一

管状皮弁による植皮術は種々の造形や，遠隔部への移

行ができるすぐれた万法であるが，目的の場所へ達する

までに，かなりの円数を要する ことが，患者ならびに治

療するものにとっても最大の難点となっている.そこで

安全かつ早期の移行が望まれるが，その時期の決定は，

いまなお経験的に行なわれるのが多いようである.夜々
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図1. TlIbcd skin pediclesにおける rad ioacli ¥'e 

sodiUrll (22:'¥a) (l¥aCl)の Clearance.

はとの時期を決定する ため，実験および臨床的に検討し

た.

動物実験での循環動態の検索 (2'Naclearallce) 

犬の背中に，帽を 5cm とし，長さと隔の比が 1:1， 

3 : 2， 2 : 1，および 3:1 の管状皮弁を作製し 22Naを

NaClの形で溶液 0.1ccを皮内に注入 し， 減少曲線から，

Barron， IlofTmeisterの方法で循環率を求め，健常皮膚の

それを 100% として表わした.また 3:2群で皮弁作製

5週後に一端を切離移行し反対側を緊縛して切離移行端

からの循環率をしらべた.

実験結果 .管状皮弁作製時には，循環本は最低値を示

ホ K.Kasahara， ̂'f. Kano， H.Nagao， S..¥'liroshi， K.AnJ 

hara， T. Take)'o:和歌山医科大学整形外科.

加納政彦 長雄英正

穴原克宏 武用滝彦*

し，次第に上昇し，正常の レベルを越えるようになる(図

1 ). 

3:2群では，手術直後に 26.696に低下するが 3週

と4週の聞で 100% に達し， 4週では，over flolVの状

態とな る.1:1群， 2: 1 H'Fでも，手術直後には，それぞ

れ 16.7%， 15.796 に低下するが， 3週 と 4週の閣で

1009o となり ，4週で正常の レベノレを越 える. しかし 3:

mmHg 
POz 川 Subcutane

50 
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case 1 case 2 C3se 3 ('3可f' 4 case 5 

図 2.TlIbed skin pediclesの君主ぷ分圧測定値.

Case lでは transfer時，bにおいて，著 IYIな P02

の低下を示した.

1群は，手術直後は 14.0% であるが，その後の循環率

の回復は前 3訴に比べて遅れ 5週でようやく 100匂 と

なる.すなわち循環率は皮弁作製l時のデザイ ンによって

遅速があるといえる.また皮弁作製後 5週で切離移行 し

たものでは，移行端からの循環は手術直後は 0% である

が， 1週で 16.6% となり， 4週で 100% に回復する.

移行の際に捻転を加えたものでは， ;)週でも正常のレベ

Jレに回復しない.

皮下酸素分圧の測定による検索

臨床的i'C，切離時に皮下酸ぷ分圧を管状皮弁の切離端，

中央および基部の 3ヵ所で測定すると，断端(図 2，a点)

では切離前iと比べて，15-30 mmHg低下し， 低下の度

合は一定しないが，中央 (図 2，b点)では 5mmHg前
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後低下する.基部(図 2，c点)では変動は少なく， 上

昇した例もある.壊死に陥った例では，中央で 17mrnHg 

も低下していた.とのことから，管状皮弁の中央での酸

素分圧の低下の度合が活着するか，壊死に陥るかを左右

するー要因と考えられる.

Microangiography 

管状皮弁の動脈の形態をみるため， ffilcropaqueを用い

て撮影すると，皮弁作製 1遇ですでに両端からの動脈の

貫通がみられる(図 3). また一端を緊縛しておくと，他

側端からの動脈は太くなっている.このことは，組織学

的所見とも一致する.

考察

Hoffme i s t引 によると，循環率が 100 ~百かそれ以上の

時期が切離移行の安全な時期であることを証明したが，

我々は，循環率の変動が管状皮弁の作製時のデザインに

よっても差があり，また捻転が加わるとその回復が遅れ

ることを知った.したがって安全かつ早期の移行時期も

デザインや捻転により 差があるといえる.また管状皮弁

の中央での酸素分圧の切離後の低下の度合が大きければ

壊死に陥る危険が大であるとの所見を得た.

むすび

我々 は， Kelikianの方法に準じて管状皮弁を長さと幅

の比が 3:2-9:5の比率で作製し，彼の説に従って 6-

7週で切離移行を行なってきたが，以上の結果か ら3逓

なかばから 4週で切離移行するのが合理的であることを

知り，期間の短縮が可能となり，良結果を得ている.

図 3.標本の microangiography(tubed pedicle 

作製後 l週).

追 加 :鬼塚(中央鉄道病院形成外科)

1) 人間の皮膚と動物の皮膚とでは，皮膚の組織学的，

循環状態からまったく異なるため，動物実験の結果をそ

のま』人聞には適応できない.

2) tubeの循環状態は tube大きさ(長さと幅の比)

のほか，形，方向，緊張状態，移動方向により異なるゆ

え， ζ の点も研究上考慮すべきである.

3) 臨床的に循環状態検査法を用いる場合は，簡単な

また短時間でできる検査法がのぞましい.

発 言 ::IJ日納(和歌山医大整形外科)

簡単な方法で循環動態の検索ができればよいのは我々

も同意見であるので，今後検討を加えたい.

17.各種疾患の手指循環動態に及ぼす影響(第2報)

小 林 晶 松崎昭夫

我々は第 1報において，我々が考案せる光電容積脈波

計を使用し，上肢における各種疾患について検討し，疾

患によっては脈波に種々影響を及ぼすことを発表した

が，今回波型についてさらに検討し，症例数も増したの

で発表する.検査対象の疾患別症例数は正常 30人 275

指，末梢神経麻簿 39人 359指，頚腕症候群(変形性頚

椎症も含む)39人 358指，片麻療4人 39指，外傷 (上

厳の軟部損傷および骨関節の損傷)16人 124指でそれ

ホ A.Koba)'ashi， A. MalslIzaki， l，，[， Mitsu)'asu， M. Moro-

oka 九州大学墜形外科.

光安元夫 諸問正明不

ぞれの疾患は治療前，治療後は区別していない.また経

時的観察については今回は省略する.

我々は前回脈波の株には，脈波上昇時を起点、として，

0.06-0.14秒， 0.20-0.24秒， 0.32-0.44秒およ び

下降胸の最後の部分の稼に大別できることを発表したが，

我々は今回その第 lの練を T" 第 2の練を T2，第 3の

赫を T3 としてこれと最後の線以外の株を other wave 

とし， T1-T3 の発現時聞を被検全脈波について，計測

し， その他 cycletyme， other wave等について検討を加

えた(図 1). 
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Tl T2 の発現時間は人により一定しバラツキは示きな

いが， 脈放の T，が高い型を1'1-lype1'2 が高い型を

T2-l)'peとし，その中聞を intermecliale-l y peとし 13-

72才正常男女 275指についての計測では T1ーtypeは

25才以下では 80.5% を占めるが， 46才上では 14.3

% と減少し， T2-lypeは逆に 46才以上では 76.8%を

占め 25才以下ではわずか 9.3% である.

o 98 

0.92 

図 3

intermecl uate-t)' peは 26-45才に多く 1'1-1'2t)'peの

移行型であると考えられる.

次I'C1'3 であるが，古くからc1icrotic notch， elastic 

wave等と呼ばれている線にほ Y一致すると思われる Tみ

については，正常指では発現時間は，ほ Y一定し，わずか

2.9$恒において発現時間のバラツキがみ られる(図 2). 

また 1'3 の現われない脈波もあり，その発現率は正常

者において， 25才以下では 93.2% に明らかに現われ，

年令の噌加につれてまったくないか，はっきりしないよ

うになり 46才以上では 57.1% にないかはっきりしな

い.次に各指別に 1'3の発現時間のバラツ キを計調IJし，

0.04秒以上バラツキのあるものを， aberration 1'3 (+). 

とし，それ以下のものを(ー)として疾患別に検討した

結果，正常者においてはわずか 2.9%aberralion1'3 (+)， 

であるが，他の疾患においては，いずれも軽度上昇して

いて，片麻療においてはかなりの高率である.

疾患5)IJ 1'3非発現率では，正常で 19.6% だが頚腕症

候群については 36.896とかなり高率であるが，これは

高令者の被検者が多いためと思われる.次に itherwave 

の出現率では正常者において 17.90百に見られ，年令的

には差を認められなかった 疾患別に見ると頚腕症候群

および外傷においてそれぞれ 33.2%，51. 0% と上鼻 し

片麻庫，上腕神経叢麻療においてそれぞれ 10.3%，14 

9% と減少しているのは興味深い.

次に c)'cle-t)'me のバラツキについて O.06秒以上の

ものを aberranlec)'cl t )'me (+)とし 0.06秒以下のも

のを aberrantc)'cle t)'me (ー)とし計測し，その結果正

常者においても 22.2;百の(+)があり，正常者の年令

別，疾患別に大差を認めなかった.また不整脈患者にお

いては著明な cyclelymeのバラツキをみるが， これは

1'3発現後の時間の延長短縮で現われ，逆に著明な c)'c1e
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tymeのパラツ キをみる怠者でも心疾患がなげれば心電

図にまったく異常を認めない(図 3). 

次に以上のこ とを患手患惰5JIJf'C検討してみると，正常

では全指 abarrent T3 の例はないが，他の上肢疾患で

は，かなりの率で全指に abarrent1'3 をみる また上腕

神経叢麻療の患者で患側のみにでる率が高いのは注目す

べきである.各指別に 1'3発現時簡を検討すると，疾患

によっては全指に差をみる率がかなり高しまた怠側の

みにバラツキのでる率が尺骨神経麻簿，頚腕症候群，上

腕神経叢麻簿においてそれぞれ，39.496， 58.196， 33.4 

96とかなり現われている.Cycle tymeのバラツキにつ

いては全指にある例が正常でも 53.396にみられ，疾患、

別にも注目すべき差を認めなかった.

最後に olherwaveの出現率を各疾患別にみると正常

でも 36.7% あり，上腕神経叢麻療においては出現率が

や h減少し頚腕症候群においては患側に出現する率が

40.7% と増加し，外傷では全指に otherwaveがでる率

が 5096と高くなっている.

結 語

我々は光屯容積脈波について以上のような検討を加え，

正常の人でも年令により波型の変化があり，上肢の疾患

によっても疾患別に波型にかなりの影響を及ぼしている

と考えられ，その原因等にもさらに深く検討を加れば診

断の一助ともなり得ると考える.

追加・質問 :佐藤(広島大整形外科)

我々は昨年の総会において容積脈波を中心に上肢循環

動態についてくわしく発表したが， 我々の経験による

と，神経損傷のみでは振幅や波形に大きな変化を示さな

いが，それに伴う血管損傷により，容積脈波は強く影響

を受けるように思う.

振幅より波形に重点をおいておられるが，波形の下降

腕における小さな変化は，上肢の循環状態を推察すると

きにどれくらいの価値があるか.

質 問 .原(東大整形外科)

腕神経叢損傷の手f'C，引きぬき損傷の場合 warmphase 

と coldphaseとの時期的な点、になにか差異があったか?

答:光安(九大整形外科)

1) 脈波の経時的変化について:末梢神経損傷時の経

時的な脈波の変動はおっしゃるとおり脈波の増高より低

下をみる傾向があるが，症例では必ずしもこの傾向をみ

ぬものもある.今後，症例を増して発表したいと思う.

2) 測定時期 :受傷後の日数というのではなし来院

時に測定して，以下経過を追っている.

諸問(九大整形外科)

脈波の高さについては，昨年，私たちが述べたように

有意の差を認めるが，波型に関しては，下降蜘にある脈

波について電気血圧計を使用した結果より ヒン卜を得，

演説で述べたような差を認める

18.上肢神経損傷にjずける循環動態について

小 林晶 松崎昭夫 諸問正明 光安元夫 久保真治*

末梢神経損傷時に起こる trophic change は知覚，運

動麻簿とともに，すでに南北戦争時に WeirMitchellに

より注目されている.その病因K対しては，1889年 Bo-

wlbyが， 1) 血管運動神経の損傷によって起こってく

る血液供給の変動， 2) 片麻庫の廃用，3) 求心性線維

の刺戟，4) trophicnerveの離断の 4つの仮説をあげて

いる その後 Lowissは trophicnerve の存在を考えず

とも，廃用と知覚脱失および血流減少によって説明でき

ると述べている.我々は前回の手の外科学会において，

• A. Kobayashi， A. Malsuzaki， M. Morooka， M. MilSu-

yasu， S. Kubo:九州大学整形外科.

皮膚温，光電容積脈波，爪の伸長度，汗滴測定を行ないp

上肢諸疾患の循環動態の報告を行なった.今回は脱神経

時の循環動態をしらべるために以下の実験を行なったの

で報告する.

1.局所循環血液量の変動

1848年に Kety が， 組織内に注入された 24Naの

c1earanceは，局所循環量により基定されると報告して

以来 13
1J，24Naを使用した局所循環量の測定は，多数な

されている.我々は 85Krが化学的にも物理学的にも安定

な気体であって体内では速やかに肺より排池され，普通

の状態では体内に存在しないという利点、のほかに，測定
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上，物理学的半減j引が 10.6年であって r線の energ)'

が 0.513sleV と低い特徴を有しているために 85K，を

用いて tissue-clearanceを行なった

実験動物および実験方法

神経離断群 1.8-2. 5 kgの成熟家兎の左!阪寓で正中，

尺骨神経を約 2cJl1にわたり離断した. AxonOlmesis群，

我々が考案した神経加圧器を用いて上記家兎の左版寓部

で，正中，尺骨相jJ経を 160mmHg の圧で 2分間圧迫し

た.か hる処置を加えた家兎では，術後左上肢の運動麻

揮を認めるが，ほ';:' 10-14 nで左上肢を右上肢と同様

に使用するようになり，筋電図でも reinnervalionvoltage 
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図 2.Change of blood f'low. 

を認めるようになる.いわゆる Secldonが述べる axono-

tmeslsに一致すると考えた.

IS010m ic saline solutionに溶解された 85Krを 0.13-

0.14 mci手掌皮下および前腕屈筋巾f'C， 26 gageの注射

針でできるかぎり速かに注入し， 注入時よりの局所の

C.P.M.を 2.5inchの Na-[crystalの scintillatinclete-

C10'を，注入部に近接させ， Shimazu製の speclromeler 

snl lB， Scaler D-21を使って，経時的に測定した.

測定結果

Ketyは NNa を局所1[.注入し， 注入時の量 Qoと t

分後の虫Qは Q=Qoe-kt で表わされる関係があると述

べている (k=clearanceconslant=F/vA， t=lime (min.) 

F=blood flow in ml. Imin・v= volume of lissue being 

cleared of lhe inert gas. A=partilion coefficienl). C. P. 

M.を縦軸K横軸に時聞を plotすると図 lのように，注

入時は直線的に減衰するが時間の経過とともに減3誌の低

下をみるようになる.Qoが半減する時間 TI
/2とF(blo-

od flow川 mllmin)は，
F= O. ~3，15 ・・
- T1/2 ^' で表わさ

れ，局所循環量の指標として'[1/2を便宜上使用してみ

た すなわち T1
/2 が短かいほ ど組織血流は増加してい

ることになる.

手掌皮下の血流変動

無処置家兎の手掌皮下に注入された 85Krの 1'1/2 は

表 1に見るように，5'48"より 10'30"までで，平均は 8'
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41げであった. 神経離断後は 5-7日後， 20日後， 45 

-51日後でも血流の増加は著しい. 70日後では l1'<J5"

と 17'14"と表で示すように減少を認めるようになる.

Axonotmesisの家兎の手掌皮下でも，図 2に示すよう

に処置後，血流の増加が 30日まで認められた.

前腕筋屈の血流の変動

脱神経後は，表3I'c見るように軽度の血流の増加を認

めるが，15日後にはほ Y 無処置家兎の '1'1/2 と等しく

なり， 60日では血流の減少をみるようになる.

2.神経伸展および離断が動静脈圧に及ぼす影響

実験動物および実験方法

8-10 kgの成犬で，厳寓部で正中，尺骨神経を周囲組

織より剥離し， A. ulnarisおよび accessorycephelic vein 

に polyethylenetubeを挿入し動静脈圧を， 日本光電製

電気血圧計 MP-4型につなぎ測定した.

神経伸展時の動静脈圧の変動

同側の静脈圧は下関節部の accessorycephalic veinで

10 cm 1'120 前後の上昇をみ， 対側では 5cm H20 の上

昇をみる.動脈圧は前腕中央部の A.uJnarisで問側では

30 mmHgの脈圧低下を， 対側では 30mmHgの上昇を

みるが，動静脈庄の変動は， 20秒でもとの値におちつく.

神経離断時の動静脈圧の変動

同側の静脈圧は上記静脈で 10cm II20，対側の静脈庄

は 8cm l-J20の上昇をみる.動脈庄は同側では上記動脈

で， 15 mmHgの上昇を対側でも同様の上昇を認めた.

離断時の動静脈圧の変動は 20秒前後でもとの値におち

ついた.

むすび

神経離断時に起こる動静脈圧の変動は 20秒前後でも

とにもどるが，離断後の血流の増加はかなり著しい.皮

下では 70日後，筋肉では 60 日後の測定で血流の減少

をみた.Axonotmesisでも同様の変化をみ， 30日までは

血流の増加をみる.神経麻療は神経支配域の血流にかな

り大きな影響を与えると考えられる.以上述べたごとく

血流の変動は trophicchange の大きな因子であると思

われる.

発言 :津山(東大整形外科)

末精神経損傷のうち混合神経損傷では， 初め wanTI 

phase，次いで coldphaseになるが，その時期的経過，

cold phaseをきたす因子につき，今後お教えいた Yきた

し、.

19.駆血帯の阻血筋に及ぼす影響

第6報 阻血および局所低体j昆阻血による活性 Poly-Peptid の変動

中 原 正 雄 吉原孝 鴇田敏夫

柴田憲慶 高橋延勝 川村孝 志*

近年，交通および産業災害が多発し，かつ重篤な損傷

の発生とともに駆血帯の使用頻度もますます高くなって

きた.我々は前回，駆血帯による阻血の影響について局

所ならびに全身反応を観察し，生体は多大な影響を受け

ることを認め，さらに局所低体温の施行により，これら

の変化を軽度におさえ得るととを報告した.今回は，最

近注目されてきた活性 Poly-Peptide，特に Kininの変

動を中心に報告したいと思う.

Kininの反応系は，生体内で Kinin，Kinin遊離酵素，

• M. Nakahara (助教授)，T. Yoshi、¥'ara，T. Tokila， 
N. Shibata， N. Takahashi， T. Kawamllra:札幌医科大

学整形外科.

Kininaseおよび Kininogen の4因子が存在し，とれら

の組合せにより生体は homeostasisを維持していると考

えられる.この Kin川は血管拡張，血圧低下，毛細管透

過性冗進，平滑筋収縮，疹痛および白血球集合作用があ

る.

生体に刺戟が加わると組織の Protease活性により Ki-

J1JJ1の反応系が促進され， 軽度な生体反応から重篤なシ

ョックまで移行することががある.

実験は成犬を使用して，全麻のもとに片側下肢を室温

で4時間阻血した群と片側下肢を冷却して 100C低下さ

せたのち阻血した群につき阻血解除後の変動を観察した.

阻血解除後の生体反応をみると，常温群では筋温のー
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過性上昇，血圧の著明な低下，脈縛の著明な増加，動静

脈l血 P02 の低下と A-VDilTerence の地加 PC02 の増

加および CO2 や乳酸の増加による動静脈血 pH の低下

が見られる.

一方，低体温群では筋温および血圧は安定しており，

脈樽は軽度増加を示す.動静脈血 P02の低下は，静脈血

で軽度に見みられるが，直ちに回復し A-V DilTerence 

の増加はみられず，また pHの低下も一過性で侵襲の少

ない生体反応を示している

以上の全身状態から常温群では，早期に著明な reactive

changeが起こり，引き続きショックに移行する生体反応

がみられるが，低体温群では著明な生体反応は抑制され，

安定した経過をたどる.

このような状態において Kinin系の変動をみると，常

損阻血筋の Kinin遊離酔楽活性は，阻血解除後 3倍に増

加し，非阻血似IJに著明なことは興味深いことである.血

笈 Kinin遊離解素活性は，阻血筋の影響を伴って阻血側

で解除後 6倍に増加し，非阻血側でも 3倍の増加がみら

れる. このことは生体内で Kininが異常に増加している

ことを示している.

低体温J昨では筋および血祭 Kinin遊離醇素活性は軽度

の増加をみるにすぎず，組織代謝の低下とともに Kinin

形成が抑制されていることを示している.

一方， Kininを分解する Kininaseは;常温阻血筋では 2

倍に増加し，経時的rz:.持続するが，血援では，解除後，

急激にWI1J日し漸次減少して 3時間で 2倍となる.この

K ininaseの増加は KinIn 形成の増加に伴った生体の代

償性反応とも考えられるが，急激な増加に続き持続また

は減少傾向を示す過程は，阻血による pI-lの低下で Ki

nmaseが不活性化されることが推察される. したがって

形成される Kininは増加の一途をたどり， ショックへの

移行が考えられる.

低体温室干では筋および血祭とも， ごく軽度の増加が見

られるが，Kinin の軽度増加に相応していることは，J_主

体の回復にとって有利な反応と与えられる.

このように阻血により Kininの増加は著切になるが，

Kininの基質である Kininogenは常混群で阻血解除後 3

ないし 4時聞に著明な減少を認める. この減少は Kinin.

遊離酵素活性の増加のために Kininogenから Kininへの

異常な移行を示し， さらに KinInaseの力価を越えた余

剰の Kininが生体反応を引き起こす誘因として活動し

ていることが推察される.事実，全身状態では，同時期

に血圧の低下，A-V Di町erenceの増加およびP02や pH

の低下がみられ， Kinin系との相関関係が認められるこ

とは興味深いことである.

しかし低休温群では Kininogenの蒋明な低下はみられ

ず，低体温前処置によって生体反応の破綻を防止するこ

とが可能であることを示すものと恩われる.

以上のように， 阻血は生体に大きな影響を及ぼし，

Rocka e Silvaや Werleらが提唱する外傷性刺激による

~in川 系の変動は，生体反応にとって重要な因子である

ことが推察される しかし局所低体温の施行により， こ

れらの因子を抑制 し得たことは，阻血を伴う駆血帯のi直

応rr_新たな一面を追加するものと思われる.
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20. 筋組織まで波及した結核性!腿鞘炎の 1例

三束雄一

我々は最近，省前腕と手掌部および中指 11'1.P.関節の

腫脹と向指の屈曲位拘縮ならびに右前腕の脱力を主訴と

して来院した患者で，病変が筋組織まで波及した中指 M.

P.関節結核を伴う結核性鍵翰炎の興味ある l症例に接

したので報告する.

症例

患者は 34才の男子で職業は新聞配達夫.既往歴に幼

時右母指を突指した以外は外傷なく ，肺結核もない.

家族涯には同胞 8人中 2人に肺結核の既往がある以外

特記すべきことはない.

現病歴

約4年前，右中指基部に腫脹が生じ，手学へ波及する

とともに， 中指の屈曲位拘縮が起こってきた. 約 2年

前，前腕屈側にも腫脹が現われ環指と小指に屈曲障害が

生じてきた.腫肢にはi!痛を伴わないので放置していた

がさらに肘頭部にも腫脹が生じたので昭 41，8月某医を

受診し当科に紹介された.

初診時局所所見

右前腕屈側全体が腹脹し，麗癒を 6ヵ所に見る(図 1). 

とれらは発赤熱感はなく表面平滑で波動を認め，前腕と

手掌部腫溜は互いに交通していた.圧痛，車L際音，握雪

感はない.手関節の運動はや h制限され，中指の屈曲位

拘縮， s立指と小指の伸展位拘縮を認め，母指の 1.P.関

節にも軽度の屈曲制限があった.つまみ力も著しく減退

していた.

X線像

中指 かr.P.関節部の骨萎縮，破壊像を見るほかは奨常

がなく ，胸部も正常で，縦隔洞の リンパj仰の腫脹も認め

られない.

検査所見

ツベルタリン反応陽性以外は，血沈，血Z'，l:血液像， リ

ウ7 チ反応，血清生化学はいずれも正常で，血清ワ反応

も陰性であった.

手術所見

結核性健鞠炎の診断で昭 41，9， 13自に手術を施行し

た.前腕屈側に腫簡に一致する縦切開を加えると皮下に

灰白色の腫痛が現われ， ζの壁は浅指屈筋の腿輸の一部

Y. Mitsuka， M. Hashimoto目東京医科歯科大学整形外科.

橋本守生*

で，その内側に尺側手根屈筋の腿輸が走り，遠位部でこ

の腹痛壁にはいりこんでいる.腫痛と周囲との癒着は強

くない.腫痴を切開すると約 30ccの衆液性黄色液とと

もに，多数の径 2mm大の黄白色半透明の軟かい米粒状

内容物が溢れ出てきた. これを摘出し，腫縮内部を掻腿

すると，壁内面は灰白色綴痕状で，腫痛は手線靭帯の下

/、/

人¥
::~ρ 

j 
l 
t 

t 

s 

図 1 腫脹部位および発生順序.

を通り手掌部と交通していた また腫滴下部には数本の

黄色を帯びた監~輸を認めたが，いずれも中継は健膜織に

幅広く薄くなり，浅指屈筋の腹痛壁に移行している.長

母指屈筋鍵の周囲にも径約 1.5 cmの腫痛があり，筋部

へ移行しているが，腿との癒着はなかった この内容物

は前述の腹痛の内容物とまったく同じであったが，液は

ほとんど出なかった.

浅指屈筋の腫癒を中心としてこれに移行している黄色

を帯びた拠を，一塊として切除した(図 2). 

深指屈筋腿移行部がや h膨隆していたが，特に侵襲を

加えなかった

次に中指 M.P.関節の背面に小切闘を加え，黄白色の

米粒状内容物を得た(図 3). 腫溜の壁は関節包の一部

であった. 骨被綾を示す中手骨骨頭の一部を掻~した.

肘頭部腰痛は腿様硬で， リンパ線とと もに切除した.

病理組織学的所見

前腕腫溜壁は肥厚した線維組織で，内部にまったく細

胞成分のない硝子様物質を含み，またこの腫繍壁は部分
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図 2.r.主指屈筋とこれに移行 していと、尺側手

桜屈筋な らびに長母指屈筋悦

図 3目右中111j¥1. P.I剥節背i面，

的に炎症性肉芽組織を混在した筋組織へ移行している

墜とこれに接するllil!の聞には紡錘形の空隙があって， コ

レステリンを合む像が見られる.腿組織は硝子様変性に

陥り線維症を伴う米粒体はほとんどJ袋死物質からなり ，

この成因については臆紹内壁の強い炎症機転による壊死

組織が内肢に遊離したものと考えられる.また M.P.関

節部では滑肢は肥厚し紙芭は乳暗号状増殖を示している.

肘関節部リンパ腺にはラングハンス巨細胞と類上皮細胞

を伴う肉芽腫の所見があり， しかも手術時採取した腹痛

内楽液の結該菌培養が陽性であったことより，結核性鍵

鞘炎と診断した.

術後経過

術後約 2週間の固定後自動運動を行ない，抗結肢の 3

者H~J1Jを行なっているが，手術後約半年の現在，変化の

強かった中指の可動性には改善は見られないが，その他

の指は可動域と筋力の若干の改善が認められた.つまみ

カの改善もみられ，患者は以前と 同 じ職業に従事してい

る.

考察および結語

結骸性鍵鞘炎は外国では Acrell(1779)以来 Kanavel

(1923)， Mason (1934)， Bickel (1953) らにより多数の

報告があり， 本邦でも宇野 (1935) 以来，平岡， 熊坂

(1953)，星野 (1955)，広谷 (1958)， 勝見 (1959)， 織

田 (1960)，山口 (1960)，安部， 湯口 (1961)， 最近で

は広畑，必山内 (1963)，平沢，久保田 (1961)，問中(1966)

に至るまで 50例に達する報告例があるが，我々のしら

ベ得た範囲では本例のごとく筋組織まで広汎に佼された

報告はない.木症は手に多〈見られ原発部位は腿鞘およ

び粘液包が多いとされているが，広谷によれば r2次的

に骨を伏すことも関節結抜から進展するこ とも比較的稀

である (Bickel，Mason).Jという.本例では， 初発症状

が中指M.P目関節から始まったことを考えると，これから

鍵l乙波及しさらに筋組織に広汎に波及した可能性が十分

考え られる.このように筋組織に広汎に病変が波及し，

しかも中指 ~l. P 関節結核を伴う症例は，長~f主性腿鞘炎

の中ではきわめて珍しいものと考えられる.
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21.結核性腿鞘炎の 3例

長屋郁郎 沢田進

結t主性腿鞘炎に関する報告は古< 18世紀I'C Sil vert 

(1727)，次いで Acrel(1779)， 19世紀にはいり ，Brodie 

(1818)， Syme (1837) らによって報告されて以来，主と

して欧米において多数の報告をみている.わが国におい

ては昭和 10年字野が初めて報告して以来，現在までに

我々の症例も加え 59例が報告され，そのうち手に発生

せるものは 46例をみるにすぎない.

我々が経験した結紋性腿鞘炎の 3例を報告する.

症例1. 41才，女，主婦

主 訴・右中指屈側の腫脹.

既往歴 :特記すべきもはない.

家族歴 :夫が 3年前胃癌にて死亡.

現病歴:昭 41年春ごろより右中指屈側および P.l.P.，

D. 1. P.関節に腫脹ならびに運勤務を訴え，某医にて関節

リウ 7 チの診断のもとにステロイド剤の投与を受けてい

たが症状の改善がみられず， 6月 22 日当科を受診しプ

レドニンの鍵鞘内注入を 3回行なったが，脹腹軽減せず，

8月 30日子術を施行した.

手術および経過.中指屈筋鍵は全体に腿鞘が腫緒状I'C

股大しているのを認めたが，艇は肉眼的Kは正常で，米

粒体はみられない.腫脹せる鍵輸を切除して創を縫合す.

組織学的には，肥厚した鍵鞘内には多数の Tuberkelが

見られた.手術後に胸部単純撮影を行なったところ，右

肺野に病巣を発見し，直ちに三者併用を開始した.化学

療法開始後，鍵の腫脹は軽減し~痛消失し術後 8 ヵ月の

現在，経過良好で再発をみていない.

症例 2.38才，男，技師.

主訴;右中指屈側の腹痛.

既往歴 :12才のとき右手関節部屈側に腫脹疹痛があ

り，某医にて手術を受けた. 14才のとき右環指屈側に

同様の錘脹，疹痛があり，某医にて手術を受けた. 30才

のとき右中指屈側に腫脹疹痛あり手術を受けた.3度と

も1ヵ月ほどで軽快したが，診断は不明であった.

家族歴 ・特記すべきことはない.

現病歴.昭 38，8月ごろから誘因なし右中指屈側に

腹痛を生じ次第に大きくなり，手掌部にまでおよび中指

の運動時に悲痛を訴え，同年 9，20日当科を受診した.

・ J. Nagaya， S. Sawada， T. Masutani， Y. Senda:国立

名古屋病院整形外科 (名古屋市中区南外堀町).

桝谷 敏夫 千田 呈皇*_.... 

手術および経過 :中指屈筋腿腿輸は索状に腫脹し，そ

の表面には米粒体がみられ，滑液革骨内には無色透明の滑

液を多量に含有し，胞状を呈していた.践には著明な変

化はみられなかったが，滑液鞘と強く癒着していた.臆

輸を検側にて切開拡大し，米粒体および滑液輸の掻艇切

除を行なった.組織学的には著明なリンパ球の浸潤がみ

られ， との中に点、々 と Tuberkel;が存在し， Langhansの、

巨細胞も見られる.術後直ちにストマイ注射を始めたと

ころ， 2週目ごろより手掌部の腫脹は軽減し， 1ヵ月自

には屈曲障害もほとんどなくなり勤務に従事した.

lj: 

図1. 性別年令別頻度.

症例 3. 29才，男，無職.

主 訴:右小指球部腫脹.

9] 

既往歴 :昭 22年シベリアで胸膜炎，昭 27年右肩隠

節結核および胸椎カリエスに擢患した.

家族歴:特記すべきことはない.

現病歴・昭 32，1月ごろから誘因なし布手掌小指球

部より手関節屈側にかげて腫脹し，次第に増強してきた

ので当科を受診した.この症例は手術を拒否し，穿刺に

より乾酪物質を認め，既往歴および穿刺液の培養により

結核菌を証明し得たので，三者併用を始めたところ， 3 

週自に腫脹，疹痛が消槌し，その後 9年を経過するが，

症状の再発をみていない.

考 察

軟部組織の結核は，実質性臓器や，骨，関節の結核に

比べ稀である.我々は文献上集計し得た本邦報告例 39'

例について，性および好発年令， 職業， 外傷および他臓

器結核の有無，好発部位について我々 の症例も加え，検

討を行なった.
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表1.

症例 1 症例 2 症例 3

26 mm  10 mm 6 mm 

61 mm 24 mm 18 mm 

80% 8496 82$b 

396 x 10' 423x10' 4118x10' 

4296 

4，600 

13 

55 

21 

10 

(ー)

(+ ) 

表 2.

4 

3 

2 

2 

26 

40% 

7， 100 

(ー)

(+ ) 

39% 

6200 

(+ ) 

(+ ) 

他臓~結妓

肺結妓

脊縫カリエス

頚部リンパ腺結核

結絞性腹膜炎

手関節結妓

な し

2 

23 

性および好発年令については圧倒的に男子に多く ，20 

代に 13例みられ 3396を呈している. しかし BUlmell

は 40才前後の男子に多いと報告している.

職業については種々の職種にみられ，特に関係はない

が手を使う作業を主とする職種に多いようである Ada-

Jl1S は手を使う労働者に多いと述べ， Bunnellは病牛に

接する職業の人K多いと報告している.

権患部については， Bunnellをはじめ，諸家の報告のご

とく， exlensor lendon shealhs f'C比べ， 日exo【がおか

されるのが多い.我々の 3例もともに屈筋腿に発生した.

外傷との関係については， 33%に外傷の既往を認める

が，我々の 3例はともに特に誘因を認めない.Masonは

23例中 11例， Bunnellは 21例中 5例，Bickelは 52

例中 17例に認めている この問題について織田は外傷

が誘因となり，さらに職業的な手関節または指関節の運

動が強要されるという条件から，腿輸の職業的過労が加

わって結該転移による 2次結該症を腿鞘、に発症せるもの

であると述べている.

他臓~結核との合併については，外国では少ないとい

われているが，，41:邦例では肺結核 9例を始め 16例に合

併を認めている.戎々の症例でも 2例に肺結核を合併し

ていた.

鑑別すべき疾患は， ganglion，手関節の結核，慢性の

化膿性炎症，手部の腹筋，非化膿性の腿鞘炎， リウマチ

性拠鞘炎等である.

計 39伊l 39伊l

近年， glJ腎皮質ホ Jレモンの局注が，腿斡炎の非観l似的

療法として頻繁に行なわれているが慢性に起こり，腫脹

を伴った例においては，特にその診断を慎重にすべきで

あると思われる.
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22.国鉄職員にbける上肢損傷 (第3報)

川村次郎 佐藤和男 十市欣一

高口洋朗 金井市郎 岡田一彦 鬼塚卓弥*

今回は第 3報として，肘関節部より手根骨部までの業

務中の損傷について前回と同様の調査を行ない検討を加

えた.

症例は 165i同jで，そのうち直接検診を行なった 62例

アンケート の回答を得た 17例， 計 79例を調査対象と

した.その内容は表 1のごとくで，予後調査までの期間

表1. 損傷種類別

右 手 左手 1ft接検診
およびア

前腕 手指 前腕 手指 ンケート

骨折 28伊l 41例 46例 51伊j

強傷創 35 49 25 23 14 

fE事創 8 。 10 10 

欠 損 20 8 16 

腿損傷 。 5 3 

は最長 13年，最短 2年 1ヵ月で平均 7.6年である.

年令別では，20代， 30 代が多く，全体の 7~刊を占め，

先の調査と同じである.

職種内容別にみると，先の指尖，手指損傷では線路作

業者が多いという特徴があったが，本損傷では草稿整備

者が最も多いが，その比率はあまり高くなく，職種内容

による差はほとんどみられない.

治療期間は全般的に長めであり，骨折では平均 9ヵ月

とかなり長い.これは前にも述べたどとし国鉄部内の

特殊事情にも一因があると考えられる.

次に各{封傷別についてみると，まず骨折では，検骨骨

折の受傷機転の中で転落が転倒より多く 2倍に及んでい

る.

治療方法は観血的療法は 15.3%にすぎず，そのうち

5例は骨癒合不全に対するもので，治癒までの期間も 19

ヵ月と長期にわたっている.

次に治療成絞をみると，患者の自己評価によるもので

紘，変形，手指の力に不可が多く，半数近くがときどき

• J. Kawamllra， K. Sato， K. Toochi， H. Takaguchi， 
r. Kanai， K.Okada (整形外科)， T.OnizlIka (形成外

科):中火鉄道病院('I~京都渋谷区千駄谷).

痛みがあると訴えている. これと藤巻らの判定基準によ

る他党的運動性，握力等とを比較してみると，運動性で

は自己評価が計測値を下まわり，手指の力は，握力計測

値を上まわっている(表 2) 

X線的になんらかの異常を有しているものは 70.2匂

に及んでいるが，とれがそのま』成績の悪さとつながっ

ていない.骨幹部骨折終療時に変形のあったものは，現

表 2.骨折の機能的予後.

優 良 不可

jぶ者自己評価成績一 67.3% 28.6% 3.1% 

運動性成績 肘関節 83.8 8. 1 8. 1 

下関節 79. 7 7. 7 12.4 

握力 50. 0 38. 4 I 11. 6 

在でもほとんど変形の改善が見られない.

次に骨折別に成絞を見ると， 検骨骨折では Collesの

骨折に不良例が多く，稜骨末端の変形，検尺関節の異常，

骨関節炎様変化等のあるものとほ Y一致している.小頭

骨折不可の l例は上腕骨内頼'丹折を合併しているもので

ある.

尺骨骨折では，茎状突起骨折の成績が惑いが，このう

ち5例は Colles の骨折に合併したもので， 他の 1{?IJで

は骨癒合も起こり良好である Monleggia骨折は 1伊jあ

るが，形態学的にはかなりの変形が見られるが，成績は

良好であった.

前腕骨骨折で運動不可の 2例lま偽関節形成により再度

手術を行ない， s)'l1Ostosisを起こした例で， そのうちの

l例では，終療時より回旋制限が増慈している. x線で

変形が高度に見られても s)'nostoslS のない例では成績

は良好であった.他に舟状骨骨折が 2例あり， 1例は偽

関節を形成し，高度の握力減退を残している.

次は電気火傷は，ほとんどが架線作業中の感電による

もので，同時に墜落による合併傷を有し，このほうが重

篤で，火傷に対する処置が二義的となり，意IJ閉鎖に窓外

と長時間を要している.植皮例が 2例あるが，早期値 皮



130 loli 19・弓 2 整 形 外科 1968年 1月

表 3 情緒不公定度.

|欠m部 ・ギノレフオ
ア -7一

ード

健WI司鉄職員 7 06内外

f告尖損傷患者 16. 2匂 J3.5% 

手指J日傷忠者 6.9 J 6. 7 

前腕損傷患者 13.1 26.1 

し!皮切断者 24. 1 29.3 

下腿切断者 15. j 29.3 

j、腿切断将 18. 5 25. 9 

でなく，いずれも握力減退を残している.

欠損 4例はいずれも既切断例で，すべてが断端形成術

を要したが，その後は断端も良好で，常時，作業用およ

び装飾用義肢を装着している.

次に整容に関しては，形態異常に関心のあるものでも，

あきらめていると答えたものがほとんどで，指尖，手指

損傷に比し，形成手術の代償としての機能障害が大きす

ぎるためか，積極的な改善を望んだものはいなかった.

次に情緒不安定度を，前回と同様に調査した 健康な

る同鉄職員のそれに比し，情緒不安定度の高いものが多

いが，本損傷では形態異常より機能障t与を街するものに

不安定度の率が高く，指尖，手指損傷の場合に比し，前

腕損傷では形態よりもむしろ機能が患者の心理に多くの

影響を与えているものと考えられる(表 3). 

23. 関節内骨折の脈管学的研究

一一家兎の検骨末端関節内骨折について

山口智 福沢玄英*

骨端部の関節内骨折に関しての実験的研究は比較的多

いが，そのほとんどが大腿骨および股骨等に関するもの

であるこれらの研究においても脈管学的研究は少なし

筏骨末端関節内骨折に関してはほとんど見られない.

我々はこのような見地から家兎を用いその修復過程を

脈管学的に検索し，特IC骨端動脈および微細血管の態度

を究明した.

主として 3ないし 4ヵ月の家兎の左筏'円木端に骨幹端

部より骨端i板を貫通する関節内骨折を起こし，経時的に

胸部大動脈より上半身を纏流し，墨汁注入標本，塩基性

炭酸鉛注入標本を作製，イヲ個IJを対照としてそれぞれにつ

いて観察した.

正常骨端部の動脈造影像では，骨端jliiJll反は骨膜より骨

皮質を貫通して骨端部のほ三中央を横切り，終末動脈が

樹枝状に関節および'目。端軟骨に向ってほ v直線状に定っ

ている.

墨汁注入標本では関節軟骨直下の 1']-:~ 内に乳 l境状のE

細管蹄係をみるが， これは造25像でみる終末動脈の末端

と連絡し，静脈はこ〉から起こるもの，骨端軟告に接す

る骨端fi.板を貫通している血管から起こるものと，さら

S. Ya，naguchi， C. Fukuzawa:横浜市立大学盤]巴外科.

に竹髄内の静脈洞から起こるもの写が集合洞に集り，さ

らに E幹静脈に集[11してfl外に出ている目

〆，
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図 1.

実験結果

術後 3日， 1期間1軟骨下の'丹端'門・髄に微細血管の侵入お

よび吻合がみられるものがあり，墨粒子の流出が認めら
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れる(図 1).造影像では骨端動脈の拡張が見られる

術後 4日，関節軟骨直下および骨端中央に微細血管の

吻合を認め，組織像では間葉細胞の増生がみられる.

術後 1週，骨折部全体に微細血管の数が治加し，侵入

および吻合がさらにす』み，周囲の静脈洞も拡大してい

る.

2週では微細血管の数はさらに増加しているが，その

形態は l週と著変ない 造彰像では骨折部周辺に小動脈

が多数見られ，ところどころに吻合を恩わせる所見を認

める.

3週では新生血管は細くなり，数も減少し，吻合血管

の一部に膨大部が見られ，正常に近い静脈洞の形態を呈

している.組織標本では侵襲部に沿って骨梁が密に形成

され，関節軟骨の修復もす Lんでいる(図 2). 

図 3. 術後 6巡.

4週では新生血管はほとんど正常の静脈洞の形態を示

し，数も正常に復している . 造~~像では骨端動脈の走行

は正常に近くなっているが修復部に蛇行した微細な動脈

が見られる 骨梁は 3週に比べるとや h少なくなり正常

に近づいているがいまだ修復完了してない部を認める.

5ないし 6週では骨端動脈の走行は樹校状となり，ほ Y

正常に復している(図 3).静脈洞も規則正しし骨梁の

形態はほ Y正常に復し，関節軟骨の修復が完了している

ものもみられる.

しかし関節軟骨は 3ヵ月に至るも一応修復されてはい

るが転位を残しているものもあり，正常関節軟骨直ドに

見られる乳l費状血管蹄係の形態は不規則である.

関節内骨折を脈管学的にみると，栄養血管の遮断され

るものと遮断されないものとに大別され， '侠骨末端関節

内'丹析は後者に属し，一部の関節内骨折のように域死に

陥る心配はない 以上のような脈管学的所見から侠骨末

端骨折で関節内~[.::i:るものでも骨癒合が早いものと恩わ

れる
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前腕骨骨幹部骨折の治療24. 

骨折患者のうち，観I包的治療を要した 49例で新鮮例2.n

例，際旧例 28例である(表 1).新鮮例 21例のうち，

若年行の前腕骨骨幹部骨折 8例に対して，麻酔後，イメ

ージスコープ透視下に徒手整復を行ない， 局所を開くこ

となく整復位保持の目的で尺骨は烏啄突起から，榛骨は

その末梢端よりキJレシュナー銅線を挿入し内固定を計る.

術後 4-6週間ギプス固定を行ない，以後キノレシュナー

鋼線婦人のま h 後療法を行なう. 6-8週で銅線を抜去

する 8例中キルシュナー銅線抜去が早すぎたため軽度

の変形を残した 1例を除いて予後良好である.若年者に

おいて徒手整復が比較的容易で整復位保持困難な症例に

対しては侵製も少なく惟奨できる.

成壮年者の前腕骨骨幹部骨折に対して最近我々は骨移

植をかねた緋骨骨接合板を使用することが多い.この方

法による症例は両前腕骨骨折 4例，MOl1loggia脱臼骨折

明*高江洲奥島平八郎

前腕骨骨幹部骨折は治療の困難な骨折の 1つで変形治

癒，偽関節等を後遺しやすいことは周知のところである.

この治療法特に観血的療法に関してはすでに諸家により

種々の方法が提唱されているが，最近我々が比較的多く

裕矢部

表 1.

雨前腕骨骨折

Monleggia脱臼骨折

Galeazzi脱臼骨折

接骨単独骨折

夜w棒骨折

陳旧例

変Jt::iei
感骨折 偽関節

6 

4 

0 

i 

o 

〆
n
v

巧，・

0
y

“
n
，白

nHV

17 11 

新鮮例

28 
21 計

後.

3例，GaJea口 l 脱白骨折 3例，検骨単独骨折 1例，計 III

例である.術後最高 2年，最短 6力月の予後調査では骨

癒合良好で遷延治目撃，変形治癒，偽関節を残した症例な

く機能的にも満足な結果を得ている(図 1). 

IlJF骨に接合板は原則として前腕骨骨折の反対側の腕骨

前. 右術

図 1. Monleggia脱白骨折後の欠損偽|刻節.

処方する前腕骨・骨幹部骨折の観血的療法の大綱を紹介す

る.

対象は最近 5年間慶大整形外科を訪れた前腕骨骨幹部

喰 Y. Yabe (講師)， H.Okllshima， A. Takaesu:慶応大学

整形外科.

左.i有
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より接合板としての必要な長さを採取する.採取した緋
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骨片を矢状面において bone-sawで 2分し 2葉の平板と

して使用する.緋骨板の両極にあらかじめネジの山より

や L大なる孔 2コをうがつ.骨折整復後金属プレート と

同様に膝骨片を骨折部に接合し，まず前記の孔より中枢，

末梢骨片をおのおの 1本のネジで固定し，さらに穿孔後

おのおの 1本ずつ計 4本のネジで固定する. この場合 2

木の固定はむろん，銅線締結は固定性の不十分きからす

すめられない.

2分された緋需はその厚さ，硬さ，細工のしやすさ，

断面が前腕骨のまるみによく一致し，プレート しての役

目を十分にはたすとともに骨移植を兼ね得ることできわ

めて有能といえる(図 2). 

陳旧性前腕骨骨幹部骨折 28例に対しては，骨切り+

金属プレート固定術 11例，緋骨骨接合板固定術 7例，

金属プレート+骨移植術 5例，髄内釘+骨移植術 1例，

緋骨重複接合板による固定 4例等の方法を行なっている

が，最近特に偽関節に対して前述の緋骨骨接合板を好ん

で使用する.特に欠損偽関節 4例に対しては同様の膝骨

片 2葉を用いて，さらに欠損部にも移植骨を補填し dual

bone gar[t f'Cより固定している.これらの方法によって

いずれも変形および偽関節は治癒しているものの，前腕

の運動，特に回旋運動の障害が残存するものが多く新鮮

時におけるより正しい，より確実な治療法の重要性を痛

感する.

むすび

前腕骨骨幹部新鮮骨折に対して若年者で徒手整復が比

較的容易で整復位保持困難な症例に対してはキノレシュナ

ー鋼線による閉鎖性髄内固定，成壮年者の症例に対して

一--i--__l.C'.2mm
ー-.--

℃と、、 o ~ ... 

d. 

a.線鋸による勝骨片の採取， b 電動鋸による矢状面

におげる分割，C. ネジの山より太めに穿孔， d.骨折

部へ接合.

図 2.勝骨片による onJaybone graft法.

は勝骨骨接合板 (boneplate) を使用することで変形治

癒偽関節の危険を避けられる.陳旧例特に欠損偽関節に

対しては同 dualbone plate による固定が他の方法に比

して骨癒合上安全，確実な方法である

追 加・ 平川(国立松本病院整形外科)

転位ある両前腕骨骨折ですでに開放創の化膿が起こっ

ていた症例は検尺骨末梢のそれぞれ擁仮IJおよび尺側から

鈎型に曲げてキノレシュナー銅線を刺入して直達牽引を行

ない好結果を得た.

答奥島(慶大整形外科)

大変面白い方法で興味がある.発言者のl子法をしばら

くやってみていた Yきたい.

25. 手舟状骨骨折の発生機転について(続報)

伊藤忠厚 池谷正之 石橋研三*

舟状骨骨折の起こり方として手関節背焼屈位を強制さ

れる場合が最もその頻度が高いことは臨床的にもよく知

られた事実である.前回我々はこの肢位において舟状骨

が周囲関節面より受けるであろう力学的影響について舟

状骨の 「歪J として表わし，その結果圧迫骨折の可能性

ホ T.lto (教授)， M.lketani， K. lshibashi:臼本医科大学

整形外科.

を種々の臨床例と相関させて論じた.

そこで今回は実際にこの肢位すなわち手関節背屈位強

制肢位において舟状骨が手関節内にあっていかなる 10-

calizationを占めているかを解明する方法として屍体手

および切断手を用いて本肢位における凍結標本を作成し，

その種々の切断面について舟状骨の局所性を直視下に観

察した. とれら一連の実験的結果から骨折時に舟状骨が
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a. 

a 

a. 

家むる周聞関節面からの)J学的影轡を明らかにしさらに

同時に起こり得る周囲軟部組織の但傷の状態を推知する

ことによって舟状骨骨折の本体をとらえその発生機転に

ついての l ~察としたい.

方 法

屍体子関節を背屈強制位i亡保ち，零下 25'Cの冷凍室

図1.

図 2.

図 3.

b. 

f{ ¥ 1111ベ

b. 

b. 

i乙 48時間放itlして作成せるi!-li結標本を，前額割面，矢

状;'g.rJ面においてこの絞位における舟状什周囲関節商の構

築上の機構を直視下に観察した.

1) 前額面での観察 (図 1a) 

前額1包割P刊IJ[煽函は有E頭員，円

観望察主した.図に示すごとく舟状骨は末約より有頭什什頭，
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中枢より検骨関節函の聞に圧せられた状態にあってその

範囲はおよそ舟状骨の近位 2/3部位である.

2 矢状面での観察 (図 1b) 

舟状骨と有頭骨とでなす関節函の localization の関係

からこの面で/;!，実体をとらえにくいが，かすかにとらえ

た函で観察すると，舟状骨は完全に両信・間に介在しその

位置的特殊性からも，ちょうどメニスタス織の役割を演

じていると考えられる.

3. その他の切割面での観察 (図 2a， b) 

図は矢状函をや弘前額面に傾けた，すなわち舟状骨の

縦軸断面である. これで見ると有頭骨骨頭と様骨関節函

との関係が一層明らかである.

次に逆に傾けて舟状骨横断面を作ってみると，図のご

とく舟状骨中央部が明確に圧せられている事実を認める.

そこで桃骨下端の後縁の役割を考えてみると， この肢

位では舟状骨が掌側に深く移動しているため，有頭骨体

部および大・小菱形骨の背面に接近し，舟状骨背側靭帯

付着部損傷の原閃となり得る危険性がある.

次に生体健常者にこの肢位における前額面矢状面での

X線断屑撮影を行なってみると上記とほ Y同綴の所見を

得ることができた(図 3a， b). 

考察

手舟状骨は DouglasWrightの詳細な記述にあるごと

く手関節迩動に際して単独では最も大きな可動性を有し，

あたかもそれは月状骨とともに手関節内におけるメ ニス

クス作別を演じていることがほ Y判明し，あらゆる外力

に対して巧妙な同遊運動を独自に行なっているが， しか

し手関節背検屈位においては周囲関節面から完全に捕捉

された状態にある. この肢位で手掌面より前腕の長軸ノザ

向に強大な外力が作用すれば舟状骨は圧挫され，また同

時に舟状骨中躯部への栄養血管を含む背側靭;出;にも位i曜

が及ぶことは忽像にがたくない.舟状'丹骨折に栄1!t泊lTI

損傷が合併すれば，当然本骨折の予後を左右する屯大な

因子となり得るが， lVlazelは新鮮骨折後約 6週間以内に

近位骨片に一過性無血性峻死をきたすと述べている.

背側靭帯煩傷の只体例として Philips は舟状'月の

osteochondri lis dissecans であると報告しており， 演者

らも靭部付着部の拠離骨折と腰部骨折とを合併した症例

を経験している.これらの臨床例は舟状骨骨折が単に協

骨茎状突起を支点として起こる屈曲骨折ばかりでなく，

関節内圧迫骨折の可能性を裏づけるものでもあり，ひい

ては舟状骨偽関節の治療方法として接骨茎状突起切除術

単独の方法は確実なものとは考えがたい.Erlacherは茎

状突起を大きく切除して舟状骨の手関節内における除正

を目的としたが， Dwyer は unstablewrisl を招来する

として箸告を与えた.また舟状骨偽関節症例に対してそ

の近位骨片摘出術および舟状骨全摘出術を行なうと有頭

骨の舟状骨摘出空隙への偏位をきたすことは周知の 'Jj:実

であり， このことは舟状骨が関節内において庄迫)Jを象

りやすい事実にほかならない.

車会 室
ロ ロロ

我々は屍体手関節のi*結標本を用いて前額断面，欠状

断面での観察から舟状升圧迫骨折および同時に起こりね

る舟状骨背側靭帯狽傷の可能性を追求し前巨lに引き続き

本骨折の発生機j判乙っきいさ〉かの知見を得たので報告

した.

26.キーンベック 病に対する 1手術法

一一-Radio-Iunatefusion， volar approach一一

諸橋政措 宮本晋行 小林勝 長部敬一*

キーンベァク病に対する手術法は多極多機ある. しか

し発症後一定期間をすぎており ，なお症状が強く，骨破

壊の高度な症例l乙対しての決定的な方法はないように恩

われる.私たちはこの 5年聞に本症の 10例に対し掌似IJ

ホ M. Morohashi， S. Miyamoto， M. Kobayashi ・倒岡市立

荘内病院自在 J~外科(鶴岡市馬場町); K.Osabe: 山形県

立中央病院整形外科(山形市桜町)

侵入路で)J状何'を拒五日程し radio-lunalejoinl だりを固定

する方法を行ない，~痛の消失と同時に手関節の運動障

害の改善を短期間に，ほ E確実に認めることができたの

で報告する

手術法 (図 1) 

手関節zt側 S字状切開，長掌筋腿，正rll神経を桃側に

よけ，第 2-3浅指図筋腿の間をはいり，深指屈筋l拠群



神経麻療を防ぐ意味で手根管を少し開いておく .術後 4

-6週上腕からギプス包得，その後パイプラパスと弾性

包帯，徐々に原織に復帰させる.

術後成績

A) 運動痛の消失 全例とも 2.5-3ヵ月後には日常

生活で， 6-8ヵ月後には重労働を続けてもほとんど痛み

を訴えなくなる.

B) 手関節運動域の改善 1) 臨床的所見(図 2) 

i) 全例手術前より運動域を増し掌背屈範聞は 75-1200

となる ii) 改善が見え始めるのは術後 3-4ヵ月から

で 1年後に 3-400， 2年後さらに 10-20。増加してい

る.3年以上経過してもさらに増加することはない iii} 

背屈範聞が 50-80。増しているのに反し掌屈制限の強

いものが 7例あった.iv) 榛尺屈運動の改善度は 10-

20
0

の例が大部を占めた. 1) X線学的所見 :i)移厄

骨の癒合は 2-3ヵ月で認められ， 子関節運動は interca-

rpal jointで行なわれている ii) 骨改変，吸収された

ものは 2例で，いずれも術後 2年以降であった. しかし，

この部での異常可動性はなかった.iii)月状骨の硬化像

の修復されたものは 1例である.けれども，他に比して

運動性が特にすぐれているとはいえない.i¥')月状骨一

有頭骨間関節運動場は全例増加し， この角度は臨床的計

測備に近づいている. しかし最初期待したような， 健 ~lll

以上の代償性可動域は獲得していない.

考察

1) 手術適応について i) 症状が強 <x線上にも

月状行中枢側に変形性関節症的変化を認める場合.ち

なみに関節面に変化のない場合は月状骨寵患部を掻艇

した後移植骨片を充演することで好結果を得るので関

節固定まで行なうことはないと思う ii) 6ヵ月以上

の保存的治療を行なってなお症状が軽減しないか，患

者が長期固定に協力しない場合を適応と見ている.

2) Radio-lunale jointのみの固定を行なった理由;

病変の主体が月状骨中枢側にある ことが多いことは近

年 Lee なども脈管学的検討から指摘しているとおり

で，変形性関節症的変化を呈した中枢側のみ固定して

痛みをとり，術後の運動性の回復を intercarpaljoint 

の動きに期待したわけである.事実術前の X線像でも，

手術野で直視下にみても私たちの例では掌背屈運動の際，

ほとんど intercarpalの運動性しか残っていなかった.

3) 掌:側侵入路を選んだ理由 Radio-lunate のみを

固定するには機能解剖学的にみても，特に背屈位で卜分

広<lifIi:J.fに手術操作のできる月状骨掌面を選んだわけで

ある.

1月1968年科タト

図1. 手術法.
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↑ 

掌':r.
X 政

図 2.術後成績.手関節背， :;;t屈運jliJJj或(臨

床計測値)の改善.

時計数字は症例番号 算用数字Jま術後経過年数.点線は術前.

vm 

を尺側に圧排すると直下に月状骨掌面の関節靭帯および

関節褒を見る.radio-lunateの関節面を中心に指頭大の

コの字形の弁を末補側を基底として起こす.破峻された

月状骨内容と変性化した関節函を掻艇除去し，手関節を

背屈して続什関節面に深さ 1clllの穴を侃り， とhに

1xlx2cm のl協什骨片を般入させ周囲に小'f'lJ十を先頃

して，先に起こした有柄弁を戻 して遂をする.なお正司l
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図 3.術後成績(症例 7(右患側)術後 l年).

上段左:(背屈)が上段宕: (掌屈)よりすぐれて見える.

下段 左術後 下段中，右，X線所見;臨床像で見られるほどの差はない.

4) 術後合併症について:軽度の正中神経不全麻庫

l例と軽度の屈筋臆癒着をきたした l例があった.いず

れも約 2週間で軽快した.とれが本手術に対する批判の

対象となると恩われる.

5) 疹痛消失について ・変形性関節症に対する固定

効果と同様と解釈される.術後X線像で月状骨の修復が

ない 9例，移植行の一部吸収をきたした 2例においても

まったく運動痛のないことは中枢倶IJの変形性関節症と周

囲の炎症性変化が修復したためと考えられる.

6) 術後手関節運動域の増加について(図 3) : 1)局

所の疹痛早期消失のため inlercarpaljointの勤きが増加

したものと考えられる移植骨癒合の時期とも一致する.

2) 臨床上掌屈運動制限の強い理由は月状骨を背屈位に

固定してあるためで実際X線計測では掌屈運動も改善さ

れている.すなわち，この制限分が臨床上背屈運動の増

加にまわされていることになり，忠者にとってむしろ実

際的であろう .3) 月状骨ー有頭骨間関節の運動域はX

線と健側以上にはなっていない. しかし臨床上手関節の

動きは一見きわめてよく改善され患者もほとんど不満を

訴えないのは各手段骨相互間の複雑な動きがあずかって

いるため，さ らに隣接関節の角度を調節したり回旋運動

を加えるという巧みな合目的運動が行なわれるためと思

われる.

むすび

病変が進行し，難治の状態となったキーンベ ック病に

対して，学側侵入路で月状骨一模骨聞を骨移植，固定す

る手術法を提唱した.10例 (5-1年経過)に行なわれ

たこの方法の成績は，悲痛の早期消失と，手関節の運動

性改善という点ですぐれていると恩われる.代償性の可

動域増加を期待した inlercarpal joint は俗側以上の車b

きを獲得しなかったけれども，一見そのためと思われる

ほど，ほとんど不自由なく労働に従事している.
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病の治療j点結Kienbock 27. 

昭 31年より昭 41年に至る期聞において当科で施行

された 心enbock病に対する治療成紡について検刈を加

え報告する.

症例は 53例で両側擢患例 i伊lを含む.男友比はほ I

5:2で男性に多く，権患側は左 16例に対し右 37例で

右手が 2倍以上を占める.なお左手権法、例 16例中左手IJ

きは 2例であった.初j発年令分布は最低 16..rから最高

57才l亡及びほ Y骨成長が終了した 20才前後に集中 して

いる.職業別では工員，大工，農業といったところが多

く，症状発現までの就業年数は 2年ないし 3年が多 い.

症例中，権忠手関節部になんらかの外傷の既往歴を有す

るものは 9例，17 %であった.

長嶺功一本

しているようであるが骨変化の高度なものに対しての治

療結果は必ずしも満足なものではない.観瓜l(内ifii!:tでは

骨穿孔，骨移植，手根骨悶固定術を施行している.特に

初診時，骨変化が高度で~痛の強い症例に対しては柏木

田 }II信正弘山下

治療成絞.
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らが行なっている手線什問固定術を施行している(図1). 

症例 1から 6までは，いま だ骨崩壊化は見られない症

例に対して施行した悶定部位を示 したもので，術後 1年

以上経過した症例ではいずれも疹痛は消失している 什

4
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図 1.f'似ff間同定術.
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X線像については，1954年大坪は3段階に分類した.

I度は濃度噌加，不正淡影，軽度縮少庄司ιJ 郎副 ふl)uLJI/
端線変化，軽度障裂，中等度縮少日， 111度は峨腕裂 VO~~D;
高度縮少庄平，崩壊化をそれぞれ示すもので，この分類 ペ 姐/γ

規準によると我々の症例では I度に相官iするものが 21 \、~n

例 4690を占め rr度に属するものも同じく 24例，46 ¥ (¥ r 

%で，IlI度は l例， 8% であった.また 11"llonの l二張痕例番号 1.2 

す拘る M川1川1

家初の叫報告仇と一4致す拘る 初協診l時附侍胸のX淵線像伽の s吋 eと運勤域 〉οο姐膨顔C広之一
とのl侠関長刻|係については，円F変化が高B皮Eであるから運勤主場車減少 ~ ~麺-箇~ n

が強いといえるほどの相関関係係、は見山せなかつた(表1り). ¥ ミ《ーへ

治療成績 ， /， I 

観Ull的治療{)'IJについては，術後 1年以上経過した症例 症例番号 5. 

について，また非観血的治療例は治療開始より 1年以上

経過した症例についてそれぞれ愁訴が改善されたか否か

について判定してみた(表 2). 

'白変化の"蓬度なものについては一応，所期の目的を達

牟 J 1. Yalllashita (講師 )， N. Tagawa， K. Ngallline: ~ r'i 

屋大学整形外科.
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崩壊のみられる症例に対してはOrlandoが施行している

ごとし症例 7のように摘出後，有頭骨移動術を施行し

ているが例数が少ないため，今後さらに予後観察を続け

ていきたいと思う なお治療後，転職したものは 19例

中2例であった

考 察

1910年 Kienbock が本疾患について報告して以来本

疾患の本態および治療について多くの検索がなされてき

た.

1961年，本学会において赤坂は本疾患の治療成績で

は什変化が経度および中等度のものについては良好な成

績が得られたが，行変化高度な症例に対しての骨穿孔，

骨移植などの手術的療法ではいずれも本疾患治療のうえ

に決め手といえるほどの効果を収めるには至っていない

と述べている.

我々は骨変化の高度な，また痛みが強い症例に対 して

手線骨問固定術を行なって~痛の消失をみているが， 術

後の可動域がどれだけ温存されるかが予後判定のうえで

必要なことかと思われる. 固定術施行の術前の計測を

BllJU1ellの計測法で測定してみると，患側手関節の樵尺

脂運動では手根fl'中枢列の可動域が末梢列より大きい.

掌背屈運動ではむしろ手線骨末崎列の可動場が中継列よ

り大きい傾向にあった

1961年烏山は本疾患の運動域減少は主に手根骨中枢

列の運動域減少にあると述べているが，健側と怠側との

可動域を比較してみると，我々の測定でも 凶dio-carpal

jointの可動域減少が大きいようである.術後 1年以上経

過した症例 2例については温存されている radio-carpal

jOlnlの動きは術前よりもかなり制限されている. また

本疾患における変形症的関節変化は radio-carpaljoint 

k多いといわれているが，手根骨間固定術を施行した症

例において，将来どのような経過をたどっていくもので

あるか，現在施行している Kienback病に対する血管拡

大造影による検索とともにさらに followupしていくべ

き問題だと身える.

結語

Kienbock病に対する治療につき検索したが，観血的治

療のうち手根'門間固定術は骨変化の高度な症例に対して

有効な手術法であると 1tえる.

質 問 :柏木(神戸大整形外科)

1) 骨折と思われるような変化がみられたか.

2) Lunale の capilale との関節面の変化はどうか.

追 加 :Lunatolllalaciaの発生に外力あるいは骨折が

関与するかどうかについては，いまだに決定的な根拠は

得られていないが， 摘出した多くの lunateに，特に

capltaleとの関節面に級定する骨折様変化が見られる.演

者の万法および侵入路も 1つの面白い方法ではあるが，

変化の程度，部位によっては，背側カ込らの方法で [usion

の部位が適時変更できるのでよい方法と与えている.我

は々 lnquetrumとの fusion， または ulnar 側 4コの

inlercarpal fusioll ~行なっているが，手の可動範囲の制

限は少ない 約 20年前 gonococcalarlhritisで全部の

carpaJ honeの spontaneusf usionをみた例で日常生活に

は支障がない.

追加・質問 ・高間(東大整形外科)

昨年本学会において，私たちは最近 10年間の月状骨

軟化症患者 146名の検討を行ない，その成因および治療

につき発表したが，以来私たちも 10数例の手根骨悶悶

定術を経験し，比較的良好な結果をみている 現在私の

治療方針は約 3ヵ月の castsplintを用いての restおよ

び steroid弗l注入による conservativetreatmentを行な

っても，なお症状の改善をみないものに対して， 国terca-

rpal fusionすなわち lunate-scaphoidlunate-tr叩letrum

聞の fusionおよび Orlandoの capitateを2分して inter-

carpal fusionを行なう }j法を用いている.

質問 1:X線上変形性関節症変化を月状骨中躯側に認

めても，高度の陳旧例を除いて，手術所見では中枢側の

関節軟骨はきれいで， むしろ末梢側に oSleoarthritic 

changeおよび周囲の繊毛膜肥厚がみられ， r悶adω10-一lμun陥atほe-

J戸011川 は温存したほうが良いように思われるが，どうであ

ろうか.

質問 2:掌側よりの進入路と背側よりの進入路と比較

して，可動域に有意の差がみられるであろうか.

私たちは掌側よりの進入路よりも背側よりの進入路の

ほうがより安全で確実に行なえると思うので，好んで手

背より進入している.

質 問 高岸(広島赤十字病院整形外科)

1) Op.をやってみると necrosismassがたくさん山

てくるのがあるが，このような症例I[.，これを切除して

deseをおやりになるのか.

2) このような例に対して dese をやった成績につい

てはどうであったか.

答 ・回川(名大整形外科)

1) lunalumの骨折変化を特に認めた症例はない.

2) lunatumの変化では proximalの凹凸が多い傾向

である.

答 ・諸橋(荘内病院整形外科)
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1) 柏木先生に:骨折様の変化が lunaturn に認めら

れたのは 2例 capito-lunatejoint tc変形性関節症的変

化を認めたものはないが，この capsuleを開くと中から

:arthritisにみられるときのような関節液の奔出をみたも

のがあった.

2) 高田先生に i) 私のみた症例では lunatumの

proximal tc変化をみたものがほとんどで，術野において

もとれを証明し prox川 lal に変形性関節症的変化を呈し

ていた.

ii) この手術をするようになってから d即時1approach 

は採用していないので， approch による比較はできない.

理論上から volarapproach が良いだろうと思って行な

っている.

3) 高岸先生に Necrosismass をト分掻!隠して，で

きた欠損部に骨移植する これでやった術後の機能は前

述したように良いと考える.

追 加 :上羽 (京大整形外科)

Kienbockの疹痛は lllnateを除去したのみで多くは一

時消失するが，再び痛みが出ることが多い.完全に痛み

を除去するために， lunateを除去した後にいろいろな物

を入れる試みがなされているが palmaristendonを用い

て lunate 除去後の笠聞を埋めて良い結果を得た症例を

経験した.新しい試みとして追加する.

発言 :f]島(新潟大整形外科)

Radio-lunate fusionの場合 navicula と tnquelrllIU

聞の運動がなければ，結局 radio-carpal関節の固定と同

じになってしまい，同様に capito-ll1nateの fllsionをし

ても capltalum周囲の関節の運動がなげれば mid-ωrpal

関節の fusion と同じになってしまうと思う .とのよう

な方法をした後，上述したような関節運動が起こるもの

かどうか cineradiography等で確認されたら面白いと思

う.

28.陳旧性 P.I. P. 関節脱臼骨折の治療経験

永山五哉 橋本正弘

稲垣正治 生田義和 馬場逸志*

P. J. P.関節の脱臼骨折は日常かなりの頻度が凡られる

ものであるが，この治療は困難で新鮮症例の場介は徒手

整復，または牽引療法がよく汗!いられている. しかし陳

旧症例においては治療はより困難で変形の高度なものに

対しては関節l固定術が主として行なわれている.

我々は現在までに陳IA性の P.].P.関節の脱FI骨折 10

4同lに対して Carrollの方法で関節授動術を行ない!まぎ

満足すべき成紡を得ている.

受-1M原因として 7例がボール等による介迷外力による

もので， 3例が直接 P.1. P.関節周囲に受似している.

3例においては伸展位に拘縮を生じ，まったく屈曲不能

で， 7例に屈曲のみならず伸展の制限も認められ，関節

の腫脹を残し運動時痛および札機音を触匁lする. また 2

例に尺側偏位が， 1例に検側偏位が認められた(表 1). 

手術は中節骨基底の骨折部にはなんらの操作を加えず，

基節骨.fT頭を 1.0 cm にわたって長軸と直角に切除し，

術後の1l:d Iは症例によって 2ないし 4週間胞行した.

業 Y.Naga)'allla，M. lJashimolo， ~1. Inagaki， Y.lkula， 

1. ßaba: 広 1;1i大宇佐)~外科

症例 1Iま17才のy;性で交通事故により右中指基節'丹

頭部に開放性骨折を生じたもので， 1ヵ月閣の掌引療法

を受けたが， P.1. P.関節は校側に偏位し，運動域も 150

-120。と制限されていた.本手術後 1週間の掌引を行な

い白動運動を開始したが，術後の成績は良好で，変形は

矯正され，運動域も 180-70。と改善されている(図 l

a-c). 

症例 7は25才の男性でっき指のため基節刊の P.1.P. 

関節内骨折を生じ， 1ヵ月間の副子固定を受げたが，右

中指は 180。伸展位で強位を生じていた.術後の迩['sIJ域

は 180-50。と改善され良好な成績を得ている(図 2

a-c). 

症例 8は他の例と異なり，丸鋸で受傷し中指では基節

骨頚部に骨折および屈筋腿損傷を，また環 ・小指11:.も屈

筋鍵損傷を受けた例で，中指 P.1.P.関節は 1800
伸展位

をとり他動的にも屈曲がまったく不能なため第 l回の手

術として，まず基節骨fH員を 1.0 cm切除したのち 4週

間の牽引を行ない，術後他動的に 3.0 cmの屈曲が可

能となってきたので， tf~ 2向日の手術として腿移植術を
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表1.
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一

凶

一

原傷受
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性

年
例症 成絞

1 17才♀交通事故右中指 5ヵ月

2 33才合っき指 右中指 2ヵ月

3 24才合っき指 右中指 3ヵ月

4 18)';J;-っき指 左中指 10;ヵ月

5 16才平っき指 右示指 6ヵ月

6 46)';J;-っき指 右環指 4ヵ月

7 25)-合っき指 布中指 4ヵ)J

8 23才合丸鋸左中指 4ヵ月

9 37..t tローラ- ，(j環指 40 日

10 25才合交通事故左環指 4ヵ月

術前

140。屈曲位，援側{扇位
150-120。
170。屈曲位
170-160。

160。屈曲位
160-120。

180 -110。

180-175。

150。屈曲位，尺側偏位
150-145。

180。伸展位

尺側偏位

1800
伸展位

屈筋匝n損傷

180。伸展位，P.I.P.関節背
骨!IJに積痕形成

尺側{局位
135 -110。

施行した.

術後の成績は表 lfL示すごとくで，うち 2例は成績を

判定するのに時期尚早であるが，他の全例において運動

域の改善をみており ，優 5例， 良 3例で日常生活に支障

なく使用できるようになっている. なお 3例に軽度の桃

側偏位 1例に軽度の不安定性を生じているが，患者は

術後の成績に全員満足している.

古くより P.1. P.関節の授動術は多くの方法があり，

近年では人工関節の使用例も報告されているが，その成

績は一定したものとはいえない.我々は Carrollの方法

を用いてほ Y満足すべき結果を得ている.

こhで本手術の適応について考えてみると，患者の意

欲の大切なことはもちろんであるが，術後に関節の不安

定性が生ずる湯合をも考慮 して我々は中 -環指を第 1の

適応と考えている.なお高度な変形強直関節に対しての

みならず，従来本手術の不適応と考えられていた関節周

囲組織，特lζ腿担傷例においても積極的に本手術を施行

し，他動的に屈曲が可能となって 2次的に腿移植術を行

なった例もあり，本手術の適応は幾分広く考えてもよい

のではないかと思う .また手術時期の問題であるが，我

々はローラーにより受傷し，環指基節骨頚部に骨折およ

びP.l.P.関節尺側l亡裂傷を生じた例に対して受傷後 40

n自に本手術を行なった. しかし術後骨切り部よりの骨

形成を生じ，再手術により形成したfj-を切除した症例を

術後
牽引 j明間

4週間

3週間

2週間

2週間

2週間

2週間

2週間

術 後

変形なし
180-700 

核側{扇位軽度
170-100。

変形なし
170-100。

変形なし
180-500 

変形なし
180 -75。

検側偏位軽度
180-60。

検側{扇位軽度
180-50。

|佼

良

良

優

優

俊

優

Carrollの手術後，鍵移組体I施行.
4 i1週間

成績判定に時期尚早

2週間
変形なし
180-1100 

成績判定に時期尚早

良

経験している.このことは個体差，手術手技にもよると

思われるが，本例では P.1. P. 関節に直接外傷を受けて

おり ，また受傷後 40円という早期に手術を行なったと

とが大きな原因ではないかと考え，このことより症例に

もよるが一応受傷後 2ヵ月以上経て，局所症状の鋲静を

まって行なったほうがよいのではないかと有えている.

追 加 諸橋(荘内病院整形外科)

指の短縮と frailjointが起こるのがある.とれをうま

くやる方法はないか.

回 答:永山(広大整形外科)

1) 術後の不安定性は基節骨骨頭の切除範囲によるも

のが大きいと思う 切除範囲が大きれば，術後の可動域

も大きくなるが，との湯合不安定性の生ずる危険があり，

切除範囲が少なければ卜分な可動域を期待できないと思

う.主主々は全例において 1.0 cm の長さにわたって切除

してほ Y満足すべき成績を得ている.なお術後の不安定

性の生ずることをも考慮して，我々は中 ・環指を本手術

の第 1の適応と考えている.

2) 術後の指の短縮について 0.5cm 以上の短縮を

生 じた例はない.

発 言'高岸(広島赤ト字病院整形外科)

15年riIJに Carrollの方法をやったが functionはよく

なるが， sicle deviation がやってきてどうも良くない.
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a. 術前およびそのX線倣.

b.術後牽うIrtJおよびそのX線倣

C. 術後およびそのX線倣.

図1.
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a.術前およびそのX線像.

b.術後翠引中およびそのX線像.

c.術後の屈曲 (左)， 伸展 (右).

図 2.
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Carroll f'C直接聞いてみたがやはりこの点のためにその

手術をやめているということである.ldiaとしては良い

と思うからなにかそういう変形がこないように工夫して

いた Yきたい.

会長発言 :伊藤(京大教授)

上羽君は Dr.Carroll の手術を見ておられるはずであ

るが，あなたの感想，特に治療成績について述べてほし

し、.

発 言 :上羽(京大獲形外科)

この手術をして 2-3年は良いそうであるが，さきほ

ど述べられたように，だんだんと Schlotterung がきっ

くなるので，現在では自分でもやっていないそうである.

発言:田島(新大整形外科)

Carroll 法による確実な成功はむずかしいので， 人工

関節として蝶番関節を研究している者 (E.Flatt)もある

が，術後結合繊増殖により，動きが悪くなってしまうの

で， plastic plate を挿入する研究をしている者もいる

(A. Swanson). 

29. 手の電撃傷の症例

難波雄哉 伊藤孝徳 伊達俊一*

電撃傷は比較的稀なものではあるが，手が知覚ともの

を掴むということをその機能としている関係上，contact 

burnとしての電撃傷を受ける機会も他の部位よりも多

く，また電撃傷の深遠性という特性のために容易に深部

の腿，神経等の精巧な構造が破嬢きれ，他の部位よりも

機能的損傷度が重篤であり，その再建も困難である.こ

こでは，症例を中心!r.手の電撃傷の特徴と我々の治療方

針について述べる

手の電撃傷の特徴

一般に電撃傷潰mは，中心に黒く炭化した痴皮，その

周囲に灰白色の冷たい乾燥した皮膚，さらにそのまわり

は細小動脈が凝固して生じた赤色のゾー ンがこれを取巻

き，この範囲までは全層の皮膚壊死である. しかもこの

壊死範囲は，表層では一見壊死を免れたと思われる範阻

まで血管の閉塞のため遅発性に拡大し，潰滅底部でも予

想外に深い組織まで凝縮した状態で壊死に陥って，深i主

性であるこ とが電撃傷の特徴である.

また電撃傷は，同一症例で多くの部位に，種々の程度

の電撃傷を併発するが，手では conlactburn であるた

め，手の掌側に多く，中でも感電の際に手関節が屈曲硬

直をきた し， 手関節掌側部に conlactburn を起こすこ

とが多く，この節皮および凝縮した皮膚は駆血幣として

作用し，手における末梢の浮腫を増大し，循環障害のた

めに手の壊死進行を促進することになる(図 1). 

一方，損傷局所では，潰湯周辺部に血管の閉塞により

権 K. Nanba (講師)， T. [lO， S. Dale:長崎大学整形外科.

血行の悪い屑があるため， 2次感染を惹き起こしやすく ，

進行性綾死に感染性の組織破壊が加わって侵襲範囲が拡

大し，広範囲な療痕組織の増生，高度の拘縮，硬直等の

原因となる. したがって陳旧例(症例 6)においては手

が frozenhanclの状態となり ，機能的予後がきわめて惑

い.

治療方針

手の電撃傷では，遅発性に拡大する壊死進行の終了を

まつということは，上述のごとし損傷時に残された機

能の 2次的破壊をももたらすため，治療方針としては多

発性の電撃傷の場合でも，まず手における綾死進行の阻

止と 2次的感染の防止を口的として，全身状態の許すか

ぎり，なるべく早期の創の閉鎖を心がげている.

まず手に頻発する手関節掌側の壊死部は手の浮腫を促

進するので relaxlnCISlOnの怠味で，壊死の確実な部分

を受傷後ごく早期に切除しておく必要がある.

電聖主主IJの debridemelllの時期!としては，新鮮例では血

管の閉塞による壊死屈が潰務部を取り囲んでいるため，

初期に壊死部の判別が困難であり，壊死範囲の鉱大程度

を判定する期間として，適切な処置によって感染拡大を

防止できる期間を考慮して， 4-5日の観察期間をおい

ている.

しかし 2次性感染をきたすまで待機すれば，感染性破

壊により手の精巧な解剖学的関係をも識別できなくなる

ので，痴皮や壊死の確実な部分は早期に切除し，その後

は 、¥"etdressing を行なって待機する. 我々の新鮮例で
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図1.

は，受傷後 1-2週の時期tcdebri川dem】珂en川tと re白su山rfacin

を on問e-stageに行なつた(図 2，3 )ト. 
手のc1ebridementにおけるむずかしさは，損傷時l乙残

された機能を長大阪に温存するため，遅発壊死の拡大を

考慮に入れて必要以上の c1ebridementを行なえないこと

で，また深部組織の損傷に対しては常l乙2次的機能的再

建術を考慮して対処しなければならないが，神経は阻血

に対する低抗が強いといわれる点とその機能の再現が困

難であるという点、から，できるだけ温存するように努め

ている.

創の resurfacingとしては表在性のものを除き， 有茎

皮弁がすぐれている.その利点として，たとえ部分的に

壊死が残っていたとしても有茎皮弁の良好な血行が，そ

図 2 疲伊~ 1 .術 前.

， 

図 3.症例 1.術 後.

のような壊死に陥りか hっている組織を救うことができ

るのみでなく 2次的な腿，神経などの再建術にも好都

合であるからである.

しかし母指球部などで損傷深度が浅く，破壊された機

能を代行できる腿が残っている場合とか，指の関節を固

定してしまう場合には，遊離植皮が適用される場合もあ

り，元来，電撃傷においては，遊離植皮が早期には着床

しにくいといわれているが，壊死組織の判別を適正に行

なえば着床可能である.

次に切断が止むを得ぬ場合も多いが，その際ICは分界

線より近位に向って壊死が進行するので，近位の健全な
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部位において，手指の機能的予後を考慮したうえ切断高

位を決定しなければならない.

むすび

電撃傷の特徴は深達性，遅発拡大性で，このことは特

に手の場合，容易に深部の重要な組織が損傷を受けるこ

とになり，かつ debridementおよび切断，修復範囲等の

決定に大きな困難を感じることになる.そのうえきわめ

て徐々に進行する壊死の脱遂をまつことは，拘縮，感染

等の 2次的損傷を誘発することになり ，治療上，機能的

予後に対して不平IJな条件におかれ，この点に手の電撃傷

治療のむずかしさがあるが，我々は手の血行改善と開放

意IJの修復をできるだけ早期に行ない，最大限に手の機能

の保存と再建を有利にすることを治療方針としている.

追 加 :矢部(慶大整形外科)

手関節:t;t側受傷後 6ヵ月， 2回の有茎植皮後各 5本の

指の f].dig. prof. に対して各 15cmの lendongraft， 

正中神経に対して同 15CIllの cablegraftを行ない，そ

の後，母指対立再建術を行なったが，拘縮のため十分の可

動域を得られなかった症例を追加し， 早期 clebridement

と修復術の重要性を強調する.

質 問 :その際，特lζ 深達性の電撃傷の場合.将来

nekrosisになるであろう組織を見分けるのに良い方法が

あれば教えていた Yきたい.

追 加 .小林(横浜円赤病院整形外科)

初期に損傷域の予測が非常に困難な両手電撃傷で，両

側前腕遠位部より切断を余儀なくされた症例を追加した.

答 .伊藤(長崎大学整形外科)

電撃傷の新鮮例においては壊死範囲のやJ別が困難であ

り，受傷後 4-五 日待機する.壊死組織の判別のメ Jレク

アーノレとしては肉眼的所見に頼っていて vitalslrainや

angiographyは用いてない.

手の場合は不必要な部分まで debridementすることは

できないので，部分的に取り残した壊死に陥りか hって

いる部分は血行の良い有茎皮弁でこれを救うような方策

をとっている.

30. 前腕囲内位拘納

一一特に骨聞腔について一一

丸毛英二 室田景久 長尾悌夫 家常敏弘*

前腕の囲内・外運動の障害は肩関節の内・外旋運動に

よって代償されたり ，反対側の腕で代償されるためか，

日常等関視されていることが多い.

我々は前腕部の骨折，脱臼，捻挫などの後に前腕囲内

.外運動がどのように障害されているかを知る目的で，

最近 2年聞に前腕部に外傷を受け，その後 6ヵ月以上を

経過した症例について調査した.調査 し得た 39症例の

なかで，運動障害のあるものは 29例で，日常生活にな

んらかの障害を訴えたものは 22例であった.

これらの患者の愁訴は表 1のように，箸を使いにくい，

茶わんをもちにくい，洗面がしにくい，ボタンをかけに

くい，字を書きにくい，机上のものをつまみにくい，用

便後の始末ができない，手拭がしぼれない， ドアーのノ

ブがまわせない， ドライパーがまわせない，電話の受話

器がもちにくい，車の運転がしにくい，肩， 肘，手関節

事 E. ~I arumo (助教授)， K. MurOla (諸問)， Y. Nagao， 

T. letsune: '!!京慈恵医科大学盤Jf::'外科.

表1. 前腕回内 ・外障害時の怒訴.

1. 箸を使いにくい

2. 茶わんをもちにくい

3. 洗面がしにくい

4 . ボタンをカミけにくい

5 .手:を苫きにくい

6. 机上のものをつまみにくい

7 .月J(史後の始木ができない

8. 手拭がしlまれない

9. ドアーのノブがまわせない

10. ドライパーがまわせない

11. 電話の受話器がもちにくい

12. 車の運転がしにくい

13. 肩 ・肘 ・手関節が疲れやすい

が疲れやすい，などである.

次に団内・外運動障害の原因を部位別にみると，遠位

稜尺関節の障害によるもの 9例，近位機尺関節の障害に

よるもの 7例，回旋軸の変形によるもの 8例， 軟部組織
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図1.三好，65才， 男 受i男i圭2年.

の障害によるもの 2例， 2つ以上の原因が合併している

もの 3例，計 29例である.

まず遠位検尺関節の障害に起因するものをあげると，

症例1. 52才， 女. 検管下端骨折後の回外位拘縮，

前腕を囲内する と ~痛を訴える . 囲内 外運動範囲は健

狽IJの 44% にすぎない.

症OIJ2. 24才，男 接骨下端骨折 4年後の強い囲内

位拘縮，箸がもてないこ とを主訴として来院した.尺骨

下端切除術施行し，回内 ・外運動範囲は健側の 79% に

まで回復した.

次に近位検尺関節の障害に起因するものをあげると，

症olJ3. 32才， 男 2年前に尺骨中央部ならびに桜

骨頚部骨折を起こし，某院で治療を受けている.現在，

校骨小頭の変形と近位検尺関節の著明な変形をみる前腕

は強く回内位に拘縮 し， 受話器がもてない，用便後の始

末ができないなどを訴えている 団内 ・外運動範聞は健

側の 31% に制限されている.

症例 4.23才，男.10年前に肘関節部に受傷，現在

は近位機尺関節の変形性関節症と検骨小頭の後方脱臼が
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図 2.前腕囲内 ・外時の何 間膝の変化(屍体 10肢).

あり，強い囲内位に拘縮し，回外はまったく不能である.

本例に対して接骨小頭を切除したが，なお回外制限を除

去することができず，検骨・結節部まで切除して初めて回

外運動が可能となった. この例は近位検尺関節拘絡のほ

かに， 検骨の後方脱自により，囲外時に検骨と尺骨がふ

れあって，運動制限を起こしていたものである.

とのように，稜 ・尺骨の軸が大きくくずれた場合はも

ちろんであるが，軽度なものでも稜 ・尺骨の回旋運動軸

が変化することによって，回内 ・外運動指l限を起こす.

その症例を示すと，

症例 5. 15才，男.2年前，左前腕骨骨折の手術を某

院で受けたが変形が著明のため来院した.検骨上中 1/3

部に骨折後の骨癒合を認め，その部で骨間膝の狭小をみ

る.囲内 ・外運動範閣は鍵側の 63% であるが，日常生

活上不便を訴えていない.

症olJ6. 11才，男.約 1年半前に左前腕骨折，現在，

回内 ・外運動範囲は健側の 7696であるが，日常生活上

不便を訴えていない.

症例 7.65才，男. 2年前，前腕骨骨折を起こし，某
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院で手術を受けているが，前腕は回内位に拘縮している・ 中央部の測定では， 5例が最大国外位で，他の 5例は

囲内 ・外運動範聞は健側の 39匂にすぎないが，日常生 120。位で最も狭く ，平均値では図 2のように，最大田外

活上には不便を訴えていない(図 1). 位の場合最も狭く，団内がす hむにつれて，その幅を増

以上のほかに前囲内位拘縮の原因としては，検尺骨間 し， 60。で最も広く，のち地物線をえがいて漸次減少す

の橋梁形成や， ischall1ische Ko山 aklurがある.その症 る.遠位部，近位部測定値もほ I同様の傾向をみた.

例を示すと， 以上を要約するに，前腕の囲内・外運動障害は 4つの

症D"ll8. 30才，男. 8年前，前腕の開放骨折に対し， 変化，すなわち遠位・近位脱尺関節の変化，前腕回旋勅

2回にわたり手術を受けている. 検尺骨聞に橋梁形成を の変化，軟部組織の変化に起因すると考えられる.そし

認め，前腕は団内位に拘縮し，団内 ・外運動はまったく て，

不能である 1. 遠位榛尺関節の変化を起こすものとしては，前腕

症例 9. 25才，男. lschalllische Konlraktur， 7年前， 下端骨折，遠位機尺関節離関，尺骨末梢端の脱臼などが

前腕の開放骨折に対し，数固にわたり手術を受けている. ある.

現在，尺骨の中央部に偽関節があり，中間位より回外不 2. 近位榛尺関節の運動制限を起こすものとしては，

能，回内は 300 のみ可能である • Release operationをし 楼骨小頭あ るいは頚部の骨折によるものが多い.

たととろ，円囲内筋を含めた屈筋群は高度に癒痕化を呈 3.前腕回旋輸の変化を起こす原因としては，前腕骨

し，楼尺'向と癒合していた.これらを剥離したところ， 幹部骨折，あるいは前腕中央での侠骨あるいは尺骨単独

前腕の囲内外は自由になった. 骨折によるものが多い

以上のように前腕回旋軸の変化によっても回内 ・外運 4. 前腕団内 ・外運動障害の愁訴は，人によって異な

動の制限を起こしてくる.我々はこれらの相関関係を知 るが，これは肩関節の代償が上手下手というよりは，健

るために，成人屍体について囲内 ・外運動のときの骨間 側で代用するかどうかという点にあると考える

腔の変化を検索した 5. 同程度の運動制限のある場合，回旋輸の変化に起

検骨全長すなわちがE骨小頭関節面から，桃骨茎状突起 因するものは，近位あるいは遠位撲尺関節の変化に起因

端までの距離を 4等分し，うち 3点の部で，対向する検 するものより愁訴は少ない傾向を示す.

尺骨骨梁間の距離を， 1最大回外位から 120。回内位まで 6. 成人屍体の調査では， 俄尺骨借j腔の距離は，最大

30
0

ごとに医切って測定した. 国外位から 60-900 回内{立が最も広い.

31. 前腕屈筋拘縮の手術的治療

山田浩 真鍋昌平 辻成人*

上腕骨頼上骨折などに引き続いて起こる前腕屈筋群の

阻血性変化は VolkJllann拘縮として知られているが，そ

の他の原因によっても前腕屈筋が線維化することによっ

て手指関節の屈曲拘縮が生じてくる.との際正中 ・尺骨

神経障害の合併することが少なくなし発現する機能障

害の程度はさまざまで，その再建方法や予後もまたさま

ざまである.

金沢大学整形外科で昭 36年以降l亡手術的治療を施行

* 11. Yamada (講師)， S. ~I a n abe (講師)，S. Tsuji:金

沢大学整形外科.

した前腕屈筋の線維化による手信屈曲拘縮は 11例で，

これらの術後成絞を調査したので，多少の考察を加えて

報告する.

症例

症例の概要は表 lのごとくである.

原因不詳の 2例はいずれも l才および 3才のときに肘

部を打撲したことがあり，その約 2年後より漸次指の屈

曲拘縮が生じたものである.拘縮せる指の数が 4指まで

に限局せるもの 6例， 全指のものは 5例で，神経麻療の

ないもの 3例，尺骨神経麻療を有するもの 3例，5例は

正中および尺骨神経j砿療を合併していた.
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症例 原 因 拘縮指

I 野 O
電撃{努 第 4t旨

29 _Jr合

2 中 O 開放性的
12才合 腕骨骨折 第 3・4t旨

3 高 O 前腕部総 l第 4・5指
36才♀ 滅創 l 

4 津 O
不詳 第3-5指 |

6才合

5 今 O
不詳 if，3-5指

19才平 [

神経麻簿

尺骨神経(+) 

(ー)

尺骨神経(+) 

(ー)

(-) 

徳 O 開放性HiJ /!ra'l ~ ~~. I 

21才平 腕骨骨折第2-5f旨 |尺骨神経(+) 

山 O 前腕筋域第1-5指 正中神経(+) 
26.，Jr♀死 尺骨神経(+) 

8 井 O 前腕部挫
8_Jr合滅創

正中神経(+) 
尺骨神経(+)

ヨn-5f旨
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表 1

発症より |
l手術まで|

術後
期間

手術法 成 績

7ヵ月
線維化部劇j離，摘出 I年 運動正常
神経剥離 10ヵ月 知覚lまぜ正常

3ヵ月
線維化部剥離 l年
鍵縫合 1 10ヵ月

線維化部剥離
神経縫合

運動ほ':l.~ iE ~TI・

5ヵ刀
I年 運動lまY正常
6ヵ月 知覚鈍麻残存

6年 運動ほ Y正常

1 10ヵ月 運動正常

3ヵ月
運動正常
知覚鈍麻残存

3年 膝延長

14年 線維化部制l離

i年
線維化部JftiJ離
神経移植
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9 iiJ才35腕骨骨 第 1-5t旨 RIllzi:j4ヵ月 雑誌喜市d出 I5ヵ月

10 渡 O 上腕骨頼 第 1-5t旨 |正中村l経;+) 3ヵ月 線維化部銅版1，摘出
7才合 |上骨折 |尺骨神経(+) 神経剥離，挺移行

11 福 O 前腕部切 第 1-5tef 正巾神経(+) 3ヵ月 線維化部剥離，摘出 I1ヵ月
10才合 創 臼尺骨神経(+) 神経移植

固定中

手術 化せる筋組織が広範囲に存在し，いずれも正中および尺

手術は線維化せる筋，隠の剥離，摘出により屈曲拘縮 骨神経麻療を合併していた 筋腹全体に高度な線維化の

を改善し， さらに陵移行や延長術，神経剥離や移植術， 見られたものはすべて摘出したが，部分的に線維化せる

関節固定術などを適宜併用して機能の改善を計った.症 筋では筋機能回復に期待して残存せしめたものもあり ，

例によっては屈筋群ばかりでなく仲筋群にも線維化が存 4例にはこれらの筋を動力筋として腿移行術を施行した.

在すると恩われたが，仲筋群の変化を手術的に確認した 治療開始後 1ヵ月目の症例 11を除いて，全伊lに形態 ・

症例はない.摘出標本の組織像では筋線維の委縮，変性 知覚・運動機能の改善を認めたが，いずれも正常機能に

に伴う線維化の過程が共通して見られた.術後は理学療 比すれば満足すべきものとはいいがたい.

法とともに適宜矯正副子を装用せしめた. 代表的に 2f7ijを紹介する.

成績 症例 7: 26才，女.家婦.

症例 lから 5までのごとく拘縮せる借が全指にわたら 内科的疾患に樫怠し某医により l¥!ethyl-Ephedrinの

なかった 6例では，線維化せる筋組織は比較的小範囲に 注射を受げたところ，その直後にショック状態となり顔

限局しており，主にこの部の剥離や摘出によって運動機 前，左下腿，右前腕に皮下硬結を認めこれらの硬結はそ

能は容易に，かつ正常に改善し得た これら 6例中 3例 の後自演して潰湯を形成した.右前腕部漬痴は有茎皮弁

には尺骨神経麻俸が合併しており，このうち 2例は術後 で被覆した.

3ヵ月および 1年 6ヵ月の現在なお知覚障害は残存する 手指の状態は図 1aのごとく各借関節は強度屈曲位を

が日常大なる文障がない程度に改善していた. とり，把握，つまみ運動ともに不能，正中および尺骨神経

全指に拘縮を認めた症例 7から 11までの 5例は線維 支配域に強度の知覚障害を認めており ，注射後 l年 9ヵ



150 巻 19・号 2 整形外科 1968年 1月

{中皮111. つまみ運動.

a.術 前.
やl'展時. つまみ運動.

a 術的.

伴展H与. つまみ. 伸展開俳時. つまみ運動.

b. I苛ifi2年 2ヵ月 b. 苛iを4ヵ}j

図1. 症例 7.26才， 女.家統. 図 2.症例 7.7才， Fj. 小学中.

月白機能再建手術を施行した. 善され，第 1-2t旨の指頭つまみは可能，正中神経領域

手術は前腕屈側に波状切開を加え屈筋を検するに，尺 の知覚障害は消失し，食事，縫物，書字など日常生活に

側手根屈筋，深指屈筋，尺骨神経および浅指屈筋，長母 は大なる支障を訴えない.

指屈筋の一部が線維化著明で，前腕骨と密に癒着してい 症例 10:7才， 男.小学生.

た.線維化著明な部を全摘出したところ， t指旨屈曲拘縮は 1mの高所より転詩溶rf，左上腕骨頼上骨折を起こし観血

かなりの改善をみた.尺骨神経は中枢側断端が不明でこ 的整復を受げたが Volk，三υ叩ma

の神経の{修彦復は断念した.残存せしめた浅f指旨屈筋，長母 月目当科を訪れた.図 2のごとく各指の屈曲拘縮若明で

t指旨屈筋などはなお部分的It:.線維化がみられ，正中神経は 自.他動2迩E動ともにほとんど不能であった.正中および

これらに絞掘されて狭小化していた.深指屈筋腿!は浅指 尺骨神経支配域に強度の知覚障害があり，手掌部尺側に

屈筋膝に移行し，母指 1.P.関節を良肢位に固定した. 難治性小潰蕩を認めていた なお伸筋群にも阻血性変化

術後 2年2ヵ月自の現在(図 1b)， claw hanclを呈 の存在が疑われた.

し把握は不能であるが，各指 1.P.関節の屈伸はよく改 前腕屈側に波状切開を加えて検するに，深!朽の深指屈
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筋長母指屈筋は全体に線維化が著明で， 前腕骨と密に癒 線維化せる筋組織の剥離，摘出を根幹として施行し，全

着しており，とれらを摘出し腿を遊離したところ指の屈 例に形態のみならず機能の改善を認めた.線維化著明な

曲拘縮を除くことができた.浅庖筋群もすべて部分的に 筋組織はもはや異物的存在であって，これの存在はかえ

線維化がみられたがこれらは摘出せず，深指屈筋鍵は浅 って癒着を増強し，血行を障害する以外の何物でもない

指屈筋に，長母指屈筋腿は榛側手根屈筋腿にそれぞれ移 と考えられる.線維化の程度がさほどに著明でなく，ま

行した.正中および尺骨神経は絞犯されてはいたが著明 た筋腹の一部に存在する場合は摘出か否か，また残存せ

な狭小化はなかった. しめたとしても臆移行の動力筋となり得るか否かの選択

術後 4ヵ月目の現在(図 2b)指の伸展はほ Y完全， には常に困惑した.我々は手関節屈筋や浅指屈筋のごと

指頭つまみはどうにか可能となり，知覚障害は消失，手 く欠除しても実際上大なる支障を生じない筋を除けば可

掌部潰湯も完治した.さらに指の関排， .M. P. 関節の屈 及的残存せしめ，その後の経過を観察することにしてい

曲など intrinsicmuscleの機能はよく回復したが entri- る.

nsic muscle はなお高度の機能不全を残しており，手指 腿移行の際の動力筋として屈筋群に適当なものがなけ

機能訓練継続中である. れば伸筋群より選択されるが，症例によっては伸筋群に

考 察 も線維化が及びこれの選択も不可能である.か h る例に

我々の症例 lから 6までの 6例のごとく，前腕屈筋の は屈筋展~を前腕骨に固定して automat lc graspを獲得す

線維化が比較的小範簡に限局する場合は単にこの部を剥 る方法や骨移植，腿固定による母指の対立位保持などの

離または摘出することによって運動機能は容易に改善さ 方法が報告されているが我々には経験はない. 症例 10

れ，摘出したための不都合もほとんど起こらなかった. は術後 4ヵ月目 extrinsicmuscleはすべてなお高度の機

また知覚障害が残存する症例も日常生活には大なる支障 能不全を呈しており，今後の改善方法を検討中である.

はみられず，治療上問題となる点は少ないと思われる. 結 語

しかしながら線維化所見が広範囲かつ高度な症例はす 昭 36年以降金沢大学整形外科で手術的治療を施行し

ぺて正中および尺骨神経麻療を合併しており，機能障害 た前腕屈筋の線維化による手指屈曲拘縮の 11例の概要

は複雑，高度で，これら症例の予後特に運動機能は満足 を報告した.手術は線維化せる筋組織の剥離，摘出を根

すべきものとはいえない. 幹として腿移行，神経剥離術などを適宜併用した.

従来 Volkmann拘縮の治療には腿延長術，骨短縮術， 線維化の部が小範囲であった 6例はほ Y正常機能を獲

子関節固定術など穫々の方法が記載されているが，いず 得したが，広範囲，著明であった 5例では改善はみられ

れも形態の改善に止まる程度で機能的改善を得るには至 たが，正常機能に比すれば満足すべきものとはいえない.

らなかったようである.1956年 Seddon は変性，線維 少数例ではあるが我々の治療経験を述べ，今後さらに検

化せる筋組織を摘出し， f申筋群を動力筋としての腿移行 討さるべき点をとりあげてみた.

術により機能改善を計る方法を発表した.我々の手術も
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32. Intrinsic muscle contracture症例について

藤田晋也 岡 一 郎 松本道夫 渡辺照彦*

sunneJl のいう “ischmic COl1lraclure， Jocal， i" lhe 

hand"は intrinsicmuscles の収縮状態の続く疾患，

たとえば spaslicpalsyや rheumalichand，あるいは手

の緊縛や外傷による循環障害によって起こることが知ら

れているが，私たちは最近その 3例を経験したので報告

した.

第 1例は初診時 42才の女子で，約 8年前に右手掌;に

“うおのめ"様のものができて，ある外科でこの摘出と

遊離植皮を受けたが，移植片の境界部の簸死が次第に広

がり，その後同じ外科で lないし 2年ごとに計 4回の植

皮を受けたが，皮膚の欠損は治癒せず，その後当科初診

a. b. 

図 1

までの約 2年間転々とほうぼうの医師で創処置を続けて

いたところ，尺骨神経領域の fl発痛が発現し，手関節の

う学屈位をとると1$痛が軽減するため，この位置をとり ，

続け一方皮膚欠損部も次第に大きくなった.

当科初診時には.ti手関節は極端な学屈と尺屈位をとり，

母指と小指は強い対立位をとり ，創の1k.函には膿苔が1-1'

Eし，周囲には境死片が見られた(図 1a， b).各指は 1.

P.関節の自動運動が多少可能な程度で，そのほかに尺'Vl

神経領域に知覚$I!i麻があった.

手術時に創をよく見ると palmar aponeurosis の一部

および母指球筋，小指球筋の近位部は消失し，正中神経

• S. Fujila， 1. Oka， M. MalsumoLO， T. Walanabe: 'tdヒ
大学整形外科.

や指の屈筋艇が露出し，特に僕側では大差形骨と第 1中

手省近位部の骨面，尺側では豆状骨の骨面が露出してい

た手術は創函の ιlebridemellt を行ない，abdominal 

pecl icle gra fl によって閉鎖した.

術後布手関節はほ，"jf!'展位となり，背屈も約 10。可能

となり，尺骨神経領域の知覚鈍麻も改善して退院したが，

示指から小指までの M.P.関節の伸展制限と l.P 関節

の屈曲制限がとれず，その後 2次的i乙 laleralband の

lenotomyをす hめたが，前後 6固に及ぶ手術に懲りて抱

否し，術後 2年半呼出しにも応じていない.

a. b. 
図 2.

第2例は初診時 57才の男子で，約 1年半前に左前腕

の開放性骨折で治療を受け，約半年で治癒したが，その

聞に左手指の拘縮を起こして来院した.

初診i時は左前腕中 1/3部に前外但IJより伸側中央部にか

けて横定する癒痕がみられ，左母指は内転位をとり，そ

の他の手指は J¥f.P.関節屈曲， 1. P.関節伸展位をとり ，

母指の外転，その他の指の M.P.関節の伸展および I.P. 

関節の屈曲が自 ・他動ともに制限されていた.

この例では手指の屈筋は前腕部での損傷のために ex-

curSIQnが減じているが， J. P. 関節の自動的屈曲を多少

でも改善できたらということで，示指から小指までの 4

指について，基節の背側IJで lateralbandの切除を行ない，

術後数ヵ月の間 r.P.関節に 200
ないし 300

の可動性が
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あったが，約 2年後来診したときには術前とまったく同

様の拘縮を示していた.

第3例は初診時 20才の男子で，約 3ヵ月前，おそら

くは自殺の目的でア トラキ シン 70錠を一時に内服し，

うつぶせに右手を胸の下にした数時間限り続げ，翌日夜

病院で気がついたときは右手が高度に腫脹し，水泡形成

などがみられた とのことで，その後次第に右母指が内転

位をとるようになって来診した.

初診時には右手の皮膚は特に掌:側で斑紋状の eroSlOn

や癒痕がみられ， 母指は内転位で拘縮し，他の4指は

M.P.関節で軽度屈曲しているが， M.P.関節のこの位置

では 1.P. 関節の屈曲は良好であった.なお右手が当っ

ていた胸の部分は，それに対応して陥凹した綴痕になっ

ていた.

この例では母指の尺側で母指内転筋および第 1背側骨

悶筋を切離し，さらに掌側で母指内転筋および短母指外

転筋の一部を起始部で切離した.とのときに母指，示指

の指間部で静脈の多くが栓塞を起こ して索状となってい

るのが見られ，これは当然他の部分にも起こっている変

化であろうと思われる.

術後は母指の自動運動は 1.P.関節を除いてはできな

いが，良肢位となって仕事に もどった.しかし約 2年後，

図2のような典型的な 1川口nsicpllls positionをとって

現われ，この位置では環指，小指の 1.P.関節の屈曲が

できるだけである.

今度は l次的に第 1，2中手骨聞の bridging と第 1

中手骨と手線骨聞の悶定術を行なって母指を良肢位に固

定し，2次的に掌側より横走する切開ではいり，示指か

ら小指までの全指について骨問筋，虫様筋を M.P.関節

の近位で切離を行なったが，特に示指ではこれのみでは

M.P.関節の仲展ができず， M.P関節の掌側の靭帯の切

離を必要とし，同時にこれらのために生じた手掌面の皮

欠損に対して植皮を施行した.

術後はもちろん正常な機能とはいえないが，思ったよ

り良好で，手の opening，c10singも良く(図 3a， b)， 

a. b. 

図 3.

reverse kJ1l1ckle-bencler spJ int をつげて経過をみている

が，日常生活には不自由を感じていないとのことである.

以上 3例のうち，第 l例は奇妙な経過をとって発病し

た例であり，第 2，3例は本症の拘縮は再発しやすく，

術後も厳重な監視が必要なことを示しており，また第 3

伊jは種々の多方向性の治療が本症にとって必要なことを

示しているので報告した

追 加 .田島(新潟大整形外科)

この拘縮に対しては.M.P.関節を伸展するととが 1.P. 

関節を屈曲できるようにすることよりはるかにむずかし

い問題となる.その要点は，lateral bancl からの結合繊

および Interossea周囲の sagilalbanclが M.P.関節掌

~{IJ (cartilage pJate) に癒着性に結合しているところを

確実に切るととで，普通背側から侵襲して cleepmetaca-

rpal lig.が露出するレベJレまで深くはいって確実に M.

P.関節掌列靭帯に移行する線維を切る.

答:藤田(東北大整形外科)

第 2例では手術時他動的に 1.P.関節の屈曲と M.P.

関節の仲展ができたのでそれでよいと思ったが，ご指摘

のとおり不十分だったかも知れない.
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33. 舟指内転拘縮の治療経験

得津雄司*

母指の機能はきわめて重要で，手の全機能の半分を占

めると考えられ，特に母指の内転拘縮1(.より palmar 

abdllctionが不可能になり，手の機能が著しく低下する.

母指内転拘縮の原因として火傷，外傷による療痕形成，

感染，阻血性拘縮，神経麻療， 第 1中手骨骨折， C. M. 

関節炎， DlIpuytren 拘縮，不良肢位固定等があげられ

る.

最近 2年間に経験した母指内転拘縮は 8例で，原因別

に見ると火傷および外傷による癒痕形成が大半を占めて

いる.

これら 8 骨，~に対して Iselin の ad\'ancemen t f1ap法，

abdominal f1ap法， pocket法により内転拘縮緩解後の第

1指悶院の皮膚欠損部を補い，母指の短縮l亡対して母指

を延長し手の総合的機能改善をはかった.

症例 lは生後 l才で，いろりの中lζ転落して左手に火

傷を受けた. 9才で植皮術を受けたが，母指lま綴痕によ

り埋没され，機能は十分に発揮されていない.

X線上lin中手'月'を切除することにより，母指と中指の

悶を深くして，母指の機能を再建することが絞適と恩わ

れた.

しかしながら中手骨を摘出することに患者の賛成を得

ず， Jselinの advancementf1ap法により母指の内転拘縮

緩解後の第 1指間腔の皮膚欠損部を補った.母指は Ci.

llies手術により lcm 延長した.

術後 pinchが可能となり，患者lま十分満足しているよ

うである.

症例 2はガソリンにより全身に火傷を受け，左手にも

癒痕性母倍内転拘縮をきたしていた.症例 lと同じく，

advancemeJlI f1apにより内転拘縮を緩解し，自動車のハ

ンドルも操作し得るようになった.

症例 1， 2は lSlinlerossellsdorsal isおよび adductor

pollicisを切断したのみで，付着部の lransfe，を行なわ

なかったが，機能的に高度の障害をみなかった. しかし

Lilllel副子を用いなかったために軽度の再発をみた.

症例 3は顔面火傷のほかに右手に著明な火傷を受け，

全指が綴痕の中に埋没していた pocket 法により搬痕

切除後の創を被覆し， 5才前後に形成術を行なう予定で

命 T. Tokulsu:前橋赤十字病院整形外科.

ある.

症例 4は前腕骨開放骨折後の不良肢位固定による母指

内転拘縮である.手術的l亡母指を最大外転位に矯正して，

K-wireで固定した.同時に行なった M.P.関節の cap.

slllectomy による悠痛が劇甚となり， 患者の希望で K-

wlre を抜去せざるを得ず， 十分な矯正が得られなかっ

た.

症例 5は左手掌部の電撃傷による拘縮であったが，内

転拘縮を観血的に矯正したところ手掌部の瀬痕が強いた

めに機能的に著しい改善をみなかった.

症例 6は hemiplegia の患者で左手関節は屈曲し，母

指， t旨は屈曲位をとっている.本例に対して手関節を良

肢位に固定したうえ，母指内転拘縮を矯正し，第 lf旨閉

経に骨移植を行ない母指を良肢位に固定して固定性を得

た.わずかに残る庖筋腿の筋力により gnp が可能とな

った.さらに足関節を観血的l亡固定することにより彦容

は著しく改善した.

症例 7はロ ー ラーで右手を挫滅し，開業医で有茎植皮

を受けたが，母指は示指の側面に埋没していた.形成術

に際して母指内転筋が綴痕化していたので切断し，指間

膝を深くすることにより，一定度以上の大きさの物を握

ることが可能となった.母指の重要性を無視した有茎植

皮例であった.

症例 8は右手をモーターではねとばされ，反動でモー

ターの中K右手をすべりこまして受傷した.母J旨の掌仮IJ

は挫滅し，指骨は欠損していたので 1次的に骨移植し

て有茎皮弁で創を閉鎖した.第 l指間膝の挫滅のために

次第に母指が内転してきたので第 1指間膝を深くし，搬

痕を切除することによりi!r-宇が可能となった.Littler jglJ 

子1(.より内転拘縮の防止とともに内転訓練を行ない，豆

を用いての pinch訓練を行なった.しかしながら母指掌

側部の有茎皮弁部の知覚鈍麻のために健側に比して劣っ

ていた.

以上 8例に対して母指に広範囲の可動性を与えるため

に種々の方法を用いて機能再建を企てた.

内転拘縮を緩解し，第 1j旨間腔を深くすること，ある

いは母指を延長することによって手の機能は著しく改善

されるにもか hわらず，なんら医治を受けずに放置して

いるよ‘うに思われたので報告した.
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34.癒着防止の研究明2報)

西新助 平沢精 一*

機能外科における癒者防止の問題ははなはだ重要な課

題であり，そのために種々の考案がなされているが最も

理想とするものは，可吸収性，非反応性にして目的部の

癒合を妨げないものであらねばならない.その意味から

体内にポリエチレン膜を埋没することにより生ずる反応

性の膜様組織に着目し，これを応用すべく実験的1[.検討

を加え，第 8回の本学会1(.発表したが，そのま hの利用

では同化されやすく癒着防止の面で少しく難があること

を認めた.そこで吸収を遅延せしめるために，この反応

膜に種々の処理を加え検討した.今回はこの膜を生理的

食塩水Kて処理した結果を報告する.

反応膜は前回報じたごとく家兎の背部にポリエチレン

膜を埋没して作成し， これを無菌的に処理して生理食底

水中に， 2_4
0
C の低温で約 2日間保存して， ζれをアキ

レス鍵縫合部に被覆した.この反応朕は 3-4週以下の

ものでは組織の安定性を欠き，利用度が低いが 5週以後

本 S.Nishi(教授)， S. Hirazawa: J.t.[邦大学整形外科.

のものは厚く， かつ強固で吸収も遅れる. ことに 7-8

週のものは利用度が高い.生理的食塩水で保存を行なっ

た反応膜は非保存膜に比し吸収が遅れ， しかも肉眼的に

鍵との悶にぶよぶよの組織として間隙を作り，その部で

腿の移動が良好でしかも鈍性の親l離が容易である.

これを組織学的に見ると， 4週の反応膜を使用したも

のでは吸収が早く，わずかに変質組織として点在性に残

存するにすぎないが， 5遇のものでは退化した粗槌組織

として帯状に残存して挺の可動を助けており，さらに 7

週のものでは同部に明らかに退化組織を蔵した間隙を作

り， しかもこの部にコロイド線物質を貯溜しているもの

もあり鍵修復と相まって，可動性再現上有利なる組織所

見を証した.

このようfr.，反応膜はことに長期埋没のもので， しか

も食塩水低温保存により癒着防止の可能性を認めること

ができたが，さらに種々の処理法による検討を加えたい

と思う.

35.向精保存l健移植の臨床例について

堀木 篤 綿谷茂弥 土井照夫 江川常一本

著者らは第 8回手の外科学会において，同種腿移植の

動物実験についての成績を発表し，その臨床での有用性

を強調した その知見をもとに附 39， 3月より 41，

10月まで臨床的に使用した成絞を報告する.

動物実験での成績を要約すれば， 1) Ciali[ 1[.よる保

存方法は簡単である.2) 壊死および排除された例もな

く免疫学的考慮がほとんど不要である.3) 7週間で縫

合部での連絡が完成する.4) 移値された保存腿は hos[

の細胞によりおきかわりがみられ，正常と区別できない

ほどの殿様構造をとるに至る. 4) 癒着は軽度であり

* A. Horiki， S. Wataya:大阪厚生年金病院整形外科(大

阪市福μ区上福品商);T. Doi， T. Egawa:大阪大学整

形外科.

paratenon様組織の形成も見られる.

しかし縫合部での連絡性は組織学的にみて同種拠の場

合，自家腿に比べ約 2週間違れるという事実から，臨床

的に使用する場合，固定期間を余分にとり 5週間の固定

を行なったが，予測された関節の拘縮や，移植践の癒着

などは大きな問題とはならなかった.

Cialitは水銀化合物の一種で，強力な殺菌作用にもか

かわらず，組織への影響が少なく使用濃度においては，

その毒性はほとんど問題にならない.その使用に当つて

は，生理的食塩水で 5，000倍溶液とし，切断肢より無菌

的に採取した腿をその溶液に入れ密封し，摂氏 5
0
Cで冷

蔵保存した. 2ないし 3ヵ月ごとに細菌培養を行なった

が， 1年以上たった保存液についても細菌は検出されな
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術 前.

術後 6ヵ月.

図1. 症例 ト

かった.使用K際して約 30分間生理的食塩水でよく水

洗した後，自家腿の場合と同様に取り扱い，特別な手技

は用いなかった 男 19名，女 3名計 22名の症例に対

して同種腿移植を行ない， うち l名は再手術を行なっ

た.年令は 8才より 5，[才.観察期間は段長 3年， 最短

3ヵ月で，平均 13ヵ月である. 使用目的より分類すれ

ば表 1のごとくである.

症例 1: f中筋腿として使用した例_ 18才の男. 旋盤

による外傷で左手背挫滅創とともに総指伸筋鍵の挫滅欠

損をきたした例で有茎皮弁による皮膚修復の後，受傷後

a_術的.

b.術後 2年.

図 2.症j9IJ5. 

6ヵ月目 i乙示t旨，中指，薬指に対して，それぞれ 7.0clll

の長さの保存腿を移値した・ 5週間固定後運動練習を始

め術後 6ヵ月の現在，手関節背屈 20。で指完全{中展可能，

]，1. P関節の屈曲も十分である(i!El1). 

症例 2 屈筋艇として使用した例 8才の男子.ワイ

アロープで左手掌，および示指より小指の浅深指屈筋腿

断裂をきたした例で，綴痕拘縮が強かったため，有茎皮

弁による皮膚修復の後，受傷後 1年自に総!移値を行なっ

た.示指，中指に対して自家騰を，薬指，小指に対して

はそれぞれ 5.0cm 長の保存腿を指先より手掌にわたっ

て遊離移植した. 術後血沈値， CRPも正常であった.

術後 6ヵ月では屈曲時の指先手掌距離は， 示指 3.0cm 
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中指 3.0cm，薬指 3.0cm，小指 2.0cm で， 自家鍵を 症例 6: Pulleyとして使用 した例.38才の男.鉄片
ci 

使用した指と比べてほとんど遜色なし良好な結果を得 の前腕部貫通による検骨神経の部分損傷で，長母指伸筋

た. 陵，短母指{中筋鍵の麻療に対して palmarislongusをre-

症例 3: 33才の男， 示指の noman's Jand内での屈 route し，母指の伸展，外転の再建を行なったが， 次第

筋腿!の挫断に対して，8.0 CIl1の保存艇を使用 した例で， に掌側へ転位し bo川 tnnglllg が著明となったので，背

術後 1年で屈曲時の指先，手掌距離は 3.0cm 伸展もほ 側手根靭帯の部に 4.0cm の保存鍵を用いて， puJleyを

とんど完全で示指を利用 してのかなり強い抵抗運動にも 作用 し，母指の外転が良好となった.

堪え得る. むすび

症例 4:移行l健の建長のために使用 した例.30才の男. 全体の成績は表 1tc示すごとくである 腿損傷の治療

裁断機で右上腕挫創とともに，正中 ・尺骨両神経が断裂 成績については，判定基準が困難で，多くの人により検

した例で，神経縫合により extrinsicmtscleはかなり回 討されているが，著者らは Boyesおよび Whiteの基準

復したが， intrIns ic JllUscJe の麻療を残し，これに対し をもとに判定した Pulleyおよび関節靭帯の代用として

すでに機能を回復した paJmirislongusを力原として対 用いたものは，所定の目的に達したものを goodと判定

立運動の再建を行なった.15.5 cm の長さの保存鍵を使 した.

用した.術後 6ヵ月の現在，掌側外転，つまみが可能と 術後，疹痛のほかに熱感を訴えたものが 7例あったが

なった. 数日で消退した.感染または排除された例もなく ，全身
毒

症{?IJ5 :低位正中神経麻療に対して使用 した例 23才 網 的にも血tt，C. R. P.の検査を行なったが認むべきもの

の男子.受傷後 I年目に鍵移植を行なった.15.0 cm の

保存鍵を使用.術後軽度の熱感を訴えたが異常なく， 2 

年目の現在，対立運動はほ とんど完全で，皮下の移植陵

は癒着もなく，良好な滑動牲を得ている(図 2). 

はなかった.

以上，症例が少ないため詳細な検討は避けねばならな

いが，保存礎自体に問題があったと考えられる例はなく

ほY満足すべき成績を得たものと恩われる.

輔、、

36. 腿の骨内固定に関す る実験的研究
， 

ミ込

田平浩也*

目的

腿の骨への固定後，固定部の癒合状態，固定強度等l乙

関する詳細な記述は少ない.私lま6種類の固定法を行な

い，いかなる時期にいかなる状態のもとで拠と骨の癒合

がみられ，どのような固定力を示すか等について物理的

.組織学的観察を加え比較検討した.

実験方法

成熟家兎の長此屈筋鍵を1m骨下端に次の 6群に分かち

移植固定した.

I群 .絹糸による骨膜との縫合法.

llil平:Stainless steel wireによる pullout法.

皿群 Kirschner鋼線の stapleによる固定法.

IV群:骨に窓をあけて鍵を埋没し，骨片で固定する方

ホ K. Tabira:久留米大学整形外科.

法.

V群:骨に孔をあげて騰を挿入し，腿端を対側の骨‘膜

と縫合する方法.

VI群 :pulvertart型の固定法.

II -VI群は骨膜はそのま』で創を閉じ，外固定は行な

わなかった.固定後 1週より 6週まで各週ごとに組織標

本を作成し， H. E.染色， Azan染色および VanGie-

son染色を施して観察した. また抗張力は腔骨を中央部

で切断し，長lhl屈筋膜以外の下腿筋を切除した後，経骨

下端を固定し，大腿骨頚部にパネ鐙りをかけ，長輸に平

行な持続牽引を行ない固定部が剥離した際のカを測定 し

た.測定に際し， II群の wire，m群の stapleは除去し，

VI群では鍵端を吻合部直前で切断した.測定は各群各週

5例について行ない，最高 ・最低値を除外 した3例の算

術平均値で表示したが，IV， V， VI群では移植腿が骨孔
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G. 1 Iもv.

G. 6 1 W. 

整形外科 1968年 1月

図 2.

図 3.

剥離が見られなかった(図 1). 

2) 組織所見 1群 1週では cambiumlayelの oste・

oblastic cellおよび 日brollsla yerの 自broblast の軽度

の増生を認め， 3週では移植健内に外仮脅から円形の造

骨細胞群と紡錘状の線維細胞の浸潤が認められた.4週

では外仮骨と移植腿は密なる連絡が認められた(図 2) 

H群 l週では移植鍵細胞の核の消失と鍵線維の変性が見

られたが <1週では腿!線維の変性は完全に回復し，OO!線

G. 1 4W. 

G. 6 5W. 

より逸脱したものも剥離したものと見なした. 維内に多数の線維細胞の浸潤も誌められた.ill群 2週で

結果 は移植腿線維の変性と細胞核の消失がみられ，移植部に

1) 抗張力について:図 lに示すような測定値を得た. はごくわずかな紡錘状の線維芽細胞様細胞を認めた. 4 

すなわち I群では 4週まで固定部での剥離がみられた. 週では移植鍵の変性は完全に回復し，移植騰と骨組織は

II，ill群は 1週では低値を示したが以後は急速に増加し， 線維性結合組織により密なる連絡が見られた.IV群 l週

4週では図表中に斜線で示すごとく固定部で剥離せず筋 および 2週では移植腿の変性を認めたが 3週では回復

鍵移行部，筋膜等で断裂した.IV群では l週ですでにか し，股組織内に中等度の fibrsblastの増生を認めた.移

なり強い抗張力を示したが 2週での増加はみられず， 3 植腿と骨組織との接合部には造骨細胞の配列がみられる

遇で著明に増加し剥離のみられたのは 1例のみであった. が，腿固定骨片にはいまだ染色性の低下を認めた. 5週

V， IV群は早期から強い抗張力を示し， 3週では全例に では内仮骨すなわち新生骨梁を多量に認め，移植腿内に
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多数の日broblastの増生を認めた.新生骨梁に接した移

植鍵周辺には線維性結合組織を認め，また円形の骨芽細

胞様細胞の軽度の浸潤も見られた.V群 1週では移績腿

と骨皮質との間の骨膜の細胞の増生があり，骨皮質の外

側の腿組織には著変を認めないが，骨皮質に接した鍵組

織にはわずかな細胞があるのみで軽度の変性が認められ

た. 5週では腿組織に 自broblastの増生をみ，鍵線維の

走行も明瞭となり，鍵組織の周辺には新生結合組織があ

ってこれに接して多量の骨鎚内新生骨梁を認めた 刊群

l週では骨皮質に接した部位および骨髄内にある鍵組織

はともに線維の走行が不明瞭で軽度の変性を認めたが，

2週では線維の定行は明瞭とな りかなりの 自broblastの

増生を認めた. 5週では移植艇と骨組織は帯状の新生線

維性結合組織により密なる連絡を示した(図 3). 

総括

移植鍵は一時変性l乙陥るが早期IC変性から回復し，移

植鍵と新生骨組織は新生線維性結合組織により強固に連

絡されるが，このような組織所見とほ Y一致する時期に

抗張力の著明な増加が見られた.

以上の結果より，腿移行術，鍵移植術の際に院を骨に

固定する場合， 1群の方法では 5逓 II，ill， IV群の方

法では 4週， V， VI群の方法では 3週程度の固定期聞が

必要と恩われる

37. 小児手指屈筋臆裂について

南条文昭

末 仲晃

山内裕雄

東環

過去 10年聞に東京大学手の外科診療班で取り扱った

小児屈筋鍵裂のうち， 10才以下の小児に限り当科で腿

再建手術を行なった母指例 5例，他の指 22例 25指の

2年以上の遠隔成績と参考までに受傷当時他医にて直接

健縫合を行なったため当科では観察のみ 2年以上行なっ

た放置例 10例 12指の成績を合せて検討報告する.

1) 症例のほとんどがガラス容器等による両屈筋鍵の

断裂で，母指例はきわめて少ない.年令では 4才以下の

受傷例が圧倒的に多いことが注目され，受傷部位では

.danger zoneといわれる zoneII のものが zoneill-IVの

ものより多く多指にわたるものは後者に多く神経血管束

損傷は症例の約半数に認められた. これらの内容は Bell

らを始め小児例にふれている文献上の記載と共通する.

2) 成績判定の基準は Boyes，Littler， White， Van't 

Hoffらの呈示に基づき赤林らの見解を参考に して，母指

は 1.P. J.の angular% で示 し，他の指は tlpのclistance

lackと angularsum をそれぞれ屈伸l侍について測り総

括判定した.また参考に患者側の判断を日常動作に使え

るかどうかにより 3大別してみたが，知覚，筋力等は定

玉t的な判定ができなかったので判定の資料か らは除外し
一ーー一一一一一一 栴

• F. Nanjo:東京大学分院整形外科;Y. Yamauchi， T. 
Komori， H. Kurimura， A. Suenaka， A. Higashi， 
K. Takigawa， T. [、vao:東京大学整形外科.

小森禎三

滝川一興

た.

栗村仁

巌琢也*

3) 成絞・母指例は症例も少なく結論は出せないが，

他党評価と使用程度はほ Y合致しており 5例中 2例は成

績良好であった.

{也の指については zoneII での受傷例 15指はその大

部分が 1年近くで sllblimis切除 palmarisgrartを行

なっているが良好例は 60% ， zone ill __;-IVでの 10指は

その半数が半年以内に端々縫合と鍵移植を同程度に行な

っているが良好例は 30%に止まる.総体的には約 45;;百

良好例となるが，患者の訴えは他覚評価と一致せず，い

ずれも良好例の 1/3程度しか満足に使用していないこと

は注意せねばなるまい. 参考までに拙劣ながら clirect

slltureが受傷時行なわれていた放置例をみると 6例中 4

例 (zoneII)， 6例中2例 (zoneill-IV)が良好であっ

たが，訴えとしてはその半数のみが満足している(表 1). 

これらの成績を Boyesのいう累積表示法にて成人およ

び小児の報告例と比較すると，他のポ児.例に;比して 10-

20% 成績が不良であっ芯 さて成績不良の原因を分析

してみると時間的因子に伴う手指の障害と手指等にまつ

わる技術的問題とに大別できょう .これらの点をもとに

2-3の考察を加えてみる.

4) 生長等に関して，経時的にX線 conlrolのできた

10例の千百の長さおよび指節骨の cliagonallength の変
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指屈筋腿裂治療成績.表1.

定やj
。味気

不H成的党山
出

不 可

2 

良 | 可

4 

優

っかえない

6 

よ〈

っかえぬ
よく

つかえる

Zone rr. 15例 15指 3

Zoneill-1¥人 l 司

7伊IJ 10指 A
6 2 

3 10 11 22例 25指

↑ ↑ ↑ ↑ 

準主主定、制

手

4.5clll-3.0-4.0 1. 5 -3.0 。-1.5(CIll) Lack Fle"ion 
術

3.0clll-2.0-3.0 1. 0-2. 0 。-1.0(CIll ) Lack E"lension 

150
0

-180 _1500 200 -[80。-200。(degree) SlIlll Fle"ion 伊l

400_ 

小児の D.I.P.].屈曲拘縮度が強いことは distalinsertion 

の失敗を除けば graCtの生長の遅れに伴う相対的な短縮

として説明できょう .最近これらの諸点を考慮して幼少

児でも可及的早期II'C腿移植を， 状況がよければ direct

slllllfieをも行なって 10例ほどになるがいまだ期日が

浅く評価はできないが，従来の成績よりはるかに良好の

経過を示している.Lindsay， Bell. Kelly， Hageらの成

績を見ると小児の場合 dangerzoneでも directprimary 

slllureが最もよく，次いで earlygraCling， delayed Slllll印

の順となっていることも幼少児の場合早期血~再建の適応

を示していよう

6) 成績評価について・小児の場合の成絞判定には確

たるものがなく非常に困惑する.客観性からいえば角度

によるほうがよいと恩うが必ずしも正確を期しがたく .

distance lackを利用するほうが容易である.Flexion lack 

は定点計測であり exlensionlackは定線計測なので単に

その和をとることは問題があるが， Van'l Hoffの方法を

応用し指の長さで割った数値の対数尺をとりその累積表

示を試みた. これによると優劣の判断が従来の表示と喰

い迷ってくる点も多く利用価値があるかどうかは検討を

要するが一方法として提案する.他方従来の表示に合せ

るとすれば平均的成人指長に換算して pfotすべきであ

ろう. 試みに中指の平均値を求めたところ 8.04cm で

あったので我々の症例はこの値によって修正した.演者

もいまだ確たる判断ができないのでご教示いた Yければ

幸である.

30 -4 00 。-30。-0。(degree) 

化をみると，印象として術前経過が長いと必ずしも神経

血管束の損傷と関係なく末節ほど強い生長の遅れを認め，

術後経過では鍵作動状況と関連して漸次基節側から復元

されるが末節ほど修復が遅れるようである.小児の場合

生長因子が加味されるので使用しない状態が長期にわた

れば廃用性萎縮が著しく断裂筋の静止性拘縮と相まって

潜在性の悪条件となり ，不自由状態が続いていると容易

に他の代償動作を覚え手術成績がよくとも実際にはほと

んど使用しない点もあげられる.との点は coordination

の欠如から手術時期を延ばすとする識者の見解と異なり

不自由状態をできるだげ長期にわたらないようにすべき

ではないだろうか.

5) 手術に関して，成績不良の主体は屈曲拘縮と可動

域の減少である.試みに各関節の可動域の累積表示をし

て見ると ZQnerrでは graClのためか D.1. P. ].の強い

拘縮，zoneill -1¥'では縫合例の多いためか P.l.P.J.の

拘縮を示しこれらは M目 P.J.の動きで代償されている.

術後早期lに明らかに縫合部離関を見た例でも調査時不全

による障害として残ったものは少なしやはり癒着と相

対的な腿短縮の問題が残される.技術的な諸点は大いに

反省するとして固定および後療法に関する研究不足も大

きく PlIlverlaflが splinlageや earlymovemenlの効用

を述べていることは非常に参考となる.一般に graftは

生長すると考えられているが，経験した 1例では術後 2

年で 5mm指の伸びに対し grafl内においた wiremarl三

聞の伸びが 1mmであったことは graCl の生長のおく

れを示唆しており Hageも指摘するように成人に比して

SlIll1 Exlension 
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表 2. 指長よる計測値の補正

(30neII 手術例.15指)

Flexion ExtenS10nA+ B 指長 A B A+B 
lack(A) lack (B) ~ -， ~ (L) L L L 

0.5 O. 3 O. 8 6.30.08 O. 04 O. 12 

0.5 0.4 O. 9 4. 3 O. 11 O. 09 0.20 

1.0 2. 3 3. 3 6.5 0.15 0.35 O. 50 

2.0 0.5 2.5 5.7 0.35 0.08 O. 43 

2. 3 0.6 2. 9 4.7 0.50 O. 12 0.62 

2.5 0.0 2. 5 5. 5 0.45 O. 00 0.45 

.2.5 O. 7 5. 2 5.5 0.45 O. 12 O. 57 

.2.5 1.0 3.5 3.5 0.44 O. 18 0.62 

3. 4 0.8 4.2 5.7 0.60 O. 14 O. 74 

3.5 1.2 4. 7 5. 8 O. 60 O. 20 0.80 

.4.0 O. 3 4.3 5.20.76 O. 05 0.81 

.5.0 0.3 3.5 3.7 1. 35 O. 08 1. 43 

.5.0 0.8 5.8 5.30.94 O. 15 1. 09 

.5.0 2.5 7.5 7.2 0.70 0.34 1. 04 

.5.3 4.9 10.2 5.6 0.94 O. 90 1. 84 
CIl1 cm cm cm 

追 加 ・津下(広島大整形外科)

小児期の鍵損傷が十数年放置された場合の鍵移植の成

絞について報告した.すなわち noman s land部での損

傷であれば筋の発育，可動性はほとんど障害されないの

で， しばしば良結果が得られる.もちろんこれは早期手

術を否定するものではない.

追 加:諸橋(荘内病院整形外科)

1) 私の経験では大人に比してむしろ小児のほうの屈

筋腿修復の成績が良い (特別小児が悪いとは恩わない).

皮膚，皮下脂肪の状態が良いこと，joint stiffness のな

いことのためと思われる.た Y 問 habi刊il比1此ta剖tiぬ011がむずか

しいことと心理的なものK対するt指旨導が問題だけれども'

術前より払，隣接f指旨でおさえることによる tr口1同c mQv刊eme引n

を利用した練習をさせておくと良い.

2) 手術手技や固定等については， たとえば Verdan

手術のように stainlesspinをおくなど工夫すればよい.

3) 手術はできるだけ阜くやったほうが良い.

4) 陳旧例でも成績は比較的良好.

5) 大人に比 してむしろ腿の癒着が広範囲になってお

らず， sheathの tunnelの内径の縮少も少ないので，遊

離腿移植をやる場合 sheolh をそのま h使用できて有利

と考える.

質 問 :1) 筋の萎縮，変性が大人に比 して少ないの

ではないか.
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註 計測値 Lー を成人 EF(中指)の指長 (8.04 cm) 

をもって換算したもの.

図1.指長による補正値を大人の場合に換算した表.

2) 移植した鍵の成長は将来どのような形で行なわれ

るか.

追 加 :矢部 (慶応大整形外科)

3才のとき，左環指基節掌側を受傷し，17年経って，

20才のとき健移植術を行ない，良好な結果を得た屈筋鍵

断裂の l例を追加した.虫様筋より末梢で切断された場

合 f1.dig. pror. の中枢部は発育および伸縮性も非常に

よく 腕!移植術の適応があると考える. しか し同指の発育

不全，隣接指屈曲時の集合傾向は残る.

質 問 ・1) 虫様筋付着部より中枢で切れた場合，中

枢側の腿の発育状態はどうか.

2) 我々も早期手術に賛成で，新鮮例であれば乳児に

おいても手術を行ない，特に小児だからといって成人に

劣るとは思っていない.演者は， 手術適応の年代などの

ようにお考えか.たとえば乳児期でも行なっているか.

答 :南条(東京大分院整形外科)

諸橋先生に :客観的なデータをもっているわけではな

いので確答は申しかねるが，成績不良例の検討から想定

したものである.R.O.M. (各関節における)の状況か

ら判断したに止まる.

矢部先生に:zone II のもの，zone mのものの成績を

比較する と， 明らかに zonemのもののほうが成績不良

であった.との点、から見れば筋鍵単位の返縮については

zone mのほうがより強いといえよう . 幼小児に早期手

術 した症例はまだ数が少ないので断定はできない. 1才

未満の症例をもっているが結論が出せる期聞に至ってい

ない.
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発 言 :田島(新潟大整形外科)

演者は移植挺そのものが伸びるか否かに主な関心をも

たれていたように拝聴したが，正常な艇の成長に伴う延

長を考えると，当然筋腹も伸びるし，腿の部分(移植部

以外)も伸びると考えるので，それらの相E関係につい

ても関心をもっ必要があると考える.

発 言 諸富座長.屈筋腿損傷と申しても部位によっ

ても違うし，また全体のものの一部であるから，いろい

ろな問題が複雑にからんでおるので，症例をたんさん集

めて将来皆さ んと討論の機会を得たいと希望する.

38. No man's land内腿断裂に対する健前進術兼 Z形成術

高岸直人 加川渉 大谷武

山田元久 小川加弥太 奥田哲章ネ

No man's land内の鍵断裂に対して，今までは浅指屈

筋挺移行術，遊離鍵移植術または浅指屈筋腿を切除して

深指屈筋鍵を縫合する方法が行なわれている. しかし前

者の場合正常鍵を損傷するという点，特に 2本以上の指

の腿に断裂が起こった場合移植腿の採取のために多数の

正常鍵に損傷を与えることは必ずしも好ましくない.そ

こで損傷鍵を利用してなにか良い方法が得られればと考

えてまず屍体を利用して腿前進術と， 筋捌!移行部を切

離してどの程度の伸びが得られるかの実験を行なった.

長母指屈筋では単なる室長引では 0.8CJllしか得られない

ものが，筋腿移行部を切離すると 3cmと前者に比し，

2.2 cm の延長が得られた. また他の指では， たとえば

中指を例にとってみると，単なる牽引では 0.7のものが，

2.1 CI11と なり 1.4 CIl1 の延長が得られた. 第 7回の本

会で私は腿前進術の優秀性について述べたが，その 1例

は，右第3， 4指深指屈筋臆断裂が，末関節横鍛裳より

それぞれ 2.4cm， 2. 2 cm の点において起こったものに

対して健前進術のみを行ない，術後 2年に D.l.P.関節

可動場がそれぞれ 300，60。 と優秀な成績を納めたこと

を報告した.また 4才のフオ Jレクマン拘縮に対して Se-

ddonの手術を行なった際， 第 2指は筋の壊死が最も広

範に見られ，端々縫合不能なるため，ほとんど正常な筋

組織が消失していたにもか与わらず， Z成形術により腿!

の延長術を行なったところ， 4年後の今日筋力はもっと

も弱いが，運動性をかなり獲得していることを知った.

これらの事実より，私は 110 man's land内の断裂に対し

てこの両者を併用すれば，かなりの成絞が得られるので

• N. Takagishi，、V.Kagawa， '1'. OOlan i， M. Yamada， 

K. Ogawa， T. Okuda:広島赤十字病院整形外科(広島

市千代国).

はないかと考え，わずか 3例の少数で観察期間も短くそ

の結果を云々するまでに至っていないが，我々の経験を

述べ，今後の方法の改良の基にするとともに皆さまのお

教えをお願いしたいと考える次第である.

症例1. 下O.42才， 男.昭 41， 4月電気/コギリ

で，左母指，示指の屈側を切り，近くの病院で縫合を受

げ，傷は治癒したが，左母指の屈曲障害のため 6月来院

左母指僚側指神経切離，左長母指屈筋巌~断裂の診断のも

とに入院，全身麻酔のもとに手術を行なった.まず切断

部を開くに母指球内に断端は消え，末梢側は腿イJ着部よ

り 5cm の長さを有していた.本来ならば遊離脱!移績の

適応の部と考えられたが，前記の成績に鑑み，筋鍵移行

部の少々筋組織の中にはいった所で， 筋を Z状に 3crn 

延長をなし，縫合部を筋組織にて囲み，残存せる末楠腿

は付着部にて切断，延長せる鍵の先端を BUl1nellの pU・

11 out wire法にて末梢端に縫合した.また母指基節中央

にて，直針を皮膚を通して刺入，挺を通して反対側皮膚

に出し，鍵の中央への牽引を防ぐようにする.神経縫合

は施行せず術を終った.術後肘関節直角位，手関節強度

屈曲位にて，肘関節より指先まで背側にギプス固定をな

した.別に異常がなければ 3週間放置し， 3週間目第 l

回包帯交換とともに抜針，抜糸を行なう.第 1回包帯交

換後 1日3回，各 20分間温湯石鹸水につげて屈伸運動

を行なわせたほかは特にマッサージなど行なわせなかっ

た.術後 8ヵ月の今日， 1. P.関節伸展 1560，屈曲 1420，

可動域 14。であるが， 練習すればもう 10。は増加する

といっている母指の使用 1(.対して不便を感じないが，握

力鍵側 55kg，患側 29kgと減少している.また母示指

切創があり母，指の内転拘縮がみられるために母示指聞

は健側の半分しか関かない.知覚は鈍麻程度まで回復し
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ている.評価「良」・ 収めており，伸展，屈曲ともほとんど正常である.握力

症例 2 柴O.22才，男.昭 34年硝子で右第 2，3 も 30kgとなって日常生活に不自由を感じていないが，

指屈曲腿を断裂，某病院にて腿移植をその年に行なって 野球のパットを握る力が弱いといっている.第 3，4指

いるが，右第 3指末節屈曲拘縮をきたす.受傷搬痕は が共同運動をする.評価「優_J.

M.P.関節内側にあり，前回の手術癒痕が掌面に全長に 以上わずかに 3症例でまだまだ考えねばならぬ点、が多

わたって S字状に見られる. 昭 41，7， 5日， 第 2指鍵 くあり未完成であるが，今後症例を重ねてこの方面の関

前進術と Z成形術を深指屈筋腿を利用して 3cm延長し 拓をしていきたいと考えている.現在考えている点は，

た.浅指屈筋腿は前回の手術によって切除されていたが 1) Z成形術を何 cm 延ぼすことが至当であるかという

2指とも全長にわたって癒着高度で剥離困難をきわめた. 点，2) 深，浅指屈筋鍵のどちらを選ぶべきかという点

第 3指は癒着剥離術にのみと Yめた.術後 7ヵ月の今日 である.

M.P. 関節のプーリーの欠除のため可動性の獲得はわず 質 問 :上羽(京都大整形外科)

かにP.l.P.において 20。にすぎないが，握力において 母指以外の指に陵前進術とともに Z状鍵延長術を前

倍に増加している.術前の広範囲にわたる綴痕が成績不 腕で行なう場合に lumbricalisをどう処置するか.

良ならしめた一因であろうと考えられた.評価「不良」・ 答 :高岸(広島赤十字病院整形外科)

症~IJ 3.沖O.19才，男.昭 41，1， 24日，鉄片で 1) そのようなととも考えて，今では浅指屈筋鍵を利

左第 3-5指基節に切創を受げ屈曲不能となる. 6ヵ月 用したほうが良いのではないかと考え，第 3例はこれを

後陵前進術と Z成形術を併用した. ζの場合，深指屈 利用した.

筋鍵は手掌末梢横簸援の部で切除，浅指屈筋鍵を利用し 2) 第 2例は pror.を使用したが，前回の手術で癒着

た.失敗した場合に次の策として挺移植術ができればと が高度で intrinsicl11uscleも癒着していて機能を認めな

考えたからである.術後 8ヵ月 . 3指とも優秀な成績を かった

39. 屈筋腿損傷に対する長掌筋l腿2次的反転腿移植術 (仮称)の試み

堀尾慎弥 水岡二郎 高良健*

No ma山 land 内での屈筋鍵損傷K対する腿修復で 我々はこれを仮りに「長掌筋鍵 2次的反転鍵移植術」と

は，必ずしもすぐれた成績が得られていない. これは健 称している.以下本法の利点と考えられる事由や手技，

形成手術において，この領域内を中心と して強い癒着が 症例，問題点につき述べてみたい.

生じやすいことに最大の難点があるためである 1) 本法の利点と欠点

これの改善には少なくとも移植鍵の循環障害を少なく i) Grart tendonの循環障害は fr田 graftに比して少

することと，早期の手指運動を行なうことが重要な鍵と なく ，鍵癒着，縫合不全に有利に働くと考えられる.ii) 

考えられる. 次に 比較的早期より運動を開始するととができ， joint 

そこで，普通用いている移植鍵 (tendongraft source) stiffness や挺癒着防止に有効であると考えられるが，こ

の palmarislongus tendonを筋腿移行部の中枢側で切 れらの理由については後述する.欠点として，手技の複

離後，wr叫 に引き出し， 反転して carpaltunnelを通 雑化や 2回にわたる手術， palmaris longusの欠損者に

じて指末節骨I'Lterm inal insertionを行ない，一定期聞 は不可な点等があげられる.

後に palmarislongus tendonを wristにて切離して，手 2) 手技について

掌部で損傷腿との中枢側縫合を行なう 2段階の腿移植法， 第 1次手術 :i) まず損傷指において鍵断裂端の末梢

これは一種の有柄腿移植術ともいえる方法を考案した. 部分および中枢部を露出， pulleyの処置を行なったうえ

ホ S.Horio:熊本大学整形外科;J. :MizlIshima， K. Taka で， ii) palmaris longus tendon を可及的に paratenon

ra:国立熊本病院整形外科 (熊本市二の丸). をつけて，筋鍵移行部にて切離し， wristに引き出す.
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Incision Palmaris longus tendon 

reversed d iSlal 

図1.手術手技(第 I次手術).

Incision Palmaris longus切離後，手掌

部で profllndllslendonの中総

端と suture.

図 2.手術手技(第2次予術).

ii i) それを carpal lunnel を通して反転し sublimis

lendonの径路にそって手掌部末梢鍛自主の pulley入口部

まで引き出す iv) そのうえで形成された指の puUey

下を通して末節骨に lerminalinsertionする(図 1). 

第 2次手術 :i) 2-3週間後，手掌部で断裂した pro・

fundus tendonの中枢端を出し， ii) wristで palmaris

longusの lI1Sertlon部を切離 iii) profundus tenclon 

と手掌部で縫合する方法である(図 2). 

3) 症令について

~ 1 のごとく 4 症例を経験しているが，なお日浅く，

成績を検討する段階に達していないが，術後 6ヵ月を経

た 1症例について記す.

症例:17才，男子学生. 庭掃除中， 誤って右中指基

節掌側部を石で挫意1)，創は 1次的に治癒したが，屈曲が

まったく不能，浅 ・深屈筋鍵断裂で， 1ヵ月後に第 1次

表1. 症 例.

Casse Name Sex Age 原因 損傷指手術ま で 術前の
のJ!il間 拘縮

l K.K.合 17 他合11 右中指 1ヵ月 I(ー)

(示)
2 K.N. 合 28 鋸創 左巾指 lヵ月 、ド (一)

(環)

3 11.Y.合 11 切右11 左中指 Iヵ月 (-) 

4 M.M.合 25 切fllJ 左示指 40円 (ー)

手術施行 2次手術を 18日後に施し， 3週後より自動

運動を開始した.術後 3ヵ月の状態で，指尖掌距離 1/2

CJl1， 関節可動範囲は健側の 7596以上を示して良い結果

を得ている.

4) 本法の問題点

i) palmaris longus tenclonの循環と癒着:我々の検

索した範囲では， m. palmaris longus の筋腹へは， a. 

recurrens raclialisの分校により，また wriSljoint部で

は a.raclialisより分かれた 1・volaris superficialis ae・

radialis の浅枝が分布し， 主にこの 2つの動脈校に依存

していると考えられる.

一方，移組鍵の運命は，

1) 縫合腿部， 2) 骨との結合部， 3) 腿の周囲，

よりの再生する毛細血管に左右されるといわれている.

したがって中枢側を切離して もなお wriSlの郎で少なく

とも血行の一部は確保されているであろうし，その艇の

血行は freetenclon fr.比し良好であり，循環降客も少な

く， したがって癒着発生を段小限にと Yめることができ

ょう. この点 clinicalにも 2次手術にて，正常に近い

生き生きとした光沢ある腿を認めることか らも明らかで

ある.た Yし健全長にわたっての血行の状態については

不明で，今後追求の予定である.

ii) 早期の運動負荷について 1次手術から 2次手

術までの期聞は， Wlistから enclphalanx までは 3関節

を含めた一時的 tenodesisの状態であり， M. P.， P.I.P.， 

D.1. P.関節を利しての milclな早期の自動運動を加える

ことができ，鍵癒着や jointSliffnessの防止に役立つと

考えられる.

ii i) 適応についてはなお症例を重ね， 検討を要する

と思う.

5) 結語

No man's land内屈筋腿損傷に対する我々の考案した

長掌筋眠p次的反転腿移値術について報告 した.今後症

例を重ね，種々検討を加えていきたいと思っているが，
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諸先輩のご批判をいた Yければ幸である.

質問:矢部(慶大整形外科)

1) 2週後に中枢部の縫合を行なってから，どのくら

い固定しているか.

2) また 2回目の手術によって plantaris は一応切断

されたことになるので，その栄養は末梢へ lI1sertしてか

ら2週後に末節骨より起こっている血行によるとお考え

か.

答:堀尾(熊本大整形外科)

2週間のうちに palm. Jong. tendonの循環は相当回

復されるために 2次手術で切離した例も末梢骨への 1115-

ertionされた部分からの循環が残っており，移植鍵の循

環回復も早く行なわれ，それだけ癒着も少なくてすむの

ではないかと考える.

40. 示指内転障害に対するj陸移植の 1例

中川三与三 池沢康郎*

我々は最近，外傷によって左示指の内転障害を起こし と診断した.患者は理容師になるために学校に通ってお

た患者K臆移植術を行なって治癒した 1例を経験したの り，職業上，示指の内転を必要としたので 6月14日手

で報告する. 術を施行した.

症例

17才，女子.昭 41，4， 27日， 編物の最中に誤って

金属編針で左手掌を刺した すぐに引抜いたが，その際

左示指K放散する激痛があり ，同時に左示指の内転障害

が起とった.某医にて約 3週間，保存的療法を受けたが，

内転障害が回復しないため，当科を受診し， 6月 10日

入院した.

入院時所見 :左手掌で第 2中手骨頭の尺側に近く，帽

針頭大の車1J創搬痕が残っており，同部に圧痛はあるが，

皮下に硬結をふれない. 示f旨は軽度の intrinsicfllInus 

拘縮位をとっているが，その M.P.関節， 1. P.関節は自

・他動とも屈伸は正常で，虫様筋も正常に働いている.

中指に対して示指はや』外転位をとり，外転はできるが，

内転はまったく不可能である.示指に知覚障害は見られ

ず，中指の運動， 知覚障害もなかった(図 1).X 線所

見は正常である.第 1掌似.IJ骨問筋の筋電図所見では，車1J

創より近位部には随意収縮時に正常波型を見るが，や b

low voltageである. とれに対して刺創より遠位部では，

随意収縮時にわずかに dischargeを見， 安静時に 日bri.

llalionと positivesharp waveがある.誘発筋電図では

近位部のM波， H波ともに正常であるが，遠位部では明

らかでなかった.また示指尖の sensorynerve action po・

tentialは正常と思われた.

以上の所見から，ti.第 1掌側骨悶筋断裂による機能不全

M. Nakagawa (助教授)， Y. lkezawa:東京医科歯科大学

盤~外科.

図1.

手術手技:手背部において示指の M.P関節の尺仮1Jに

約 3cm の縦切開を行ない，次いでこの皮切を中指基節

骨部模側に向って延長した.示指{申筋l胞を総指伸筋腿よ

り分離し，基節骨のほ Y中央の高さで切断した.次に示

指および中指の基節骨底の骨間筋腿付着部を目安に，同

部に検尺方向の骨の孔をあげ，同側の長掌筋より採取し

た腿を貫通させ，示指 ・中指の内 ・外転中間位でできる

だけ骨間筋腿部に縫合し， この移植腿の中央に示指{中筋

腿をT字型にその最緊張位で示 ・中指が閉鎖するよう縫

合した(図 2).M.P.， 1.P関節ほ Y中間位で術後 3週

間固定の後，固定を除去したところ，直後から示指の内

転が可能であった. しかし中指に軽度の屈曲制限が起き

たが，自動運動練習により間もなく消失した(図 3). 
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図 2.我々の髄移砲術術式.

図 3.
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考察

脅悶筋麻療は主として尺骨神経麻俸の 1症候として，

他の筋の麻簿と合併することが多く ，本症例のように単

一の骨間筋が障害されることは稀である.また手の機能

としては指の内転よりもむしろ外転が重視され， 示指{ql

筋および小指伸筋の腿をそれぞれ 2分して示指から小指

までの 4指の外転機能を得る術式や， pinch を可能なら

しめるために，麻簿した第 1背側骨間筋にかえて，示指

{申筋腿を同麻療筋騰の lateralband I'C移行し，示指の外

転を再建する術式等はあるが，内転を得るための方法は

我々のしらベ得た範囲では見当らなかった.示J:]{中筋腿

を2分して示指・中指の基節骨底に移植し，内転機能を

再建し得ても，十分強力な力を得ることは困難と考えた

ので，我々は母指小指間対向運動再建のためのT字型腿

移植術にならったのである.

基節骨底に孔をあけ髄を移植する際， expansion hood 

に損傷を加え，惜の屈伸障害を起こす危険性があること

が本法の欠点と思われるが，さきに述べたごとき方法に

よりこの障害の発生を免れることができた.また指の内

転を強力に行なうためには， M.P. 関節が随意の肢位に

固定されたうえに，指の全{申，屈筋群が緊張しなげれば

ならず，この意味で我々が示指伸筋をT字型に用いたこ

とはきわめて有意であったと考える.患者はすでに理容

業に復帰しているが，なんらの障害も認められない.

追 加 :丸毛(慈恵医大整形外科)

23才，女， 10年前子掌中央や h尺側部に小ガラス片

を刺したという .現在示指と環指の内転が不能である.

その他の障害はないが，お茶をする際に母街が揃わない

といって来院. 示指の M. P. 関節で示指仲筋服~を切り第

3中手骨基底背側に引 き抜く これを 2本に裂き，示環

指基節のそれぞれ縫尺側に縫合す.両指の内転は完全に

可能となる.
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41. J.陸間結合による指独立伸展障害の症例

江川常一 土井照夫

辻井潔 吉岡康裕 堀木篤*

ヒトの手背において指伸筋鍵は鍵間結合によって績の

連絡を有している.隣接する指へ向う鍵相互間のこの結

合のもつ意義について田島らも第8回本学会において述

べられたが，運動生理学的にも臨床的にも興味深いもの

がある.そのむすびつきには個人差があり，強いむすび

つきを有するものでは隣接の指の角度に影響されて個々

の指の独立伸展が限制される.日常一般の生活には支障

a.症例 1.29才，女，ピアニスト .ピアノ演奏姿

勢で両薬指のあがりが制限されている

ないのが常であるが， 1本 l本の指を独立して速く動か

すことが要求される特殊な職業ではこの腿間結合が妨げ

となる.

著者らは，ピアニスト 50名，タイピス ト49名それ

に対照として同年令の看護婦 51名の計 150名について

指の独立伸獲を測定した.測定は手のひらを机につけ，

指を 1本ずつあげさせて pulpのふくらみまでの高さを

はかったその平均値は示指が最もよくあがり ，次に中指，

小指のJI買で，薬指の{申びが最も少なかった.

グループ別には看護婦よりタイピス 卜，さらにピアニ

ストの指が少しずつよく伸びる傾向があった.

この平均値に続いて検査した全例の分布を示す.

最初のタイピスト群は，集団検診の機会に測定したも

ので，英文タ イプ ・カナタイ プ ・邦文タイプを含んでい

• T. Egawa， T. Doi. K. Tsujii， Y. Yoshioka 大阪大学

盤形外科;A.Horiki 大阪厚生年金病院整形外科 (大阪

市福島区上福島南).

図1.

る.このうち特定の指に障害を訴えるものが 11手あっ

たが，これは薬指のみに集中しており，それも薬指のあ

がり 18mm以下のものに見られた. とれ以下でも障害

を訴えないものもあるが，その多くは邦文タイピストで

独立伸展を必要としないものであった.

次に看護婦のグループでは薬指，小指のあがりの少な

いものも多く見られるが， 日常生活上，職務上ともに文

b.術後(右手2ヵ月，左手4ヵ月 )の状態.荷主E
f旨のあがりが改善している.

障を訴えるものはなかった.

最後のピアニスト群では全体に指がよくあがり，薬備

のあがり 18mm 以下のものは 1OlJしかなく，障害を訴

えるものもなかった.

これから見て，薬婦のあがりが 18mm 以下のとき，

指の独立伸展を要求される職業になんらかの支防がある

ようである.

次に指を動かしたときの疹痛を主訴として来院したも

のの中から鍵間結合に起因する定例について述べる.

主訴は，ピアノ演奏あるいはタ イプ業務などを続けて

いると，第 4と第 5中手骨の聞から薬指にかけて痛くな

り，それでも続けて動かしているとだんだん前腕に痛み

が広がり，さらに肩のこりなどを生ずる.

またピアノでは薬指でひく音が弱くなり，音がにどっ

て，さえた音が出なくなり，手動タイプライターでは薬

指で打つ字がうすくなる.

とのような症例を 10例経験した.示指に障害のあっ
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図 2.症例 2.31才，女，ピアニスト . 手背での腿の

走行を示す.最も尺側が小指の固有{中筋鍵.その次

が小指への総指イ申筋鍵，さ らに検側に薬指への総指
仲筋腿.この後 2者の間隔はせまく ，この聞をむす

んで横方向に隙間結合がある.

図 3.症例 2の手術研見.

a.指への総指伸筋腿.

b 拠間結合.

c. iI'K倍への総指N'筋腿

た 1例をのぞき，薬指のあがりは 19mm以下に制限さ

れ，はなはだしいものは 5Illm にすぎない. この 10例

のうち 5例に手術を行なった.

症例l. 29才，女 ピアニス 卜.両薬備の前述の症

状を主訴と して来院 した. 薬指のあがりは右 7Jnm，左

5 mmとわずかであった(図 1a). 

とれに対し，まず左手l乙手術を行なった.局麻のもと

に第 4と第 5中手骨骨頭の聞に皮切を加えると，薬指と

小指の(中筋腿はほとんど平行に走っており， これを密に

むすびつけている横方向の腿様組織があり， これを切離

して手術台上で動かさせてみると 5mmしかあがらなか

った薬指が 10mmあがるようになり， 軽く動くように

なった.

左手の手術後， ピアノをひいてもよい音が出るように

なり， 長時間ひいても疲れなくなったので， 右手に対

しても手術を希望したので， 2ヵ月後同様な手術を行な

ったところ， 7 mln しかあがらなかった右薬指が 15mm

あがるようになり， ピアノが演奏しやすくなった(図 i

b ). 

しかし 2年後の遠隔成績では，切離部の再癒着のため，

再発の傾向が見られたので，本例以後は単なる切離のみ

でなく，できるだけ広く切除する方針をとっている.

症例 2.31才，女. ピアニスト 右薬指に前述の障

害を訴え，そのあがりは 18mlll に制限され，第4中手

骨骨頭の尺側に健問結合をかたくふれた(図 2) 

手術でも外からふれたと 同じ位置に密な結合があり

(図 3)，これを切除したところ， 30 m mあがるようにな

り 1年 2ヵ月後の遠隔成績でも再発はなく，薬指でひ

く音がさえた音が出るようになり，中指と薬指で交Eに

ひ〈 トリ Jレが速くなった.肩がこらなくなったと喜び，

阜く手術をしていたら時間的にもロスをしないですんだ

のにと残念がっている.

第5例のタイピス トも同様な手術所見で 1年半後の

遠隔成績では残業をしても以前のように痛くはなくなっ

たといっている.

このように合計 5例l乙対して手術を行なったが，軽微

な感染のため再癒着を起こして術前とかわらぬ 1例を除

き満足すべき成績を得た.

今後さらに症例を重ねて検討していきたい.

質 問 ・馬場(堺市耳原総合病院)

1) 手術後，組織学的検索をなされているかどうか.

2) 腿間結合の先天的に強いものは. i) あらかじめ

ピア ニストやタイピストの適正がないとお考えか.

ji) 発病する前{C，あるいは障害のでてくる前に結合

の強さをあらかじめしらべる方法があるか，

答 .江川I(阪大整形外科)

1) 病理組織検査では腿様組織を見ている.
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2) 独立伸展を計測してパンチャー， タイピストなど

の適性検査に用いて障害を未然に防ぐことができればこ

れらの人達を救う福音になると考え検討しているが，重

要な問題なのでまだ結論を出すことを差しひかえている.

しかし入社時の検査で薬指の独立伸展制限があったので

心配していたところ，その後の定期検査時にさきほど述

べたような訴えがあったので配置転換した例がある.同

様な訴えが強くて会社よりすでに配置転換されていた他

の例を，定期検診のときに診たところ，やはり訴える指

に一致して独立伸展の制限がみられた.

追加 :I五島(新潟大整形外科)

握りこぶしを作る場合中指だと proprius がないので

完全に近く M.P.の所で伸びるわけで， ext， comm. の

筋腹は 1つの筋腹のようにかなりの独立性をもっている

のでないだろうか.それに反して環指の場合 junclurnを

切っても同じ程度の握りこぶしができるかどうかは問題

である.このことにつき Kaplanと discussionしたが，

彼の意見では診断標本とは異なるので，ext. comm.の内

的性質として環指がはたして中指ほどの完全伸展を許す

ようになっているかどうかは，もう少し検討する必要が

あるとのことである.

答 :江川(阪大整形外科)

1) 確かにど指摘のように手術後めざましくよく伸び

るようになったとはいえない. しかし 5rnrn のものが

10 rnl11に， 7 mmのものが 15111m になったということ

は倍になったということで，数字にしてわずかな改善で

あっても，指の運動が軽く楽になり，速くひげるように

なり，日がこらなくなったなど自覚的な改善が著明であ

る.微妙な問題だが音質の改善も見られている.

2) 総指伸筋という名の示すように， ζ の筋自身の問

題として単独した動きがしにくい，特に薬指だけは動か

しにくいという点を十分考えねばなるまい. しかし薬指

は伸びにくくても中指は厨有仲筋をもたぬにもか hわら

ずよく伸びるという事実は鍵間結合の走行方向にも関係

している.すなわち中指と薬指をむすぶものは尺側近位

から検側遠位に向い，薬指と小指をむすぶものはその逆

の方向である.

したがって他の指を握った位置では中指と楽指の問の

鍵間結合はゆるんで中指の仲屈を許し，薬指と小指の間

の腿間結合は反対Ir:緊張して薬指の伸屈を妨げる.

3) Kaplanは生体では挺間結合を切り離しても単独

伸展は改善きれないと述べている.他にも同~見の人も

あるので私たちも検討している.

42. 脳性麻捧児にまァける上肢知覚t1jr経伝導速度

葛井継男 石島弘之 佐藤勤也 石川秀明*

脳性麻療におりる知覚障害に関しては従来より報告さ

れているが結果はまちまちでいまだに定説はない.この

理由は脳性麻療態、者の多くは知能障害を伴うため，検査

に対する回答の不正確さにあり，また中枢性知党麻癖の

ため判然たる知覚障害を示し得ないためであろう・そこ

で我々は知覚神経の機能状態を他党的に表示するといわ

れる知覚神経活動電位を用いて脳性麻簿児の知覚神経伝

導速度を測定し，合せて運動神経伝導速度を計測し比較

検討した.

検査対象は整肢療護国在国中の脳性麻療 150例のうち

窓性片麻庫患者 13例を主体とし，対照として比較的上

肢麻療の少ない産性四肢麻庫 (spasticdiplegia) 5例に

• T. Kuzui， H. Ishijima:整肢療護園 (東京都板橋区狼/

上町):K. Salo，講師 H.Jshikawa:日本大学整形外科.

ついて検索した.片麻庫患者は男 8，女 5，年令は 3才

から 12才でいわゆる acqlliredC. P. 8例， congenital 

C.P.5例，で acquiredC. P.は外傷性 1例を除きいずれ

も脳炎あるいは髄膜炎後の片麻療で，全例とも知能指数

は低く 1.Q. 40-60の範囲であった.

検査方法は健仮IJおよび患側の示指固有指神経を電気的

に車IJ戟し，手関節部正中神経幹上より神経活動電位を導

出し，その潜時，伝導距離より知覚神経伝導速度を算出

した. 東IJ戟条件は刺戟電圧 30-50V， 持続i時間 0.1

msec. 刺戟頻度は 1c. p. s. であった.一方運動神経伝

導速度は肘および手関節部で正中神経を刺戟し，その結

果得られる母指球筋のM波より測定した.さらに検査時

の上肢皮膚温を手掌部で，一部の症例を除いて筋内温度

を前腕伸側で測定した.
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表l. Sensory， ll1otor conduction ¥'elocities & skin， intrall1uscular temperatllres in hell1iplegia. 

S. C. V. M. C. 

Case Age Sex 
lInaffect. affect. lInaffect. 

l 9 M 45.4 35. 7 60.0 

2 6 1¥'1 46. 0 33.3 58.6 

3 6 F 46.2 34. 0 61. 1 

4 12 F 61. 7 37.6 61. 5 

7 F 55.8 43. 1 56.2 

6 12 M 58. 3 52. 5 47.8 

7 8 M 55.8 47.3 48.4 

s F 64.2 52. 5 54. 1 

l¥'l 55. 5 52. 1 60. 0 

10 9 M 4 O. 8 32. 8 53.8 

11 12 M 4 O. 0 41. 2 51. 5 

12 4 M 53. 0 50.0 54. 3 

13 3 F 44. 1 44. 1 63. 1 
一 一一一

Mean Value 51. 3 42. 7 

unaffected affected 

図 1.Sensory Nerve ACLion POlential 

in ]-Iemiplegia (Case 1). 

検査成績 :

56.2 

2 10μV. 

1 msec. 

全症例の結果を表 1にして示した.片麻療患者の患側

の知覚神経伝導速度は表に見るように 40m/sec. 以下と

測定されたものが 5例あり，その他の症例でも 2例を除

き，いずれも健側値を下まわっていた.その平均値は縫

側 51.3 m/sec.，患側 42.7m/secであった.

図 lは case1の知覚神経活動電位で， 患側の港時の

延長が見られる.一方運動神経伝導速度は表に示すよう

に 40ll1/sec. 以下の値はないが恵、仮IJでは 2例を除きいず

れも健側より低下していた.その平均値は健側 56.2m/ 

sec.，患倒IJ51. 7 m/sec.であった.

一方産直型四肢麻庫患者では知覚 ・運動神経伝導速度

とも正常範囲できしたる変化は見られなかった.伝導速

度の平均値は知覚 54.4m/sec.，運動 51.2 m/sec. であ

った.

片麻療患者の皮膚温は健側と磨、側では O.lCC より 74

OCの差があり， 3例を除いていずれも患側のほうが低

v Skin te:np. 
lntra-muscular 

temp. 

affecl. lInaffecL. I affect. unaffect. affect. 

53. 7 35. 9 35. 7 

53.4 32. 0 30. 2 33.5 32.0 

56.8 29.4 27. 9 34.8 31. 5 

57. 1 31. 9 33.6 34.8 34. 0 

48.2 27. 5 27.0 35.8 35.5 

54. 7 33. 0 32. 8 34.5 34. 0 

59.6 27. 9 20. 3 33.6 28. 7 

53.5 29.0 29. 1 

50.0 31. 0 32.5 

41. 4 22. 1 22. 0 3'1. 1 31. 3 

48.5 27.6 26. 0 31. 3 34.0 

46.0 35. 0 26.0 36. 7 34. 1 

50.0 32.0 31. 0 

51. 7 30. 3 29.4 34.3 32. 8 

い.その平均値は縫側 30.30C，患側 29.40Cであった.

筋内視度は 13例中 9例について検査したが 6伊lを除い

て怠側のほうが低下していた.平均値は健側 34.30C，患

側 32.8
0Cであった.四肢麻痔症例では皮膚温，筋内温

度とも片麻庫患者の健側値とほ Yかわらなかった.

考 察

脳性片麻療の知覚障害の報告は数多いが結果は人によ

り異なるようである Tizard らは片麻療の 5096 にな

んらかの知覚障害があると述べている.また Hohmanら

は 72% に障害があり主な障害は立体覚，位置党 2点

識別覚であると報告している.我々の症例では立体党，

位置覚の障害は全例1[.見られるが，その他の触覚，温痛

覚などは数例を除きほ Y正常のように恩われた.なにぶ

んにも low1. Q.のため正確な回答が得られなかった.

しかるに伝導速度特に知覚神経では平均値で 8.6m/sec， 

の差があり明らかに有意の差がみられた 13例中 5例

が 30m 台を示したが臨床的にみた麻療の程度およびそ

の期間と伝導速度の聞には特に相関関係は見られなかっ

た.運動神経伝導速度では患側においてもすべて正常範

囲の値を示したが健側に比べると伝導性の低下が見られ

る.一方対照として検査した四肢麻庫患者では伝導速度

筋内温度とも変化なかった.このことは脳性麻療におい

てはかなり強度に麻療がないと伝導速度には変化を示さ

ないのであろう.片麻庫患者の患側神経伝導性の低下の

原因については想像の域を出ないが皮膚温，筋内温度の

低下よりみて，おそらくは 2次的な血液循環
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障害による神経機能不全と恩われた.

質 問 :津山(東大整形外科)

知覚経伝速測定は敏感すぎて，その異常が知覚障害の

存在と直ちにいうことはできないのではないか.

答 :葛井(整肢療護国)

知覚活動電位と臨床的知覚障害の関係は， 必ずしも

parallelではない. したがって脳性麻俸の S.C.V.が低

下しているからといって，知覚がそれに応じて障害され

ていると断言しているわけではなしむしろこの原因に

ついては 2次的な循環障害による神経機能不全と考えら

いる.

発 言 .玉置(東北大温研リハビリテーション部門)

私どもはかつて脳性麻療の種々の識別知覚をしらべた

ことがある.そのとき時間的系列で関値が変動する関値

変易性 (Funktionswanedl)という現象に遭遇したこと

がある.伝導速度についてもそうした時間的系列におけ

る変動があるのかどうか，機会があったら検討していた

だきたい.

43. 頚髄損傷患者の手機能に対する治療経験

前之国三郎 佐藤俊久 横山良治 藤田久夫*

我々脊髄損傷患者を取り扱うものとして頚髄損傷患者

の手機能の低下にはしばしば苦慮させられるところであ

るが，最近約 1年3ヵ月の聞に 5例の下部頚髄損傷患者

に対して母指示指中手骨間対向位固定術および M.P.関

節固定術を含む各種腿移行術を経験したので，その成績

を中心に反省してみたい.

定例

症例は 5例すべて男性であり，いずれも下部頚髄損傷

である.これら全症例の筋力テスト (Daniels)の結果は

表 1rc示すごとくである.比較的残されている第5例を

除き，お』むね同様の状態を呈し手関節屈伸筋特に検側

手根屈筋，榛側手根伸筋が良い筋力を残している.これ

に対して intrinsicl11uscleは強く障害されている.第1

例では母指および手指の機能をまったく失っており，第

3例も同様である.また第 2例でも longflexor および

exlensorを除いて他は障害されている.さらに第 4例で

は longflexor および母指の屈伸筋のみが機能を残して

いる.

以上のような残存筋力をもとに 5例に対して各種手術

を施行した(表 2). 

第 l例および第 2例は opponensplasty を行なった症

例であるが術式は表 2に示すごとくであるが，第 1例は

検側手根屈筋が，第 2例は浅指屈筋がそれぞれかなりの

力を残しておりこれを移行したわけであるが，結果は満

• S. Maenosono， T. Salo， Y. Yokoyama， H. Fujila:神戸

労災病院整形外科 (神戸市茸合区徳池通).

足すべきものではなく laleralpinch rcよってつかめる

程度にと Yまった.

第3i日jでは swanneck deformityを皇し，母指を含め

て手指の屈伸はまったく不能であったが，検側手根屈筋

は強く筋力を残しており患者はこれを体の移動等の際利

用していた.手術は母指を約 30
0 の対向外転位に腸骨片

で固定し，，僚側手根屈筋を浅深指屈筋へ，腕機骨筋を長

母指屈筋へ，それぞれ移行した.結果は各指の自動的屈

曲がや h可能となり，母指示指のピンチもある程度回復

され，母指 1.P.関節の屈曲も可能となったが，なお母

指の対向外転位の不足と M.P.の rotationの不足を反

省している.

第4例は総指伸筋が障害され，浅深t旨屈筋および母指

屈伸筋が機能を残していたので M.P.関節の良肢位固定

により P.1. P.， D.1. P.関節の屈闘を計ったものである

が，術後の機能はベッド訓練を改善させるまでの把握は

得られないま〉合併症にて死亡したものである.

第 5例は総指{申筋のみがおかされているために各指が

複雑な屈曲位をとっており，子関節屈曲位にて鷲手変形

類似の変形を呈した.これに対して Bunnel法により浅

指屈筋を lateralband へ移行した.術後は完全といえ

ないまでも大きな物体の把握を可能にはしているが，窪

直性麻療のため満足な機能を得るには至っていない.

むすび

我々は最近 1年 3ヵ月の間に 5例の下部頚髄損傷患者

に対して手指機能改善手術を施行したが成績は必ずしも
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表 2.手術方法.表1. 残存筋力表.

Case 
手 技

F.C.R. !，:l~: y →E.P.B， 
F.C.U. 

手術刀法症例b 

5 

5 
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Su pinat. 

Pronat. 

Opponens plast y 

Elbow 

E.P.s. 

F.C.R一一→F.D.P.(2-5) 

Brachioracl ialis-一一→F.P.L.

中手指骨関節固定術 良枝位，軽度開排他.
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F.D.S. split o>lateral bancl 

少なくとも総花的な広汎なプラン よりは設も成功率の高

〈実用的な手機能にしぼって手術を行なうほ うが得策と

考えられる.また壁画髄損傷患者では坐位あるいは体の移

動等の際に手関節背屈位にて手掌面での躯幹支持は不可

欠であるので手関節背屈を困難にする手術はリハ ビリテ

ーシ ョンの観点からは望ましくない.

また opponensplast yについては，我々の 2症例では

は lateralpinch可能とはなっても実際にはほと んど利

用されない. これは opposition の括抗筋である母指仲

屈筋外転筋がいずれも筋力 Oの状態であったために真の

opposition の機能を発揮することができなかったもの

であり，鍵移行術のみの適応ではないもの と考えられる.

最後に手関節背屈筋の強力なものに対しては 日常生活動

作に対する手機能に関する限りでは :"ickelらの行なっ

た 日目01' hinge hancl lype の機能を得るに適 した手術

法，たとえば腿固定術，指関節固定術，母指対向位の中

手骨間固定術等がより多く用いられて良い方法ではない

かと症例の経験より感じた次第である.
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Lumbric. 

F. D. S. 

F. D. P. 

E. D. C. 

Palm. inteross. 

Dors. inteross. 

Abcl. D. Q. 

Opp. D. Q. 

F. P. B. 

F. P. L. 

E. P. B. 

E. P. L. 

Abcl. P. B. 

Abcl. P. L. 

AclcI. P 

Oppon. P. 

Fingers 

Thu1I1b 

満足すべきものではない.頚髄損傷におげる手指機能の

状態は極々さまざまであり，症例数も少ないので明確な

手術適応，またその優劣を示すことは不可能であるが，
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44.腕神経叢麻揮に対する機能再建の経験

津下健哉 真田義男 本山豪霊 松本保*

過去 10年聞に腕神経叢麻庫 27例と分娩麻療 3例の

計 30例に対し機能の再建術を試みた.その内訳は上位

型 22例，下位型 7例，混合麻li¥[1例で原因としては交

通事故が最も多く，次いで工場災害，また手術による神

経歴蕩切除とか，頚部悪性腫蕩に対する X線照射ののち

に発生した麻庫なども含まれている.合併症としては，

鎖骨骨折が最も多く次いで上腕骨骨折，前腕骨骨折，肩

関節脱臼などで，ホノレクマン拘縮を合併した症例も見ら

れる.

これらに対する機能再建手術として肩に対しては Ba-

leman手術 5例，筋移行術 3例，関節固定術 l例，肘の

'1exor plastryとしては Steindler変法 12例， Clark法

l例が行なわれ， また手の機能再建には鍵移行手術 16

例，腿固定術 2例，母指対立位固定術 l例などが行なわ

れている.まず上位麻第についてであるが， とれを主症

状により表 lのごとく 3型に分類してみた.すなわち肩

の挙上障害を主とするもの，肩の挙上障害と肘の屈曲障

害を主とするもの，そして prophandを主訴とし肩，肘

の障害は軽快したがきわめて軽微なものの 3型である.

まず肩の挙上障害を主とする症例は 4例経験 したが，

とれらに対し Bateman 手術 2例，筋移行術 2例が行な

われた.Bateman手術は僧帽筋に肩峰を付したものを上

腕骨大結節部に移行固定するものであるが，f首帽筋の可

動性からみても十分な肩の機能を得ることが困難なこと

は当然である. しかし肩の固定性が得られる点，また挙

上も 900 近くの外転が得られるので肩関節固定術とは別

の意味で有用と考える.筋の移行子術としては上腕三頭

筋の長頭および上腕二頭筋の短頭を肩峰に移行する方法

がしばしばとられたが，肩の機能改善は Bateman のそ

れとほジ同じか，や hすぐれていると考えられる.なお

二頭筋が麻揮することがしばしばあるが，か hる場合に

は三頭筋の長頭をなるべく側方に移動して肩峰に固定す

ることにした.これのみによっても肩の固定性は改善さ

れほ Y満足すべき結果を得ることができた.なお筋移行

の際筋の長さに不足のある場合は筋膜を移植して延長し

ζれを肩峰に固定することとした.次に Bateman 手術

• K. Tsuge (経授)， Y. Sanada (講師)， G. MOloyama: 

広島大学箆形外科.

と筋移行手術とのいずれを選ぶかについてであるが，上

腕筋に筋力のある場合は筋移行術を用い，筋力に不足が

あれば Bateman 法を行なうのを原則としている.肩関

節周定術は麻療が高度で脱臼，亜脱臼を認める症例には

とれを用いたが，他はなるべくこれをさげることとした.

若年者の場合にはこれを用いるのも良いが，高令者の際

にはなるべく他の方法を選ぶべきであろう .

表1. 機能再建術.

上位型 20例 下位型 6例
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縫固定術
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健
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手
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E
A

O
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司
E
A

全麻1車例に対する切断

分娩麻1事

手

術行移腿

手

。“腿移行術

次に扇の挙上障害と肘関節屈曲障害を主訴とするもの

は8例経験したが， 肘の flexor pJasty には主として

Steindleの Myer変法を用い，肩に対してはさきの Ba-

teman法，筋移行術，関節固定術を合併して行なった.

flexor plasty の術式は内頼部に付着した手根屈筋群を

内頼を付したま h切離し， これを上腕骨額上部でなるべ

く前面に骨皮質に窓を開け，との中に引きこむごとくに

した.この方法によっても前腕の国外運動が障害される

ことは否定できないが，全例においてほ Y満足すべき肘

の屈曲力を再建することができた.Clark 法は l例に試

みたのみであるが， Steindler法と比較して手術操作がや

や複雑となる欠点があるので特殊な症例以外は Steindler
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a. 18才，男.単車事故により右手の

上位型腕神経叢麻俸をきたす 手

1:， drop hanclを示し，目Jの屈IUI

隊合，肩の挙上降rgを認める.

b. Drop hand に対しては Riordar司法による匝II移

行術を，肘に対しては Steindler変法を行なう.

術後の肘廊山と指の伸展状況を示す.

図 1.

法を利用することとしている.さて肘の手術と肩の手術

のいずれをさきにするかが問題となるが，大部分の症例

において両者を同時に行ない治療期間の短縮をはかった.

もし両者を分離するのであれば肘の手術をささとし，詞

の手術をあとにするのがよいであろう・

次に drophandを主症状とし，肩，肘の障害が比較的

軽い症例についてであるが，我々はか hる症例 10例を

経験し， drop hand のみの手術を行なったもの 7~J ， 

drop handと肘の手術を合併したもの 3例である. drop 

handの手術は榛骨神経麻療の場合と同様 Riordan法を

用いた.すなわち回内円筋を手根{中筋に，尺側手根屈筋

を指の{中筋に， また長掌筋を腿の走行をかえた長母指{申

筋健に縫合するもので， 1-2の症例を除き他はすべて

満足すべき結果を得た.不満足な結果を得た少数例は手

関節の背屈が十分矯正されなかったもので， これは囲内

円筋の筋力が不十分であったためと考えられ，か hる場

合には手関節固定手術またた腿固定手術とかその他の方

法を考慮すべきであろう.

次に手の drophandの手術と肘の flexorplast rのい

ずれをさきにするかについてはいろいろの問題があるが，

原則として手のほうをさきにすべきであろう・ しかし

Steindler法で起始部を移動する筋を力源に使って drop

hand の矯正を行なう場合には nexor plasl)' をささに

し，のち手の手術を行なうのが理論的には正しいと考え

る.しかし我々の少数の経験例よりすればいずれをさき

にしても大差はないようである.た Y し両者を同時に行

なうことはさげるべきであろう .

次に，下位麻療は 7例を経験したが症状よりして

cer、，ical t)'pe，すなわち手関節の背掌屈は可能であるが

指の屈伸がまったく不能なもの，次に正中・尺骨神経麻

庫合併型症状を示すもの，このうちでも特に正中神経麻

簿症状を主とするものの 3者に分けて考えてみた.まず

cerv ical t )'peのものは 2例経験したがともに Lipscomb

が類髄損傷患者に行なっているごとき方法が取られた.

まず背側の鍵移行で指の伸展を可能ならしめ，次いで 2

次的に屈側で指の屈曲と母指の対立の再建を行ない， 3 

次的に指の cla、、 変形の矯正その他を行なうもので 2例

ともほ Y満足すべき結果を得ることができた.

正中 ・尺骨両神経麻庫型では屈側の筋がすべて麻庫し

背側の伸筋群のみが残存するもので，か』る場合には屈

筋鍵固定術，あるいは腿の移行手術が考慮される.それ

ぞれ l例を経験したが，)ru!固定の症例は軽度のホJレクマ

ン拘縮を合併しており不満足な結果に終った.

次に正中神経麻療を主症状とする症例に対しては上腕

接骨筋を長母指屈筋l乙移行，また比較的機能を有する尺

側の深指屈筋!こ筋力の弱い示指， It1指の腿を移行，縫合
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する術式が取られ，母指の対立再建には長榛側手根{申筋 性をはかり，また上位型損傷に対しては固定角度をより

を尺骨をまわして腿移植により延長し，これを母指l亡移 大にして肘屈筋再建あるいは手関節固定術，指仲筋群の

行する方法がとられ，全例にほ Y満足すべき結果を得た. 再建を必要に応じ組合わせている.

いずれにしても腕神経叢麻療は種々の型をとるので各 手関節の固定術については腿移行術を組合わせて行な

症例について筋力を精査し，適当な術式を加えるならば う場合には Riordan法がすぐれた方法であると思う.

かなりの機能再建が得られることを知った. 全型の麻療に対しては肘屈筋の再建が困難で我々は機

追 加:I京(東大整形外科) 能再建の余地のないものに対してはやむを得ず他側の肩

1955年以降東大整形外科を訪れた腕神経叢麻庫患者 申帯の運動を利用した可動性補装具の装着を行ない肩関

は 234名(うち引きぬき損傷 89例を含む)であり，こ 節， 手関節の固定術と併用 している.

のうち，神経学的回復のまったく期待できない引きぬき 答.津下(広島大整形外科)

損傷および神経修復の困難な牽引損傷，あるいは長時日 私は肩および手関節の固定術はなるべく行なわないよ

を経ても回復の得られないもの等に対し各種機能再建手 うにしている.なぜなら腿の移行， 固定等で automatlc

術を行なってきた.その内訳は 64名 109手術数である mollonを利用すればある程度の機能再建が可能である

肩関節固定術は全型の麻療に対 しては比較的浅い角度 からである.もちろん関節固定術の意義を否定するもの

で固定し肢寓で物をはさむ等により健側上肢のより自由 ではない.

45. 麻捧手に対する手の関節固定術の検討

津 山直一 近 藤 徹 小 出 清 一 原徹也*

麻F草手に対して関節固定術を行なう適応は， 1) 麻療

関節を固定し中枢側肢節を支配する筋の力を末梢に伝え

患肢の機能改善を計る.2) 中枢位関節を固定しより末

梢肢節を支配する筋の機能不全を改善する. 3) 固定関

節の動力筋を膝移行術に用いる.4) 麻庫性変形矯正が

教部侵襲では不可能か，再発しやすい場合，矯正骨切り

術を合せ良肢位に固定する.5) 動揺関節に支持性を獲

得せしめ関節を機能的肢位に固定し機能改善を計る.6) 

:燈性麻療においては関節固定により姿勢反射の改善を計

る等にある.

過去 7年聞に我々が経験した手の関節固定術は腕神経

叢損傷 18例.ポリオ 7例，脳性麻痔 3例，分娩麻庫 2

例.フォルクマン拘縮 1例，計 31例であって，症例，

術式成績，併用手術等は表 lに示すごとくである.併用

手術の内訳は指伸筋再建 6，母指対立能再建 2，母指対

立位固定 5，指屈筋再建 4，肘屈筋再建 3，肩関節固定

20，その他で 31例中 28例に他の手術を併用し機能再

• N. Tuyama (教授)， T. Kondo， S. Koide:東京大学

整形外科;T. Hara: 三楽病院援形外科(東京都千代田

区神田駿河台).

建を計っている.手術成績を検討するとすぐれた結果を

もって関節固定術の目的を達したものを良とし，術前よ

表1.

手術方法 症例数成績 術後障害

Abbott 2 良 1 不良肢位 l 
可 l

良 7 癒合不全 l 
山 制 (津山)1

15 
I可 8 l'stJIR ilr 5 

囲内外制限 I

良 7 癒合不全 l 
Riordan 10 可 3 不良肢位 2 

Brittain 1 良 i

Smit山

山 | 可 不良肢位

Vulpius 可 不良肢位
| 囲内外制限

り機能が改善したが固定術としては欠点を残したものを

可とし，改善がなく失敗と考えられるものを不可とする

と，良 16，可 15，不可 Oで全例なんらかの意味で手術

がプラスになっている.
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R iordan 
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しかし可の成績に終った理由を吟味すると背屈不足や

尺側変位などをきたし機能的良肢位固定といい得ないも

の 6，罰事、合不全，偽関節形成 2，手背に高度綴痕を形成

し，浮腫，血行障?与の長〈続いたもの 1，囲内外機能の

障害 2となっている.これら不良成績をきたす因子を検

討し，反省されることは次のごとくである.

1) 麻庫手においては骨萎縮，関節発育不全，関節包

支持靭帯弛緩等のため骨性強直を得るためには架橋骨移

植や内固定を併用した十分確実な術式が必要であり， 2) 

腿移行術その他機能再建手術を併用する場合には手背そ

の他に綴痕を作らない考慮を要し， 3) 麻療肢では lつ

の関節を固定すると隣接関節に負担がか L り，こ』に弛

緩や変形を招き，目的を達し得ない場合があるので手の

関節の場合は侠骨下端より第 2，3 中手官底にわたる

十分強固な合性固定を完成せしめること，かつ良肢位強

直を完成し不良肢位再発が起こらぬようにはかること，

4) しかし手の関節固定によって遠位桃尺関節機能を失

ったり，第 九 5手棋中手関節を傷害して握り動作障害

を招いたりすることのないように考慮すべきことなどで

ある.用いた術式による成績は表 1に示すごとくである.

侠骨手根骨近位列問のみを固定する VlIlpills法， 手根

間関節まで固定に含める E¥'ans法は固定範囲が不十分

で遠位関節lに弛緩をきたし，手背に搬痕を残す欠点があ

り， Smith-Petersen法は手背に綴痕を作らぬ.J!l!選のもと

に，尺骨下端を切除し手関節尺側より関節に到達する方

法であるが，固定範囲が不十分で手の尺掌屈変位をきた

す可能性があり，また十分な範囲の固定を行なうために
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は温存すべき第 4，5手根中手関節を傷害する可能性が operatlOnになる可能性があり， Abott法の著者変法では

ある.Brittain法， Abott法はより強国，確実な同定を 後者のおそれがないので，重度麻療で単に良肢位固定を

得られる方法であるが， 著者は術式を簡略化し，囲内外 行なう目的のみの場合などには用いるべき場合があると

運動，第 4，5手根中手関節運動の温存を確実にするた 考えられる.以上麻薄手の関節固定の特殊性，手術術式

めに，尺骨下端を切除，これを半載して遊離架橋内固定 につき成績よりの反省を述べた・

移植骨片として，続骨下端，手根関節より第 2，3 中手

骨底に及ぶ範囲の背面に滑膜，関節包，靭帯の連絡をそ 質 問 :玉置(東北大温研リハ ビリテーション医学部

こなわないよう，かつ骨傷面ができるだけ露呈しないよ 門)

うにしながら検側凸の扉状切開を加え，尺側端を蝶番と 脳性麻療の際の手関節固定術の良肢位とは?

して骨皮質弁を反転 し，その下に露呈した骨海綿質，関 質 問 :回鳥(新潟大整形外科)

節軟骨をげずり ，，憐骨下端と第 2，3，中手骨底に作った Riordan法で固定するとき手関節を固定する以上，第

骨溝にわたって尺骨端より作成した移植骨片を依入埋没 2 compartmentの E.C. R. 1.， E. C. R. B. は不必要に

せしめ，周囲に海綿質骨細片を充填したうえ，骨皮質， なるわけであるが， それでも第 2compartment を温存

靭帯の扉を旧位にもどし縫合する方法を行なった.Rio. し，第 1，2 compartmentの間から侵入する理由はなん

rclanが最近発表した方法は図に示すように長母指外転 であるか meclian. ulnar palsy の場合な どに E.C. 

筋，短母指伸筋と長・短機側手根伸筋の各 コンパー トメ R. L. et B.を transferに利用する目的からであるか.

ントの問よりはいり，検骨下端より第 2，3中手骨底に 答 :津山(東大整形外科)

わたり校側より骨に割を入れ， こ::..tr.腸骨翼より適当な 1) C. P.にはあらかじめギプス固定を行ない，機能

喬曲をもっ骨片を採取して，こbに打ちとみ架橋内固定 改善が起こるか否かを検討したうえ適応肢位をさめる.

移植とする方法で，術直後に良肢位を確保し，手背に綴 2) E. P. B， A. P. L の compartmentと E.C.R.の

痕を残さず，確実に所期の範囲の固定を行ない得るすぐ compartmentの悶よりはいっても手術は容易である.

れた方法で，成績も最もすぐれている(図 1，2)，いず 3) 女性，小児以外に原則と して肩の腿移行は行なわ

れにしても麻薄手の関節固定に当つては Abott法，著者 ない.力仕事ができず， 日が経っと腿性固定の効果が失

変法，Riorclan法等のような術式が望ましいが，廃移植 われ外転が不足するからである.手関節固定は純粋な換

等を併用する場合には Riordan 法が最も良い方法であ 骨神経麻庫のような腿移行術で再建できる場合は除き，

るが，腸骨ーより適当な湾曲を有する骨片を採取す るわず 屈筋もおかされていて固定するほかときに行なうことと

らわしさと，桟尺関節第 4，5手根関節に対 しては blind している.

46. らい性垂手に対す る再建術の経験

橋 爪 長 三*

らい患者における麻厚手のうち様骨神経麻療は比較的 長母指外転筋ーなどが麻癒 しているもの 1例 l手，長 ・短

少ないが，これによって生ずる霊手は榛骨神経麻庫単独 母指伸筋，長母指外転筋，総指伸筋および尺側手根伸筋

ではなく，多くは低位，と きには高位正中・ 尺骨神経麻 の麻療に内反手を伴うもの 1例 1手で，これらに加えて

薄を伴っているので機能障害はきわめて大きい. 低位正中-尺骨神経麻療を伴う もの 4例 6手，低位正中

再建術を行なった症例は 8例 10手であり， 手関節以 ・神経麻療を伴うもの 1例 1子，高位正中 ・尺骨神経麻

下背屈不能のも の6例8手， 長 ・短母指伸筋，総指{申筋， 療を伴うもの 3例 3手である.これらのうち代表的なも

キ C. Hashizume: 長島愛生国整形外科(岡山県邑久町虫

明).

の3例をあげて考察する.

症例1. 21才， 男.10才ごろ両側垂手となる.術前
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a.術 前.

b.術 後.

図1.症例 1.

1968年 1月

各指は強い屈曲位拘縮をとり，低位正中 ・尺骨神経麻療 ょうとしたが，次第に内反手となり背屈がほとんど不能

を伴っていた.再建術の方法は，まず円囲内筋を長・短 となった.そこで短僚側手根伸筋を第 5中手骨背側に移

税側手線伸筋に，さらに長検側手根伸筋挺の一部を裂き， 行したところ，ほ Yよい背屈が可能となったので，長母

これを長母指外転筋に，また僚側手根屈筋を侠骨 ・尺骨 指屈筋腿および各指の深指屈腿を検脅に，母指対立のた

骨聞を貫通させて長母指仲筋および総指仲筋，固有示僧， めの移植拠を尺骨に固定する clynamictenoclesisを行な

小指伸筋f[_縫合した.しかし指の伸展が不十分であった った. 術後いまだ日が浅いが物をさげたり，大きなもの

ため，術後 2ヵ月でほ Y同様の再手術を行なった.さら をはさ んだとことが可能である

にこの後 c1ar¥¥変形が生じたので， Bunnell変法により 症~rJ 3. 3c1才，男.20才ごろ右母指 C.M.関節，各

ほ Yこれを矯正した.次に術後 3ヵ月で第 4浅指屈筋を 指の M.P.関節以下のや11展が不能となり現在に至った.

用い母指対立再建術を行なったが，術後約 1年半，各指 術前にはこれらのほか低位正中・尺骨神経麻療を伴つて

の{中展，屈曲は小指を除いてほ Y良好であり，特に母指 いたが，手関節の掌屈，背屈は十分に可能であった.こ

は C.M.関節の stability，伸展および対立運動なども良 れに対しては長榛側手根伸筋腿を末梢部で二尾となし，

<， pinch力もかなり得られた. 一方を長母指伸筋へ，他方を総指伸筋へ縫合，また長母

定例 2.31才，男， 11才で左焼骨神経不全麻庫， 18 指外転筋を長榛側手線伸筋へ縫合しした. さらに術後

才で完全量手とともに高位正中 ・尺骨神経麻療を合併， 2ヵ月で第 4浅指屈筋を用いて母指対立再建術を行なっ

現在K至る.術後各指のすべての自動運動はまったく不 たところ，ほ Y満足できる成績を得た.

能であり，前腕以下では円回内筋と長掌筋の筋力が -1- 考察ならびに結論

5程度に認められるのみであった.本例にはまず円囲内 らい患者においては陳旧例がきわめて多く，前述の 8

筋を長 短検側手線伸筋に移行し手関節の運動改善を得 症例のうち l例を除いてほかはいずれも再建術まで 8年
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a.術 前.

b 術 後.

図 2.症例 2.

以上 20年を経ている. したがってこの間に手関節や指

の高度屈曲位拘縮あるいは屈筋の短縮をきたすことがし

ばしばであり，その保存的矯正は必ずしも容易でなく ，

症例 lのように再手術あるいは部位によって何回かに手

術を分けて行なう必要も生じてくる.また;協骨神経麻療

のほか低位ある いは高位正中・ 尺骨神経麻療を合併する

ことが多いので，これらすべてを総合的に考えながら術

式や順序を決めなければならないと恩う .今までの経験

からは，まず手関節背屈のため円囲内筋を焼側手根伸筋

に移行し，その結果内反手が生じたならば症例 2のよう

に短検側手根伸筋を第 5中手骨に移行，各指のや11展には

稜側手根屈筋を骨聞を通して長母指{申筋および総指伸筋

に縫合するのがよいと考えた.また母指の機能再建には，

初め 1例に H.iordan 法に従い長母指仲筋腿を長掌筋と

縫合する方法を行なったところ，正中 ・尺骨神経麻俸を

合併していたので，その走行をや L前方にとったためも

あり ，母f旨の伸展が不十分となった.そこでその後は，

まず長榛側手根{申筋を長母指外転筋に縫合して C.M.関
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a. (，有前.

b目術 ji;:. 

図 3 由主例 3.

節の slabilily を改善させ，次に第 4浅指屈筋を用いて

対立再建術を行なうこととした.また同様の理由から生

ずる P.I. P.関節の伸展不良，あるいは claw 変形に対

して Bu山叩111問 II 変法を行なつているが，力源が得られな

い場合には腿固定術を考えてもよいと恩う.また症例 3

のような高位麻庫では，力源とする筋がほとんどないの

で d)'l1amiclel10desis あるいはこれと関節固定術との併

用などを考えざるを得ないと恩う.

発言 :矢部(波大整形外科)

私も らい性愛手1[.対して 3{?IJの手術を行なった経験が

あるが大略は演者のいわれたとおりである.たY高位尺

骨格l経麻庫を伴う易合，fI. c. u.の麻療のため，特に内

反手をきたす可能性がある. この際 P"印 刷 01' leres を

exl. c. r. br. と exし c.u. 1と移行停止し内反下の発生

を防いでいる.
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47. Ulnar tunnel syndromeの8症例

高沢晴夫 山口

本田一成 三谷晋ー

尺骨神経は手関節付近では，掌側手根靭帯，手根検靭

待，豆状骨および尺側手線屈筋鍵により形成された三角

形の横断面を呈する TlInnel内を血管と平行して走って

いる(図 1). 

DlIpont らは， この部にて尺骨神経がガングリオン，

thromblo-angitis，外傷などにより障害を受けた 4症例を

1I1nar tllnnel syndrome at lhe wristとして報告した.そ

の症状の特徴，手関節痛，小指， .!l者指のぴりぴりする痛

-K
 

I
 

t
 

-t
 

t
 

Ul1aliS 

_ Ulnar nCf¥'C 
-一一一一一一←

Transverse 

carpal lig・~ Volar carpal Lig・

図 1. Ulnar tunnel al the wrist. 

み，掌側の知覚障害などであり，ときには筋萎縮，筋力

低下もみられると述べている.

我々も最近，同様な症状を呈する 8j0Jを経験したので

報告する(表 1) 症例の年令は 9才から 57才までの聞

で，各年令層に平均し，性別では男 3例， 女 5例であっ

た.患側は左 4例，右 3例， 両側 1j0Jで左右差はあまり

なかった.直接外傷を受けて症状出現したもの 3例，職

• H. Takezawa (講師 )， S. Yamagllchi:横浜市立大学盤

形外科;K. I-Ionda， s. Mitani:太図綜合病院(川崎市

池田町); M. Shimaya: 川崎中央病院(川崎市大師河

原).

智

島屋雅光*

業上手を頻回に使用しているもの 4例であり ，外傷とな

んらかの関係の認められる例が多かった.

臨床所見では，手関節痛，小指，環指への放敗痛，シ

ビレ，掌側の知覚障害， Tinel signなどが全例に認めら

れた.手関節運動痛のうち，背屈にて強いもの 4例，掌

屈時 2例，背屈，掌屈いずれでも増強するもの 2例であ

った . また囲外運動にて~痛のあるもの，前腕へ痛みを

感じるものが，それぞれ 1例みられた.筋力低下，筋萎

表1.

nu 
J
 

所療治
外
傷

業総
叫

冒
M
M
1

か
日

症
の

発
ら
数

怠
側

性令年
症
例

アイスクリ
1 37 合左 2ヵ月一 λ 問主 ー-，税λ>し

2 44 合右 10日 労働者 + 

3 24 ♀左 2ヵ月主婦 I

4 9♀両 2週 小学生 1+ 11 

手術 ガングリオン

外傷による癒
(1，走行異常

健鞘炎5 57合右 4年 食品販売 11

6 27 平左 1ヵ月ガラス掃除十保存的 ヲ

7 37 ♀布 5ヵ月 右護婦 - 1/ ? 

8[ 41 ♀|ん月 拐附 i一手術ガングリオン

縮は 8{日l中 5例に認められ，このうち筋電図を施行した

3例には Unitの減少， complex N. M. U. voltage の出

現をみた.なお症例中 2例は carpaltllnnel syndrom と

の合併例であった.

症例1. 37才，男. 発症から 2ヵ月後に受診， ガン

グリオン摘出を行ない， 1ヵ月後に知覚は正常となり，

症状軽快した.

症例 2.44才，男. ジャッキのハンドルをまわす作

業lに従事中症状出現した.ガング リオン摘出により 3週

にて知覚障害は消失した.術後 8ヵ月では小指球の筋萎

縮を軽度に認める以外には，臨床症状は まったくみられ

なかった.

症例 3.27才，主婦. シビレを主訴として来院， ガ

ングリオン摘出}てより 3ヵ月後，知覚の異常は認められ

なくなった.
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レを主訴とする 8症例を報告した. とれらの症例に共通

してみられる特徴は，知覚障害が尺骨神経支配域のうち，

小指，環指の営側，手掌尺側，すなわち浅枝の領域のみ

に認められ，背側の背側枝の支配域には認められないこ

とである. このことは尺骨神経の障害部位が lIlnanlll-

nnel内であり，掌枝に損傷が生じたためという解剖学的

な点からすれば当然なことといえよう.

なお我々の症例の発生原因はガングリオン，OO!鮒炎，

外傷などであり 8例中 6例に観血療法を行ない，術後

比較的早期に症状の改善をみた.か』る症例は注意深く

観察すれば，かなり見出されるのではないかと思われる.

発 言 :佐藤(日本大整形外科)

本症は carpallllnnel syndrome の診断より困難なこ

図 2_症例 8.41才，女. とが多い. したがって臨床症状のほかに小指外転筋より

症例 4. 9才，少女・飛ぴ箱を飛んだ際に両手関節を のM波を指標とした conduclionlimeおよび知覚神経活

打撲し症状出現した. 10日後に手術施行， 両側とも掌 勤電位の検索により，診断・治療方法の決定および治療

側手根靭帯と尺骨神経の閣に軽度の癒着を認めた.左側 効果の判定がさらに確実になると恩われるので，機会が

にはそのほかに神経の分校が豆状骨の尺側を走るという あればぜひ施行していた Yきたい.

走行異常がみられた.掌側手根靭帯を切離し， 2週後に 質問 :児島(慈恵医大整形外科)

は両側とも症状軽快した Ganglionの場合は発生部位により症状が異なる lri‘

症例 5.57才，男. Carpal tunnel syndromeを合併， quetro-hamate jointでは volarへ成長し，triq uetro-pi‘ 

米粒体水腫裂の鍵鞘炎を認め， これの切除を行なった siformejoiJ1tでは， dislal tc成長し deepbranchのみを

1ヵ月後に知覚は回復した. おかす.演者の症例では ganglionの発生部位はどうで

症j9IJ 8. 41才，女.ガングリオンが原因であり，摘出 あったか.

後 I週で環指の知覚は改善された(図 2). 答 :高沢(横浜市大整形外科)

症例 6，7.保存的にステロイドの局注を行ない，症状 ガングリオンの発生部位は尺骨神経が深岐に分かれる

の軽快をみたが，症例 7では，その後再発が認められた. より中枢にあった.すなわち掌枝に圧迫がある症例ばか

以上，我々は手関節筋，小指，環指への放敗痛，シビ りであった.
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48，末梢神 経損傷の病態 生理 (第 3報)

一一-Tinel's sign一一一

小谷勉

石 崎 嘉 昭

南部嘉一郎

鈴木隆

Tinel's sign は神経幹部における知覚神経再生の指標

として，臨床上，唯一のものである. しかるにその価値，

意義および発生機序に関しては， I-Ienderson (1988)， 

Napier (1949)以来，再検討されていない.Tinel's sign 

は再生中の神経幹部を叩打すると，その支配領域に放散

する痛みを生じ， これは瞬間的に消失することなく，な

おしばらく余韻が残るのを特徴とされている.今回，私

たちは再生神経の特性の決定，さらには痛みの研究にも

役立つものと考えて， この sJgnに影響を及ぼす因子と

発生機序の解明を試みた.

検査法および実験法

1) 臨床:以下の条件負荷のもとに 16例 20神経に

ついて検した.a) 室温 (18-200C)， b) 患肢冷水浴

(l5"C) 5分周， c) 怠肢温水浴 (18-480C) 5分間，

d) 交感神経プロックを行ない，一部の症例には，e)隣

接健常神経および再生神経幹部の神経プロック， f) Tト

nel's sign誘発部への電気刺激を施行した. なお神経幹

のPP打は 1固から 20回 (2回/秒)までの連続叩打法に

よって余韻の延長を試みた.

2) 実験:成熟家兎の右坐骨神経を圧挫 40日後， L6 

上部で spinalrabbit， L7の根切断， 腔骨および緋骨神

経の結殺を施行後，圧挫部の上下に刺戟電極をおき，そ

の活動電位を L7根から誘導した.

結果および考察

1) 患肢冷水浴，温水浴および交感神経プロックの効

果:再生神経幹部の叩打時に出現する痛みは，とれらの

処置により軽減するものが多く，温水浴では痛み，余韻

ともに消失するものもある.交感神経プ ロックの際の特

徴は，放散部位の明瞭化，放散路の細分化を訴え，知党，

シピレ感， こわばりの改善が他の場合よりも著明に出

現する. Tinel's sign の余韻はほとんどの例に短縮をみ

る.

連続叩打法を用いて余韻の変化をみると(図 1，2)， 

ホ T. Kotani (教授)， K. Nambu， A. Uehara， H. i¥!atsu. 

da，l-I. YuwamI， Y. lshizaki， T. Suzuki， T. Kuchira， 

H. Azuma:大阪市立大学整形外科.
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図 1.患肢健常神経プロックの Tinel'ssignに及ぼ
す効果.金山例，鎖骨下で接骨神経縫合後5ヵ月，

正中・尺骨 ・筋皮神経の Upperarm block. 
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図 2.叩打と電気刺裁における余韻の比較.高島例，
尺骨神経縫合後 3ヵ月.

叩打回数の増加に伴って一般に余韻の持続時聞は延長す

る.冷水または温水浴 5分間の後に検すると，その持続

時聞は減少し消失に至るものまである.交感神経プロッ

ク例では，余韻の短縮あるいは消失は全例K出現する.

以上の事実から Tinel'ssignは，一般の痛みと同様，

血流の変化，局所温の変化，交感神経の状態などに影響

されていることがわかった.

2) 隣接健常神経ブロックの効果 Tinel'ssign K対

する中枢性の影響を検するため，健常神経をプロックす

ることにより， 患肢の温 ・冷覚 impulse を遮断した結
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図 3.羽生担11終線維の活動電位.家兎，坐骨神経圧他

i~ 40日.

果は， 図 1のごとくである.患肢皮膚温は叩打部で 29

ないし 32C に上昇するが，温感はない.叩打回数を増

すと，交感神経フ ロックとは逆に，その余韻は延長し，

明際化してくる. しかし余韻の短縮をきたす例もある

このように患肢の健常な神経線維が Tinel'ssign に影響

を及ぼすのであれば，患肢の損傷を受けた神経幹の積類，

また損傷神経内で変性をまぬがれた線維の数などにより，

その余韻は変化を受けるものと推定される.

3) 再生神経野の神経プロックの効果.前腕中央にお

ける尺骨神経縫合後 3ヵ月で Tinel"ssignが M.P.関節

まで仲びている例に，手関節部でブ ロックすると，ブ ロッ

ク部から末梢部の叩打では余韻がまず消失し，次に痛み

が消退する 完全に消失後，プロ ック部の中枢側を叩打

すると ， ~散する痛みは軽減し，余韻は生じない. この

事実から， Tinel's sign は叩打部のみの再生状態を現わ

しているものではなく，その末梢部の再生状態をも現わ

していると考えてよいであろう.

4) 電気点'1戟 Tinel"s sign を認める部位で，電気刺

戟 (35V， 2l1lsec， 2回/秒)を行なえば， 放散痛は全例

( 5例)に現われるが，明瞭な余韻を認めるもの 2例，不

安定なもの l例，認めないもの 2例があった.余韻の出

現する例に 25気刺戟の回数を増していくと(図 2)，述

続叩打と問機の結果を得ることができる.

5) Tinel's signの発生機序.この末梢性の要因をし

らべるため，検査法の実験(隣接健常神経ブロック)を

行なった(図 3). 健側神経恨から誘導した活動電位の

高さ，持続時間は車IJ戟部位のいかんによらずほ Y等しい

のに反して，圧挫部の末梢では高さが減少し，持続時聞

は延閉している.この現象は伝導速度の差によるものの，

I神経線維のスパイクの発射頻度が多いことによるもの

かどちらかであるが， Tinel"s sign に関連したものであ

ることは問途いなかろう.

最後に， これまで Tinel'ssign Iま有髄神経の再生時，

その先端が無髄であるため出現するといわれているが，

再生野の未熟な無髄神経の超微構造をみると，どの axon

が有髄神経に山米するものか，または無髄神経の再生し

たものであるかの区別はできない. したがって，もし未

熟な再生 axQnが姉党を司さどる無髄神経であれば，完

全に Schwann細胞に包まれていないため， 遅い痛みと

して叩打時に反応する可能性があると思われる.

結論

1) Tinel's signは局所の温度，血流および交感神経に

影響される.

2) 患肢の健常な神経線維からの温 ・冷党 il1lpulseに

よって，中枢性にも制御されているようである.

3) 叩打部位の sproUl，再生状態のみを現わしている

のではなく，それより末梢部の再生状態にも影響される.

4) 電気刺戟に対して Tinel'ssignと同様の痛みと余

韻を生ずる例がある.

5) 実験的に再生神経線維の活動電位を後般から記録

した. しかし Tinel'ssignの余韻の「しくみJ11:関して

は，単一神経線維から活動電位を誘導することによりさ

らに明らかになるであろう.
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49. 我々の神経縫合法について

諸 富武文 岡崎清二

近時産業の進.$=，交通の発達に伴い手に損傷を蒙るこ

とが多くなり，同時に末梢神経もまた障害を受げる場合

が少なくない.

これら切断ないしそれに近い挫滅を受けたものには神

経縫合法を行なう必要がある.

現在一般に広く行なわれている神経縫合はいわゆる端

々縫合法であるが，この方法も技術的にかなりの困難さ

があり，その成績も決して満足すべきものではない.こ

グ

生

Atraumatic needle 
/ 

/ 

豆打:二三 P

の方法の失敗の原因は SirSeclclon， Sanclerland，竹友ら

の学者も説くごとく縫合部に異物を残すことが最も重大

なものと考える.

我々は縫合部に糸を残さないで， しかも簡単かっ確実

に所期の目的を達しうる方法を考案し，その基礎的実験

Kついては昨年度日本整形外科学会総会， 日本脳神経外

科学会総会，さらにメキシコの国際外科学会等において

発表してきたので省略し，今回はその縫合法と手の神経

損傷の臨床成績について報告した.

T. ~1oroto l1l i (教授)， S. Okazaki， N. Kawakami， S. Mド

7.uta:京都府立医科大学整形外科.

政
-= 水田早苗*

図 1のごとく末梢神経の断裂部にそれぞれパイロット

糸をかけ，次いで確実に神経線維の続いている部分まで

癒痕組織を切除する (a).一方，縫合する神経よりや L

太い自のシリコンチュ ーブを縦に切り両端の 2ヵ所に合

計 4本の糸をかけておく (b).次いで，このシリコンチ

ューブを一方の神経断端にかぶせ，チュープの中央より

や h長い自に神経が挿入されるようにパイロット糸で導

入し， さきに装着しておいた 2本の糸を Epineuriumに

表 1.

氏名 性令神経 部{立 受傷日 手術日 効果

正中 40.12.21 + +十l野O弘O合26 右手関節 4O. 8. 2 
八骨 41. 1.11 +十

2関O久O合19正中右手関節 41. 1. 2541. 2.22 +++ 

3川O宗O合56正中右手関節 4O. 8. 25 '11. 1. 13 + + 

4桑O清O合34侠骨右 上腕 41. 4. 441. 5.10+++ 

5比O数O合16正中左手関節 41. 4.1841. 7. 7+++ 

6竹O正O合17正中右手関節 41. 7.1541. 8.23 +++ 

7繰O治O 合11尺骨左手関節 目.5.141.10.25 ++  

固定する(c).向織の操作を他の断端にも行なって切断

面が十分に密着するように固定した後パイ ロット糸を抜

去して縫合を終了する (d，e). 

我々は本法を用いですでに 7例の臨床例に手術を行な

ったが，その経過はいずれの症例も順調であり，自動車

の修理工や調理師等の細かい仕事の原職に復しているも

のもあり，すべての症例に成功している(表 1). 

その臨床例をあげると，症例 2 は 19 才の男子で昭 41~

1， 25日グラインダーで右手首に楼主IJを受け，直ちに応

急処置を受けたが 2月22日，我々の方法で正中神経縫

合を行なった.

術後 80日目の筋電図所見は Jl1.opponens pollicisか

ら誘導したものは reinnerl'ation I'oltage を認めるよう

になり， 200日後にはほとんど正常の筋電図所見を塁し，

母指の運動は改善され，また知覚も 140日後には手掌部

正中神経支配域に麻庫が認められたのが，示指および中

指を含める部分にまで回復を認めた.

症例 4は 35才の男子で感冒にか hって某医を訪れ，
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昭 41，4， '1円右上腕に注射を受けたところ，母指のほ

うへ放散する電撃様の疹痛を訴え，以来後骨神経麻庫を

きたし 6月7日本科入院のうえ神経修復術を受けた.注

射部位と恩われる局所所見は，神経および周聞組織との

癒着は強く，縫骨神経はまったく変性し綴痕化していた

ので，搬痕部を切除し本法による神経縫合を行なった.

その経過は， ill. ext. carpi raclialisからの筋電図でし

らべると 133日自に lowamp. yoltageを認めるように

なり， 278日自にはかなり normaldischarge を認める

ようになった， Tinelの Sign変化は，術後 91日で 130

'111111 ほど末梢部に当る肘部近くとなり， 119日後には 195

mmと前腕部の中枢より 1/3付近にまで延び， 278日後

には 300mmと前腕部末梢より 1/3付近となった.知覚

異常も術前l乙は前腕および手部の検骨神経支配域lζ麻療

を認めたものが，術後 278日自には著しく回復し，母指

挨側の一部l乙知覚鈍麻を認めるのみとなった.

症{9IJ5は 16才の男子で， ラムネのビンがわれて左手

首に切創を受けたものである.昭 41，7， 7日我々の方

法を用いて左正中神経縫合を行なった.術後 30日目の

m. opponens pollicisの筋電図では 自brillation yo!Lage 

を示すのみであったのが， 50日自には reinnervation

司voltageを認めるようになっており，また Tinelの sign

も 54日で 9cIllの進行を認めその回復経過の良好なこ

とを示した.

神経縫合法には図 2に示すごとく種々の方法があるが，

端々縫合は局所に異物を残す.異物を残さないものとし

ては種々あるが包鞘法は箇定性が少なし また plasma

法は張力に対してほとんど無力であり ，その他神経縫合

器を用いる方法もあるが特殊な器具を委し，健常な神経

軸索を一部犠牲にする等の欠点を有 している.我々の)J

法はこれらの方法の利点を兼ね備える方法として考案し

た一種の包鞘法であるが，その包鞠材料として組織反応

のきわめて少ないシリコンチュ ーブを用いている.

本法の手IJ点は，断端が alraumalic tc接合でき，接合

部l亡異物を残さない， 適確な接合ができる，捻転など起

こさない，接合函l亡張力がか』らない，外部より結合織

の侵入がない等の生物学的利点のほか操作が簡単で，複

雑な器械を要しない等の技術的な利点を有している.

以上，我々は新しい神経の縫合法に関して発表を行な

ったが諸家の ご追試ご批判を仰ぎたい所存である

質問:田島(新大整形外科)

大変面白い方法と恩ょうが，以下の点、が問題になろう.

1) 手技が epineuralsulureよりはたして簡単か，

2) Tubeの真ん中で両神経幹断端の接合状態は epl-

neural slItllreのときと同程度に確実か.

3) 神経幹に対する segmenlalblood supplyの遮断

の影響はないだろうか.

以上の諸点についてご見解があれば承りたい.

答 :諸富(京府医大整形外科)

神経の断端と断端の聞はノマイロッ ト糸でシリコンチュ

ーブ内を透視 しつつしめるのでそのようなギャップは起

こらず， かっそのま b シリコンチュ ープI'C. epineurilllll 

を縫合するので術後のゆるみは起こらない.

神経の栄養の問題であるが， シリコ ンチューブは劉を

入れてあるから，初期には plasmaによる栄養，次いで

神経内の血管の吻合によって綾死は一度も認められてい

ない.動物実験の結果もこれを裏づけている.

また腿はご存知のごとく周囲の paratenonより栄養さ

れているので，展~をこの方法で行なえば壊死するのは当

然である. との点神経では壊死は起こった経験はない.
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f)O. Funicular suture による末梢神経損傷の治療

伊藤鉄夫

上羽康夫 寺 松

広谷速人

潔富

後藤欣生

雅男 漆谷英礼*

第 9回日本手の外科学会において発表したように，我 を行なった低位損傷例であるが，術後!l.5ヵ月でi¥I3の

々は神経縫合に際して， 従来の外神経鞘縫合 epineuraJ 回復をみた.

sutureより一歩す hめて， 神経両断端の funicularpa- 正中神経損傷例(図 1)では 6例中 3例が Zacharyの

tternを確認したうえ，対応する funicuJus を積極的に いう usefuJの状態，すなわちi¥'h，8.~ まで短期間に回

一致せしめる funicularSlltllreを行なっているが，今回 復している.術後 12 ヵ月で M)判 80 の症例は尺骨神

その治療成績を調査したのでこ "!乙報告する. 経麻療を合併したものである.

表1.

Nerve 

MOJ1lhs between repair and 
l evalu-atl011 
Ow l-ligh 

13-25 Total 3-12 

RadiaJ 2 

Median 4* 5* 5* 

UJnar 4* 13* 11* 

Digita! 6 (10) 5(9) 

PeroneaJ 

2 

6* 

3 14* 

1(1) 6(10) 

1 

28(33) 

ホ lndicatescombined median and ulnar injuries. 

( ) I川 licateslhe 111111lber of JIlJt.I川 Idigita! nerve. 

AlItogenous free graft 1 

Cable graft 

Loop slljllre 

我々が昭 39年以来本法によって縫合した末梢神経損

傷患者は 33例， 38神経であるが，術後 3ヵ月以上経過

を観察し得た症例は表 1に示すように 28例， 33神経で

あって， 1例を除いですべて secondarysutureであり，

男性 23，女性 5，年令は 6-68才である.

治療成績の調査は我々の作った様式に従って精細に実

施し，運動 ・知党回復の成紡判定は Highetの基準によ

った.

指神経損傷は 6例 10神経あるが，神経縫合後 3-8.5

ヵ月で，すべてら-83 の回復を示している.

続骨神経損傷の 2 例はともに良好な成績を得た • 1例

は 6才男子の開放骨折に伴う高位損傷例で，術後 11 ヵ

月で逐勤，知覚ともに完全に回復した.イ也の 1{9IJは縫骨

神経浅校を用いての 3cm の alltogenolls free grafling 

ホ T. lto (教授)， H. Hirotani， Y. GOlO， Y. Ueba， 

K. Teramatsu， M. Tomi， JJ. Urllshidani:京都大学盤

形外科.
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図 1. 正中神経縫合例.

a 高位麻痔 . 低位麻f車

数字は術後経過観察期間 (月)を示す.

尺骨神経損傷例(図 2)では 14例中 5例が usefuJの

状態である.この基準以下の症例の中には日下回復途上

にある症例が多いようであるが， 術後 25 ヵ月で Mo，

80 の症例は cabJeslllllreの例である.

FunicuJar sutureの症例の中には，同一高伎の筋群に

おいて筋力の回復にかなりの差違を示すものがあった.

たとえば commonperoneaJの縫合例では tibialisant.が

筋力 1にと Yまるのに対して，それより末梢の ext.dig. 

long.， exし haJJ.Jong.， ext. dig. brev. はいずれも筋力

3， peroneus long.， peroneus brev.は4であった. これ

は両断端の fllniclllarpaltern がまったく同一ではない

ために funiclIllls 断端が正確に適合されたものと， し

からざるものとがあったためと推測される.一般に，多

くの症例で比鮫的良好な神経再生がみられた Tinel's
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slgnの進行状態を見ても 1日平均 3.7mm に達するも

のもあり，しかも Su町 lerlancl の報告とは逆f[.，術後日

数の経過とともにその速度はむしろ増していた. また

funicular sulure後初めて Tinel‘Sslgnが認められた日

数と縫合部からの距離を見ると，最高は術後 54日目([.

初めて検査して縫合部から 1ゆI11Illの所に認められた症

例であり，他¢症例も神経再生は比較的良好であった.

ことに指神経縫合例における知覚回復状況をみると，術

後早期に始まってきわめて順調であった

これらの所見から， 適確な手技をもって fun icular 

sluureを行なえば， in i lial c1ela yの短縮と再生軸索の速

やかな伸びが期待される.

全般的に治療成績を検討すると， Jnlraneu日 Ipaltern 
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図 2.尺fJ神経世合例.

企 高位椋捧 ・ 低位持軍痔

民文字:立n:J後事壬過ltI1咲期間を示す.
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が簡単な指神経や侠骨神経では良成績が得られた.正中

神経および尺骨神経主幹部では inlraneuralpatlernが複

雑であるが，なお知覚 ・運動 fun山 llusはそれぞれクル

ープを作る傾向にある.これらのグループの atlasを考

慮にして funicularsulureを行なったが，その成績は前

者よりも劣る.また手術用顕微鏡を用いて縫合した症例

は，十分な視野の鉱大ができるために [uniculusを十分

確認できるとともに，縫合に際して funiculusを傷害す

ることが少ないために，ルーペを用いたものよりすぐれ

た成績を得た.

以上我々の行なっている funicularSULUreによる末梢

神経損傷の治療成績を若干の検討とともに報告した.短

期間の観察にしては比較的すぐれた成績をあげ得たと信

ずるが，今後さらに経過を追究して，本法の改善に努力

したいと思っている.

質問および発言:田島(新潟大整形外科)

1) 個々の [uniculus の perineuriull1 を縫合しよう

とすると断面の中心部にもいくつも縫合糸の結節を残す

ことになり，一方糸をかげた perineuriurllを epllleUrJunl

まで引っ:まると，かえって funiculusが歪み，軸索再生

が阻害される [ulliculusも生ずるのではないか.

2) 昨年この問題に関心をもち欧米の数名の手術をみ

たが，“ funicular pallern を合わせる " ということは

1l1Icros印 peを用いて funiculusの配列状態を知り，軸転

をできるだけ避けるよう縫合すること， 同時l乙 enclone-

llrlllmに癒痕がないことを確認してから縫合することを

意味しているように思う .

答・ 広谷(京大整形外科)

FlIniculusを確認のうえ epineurium のみならず peri-

neUIiUI11にもかける. Cable grafling のような場合を除

いて，厳密にいえば， 神経断端の中心部での [lIniclllus

の per.111eUflUIl1 には縫合糸をかけない.

発言 .伊藤会長

このテク ニックを考えた動機を申上げると，整形外科

で相当テクニックがすぐれていると信頻されたある人が，

正中神経を縫合なさったのに回復が全然なく， これを再

手術して標本をとって見ると funiculllsが 1本しか通

っていなかった.テクニックには悶迷いないのにどうし

てこ んな悪い成績が起こったのか与えてみると，この際

神経はかなり長い範聞に切除されてかなり強い lenslOn

のもとに縫合されていた. そうすると epineurillll1だけ

を縫合した場合に fllniclllllsは退縮して中ではなれてい

る.このような場合にはどうしても中の [uniculusを寄

せないと絶対に駄目で，ことに le川 lonのある場合はこ

れをしなければ絶対に成績はあがらないと考える.それ

から神経損傷後かなり日数を経過した症例で，運動の回

復はすでに望めないが，知覚は回復が望めるのではない

かというような症例があるが，その場合にどうせ見込み

のない運動神経を縫うよりも，運動神経を除いて釘l党神

経だけを縫えば，もっと成績が良かろうという考えが浮

んだのである.

それでものの考え方を今までのような神経全体として

考えずに， I"uniculus にまでレベルをさげて考えたらよ

かろうということで，これを始めたが，必ずしもどの症

例にやってもい』とは限らない.しカミしこの“funiculus"

という考え方をもっていけば，いろいろ新しいテクニ Iノ

クやアイディアが浮ぶと恩ってす〉めている.
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質問:津山(東大整形外科)

1) 1つの対応する funiculusを縫合固定する結果，

他の funiculusI'L無理な対応を強いるこ とはないか.

2) 末納で知覚運動の inlraneurallopograplyがはっ

きりしている所以外の中枢で fllnicullls相互間に線維交

錯があり， fun山 dsu 自体の中でも， 知覚 ・運動線維の

混在が生じている所での窓義はどうか

答:伊藤会長

津山教授がいわれるように，ほんの 1cm あるいは 5

nlm違っても中の pallernがかわってくる.そこで教室

員に人間の上肢の神経の連続切片を作らせ，その patlern

のア トラスができている.それによると，いろい矛の部

位に特徴があり，こ〉でやったら駄目だ，こ』ならなん

とかいくという所がある.その場所はたとえ中の patlern

がかわっても，ある一方の隅に知覚神経が集まり， 他の

一方の隅には運動神経が集まっていて，知覚神経同志，

運動神経同志あえばなんとかいくという場所もあれば，

また非常に混乱してとても駄目だという場所もある.す

なわち成功の可能性の強い場所も弱い場所もあるので，

知覚神経同志，運動神経同志が少 し混じてもさしっかえ

ないだろうというので， 1つの grollpで縫うということ

をやっている.しかしいくらそういうことをいっても，

実際はテク ニックは非常に困難であるから，成績の良い

症例と悪い症伊!とがあるので，一応やってみてどこまで

いくかと興味を抱いてさらに研究をす hめている.

51. 約 500例の axillaryapproachによる

上腕神経プロ ックの経験臨床

久保田行男 沢 田 洋子 綿谷茂弥 堀木 篤 上回 裕

浅輪喜 行 岡本 健 松尾康生 渡辺 平 河本 健

白 井希 明 j市 部 伸 方 野坂 収 作 *

我々 は， IJH 38， 7月より昭 41，10月末までの約 3年

4ヵ月間に， 大阪厚生年金病院において 525例の axト

lIary approachによる上腕神経プ ロックの臨床経験を得

たのでその統計的観察と，我々の経験による方法，適応，

利点について報告する.

対 象

症例数は 525例，患者数は 467名でその内訳は，同一

人に 4回行なったもの l例，同一人17:3回行なったもの

9例，同一人に 2回行なったもの 33例，同一人に l手

術中に 2回行なったもの 4例 1人に l回行なったもの

420例であった.年令は生後 2ヵ月より 76才にわたっ

ている.そのうち 15才以下のものは 165例であった.

前投薬

成人には ラボナ錠 100-150mg， アトロピン 0.5mg，

幼小児にはアイオナーJレ坐薬 50-200mgとア トロ ピン

ホ Y. Kubola， J-J. Sawada (麻酔科)， S. Walaya， A. Horiki 

(整形外科):大阪厚生年金病院(大阪市福島区上福島南);

Y. Ueda， Y. Asawa， T. Okamolo， Y. ~1a ls u o ， J-J. 

も，yalanal日，T. Kawamoto， K. Shirai， N. Urabe， S. 

Nosaka:京都大学廊酢科.

を併用し，原則として麻薬は使用しなかった.

使用局所麻酔薬

すべてエピレナミン加 1% キシ ロカインを使用した.

方法

20-22ゲージの静注針を用い， 肢寓で肢寓動脈をふ

れ，その部位で第 1肋骨および上腕骨骨頭の方向に動脈

の深さに帰入し，その周囲に局所麻酔薬を注入する.麻

酔効果の判定は pinprickにより，また麻酔持続時間の

判定は自発痛の発現までの時聞をみた.

結果

l回の注射に使用したキシ ロカインの量は平均 36CC， 

analgesia発現までの時聞は平均 17分，駆血帯使用時聞

は平均 47分，手術時聞は平均 61分， analgesia持続時

間は平均 205分で 525例中失敗例は 1例であった.

合併症

1) 口がしびれたり ，舌がもつれたもの 3例，2) 脳

貧血症状 3例， 3) ヨー ドチンキによる火傷 1例， 4) 

血腫 5例， 5) 一時的 paresthesia 3例， 6) 一時的

hyperalgesia 1伊U，7) pasesis， permanenl neurological 
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com pJ icationはない 8) Illuscle t¥¥'itching 1例， 9) 

ヒステリ一様発作 1例， 10) 全身震筆はなかった.

考察ならびに結語

1) 方法 :版認における axiJlary arleryけ 'ein，rad iaJ 

ner¥'e， median nerve， ulnar nerve， musculoculaneous nen'e， 

の解剖学的関係から明らかなごとく， musculocutaneous 

出【河が近位より neuro¥'ascuJar comparlment より離れ

ているために初心者がこの方法を行なった場合， t11USCU-

loclltaneollS nerl'e の blockに失敗することが多い. こ

の事実は DeJong も認めており，彼は elbowの le、el
で musclllocu laneolls nerl'eを bJockする方法を発表して

いるが， lTIlIsculoclltaneolls nerveの解剖学的関係をよく

知っていれば axiJlary approachでこの神経の clockに

失吹することはなく，我々の症例において失敗例の非常

に少ないのは短期聞に多くの block を行ない， この方

法によく熟達し，その後テクニックを忘れないように日

ごろ努めているためであると思う .

2) 適応:

a )上肢を挙上でき，目直寓に感染がないこと .

b)手術部位が上肢で，三角筋の付着部より遠位にあ

ること.

c)上肢に神経症状がないこと.

3) 利点・

a )絶対に pnellmolhoraxを起こさない.

b)乳幼児より成人に至るまですべての年令層に行な

える.

c )術後の管理が全身麻酔に比べて非常に楽である.

d) 1回の注射で 2-3時間の手術に堪えられ，術中

の管理が楽であり，心要に応じて追加できる.

4) 欠点:適応が正しげれば，特に欠点と思われるも

のはない.

以上我々の経験を述べたが局所麻酔剤の副作用を考慮

して，常に静脈の確保.全身麻酔器およびその他，心要

器具を摘ijえ緊急の場合lと備えることを怠つてはならない.

なお我々は上肢の手術に年令のいかんを問わずほとん

どすべての症例にさきに述べた axiJlaryapproachによ

る上腕神経プロック以外に適応によっては !.u.)raclavi-

cular approach (クーレンカンプ) と cen'icalplexlls 

block の併用を行ない，皮膚移植，骨移値，1M!移植には

下肢のブロックを併用する.また非常に長時間の手術の

場合には，我々が第 2回アジアオース トラリア麻酔学会

において発表した Braunulaカテーテルを用いた slIpra-

claviculaviclllarならびに axiJlaryapproach による持続

上腕神経プロックを行ない非常に良い結果を得ている.

また最近生後 9口自の多指症の形成術に axillaryappro-

achによる bJockを行ない良い結果を得た.

発言 ;鳥山(日大整形外科)

麻酔医は麻酔時間が長くても差支えないように努力し

ているが，手の外科を行なう側としてはなるべく短時間

で子術が終るように努力すべきだと思う .

質 問:盟島(大阪市大整形外科)

本演題の論旨からははずれているが，貴院で日常おや

りになっている手の外科の手術，たとえば大腿よりの植

皮片Ji取，腹部有茎皮弁などに利用できる伝達麻酔につ

いてもご教示願いたい.

追 加 '藤田俊夫・宮崎正jミ(麻酔学)，諸富武文(整

形外科)京府医大.上腕の伝達麻酔 SlIpraclavicularな

らびに axiJlaryapproachによる brachialplexus block 

および尺骨 ・正中 ・続骨神経遮断は手術時の ope日 live

blockのみならず術後 lherapeutic block にもきわめて

有用で，我々は日常臨床に用いている.

Axillary approach Iまsurnahm，DeJongらの technicに

よって容易に行ない得る. 最も太い mllsculocutaneous

nelTeがときとして卜分遮断されないとき bicepsII1uscle 

付着部の内外側に局麻剤を浸潤する.

また長近 Chicagoの ¥VlIinie， Collinsらの perivascular

1吋ecllOnの方法に従いテフ ロン量|を関置し，局麻淘jを持

続的に分割注入し術後 pain-reliefを行なっている.

こhで我々が主張したいことは局麻ないし伝達麻酔下

患者の協力を得ることである.麻酔医としては患者に完

全な無痛を与え，そして外科医の望む手指や関節を患者

の窓忘でもって lIo1itionalに動かさせること，すなわち

di町ere山 alblockを理想的に行ない得れば手の外科や筋，

1m!の形成にきわめて有用である.

我々の教室で試作した装置により blockを行なった当

該神経の支配する指を燐青銅パネに固定しsemiconductor

stralngauge を介してその|可動運動と筋電図(この場合

h)'pothenar grollp)を記録したもので 1.5% LAO 20 ml 

による鎖骨・上Jレート で， block後 55分でなお完全な無

痛と自動運動を保持し得ることを証明した.

外傷による median nen'e s y吋 romに対して therapeutic

block を試みたものである， 患者は痛みにうち勝って

exerclseを行ない得た.

以上我々の経験を述べ blockの手の外科への応用一一

ことに analgesia と同時に運動機能の保持について述べ

た.
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52. 手の外科領域での機能訓練

江川常一 土井照夫 住吉修逸*

手の外科の領域において，手術¢のち良い機能を回復

させるには理想的な訓練が心要であり，いかに周到な計

画に基づいて行なわれた完全な手術でも術後の機能訓練

が不備な場合，満足な成績が得られないことは周知の事

実である.

多くの手の外科医は手術ののち良い機能を得ょうとし

てそれぞれいろいろな工夫をこらしているようであり，

著者らもまた同様にいさ hかの努力をしてきたので，今

図1. T}レフェンスを用いて作った指屈曲低

抗運動用の装具.

回は著者らが日常用いている方法をお自にかけご批判を

仰ぎたい.

まず，マッサージと他動運動についてであるが，訓練

K先立つて軽い emeurageと slrofling などを行なう.

関節の拘縮あるいは陵の癒着のあるものに対しては他動

的な屈曲あるいは伸展を過度にならぬよう注意深く施し，

自動運動のまだみられぬものには後述のような弾性副子

を他動運動ののちに装着して次回までに持続的な力を働

かせる.

パラフィンパスは血行を改善し，組織を柔げて拘縮や

癒者ーを軽減するには効果的であり ，多くの症例に用いて

いる.自動温度調節装置付の高価のものでなくても，一

重鍋でも十分にできるから開業医などにも広〈用いられ

てよい方法であろう.た Yしこの方法は遊離であれ，有

茎であれ植皮のあとには禁忌であって行なってはならな

い.

T. Egawa， T. Doi:大阪大学E整形外科;S. SUll1iyoshi:大

阪府済生会中津病院整形外科 (大阪市北区芝f口町)

拘縮のある指を曲げるのに隣接の指の力を利用する方

法がよくとられる指の側冨IJ靭帯の断裂を修復したのち，

手袋の 2本の指を縫い合せて用いた例を示した.簡単な

がら効果あるものである.

自動的な力をつけたり，腿縫合や腿移植のあとの癒着

を柔げるには自動抵抗運動を訓練の主軸としている.訓

練士の指による抵抗も当然用いるが器具としては板パネ

図 2.指運動訓練用オルガン.放射状に配列

された 10コの尽に指を 1;本ずっかけて

引く .母指のE誌は横切Jきとした.

を曲げた簡単なものもよく用いられる.

保IJ方運動はもともと力の弱いもので，訓練しにくいも

のだが，輪ゴムをかけて抵抗として用いる.ゴムまたは

ビニーJレのチュープを切り開いて指の聞にはめさせると，

持続的な矯正力を徐々に働かせて指を開排するとともに

閉鎖に対する抵抗運動としても用いられる.

屈曲に対する抵抗運動として著者らがよく用いている

のは，ギプスシャーレにクラマーシーネを埋めこみ，こ

こから指をゴムで牽引するもので，指l乙は裁縫用の皮の

指ぬきをはめる.ゴムをシーネに直接く h りつけずに針

金の鈎をつけておくとゴムの強さや牽引の方向を調節す

るのに便利である

ζれと同様なものを新しい樹脂材料であるポリセトノレ

を童会させて作るとギプスより軽く丈夫で清潔である.

同様にア Jレフェンスを用いて作ったものを図 11'C示す.

いずれの場合も 1.P.関節を訓練しようとするとき(こ

れは屈筋腿縫合や移植ののちにしばしば必要であるが)， 
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M.P 関節をよく国定しなければならない.

これと同じ意味をもつものとして，厚板に穴をたくさ

んあけておき，患者の手に合わせて太い榛を穴にさしこ

んで手首と M.P関節を国定し，はなれたところに立て

たもう l本の棒から指にコームをかけての抵抗運動を行な

う.指の可動性の進歩に応じてゴムをかける俸をさしか

えて訓練しようとする指節に直角の方向に低抗がか h る

よう調節する.

また模型のピスト Jレも訓練に用いている.握りの部分

は }'l.P.関節を曲げずに T.P. 関節を曲げさせるのに役

立ち，パネの強さも力のついてきたものに対する抵抗と

しては適当である.このように訓練になんらかの楽しみ

~I. P. 
P.l.P. " 

... " 
D.I.P. " ...， 

Jof!¥ 

図 3. オルガンの構造シェー 7 .

1. P.関節を動かして環を引っ:iるとコイノレスプリング

の低抗(強さ調節可能)を介してテコが勤き，弁を開

いて笛をねらして音が出るしくみ.

を与えるということが患者に単調な訓練をあきさせない

ために必要である.きれいな色のおもちゃとかゲームで

遊びながらつまみやにぎりを訓練しようとする種目もい

ろいろある.また毎日の生活に必要なかけ金，スイッチ，

引出し，蛇口などで日常生活に対する意欲をもたすもの，

ボール盤，グラインダー，はたおり機その他の職能訓練

を通じて作業の楽しさ，作品の完成の喜びを与えるもの

などあり，いずれも用いるべきものである.

そういった楽しみながらの訓練の一環として著者らが

最近取り入れているものに音楽の楽しみがある.

スク ーノレリズマー(河合楽器製)を用いて，つまみの

訓練として俸を差しこんで配列すると，太鼓，シンパル，

ひょうし木の音が出，棒の配列を調整すると行進曲やワ

ルツ，タンゴなどいろんなリズムを作り出すことができ

る.

図 2fC示すのは著者らが日本楽器の好意によって試作

したオルガンで，放射状に配，，1]された 10コの環に指を

l本ずつ入れて引くとその先にとりとけられたスプリン

グで低抗運動となる.この抵抗は調節するととができる.

普通のキーをたたくのと異なり，環をひくので M.P.関

節を曲げずに 1.P.関節を動かす練習に適している(図

3 ). 

全部の指を使う曲や，訓練しようとする指を特によく

使うように作曲した楽譜をこのために作った(オルガン

の試作とともに大阪音業大学武田邦夫教授の協力によ

る).こ のオルガンを用いて訓練した症例の関節可動性

の改善と，怠指を繰り返してひく速さの向上をグラフに

示した.

以上著者らが日ごろ用いている訓練ノザ法を示した.手

の外科でのリハビリテーションでは動かなかったものが

動くようになればよい.力のなかったものに力がつけば

よいというだけに止まらず，さらに速さ，円滑性，正確

さを得るように努力しなければならない.
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53. 手指機能訓練用器具の考案

諸富武文 吉良貞雄 後藤有三 中 村 繁 夫 *

外傷あるいは術後における手の固定は種々の程度の機 の皮膚の色調による循環の状態がよく観察できるとと等

能障害を招くことはしばしば経験するところである.そ があげられる.

こで我々はこのような場合に手の機能の損失を最小限度 2) 手指屈伸運動用補助 1川 gの試作について 'これ

にくい止める必要があるとの考えから， 2-3の訓練用 は図 2のごとく flngと hookを連結したもので， united 

器具を試作し，合せて手の rllnctionaltest に対する新し nngs と名づけている. Hook の側を損傷指に差しこみ

い試みも考案し得たので紹介したい. 使用するが， 1指のみの損傷，ことに陵断裂に対する修

1.機能訓練用器具の考案 復術後の機能訓練用として隣接指との協同作用によって

1) 1指のみの簡易固定装具の試作についてビニール 損傷指の運動を一時的に補助しようとするものである.

とアルミ ニウム副子からなっており ，これを alminium-

air splintと呼んでいる.Splint は装着すべき指の太さ

図1. 中 山 rsplintを装着したところ.

1ji:側のアノレミニウムの部を適度に屈曲させ使用する.

矢印:空気注入装置.

左，右:第 5t旨中節骨骨折症例に装着したX線像.

に応じた各種の太さのものを用意し，図 1のごとく損傷

指をこれに差しこんだのち， 20 gの注射器で空気を注入

してビニーノレ袋を充満することにより 指の固定を計った

ものである.装着後 alminiul11副子を曲げ，適当な肢位

として使用するが， この splint の利点としては，アル

ミニウムであるからX線が透過されるため splint を業

着したま hで透視下で alminiumの部分の屈曲をかえる

ことによって，容易に骨折部の整復位保持が可能である

こと，損傷指以外の他の指の運動を犠牲にする必要がな

く機能的であること， ビニーJレ製品であるため装着のま

ま洗顔，入浴が可能であること，透明であるため損傷指

• T. Morolomi， S. Kira， Y. Goto， S. Nakamura 京都府

立医科大学整形外科.

図 2.United ring:装:nの}j向を逆にすることによ

り屈曲訓練にも伸展訓練にも利用できる

左 :伸展訓練時， 右 :屈曲訓練時

この unitedrings を逆の方向に装着することによって

屈曲にも伸展にも利用することができる. この ring も

指の太さに応じた数種のものを用意している.

3) 自動断続的温風刺戟装置の試作について :原理は

rubber tllbe ringをドーナツのように多数連結して，そ

の ringの中に患肢を挿入しておき，温い空気を tllbe中

に断続的に送りとむことによりおのおのの tubeが中枢

へ嬬動するように工夫した装置である.本装置は適当な

温度上昇による局所の循環動態の改善，随意筋の弛緩，

疹痛の緩解を目的とした温熱療法に加えて，中継へと断

続的に嬬動する空気の pressIZ:.より静脈の還流を助け，

かつ 5trok ing massageの役割りも同時に期待しようと考

案したものである.これはいまだ不完全な点が多く，さ
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図 3.Funclional testの考案.

上 :Pincb能力計，左 :パネの強さの災なった各号の能力

五十，布 : CQunLer・

下 Craspprehension Lest. 

た.油性粘土を握らせてできた指圧痕，数字は各指を示す.

才i.名指が収徹する方向に粘土を切断したところ.

らに改良の必要のある製品である.

2. Functional testの考案

1) Pinch能力計の試作について・図 3aに示すごと

くspnngを利用して pinchの能力を計るもので 1号

より 7号に及ぶそれぞれパネの強さの異なるものを作成

し，これに counlerを接続して単位時間内の COlll1tをと

れるように工夫したものである.

2) 油性粘土を利用した graspprehension test :縦 9

crn，横 5CIll，厚さ 2.3cm大の粘土塊を使用した な

お粘土の種類としては温度の差によっても硬度IC変化を

きたさない 300番の工作用油性粘土を使用した.との粘

土塊を慢らせることによって指の力を検査し，機能訓練

の効果判定の一助にしようとする試みである(図 3b). 

またこの方法は，おのおのの指が収徴する方向に粘土を

切断し，その断面積を planiometer等にて測定すること

によって，数値的にもある程度表現し得るものである.

以上，手の訓練用器只の試作ならびに flInctional test 

法の考案について述べたが，これらの詳細については，

今後，臨床的に十分検討して改めて報告の機会をもちた

いと考えている.
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l川11川111111111111111川11111111川川l川l招待講演1111川1111111111111111111川川11川11川l川

正常な手の機能(要旨)

1)J・. Williolll， L. White* 

正常な手の機能を正確に理解するととは，異常な手を 向様に，手も伸展および hookprehension， grasp， gripp 

扱ううえにおいて必須条件である.手の安定性は精密な の4機能段階を有している Grippにおいて最大の握力

作業をするための準備機能であり，バランスは手の基本 が得られ，手の機能が最大限に発揮されるのである.

約な整調機能である.このような基本的な手の運動は脳 手の指はそれぞれに特別な機能を有しており，その機

に蓄積された反射によって支配されている. 能に基づいて母指は “対立指"，示指は“つまみ指"，中

人間の手の機能で最も重要な役割をはたしているのは， 指は“軸指"，環指は“締め指"，小指は“ねじりf旨"と

対立し得る母指である.母指は大脳皮質において，他の 名づけることができると思う.

指よりも広い運動領域を有している.自動車が後進ギア むずかしい手の症例に遭遇した場合には，手の解剖，

および前進ギア 1，II， IIIの4つの綴能段階を有すると 機能をよく理解したうえで，適切な判断をもって治療し

てこそ，初めて満足すべき結果が得られるのである.
感 アメリカピッツパーグ大学形成外利教授.
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1111川川11111111川1川111川IIIIIIIIIIIIIIII!症例討論会11111111111111川川川111111111111川川|川l

昭和 42年 3月 28 日 京都会館において

司会 会長伊藤鉄夫教授

討論者 J. 11. Boyes， M. D.， Los AngeJes， U. Sλ， 

w. L. While， M. D.， P tlburgh， U. S. A.，津下健哉教

授(症例 1)，津山直一教授(症例 2)，佐藤孝三教授(症

例 3)，諸宮武夫教授， 回烏達也助教綬， 丸毛英二助教

授，難波雄裁助教授，高岸直人博士，南条文昭博士，江

川常一博士，朝団健博士，上羽康夫助手.

症例の病歴

症例1. 山O真0，30才，男.

主 訴 .左手の運動および知覚障害.

現 症 約 1ヵ月半前に日本万で左手関節部を切られ

仲筋鍵・屈筋鍵および神経が切断された.皮膚創は直ち

に縫合された.

局所所見 ・創は左手尺側より手関節を越え前腕末端の

税仮IJf'(.至る 指の運動は母指球筋および長母指屈筋鍵の

症I9rJ 3. 小O徳0，17才，男.

主 訴 :右母指切断欠損.

現 症 :約 2ヵ月前に作業中に機械にて右母指をはさ

まれ，同指基部より切断されたー翌日.!i病院にて皮膚移

植を受け，傷は治癒した.

局所所見 右母指基部より欠損.母J旨球節なし.他指

の運動はほ Y正常.

X線所見 布母指骨および第 l中手骨欠損.

手術供覧

昭 42，3， 28日.京大病院外科整形外科講堂(rl'央手

術部よりカラーテレどにて中継). 

r 

症例討論会風景.

わずかな日勤屈曲を除き，他指の運動はほとんどない. 高位正中，尺骨神経麻療に対する腿移行術(症例討論

続骨・神経の支配領域の知覚は完全に脱失している. 会における症例 2，48才， 児). 

玄線所見 :榛骨末梢端に斜骨折あり. 術 者:J. W. Boyes， :'1. D. 

症例 2. 秋O再0，48才，男. 介助:田中三郎博士，上羽康夫助手

主訴 :左手の運動および知覚障害. 解説:田島達也助教授

現症 約2年6ヵ月前l乙左上腕内側をガラス片で切 手術ノむ針:続骨神経支配筋艇を麻庫筋鍵に移行する.

り，それ以来知覚・運動障害があった. 1年11ヵ月前に 1) Extensor pollicis bre¥"isを 1stdorsal inlerosseus 

上腕で正中・尺骨神経の縫合が行なわれた.術後前腕屈 へ移行(示指外転運動再ill). 

筋がわずかに動くようになったが，なお知覚障害も回復 2) Exlensor inclicis proprius を移縞腿 (Palmaris 

せず，手指の使用はまったくできない ongus) で延長し，尺側から abduclorpollicis longus 

局所所見 :左上腕内側に切創および手術創の綴痕あり . へ移行(母指の対立，内転位への posilioning).

前腕の国内不能.手関節は重力を除くと掌屈可能である 3) Entensor carpi raclialis longusをFlexorpollicis 

が，重力に抗しての掌屈は不能.指の他動的可動域はほ Jongusへ移行(母指屈曲運動再建). 

ぽ正常であるが，自動的には ~1. pおよび P.1. P で約 4) Brachio radialisを Flexordigilorull1 profundus 

200 屈曲が可能であるのみ.仲展筋若干は正常. へ移行(指屈曲運動再建).



第 5回日本リハビリテーション医学会会告

第 5回日本リハビリテーション医学会総会を次のとおり開催いた します

期 日 :昭和 43年6月 1日(土)・ 2日(日)

会 場 :国立教育会館 東京都千代田区震ケ関 3-4

TEL. (580) 1215 

1.特別講演 ・ 猪狩道夫<w:京大学)

11.シンポジウム :1. r脊髄損傷患省のリハ ビリテー ション」

天児良和(司会)，富田忠良，宍戸仙太郎，小沢春義，赤津 隆

2. rわが国のリハビリテーションの問題点」

砂原茂一(司会)，喜多村孝一，佐々木智也，明石 謙，井上正吾，

安藤正孝，福井図彦

III.セミ ナー1. r精神科領域のリハビリテーション」 西尾友三郎(司会)，小林八郎ほか

2. r義 肢J 石田肇(司会)，飯田卯之吉

3. r自助具J 佐々木智也(司会)，上回敏

IV.一般演題:申 し込みは 400字詰横書原稿用紙で演説抄録 1枚と演題名，所属名，演者名

を明記し会長あてお送りください.なお封筒には演題申し込みと朱記して

ください. 1施設より 2題以上出題のときは順位をご記入ください.演題

の採否は会長に一任願います.

V.映 画 (16mm) :申し込は題名，所属，提出者名，映写時間，録音の有無および方式を 400

字詰横書原稿用紙 l枚以内に記入のうえ封筒に供覧映画と朱記して会長宛

お送りください.

〆切 日 :一般演題，供覧映蘭とも昭和 43年1月31日(当日消印有効)

VI.学術展示 :附し込みの方は〆切日までに会長宛直接お問合せください

東京都板橋区小茂根 1-1-10 整肢療護圏内

第 5回日本リハ ビリテーシ ョン医学会 会長小 池 文 英

197 
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編集後記

* 今年も日本手の外科学会総会の記録を載せさせて

いた Yきました.京都市で伊藤会長のもとに行なわれた

ものです 合計 53題ありますが，ほとんどが症例を中

心としたものであることがこの学会の特徴ともいえまし

ょう.人類の特徴でもあり，また権利でもある手のこと

ですから動物実験も成立しがたいわけです.

下町 大学教室からの報告が多いのは当然ですが，大学

外のクリ ニ ックからも貴重な報告がなされるようになり

ました.

安 本学会も 10年になり その内容が深くなっただ

けでなく，広く普及したことがわかります. さて，解剖

生理を正確に識つてのうえで患部の病態を分析して手術

方針を建て，それから注意深い，また物理的1ut駄のない

手術手技をふるうという外科の根本的ノレーlレを，手の外

科は私たち一般整形外科医に教えてくれました.その怠

味からしても，本誌が日本手の外科学会の会員だけでな

く，広く一般整形外科医に読んでいた Yけるのはよろこ

ばしいことと思います. (T. K.生)

一一寄稿のさだめ一一

1) 綜説・論説・進歩・基礎との境域(400字詰， 10-25枚). 

第一線実地臨床家のための補習講座的のもの，整形外

科領域に関する調査または建設的意見，わかりやすい綜

合的紹介記事.

2) 原著 ・経験と考察・整形外科手技 ・海外見聞 ・臨

床講義 (400字詰， 5-10枚). 

3) 小臨床室 (400字詰，5-10枚). 

4) 学会だより (400字詰， 5-10枚).

5) 本日の検討，きかいと装具 (5-10枚). 

6) 整形トピックス (2枚半)，せいけい随筆(2-10枚).

診療余卓 (0.5-1枚).

7) そのほか整形外科およびその境域に関するいろい

ろの臨床テー7.

寄稿について 口語体・ひらがな横書で平易 ・明瞭に，

かならず新かなづかい，新医学用語を用い，欧文，数字

は特にはっきりお書きください. 外国語名は外国綴り

臨時 定 価 下t500. 00 干 24.00

予約購読料 (概算) 1年 4，200.00

11 (11) 半年 2，100.00

で，外国名はカタカナで，数量を示す文字は， m， Cll1， 

mm，μ， l， cc， kg， mg等を使用のこと.

なお著者名にはかならず常用されるローマ字綴りをお

書きそえねがL、ます.

そのほか図 1，図 2，一表 1，表 2，一一症例 1，症例

2，一 一 第 3指， 第 4指一一第 四 胸縫 (BW. XII)， 

第 5腰椎 (LW. V)などの用例におしたがいください.

写真は鮮明・美麗なるものをいただきたく，特に縮写

なさるには及びません (35mm型の場合は手札型程度に

引伸してください). ご希望によって彩色版も使用しま

すが，この場合は彩色版代と印刷代だけを著者に負担 し

ていただきます.

別冊は 20部を贈呈いたします.それ以上ご希望の場

合は 100部単位を実費で提供いたします. 30部以上

ご希望の場合はあらかじめ原稿に部数を朱記 してくださ

い.

購読お申込みは前金で一一為替または振替で南江堂あ

てご送金ください.ご転居の際は新旧のご住所と「整

形外料J の文字とをご記入のうえハガキでお知らせく

ださい(前金申込の方は送料本社負担).
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