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I. 第11回日本手の外科学会評議委員会

とき ・ 1968年 4 月 1~2 日 ところ ・広島市民公会堂

1 会長挨拶 関する問題(特に命名)子術成紙の判定規準，nomencla' 

2 鈴木次郎教授のご逝去をいたみ黙涛 tureの問題など 5点の議題がある.私は nomenclature

3. 天児授教より会計報告

会員のJK認を受ける.

4. 英文抄録の発送について(体下会長質問)

5. 回答 (九大小林)海外 150件に発送した.注

文，希望があればと Yける.

6. 議事にはいる

1) international federation 出席若の選定なら

びに昨年度会議の報告

津下会長 昨年度ローマでの会のようすについての発

言 1967年10月8日ローマにて聞かれる.成形外科学会

と併行したため handsurgeon は少なく， Barsky， 

Stack， Buck.Gramcko， Millesi， Michon， Zacharieそ

の他の出席あり，手の外科についての bibliographyを

年 4回発行する(1部14ドル)ー印刷屋から各自に直送す

るから料金は印刷屋に送るようにする.料金の送付先は

これでよいか ?

諸富 各自で料金を支払う.直接発送するが送り先は

Secretary. 氏名がはっきりしないのでのちほど連絡

する.

津下 Bibliography内容について不明の点は Adams

(表紙に住所記jl武あり)に問し、合せ願いたい.その他

nomenclatureの subcommittee に出席し岡山氏編集

の用語集に好評が集り盛んに discussionされた.次回

の in ternational federationは'68，5， 5~10に 1)[1かれる

Londonでの米英合同手の外科学会にて行なわれる 日

本からは田島氏をとの Stackからの invitation があ

った.

諸富 正式の lnv ltat lO n は 2~3 人にはきているよ

うす.私のほうは都合が恵、く辞退したい.

津下 田島先生を推選したい.

会員の承認を受ける.

回島 会に山席できるよう下統その他行ないたい.

1 nternational federationは械の連絡をとる会でもあ

る.正式には Int巴rnationalFederation of the Soci. 

ety for the Surgery of the Handとしづ .先天異常に

の subcommitteeの memberとなっている.

津下 その他 secretary general の改選の問題が出

たが Barskyの留任と決定した

Presidentをおく(任期 2年)などの議題もあったが

' Moberg病rl"のため決定されず.

SUbCollll1litteeの問題

伊藤 1)昨年治療成績判定基準の問題について spas-

tic handの分野の案作製を依煩された.田島氏にもっ

ていっていたゾきたいと思う .

2) 論文懸賞品~!l~について(アメリカ手の外科学会よ

り〕

天児 |臨床，実験，歴史などに関する英文論文 4通を

5月1日までにll¥してほしい.賞金は500ドノレ，雑誌「整

形外科J(南江笠)に広告は出してある.

津下 送り先は Dr.Milford 

諸富 Bibliography の料金の送り先を訂正，メリー

ラソド ・ジョンホフ キンス ホスピタノレの Curtis氏

あて送付のこと

3) 次期会長，開催地の議決

佐藤次期 日整会会長 東京がよいと思う .東大津山教

授を推選する.決議質成多数可決.

津山次期会長 みなさまの推選により会長を引受けさ

せていなゾくことを光栄に思う.皆さまのご支援をお願

L、する.

4) 会期の問題 11盤会総会と会期を同じくすること

の是非について(会長〕

児玉 1週間以上病院なり大学なりを留守にすること

が問題となると思われる(アンケート回答より)• 

佐藤 同慌のアンケ ートの回答があったむね報告(時

期についてのこれまでのいきさつの説明あり)，

柏木 神戸市での本会の会期は他に学会のない夏また

は秋ということで秋を選んだ， ¥，、まの学会を1日にもどし

ても他の学会との関係、ということでは同じではないか.

津下 いまの紋でいってはいか Yか ?

山田 東京などでは会見ijが長くなっても良L、と思う.
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地方では大学も休暇rjlだという点、で 3~ 4 月 が良いと思

う.

国島 学会の運営について 手の外(i~Jl与の等級決定 ，

補償の問題など委il会を設けて検討しては，

5) 新評議員紹介諸f，!!i，波辺，山内，星，本川の 5

氏推選.賛成多数示認さる

6) 名役会日のI:u;m
天児 現在 Dr.Boyesのみが名誉会員となっている.

片山，岩原先生など'.rC会に功献のあった円本人の'下着も

入れたい.

名主主会員の資格の決定を要するが今期および次郎!会長

において案を作っていたぜきたい.

野崎 健保診療• l-Iand surgeryに関係ある治療につ

いて適正な健保診療項目を作ってレぎたい.適正な突が

あれば佐藤教授なり私なりにおJ.l1らせ願L、たいと思うー

日本干の外科学会会計報告

(11¥142， 3， 14 日 ~nY143 ， 2， 29 n ) 

収入

前年度より繰入 501， 581円

会:&11)(入 241，500 

手IJ 子(428，11)
43， 1， 9 

9，540 

計ー 752，62IFJ 

支出

学会ti.(作下教綬へ) 200，000円

英文抄録(1967)印刷代 155， 700 

同 送 米| 46，605 

事務ti. 7，900 

通イ.itt;: 1，410 

人 fl二次 26，000 

言|ι 437，615円

差引残高 315，006円

個人会日 919名，団体会員 3名，自然退会 6名
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11. 一般演題

1. 先天性奇形手におけ る骨成熟度の評価について

難波雄哉

手骨絡による骨年令評価は，全身的な成熟度の 1つの

指標として，一般に広く用いられているが，手に先天性

奇形がある場合，その'百'成熟度は正常な手に比べてどの

ような態度をとるかを比絞研究した.

調査は主として経時時に手骨格の'百成熟度評価が可能

であった 115例の奇形手を，手の各種奇形別に分類し，

その骨成熟度を Greulichぬ Pyleの Atlasを標準と

して比較評価した.片側性のもので、はその左右差につい

て，また奇形部分のみに成熟度の遅延あるいは促進を示

すものがあるかどうか等についても研究した.なお本邦

人生後3ヵ月より 17才までの正常児 414fy1Jの下骨格X線

像を対照として，評価の参考とした.

対照例は男子202例，女子212例で，両対数方眼紙を利

用したグラフにより Greulich& Pyleの Atlas と比

較評価したが，全体にや込遅れる傾向がみられた いわ

ゆる正常手骨格変異につL、ては，第 2中手廿偽骨端核お

よひソj、指中節骨短縮にっし、てその頻度を調査し，いずれ

も男女聞に差を認めた.

奇形例

多合指症等をl徐いた純粋な先天性合指症は 9例で，1 

例に遅延がみられ，イ自は正常範囲内であった.左右差は

なく ，奇形部分に関しても著明な差がみられたものはな

かった.

多指症および多合指症は30例で，骨年令遅延3例，促

進例はなく ，グラフでの対照例と比較しても，有志の差

はなかった.片側性のもので左右比較できたものは11例

で，全例に左右差は認められなかった 奇形部分に関し

ては，ほとんどのものが生後まもな〈手術を受けてお

り，また術前のものは歴年令があまりに低いものが多い

ため，奇形部分の評価は行なえなかったものが多い.術

後のほ指に発Ti抑制がみられたものが 4例あったが，こ

れらの成熟度に関しては，小さいながら も他の部分と 同

じように成熟しているといえる

広義の欠指症は35例で，10例に遅延が認められたが，

2才未満のものでは17例中 8例が遅延で， 2才以上のも

のでは18例中 2例だけが遅延と判定されており ，ほとん

本 T. Nanba， T. Tsuneoka 長崎大学整形外科ー

常阿武久*

どの遅延例が2才未満であった.さらに 1才未満のもの

では15例中7例が遅延で，乳児期の遅延例が特に多い.

たVし乳児期の欠指症では，その疾患の性質上骨年令判

定は主に手根骨が中心となっており ，対J¥!J例においても

手根骨の出現は Greulich& Pyleの Atlasに比べて

遅れるものが多いことを考えると，乳児期の欠指症では

骨成熟が遅れていると断定することはできない.しかし

片側性のうち左右の比較が可能であったものl4i日j中5例

に成熟度の差がみられたことからみて，欠指症の一部に

は明らかに患側の成熟が遅れる場合もあるということは

できる.

短指症および短合折症は 7例で，骨年令促進が1例，

他は正常筋四だった.片側性のもので左右比較できたも

のは 2例だが，し、ずれも奇形部分以外の成熟度に差はな

かった.奇形部分に関しては，一般に短縮変化が著明な

ものほど，早期の骨端核出現と骨端線閉鎖が起こると考

えられる.すなわちその部分のみが早期に成熟過程を終

ってしまうといえよう .このことは臨床的にも，年長児

になるに従って外見上の短縮が著明となるものが多いと

いうことの 1つの理由を示すものである.

先天性弾機折は16例で，骨年令には特に異常は見られ

ず，また左右差もない.部分的にも差のあるものはなか

った.

巨指症で骨年令評価ができたものは 2i日lだけである

が，1例に奇形部分の局所的な成熟度の促進を認めた.

その他の奇形17例につL、て骨年令評価を行なったが，

骨成熟度に関連した特別の所見はなかった 以上のこと

より奇形手一般につL、てみると ，左右別および奇形部分

の成熟度に関しては，奇形の種煩により異なるが，多く

の奇形では左右差はなく ，また部分的にも著明な遅延ま

たは促進がみられるものは少ない.一般に奇形手はそれ

なりに成熟しており，ほとんどの場合，その'H:年令を全

身的な成熟度を示すものとして取り被ってよいと考え

る.しかし欠指症，巨指症および知指症の一部には成熟

度の遅れや部分的促進，また早期の1'i"端線閉鎖を示すも

のがあった

追加 杉浦(名大鐙形外科〕
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準発育X高度像と比較すべきと考える.各種の手部奇形に

認められる中手骨偽骨端核，骨端核の形態について症例

を図示した.

科生ト耳5整

骨成熟度の評価の基準として Greulich & Pyle の

Atlasを用いておられるが，日本人の骨成熟過程との聞

にかなりの差が認められるので，でき得れば日本人の標

巻 19・号 131046 

(第 5報)ド奇形イド マサ2. 

特に骨格の逐年的変化について一一守

山根宏夫加藤哲也

柴垣栄三郎*

矢部裕

村上宝久

その形態学的分析，

池 田亀夫

泉田重夫

また長管状7骨骨守干9のt討i

現しないなど明らカか、に遅延し'手根骨の骨化点も出現が

遅い.

各指節の関節は著明な可動¥IlIJ限を示して，平均約 7割

に拘縮があり ， 3指以上をもつものは機側の指ほ ど障害

が高度である.各指の仲良は不能で，子関節の背屈不能

と考え合せ ilij腕以下における榛骨神経支配域の伸筋群

に欠損または形成不全が考えられる.

検骨欠損症の動脈造影では一般に機'Fî' 1lVJ~は欠損また

その

11 
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は高度の形成不全を示すが，サリドマイド例では筏側に

血管がより乏しい傾向がみられる.

このように骨および軟部組織の徹底した焼側列の障害

が本症の特徴であるといえる.

本症では retrospective な調査および動物実験から，

肢芽原基形成のごく初JlJJを，ある粧の ピタミン拾抗によ

り障害し， ¥，、わゆる StrahlDefekt の様式をもって，

四肢異常が発生する その 際協側列に最も障害感受性

1) 長管状骨が比絞的対称性に障淫される 2) 桜

側列の欠損が著明である，3) 奇形発現様式は発育抑制

的であるが，いわゆる特発性切断はない，4) 1l癒合が

多発する， 5) 上肢は下肢より 日頻度かつ高度におかさ

オ1る， などである.

K. Ikeda (教綬)， Y. Yabe， T. Kato， H. Yamane : 
慶応大学整形外科;S. Izumida， T. Murakami， E. 
Shibagaki 国立小児病院整形外科(東京都世田谷区太

子堂).

特定の原因による特定の異常を観然する ことは，奇形

発生学的にも治療固においても意義が深い.我々は昭38

年以来，サリドマイド奇形の四肢異常について機能外科

的立場から，観察と治療を継続し，この学会においても

逐次報告してきた.最年長児が 6才をすぎた現在，逐年

的変化を調査し得た18例36側について，主に骨格の発達

の変化を調査し，その特徴を報告する.

図 1はX線所見による上肢骨格の模式図を示し，

特徴は，

j 
I~ 
m~~ 

i 
u 
!曲11
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.伊

11圧縮明

1 2中相欠fIi"，・l{:…! 
ホコ〆リャ旦~ j 3上腕廿尺'l'f~i!合引

1 4 痕跡 '~I~

15全欠JH守l

a サリド7 イド上肢苦手形

写

0.3 

1.5 

a. 

4 
σ 
ぐ9

伊、

圧縮型

建 1..1也il-'I:'l(j

↓ 
f ・ r~'i'l 也、{I'"

↓ 
f.IJ!"i'I.'ti'i 

:"i ;-q1lL< ¥:Ja 

↓ 
I~ 舟 rl.t~ {I'" 

↓ 
r lH '¥'J-'，L~ (I' 

がit当く，FfF古高度の場合には Haupt Strahl の 1~~I~';lfが

童話iしてくるものと惟定する

サリドマイド上Jl支奇形を我々は|什以下型と phocome.

lia型に分けてきたが，後者は主として上腕骨の逐年的

変化によって5砲に分知される (閃 2). 

圧縮型は最も多い砲で，上腕骨は小さ く痕跡的である

が.成長につれてhj印什の凸面をなすWlj(rj禽との間およ

c手
0モ=

d. ;1ft跡形

~. --Jritじ

e 1'， lmf't'J-J~ i'H~iイ?型

"l'JiII'¥'1縦欠IH
↓ 

1味付?l{制

↓ 
K.J.A、村I欠IH

叫 11巾 l'l';í~ 欠 i ioi.

↓ 
1.ili!JJ 尺首位台

マ℃ミ:Jo.

~c:.司b

f 令欠tHI~I~ 

|腕1't欠!ii
↓ 

ri1jtJili'f欠ill

↓ 
NJHJ欠iil

図 2.

図 3

0.2 

b. 上腕骨尺癒合形

び尺骨)1-1頭部とのIUJに明らかな関節を]彩造ってくるもの

で，いわば長軸方向に圧縮されたごとき飢を呈し，大結

節の骨端核の力向に向って骨の成長がみられる.その前

腕骨は舟形の特イTな形態を示す筏尺)~l'癒合があり ， その

長径成長は他の型の)~'rhこ比し劣り， 形態はあまり変化

しない.

rl'枢欠損型は上腕骨の'-r'枢側がちぎれたような形状を
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呈するもので，末梢側の形成は最も良好で，年とともに

正常に近い形態を示してくる.前腕骨は桜尺什癒合であ

ることが多い(区J3 a). 

上腕骨j尺ミ'il

間に 17本|ドiの科林ド状の骨が見られるが，年令とともに形成不

全の上腕骨部分の屈曲を現わしてくる.この型の尺骨は

ほ Y正~~~."，こ近い長さがあり ， 長径成長も最も著明にみら

れる(区13b) 

痕跡型の上腕骨は成長とともにあまり形態の変化を示

さず，剖検例で確認されたように骨膜性骨新生のみによ

る増大を示す.肩甲骨の関節屠なく ，また尺骨との聞の

関節も明瞭でない.その尺'自は末梢がちぎれたように欠

損してし、るのが特徴で，長径成長は活発でない.

最後に全欠銅型ではX線上，上腕骨とともに両前ー腕'斤

タト 科 1968年 11月

も欠J員し，その出現はレまだ見られないー

一方内反手型では上)腕什は十分に長く，長径成長も正

常に近い.肩関節およびJH関節の形成は良好で，その形

成は不良なものも/.YM!rJ造影において関節目安は保たれ，関

節適合面は比較的良好である.

以上に見られるごとく ，幼小児JtJIに痕跡的と思われる

ほど形成不全を示す1iも，一般に成長とともに次第にそ

の形態を盤え，周囲の環境に)1反応するように発育してく

るものであり，それゆえ四肢の先天只常に対する治療に

当つては，正しし、方向へ発育を促進するよう軟部組織に

対して佼裂の少ない手術的操作を行ーなうことは許せると

しても ，いまだ骨格形態もさだかでなし、幼小児j切に庁

に対する手術的保襲を加えることは十分に慎重であらね

ばならない.

3. 大阪大学整形外科におけ る手の奇形患者の統計的観察

江 川常 一 土井照夫

手の先天奇形に関しての統計的観察は，現在までに多

数報告されている.著者らは，1958年から1967年までの
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本 T. Egawa， T. Doi， T. Okayama :大阪大学整形外
科 H.Minamide :大阪船員保険病院整形外科〔大阪

市港区三条通).

岡山 孝 南出英之本

10年間に，大阪大学盤形外科を受診した下の先天奇形患

者346名について，その統計的観察を試み，奇形の種類l，

男女別，左右~Jj度， 生れ年別による奇形発生数の推移，

部位ならびにその他の奇形との合併などについてしらべ

fょ.

分類方法

手の奇形の分主tfは，諸家によっていろいろと試みられ

ている.若-r.らも次のごとく分史([を行なったが，手の奇

形には，同一指に 2種類以上の奇形を合併する場合があ

り，また反対側の手に異なった奇形を合併することが少

なくない.そのため，分煩に困難を感ずることが多い

著者らはそのような場合には原則として次の方法に基づ

L、1.:..

1)指の数による分知を優先する， 2)次に析の長短

による分類を行なう， 3)最後に形態による分類を行な

う.

たとえば裂下の場合，令折症を伴うことが多L、が，こ

の場合，裂予として分知し，合指症は裂下の合併症とし

て記載した

種類別および男女別頻度

上記の分類方法によって，手の奇形を分知し，図 1に

示した.多桁症は 106例で圧倒的に多 く，奇形総数の約
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a， 生れ年による手の奇形発生頻度

30%を占める.次いで屈dIJ拘縮，合指症，短合指症のJI闘

となっている.

男女比に関して，全体として，男子207人，女子139人

となり. 3 2の割合で男子に多く，各疾患ごとでもほ

とんどのものにおいて図に示すごとく，男子に多く見ら

れる.短合指症，裂手，内反手などでは，男子は女子の

2倍以上となっている.

生れ年による手の奇形発生数

1958年から1967年まで. 10年間に生れた年度別に手の

奇形発生数をしらべた.図 2に示すごとく，年度別奇形

数に，かなりの変動があるが，多指症，合指症の発生数

は，年度別発生総数にほピ比例して変動してL、るので，

ほ正一定の発生率があると考えられる.内反手，ブラプ

ラ母指は1962年に発生のピークがみられる.短合指症お

よび媛指症については. 1963年ごろから増加の傾向があ

るが，例数が少なし、ので，今後もなお観察を続けてゆき

Tこし¥

種類別頻度

図 3に示すように，各種類別によってかなり特徴を有

する 多指症は，諸家が報告しているように片側性に発

生し， や 〉右側に多い.合指症，短指症，裂手，内反手

は両側性に見られることが多く，これに反し短合指症，

短指症は，片側性に見られることが多い.

部位および合併症

多指症 小指に出現したもの2例 3手，示指に出たも

20 

10 

'59 '60 '61 '62 '63 '6~ '6，i '66 '6i 

b. 生れ年による奇形発生頻度.
図 2，

の1例 1手をのぞき，その他はすべて母指に発生してい

る.合併症として，母指の斜指変形および 3指節母指が

多く見られ，合せて30例. 28%に認められる.その他，

合指症4例，母指発育不全2例，内反手 1例，足合指症

2例，足多指症2例，先天性心疾患1例，兎屠 1例，筋
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d陀斜頚 1例を，合併症として認めた.

合指症 合桁の部{立は，中断と薬指があり介してレるの

が多<.70%にも認められた.次いで，刀、折.'I'H'i. ~淀

-11:1の3析に結合が見られるものが14%. '1'指，薬指，小

J行の 3折の結合が 7%にJ君、められた 合併症として，足

部の奇形を合併することが多く ，合指症，多指 j，E介せ

て.711]23%に足の奇形を認めた.

短合指症 部位は，ポ指から小指の -1j行にわたって見

られることが多く .18下62%に認められた.次いで，全

J日(示J行方、ら小指まで).その次に中 ・薬 ・小指 3Jt:の癒

介のII~~ となっている . 合併する奇形として ， 大胸筋欠損

またはj:{;J縮会 3例にd:2.めた.

短指症 発生市rSf立は ， 小指13例~2%で. I設も多く見ら

れ，次いで，仁H行，薬指の/1闘となっている.小指に多く

認められるものは対称性によLられた.合併する奇形とし

て，斜指およびIn]1111 1句紛が多く>，J，られ，fTせて11例に見

られた.短指症は，外)J芝生受診したものは21例 である

が，諸家が報告しているように，もっと多く 存在すると

考えている.

媛指症 発生部位は. 5み;のJ行全部のものが肢 も多

く.15例中 8例を占める 次いで. '1_'析とよ徒指の2本に

認められるもの 2例でこ れに次ぐ.合併する奇形とし

て，下の奇形のほかに，大胸筋欠慣を 1例に認めた.短

令指症との類似性を思わせるものである

欠指症 この'1'に，内反手および裂下に合併する欠損

を合めていない.欠損は 2本の指を欠 くものが多く .20 

手'1'8下をιiめる.合併する奇形として，絞宛輸，令指

症，足J行欠航などが多く認められる.

裂 手 ~下は[;本J行のものが. 13例20手中.13下を

山め最も多く，次いで3本;指.2ノド指の順となってし、る.

合併せる奇形と してはイ刊行症が多 く.4例に認めた. し

かしその他の奇形~合併するものは少ない .

内反手，ブラブラ母指，母指発育不全 これらは同系

統のものと巧えられる 合併する下の奇形は多いが，こ

オUこ関しては，~Î行家が多く報告しているので， 詳細は省

略する

屈曲拘縮 これは<15例にも認められた.この巾には，

先天性にぎり母指も含まれるが，その他のものは，発育

ji草害によるものとも考えられるーこれにつレては.1965 

年，手の外科学会におし、て狂れらが発友したので，洋

細は省略する

遺伝について

~計らは， 遺伝についても，調査を行なったが， これ

については，次の機会にゆずる.

質 問:杉浦(1'，大整形外科)短小下に含まれる症例

巾に大胸筋欠似合併例があげられているが，このような

例は synbrachydaktylypol の高度型とは考えられな

し、ヵ、

答-岡山 (1¥反大悦形外科)次々が綾指症 (microdac-

tyly) と分知したのはX線像で指節'i'j-を欠除するか，ま

たは痕跡的な ものをこれに入れた • Mli7rA中に述べたよう

に結合している指のを立や大胸筋欠fJlがし、ずれにも合併し

ていることなどから組合指症 (syn brachy dactyly) と

共通の特徴がある.

追 加 :長尾(悠也医大整形外科)状々の教室では教

室創設以来40年間に 457例の下足の奇形を見てレる.中

にいかなる分実質に属せしめるべきか判定に苫しむ例も少

なくなく ，次々は Wittの見解を参考に periphereHy-

poplasieなる項目を設けた.項目の細分化は必ずしも有

志設とは思われず，大きな羽rJのもと に分知するほうが

臨床的であるように思う .

答・ !日l山 J持続'1-'で述べたように. 1)指や指節の

数. 2)桁や指tl自の長さ.3)手，指の形態、に優先の順

を採JIJし，できるだけ細かく分けた.そのうえで各項n
ごとに飢似性や相迎について検討したほうがよいと考え

ている.

発 言:杉illi(1'，).:整形外科)できるだけ大きな分

類にとピめるべさ?とのご見解であるが，たとえばお示し

の periph巴reHypoplasi巴の分知中には明らかに発生機

転の)'j1なる各位の奇形が包合されるように思うので，病

像の;;1'細な検，I'tによ って細分以できるのはそのように分

類すべきとJfえる.

難波(長崎大笠形外科)下の奇型の分mについて，議

論が続L、てし、るが，これについてははっきりした分知は

国際的にも決定されていないので，この問題については

いくら論議しでも現段階では結論がU:ないのではないか

と思う.



1051 

4. 中 手 指 関 節 背 側脱臼の 3例

上山杢自 内田 利 高 大月在住二*

中手術関節(以下M.P.関節と略す)の1'T側脱臼は綿

とされ，その独特な脱臼の非観血的整復は不成功に終わ

ることが多L、.すでに Farabeufは母指 M.P.関節脱

臼の機構と解l刊を明らかにしていたが，1957年 Kaplan

は示指M.P.関口;Jのそれを詳述して観血的治療法の基礎

を築いた.中でも注目される示指M.P 関節の1'T側脱臼

について，外岡ではPalaillon(1884)に始まり最近ま

でにLJ8例，*邦においては16i日lの報刊を見る.

我々は最近の 2年間に統L、て 3例の本脱rl例を経験し

たので報告し，諸家の治療法と比較検討してみたし¥

症例 1. 1. S.， 14才，女中学生(新鮮例)• 

現病歴 :1966， ll， 16日教室において友人に押され転

倒して受傷，当日盤骨師に左M.P関節のJIllrIとされ非

観血的主主復術を試みられたが成功せず当科を受診した.

日所所見 :左示指は典型的なM.P 関節-ITfIllIJ悦円を示

した.すなわち関節は過伸展をとり， D. 1. P.および?

I. P.関節は軽度周1111位にあり ，M.P 関節常側に球状

の隆起をふれた.しかし示指の中指への overlap はa:2，

めなかった.X線(象上にも本脱Flを認め，そのうえ中手

骨fl'iiM'T仰jに什折を認めた.

手術所見:当日全麻のもとに非観的主主復術を施行した

が不成功に終ったので，観血的手術に移った.中手ff骨

頭?'T側に什折が認められたため校側縦切I}Hを施し，や〉

背側において expansionhoodを縦切後関節内をみる.

中継側に転位したrl'手骨1lM協側の什片があり ，関節軟

骨を伴う .基節骨MiffillIIi方に線維11吹'jj.板の介入を認め，

この間に挺挙を試みたが盤復不能，そこで線維i[次什板に

小縦切を加えて'苧側へf!JIしこみ登復位をif}.たが，什折を

伴うためか伸展により容易に再脱臼する ゆえに什片の

固定をかねてK鋼線を基節骨基部のmJllJol¥云位をIVJく内べく

刺入したが，10日後再脱臼に気づき再手術を施行した

(図 1)まず前回間切開にてK鋼線とfl')1ーを|徐き，学側

横切1)日にて典型的な井桁構造に捕捉された'1コ手tl'骨立買を

認めたので Kaplan の方式に従し、政籾，Hf，泌総籾併お

よび級車，jt軟骨板の3者をそれぞれ縦切し主主復したが易脱

臼性なのでK銅線で固定した

・ K. Ueyama， T. Uchida， K. Otsuki 鳥取赤十字病院
整形外科(鳥取市尚徳町)

経 過 :術後は D.1.P および P.I. P 関節の軽度屈

曲位高Ij子固定.約3週後K鋼線抜去して後療法に移る.

約1年後M.P . 関係1可動域 0~750 で日常生活に支障を

みなかった.

症例 2. I.T.， 8才， JJJ 小学生(新鮮例)• 

現病歴:1967， 5， 15日教室で掃除司 1友だちが左手上

に尻色Jrをつき受傷.盤fj'師に指脱臼とされJI'観血投復術

を受けたが盤復できず，紹介されて受診した.

局所所見 :左示指は典型的なM.P.関節1'T1J1IIJ日i臼の症

状を示しており，示指はや〉尺側に偏位しているが，"'" 

指への overl ap は認めなかった . X線像上でも~í1íJiÎ'

基部の背側転位が明らかに認められた.

図1.

手術所見全麻下に非観血的整復術を試みたが失敗，

直ちに観血的手術を施行ーした.M.P.C.に治うがJ1 cm 

の横切にてはレると皮下に浅く中手什什顕の膨隆を見

た.この尺側に屈筋腿を求め，1l頭とのnnに切出lした小

エレパトリウムを関節褒を立レて伸入し，さらに末梢1J111

に滑らせつ〉線維軟骨板の介在していると思われる i~1位

へす弘め骨頭を支点に挺挙しながらM.p.I)!;Ii1ijに屈l加を

加えると井桁状階造物を解離することなく案外容易に笠

復できた.

経過:術後は機能的肢位に 2週間の副子固定を施し

てのち，口動運動に移行した.術後 7 ヵ月には 1O~70。

の可動性を獲得しており ，日常生活に支障なかった.

症例 3. H.N" 8才，男.小学生(新鮮例)• 

現病歴 1957， 6， 3日朝パレーボーノレで遊技中右母
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J旨を1[tjき受(JJj，屈曲困難を訴えて来院する.

日所所見:キ;母十円はM.P関節において約600 過イrllJiA

位をとり ， 1. P関節は軽度屈曲位を呈し， M. P 関節

ザ:iJll]の皮I向。は緊張し硬く中手骨骨頭をふれる.X線像に
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合ト 科 1668年 11月

て 1~側!日i円を確認した.

Tí~i所見 :即 1-1 数同の徒手主主復を試みたが不能に終

り，I，;J 11手術的操作を症例2の経験を生かし て施行 し

た.すなわち掌側小横切開にて長母指屈紡にエレパトリ

ウムをかけ，特くもちあげるように挺挙し簡単に成功し

た

経 過 :固定2週間.術後6ヵ月 M.P関節可動域は

300 で不自由を感じていなかった.

J文々は以上の3例を経験したので，これらを小心に諸

家の文献例と比較検討を加え，し、さ〉か本症につを，汚察

した.

考察

M. P.関節背側脱Fl，なかんず く示折における解剖lに

関してはすでに Kaplan，本郊においては盟島，fr'/川に

よって洋細にみずからの症例とともに報併されているの

で割愛する.これらに加えて我々が調査し得た Milch，

Murphy， Hunt， Baldwin，長田，中村， f.公岡，加藤，

草原田の内外の文献より41例を:uミめ統計的に観察してみる

(ポ 1， 2). 

発生頻度は予均してそれぞれの機関において10年間に

数例を数えるのみであり ，我々も本院13年間に最近3例
を経験した戸けである.

左右別では右手に多く 2倍， 男子に約 3倍，しかもほ

とん ど未成年に発生している.受傷機転は球技lドの受傷
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がかなり多いようである.

次に受傷後 1 週間内にîfJ\~血的治療されたものを新鮮例

と見ると，大半は新鮮例であり ，[凍臼例ほど当然整復図

~q~な場合が多L 、ょうである .

手術法については，いずれの著者も Kaplanの volar

approach による triplereleaseを踏んでいるが， Mu-

rphy (1967)は7例の陳旧例の手術経験から， [凍旧例

では collateralligの短縮による整復障害がほとんどに

見られるため， 1~尺側縦切開を施行して collateral lig 

の切除を行なレ好成総をあげている.

一方松岡らは， f号指および示指の 4新鮮例にエレバト

リウムによる挺挙法を行なL、良好な結果を得ており ，我

も々 2例にほ Y同線な力低を試み良L、結果を得た 本症

では線維軟骨板が屈筋腿の polley と密に結合してお

り，屈筋鍵部を挺挙することによって|茨頓している線維

軟骨板を解除することができるものと思われる. Hunt 

(1967)も4例に本法を行ない成功しているが，2仰jに

図葉症を感じたためかt;，まり賛成していない. Baldwin 

(1967)も1例に実施して容易に整復できたと述べてい

る

Baldwin は 1例に背側切開にて approach したた

め，我々と同隊再脱臼をみており ，やはり M.P.関節子T
側脱臼の approach は掌側切関が原則となろう.我々

の症例 1も当初より 1次的に掌側から井桁状構造物をよ

く観察したうえで整復するとともに骨片を摘出，K銅線

固定すべきでなかったかと反省している，

二予後については，適確な整復が行なわれれば一般に良

好で， Huntが初めて述べている開放性脱臼 3例も比較

的良好な経過をたどっている

結語

中手指関節背側脱臼の 3{1JJを報告した. うち示指の1

例は中手骨骨頭の骨折を伴い，整復困難であった.他の

母指，示指各 1例は挺挙法にて容易に整復でき，新鮮例

においてはかなり有用な方法と思われる.合せて内外の

文献的考察を行なった.

追加 山口(横浜市大整形外科)

我々は昭 38，3月より KiZ41， 9月までに示指M.P関

節背側!日t日の6例を経験したので追加する.

症例1. 13才，男ー防?段で転倒して受傷，受傷 5日後

観血的坐復を行なった 線維i歓骨板は切離しないで，エ

レパを関節内へ挿入してテコにより整復した.

症例 2.11才，男，野球r[o転倒して受傷

症例 3.11才，男，ボーノレ遊び中，[去倒して受傷

症例 4.16才，男，liiI!I葉市中，屯主1:に衝突，9-'手骨

骨頭の骨折を伴ってし、た.

症例 5.18才，男パレーボーノレ中受傷，学側に創があ

ったので背側よりはいってし、る.

症例 6.9才，男，馬とび中転倒して受傷，ほねつぎ

にか〉っていたが52日日に来院した.この症例では屈筋

鍵の癒着があった.

追 加:小林(横浜日赤病院整形外科〕

私たちは昨年，左示指M.P 関節背側脱臼徒手整復例

1例を経験している.19才， 男子で階段から転洛し受

傷 受傷後15分で当科において徒手整復.本例は Kap-

lanの compl巴tesimple dislocation に分類されるも

のと考えられるが，j乎!医発生以前に適切な整復操作が行

なわれけま，徒手主主復例がふえるものと思われる

安部(段大盤形外科)

私は 1昨年の本学会において示指M.P.関節背側脱臼

の2例を追加した.今回は特にf寺折を伴った示指M.P 

関節背側脱臼の 1例L 環指の背屈を強制された第4中

手骨小ïíM~側部の骨折を伴う例とを追加し collatera1 

ligament の付才市sを含む小野iの裂隣骨折であるため，

正しい整復，固定が必要なように思われる.なお環指例

に対するその発生機序に関し， deep transverse meta-

carpal ligam巴ntの関与を考えている
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5. 非観血的整復のできなかった示指 P.I.P.関節掌側脱臼の 1例

豊島泰 山野焼樹 笹岡正雄 東晴彦*

手の指関節の脱臼は日常よく経験するものであるが，

今回我々は右示指 P.1. P.関節の稀イIな'乎;側!日t日で徒

手整復できなかった症例を経験したので報告する

症例 20才， 男子. 工作 (，*S~ の!古 n.

昭42，4， 24日，手袋をはめてTE気ドリノレを伎JFl'1"， 

誤って右示指Hr尖I¥ilのT-袋が巻きこまれた.右示指は回

外，屈山を強制されて受傷した

図 1.

初診時所見は右示指は'1笠度!匝加えしや〉短縮， P 1. P. 

関節は屈l泊位で協側に仙H立し， D. 1. P. WliiiJは怪皮脂i出

イ立をとってL、た X線i象(凶 1)ではホ示折の P.1. P. 

関節の学側脱臼 と示指_Ac:JjiJil底部骨折を認めた.直ちに

metacarpal block下に徒下]往復を試みたが成功しなか

った

翌々 11，KlIhlenkampf 伝達麻酔下に観血的整復術を

施行した.示指i'y側で P1. P.関節を中心に波状切開を

加えると，皮 F に凶 ちに関白ií'i ~j大'斤に被われた基節'行頭が

現われ，その尺側には'-1'節骨ー付着部から剥離された側副

靭引が突さi- ll~ており，さらにくわしく診ると桟側の late

ral band と centralslip との聞が縦に裂けており ，

この裂け 11から.ll5iiiH'J'si只が脱出したもので，central 

slipはrj'i1l1'丹の停止部から剥離されることな く基節1i-

頭の尺側から下出をまわり強く緊張し，~lj]fj内に介入し

Y. Toyoshima， Y. Yamano， M. Sasaoka， 
H. Azuma 大阪市立大学整形外科

図 2

図 3.

て整復障害となっていた.そこで主主復は基節'汁liJ(を尺倣

から巻L、て関節に介入している centralslip の下にく

く、らせて宏引すると容易に成功した.剥離されている尺

側側副靭帯を付示品1にもどし pullout法で固定し，様

側の lateralband と central sl ip 聞の断裂している

dorsal aponeurosisを縫合した P. I. P.関節は安定で

関節運動も良好なことを確め創を閉鎖し， P.1.P.， D.I 

P.関節と も程度届出l位でシーネ固定を施した. 術後 25

日で pllllout wireを抜去し，後療法を行なった術後

11ヵ月の現在， P. 1. P 関節部はわずかに肥厚してレる

が疹fliもなく ，運動は P.1. p，関節 170~800 ， D.l. P 

関節170~1200 で側方動揺もなく日常勤作に支仰は な

し、.
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考察

手の指関節の!悦1は円常よくt11遇するものでt.，る.

P.l. P.関節では過仲良を強制されて起こる背側脱臼と

軽度屈山位で強L、外))を受けて起こる脱臼骨折が多いよ

うである.1~側脱臼では末梢側を:牽引するだけで， 普通

容易に整復できるが，ときには徒手整復の困難な例があ

り.Bunnellはこれは Kaplanのいう M.P.関節の徒

手整復困難な伊!と同隊の機序で起こっているためで，観

血的主主復が必要であると述べている 一方掌側脱臼につ

いての報告は少なく .J oh nson (1966)は P.l.P.掌側

l悦臼で徒手整復の困難な 1例を報告しており ，この例で

は牽引すると変形は治るが直ぐ再脱臼すると述べてい

る • '%f:側脱臼では指関節のf災対tな仲良機構のゆえにボタ

ン穴構造および介入物もいろL、ろ考えられる Johnson 

例と攻々の例と比絞してみると，外力の作用は Johnson

例では P.l.P.関節45
0
屈l出.30。榛側偏位が強制されて

起こっている Ali:々 の例では P.l.P.関節の怪度屈曲位

で強く国外，椀側偏位がJ)日わっている.したがっていず

れにも尺側側面1捌併の損傷は起こっているが. Johnson 

例では籾帯は断裂しているが次々の例では中節骨底部

付新部から景IJ離されている. 法1iil骨頭は JohnsonOlJ 

では centra1slip と尺側の lateralband 聞で背側へ

脱転しているが，我々の例では院側の lateralbandと

central slip 聞から山ている.またし、ずれ も関節内

には介入物があるが.Johnson例ではこれが尺側の 1a.

teral bandであり .-1.え々の例では centralslipであっ

Tこ.

P.l. P.関節は蝶番関節で両側の側副籾帯により側方

動揺は特に屈曲位では強〈制限されている.この紙l帯の

断裂は末梢側の異常可動性を容易にし，anchor の断裂

さらに P.l.P.関節屈曲位では lateralbandは掌側へ

移動しているために central slip との問の dorsal 

aponeurosis が縦に裂け，これに囲外力が加わって

centra1 slipは尺側に移動し，この断裂部から基節骨頭

が背側へ脱転し，屈曲回外により centralslip が巻き

こまれたものと考えられる.徒手主主復の困難な点につい

ては.central slipの関節内への介入が第 1に考えら

れ，総側の lateralbandと centralslip から形成さ

れたボタン穴構造による絞犯はその断裂の大きさ，走向

や'目.~兵の形から考えて . M. P.I羽iliiの掌側!悦臼にみられ

るほど大きし、因子とは思われない.IJJ実我々の例でも介

入していた centralslip の原位置への整復も容易とな

った.

Seligは一度徒手盤復に失敗した例は観血的に整復し

て良好な成制を得るべきであると述べているが，我々も

このような症例にはいたずらに徒手鐙復を繰り返すこと

なく ，早期に観血的盤復を施行すべきであると考える.

むすび

示指の P.I. P.関節掌側脱臼で徒手整復が不能で早期

に観血的経復を行ない，良好な結果を得た 1例を報告し

た.

6. 非 観1[11的整復不能な指関節脱臼の 4治験例

能登省三 渡辺好博 石田 寛 友*

桁関節脱臼は一般に指会末村'j}j向に筆引するだけで!&:

易に整復できる.しかし手術的笠復が絶対的に必要な型

がし、くつかある.;f.ょたちはこの型に属する，1) 示指

M. P.関節背側脱臼の 2例.2) 母指M.P.関節背側脱

臼の 1例，および 3) 示指 P.1.P関節掌側脱臼の1

例を経験したので，これらの盤復妨ぢ因子について考察

を加えて報告する.

1) 示指 M.P.関節背侭l脱臼

• S. Noto・三条総合病院整形外科(三条市大字ーの木戸
町); Y. Watanabe， 11. 1shida :新潟大学整形外科

症例1. 11才，男. ドツヂボーノレを受けそこねて右示

指の過伸展を強制され. M. P.関節背側脱臼を起こし

た 徒手盤復を試みたが成功せず 2日後手術を施行し

た.掌側横切開ではし、ると，緊張した神経血管束，屈筋

腿，虫禄筋が現われ，これらが掌側にI伝位した中手骨骨

頭により. ~主側に圧迫されていることが確認された.中

手骨頭部1TfJ!lJには.cartilage plateとdeeptrunsverse 

metacarpal ligamentが存在しており指を末梢方向に

傘引しても盤復不能であった.そこで整復を妨げている

cartilage plateの尺側縁近位部を約 5mm縦切する
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と，骨頭は cartilageplateの尺側縁のすき間から容易

に整復された.

症例 2.52才，男.階段を踏みはずして左手をっき，

示指 M.P.関節背側脱臼を起こした.徒手整復を試み

FI.x. tend." pretend. hand 
ψ 

←l'¥atat. lig. t ant. fibrocart 

~ - -S up{' r r. lrans、lig

， 
L__  Lumbriral 

a 

←一一CaI"t ilagc p la t e 

b 

← Cartila巨(' plall' 

← 桁!日i~Ij wtt 

C 

図1. 示指 M.P.関節背側脱臼の整復妨害因子.
a. Kaplanの記載伊tl(]. Bone ]oint Surg.， 39-
A， 1957より).b私たちの第1伊IJ.c.同第2例

Distal palmar 
ligament一→

Collateral ligament proper 

， Accessory collateral ligament 

.，.-ーーーザ一一一一一一一-

J Jブ'

， 

図 2. 母指 r-l.P 関節背側脱Fト Accessorycollateral 
ligamentとproximalpalmar ligamentが関節而
に依入して笠復を妨げていると忽像される.

たが成功せず， 直ちに F術を施行した.示指桜側から

thenar creaseに沿って L字型切開ではし、ると，等;側や

や機側よりに転位した中手骨骨頭が現われ，中下ft頭部

の背側から尺側にかけて屈筋腿が絞犯しており，頚部の

背側には cartilageplateが基iiil'II'主主部と の間にほ入し

て，と もに整復を妨げていた.Carlilage plate 椀側縁

近位部を約 5mm切縦し，筋腿を1ji:仰lに引きあげると，

骨頭は cartilageplate憐側縁のすき間から符易に整復

された

示指M.P.関節i'f側脱臼例はこれまで本邦で14例，欧

米で42例報告されている. 1957年 Kaplanの病理解剖

学的研究により ，初めて整復妨害因子について正確な記

載がなされた.彼は主要な整復妨害因子は，natatory 

ligament anterior fibrocartilaginous plate， superfi-

cial transverse ligament pretendinous band，周筋

腿，虫様筋などによる井桁状絞犯でらると記載してお

り， Kaplan 以後の報告例も例外なく Kaplan に準じ

ている.しかし広たちの 2例は，いずれもこのような井

桁状絞犯は認められなかった.すなわち natatoryli-

gament. superficial transverse ligament， pretendi-

nous bandは整復妨吉に関与しておらず， 1例は car-

tilage plateが，他の 1例はこれと屈筋肢uが整復妨害因

子となっていたことを確認した(図 ]) 

2) 母指 M.P.関節背側脱臼

症 例 24才，児.臼動車のドアに舟指をはさまれ過

仲良を強制されて，M. P.関節背側脱臼を起こした徒

手盤復を試みたが成功せず，手術を施行した母指M.p， 

関節掌側からはいると ，cartilage plate は中手骨付粁

部付近で横に裂け，その周囲に凝血が認められた.また

技側種子骨は外見上骨折，転位は認められなかったが，

正常でわずかに認められる移動性を失って，正常の位置

に同定された状態であった他動的に関節を屈曲しよう

とすると移動性を失った種子'IIが運動を妨げていること

がわかった そこで種子'汁の尺側縁に沿って切開を加

え，volar plateから種子骨を切離すると，種子骨の移

動性は回復し，同時に関節運動が可能と なった.

徒手整復不f把な母指M.P.関節1T側!悦臼は，一般にボ

タン孔脱Flとして知られ， r.珂i1r'i包を倣って'学側に突出し

た中手'汁頭部を関節包および母指球筋が絞加する型が成

告に記，1記されている

一方 Slenerは新鮮屍体による実験で， f手指 M.P 

関i1r'iを 850過伸展にもたらすと ，Hi下什と中手'II'をむす

ぶ関節制市，すなわち proximalpalmal ligamentと

accessory collateral ligament のみが断裂すると述ぺ
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ている.この場合，種子骨に付i守する他の要素，すなわ

ち短母指屈筋および distalpalmal ligamentは断裂し

ないので，積子骨の位置的関係は正常に保たれる 本例

も断裂した関節籾慌の断端が関節内に飲入して整復を妨

げ，同時に積子骨は移動性を失ったものと考えられる.

そして volarplate と種子骨を連結する線維を断ち，

種子fiをもちあげると同時に依入した籾借が解離され種

子骨の移動性と関節運動が回復したと想像される(図

2)。

3 示指 P.l.P.関節掌側脱臼

症例 37才，男耕運機を運転中に燐転し，ハソド

ノレを担ったま〉の左示指を地面に強打した.麻酔下で徒

手盤彼を試みたが成功せず 2日後手術を施行した.背

側S状皮切ではいると基節骨'II"頭が現われ，頚部は la-

teral band と centralband に絞掘されてし、た.直視

下で析をどの方向にを引しでも lateralband と cen・

tral bandの緊張は強まるだけで整復不可能であった.

そこで lat巴ralbandを中手骨頭部の掌側から宵側へ引

きあげると t ii'頭は容易に主主復された.

示指 P.1. p，関節掌側脱臼の報告例は広たちの知る|限

り1966年 Johnsonによる 1例があるだけである.私た

ちの症例の笠復妨:空因子は Johnsonの報告例と同様背

側皮下に'1去位した什頭の頭部を絞犯している central

bandと lateralbandであった(図 3). 

むすび

私たちは手術的盟主復が絶対的に必要な型の指関節脱臼

の4例を経験した. うち 2例は示指M.P. 閃自~1~側脱臼

で，その主主復妨害肉子はこれまで文献に記i滅されていた

とおりでない点を指摘した他の2例は母指M.P.関節，

示指 P.l.P 関節の脱臼で，いれずもきわめて稀な型の

図 3 示指 P.1. P.関節:?-:側脱臼.lateral bandと
central bandが基節骨頚部を絞犯して愛復を妨げてい
た.

ものであった いずれも手術にによって容易に整復し得

た

追 加:矢部(盛大整形外科)

27才，女子.右示指を電気洗濯機の脱水槽に巻きこま

れ，囲外を強制されて起こした P.I. P.関節完全側脱臼例

を追加した.症状は側方動揺性と徒手主主復操作時弾性抵

抗があること.また発生機転に関しては，国外または囲

内強制によると思われる.無理な徒手!笠絞操作をさけて

観血的整復を行なわねばならない.

丸毛(慈恵医大整形外科)

17才，男子.角力の際に左環指の突指をし，向指P.

1. P.関節の掌側脱臼を起こす.徒手整復不能，外傷後

12日で背側 Bogenschnittで P.1. P.関節部を展開す.

Medial extensor band と小指側の mediali nteross-

eus bandとが切れてk、た.ほ指側の medial intero 

sseus bandは関節内に阪入していた.これを引ぎ出す

と整復できた.曲折裂部を縫合して，完全に機能の阿復を

みた.

7. 母指 M.P.関節脱臼の手術経験

山口智 高沢 1清犬 本田一成 福沢玄英*

示指M.P.関節背似IJ脱臼はボタンホーノレj悦臼ともいわ

れ，非観血的主主復が不可能といわれている. しかし母指

M. P関節背側脱臼においても特異な解剖l学的機構から

• S. Yamaguchi， H. Takazawa :横浜市立大学整形外
科 K.Homda， G. Fukuzawa・太田総合病院整
形外科(川崎市駅前本町).

~I'観血的整復が不可能な場合が多い.すなわち母指 M .

P.関節掌仮IJには 2つのぬ子骨を伴った線維 I1次官・板があ

り，その上に長母J骨応筋腿が慌たわっている.総似IJの種

子骨には短母指屈筋および短母指外転筋が千Li'}し，尺側

にはro:指内転筋および短ro:指屈筋深頭が付着している.

背側脱臼の際はこのような解剖jザ:的機構において，線
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車，It軟骨板が中手fi・什頭の背側へ転{守して.1'r側から中手

骨骨~Jîや鋭部合絞めつけ， 脱臼の笠íY~凶燥にしてい

る.

我々は観l血的治療を要したこのような脱臼の 6例会経

験したので報告する

症例 1. 14才，男，バスケットボーノレでLCf¥J:H'iに受

傷，某医で:li'ii.長を受けたが不能のため翌日受診. IlH行は

I. P.関節凪IJl!， M.P.関節過(111段位を呈してL、た(図 1) 

図1.

X紙線i所見で基自節!iJγけげ'1'什"

図 3. . 

るが，関節面は一部桜しており ，種子骨はrjl手什骨頭上

にある.すなわち Farabeufの分煩の不全脱臼(luxa-

tion simple incomplete)に相当する(図 2). 

徒手笠復不能のため，受傷後3口観血整復i4iiを行なっ

た. M. P 関節営側より Kaplan の皮切ではし、ると)民主

隆した短ほ折屈筋が現われ，これを鈍(f)にはいると中手

骨骨頭が現われてきた. この尺~lIjに長母指屈筋腿鍵閉会

認め.'1' 'r~lIjに線維秋背板があり 'f'F什骨頭を絞めつけて

いた.協側の種子骨と長f\J:指屈筋腿血~聞との問で線*(t軟

骨・板を切縦すると容易に笠復された(図 3) 

術後 1ヵ月で運転領域は正'討に回復した.

症例 2.36 .. Y， 1)， パレ」ボーノレ rl~ にイマf\J: J行に受傷，

Jt医にて整復不能のため 2日後受診 徒手並復不能のた

め受傷後7日，観血笹f反体J施行，術後 1ヵ月でほ V正常

に回復した.

症例 3.3Lt. 91 ノミレーボーノレで受似，右母指に腫

脹があったので混有iしていたが，心配なのでぶ医受診，

受傷後3日紹介されてきた.1A手髭復不能のため翌日観

. 
‘ 

図 2.

血主主復術，術後 2ヵ月，ほ Y正常に回復した.

症例 4. 35才，男.テコを使用中，右母指に受fPi2カ

所で徒手主主復を受けたが不能のため翌日紹介されてき

た.術後 2ヵ月でほ Y正常に回復した.以上3例とも不

全脱臼でゐった.

症例 5.24才.91.登山中転落して左ほ指に受{j/5，

2日後受診.X線像では基節骨は中手1i・什頭の背側へ

転位し，関節聞は完全にはなれ種子骨の介在を認めた.

Farabeufの複合!日t臼に相当する.

学側固有指神経は 2本とも尺側へ転位し.~重子骨は基

節骨と中手骨とのrmに介在し，組子什掌仰Ijr日がrj"手骨と
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に掌側侵入法の方が整復附主因子を確認しやすいためこ

の方法を用いた.整復障古因子は全例とも線維jl吹骨板で

あり，これを切離して整復している.

固定期間は Kaplanによると 3週， Iselinは20日，Bu-

nnellは2週で大体2ないし 3週間である.我々の症例

もほジ同じであるが，症例 2は 1週間であったがたに支

障はなかった.

我々は徒手整復不可箆のため観血的治療を要した 6例

を報告したが，母指M.P関節背側脱臼は必ずしも観血

的治療を要するとは限らない.次々は徒手笠復のみで治

療した 3例を経験している.

X線上高度な脱臼を呈したものでも徒手主主復可能なも

のがあり，徒手整復可能かどうかの判定は困嫌である.

国鉄職員における 上 肢外傷

題演般

抜していた 線維軟骨板を切離すると比較的容易に整復

された目術後 1ヵ月で運動領域はほ戸正古?となった.

症例 6. 10才，男. ドツチボーノレで左母指に受傷，

某医で湿布を受けていたが変形がとれなレので1ヵ月後

受診.観血主主復術施行.整復不完全のため3回手術.キ

ノレシユナー銅線で内固定.固定WI問中に基節骨はM.P 

関節で様側へ約20.傾斜していた.4週後キノレシュナー

抜去.1年後の現在では変形はとれ，ほ Y正常に回復し

た.

総 括

我々の症例は全例男であり ，受傷機転としてスポーツ

特に球技に関するものが多い.Kaplanは新鮮例に対し

て背似ljよりの佼入法も記11武しているが，我々は解剖学的

(第4報)

金井市郎

小島和彦ホ

十市欣一

鬼塚卓弥

佐藤和男

園 崎 秀吉

8. 

川 村次郎

岡田一彦

が，この上腕二頭筋の皮下断裂は構内で入換作業中，貨
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さきの第 8~ 9 回手の外科学会におし、て，指尖から前

l腕までの損傷にっし、て，統計的観察を行ない報告した

が，今回は最近10年間に，来院した 127名の患者の上腕

と肩甲'i.l~:の損傷について ， 前回と同線の調査を行ない検

討を加えた.

症例 127名中，直接検診を行なった46名，アンケート

の回答を得た30名，計76名を調査対象とした.年令別で

は20代， 30代が多く ，全体の 7割を占め，さきの調査と

同じである

i政内容別にみると，前回の第3報のliij腕H負傷と比し

て，車婿主主備樹りの損傷が多少減少し，駅構内掛りがふ

え，また新しく公安職員の損傷が出てきているが，著明

な差はみられない.

次に損傷別にみると，骨折は全体の45%，機傷i創は37

%であり ，陀ft1創は，手指のときとほゾ同じ%である.

筋腿t員傷の 4例中，rotutor cuff 断裂が 1例で，上腕

二頭筋筋腹の皮下断裂の 2例，新{上筋断裂 1例があった
。。傷損筋腿

。

89例

。
傷

t話損

言十

損

経

メ当、
Eコ

腿

神
]. Kawamura， K. Sato. K. Toichi， T. Kanai， K. 
Okada， H. Sonozaki (整形外科); T. Onizuka， K. 
Kojima (形成外科〕 中央鉄治病院(東京都渋谷区代
々木).
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形成3例，神経!匝切除1例，痩孔除去 l{0Jで，その後お

のおの義肢を若用してし、る.また肩甲部，鎖什部技傷創

22例，上腕部挫傷創10例，電撃創 1伊jには全部非観的に

行なっている.

予後調査では鎖骨骨折の場合，機能的=予後は骨幹部骨

折では多少の変形治癒をみても良好であるが，鎖骨外側

端の骨折ではいわゆる frazen shou lder の発生率は高

< ，治療も長びき，X線では日$11関節に什MiIi形成あるい

は dissecans様の所見が見られた例があり ，機能もや

や劣るようである.筋腿断裂は予後良好であった.全症

例のうちで悠痛を訴えるもの 7例，知覚異常を訴えるも

の3例，運動制限17例で，レずれも強度のものでなく，

1例を除きほとんど日常生活および仕7抑こ不使を訴える

ものはなかった.切断首は 8例であるが，上!政切断者の

うち上腕切断は機能的に不良のものが多い.関東在住の

国鉄職員の上肢切断者の調査を見ても，府縦断1!iは義肢

の使用状況は最も不良であり ，中枢に近づくほと障害が

大きいことは自然の理と思われる(表 2). 

最後に情緒不安定を前回と同線に調査した.健康なる

国鉄~現日のそれと比し， 情緒不安定度の高いものが多

く， Taylarの Testではや〉不安定をもっ山口5.6%

で得点は20~31点(正治他1O~19点)の間で ， Y.G. で

は情緒不安定のや与高いおは 12.6%で， 得点 51~60 点

(正常値27~50点)の聞であった これらの testによ

ると，大体不安定度の高い人に，また現場作業を行なっ

ている人にけがが多いように思われる.また前固までの

報告と同線に形態、よりも，むしろ機能的なことが忠缶の

心理に多く影響を与えているものと考えられる 表3で

明らかのように，機能障害および形態的損傷の大きい上

肢切断i ~は ， 上腕， 前腕損傷，也、者と比較して不安定度が

高いことが認められる.

科合ト再三

車に乗っていて，上腕部が針金のようなものに激しく接

触したもので，職業的特徴のある外傷と思われる(表

1 ). 

治療は鎖骨骨折の場合は転位の大なるものに対して観

血的に8例，その他に対して非観血的に14例，日関節脱

臼および骨折では，観血的に 3例，#1'観血的に 1例.上

腕部骨折では，観血的に10例，非飯血的に 6例.筋腿損

傷は観血的に 4例，神経損傷は 1例. 上腕欠損では断端

鎖

上

巡動制限

整

2 

アーフー

13.5% 

16.7% 

26.1% 

15.6% 

29.3% 

29.3% 
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2 
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前腕損傷忠 者

上腕損傷患者

七肢切 断 者
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大腿切 断 者

査

知:11異常

2 

表 3.情緒不 安 定 度 .
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工場 災 害 に お ける手 指の 骨傷9. 

斎 J路哲夫 *

の予後調査例の中から 9例12部位を選ぴ，次の5項 目に

ついて移他什の変遷を検討した.

1) 移摘する部位としては残っている指'i'hこさらに官'

を継ぎたし指長を確保した場合と，指関節を含む指骨の

工場の動力工具による手指の官.tJl傷には関節目定や骨

移舶を必要とする主~fvな例が少なくない . 今回は骨移倒

• T. Saito :怯下病院笠形外科(守口市日吉町)ー
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欠損を有1i成して支持力を保たせた場合とがある. 2) 移

植骨としては初期治療時に離切断された指骨を移備官'と

してふた〉び活用した場合と，腸骨J:-を移植した場合と

がある. 3) 移地骨をとり巻く軟部組織が指本来の比較

的健常な組織である場合と，骨の全周あるいは一部が移

植皮膚に接している場合とがある 4) 軟部組織の修復

と同時に骨移植を行なった場合と，植J支後ある期簡をお

いてからのちに行なった場合とがある 5) 移植骨を残

っている指骨の骨髄腔にが]入した場合と，単にキノレシユ

ネノレ鋼線で固定した場合とがある.

私はこれらの条件にてらして症例を次の 3つの群に分

けた.

第1群:指長確保のため一度遊離した指ilをキノレシユ

ネノ1，鋼線で指先に回定し同時に腹壁皮筒で被ったもので

ある(図 1). 

症例1. 2年 4ヵ月後のl問査時移植した指骨はまった

く吸収されている.

症例 2.'1年 2ヵ月後，第2，3指の移植骨はともに

吸収が若ー明で特に第3指では移値'円・は痕跡的に残ってい

--l砂

ーヲ・

図1. 第1務上より症例 1， 症例 2， 症例 3

るにすぎない.

症例 3. 3年5ヵ月後，移値骨は極度に短かくなって

いる.

腹壁皮筒の作製と同時に骨移植を行なったこの若手につ

いてみると移植骨の基底部では基礎となっている骨との

聞に骨癒合が営まれているが末梢ほど吸収が著しく，移

摘骨には長 ・J横径の短縮が見られ，症例によっては完全

に吸収されるものもあることがわかる.

第2群 :¥，、ずれも掌側の軟部組織は比較的よく保たれ

ていた例で，やはり指長の確保の目的て骨子多舶を行なっ

たのであるが，まず指背の軟部組織の損傷を修復し，そ

の後期聞をおいて腸骨稜から骨j十を採取しこれを基礎と

なる指骨の髄践に刺入したものである(図 2) 

症例 4 背側の全層植皮後 2.5ヵ月を経てから中節

骨に骨移縞を行なった例で3年 6ヵ月の現在移植骨の先

端が尖ってし、るが長径の短縮はほとんど認められず，骨

の癒合は良好である.この状態は術後 1年以後ほとんど

同じ経過をたどっている.

症例 5 母指の尺側半分に腹部有茎弁を移植した後

3.0ヵ月を経てから骨移植を行なったが1年後の現在骨

の癒合は良いようでらる.

図 2.第2群.上より症例 4， 症例 5，症例 6.
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症例 6，受傷後1ヵ月を経て，爪部に椴痕を残した指

先に移植した例であるが，1年 5ヵ月の現在移植什は細

くなっている.

この1作では移柿'円-が接してし、る秋ffil組織の大部分が指

本来の組織であるため，第1群より恋まれた条件にある

之レえるためか症例4，5にみるように什の吸収は比較

的少なくてすむように思う .症例 6は指先の部では移，ftf[

骨の吸収合停止させるだけの血行に欠けていることを推

定できる例である.

砂

欠{!'l部の納壊の日的で什移植を行なったこのl洋では移

植'i::jはほとん ど吸収されずに活后してレる また 41111中

3例に規をーにしたように移植'汁の基底部でfMYiIWJを形

成している像がよよられる.

移値骨の変造はそのJ，'，jjJl1組織の術環動態とJili命をとも

にするようで関心のもたれるところである，，1'1.、は移植骨

の状態を前i!.sの 5J}I LIについてrI己の経験例を検，i-fして

みた

1) 部位につL、て :脂の中 .，!J;flMIなど'!'tt(寄りの移

.4 

図 3 ヨ13群左上症例 7， 同下症例 8， 右上町.例 9， 同下症例 10

第31r'f:この砕は指背側の皮府欠損部に植皮を行な

い，その後支持力を保たせるために残っている中継と末

梢の'行・の問に橋渡しするように腸骨片を挿入補成したも

のである(関 3)， 

症例 7，中間層櫛皮後1.5ヵ月を経て骨を移植した.

術後 2年 3ヵ月移植fj.}t-は完全に両端の骨と癒合してい

る.

症例 8.Cross-finger法施行1ヵ月後の'f'l'移植例で

6ヵ月後移植什j十は同封jjの'f'l'と完全に癒合した像を呈し

ていたが 2年 3カ刀後の調査で中椙部に偽関負担を形成

している.

症例 9.腹部有茎介施行 3.0ヵ月後の移植例で末梢側

の骨癒合は完成しているが中枢側で偽関節を形成してい

る.

症例 10. 受傷後中指 2.7ヵ月，環指 1.5ヵ月後の移

植例で巾 ・環指とも移植骨は多少短縮し，その中収側で

偽関節を形成している.

植では吸収も少なく 比較的良い結果をnることができ

たが，末日ii'jではたとえほ床の条f!が良くても移;illii'に応

じ得る血行に乏しいためか骨は吸収されやすいようであ

る.また指先への移植'f'l'はその形態が末節什と異なり細

くし，かも軟部組織との述占Jiも恋く ，忠.Ifのほとんどが

その指を使用 していない まして吸収の強いもに歪つて

は指長の確保すらできていないのが実際である.

2) 移植什について :指'斤の再利用以外はすべて腸1i・

穣を用いたので他のtIllの'lj-}¥-との優劣は論じがたい

3) 母床について ・血行の止かな軟部組織が移紘什に

とって好ましいのであろうが，私の経験では桁掌側の軟

部組織が健全であれば，たとえ背側の植皮がどのような

ものであろうと移納骨 へはさほど影響がないようであ

る.もちろん移材u.文例がfJ'の全周を包む場令とか広範囲

の場合には移随什にとって不利になる.

4) 時期につL、て :IT}:Wの軟部組織が移M什を受けい

れるに十分なまで待つべきであるが，ほ床が良好であれ
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ば移舶のH年期はより短縮されてよいものと思う

5) 固定について .一見完全に癒合を営んでし、るとみ

られる場合でも指の機能上，'-1'限側の癒令部は力学的弱

点となり偽関節形成の一因をなしてし、ると考えられる.

しかしむ者の使用には特に支障はない.

10. スキー外傷中にみられた第 4申手骨骨折について

j藤巻悦夫 黒木良克 服口中 西堀実 片桐知雄*

我々がし、ままでに取り吸ったスキー外傷の中で，手の

外傷は約 7%であり ，外傷のほとんどが切出創およびい

わゆる突き指であって，'fj-J斤は非常に少なし、.次々がX

線検査を施行し得た患者の中で， お(~ 4中手'Hのほ V中央

において，尺側中!伝部より協側末梢部に向う燃旋骨折を

有する症例を認め，そのし、ずれもがほ Y同一部位，同一

骨折線としづきわめて特徴的なものであった.これらの

症例を示し，本骨折の発生機転について考察を加えてみ

7こし¥

症 例 昭31年から昭42年までの11年間に，我々のス

キ」診療所にて取り扱ったスキー外傷は 23，278名であ

り， そのうちで前述のごとき9-'手骨骨折を有する忠必は

24名で，性別は男17，女7名，年令別では 20才代 に多

仁左右別では右15，左9名であった.その発生機転は

全例とも前方に転倒し，ストツクを握り手背尺側M.P 

関節部を手関節屈曲位にて雪面に打ってL、る.雪面の状

態はしらべ得た範囲においては比絞的堅L、状態であ っ

た， そのX線写真を見ると図 1のごとく ，中手骨のほ V

中央において，尺側中枢昔I1より椀側末梢音11に向う螺旋什

折であり ，第 4中手骨のみの骨折は16例で，全体の66.7

%に当る.第 3，4中手骨骨折3例，第3中手骨骨折は

4例，第2，3中手骨骨折 1例を数えた.その骨折線を

トレースしてみると図 2のごとく同一部位，同一骨折線

とL、うきわめて特徴的なものであった.

以上の症例につきアンケ』トおよび直接検診にて予後

を調査をしたが全例とも非観血的治療法が行なわれてお

り，外観上わずかな短縮を認めるも，その機能的予後は

良好であった.

考察

スキーにおける中手骨骨折は大部分節 4中手骨で，そ

の骨折線は螺旋型を呈する 本骨折の発生機転を考えて

• E. Fujimaki， Y. Kuroki， T. Horiguchi， 
M. Nishibori， T. I'くatagiri:昭和大学整形外科.

図1.

私たちの計測値 (成人男子20例)

，且n 告? !I 1II W 百十

W中子'再 のみ 16 16 

日1.N中子'fJ 3 3 3 

日l中手骨のみ 4 4 

!I.lII中手骨 1 I 
d助

~-I I 8 19 2419リ

図 2. 中手骨の縞径とスキーによる螺旋骨折.
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みるに，1) 形態解剖学的に，我々の計測値ならびに諸

家の報告を見るに 5本の中手'斤の'pで第4小手'11'が一番

細い.またその中でも'ii'折線のある<1'央部が-i'fi:細 くな

っていると Lづ解剖学的弱点を有している.2) 手の機

能解剖学的特徴として metacarpal lransverse arch 

を形 造 っており，rr>;2，3'I'手骨は)Jの支 λ'J，として

carpal archに悶定され不動であるのに対し， ~14 ， 5 

rp手骨は C.M.関節において可動性を有し，この動きは

第4に比 して第 5中手骨のほうが大である.また grip

に際し intri nsic muscleの作用により第 4，5中手骨

に対して屈曲と同時に81行対向ブJ[i'Jへのひねりが生ず

る.

~骨別
¥部位別

I H m N 

以上のごとく介達性の外力がその主因と考えらーれる

が，これを裏づけるために外来の中手什'['J'j斤忠者60名，

73中下手1-の発生原閃ならびにその骨'折郎位と什折線をし

V 末的 部 中央部 中枢部

¥ 者 I : I ~ 高[:1:高1:1:奇1:1思議1:1ぉ横 I ~ ↓ [ 護 | 認 | 裂 検|斜lzlii機凶器12 1
原因 -----、¥

フ レ ス 11 1 11 2 2 1 4 11 4 l 

手を物の聞にはさむ 11 2 2 11 11 1 2 4 5 

子に物が当る 21 1 11 1 1 11 1 1 

手を物にぶつける 11 ， 1 

転 {ijJ ・転 手喜 1 21 1 

父 通 事 控正 11 2 

1 I 11 2 

1 2 

11 6 2 

21 1 

I 

1 

41 1 

4' 3 

3 

2 

5 

け ん 台、 1 11 1 11 1: 1 21 J 2 

ポ ク :ン〆 ン ク

野 球 l 11 1 1 2 

他 の ス ポ ーツ 2 11 1 l 3 2 

そ の {也 I 1 1 11 1 2 

21 1[日 4[-412日二:12[ 6[ 6' 9[ 81 1わ7[11 1 1 ~ 1 15 _ 6: 2 1
1

幻17
1--' .¥ 73 

8 I 13 [ 9 [ 14 I 29 1 20 [ 24 1 29 1 

図 3 中手骨骨折部位と原因ならびに骨折線(外来J堅右60名，73中手'白).

ストックを髭り前方に転倒した際に手関節は掌屈し囲

外位をとる この位置で雪面にj'illrした場合，尺側M.

P.関節より中子骨に紬方向の力が加わると同時に撞っ

たストッ Fを支点として中手骨に屈曲力が働き，またこ

れに筋力の回旋の力が働く.このとき第 5中手骨での

C.M 関節の可動性が第4に比して大きいために力は吸

収され，可動性の少ない， かっ調1I~ 、第 4 中手骨にその力

は集'10する. この結果こ のよう な特有なる本骨折が発生

するものと 号えられる.また接地する部位や外力の大き

さの変化により他の中1'-骨の什折が併発される と考えら

れる.

らべてみた. その結果は図 3のごとく ;;(15中手什'llllI'が

多く ，中でも直達力と考えられる原因で発生した竹折が

多い.ゆえに中手骨頚部もし くは基部のb'lill・折であり，

スキー骨折にみられると同じような， ~\ II中手什中央部

での螺旋骨折はわずか 2例であった・この原因を見てみ

ると，我々が考えていたと同じく，手会出ったII:Iz:1立で手

背よりの介達力の作用による ものであり，このことは我

々の考えを裏づけるものである.

むすび

以上，スキー外傷中にみられた'-10手骨蝶政什11iにつき

その発生機転につきいささかの考察を加えてみた.
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11. 手根骨単独皮下骨折41症例の経験

伊!銭 J志J享 池谷正之 市極英之

~IH 口宏 大沢史 沌田孝博*

いわゆる手関節陰他として取り扱われる日常の小外傷

の中には治癒過程上問題の多レ舟状骨骨折も合めて稀に

は他の手根骨骨折が単独で発見され，治癒回数が長びく

ことから後日改めて診断される場合も少な くない.手根

骨損傷についてはわが国でも古くは舌聞がこれを看過す

ることのないように留意すべきであると注意を喚起して

いるが，一般に舟状骨骨折を除くと比較的稀な損傷であ

るためか，また放置されても症状が軽微なために臨床的

特徴がつかみにくいためか発見される機会も少ないよう

である.もちろん些細な骨折でも早期に診断を確立させ

て十分な治療が行なわれることが望ましい.

我々はすでに報告した舟状廿骨折30例のほかに三角骨

骨折6例，大変形骨骨折3例，有鈎骨1'i・J斤1例，豆状骨

骨折1例を経験したのでその臨床像の大田容を報告する

(表 1). 

1. 三角骨骨折

症例は6例で!x子 1i'Jを含む.全例が'F関節背屈を強

制されて受傷した(中でもいわゆるしりもちをついたと

きに同時に手をついて受傷したという 3例が発生機転上

輿味があると考えられ，背屈とともに尺屈が本症の受傷

機転となるようである 手関節部腫阪と運動痛を主訴と

し，三角骨苛側部に著明な圧痛を証明する). x線像で

は仮iI方向で三角骨背側結節部に一致した特徴ある裂離骨

折を認め，うち 1例は斜方向撮影で三角骨骨体部骨折の

像を見る.治療はギプス固定を前腕から手主主部まで行な

い，6~7 週間で骨片の癒合をみたもの 4 例， 他の 2 例

は依然として特徴的な裂雌骨折像を認めるが，症状は消

JJi!lした.

本症は1901年 Oberstの報告以来，欧米ではかなりの

治験例の報告を見る.本邦では1961年内総らが三角骨背

側結節部裂離骨'折 2i'Jを報告している この骨折の本態

は Hofmei s t巴r によれば背~ll結節部に付泊する靭借の

断裂による osteochondralfractureであるとし，また

骨体部の骨折は圧迫骨折であると述べた.次々の症例で

は前者が 5例， 後者が 1例と考えら れ， Wagnerはギ

プス回定 6~ 7 週間が必要であると述べてレる

事 T. Ito (教授)， M. Iketani， H. lchiseki， M. Hata， 
H. Osawa， T. Takita :日本医科大学整形外科

表1.手根骨単独皮下骨折の症例.

|例判性 | 年 令 |受傷機転 |治療方法

舟状骨骨折 30 o 平均22.3才 背屈強制26 1)ギプス固

掌屈強制J2 
定 6-10週

その他 2 I 2)骨移植術
3)般世観察

三角骨骨折 5 平均 背屈強制 ギプス固定
1 33.3才 4-7週

大骨菱形骨折 3 I o 19-22才 直逮外力 ギプス固定
6週

有鈎骨骨・折 1 I o 20才 中の手介骨達力より
キ.プス固定
6週

豆状骨骨折 1 ♀ 35才 直達外力 ギプス固定
4;凶

2. 大菱形骨骨折

症例は 3例でいずれも印刷機ロ ーラ}に手を巻きこま

れて受傷した.手関節はびまん性に腫脹し，侍指C.M.関

節部に圧痛を認める.本骨折は手根'~J'骨・折の中では稀な

損傷とされ， 本邦では1964年山内が1例報告を行なった

のが最初である.受傷機転は，我々の症例では従来の報

告と異なり直達外力によるものと考えられるが，C.M. 

関節に脱臼，何析を起こさずに大姿形骨だけが単独で骨

折をきたした機序については詳らかではない 治療は母

指外転位で手関節ギプス固定を行ない，2 i'Jの follow-

up では完全に骨癒合を得た.

3. 有鈎骨骨折

11鈎骨の単独皮下骨折はきわめて稀有なJ負傷である.

症例は拳を湿った肢位で第 2，第 3C.M.I期日Iiif5i¥に材木

が強く衝突して受傷した.手関節'g[¥の著Ilj]なIlill版と激痛

のため，指の屈イ中迎動がわずかに可能なだけで，特に第4

C . M . 関節部に限局した圧痛が証明され， X線i~主では有

鈎骨背面に転位した骨折片を認める.拡大撮影を行なう

と骨折線はより鮮明となる.ギプス回定6週IUl施行し骨

癒合を得た.本骨折は欧米においても稀有な手根骨損傷

とされ，わが国にもその報告例を見なし、が，骨折の発生

機序としてはおそらく中手骨からの介達力による圧迫ま

たは男断骨折と解釈されよう.第 4，5 C.M.閑節には

かなりの可動域があるが， なにゆえに有鈎'ri~が qi独で骨

折をきたしたかは不明である.
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4 豆状骨骨折

本症もまたきわめて符i行な手根付'行.J)iである.本邦で

は平f己らが13例を集めて報告してし、るが，我々の 1例も

直達力による'H'J斤である.

豆状什は解剖学的には近位下似列を形成する下根骨の

ひとつではあるが，機能的には，下関節包外の尺側手根

回筋のぬ子骨とし作在し，同名の腿や小指外伝筋線維に

より完全に被覆され，わずかに三角骨との1/¥1に卵円形の

関節liiiを有する.豆状f干の椀側には尺什伊p経校がこれに

接して定行しているため，いわゆる ulnartunn巴1syn. 

dromeを起こす原因となる.本症例にも"壁度の神経症

状がみられたが，一過性であり骨折治癒とともにその症

状もまった く軽快した

表 2 舟状fl骨折について.

l例数| 治療 )J i十 |機予関能節

新鮮{yIJ 6 全例ギ7'ス固定 6 ~1O週 優

遷延総令例 4 3例ギプス固定 1 2~1 5週 優

l例脅移植it.i 優

偽|月節jJE 20 

ークループA 6 放置観察t~m:17 ~ 9年 優

1/ B 10 骨移植術 2{yIJ 良

放置観察期間 6 ~ 8 年 良

11 c 1 4 1子関節固定術 可

5. 舟状骨骨折 (表 2)

過去 7 年間に経験した}!J状骨骨折は30í1~であるが， そ

のうち新鮮例は 6例で，他は遷延i台癒fi'J斤4例，偽関節

症20例である.新鮮骨折のX線像は見過されやすいので

有名であるが，わずかな什J打線を呈するものは 2例で他

の4例は明確な像を示した ギプス悶'<i:: 6~8 週間で全

例が完治した.

次に受{vj初期に見過されて遷延総合の所見合2したも

のは 4 例で， 受傷後いずれも 4 ~ 6 ヵ月間経過してい

る.骨折型は横または点王子斜什折で'汁癒合のJt，'i土的得や

すし、1111位でらる(作<Ila) 

ギプス固定 5~8週間で一応治癒傾向がみられ， (図

1 b ) に 4~5 週間の固定期間で'汗総合は完成する(図

1. c). Dickson， Sh a n I1 0n は 'l~ 折が最初に診断を受け

たときに 9ヵJl以上経過してし、てもギプス回定で治癒し

なレ'斤折はないと述べているが，受傷後 1年以内の遷延

治癒'百・折が臨床的にも手関節fiiを訴えてくるUi度が多い

ようでゐり ，このI時期を捕えて保存的療法会行なうこと

が成功率も r:'~ \，、と考えられる.

しかるに保イf的療法のJUJI/¥Jr'，にもか〉わらず進行性の

病変を示した症例を経験したが，我々はこれを Preiser

病禄変化への過程と考えて常側侵入路で'行・釘移植術を施

行，ギプス|司定に 8ヵ刀I/¥Jを要したが解剖学的治泌を得

:1. 受傷後6ヵ月経過. b. ギプス固定5週
図1.

C.ギフス固定12週

a. 受傷後 8ヵ月経過 b. fl'移結後10週. C. 術後32週.

図 2目
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ることができた(図 2a~ c) 

ちなみにギプス同定は 4週IL¥Jごとに巻きかえること ，

母指以外の他指のM.P関節を1'1出にしておくことは長

期間固定による手桜骨の萎紛を防ぐ意味でも豆要なこと

と思われ，患者の負担もかなり経滅する

次に偽関節症をその臨床症状により便宜上A，B， C 

群に分け，そのX線像との相関関係をみる.

グループAは 6例で，健常者とかわらぬ手関節機能を

有し，X線像でも両骨片ともにいわゆる eql1alin den-

sityの所見でおのずから独立した手線骨の機相を塁し

手関節内における機能的役割を十分まっとうしているも

のと解釈される.受傷後9年を経過した症例を含めて全

例がなんら支障なくすごしている.

グループBは10例で，軽度の手関節簡を訴え，スポー

ツ選手では腕立て伏せ運動ができにくし、ので発見され

る.X線像では偽関節商は凹凸不平，近位骨片に軽度の

骨硬化像を見る.

日常の作業時に，と きとして手関節摘が出現するがお

おむね良好な手関節運動機能を有する. 円常生活に障害

はないが，このうち症状の強い 2例に背側侵入路で骨移

i随術を施行し，骨癒合には成功したが中等度の下135Ji)Ii運

動制限を残している.

次にグループCは4例で，子関節摘も強〈自発桁，夜

間痛などの続発的症状を主訴として来院したものであ

る X線像上の特徴は，阿'II"片とも者l列な骨脱化像，近

位骨片の圧m化，偽関節1¥15;&腫様(象，周囲閃節裂隙の狭

少化，変形化などで，いわゆる外傷性下関節炎の併発が

考えられる.疹痛除去のU的で子関節固定術が適応とな

るが，実際にはこのような病変をきたす前段階において

適切な治療法が行なわれることが機能的解剖学的治癒を

得るために重要であろう.その立味でグループBの症例

には骨移植術適応例 (0.Rl1sse)，または長期間ギフ。ス固

定適応例(Wagner)が含まれると忠われる 一方，舟状

骨偽関節症の治療に際してはまずi放置してさしっかえな

い症例を除外して考えるべきで，無症状または軽度の

症状の偽関節は職業をかえさせるだけでよし、とする 説

(London， Speed)もあって，このような消極的な方法

も重要な治療指針となろう .

12. 手舟状骨骨折の発生機転について

井上博 多田隈鴻 宮城恒夫*

手舟状骨骨折の発生機転については Schneck，

Bl1nenll， Watson Jonesらt土fallon the palm， Back 

fire injl1ry 等の手関節背屈，'/.r桜屈を強制する外力に

より起こるとし，Schneckはこれらの手関節強制 j皮位

により圧迫された舟状骨が接骨背側縁，'侠骨茎状突起を

テコの支点として起こる屈rtll骨折説を述べている.ま

た，Herzogは述位機尺関節聞におし、て鏡尺角，千T常角

の測定を行ない舟状11・骨折詳が正常群に比して榛尺角が

大きく， 1'f掌;角は小さく鋭角をなし，椀J<関節面におい

ても Minl1sVariante des Radius を多く認め手関節

の過伸展と楼屈が早〈容易に起こりやすい傾向にあるこ

とを知り本骨折発生には解剖l学的，体質的ぷ因があるこ

とを述べ屈曲骨折説を肯定した 私は昭37年より 40年に

わたる 3年間に 109例の手舟状什1j-折を経験した.その

うち受傷時手関節肢{立の判明せる65例についての発生原

* H. Inoue， K. Tadakuma. T. Miyagi :久留米大学整

形外科

因は Collesfl'1.斤の発生原因とも成り得る手関節背屈，

背後屈を強制することにより起こったものが最も多く認

められた.

調査対象

Colles骨折と同鎌の発生機転により起こった本骨折

は手関節臼体になんらかの因子の存在することを疑わし

めたので，手舟状骨骨折群，楼骨末端骨折llL対照群と

表 l 有意差検定表.

| |総数 l例制守FF夜明号苦手門T.T凶

器|侠尺角 |弘106 1 80い14.8[

言群|背掌角 |ι470 1 判80. 91 3. 831 0.431 

器 !被尺角同， 217 1判山21 3ω1 0判
語|背糊 [6，363.51判795! 

設縮:1伎尺角|い9，44

骨詳|背掌角 |ω8.5[叫 77.6[ 3.9判81 0.4刊4[* 寧
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して外傷を受けしかも骨折，脱臼を認めないもののそれ

ぞれ80例について 1-1巴rzogの方法による遠位桜骨関節面

の背掌角，榛尺角の測定を行ない，同時に Hans Mau 

の方法にて遠位機什関節回の掌側縁と尺骨速位端の高さ

の比較を行なった.

調査方法，調査成績

表1に示すとおりに， Colle's骨折群と対象静との聞

には特記すべきょをは認められないが，舟状什骨折群は

Colle's骨折詳，対照群に比して榛尺角は大きく ，背掌

角は小さく鋭角をなし，1%以下の危険ネをもって有意

差のあることを認め得た.

また，Hans Mau の方法による分郊では Minns 

Variante der Ulna は3l:'1ーともに大差はないが，Min-

us Variante der Radiusは舟状骨骨折若手が46%と約半

数に認められるのに対して， Colles什折群 21.2 %，対照

群22.5%と少なくなり NullVariante では舟状骨骨折

群で50%以上の高率を示し，手関節側方運働，背屈運動

に関与する様尺関節面の形態、においても手舟状骨骨折群

は他府とは異なるfiJ!io削学的因子を有していることを知り

得た(岡 1，表 2). 

表!.2.遠位ザ桃恰t止托，王骨t
高さの比較 (Han悶l凶smauの分類).

|桝末端骨|対象群 |舟状骨骨折群折群 | 
Minus-Variante 1._ __. _̂"I ._ ___ "̂"I 
d~~" R~cÌ i~~， a" ， <= 117 (21. 2%)118 (22.5%)1 37 (46 %) 

Minus-Variante 1 _ _ _ ^̂ "I . _ . _̂"I 
der Ulna 目 13 ( 3.8%)1 1 ( 1. 3%)1 3 ( 3.8%) 

Null.Vana町 160(75%)161例 3%)140(50 %) 

|80 180 180 

~ 1 川 U S V3f1ante Null 、ariante Minus val'iante 
de l' U Ina des Rad ius 

図 1.調査);法 (Hansmauの分類法

解 音IJ

手関節運動は手根間関節と榛'H手根間関節との複合運

動であり，主として有頭骨骨頭と舟状骨，月状骨，榛骨

関節面とで行なわれるが，中でも舟状骨はあらゆる運動

に関与し最も可動性に富でいる.手関節操屈に際しては

手恨fi・中枢列は結合して尺側へ動くのに対して末梢列は

模倣IJへと相反する運動をなし，この|然有頭骨は舟状骨内

側の中央部，末問部へ密緩する 一方，手関節尺屈に|捺

しては手根什中枢列がJ僚側へ動くのに反して末梢列は尺

側へと動き有頭骨は苅状骨内側の中枢部へ密接してく

る.

ために手舟状骨は'I'Y1発屈運動に際してその中央部，中

枢部をオiun骨により椀骨関節面に圧迫され外力に対して

これを回避する余地をみなし得ない.また掌尺屈運動に

際しても大なる榛骨茎状突起，急峻なるJ憐骨背側縁の存

在は舟状骨の背側，機側への逸脱を拒否するものと考え

られる.ゆえにこのような特有なる位置にある舟状骨は

あらゆる方向への手関節運動強制に際してその背側，側

面を圧挫される可能性を有している.

考察と結論

臨床的に最も多く本骨折をきたす fallon the palm， 

back fire iujury 等の手関節背屈，背様屈を強制した

状態では手根部に加わった外力は主に有頭骨を介して舟

状骨末梢部に働き，ためにその背側，側面は検骨末端骨

折群，対照併のそれより尖鋭なる榛骨背側縁，模f(茎状

突起に圧迫され，圧迫力はこ〉をテコの支点として明断

力となりf刊斤をきたせるものと推論することができる.

換言すれば本骨折の発生は受傷時の述位楼骨関節面に対

する手舟状骨長軌の態度により決定されるが，榛骨背側

縁が尖鋭にして大なる楼骨茎状突起を有する解剖学的因

子が本'f'l'JJI発生の素地であると考えられる.一方，民体

解剖剖l見に際して，舟状骨背図は子関節背榛屈位を強制

しでもJ懐'庁背側縁に圧迫される状態は認められないとの

報告が前回手の外科学会においてなされ，本骨折の発生

機転は侠骨関節回と舟状骨，有頭骨のなす曲率半径の差

による Inkongruenzに由来するものではなL、かと推論

された.しかし生体の手関節運動の透視下における箆祭

では舟状骨背側，側面が模骨子?側縁に圧迫される可能性

は十分に認められ，なおこのような解剖学的因子の存在

する事実を考慮すれば全方向への手関節運動強制に際し

て大なる榛骨茎状突起がテコの文点となり符ることは十

分に肯定され得ることである 一瞬の作用機転を断定す

るのは困難であるが，手関節部外傷に際し手関節自体に

本骨折の発生をうながす解剖学的因子が存在することを

知り得たのでこ与に報告した.

質問 ・追加 :池谷(日本医大整形外科)

質問 :舟状骨近{立 1/3部における骨折のメカニズム

は屈曲骨・折よりも圧迫'fj-j斤のほうが巧えやすいのではな

いか.骨折の部位によってメカニズムが違うと考えられ
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るカ1どう力、-

追加:舟状骨体部骨折の起こり方には舟状骨の生理

的轡曲が強まるような機序で発生するか，または逆に

Krummungが減少するように力が働らきこのときに榛

骨茎状突起や後縁がテコの支点となって骨折をきたすと

いう説があり ，後者の説を Hainzleや Schnekが引用

したものと思う .また Lilienfeld の圧迫骨折説も考え

られて，dalla Vedovaの報告に見る kuncklepartか

らの介達力で起こる舟状什骨折は手関節背 ・常屈強制に

関係がなく ，この場合圧迫'骨折のほうが考えやすい.

この骨折のメカニズムは多元的なものと考えられ， 治

療方法についても，Hainzleや Schnek の説だけに萎

づく舟状1'1'偽関節症に対する楼骨茎状突起切除術単独の

方法には疑いをもつものである.

13. 前腕の囲内外拘縮における遠位桟尺関節の意義

室田景久 高田若雄 白必t敏 克*

前腕の回内外拘稀iの発生原因のうち最も多くみるもの

は遠位校尺関節の傷害である.著者らはこの関節のし、か

なる傷害が拘絡の発生やその程度に関係、をもつものであ

るのかを調交しているが，今回は単純X線像に見る各種

の異常所見と囲内外拘縮の関係、につし、て述べる.

調査対象は過去14年間に国立松本病院整形外科で治療

した33例の前腕下端部の外傷例で，そのうち内訳は表 1

のごとくである.

m動範囲の測定には丸毛式前腕囲内外角度計を使用

し，拘縮のね度は回内外の全運動範囲を健側と比較して

100分記事で表わした.その結果多数に拘縮の存在をみた

が，使宜上 86-100%の軽度の拘縮のものを第 1群， 71 

-85%の中等j立の拘織のものを第2群，70%以下の高度

の拘縮のものを21'~3 群とした.

著者らの症例において見られたX線上の異常所見は表

2のごとく 6点である.すなわち，1) 尺骨茎状突起の

骨折なし、し変形，2) 関節周囲の骨委縮，この変化は手

関節周辺の Sudeck様の骨萎絡を伴うものが多い，3) 

関節裂隙の拡大，脱臼， 4) 尺骨関節環状面のfrii平化，

この変化はほとんど 3)の脱臼像を伴う， 5) 関節裂隙

の縮小.この所見は関節周囲の骨萎縮を伴うものが多

レ.6) 変形性関節症.関節団に Skleroseをみるもの

や， 関節の著明な破J1~を示すものもある . 以上の 6 つの

所見は単独にみるこ ともあるが，多くはそのし、くつか Y

合併してし、る

X線上の異常所見の発現頻度を各群につし、てみると表

3のごとく で，第 1群では尺骨主状突起の異常を約半数

Iく.Murota， W. Takada， T. Shirahata :国立絵本病

院整形外科(俗本市旭町〕

表1. 調査対照(男19例，女14例， 計33例年令 7 ~73才，
平均38才観察期間 1~12年，平均 6 年)

椀ff下端骨折
Extension fracture 

Flexion f ractu re 

Marginal fracture 

Epiphyseal fracture 

その他

言十

表 2. X線学的異常所見

尺骨茎状突起の変化

2 1 関節周囲の骨萎縮

3 | 関節裂隊の拡大，脱臼

4 | 尺骨関節環状商の扇平化

5 | 関節裂隙の紛小

6 1 変形性関節症

表 3. X級学的異常所見の発現頻度

14例

411 

111 

101/ 

411 

3311 

X級学的異常所見 |第 1群|第2群|第3群1総計
1 17例 1 10例 1 6例 11 33例

1|尺悩状突起の変化|叫47%[叫叫例67%[[2明61%

2|関節周囲の特縮 [311!181/ [7川7011[411:67イ|川4211

3|関節裂際の拡大[311 11811 [ 5 <50 1/ [ 411 ;67 II[ 脱円 311 11811[511 ;50 1/ [411 ;6711[[1211 '3611 

|尺骨関節環状面の 1111川fパi6か恥6111川/14い11ν，:伽 151/川巾3初:83/む311巾FI応可平イ化七 I .L" ~ V 11 I '"t 11 :"1:V" I oJ" !UV" I 

51関節裂般の縮小 [311 1川 11/川 111:17 11[[ 5 11 11511 

6|変形性関節症 [0111 Oll[ Oll[ 011[311;叶 31/i 911 
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にみる.そのほか関節周囲の'行萎縮や関節裂隙の拡大な

いし縮小を示すものもわずかにある . 第 2 1I下ではlくf'f~

状突起の~'ii~IJ;80%.関節周囲の骨萎納が 70%と精力日

し，関節裂隙の拡大，脱臼，パ1'f関節環状面の扇平化な

どを示すものをそれぞれ約半数にみる...j¥:J洋では10例中

8例になんらかの%常所見がある 第31洋ではパf'f茎状

突起の笈化， 関節問IJ~の骨委縮， 関節怨隙の弘大 • f込f'f

関節環状面の扇平化などを過半数にみる.なお変形性|対

ftrj症を半数にみた

以上を要約すると ，凶内外約締iの存.{Eに最も密接な関

係をもっ所見lよ尺竹茎状突起の変化で，次が関節周囲に

みる1i萎縮である.これらの所見は中等度以上の拘縮例

にはかなり高率にみられる 尺骨韮状突起は関節構成

体の怖である Discusarticularisの十l必部であり ，

Tayler もこの部に骨折があるときは常に遠位後尺関節

の傷害を与える必要があると述べているが土i然である.

関節裂|燃の拡大，脱臼の所兄はこの関節の完全な破域を

意味するもので必し、回内外拘鮒が予処1されるが，著者ら

の症例でもかなり多くみられた. }込干上関節環状面のJlii:>JZ

化はj辻骨頭の!悦円のため 2次的に起こってくる変化と与

えられるが.I河節裂隙の拡大，脱臼の所見とt;t，，:"平行関

係があった 関節i裂隙の縮小は各群にわずかずつみられ

たが，あまり主要な芯I床はなし、ように思う.変形性関節

症は33例中わずかlこ3例みたにすぎないが，いずれも高

度約締例にみられる点で興味がある.

以上単純X線像に兄られる変化につし、てのみ述べた

が，さらに病理学的な変化との凶係についても訴;Iftをす

すめたい.

14. 尺 骨末端切除に つ い て

柏木大治 藤原 朗 三 宅 正夫 成田久夫 岩本由美子*

1912年 Darrach が焼竹未端骨折に起内するj叶?速位

端脱臼に対し ， 尺'「土木端を切|徐し良~rt(Jぷ総を収めて以

米，多くの追試がな主れ，さらに種々のt:i去が行なわ

れ，優秀な成献が発炎された.孜/{(.J:過去 4年間に 25

例.27関節に本法を施行し，今回その術後成献を調査し

符たので報告する.

症 例

症例は.1) 述位楼尺関節障害ナたわち同部のF芸術，

腫l医.2) 尺1iAミ端脱ι|あるし、は!lli脱臼.3) 尺骨未端

骨折さ手によって前腕回旋障害をきたしたもの，さらには

これが腿断裂の原因になると考えられるもので，外傷例

9例，慢性関節ロイマ例14例16[対節，結核性手関節炎例

2例の計25例27関節である.その 1例を除きすべてfi端
線閉鎖後のものである.

外傷例

前腕回旋障害を有ナる 9例に施行した. 1症例をl徐き

すべて陳旧例である.症例のうち.1伊jは術前 articul.

ar discの障害と考えられたが，尺ffAミ端の切|徐にて，

~~fiの遠位機尺関節凶に骨折線が認められ， これが前腕

の回旋隣宮の因となし.7例は様骨の変形治癒により，

* D. Kashiwagi (教侵). A. Fuji、vara.M. Miyake 
H. Fujita. Y. Iwamoto :神戸大学整形外科ー

尺骨長か筏'ft長に比して相対的に長くなり 2例は尺fi
未端骨折のため，回旋陣宮の原因となったものである

以上 9 症例の術後成*t~は Dingman の成総判定規準に

従えば，切除長が短かすき。た症例および multipleinj・

uryを有する 2症例を除きその成あそば優以上である

慢性関節ロイマ例

14例16関節に本法を施行した.このうち. 1{0]は)'.!_骨

未端の背Ml脱臼で第 4.5 Extensor digitoruI11 COI11. 

munis. Extensor digiti quinti propriusの断裂をき

たし，腿移他術を併mした. 1 {9JJは肘関節の'丹変化が著

明で J tJ~'l'f小頭の切除を併JIJ した . また 4 例に尺'Ff未端

の脱臼，亜脱臼がみられ，特に可動制限が強く ，機能の

改善を目的とした.

他はg'fi未端部の炎症症状が著明なもので，滑限切除

術を合せ行なった.これら慢性関節ロイマ例では，肩 ・

肘 ・指関節の腿l医.ff.痛，変形等極々の袈315を合むため，

その成私自iの判定』よ困難であるが，初期の目的である.

子関節の察痛の除去および前腕回a:tJili<]!)Jの改汚は十分

に得られている.

結核性手関節炎例

2 {9JJに病巣舷腿の目的で行なった. 1症例には機飽の

改i'1ーはみられないが，消炎および定痛の除去が得られ，
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表 1 外傷1持および T.B.群における術後A.D. L. (11例).

表 2 術

n
U
A
υ
A
υ

。，u
'
i
n
u
q
δ
q
J
q
a

絞成

「

茶わんがもちにくい

洗面がしにくい

字が書きにくい

ボタンをかけにくい

机上のものがつまみにくい

用便後の始末がしにくい

手試がしぼりにくい

ドアーのノプが回しにくい

扇 .s1.手関節が疲れやすい

後

T.B群

秀

優|
良 |

か.

;IL毛(慈忠医大整形外科)

遠位尺骨端の切除後に上腕，肘関節部に軽度の察痛 ・

疲労感を訴えるものがあるが演者の見解をおうか Yいし

たし¥

答 :1藤田(判!大整形外科)

1) ，(~山先生へ，携尺関節に障害があり ， このため前

腕回施障害があれば尺1i木端切除にて機能の改善は得ら

れるが，どの程度の改善が得られるか，術前に判定する

ことは困難である.

2) 平川先生へ骨端線閉鎖をしてし、なし、症例に対して

は適応があると考えている.

3) 丸毛先生へ.数例に特に術後経過の短いものに訴

えがあった.R.A.の症例には特に強く訴える者があ

り，術後愁訴の 1っと考えている.

追 加 :田島 (新潟大整形外科)

Arrach手術について以下のように考える.

1) 一般に成書には骨膜下に切除すると記，1武されてい

るがときには骨や結合繊新生が旺盛で閤ることがある.

骨膜を含めて切除することによる弊害は実際になし、とい

まのところは考えている.

2) この平均による成績の予見につし、て鳥山先生から

質問があったが，骨間膜や囲内筋の拘縮による回旋障害

が考えられない場合は，良L、成絞が得られると考えてよ

いように思う.

吉松(国立長野病院整形外科)

私も30数例の ulnaldistal endの resectionを経験

他の 1例には病mの鋲的とともに機能の改善もみられて

し、る.

考察ならびに結語

1) 手術方法につし、て :我々はすべてに切除したが，

か hる方法は，後に骨新生をきたし，再び機能障害をき

たすことが十分J5えられるが，我々の症例では，比絞的

若年者の 2例に'Ftの新生を認めたのみで，他の症例には

か hる変化』ょなく ，かえって慢性関節ロイマ例では切除

端部の骨吸収像を凡ている.

2) 尺骨端切除範聞につし、て :我々は1.5~4. 8 Cll1に

わたり切除を行なった.外傷，慢性関節ロイマ例のおの

おの 1例に，切除長が短かすまて，検尺骨聞の総合をみ

たが，Dingmanの述べるごとく椀'丹 sigmoid notah 

あるし、はそれより中枢で切除すれば，10;旋運動は改善さ

れ，27関節中，20例に増加 5伊jが不変，減少はわずか

2例である.したがって切除長は特に成絞を左右するも

のではない.

3) 術後変形について Processus styloideus ulnae 

を含めて切除すると Ligamentumcolateralis ulnare 

を切るため，校側偏位をきたすとの懸念、があるが，我々

は 3{?JJを除き全例にこれを切除したが，か Lる変化は担

なかった.また切除端の転位予防に，尺骨を Flexor

carpi ulnarisにliil定する Bunnell 法を 1例に試みた

が，他の症例と布;むの差をみなし¥

4) 切除端部企!t音につし、て 本法の欠点とされてし、る

が，これが特に忠話の苦痛になるものではなく，雑音と

してふれる程度のものである.

5) 術後の筋))低下，A.D.L.について :握力，筋)J

は術後 3~ 6 ヵ月間その低下を認、めるが， 術後約 1 年で

術前と同程度あるし、はそれ以上の増加をみている.慢性

関節ロイマ例では構成要素が複雑であるため，外傷例お

よび結核性手関節炎例で術後のADL ~観察した.

表 lに示すごとく 3例に機能障害を残すが術前に比べ

れば著しし、己責主がみられてし、る.

以上孜々 の成献を各'/''T別に比較綜合すれば表 2のごと

くである.

。
。

3 

16 

6 

3 

外傷群

3 

3 

R.A.書下

。
13 

2 

2 。可

質 問 .μ山(日大整形外科)

外傷後の国外制限を尺骨切除によってどの程度ょくす

ることができるかを術前に知ることはできないか.

平川(中国労災病院整形外科)

先年 Milchの尺'fI短縮術を行なって良い成絞を得

た外傷例の報告をしたが，演者は前腕の回旋制限のある

ものにはすべて火作遠位端切除を行なわれるのであろう
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してし、る そのうち10数例は中国労災病院木下部長のも

とで検討させていた Yいた.本手術法は 4つに大別主れ

得るが，いずれの刀法をとっても同施連動に関しては予

後良好で，手術法による差異をみない.1L毛助教授のご

指摘のように将来 proxmalradioulnar jointの ms・

table例の報t』を見ると ，また切除端が背側にとび出し

てしまう}診を宣する例， ときに迎動n~， instableで pam

をみる例もある.このことから私は前腕'，'y切りにおける

回線障害例に対しては火作茎状突起の切除部の'斤膜を保

存する方法をとっている.機能の改.f，;;後に術後数年でX

線上切除官[1に著明なtr折を~、め ， 切除ît:Iti と茎状突起聞は

完全に骨のA結をみてし、る例が多い.

15. 自家 M.P.関節遊離移植の経験

矢部

外傷後の左中指M.P.[封筒欠損に対して，第 4ぬtM.

P.関節を遊離移地，臨床機能上比較的良好な結果を得

たので報告する.

症 例 25才，男子.会社員.

1lfl42， 3， 3 11，プレスのギアーに左手をはさまれ受

図1. 診療時所見(昭42，3，3日).

図 2.初診時.

• Y. Yabe:慶応大学笠形外科.

裕*

傷，同11入院する.

左手背，第 2中子f'I)占部から環指基節に及ぶilDで汚れ

た排状J坐創があり ，中指の1rl]筋腿は切断主れ，中指，環

指のft1-W腿股lよ挫滅されてし、る.中指M.P.[児tlii部およ

び諒lft1M.P.関節様側のf'Iは粉砕され，その}:.部は欠

鍛し，.J;震指必itriは尺-alljへ恒!説flする (1苅 [， 2) 

11'1:ちに当l立医により debridementが行たわれ皮膚は

1次的に縫合主れる(閃 3a ). 

t:lj(よほ';.:'1 次的に閉鎖し 3月381-1上り温m-と軽L、(1

!lYJlis動を開始する.

4月17R，左第 4祉からの関節移1lliを施行ナる まず

骨欠損部を補填してし、る彼自ミの切除後，第 3rj-'子骨ぷ11'1

端を約 1cm 切除し，基節'1'継端LtZ状に新鮮化する.

左WHII:M.P関節を[)I;J節食，骨間筋付先l郁，骨膜を温

存しつ¥，中足骨 3cm， )占節 l.5cmにわたって係以

し，基節末梢を Z状に採形した後，千守断端をキノレシュナ

ー銅線で十字にじ:51定し移他ナる.術野における運動域は

背屈 40
0
，~屈 20 0 計 600 である . なおi:n H止欠主i部に

対しては左腸'ii陵より 5X 1 X 1 CI11 の'l'YJ ¥-を係取し移

植する.

6月29日のX線像にて末梢端の骨癒合(J:完成し，中継

端も'斤梁の一部に述絡をみる. tAt浴と j穫し、白動運動を開

始する(図 3b ). 

11月 1日，移組後6ヵ月こ!とのX線像におし、て(図 3

c)， 1子癒合lよ完成し，移槌関節に特別の変化をみない.

自動運動域は 165
0
から 120

0 までの 45
0 であるが，他述

却j域lま180
0
から 110

0
までの 70

0 と良好である.なお

P . I ， P 関節には著明なが~縮が存在する 11月 9FI， 

P. 1. P.関節仲良拘縮に対して指背l腿膜の法IJ離術を施

行する.統し、て昭43，2， 7日にはや1
'
筋匝sに対する凪t移
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a.移植直後.

b. 移植後6.5ヵ月.

C. 移植後11ヵ月.

図 3.

植術を追加する.

移植後8ヵ月のX線像において移植関節裂隙のわずか

な独小化をみる.現在，移植後11ヵ月のX線像では関節

裂隙は著ゆ]に狭小化する.しかしながら察痛，腫脹はま

ったくなく ，中指の屈仲はほ Y正常に近く ，特に日常生

活に不便を感じてし、ない(関 4). 

図 4 現在における指の屈伸状況.

左足に関する訴えもまったくない.

考察

関節移植に関する臨床的報告は 1910年 H.Wolffの

半関節移植を鴨矢とし，以後 Lexerは全関節を移植し，

Kuettner， Goebel， Rouxより Graham，Entin， Erd 

elyi， Bunckeらに至るまでその報告は比絞的存するが，

本邦におけるか hる全関節移植の臨床報告例は夜、の渉猟

し得た範囲におし、ては凡当らなし、

さて，それら報告による成総はまちまちであり，Gra-

ham のごとく移植後10年にわたって好紡果を示した報

告もあるが，一般的には初期の結果は期待できても次第

に変形性変化を示す症例が多く ，1967年 Bunckeらは

細小血竹柄付または吻合による全関節移絡を報告して好

成績をあげてし、る.

多くの実験結果が示すように，軟骨細胞の代 謝は低

く，比較的長命であるとはし、うものの，軟骨細胞が死滅



1074 巻 19・号 13 整形外科 1968年 11月

する前に移植関節の栄j抗日給勝が完成されなし、限りにお

いては域死に陥り ，石IH様軟1'Hよ線維性11攻作または搬桜

組織 Pannus によって置換されることになる 栄養路

(よ関節淡，軟骨下骨質による以外ない

か hる観点から Riordanらは Hostの関節を生か

し得る~関節移植をイT利とし ， 全関節移舶の適応u:非 (.:Î

重小関節のみに認め，かつ Hostとのf，lil定を強1，1;1にし，

早期jの運動の必要性を説いてし、る. たしかに Graham

の成功例は 3才児におけるMP関節の遊離移植である.

さらに Entin はX線所見と組織学的所見はほ Y平行

するが，これらと臨床機能との間には明らかtd白関はな

いと述べてし、る.本例においても関節I裂隙の狭小化はあ

っても ， 可!lYJ性lよ l~.!:.H でかつ無痛性である . た Y今後も

しもさらにとの破壊が加わるものとすれば文持性低下の

おそれはある.

成人の全関節自家遊離移植はrlJ.f行，環J行のM.P.関節

に最も適応があり ，周聞11次官官組織の損傷が出 l珂でなし、限

り試みてもよし、かと考える.

追加 ・質問:点(一業病院整形外科)

Autogenous whole joint graftを手指の P.l.P.関

節に 3例l血行.

症例 1. 18-}"， 男，J.:示指 P.1. P. 1刻 îi↑jに丘 5~止関

節に.術後 6ヵ月五11!lVJ悩聞は0/20

症例 2. 20.L 男 /.1こ't.ffiP. I. P. 1長l釘J~1{ lIlf に対し

て1.r:5ぬtM.P 関節を移値.

症例 3. 5J'， IJJf 右lリJ行法flIiよりの域死例:こ，

pedicl巴 graft→ neurovascular island flap → J01nt 

graft~ tendon graft で再建手術を行なし、，現在 1年

4ヵ月で他動的には，0/40，白動的に0/20. Graftはな

るべく短かくすること 動物実験であるが移植11'の同定

は chromiccut.gutでも十分可能のようである.

質問:石田(新潟大整形外科)

1) 足指のM.P.関節の"I1VJ性から与えて dorsalfle. 

X10nのほうが plantarflexion よりも良いので，1800 

同転して上下を逆にし，apside.downにして移植 主れ

たか ? そのほうが可動性が良くなると考えられるが リ

2) 私の少なし、経験からも半関節のほうができれば効

果の良いことは明らかである.

小林(横浜口ぷ病院整形外科)

昨年 ].N. Wilsonらは幼児にのみ本手術を行なうこ

とが好ましし、と述べてし、るが，年令につし、てどのように

考えるか.

答:矢部(慶大整形外科)

w先生に.1) 回・床と移指骨との同定{よ，Riordanも

指摘しているようにしっかりと行ない，早期のilli<fVJを開

始ナるよう努めるべきと思う .

2) 将米のIjlG紛がまちまちで，将米変形性変化を起こ

してくる可能性が大であるから私は'1')¥1，環J行のM.P. 

凶1前にのみ通lぶがあると jぷう .

イi問先生に.Plantar を palmar におく}診で移植し

たその際， plantarの fib locarti lagi nous plate の

proximal の一部を切除した 移fia11'(後はmulがよりで

きるが，現在では'主屈が上り可能である

小林先生に J比々の教'交付上の実験(I'~研究によ . )とも

わかる上うに，小山の場合の成長(tJ切符できなし、.

16. 母指手根 ・中手関節脱臼に対する靭帯形成術の 3例

木 下 | 導 平 川克 l白浜品彦 片山flH太郎 中村安成*

舟J行の子根 .'11手関節(以下C.M 関節と日告))に外

)JがJJIIわった場合，多くはし、わゆる Bennett 'f.r折，あ

るし、(よ比較的防に竹折合伴わたし、脱F-Iをきたし，この以l

fliiに不安定悩二が残ると ，必し、 pinch または似りの際に

本 H.Kinoshita， H. Hirakawa， M. Takahama， 
S. Katayama. Y. Nakamura :中国労災病院笠形外
科(呉市広町)

i!Iiみがあって，下の機能に皆しL、~~となり ， ひいては

変形性関節lJIの以内となることがある.ところで本脱臼

の子術法としては，一般にill'.JI'働者や'Jでに笈J¥列企|刻i!iJ

lJEを起こしてL、る h"令岩に関節回定術が適比;として選ば

れてし、る しかしー)jでは関節機能の温存を¥¥!'I'~ として

大多角竹と第 1'1'子'庁基底部に， あるし、はUi1， 2 '1'手

'1')' )占底部にそれぞれ穴をあげ遊離j陸自f通してむすふ)j法
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など 2. 3の考案をみる.我々は本症の 3例に Bunn-

ell.あるいはこれと類似の籾帯形成術を行なって 3年 5

ヵ月なし、し 2年 3ヵ月の経過を観察したので報告する.

症例1. 60才， 男.高校の教員で臼転車に采って転倒

し，右母J行を突し、て受傷.受傷後3週の初診時，背側に

転位した第 1中手骨基底部は圧迫により握雪音を発して

比較的容易に去を復されるが，ギプス高Ij子による整復位の

保持はもはや困難であった.X線像ではC.M.関節の背

但1]脱臼を認め，第 1. 2中手骨基底部の間隙は拡大して

いる.手術は短母指イ中筋鍵と長母指イ中筋鍵の聞から関節

に達したが，関節包の著しし、弛緩をみる.そこで Bun-

nellの著古にあるように，第 1中手骨基底には楼仰jか

ら尺側に，また大多角骨には背似1]から主主側に穴をあけ，

これにあらかじめ採取した長掌筋腿を第 1中手骨の検側

から尺似1]へ，次いで大多角骨の主主仰lから背側に通し， さ

らにその結釘j部をまわして絹糸で縫合，固定した.術後

は良肢位にギプス固定 2週で軽擦マッサージを始め，

4週から運動練習を開始，術後5週で原職に復帰し，チ

ョークをもって援業を始めてし、る.術後3年 5ヵ月の現

在，長時間ベソをもっと，母指のC.M.関節が固くなる

感じがあるが.ff.痛はまったくない.握力は左右とも34

kg.把持力は右 5kg. 左 8kgでX線により第 1. 3 

中手骨紬の角度を測定した運動範聞では，外転のわずか

な制限をみるのみである.たYしこの運動は手線骨相互

聞の関節王IHv)が含まれている.変形性関節症の所見はほ

とんど見られない.

症例 2.55才，男.現場EE替で足場から 4111下に墜務

し，腰椎圧迫骨折，組骨骨折を合併.受傷後 3週 で初

診.3週間ギプス固定を行なったのち，後療法に移った

が再脱臼をきたし，理学療法などにより察痛の緩解をみ

なし、ので.5ヵ月で症例 1と類似の遊離B遣を 8字形に縫

合する手術を行なった.術後は Kirschn巴r銅線で固定

し3週で抜去.5週で白動運動を開始した.術後3ヵ月

で復職してし、るが，術後2年 4:b月の現在，日常勤作に

支障はなし、. しかしときに重い物をつまんだり ，左手を

長時間使うと C.M.関節にこわばりと軽度の察痛を訴え

る.握力は右34kg.左30kg.把持JJは右 3.5kg. 左3.0

kgでX線による関節運動範囲ではほとんど左右差をみ

なし、

症例 3.51才，男.石工で歩行中自動車にはねられ，

くも膜下出血，胸部 ・膝関節挫傷を合併.受傷後 4週で初

診，右母指の Bennett 骨折を発見した.関節の定痛と

異常可動性をみたので，第 1中手骨基底部にある小豆大

の骨片を摘出し，症例 2と同様な靭'Hi形成術を行なう.

術後3ヵ月で原職に復帰しようとしたが，ハンマーを

使用すると蒸痛があるので，軽作業に転職した.術後 2

年 3ヵ月の現在，日常生活に支障はないが，母桁の脱力

を訴える.握力は右35kg. 左41kg. 母JRの内 ・外転運

動にはほとんど左右差をみない(表 1.関 1.2 ) 

表1.母指の運動性

，皆、 似リ 健 側

外転内転 外転内転

症例 l 48。 18。 54。 16。

症例2 50。 6。 54。 6。

症 {?'IJ3 50。 13。 54。 13。

図 1.赤O羽O.術後3年 5ヵ月.

一一一一一一一一
Slocum 

Bunnell 症例 2.3の H;r法

図 2.

考察

本症が早期に発見された場合は，徒手整復と無祷のギ

プス固定で成功すると し、われ，また日常我々が遭遇する

Bennett骨折では Kirschner綱線固定を行なって良い

成絞を収め得ることを経験してし、る.しかし我々の症例

はし、ずれも受傷後数週間を経過し，ギプス副子などによ

る保存療法が不成功であった.本症に対する靭帯形成術
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lよ大別すると ，大多角竹と中子tyを結合するもの (Bu-

nnell， Slocum)，あるし、は第 1，2中手'i'y.M;底部を結

合するものの 2極類がある.しかし第 1，2中手骨をし

ばる刀法は，第 1，2 '1'手骨基底の間隙を少なくするに

は役立つが，第 19'手'f}'の背s{11転位を整復するには，や

や~~Ê点があると思う . 症例 1 は Bunnell の)J法を踏!必

し，機構上(]:合理的な)j法と思うが，手術手技上や〉繁

幸!Eな!i&がある.症例 2，3のようにこれと類似の方法で

も成総にかわりはなし、 次に本症に対1る捌fU形成術の

適応として，症例 11よ60才であったが，術前のX線で災

]診性関節症の所見がなく ，また職業が教員でペンやチョ

ークをもつような比絞的繊細な仕事をするイ7下であると

ころから，また症例 2は55才の現場jl主将で'Ji'働にはu'IJ安

従事しなし、ところから，本法を行なって比較的良好な成

献を収めた.しかし症例 3は石を扱う 5L}'の工員で，術

後日常勤作にはほとんど支障がないにもか hわらず，軽

作業に]1印紙していることは，こうした筋肉労働者はやは

り適応ではなかったと以省させられる./サーJ行のC.M.関

節の生J!g的運動範囲lよ小主く ，またこれに凶宣↑iI，';1定術を

行なった場合，μ常の附:さは忠L、のほか少ないというμ

山らの報告もあるが，/リ指の繊細な運動を必~とする職

業には，変形性関節症の有，無効き子などを似互に検討

したうえでの本手術はぷ義のゐるものと思う ー

質 問 ・能盗(三条総合病院整形外科)

紅、Lt受傷後 4週間!の Bennett ，["t折陳旧例に対して，

1960年 J. Bone Joint Surg. の Thoren 7.去による

oblique skeletal traction 法をl血行 し，3週間の1M奈

でなんらの機能防:与を残らず， 良好なが;果を 1~た催例を

もってし、る.前 Ifの第3例の場合手技上むずかしく ，長

期jの固定を~ーする子技を選ばれるよりはむしろ Thorén

法が選ぶべき)J法ではなかったかと考える

追加:L. Milford (U.S.A) 

Pain frequenlly fallnus evne adeguate ligament 

substitution by grafl， possibly due to previous 

articular destruction from chronic subluxation， 

arthrodesis lherefore must freqenlly considorod. 

答:平川 (11'国労災病院整形外科)

能登先生に 報仏ーした症例はいずれも汗:引や無樗ギプ

スなと'保存療法により C.M関節に不公定性が伐ったも

のである.

Dr. Milfordに適応のところでもIjlし述べたが，確

かに関節則定術を行なったほうが良い場合もある 症例

3 (よその失敗例を示したつもりである

17. 手指の伸展位固定後の屈曲障害に対する lateralband解離手術

江 川 常一 土井 Jt(~ 犬 岩崎南海雄 堀木篤 吉岡版裕*

手指の外傷のあと ，長期にわた-)て指をやI'J長位に同定

主れたため 1.P.I刻iliiの屈曲附'，t'{-をきたした症例にとき

たまJr:t過することがある

このような症例では P.1. P 関節の側ltiiで laleral

bandが正常の位置より背側にずれており (このためス

ワソネック変形を呈することもある)，映状に lateral

bandとmiddlebandの問に鋲ってし、る obliqu巴 fibre

が正常のs弾)J性を失って，縦iんで佼化してし、るため P.

1. P関節を曲げようとしても lateralbandが掌側へ

すべらないので白ifyバl甘にも他動的にも曲げることができ

ホ T. Egawa， T. Doi， N. lwasaki 大阪大学整形外科;
A. Horiki :大阪厚生年金病院整形外科(大阪市福島区
上福島); Y. Yoshioka 済生会中沖病院盤形外科(大
阪市北区芝田町).

なし¥

これに対して lateralband と middl巴 band の聞

の硬化した組織を図 1のように縦に切断iしたのち他動的

に!日lけ.ると lateral band (よ掌側にすべって P.1. P. 

関節の屈曲を治すようになる.

答者らは1If:l40年以来 3年間にこのような症例 6例の 8

本の指に手術を行なった.

症例 1. 24才，男 右小指の控加で'f上折もあるとい

われ，仲!艮{立で 1ヵ月間副子固定を受けたのら 9ヵ月

後に米院した.x線像では't'j折があったとは与えられな

いが， 関節の可動範囲lよ 200~160 0 に制限主れてし、た.

-/，(:;保存的に機能，jJI臓を行なったが，巡却jの改Eの傾向

が見られたし、ので手術を胞した P. 1. P. 関節 f~1 で 1;司
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くと ，lateral bandは dorsalに片寄り ，middl巴 band

とのすきまがなくなるほど狭くなっていた.この聞を縦

に切|渇したのち他動的に曲げると lateralband は P.

1. P.関節の側面に移動し関節の!lYJきをふたた び得るこ

とができた.術後は P.I.P関節140。でキノレシュナー綱

線を刺入して闘定し 4週後述!lYJ線習を開始した.可動

範囲は次第に改善し目指と強くつまむことができるよう

になり ，術後21週の P.1. P. 関節I可動範囲は 1900~

100。に向復した.

症例 2. 30才，男.ローノレには日さまれて左示指とcl'指

を受傷したのち指イq'以位で拘絡を残して来院，11 j]月後

に手術施行した.

本例ではなんら悶定を行なわず， 術後 l立ちに巡!lYJ~習

を開始し，(孟 Yつまみ可能な状態に1"11;反した

症例 3.39才，女.機械の歯車の聞にはさまれ，左示

J'¥'iと中指を受傷した.示:t¥1には<=1-'節ftの開放骨折もあっ

て一度は切断の指示も受けたという .それだけに 7ヵ月

後の当科初診H与も示指の血行は恕く ，皮膚は藷く ，光沢

をイザび，仲良装世とも癒着しており ，良い成絞は期待さ

れなかったが，示H'iと中指に同様な手術を行なった.

術後は量り挙の形に 1週間，ギプスで回定し，そのの

ち中指の先はほとんど手掌にともごくほど曲るようになっ

た.示指はやはりそれには及ばないが母指とのつまみは

可能で，日常生活には一応支院なし、までになってし、る.

2年4ヵ月後の淵食では，術後 5ヵ月半の状態に比し，

運動は円滑となり ，わずかながら可動範囲の拡大も認め

られて，恋化の傾向はまったくなかった.

症例 4. 19才， 男.転倒して激しく左手を突き，小指

のP.1. P.関節の脱臼骨折ののち， 1年後に-*院し

Tこ.

術後は緋創行で屈出l位に回定したが，それを 5日臼に

白分ではずしてしまったり ，抜糸したのちはまったく来

院しなかったりしたので 2年3ヵ月後の調査でも不満足

な状態にと Vまっている.

症例 5. (省略)

症例 6. 46才，Y::..欽材の間に左示指針よさみ挫創を

生じ 6週間1，1;1定ののち可動制限を残して10ヵ月後来院

した.

術後2週間，悩り拳の形でギプス固定を施したのち迎

動紋習を開始した(図 2). 

P.I. P.関節はよく曲るようになり ，本例では 8年前

の外fJ1ーで母指lよ基節 ' 1.'央で切断~れてし、るが， その短い

母:指ともよくつまめるようになった.

これらの症例のまとめを表 1に示した.男kの性別，

Skin incision 

。)

Flxation 

図1.上・点線は皮府切開線.中・ Lateral bandは背側

に片寄り middle band との間がせまくなった
状態を示す.直線部に切開を加えて癒jiJ.化した ob-

lique fibreを縦に開く 下 :Hd後の固定ー

case 6 46yrs Female 

Opcration 
Range 01 11l0tion 
1'1 p. joint 01 lefl indcx 

]制 j_ _ _-1 ~_.，._"，，;:ケココアアコご三寸

J 120~~- rプJJ-bm昏 1
1f斗¥Litz-一一二一-J

、veel、
図 2.症例6の経過を示す.思指の可動範囲は拡大してつ

まみが可能となった.

年令などの成総への彪響はないようである.作折も挫創

もともにあった{~Jでは成絞はや』劣る .

術後の固定はキノレシュナー綱線刺入によるもの 1例，

なにも悶定せずに術後すぐから運動させたもの 1例， 粋

創官・固定 1例，ギプス固定 3例であるが，粋創仔の上か

らギプスで固定する)j法がや〉まさってし、るようで，現

在はこの刀法による固定 2週間を一応の原則としてし、

る.ギプスには指先の部分に窓をあけ観察が可能なよう

にしてし、る.

手術後の運動練習が重要なことはし、うまでもな く，指

示に従わず訓練の不十分であった症例 4に惑し、成紛が見

られる.
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;口巨同問|両L市直言;ト(ト片受鵡判傷備指イ|悶品珂|;I ;口1ア可T廿叩;r刊T引出刊|は同:到山|団よL|M方 : 

質問:諸稿(館|司市立荘内病院

整形外科)

演者の症例の臨床的診断「の根拠を

おうかゾいしたい.P. 1. P.関節の

やI'J副首j絡は， 1) H1背腹膜の癒着， 2)

関節約締， 3) Intrinsicpluscont・

ractuneの3つが代表的であるが・..
2ぺ|卜3ωイ0イ|卜合い卜ト〕方叫〈月
3ト9トトヵjllz:|:ド|;:::::!:::了:1114ギプス

追加:田島(新潟大整形外科)

私の経験によれば Collat.ligの

拘縮と基節における指背膜腿膜と基

節骨との癒着(P. 1 . P.関節色背側

と centralslip の付着部の癒着を

含む)が主原閃と考えられる.それ

考察

LateraI bandと middleband との聞に張っている

膜は oblique fibre とか，arciform fibre などと呼

ばれ，磁たる命名がなされてし、なし、ょうであるが，これ

によって intrinsicmuscleと long extensor との聞

を結合し，指背{中展装置を構成する一因子である.これ

は lateralbandを middlebandにむすびつけながら

も，その弾力性によって lateralbandの volar への

移動を許し，指関節の屈イ申を微妙に調整する役割lをはた

している.

著者らの症例rlo2 {JiJをのぞし、ては，し、ずれも P.I.P

関節の近 くでの控岩IJがあり，しかも歯車で裂かれたり ，

ローラーにはぶまれて，はじけたりしたかなり高度な挫

滅を伴うものであり ，イ巾展位の固定とともにこの膜縁組

織の拘縮をまねいたものと 思われる.挫倉IJに開放骨折を

伴うよう な場合はその病変がさらに高度に見られた.一

方，骨折はあっても軽度であったり ，また当方では骨折

があったとは考えられなし、のに最初の医師に骨折とし、わ

れて 1ヵ月にわたり伸展位で固定を受けた場合もまた同

様な拘縮を起こしてし、ることは，この滞し、膜がし、かに拘

縮に陥りやすし、かを示すものと考えられる.

本手術に煩似したものとして，スワソ ・ネック変形に

対する Littlerの releaseoperationがあるが，これは

intri nsic muscle contractureに去すし hood からさき

の obliquefibre を lateralband ごと切除するもの

であって，手術手技，適j日ともに著者らのものと異な

る.また著者らの刀法は lateralband を残してし、るの

で指の仲良力を減ずるという欠点もなし¥

現在別に 1例，後療法施行'-1'のものがあるが，今後さ

らに症例を重ねて検討 を加えたい.

でその癒着の剥縦 (P.I. P 関節包背側の横切離を含

む)をし，それでもなお P.I.P.関節屈曲が不満足の場

合には，演者の万法が考慮されるのではない かと考 え

る. たぜこの手術では srapplng をきたす可能性がな

し、ヵ、?

答:江川 (大阪大整形外科)

諸橋先生に. Intrinsic muscleの fibrosisや spasm

あるものを除外する.

Collateral ligamentの拘縮とは鑑別しにくいので手

術のとき確かめる.し、ま示した切開で(よし、ると coll.lig.

を見て，操作することができる.まず lateralbandと

middle band の聞を縦に切開したのち他動的に曲げる

と今回報告した症例は全例よ く出るようになって，coll 

lig.の切除を必袈としたものはなかった. し、ままで

coll. lig. の切除の適HJと考えられていた症例のうちか

なりのものに本手術が適用さぶるのではなし、かと感じて

し、る.診断，手術適JTJを慎重にしたので，この 3年間に

6例 8指について行なっただけであるがもう少し症例

を重ねて検討したし、と思う .

田島助教授に 1)先生の示されたようなJH背鍵膜全体

が高度に癒着しているような場合には，本手術はし、くつ

かの手術操作の一部分として施行されるこ とになろう .

今回示した症例では lat.bandと middl巴 band の聞

を縦に割ったのち，その下床との間で総局を剥離する必

主さのあったものはなかった.

2) 術後に snapplng の起こったものはない.むし

ろ術前スワン ・ネック変形があり ，P.1. P関節過イ1]1展

位から，180。を魅して曲げるとき，雑音を発して不愉快

だと訴えていたものが，術後雑音がとれて気持がよくな

ったとし、って喜んでし、る症例がl{ylJある.
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18. 指関節固定術に対す る経験と考察

伊藤鉄夫 上羽康夫 片 岡善夫 山岸洋水

昭~1， 10月より 1年間に，10症例16指関節に固定術を

施行した.主E例は17才から57才に至る男 7人，女 3人で

ある.阿定した指関節は母指M.P.関節 7，却:指 1.P. 

関節 1，示指 P.1. P.関節 2，潔指P.1. P 関節 3であ

る.中指 ・環指 ・小指 M.P回関節固定はそれぞれ 1つ

で，同一症例の同一手に行なった.

手術適応としては先天性母指変形 1例，癒痕拘縮によ

る高度変形 3例，関節炎2例，陳旧性脱臼 1例，神経麻

1耳1ーによる不安定な関節 1例，C.P.による関節運動不全

1例であった.関節固定法は近位関節端を円錐形にとが

らせ，遠位関節端に作られた円錐形の穴に近位関節端を

姉入し 2本のキルシュナー綱線でもって固定する方法

を用いた.国定角は母指 M.P.関節では外観上屈曲 00，

境周約100であり ，指のP.I.P 関節では廊曲30~400 で

ある.

術後のギプス固定は通常 4週間，高年令者や同時に臆

の手術を行なった場合には 3週間で，その後直ちに手指

の運動を開始する.挿入したキノレシユナー綱線は骨癒合

が完成してから抜去する.

術後5.5~ 16ヵ月自の調査では，術直後に綴痕拘絡の

ために固定肢位の変化した 1{日lを除くと全例に骨癒合が

完成し，外観，機能ともに改蓄が認められる.

結 語

適応を選択すれば，指関節固定術により ，無痛性の安

愈 T. Ito (教授)， Y. Ueba， Y. Kataoka， H. Yamag卜

shi :京都大学整形外科

表 1 回定角

母指M.P 屈曲 ・干l'展 偏 位 回転

外観上: 。 。~Rad. 40。 。。
X線上. Fl. 8~Ex t.1 6。 Rad. 65~Rad . 33。

指 P.I.P.: 屈曲 ・{中展 官百 {立 回転

外観上. FI. 30~F I. 50。 。。 。 O~1 5 。

X線上: Fl. 1 8~Fl. 45。Rad. 1 8~Uln.) 3 。

前後

図1.

定した指機能が得られる.

上述した抱関節回定法では，術中に角度矯正が容易で

あるうえに，骨接合商が広く'ft癒合しやすく ，早期に手

持の運動が開始することができる.
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19. 指尖部外傷に対する植皮片の立体識，特に 2点識別能の

回復状況について

日良 健 水|尚 二郎 制尾山弥*

我々は第 81可手の外科学会におし、て，四)J支の.fttlSO十の

2点識l}IJによる知j，'t川復状況について発表した.今11I1は

わずかの症例ではあるが，t行，主としてm尖部の立体

識，すなわち 2点滋別による知覚の問復状況につし、てい

さ〉かの知凡を得たので，文献1'i''.1与書ぎを加lえ報告ナる.

テスト方法および成績

テストには前回どおり 2点識別には工業)Ijノギスを使

用して，~際の立体識のテストには Moberg の picking

up testを!応用して，.出JHの被植jj{_部で，1沼限で 10コ

の小物体をl白銭ふれさせた.なお従来の慣行テス トのほ

かにニ γ ヒドリンチtiFテス トもot-刀lした テスト !求総

は，表 1のごとく赦年少 13は14-}"，肖年iIf(よ45-}"，平均

30才であった.植l文の組mは，.iuH:t行術+neurovascu-

lar island f1ap 1例，palmar f1ap 2例，direct pedi-

cle flap 2例，中間陪 1例 cross-fi nger 1例である.

術後経過日数は， j泣l底 1 ~三 2 勺月 ， IlxJG 2年10ヵ月，平

均 2年 2ヵ月である.知覚の|口|復につL、ては，1:上バミが恋

く，:t旨の短縮の加った palmarflap の l例では，10 g 

以下では知党はなかった.触党は，'1径度過敏 のものが

neurovascular island fJap 1 例，!まとんど正常のもの

が cross-finger の 1例のみでほとんど他は多少過敏状

態にあった 2点識別は Ponten(Uppla. Swed巴n)に

よって，座f!{で表わしてみた.柏皮部および正常対側，

Donorにおける 2lJ.識別他をそれぞれ，TPo.， TPR.， 

TPDとすると図 1のごとき結果を得た N巴urovascular

flapの l例は別として，他の症例はいずれも Y軸に接

近するが， まったく Y ~IU上， つまり正治に もどる症例は

なかった 最も接近した他は正常値の 1.3併， (よなれた

もので 2俗であった.Picking-up テス トは precision

sensory gripに必妥な向指または対向指のいずれかな

健全であれば，長t側と忠側とでは著しし、J1~j 問的庄は認め

られず，したがって閉限ぶせて被.fttljj{_部のみで 11'(按10コ

の小物体をふれさせ，10コ巾7コ以上級l}IJできたときを

一応伝煩できる立体識があるとみたした.その紡果(:!:jミ

2のとおりで 2ぷ識別{直が 5mm以内にまで川復した

ものがーI.I'.、伝頗できる立体議企有することがわかった.

2点識別と発行二との州主j関係(J:一般に認められなレと報

告主れてし、るが，1¥i/<の症例でも立件、識の欠乏した例で

はニンヒドリン，プリン トは陰性であり ，また陽性のも

のは必ずしも知覚のね度を現わ占なかった.

表1. Details of cases subjected to follow-up study ( 1). 

No I Sex Type of repai[ I Recipient area. I Donor IL帆・touchlPin-prick I Pain・threshold

1 Male 14 Reconst.of r. thumb Tubular flap r-rinfinger Hyper Hyper. G. 10 g 
neurovascular flap Nor. 30 g 

2 Male 45 Palmar flap Dist. pulp Thenar Hypo. Hypo G. 42 g 
Nor. 40 g 

3 Male 30 11 11 Middle pulp 11 Anasthesia }fT1y0 po G. 35 g 
(10 g) Nor. 20 g 

4 Male 24 Di rect pedicle flap Dist. pulp Abdomen Hypυ. Hyper_ C 2g 
Nor. 20 g 

5 Male 33 11 11 Upper arm 11 11 G 7 g 
Nor. 35 g 

6 Male 36 Split thickness. 11 Abdom 11 11 G. 5g 
Skin graft Nor. 35 g 

7 Male 25 Cross-finger Middle pulp R111gfing) eI nor nor. G. 17 g 
(Darsal Nor. 42 g 

* K. Takara :熊本大学整形外科 ;J. Mizuoka :国立熊本病院整形外科 (n~本Irí二の丸) ; S. Horio :熊本労災病院整形外科
(八代市竹原町).
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結論および考察

Mobergは，立体識は指の preclslonsensory gnp 

と密接な関係にある知覚であることを発見し，そのテ

スト法として 2点識別，ニンヒドリン先nテストと

picking.up テストをあげてし、る.それぞれ不リ点と欠点

はあるが 2点識別Lよ，小範i岨に!ω11でき，その結果は

数字的に表現できる利点がある.秘L!L14の立体識の回復

については純4 の報むがなときれている.Mobergは全!百

および有茎縦lL文例 7例につし、てテストし，その紡呆，全

症例にJW機能は回復するが，立件、識に必要なね度の 2

点識別を欠レてし、たと述べ，一方 Pontenや [-[utchin-

sonら (1960)は条件が良く，症例を選以すれば，植皮

}rの2点識}jlHよ，必Lド本来の{I固に接近するか，もしくは

正常値を示すようになると報告してし、る Slurman ら

(1963)の指尖部主i傷例では，pnll1ary repalr のみが

ほとんど正常値で，他の症例lよ位側の 3mmに対して5

~9mm を示し必ずしも正1常値を示してない Murra y

(1967)はj斗状l支弁16例中正常値を示したものは 1例で

両側の neurovascularbundle をともに移摘した症例

も正常に接近するが，まったく正常値を示すのは 1例も

なかった. なお Mobergによると ，立体識と precisi 

on sensory gnpが可能な最上限はや11経縫合例では15m

mであると述べてL、るが，設Aの他l支例では，5~6 m 

mでなし、と立体識はあまり信頼できなかった.興味ある

ことは， 5 ~6mmの症例でもサ γ ド ・ ベーハーの粗造

i識は可能だが，COln の穴は識別できず，この点サイズ，

粗iiS識別に|潟して2点識別との関係、はむずかしし、点を有

してし、ると与える.

最後に種類はし、ずれが良し、かとし、う点lこっし、て，Stu. 

rmanは cross-fingerや palmarflap 例では圧痛の

出現が50%以下で，ーブ'j;有茎皮弁，全回，中間l百例では

50%以上に正痛があり ， また皮Ji守の~!Íì初 さ の点で も前 2

者がすぐれてし、る点より ，特に指尖f部長i傷例では cross

finger をす』めて L 、る.植lえの選t'~1よ川氏の状態によ

り大し、にお診響されるが，我A の経験でも一般に有茎皮

弁，全!M，中間胞はたとえ 2点溺lljlHまかなり正常近く回

復しても，術後圧痛が著しく ，そのためU常の使用をさ

ける傾向にあり ，palmar flapや cross.finger 法が

結果は良好であった.なおiiE向指術や知党l悦失部の知覚

再建にはやはり neurovascularisland f1ap 以外に良

し、方法はないと考える.

追加・ 質問 :小沢(京都府立医大盤形外科〕

我々も第 9回の本学会の席上に お いて abdominal

flap法23例，closs.fi nger法 17例， '1' 11¥1隠 43例な

Il 
y= ~~G二TP"-

TP，，+TPR 

2 

o Neurovascular Flap 
• Palmar Flap 1.0 

.. Direct Pedicle Flap 

圃 SplitThickness S. G 

X Cross Finger 0.5 

-1.0+x 

1.5+ • 

111 • 
-2.0 

/ 

1.0 

x = T~G- T~R 一一TPo+TPR 

2 

W 

図1. Co.ordinate system two point discrimina. 
tion on the skin grafts to finger pulp 

表 2.Details of cases subjected to follow.up 

study (2). 

C芯 1Type…町 12point dise.1 ;I~;;!~e. l Sweat 
l Reconst.of r. 4mm + + 

thumb neuro. (Nor 2) 
vascular flap 

2 Palmar flap 5(3) + + 

3 11 no (ー) less 
evaluated sweat 

4 Direct pedicle 5(2) + + 
f1ap 

5 11 6(3) 土 + 

6 5G p11t thIckness 3(2) + + 
5 

7 CrossイInger 5(4) + + 

どにつし、 て twopoint discriminationおよ び lextur

discriminationなどを検査し発表した.この結果，特

に中間!百においては一概に知党過敏状態にあるとはし、え

なし、し， tow point discrimination も改葬されなし、も

のもみられた.すなわち移植されたl支j十には知党過敏の

所もあれば知党鈍麻の所もあり ，また 2点識別の問復も

まちまらである これは 1) 母床の問題，2) 植皮片

のVJ.さに問組があるのではなし、かと考える.この 2点に

ついてご教授願いたし¥

答 :iQj良(熊大整形外科)

J旨尖部の立体識の同復について，植皮の極恕:]，)'Jさが
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問題になるとは思うが症例が少なく具体的なことはし、え

なし、が，立体識はIfJIl!・痛 ・圧党等が綜合主れたものとし、

われているので，5然、植皮の厚さ等も影響してくると考

える.

20. 指 末節音1")切断に対する治療法の検討

長島降弥 長嶺功一 三浦隆行*

手の外傷の発生頻度はきわめて多く，特に近年労働災

害としての手の外傷lよ著しく増加lの傾向にあり ，私たち

は最近約 5年間に経験した指切断新鮮伊lは 271例でこの

うち末節部切断lよ226例.239指であった.私たちはこれ

ら指末節部切断症例につし、て，手術法の検討と術後の経

過を調査し，それぞれの手術法の適応について比絞検討

を行なった.

切断指の年令別先生頻度は10才代が40%.20才代が29

%と末熟練む年労勤者に多発し男は女の 5佑の発生をみ

てし、る 外傷原凶は工場災宮によるものが，全症例の約

90%を内め，機械別ではプレスによるものが45%で最も

多く ，次いで旋盤，刃物によるものなどとなってし、る.

末節fflI切断239指についてみると ，左か右の約1.5イちであ

り，示1¥1.1~IJ\'l. 環J旨，イヨ J旨，小f\'íの順で発生してし、

る.

私たちが指木節部切断に対して行なった手術法はJliな

る断端形成術148例.fi nger-palm法27指，遊雌植皮法

25指.abdominal-f1ap法15指.cross-fi nger法7指，

Kutler法 8m. volar flap 法 9指である 単なる断端

形成術は簡単な方法であり ，治療期間も短かい.術後lよ

知覚も良好で.Jtjの迎iliIJおよび使用度も良好であった

が，約60%に圧痛あるし、は寒冷l時の蒸痛が存在した.さ

らに切断指は術後平均 7.7mmの短縮がみられ，これは

母指，示指などでは指の機能を著しく滅返させることに

なるので，切断Jtjを短鮒することなく断端処理を行なう

ことが望ましい.このため各極の手術法を行ない比絞検

討を行なった.

直接調査した結果によると，皮膚の活着状態は abdo・

minal flap法.cross-finger 法が全例とも良好であっ

たが.finger-palm法では15%.遊離植皮法では279五に

活着不良例が存在した.

痛覚過敏は遊お!f，植皮法にて61%の多数存在したが，

abdominal flap法.cross-fi nger法には存在しなかっ

た.立体党は球]杉休，立方体の識別を行なわせたが，

fi nger-palm法で最も良い結果がみ られ，

一一ーー 状 態
手術法 体党 2点:i.t

比較的良 90%Finger-palm法

調査ffE例 20指 わずかに可 10% I 5.4mm 

abdomi nal flap法では確実に識別可能なも

のは 1例も存在せず，まったく不能なものは

40%も存在した.

遊離植皮法

調査症例 151旨

Abdominal flap法

調査症例 5指

Cross-finger法

調査症がJ 6指

不能 。

比較的良 73%

わずかに吋 27%I 4.4mm 

不能 。

比較的良 o 117.4mm 
わずかに可 60% 1:不能例を

不 能 40% I除く

比較的良 83%I 
わずかに可 17% I 5.3mm 
不能 。

2点識別党についてみると . fi nger.palm 

法，遊敵地L記法.cross.finger 法はほ Y同

機であるが.abdomi nal f1ap法は 5例中 2

例がまったく不能で，残 りの 3例も平均17.4

mmと著しく劣っている f表 1). 

Kutler法と yolarflap 法は術後の経過

時間がし、まだ短かし、ので，前に述べたものと

同級には検討できなし、が. Kutler法は指尖

部のまるみもでき，知覚の回復も良好である

が，や〉痛党過敏が残りやすい

彬 T.Nagashima. K. Nagamine :名古屋大学援形外科 ;

T. Miura :刈谷盗旧病院整形外科(刈谷市大字木刈
谷〉。

Volar flap 法は常側皮弁にて断端部を被うために，

指を屈曲目支位に問定する必要があり ，このため術後，指

の運動障害が残存し .if痛 • n重l反，指尖部の創再ffi開も見
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られ，未知節部損傷に対する手術法としてはもt襲も大き

く，適当な手術法とは考えられなかった.

指末節部煩傷の治療を行なうに際しては次の点を考l長

すべきであると考える.すなわち，1) 可能なかぎり指

の長さを保存すること. 2) 鋭敏な知党を再現するこ

と. 3) 有痛性の級痕を残さないこと .4) 治療期間の

短かし、刀法を選び指の運動障害を残さないこと. 5) で

き得るかぎり正常指尖の形態を再現することである.

私たちが行なった各手術法には表 2のごとき利点と欠

点が存在するので，指の損傷部位，証i傷程度に応 じて，

各手術法を選択しなければならない.母指および示指は

知覚の回復が特に要求され，また示桁の極端な短縮は

pinchを不能とする.

各指別に対する手術法の適応には図 1のごときものが

まず考えられる すなわち原則として，母指には cross

-fi nger法，示f，j，中指特に示指には finger.palm法，

または cross-finger 法，環指，小指には遊離植皮法ま

たは単なる断端形成術が適当とJ5えられ，ぷらにKutler

法はし、ずれの指にも応用できると考える.

質問:簸波(長崎大整形外科〉

各flli他皮部の知覚調査は術後何ヵ月くe らいで判定

しているか.我々の経験では少なくとも 6ヵ月以上

も経なければ判定は困難と思う .症例による差もあ

るが，初期には知覚過敏のあったものも ，これが消

失する例もあり ，flap でもかなりの知覚が再建す

るので，早期の状態では最終的な判定とはなりがた

し、と!ぷう.

答:長島(名大整形外科)

術後の知党同復の調査は術後約 4ヵ月以上を経過

したものに対して 1固ないし 2回行なったものであ

り，経1守的検査は行なってし、なし¥
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表 2.各手術法の利点と欠点

予告主主;-~] 利 点 | 欠 点

単なる断綿|手術法が簡単 |切断指はさらに短縮す
形成術 |治療期間が短かい |る

|知覚良好 |痛党過放を残しやすい

Fi時 er. 知党の回復特に立体党 |Two山 geの予術を
palm法|良好 |要する

ム|長さが温存できる |母指球部に縦泌を残す

I Jミさが温存できる |痛党過敏を残しやすい
遊離植皮法 Ione.stageの手術でよ |骨露出の場合活法不良

|い |で癒泌を生じやすい

l 皮弁は活道良好で抵抗 l知覚の回復が思<，特
Abdomi- 力が大 |に，立休党2点党は不
nal flap 痛党過敏が生じにくい|良

法|長さが温存できる I ;'(wo.stageの手術で
入院を要す

仁 1-(}~ c;:.. 皮弁の活治は良く，知 I Two.stageの手術を
fingel法 l党回復は良好 |要する

|長さが混存できる |贈与指は限定される

知党回復良好 |指尖部中央に縫合線を
Kutler法|手術佼襲小，指尖の形|生ずる

態良 |痛党過!政例がみられる
長さが温存できる

る長
Cで存

好
温

良
が

党
さ

知
長t仏

巴司'''!
ny 

r
a
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a
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動
す
術

運
や
手

1. ~~~I，:.r 法
遊離植皮法

2. Cross.finger法

3. ~~，~I..:.r 法
遊離纏皮法

4. ç:r?ss~f，in，~er 法
Lateral flap法

5. ~inger;palm 法
Cross.finger法

6. !;ï nger:p~.lm 法
Lateral f1ap法

Kutler法
7.8 遊離組皮法

単なる断端形成術

中指は示指と問機
小指は環指と同様

図1.
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21. 多数指 基 部 切断例の機能再建

三浦|窪行*

f:'i2:'その必郎上り切断された手の機能を再iliすること

は，/;J:f:'jに|刻しては多くの報告を見る. {:]:指以外の指の

切断の場合それが単に 1，2の指に限られた場合には特

に機能再建のために問題となることは少なレ.また 3指

の場合でも l可指，示指が在II存の症例ではこれ以上の改J¥;

は考えられず， 向指，小指が健在の症例lではf)iに第 5

中手作の廻旋'F'f切り術のみを行ない機能の改訴を得られ

る.4f，1の切断で各指の基指fyを残存する症例で(よ第 4，

59'手作間の transversemetacarpal ligament の切

断のみで母指との pinch を可能とすることができる.

しかるに 4指以上をその基部で失った手では pinch の

再建を巧えることが必要となる(表 1). 

l叶行のみが主主存ずる場合，症例 1~3 では刈:f\'íと対向

しれ}る 1指を形成しつまみ必J作を再建するため，第 4rt 

手'貯の切|徐による第 5中子作の指'j'y化を行なった.症例

1では術後の機能lよJ*.好でre持と同時につまみ!liJ}作も十

分に "T能となった.症例 2でも術後の機能lよ良好である

が，新町hiリの閉鎖が遊戯槌l支により処置ぶれたことによ

り皮l仔の移動性に乏しく ，形成第 5指の可動性が劣って

いる(閃 1).症例 3では，第 2，3中手'けを被うl支府の

術前. 術後.

図 1. 症例 1.

不良減H長状のため，やむたくその木村守郎を一部切除した

ところ，/手指，示指聞の指聞を消火し，two.digit hand 

の機能を仰るにと Yまった.本伊jでは七七ず植lえにより皮

膚の状態乞改善し第 4rl'手竹の切除を行なうか，第 2，

4'ド予付の切除と第 3rl'手竹の可及的保存を与えるべき

であった.この 3例より新鮮外傷II!yのulJl羽鎖の適否が機

能再illに与える彩判t(よ軽視で~ない.またこれら症例で

• T. Miura 刈谷盟ro病院後形外科(刈谷市大字本刈谷).

は向指，示m，中下ff聞に形成下術をlu加1ることも考

えられる.

母J行を合む 4指切断，症例4で'L第 2"1-'手'iiの切除と

第5中手作の員'Hた'rf切り術を行fょった.症例 5では有頭

骨切除によりその指聞を深くすると同111に第 59'手作の

廻反骨切り術を行なった.今後腿移植による Picnhの

a. 受傷時.

b.術後.

図 2. 症例 7.



般演題 1085 

表1.

評 価

機能再桂子術の適応なし
3 

指

切

断

例

第5中手'fJ"廻旋骨切り術により機能良
3 

好
指

切

断

例

1:酔
Transverse metacarpal ligament 

4 
の切離により機能良好

語
(第5中手骨廻旋骨切り術の追加も考

えられる〉

例

1 智
貫14中子ffの切除により機能良好

第4中手骨の切除により機能良好

野
初期治療遊離植皮のため皮膚の移動性

不良
2 

皮膚綴痕状不良のため第2.3中手骨

昨
を切除第 l指間を失う

有宅起i皮後の再建手術または第 2，4 
3 

中手骨の切除を考えるべき症例

斜線は切除都分を示す. 矢印は切断を示す.

再建が期待される.この 2例では造母指による指長も考

えられるが，その知党を考えると pharangisationに

より母指機能を再建することが有利である.

全指切断の場合，症例 6では第 2， 3中手骨およ び有

|同|切断部位叫|
計二 イ田1

事物第2中手伽切除問押告の廻旋
自・切りやf.1により機能良好

4 

有頭骨切除により指聞を得た 貫15中

手'f}の廻旋骨初り術のみでは不十分で

盟主形成術の必要あり
5 

6 同時た

瞥
第11'旨!的楽部疲Ii{のため関排不良，と

きに第3中子骨が把持の障害となる

7 

進指による改善も考えられるが，装具

響r中 による再建にと rめた

手骨切断

伊l

頭骨を切除して，母指列に対向する舟列を第 4， 5 rl'手

骨で形成し把持機能を再建した.症例 7では受傷正E後第

2 rt手骨の切除と有茎植皮を行なし、，次し、で第 4rl'手'貯

の切除による three.digithand の形成を行なった.紡1
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長し、物体の保持には有利であったが，第 1， 3指列聞の

深部嬢痕の存在が再建機能に制約を与えており ，第 31¥'1

列がむしろ障害となることが多し Pinch再建のため

角状廻旋骨切り術，鍵移植術も考えられたが，関排;11リ限

を必くすることをおそれて装具による補助に と Y めた

(関 2).指が健全でも他指の切断がcl'手骨基部 に及ぶ

場合u適当なる再建手段なく造舟指または装具による再

建が考えられるのみである

考 察

第 2， 3中手骨はその'-1'手手恨関節で強悶にI琵定せら

れ，第 4， 5中手骨はcl'手子根関節でかなりの可動性を

有し，特に第 5仁1"手骨は，第 4中手骨の切除によりその

尖端で 2inchの可動性をもっとし、 う解音l伴的特性があ

る このことをよく汚慮して第 2， 3， 4中手骨のうち

どれを切|徐ナるかが中手指の形成には問組 となる.母

指，示指間の指闘を失った手ではまずtn2'1'手'irの切除

が有効である • -)]U指が健在で，示mの仁l'手'fb'J'完全

に残されてし、る場合には，そのJ巴持力を官lt存利j日すべき

であり ，第 501'手骨を母J旨に対向する 1指として形成す

ることが有利である . 通常U~ 3中子仔はその固定性から

犯持の支点として残ナことは有効であり向指内転筋の付

着としてもlli:Wであり ，有川な three.digit handが形成

される しかし第 2'1'手骨の切除により得た第 1指間が

不十分のときにはさらに第 3'-1"手骨の切除による two-

digit hand の形成がむしろ有利である.以上 4指以上

をその基部で切断した子の機能再往につき白験症例を中

心に治療方針に対する検討を行なった.

22. 母指切断と母指に対立する子部切断の再建

本田一成*

子の機能における削指の重要与は論をまたない.母JH

の切断損傷に対する機能再建の手術は従来種々の術式が

発表せられ， 7ibま hl.:条件におし、ては血~r~;縫合による存

抜J首1が理:w、であろう.同:)旨切断の再建には社会的条件を

考慮、しとければならなし、が，医学的適応としては，切断

ms位の l\' ~ さにより術式が決定される.同指再建といえ

ば，Littlerの pollicization や，11:状皮弁と骨移植に

よる造指と与えがちであるが，今回私は母J旨基mi骨基底

をiQす 1:):JI1切断に，ほJ行内転筋停止部の移行術を{'!，-う仁l'

Hi目指化手術を行なったので報告する.本術式(よ，母

指の切断がM.P関節より短くなく ，特に基節骨基底を

残すときに最も適応を有すると巧える.M. P.関節の場

合(J:，最近の Gillies，Mooreらの中手骨延長法の適応

にはいるものと与えたい.

1964年上り 1967年の 4年間に 5例の本手術を経験し

た 1例のみM.P.関節雌断であるが，他の 4例は基節

竹基底を伐す切断である.左右別では右 2例，左 3例.

5例rl'， 4例lよ労働災害によるもので 1例は絞鉛mと

合指を有する特発性切断である.し、ずれの症例1]>1:"前腕

竹折，'1'手骨竹折，他の指の損傷を合併した.

・ K. Honda :太田総合病悦整形外科 (Jlld崎市駅前本町〕

症 例 16才，男. ドリノレ作業'1'に左I判行基節より切

断，断端創は手背の rotation flap にて被叡す.員IJ閉

鎖 2 ヵ月半後に山手'FHJ 指化手術施行.子二t~第 1~2 中

手骨間に縦切15司，手掌f;J:Ji'J球に治う '5状皮切を加えて母

指内'1去A方に達す.母J旨内転筋)]¥.平l卯(よ'1'手fiに始まり ，

ドJ:折基itri)込側に停止する.第 2cl'手 'l}仰lの第 1 背~UJ間骨

筋を傷つけぬよう ，これをさけ，向指内松筋のj込側停止

部を切離 し，第 1中手骨A¥;部以仰lに骨縫合す.かくする

ことにより ，第 1，2中手骨間に深し、指間間|泌を作り符

図 1 母指内転筋移行術を伴う 中手f1.母指化症例
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る.母指化された第 1rjJ手'骨は本来の皮弁にて被レ，手

側に遊離植民する.術後 3週より勾指球筋の運動を開始

し，比較的短期間に良好な機能を得た(図 1). 

本手術にて，1 ~2 指間作製時， 第 1 背側骨間筋を愛

護して損傷せぬこと ，また間隙の深すきーるときはかえっ

て母指内転筋力の低下をきたすことは注意せねばならな

い.本手術の適応は母指のM.P関節より長し、切断で，

母指球筋の機能がよく ，短し、母指と対向するために，示

・中指の健存することが必要である.

第1中手骨のさらに短い切断では，管状皮弁と骨移植

による造母指が考慮されるが，移植'丹の吸収と知覚の改

善を得ぬ欠点がある.最近は neurovascularisland 

flap を併用することにより ，この欠点は除かれつ vあ

る.図 2aは1955年右母 ・示手指切断を受け，2次的に

管状皮弁と肋骨移植による造母指を行なったもので，術

後12年を経て，移植骨は吸収されず，反応を示すが，造

指端に軽し、知覚鈍麻を残す.

母指に対立する手部の切断の再建については，第 2中

手骨を切除して母指と手部との間に間隙を作り ，母:指の

把持力を強化する方法が行なわれることが多い.母指を

残して第 2~5 中手骨M.P 関節にて切断せられた症例

に，新鮮外傷修復時に，第 2中手骨を基部にて切除し，

手部断端は有茎植皮にて被額し，良好な機能の再建を得

た2f:7iJを示した.また母指を健存し，示指は M.P.関

節，中指より尺似IJ手指は中手骨切断を受けた症例では，

第3中手骨を中央以下で切断し，これに切断短縮された

示指を metacarpaltransferして， 第 1~3 中手骨聞

を広ろげて母指との良好な対立機能を獲得した症例もあ

る.図 2bの症例では，左手を事柄にて車禁断せられ，母

a. 母 ・示指切断に管状皮弁と肋 b.母指を残し子部は手根部
骨移植により造指した症例. にて切除せられたものに

手根部にi主指する.
図 2.

指のみ健存するが，母指に対立する手部は手根骨にて切

断せられ，母・指は対向する相手を失って，その機能をは

たせない.この例では，手根骨に肋骨移植と管状皮弁に

て造指を計画したが，皮膚ローノレの不適合により ，造指

端の創閉鎖に困難をきたし，移植骨を 1/2に短縮し，小

指球の rotationflapにて造指を完成し，母指との pad-

lateral pinch の機能を獲得せしめ得た.本症例は術後

7年を経過したが，居所不明のため，今回調査できなか

った.

手部切断では，手部の損傷程度が多様で，画一的な再

建方法をきめにくいが，第 2中手骨を切除することは多

いと思われる.すなわち caseby caseで再建をきめね

ばならぬのが，手部損傷の特色といえよう.

23. Neurovascular island flapを追加した造母指術の 2症例

内西兼一郎 矢部 裕本

母指再建術に|到しては，すでに多くの術式，経験例が

報告されている.我々は最近可及的短期間に造母指術に

加うるに neuro-vascularisland flapを施行した 2症

例を経験したので報告する.

症例1. 21才，男.工員.

* K. Uchinishi・市立川崎病院整形外科(川崎市新川通);
Y. Yabe:慶応大学整外形科.

日召42，5， 10日;旋盤に挟まれ左母指を切断し直ちに近

医にて創傷加療を行なし、，5月23日当科を受診する.

母指は基節基部にて切断されている. 7月20日腹部!に

tubed pedicleを作製し， 3.5 x 1 x 1 cmの)Js骨片を同

時に移植する. 3週後 tubeを切断し，同時に示指背側

M. P.関節部からの islandflap を企図したが失敗

し， 12週後環指尺側より 2X 1cmの neuro-vascular
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island flap を胞行する.現在骨移植後34週のX線では

骨吸収は凡られず，中偲昔1¥で remodelling の所見が見

られる

症例 2. 44才，女主婦.

昭42，9， 30口印刷材の紙送り装置に挟み1何度のぶ手

指挫滅を交け直ちに当科を受診する.母指はrlコ手骨基部

にて切断主れ，示指』よ9'手f子中央にて粉砕され，再J安合

はまったく不能である.創傷処霞と同時に母指再建を企

図し，受傷後3円に abdominalpedicle を作製し，也手

を包理する. 2週後 5X1.5X 1cmの腸骨片を埋没し，

4週後 delayddi ncision を加えた後 6週後皮弁を切

離する. さらには週後環指尺11¥11より3.5X1cmの neu・

ro-vascurlar island flupを施行する.現在骨移絶 後

3. 術直後.

3. 術直後.

図 1.

図 2.

23逓のX線では'丹吸収像は見られてし、ない.

考察

切断ぶれた母指の再建術には osteoplasticreconstr-

uctionと pollicisation とによるが，その適応につい

ては種々の条件を勘案しなければならない.症例 1で

は， 基節ff部が主主ってし、て機能的には放置室たは Gillies

法も考えられるが，M.P.関節の機能再現と形態的な考

慮を加味して造sH旨術を施行した.現在M.P 関節の支

持性は良好で)J強し、 pinchが可能であり ，向!li}J減は35。
ある.症例 2は示指が切断されているため，指群の対立

要素としての役口のみを与え，またk性であり ，形態的

にも造母指術の適応があるとし、えよう.向後 defattsing

を予定している. Tubiana は図 1， 2のごとき再鐙術

b. 現在 (術後34週).

b. 現在(術後23週).
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式の選択基準を示してし、るが，その他の条件，要因によ

っては例外も考えられる.

Littler， Mobergによる neurovascularisland flap 

法は最近積極的に行なわれるようになったが，知党の

switchingの問題および donorsiteの不快の点を考え

慎重に適応を選ばねばならない.症例 1は榛骨神経の示

指背仰l校支配部の皮膚移行を試みたが，血行状態不良の

ためやむなく '-t止したため donorsiteを環指に求めた

ものである.2症例ともにまったく switching はみら

れてし、ないが血行はきわめて良好である.

造舟指術に際して一番苦慮される移植骨の吸収と皮膚

の萎縮性変化の招来には諸家により種々論議されてい

る一般的に'行吸収の原因として，血行不全，知覚欠

如，廃用性萎縮等が考えられ，長い移植骨ほど吸収され

やすく ，その限度は大略3cmとされている.移植骨への

栄益』よ，骨J安合部からの血流のみならず周囲軟部組織か

らも行なわれるもので， ft吸収は綴痕形成前の vascular

f1ap移植により ，ある程度は防ぎ得るかも知れない.同

時に行なう nerveflapによる知覚の再現は，神経性萎

縮と廃用性萎縮を予防し得る可能性をもっ.搬痕形成は

術後2週ごろから著明となるが， neurovascular island 

flapからの血行の関与を考えれば，可及的早期にこれ

を行なうことが望ましいものと思う.か Lる観点より主党

々はし、くぶん長めのft移植を行なったが，いまだ 2症例

ともに骨吸収は明らかでなく，症例 1では，すでに再造

型の所見が見られる.Neurovascular island f1ap施行

の時期がや L予定より遅れたのは遺憾であるが，より短

い期間で完成するために McGregorの composite

bone graftに加うるに同時に行なう neurovascularis-

land flap法など好ましいものとし、えよう.

結 語

最近経験した 2例の造母指術を報告し，若干の考察を

加えた.さらに向後経過を観察してし、く予定である.

24. 手の外傷 と補償

松林誠之助*

手の外傷例には保険，補償と関係のあるものが多く含

まれている.その中で問題になった症例についてみる.

業務上外，公傷私傷の別について

症例 1. 35才のパフエ. 2年間振動工具を使用した

が右中環指に弾媛を起こした.

症例 2. 20才の庖員. 6年間魚を扱っているうちに

爪のまわりが変形した.

調査の結果，同職種の者に同様の変化は見られずまっ

たく単独に発生したもので業務起因性，遂行性のほかに

本人の系図が問題になった.

症例 3. 36才の女工.調子の慈し、機械を操作してし、

るうちに右手が震え， sfl埜を起こし，その後家事，仕事

ができなくなった.字を苫くことも不自由である.精神

的な~ぷによる状態と診断されてし、る .

症例 4. 34才，男. 10年前に右中指背側を受傷した

ことがある.最近ハンドノレをまわすに力を入れたところ

鍵が切れて仲展不能となった.

牟 s. Matsubayashi :磯子病院整形外科.

既存障害の発現したもので作業が機会原因か共働原因

かの問題を起こしている.し、ずれのi911も慎重な調査の結

果一応の判定はくだされているがなお疑問の余地があ

る.

治療期間，内容について

治療期間は成苫に示された期間を越えることが珍しく

ないがはなはだしければやはり問題になる.治療内容に

っし、ては造指がしばしば問題になる.

症例 5. 36才，プレスエ.右母指を潰したが造指の

色，形が良く機能も回復して本人は満足している.

症例 6. 26才，男.右母指の造指が形が不自然なう

え，変色が著明なので満足していない.常時包帯をして

いる.

症例 7. 30才，男.右母指を造るときに環指の有柄

片を使用した. 環指の降~と iiE指の不自然さに不満を述

べている.

症例 8. 20才，男.右手の一機となった約縮を開

き，植皮によって機能を増加lしたが，外見な異常なため

にほとんど使用されない.
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指をiEる例，綴痕を開大する例は少なくなし、が外見が

醜いと突月]的価値は少ない.

障害補償の時期と指の評価

症例 9. 30才，男 右手捻技後，X線上作変化のな

し、ものとして処理されたが，痛みが統き 1年後には骨t:.
化がみられたので，改めて補償を行なった.治総l時期IJ，

補償の時期11症状にj応じる弾)J性があってよい.

指の評価には種々の方法がある.たとえば P.Rosto-

ck の本には中 ・環 ・小指の 1指亡失は Oとなってし、る

が左右につし、ての配慮がある.MeBride の本に示され

た図では各JR各節まで詳細に評価されているほかに小指

が環指よりおくなってし、るのが注意をひく.

両手の30関節に正確な評価，価値の配分をすることは

1968年 11刀

至難であるがとりあえず左右の別をとりあげてよいと考

える.

症例 10. 15.}，男.右I:j:j吉本質lをiiI指で延長した.

症例 11. 20才，男.右中指末節をiZ指した.最近母

指以外の造指例をJLるが私は障宮補償の際にあまり考慮

しなかった.

結語

業務上外の判定は規約の解釈，半lJ例，関係者の納得に

基づいて行なわれる.合議の結果一応の総は出るが異論

な;立JLの相違を残すことは珍しくなし、.これを少なくす

るには学問的な裏づけがさらに必要になる.治療，補償

に当つては外見と左右別につし、てもっと考慮が払われて

よいと考える.

25. 上肢特に前腕手部開放損傷に対する基礎的研究

星秀逸 前田秀也 田沢|佳夫 曾恨i':V1児*

開放損傷で創が複雑な場合，初期治療としての d巴b-

ridementを中心にし，かつ予防的化学療法を併用して，

開放創の被複を計っても ，Eえ!醇域i死を招ヨ1をすることは少

なくない.

軟部組織の温存か切除かの判断も組織の色，光沢，出
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血などを示標として操作しているが，必ずしも満足すべ

き結果を得ているわけではない.そこで従来あまり顧み

られなかった皮膚の小血管分布につL、て，32上肢を使用

して検索を行なった.

Sk ill-a rlぞI'Yof thc forearm 

図 1皮膚絞穿通告官.

Exten，、 ion-sidc

• S. Hoshi， S. Maeda， M. Tazawa (護形外科);S. Sone (第 1解i';U) 岩手医科大学笠形外科



一般演題

正常血管配列

前腕は接骨動脈と尺骨動脈によって支配されてし、る.

前腕屈側の務側は続骨動脈の分校で，上部では腕椀'f'f筋

と円問内筋，中央部では腕榛骨筋と楼側手線屈筋，下部

では腕模作筋と校側手際屈筋およ び長掌筋の聞の筋映を

1字通して skin-branches を出す.これらの穿通した分

校はさらに模~1I1および上側の皮膚に小枝を出して適宜分

;f[iしてし、る(図 1). 

前腕屈側の上側は尺f'f動脈の分校で，尺側手根屈筋と

長掌筋の問の筋l肢を穿通して skin-branches を出し，

分校はさらに尺側および機側の皮膚に小校を出して適宜

分布してし、る.

通常』よ各筋間務部の筋践を穿通して skin-branches

を出してし、るが，腕縫f手筋，尺側手根凪筋の近位tifj近く

では筋校が直接筋腹，筋膜を穿通して皮rtきに分布してい

る.前者は桜側反図動脈の musclebranchesであり ，

後者は尺骨動脈の muscle branchesである.

前腕仲側の検側，尺側寄りは前述の模骨動脈，尺'f'f!RI)

脈の分校よりの支配を受けているが，長母:指外11ほ筋，短

母指イl:p筋と総婦や1I筋の間よりの分校は前骨間動脈からの

校で前腕遠位 1/3検側寄りに分布している.

そのほかはと側手摂仲筋の外側，尺倶IJ手根仲筋と総指

イIj'筋 ， 総指イ申筋と短様~IIJ手俣{中筋の問の筋膜より穿通し

た skin-branchesによって支配されている.これらは

後骨間動脈の分校である.なお屈似IJ同様尺{則手根仲放jの

近位端近くでは.)H関節動脈網よりの musclebranc・
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h巴sが直接筋腹，筋1英を穿通して皮膚に分布している.

もちろん前腕，手部におし、ては血符系の破絡も少な

くなく ，若干の差のあるこは当然であるが，これらすべ

ての skn-branchesの小校は互に網状にl吻合している.

elbow 

図 2.前腕手部皮膚血管像

-U 
(υj 

U字型切11/IJ U字型争IJ縦

図 3. 名花操作時の血管像.
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皮市町操作時の血管配列 (図 2.3). 

前腕皮膚に対し，単に切割lを)JUえた場合と放j映の上で

暴IJ離した場合につし、て検索を加えた.すなわち.U字型

切劉lを加えた場合には，切1lfIJ15fIで若 F相lな小血竹配列を

示してし、るが，ほとんど正常配列に近し、 しかし剥離し

た場合には有柄恨部lよ依t.:.配列をしてし、るにか hわら

ず，米梢に向うにともなし、非常に粗になっている.

逆U字型切割lおよび逆U字型剥降!Eの場合にはU字型切

';1，'1]および泌l艇の場合と大差は認められない.

品賞U字型~J隊の場合には石千操作上のよをはあるが.U

字型，逆U字型剥離に比し有柄板部より中央付近まで密

に配列してし、る. もらろん末梢部は粗である.

平行に切開刻l雄した場合には，中央部は粗であるが，

U字1¥l!Js上び逆U字型剥維の末梢部より比鮫的良好な配

列を示してレる.

ぷらに長前11)]I('Jにジグザグ状に切開lした場合には，前

述の各種切ilfIJの場合とほ V同様であるが，剥離した場合

には頂点の部分の小血管配列lよ非常に粗であるが，底部

より中央にかけてはU字型および逆U字型剥離よりも訟

に配列している。なお通常各極:lfl傷の場合，近時血管iti

最長が広く応ハ]され血??主i似の有無、の診断「に重~な役割lを

はたしてし、るが.j欽11官組織損傷の判断にはコ ソトラス ト

の不鮮明さと相ま って非常に困難な場合が多いが，カラ

ーフィルムによる在~~を施行すると ， 卓k自1\組織はもちろ

んのこと . 当該部の小血管の状態まで十分犯縦すること

ができ，今後この方面の研究開拓に寄与するものと思う

むすび

前述の.ilごj古lえ「白小血竹の配列ならびに各極皮l内操作時

の小血竹分布に立脚し，創閉鎖ならびに有柄弁作製に当

つては，状況判断をあやまらないよう処置をf講ずべきで

ある.

26. 当院における下の外傷の現況，特に救急分院を中心として

阿 国 I皮 寺内進 小松建次 宇山理雄*

本院における}作年 1年間の上IJ支外傷は 125名であるに

反し ，本島:"1、Hii;の救急分院では1497名と約121ldである

、''1救急分院は)j(都市のほ日中央部に約10年前開設され，

数21j心必~その対象としてし、る . したがっ vご救急車，バ

トロールカー ， あるし、は ~I 分1' 1 身できて四六111 '1 Jし、つで

1月-2月 同司 *~10司王耳石司ZZ
い91 191 441 271 471 17 

打差矧包釘円五h戸可寸円司13
傷 | 11 01 51 11 121 3 

| 71 01 121 11 21 0 

1 11 01ーゴ-1-01 -51 

←つif--戸行円可つOI-7司-E

場 K Okada. S. Terauchi. 1く Komatsu 京部第 2亦

十字病院整形外科(京都市上京区釜路通丸太町上春帯町);
M. Uyama (院長上同教急分院(京/J[S，背中京区御池i!li
，(~ÛI14人)

も受けL、れられてし、る.表 lに示すようにこの 1年間の

上IJ支外傷を通覧すると ，軟部組織の挫傷および控日IJが主

位 Uiめ，次いで竹折，熱傷，腿損傷の順とたる.昨年

1年間の救急分院j心者li7800名で，そのうわ12.606が入

院処置を受けてし、る.これら忠者は外科系，内科系に分

けると 80%が外科系j占liである.外科系.:.1:行のうち上肢

外傷忠者は1497ot，で23.7%にあたる 救急'ILで巡lまれて

くる，1J!者も軽症j心身が65%を占めている現状であるが，

放急病院の特性上立外な}J.!、者に遭遇することがしばしば

ある 以下我々の経験した 2-3の症例にず川、て述べ

る.

症例1. 3才. 9:.+. 肉R.の娘で， 冠動式 mixer

に手を人れ，その mixer 誌のま h入院した どうして

も(，'.f械から下を抜くことができず.f:'j尖日i¥は7でにミン

チにな.)てし、た . この~械内にはいってし、た部分!:t. n. 
ぼ上腕上 1/3までであったが，できるだけ後すために総

械をとりこわしにか hった.京都市消防}'0のレソジャ一

部隊の懸命な努)Jにもか hわらず，紋様して千をJ以り山

すのに約 211寺間企~した. しかし結}'0.Iトl関節の設飽を

保持し.!Iii腕下 1/3部での切断でことたりる結果となっ



一般演題 1093 

Tこ.

症例 2. 4才，男子. コンプレツサーで中指 D.I.

P.関節以下切断，切断指を持参してきた.両親のたっ

ての希望もあり ，切断指をへパリン 2.0cc， リンコシ

ン 300mg，生食腹水 100cc9.1に浸し， これを氷で冷や

して直ちに手術に うつった.切断指を断端に 1，1;1定した

が，血竹縫合は不能で，1子の固定と軟部組織の縫合にと

どめた.切断・]';故より手術までに約 1時間であった.術

後半年を経過するが，ごく一部の皮膚 Nekrose後の綴

痕化をみるが，幸いにしてよ〈生着してし、る.

病例 3. 17才，男子.右前腕をガラスで切って来院.

横骨 ・尺fJ-動脈，尺骨 ・正中神経切断および全厄l筋腿

の切断を伴ってし、た.1白ちに焼f'f動脈の縫合とともに両

神経縫合およ び全鍵の縫合を行なL、，尺'汗!I!)J脈は結吉宗し

た.

約 7週後の動脈造彬では図 1のごとく血行の改善をみ

たのであるが，9週後には図 2に示すように榛f'fill)J脈の

血流は停止し，A. in terossea an terior のみ血流があ

るのをみた.これは動脈縫合と同時に静脈経合を行なわ

なかったことによるものではなし、かと反省している.

しかし創以下はまったく竣死に陥ることもなく， 7カ

月後の現在 clawhandの像を呈してし、るが，全指の仲

屈可能で，pinch機能も保持され，power gripも可能

である.

症修1J 4.5.興味あることは，この症例 3に見るような

仕事中の事故には凪筋鍵切断がしばしばあるが，自動車

事故によるものは，そのほとんどが伸筋陵断裂である.

症例 4は真夜中運転疾走中に，停止してし、るトラック

に衝突し ， 手関節、]上部仲~lIJ の1JJ1坐創があった.創の一部

は脅に達してし、た.

症例 5はトラックに走行中J笈触し，肘関節の開放性骨

折を伴レ，前腕中央部まで深い挫創で，やはりやド筋鍵損

傷であった これら仲筋鍵損傷は予後きわめて良好であ

る.

以上昨年 1年間の救急分院における上肢外傷の統計的

観察を行ない，興味ある 2~3 の症例について述べた.

追加 吉良(京郷府立医科大学整形外科)

演者と同じような症例を経験したので追加する.

症例は30才の女子，切断された指尖(爪根部中服部で

切断)を持参して来院，直ちに，指接合術を施行した.

図1.術後7週続骨動脈縫合後 図 2.術後9週後骨動脈血流
血流をみる. 停止.

切断遊離指の特別な処置は行なわなかった. 3週間後

主主側の皮膚は完全に域死を起こしたが，背側では爪の尺

侃1J側爪部は血行が保たれてし、るような状態であったので

さらに 1週間経過をみたところ，背似IJの血行も不良に陥

ったので，士長死J旨尖部を除去し断端形成術を施行しよう

としたが，予期に反して，皮下の軟部組織は完全に血行

は再開されていた.こ のような血行の再開をみた理由と

しては，1) 鋭利な刃物で切断されていたこと ，2) 切

断後時間的に短かかったこと ，3) 骨折部の同定が確実

にできたこと ，4) 切断軟部組織を指長軸の}J向に圧迫

縫着したこと ，などによるものと考えてし、る.したがっ

て条件と希望によれば，無意味と思っても接合術を試み

てもよかろう.

河野(河野臨床医学研究所)

接骨 ・尺骨動脈を吻合したが，静脈を吻合しなかった

ために，せっかく継レだ血管の柱塞を起こしたのは演者

のいわれるとおりである，私もか hる経験例をもってい

る.たY切断肢の再接着の際には，切断肢の部流の問

題，接着後の浮腫の問題等々のほかに血管ー縫合の際に血

管鉛子で血管を圧迫するため血管再建後に閉塞しやすい

傾向にあるので，小生考案の血管吻合棒の応用がよし、よ

うに思われる.さらに切断された自分の組織が異物化し

て自己免疫抗体を作って栓塞を促進するのではなし、かと

も思われるが，これは今後の研究課題と思う.
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27. 前腕 複雑損傷の処置

河野稔 赤津博美*

交通事故，iJi'働災害・におし、ては機械JJの増大に伴L、前

腕， 手指の主i傷は複雑向度化されつつあるが，嫌気性菌感

染に対する考察の発表は少なし、ょうである.前腕複雑民

傷におし、ては嫌気性的侵入の公算が大であって，破傷風

についてはその予防注射の普及と受傷時の抗心系血mの

注射によりほ Y発症を防止し得ているごとくであるが，

ガス壊痘については予防的処置は行なわれてし、なし¥

我々は受傷時挫滅紐織よりの嫌気性倍長による菌検索

と創経過の慎重なる観察およ.び自'A.痛の程度を目標とし

て，嫌気性菌感染の早期発見につとめ，疑わしし、場合に

は抗生剤，抗毒素血清の大量投与および倉IJの開政，倉IJ内

酸素注入を行なし、lまとんど切断することなく ，iMJ去10年

間に 6症例を治癒せしめているが，特に般業注入は鎮痛

効果が得られてきわめて有効と思われたので代表的 1症

例を報告する

症 例

症例はZ，I-}男性，左前腕の重度損傷で原内はベノレトコ

ンベアにて巻きこまれ，vlJ部は土砂により lll度に汚染さ

れていた.

左前腕の挫滅著しく brushing と debridementを行

図1.主要血管吻合(井口式血管吻合器〉

なし、，主裂!動脈を)I二11式血信・1吻合認で血管の再建を行な

った(図 1). 

縫合後，経過観察してL、たところ約20時間後に創部周

囲の急激な実痛およひ腿脹，II)'{.J)、色の皮膚后色が現わ

* M. Kono， H. Akatsu :河野臨床医学研究所(東京都
品川区品川).

れ，触診によりEdZ感があったので創部を再び開放する

とガス気泡を認めた.分泌物よりウエノレチ科的を検出し

た.さらに病変は上腕まで波及し不快な臭気を発し筋肉

はすでに暗赤褐色を呈していた(図 2).そこで病巣部

の筋肉へガス壊痘血清を注射し，またベニシリン溶液を

撒布した.

倉IJ内深く数本のゴムドレー γを挿入し般ぷを述統注入

して局所の駿素濃度を高めた(図 3). 

4修

図 2.上腕までのガス填痘波及.

図 3.病巣内 O2注入

そして術後経過良好で退院し，(1動 l柱に乗れるまでに

至った.

考案および結語

前腕重度主i傷にガス壊痘の合併症例につし、て述 べた

が，昭21年以降本郊のガス抜痢の報告例65例中四肢の切

断せしめるもの85例89%に達してし、る.
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我A は初期におし、て創の観察を頻聞にし，異常に激し

し、英痛，.i;)IJの浮腫，分泌物の性状，ガス発生の有無に留

意するとともに汚染組織よりの菌検索を行なっているが

ガス主主痘発生が疑われる場合には，抗毒素血清を初回に

30，000単位校度の大量を注射 し，これに Welchi菌に

対してペニシリンの投与を行なし、，症状が顕著となった

ときには， 宣IJ を開放し壊死組織を切除して創図に抗毒;~

血清を注射し，数本のゴム管より酸素を注入し，組織内

の酸素濃度を高める方針をとってし、るが，特にゴム管を

通して注入する酸素により鎮痛効果を得られることは他

の挫滅創にでも見られ，忠、者の苦痛を軽減し創の安静を

得られて推奨し得るものと思う .

28. 前腕の高度挫滅創に対する治療経験

磯部鵠 7K江晋ー*

前腕より手に及ぶ広範な強し、挫滅創では，はなはだし

レ汚染や各組織の著しし、抗傷や転位があり ，さらに血管

の挫滅や切断による血行状態の悪化が加わり ，各症例に

準じた創の 1次EI<.J治癒の促進に対する処置が必要であ

る.

症例 1. 69才，男(図 1).右前腕および手を旋

盤に巻きこまれて広範な損傷を受けた 骨折端は露出

し，皮膚は尺側背面に述続性を保つだけで螺旋状にほ Y

全周にわたり裂け，筋腿の挫滅および汚染が著しい.第

2， 3指は関節でー塊となり切断され，背側にや L広い

皮膚欠損があった.全身麻酔のもとに榛骨は髄内釘固

定，尺骨骨頭は汚染著しきため切除.尺骨動脈は挫滅切

断され，;侠骨iWJ脈も挫滅があり ，側壁の一部損傷ーがあっ

たが持動をふれた.軟部組織の debr吋 巴mentを行なう

が，イ申筋群での挫滅は，様似IJ手根イrl'筋を除いて幅広く高

度で個A の筋を半Ij別不能であり ， ドレーンを入れて粗に

縫合した.手の損傷部は，第 2，3中手骨頭を切除し，

手背の民間ーを回転移動して骨部を被レ，母:床の皮膚欠損

部は切断された第 2，3指の皮膚を清浄化して，遊離皮

弁として， 1次的に創を閉鎖した.手の創は 1次的に治

癒.前腕部も約 3週間少量の分泌物の排~Itが続し、たが ，

閉鎖した.その後ギプス固定 2カ月で骨癒合が起こり ，

現在手のピンチと犯鐙は可能なまで回復した.

症例 2. 78才，男(図 2). 仕事中に，カッタ ー

により ，左前腕遠位端およひ手掌尺側を損傷.骨折はす

べて髄内固定ののち，軟部組織の異常転位をもどすに，

検骨動脈の挫滅があったが痔動は回復した.挫滅創も可

及的温存の方針で粗に縫合， ドレナージはへそパックに

• Y. Isobe， S. Mizue: }II口工業東部病院投形外科(川口
市青木町〕

11 111 Fingers 
3mput3tcd 

図1.症例 1.69才，男
Skin laceration near1y around forearm 
All extensor (except ECR): ruptured 
Flexor surface : contused 
A. radialis : partially lacerated 
N. medianus : contused 
A. ulnaris : ruptured 

より 5日間行なった.創は 1次的に治癒したが，78才と

いう高令の条件も加わり ，現在なお各指関節の軽度約絡

があり ，-{IJ指対立運動の軽度障害が残存する.

症例 3. 45才，女(図 3).白転車で転倒jしたと

ころをトラックの後車輸に右手をひかれ，浅掌動脈弓の

断裂および図のごとき，損傷を受けた.創は 1次治癒し

たが，手掌部筋挫滅による機能不全は，母;旨対立位に悶

定することによりおきsなった.

考察

骨折を伴し、，前腕より手に及ぶ広範な挫滅創では，は

なはだしい創の汚染や，各組織の著しし、損傷や転位があ

り，しばしば最初の処置は難行する.挫滅が高度である



1096 巻 19・号 13 整 形 外 科 1968年 11月

ー

Au e
 

r
 

u
 

t
 

nv u
 

va 
• 

a
 

男

.d 
d
 

Q
 

，
.
 

}

I
 

b
A
1
u
 

、4
J

φ
L

か
れ

nハυC
 

2
l
u
.泊

四
刈

U

剖

斗什

北

u

e

B
H
a
t

T

 

42
s

r

n

u

 

n

d

o

t

 

2

0

a

c

c

 

・d

u

a

区
別

q

s

h

V
A

V

A

1

、1

》，J

I

'

I

 

・

H
a
s

-

-

1
 

0
a
d
u
 

x
n
a
l
a
 

e
叩

u
r
吋

h

l

I

;
i
 

F
P
A
R
U
 

ため，tJ{傷組織の可及的温存の処置が必要であり ，その

ため適切な初期創処置を行なっても ，なんらかの手J¥1の

機能隙干与を残すことが多し、 このような開放創にあって

は，血行障得の改'yfとともに感染の防止および一定の治

図 3.症例 3.45才，女
1) Radius. uJna fracture 
2) Thumb M. P. J. disJocation 
3) NavicuJa fracture 

療計画に基づいた創の 1次的治癒の促進が最も重要であ

る.すなわち血符の修復や血栓除去等の操作に統し、て，

愛護的な debridementおよび各種皮膚移植法による創

閉鎖が必要となる.ことに，前腕に骨折や高度の控滅を

伴う場合lよ，十分な手の機能回復に対する考慮が必要で

あり ，血行改l¥・と保持に留意しつ， ，術後の浮l盟や後出

血を可及的最小限にと Yめる処置として，へそパックに

よるド レナージ，弾性色市の圧迫，主らに早期jの手指自

動l'TIilVJによる拘縮の軽減などが必要である目

29. Degloving injury について

大石昇平

下村正彦

過去 3年間に我々の病院を訪れた手の開放岩11患者は総

数457例， うち degloving injuryは24例であった.今

回はそのうち主な 4症例について報告した.

症例 1. 52才， 女.右手をローラーに巻きこまれ

て受傷後直ちに米院.所見は手掌，手背と母J旨全体に及

ぶ皮l膏禁Ij離倉11とともに母指球筋の控滅と向指M.P.関節

の脱臼を認めた.剥離された皮膚でーたん創を被覆する

本 S.Oishi， T. Yamamoto， M. Yoshinaka. 
M. Shimomura. K. Uegama :大阪労災(iij院整形外科

(堺市長曽根);K. Hirohashi:大阪市立大学整形外科.

山本 正

上釜健市

吉中正好

広橋 賢次本

とともに， add. pol.， flex. pol. br巴v.を縫合し， pa!. 

maris !ong を切除した. 2週後皮膚が綾死したため，

それらを切除し遊隊皮膚移植を行なった.

4ヵ月後の状態は，示 ・中 ・薬 ・小指の知覚良好であ

るが軽度の運動制限を認、め，母frjにはM.P.関節で屈曲

拘鮒を残した.

症 例 2. 32才，女.ローラーに右手を巻きこまれ

て受傷. 3週間後に来院した.手掌，背部ではもとにも

どされた皮膚と小指球筋の一部に壊死を認、めた.これら

壊死組織除去後遊隊皮膚移植にてーたん創の閉鎖をはか
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図 1 術前.

図 2.術後5ヵ月.

った.さらに 3ヵ月後に手掌部に有益皮肝移植(ロー

ノレ法)合行なってのち，薬指の浅指凪筋をJlJ~、 て小指の

屈筋鍵形成術を行なったが小指の図的変形を残した.

症例 3. 37才，男.右手をローラーに巻きこまれ

て受傷.他院にて薬 ・小指を切断のうえ 2FI後に来院し

た.手主主の皮膚lよM.P 関節部までと散指全体が健在で

あるが，手背部では手関節部から残主れた示 .'1'指尖部

まで deglove されていた.これに対し示 .'I，mは腹部

にポケット法を，手背部に(よ有基皮Ji守移，ft直術を施行し

た.ill院II"J.機能的には比較的良く 1"1復し，。!?字可能で

あり .pinch power は健側に比しl司・示指聞で509百，

舟 ・'1'指聞で43%まで回復した.知党はあまり回復がみ

られず全体とて木し、指となってL、る.

症停IJ 4. 23J".男.左手をロ ーラーに巻きこまれ

て受傷，目立ちに米院した.母mおよひl手指球iiilを残して

手掌，手す?ともに手関節部から指尖部まで deglov巴 さ

れてし、た〔図 1) 手掌部には全j凶必肉It皮!首移植 を，手

背部はーたんゑJj肉l主主れた皮l習を defatting の後にもど

し，2点。 4-5指につし、ては腹部ヘポケッ ト法 を行なつ

IJ~ ~， -ι
 d

 
H
 

~~直 1，1-

図 3. jjf.例.稲O千O男ー25才，男. 5ヵ月後の 2J!，(間議
別，知:i'i:回復の樗度.
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た. 4週後4f¥'lを一体として有茎皮膚にて巻きこんだ状

態で切断，掌側の皮膚不足分と手背の域死化した部分は

全厄{J唾自性皮府移植を迫力日した. さらに 3週後に指問形成

術を行なうとともに 4指の中節中央部からの切断を行

なし、断端形成術をも合せ施行した. 5ヵ月後の各拐の淫

動は良好で，母 ・示J旨聞の pinchpower f よ健~lIJの70%

にまで同復したが，安n党鈍麻は残っている. 2点間識別

距離は各指尖部で 4 ~15mm である(図 2 ， 3). 

以上の各症例において，剥離 された皮膚をそのま hも

とにもどしたものや，defatting ののちもとにもどした

ものがあるが，その活着率は恋く ，皮JSの細胞自体の抗

1努が皮膚への栄養の問題以上に大きな役割lをはたしてい

るのではなし、かと考えられる.}jIJの 1症例においては 1

次的に手関節部からの切断を予儀なくされたが，他の組

織損傷がひどし、場合には治療期間の延長や，イ也指への機

能的障害の起こることを予想して 1次的に切断術を行な

うことも必袈であろう .

総じて deglovinginjuryにおし、ては皮膚剥離の範

閤，場所および各組織の抗傷程度などの要素が手の機能

的予後を左右することはもちろんであるが，一方早期に

適確な判断に立って思い切った処置を行なうことが大切

である.
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30. 両手重度損傷 2症例の治療経験

小 林 笹川洋之助
日
時

H

両側室度手指損傷例は比較的少なし、が，この場合，躍

忠者の活動能力が著しく阻害されるので，~主体的 ， 精神

的苦痛は非常に大きい.私たちは最近このような 2症例

を経験したので，し、さ hかの知Joを加えて報告する

症例 1. 20才 ， 男子.工員.仕事I-~I~って両手を

プレスで挫滅し，工場の嘱託病院外科で初期治療を受け

ていたが，創治癒がはかばかしくなし、ため受傷 2週後に

当科に紹介された.初説得，左手は母指基節骨末端部，

第2中手骨基部より切断されており，中指の基節骨以遠

はすでにftを含めて綾死に陥っていた.右手は検側 3指

を手根小手関節ーから離断されており ，左右とも壊死組織

が付着し部分的に化膿していた.環指，小婦は左右とも

中等度の運動障害がみられたが神経，腿，骨の直逮損傷

は認められなかった(図 1).これに対し，私たちはデ

プリドマン後両手とも厚自の中間層皮Jtで創を閉鎖し

た.なお以後の諸手術は原則として片側ずつ行ない片手

は多少とも使用できる状態にしておいた.まず左手につ

いて，母指は 2次的内転拘縮をきたしたのでこの部に腹

壁有柄植皮を行ない，中指の中手指骨関節屈曲拘絡に対

しては全府植皮を追加した.なお環指，小指は手袋型ス

プリントを用いての運動訓練によりほ Y正常の可動域を

有するようになった.さて当初残存母指と環指，小指に

よる pinch，grip が機能再建の目標と考えられたが，

本例では pinch は正常の知覚と可動域をもっ環指，小

指聞でたくみに行なわれ，実際上，母指は pinch の臼

的で用いられることは少なかった.そこで治療初期に考

えられた母指延長，island transfer はその適応を失

レ，環指，小指に対向させるための図・指基f1i'1骨骨切り術

のみが行なわれた.次に右手に闘しては造母指による機

能改善がJf;えられ，腹壁有柄皮弁，腸骨片移植による造

母指術を行ない，さらに neurovascularisland trans-

ferを追加した.なおこの手は支柱と なるべき第 3中手

骨が欠損しているため，指腐曲に際し第 4，5手根中手

関節の屈曲が随伴して起こるので，暫定的に第4手根中

手関節はキノレシユナー綱線固定を行なってある.

症例 2. 24才，男子.屯工.仕事中誤って両手で

• S. Kobayashi， Y. Sasagawa， T. Yamaki :横浜赤
十字病院受形外科(横浜市中区根岸町〉

八巻 隆*

図1.症例 1.初診時.

--ー

図2 症例 2.切断街1). 手部は壊死に陥っている

3300 voltの高圧線をつかみ両上肢屯嵯傷を受け，直ち

に当科を受診した.初診H与，両側とも前腕屈側述位端お

よび手掌に皮膚の炭化が見られ，手の安!l覚はまったく 消
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失してし、た.極力 2次感染を予防しながら薬剤による循

環改善を計ったが，受傷後 8R円に行なった動脈保影で

両側とも前腕速位部より血行を認めず(肉 2)， TiiJJ路遠

位 1/3で切断した.切断後3カ月半で右手に Kruken-

berg手術を行なった.術式は Bauer 法に準じ，断端

をまたく U字型皮切を加え，断端部前腕筋を分自Ifし骨間

図 3 症例 2.Krukenberg 

膜を縦切，前腕を2分し挨骨に腕榛1r筋を再縫.rrし不要

の指屈絞jは部分的に切除した. 術後2適 より後療法を始

め予期せる好結果を得た(図 3).なお本手術を施した

前腕が知覚のなし、義肢よりはるかに使いやすし、ことか

ら，忠者は左側にも手術会強く希望し，先月左前腕にも

本手術が行なわれ後療法中で，両側使用により片側の場

合より答しく活動能力が噌進するものと期待してし、る.

Krukenberg手術は外観が奇異であることを除けば

前腕切断者に非常に有利で，特に作業義肢をつけなし、家

庭内における「必物をきるJ，i食事をする」等の日常勤

作が容易になり，かつ義肢も古皇后しやすい.本手術は従

来外観が奇異である点が強調されすき。たきらし、があり ，

本邦における手術例はなお少ないようであるが，昨年絵

本らが災害医学会で述べてし、るように，さらに??放して

よい手術と考えられる.

むすび

私たちは最近，比較的頻度の少なし寸l可似IJ重度予指損傷

の2例を経験 したので，し、さ hかの知党を加えて報告し

7こ.

31. 初期治療の不適当だった下の外傷症例の検討

同一郎 麟回 晋也 中島俊則*

最近 3年間に手の陳|日性外傷のうち切断，骨折，脱臼

の症例を約 100f:0J放ったが，その 1/4に当る26例は初期

治療が不適当あるし、は不卜分なため，治癒にあまりの長

時日を:Jtしたり機能障'l:-を残した.これらの問題点の主

なものは，1) 創の 1次閉鎖の失敗およびそれに続完す

る2次感染.2) 骨折の不適当または不十分な整復，回

定による機能障宮ーの遺残. 3) 関節損傷では特に伺:.f'ij

M.P.関節の障宵に関するもの等であった.

これら26例のうちの 1/3は創の 1次閉鎖の失敗とそれ

に続発する感染によるもので，ために骨折に対する処置

が遅れ，:t行の'Ff折治療の原則である完全整復，固定，早

期Bi!ll)Jが行なわれず機能障二与を残したものである.たと

えば 7才男子の第 3r~，手ff頭部， 第 4 ， 5 rl"手'行'l'y幹部

開放骨折のf:0Jでは，第 3中手骨頭部以下の'Ff片が掌似IJに

・ 1. Oka， S. Fujita， T. Nakajima 東北大学受形外科.

転位していたが，皮膚J0，>>とや他民による負IJの 1次的閉鎖

に思し、至らず，変形を矯正することによって皮膚欠お部

がさらに拡大することをおそれで整復をためらっている

間に感染を続発し，そのために倉IJ治癒に 2カ月以上を技

し，創治癒時には変形，M. P.関節拘縦iのほかに113度な

小手筋不全を起こすに至ってし、た.このほか創閉鎖の失

敗による 2次的感染の治療の間に中手・I'f;丹頭の波死を招

レた例もあった.たとえば 5才男子の左手の主主滅創例で

創治癒に 2ヵ月をまEし，示指の短縮若l珂で，図 laに示

すように骨折の総合も起こらず，さらに 2カ刀後のX線

像では図 1bに凡るごとくけ 1手骨骨頚の抜死磁波がす』

んでし、た.この 2例のし、ずれに対しでも当科で骨折片の

整復，竹移植，皮膚形成等が行なわれたが，作頭への血

行障古ーによる'rrvJ'lの壊死倣擦のために恒久的な変形と機

能障't-I1をまぬがれざるを仰なかった.指切断症例で骨断

端をできるだけ長く残そうとするため皮膚縫合の際に皮
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!替の緊張を強くして壊死を起こし，そのためにかえって

創閉鎖に長時日を要することになるのはよく知られてし、

るが，なおそのほかに骨断端が直接皮腐により良く被磁

されて一時創治癒の傾向がみえながら，炎症症状がとれ

ず，ときに断端に小痩孔を生じたりするものに 2次的な

化膿性鍵鞠炎がある.我々の陳旧性切断症例にも 2例に

これがみられ，これらでは指の掌侃uに炎症症状が強く ，

no man's land の圧迫により断端部の痩孔より膿を排

出するなどの症状があり ，単なる断端形成等では治癒に

時日を要するのみで， 腿鞘内の肉芽組織の掻月~と鍵鞘を

除くとし、う方法を早期に考えねばならず，この 2症例も

これにより初めて容易に治癒させることができた.

関節煩傷では特に母指 M.P.関節障害がよく見のが

されていて，断裂した cartilageplateや関節褒が関節

内に陥人して障害を起こしたものなどがあるが，このほ

かに受傷時の関節商の剥脅fft片による屈曲障害という思し、

がけなし、ものもあった.たとえば23才男子で右母指を突

き指してから I.P.関節の実痛がとれず，9ヵ月後当科

外来のX線像(肉 2)で母2指M.P関節部の種子骨の変

形とそのそばに骨折片らしきものが見られるので種子骨

骨折による障害と考え手術したが，種子骨，関節褒およ

びその周囲に異常なく ，関f1ii褒を切開したところ米粒大

扇平な軟骨片が関節裂隙内に陥入していた.術直前のX

線像，手術所見のうえからはどこから遊離したものかは

っきりしなL、が，ほかにも環指のM.P.関節で外傷後の

関節遊続休を生じた例があり ，M.P.関節損傷の際には

このようなことも念頭におL、てX線像を検討し，場合に

よっては関節造影を行なうことも必要である.

骨折の整優，固定およびその肢位に関するものでは，

特に肢位が不適当だったものが多しその大半が伸展位

に悶定され，ために変形治癒や関節拘絡を招来したもの

が多L、が，そのほかに中手骨骨幹部'庁折で屈曲時の指交

叉をみたもの，指骨骨折遷延治癒なし、しは偽関節に対す

る骨移植の時期jが遅すぎ治癒まで長期間を要したもの，

副子回定の方法が不適当なためかえって骨折片の転位を

起こしたものなどが目立った.成人女子の第 2， 3中手

骨骨幹部骨折は第 2中手骨の周転が矯正されず，さらに

示指の uluardeviation のままで癒合したために周曲

時の指交叉があり ，回旋骨切り術を要した例で，このよ

うに特に示指を合む隣接する 2本以上の中手骨骨折の際

の回定は案外むずかしし 1本の中手合は周転を矯正さ

れないま〉に骨癒合することがあるので注;立を要する.

次に成人男子にみられた骨折後9カ月を経過した環指基

節骨骨折と骨折後4カ月を経た中指未節骨骨折の偽関節

a. 初診時. b. 2ヵ月後

図 1

図 2.矢印は骨折片らしきものと恩わせる像.

なし、しは遷延治癒骨折の 2症例では一応保存的療法で骨

総合を待ったが骨総合の傾向なく ，骨移植を行なったと

ころ 6週間で骨癒合を完成している 街骨骨折では一定

期間保存的に処置しても骨癒合傾向をみなし、ものはし、た

ずらに長期間待つよりも骨移植に踏み切るべきことが知

られた.またこの米節骨の症例では受傷直後lこ外科医で

爪の除去とキノレシユナー固定を行なってし、るが，むしろ

これが骨癒合に障害的になったのではなし、かと考えてい

a. 副子固定前.

J 

b. 副子固定後掌側凸転位を示す
図 3.
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る. 9才」ι子，中J旨l主主↑I骨骨折でiJIJ子回定]IIjのX線{象は

凶 3aのごとく転位がなし、のに，指屈曲f立で副子回定を

したところ亘IJ子が末梢側にずれて凶 3bで見るよう な学

側巴l転位を起こした例である.fl'l節の骨折に対して固定

する場合は，この症例のように11".なる副 fだけで同定す

るのは危険で，M. P.I刻館Jまで glpSをど全くとかして，

[，¥1]子のずれを起こさぬ二r.}とをすべきである.

以上， 症例(I/~に例示検汁を}mえてみたが， これらの症

例のほとんど全部が球急病院(I~性絡の機関で初期治療が

行なわれており ， 手の外科の知~~の??ぷ度のほかに入手

不足，健康保険などわが国の医療事情により人間の生活

上重要な機能を有する~官の主i傷にもか L わらず， 救急

患~の牛でも生命に彬轡のない外傷であるために比較的

等以j視されがらであることに問題があると思われる.

32. 手および前腕における重度挫滅創の治療経験

rr田 義 男 川 西大司 森田裕文 望月昭*

我々がが過去 5年!日]に取り扱った前腕および手におけ

る楼滅創とその後遺症は新鮮例11例を含む94例でこの聞

の上肢外傷患者1，223例の7.7%に相当する.これらの94

例のrl'に重度の機能障討を残しているものが28例あり化

1肢を合併したもの12例12.6%，Volkmann 様拘紺i会き

たしたもの18例19.1%であった.

Volkmann隙拘縮の発生を受似部位別にみると ，1清

腕中枢ことに目、l周辺での受傷例が大郎分会占める した

がって搾滅創の初期治療に際しては化膿と Volkmann

t栄作j縮の防止が特に重要で・あるとし、ってよい まず化!段

防止の問題であるが十分な cleansing はもちろんのこ

と，意Ij閉鎖のブJ法令机主に検討する必EEーがある

症例1.32才，~ど性. 主婦.

淡泊にて自動IIIに左手会市Ljf!¥lされ受1仏第1なし、し第

5中手骨法部の'['1-折を伴う liij腕から手部に至る重度の挫

滅創で下'I'f，市l腕学側の皮Ii号は欠損している.百J腕1'f側

皮l首は強く主主滅されてし、るが侃環は保たれているようで

ある.

深部組織の銅傷は比絞的経〈神経，血管の主幹，屈筋

鍵の傷害は軽い. しかし付!筋鍵こ£に母指への腿と手掌

動脈つの部分欠航がゐる.受i傷8時間後に処置したが創

内には砂粒や木n-が混入し相当汚染されている.型のご

とき cleansing を行なレ創内は十分市川されたと思わ

れたので，まず骨折を K.wireにて固定 liij腕掌側か

ら手掌にかけての皮府欠損は腹壁よりの"lJ茎皮弁で，手

i'fの皮脂欠煩は「ド問j有皮弁でそれぞれ cover したが前

• Y. Sanada， T. Kawanishi， Y. Morita， 
A. Mochizuki 広島大学登形外科。

腕背側の皮!白・は創縁の debridementを行ないそのま r

縫合した.

しかし前)腕i''f倣11皮h'可の viabilityにWJしての次々の'1'1]

断が甘かったこと ，また有茎値皮術合併用したため適度

の compressiolldressing が不能であったことなど1JIJ

閉鎖後この部の皮膚j袋死に就いて創の化目躍ををたし 2.5

週後有茎皮弁の切離と同時に}裂死部を切除し改めて中間

層植皮を行なった.

術後 5ヵ月の現在左手の外観は良好で示指ないし'J、指
の機能もかなり回苦・されてし、るがほ指の，t，等度の拘新!と

仲展障害がf，l.られ，これに対する再建術を予定している

この例のようにF軽減。jにおいては組織の viabilityを

予知し十分な debridementを要することを痛感すると

岡崎に delayedprimary Sl1tur巴などの方法も考慮さ

れてよいと巧ーえている.

またヰT茎値J文f，j¥iを行なえば適度の compressiondr巴-

ssingの施行が困難となるので他減創におL、ての early

skin coverage の方法としてはさけられるべさと思わ

れる しかし degloving injury などで指の皮l釘とと

もに血管神経京の煩f認を受けている場合にはイf雀鮪皮術

のほかに指を温存する方法はない 我 4は degloving

injl1ryに対 しては胸壁よりの single pedicle flapを

常川している.

Volkmanll 減拘紺iの発生はliij腕， ことに肘周辺部の

受傷例に多〈骨折を合併したものにしばしばみられる

(表 1). したがって初期治療H、?にできるだけ正確な箆

復と確実な内定を行ない末梢の循環を回答することが大

切であり，また皮府や筋膜の滅張切IJTIと遊離植皮による
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倉IJ閉鎖を行なって術後の1m!脹とこれによる緊迫に対処す

ることが必要である

症例 2. 71.-1'"，男性.工員.

オガライト製造FIJのミキサーにより右前腕の挫滅:U1Jを

受け近医により簡単な cleansing と創の縫合閉鎖を受

けてし、る.すでに中等j立の腫脹が見られ， X線所見によ

り尺骨仁l'央部と末梢 1/3f';sの骨折，機711'鋭部の粉砕fl'折

がみられ尺什の一部では11-欠損を伴う ，知覚障者は侠骨

神経領~の鈍麻があるがその他はほ弘正市 受傷 7U寺間

後に処置したー

まず型のごとき cleansing の後，携't"I-を2mmの釘

を用レて髄内固定し，尺骨は Rushpin で固定.骨'欠

損部，骨折部には骨l防J1ーによる骨移植を行なった.続い

て筋膜を十分に切開した後，創縁の debrid巴ment後に

生じた皮!内欠t良部は大きめの'1コ間層植皮で coverした.

術後の経過は順調で3ヵ刀後には骨折も治癒しかなりの

機能を回復している.

骨折を伴う挫滅創ではまず11-折の整復と確実なf，F，1定を

要し，これにより末柏の循環障害をかなり回善できるが

固定用の金属材料はできるだけ小さくかっ万一の化般に

|燃して簡単に抜去でぎるものを使用すべきである.

症例 3. 17-{"，男性.工員

プレスによる右手背，右母 ・示 ・中指にかけての挫自iJ

である.母J告においては仲筋鍵の損傷があり，示指はほ

とんど切断されているが尺側の血管神経束は損傷を免れ

てし、る.中析は関長(r'j営側に皮膚欠損が見られる.受傷 4

1時間後に処置した.この例では示指の皮脂が創閉鎖に利

用できる しかし手背の創には皮弁が小さ く利用不能の

ため血管神経っき皮弁として中指の創に移楠縫合した.

また長母指仲筋腿の損傷に対して示指固有伸筋鍵を移行

し良好な結果を得た.手から指にかけての挫創では指の

皮膚を filletpedicleとして用いる方法があることは周

知|のことである.我々は切断指の腿を用い て prtmary

pedicleを試みた.

|問辺 i前腕中央|前腕末|手|指〔母指)1JI 

1rl::lJi|;l::l;;;;|94 
V 拘縮 l9J6 71 112119 l 18 

症例 4. 52才，女 性 工 員

プレスにより左母指の他滅を受けた.左母指はrlJ手1'1'

中央部以下の控創で循環はみられない.この症例に対し

ては受傷 6時間後に有茎皮弁と腸什移植による造母指術

を行ない 3ヵ月後環指尺側よりの neurovascularisland 

pedicl巴を行なって知覚と循環の回善を行なった.

母指以外の 1ないし 2本の指に限局した陸自jでは手全

体の機能をJ苦慮して切能rr術を行なうこともある.しかし

母析では極力温存に努めるべきで，切断される場合には

期治療の時j切に造母指術を行ない母指欠損による機能の

初障害を免れるべきFと考える.

以上，我々の症例の仁1-，から若干の興味ある症例をとり

あげ 2~3 の考察を加えて報告した.

質 問:斎藤(京都府立医大主主形外科〕

ローラー損傷の場合手部の開放創には比較的注意が払

われ初療が適切に行なわれるが，同時にTiii腕まで巻ぎこ

まれた場合には外見的におiJがな〈姑息的方法を行なうべ

きか，減張切開を行なうべきかに迷うことがある.判断

になにか良L、方法がないだろうか.

答 .真田(広大整形外科)

末梢側の循環の状態，骨折の有無などを考察して減猿

切聞の適応を決定するが，特別な方法につL、てはよくわ

からない.

創の~る場合や火傷などで組織が v iabl e であるか，

viableでなし、かの判断を要するが，Evaus-blue とか

Fluorescin などの色素を応用してこれを判定する方法

が述べられている これらを応用してみるのも 1法と思

うが経験はない.
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33. 下 指における新鮮開放創処置の検討

南 条文昭 鈴木勝己 I白i橋定 雄 張紹元本

手指は繊細かつ福阪なf/，'i造をもっ反面， 日常外傷を受

けやすい場所であり ， これを適確に治療することは必ず

しも容易ではない.過去 7年間，関東労災病院にて演おー

らが取り扱い，確実に追跡できた下指新鮮創は前j腕部に

またがるものを含めて 1，151例となるが， うち 390例

9%)は 2次的治癒となり幾多の問題点を残しているの

で，その原因を分折し検討を加えてみた

郭;青処置

言葉上の只論はあろうかと思うが使 :i'I:上 brushing，

(33. debridem巴ntといわせてし、たピくとして， この重

要性は改めて述べるまでもないが自IJ化股の図から症例を

a) brushing， debridement 確実随行， b) いずれか

不確実， c) 1!~)苦慮の 3mに大別してみると ， 化!践例

は， a~~f7 . 9% ， c ~洋 15.9 %と明らかに差があり a

群は一般外科的準無菌j}IJと比べて遜色がない.他}J，

表 1. 2次的治癒例の原因

Causes of complications : 

Cases of secondary healing 
(in total...1， 151) 

1・1へloundsuppura tion 
(:1，151) 
(: 390) 

2 : Prolonged wound-healing 
(infection? or other causes) 

3 : slunder of skin closure 
(suture insufficiency marginal skin 

necrosis， and etc.) 

4 : slunder of skin-grafting 
a) free skin gra fting 
(in 184 cases) 

b) pedicle skin gra fting* 
(in 68 cases) 

り includinglocal skin flap， and 
donor-site's complications) 

5 : lnadequate nail-bed treatment 
( : tip injured 458 cases) 
( : 2 nd healing 180 cases) 

390 cases 

102 cases 
( 8.9%) 
(26.2%) 

22 

65 

111 
85 
(46.2%) 

26 
(38.2%) 

50 
(10.9%) 
(27.8%) 

6 : Blunder of shortening-amputation 98 
(in 213 cases of shortening) (46.0%) 
(necrosis， crust， secretion， and etc目〉

7 : Circulatory lesion or extensive hematoma 
66 

8・Treatmentin desultory way 30 

宮・ Othercomplications 
(lethal cases， conthact dermititis， and etc.) 

• F. Nanjo:東京大学分院整形外科;K. Suzuki， 
S. Takahashi， S. Chou 関東労災病院整外形科(川
崎市木月住吉町〉

表 2.縫合，植皮，短縮切断等の失敗原因
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十分なn清処置と場合によっては創鉱大の必要性

創縁皮膚の十分なゆとりの必'Il'!性

確実な止血操作，死!陛を残さぬこと，剣縁の単純化

皮膚縁の磁突な適合

無理な縫合をさけて値皮等減張操作のうザをおしまぬこと
状況によっては開般のまふにして早期 2次的閉鎖を考え
る必要のあること

植皮の失敗

壊 死i'lo図の失敗，桜維な創縁， :(jlj面

辺縁部移閃 J血廠，死æ;~ ， 7手陣による浮きあがり

治癒遷延縫合のまずさ，固定方法のまずさ

循環障害適応でなかった

Donor site処理失敗

創拡大，創函の平担~単純化の必要性

適応，作図，固定に対する配慮、

創部止血確実に，適確な縫合を

早期 2次的植皮施行も良いこと

短縮切断の失敗

創縁日多聞 損傷による皮膚性状変化，血胞，浮j版による過緊張

創縁壊死 複雑な創縁，邦清不足，無理に長さを保たんがため

治癒遷延骨部短縮不十分，過緊張

損傷爪床処置の失敗

爪床の肉芽 ・簸痕化，抜爪放置 ・爪床縁の複雑化

皮膚に十分ゆとりをもたせる配慮、

創面単純化，1被実な止血，十分な手Ili，'i

爪床面はなんらかの形で dressingを

brushing前後. debridem巴nt後創閉鎖H寺の細菌検索

からは.brushing 後に細菌検出率が著しく減ずるが

debridemen t後にはあまり変化をみなし¥もちろん諸

種の因子が関係するので一概にはいえないが混入細菌の

除去には十分な brushingが必要であり brushing あ

って初めて debrideme川 ことに手指等では minimal

debridemen tが生かされることと幻IJ閉鎖、に再度洗i'ffす

べぎことを示唆していよう.
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創処置失敗の原因

救急処置下の創郭消と次段階処置の下地を作る創閉鎖

の聞から 2次的治癒例の原因分析を行なうと表1に示す

ごとき項目があげられる.なお処置に関与した医師は外

傷治療経験 1 ~4 年の者が大部分で延べ 100 名を越え ，

症例は無処置で3時間以内に来診せるもので簡単な擦過

傷や電撃症等特殊創，他科重篤合併症のあるもの等は除

外した.

創化膿 郭消が不足すると術後予防的化学療法によっ

ても創化1肢を防ぎ切れるものではなく右Ijが単純な ものほ

ど化膿率が少ないことは当然としても ，2次治癒の原因

として占める率が逆に増加してし、ることは創処置におけ

る態度，ことに安易さに問題があるものと考えられる.

1次縫合の失敗に関する吟味 表 2に示すごとく ，損

に断端創の trouble を残しかっ煩傷爪床の抜爪放置が

意外と多い点は基礎的知識の不足やtilJ面，残す長さにと

らわれすぎた失敗で技術的未熟さを如実に物語ってL、る

とL、える.

総 括

このほか原因をあげれば枚挙にいとまがないが，一言

にしていえば基礎的知識の活用不足，経験不足からくる

創処理技術の未熟さ，日常診療上の諸阻害因子による限

界と惰性化等が根底にあるといえよう.いたずらに高等

技術に走る前に基本的態度に反省を要し，創の吟l床や郭

汗}には妥協の許されないこと，将来をも含めた創処置の

planning，自己の能力を含めて救急処置の限界の中での

手段の選択創面の単純，平坦化と確実な処理，無理のな

い創縁の閉鎖をもって 1次的に治癒せしめる努力の必要

Il再iit 古咋主制1 ・外15受けやすい・反応1~( い|

思わぬ事故・感染・土産?と・時間 ・打['，1;:をひど くする一一一一「

図 1.新鮮創処置失敗にまつわる諸因子ー

傷自体による性状変化把湿のあまさ，倉IJ面処理の不確実

や創聞のみにとらわれすぎた皮脂'縁の過緊張等による壊

死，創U多開，末梢部循環附害等があげられ，倉Ij閉鎖すべ

きかの判断，創面の単純かっ平坦化，皮膚縁にゆ とりを

保たせる配慮の必要性があり，すべての処置に関連する

初歩的かっ重要な点であろう

植皮失敗に関する問題点 表 2に示すが free graft 

施行 184例， pedicle graft 68例の409昔前後に失敗をみ

ていることは、放急時の創面植皮が必ずしも容易ではない

ことを示しており ，一時的な dr巴sSlngか将来とも有効に

使わしめるかの判断，ゆとりのある作図と適格な固定，

状況によっては創閉鎖に delayをおくとか meshskin 

graftの適応も考えねばならない.

短縮切断や爪床処理の失敗 短縮切断例 213例中46%

性と，状況を無視した無理の危険性，これに対しては閉

鎖にとらわれずに delayをおいて plan をねりなおす

ことの価値を痛切に感じた(図 1). 

これらの教訓惟今後の治療に生かしていきたいと考え

てし、る

発言 :諸富(京府医大盤形外科)

開放創浄法について，我々の報告した 1，000倍逆性石

鹸液による開放骨折の治療法に準じて，広く応用されて

いるようであるが，周知のごとく ，手指では鍵，神経，

血管等の組織の微細であるため，創内の強い scruffing

等はさけていた Yきたし、 この点，我々の方法が誤って

拡大使用されていることに対して反省しており，近い機

会に改めて発表補足したいと考えてし、る.
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34. 下 の 外 傷 の 皮 膚閉鎖 つ いて

一一特に delayed primary sufureについて一一

j夫以一向

手の山政創の1::;任1'1に当つては，'&'1鋭的にlJlJ:uリの洗浄や

おIj縁の新鮮化を行なって 1次閉鎖して努力し，-JUj総合

を成功させるのがK(f!ljである.このため通常は受(yj後 6

時間，ゐるし、は 1211!in:]の goldenperiod のI/nに広府の

閉鎖会行なうべきものとされてし、る.しかし外傷がきわ

めて主度で汚染の汽しし、場{l-kは， 1次閉鎖を強行せ

ず， 1m放創のま〉として良好な ~J庄の先生全みてから植

1えによって創生閉鎖する}j法会とることがある.

[11339年， tr~ 8巨iの本'下会でマノレク(ズラソは，創閉

鎖、の delayedoperatiol1 について述べた，その)j法は，

受{í~直後から ， JTII生食;)<による洗浄金繰り返し，Jo、
むね 1迎ないし1011FIに:i}ljの閉鎖とともにpH'，i， 腿，骨

[刻j沿うトの傑fll¥組織の修似をl'iJII寺に行なうものである.

-11(々の )jュえはこれらのいずれとも !bSなり，

1) 初療lI!jには多川の 0.1%逆;生イ!出産と生食水で洗行ト

し，単ガーゼで正泊する

2) 以後，適II!j人 r，lI!jll¥l. ~:-iJ~の準備の揃ったとき

に上述のi.it沖合繰り返す

2) :i}ljが刊ii'ft化され， I 次 l~jJ.ì1が-II[能と J41われるlI!fJUl

に縫合，111);主企行なう .

4) このと~~こ竹 jlr の|什問'，i~1jなう二ともあるが，

pll経，J躍の縫合l工(jなわなレ

我々は新鮮外傷合多く j反り快う第一線病院の 0場か

ら，1I{{37il三月" dョlayedprimary suture 化F式みてなた

が，1I{{39{!"-以{々は前駆(I(Jに小;訟を採川して主た.これは

外似が，lI!i， I況を選:王ずに先生 l，これを多忙ts_尚"休医

のなi易からし、か:こ合理的にIllj閉鎖の処i白を(1なうという

Jえからumした ものである

J.L{;タ~ ~ど比飲するために， ー応iは近6{f'-r::jに入院加療を

行なった比較的1:':jJ交な Fの外似のみをf対象として検，;，rを

加えた このうち従%:の)j'{l、により受傷後 L~ 211!rl/¥l以

内に l次閉鎖1セ11なったものが20例， -1.文々の)jJ-!i:，にした

がって れlayedprimary suture 念行必ったものが23

例である _rのIN.訟のllj'，iに、νlつてはきわめて火線把で

K. Ogiwara， R， Oshiro 
1.)合!~脇浜1I1I)

神鋼病院?整形外科(神戸市

大威力五日本

はあるが， 1次閉鎖に成功したもの(01:11 )， :i}ljの治癒

にや 〉長期金安したもの(ム向J)およびかl閉鎖のために

i年下術を必要としたもの，の3つに分けてみた

Jl I JII~j 閉鎖例ではその半数は縫合のみを行なってレるが

delayed primary sutur巴は約 2/3 に ~i'i l.支を行なってし、

る.この delayedsutureによったものでは，司JI/:jJ習ffu

肢を行なった例に失敗例が目、工つほかは，一般に好成総

合示している.

総介すると ，即II!j閉鎖の20例中，0は 7例35Qo，A 2 

例10%で×すなわら失敗例がLl例 (5506)全 r1iめてい

る その火敗の理111の火、ドは感染によるものであった

(長 1). しかし delayedsu tu re ではOI:IJ成功(列lが17

例 (74%)，ムが 1例 (ιl%)で火敗例の×は 5例 (22

%)であった これは感染によるものと抜タピを立たした

ものが寸れそ'~1.半分す、っ ~/r~ し てし、た(ぷ 2 ). 

表 l 意IJ閉鎖手技別成総 1(即時閉鎖例)

T 

縫

f主

メミ
口

lドI出居船皮|

総

10 

局所イTlf;:相1皮 1 

数 。 h 

3 I 

腹樫イ守平植皮 8 4 

× 

6 

l 

表 2 創閉鎖下技別Tx訂12. (delayed primary sulure). 

子技 |総 数 o /':， 

縫 合 7 1 6 I 
中 IIU 層 ~I'i 皮 9 I 41  

全肝遊離値皮 1 1 

腹Z世有羊;催i皮 6 5 

× 

1 

4 

1 

をこで，さらに日下細に検川するために叉・傷後，Ifljのj;/j

5見合行なうまでの 11放と成総合比べてみた(1<3 ).こ

れはほ V洗浄の1111数と比例している この結米，叉:W.IJ([

徒に:i}ljの的行ト化合iiーなった後に 1~2 I111に改めて人 F

-\~. ~f'H戒告オ皇制fì して， 0らに洗浄 と debrid=ment を行な
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レ，このとさに仰の閉鎖を行なうとしづ方式が一帯実用

的:でかつ成絞もすぐれてし、ることを知り得た.逆に洗i"f!

を繰り返して 4~ 511'11に及び，創閉鎖が5日以上にもな

ったときは，必ずしもその成績が良くなく，むしろこれ

による機械的化学的な影轡が創のわ癒能力を低下させた

のではなL、かとの印象を受けてし、る.

試みに洗浄に|探して創の一吉fiを係取して組織標本を作

ってみると ，受傷白後に洗浄化を行なった後に15U!HnJ日

に採ったもので、は創紘に多核白血球のi以悶を主とする炎

抗性の反応が宮ゆlにみられる.3 1-1 nになると炎症反応

はや性減少しこれにかわって出血や変性反応が現われ

てくる.このくらいまでが臨床的に d巴bridementを加

えて d巴layedprimary sutureと称することのできるH年

間的な限界かと考えられる.これが10日目になると，す

でに変性反応も減退し，幼主:ft~肉芽組織の発生も兄られ，

こうなるとむしろ 2次性の治癒と考えてもよし、と思われ

る.

以上を総括すると次のごとき条件のときには本法の適

応があると考えられる

1) 外傷が高度で汚染の~しいとき.

2) 初療11寺に入手， ~~具 ， または初療医師の技術等が

欠けるところのあるとき.

この主きはむしろ goldenperiod 内であっても洗浄

にとどめ，決定的な処匠は 1~2 1l 後にあらためていろ

いろの条件をととのえてから行なうのが適当であろうと

考える

発言 諸富 (Jj~府医大整形外科〕

第一線病院および開業医において，手の外科の知識の

少なし、}Iはできるだけ，創の操作を行なわずに，洗i"JIの

み行なって，波音と同じJfえで専門医による delayed

primary sutureを行なうことをおす〉めする 次々の

経験で，はなはだしい場合には，神経と腿とを縫合して

あった例さえあったので，各病院.Df.IXf医の方々 へ，こ

のような治療法の有m性を十分説明願って，手の外科の

基礎的前処置の将及に努めてもらいたいと思う .

追加・ 質問 :fEIQ (新大整形外科〕

ときどき Wundのrllまで周囲皮膚と同隊 scrub す

るのをみかけることがあるが，この点砕蒙ずる必要があ

るように思う .

答.荻原(神岡病院整形外科)

創の前浄化は， 水道水.0.1%;単位石鹸液を用いた後，

多量の乍食l~で洗浄している.創内の汚染に対しては ，

表 3. 創閉鎖日別績続.

。 ム × 

叫i 日 7 2 11 

1日Il 7 

2 If 2 

3 If 2 

4 If 2 

5 If 2 

6 If 

7 If 

8 If 

9 If 2 

washingにとジめ scrubbingは行なわずたジ異物をつ

まみ出し，あるいは欽で切りとるのにと νめている.

質 問 : 難波(長崎大盤形外科)

Pri mary su tu r巴 より delayedprimary suure の

ほうが良いと Lづ意見だが，これは pnmary stu ture 

よりも skinの takeが良L、からか，それとも，本来な

ら pnmarysutur巴 をやりたし、わけだが人下不足のた

めやむなく delayedprimary suture をなさったのか

いずれであるか.原則としては gold巴nperiodに pri.

maryに skincoverageをやったほうが takeもよく，

感染もないのではなし、かと思う.

答.荻原

理論的にはやはり goldenperiod 内の閉鎖が望まし

いと考える.しかし実際問題としては，入手I {{ff具初療

医師の技術者宇から delayedprimary sUtUI巴 を採用す

ることがきわめて多いと思う.したがってこの方法は一

般中 ・小病院や個人開業等で広くす〉められてよいもの

と考える なお，私どもの成総では goldenperiod 内

の創閉鎖のほうが成紛が恋かったが，これには初療医師

の技術その他の問題が関係していると思う.

追 加 -上羽(京大整形外科)

手の外科にあまり接しない人により ，かえって無理な

prt mary su tu reを行なうよりは，時r:nを遅らせても熟

練した人により正しい治療を行なうほうが良い結果が得

られる場合が多レ.この研究により ，実際に pnmary

su tu reに劣らぬ結果が delayedprimary sutur巴によ

って1l}られる‘ことを明らかにされたことは非'討に興味深

L、.
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35. 千の 重度損傷 と機能再建 の諸問 題

鈴木勝己 滝宗羊 小山市ー*

手の重度出傷とはなにか.こ〉では，ほ J手全体の広

さでほとんどすべての熔官が凶滅されてし、る開放おIjと限

定した.liiなる指の挫断等は百ij凹の本学会での報告とも

主復するので除外した.

主度以(おになるほど外力による破壊の比本が向くな

り，その治療には汗しむことが多くなる Brushing& 

debridementの原則lを忠実に守っても，ぷ解決の問題

点が多々伐されている.;f1.どもの治療成tJtもなかなか良

くならなL、が，し、くつかの経験例を示して，機能再処に

おける問題点を反省してみたい.

症例1. H. K. 23才，男下，工員.プラスチック射

出器で左手を持滅した.5日後に当科に紹介されたとき

には，第 1~4 rl'手骨l悦臼什J斤，おr;5 rl'手骨!悦臼，下回

;11筋損傷， 手の循環障害と麻痔が認められた.直ちに

brushing & debridement を行なって手関節離陸rrし，

感染再燃を竺戒して閉鎖包千ii9日間実施してから，断端

形成を行なった.創は順調に治癒し，本人の強い希望も

あって.Krukenberg法 (Bauer変法)によって 機 能

再建を企たて，特殊な義手はいまだできあがっていない

が，本人は dankbarであり .)尽i級に従事している

問題点としては，1)初期治療での brushing& debrト

dementが不足ではなかったか.2)広範な血行障害の

場合に，その血管形成はむずかしし、こと .3)種4 の批

判はあろうが Krukenberg 法は片手切断でも ，青年男

子にはす〉め得る再建法であろう.

症例 2. 20才，男子，工n.プレスによって， 左前

腕，手を広く圧搾された. 3ヵ月後に当科に紹介され，

不良肢位拘締，左前腕の痩孔，両liij腕骨'l'l'j斤，様骨小頭

脱臼，大変形骨1悦日，t.r; 2 ~5 9-'乎骨脱臼骨折，手悶有

筋損傷，正rl巾"経麻稗，循環障害と診断された 痩孔切

除，中手指関節N切除，接骨小頭切除，子関節部学側の

搬痕切除と腹壁からの11茎舵i皮，正中神経は広く鍛痕化

しており切除された，ほ指対向位固定手術.'1コ指ボタン

孔変形に対してl腿形成術，ピンチを有効にするために示

指基節骨什切り術等生約 1年 6ヵ月費して実施 現在は

原i殺をやめて， 大学にかよっている. この例からは，

• K' Suzuki. M. Taki. S. Koide 関東労災病院盤形外
科(川崎市水月比占町〕

1 )やはり初期l治療において不備があったこと. 2)抗

腫脹士、l策がむずかしく線維化を強めたこと .3)広範凶

に搬痕化した神経再建のむずかしいこと. 4)下回イI筋

はだめでも longtendon がわずかながら勤し、ていたの

で治療上のたすけとなったこと等が反省される.

症例 3. K. S. 21才， 児子，工.Q.3.300 voltで右

手に電幣創生受けた.約 3ヵ月後に当科に紹介された

が，すでに仁l'指は欠損し，手全にわたる務卵大の{責務が

あって， 環指」ま節甘がお山し， 正'1'和l'経麻痔，君事指屈

イ'IJ筋腿|障害が認められ拘縮も強かった. Brushing & 

debridementによって前浄化し ;釘茎wl皮で創閉鎖し

た.その後拘縮を除き，正rl.'事l'経剥断i，尺側に転位した

示指を整復し，示指掌(r白の椴痕切除とir茎植Jx.示1旨の

ボタン孔変形に対して鍵形成iJj¥r.君主指J:J.!筋形成のために

長手:筋腿移他術，さらに環折伸筋肱g形成のために足指長

指1'"筋腿移稿術空宇を約 1年10ヵ月の間に実胞した.現在

原I散をやめて炭業に従事している.この例からは.1)初

期治療の不備， 2) ii!:撃傷のときにな外に広い和l'従麻療

の起こること .3)広範な神経，血色2損傷に対しては，

私どもが無力であること. 4)探指にJill1'1 ，同筋血n移植を

行なったがプーリーのなし、ことも手伝って，機能再illに

限界のあること等が教えられt.:..

症例 4. S. Y. 19才，男子，工n.イガタで左手を

出減し，直ちに来院.手i''T.手掌阿凶にわたる内滅創，

tj¥ 2. 3. 5 '1'手骨骨折，第 2~5"I"手什脱臼，中指基

節骨什折，中指JiI!筋膝裂，総指仲筋車II損傷，手間有筋挫

減，血管損傷と診断. Brushing & d巴bridement後に

皮府欠損部に中間周植JJ<:.第 2中手，骨口の近位 lυ/2を切除除、

しι，J述卓位部を第 3r中ド手，目

t絞災 ， 釘D ~ 2 指問形成術を中山，1I間負皮によってはたし ，

ピンチをより有効にすべく ， 安¥2中手'H'骨切り術， 中

指深指屈筋l腿長IJ謝L9'指 D.l.P.関節固定術を 8ヵ月間

に行なった.ピンチはできても ，大きなものの把j'，'iはで

きなレ この症例からは. 1)挫機liil布筋修仰のむずか

しさ. 2)手のアーチ構造再建のむずかしさを教えられ

7こ.

症例 5. M.T.23才， JJ3子， 二[n.300 kgのイモノ

を慌して，右下段滅創を受ける.直ちに米院し， ;:r~2---
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3 中手骨骨折，第 2~ Ll 折骨什析， 母指 I.P.lUl節脱白

骨折， 手四有筋搾滅， 第 2 ~ 5 指屈筋腿裂， 第 2 ~4 指

事l'経損傷，示指血管損傷が認められた.Brushing & 

debridem巴nt，示指を中手骨基部から切除，I脱臼'骨折を

整復し，キノレシュナー鋼線で内固定，中間層植皮を行な

って創 1次治癒をはたした

その後，乎掌搬痕切除と有茎組皮，中指屈筋腿形成の

ために長掌筋鍵を移植し，さらに環 ・小指屈筋腿形成を

足指長指仲筋縫移植によって行ない，この間，約 2年 3

ヵ月を~した. 現在， 元気で原i紋に従事している . この

症例からは，1)初期治療の大切さ，2)屈筋j腿の baw

stnngの未解決なこと ，3)屈筋腿形成術の機能の限界

等を示されたように思っている.

以上，自験例の一部を示してきたが，手の重度損傷は

沢山の問題をかかえてし、る その機能の再建に関して

は，外力による損傷度，機能的予後を左右する技術の限

界，患者侃IJの条件がからみ合ってくるので，結日はcase

by caseで慎重に治療方針を立ててゆかなくてはなら

ない.

質 問 :吉田(大阪市立身障センター〉

1 ~ 2 年以上もか〉って頻図の再建手術を行なわねば

ならぬ場合に，どこまでが労災療養で可能か，どこから

が外科後処置にならねばならぬのか，その限界が大変ま

ちまちに解釈され，施行されているように思うが良心的

な，最大限可能な治療が行なわれるためには大切なこと

なので，その点について教えていた νきたい

答:鈴木(関東労災病院盤形外科)

労災ではどこまで治療できて，外科後処置はどこから

かとLづ問題は，;flよりは先輩諸先生に返答してもら う

のがよいと思うが，私個人としては，1) なにがやられ

ているかとしづ病名によると思う 2) くわしい病名が

あれば，それが終るまで労災でよいとも考えてし、る.

追 加 :凹品(新大整形外科)

労災患でどこから外科後処置にすべ舎であるかの問題

であるが，私は一貫して初期療法から再建手術まで労災

療養でやって良いと思う.しからば外科的処置はなんの

ためにあるかといえば，すでに治癒とされてL、るもので

あとで良い専門家が再度手術ができると判断したような

場合であると思う.

36. Degloving injuryの病態と治療法の検討

茨木邦夫 渡辺好博 橋 本廉平*

私たちの教室ではこの約8年!日!に15例の degloving

ln]Uryを取り扱ったがこの損傷の治療上興味ある点の

1つは deglov巴 された皮胞をもどした場合，その皮脂・

がある時間の経過後 necrosisになり一見切断がさけら

れなし、ように思われた症例において も有柄櫛皮を施せば

骨および腿を放い得るということである目そこで骨およ

び腿は，どの程度のどれくらL、続く恕条件に耐え得るも

のかサノレの指を用レて検討した

実験方法

実験には体亙 3 ~ 5kg のミドリザノレを月 j \，、 「損傷の

重篤度」と「損傷から有柄植皮を施すまでの時間」の異

なる以下のような組合せを作って什および腿の組織学的

変化を追究した

すなわち第 1次操作として示指では proximalfinger 

* Jく Ibaraki，Y. Watanabe， R. Hashimoto・新潟大

学整形外科

creas巴のレベルで皮膚の全周に横切聞を加え皮膚のみ

の景Jj脱後直ちにもとにもどして縫合，中指ではこの操作

に加えて左右主動脈を皮切レベノレで 1cm切除した.環

指では関節包以外すべての軟部組織を皮切レベルより逮

位で剥脱，小指では皮「自剥脱に左右主動脈の結主主を加え

た(図 1a). 

第 2次操作として degloving 損傷を加えた直後， 2 

日後，1週間後の 3群に分けて剥脱組織を除去し殿部に

おいて Muff式有柄欄皮を施行した(図 1b). 

柄切離は有柄値皮後一律に 3週間目に施行した.

骨および鍵の観察方法

骨の viabilityの判定には鐙光顕微鏡を月lし、て指骨へ

のテトラサイクリンの沈着状態を観察した.投与j羽聞は

柄切り前の 1週間と，その後 1ヵ月自の 1週間の 2回行

なった.

鍵の viabilityの判定には光学顕微鏡，電子顕微鏡を
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a. 第 l次操作・示指では皮膚のみの剥脱，中指では皮膚
剥脱十左右主illiJ脈切除，環指では骨 ・関節包のみを残
す. 小指では皮膚~IJH見+左右主動脈結鉄

a.) 【Ic宮10¥'0I{( 1走および 2111去にイ[附hl(伎を施したgroup

b，) dcglove 1週後にイ{柄納皮を地した group

a. 指骨へのテトラサイクリン沈着状態.

用い深桁屈筋l躍のj謬j点線維*の配列，J彦原線維の横紋，

腿細胞の状態宏観察した 屯子顕微鏡で観察した腿は中

節'行部の!健制内の深折居筋鍵を用いた.

観察結果

骨の組織所見 Deglove操作直後および 2円後に有

柄植皮を施した groupでは degloving の程度の差に

関係なく名指の令十行什にテトラサイクリソの 2重リング

が認められた.

一方 deglove操作後 1週r:n日に有柄植皮を施した

groupでは皮h可・の deglovingのみの析も，それに左右

主動脈遮断を介併した析におし、てもともに基1~í'j ・ rjJifr'j'， ' j ・

図1.

図 2

b. 第 2次操作:Degloving損傷を加えた後澱部に Muff
式有柄植皮を施行した

b 中指中節骨のテトラサイクリン沈着状態
(2重リンク+)

にはテトラサイクリソの沈JIがfi，忽められたが，末長'iifi'に

は認、められなかった

什 ・関節包以外の全深部組織ちと含めて degloveされ

たmでは基節骨のみにテトラサイクリ γ の沈着が認めら

れたがrl'ui1'Il'・末節fi'vこは認められなかった(肉 2，a 

b ). 

震の組織所見 Deglove操作後 2日日の腿では degl・

oveの程度いかんにか〉わらず)躍の中心部のIUl管の閉塞

が認められる以外に特別の所見はなかった

しかし deglove 後 1週間 11の腿では閉丞したl血管周

|湖のJI参原線維束の配列はや〉乱れてくるが大部分の腹原
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級車j~ボには児'市なく腿細胞にも変化が認められなかっ

た.これら阿11与wlの屯顕像では修原線維の染色性の低下

が認められたが横紋，腿細胞，核の消失は認められなか

った.イT柄植皮後 1.5ヵ月の腿では， いずれの group

のものもほ正正常であった.この時期での'ili:illi像は de.

glove 2 n 後に有柄植皮を施した group ではほゾ正常

所見を呈するが 1週間後に有柄植皮を胞した group で

は修原線維の太さに軽度の大小不同が認められた.

左右主動脈および皮膚・皮下組織切離後の指の血行に

ついて 切断直後サノレの指の左右主動脈および、成h雪・皮

下組織を proximalfinger creaseレベルで切離したの

ち腕動脈よりシリコンを注入したところ基節'f'J匂;倶1)の骨

膜から浅折屈筋燥の vincula，vincula longa，さらに深

指屈筋)腿の'11'側全通り inserlion部にはいる血行が見

られ (悶 3)，必節什， 中節fJ'の'11-髄 Havers管への

シリコンの沈着が認められた.しかし末節ii.には明らか

な沈J3は泌められなかった.

考察ならびに総括

1) 広たちのミドリサノレを用いての実験によると・

a) Degloving直後から48時間以内に有柄植皮を施

した場合，出傷;指を完全に救うことができた

b) Degloving 1週間後に有柄随皮を施した場合，

i )什と関節包のみを残した桁では P.1.P.関節レ

ベルまで骨を完全に救うことができた.ii)左右主動

脈以外の深部組織を温存した指では D.1.P.関節レベ

ノレまで救うことができた.

2) 以上述べた実験のように degloving を蒙った指

図 3 左右主動脈および皮膚 ・皮下組織を proximalfin. 
ger crease レベノレで切常If後続動脈よりシリコン注
入.基節fJ-掌側の骨Is'!から浅指屈筋腿の viocula，
vincula longaさらに深舟屈筋腿の背側を通り in.
sertlOn部にはいる血行をシリコンit活によって確
よ悲しTこ

の骨および腿が survlveし仰る原因は，

a)主動脈は遮断されても側副血行が温存されている

こ2こ.

b)損傷された部分の竹や腿が酸ぷ欠乏によく耐える

こと，の2要ぷが推測される.

しかしこれらのL、ずれが主要な因子でらるか現在まで

の実験では解明できない.今後の検討を要する.

3) 私たちの15臨床例の経過を分析してみると大体こ

の実験と 同派な経過をと るものとし、える.

4) Deglovingによって皮膚が necrotlcの様相を呈

し始めても(それが特に受傷後48時間以内の場合)布柄

植皮によって損傷指を十分救うことができると考えられ

る.

Acute multiple tissue injuries of the hand 

Les rv.Iilford， M. D. 

Th巴 prill1ary purpose of surgery of repair of 

the severely injured hand is to restore function. 

The function of the hand may be equally divided 

into mechanical function and the function of sen. 

sation. Mechanical function may be further div卜

ded into grasp， hook and pinch. The exquisite 

sensibility of the hand gives protection froll1 out. 

side harmful巴lementsand a means of recognition 

of a mOI巴 friendly巴nvironment，

The initial examination of the severely inju. 

red hand is dependent mainly upon observation 

It can be remembered by the mnemonic RSVP 
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R-for roentg巴nogram，S-for sensation， V-[or vas. 

cularity and P-for posture. These can be determi 

n巴dwith very little， if any， manipulation of th巴

painful injured hand. Following initial examina. 

tion， th巴 final examination is done at time o[ 

sl1rgery. 

The fiv巴 cardinal C's of treatm巴ntare: Clean， 

cover， correctly align bones， connect t巴ndons and 

nerves as a surgeon's option， and commence early 

1110t1On. 

In determining wh巴theror not a hand or fi n. 

ger is salvag巴able，it is well to divid巴 the hand 

i nto its [u nction i ng tissue components-tendons， 

nerves， skin， joints and bones. Should thr巴巴 or 

more of these tissue elements be severed or seve. 

r巴Iydamaged， sufficient to require special techni. 

que of repair， then amputation of the finger or 

part is seriously considered. Shol1ld ampu tation 

be considered， certain techn ical reCJu iremen t，; must 

be met to obtain a satisfactory stl1 mp; resect 

digital nerves， shape condyle of phalanx， provid巴

adeql1ate pad over bone en d 

To clean satisfactorily a severely contamina. 

ted hand， up to one half of the total operaling 

time may be required目 Tocover a hand with the 

skin d巴fect， several possibilities are available， 

however， a split thickness skin graft can freql1en. 

tly be used unless there is exposed cortical bone， 

exposed joint tendon or nerve that will require 

more than a split thickness graft for their func. 

t10n to SUτVIV巴. Special instances may make pos. 

sible a fillet pedicle or a neurovascular pedicle. 

Primary cov巴ragehowever， is importa口tbut only 

possible after the wound has been thoroughly cle. 

aned. The connection of interrupted nerves at th巴

primary surgical procedur巴 isdesired and should 

be carried out when at all possible. The sulure of 

disrupt巴dmultiple tendons at th巴 prtl11ary proce. 

dure may not be desirable， especially if there is 

serious contall1ination and nerve damag巴. As a 

general rule， 1l10tions should be starled at three 

weeks regardless of X-ray appearance of the bones. 

37. 手部 重度 開放 性損傷の治療経験

赤堀治 長野健治 堅山飢雄*

川附病院笠形外科上H主グループで[1召38年から42年まで

の5年間に経験した 「放置しては手としての機能をほと

んど失うような高度IJHl改性煩f'l]jJは43例であり ，近年産

業災害，交通事放のか71加とともにふえる傾向がみられ

る.原因は大多数が工場内の各磁機械によるものでまb

り，そのほか農作業，爆発すれ欣，交通す11欣などにより起

こっている

これらの治療に際しては，主J俗1'1休がすでに高度で，

どのような治療によっても正常に復することは不可能で

あるため，¥，、かなる機能を再建するか，またそのために

はどのような処置をどのような順苔にいっ施行するかな

どにつL、て，医師がはっき りした計画をもっとともに，

これを忠行に納得させ，協力を得ることが必要である.

* o. Akabori， K. Nagano， S. Katayama : )11附病院

's:':形外科 (岡山市中山下).

ともすれば治療が長j切にわたり頻回の手術を要し，しか

も得られる機能，外観が息苦の)切符と一致しにくいた

め， トラブノレが起きたり治療が中途で放来されることが

少な くない.

我々の症例において 1st aid として行なわれた 主た

る手術は各種部位における切断，各種皮Ii句移布(iなどであ

る. この際，将来の reconstruction に祝日えて皮!日欠損

のカパーが第 1であり ，挫滅組織のできるだけ完全な除

去，感染の防止などにより搬痕の形成を最小限にと Yめ

ることが重要である.したがって生存組織の生活力低下

をふせぐため受傷後できるだけ早期に処位を開始し，手

術時間を短くすることがのぞましい.同lI~fに適当なH刻立

での cOll1preSSlon，患肢高挙，早期自動運動開始，抗

生剤，~j炎斉IJ の使用などによる浮l盛防止， J"li)縮防止も有

効であろう .
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Reconstruction として行なわれた手術は残った皮l内'

欠損の再カパー， 関節， m主などの深部組織の再建などで

;loるが，ある程度以上の損傷を受け切断をまぬがれ得た

症例では pinch 機能の再建が主体となるため，fJJ指に

対する手術または母指に対向する折を形成する手術が重

要となる.

症例 1. 24才， 男子.工員.ピニーノレタイノレ形成用

加熱プレスに右前腕より手までをはさまれて受傷し， 1 

IJ年間後に来院した.患者は前腕を強く控滅されるととも

に熱傷を受け，手iれも示 ・，'t指間でわずかに手掌のj文!官

官残して縦断されてし、た 尺骨は'1'うた尺側に大きなおr;3

11' J十を生じ，さらにその上端部に骨折を認める.挫滅さ

れた軟部組織を十分切除，尺側3指切断，尺什は骨片ーを

除去し 3mmキノレシュナー鋼線にて骨折部固定.生じた

皮riS"欠損には遊離皮肝移秘術を施行した 幸い骨折部癒

合は良好で，再建手術としては示指屈曲拘縮形成術，尺

骨事iJ経煩傷による第 1背側骨問筋麻痔に対する示指個1T

伸紡縫移行術により pinch機能の改芭ーをはかった.

治療終了時手関節臼動運動範囲はらまり大きくない

が，母 ・示指の機能は良好である

症例 2. 35才， 女子.工員.スチ ーノレ ローノレ内に左

手部までを巻きこまれて受傷し，一応皮IjIj'縫合を受けた

のち受傷後 6時間で来院した. 手指は強く庄挫されて側

面に裂j}IJ，を認め，母指は血行障害高度で知覚は全般に鈍

麻，手部榛倶IJより手関節掌側にかけて裂創があり，手

掌，手竹の皮膚は degloving 縦に長IJ離していた.強く

挫滅された thenarmuscleを除去するとともに剥離し

た皮膚は皮下脂肪を除去して縫合，圧迫した.手掌，手

背の皮脂'はついたが，母指は壊死に陥り ，おr;2指'百ーを除

去して残った第 1指骨部をJ1i.1部よりの有茎j文l釘移植によ

りカバー，次いで環指よりの islandpedicle法により

母指の知覚を再建，環指浅桁屈筋腿を移行して opposi.

tionをはかった.手掌が綴痕化してレるため十分では

ないが，一応鉛筆などの pinchは可能である.

症例 3. 23才女，男子.工員 症例 2と同織にスチ

ーノレローノレに右手をはさまれて受傷した 手指は強く圧

挫され，手掌，手背の皮膚は degloveされていた.X新1

1象にて骨，関節に損傷を認めない.手ヰの皮胞はロ ーノレ

に巻きこんで圧挫が特に高度だあったが，職業上手掌の

皮尉が残ることがのぞましし、とのことで debridement

ののち剥離した皮膚の皮下脂肪を除去して縫合した.し

かし手掌の皮j加工壊死に陥ったため腹部よりの有茎皮膚

移植によりおきかえたが，術後浮躍が続き，手指線状搬

痕による屈曲拘縮が高度となり ，reconstruction をす

すめたが患必がこれ以上の下術を希望せず不十分な状態

で治療を終った. j坐滅の高度ーであった手掌のj支府を直ち

に pedicleによっておきかえ，手指屈曲拘紛が固定す

る以前に形成術を施行すべきであったと反省している.

症例 4. 16才，男(-.大工見習 . 7E気鋸で;}~指より

小指までを '1'下骨のレベルで切断し 211寺間後で来院し

た.直ちに最小限に各"1'手甘'を短縮して皮!荷縫合した.

母指は正常であるが，これに対する指を欠くため pinch

は不能，装具によっても支障が大きいため，残った中手

骨の transposition による造指術を施行した.すなわ

ち掌 ・背{日IJともにtrD花間部より第3中手骨基部にかけ

て皮切を加え巴xtraperiostealに骨問筋を切離した第 2

中手骨を基部にて切断，その皮八百とともに加 3'1'下什を

越えて第4中手'13残存自1¥に移行し，生じた皮膚欠損には

Littler法に準じて腹部よりの有名皮膚移摘術を行なう

ことにより正常の知覚をヰ了する 3指対向指を形成した.

追 加 :鳥山(日大整形外科〕

Degloveされた皮l白'を脂肪をとって植皮するとして

もそれは dermatomで採取した皮府より植皮汁として

は劣ると思う .

諸橋(鶴岡市立荘内病院整形外科)

新鮮重度開放創に刻する routlne はまず皮府の修

復→2次的再建手術とし、うのが原則であろう しかし

pnmary reconstructlon としづ考え方も中には症例を

選べばあろうかと思う .その理由は，2次的に再建しょ

をうとすると搬痕が著しし Primaryに残っている組織

利用できる.早期社会復帰の問題などがあろう .

Pri mary reconstruction を行なった例を供覧し，

これが単なる幸運だったわけで、ないことな述べた.

大原(東京瞥察病院整形外科)

「場合によっては pnmary repalr が良L、こともあ

る」ということに賛成する.Press machin巴の傷のよ

うに greasedで汚染がひどい caseは，別として，た

だ傷口が，ひどく復雑であるが汚染はひど くないときに

は “一見 untidywound"のみかけにまどわされること

なく primaryrepairに努めるのが高度の椴痕形成後

の困難な 2次的修復よりも ，はるかに結果が良L、といわ

れ，手掌の鋸による傷はその典型とされている (Dr.R. 

Mc Cormackらの怠見も同じ). 

発言 岩本(宮城県整肢不忘学園〉

手の重度t.tl傷の初期治療に対する病院側の受け入れ体

iltlJの整備が必要であること.またそれに対する健康保険

制度の改善を望む.
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38. 手指創傷治療に植皮を加えた症例の成績調査

平沢 M一 木村正 小島国平IJ*

手の機能再建の問題におし、て，111'(1)<:1 主íT(~な役 LI を担

ってし、ることは}，';j矢口のと ころであるが，はたしてその結

果はfI的合卜分に満足せしめてし、るかどうか，次々の経

験した再[{j-1Jについて，その遠|紙調査を行なったので報告

する

級車ミ拘縮(7-1Jに傾皮を行なったものは，26例でその85%

は，y)j小児に受iあしたもので， 1 O'lJを|徐き全例が yolar

contact burn で2例に塊形成があり， 19例は下'苧より

小指， J.J;U旨にf.るものであった

これらの必例に行なったlli'(皮法はl刈Iのごとくで，皮

Ji可保Jjji部は，約半数は大腿部よりのものであった.

6 

Eコヮ;191吋

Eコ1;:71刊

!_，.: : {i= 9: 16 (1，1川

q
d
 

山
町
例
数

。
-3 10 15 20 -1 

年??

相 15<:I去

イT草地1;': Tubed pedicle法 9例

Abdominal flap法 1例

遊離敏皮 全沼 7例

中M 6例

併用したもの 3例

26例

図 1 椀1μf(ij紡症例

術後再拘者百を起こしたものは，遊離梢皮例で，症例jは

2才8ヵパで受i努，3才で F術したもので，術後1年に

て carpsulotomz を行なった第 5指に再拘新i傾向が凡

られた.これは皮切線の位位にも関係すると思われる.

中間周拙!文の場合， 皮l丹収納率は20~30% と L 、われる

ので mid -lateral より も少し背fWJに皮切線を 1;"1~ く必要

があると待える

ところで問烏は再拘紛iの)J;(因を竹成長による皮l汚仲良

• S. Hirasawa， T. Killlura， K. Kojima 点邦大学笠
形外科

制限においてレるが，この点からすれば，小児の手術時

期がt:iJJmとなる.百'1';J，はできるだけ成長するまで期待す

るとし，また高橋はlL-t-ごろまでに手術を終るべきとし

ているが，;:f~/-(の症例で 10 才以下のものは， 10例ある

が，その結果は必ずしも不良ではない. したがって再拘

紛のおそれが予想される場合はj手口の皮片のほうが良い

ように思われる.

しかし 2才に受似し10才で筒状皮弁を月]¥，、たものが，

術後5年でAくかきを形成し，微細運動が11;IJ限されてお

り，再修正を要するが再拘紛の傾向はない.したがって

綴痕拘紛の場合は， }亨日のrl'間j刊が適当かと考える.純

外傷例に植皮を行なったものは，灰12のごとくで採取部

は約半数が大腿よりのものであった.

6 
~ リJ2 1 f刈

0 1;:91列

内
《

υ

症
例
数

。
10 40-1・~20 30 

司令

植皮法

有集結皮 Tubed pedicle法 3f同l

Abdominal flap法 7例

ホケット/1， 3伊l

遊開t値皮 全居 8伊j

中間層 8例

併用したもの 1例

30例

図 2.新旧外傷症例

これらの知党合検するに(表 1)， 触覚は鈍麻で，正

常のものはなく ，ことにポケット法によるものは知覚出

現が最も恵、く ，筒状，介状の)1頂である.

jffi党は過敏を示すものが， 64%で他は鈍麻し ている

が， 下什1m小皮弁企用鮪皮の症例lは正常のf市党を~~.め

た.

一般に植皮Jlーのう;[1党問復は，桁党より初まり，次いで

触覚が回復するとし、われるが，次々の症例も同阪で，中
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/UlJ習植皮のほうが打茎よ りも回復が'r1l'. 

2点識別は71%に未回復であるが，<1'1日lJ習，全周の遊

雌組j支を行なったものには正常になったのが多レ.

従来，訓練により変化するとし、われてし、るが，手尖1m

に小皮弁を tie.over法で組!文 したも のに回復が見られ

た 遊縦舶皮は鋭敏な母床に行なった方が，知党回復が

!j'll、といったノk岡の日ーからしてもうなずける.温度党，

特に冷党に過敏を示すものが 70%あり ，特にrl'iIJ1J習に

表 l 検査成総

ヂヂ会l→i一件 ;:?

多L、が，ポケット法により被夜した deg10ving injury と思われるが，これはまた，知覚回復の状態とも一致し

では ， 術後 1 年 4 ヵ 刀 でも?1'冷lI~j に抱u，有を訴え ， 小J~j1色ー 興味あるところである.冷却による凶彼曲線では中間J("1

形成や紫紅色化が見られる 植皮では辺縁と中心部とのよをはなし、が，ヰT'lf，;植皮および

手の皮!汚温を正常人で測定してみると ，下背より手争 回t伝皮弁のものは中心の回復が還し¥

のほうが温度が尚く，末消よりは，rl'似のほうがr'l~j\.. ' ホケット法によるものは元温にもどることはなかっ

氷水による皮府ね回復曲線全見ると ，手背は手塁手よりも た これについては 'j・(;11官の宍験的研究もある 次に

冷えやすしまた回復も遅い目これを値皮例につL、てみ 色ぷi:tliにつL、ては，主区!の報告があるが，(吐床の条件

ると，術後 1年の中間周植皮でも他側よりもl支!内出が低 や皮弁の緊仮度に関係がある 予背では色素沈着は認め

いが，辺縁と中心部とでは差がなし、が，布茎槌l支では， なかった目下背部はn'に緊張しているためであろう

術後 5年でも9'心lirlのほうが低し、 千ー'1f，:fれはほとんと・沈Jfするが，人腿より採取したもの

予i'fに行なった回転皮弁の術後 〆l年のものでも f，iJじ傾 に多く ，また有主主植皮に強い.色ぷ沈J1eの正r訂なものほ

l句を示した またポケット法ーによる deg10ving injury ど知党の回復が良いように思われた.

では健側よりも低l'. 

中間層に合まれる血管網はほ床と速やかに血行改訴が 以上より子の植!支は遊縦j十植皮のほうが諸条件にかな

行なわれるが，!文介が以くなるほど循環郎官が強L、ため っているように思われた

39. 手の新鮮開 放 創処 置 の予後 につ いて

諸富武 文 斎 藤哲 夫 小 沢 政夫*

我々は過去において新鮮IJfl政fl1Jに対する手の他Jx.の予

後について知覚回復の状況ならびに盤容的な面からも検

討を行なって発友してきたが，子の楠j支は皮片の匁1:i立回

復の良否だけで評価されるものでもなく ，また外見上の

優劣だけで評価されるも のでもない.要はその移柏した

j文l白'になにが要求されているかとい う点に 日生向けてこ

そ正しい評価ができるも のと考える.

今回は昭40年の ]午後調査から種々検討したぷ，その後

主として活用 してきた中間周純皮法 (皮片の贈与部はす

べて前腕掌側)と cross.finger法(切断端被夜会 cross.

‘ T. Morotomi (教授)，T Saito， M. Ozawa :京都府
立医大整形外科.

fing er flょとし，それ以外の指掌側被桜は transdigita 

法として記す)とについて特に指に限ってl削妾検診し得

た53例78部位を対象に稿!支の部位とブJ訟に分けて，この

/~を検討してみた(米 1 ). 

1 指背伊[11(木 ・中 ・1産自ii'jを一犯した)

中IIIIJ習植皮がよく 順応する部で，外J"-上色の途レが口

っかどうかが最も関心の集まるところであ り，知覚の

イf無はさして問題にならなL、

2 指頭を除く指掌側

この百I1は人口に附される機会が少なく ，また gripに

際して他の健全な指がこ の指の知覚の不制Hを補ってく れ

るため実際上の不満は 予忽外に少ない 盤容的，機能的
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表 1

¥ 
~ 

1 *w I$~4晶玉

り，他の方法に比べてすぐれてレる しか

し患者は指の使用にあまり積極的でなL、

考察

ここで指の植皮について総括的に検討し

てみる(表 2) 

;H-I 91 9 
1) 主主容，知党凶復ともに満足するに足

る植皮が行なわれるのは理想であって， そ

れがはたされなL、現時点ずは，せめて指の

各部によってなにがより強く要求されてい

るかを知り ，それに対処する以外に方法ーは

f正し¥

立場から我々が好んで行なってし、る transdigital 法が

す〉められてよいと思う .

指頭では外見的なこともあるが，むしろ知覚の良い指

であって欲しいとし、う要望が強くなってくる この部で

も我々が適応とした transdigital 法がすぐれてし、ると

いえる しかしこの方法を行なった指ですら実際には積

極的に使用されていない例が多い.とし、うのは，より正

しく感じとれる指頭がほかにわるからである.

月

図1. I旨先部皮膚のずれ

3 中節部切断

λ 

同行のFt¥Jに形態的に傑劣を決めるほとeの差はなく，指

は実際上ほとんど使月]されてし、なし¥

4 末節部切断

1枚のM皮片が爪円"爪床，末i1n骨，指liJlにまたがり

整符[ドJ，機能的安請が強l'.中11¥1層槌j支を行なった例で

は爪床はI1巴厚し，末節骨上では多数の深い織が密に刻ま

れて1決くなり 街頭部では軟かく ，指頭皮府までも移動性

が強くなる(同 1).したがってこの憎皮法は整容的に

も機iiE(I'-Hこも )'jしくなし、といえる.

Cross-finger l去を行なった例では爪床はほぜ正常に

保たれ桁jjJlの丸味，硬さなどきわめて好ましL、状態にあ

1 81 

表 2.

言訟"，1主として要望される要素 1 有利な植皮法

指背側|整容的要望が強い 1中間屑植皮で|分な成績
1 1が得られる

指掌側|整容，知党とも良いほう I;r ~an吋gl凶 法が好ま
|を望む | 

|知党への要望のほうが強|
指頭 I(、 |向 上

| いド間府植皮， cross-
中節切断|特に要望はない I finger i法のいずれでも

よl、

末節切断|整容，知党，機能的要望 |cross-f1附 r 法が好ま
|が強い | 

2) 折背，+旨掌側，末節以外の切断固などへの槌皮例

では慎重な適応の選択によってある程度患者の笠容的あ

るL、は機能的要望にこたえることができるようである

3) 一方，十行頭あるいは折先部周辺に行なわれた植皮

伊lの中にはその指を使レこなせなレとし、う場合も少なく

なし、 これは患者にとってみるとほかによりすぐれた指

があるならばなにもわざわざ知覚や指長の劣る指を使わ

なくてもすむとし、えようし，一方，医師の立場からみる

と健全な指に匹敵するだけの治療法をもたな L、現在で

は ， 忠者の~望に応じ得る手段がなし、と もし、える

急士 号豆
帽 ロロ

指に対する村[1文の評価は主主容，知覚の両面から総合的

に行なわれるべきであり ，l'<:々 が行なってさた櫛皮は適

応に相当に慎'Ii:であったにもか 〉わらず，いまだ不満足

な点もあることをf知り ，よりよき対策の確立が望まれる

ところである.
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40. 外傷によ る母指内転拘縮に対す る治療法の検討

田島達也 内山淳 笹 尾 満*

ほ指内転1~')縮は fの重要な機能である pinch や g rゅ

などを不権実にするE篤な機能障台である.夜、たちは1171

33年より10年間に81例の外傷による付指内転拘絡を治療

したのでその経験に基づき，これに対する治療の要点と

考えるところを述べる.

症例の概要

私たちの81症例のうちわけを表1に示す.外傷の種:m

と母指内l伝j句紛の原|苅となる附台組織の聞にはほ〉一定

の関係が認められる.すなわち熱傷や切tilJ， 鋸創は主と

して皮!汚性拘縮をきたし，正中村l経障害は措抗筋拘縮と

しての筋性拘縮をきたしやすく ，挫傷や凶創およびそれ

に続発する 2次感染症や血行附主などは皮l習性.筋性さ

らに C.M関節包性拘締を合併する傾向がある.第 1中

手骨基部骨折は主として C.M関節拘縮をきたす.

表 1 症例の概要

外(援のHMi f91)数 jJ lfl~組織

熱 (lf 36一一守 皮 l内

切fil)・鋸自1) 3γム深筋 1真

正中神経 jj l(l~ 10ζ古ら筋 肉

按())j.挫自1) 281/// 
同--関節i包・制411

2次感染，血包障害 2J

tHlr'脱臼 2一一ー 骨関節

治療法とその問題点

治療法 ("数

皮!内形成N，j 74 

1付も:mJυJ離術 44 

C目 汎 |則前j~ !;IJ離 N;j 6 

大安I杉村摘出lf.j 9 

1・2r'，H'l' I~1定術

治療法は拘縮をきたしている組織がなんであるかによ

って児なってくる.

そこで拘紛を呈する組織別に治療上の要点と考えるこ

とについて述べる.

皮虜性拘縮:最もしばしばみられる原因は第 1中子fL¥I

部の掌背面皮膚の熱傷による搬痕拘縮および切創または

鋸創などによる線状搬痕拘縮である.前1'¥に対しては

拘縮に関与する綴痕皮l習を遊離全用植皮術， rotatlOn 

flap， sliding flapなどの局所有柄植皮術および abdo.

minal pedicleなどの述郭位有柄植皮術で置換し満足す

べき結果を得た.線状線痕に対しては 1対または多対の

事 T. Tajima (助教授).]. Uchiyama. M. Sasao : (新
潟大学1童形外科〕

Z形成術を行ない，さらに必要に応じてこれに小さな遊

離全周他皮術を合併した.

深筋膜性拘縮 正中神経ffi;JW-ーによる措抗筋拘縮として

の時指内転拘縮が比較的長〈持続した場合や，軽度の挫

傷の場合など往々主としてiUy側深筋IJ英を切離するのみで

拘紛iを緩解することがある.なお，筋性またはC.M 関

節包性拘紛の場合のように拘紛の主原因が深筋膜より深

部にある例では全例に深紡l以切離術が施された

筋性拘縮:lntrinsic plus拘縮を合む挫傷および他

創例， Volkmann拘縮を合む正中神経麻痔例では add.

poll.と inteross.dors. 1の拘紛が主原因であった.

これに対しては add.poll.付活腿の tenotomy と in. 

teross. dors. Iの第 1中手11'起始部の劉l離を施した

しかしこの場合は外傷の性質から他の組織の枚新iを合併

することが圧倒的に多く tenotomy のみで衿紛が除去

できたものは44例中 4例にすぎず皮脂形成術を合併した

もの27例， それにさらに capsulotomyを合併したもの

5例，および皮府形成術と trapeziecto111 Y を合併した

ものが8例為った

Tenotomy後母指を良IJ支位に保つためにこれまで一

般に第 1~2 中y.骨間に 2 本の Kirsch n e r 銅線を交文

京lJ入する方法が用いられてし、たが.;fJ..たちは最近 Kirs.

chner鋼線を図 1のように曲げてこれを内固定として

図 l内転拘紛除去後 Kirschner鋼線を 1-2巾手作間
に掃入して母指を矯正位に保つ
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i;1¥ 1 ~2'I' 手骨!日lに術後平均 3 週r: n抑入する力法をJFJい

ている.これは abdominalpedicl巴 を併川する際など

)J支位の~長持を容易にしかも確実にする良い方法であると

考える.

Tenotomy 後の follow-up例におし、て strai n ga uge 

会用いて母指|付転および pinch カを訊|仏Eすると平均そ

れぞれ正常の27.5%および34.0%に低下してL、た.こ 〉

でf¥j:J旨内転力のみならず pinch )Jが著しく低下する原

因としては，1) 対立動作の重要な要ぷである内転筋を

切出f~ したこと ， 2) add. poll.の付着腿を切る際隣接す

る flex_poll. brev.の千JlfJ健も 切らざるを仰なし、場合

が多いことによると惟定される.

この筋力低下に対して Boyes')，Littler')らは腿移行

市iによる内転力の再建を，Flynn3
)は切離した内転筋イJ-

A¥ffi5の近位移動再縫必をす 〉めている.しかし松たちの

follow-up例では忠./1自身筋力の低下にそれほど不便を

感 じていないのでこのような手術の絶対的適応はないと

夜、たちは号えている

またf旬新i除去を屯むあまり第 1桁問腔をお長くしすぎる

と付指M.P 関節尺側が氾持した物体に当り疹痛を訴え

ることがあるので tenotomy後の皮府形成術に際して

は第 1指Iflj佐をM.P. r:Y;lfu)レベル以上に深くしすぎない

よう注怠を要すると符える.

C_M_関節包・靭帯性拘縮

このjt)織の上原因は他{あまたは隙ulJである.これに対

してFょたちは 6例に capsulotomyを，9伊lに trapezi-

ectomyをuliしている.まず刷貯のいずれを選ぶかの問

題であるが，capsulotomyのほうが以裂が少ないので特

に trapeZlectolllyの適応がなレ限り capsulotolllY ~ 

選ぶ.TrapeziectolllYの適応はX線上 C.M.WJi1i'iに変

形記念認める場合および capsulotolllYでは拘縮の緩解

が不十分と号えられる場合とした 次に capsulotolllY

の ]三技上大切な点は術後 C.M.関節の instatヲility ~ど

IWく唄ため後似IJC.M 籾，liJ'会1Li存することと 汚える

TrapeziectolllYでは逆に尺側の interllletacarpallig. 

~温存するこ と と 号え る . Goldnerらは靭，iifの温 存 に

it怠しないと第 1'IJ手什基部が著しく転位する危険があ

ると警仇してし、る.-1ft問題になるのは capsulotomy

で卜分な効果が何られず，引き続い て trapezlectomy

生行なわさるを件なし、場合で，この際にはC.M 関節を

stabilizeする籾，計が全fIIS切離されており，その うえ内伝

筋昨もたいてい切離されてレるので Kirschner 鋼線な

図 2.Trapez i ectomy 術後 1~2 中手付基部間にある
intermetacarpal lig. を温存したので術後第 l中
手骨M部は小変形骨と関節している

どにより十分長期川の内固定が必~と巧えられる

Trapeziectomy 後夜、たbの症例ではW;1 '1'下fi・lJ;部

は主として小主主形'IJ と関節するように E~ える(閃 2 ). 

術後新しいC.M.I民l節の良好f工適合性が何られるとは号

えがたいが仰豆I)!，)fゅではないので迎illMiiiはなく筋力の低

下も tenotomy後のそれと比して汚しレJをはなかった.

骨性拘縮 Bennett型および関節包外]刊の第 1'I"手

骨基部'i'l'l斤の不完全笠復作 j1fiJをみたが，治療はW1中

下骨主Hl15の模状'i'J切り術またはC.M.r)!;JtfI'i同定体Iで問題

はなL、と思われる.

発言:座長

我々もよく経験するが麻縛のある内t伝拘縮に reliere

を行なう と内似が困難 となる ある程mユ主主しておかない

と pinch も困難となる 外傷性の場合のみではさして

問題とならないと思う .

答 :[1島 (新大強形外科)

外(þj~原閃とする例では!人1 '[\三筋のN土Jiの必~例はほと

んどないように思う 麻痔例では症例によってはあると

思う .
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41. 長母 指伸筋筋腹 部皮 下断裂の 2例

山下弘 前 田敬三*

私たちの教室では比絞的稀な長母指仲筋の筋腹部にお

ける皮下断裂を 2例経験した.

症例 1. 20才， 男子. 1年半前より合気道の練習を

行なっていたが，昭36，11， 1日，練習中他動的に右前

腕回内位，手関節尺屈掌屈位を強制されたと き，右前腕

背側で竹を割るような音とともに瞬間的に痛みを感じ

た.5日後ごろより母指屈伸の制限に気づき， 11月7日

(受傷後 1週〉より母指の白動的伸展が不能となった

初診時所見 :右母婦は掌屈位を呈し，M.P.関節， 1. 

P関節はともに700
屈曲位をとり ，自動伸展不能，対立

運動も不十分であった.母指の自動伸展，内転時に著明

となる長母指イ中筋腿の緊張は認められず，伸筋支帯音[1に

や〉腫肢があった.前腕背侃.iJには腫脹および皮下出血斑

等はなかった

手術時所見:全身状態は良好で血液一般検査にも異常

なく， 11月15日，手関節部における長母指仲筋鍵断裂の

診断のもとに，母指M.P.関節背側よりやわ筋支帯中央に

向かつてやや弓状の切聞を加え， 長母指イ[!l筋腿の腿鞘を

聞くと隠は著し く弛緩し表面は光沢を減じていたが断裂

はなかった.そこでlIij腕背側に皮切を延長し一長母指仲筋

鍵を遠位方向に引張ると，臆は筋腹部より抵抗なく遊離

し，筋腿移行部より近位の制度は一部壊死性の虫垂状と

なり脱出した(図 1) 表面は平滑で淡赤色を呈し，一部

に赤紫色の斑点を認めた.長母指イ中筋鍵起姶部は筋!度を

残し，その遠位に脱出筋腹部に一致した表面平滑な問状

空洞を形成していた.筋腹部断裂と診断し，高ft断脱出筋

部を筋鍵移行部に切除して践を残存する筋に縫合した.

症例 2. 20才， 男子.約 1年前より小林寺拳法の練

習を行なっていたが，昭 41，10月下旬， 右手関節尺掌

屈，前J腕囲内位を強制される受身の練習中，右母指のイql
展が不能で右前腕背側に疹痛があるのに気づいた 約1

ヵ月開放置の後，11月21日当科受診した.

初診時および手術時所見 母指M.P.関節部はびまん

性に腫脹し，1. P.関節とともに白動仲良は不能，他動

運動は正常で長f3J:}旨仲筋艇の緊張は前症例と同様に見ら

れなかった.肉眼的には前腕になにも異常を認めなかっ

ホ H. Yamashita， K. Maeda : ;名古屋大学整形外科.

_，~〆
.tf 

図1.症例 1.

図 2.症例 2.

た.翌年 i月13日手術を施行したが，長母指伸筋は症例

1と同じく筋j腹部で断裂していた(閃 2).縫合も同じ

方法で行なった

術後経過 :症例1は 5ヵ月 で機能，握力等正常とな

り，再び、合気迫の練習を始めた.症例2は1年後，腿側

に比して軽度の外転制限を残すが， 日常生活には支障は

ない.

病理組織学的検策.症例 1について行なったが，断裂

部の横断面において腿の強い壊死崩壊がある. しかし中

好球等の炎症性細胞の浸潤は非常に少なし、 fffl柴系細胞

の幼若型と思われる大型細胞が辺縁部に出現していて，

おそらく再生像と考えられる.辺縁の筋線維も壊死崩壊

し，毛細管:の新生を伴う肉芽組織がはし、りこんでいる.
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筋断裂付万部におし、ては，筋艇と思われるものの肥厚が

あり ，J'];rloに筋の崩壊像が見られる.

考察およびまとめ

長母指令11筋は筋腹の長さに比してぎわめて長い腿を有

し，その運動範闘も非常に大きい しかるに Lanz ら

によると長mm伸筋の workcapacityは小さく ，大き

な力が加わったときには断裂を起こしやすいものと考え

られる.合気道，小林寺拳法ではその練習中に手関節を

特J~な肢位に強制されることが多く ， 本症例においては

L、ずれも手関節尺屈掌!乱 iiiI腕回内位のほかに，相手に

手関節から母指にかけて手を極られているため当然母指

の屈曲，外転をも同時に強制されたものと思Jつれ長母指

イrlJ筋に対しては最大の仲展力が加えられたものと考えら

れる.さらに反覆する練習のため Gilcreeslが筋臆断裂

のぷ因としてあげてし、るもののうち，反夜して加わる力

により疲労現象が起こっているか，または一部筋線維の

断裂が発生していて Brickner& Milch のしづ他動的

に伸展されたうえに，さらに収縮させようとする力を加

えたときに筋断裂が起こったものと思われる.

コリース骨折，慢性関節リウマチ，いわゆるそら手，

鼓手等では:長ほ指伸筋腿の皮下断裂を起こした報fqが珍

しくないが，筋JI反での断裂はあまり例を見ず江川らの報

告主同一例に属するものと考えられる

42. Boutonniere変形に対する治療経験と考察

東 町 巌琢也岩野 邦 男 滝川一興*

P.J. P.関節背側で指背鍵膜の cenlral sl i pが断裂を

起こすと桁，1"節の仲展附苫， 2次的に指背l健膜に縦に断

裂が起こり lateralbandsは次第に f1exion，extension

軸の掌側に転位して boutonniere変形を起こしてく

る.この状態では P.I.P. 関節は普通60~900 屈曲位，

D.1. P.関節は過伸展に保持されて末節は自動， ときに

はイ自動的[:1!1山も障害されてくる. Central slip 断裂の

新鮮例には端々縫合，もしくはスプリントによる固定で

十分日的をはたし得るが|味旧例の boutonniere 変形に

ついては断裂部での端々縫合は困難である.従来よりこ

の困難な変形に対してすぐれた各種の再建手術が紹介さ

れている.これらの再71'J.術を大別すると次の 4つに分

類される(表 1)目

i'iDは Verdanが紹介しているように指背腿膜の

lateral bands， central slipをむすぶ oblique fibers 

を切り lateralbandsのl伝位を正常にもどし central

slipの断端部にある鍛痕組織を切除して端々縫合する方

法 J ~1 2 にほnolom y であるが Kap lan はf1exor

sublimis lendon をその付着部で切除し， Dolphin は

terminal l巴ndonを一部切開することによって指背腿

膜全体を'1'似に移すことによって b0l1l0nniere 変形の

事 A.H】gashi: 三楽病院整形外科 cm京都1千代田区神田
駿河合)， T. Iwao， K. lwano， K. Takigawa :東京

大学技JF;外科.

術 y¥; 

1. End，to，end Sl1ture 

2. Tenotomy 

3. Tendon g，'aft 
4. Transposition 

表1.

報告書

Verdan 

Kaplan， Dolphin 

Fowler， Nichols 

Mater， Planas 

改善を計っている 第 3は Fowl巴r，Nichols の方法で

長掌紡腿，小指固有伸百万)健を利用しての腿移植法であ

る.第4は lat巴ralbandsの一部を centralslipにか

える transpositionで Maler，Planas が紹介してい

る.

今回は Dr.Carroll が紹介している方法，すなわち

両側の laleralbandsを一部 P.1.p，背側で交叉させ

ることによって，仁|コ節の仲肢を可能ならしめるもので，

本法ーによって陳旧性の bOl1tonniere変形に試み術後6ヵ

月以上経過したもの 5例の成総を報告した

手術適応は centralslip断裂後4ヵ刀以上経過し関

節に破壊がなく，他動的に中tii1の完全仲良"1能なものと

した なお慢性関節リウマチにより惹起された bOl1ton，

niere変形は除外した.まず P.I.P. '1''f1JlIJに bayonet

皮府切聞を加え. 3*のl健を分脱する この際 ret1l1a，

cl1lar ligamentの obliqu巴 bandを切らないようにす

る.次いで laleralbandsに縦に切聞を加える.範羽
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は P.l.P.関節より上下 15mmで切りはなした lateral

bandの一郎は反対側の lateralband に縫合する.こ

の際，P.1. P.， D.1. P.関節は伸展位で緊張を強めにし

て縫合するが P.1.P.関i節1豹]の背側で交文する l陥at巴引ra

ban吋1吋dは縫合しなLい、符術1後の固定は M.P.関節軽度屈

[1山1山H位.P.1. P.， D. 1. P.関節仲燥位でアルミシ」ネ固定4

週間とした. (図 1). 

症例 1. 20才，児性.左中指 P.1.P，関節背側での

切:ulj. 受傷後7ヵ月で本手術を施行，術後6ヵ月で伸肢

はほ Y完全で P.1.P. 5/95. D.1. P. 0/20 と軽い屈曲

制限を残してし、る.

症例 2. 22才，女性.プレス機械による右手段の圧

挫:U1jで基節骨の骨折も伴い，術前に右中指基節掌側に皮

膚移植を行なって右中指の屈曲拘縮を除去している.術

後 1年 9ヵ月で運動範囲は P.1. P. 0/90， D. 1. P. 0/15 

で D.1. P.関節に怪い屈曲障害を残している

症例 3. 17才，男性右中指 P.1. P.関節背側で切

創を受け同所感染を併発したため受傷後 6ヵ月で手術

を施行した.術後 2年 2ヵ月で P.1. P. 0/80. D. 1. P. 0/ 

30. 

症例 4. 19才， 男性.ソフトボールによる左小指

P.1. P.関節の突指.受傷後11ヵ月で手術を施行. 術後

2年 4ヵ月であるが P.I. P. 30/10， D.1. P. 10/40. 

症例 5. 7才，男j坐.交通事故による右手背から示

指にかけての隙創があり遊離皮膚移摘を行なって受傷後

1年 3ヵ刀で centralslip の再悠を行なった.術後2

a b 

図1.

c 

年7ヵ月経過しているが P.l. P. 10/120. D.1. P. 0/45 

と運動範囲はほぼ正常である

以上 5例中 2例に D.1. P. 1.lf.Jii'iiの屈曲制 限，1例に

extinsion-lossを残した.この extension-lossは縫合

時の緊張の不足.D.1. P.関節の屈曲制限は lateraI

bandsの縦切の不足によるものと反名、している.

Carrollの紹介している本手術の長所は陳旧例の

bouton n iere変形に対して他の transposition と同様

に腿移舶を必要とせず centraIslip のほジ完全な再建

ができることである.しかしながら示指の榛側と小指の

尺側の IateraIbandsは細く縦に 2分することが困難

な場合もあり，また欧米人に比べて日本人 の lateral

bandsは平均して細い印象をもっているので症例を選

んで手術すべきであろう.

43. Boutonniere変 形 手術例の検討

長 部敬一 小11応伊三郎 斉 l体英 j玄 諸橋政 指*

Bouton n iere治療は非観血的に行なわれる傾向にあ

るが，隙旧例におし、ては縦血的治療をしなければならな

い場合も多い.

手術法は外悶文献においては多くの方法が報告され，

治療のむずかしさを物請ってし、るようであるが，本郊

においては Fowler法の報告が凡出されるのみであり

bouton n iere変形の手術的治療は Fowler法によって

K. Osabe， r. Kojima， H. Saito :山形県立中央病院整
形外科(山形市桜町);M. Morohashi 鶴岡市立荘内病
院鐙形外科(鶴岡市馬場町).

解決されたような印象がもたれる.しかしこの方法には

P.1. P_関節の屈山障害を惹起しやすいと Lづ大きな欠

点があるように思われる そこで Fowler 法その他 2~

3の方法を行なった小経験から boutonn iere変形の手

術的治療について検討を加えてみたい.

症例

1962年 7月から1968年 2月までの聞に広たちが手術的

に治療した boutonn iere変形は11例12指である.手術

法の内訳は Fowler'scross-tendon graft法 (Fowler

と略す) 7例 8指 terminaltendon 切離術2例(そ
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のうち 1例には Fowle，法を合併)，Littler's redistri-

bution法 (Littler法と略す) 3例である.

成績ならびに検討

Fowler法 本手術施行例では P.l.P.関節の([1'展す

なわち boutonnier巴変形の矯正は一般に良好である.変

形の矯正が不十分であった症例は 1例にすぎない(表 1

症例 6). しかし指の機能で肢も重要な P.J.P.関節の

屈曲が制限されたものが多く ，900 以上の屈曲がí~ られ

たものはわずかに 2折である.Pinchを主な機能とする

示指の場合はこの程度の屈曲でも患者はあまり不便を訴

えないが，強力な gnpに関与する指では大きな障害と

の症例 2，4において証明されている.このような不利

な点tま Littlerが記4記する Fowler法や Weeks 法の

ように longextensor を主な力源とする刀法により改

善されると思われる

Terminal tendon切離術 症例 7は ヒ'ニーノレ接着

用のプレス機による手 ・ 指1~の挫烈\úlJのlJË例である . 腹

壁からのイT作q.fll'I皮により創が治癒した後，中指に bou-

tonn iere変形が生じた.指|刻節拘紛が強し、ので拘新i乞

増悪させないと思Jつれる本手術を施した.術後副子をm
いることにより D.J.P.関節の問山が良好になり pinch

が強力になるとともに P.l. P.関節の{EI'展も増加した.

表1. Cases operated on for Boutonniere deformity (1962， 7-1968， 2). 

Causes 
Type 
of 

uperation 

I Extension Icoss 1 Flexion 
at P.1.P. Joint at 

I (degγees) P.I.P ioint 
ト一一一一一一一一一一 (degrees) 

Preop. Postop. Postop. 

寸玄司両元wound 1 2M 1 Rt.lndex 1ね丘二dongra ft 。 60 

2 |孔 F1 Cut wound 1M Rt.I地 x 1 II 1 70 1 

三也 旦|記日也望_ JRt.lndex If 一一一 _1?_ I 

_I一一1 1 _I!_t. Middle 1 11 _I_? _I 

4 也~I Cut竺竺 I ~_I~t. Rin_g _ I__" 一一 1_70_ 1

5 以 M 1 Cut wound 1 町 IRt.M刷 e 1 11 1 M 1 

7 戸司ω…d 1 日 1 Rt刷仇 1 11一一一 1-55-1  

7 1ιFIH剖 pressi山 y 4M 1 Rt. MidcJle 1 Terminal tenotomy I 60 I 

8 120， M 1 ContusecJ wound 1 6M 1 Rt. Mi仙 |岳山だぷ:!?およg1 80 1 
一 一 一一

9 い9，M I Cut wouncJ 1Y Rt Little 1222fiLtm op | 

王 130，M J五万戸 1 1 Y 1 Rt. Mi仙 1_ 11 1 80 r 

114F|??ぷtrω 1 5Y Rt.Ring 11 1 8U 1 

12 121， M 1 Co山 sedwound 1 Prim川 1Lt. Ring 11 0 1 

15 

40 

35 

55 

50 

90 

70 

95 

75 

90 

95 

100 

105 

なっている

この P.J.P 関節の屈山障Aの主な原因は，移値鍵が

強い緊張で縫合されることにより intrinsicplus 拘縮

になることと考えられる.すなわち変形矯正のためには

移他腿にかなり強い緊張がかけられやすいが，麻酔下で

弛緩した状態にある intrinsicmuscleに強い緊張がか

けられると筋肉は引き("，ばされた状態になる. P.1. P. 

関節屈山の際に latral band は学側に移動せず移値腿

により末柏方向に引かれ，さらに intrinsicmuscleは

引き伸ばされる.ーカ intrinsicmuscleは筋肢が小さ

く amplitudeも小さレため適合できず intrinsicplus 

約締と同様な結果となる. intrinsic plus拘紛は広たち

T巴rminalt巴ndon切断tにより P.l.P.関節のやl'肢が

増加する理由は terminaltendon 切雌により指m縫膜

が近イ立方向に移動し，その宣伝引力がrl-'節骨と cenlral

slipとの問の綴痕を介してrl'uilfl'に作用するためと考

えられる.

症例 8は指背の広範な挫u1j後の変形で retinacular

ligam巴ntの級痕拘総iにより P.I. P. 関節を他動的に仲

展すると D.I.P関節の過仲良拘紛が治加する.これに対

し terminal tendon切離術と同H年に比較的弱し、緊張で

Fowler法を施した.このような retinacularligament 

の吸痕拘縮例には本法は絶対的適応となろう .

Littler法 :症例 9，10は P.l.P.関ilM'fr(liの切創
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によるもので関節拘絡のなかった症例

でらる.術後2ヵ月自では P.1.P. I)!.] 

節伸展はそれぞれー200，-250 とや

や不十分であるが，屈曲制限はまった

く認められない.

症例 11，12は Littler が適応から

除外しているリウマチ様関節炎ならび

に新鮮外傷例である. リウマチ例は 3

~5 総指ならびに固有伸筋臆断裂を主

訴として来院した.これに対する遊隊

l腿移植と同時に比較的拘縮の軽度な環

折に Littler法を施したが，術後 1ヵ

月半では P.1.P.関節伸展はまったく

改蓄されていない.

HO('!ncl N目 hol5 Entin Pul、erlaft 
SOUler) 

Fowler Fowler 
( Lilller) 

¥l'ccks 

新鮮外傷例はカンナにより P.1. P. 1¥lale、 l.ittlcl' Littlet l¥larmor tenotomy 
(Fowler. 
dolphin) 関節背面から基節骨頭の一部までけず

りとられたものである.このま〉創を

閉鎖しでも将来かならず boutonn iere 

変形が生ずると思われたので lateralband を D.1.P 

関節にいくものから完全に切離せず，中節の中央部まで

分割して反転縫合した.術後成総はまだ不明である.

Littler 法については経験例少なし術後日数も少な

".、ため結論的なことはい〉えないが，手技が容易であり，

P.1. P.関節の屈山制限が現われないとしづ利点がある

反面，P.1. P.関節の強力かっ完全な伸展を得るには不

十分ではなL、かとし、う印象を受けた.

まとめ

1) 1962年7月から1968年 2月までの間に私たちが手

術的に治療した boutonn iere 変形は11例12指である

2) 手術法の内訳は Fowler法 8指， terminal ten. 

don切離術 2指(そのうち 1指には Fowler法を合fJf-)，

Littler法 3指である.

3) Fowler法 P.1. P.開i命令11展は一般に良好に改

善されるが屈仙制限をきたした症例が多い

その理由は移他腿の緊張が強くかけられやす く，緊張

が強いと intrinsicplus杓縮と同線な状態を生ずるこ

とによると考えた.2症例に intrinsicplus 拘紡を認

めた.

4) Terminal t巴ndon切離術:指閃節拘紛の高度な

症例と r巴tinacularligamentの搬痕拘綿により D.I

P 関節の過仲良拘締の高度な症例に施した.前者は D

1. P.関節の屈曲別加し pinch力が改普されるとともに

P. I. P.関節イIIJ展も治加した.その理由は腿切身itにより

指1'f腿膜が全体として近位部に移動し，その牽引力が

図 1.Boutol1l1込町 変形の主な手術法.

central slip と中節背面との聞の綴痕を介して中節を引

くためと考えた.後者は本手術の絶対的適応であろう .

5) Littler法 :切j}1]による 2例は P.1. P.関節伸展

が一200，-250 とや〉不十分であるか屈曲はまったく

制限されず，総合的に機能は改善された.

Littlerが適応から除外しているリウマチ例はP.1.P. 

関節仲展が改善されなかったまた contraindicationと

されている central sl i p欠損の新鮮例に lateralband 

を完全に切離せず中節中央レベルまで分割して反転縫合

した症例についても述べた.

追加・ 質問 -矢部(慶大整形外科〕

追加い Fowler法 5例， Littler法 3例， ~ Verdan 法 2

例を追加し，特に Lepraにおける鷲指と buttonhole 

変形の合併例に対する Fowler法に準じた再建術を紹

介した. Fowler法では D.1.P.， P.1. P. 関節とも屈伸

が十分に回復し仰ないように思う .これを解決する意味

からも後療法が大切で，我々は elastiesplint を使用

している.

質 問 :固定肢位と後療法をどう やっているか.

答 :東(三楽病院笠形外科〉

術後の固定肢位は M.P. 関節軽度屈山位.P. I. P.， 

D. 1. P. 伸展位で 3~4 週間アルミシーネ固定 アルミ

シーネ悶定除去後スプリント使用せず，温水中での自

動，他奴jの運動練習をしてし、る.

長部(山形県立中央病院主主形外科)
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1) 術後肢位 .腿移植の場合はイ111筋血ii，届筋l健を問わ

ず，あまり強い緊張がかからなし、ようにすべぎと考える

ので，Fowler法の場合は intrinsicplu司positionを

とらせる.

2) 固定期間 ・3週間

3) 後療法 :Vibra-bath， splintなど.

44. 指イqj筋臆断裂(除 D.1.P.部)の治療成績

高岸直入 力n川渉 河野一郎

山田 元久 小川加弥太 奥田哲章ホ

手の伸筋臆の煩傷は厄!筋腿損傷と比較して治療が寄与易

で，その予後も良好であり ，Boutonniere変形，base-

ball fingerを除いては問題とするところはないと考え

られている.我 も々同僚な考え方から伸筋腿断裂例は主

として外来において手術を行なってぎた それは次のご

とき特殊性によるためである. 1) 仲筋l処断裂の場合，

総指仲筋腿は Connexusintertendineiによって相互に

連絡しているため，院frP;品のはなれが少なく，屈筋腿の場

合のようにさらに長い皮膚の切聞が必要でない.2) n 
面は軟部組織が少なく ，容易に断;t:Mfi刊を発見し得る

骨 ・関iliH:tl傷を合併しやすい.3) イIII筋鍵は屈筋に比し

扇平で簿レが滑動範囲が狭ーく ，縫合後の緊張が少ない.

4) 伸筋腿は腿鞘が少なく ，これらが癒着して腿の運動

を障古されるわずらわしさが少ない等が考えられる.我

々は手術の対象と なることの比較的少ない D.1. P の伸

筋腿院fr~の例を除いて ， 広島Jï; 1-'(:病院，原爆病院で行

なった伸紡腿断裂下館J例'1'，述主11成績の判IYJせる21例に

つき，部位別にその成献を検討してみた 長 i主将~í1111筋腿

断裂の症例は 6fjIJで，うち 3例は手関節 1111dorsal 

carpal ligament内の断裂で，主主りの 3例は M.P.関

節より末料jの断裂であった.治療成私勺工{fjlJ.長):1:1111ともま

ったく正常例 1，{II'肢I正常なるも屈曲におし、てわす.かに

制限を有する優例 2，{llJ展屈曲ともにわずかに市1)限され

ている良例 2，仲良屈l出ともにかなり 制限されている可

例 1となった.症例 1r

l主:0例は続'行ーや11経皮校も同線に煩

傷を受け同H与に縫合されているが，術後 7ヵ月次第に改

浮きれつつあり ，他の症例から考えて将来秀の領域には

いるものと巧えられる.症例 4)j:O例はギフ。ス万にてギ

本 N.Takagishi， W. Kagawa， I. Kono， M. Yamada， 
K. Ogawa， T. Okuda :広島亦卜下病院 ・原爆病院整
形外科(広島市千田町).

プスを切ってし、て，自分の指を切り ，腿の断裂を起こし，

直ちに縫合を行なった例であるが，術後 9ヵ月日にスキ

ー中転倒して母指を強度屈1111させてより急に運動性が良

好となり，マニプレーションがらる場合にはヰTJIIなこと

を示している.症例 5は-0::W、例であるが，術後1ヵ)l目

より現在の状態、から改l!iされずにし、る. 日常生活はもと

より労務上にも全然不自由を感じてなし、にもか〉わら

ず，仲良において 100，屈山においても 300 の減少を示し

ており ，母mの迎動性も必ずしも全運動域を獲得させず

とも不自 出を感じさせない.またこの場合 M.P.関節

より末梢部での断裂は，下関節部の断裂より成献は恵、い

が，下部組織との癒后がその原因であろう(表3).総

指{申筋腿単独断裂では，その場所のいかんを問わず優秀

なj誌がiであるが，最も成総の)il{1.、定例 2金O例でも，手

関節過{rl'展位での過1中展不能であるほかは伸展屈1111とも

正常である.術後10ヵ刀までは隣接の指の屈伸もl，iJI!!fに

制限されており ，現在の状態になるまで 1年を変してお

り，Jul筋の場合と同様， J'f:走の決定には 1~2 i l"'.の成月

が必~iである 症例 5藤仰jは伸筋腿断裂が M.P.関

節1111に起こり長期放置の興味ある症例で，受似後 22年

4ヵ)-J後，その指の屈紡)Jは 1/3に減少しており ，M.P 

関節の完全仲良も不能となっている.術後いまだ IlIJ;浅

くその成献については今後先ぷする予定であるが，運動

性も次第に改il{ーされつ〉あり ，1. P. 関節ンヒ企{III肢も可

能となってきた(友 2).多数伸筋!鍵断裂例ではそのよ

うすがかわって成献が思くなってくる.JIE{同1)3， 5のご

とく 前腕部の場合および， ro ・ 示指のごとく !Þ~ なった

compartmen tの中での断裂は， 単独断裂の場合と同

様であるが，他の症例のごとく ，示 ・小川イT{中筋鍵およ

び総指仲筋厳II全部が手関節1~側で断裂 をf受けると省く jえ

紛が思くなる 症例 l 許O~Jはガラスにて第 2 指 より
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定

優

良

秀

優

可

イ申展正常
屈曲 2関節とも 100 滅
伸展 1700

昼血豆盟監とも 20。減

正常

伸展正常
屈曲 50滅

布夏官F
周曲 125。
伸展正常
屈曲 100。

続成

表1.長母指f申筋腿断裂症例.

術後期間

年

6 

5年 6ヵ月

2年 2ヵ月

|工事高で |

|3週 |縫

| 6ヵ月 | 腿移行

1 3カ月 | 縫

ギプス刀 |当 日 |

の打石1
1 10 日|

月カ7 

7 

メ弘、

'" 
11 

ま

11 お

名

メ言、

'" 

11 

11 

例 |闘 巾令l
o|♀ 1 41才 |

o|合 I21才 |

01 <!i 1 29才 |

o|合 1 26才 | 指

01合 150才|

o 1 <!i 1 16才 |

術因

特発性

ま

原断裂部位

子関節部

11 

宮

中

症

2) 

伊

j宇

3) 

4) 

氷

良

2) 

3) 

定

秀

優

秀

秀

ワ

判続

正常

伸展，過伸展不能，
屈曲正常

正常

正 常

? 

成

年

術後期間

月

2年 2ヵ月

1年 5ヵ月

1年 6ヵ月

カ3 

7 

名

メ泊、
口

プリ キ

表 2.総指仲筋腿断裂症例.

例 l闘リ|年令 |断裂部位 |原 因 |加吋間|

。 |会 1 55才 |前腕示指 l ナイフ 1 3 ヵ 月 |縫

01 <!i 1 63才 1*手骨21ガラス 1 2 週 | 
o|♀ 1 48才 1*手噌 |庖丁 11 カ月 |

o1 <!i 1 20才 1;手目語 | ガラス 1 1 週 | 
01 <!i 1 55才 |禁 P 関車 |原爆 1 22年4ヵ月 |

ホ術前 M.P.仲辰 1200，P.1. P仲辰 1700，屈筋力 1/3に減少

11 

11 

11 

11 

11 

術

11 

鶴

国

藤

メL

金

桑

症

4) 

6) 

華子
d 

他医にて 2回手術，
化膿

屈曲半減
伸展正常

他医にて 2回手術

備

優

不可

秀

-
立
す術後期間

年

1年 8ヵ月

l年 6ヵ月

4 

腿移値

腿縫合

11 

表 3.多数伸筋腿断裂症例.

令 | 断裂部位|原図 |撫で |術

lZ257旨式関 |ガラス 1 3ヵ月 | 
|説話5指，手 |特発性 1 1ヵ月 1

1 第 3-5指前腕 | ナイフ 1 2ヵ月 | 
|お -5指子関!なた 1 3 日 |

|弘 -21旨手関|か ま 1 1ヵ月 ! 

I ;u~l 年
。日一円4才

o|♀ 1 41才

3 岩 01 <!i 1 お才

4)高。己己主
01合|げ

初l-紅

許

2) plj 

伸展屈曲とも滅良1年 4ヵ月11 

秀

動も可能であるが，手関節屈曲位にての指の完全屈曲不

能，固有伸筋鍵を有しないために，示 ・小指の独立伸展

ができないので優の成総であるが，日常生活にまったく

不白由を認めてレない(表 3).ブタニエル変形について

は，5例が遠隔成総判明例であるが，新鮮例についての

縫合法 1，Fowler 法 4のみの経験しかないが，秀 1，

優 2，良 1，可1の成献であった.必ずしも怒し、方法で

はないが Littler法， Dolphin の切健術等正常腿を煩

傷することなく ，局所の操作のみにて目的を達する方法

が発表されているが，彼らのいうごとく優秀な成績であ

れば当然このような方法に変更してし、くべき?で，経験し

ていられる方がおられたらお教え願いたい(表4).以

上少数例からではあるが，次のごとき結論が得られた.

1) 長時指仲筋臆断裂では，M.P.関節より末梢部の

1年 2ヵ月11 高

第5指に及ぶすべてのイ[11筋腿を数カ所において切断r，直

ちに縫合体Jを受けたが失敗，再度手術を受けるも化膿し

て失敗している.受傷後3ヵ月日に来院，入院のうえ手

術を行なった.入院時P!r見は手背部 M.P 関節部から

手関節にかけて横に 3列に切filj疲痕を認める.指は M.

P. 関節部にて 130
0 屈山位をとり自動伸展不能の状態

であった.比較的正常な小指固有仲筋鍵を長さ 12Cll1に

わたって採取，癒着している腿を，M.P 古[1より手関節

音11まで切除，周囲鍛痕組織，手背靭帯もともに切除す

る.さきに採取せる第5指固有伸筋腿の両端を縦にさ

き，4つに分け中央の部を総指伸筋鍵の中枢端に縫合し

た.術後 5選の過11jl展位回定後，運動を開始したが，運

動性は術後 1年 8ヵ月の今日でもなお改善されつ〉あ

り，子関節良肢位での伸展屈曲は正常で母指との対立運
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表 4.Boutonni~re deformity症例

症例|町山令郎位

UOT司 1川示指

2〉 三 o 1 o 1 23才 | 中 示指

3〉 本 01♀ 129才 |環指

4〉 大 o1 o 1 町|示

|手術まで I= b I 
原 因!の期間| 術名| 術後期間 ¥!j'JJ JE ¥ 備 考

1 3ヵ月 I Fowler I 5壬ド6ヵ月 「日受傷後保存的療法失敗

年 1 良 | 骨折合併，屈曲制限

年 l 可 | 術前の拘紛のため

外傷 1 1 週|縫合 I 5 

原爆火傷 1 18 年 I Fowler 1 6 

ま I 6ヵ月 I Fowler 1 6年 3ヵ月 庁寸
5) 杉 01合 | 吋 |中指 ま I 1 年 1 Fowler 1 5 年 I fJ! 1 やや屈曲制限あり

断裂の成紛が悪く ，症例によってはマニプレーションも

必要であろう.

2) 総指i申筋腿単独断裂の場合，場所のL、かんを問わ

ず好結果が得られるが，M.P.関節部断裂長期政尻例で

は屈筋力を答しく減少させる

3) 多数伸筋腿断~~例では ， 異なった compartment

の場合問題はなし、が，下背制措部での断裂では，籾*の

切除が必要で，腿移植ででも優秀な成制をあげることが

できる.

4) プタニエノレ変形に対する Fowler法は必ずしも悪

い方法とは思えないが，正常鍵をJ員傷させなし、より良い

方法に変更すべきであろう

45. Silastic Rod使用による重度損傷手指機能再建の小経験

沌川一興 鷹野昭 土 恨岸照雄 東 H;1 古沢清者*

最近屯度tO傷肱gの再lliにおける一手段として，しかる

べき材料を月!¥，、てまず人工腿絡を作り ，こ〉へ 2次的に

自家腿移植生行なうとしづ方法で好成総をあげたという

報告に依すること少なくない 我々も従来の方法では機

能的予後不良と思われる 5症例に対し siliconerubber 

I I l '¥ l' .~. 1;<い.， ¥'IIL，J、
( ¥ ，'， ・ ¥¥ " 川 、・ぃ 、'1) 

a. 人工IA!鞠作成に用いられる人工腿すなわち
silicone rubber rodの各種.

図1.

rodを用L、て機能iTrillを試みた(図 1). 

症例 1， 18才，男下.屯鋸にて左 1~5 指会 zo n e

5 のレベルで切断し ， ほJ旨と末梢は残しÎ~}たものの周伸

筋鍵裂のため示指はまったく動かない よって骨折治癒

後人工腿を抑入し術後4週 JIから白他動運動を開始.術

K. Takigawa， S. Takano， T. Negishi 厚生年金湯河原病院整形外科(神奈川県足柄下郡湯河原町);A. Higashi :三業病

院整形外科(東京都千代田区神田駿河台); S. Furusawa :都立大塚病院整形外科(点京都文京区大原辻岡T)
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後3ヵ月自に人工腿抜去と同時にこれをガイドとして形

成された人工腿制中へ長掌筋艇を導き腿移植術 を施行

(図 1) 術後 1年 4ヵ月現在，筋力 5，ピンチは健側

の60%，可動域は屈Illl和で約 500，評価は良(表 1，

2 ) 

症例 2. 14才，男子.飼菜切りによる右手年'から手

関節に及ぶ multiple(1 ~ 5指〕な屈筋鍵損傷例.骨

折はなし、が感染があった.架橋式に人工鍵を挿入し 8ヵ

月後に白家鍵移植術を施行 術後7ヵ月現在，筋力 4だ

が可動域は屈曲和にて 45~80 0 にとどまる . 評価は可

(表 1，2). 

症例 3. 27才， 男子.転落事故による右手第1中手

指関節の開l氏性脱臼骨折に伴う屈筋鍵損傷例である.倉IJ

治癒後時期を選んで人工腿を掃入し，術後 1ヵ月にて自

家腿にl宜換.術後8ヵ月現在，中手指節関節は固定され

ているが，筋力は 5，運動域も屈曲和で1400，ピンチも

十分可能.評価は優(図 2，表 1，2)ー

症例 4， 5.はいまだ followup できる時期ではな

a. 完全伸展.

演 題

2 

3 

4 

5 

1127 

|務員よる[官 1 ~2)5e 1 + 1 + 1-1 * 

lT摘に|島iid|偽 |トド#
!?君臨|宮 1 Z~ne 卜卜卜 1*

|粧品よ|恕 |官e 卜卜||榊
|君臨よ 175 1 2:e トト 1-1*

表 2.症例と成績.

症例市E33九l(M2T〕|subiz-J-ztive

|14M I _500 I 5 I 良|良
2 |7M I 48~8 可

3 I 8M I 附 I 5 I 俊| 優

b. 完全届曲

図 2.症例 3

いが術部l状態は表のごとく重度鍵損傷である.

考 察

損傷縫再建に際しその機能的予後を左右する最大の因

子は癒着であり ，腿損傷それ自体重度のとぎ，骨折と合

併せるとき~ ， 感染を併発せるときなどには従来の方法で

は必ずしも良い成品えはあげられない.1959年以降 Car-

rol (1963)， Hunter (1965)， Gaisford (1966)， Nico-

lle (1966)らは siliconerubbor rod を用いて人工鍵

鞠を作り 2次的に自家鍵に置換して好成絞をあげたと

いう 我々の追試はもとより症例数も少なく ，断定的な

ことはいえぬが重度損傷腿再建にあたり一考に価する方

法と思う.
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46. 手の新鮮外傷における 1次的臆修復術の検討

諸橋政憤 宮本音行 小林勝*

腿断裂を伴う下の新鮮外傷に対して，創の条件が許さ

れるならば腿の 1次修復を;fi'[極的に行なったほうがよ L、

のか，すべて 2次的に行なうべきか，問題となるところ

である 特に 口0・man'sland 内における屈筋鍵の処置

にっし、ては1953年以来多 くの報告者によって見解が述べ

られているけれども，いまだ広たちはこの問題に対して

明確な解答を用意してし、るとは思われない それは，1) 

primary repairの統計的集計はあっても，個々の症例に

ついての臨床的所見の記1淡に乏しいこと 2) 成績の

判定基準がまちまちで，成績に差がらり ，評価の仕方に

も主観的要素が大きく ， 私たちの~1，1j断を迷わすことが多

いこと 3) 1次修復を積極的にす〉める人たちでも，

同じ条件のfJlJに対して行なった 2次修復の成総との対比

が少ないこと .4) 逆に 1次修復に反対する人たちには

Boyes のように多数の 2次修復例にすぐれた成総を収

めてし、るからとL、う最大の根拠があり 1次修復の危険

性が戒められ， これが一般の通念として惨透してし、るた

め1次修復は単なる冒険と見なされてし、ること .5) と

ころが実際，私たちが 2次修復念行なってみると ，それ

白身きわめてむずかしい手術であり ，必ずしも自信をも

って行なえるとはいえないことから，むしろ 1次縫合を

す〉める人たちの立見に期待をもって従おうかと迷った

りすることなと・のためであると思われる.

14たちはこの 2年間に 251例の固有子部開政創を取り

般L、，そのう bの13%，33例，41鍵に腿 1次修復術を行

なった.特に問題となる no.man'sland内，および

zon巴 1内での屈筋腿 1次縫合を 8腿経験したので，そ

の成紙を報告しこれらと 2次鍵修復術(屈筋鍵53，伸筋

腿42)の成紙を比絞し，あえて上記の問題に検討を加え

てみたいと思う .

資料とした症例はぷ lのとおりである

私たちの成績と考察

屈筋鍵修復について :Boy自の、問定基準に従って全

症例67腿についてみると， distal palmar crease まで

の距離が 2cm以内，母指では80%以上の可動域を回復

したものが 1次縫合例においては，前者で8例73%，後

M. Morohashi. S. Miyamoto， M. Kobayashi 鶴岡

市立荘内病院懲形外科(鶴岡市馬場町〕

]>， l1ry repall 2ndilJ'~' I"epair 
(4 J. 10-42.9) (37.7 42.9) 

5uture I Graft ITransf. 
pulvertaft 

一一 0一一ーーー

t~V(t~-
5 5 

20 

rclan ;"¥ 

6 5 

--.6 - 22 17 3 2 

al 14 33 3 
J 

{申IJ)jlll.l'(腿股)修復

6 I 1 I 5 

8 I I 8 

16 11 28 I 7 I 11 I 10 

Tolal 27 "42 I 8 I 24 I 10 

図 1.私たちの症例 屈筋腿各 zoneと腿修復

者で3例100%となっている(表 2). しかし失敗例が3

例あり，これらはすべて手学におけるもので，適応と手

放に慎重さを欠L、た症例であった.これに対し 2次修復

例におし、ては，向上基準内にあるもの，指で24例， 55 

%，母指で2例20%と成総は劣っている.次に修復部位

で成績を比絞すると向上基準内にあるものの比率のlllii位

は zone 2， 3での 1次縫合 zone 4の 1次縫合，同

部の 2次修復，そして zon巴 1，2， 3の 2次修復のmITと

なる.このように 2次修復は一般に成制が低いようであ

るけれども術前の状態が不利であったことも考慮される

のでこれを 3つの条件すなわち good，joint stiffness， 

cicatrixに分けてみた すると良い条件下に行なわれ

たものが明らかに良し、成総を得てし、るけれ ども，なおや

はり 1次修復のカーブには及ばないようであった.次に
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最も問題となる zone2， 3 内での cleancut wound 

に対して行なった 2次縫移植例15腿を 1次腿縫合 8鍵に

比較すると ，やはり後百がまさっていた(図 3).それ

ではなにが2次修復例の成績を 1次縫合例のそれに及ば

ないものにしているのかを検討してみた.Clean cut 

woundに対して行なわれた 2次腿移銅術，縫合術 13例

のうち，80%回復に至らない非成功の因子として，手術

による volarcartilageの損傷と思われるもの 9，移

地腿縫合不全 1，過緊張 2，paradoxical phenomenon 

2，と，手術手技そのものの影響も大きいことがわか

る また最大の原因である癒着 14のうち，proximal 

finger crease におけるものが7と最も多く認められ

た.これは再手術や tenolysis でも確認され た4例 を

含み，no-man's land 内でも特に注意すべき部である

と思われた

1次修復においては，これらの手技上の危険がさけら

れ， 有柄であるという点において有利と考えられ，症例

を選べば良L、成絞を得る可能性があることを示してい

る.しかし一方癒着の危険性は最も大きく ，本手術反対

の理由の 1つがこ〉にある.私たちは図のような方法を

用いたが，実際症例の術後を検討するとこの危険性を物

清る所見を認めた.すなわち縫合部に全例とも皮府から

ふれる明らかな結節があ り，特に不完全成総例において

は最大屈曲H寺にこの結節が pulley として切除しないで

残した腿絢の入口で停滞しているのを認めた.またこの

ような症例では，D. I. P.関節の屈曲不全があり ，Puel-

V巴rtaft手術後にときどき見られる像に似ていた これ

らの事実は縫合部結節が pulleyのトンネノレを通過でぎ

ないためなのか，腿癒合機転に必発する glidingfloor 

の癒着線維によって起こる腿滑動距雌制限によるもの

か，はっきりしないけれども，いずれにせよ no-man's

land内での腿縫合の不利の点を示唆するものであろう .

さらにこの部は前述のように no-man'sland 内におい

ても ，特に危険区域 proximalfinger creaseの部に当

るので，こ〉に縫合部がくるような場合は 1次縫合を断

念し 1次または 2次腿移植術に切りかえたほうが賢明で

あろう 以上のように，私たちの症例の成絞においては

Verdan式手術がどの比較条件でも優位に立っているこ

とは-'J':実であったけれども，これはまだ症例が少ないこ

と，十分な selected case にだけ行なったこと ，一般

に成制のよし、小児が半数を占めてし、ることのためと思わ

れ，liiiJisしたような危険性も常に卜分考慮しておく必要

があることは強調したい点である.
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図 2.周筋腿修復術 (zone1-4)成絞の概要.
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図 3.Zone 2， 3.同条件の創に対して行なった primary
tendon sutureと2nd， tendon free graft. 

伸筋縫の 1次修復について

Excellent， good， fair， pOor， 0，の5段附に分けて成

献を調査した. 16腿の 1次縫合はその80%が excellent，

残りの13%は goodの成献であった 28腿の 2次修復

の成紙よりまさっているけれども，Iえ献を!r.れする最大

の因子は創の状態であり ，clean cut wound だけを比

較すると good以上の成絞を得た例におL、ては tendon

transferの良紡来舎のぞき， 1次修復でも 2次修復で

も，また縫合でも遊離移植でもその間に行意の差はみら

れなかった.Crush injuryの|祭においては術後 M.P.

関節の屈曲附'占をきたすことがあるので注意せねばなら

ない.指n腿肢の修復につL、ては別の機会に報行する.



1130 巻 19・号 13 整形外科 1968年 11月

むすび

1) この 2年間に広たちがとり吸った同イJ宇部，指の

新鮮開政行IJのうち， 1次的腿修復術を行なし、得ると判断

し，実施したものは，屈曲艇で14腿 7.4%，イ中筋腿で27

腿21%で，特に尻!筋鍵におし、てはその適応、となる症例は

稀なものであった.

2) Yerdan式手術を行なった 7例 8)陀は全例そのR.

O.M.の80%以上の機慌を回復した これは現住までの

ところ同じような条件のj}IJに行なった 2次的腿移鮪術の

成献にまさっている

3) No-man's land 内における 1次的l鍵修復術の評

価は，これだけの症例ではなんとも L、えないけれども，

条件がそろってし、れば「やってはいけなし、」とし、うもの

ではないと思う.

4) Yerdan式手術では鍵縫合部に紅ifiDができr これ

がし、〈ぶん磯慌の防:Ii-をきたす原因となるようであっ

た. Proximal finger creaseに縫合部がくるような症

例では，この下術は行なわなレほうが賢明のようである

5) Zone 4 (pal m)における 1次腿縫合も十分に適

応を考慮しなL、と失敗する.

6) 伸筋腿(指-1''[世II映を除く〕の l次礎縫介は，その

80% excellen t，伐 りの]3%が good の成制を得た.

Clean cut wound であれば 2次腿縫合または遊雌腿移

傾の成総と大漫ない.

47. 前腕における多数膿，神経同時損傷の治療

津下健占!と 岩崎肇 望月義紀

宗田玉清 渡挺ー 劉 'i:t_桂本

過去10年間に経験したliij腕における屈筋!腿および正中

・尺骨神経釘傷j心削土 115例であるが，このうち1'-痕屈

筋腿を除く長f'iJjl1屈筋鍵，浅接および深折!腿 9木のうち

5本以上の.fJHtjを認めたものは.16手でその内訳は 5腿損

傷13例， 6腿rHfJJ4例， 7腿.fft傷 5例，8)路損傷7例，

9鍵の全屈筋腿fftf易17f日lであって同時に.fftiJJされた神経

は正中P!i経のみの損傷10仰U，尺'行神経のみの損傷 6例，

正中什 ・尺'II"Inj 11寺損傷30例である.これ以外にliij腕骨11"
折，4<'i-にコーノレズ'円折その他と膝，事11経頃傷をイ干併した

ものが14例あり，これらに対して行なった手術は腿，神

経縫介以外にイJ茎皮肝移組16例，鍵移，ffu10例， )踏の移行

手術15例， /1:j師、J¥'/位向定体i2例，尺'丹末端切除術 6{y1J 

などとなっている.

さて白ij腕における屈筋鍵損傷治療のむずかしさは，多

数の腿が同H寺に損傷を受けること，しかも損傷腿が多け

れば多いほど gapの聞大が大で時日の経過とともに

end to end の縫合が困難となり腿移値を必要とする場

合のあること また神経損傷ために intrinsicmuscle 

の月末簿が合併して claw変形をきたし，たとえ神経縫合

・ K. Tsuge (教授)，H. Iwasaki， Y. Mochizuki， T. 
Sota， K. Watari :広品大学受形外科 D.Ryu :台湾
大学院外科

を行なってもこれの凶彼には長期間を要し， しかも完全

な回復は期待し仰なし、こと ，それに血管出傷のため浮

腫，腫脹が継続しやすく，関節拘縮の原因となり機能の

改=Ò~が遅延されること，などが与えられる . これら損傷

も最初の処iriが正しければ，良結果を得ることができる

が，最初の処i百が不通、ujであるとか， I凍旧例では治療が

しばしば困難となり，その原肉としてはさきに述べた

gapの聞大のため縫合が困難となること，また神経回

復も 3ヵ月以内であればかなりの成献を得るが， 6ヵ月

以上も経過すれば usebulな神経回復の期待が困難とな

ることなどが考えられ Fowlerらによりこの部が ene-

Illj' terntory と呼ばれているゆえんでもある.指にお

ける屈筋腿以傷では no・man'sland が治療の困難な部

位としてイI名であるが，この部の損傷であれば，損傷さ

れた指のみの機能障合であるのに対し，自ij腕での屈紡腿

損傷の|療には T全体の機能が障~1;. され， 重度t負傷の際に

は切断にも等しし、障害を残すことに注目しなければなら

ない.また最初の cleansing が不適当で化膿を発生し

uiJの治癒に長期間を要するか，'iJ-折を合併する場合には

健は主に癒イ干して級品込.I;!品となり表層においては皮膚と，

また深部において1'i".あるいは'l'l"間膜と強く総合して腿

の可動性はまったく附押されて予後はきわめて不良とな
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る. 幽拘縮とほ指|人1'1伝拘縮が発生するのがrfl~'である このま

前腕には 3本の手根屈筋肢IIと92}:のm屈筋艇がある ま放置すれば良好な手の機能回復はJtiJ待できないので，

が，比較的少数i腿の損傷であればこれらを舵縫合するこ 術後は必ず dynamic splintの使川が必要となる.こ

とにより 良結果がiUられるが，多数艇が同11寺に損傷され れの使用は術後 6週ごろから intrinsic muscles の機

た場合にはそのおのおのを縫合すれば下術に長時間を要 i'ltが回復する術後 1年あるいはそれ以上の[[¥1使JTJせしめ

するとともに術後はその部は癒痕塊を形成してかえって ることが原則で， これら dynamicsplint の「ド製は各

機能障害の原閃となるので最も必要な'llll.fil'経のみを縫 忠缶の手に合せて作製する必要があり s 我々は教室の一

合し，重要度の少なし、ものは縫合することなく l放置する 部に工作室を作りこれら splint を作製することとして

か，切除するのが原則とされている.すなわち前腕で最 いる

も大切なものは，正rl-'・尺'Fl-神経，長母指屈筋J腿，各指 さて，以上によっても intrinsic muscles の回復は

の深指屈腿であってこれらは必ず縫合しなければならな 常に良好とはいし、得なレ.かかる場合の claw変形は腿

いが，浅指屈筋腿.1'-狼厨筋健については必ずしも縫合 移行術により矯正されるが，指の鷲瓜変形に対しては

の要なく，かえってこれらを縫合すれば機能障害の原因 Brandの fourtailed t巴ndon graft が)Il¥，、られ，ま

ともなるわけである. た母指の対立運動障害に対しては同じく Brand法，あ

腿の縫合には Bunnell のJ型没法が，神経の縫合には るし、は Riordan 法などによる対立再辿手術が必要とな

外神経愉縫合法が行なわれ，これにより指の可動性は漸 る.この際の )J訪日としては屈筋血HQf~)jのため屈側の筋を

次回復するものであるが intrinsicmuscles の機能は 利用することがしばしば困難で汗側の長後側下恨仲紡な

なかなか回復せず術後は claw変形が発生して指の屈 どが利用されなければならない.

a. 18才，男 急患として来院，全屈筋腿正中 ・尺骨神経 b. 術後 1年の所見.Claw変形の発生をみる.指に対す
損傷患者で直ちに腿 ・神経総合を行なった. る腿移行術を行なった.

C. 術後6年半を経過した現在の指の伸展 d.術後6年半を経過した現在の指の屈曲
図1.
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図 2 前腕屈筋腿損傷に対する有茎値皮.損傷l陛と什との
癒合を脂肪組織により防止するのを目的とする.

表1.受iむ後経過時間と成絞

! 腿神経縫合 |骨折合併，その他

受傷後経過時間|良可不可不明 |良可不可不明

U 時間以内 13ω1  

10 日以内 13 ω 
1 カ月以内 11 

1 カ刀 ~ 3 カ月 1 9(1) 1(1) 

3 カ月 ~6 カ )] 1 3 3 2 

6 カ月~ 1年 2 2 

1 年 ~ 2年|

2 年 ~ 5年 |

5 年 以上 |

合計 122 11 6 

l
l

l
円
l

〕
J
一ド 3 2 

2 

注 ( ) 内は術後経過が 1年以内で確実な判定には尚早
のもの

閃 ]aは18才，男子 ガラスにより前腕屈側を受傷.

急忠として来院 全屈筋l健および正中 ・尺骨岡村l経がと

もに以i話されていた患者で型のごとく神経縫合と主要屈

筋!憾のみの縫合を実施したが，当然のことながら図 1b 

のごとき claw変形が発生したので dynamicsplintを

使用してこれの矯正に努めた.以上によって舵の可動

性，母指の対立は比政的良く回復したが，指の(Et展が不

十分のため fourtailed tendon graftを治加した症例

で術後の指の屈flll状況は図 1C ， dのごとくである.

以上で正しい腿，神経縫合ができた症例ではかなりの

成紛が得られるのであるが，さきにも述べたごとく最初

の手術が不適当であるとか骨折を合併しているような場

合は，艇は互に総合して娠痕塊となり ，表j宵の皮膚，深

部の骨，骨間膜と熔合して!院の可動性はまったく障害さ

れるが，か〉る場合いかなる処置をすべきであろうか，

もし皮府の綴痕化が著明でめればこれを切除して有茎植

皮を行なうことが必要となる.また脱Iが深部において

骨，骨問!I英と総合する場合にはこれを剥離して脂肪組織

の移怖が必変ーとなるが，我々はしばしば図 2に示したご

ときサンドウイッチ型の脂肪皮!内布茎植皮を行ない，血II

の可動性を得るべく努力している この際躍の臥傷娠痕

部は一見として脂肪組織で被覆するが，浅指屈筋腿は切

除するのが望ましい.以上によって個々の分雌運動は不

可能としても，全体としての可動性は改善し，握力も増

大するのでこの程度の回復で満足しなければならないで

あろう もレ必要ならば2次的な腿 ・神経縫合を行なう

のも良いが，か〉る子術が予想される場合には.1次的

にrJHO'屈筋腿を切除することなく放置し， 2次手術の際

にこれを切除するのが適当であろう .以上の有茎悩皮の

ほか尺骨末端を切除することもしばしばで，これは前腕

の囲内 ・外運動の回復を得るのを目的とするだけでな

く，損傷部の搬痕を11次化せしめるのになぷがありしばし

ば併用してよい方法と考える

以上のごとぎ方法で治療した 5木以上の屈筋l陛，神経

同時損傷例46例と骨折，その他を合併した癒着の著明な

症例~14例の述隔成献を良，可，不可の 3 段階に分類する

と表 1のごとくで，年令と成総との関係，また受傷後経

過時間と成制との関係を示したが，これより見ても明ら

かなどとく年令では30才以下，受傷後経過時間では 3カ

月以内のものに良結果が得られ，一般的にいって liij腕で

の重度屈筋腿燐傷例の成総は以liij;fJ，が考えていたよりも

紫外に良い成主えを得たのであるが， しかし最初の処置が

不適当であったもの，骨折に合併した腿 ・神経鼠傷例の

予後はきわめて不良で、ある.また gap 開大のため腿移

析を必要としたもの，それに主要血管の損傷による末梢

循環障害が意外に成献を左右する大ぎな要素となってい

ることを知った.
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48. 手の筋 生理 機 能の検索方法

上回文男 山路兼生 杉浦譲

星野明彦 竹内宏行*

手の筋腿の機構はその運動に際して，多くの場合，多

数の筋収縮が同時に協同運動を行なうため，その機能評

価が復維であり多くの器具の開発がす〉められてきた.

その多くは労働災害者の手に関する評価である.我々は

正常例を主として，一部筋，関節疾患、，あるいは事l'経疾

患の忠必を対象とし，令指聞のピンチカの配分状態，程

度， 1極力計との比較およびその疲労性にも検討を加え

た.さらに誘発筋電図により疲労性を経時的変動として

追究した.1918年， Sandaw， Brust は誘発筋電図によ

り dys trophic mice の筋肉では収納機能が正~~{;とは

異なることを報告し，1960年，1961年に Botelho が単

収縮曲線の詳細なる報告を行なっている.次いで1963年

Sandawは dystrophicmice の~;J肉は疲労現象が正常

に比し少ないことを報告し，教室の山路，今井は下腿筋

について同級の報告を行なっているが，やはり dystro-

phy患者が対象となっている.著者もこれら収縮力の

経時的変動を追究し収縮力の滅弱を疲労現象として実験

を行なった

実験方法

1) 渥力の計測は従来よりあるM型渥力計を用いた.

2) ピンチ力iJllJ定にあたり， トヨタ中央研究所の開発

による半導体歪測定探を使用した.ピンチを行なう部分

は硬貨大で，厚さ約 2mmである.ピソチ動作により ，

そのピ γチ間距離の短縮はなく ，したがって動作巾各指

関節の角度の変動はない.歪測定日告は温度誤差があるた

め，約 5分間指で温めた後検査を行なった.なお室温は

200土 20Cである.被験者はijJ(大ピンチ力を生ぜしめる

I-lI I-fi] 

べく ，前腕囲内外中間位，手関節'1を度背屈位で行なっ

た.ピンチを行なう指は egg.shapeclosure とし，tip 

-tip pinchで行なったが rheumatoidarthritisの患

者でこれができない場合には pad.pad，あるいは pad-

lateral で行ない被験者の可能な力法をとらせた. ピソ

チを行なう!時間は最大随意運動を15秒間行なわせ，オッ

シログラフ上の面積をプラニメータ」にて積分し，便宜

上これを仕事のエネルギーとした(図 1). 

3) 誘発筋iE計を利用し，尺骨神経に経皮的に， Sup. 

ramaximalの 0.5，1， 3， 5 cps の刺俄を与え，母指

内転筋の収縮カを日本光電製筋力計ピックアップによる

ストレインゲージより得て，オッシロスコープの各種の

収縮曲線を撮影し，これを30秒間隔で3分まで計測を行

なった.各 cpsの initial value を100として，収縮

力の変動を追究した.

実験対象および成績

ピンチカ : 健康~では16才より 35才までの男子13名 ，

女子4名に行なった.15秒間の母指 ・示指間ピンチカエ

ネノレギーを 100とすると ，平均値は母指~仁|コ指，球指，

小指聞でおのおの右では78，56， 47%，左では85，71， 

I-N 

54%の値となり，左右差では利き手を 100とすると，対

象側の母指~示指，中指，環指，小指聞ではおのおの91，

90， 105% となり，対称側の母指~潔指，母指~小指間

のピソチ力は利き手より強い値を示した. Rheumatoid 

arthritis 14例， 1カ月ギプス回定後の disus巴 atrophy

1例の利き手母指~示指聞のピ γチ力は図 2のごとく著

明なる低下を認める.

1 -v 
図1. ピンチカ record.

* F. Ueda (教佼)， 1<. Yamaji， Y. Sugiura， A. Hoshino， H. Takeu巳hi:;名古屋市立大学受形外科



握力計との比較 :母指~

示指，母指~中指，母指~

環指，母指~小十円間のピン

チカの和 (15秒間のエネノレ

ギーではなく，最大ピンチ

力 kg単位〕を控力と比較

した.握力を 100とする

と，ピンチ力の不1]は右で

43，左で45となり，残る57

または 55の値が viselike 

gnpのときに作用する筋

のiJ(uさよ り，ピンチに/iiRし

て作川する筋を減じた筋力

と思われる.Rheumatoid arthritis の患者との比較で

は，水銀握力計を kg単位に換算し比較を試みた この

値が右で70，左で72%となり ，担力の低下に比し，ピン

チカが高い比を示した.しかし探具の差異，j極力方法も

異なるため今後検討を要する.

ピンチ動作中の力の減少:ピンチ開始H寺の lllaXllllam

strengthを 15秒終了時の lllinimamstrenghtで|徐し

た値を我々は筋の疲労性と判断した.健康-/'j平1)き手の母

指~示指聞の 他は 1.78 (::1:0.14)となり rheumatoid

arthritisでは 2.26(::1:0.84) となった Myasthenia

gravis 2例はおのおの 48，43となり後に述べる筋疲労

曲線の dataと同傑強し、疲労現象を呈している

疲労曲線 (/亘/3) 

成人男子14例の平均値の筋収縮力の変動では， 0.5， 

1， 3 cpsで stairecase phenolllenon を呈するが 5

cpsでは30秒111，1分105， 1分30秒102， 2分104，2 

分30秒99， 3分96%の値となり， 3分でわずかながら疲

労現象を呈してくる Rheulllatoidarthritisの6例

は 1例は正常と同じ実験結果を得たが，他の 5例では

3 cpsからすでに100%以下の(副会呈しており， 5 cps 3 

分の{直は88%までさがる. Disus巴 atrophyの1例では

他に見られるごとき stairecase phenolll巴non が判然

とせず， 5 cpsでやはり疲労刻象を呈してくる.Mus. 

cle dystrophyの1例は 5cps 3分でも 128%の尚値を

示し，教室の山路らの dystrophy患者の下腿筋におけ

る実験と同じ結果を得た.以上の諸実験では筋活動fE位

の変動はほとんど認められなかった.Myasth巴nlagra. 

VIS の3例の平均は筋張力と筋活動屯位ともに者明な低

下を示し， 5cps 30秒で87%， 3分で50%となった

考察および結語

正常人の予の粗大力および巧鰍運動では，利き手がす

1968年 11月科
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図 2.利き手を対象とした各指間ピンチ力の症患別変動.
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case phenom巴nonの現われ方および，疲労現象の出現

時期等を詳細に検討することにより ，筋の変性JJrはもち

ろん，筋収縮機構解明の手がかりとなるであろう

題訪f般

質問・追加 :円山(神戸大整形外科)

追r::] ピンチ計のキャリプレイションにつL、てはどう

されたか.この点がこのピ γチ計の問題であり，現在改

良中である.この改良型がでぎ次第，後日報告する.

答 :杉浦(名市大整形外科〕

0.5 kgないし 1kgの重量のおもりを来せて stan-

dardとしt.::..

ぐれているのは当然である.しかし我々の尖験で示した

ごとく ，ピンチカに関しては著明な左右差はなく ，個人

差も大きい.こ れは，利き手の巧J徴運動補助のため対称

側の子がその物体保持にピンチ動作を行なう 機会が多い

ためと思われる.我々が実験を行なった疾患群では，ピ

ソチカは正常の1/10以下と箸IYJな低下をきたしている.

これはピンチ力が機能障害に対し鋭敏な反応を呈するこ

とを示している.ときに rheumatoidarthritis 群で

は疾病の経過年数にもよると思われるカL機能附害の程

度， 予後判定に当り有用な検査である

疲労jlo線に関しては，これらの分析を行ない， stalre 

分 析(第1報)の指尖把持力49_ 

』
司
甘
い
O
Uω
民

Z
U仏

有田 親史*村田秀 雄円尾宗司

Pinch Transducer 

朗藤原

ピンチ力について

母指と第 2~ 3 指間のピンチで次の 6 種類を選んだ.

1) thumb-index finger tip pinch (以下 1-2TP 

と略). 2) thumb-middle finger tip pinch (以下

1-3 TP と田各).3) thumb-index finger pulp pinch 

(以下 1-2PPと略). 4) thumb-middle finger pu-

lp pinch (以下 1-3PPと略).5) thumb-index-mi-

ddle finger pulp pinch (3 P Pと略).6) key pin-

ch (以下KPと略).各ピンチを10秒間ずつ行なった積

分f簡を計測しI 1-2 T Pの{直を基準として他のピンチの

図1. Block diagram of instrumentation. 

牟 A.Fujiwara， S. Maruo， H. Murata， C. Arita :神
戸大学整形外科

我々は豊田中央研究所(名古屋市〕

の協力を得て半導体歪計を利用 した

ピンチ計の改良をすすめてきた.こ

のことは一部 「整形外科J17，503， 

1966 にも報告したが，今同こ れの

改良型を用いて各種ピンチと筋肉の

働ぎについての分析を試みたので報

告する

実験は図 1のごとき装置の下に行

なった.日常よく JFl ~、る 6 租類のピ

ンチおよび8つの筋肉を選び，各ピ

ンチを約10秒間行なった際のピンチ

カおよびその税分杭，筋屯図および

その税分値を各筋肉について記録し

た.筋電図には主として表面電極，

一部埋没電極をHlい，額分には我々の作製せる積分回路

を用いた.筋屯図の右i分{直と筋肉の仕事量との関係につ

いてはいまなお諸説があるが，今回の実験では，この積

分{直を仕事五i:の一応の 目安 として用L、た.

手を機能的肢位に固定するため，上肢固定用装具を作

製し用L、た.被験者は教室員 5名で，反復実験を行なっ

た.
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図 3.

'fi'i分値との比をとり ，各人についてこの比の平均値およ

び標準似差を計算し，対数グラフに示した(12<12) 各

人とも KPで最も強く ，3P Pがこ れに次いだ.1-2P P 

がこれに次ぐが，イ也のピンチについては何人差がある.

ただし各人については一定の傾向を有する.

筋電図について

次の 8つの筋肉を選ぴ，各ピンチl時における積分{直を

計測した.また，各ピンチ時における筋屯図の積分{直を

1-2 T Pの{位を基準として比をとり ，各人についての平

均値および標準似差を求め対数グラフに示し，各筋肉の

各種ピンチI時における働きを検討した 図3は 6種煩

のピンチ時における上記 8.foT1煩の筋肉の筋屯|刈を 4筋ず

つ2回に分けて記録し合成したものである.以下各筋肉

について述べる.

1) Ext.carpi rad. ;1-2PP， 1-3PP， 3PPと，

PP群において比は大ていKPで小さし¥これは PP群

ではより強い手関節の固定を要するためと考えられる.

2) Ext. dig. comm. ; P P群において比は大体Iく

Pにおいて小さし、 PP群において本筋は. 1) と同様

手関節の同定と同時に. M. P.f)l.j節の仲紡としても働く

ためと考えられる

3) Flex. dig. superf. ; 1)， 2) と同 1~長の傾向

4) Flex. poll. brev. & Abd. poll. long. ;れピ

ンチにおし、て.¥，、ずれも同じような値を示す いずれの

ピンチに際しても母mの同定筋として働くためと考えら

れる.

5) Flex. poll. long. ; K Pで最大.P Pl洋がこれ

に次ぎTP ~lfが最も小さい . KPで政大となるのは，本

筋がこのピンチで解剖乍的にも機能的肢位にあり理解し

得る. P P群のほうがTPllfより他が大きし、のは.W~剖

学的には逆のようであるが.T. P. 1作では M.P.，I.P. 

関節のj凶山{立を保っただけなのに対して.P P群では1.

P.関節の屈出1力を力源として川いているためと，号えら

れる.

6) 1st. dorsal interposseus ; K Pで最大，以下

1-2 P P. 3 P p， 1ー2TPの阪となる KPでは本筋が

第2指の外'1民筋として働くことにより， 5!Il¥'、固定性が得

ることができるためであろう PPがTPより大きいの

は.P Pのほうが lntrisicplusに近い!出立をとるため

と考えられる.

7) Thenar M. ;主として opp.poll.のAj'j'il1図であ

る. 1~3 折に関係するピンチで他が大.舟指がより遠

位指とピソチするほど， 本筋が働くためと~えられる .

8) Add. poll. ; K Pで最大で 3PPがこれに次ぐ.

わずかに PP ~:干のほうが T P l~，(;より大きい ほ指の I.

P 関節屈曲と同時に，内転させることにより KPでは

より大きなカをifJることができるものと考えられる.

神経麻痩患者のピンチについて

尺什判1I経麻原 :f建側に比してし、ずれのピンチも弱い.
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正「同11経麻庫 :怠側はKPのみ可能である.

検什神経麻1車 :1建側に比して全体に~~~、が， 忠側でP

P群がTP群よりやや弱い.しかし，深校のみの麻庫で

はあまりこの差がない.

結 E吾

ピンチ力 :KPが最も強<，3P Pがこれに次くヘ

筋fE図所見:1) extrinsic muscle で伸筋群と周筋

群との問には平行関係がある.2) P Pでは，他のピン

チに比してより強い下関節の同定を必要とし ext.carpi 

rad.， ext. dig. comm.， flex. dig. superf. 等がこれに

関与した.このことは，様骨神経麻庫の患者に，P Plt下

が弱くなることからも証明された. 3) P P 礁では他の

ピンチよりも ，より多くの筋群が関係する. 4) K Pで

は，手関節固定筋よりも thenarm.および 1st.dor-

sal i n terosseusがよく働いた.ただし opp.poll.は

KPでは他のピンチに比し値が小さかった.

50. 手の新鮮熱傷と primaryexcision について

大森 清 一 平山峻 赤 川徹弥本

fI[l38， 1月から昭42，12月までの 5年間に，束点警察

病院形成外科において.183例の新鮮熱傷に入院治療を

行なった.183例中52例は手部を含む新鮮熱傷であり ，

特に12例の手部熱傷に対して primary excision を行

なった.これら 12例は 8例が full-thicknessburn， 

4例が深部熱傷であった.

そもそも pnmary eXClSlon とは， 1929年 Wellsに

より初めて行なわれた方法で，immediate excision， 

primary neclectomy， early neclectomy とも呼ば

れ，要するに熱傷lIilを早期に外科的に切除したのちに植

皮術を行なう方法である.その長所は，次のごとくであ

る.

1) 手の機能を保持することができる.2) 熱傷によ

る感染を避けることができる. 3) 入院，治療期閣を短

縮することができる.

短所としては，

1) 壊死部の判定はときに困難である.2) 広範囲に

行なうと手術佼袈が大きい.

今回は我々の治療経験をもとにして，代表的な3i0Jを

供覧すると同時に pnmary eXClSJQn の適応，その他

気づいた 2~ 3 の点につし、て述べる

症例 1. 48才，家町(.勝手で仕事中失神し ， レンタ

γ コンロの中に左手がおち手部，前腕部に熱傷を受けて

来院した 米院H寺の状態では， pri mary excision によ

り手の機能をかなり保持できると考えたので，直ちに熱

1M部を切除，植皮術を行なったが，結果的には失敗に帰

事 S. Omori， S. Hirayama， T. Akagawa 東京笹察病

院形成外科(東京都千代田区富士見).

し，最初の予想、に反し，かなりの proxismal の部位で

手部を切断した.

症例 2. 21才， .'];下. クリーニング工. 口動アイロ

γプレス機で約 2分間右手を狭まれて，手 1T部に限局

した熱傷を受け来院した.受傷後3日目に pnmary

exclslon を行なうと同時に厚めの皮府を値皮した.患

者は手術後約 2週間で退院.3週後には仕事に復帰する

ことができた.

症例 3. 18才，女子. クリーニング工. 自動アイロ

ンプレス機でがi例同線両手'I-T部に熱傷を受け，受傷 5日

自に来院した.忠者は前例問機に pnmary巴xcision，

植皮術を行なし、平WIに治癒，退院させることができた.

以上我々の治療した症例から次の事項をし、L、得る.

1) Primary excisionの適応の決定

12例の primary excision を分析してみると 8例の

full thickness burnの症例群では成功 4例の深部熱

傷例群に対しては結果的に失敗であった.

手部熱傷例で，原因が明らかでしかも受働時の加熱1時

!日lが短い症イタ~ . すなわち fu ll thickness burn と部え

られる症例は primaryexcision の適応と与えられる.

反面，加熱JI年間が不明であったり ，臨床上所見から深部

熱傷と診断し得る症例では primary excision は逝さ

ない.

2) Primary excisionの時期

学者により多少の見解の相違はあるが，我々は，受傷

後 2 日 ~ 5 日日ごろが最適の手術時期と考えられる .

3) Primary excisionの切除部位の判定

Primary excisionの際，山血を一応正常組織と壊死
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組織との'l'lrどとするが，ときに泊二例によって困難のこと

もあるーその場介は primary excision ι18時間後，両

確認を行なった後に植j文節it:r施行することもある.

4) 手術後の手の位置

手術後の1刊，f(は，後 11 fibrosis化して shortmuscl巴

groupの綾能附万の原!刈ともなり得るので，その子防

として，手のネ l二，i[' )011こTの運動を始めるよう心がけ

てし、る

追 加:諸'，'J(京府l欠大主主形外手、1.) 

Primary incision をして航j文する場合，深さをJJI

るということが大切である.夜、も51...前大学時代，社Ii苔の

述べられたごときゴJ訟を行ない，このことは雑誌に発表

している.しかしこれを動物実験を行なって検査法会教

室の方が研究したが結局深さの点は識別することが不可

淀であった.

ただし、ま演者の実際的!1~I;ll的な鐙別法は大変白「川なも

のと思われる.今後の研究の発展を望台.

質 問.難波(長崎大牧万砂川、1) 

熱傷の pnmaryexclslonは contactburn と子の

境界不鮮明!な extensive burn とではかなりことなる

と忠、う .Contact burn では比絞的早くできると思う .

j求人の|燃は手背が多L、わけであるが i米さの判定のめや

すとして皮下的'Jií\に血栓があれば ， より r~い熱f~~，なけ

れば皮脂全層にと〉‘まる ものとし、う区別lの1つの指原と

してし、る.

答: 予山(東京~察病院形成外科)

Pri mary excisionを行なう場合 1) anamesis， 

すなわち熱似のJJít囚と加熱"~flll l. 2) 臨床所見との 2/I 

から毎日慮のうえ決定する.したがって contactburm 

で加熱時1111の短かし、ものは叶然 fullthickness burn 

と考えてよい.

質 問 :渡辺(新潟大佐形外科〕

深刻l組織まで火似を受けてし、る易合いつ植皮をされる

ヵ、ー

答 平山

Full thickness burm に対しては 2~5 目前後に

pnmary eXClSlon を行なうが，深部熱傷に対しては，

むしろ遅い時)gj，すなわち10Flliij後に eschm-を切除す

るようにしてし、る.

追加・質問:田島(新大整形外科)

追加 :熱傷深度を正しく判定することは理論的興味あ

ることであるが，熱{お箇所で 2度の所と 3度以上のi'frが

放縦に小範聞でいりまじってL、るとき， 3度以上の所の

みを debrid巴 して材i.!.文するわけにはいかない.局所全

体の深度を大づかみにして70~80%以とが 3 度またはそ

れ以上なら全体を debride し，単純な形の航皮をせぎ

るを得ないと思う

質問;i'Ji d-の持論では full-thickness bllrn までな

ら earlyexcision してよいが deepburn では必ずし

もよくないということであるが， deep burn でも血行

のよい秋f信組織が温存されてし、る限り理論的には大して

かわりないように思われるが，注iU号の例で deepburn 

の成紛が恵、かった因子はなんだとJfえてレるか ?-

答 平山

Full thickness burnでは primary excition を行

なったあとでも，なお softgraftを行なうことができ

なレ.したがって pnmaryexclt!Onは適当でなし、と考

える.

質 問:応山(口大盤形外利)

1) Primary excision 後 freeskin graftを行なっ

ておられるようであるが，pedicle graftの適応はなか

ったか

2) Free skin graftが失敗したからとておiD 例のよ

うな尚さで切断すると手の機巡の reconstrllct!Onがむ

ずかしい.もう少し長く残せなかったか

答 平山

1) 手部の深許r.熱傷の場合 pnmary eXCls!On を行

なうと血J.l.什昔日の届出がみられる@で freegraftだけ

でなく pedicleの使用も与えられるが，それは熱修部

が手部に|浪j司した場合の症例に限られると思う 本症例

では，忠者の高年令失pl'の原因等が不明で全身状態が不

良であったために pldicleの佼用はできなかった.

2) 断端のfj告si長山を flapで coverしようとしたの

で最初の予想に反し，proxismalの部位で切断しなけ

ればならなかった.
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51.小児 における手の 熱 傷 の 治 療

難波胤;故 富田満夫 野本秀 彦*

手の熱傷はそれほと・符iではないが，我々が新鮮例に遭

遇する機会は比較的少ない ことに小児における予の熱

傷は成人に比して多くの特殊性をもち，早期に適切な治

療を行なうことは手の機能上きわめて重要である.

ここでは最近経験した小児の手の比較的新鮮な ther-

mal bl1rnについて状々の治療経験を述べる.

軽度の contactburn 

小児では理解力，識別力の不足」から，熱有?物にふれる

ことによる contact bl1rn が多く ，ことに松近におけ

る暖房設。1iJ，家庭用品の変化に{下ない flamebl1rn は

減少し，相対的に contact bl1rn の発生比率が増加し

ているようである.しかしその多くは'1窪症例で，ほとん

どが掌似1I会おかされてし、る.治療は，[次官ガーゼ塗;{jiによ

り外見上醜形を残さず，機能的にも附蓄えらく治癒してい

る.

2度熱傷

2度熱傷は|臨床的には水泡形成をみるのが特徴的であ

るが，特に小児では ilf明な腫脹やJHclをと|三じ，大水泡の

形成をみることも隔ではなく(図 1)，;Jc泡のイr-在が局所

の腫脹と相まって圧迫，循環障害の原岡となることが予

想される.またこれらの症例では手全体の)liゆ!な臨脹の

ため intrinsicminl1s position をとる傾向にある.こ

のH寺期の治療として特に小児では水泡の存症が腿脹と相

まって手の深部組織や末梢への血行に圧迫を加えるので

はなし、かという我々の危民から，まず水泡の除去を行な

う ー この処置は手の c1eansin g に次いで行なわ~'L，水

泡を切IJfJし，水泡肢をそのままとして pressl1redres-

sing ~行なう場合と ;)ç泡肢を切除する場合とあるが成

総には大正ないようである.ただし汚染度占のldi度のもの

や，10附川以上経過したものでは水泡膜を切除したほう

が安全と忠われる. 2 度熱~は早期に適切な治療が行な

われれば 2~3 週で治癒するので技位その他に特別な配

慮を必要としなし、が，小児の皮Ji'可は刈いため容易に 3度

になりやすいことを留;立すべきであるー

3度熱傷

J文々が治療した 3 度実M易の症例はすべて受傷後 1~ 2

本 T. Namba， M. Tomita， H. Nomoto :長崎大学整形
外科.

図1.

図 2.

週で来院したもので， 受~)j直後より治療した例はない.

}J7(因はいずれも fロ人コタツに伝法したものであっ

たことは受傷機'1去として注目される.米院11寺すでに指尖

部の接死や皮および茂務形成等をみるが， 小児の手の

掌 ・背fJUIにわたる 3!itの巴xtensive bl1rn ではこのよ

うに指尖部の綾死を容易にぎたすのも成人と比較して特

徴的なことである(閃 2) 

組!文にそなえて debridemen tおよび wetdressing 

の適用は一般の場合と同様であるが debridemen t は必
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要最小限度にとどめることが重要と考える.全指に壊死

をきたした 3J.U'の extensiveburnの症例では， mltten 

handまたは flap を作成して第 1中子骨部を被い，知

覚の温存と将来のほ桁再建手術にそなえた.

まとめ

以上，小児における手の熱傷につL、て我々の経験を述

べたが， 治療上注意すべき点は ， まず治療に対する珪~解

力に欠けること ，手が小さいため確実な dressingがむ

ずかしいことがあげられる.このことは忠肢の eleva.

tionや安I'rft保持を困難にしているため 2次的な損傷が

加わらないよう注意が必要である.

次に小児は皮膚が薄く l文下組織に富むため容易に 2~

31交の熱傷になり ，手が小さし、ことは circumferential

burn になりやすく ， 皮!首の蝉力性は低下し，術部I~ì~~

をおこしやすいことである.したがって治療もこの点に

主|恨をおき腫阪の|め止と解除に意、を用し、ることが重要と

考える.また小児では発育期で癒痕拘縮に対する筋力が

いまだ不十分であることも関係して指の屈Itljji，.紛をきた

しやすく ， 熱傷による変形は深部組織の発行!日'~，!;-の原因

ともなるため，植皮その他により ，これらの変形の防止

と将米の再建術をJ5一応した処置が必要とJfえる.

追加:難波(長崎大整形外科)

我々の症例に限ってみると ，幼小児の 2度熱傷で新鮮

時から次々が治療したもので， 指尖iJI¥b.長死をきたしたも

のは 1例もなし、にもか〉わらず，指の壊死をみた 3度熱

傷の症例はすべて受傷後 1週以上を経て来診したもので

ある このことから，これら3JJt~./\傷で指の波死したも

のの中には木来は 2度熱傷で頭初に適切な治療を受けて

おれば壊死をまぬかれた例もあるのではないかと推測す

る.換言すれば 2度熱傷でも不適当に治療すれば指の血

行附tiをきたして綴死におちいることがあるのではない

かと思うが，どなたか症例のうえでこのような経験はな

L、であろうか.

諸富(京府医大:笠形外科)

こ れも弘前大学lI ~j 代 ， 教室の福井君がやった実験であ

るが，火傷のけ 1心部が11えも深く皮膚をあるいはその下部

の組織まで damage を与え，その高熱桜骨gl部の中心部

をはなれるに従って皮1，雪の浅レ部に熱傷 damageを与

えていた.この場合中心部は nekrose になっている

が，その外阿部では病理学的に nekrobiotishな状態と

なってL、た.小児の桁では浮臨も高度であるので，この

nekrobiotish状態の部が浮腫等の循環障害によって

nekroseになることも考えられる.したがってこのよう

な nekrobiotishな状態のときによき方法をとって bio.

tishにしてやることがよい治療法と思うので，これは

今後の研究に待ちたい.

諸柿(的岡荘内病院佐形外科)

Palmや fingerproxは deepdermal burnであっ

ても， それより distalは ishaemiaがあって necro.

sis になることが最初からわかる，治療法が忠かったか

ら necroslsになるのでなく最初から運命はきまってい

るようである. 1 ~2 日で nec rosi s はわかる・

回烏(新大盤形外科)

なぜ第2皮熱(あなのに幼小児の指遠{立端が波死に陥り

やすいかについてはlJ~-(';-が演説中に指摘したとおりの因

子.すなわち直径の小さい指が全周にわたる熱傷を受け

るため血行が.l-しく I~~害されることが大ぎな役割を演じ

てし、るように思う.もう 1つ指尖端は相対的に他の部分

より深い熱傷を受ける可能性があると思われる.

なお最初段死に陥ると思われないのにあとで壊死が況

われることがあるように思う.その原因は局所的原因で

thrombusを生ずるのであるうからそれを防ぐなんら

かの手段があるかーーということがおもしろい問屈と考

える.
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52. 手根管症候群に対する知覚神経活動電位の応用

佐藤勤也 葛弁継男 杉山茂

石島弘之 斎藤次彦 中島辰馬*

さきに第 8 回手の外科学会総会ならびに~~;8回日本神

経学会総会シンポジウムで教室のお井らが，sensory 

nerve action potential ;/)~ carpal tunnel syndrome 

の早期診断，治療効果の平IJ定および他の疾忠との鍛別に

有力な柿s}J的手段になることを報告した.

今回は carpal tunn巴1syndrome ~.こ対し sensory

nerve action potential を指標として治療方針を決定

し，その治療成献を 6年間にわたり経過観察したところ

特に手術の適応をきめるうえには本検査法がをわめて重

要であることを経験した.

検査方法

Sensory nerve action poten tial は示指の固有指神

経を電気的に刺』践し，手関節部の正中有l'経幹上より経

皮的に actionpotentialを誘導した.さらに thenar

muscleより得たM波の conduction ti me をも合せて

検討した.

検査対象

20~63才の男 _k 43 例， 56手で， うち男 8例，女 35例

で，43例I=jrl3{列jは両側性であった.これらの症例に対し

sensory nerve action poten tial を指標として表 1と

図1に示すごとく便宜上3若干に分類し，各f，f・について治

療前後における検査所見の経時的推移を追求した

検査成績

Mild caseは sensoryconduction velocity が 32~

46 m/s巴c.，M波の conductiontimeが 5m/sec. 以下

の15例で，これらの症例に対し steroidhormone剤注

入および splint 固定などの保存的治療で13例に好結果

を得た.

加10deratecase. fま sensoryconduction velocity ;/)~ 

21~27 m/sec.の14例で1カ月の保存的治療により 5例

に症状の回復および sensorynerve action potential 

に改善がみられたが，残りの 9例は臨床症状ならびに活

動電位に変化を認めなかったので手術的治療を行なっ

た.

・ K. Sato， T. Katui， S. Sugiyama， H. IShijima， 
T. Saito， T. Nakajima 日本大学整形外科，

表1. Treatment. 

Mildl…丙可Severe|，Total 
|CHands) 

uperat 。1 9 1 

Conservat 15 1 5 1 
-51-コ

S巴vere case は

sensory nerve ac-

tion poten tialが消 scforeup 

失しM波の conduc-

S. N. A. P. M.-Wave 

内闘圃帽

J...Lム斗_j_斗ー」ム 」ーLLιム斗」ー」

tion が4~8 . 7m/sec 

の27例で，22例に手

術的治療を行ない，

満足すべき結果を得

た.図2はその1例の

回復状態を sensory

ATLOP PMM  νーノ

n巴rveaction pote-

ntialとM波の con-

duction time を用

いて経i時的に観察し

たものであるが，術

後の回復は著明で1

週日に自 ・イ自覚的症

8W. ~ '--ーノ
_j_よ...L.lーム」ー ム斗..L.LJームー

γ_) 12W. 型?ムム斗」ーム..l...L

120'_'v. 1m蹴

図1. Crading of cases 

状が改蓄され， 4週自に actionpotential が出現し始

め 3カ月でほジ正常に近い所見を呈した.一方M波 の

conduction ti meは術後2カ月でほ Y正常となった.

Hands S. N. A. P. 

川 (S.c.V.>30 

Moderate (S.C.Vく30m/sec.) 14 
，6 2 

ームムムムムムムムムム

Severe ( a bsen t) 27 ~岡山
ーLLIー」ー」ー」ー」ーー

図 2.Severe case 
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しかし severeca況 を保存ii"JIf，~法で治療した 5 例では，

長期間の followup にもか〉わらず改汚がみられなか

った.

総括ならびに考察

1961年と Goodman と GilliattはM波の conduc-

tion timeを中心として carpaltunnel syndromeを

4群に分類し，各群のf合成効果を主にM波を用いて報告

している. しかし carpaltunnel syndrome は周知lの

ごとく M波の conductionti meに若IYJな変化をきたす

ことは少なく ，正'前;(造問内のf直を示すtE例が多L、

我々は carpaltunnel syndrome の治療liijにおける

sensory nerve action pot巴ntialが全例に只引所見を

呈することに清目し，これを指標として本疾忠を便宜上

3~作に分煩し， M波の con ductio n time と合わせて治

療方針金決定した.

過去 6年間に carpaltunnel syndrom巴 43例， 56手

について最短 2ヵ刀， )'iX:長 3ijマ11ヵ月にわたり本検宣法

をJfl¥，、*lll:f的に観察したところ次の結論を得た.

1) Mild caseは保存的治療で経過観観察を行なう .

2) 片側性の moderatecaseには 1ヵ月の保存的治

療を行ない sensorynerve action poten tialに改善が

みられなレ症例のみに手術的治療を施行する.

3) 両側性の場合には，少なくともー似IJが sensory

conduction v巴locity30 m/sec 以下の症例には，保存

的治療を行なうことなく速かに手術的治療を行なう .

4) Action potentialが消失している severecase 

は，片側性であれ，両側』主であれ，杭極的に手術的治療

を行なう .

結 語

;f~々は sen sory nerve action potentialを月j¥，、 car-

pal tunnel sy.ndrorrie 43例，56手を 3群に分知し経過

観察したところ，本検査訟は carpaltunnel syndrome 

の早期診断および他の疾患との鑑別に右力な補助的手段

になるばかりでなく ，治療方針の決定，特に手術の適応

をさめるうえにもきわめて主要であることを経験した.
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53. 掌 側前腕骨間神経麻癖と 思われる 2例

吉 松俊 高柳慎八郎 原 瀬 端 夫 竹村 恵*

長母指屈筋と示指の深指屈筋のみがおかされる麻庫の

報告は少なく ，その原因に閲しでも不明な点が多い.本

邦では森崎，田島，車!日谷らが，また諸外11<1では Perso-

nage & Turner， Kiloh & Nevin Kopell， Thomas. 

Warren. Fearn らが木症に対し種々の面より検討を行

なっているが，私たちも今同同様な症状を呈:した 2症例

を経験したので報告する.

症例 1. 43才，男子.職業は左官.

2mのハシゴより転溶，左上肢をついて横転する.他

院にてボ}ノレ紙固定を受け，受傷後 2日で当院に転院し
さ

た.X線上(図 1)に Monteggia骨折を認めるが，受

1~ 1I寺 ， 前腕のびまん性の腫脹と疹痛があったので指の機

能障7与があったかどうか判然としなかったが， 1週間後

に左母指 i1.P. 関節，示指 D.1.P. I民Jtiiiの屈曲附21-に

気づいた Anterior inteross巴ousnerve palsyの合併

を考え， lJill!llえの減退を待って受傷後10日口に本骨折の観

Ifn的治療を行なった.この際，まず antenor1I1teros-

seous nerv巴の状態をみるために本部位を展開した

M. Pronator teresには異常なく ，正司1神経とその分校

である anteriorinterosseous n巴rveは本筋の caput

humerale， caput ulnar巴の??側にみられたが，神経そ

のものには特別の所見をみなかった 骨折，脱臼は他の

皮切にて侵入整復|ムl定を行なった.H，J関節の自動運動

を始めた 4週ごろより，麻庫は漸次回復を始め，受傷後

3ヵ月で母指，示指の指尖に力がはし、るようになり， 8ヵ

月ではまったく機能障害はなくなった.

症例 2. 48才，男子サービス業.

家族歴，既往歴 :特記すべきことはない.

:m，病歴 1週間前に急激に左前腕の疲労感と疹痛に加

えて，左母J行 1.P 関節，左示指 D.1.P.関節の屈曲

力の滅弱とシピレ感を生じた.

初診H寺所見 :前腕掌仮IJに経度の圧痛と ，左母指 1.P. 

関節，左示指 D.1.P. 関節の屈臥l不能をみる.fiii腕の

筋萎縮，知覚障苫は明らかでない.主R惟X線像では変形

性脊維症を思わせる骨t%形成をみるも ，mye10graphy; 

本 S. Yoshimatsu :国立長野病院整形外F↓ (長野県更科
羽lよ山田); S. Takayanagi， M. Harase， T. Take-
mura:東京主主忍医科大学整形外科.

図 1

血液一般，尿 ・肝 ・腎機従，さらに髄液検査でJ点V51をみ

ないー発病 2週間後に疹桁は7f'j返したが，運動麻揮は改

善をみなかった.筋電図により経過をみると(図 2)， 

発病 37J月では麻庫筋の安静11与放'疋は得られなかった

髄~i'Jt収縮H寺NM U の減少 low ampulitude NMU vol-

tage V.こ加えて complexNMU voltage を認めたので

保存的治療を継続するに，9ヵ刀後に漸次麻嘩の回復を

認め，renervation voltage の混在をみるようになっ

た.発病1年 6ヵJ=Jで麻車はほズ完全に同復した.

考 察

症例 1の正中神経は M.pronator teres の両頭の背

部に存在した M. pronator teres 付近での正中手p経

の走行は種々 variationが報告されており ，Lanzは3

型に，Beaton f土4型に分けている(図 3).また Bar-

rett は third head の存在を認め，G rosjurin は

third head と caputhumerale 聞の走行異常を報告

している.ボ症例のごとく両頭の背部を定行する率は
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M. pronater 

quad. 

十円四4 、

図 2. 筋電図所見.

N. medianus 

1) belween heads 2) under humera I 
of mU5cJe head 

(ulnar missing) 

Bealon 82.5% 8.75% 

Lanz 95.5% 

3) under ulnar 
head 

6.25% 

3.0% 

4) lhrough humeral 
head 

2.5% 

1.5% 

る.3) 機械的圧迫に原因を求め

たもので，我々の症例 1のごとき

骨片の圧迫によるもの，また 1<0-

pell. Fearn ら仁t anomalous 

図 3. Four types of interrelationship of the medial nerve and pronator 
teres muscle. 

fibrous band iこよる巴ntrapm-

巴ntneuritisをいわゆる prona-

tor syndrome とl呼称している.

しかし本原因に関してはなお明確

ににできない症例も多々あり，田

島，綿谷らは本症の原因を一元的

に確定することの困難さを説き，

個々の症例につき肉限的検索をす

すめている.本症例は外傷等の既

往歴はまったく認められなく，疹

f雨，麻療とし、う臨床経過をとって

Lanzは 3%. Beatonは 6.25%と述べてし、る.尺11・中
枢骨j十の背側より1f1IU!への転位はこの解苦Ij学的 varita.

tion と相まって，骨折による anteriorinterosseous 

nerve の一時的圧迫を容易に想定し得る.Warren は

20才， 男子 69才男子のliiil腕骨折例に本神経鍛傷の合併を

認め. 5~7 ヵ月で両例とも機能の完全な回復をみてい

る.次に症例 2の発症経過をみるに.r-主痛とそれに伴っ

て長母指屈筋，示指i朱指Jillil万の麻療を起こしている.本

症の原因に関しては，諸家の報告により 3つに大別され

得る.

1) Personage & Turnerが肩関節j月間の疹痛に続発

せる麻療をイ、ドった 135例に対し neuralgicamyotrophy 

なる診断名で報告， その中の 5OlJに木月末療の合併をみて

おり，これに対し脊髄前角の院特を考えた. 2) Kiloh 

& Nevin. Thomas らは急激に前腕の疹痛を伴った本

月末疲例を報flJし. peripheral neuritis と想 定してい

おり，また母m.示指の運動機能の低下部位は明らかに

前骨間神経の分布域であること，また保存的治療のみで

予後はきわめて良好であった事実を考えると compres-

sion neuropathy とは考えがたく，筋電図所見守ーから

は神経原性のものと考えられ. Spillan巴 や Kiloh & 

Nevin らの述べる anterior i n terosseous nerve の

monon巴uritis と推定した.本症の予後は比較的良好と

いわれ.Kiloh & Nevinらも， tendon transferは18

ヵ月以後まで待つべぎであると述べており，本症例も 1

年6ヵ月で麻療のほ正完全な回復を得てL、る 我々は発

病原因の異なる anteriorint巴rosseous nerve palsy 

の2症例を経験し符たので，いさ〉かの考察を加えて報

告した.
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54. 前骨間神経麻癒を主徴とした 4症例について

十
机
'

4
b
n
，
 

、J
 

ノ 晶

諸問 正明

長 ~J指屈筋および示指の深指屈筋麻E草を主徴とする症

例について本学会でもすでに森崎，間島らによる報告が

なされてし、る.我々は Parsonage& Turnerらが報告

した neuralgicamyostrohy と考えられる症例中，市J

骨問事11経麻痩を主徴とした症例で筋，事p経の生検を行な

うことができた 4例につを，その生検所見とともに報告ー

する.

症例1. 26才，男子役菜.

感染，発熱，外傷等の誘因と思われる ものなく突然目、l

部の疹痛が起こり約10日ぐらし、たって悲痛が軽t.k:し始め

たころ同側母指の 1.P.関節，示指の D.1.P.関節の

屈曲ができないことに気づき約 1年後に当科受診 1年

9ヵ月後 neurolyse，約 2年 5ヵ月後初!移行術を施行

この例の示指 D.I.P.関節は 2年 3ヵ月 Hに口然に動

くよ うになっている.

症例 2. 28才， 女子.農家の主婦.

虫垂炎手術後約10口日に突然誘因なく ，右肩より肘に

かけての疹痛が起こり ，続レて右母1包示指のしびれ感

が起こり，続いて右母指 1.P.関口ii，示指 P.1.P.， D. 

1.P 関節の屈曲ができなくなり ，さらに左iJlIJの母干甘お

よび示指が屈曲できなくなった.左側の麻1車が起こるま

で疹痛が起こってから約 2週間経過している.この例で

は中学のころ向級な疾患にか〉り約半年で治癒した前病

歴がある(図 1). 

症例 3. 41才，男子.ボイラ」 マン.

重油を使用 してし、るため特に手を使mする仕事ではな

い.夜勤の明け方突然誘因なく 右目、]関節部の疹痛は睡眠

をさまたげるほどのもので約 1週間続いた.in有が軽快

すると同例l母指の 1.P.関節，示指の D.1.P.関節が屈山

できなくなり ，近くの医師の治療を受けたが，右前腕近

位尺側の筋萎縮が起こってきた 約 2年経過して今度は

右肩部の疹痛が起こり ，約10日して右日に力のはいりに

くいことに気づいたが，このときはまだ?苦痛が主立ってい

• A. Kobayashi， A. Matsuzaki， M. Mitsuyasu， M. 
Morooka， T. Honda， Y. Takeshima :九州大学整形
外科.

松崎 昭夫

本多徹

光安元犬

竹 II!q康 弘 *

図 1.

た.右目のit痛が起こった後，前!院の筋萎紛が急速にす

すみズボンをずりあげるのも困ると訴えて来院した.

症例 4. 56才， 主婦.

椀什'iJ・4斤3日日の夜突然右肩部の激痛が起こり約 3日

続いて治ったが，受傷 1ヵ月日副木をはずしたとき母指

の I.P関節，示指の D.1.P.関節の周11111寄引に気づい

た.その後そのま〉放置し，約7ヵ月日に当科を訪ずれ

た.

これらの症例をまとめると表 1のとおりで症例 3に糖

尿病がみられる.症例 2は入院I時の検査で RA-test弱

陽性で3日日に繰り返した結果も同じであったが， 7日

目には陰性になっていた.知覚障害は症例 2と症例 Hこ

認めた症例 2は右lIi外側 N.axi!laris 領域，右 liij)腕

内側 N.antebrach. caut. ul.領域，手掌百HIN. media. 

UllS 領域，左手掌 N.medi an us 領域， 手~T N. radi・

aris領減に知覚鈍麻を認め，症例 3は右上11支全体およ

び右頚部，前胸部 (D，まで)， 後回は右肩甲部上方に知

覚鈍麻を認めてし、る.この知覚障3は症例 2で2日後左

手はなくなり右官¥1]1ま少し紡少していたが症例 3では 3ヵ

月後右上腕外側に 2X3cm ぐらいの範囲にごく軽い知

覚鈍麻を残すのみになってレた.このほか症例 2は肘関

節部，手関節部で正中神経を叩くと末.J'f'lへの放散痛を訴

え，症例 3では鎖'IJ'上;@;，下宿を圧すると上肢の放散新
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射反曲
叶紡萎筋

症
令

発
年

性例症 E.M.G. | 関 I ~傷感 | 装飾|蜘X線| 知牌

26 
削廊 「

Fibrillation ED 指尖特 なし 停止伯 異常な 知党障害なし.WaR e 
，(j 尺側近{屯 Complex ED に母指 2年4 し IH関節部痛，終痛消返とともに麻

Low amp. v 尖を冷 ヵ刀前 N!に気づく

Low frequency たく感 1年9ヵ刀日 neurolyse 

じる

2 ♀ 14 右三角筋 二頭筋弱 Fibrillation ED 虫垂炎 山間な |一有 …
29 前腕屈側 左三頭筋 Single oscillation 手術後 3ヵ刀 し 右肩→'Hの終痛→J:i麻l中

両 j刊 llJ近位 1011目 新I 次いで左示指→母指麻~草

母指球部

40 三JfJ筋後 上肢正常 Fibrillation ED 母 ・示 なし 停止性異常な 知覚障害有 WaRe 
42 S11 Complex ED 指尖が 2年前 し 糖尿病有

右 .Wji上下筋 Interfeγence e 調11い ij，j関節激痛→冷:術的返し始めて麻

大 i淘筋 J'.1!出現

IjiJ腕廊側 右府内清約10日終:術軽快し始めて麻

尺il[IJ近位 fヰ1

56 前 鋸 筋 上肢正常 Fibrillation ED 母 ・示 骨折後 停止性 'fl:.:・'lirt.ι 知覚障害なし。WaRe 
左 前腕屈側 Reinnervation v 指が細 4日目 7ヵ月 し 日.I抜m部激痛→約 1ヵ)j 副木

尺側近位 @ く皮膚 前 除去l時麻療のあるのに気づく

萎縮を

みる

註:停止性とは進行性でないという意味で使用.

a. 前骨閥神経. b. 長母指屈筋.

図 2.で

を訴えていた..症例 1は経過観祭後 neurolyse 念行

ない entrapm巴nt 符がないこと全確かめ，同時に筋の

生検を行ないド11経原性の妥結所見を得ている.術後もさ

らに経過を追い 2i下 1カ月 日に限移行術会行ない同時に

や11経筋のぐiミ検乞行なった.症例 2以後は症例 1の経験お

よび筋まさ紛が高度でありさらに本人のお宅もあって長く

経過を追うことなく 1従移行術を行ない，同時に神経 ・筋

の生検念行なった.麻庫筋は程度の注こそあれ，いずれ

も周囲の健康な筋と比べて色が白 <.正常な光沢，緊張

を失っていた liij什IlrJ神経は正常より透明な感じの色調

であったが肉l町内に著しい変化はみられなかった.

組織所見:liii'j刊rJtjl経で伊jI経粋iの)J巴厚結介織の増殖等

は見られず下1 1経線維の1'fしい減少がみられ， 事~維の航粒

状崩壊産物がみられた. Schwann細胞の増姐は見られ
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ず，残存した神経線維は再生線維と思われる小径線維が

大部分で bundle中に数本の小径線維の見られる所もあ

った.ただ症例 2のー側に軽い浮腫様のliii分と小数のリ

ンパ球がみられ，症例 4の神経の中を通る血管の周囲に

小数のリンパ球がみられた.他の 2例ではそのような所

見はまったくみられなかった 採取した麻庫筋は長ほ指

屈筋，方形囲内筋，深指屈筋統側部，長年!n力機側手根屈

筋，回内円筋書宇である.組織所見は根i紋の百j失，核の鎖

状配列，種々の変性，結合織，脂肪織による置換等が認

められ，まったく正常の筋組織を認めない高度の萎縮変

性を示した例もあった 症例 3，4ではfE子顕微鏡によ

る観察も行なったがA'出ーの正常配列は消失し，z常の電

子密度が著明に低下し， ミトコンドリアのl膨化， Cri-

staeの配列央官， myofilamentの消失した部分はグ

リコ」ゲンと屯子密度の低い原形質で占められ，核は

Karyolysisを起こしている像が克られた(図 2). 

手術結果は全例良好である.この疾患は種々の検査に

か〉わらず原因不明で種々の原因が考えられ，また種々

の病名がつけられているこ〉にあげた症例も手術，外傷

後に起こったものが各 1例， 再発例が2例あり ，糖尿病

をもったものが 1例ある.この糖尿病の例は種々の所見

より糖尿病による神経炎とは違予ものであると我Aは考

えている.そのほか風邪をひいている聞に起こり ，この

疾忠との関係は不明であるが非常な後頭部痛を訴えた症

例も経験している.得られた筋の組織はほとんどが高度

な萎縮，変性を示し，筋原性， 神経原性の区別はそれのみ

ではつけかねるが，EMGおよひ利I経のT1r見より神経原

性の変化であると断定できる.しかし神経の変性を起こ

した原因は不明である前1)-間利I経周囲の癒斎，神経輸の

)j巴厚，結合織の増殖等がみられなかったことから神経の

変性を起こす原因となったほどの炎症が孫取した前1i叩!

神経の部分になかったことは般百{IJできると思うが，症例

2， 3の一部に軽い炎症性反応といえる所見がみられた

ことより採取部より proxmalになにか炎症があったと

推測できなし、こともないと思う .

最初にまとめて報告した Passonage& Turnerはこ

の疾患の大部分は予後が良L、といっており ，3年後にな

って回復した例もあげてし、る. しかし我々が示したよ?

な急速な筋萎絡が起こった例で，早期に回復の徴候のな

い例には諸砲の検査所克を参考にすることはもちろんで

あるが，長期間符つことなく ，一定期間の経過観察後は

観血的治療の適応、となるのではないかと考える.

55. Pronator syndromeの 6例

児島忠雄 今村恵 原瀬端夫 右田昭 家常敏弘*

神経が線維性あるいは官級制L性のトンネノレを通過する

とき，また線維性あるし、は筋肉性の'吊「状物によって走

行がかえられるところで，機械的別IJi認を受けて起こる

neuropathyを， I<opell， Thompsonらは entrapment

neuropathy主総称している.

我々は釘 336回東京地方集談会で，上肢の entrap-

rnent neuropathyを報告したが，その後の症例を加え

ると ，carpal tunnel syndrome 26例， pronator syn-

drome 6例，肘関節昔日の桟骨神経の neuropathy 13 

例，ulnar tunnel syndrome 7例， cubital tunnel 

syndrom巴 8i7tcarpal tunnel syndrom巴と ulnar

tunnel syndrome を合併したもの 1例，計 61例であ

る

傘 T.Kojima， S. Imamura， M. Harase， A. Migita， 
T. Ietsune 東京慈恵医科大学整形外科.

今回は pronator syndrome の6例について報告す

る(表 1). 

症例1. 47才，女.[11340， 10， 14日，左母 ・示指の

末節の屈曲不能を主訴として来院.保存療法で軽快し

ないためa 昭41，1， 20日手術施行.Fibrous bandが

an terior i n terosseous nerveを絞犯す.術後 3ヵ月で

母 ・示指の末虫iilの屈|泊は正常となる.

症例 2. 57才，。女昭42， 3月 carpaltunnel 

syndromeの診断で手術を行なう eも軽快せず.右母指

球の萎紛は著明. [1042， 4， 27日手術施行.正中神経は

sublimis edge の圧迫によ り細 くなる. 術後10ヵ月で

症状は著明に改善す.

症例 3. 54才，女.石母指球の著明な萎縮を認め

る.Pronator t巴res の圧痛部に 3回のデカドロン ・キ

シロカインの注射を行なレ，一時的なil笠快をみるが 1
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a. 

a. 

週後には元の症状にもどる.昭42，5， 11日手術施行.

正'-1-'神経は sublimisedge で狭窄されて細くなり，正

常の光沢を失う 術後 3ヵ月で症状は軽快す.

症例 4. 22才，女.右前j腕の疹痛， しびれ感， 母 ・

示指の知覚鈍麻を主訴として来院す. 3回のプレドニン

・キシロカイ γのプロ ックにより治癒した.

症例 5. 34才， 男. ヰ寺町指 ・示折の末節の屈曲障害

を主訴としてうjCl旋す(図 1a). r昭42，6， 15日，発症

後 1ヵ月で手術施行 Anterior interosseus nerve は

腿様の sublimisedge で狭窄され，制 〈なる(図 l

b) 術後3週より屈山は可能となる.

症例 6. 20才， 男. 左母指 ・示十円の末i1JJの屈illl隙宮

を主訴として来院する.昭42，6， 15日， 発症後 1ヵ月

で手術施行田正中神経ならびに anterior 1Il terosseous 

nerv巴を圧迫していた sublimisedgeを切離する.術

後 3週より屈1J11は可能となる.

考察

長ほ指l記筋および、示祈の深指屈筋麻療の原因につい

図1.

図 2.

b. 

b. 

て，Parsonage & Turnerは neuralgicamyotrophy 

とし，{l'!日iliij)ll細胞の昨古であるとしている Kiloh & 

Nevinは麻輝が anteriorinterosseous nerve に限ら

れている点より interstitialneuritis と述べてし、る.

一方，正中神経が pronatorteres の部を通過する時

に，この筋肉や sublimisedge で圧迫されて起こる症

候群は pronatorsyndrome として知られてし、る す

なわち Sayffarthは pronatorteres の圧迫による症

例を報告し，Kopell & Thompson は fibrousband 

による compression neuropathy に)J;'{囚を)jとめてい

る また F巴arnは fibrousbandによる圧迫の 1例を

報告するとともに，!q干剖所見についても言及し，この部

はj伴音Ij学的に vanatlOnが多いと述べている.

J是々 の 6症例についてみると ，いずれも shoulder

g irdle にはなんらの症状をみないこと ， 疹~育は)付関節

部のみに軽度に認められたことより ，Parsonageらの

neuralgic amyotrophy とは異なるものと考える(友

1). 5例の手術所見では，いずれも fibrousband あ
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表1.

症例|氏名|年令|闘リ 1忠側|職業 l 主 訴|外傷|鵡り 1 手 術 所 見

1 to~o I 47 I女l左|主婦lzょ2問曲| I 4 ヵ月 IFi brous edgeが antenor

| I interosseous nerveを絞妃

2l坂叶 57I女|右 |主婦1:出 fなし|一 I 1 年 l浅指屈筋の fi brous edgeが宇l'I 軽快

l 1;経を圧迫 | 

二巴ゴニ|女III I竺~ð1:5L| 
(局麻剤 ・ステロイドのブロック

3回)

治癒

|事務l242吋-I 
11 |… edge iJ; anterior 

川 terosseousnerveを絞犯

左 l労働者| ff !337| 11 11 

るいは sublimisedg巴 が正中神経あるし、は antenor

interosseous nerve を圧迫していたこと，この圧迫の

除去により ，全例に軽快あるいはわ癒をみたことより ，

Kopell & Thompson， Fearn らのいう compresslOn 

neuropathyであると考える.

正中神経と pronatorteres との関係は Beaton ら

も述べているように，variationが多い.我々も19肢の

解剖を行なったととろ，ー肢に正中神経が ulnarhead 

の後方を通過するのを見出した(図 2a). Ulnar head 

と humeral head との間の線維性組織のJ立にも相当の

個体差がらり ，また sublimisedge も非常にj手く ，腿

様のものから薄いものまで種々である.ときには ante.

rior interosseous nerveのみを被う fibrousbandの

存在を認めることもある(図 2b).これらの解剖所見

より考えて，圧迫の部位により発現する症状が異なって

くる.すなわち anterior in terosseous nerve のみを

圧迫すれば長母指屈筋，示指の深指屈筋のみの麻1車とな

り，さらに、哨憾で圧迫すれば Kopell& Thompsonの

いう pronator syndrome となるといえる.したがっ

て我々は anteriorinterosseous nerve palsyは pro-

nator syndrom巴の1亜型と考える.

結 語

Pronator syndromeの6例について報告した.5例

の手術所見，1911支の解剖所見より ，まず解剖学的異常が

存在し，こ〉になんらかの誘因が働レて compression

neuropathyが発現する.したがって我々は anterior 

i n terosseous palsyも pronatorsyndrome の1亜型

として一括して考えたい

質問 高沢(横浜市大整形外科〕

圧迫部位での祈経の変化はどうで・あったか

追 加 .田島(新潟大整形外科〕

新鮮切断標本などで検討すると ，たとえばまったく尺

骨神経麻庫がなかった上肢でも Sulc.n. uln.のEfiを露

出してみると肉眼的にある程度圧迫されているように見

える場合がある それで骨折片や睦蕩というような異常

な組織によって圧迫されてL、る場合は明瞭だが正気に存

在する fibrous band による圧迫が麻療の原因と確定

するのは慎重を要すると考える.演者の症例は一般の発

表の結論と異なり 6例中 5例とも確かに圧迫があったと

いうことは稀な偶然、であったようにも思われる.

答:児島(怒恵医大整形外科〉

高沢先生に.手術所見ではL、ずれにも fibrousband 

あるいは sublimisedge によって神経は狭窄されてお

り，光沢を失っていた.

田島先生に :我々もこのような症例が全部 compres-

sion neuropathy であるとは考えてはいない.手術を

行なっていない 1例では，Kiloh & Nevin らのいう

neuntisも否定できない.



56 . 稀なる型式の榛骨 神 経 tL~ 傷 例

後藤欣生

我々は悩'ti-神経の上腕三頭筋筋枝のみの断裂なきた

し，神経縫合により機能の回復をみた症例を経験したの

で‘澱f17する.

症例 27.-r ， 男子(凶 1 ~3 ) . nB42， 7， 8日.

鉄柱組立工事'1='，鉄材が倒れ， 右訂，右大腿昔日を強打し

た.受1t';n年，右大腿骨折，ホhf ~fl 部 ， 右目、j'l}(，j l1íJ尺側の皮

下溢血と.titi'>;5頚神経桜以下の上腕利l経法:麻療を認め

た.上腕三liJi筋を除いて他の筋麻庫は次mに回復し 1

ヵ 月 後の検査ではほゾ正.~~.に近し、回復を示した.受傷後

3ヵ月の経過でも上)腕ニi顕筋にはまった く回復の徴がみ

られず， 当 lI~fの iJí'j屯 1><1 では安治i時 fibrillation poten. 

tialsが頭発し，筋収縮によ る spike放屯は認められな

かった そこで泌什神経の上腕三頭筋筋枝のfJt仰を疑い

昭，12，10， ]2止すなわち受傷 3カ刀後手術を施行し

た.正中・尺'i'I'両神経はまったく正常で上腕動.，'Ilt脈およ

びそのJliJ凶にはなんらの異常も認められなかった. 桜骨

神経木幹は椀什や"経務に至るまで}')ーい癒痕に被われてい

たが，fE父市11';成検在により 上腕三立ilAJjを|徐いた他の機'I"i'

。 2 3 

fN !1ft: 机 F一一十一一一'7一死 初初移吻初wノ

紋 1: ~)， [ ノ刀ノシ 'ガザメグ ，

liiJ 鈴: nI， 

f'J 前， I シテ民， γ，γ品作γア干w7)l

l 腕~ ~il j官" Ldが'メ ， 必舟弘?'l/，

→ 1..腕'.~ii 筋

腕 t*-i'j- jj'fi I ? w;o〆ん#併協 /級車0:?!'.Ihメ

総: j行 flll 筋ぃ

μliH行fill筋

iζ l 、}j首外 ~Z筋

。，

i長 指 1:li 筋~

品

深1i'ilnl筋(l，1I)防夕方芳男初努努写手5

-b毛 母指1:11筋

尺1則手線lill筋

母指対立筋

深指屈筋(皿，fi)

短小指届筋}ク多少'

小指外転筋

小術対立筋

'i'i" IHI iuj 

Q/::%彬手首長

主語

ゲノ/'/_/.;万ヲZ

品

図 1 筋力テス ト(受傷後 lヵ月〕

ク。イシ

F .， 

本 Y. Goto， H. Watanabe 島田市民病院整形外科(山田
市 20351) 

渡 辺 秀男*

神経支配紡の 十分な収縮が確認された . 上l腕三~Jlñj}筋校

は2本のみからなり ， うち 1本は上腕三頭筋内側頭へ，

f也の1*は 2分しおのおの外側頭，長頭へ分布してし、

た これらの筋校は完全に断裂していた.型のごと くお

のおのに神経縫合を行なった.術後2カ月半の検査では

上腕ごliJlMiはれliJlともに筋力 1を示した.筋電図Tfr見は

安静時なお少数の fibrillationpotentialsを認めたが.

随意収縮lI!icomplex NMU potentials の出現が見ら

れや"経文配の回復が証明された.術後4カ月半で筋)J3 

まで回復しl1，j関節の仲良がIIJlieとなった.

Quadrilateral space 

一一ー島~t.1; 神経

図 2.

図 3
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考察

Bateman は7f1関節の下面に向 う直達外力や後方に倒

れて突出物で quadrilateral space すなわち大円紡，

肩甲下筋，小円筋，上腕三頭筋長liJi，上!腕骨ー 外科顕に

よって作られる spaceを強行した際に上!腕利l経叢の

posterior cordを損傷し，posterior cord の完全麻僚

から単に上腕三頭筋と手関節背屈筋若手の筋力低下のみを

もたす種々の程度の麻庫をきたすと述べている.この際

通常絞裕神経と機骨神経の上腕三頭筋筋校のみが障害さ

れるため，三{11筋と上腕三JiJi筋が麻療し，イ自のpostenor

cord の傷宮はまぬがれるとも述べている.蔽古車部や

brachioaxillary angleで上腕三頭筋筋桜が松葉杖とi問

背筋，大円筋，上腕三liJi筋長j'iJiの各l腿で圧迫されて生じ

る crutchpalsyも同様の麻庫型式によるものと考えら

れる.Batemanは quadrilateralspaceでは poster-

01' cordは泣宮な静脈護によって取り囲まれているた

めに，外力によって血腿を作り，それが posteriorcord 

へ浸潤し強固な鍛痕を作ると述べている.我々の症例で

綴骨事l'経本幹が厚い癒痕で包まれていた事実は問機の理

由によるものと思われる.通常上腕三頭筋は各頭ともに

種々のレベルでおのおの数本の筋枝によって支配されて

いるために通常の椀骨神経i負傷時にむしろ上腕三額百万は

麻庫をまぬがれるものであるが，この症例では上腕三頭

筋が1本の筋夜で内側頭が他の 1本で外側頭と長頭が支

配されているという anomalyのために完全麻脱をきた

したものであろう .すなわち我々の症例は肩関節部のすT

撲によって上l腕神経i整不全麻痩をきたし，同時に後方に

倒れた際 quadrilateral spaceを強打して，すでに

posterior cord より分岐していた上腕三頭筋筋校の断

裂をきたし，そのうえ上腕三頭筋がただ 2本の技のみに

よって支配されているという anomalyと相まって，上

腕三頭筋の完全麻療をきたしたものと思われる.

57. 榛骨神経深枝麻痔 (posteriorinterosseous neuritis)の5例

高 沢 l情 夫 山口 智 有賀ふみよ 福沢玄英*

桜骨ーやl'経忠~J:支は日、J I.I!JJ5['iの高さでj良枝と分れ短悦倶IJ手繰

イ申筋起姶部の下を通り ，回外筋を担;きfi・間膜にわって走

る.この間，下関節，J貨の伸筋に分校を出す.

最近，我々はこの深校のみに麻惑をきたした 5例を経

験し，うち 1例は観lUl的治療を行なったので，木症の発

生につき考察を加え報告する(図 1). 

症例1. 24才， 男. ラグピ」の試合に出場した翌日

から，左肘関節，前腕にかけて疹痛を感じた.1週後に

~iì1í消失したが，指の伸展不能，握力の減弱に気づい

た.

2ヵ月後当科を訪れた.母指..z.始め令指の伸展はまっ

たく不能であるが，手間s行の廿屈は可能であった.ただ

し桜側に傾く(図 2).知覚障宮はなく ，圧lniは後側手

根付1筋と総指仲筋の聞に認められた.

筋力テストでは憐側手恨伸筋以外の手l調節および，指

のすべての1'13筋はほジ Oであり，これら諸筋は筋屯図で

も electricsi lenceであり fibrillationvoltage が認

められた.

ホ H.Takazawa， S. Yamaguchi， F. Ariga， G. Fuku-
zawa 横浜市大整形外科

来院 2ヵ凡後に事i'経崇IJ雌術を施行した.

様骨ネ$経深枝は総后，腫脹などの異常所見はみられな

かった.しかし深校が協骨に沿って迂回する部では強い

緊張をもって斜に走る囲外筋と短僚側手根伸筋の fibr-

ous bandによって強く圧迫されていた(図 3). 

術後4ヵ月には指の伸展はほジ可能となり 6ヵ月後

には正常となった.

この症例の後，同線な症状を呈する 4例を経験した.

症例 2，3 は保存的治療でそむぞれ6週後 2ヵ月後

にほ Y完全な治癒をみており ，その後再発をきたしてい

ない.

症例 |年令 |性 |競技会|雲暴言司云瓦l経 過

1I 24 I ~ I 有 I 2ヵ月 |観血的|繁差是

2I 29 I ~ I 利 I 1 週 |保存的 16週で完治

3 I 51 I合| 有 I 3 週|保存的|弘刀で

4I 44 I ~ I 有 I 1 日|保存的|不明

5 I 62 I ~ 1不明 I 17年|放置|
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図1.

図 2.

症例 4 は 3日開通院したのみで，その後の経過は

不明である.

症例 5 は他の疾患で来院し，偶然麻療を発見され

た.17年 IIIiの発症で現在まであまり不自由を感じておら

ず，患、朽の希望でそのまま経過をみることにした.

能骨布l'経深校のみの麻庫は比較的稀であり ，脂肪麗，

ヵ・ソグリオ γなどによる神経の圧迫がその原因としてあ

げられている.

しかし 1905年 Gillian らはオーケストラ指持者に発

生した例を報告し，反覆する田内，国外運動が麻庫の原

因であろうと推論している.最近では Sharradが 6例

の手術例を報告し，肘関t(r'jの過仲展が原因であろうと述

べている.Kopellらは国外筋，短健側手段{中筋などに

より深校が entrapment されるのであろうと記してい

る.

本邦でも阿部らは entrapmentneuropathy といえ

る4i"Jを報告し，回外筋に侵入する部位での神経の変化

を確認している.

児島らも上肢の entrapmentneuropathy 44例中肘

関節での健骨神経の圧迫は11例であり .spinator syn-

dromとしたいと報告してL、る.

我々の 5例についてみると，いずれも麗痛などの圧迫

によるものではなく ，解剖さ芋(1句関係、および，なんらかの

外的因子の影響により生じた entrapmen t neuropathy 

と思われる.

症例 1の手術所見，屍体を朋レての局所解剖!などより

Kopellらが述べるように深校が回外筋，短健倶I]T根伸筋

などで障害を蒙る可百E性が大であることが認められた.

また外的因子として肘の過伸展，前腕の回旋などを繰

り返すこと，あるいは直接外部から圧迫が加わる ことな

どが考えられた

症例 1のラグビー，症例 2の造船工とし、う職業，症例

3の酔ってベンチに綴たこと，症例 4の月十を強くしばっ

て作業したこと ，などが外的悶干のもととしてあげられ

る.

臨床症状は.1) 知覚障害なし.2) 運動麻庫は総指

伸筋腿以下である.3) 健側手根伸筋はおかされないの

で，手関節の背屈は可能であるが，や〉撰側に傾く 4) 

ときには外果から IIIJ腕に熔痛がある，などの特徴がみら

れる.

これらのことからも障害部位は深校が囲外筋に佼入す

る付近であることが予想できる.

わずか 5例の経験であるが，この麻原は保存的治療で

十分回復が期待できる〈らし、の障害が多いといえるが，

症例によっては早期に観血的治療にふみきるべきかと思

われる

追加 :古沢(東大整形外科)

様tiJネl'経深校麻療は特異な発症をすることが多<.そ

の成因に興味がもたれる.

症例 1. 47才， 女.2年前に一度右前腕陸側が痛み，

手の運動障:!_{-が起こったことがあるが. 2. 3ヵ刀よ

り再び手指が仲びず，前!腕が痛んできた.手術により

deep radial nerveは supinatorへの入口部よりや 〉

proximalで fibrousbandにより絞犯されていること

が確かめられた.

症例 2. 15才， 女. ソフトボーノレを受けそこねて，

左手を回外位に強制され，また帰りの屯車の中で手を捻

った.帰宅後日Jの疹痛を覚えたが放置. 1週間後手指が

伸展できなくなった.Deep radial nerveは supinator

にはいる 2cm手前で急に組|くなり ‘非常に硬くなって

L、Tこ.

症例 3. 21才，男 ある朝起きたら，突然左日が猛

烈に痛んだ. 7tiの痛みは 3日ぐらし、で軽快したが1週間
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後より左手指の仲展が不能となった. 1ヵ月後の初診時

三ftJ筋および前腕仲筋に筋萎縮著明で， EDC以下に筋

収縮を認めるが，この例は neuralgicamyotrophy と

考えられる症例である.

症修IJ4 ガングリオンで深校が圧迫されてL、た

1定次は14例の榛骨fil'経深校麻惑を経験し，そのうち 8

例に手術を施行，月末療の成因について考察した.

追加 児島(怒恵医大盤形外利〕

30才友子の 1例を追加ー本症例のようにガングリオン

による場合もあるので一定期間経過をみて回復しない場

合は手術をしたほうがよいと思う .

答 市i?，尺(横浜市天整形外科〉

この症例は神経の変化がほとんどないのにか〉わらず

麻療をきたしているが，骨との聞で利!経が圧迫されるに

は神経の肉眼的変化は少な〈ても麻療が強〈現われるの

ではないかと考えれる.

58. 我 々 の 神経 縫合法 に つ いて 第3報

諸 富武文 岡崎清二 川 上登 水田早苗*

最近，工業はもとより良栄，商業の丹野においても機

械化がすすみ，その結果手における高度の挫創や切創が

多くなった.それに伴って子の末梢神経;が損傷をこうむ

ることもしばしば認められるが，ことに神経幹が切断あ

るいはそれに近い挫滅を受けた場合には，人間の手のは

たす役割から准察してもわかるようにその患者にとって

は重大な負担となる.

このような場合にはほとんど自然治癒は望むべくもな

く，理学療法や薬物療法も無効であり ，I~tーの手段は神

経縫合法のみと考えられる.

従来神経縫合法には種々の方法あるし、は技術の研究が

あるが， その成t~~は臨床上決して芳しし、ものではなく ，

我々の教室を訪れる患者の中でも再縫合を余儀なくされ

るものが大半を占めてL、る.我々はこの点に鑑み，容易

にしかも確実な成絞を期待して行ない得る新しい神経縫

合法をJ5・案し，第 9回国際外科学会，第39四日本整形外

科学会総会，第10回本学会などにおいてその優秀性を発

表してきた.

今回次々はすでに退院の運びとなり社会復帰のできた

10症例lにつL、て，入院さらには通院加療中の経過に加え

て社会復川後の状態についても調査し，認、むべき結果を

得たので報告する.なお各症例につL、ていちいち詳述す

るのは冗反となるので，手の神経につL、ておのおの 1'f7iJ 

あての症例をあげてその経過を述べ，最後に全症例の総

j訴を行なった.

なおJ是々の神経縫合法の手抜その他については，すで

本 T. Morotomi (教段)， S. Okazaki， N. Kawakami. 
S. Mizuta :京都府立医科大学整形外科

に前回報告しているので省略 した.

1 榛骨神経について

症例 4. 34才，男.工員.

昭41，4， 4口感冒にかかり ，某医において右上腕部

へ筋肉内注射を受けたところ，直ちに激痛とともに前腕

および手部の麻庫をきたした.約 1ヵ月後本科を受診し

非観血的に約2週間の治療を行なったが症状はまったく

好転せず，昭41，5， 10日我々の方法で神経縫合術を行

なった.

術前の状態:右手部は典型的な下垂手を呈し，手指の

伸展も不能で握力も 0であった.また上腕も萎縮が著明

で肘関節を屈曲せしめても腕協骨筋筋腹の緊張がみられ

なかった.筋'屯図学的にも桟i'J.神経支配の各筋からはま

ったく discharg巴が認められず， 知覚も第 1，2指背

側に低下を示した.

術後経過 .術後の Tinel の slgnのす〉みは 1日平

均 2mmと著しく早く ，術後 160口百に 300mmの伸長

を示した.また90日日ごろから腕憐骨筋の収縮が認めら

れ， 200日目には知覚もほ〉、正常となった 21ヵ月後の

現在握力は 25kg， 筋屯|ぎl学的にも正常であり原職に復

帰してL、る.

2. 正中神経について

症例5. 17才，男，清涼飲料運澱

昭41，4， 18日ラムネの騒を運んでし、て誤って落し，

その破片で左手関節掌側を切った.直ちに某医によって

応急処置を受けたが，その後 1ヵ月たっても母指の運動

障害と節 1 ~3 指の知覚麻俸が治癒しなし、ので，昭41，

7， 7日我々の神経縫合法をf日L、て縫合を行なった.
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図 1

術前の状態 ・左手は什問筋の姿紡と母指球の主主締が著

明でJ霊力は左手が効き腕であるにもか〉わらず17kgと

低下(石は 40kg) していた.筋屯図学的にも左母指対

立筋からはまったく discharge が認められず， 知覚も

正中和!J経領域に完全l悦失および鈍麻を認めた.

術後の経過:Tin巴lの slgn仲長は54日目に90mm，

一日平均1.64mmであり ，筋屯医|学的にも 30日後には母

指刈立筋において atypical complex N. M U. vol 

tage を認めた. また知覚も 160日後にはほメ正常に近

レ状態となった.

現在術後L8ヵ月 であるが磁力も 40kgで，筋'iE凶学的

にも正常である.そして原l般に比し，より高度な下指機

能の要求される'心気工事に従事している(図 1) 

3 尺骨神経について

症例 7. 11才，男，学蛍

昭41， 5， 1 日 . 茶碗の破片で左手関節)~1IlIJを切り It'i

ちに来医におし、て尺骨神経縫合体Iを'支'けた その後 5ヵ

図 2

刀を経ても麻雄が回復しなし、ので昭41，10， 25 [1，我々

の神経縫合法で再手術を行なった.

術前の状態 : 左手第 3~5 指は仲展不能で屈}日If立をと

りM.P.I苅節を固定すれば仲良し得ると しづ典7型的な尺

骨神経麻療の状態であった.握力も 1kg と:l;'減を示

し， 'R間筋，小指外転筋などは筋屯図学的にまったく

silent であり ， 知覚もおi¥4}旨の尺側半分と仰 5指に完

全!悦失を認めた.

術後の経過 Tinelの slgn による神経の1'1'長は，

50口日には80mmと自ij症例同慌の.!.f.!.さを示した.また紡

電|五1''[的にも術後70日日には小指外転筋に dischargeを

認め，握力も 10kgとなった.知党の回復も105日後には

較度の過f政貯金一部に認める以外，ほとんど正常となっ

た

現在はiriii後16ヵ刀であるが筋'，LLIXI学的にも正t日で耐力

も23kgとなり)c気に通学しているが，通学には臼転

車を利用 して おり6_~ rによるプレーキ伐1'1も十分に行な

表1.

N0.1症例 |性 |令 !神経 幹 |受側地|原 因 |受傷日 |手術口 |諒 よ日醜i原職I現職i備 巧 |縫

1 1 S. 1 s. I I I I 
1 1野村 19) 1 26 右正中神経 子関節 ガラスで切断 1 40. 8. 2 1 40. 12. 21 1 1. 08 1掛川|肉屋 l同 ! 緋

2 1 関 1" 119 1 " 1 " カッターで切断 141. 1. 25 1 41. 2. 22 1 1. 17 

3 1川越 1" 1 56 

4 1桑原 1" 1 34 1右侠骨1'!'経 l上腕 l注 射:41. 4. 4 I 41. 5. 10 

I U_:;"dt; ! .. 1 17  I /-，--'r+-r-hbyv  ':X:aaM: Iガラスピン破 I，11 A 10 I 
5 1比護 I" 1 17 ， iI.正中神経手関節 I}十で切断 肌 I41. 4.18 I 41. 7. 7 

" ~115t鋸で切断" 40. 8.25 I 41. 1. 13 1321172ll i間四可1 :: 

…|十1.
1叶円 |ドライバー 1

俳

::;11!??|'1Y;》|;6 
I
竹元

1"1
17

1
右正中神経

" 1.. " I 
41. 7叩 1. 8.23 

7 1俣村 1
" 

1 11 1左尺骨神経 "茶腕の破J:で切断I41. 5. 1 1 41. 10. 25 1 

8 1関井 |女 160 1 ; 右 尺 骨神絞前腕" 141.10. 7141.11.291 

9 I吉村 1'Jj I 22 1 :友尺骨村i経 "鉄板で使命J 40. 7. I 41. 12. 23 

1o '福井
1
女

1
34

1
右正中神経 手関節

l
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える(閃 2) 

総括と考察

以上の3例のほか， ¥，、ずれの症例についても術後の回

復状況は悶 3のごとく満足すべきものである すなわち

Tinelの slgn の1日平均伸長率は症例 4のごとく 2

mmにも達するものもあり ，全症例を平均しても約 1.5

mmの平さである.最もや11長度の劣る疲例 10において

も，この症例の受傷から治療までの期聞が 1年にも及

び，その受傷1幾転がアイロンによる熱傷であることを考

えれば決して遅いとはいえなし、 また運動や知覚の回復

においても，中には臨床的にやや不満足と思われるもの

もあったが，すべて往会復帰とういで点は満足すべき程

度Q阿復を遂げてし、る.ことに症例9はその受傷範囲も

広〈化股おIJを伴ったもので，しかし本人の都合で十分な

リハピリテーションを行なわずして退院したものである

が，現住旋盤工として働いている.

これらの症例の復帰状況につL、てみると ，症例 1，3， 

4， 8， 9， 10はし、ずれも原職にもどり ，症例 2は原敬

に加えて設計図の作成までも行なつτいる.症例5は前

述のごとく原級よりも一周縁密な運動を必要とする職業

にかわっている これはーたんあきらめていた日分の手

の復活が社会への欲望をかき立て，その結果より高い技

術へ志したものである.

また症例 6および7は学業に励んでいるが，記I.Jfiは野

球の選手として現在約 100mの述投が可能である.後者

も自転'11通学をしてお り手の機慌について十分な回復を

みてし、る

結語

以上我Aの神経縫合法の成制について，術後の経過な

らびに社会復刻の状態について報告した ことに社会復

帰に対して新たな意欲を起こさしめたことは，我々にと

って一層本法に対する伝頼を高めるものであった.さら

に検討を加えていきたい所存である.

質問 。渡辺(新潟大盤形外科)

尺什利l経縫合後指の開閉運動は回復したか.

鈴木〔福品医大盤形外科)

事l'経麻箆回復後には筋電図で，~:îì辰 1 )1放電が見られると

思われるが，示された症例では全部正常放屯である.fQj

振巾放屯は見られなかったか.

佐藤(日大主主形外科〉

神経縫合後の知覚回復も完全であるとのことであるが

two-point discrimination も完全に正常となるものな

のか 従来の成績では，神経縫合後には完全なる 2点識

別党の回復はないといわれているのだが ?

答:岡崎(京府医大整形外科)

渡辺先生に.ご指摘の点はよくわかるが，次々の症例

ではほゾ満足すべき成総を符ている.

鈴木先生に.もちろんその経 過におい て High 

amplitude voltageを認めているが，現在に おける

EMGは llormalNHU voltag巴と なっている.

佐藤先生に 神経縫合後の知覚回復のほ豆、完全であっ

たものでは，ほゾ満足すべき成績を符ている.
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59. 上肢における神経縫合術の治療成績

野村進 n:鍋円平 :w:田紀彦 樋口 ~H ，;1:ド

末If'l仲経がその迩続性をた〉れた場合，適当なH寺期に

総合されると再生し，機能の回復が始まる.しかしその

治療成総は各神経により ，また縫合部の状態，手術方法

や手技，手術適応の選択等によって異なってくる

そこで我々は金沢大学整形外科で〈過去13年 1ヵ月間

における上肢神経縫合術施行例3-f症例，41件経につき治

療成f~~に影響を与える因子につぎ検討を加えた .

治療成績判定基準

治療成総判定にはsiUlljとして間接のうえ，運動では

British Nerve Injuries Committeeの基準を応川し，

筋屯図による検索を併用した知覚では，脱失，i，n麻ま

症例

全症例 34例，41神経'1'，JSj査結果の判明せる ものは 33

例， 39TII終であった.これらは術後最低 1年，最t.:jI2年

を経過したものである

治療成績

1)鹿骨神経総合例， 14例 (表 1). 

悦骨神経縫合14{91J 中過、I~放の 8 例は優以上の成総でら

ったので，ほ〉満足すべき状態であった iTJ.および不

IIJの成総不良例は 4例存在したが，これら全例は上位ま

たは中位での縫合例であった.また手術フjUe.では症例 1

は封;J/~ 縫合後筋肢で被い，症例 3 は知覚伎のみの縫合で

表 1. ~骨神経縫合症例

症 {7jJ 原 l主l 仮~ 受日~ I 馳までの日

1 木O 22 2 カ'ラス 165日 上

2 牧 32 古 11 011 中

3 大O 32 s 骨折 左(知}，i;校) 5511 巾

4.5起 ) 29 古 11 左 9611 上

5. f公) 45 ♀ 挫 傷 五(述動校) 6611 下

6. U 19 古 カ'ラス 右 13511 中

7.?と:0 39 古 11 4411 下

8. :;r.f: ， 70 古 手術 3811 上

9.堀 l 14 色 金属 五(知党校〕 3011 下

10雨 59 色 手術 右 1311 上

11林 27 s 骨折 ム: 21311 巾

12大 l 28 古 機 2き 右(知:1'[校) 011 下

13.中 28 古 カ.ラス i正

14.飯 l 20 古 1'li傷 i五 9011 上

たは過敏，正常に分け，これを個イ('1¥瓜)1Aと重複領域につ

いて検索し 4段附に区別した 調査11寺米院不能例につい

ては，知覚および運動を把慢できるように作製した検ft

川紙につき回作を求めた.以上に基づいて秀，優，良，

百T. 不可の 5段|併に総合成制を分知した.

ホ S.Nomura (助教授)，S. Manabe， N. I-1igashida， 

1¥1. HigllChi 金沢大学受形外科.

(縫手 合術糸 法数〕 lzgl成い 前 |判定時

suture(多針)wrapping 5.31 Mo 5， M， 53 

suture (1 H) S.32 良 52 53 

100p sure (多重十〉 11 不可 5， S3 

dista1 flap 11 良 1¥10 5， 1¥1， S， 

suture (1 H) S.34 1¥1， 

suture (多針〕 5.35 不可1¥10 S， 1¥10 S， 

suture (1;H) 11 優 S， S •• 

cable graft S.36 可 S， 1¥12 S2 

suture (2 H) 11 優 S2 S， 

什短縮 suture(多針) S.37 11 T川。 S2 1¥1， S， 

suture (4H) 11 11 Mo S2 乱1， S， 

suture (1針) 11 11 5， S， 

骨短縮 suture(411') S.39 11 1¥1. S， M， S， 

slltllre (4針) 11 11 M2 S， M， S.， 

あったが多量|縫合で loopsuture を施行 し，症例 6は

術liij化!肢の存在したもので、あり ， 婚i痕は!ムi~主凶にわた

り，1'11経縫合は過緊張状態になされた またもi:{f1J8は神

経限切除後の欠以前に cablegraftを施行した.

2)正'1'林経縫合例15例(支 2). 

正'1'神経縫合例は15例であり，後以上の症例は 4例と

!Mi'1'!1経縫合例に比しその治療成総lよ不良であった 可
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例 |原因 |仰IJ I ~等調|蜘 | 手術法(縫鋭利 ZE | 成績 | 術 前|判定時
15.牧 32 古 カ'ラス 左 0日 中 suture (211') S.32 可 M。S， M， S， 

16.森O 3 ♀ 11 右(知党校〕 5711 下 suture (2 i!') S.34 優 S， S.， 

17.平υ 31 s 11 右 84" " suture (2ま1') S.35 良 M， S， M. S3 

18念。 19 2 " 右 135" 11 suture (多針) 11 不可 Mo S，' Mo S， 

19.坊O 25 苫 11 右 123 " 11 suture (2針) 11 良 M2 S， M3 S3 

20福O 39 古 " 右 27 " " suture (4針) " 優 M， S， M. S， 

21中川 22 2 金属 左 63" 11 suture (多針〕 11 百J M， S2 M2 S2 

22徳O 21 $ 骨折 右 300" 11 bilateral f1ap S.36 不可 M， S， M， S， 

23花O 21 古 金属 左 53" " suture (4 ilう S.37 

24.川O 37 古 ガラス 右 52" 11 suture (411') S.38 良 M， S， M3 S3 

25.中田 35 古 金属 右 75" 11 suture (4 H) 11 良 M2 S2 M3 S4 

26久O 26 色 カ'ラス 右 120 " " graft S.39 可 M， S， M2 S2 

27右O 50 古 " 11 290" 11 prox i ma I f10p S.41 良 Mo S， M3 S3 

28. 1:0 41 古 金属 左 96" 11 distal flap 11 優 Mo S2 M， M.， 

29林O 20 古 " 右 117 " 11 suture (多針〕 " 優 Mo S2 M， S， 

症 |原因 i
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~空間 | 部位 | 手術法一 1 :Eh竺l術

1:ljjjjjijjlrl:::ljj 
左

宕

左

左

右

左

右

右

53" 1下 1suture (4針)

192" 1下 1suture (2針)

S.37 

s.381良 1M，

227 
" 

上 |骨短縮 suture(4針) 1 S.391 優

下 1suture (4針) 1 s. 401 良

11 1 proximal flap 1 S. 41 I 良

" 
I graft I 11 I 良

138" 

290" 

96" 

596" 11 1 suture (多針)

11 I suture (4 in 137 
" 

および不可の成総の 5症例では，端々縫合例が3例，両

端よりの n巴rveflap法が 1例. nerve graft法が 1例

であった

3)尺什神経縫合例12O1J(表3). 

尺骨神経縫合例は12例であり ，俊以上の症例は 3例，

可および不可の症例も 3例と正中神経縫合成総と同様

前|判定時
521MaSG 

So Mo S， 

M， 

S3 

M， S. 

M2 S2 

ル13 S3 

ν1. S. 

M， 

Mo M3 M3 

Mo S3 M3 S3 

Q

M

Q

U

 

M

M

 

Q
M
Q
J
M
 

に，溌宇j判I経縫合の治療成fj{に比し不良であった.可お

よび不可の3症例はすべて端々縫合であり，これは化縫

または多針縫合をしたものであった.

次に表 1 ~3 より全神経を手術方法別に調査してみる

と，端々縫合27例中秀および優の成績は11例，骨短縮縫

合3例では 3例とも優 distalflap法 2例lド綬は 1例で
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あった 良の成主'J.'i.を示すものは，何μ縫合27例rl'8例，

distai flap i.t 2例'1'1 iJiJ. proxill1al f1ap i'.l、 2例中 2

例. full thickness graft 2例中 1例であり残りは可

または不可の成総であった.さらに端々縫介27例，骨短

縮縫介3例.loop suture 1例の計31例につき縫合糸数の

多以と治療成献につき調査すると . 4主|以下の縫合法で

は21例中12例が秀または優の成綜を示 し."rの}皮革liは 1

例でらった -)J5針以上の多重|縫合では10例中，優の

成総は 2íJi]で主主り 8 例は可または不可のJlli:*;~を示した .

一方昭31年第 1例日の手術以来，昭41年上!までの F術

の11年間をliij半6年間と後半5年間に分けて成長Iiを調査

した.前、|三の治療成総は21例中秀および優が7例，可お

よび不可が10iJi]であった.後半では18例rl'.阪が8例，

可および不可は 2例であった.

考 察

事l'経縫イ'\-i~i の治療成総の良否はいかに多くの再生繊維

が本来の終末臓誌と機能的結合をなし得るかにあること

は，すでに野村 (1966).伊与 (1967).細I11(1967)が

報告しているところである.しかし我々の行なった.榛

骨 ・正中 ・尺什神経の縫合成献では，正中 ・jく什神経の

治拡(}災総は俊fl・事l'経のそれに比し不良であった.この点

にっし、て-fx:々 は，皆目-神経は解芦1]学的に目、J関節直下で運

動と知党の 2枝に分れてしまうので，悦'iHI'経の下位縫

合例では，女flj.1:または運動校同志の縫合となり，上位ま

たはrl，{立の縫介に比し，縫合部での神経高泉純出乱の結果，

知党総維が終仮にはいるといった極端な missdirect-

ionはな くなり 良い成献をあげ得たと思惟する.一方正

中および尺什神経は，知覚と運動に分校するのは手関節

付近であり，上位，中位はもちろん，下位のほとんどの

部位での縫介も混合神経の縫合となるために，縫合iiflで

の線維のilt乱が11f骨神経に比し著明になると思惟されよ

うーさらに正'1'・尺什紳経は手指の細かし、動作を 'ijどり，

知覚でも下の学i!lljの巧激運動に関係する部位を IJ，める

ため，縫介t¥11でのわずかな神経線維の混乱でもかなり高

度の機能1;に1;'を残すであろうと推定される.

手術}J法については端々縫合がJJH忽的であるが神経の

断端/ln隙が大きければ，移植法 nerveflap法，骨短

縮法令;を ~.J.'伝しなければならず . 1.主々も少数例ではある

が施行したその結果治療成紙は'IJ-短縮術， distal nerve 

flap 法.proxill1al nerve flap 法の順に良好であっ

た.'i1"i:fij縮術につL、ては異論もあり .Colell1an (1944) 

は筋機能不全会きたす理由から反対している J~々の症

例では上腕骨でがJ3cmの竹短縮を施行しても北i-fIJJな筋

機能の障害はぎたさなかった 次L、で ncrvcflap U二が

すぐれてし、たが，これに関して ChalTier(1918). Bab-

cock (1927)は臨床的に神経再生はより;符し得なかったと

しているが， 野村ら ( 1967 ) はR.~史的に良L 、成献を何

ている. この nerve flap 法のすぐれてレる/f-は野村

(1967) .伊与 (1967)も述べてL、るごとく縫合部が 1ヵ

所しかないこと .1f・j又'1去側で Schwann細胞のm航が著

しいことであろう

端々縫合，什)f紛Jill々 縮合.loop sutureについて縫

合糸の多寡と成総についての調査では縫合糸が4針以下

の疲例にすぐれた成総をみた これは細川(1967) も述

べているごと<.縫合糸が多ければそれだけ疲痕j習が広

まり ，再生線維]刊の進路が{iJj?iーされることからも有A定で

きょう.すなわち不必要な多tl縫合はさけるべき?であ

り，またかかる多針縫合をしなければ離聞を起こす危険

のある場合はすでに端々縫合の適応をI¥llしているものと

Jfえられよう.

さらに我々はJlH和31勾，第 l例目の手術以来.nF!4lil・，

第34例日の手術までの11年間を前半，後、下に分けた'Itl&

成紙で，優以上の治療成総には大差を認めなかったが，

可，不可，の症例が後、j':になり激減した.これは手術下

校，方訟の改汚もさることながら，村1経縫合または移tili

術等に対するそれぞれの適応の選択が正確になってきた

ことが主内全なすと思仰する.

結語

我々は過去13年 1ヵ刀|聞に施行した神経縫合術31例，

41神経rl"治療成制の判明した33症(911.39対経にっさ治fJl

成絞に影響を与える肉下につき検討した.神経別の治療

成献では侠骨事l'経縫合成総は，正中 ・尺fl-やl'経の縫合成

総より良好であった 手術方法では端々縫合のほかに骨

合糸短縮端々縫介 nerveflap法が比較的良好でゐり，

縫を縫合部に多くかけなし、ほうが良成総を符た.また神

経世rr裂部の向j好状態、からP:Mノε縫合にするか，移l1ii法にす

るか nervef1ap法にするかの適応の選択が治療戊縦

に左:，(iすると考えられた.

質 問:ilt山(京大笠形外科〕

事l'経縫合の日兄弟;~を~，fîする因子には年令，外傷iの鶴湾1

(幹内損傷のひろがり)，下肢として前h捻似の予/iIJ. 縫合

部血艇の防止.8床のJ_~存，神経幹lλj放浪を健全部まで

切除して縫合したが，強くしめるような縫合をしなかっ

たか，縫令部の緊張竹内多くの因子があるが • 101'経幹内

板痕を十分切|徐縫合するためには上下にして縫合しなけ

ればならず，端々にか〉る緊張からどうしても多重|縫合

が必要になるが，それでも良成い献を得ることが多い.
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また神経移相f1の成和は明らかに端々縫合に劣っており ，

できるかぎり端々縫合すべきであると考えるが， 4~ 2 

主|以上多重|縫合を要する例は端々縫合の適応なしとする

考えには佼成できない.

7)( JJI o;u仔医大盤形外科)

1) 事i'経縫合の成績を左ホする因子は多いが上肢 3神

経についての比較では，最も損傷される頻度の高い部分

が手関節にある正中神経や尺'l'l"神経の成績が悪い その

原因として，手関節では，必ずといってよいほど艇の障

害があり ，このことが，機能回復に最も悪い影響を与え

るのではないか.それゆえ単に正中神経のパター γのみ

では論じられなし、と思うがどうか.

2) また手の機能回復は我々の症例でもそうである

が， リハビリテーショ γの占める役宮IJも大まいのではな

し、カ¥

3) 上肢における神経の移動性は高く 8~lOcm ある

とし、われるので，多釘端々縫合が無理であればもう端々

縫合ひいては神経縫合の適応でないとし、うのは早計では

ないか.

回 答 :東田(金沢大学主主形外科〕

津山教授に， 断端 gapの大になる場合は緊張度も大

であるから，もちろん断端離開を起こさぬように場合に

より多針縫合を行なうべき「である

7)(問先生に，1) 正中 ・尺骨神経の手関節郎でおかさ

れていた場合は大部分が腿績も伴っていた

2) リハピリテーションにっし、ては Sperryも巾して

いるように大脳での再編成上，これをやらねばならぬ.

3) 多針縫合は場合によってはこれを行なわねばなら

ない.我々はたゾ多量!のほうが成績が悪かった.

追 加 :岡崎(京都府立医大整形外科)

津山教授に我々の方法によると接合部に直接 tenslOl1

がか〉らないで，回復も良いと考えられるのでご追試願

L、fこし、.
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手の外科における神経損傷例の経験60. 

正ιIJTI'経縫合は18例で strang巴イI茎の 1ø~をのぞい

て下位出f1Jjで，すべて 2次縫合である.成主11は同 1のご

とくで， usefulの同復は，3ヵ月以内の縫合例では 5例

中 3例あるが， 6ヵ月以後のものでは 9例中 2例と成紙

は不良であった.また圧挫創あるいは有茎植皮を必要と

した症例では usefnl の回復は 8例中 1例にすぎない.

一方 strange 有主の 3例は早期に再建手術を施したた

め運動回復程度は判定不能で，知覚回復程度のみを示し

たが， 3例':1コ2例が}iは、tに関しては useful の回復を示

した.正中 ・jく骨阿TI'*'tが高JftのIIIi!苫を受けたiあfTには

適応があると号える.

尺骨神経縫合は11例で，上位損傷 1例，他の10例は下

位fJll努で，すべて 2次縫合である 成績は図 2のごとく

で usefalの[叶彼は，3ヵ月以内の縫.合例では 6例中 4

例あるが， 3ヵ刀以後のものでは 5例中 1例と成紙不良

であった また受傷原|刈が切創によるものであっても，

綴痕程度+が強<，ヰT茎摘!えを必要としたものでは成制は

不良であった

占野換ー*中 村修 nj1tF4元5長

干よどもは過去 10iF-I::1に上)J主におけるぷ州例経f.tH勾199

例を経験した そのうちわけは表 1のごとくであるが，

今回は神経縫合例で術後経過 6ヵ月以上)li-，kし 仰 た 症

例，悦骨神経 2，正中神経18，尺骨神経11，指神経 3，

合計31下!:経につL、て報告する.

枠終回復程度の判定は Highet の基準に従った 知

覚回復程度はらから S，までに分け S，φ 以七，すなわ

ち触党もかなり同復したが paraesthesiaの残るもの

以上を usefulの回復とした運動|旦l復程度は M。から

M，までに分け，f:案骨相p経については M3以上，すな

わち Eplが fair+以上， 正中神経につL、ては M3以

表 1. 症例

鈴木勝己"G':i楠 定雄

伊lメ弘、
口縫

q
d

q
f-

q

，“
 

1

1

 

症 例 数

24 

4 

39 

31 

44 

4 

3 

経

腕 神経裟

腕問

機骨

正中

尺'f'J

杭官 +A中
侠骨+)己tl'

神

指炉p経縫合は 2症例3TI'絞であるが，すべて 2次縫合

で，6ヵ月以内に縫合師、fを受けたが， S3+まで[111復した

ともに鋭?'i):によるものので，嬢痕程度ーも軽〈内然といえ

よう.

正中 ・尺ill'l'絞が同H与にいlーレベノレで煩傷され，同時

に縫合した症例は 3例あるが， 2 例はほとんどトJ~度の

回復を示したが， 1例は尺'丹市l'経の凶復がや¥.:必いとい

う結果を仰たが，症例を重ねて検討したい

次に干|則的部でのi丘中和l'車問~fU 例では知党 l叫彼が

usefulであっても!リJ行球筋力:回復の思し、症例が少なく

ない.単に技術的に未熟なためか，問題として残る さ

らに正中村l経縫合例で知党過敏状態が約 1年にわたり持

続し，やむを得ず cablegraft を試み，J}L在 5ヵ)1を

経過し， Tinel's signの伸長とともにう日I:i'，i:過敏乞訴え

ている症例があるが， Jti先生方のご意見をし、たゾければ

幸いである なお，以上報告した34神経はすべて完全断

裂例である.

Q

U

ヴ

'

に

d

B
A

'

A

司
A

ヴ

，

57 

上， すなわち付信球筋が fair+以上， )-('1'1中I'K&につい

ては M，+以上， すなわち小指球筋， ~1 1 千'f nuJ骨!日Ii紡

が fair以上に[111復したものをの同彼とした

榛骨神経縫合は 2例で， ともに上腕'ij'所に合併したも

ので， 1 :例はお(~ 2 j丙口に骨折手術と同時に縫合を試みた

が，術後l8ヵ月会経過し M，までの回復で腿移行術をul!i

した 他の 1例は 5ヵ月後に経一合したが回復がなく術後

1年で取n移行術を試みた ともに縫合困難な位例で当然

といえよう

rll二 中

il〈骨
Slrange 

l侠何
l E 中

尺骨

29 正中+)¥'I'r 

4 

17 

199 

~i+)~+ 正

指

;11 

事吉 語

諸家の報告と 1，;1必に年少行ほど成舶が良く，縫合まで

の期間が短いほと・成紛がt.lかった た Jし1次縫合例は

本 S.Takahashi， K. Suzuki， S. Cho， S. l¥akamura， 
S. Yoshino 関東労災病l沈没形外科(川崎市本JJ住占同J)
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症例も少なく .2次縫合例と比較でぎなかった 受傷原

因に関しては，圧搾訓によるものや.A痕l沌聞が広く有

茎材l皮を必要としたものでは成紙不良で，初期自lJ7fi療の

重大さを再確必した.

質問 自(大阪円赤大手前後11支学悶)

末梢神経回復のみこみがなく ，どの時JVJに下の再建術

に移行するか)1'常にむずかしい問題であるが， ウサキギ'1眺跡

骨争判神|ドl経の切断後b欣主i位白し経H

週以内に縫合したものでは'縫合時期にか￥わらず機能

回復のl時JUIはかわらない Towerらはヒトと動物の筋

肉の萎紡を比較し，動物では 3倍変性皮が強L、というこ

とから，演手?の症例で，腿移行による再建術への移行時

期が少し早いのではなレかと思うが.

答 :高折(閑-*労災jを形外科〕

1) K什伊l'経rJl傷{1~ で縫合U#ïfl見から rccuvery はほ

とんど比IH!J'でぎなレような状態で 1年後に reconstru-

ctIOnをしてし、る Ijl，、とは思わない.

2)彩、1"身末梢神経w傷の筋生検所見を調査したこと

はなレが，干下髄損傷似lで馬尾和l'経損傷性の麻街筋の所見

から類推すると .2.5 年~3 年ほど経過すると変性部分

がかなり大となり， reinneruationが起こっても効果が

ない状態であると汚える.

61. I'JIi腕件l筋群麻婦に対する腿移行術

メLち英二 長尾悌犬 平尾尚徳 井関三点男 立川富也*

非同w性の健'目中l'経麻庫， 腕利l経司r~麻療，ホリオなど

でliii腕('1'筋:n宇治:比絞的選択的におかされた場合に融II移行

術が行なわれるが， 1882年 間coladoniが初めて行な

って以来 Jones，Stoffel， Perthes， Starr， I-Iass， 

St巴indler，Riordan， Boyesらの種々な術ぷが考案され

ている.我々 はlJLiERiordan法を用いているが，従

来は主として Perthes法， Hass 法を行なってきた.

Hass 法の欠点についてはすでに洋下教授らにより指摘

されているがs 今なお広く川いられているようである.

今回，比較的長期間の成献をもとに若干の検.Hを行なっ

たので報告する.

過去15年!lilの症例は15例で， Stoffel 法 2例，Perthes 

法 5例 Hass法 8例であり，疾患別では，皆目中"経麻

効no例，腕伊"終段麻煉3例，頚神経恨!日D例， 型j'j髄J負傷

1例である.以上のうち，.長期間の成献の判明したもの

は，Hass itと Perthes法の症例である.

以下代表的な症例をあげると，

症例ト 25才，1)下 鹿骨神経麻姉，受傷後3ヵ月

で j-Iass法{r行なった.術後 1年 7ヵ月では手関節の背

屈は口班点jに450
まで可能で，筋力はやや弱く fair で

ある.常hl!は務が(lJI}jHえでは 550 まで可能で，j旨{r屈山

すると 450 まで可能である.指の仲良はM.P.I1¥.1節にて

完全1111展ができず，特に示指のイ'11展が不良である.また，

調俳 E. Marumo (助教授)， Y. Nagao， N. Hirao. 
M. Izeki. T. Tachikawa 慈恵医科大学幣形外科.

f手指は末節の1111展は良好であるが，外'1去は不十分であ

り ，握力は在~側の 63kg に対して 5 kgできわめて弱い

が，手関節を他動的に同定すると 25kgに増大する.

症例 2. 32才，児下棋骨事l'経麻観.受傷後 6ヵ刀に

て Perthes法を行なった. 術後 2年 3ヵ月では子関節

は背屈約 10。ぐらいをとり，や〉僕屈している.下関節

の自動的背屈は 550 まで可能で，指のイ[l'展はM.P.関節

にてや;.¥liIJ限され，またや〉不揃いである.手間imの掌

屈はもちろん不能であるが，指の屈山市l限はなく pinch

も良好であり ，街UJは健側38kgに対して25kgである.

症例 3 16才，児T.交通事故にて頚梓経線!悦と右

上腕開放性骨折会受けた訂関節の挙上，n，j閑1iiiの屈世1，

手関節の1T屈と指のやIJ展，舟指の伸展，外転が不能であ

る.受傷後 3ヵ刀にて Perthes 法を行なった.その後

9ヵ刀にて Steindler手術を)卜l関節部に行なっている。

術後2年 2ヵ月では下関節は約 30。の背屈{立をとり ，臼

動的背屈は良好であるが， j行の伸展は不完全である.指

の屈曲は良好で， ほぼ満足すべ~ pinchが可能である.

短力は健制I1の30kgにおIし16kgであるが， 日常生活にき

したる不使はないという .

税骨有l'絞麻療にて再.illが必要な機能は子関節の-I'f届，

tFiの仲良， r叫行のイEjl肢と外伝である liij述の症例で示し

たように Ilass 法でも手関節の1'f凪の日的は淫せられ

ている しかし下関節のj''f屈は指の{II'展を伴い， i行の屈

r111は手関節の常屈をもたらすもので，手関長i[jを経度-I'f屈
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位に保って把握を行なうことが困難で，握力が著明に低

下する 我々の症例でも 10kgを越えるものは な か っ

た.そして手関節の掌屈力は桁を握らせると 良好である

が，指のイ中展位ではきわめて弱くなる また指の仲展で

は M.P 関節の伸展の完全なものはなかった. また問

機に母指の外転も軽度に制限されている.

これらの欠点は，手のいわゆる key join tである手

関節を stabilizeする筋群が手関節に直接作用しなし、た

めである.すなわち麻療に陥ってし、る手根伸筋群は再建

されず，手繰屈筋も指の仲良のための motor として月]

いられるため失われている. perthes法では手根伸筋最n

を用いて手関節の tenodesis を行なつであるので， 手

根イ中日方の機能は一部代償され，指の屈筋の synerglstの

ごと く働き屈筋の機龍に良好に作用する そ こ で Per-

thes法を行なった症例では握力は大さく ， また Hass

法でも手関節を他動的に固定すると握力が著明に増大す

る.一方.tenodesisを行なっても ，指のイ中筋の syner-

g l St としての手根屈筋のうち最も ~~l 、 palma ri s longus 

のみが残存してL、るので，手関節を stabilizeすること

ができず，指の伸展に際して手関節の背屈が強 〈起こ

り amplitude が指の伸筋より小さい手様屈筋では指

の伸展が十分に行なわれな くなる.母干11の外転について

も同様で，母指を外伝すると ，手関節の陵屈が起こり ，

外転が制限される.他動的に手関節の'f'T屈を抑制する

と，猪の伸展や母指の外転は改善される 指を伸展する

動作は把慰している手をfjfjくのに用いられるので，指を

伸展し，手関節屈l出位をとることができず，我々の症例

では顔を洗うのに不便を訴える症例が多くみられた. し

たがって手根屈筋のうち強力な flexorcarpi radial is 

または flexorcarpi ulnarisのし、ずれか 1つを残して，

手関節を stabilizeすることが重要と考えられ，こ こに

Hass法や Perthes法の限界がある.また Hass 法で

は指の屈曲に際して手関節が掌屈するが， この際. M. 

P 関節の軽度の屈曲制限をみた.これは amplitude

の小さい手:Jb!屈筋を，より大きい amplitude をもっ指

のイ中筋に移行する結果と J5えられ，これが筋の power

の問題と相まって長期間に下垂手が再発する例がある原

因であろう

Tenodesisを併用する Perthes法では子の機能は著

l!Jlに改善されるが，手関節の掌屈を失うので，移行筋そ

のものに問題の多L、腕利l経法麻原やポリオ等の場合に用

いるべき「であろう Tenod巴SISを行なった症例のうち，

'1-'T屈度の減少した ものが 2例みられた. 1例は能'白'神経

麻惑で，術後 2年 1ヵ月で術rl'背屈 300 に固定したもの

が 100 に減じている.また砲の 1例は)腕神経叢麻療であ

るが，術後 3 年 6 ヵ月で掌屈位をとっている • Perthes 

は tenodesisに際して援側，尺側の手根イ中筋を全部用い

るか，または extensorcarpi rad ial is brev is のみで

よいと述べてし、るが. Jiij:?';のほうがすぐれていると考え

られ，また彼のいうように tenodesis の縫合は特に注

意すべさ と考える

質 問 -津山 (東大整形外科〕

我々は喰わず嫌いの傾向もあって Hass法を愛用して

きたが，演者ーのいわれるような欠点に気がついている

Pronator teresが強ければこれをE.C.R.に植えて手

根伸展力を独立に与えるようにしている (Jones法). 

洋下先生の Hass法に反対される主な理由はなにか， F. 

D. S を朋L、る方法の経験はあるか.

丸尾(慈恵医大整形外科〉

i宰下先生に我々も最近 Riordan法を用い て いる

が，こ の方法は旬指の伸展 ・外転の再建に対し て強い

palmaris long を用L、るだけなので，母指のや11展 ・外

転力が弱L、ように忠われる.この点どうか.

答:津下

Hass 法については手関節の背屈力が再建されないの

で手関節の stabilizationが十分得られないこと， また

筋と して長掌筋のみが残るので屈 l出力が~~l 、欠点がある

のではあるまいか.

Riordan 法にももちろん欠点がないわけではなく，

たとえば手関節が箆側に偏位しやすし、こと ，屈曲作用も

Hass法ほどではないにしても制限を受けやすいこと.

また母指の外伝も健側と比べてや〉劣るが末節の伸展は

十分なので機能的にはさほど障苫は訴えない.以上で完

全を期待することはできなL、が総合的にみて Hass法よ

りはすぐれていると考えている Boyes 法の経験は少

ないが指の屈筋艇を力源とすることは Sublとはいえや

はり障害があるとし、わなければならず，また報告された

術後の写真などを見ても Riordan法より 特にす ぐれて

いるとは考えていない.

なお，最近では Riordan 法を少しかえて尺側手根回

筋礎のかわりにちE側子根屈筋騰を骨閣を通してやド筋鍵に

むずひιi結果を得てL、る

追加:田島〔新潟大盤形外科〕

~士山先生の発高に対し . Flex. supb.を送力艇として

用いる Boy出 法の経験によると ， うまくいった例では

たしかに手関節を 卜分1TI:.dした!I主位にしてもM.P 関節

が完全に伸展できて他のし、かなる方法より成献がすぐれ
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ているが，欠点は'内'間膜に 2本の Flex.sub を通さね

ばならないので adhaesionを生ずる危険が祁ーにあるよ

うに思う .

丸尾先生の発 r1に対し，Ext. po!. long または abd

po!. long と pall川 long と比べてそれほどな考えが小

さし、わけでないし，移行術後，関節回転l担I1と腿付着部の

距離(テコの腕の長さ〕が長くなるので，十分外転が可

能であると思う.なお力については伸展，外伝はその反

対運動の準備運動と考えられるので，それほど強L、力を

要しなし、のが一般的と考える

62. ~髄J負傷患者の麻庫手に対す る治療

横山良治 前之国三郎 πl中 徹 吉良 tl1i11 藤間久夫*

顕髄tw努忠、行の手指機1ì~の残干1-状態は種々多縦である

が，お〉むね下関節の屈fil1筋力のみを残し，手指の屈イ巾

筋においてはまったく筋力を残さなし、場合が多いようで

ある もちろんこのま〉の状態では手としての機能はま

ったくなく a 多くの場合おのおのに適した強JLをつける

ことにより機能を仰るように努めてL、るが，後JLをつけ

るに当つては必ず人の手を1141りなければならず，この煩

j;~j ゴrr

症例 1 I Opponens plasty 

症例 2
1 

Opponens plasty 

表1.

前回報告した 5症例に対する手術術式は支 1のとおり

であるが，このうち述隔地へ転医した症例 2および術後

間もなく死亡した症がu4を除く 3症例についてまず経過

を見てみると ，症例 1は F.C.R.を motortendon とし

て opponensplasty をl庖行したが， 術後 2 ~を経過し

たる現在，lateral pinch が可能となったのみで宍川に

耐えず，忠/'fの希望もあって再下術を行なうことなく

術 式

F. C. R. 

lp山 y(t州 |I町 tionof transplant 

I F. C. U. E P. B (Bunnell) 
F. D. S 
(4th) |F C U 

(Bunnell) E. P. B 

症例 3 母 ・ 示指中手骨骨間固定術および腿移行j;~Í F. C. R → F. D. P. (2nd-5th) Brachioradialis→ F. P. L 

症例 4 M. P.関節固定術

11包{71J 5 Bunnell's transfer 

症 例 6 I 尽・示指Ijl手脅間同定術および腿固定術

症例 7 
1

母示指riI手骨閲固定術および)馴定術

両仮~第 2 -5 指に施行

F. D. S. - splint → Lateral band 

Flexor tenodesis 

Flexor tenodesis 

症例 8 1:< .示指中手何間固定術および腿務行術 I E. C. R. B → F. D. P → F. P. L 

雑さの除去および強兵以上のスムーズな機能の獲得を R

的として次々も穐々の手術を行なし、，昨年のみ;学会にお

いて 5例の報f与を行なったが，その後，時日の経過とと

もに予測し件なかった変形i句縮をきたす症例もあり ，治

療上反省すベi争点も少なくなし、ので，その後の経過を追

求し得た 3~Jに新に手術をl血行した 3 症例を加えて報告

する

事 R.Yokoyama， S. Maenosono， T. Tanaka， S. Kira， 
H. Fujila. t'l'ド労災病院整形外科(神戸市1.i合区徳池通1

wrist dri v ing. flexorhing巴 splint を装只ーをつけてい

るが， 訓練により ~IIJを iRけるまでには上達してきてい

る.この場合示指のピンチに京、jする屈曲力が不十分であ

りLI的を達成できなかったものである.

o¥に症例 3は術以Ij， 示指，中指に s、川nneck変形を

皇し，f叶旨を合めて手指の屈伸はまったく不能であった

が， F.C.Rは強く筋力 4を残していたので， 舟指点、jド'J

位囚'ii術とともに名指の問Illlを作るために F.C. R を

F. D. P.に， またほmの指関節の屈曲を t}るために



一般演 題 1165 

brachiorad を F.P.Lへ移行した 術後は各指の屈llll

も可能となり ，tip pinchも改善されたが，時日の経過

とともに常に起こる上肢主主筆のために swanneck変形

の再発とほ折の 1.P.関節およびM.P.IJJ節の屈aJl拘紛

の発生を凡 ， まったく実用に耐えなくなり ， 引き続~示

指および'T指のM.P 関節の回定術および lateralband 

に Litter'sreleaseを施行したが現在なお P.1. P.関

節の屈曲附古が認められる.一方舟折にがlしてはM.P. 

関節において短縮術とともに対向位不足を補う怠味で回

旋を加えて固定術を施行したが， F. P. L へ移行した

筋の緊r~が強すぎたため 1. P. 関節は強く届出1位をと

り，忠朽は 1.P 関白iJを屈曲させたま〉物を摘むとし、ぅ

我々の予組、もしなかったような使レ方をしてし、る 本症

例におし、ては swanneck変形を肱Il移行111>1のみでc&;rf.し

ようとしたことは誤りでむしろ P.1. P. 1)1;1仰の凹定術

を行なったほうが良かったと考えられる

症{1~ 5は布I'iliij両側ともに複雑な屈曲位変形を呈してい

たが，鷲1'-変形と同様に考え，Bunnell法により F.D.S

の腿移行術を行なった.Wi後は完全とはし、えないまでも

大きな物体のf巴混を可能にはしたが，次第に屈dH位拘縦i

が強まり，特に物をつかむために頭部を前屈するとぎ，

反射性に下指の仲展は|障害され実mは困難となってい

る.

症が~ 6は術IIIj，U'; 2 ~ 5指の 1.P 関節の屈曲位強直

を1iしており，また残存筋カがE.C.Rに|浪られていた

ので f1exort巴nodesisと母指対向位固定術を施行した.

結果は形態上も良好となり ，また現在までの症例中で最

も強いピンチ力を得ることができたが，M. P 関節伸展

のための操作をしていないので手関節句掌胆位でのほ ・示

桁聞の聞きが十分ではなし¥

症例7は受傷後日も浅く指関節の.j"Ii;縮はまったくな

く，しかも示指の伸展が軽度ながら可能なので，子析の

屈曲を可能にする目的で flexortenod巴sis を行ない，

f引旨には対向位固定術を施行した 結果は!な折の刈向外

転位の不足と術後間もなし、ことも為って手関節の'I'f屈力

が弱く十分なピンチを得るまでには至っていなし¥

最後に症例8は筋力 5のE.C.R.Bを利用して，手

指の回世iのために F.D. P.へ移行し，また他に適ぶ'iな

筋カを~'}られなかったので母指の屈 IJ1I にも E.C. R . B 

を利用した.術後はピンチの形態は良好であるが手関節

の背屈力が弱まりピンチカが十分ではない.今後の訓練

により改書されるものとは考えられるものの，術前に比

し著しくI"f胆力の低下したことは残存筋力は可及的に現

状に温存してお〈ことが望ましいと思われる.

結語

1963年 NiekeしPerryらの報告した surgicalflexor 

hinge handは残存せる E.C.R.を移行することな

く，その力を!腿固定術により利用する力法で理論的には

最も強い 3点ピγチが得られると考えられるが，このこ

とはたまたま指骨関節に強直のあった症例に flexor

tenodesisを行なった症例 6で最も強レピンチカが得ら

れたことでも明らかであるが， E. C. R.のほかに利用

でさる筋力が残されている場合やは り腿移行術により

active な機能を得たし、と考えやすく ， また府 ・肘関節

の機能のある者で上体の移動を行なう患者にとっては不

利な点も考えられる.また母 ・示指中手骨問固定術はす

べての症例に利用して良い方法と考えられるが外転位は

得やすくても対向イ立が不足となることが多く ，M. P.関

節で回政を加えて区l定するのも一方法と思われる

次に極性麻生Eの強L、症例では筋のパランスがくずれや

すいと思われるので舵手術のみに頼らず関節固定術を川

いるほうが良レ結果を得られるものと考えられる.

以上少数例の経験ではあるが，頚仰の下機能の再建に

は残存ぜる筋力は可及的にこれを温存し，tenodesisま

たは指関節の同定術によりその力を利mする方向に向け

られるべきであると与える.

質問:三浦 (刈谷車問病院整形外科)

母指対向位不足におIしM.P.関節で回旋を加えるより

C. M.I*J}jfiで回旋を加えることが適当と考えられるが，

L、ヵ、ゾカ、-

鈴木(福島医大整形外科〕

Flexortenodesisにっし、て次の点を教えていた Yきた

¥". 

1) Flexortenodesisによってどのくらいの)Jが得ら

れるか.

2) Tenodesi巴 をする腿の張力をどのようにして決

めるか.

3) Tenodesis後，艇がのびてかが弱くなることはな

L、カ¥

答:横山(やpp労災整形外科〕

1) Flexor tenodesisについて.Tenodesisの ten-

slOnについては術後減弱することを考慮して背屈20。に

て最も強いピンチを得るようにしてL、る.

2) Tenodesis における力の強さについて. 計量的

に測定していないので数字では表わせなし、が，はさんだ

ピースの箱を柔かくつぶせる程度である

3 )母 ・示指中手骨間固定術について A.D.L に
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おいて患長が樋幹を手掌面で体重を支持するのは確かに

困難な点がある この点は flexoptenodesis でも同保

であるので，次々はこれらの手術会躯幹支rY'の困難な患

缶のみに行ない，また躯幹支持の可能な忽缶に対しては

行なっても少なくとも両側に行なうべき「でないと思う.

4) f，計百のM.P 関節の同定につし、て 次々の症例で

M. P.関節において固定術を行なったのは OPPOSltIO日

において母指の長さがあまること，およびnTmのがI向位

の不足を補い，かつM.p.J)!:ltinの屈曲位拘鮒iの焔正とい

う点を同時に満足させるため， M. P 関節におし、て短

縮，回旋固定術会行なったのであって，C. M. jYilijiJ閲定

術との比較はできない.

63. 麻~f!手の機能再建に関する経験

中村裕 知l田和男 山本般雄*

Jえ荷が過去 3年間に取り倣った外傷性麻擦の症例は，

飢髄損傷32例，腕神経;桂月初車 5OlIであるが，我々は有効

な動力筋のある症例lに対しては腿移行術，腿固定術を行

ない，あまり強力ではないが手関節の自動'11屈運動の可

能な症例には，flexor hinge splint (以下 F.I-I. S.と

略す)を使い，まったく動力筋がない症例には体外力源

である人工筋肉を使JTlし，ADLの向上会計っている

もちろんスプーソとベンをかねたような極々の device

やフィダー ，ノプ付，またはライトタッチで運転できる

屯動式'I(柿「て?の補助装具をJIlし、る必要がある.以下作

治療昨につレて.f.li/<の経験OlJを報(つする.

症例1. lT5<<)Jな動力筋のない場介 (F.H. S.例) 小O

イド0，J!I....r， 児 F 学生.

tr~5 ， 6凹頚脱白骨折 c.以 F不全麻康，lIiW， 9 

月，体行時間中，後ろi-1I返りに失敗し後頭部より階落，

受(l)j . 受 fl，~後 2 ヵ月 Ilìこ C ，~C 6 I/n脊雄前方固定術会受

ける. 11i'}l2， 3刀，当院に入院.入院時の筋)Jは，尚子

WluiJの71屈は椀fJ{Uullif立JWIUlが fair，掌屈は trac巴と筋

力が弱く A D Lはほとんど不能で， 日常生活の全動

('1・にすべて介助が必要であった 入院後筋力増強訓練お

よび，F. I-I. Sを)Ij¥，、ることにより ，食'J，:や身のまわり

動作が自分で可能となり ，現在車附子で1'1)]移動ができ

るようになった.

症例 2.fi5<<)Jな動力紛のある場合(I*lW;1定術) 岡O文

明.18.{" ，男子.中生

第 6<jIJjj住!悦r1， C7 不全，C，完全麻療，11/140， 10) Jラ

グビ-f'v!!判'1'にスクラムが)J)iれ鋭部会捻り，四肢麻俸を

本 Y.Nakamura， K. Hatada， T. Yamamoto: 図、.1. ~ l/ l f・I
病院蛍nmr↓ (別府市亀JII).

きたす.f/HLIO，10月 C，_7IUI同定術を受け，np，41， 9月当

院に入院，入院時筋かは，阿協什側i侃位屈曲は good尺

骨側偏位屈曲は poor，同総 ・尺骨fJ{11位{rl'展は poor，で

あった 入院後筋力別強を行なった後，F. H. Sを後若

しかなりの機能改善をみたが，車椅子 i l~:ょが別IJ{'Iニミij\にあ

る程度の障害をきたしたために昭42，4刀，左手指屈筋

lJiJ!のJYill回定術を行ない，ほとんどのADLが可能となっ

た.

症伊IJ3 有効な動力筋のある場合 (1腿移行術)。犬O孝:

0， 15才， Yj子.午生.

頚髄不全麻1貸し昭41， 8 月 ， 約 2mの r~ :Jさより 川に'1去

落し四肢麻却をきたす.某医にて受{初出後より ，グリソ

ソ隼づ1，f/R 41 tl二末より歩行訓練開始，歩行も軽度ーの極性

麻燦を7'"Jeすのみとなったが，主としてイT下指の巧徴性が

なく特に食'Jj:動作が困難であった.117142， 2刀子阪屈筋，

円内1"/紡を{史った Riordanの胞移行術を行なった そ

の結果，答:の使用，雪下等ADLが著しく改汗され，退

院した.

次に状々はアメリカの RanchoLos Amigo 病院の

Dr. M. C. Ribben によって考案され， さらに同院の

Dr. NickelらによってiVI究夫川化された人工筋肉(art!

ficial muscl巴)を splint につけて機能の向上を試み

た.人工筋肉はゴムの3担金ナイロソのラセン織のサヤに

入れたもので CO，ブfスによるゴム袋の膨娠によってそ

の経企噌し，-)jその_k'lidJJ;向に収縮するものである

なお収縮率は約30%であり ，実際の筋肉の収納にきわめ

て煩似した収納カーブ会示す CO，のガスボンベには

内圧を調節する regulatorがついており 50ポンドに保

つようになっている CO，7/スはチュープによってパ
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ノレプに導かれパルプを通じて人工筋肉に達し，随意的に

パルプがガスの充満，保持，排気を行なう .大体.)(1通の

使い方で小型の O.5kgのボンベで， 1 ~2 日の使用に

耐え仰るものである.我々はパルプのコントローノレは反

対側の日l下帯の祭上を好んで使用している.次にこの人

工筋肉を佼川した症例を執告する.

症伊IJ 1 左腕材経叢麻痩.吉o'，r-;・0.25才，男子 大工

ss40， 1月交通事故にて受傷，某医にて急、数処置およ

びその他の治療を行なったが，左肩関節，nナ使節，手関

節，手指のfI動運動が不能の状態でsi'i40，9刀当院に入

院，入院後神経剥脱術およびl陸移行総jを行ない訂関節挙

上，目、j関節の屈伸が可能となり手関節以下の運動障害を

残すのみとなった.筋力増強訓練および，関節運動域の

増大生干の慾形外科的機能訓練を行ない，人工筋肉装具

CF.H. S 併)11)を装后し昭41，11月退院した なお肩

関節に対するJ~移行体Jは m. trapezius を acromlOn

に付けたま〉上腕骨の大結節に固定する Batemanの方

語、である

図 l

以上の結果，ぷ1のごとく ，入院前まったく不能であ

ったADLが苦しく向上した なお本忠-r..は見事に社会

復帰をなし遂げて現在大工をしているが，強兵の故障は

し、まだきた してない.

症例 2 イ{腕pll経叢麻原(人工筋肉2コ使用例)大O

mo. 18. ， ')) -f. 

昭41，3)J. [1伝ili乗車中采即117.と正面(!I!i突し， 頭部

を過イlt展しれ上肢の麻庫をきたす 同H寺に左前腕骨折あ

り，某医にて'汗接合術および和)l経剥縦術を受ける.受fj]j

1167 

類 141:1414
戸「可 。I-x

I1 
_1摺ド;zt日7

庁Ix

τ下
\ol~ 
司了

一一|τ-¥x 

'-0-'寸 。¥-x
πT司マfO

l剖÷÷|÷

掌指|刻節の周!Il1

:掌指関節のイ中展

指の外転

母

r:J:tl'iの対立 10¥ x 

母指の内転 ¥ 0 1 x 

母指の外転 10¥ x 

~指関節の周i1l1

指関節の屈反

:'/~m'J!l節の f，jl/J~ 1 0 I x 

指関節の伸展 ¥ 0|× 

指

続骨側偏位屈!Ill
手

関 尺骨側偏位屈曲

第
総骨側偏イ立イrjl展

尺骨側偏位伸展

A 0 L 項目

手提げ靴をもって歩く

ズボンをはいたりぬいだりする

ひもをむすぶ

ボタンをかける

7 ツチをする

前 |人工筋肉

| 口

| 口

| 口

1 x 1 

1 x 1 

1 x 1 口

主将を使う

重いものをもち速ぶ

スイッチを操作する押す

引戸を左右に動かす

ソケットを差したりはずしたり

0 可能，口劣る， x 不能

後 7ヵ月で当院に入院. この症例は右万戸j関節挙上，JH関

節屈仲，手指の運動が不慌であったために，まず右JIi関

節固定術を行ない，次に図 1のごとく肘関節iの屈仲川に
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1木，1'析のピンチmに 1本と 2木の人工筋肉を装着し

た.ADLは装丹後， 日H年も浅L、ので，市j症例ほと'効果

的に使川できなし、が，ぷ)Jhiの着脱，食事動作等のADL

Uこかなりの改善をみた.

結語

我々は鎖秘扱{Vjおよび，腕神経J援麻療の症例に対し

て，残存筋力を利用し，ADLの向上に努力しているが

その症例を報告した.その結果次のような結論を仰天こ.

1) 使える有効動力筋がある場合には拠移行術，およ

び腿luJ定術を杭極的に行なうべきーである.

2) 動力筋があっても，手術の適応がない場合には，

F. H. S. を{史う

3) 筋力がまったくなL、場合には CO，を体外力源と

した人工筋肉を杭極的に利用すべきである.

4) そのほか関節固定術，筋移行術， 草締子の改菩，

deviceの工夫等の機能的併JTJを考えねばならない.

5) 頭以に対しては麻庫レベルに応じた.最終的なA
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+:可能または必要， 。不可能または不必要，

土 ケースによって可能または不可能.

DLのゴーノレ会期待してし、る C，の完全麻1車では手の

ADLのほとんどが可能である(表 2). 

6) 手術にせよ ，法具を佼川するにせよ，手指やその

他の関節の拘紛，変形は致命.]~Jになるので受傷l立後より

t'i極的なROMや変形の予防の必要性がある.

質 問 ・山保(民大強形外科〉

1) 母指，ノlミ祈nnの対立位同定をした場合は，手関節

をi'f屈してマットに予をつL、て体動を行なうとし、う頚髄

損傷忠者の大切な運動の際にじゃまにならないかどう

力、.

2) 頚悩損傷忠必に tendon transfer， tenodesis等

の機能再処をはかる場合技々は受似後最低 1年半はまた

ねばならなし、と考えてし、る

矢部(阪大雄形外科〕

動力源がない場合の顕髄f負傷，腕神経i在麻箪の場合は

指の知覚を欠くと思うが， CO，を利川しての人工筋肉

使用例において，特に正.1'pjl経支配域の知覚脱失をどう

脅えられるか

答 ・"1'村 (刀1]応j病院監形外手、1)

1) 我々はぽ則として単なる外転位の deseならば反

対である Shol.t opponens hand spJintで十分である

し泊、し ope をしても pushu p ~，こ 11 han d gelen k を

使うのでさしっかえなL、と思う

2) いろいろの|邸末症状，たとえば筋萎縮が特に著し

いとかよほどこれが完全麻阜であると思っても，数年経

過して働くものもあるので ope の決定には広illにせね

ばならぬ また ope直後成紛が良くともあとで必ずしも

満足でをないことが多い.それでまず東灘t.r.能的副下で

がまん強く待つことがよい.少なくとも半年以上，でき

ればももっと長く 1年以上も待ったほうがよい.

3) 人工筋肉をつけた場合知覚は我々のケースでは腕

利I経麻療で指尖の知覚はあった.

64. 肩 関 節 機 能 の 能動的再建

山田憲吾 野島元雄 弁形高明 遠藤 β 男 三 好 史 郎 本

従来，肩関節機能の再建には，麻里巨日に対する閲J[j固

定術，習慣;:1脱臼に対する烏口突起形成術など汗，関

* K. Yamada (教授)，M.Nojima (助教授)， T. Igata， 
H. Emdo， S. Miyoshi・徳島大学整形外科

節に直接1迂裂を加えその静的安定を企凶する方法が採用

されているが，その成献は必ずしも満足すべきものとは

思われない. ;fJ.，どもは必ずしも肩関節は，その安定，運

動の方向の規制がもっぱら筋力により営まれるという機
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表 1症例(麻鹿沼)

術後経過i 外転〈剛)1的挙噛即 |綱大力〈酬叫屈励〈術耐 |山外〈術開 |組大力〈健)kg

7年 3た月 500 W) 1 850 (50) 1 4.5 (9.5) 

2 5年6ヵ月 47' (10') 136' (10') 

3 |5b 月

5年 1ヵ月 55' (5') 1240 (100) 

5 3年9ヵ月 380 (0') 1WO (50) 

6 3年 3ヵ月 500 (5') 95' (10') 

7 2年

8 I年6ヵ凡

l. 51!月

(平症例9を除均く)I 480 112' 

能解官IJ学上の特殊性を考1&し，紡腿移行形成術により動

的安定を付与し機能の再建を計ってL、る.こ〉に麻簿

肩，習慣性脱臼に対する上述再建if<rの実際，成績の概要

を取りまとめて報告しご批判を抑ぐ次第である.

1. 麻痩肩の再建

日常生活において，手控が度目l却にまであがる範囲の罰

運動があればさして不使を感ずることはない 具体的に

は，外t伝50。内外で，約100。まで上腕が挙上できれば満足

される訂機能といって過言ではない そこで麻庫府の治

療に際し，機能保全筋を利用し，上述運動範囲のし、わば

単il4h性|主Jfi[iの再建を企て以下の筋腿移行体?を行なった

すなわち機能保全筋たる大胸筋鎖'，1'$の肩峯への移

行，ならびに僧帽筋鎖'庁部の三角筋イナ~:tf刊の移行(1泊中日
筋はその末梢端に筋膜取l!を縫~gし移行〕を主体としたも

ので，か〉る移行術により，上腕骨に 2つの異なった方

向の作動力がもたらされ，これらは 1つのベクトノレに合

成され，所期の運動軸を介して上腕の童話上が期待できる

ものと考えたなお症例によっては，大円筋 i閤背筋の

大結節外方への移行，三頭腕筋短頭の肩峯への移行を加

えた さらに上腕神経叢損傷にしばしばみる肘屈曲障害

に対しては，五n写iliと同時に Bunnell'sflexorplasty 

を行なって肘のJiTI山および前l腕の国外障百除去を計ろう

とした さらに肘屈曲障害の改善のみが要望される場合

には，大胸筋の上腕筋の上腕骨付岩部を切離し，これに

筋膜腿を縫着しながら末梢に至り腿部に縫着する手抜を

用いたものもある.

さらに最近，月末都府とともに肘屈曲l隙苫を呈する 1例

に対し， 上述僧帽筋鎖骨部を三角筋付着苦sへ移行したの
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ち，大胸筋鎖骨部の鎖骨および上腕骨付着部を切りはな

した.そして図 1のごとく ，血管，~Ii経を温存しつ〉遊

~t筋群を作製し ， その中枢端を肩巡に ， 末梢端を二頭腕

筋腿に縫泊した.かくして肩の挙上能の再建とともに肘

の屈曲能の再建を企てた.

図1.

さて以上の再処術に閑し，現在までの経験例 9例は表

1 のごとく，上腕神経~fß.傷Vこて ;)1三回復性麻原と認めら

れたものである.上述大胸筋遊間世間胞移品'術を除く 8例

は，術援 1~7年を経過し ， その成総も pfr期の日祁をう

わまわるものがある.すなわち外転平均 480，前妻子ー平均

1120に達し，筋粗大力もかなり強<，ほゾ満足すべき成

献を示している.移行筋の筋屯図からは，移行大!淘筋お

よび僧中日筋はともに上腕挙上に伴い活発なλ電を認め，

全般的協調作用のもとに，f出動力学的効果をよく発症IIし

ているものと推測される，また肘屈曲障百の改主主もきわ
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表 2 症例(習慣性脱F!).

年令 性 原 脱 ドl 型

古 肩を強打 |上肢外転挙上時前下方(右)

2 … 傷 l ff ff ∞ 
3 23 ， o 誘因なし 上肢悲引時前下方(お)

4 22 ♀ 11 11 11 c1.己)

5 32 苫 肩を強打 上肢外転挙上時前下);(左)

6 36 古 11 11 11 (左〉

123 [♀liFむ |刊(右)

めて満足すべきものがある.

代友的症例の 1 ~2 を示すと，症例 4 は， f~j 前日の挙

上は 10
0にすぎず，)]>J JiJ! IUJI埠害とともに経度ft.J彼状を呈

した 上述大胸筋および{也市首筋鎖什部の扇峯および三角

筋{'J丘'f1¥の移行とともに，三頭腕筋小頭部のfl本への移

行を加えた，肘の厄!11l1障害には 2次的に Bunnell's[]e-

xorplastyを行なった.術後 51'1三のJJL在，lliの外伝は

550 まで， 挙上は 1240 まで可能であり ，)j，Jの!:li山障害

もほ戸正常にまで凶復し，粗大)Jも1m側の47%に達して

いる.症例 5， 6はff>f前日の挙上は，10。および15。にす

ぎなかったが，上述大胸筋，ft/j11J筋の移行により ，術後

3年の現在， liiの掌上は 900近く可能となってし、る.

2 習慣性脱臼

本症に関しては，当然その発生原因に即した再建訟の:

望ましいわけであるが，夜、どもの経験例からしてもその

発症の本態全明らかにすることがはなはだ困難である場

合が少なくない.しかし筋動力学的観点より仔細に検討

すると汁 ・ 閃í.frl 包の5'j~'r~~' をr， :Jわず ， JIIの運動に伴L、訂

周辺筋にいわゆる筋性代償機構が現われ， I~Jflíj の安定効

果をたかめるようであり ，か〉る機1'111のi波紋'を契機とし

て'ロー到の逸脱を余儀なくされることがJっかつてきた.そ

こで以上の代償機前の強化を計れば， I1J節の;jjJJ!llJJ効果の

増強が期待されるものと与え，以下の 2様の紡腿移行術

を設定した.

その 1はJFiFI'下筋を上腕1j-の結節間滞外1JlIJに移行す

るとともにこJîJU腕。"jjj短頭， 烏口 l腕筋のイ'b'j 百~\を h -r 月/，汁頚

部に移行同定し，什頭逸脱部に 2重の支えを造設し，動

的fI川政lを付与させようとした.*法を 3例に適応した.

このうち 3例，すなわち上肢牽引!時に符易に脱臼し，閑

M造影により'jJ-jjJ[)悦逸郎たるいわゆる pouchの部に，

その異常な拡大，仲延を沼、め，これらには関節包の納少

|手の術期間弁 術パ 術後経過，成 f高

5年 |第 |
7年脱F1再発(ー〉訂後能正常

4年 7年 11 11 

3年 51ド 11 11 

法
3年 3年 11 )j:J外IJAのみ軽度制限

3年 !1'1 6 "1 11 肝機能正常
2 

3年 法 4生ド 11 11 

[ 9カ月 11 I 31，1' 脱F1再発

縫合を加えた.

その 2 は ， 大)~刊筋主l'11i部および三角筋後部の一部より

ヰT柄筋弁を作製し，これを上l腕骨頭下に通じ，それぞれ

対側の烏口突起，上腕'口・外側面およひーその);';J辺筋に固定

し，同筋弁の能動的収縮により!悦臼を阻止しようとし

た.本法を3例に適応した.さて，以上の経験例は，現

在までに 6 例にすぎなし、が. 表 2 のごとく術後 4~ 7 年

の現在，)悦臼再発の微を認めず，日の機能をほとんど正

常である. なお，)路神経遊麻痩例の月末疲性脱臼にも前

述，大胸筋， 1切中百紡の移行とともにおí~ ]訟を適応し，麻

療lIiの再illともども-J.e.、成功をおさめ仰たことは興味深

し、.

以上，Zhi示せるp.j，市J法に関しては，適応，ならびに手

技の詳細に関し，やE々 の問題があるが，これらを快主に

配慮すれば十分その再建を計り仰るものと ，汚えられる.

追 加 津UJ(京大整形外科)

三角筋(夕刊日 )J再建には大胸筋がが/J¥'、ておれば使い

たいが，これもJ保証草してL、ることが多い 次々の経験で

は Bateman，Leo May巴r阿法とも成功しがたいので

次の方法をとっている.すなわち麻療性脱flがあって要

すれば上腕ニiiJ{筋長短艇を上腕'I~'頭内を通し関節臼に腿

性固定したうえ麻痩した三fij)!万起始部を切再j~ 下 方に反

転， こ れを在レてロ ー ノレを作り蒙IJ離 したWI ~JIJ筋と結合す

る方法を行なってL、る rト児では良い成総を得る例があ

る.

野島(徳大整形外科)

r1!山先生のいわれるとおり， f問中r}]紡，大胸筋の移行の

際には ， 大月色j筋が主役を J~める 的判i筋に筋膜聴を付着

せる移行術を行なうに当つては術lIii.該筋の機能訓練を

十分行なうとと もに術H与，その忌JJ艇を上方に十分行なう
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ように配慮する.

質 問 ・土屋(横浜市大整形外科)

J文々は烏口矢起にヒ!腕二頭筋J:fl頭および烏口)腕筋を付

着したま).JFi FJ3骨頚部前面に移行しており，これが骨性

命IJ動と筋性制限jを兼ねる意味で11効な手術法でSうると考

えているが，演者がお可l下筋の移行を派ねて行なってい

ることの意味および方法について質問する

答:野鳥(稔!大整形外科)

烏口腕筋，二iiJl)純筋は烏口突起を千jしたま弘前甲骨頭

部に移行する.それに先立ち，肩甲下筋の上腕骨外側方

へ移行し 2重の支えを上腕'I'i-骨頭下に形成するように努

める.

65. 腕神経 叢損傷 の手術的治療

小谷勉

石 崎嘉昭

松田英雄

鈴木隆

腕神経法J負傷は，鋭部のWTl'I'IJ学的関係およびその発生

のメカニズムの特異I性のため，神経再生による機能的回

復を期待し得る場合とj切符し仰ない場合とがある. こ

れらに対し，;f.ょたちは神経再生による回復が期待される

場合には，や11経剥離術または縫合術を行ない，期待し得

ない場合には関節回il:Hii.筋j雌移行および神経移行術を

行なった.今回はこれらの成総を検討し反省を試みるこ

とにより術式の工夫およひ、適応について述べてみたい.

症例と成績

"A.L.たちが経験した症例数は15例で，20才代に多くみら

れる.受傷)Ji(閃は交通']i:故，特に単車によるものが多

く，ほとんどが tractlOn-In]Uryであった.

Jf¥ivi部位についてみると，幹部煩傷 4例，線部損傷 2

例，この同一1，-の混合fJl.傷3例，布11経東部のm.l海5例であ

るー興味あることは，3例の traction-i nju ryにおし、て

筋皮神経が上腕'行頭部で損傷されていたことである.根

離脱は第7頚伊11経恨に多発していた.

これらの各症例について，事11経豪IJ雌術10例，下11経縫合

術 1例，神経移行術 3例，liI回定術 6例，Leo-Mayer 

手術 1例，Steindler JH屈筋形成術 4例，鎖什L単位端切

除術 l ~Jを経験した 受傷3ヵ月から 8ヵ月後に10症例

において，)腕利l経%tl'lllの試験切IAを試み，神経剥離術を

行なった.

神経華|民世術

機能的に満足すべきもの 4例，少しでも改善のみられ

‘T. Kotani (教J受)， H. Matsuda， 1<. Hirohashi， 
H. Iwami， Y. Ishzaki， T. Suzuki， H. Tnoue， 
T. Kuchi日 大阪市立大学整形外科.

広 橋賢次 岩見 洋*

井 上博夫 久矢口良享*

たもの 1例，まったく改普のみられなかったもの 3例で

あった.

これらのことから試験切聞による神経表It~lt術は， 診断

を確かめ，以後の方針をlf-J切に確立するうえにも，試み

られるべきであると考えられる.

Steindler肘屈筋形成術

術後の目、I関節屈曲の改善は 4症例とも良好である.ほ

とんどの症例に仲良湾害，I日!P人JJ匂析をきたし，仲良時百

は手関口!iJ1rll筋の弱化例に，戸|内拘紹i発生は前腕回外筋の

麻疲~Jに認められた.したがって枯抗筋麻庫の存在する

場合，その適応については特に注意されねばならな¥".

神経移行術

神経再生による機能回復の期待し符ない場合には，神

経移行術を試みた.

症例 1. 5才のた児 C，_.;を部1:fl. ft~ C，_.根離脱によ

る左上肢の完全麻庫例である.受傷後3ヵ月で，副や11経

を上神経幹と ，~1 2R1J間神経を C ， v.こ，tn3H力問者11経を

C， にそれぞれ移行縫合した 術後 4年 2ヵ月の現在，

7i=iの外伝 900，MJill山完全，筋力 5一， flexor carpi u I 

3+ となり，lI1.fHの運動はある程度分離でき，前腕で3

kgの歪錘を支えることができfる(区I1).知|党回復は上

肢全体に認められ， fi:J:t旨においては触覚，i市党，圧党，

運動党はその指において感じ，他の桁では第 2j行または

第 3 折に感じる • i日・冷党は母指球部において認められ

る.いまだ 9才の子供のために，断Zーはしがたいが，本

来の肋I口1神経の支配域の知Ij.';i:としては感じていないよう

に思われる.前腕尺側昔sのアドレナリソによる11油索反射

性発赤は，健側に比し，その!日現範聞は相当に拡大して
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表1. 神経移行例の手術術式の!吟味。

a.完全麻)!¥l

術 式

~ I 上附 h幻I箇定 仰m…O凶凶叫…s坑川t凶h

:[ 
日固定，Th3叶→ graft→ N.musc.，前腕t7.断， prosthesis (Seddon) + 

訂回定 Th2-3 → N.musc.， Th，-o→ N， med. (小谷 1965) + 

N. acc → upper trunk. Th2→ middle trunk. Th3→ lower trunk (小谷 lS64)1 + 1 + 1 + 1 -

N. acc → upper trunk. Th2-3→ N. med. 1 + 1 + 1 - 1 

肩固定 1'h3、，→ pediclegraft→ N. musc. '1'h2寸→ N.med. + + 

+

+

+

+

 
6 

7 +

+

+

+

 

+

+

+

+

 

~. acc.→ post. cord. '1'h3-，→ pedicle graft N. musc. Th2-3→ N. mεd. + 

肩問定， N. acc→ pedicle graft→ N. rad. 1/ 

肩固定， N. acc→ N. rad. 1' h 3• •，→ pεdicle graft N. musc. Th2
、
3 ァ K.mεd. I + 

1/ I + 

1 + 

8

9

m

 N. phren. post. cord， '1'h2、a→ N.med 

11 肩固定 N. phren → K. rad.， Th2
、
3 → N.med + + + + + 

b 不全麻里1¥. ~1 1i :1'世および下位取の {:!)十 (C，~1'h ， )

都T 」日
手関節子 指

運 動 |知党

1 1 N. phren.→ C3， Th.-3 → K. uln. 

~m~ " • " ，. ， ，. " ，N. antebrachii lat → N. med. 
2 1 日固定 N.suprasp. N. axil → pedicle graft→ N. rad'N: ;~'d~ë'R. 叫コer】 fic i a li s)→ N. ulnl + I + I + 

N. acc.→ N. rad. 1/ + 1 + 1 + 3 

十

下位型 (C3-Th，)

知党flI位を目的として神経移行術 N. rad. (R. superificlalls)または N.antebrachil lat + + + 

認められる.

症例 2.21.1"の1)(- ， 全砲根部抗H~によるお上肢の完

全麻庫例て、ある . 受傷後 L L ヵ月で，イ;釘 2~3肋間神経

を筋1文伊11経に ， お1'>;4~5 !l力問神経を正中神経に移行会試

みたが，おi'>;5 D)JH:，神経は遊離暴IJ肉[frrl'，誤って中枢側部で

切断された目そのために釘 2助!日!神経を筋j文神経に，第

3~4 月力間有l'経を正司 1神経に移行縫合した 術後， 2年

6ヵ)Jの現在，運動の川復はまったく認められていなし、

知党はかなり回復し，削1党， j市立ともにほ桁 ・示桁 ・'-1'
2行において上l腕内側と右前胸部で感じ， pin.prickでは

舟指と示指の識別ができる 圧党につL、ては，母折 ・示

桁 ・rl'析の末節で，~Îlìíj胸部に物が竺iって痛い感じが

し，末節の運動でお u腕内側IJの筋肉の連動立が現われて

し、る.i品i'1i:i.'.tもれじl仇内{日lJにおいて感じる.発汗はもと

の筋皮伊11経支配域に/U現してレる.hil則自Ilは 71iの運動

性，上肢の安定性会 11的として固定された.その結果，

忠行は脇に本をはさむことができ ， 筆記Il~j のJ1IIえがきく

ようになり知覚回復とともに，日常生活に便利さを感じ

ている . 小さな紙片上での記，1主Il~j には ， 金属性の下敷と

磁Tiのついた指輪を用いて利)11させて L、る.なお症例

1， 2の2点識別|謝は紋，'::i)1"まで回復している.

症修IJ3. 23才の'))f， C円 ，Th，桜島[IJ日H91Jで左liij腕以

下の完全運動麻庫.受傷後 4ヵ月において，1Pi脳膜神経

を C，に， おi'>; 3~4 JJ)j問神経を尺骨神経に ， それぞれ移

行縫令した 術後 1年 7ヵ月，呼吸連動に同JUIして大仰

筋，上腕三fi問先が収納する現象が見られる 触'立，痛党

の回復はみられなし、が，指の圧党，運動党はともに舷誌

から tiij)胸部にかけての部位に現われ，この 2れの識別は

可能である.

考察

これらの経験された各症例から，事l'経再生による機能

回復の期待し仰ない完全麻療，不全麻庫に対する有l'経移
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図 1. 神経修行体I症例 1.

Hl後4年 2ヵ月

行がよし、ように思われる これが症例 2の bicepsの筋

行術のやIi'i式をl吟味してみると，極々の組合世が考えられ

る(表 1). これは神経の再支配による機能回復である

ため，移行に舟L、る神経の選択，再建令要する末梢仮IJの

や11経の選択および縫合のレベルが，その成存を左右する

重要な要因となる.これまでの経験からして，運動の再

建に用いられる神経は煩ftjのレベルを問わず，lF!甲11"}司

閉筋の状態を問わず，副神経をJ.1J¥，、るのが最良であると

思われる.末梢側の神経は機能的な回復の良好な点か

ら，後者11経束または校骨神経が最適であると推察され

る.縫合のレベルにつし、ては，税'il神経のレベノレで移行

され，7i1関節が固定されるならば，前腕郊の再支配筋肉

が土器加し，手指の筋力はより強くなるだろう このよう

にして悦什神経支配椛の運動機能が再建されれば，肘で

は上腕三iiJi筋をli白方に移行して)j，j屈曲1を再処し，手およ

び指の背応が回復すれば，深指屈筋艇の tenodesisによ

って指のJ:f:11~ を計り ， さらに ， ~H~2 指1::1 全対向{立に

固定すると，かなりの程度の下の機能が再建されるよう

になるはずである.校fiネ"経の知覚枝に再生した副神経

は，あるHキ)切に運動校に移行すればさらに有効に副神経

を利用し得ると忠われる.肘上部での様・行中11経連動校ま

たは手掌部の lumbricalis， interosseus の運動校に

でもよいと考えられる.知覚の再建であるが，全麻療

の際には肋r:n神経はmいてよし中|経である. その;場合

pedicle.graftを使mして，できるだけ中枢側からの移

表 2. 完全麻賄に対する指示.
Nerve transfer 

I N. accζI 

l--L 
P側 cordI or I N. rad. I 

I I arthrodesis 
↓↓(shoulder) 

1. arthrodesis 

2. tendon & muscle transfer 

3. tenodesis 

4. nerve transfer (R. sen→ moter) 

手指，前腕の機能的な運動

手Efニ「pediciegra ft I 

|手t旨の知覚 |

力回復に失敗した原因の 1っと思われる.

不全麻庫の司'1日1型および下位型合併に対しては，日を

固定し，H夜禽事11経，肩甲上ネqJ経を桟骨伊11経に移行させ，

次に椀骨神経の浅校を正中 ・尺骨神経の intrinsicmu-

scleへの筋校に移行することによる手指の運動の回復

が期待される 知覚の再建に関しては，外側前腕皮神経

を脱出した手術の知覚校に移行すればよいだろう.また

全麻療と同様，副神経をJlh、るのもよいと思われる.下

位型に対しては，知覚再建を目的として桜骨神経浅校ま

たは外側前腕皮神経を使用する術式を，うJI覚の機能再建

に役立たせる一助とも考えられる li1固定の場合にも，

神経移行の手Wiを考え合せて，従来の適応に加えて前腕

以下の完全麻続に対して，手指の機能再建を意図し hu-

mero-scapu lar の筋1l下の支配神経を移行事11経として使

用する場合も適応として考慮されてよいだろうと思う.

まとめ

腕神経議慣傷の手術経験，主として，林経移行術の成

制，適応および今後のブj主|につL、て述べた.

このように，これまで完全麻療に対して，上j腕切断を

されていたのに比し，今後，神経移行術を種A の段階で

応用することにより ，かなりの機能戸IWの得られる可能

性が期待され得るであろう.
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追 加 :yド山(東大整形外科)

i民行の下p経移植の成紙は非常にすぐれてし、るので従来

ほとんどなすところのなかった全型麻療には今後1つの

光明を与えるものと感じた.

66. 腕神経叢損傷麻庫に対する機能再建手術の経験

津山直一

神間誠 一

坂口亮

伊地知正光

交通，労働災害を主因とする外傷性腕神経議:fJ1{:忽の数

は少なくなく最近 7 年tHJ の閉鎖性末梢神経f負傷 681 ~Jの

26%， 182例を占め，同年間の分娩麻庫95例を合わせると

約 300例となりポリオにかわって上肢のE度麻療を起こ

す主要原因であって機能再建， リハピリテーシ ョγに多

くの問題を残している.今回は分娩麻葎を除き機能再建

手術の経験について報告する 拡H努の型を C，，6 を主と

する上位型，C7，8 Th，を主とする下位型，同 行の合併の

全型とに分けると全型が 109例で過半数を占め，上位型

が67~Jでこれに次ぎ， 下位型は13例で少なく ， C，以上を

主とするlf;i位型は 2例で例外的である.神経'字的予後と

麻路!日1とのfJl，]1系は全型では大多数がきわめて忠L、が上位

型はかなりの例に回復を期待できる.すなわち全明では

優 2，以3，可17，不可83，上位型では優20，良 8，可

13，不可22，下位型では優 1，良 0，可 3，不可 8，高

位j型では鋭 2であるーこれは全型に引き抜き損傷 (root

av ulsion ) が r~~;容にイF在するためと考えられる. 引き

抜きt:fl.f~"\は非回復位かっ修復不能砲の損傷でその診断は

令型的/工リハ ビリテーシ ョンプ ログラムをす〉めるうえ

で重要であるが，その鏡別診断にはミ エログラフィ ーで

の漏:1¥像のほか，事l'経根近傍より分校せる例l経の支配を

受ける検脳膜 liiI鋸紡，姿形筋，Jぶ背筋，なかんずく大

l胸筋の麻庫，I--Iorner症候群，干下髄神経後校域の脱抑l'経

倣， H istamin 3:lli試験士?の神経'Iijh索反射の検出がい額

性が!日1く知覚14'経活動電位の検出は29例中18例62%に陽

住所見をみている.各麻J車型を合めて下{/I>iを行なった例

数は72名で全型37，上位型28，下位型 7の割り合いであ

り，1，，1ー症例に行革E手術を組み合わせて行なっている例

が多レので手術個々のj文献とそれらを応用した綜介機能

‘N. Tsuyama(教j~) ， R. Sakaguchi， T. Hara， 
T. Komdo， S. Kaminuma， M. Ichizi :*京大学撃形外

科:D. Ryu : 台湾大学骨科.

原徹也近)路徹*

劉堂 桂*

表 1 腕神経波損傷に対する機能再悠手術の種類と成績 (1)

手 術 の 種 類 |優 |良|可 |不可泳1Vil 言|

津山法 136 1 4 I 1 I 1 I 10 ， 
肩関節同定術 ! 1 1 

肘屈ilij形成術

Steindli 法 I 9 1 3 

Seddon. 
Bγooks i.よ

Clark 法 1 1 

三imiJii前方移行 1 I 1 I I ~ 
肋間神経移他

1 21 21 1 1 1 21 

IH l'中筋再建術 I 1 1 I I I 1 

7 

表 2 腕神経波損傷に対する機能再越手術の種類と成績 (2)

手 術 の 種 類 i優 |良 |可 |不可|不問I1 計

Abbott 法

子関節固定術沖 山 ;l:;|2 Riordan 

手指仲 ilijjlj: ili術 I 91 

E.C.R.L移行 ，4 1 1 

srachiorad I 
移行

手指廊ji~再建術 F.C.U 移行

siceps 移行

l王由主

再建度に分けて検汁する(支 1， 2). 

1. 肩固定術

5 

1 I 1 I 10 

ワ
ー

麻霊草tl訂に対する問'七術に強固な'百・|主総合を得るため
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に確実なブJ訟を選ぶべきで干'J'U.n.臼 ・肩fp骨体聞に骨釘

R迎移植し同時にJF:H降下回と大結節/lfjに架前'Fi'移植する

nt山の方法52例と肩巾紋Jtをイ、U'iイ首相筋をそのま〉有茎

骨移楠として新iilJ化した関節後方から，ヨ!:橋移植する

Merle D'Aubigne法 5fgIJを行なってし、るがともに同定

完成度は以好である.成総不良の主因は外政角度過少と

麻療型に応じての外転角度不適当であり Merle D'Au. 

bigne 法では僧1匹i筋の一部を下外力に~~きさげ筋力効果

梢強を計る一種の myoplastyでもあるが，その緊張を

適当にすることが肝要である.

2 肘屈筋再建術

Steindler tl~に準じるもの12例 ， 大胸~;þJ'1骨部移植

(Seddon.Brooks法) 1例，同胸骨部移ほ[(Clark法)

1例，上!腕三頭筋liij)J移行2例計16例で優11，良4，可

1の結果を得ている.上位型の日外伝肘屈世l不能例に日

固定術と併用すると良好な機能改蓄を得られることが多

く，可能な限り Steindler 手術またはその改良1去が望

ましいが，この下術に起こりがちな)H屈IUI・回内拘紛の

後泣症に注志すべぎでまず Steindler手術を行ないそ

の状態により肩固定にす〉むべきであるーまた手根仲筋

力が弱L、と手術を行なっても11サ!辺筋力としてよりも手指

屈筋力としての効果のほうがうわまわる結果になること

があるので手関節を同定する筋)Jをまず仰ることが必要

であり ，やむを得なし、場合は下関節固定術の併用を要す

る.

3. 肘伸筋再建術

腕協骨筋を反転して肘{中筋にかえる Ober-Barrの手

術 1 例は不成功， 広7'T筋をJR~ 、る手術 1 例は良の成総を

得ているが他の麻埠肢での経験では願上骨切り術で反張

Jj，jを形成しイ中展位でj針れないようにする手術も応用の価

値があると考える.

4. 手指伸筋再建術

Hassの原1去を行なったものは 9例，総指伸筋のみを

再建した 6例では移行腿は尺制1]1三根屈筋4，長掌筋 1，

腕焼骨筋 1であり ，長f至上指{r!1筋再建は腕焼干i筋によるも

のし 長主主筋によるもの 1で手術Jとしての成献は優 9，

良 4，可 4である 問題点としては移値融~のブJ と緊張が

第 1 であるが， 手関節固定{~r併用の際には Riordan 法

のような送力腿の通り道に綴痕を作らなし、考lむのほか

に，その?丹動範図が 1-分でなければ1'T・掌屈能を損うこ

とによる能動的肱I性固定効果が失われるので予期した結

果にならない点である.

5 手指屈筋再建術

手指屈筋再建を行なった 9fgIJでは模側手根仲筋を用い

たもの 5，腕協什筋によるもの 1，上腕二頭筋によるも

の1，他の健全深指屈筋l附との側々 I吻合 2で催 6，良

1，可2となっている.腕協骨筋は筋A行の点からも伸

筋，回筋ともに利用し得る利点がある.手校関節固定術

は伸筋再建のときと異なり禁忌である場合が多い.

6. 手関節固定術

他の麻部関節の場合と同線手関節の場合も確実な方法

を選ぶべきで侠骨からおí~ 2， 3中手廿l伝にか〉る骨片埋

入を行ない骨傷面をできるだけ且II消1ftb野に残さない工

夫として津山法16例(僚11， 良4，可1，不明 1) と

Riordan i去12例(優10，良 2) を行なった.mj./'fは尺

骨末梢端を切除，移植骨片に用いる方法で全型麻原の動

揺関節に固定性支持性を再建する場合に適し，後./'fは後

に!胞移行術を行fょう際に過していると考える.ことに

Riordan法は従来の諸法に比しす ぐれた方法といえる

が長母指伸筋腿周聞の減反形成，骨ji¥jjJ九母指内伝筋劉l

離磁痕化によるほ指内転拘新iの発生，I予指手根lド手間i1rJ

可ilib域の制限，必要な管Ilu度の腸什片採取の必要性，第

4， 5指に対しては blind operation である等の検討

を要すべきぷは残っているようである.

図 l 全!l'i引き抜きIilW;に対し， JJ力問神経(町， lV) 

を筋皮神経に移情後，肘屈rilJ能力阿m:状況

そのほか凹内筋を骨11円以を通して校什背面にまわし国

外筋に作りかえる Tubby-Denischiの手術は 1例であ

るが他の麻療11支での経験 2例とともに以い手術と考え

る. f寺指対立機能再建にはパ側手根f中筋をJTI ~ 、た 1 例は

優で，対立位悶定術を行なった 4例は優 1，良3の結果
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となってし、る.総合機能lヰ建度の判定は全砲に対する最

小|浪の改芭;会企てた例も合まれるので日常勤作機能にプ

ラスになったか存かで良，可， 不司に大別すると友 1，

2のような結果で上位型，下位砲には大JPMに機能改善が

可iiEである 全J砲のJドInl復i"L損1加工以も問題を残すとこ

ろであるが切断r2， Jけ内定切断は2で義肢佼川はl仰jにす

討なL、が，いずれも切断して働きよくなったといってお

り，切断をあ望しないものには町田定と下回'~， あるし、は

JlI同定と納装J~の併用を行ないì.えし、外転角度目定で)放

下に物をはさみ得るようにすること ，Jilと7・の[l;1定術で

Tで物をおさえつけるようにでさることを汗|っている.

M屈曲補装具作ililJ9例'1'笥に月]¥，、てし、るもの 3例， とき

どき「使う もの 4例，伐川 しないもの 2例で，全7型でも自f.i

riijまったくイJ宮無用の邪!維な忠肢が多少なりと も役立つ

ようになっている例が多レ.ことにj今次が作易になるこ

とが、|可定のひとつである JJ)J川神経の紡j文神経への移刷

は Seddon の泊IJ笑でー凡不 l可能と思われるが全期麻滋t

例に間対の策として行なった 5例では優 2，良 2，可 1

で俊 2例は筋力・l以上のIrlJ似合示し，)j"万百l習でl呼吸筋と

の同j明性は明らかに放っているにもか〉わらず，目、I屈11I1

には[13くほどすぐれた随立性生示しており ，今後この胞

の麻庫にひとつの活路を与えるものとし、える(図 J). 

追 加 :凹島(新大整形外科)

がl?~'I'耳元りあげられた手I)!:J節悶定術式であるが， ;f.l..は

exl. c. rad. 1 ig と brevの compertmentにおいて

付行部会一時的に切り械骨iAl位からお(';2 '1"子骨基，'fjに至
る狭く紘一 L 、溝を煽り l湯fì移初日し ， 両融~を元にもどす訟は

ひじように良し、方法と考える

67. 片麻庫上肢の機能再建について

土井 IKi夫 江 川 常 一 小野啓郎 井上明生 吉岡 康裕*

脳卒'1'に基づく片麻車上肢の治J京に関しては， リハビ

リテーションに限度があり，積極的な再建字体Jの指示さ

れる ものも少なくないとJZえられるが，現在までその報

告は非'{ì~'に少ない. これは )1'--麻底上JI支の実態が I-~}に氾

担されていなし、ということに 1つの版図があると JZえら

れる.今問，次々は機能の実態を訓査するとともに手術

の適用について考察を加え，再:ill手術を試みた

症例はお)t麻捧 130例，jL片J床時i71例，合計 174例，

そのうち制査し得たもの70例のj十麻姉忠者よりなるが，

麻Jqi上肢の変形と機能昨容は痕直!JIlと弛緩]切に大別さ

れ，さらに窪111型は 31洋に分類できた

痘直型 11t'f Mann-Wernick 股位に町民された強

L、屈曲変形で，随忠、運動の認められなし、もの.

][ 1洋 lぱ，JH，ときには手首まで脱i怠運動が回復して

きているが，手のにぎり，ひらぎが十分にできず，JJJ関

節{III展がある程度でぎても，歩行すると強く屈曲してし

まうとし、った，Ji.rl àlJ同 ;VI~運動の強くみられる もの.

血者f 下のにぎり，ひらきができるもの これには，

ホ T， doi， T. Egawa， K.Ono， A. Inoue 大阪大学設形外
科;Y. Yoshioka 済生会中津病院整形外科(大阪市北
区之一田町).

筋の imbalanceが残ってし、て変形のd、められるものが

多<，a) swan-neck変形 b)intrinsic plus変形，

c) intrinsic minus変形を 1)"すものに分けられる し

かし， d)特に変形の認められなし、ものもある.これら

の }I~ とはや〉異なった特別のものとして号えられるもの

であるが，

弛緩型 :一見，弛緩性麻Jl¥Iに似た，レわゆる柔かし、J¥-

麻抗上)J支があり ，随忌運動はまったくみられな¥".この

群ではJd関節llEJI見fl伊lがしばしばみられる.

精査し仰た70例についてこれをみると ，年令40才から

85才まで平均67才，男42例， 女28[711，発症からの経過年

数は 2年から22年まで予均 7年のものであり ，痕直J型I

lt['11'fylJ (17%)， If Wf10例 (14%)，目 1;'('41例 (59%)，

弛緩型 8例 (119る)となる.全例ともJ.il党の減退が認め

られたが，小対象物の識別テストを行ない実用的な程度

に知党をイfすると判定されたものは，痕E可:砲の ][. 111都

では50例'1-33例 (66%)を占め，これに刻し，症前型の

中で以も強し、変形を/1，す 11洋と弛緩型のものでは20例<1"1

わずかに 1例 (5%)であった.

これを補助)J支としての機能よりながめ，紐をむすぶ，

紙を押さえる等，健側上肢のなんらかの補助として伎)11
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表 1

発 症 からの
経 過年数

(年)

3 ~15 
(平均 的

8 
2 ~12 

〈平均 5) 

2 
2 ~22 

(平均 6) 

8 
2~9 

(平均 6) 

2 ~22 
(平均 7) 

令
(才)

年

40~81 
(平均 63) 

60~83 
(平均 66) 

50~85 
(平均 68) 

61~84 
(平均 71) 

40~85 
(平均 67) 

別
数

旧
世

l
jmv 

市
平麻

症数伊l症

7 
4 

R 
L 

1 1 

7 
3 

R 
L 1 0 H 型直j主

20 
21 

R 
L 4 1 IU 

6 
2 

R 
L 

8 型緩3也

40 
30 

R 
L 7 0 計ーA 

ロ

表 2.

法術手
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Opponensplasty 

Flexor-prona tor release 

Flex. carp. ul. transfer 

|年令|原性症
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村

中

優

良

優

優

優

優

良

Biceps transfer 

siceps transfcr 

Flexor-pronator release 

siceps transfer 

Pect. maj. transfer 

Biceps transfer 

Flexor-prona tor release 

Flexor-pronator release 

Biceps transfer 

林

山

尾

国

Y止

1長

寺

須
Flexor-pronator release 

Pect. maj. & lat. dors. transfer 

Biceps transfer， f1exor-prona tor release， 

Flex. carp. uln. transfer 

優村正

可
Flexor-pronator release 

回上
Flex. carp. uln. transfdr 
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しているものを(+)とし，まったく使用してなL、もの

を(ー〕とすれば，表 1のごとく痘直型 r1:予と弛ro型の

ものではまっとく補助肢として使用されておらず，廃月l

肢と考えられる.このほか産直型 U'iと弛緩型のもので

は言語障害.ffl神障苫などの合併症も多く ，怠ゅくを欠く

ものが多かった 我々が，まず再建手術の対象としてと

りあげたのは痩直型 l!'JHi'のものである.

a 

図 1

さて下の機能にとって大切なのは，下のにぎり，ひら

き，さらにはつまみができることであるが，柿助肢とし

て単にものを押さえることができるとし、うことも口常生

活のうえで非常に有用なことで、ある. I上肢はその一役

大切な部分である手の働く位置を決め，これをコントロ

ーんするために存在する」と し、う Bunn巴11の言来があ

るが，これら干の119)きにとって必要欠くことのできない

動作は上肢の reachが可能と L、うことである.

また一方，手術的治療に当つては過分な望みをもたな

いというこ左が大切で，症例に応じて限度を凡きわめて

手術する必要がある. 次々は，まず r巴achを可能なら

しめるということに第 1の日的をおいた.強いJd開節の

内転 ・内旋変形に声、jしては， 問 1aのごと く subsca'

pularisの腿切りを行ない pectoralis major および

latissimus dorsiを上腕什の大結節の部分に移しかえ

た.

肘の強L、屈曲に対しては.1;;:11 bのごとく.bicepsを

できるだけ悦骨の付着部で切離して，それを brachialis

の筋膜に縫frした これは目、jの屈曲を少なくして711挙上

力を温存する 目的からである

liiJ)胞の強し、巨l内.JH.手，指の強し、屈llil変形に対して

は.pronator teres を合めて，前!腕屈筋の起始剥縦術

を施行し，症例によってはそれと同H与にがl腕伸筋を強め

るために.flexor carpi ulnaris を extensor carpl 

radialis あるいは extensor digitoru m commun isへ

と移行してみた.

症例 (庵例〉は57才，男子.右}十麻庫，痘直型 H可に

属するもので， まず pectoralis major-transfer と

biceps-transferを行ない reach を可能ならしめ.6 

ヵ刀後に flexor-pronatorreleaseを行なった.術後，

指先の細かし、仕事も可能となったが..術iIIDiの粗大な運動

ができなくなった すなわち右手で床ぞうきんを押せな

b. 

くなったと訴えている.手術に当って，十分注立すべき「

，I~，j'、 の 1 つである 目

症例 (7F尾例〕は59才， 男子.右片月末庫の症例で産直

型 l!l洋に属し，手のにぎりが強く て指をゆるめることが

できず.JJ-:!関節の屈llll変形も強く伐っていたものである

が.bicepsの移行と flexor-pronatorreleas巴により ，

reachさらにはにぎり ，ひらきも可能となった.

症例 (中心J例)は45才，女子.産直型 l!./洋に属する も

のであるが flcxor-pronatorreleaseを行ない，その

際 (lexorcarpi ulnarisを残して extensordigitorum 

COll1ll1nlSへ移行した 術後.swan-neck変形が強く残

って. 2次的下術の必要があると考えられる

現在までの症例のうち，術後 6ヵ凡以上経過したもの

を友 2に示す なおこれには同派な型の C.P.の2症例

を含めた

これら手術の日的は機能の改造にあるが，そのほかに

看護上のUIIから，強く 1m山した汗丸い上肢を清拭の手平易

な着換えさせやすい上Jl支にするということもまた有益な

ことであり ，この点からすれば，EE直型 rmのものを大

いに手術の対象とされてよい また美容上の改普点は足、

長に，特に女性の忠、おに立:外に高く評価されてよろこば

れる.

手指の imbalanceが伐っている痘直型 ![群の症例に

対しては.1.Q:々の症例は術後なお日も浅く，次の機会に

報告する.
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以上，再建手術に関しては症例数も少なく ，なお検討

の余地があるが，片麻庫上肢の実態と手術の可能性につ

いて報告した.

追 加;横林(東大寺整肢図〉

脳卒中後の川、わゆる硬L、}十麻j[¥I"で前腕の囲内変形

と指のイ中展障害を伴う下関節の学応変形に事lし，則自nSで

f lexor -pron atoror igin の releaseと flexdig prof. 

の release を行ない，術後 1年 2ヵ刀になるが変形の

再発もない. 機能もよくなった.したがってリハピリテ

ーションの意味合いで効果の良L、手術と思う .

Transplantation of Flexor Carpi Ulnaris in Cerebral palsy 

William T. Green， M. D. CU. S. A.) 

Some aspects of surgery of the rheumatoid hand 

Kauko Vainio， M. D. CFinland) 

Technique of arthroplasty of the metacarpophalangeal joints is pres巴nted，as well as different methods 

to prevent secondary ulnar deviation. The results are discussed in the light of a follow-up material of 

158 hands. Indications， contraindications and technique of synovectomy of the carpus， metacarpophalangeal 

and interphangeal joints are presented. Indications and technique of arthrodesis of the carpus. IP and 

MCP joints of the thumb and interphalangeal joints of the fingers are discussed. 

68. 手の発生学的研究

一一第 4報 胎生期の)躍の経l時的変化に対する電子顕微鏡的研究一一

中野謙吾 畑中生稔 湯浅美仁 正木良策*

手の機能再建，特に腿に関する実験的，基礎的研究は

数多く報告され，一定の成果がみられている.我々はヒ

ト胎児の下の発生学的研究を手の機能再建に関する最も

基礎的な段階として位置づける立場から，第 8四本学会

以来一貫して胎児手の運動器官の変化を追求してきた

現在ヒト胎児の肱IIの分化に関するfE顕的研究はほとんど

見当らない 今回ヒト胎児手の胞の分化における細網線

維の経時的推移を光学顕微鏡的に，そして11雪原線維とし

ての股の微細構造の変化を屯子顕微鏡的に検索して一定

の知見を得たので報告する.

本K.Nakano (助教俊).I. Hatanal叩.Y. Yuasa. 

R. Masaki:三重県立大学整形外刊

材料および方法

)]台令15週より40週の10%ホノレマリン同定ヒト胎児201三

をmいて，示指深f行屈取Q筋と総指仲J初版trを観察し，比絞

検討のため50才の成人世trを月h、た.組織標本は渡辺法に

よる鍍銀染色の検鋭と，超薄切片による屯顕観察とを行

なった.超f，y.切)l-は.M般ウラニノレと酢酸鉛の霊染色，

PTAと硝酸ウラニノレの重染色を行なった後. ] EM7 

A型電子顕微鏡で観Zきした.

検索結果

鍍銀染色所見 ・15週から20週の初期では.1次宋の内、

部および腿の外縁部に比較的立高な細網線維がみられ，

特に縦線維の内部に多〈認められるのが特徴的である.
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表 1

廊筋腿 1¥ l'中筋腿

胎令岨)I周期(A)Irt (A)ii胎令(週)I周期(A)I巾(A)

15 ~ 16 390 370 15 ~ 16 370 360 

18 ~ 19 410 400 18 ~ 19 410 400 

21 ~ 22 440 410 21 ~ 22 450 430 

24 ~ 25 460 420 24 ~ 25 460 440 

26 ~ 27 490 460 26 ~ 27 490 450 

30 ~ 31 550 470 30 ~ 31 540 460 

35 ~ 36 570 530 35 ~ 36 560 510 

39 ~ 40 600 600 39 ~ 40 600 580 

成人 |ω 12，000 l' 成人 |ω 11，900

24週から30週にかけ釘 1次束内部の刺網線維は漸次減少

し腿の外縁のほうに多く見られるようになる. 30週から

図 1. JJfì令23~24週

40JI.IQ の後JUI では，内 ~~I\の調u網線維は~ I" 討に減少して粧の

外紘郎に多く 存在する.成人では，艇の内部には細網線

維は認められず，JJillの外紘部にわずかに認められる.し

かし同筋腿と伸筋艇では-;q:明な分化の差はみら れ ない

(図 J). 

電顕所見:15週から24週とH台令を経るに従し、collag巴n

fibrilの周期性検紋は 370Aから460Aと変化 し， 巾は

60Aから 440AへとI科大していく このH年期では 1周期

のrl'の intraperiodicbandは不明瞭で，ほ〉‘均ーな構

造を呈している. 26週になる と490Aの周期性検紋をオT

し，巾 460Aで 1周期に 6本の intraperiod ic ban ds 

を認めるようになる.30週から40週に至ると周期性椴紋

は540Aから600えと変化 し，巾は4ωえから600えと増大す

る.この胎令においては 1周期に 6本の intraperio. 

dic bandsが認められ， U>;2とtr';3 bandのr;uの space

は狭<，第3と第 4 bandの間の spaceは他の space

より大きい.成人では 640Aのj珂期性検紋をおし，IIl 

約2，000Aで， 6木の intraperiodicband -.;.--認める.

Intraperiodic bandは第 2と第 3 bandの川の space

は狭く ，~\ 3とおI¥4 bandのIHJの spac巴は他に比して

大きい 特に泌 1 band は "'1列に 5~6 コの直径 50~

60λ の ~!j'j粒に分解 さ れ， ほ正等間隔を示している また

collagen fibril を包む!NTiH]li造は見当らない.以上の

所見は屈筋)隙と11jJ筋i健で特に差が認められない(図 2) 

0.5μ 

， x360.0∞ 
図 2. Mì令35~36週 ， {II'筋凪l!

考察

すでに報告したごとく ，jJfi生具11の艇は光EYA顕微鏡的に

は ， 一般にぷ分化で核質も粗穏で一見筋線利f~のごとき感

を呈しており ，20週をすぎると ，第 2次束の構造がl列僚

となり ，II~原線維が|庄盛となって くる . このような賜原

線維の発育と細網涼維の経J/!fF内変化より ，目撃原線維の分

化には細網線維が一定の関与を行ない，24週から30週に

かけて人体における下の腿緋造が整ってし、くものと与え

られる.また逆に腿化が完成した成人肢s線維の内部には

細網線維が見当らなレことからも ，艇の分化に対する細

網線維の関与がうか正われる 一方電顕的にはcollagen

fibrilの周期立横紋と，そのrnは 370Aから 600. .¥および

360.<¥から 600.'¥へとそれぞれ明大し，15週から24週では，

intraperiodic band は明以に区別でまないが，26週以

降では， 6本の intraperiodic bands が認められる.

Rhodin， Dalhamn は rat の気管枯膜で collagen

fibrilの1周期に a，b， c， dの 4bandの干手伝を最初に

報告した.Schmi tt， Grossはintraperiodic band を

a， b， c， d， e band と表示することを提山し， さら

に bbandは b"b，より構成されていることを明らか

にした.また Wassermannらは 6本の intraperiodic 

bandsを観察している次々の観察結果も Wassermann

らと一致している.また第 1band の粉粒に関しては，
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本態を解明したものではあるがB 腿の発if分化にはふれ

ていない.成人の collagenfibrilの周W;は，1I台児腿の

周期とあま差を示さないがa 巾は胎児のが]3倍の 2000A

にまで増大する(図 3，表 1). このことから 11:生後の

腿の発育は胎生WIの単なる延長ではなしなんらかの運

動の影響が関与してし、るものと考えられる.また艇の分

化に対する細納税{維の経H寺的変化から考えて，腿の再生

過程におし、ては，調H網線維の示す態度に十分注目する必

要があると思われる

69. 阻血筋の組織呼吸と阻血筋の組織呼吸に及ぼす

cytochrome-c， adenosine triphosphateおよび

adenosine monohosphateの影響について

岩尾 進*

筋組織への阻血によって紹喫される変化については， おのおの 6回の笑換を行ない，その平均値を求めたもの

今日まで多数の実験的，臨床的研究がなされてし、るが， である また薬物添加の場合は予悩振五開始後10分後に

従来までの間血筋の研究は，阻血後の病理学的変化にそ

の主限点がおかれ，阻血中の生理学的，生化学的研究

は，Fuhrman ら，中原ら，，~、地教授らの研究のほか，

系統的研究は少ない.

;fJ"は以下の実験を行ない，若干の知見を得たので報告

する.

実験方法

実験材料は平均 2kgの白色健常ウサギをJTI¥'、， 2本

の Esmarch止血併で止血し，Warburg検圧計を用い

て，筋の酸素7r1t'i:lil:を測定した.筋寄取より，実験開始

までの時聞は20分に一定し，予副if疫をも20分に一定し

たまた浮;抗液は藤田の処方による燐酸底混合緩衝 リソ

ゲノレ液を使用 し，振盗回数は 1分間に 100回，気相は空

気で，恒温情の温度は 370Cに一定し，30分毎 4回，計

120分間測定し，各測定値を 1時間，乾燥iltur1mg Vこ換

算し.酸系消費;立を ul/mg/h で表現した.各測定値は

半 S.Iwao 久留米大学愁形外科.

(μ//mg/h) 

4 ( 1) skeletal muscles 

(2) ischemia muscles (2 hours 

(3) ischemia muscles 4 hOllrs 

(4) ischemia mllscles (5 hOllrs) 

)
 

-(
 

3 

2 

(2) 

(3) 

(4) 

。
30 60 90 120 

mmutes 

図1. The rete of oxygen consumption in the ske-

letal and ischemia muscles 
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ischemia muscles 
for 4 hours 

一ー&ー-3.75mg% 

- x一一 2.5mg%

ーー+ー 1.5mg%

一-ーー 1.0mg%

。

十 0.5ml(%

minutes 

30 60 90 120 30 60 90 120 

ischemia muscles 
for 2 hours 

cytochrome.c 

~. "-
¥ミトー ............ 

、、"-" 、、
30 60 90 120 

口ltnUltes

側室より主室に入れ，その後さらに10分間振皇室を行なっ

た.

実験成績

静止筋，2 n~j 間|白血筋， <1時ll，lllill血筋，5時IL:]阻血筋

の酸素消費量につき測定したが，図 1のごとき成総を得

た.なお 6時間阻血筋の酸ぷ消費 i立はきわめて微少であ

ったため，正確に測定することができなかった.

抑止筋の酸系消火lEは経過Il~j 間とともに直線的に下降

するが， 阻血筋の問主，ki消 ~I(量は60分{仰を最高に以後直線

的に下降する このような経過は山本の保存肝の組織呼

吸，Jiill長の術J)，'l不全Il!jの什格筋の組織呼吸にも同様の形

が見られている.

次にI'r{.止筋， 211寺r::1阻l血筋，<11時川阻血筋に図 2に示

すような各種濃度の cytochrome・c を作用させたとこ

30 60 90 120 

skeletal muscles 

図 2. The rate of oxygen consumption in the skeletal muscles effected by cytochrome c 

ischemia muscles 

cytochrome・C

10 

。
30 60 90 120 

c、tochrome.c
一-..一一 1.125mg%

一一+ー 0.75mg%

ーー+一一 0.375mg%

十 イ0.375/2)mg%

- x一一 0.375/4)mg% 

~ 
30 60 90 120 

図 3. The rate of oxygen consumption in the skeletal muscles effected by A T P 

ろ，1千筋ともに大きな酸ぷ消'i.'i.を示した

次にj竹}止筋， 2時r:n阻血筋 4f侍1/:11羽血筋に adeno-

sine triphosphate (以下ATPと略す〕を作用させた

が， 同 3 に示すように各自01 ともに大きな敵討~i'ì'j 'i"( :辻を示

した.

次に静止筋， 2時間|出血筋 4時間l白血筋に adeno

sine monophosphate (以下AMPと附記す)を作月]さ

せたが，ATPの約 2倍の薬物濃度におレて，ATPを

作J:rJさせた場合とほぼ同様の散ぷi'i'l究主を示した.

以上の;l験は薬物を容g~内で作用させた場合であった

が 41時川|但血したウサギに cytochrome-C 3/5mg/ 

kg， A T P 0.4mg/kg， AM  P 0.8mg/kgを泌注し，

30分川止liJ.l，:g:を解除して，筋を切断採取して酸ぷi'i'lt'i:/止

を測定したが，容緑内でi'FJ刊させた場合より少であった
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が，薬物を静注しない場合に比して，なお大なる酸素消

費量を示した.

まと め

以上を要約すると，

1) I温血筋の酸素消費量は60分値においてーたん最高

に達し以後直線的に下降する.

2) Cytochrom-C， A T Pおよび AMPの紡に対す

る組織呼吸賦活作用はきわめて強)Jである.

3) 阻血筋に前記した薬物を作用させた場合，酸素消

技量は60分値段高の形はなくなり，静止筋と同線に30分

値を最高に 120分値を最低に直線的に下降する形を示し

た.

4) 容器内で上記薬物を直接作用させた場合と，静注

により作用させた場合では容器内で作用させた場合のほ

うが効果は大であるが，fl事注の場合でも十分効果が認め

られた.

5) AT  PとAMPの孟的比率はほぼ 1: 2であり，

静止筋の酸素消費量に対しては，ATPのほうが効果は

大であったが.4時間阻血筋の貫主素消費主に対してはA

MPのほうが大なる効果が認められた.

70_ 駆 血 帯 の 阻 血 筋 l乙及ぼす影響

一一第 7報 局所低体温下における駆血帯使用効果について一一

吉原孝 鴇田敏夫 柴田憲座 高 橋延勝*

最近，術rl'および術後の管理技術の進歩につれて，危

険性を伴う生体反応をかなり抑制jでさるようになり，外

傷に対する処置や手術の適応範囲が拡大されてきただけ

でなく，各種の疾患に対する積極的な手術操作が可能に

なってきた しかしこの場合にも適切な術前処置は，手

術にょっτ起こる危険な事故の予防対策として重要なこ

とである

四肢の手術にJTJI， 、られる馬区血帯は，止血効果が十分に

期待できる一方，駆血併の佼mそれ自身が相乗的に反応

を促進させる一回をもっている

我々は，これまで駆血怖の使用が生体に及ぼす影響に

ついて生化学的研究を亙ねてきたが，今回は上述の危険

な生体反応を抑制する方法として，駆血帯装活前に局所

を冷却する術面j処置を施行し，良好な結果を得たので報

告する.

上l伎の手術に際し，駆血帯を巻く前に上肢を冷却した

ものを局所低体温群とし，冷却しないものを常温群と

し，常温群は 5{?i1]について，また低体温群は 6例につい

て実施した.

麻酔は駆血衛の影響を把渥するために伝達麻酔を用い

た.冷却には滅菌砕氷水を入れた冷却槽で上肢の中枢端

‘T_ Yoshihara， T_ Tokita. N_ Shibata， N_ Takaha-

shi 札幌医科大学整形外科.

まで浸潰する.上腕の駆血帯装着部の筋温は冷却開始

後.8~1O分間で 10 0C の低下を示した.

その後，直ちに冷却憎から抜きとって前方挙上 900位

を保持し，末梢部から中枢部に向けてエスマノレヒ駆血帯

を巻きあげ，上腕中枢端を空気駆血帯で 300mmHg_に

阻血した.

今回は阻血1時間の症例を中心に全身状態および活性

po!ypeptidについて観察を試みた.

脈樽および血圧の変動についてみると，まず脈熔は常

温群では全例に増加を認め，症例中の 1例に阻血解除後

60分でもなお 24%の域加を示す症例が認められた. 一

方，低体温群では軽度の変動にとどまり .10%の増加を

示したものが最高値として認められた.

血圧は常温群では全例に下降を認め，阻血解除後15分

を頂点とした脈圧の減少化は.その後，回復に向った.

しかし 5例中.2例は引き続き血圧の下降を示した.こ

のことは軽度の出血(症例の出血量は 30ml以下)およ

び阻血解除がもたらす急速な血流分布域の拡大などの一

過性物理的反応以外に，末梢血管に作用し末梢循環障害

を誘発する化学的因子が影響を与えていることが考えら

れる.

低体温群では血圧の下降はごく軽度で安定した経過を

たどった.
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次に生体の動的状態を的確に現わす血液ガスおよび

pHについてみると， まず常温r.fでは血液 PO，の変動

は阻血解除後に一過性の上昇を示し，肉眼的にも局所の

reactive lIyeperamieを伴う即時反応が認められた.

その後， 動的脈lUlPO，は低下するが動脈印 PO，の上

子|により分圧較差は別加し，組織代謝充進を伴う生体反

応が推察された

動静脈血 PC02 の変動は，動脈血で阻血解除後5分

に軽度の低下を示したが，直ちに軽度の上男を示し，静

脈血では漸次上昇を示した この現象は動静脈血 P02

の変動を考え合せると，阻J(ll侵襲を改善に導く一連の反

応と考えられる.

このような組織代謝異常を介する動静脈血 pHの変

動は，動静脈血において阻J(l1解除後 5分に一過性の増加

を認め， その後， 阿血液 pHは減少し，解除後30分を

境に回復傾向を示した このアチドージス化が持続する

過程における反応は，阻j(itがもたらす乳酸の別加，およ

び組織代謝/じ進による CO2 の薬事'{が関与してし、るもの

と考えられる.

一方，低体温訴における動Ir[1脈血 P02および PCO，

の変動は軽度にとどまり ，さらに組織代謝を{'jJ介するこ

れらの分圧は，早期に阻血前値に回復した.また阻血解

除後にみられる即時反応も軽度で全身的に安定した反応

にとどまった.低体温計の1fl}JI'rft脈凪1pHの変動は， 極

度に抑制されてアチドージスの傾向は認められず，阻血

性佼袈を抑制する効果を示した.

生体に微丑で多大な影響を与える活性 polypeptidと

して，平滑筋収縮作川，血管肱張作用，毛細管透過性了じ

進および白血球集合作用を有する kinin は， 常温群に

おいて kinin 遊離静来活性の矧}JIHこより体内に著明に

増加するが，低体温群では kinin 遊間住酵素活性の増加

も軽度にとどまり間血性佼襲がもたらす Kinin形成は

局所冷却l操作によって明らかに抑制されることを示し

た.

附加した kininを分解する kininase 活性は， 1I';温

群において限血解除直後から著明な増加を示したが，こ

の現象は異常な kinin 形成に対する防禦反応の一端と

考えられる増加で， その後，漸次減少傾向を示す過程

は， kininの反応、に対する 相対的平衡反応と考えられ

た.一方，低体温群では同様の経過をたどったが軽度の

変動にとどまり ，kininに対する酵素活性の変動からみ

ても阻血佼襲の影響が少ない生体反応と考えられる.

さらに術後問題となる毛細管透過性についてみると.

常温群では帯明な元進が持続し，術後の末梢循環障害お

よびl由民の;誘発閃子が矯加していることを示した.一方

低体温計では程度の克進にとどまり ，駆血千11'阻血の{号裂

を局所冷却lによって抑制するのみならず，創傷f治総促進

にも効果を発揮するものと~.・えられる.

以上に述べたが1果から，駆JUt帯装liによる阻血は局所

の hy poxia を伴う組織代謝附害およびlþ~.{;ç; なM'，k;反応

による生理的平衡状態の破綻をきたし，さらに間 l但解除

に伴って全身的に波及する日度な生体反応を誘発するも

のと考えられる目またこのような現象につレて，最近注

目されている活性 polypeplid は阻血によっても著明

に増加し，末梢循環障害によるIrfil派内血液の poolおよ

び毛細竹透過性充進による腿脹や血流日一減少などの生体

反応誘発因子として重要な役割合演じてし、る

事実，今回実施したような短¥I!j間の間血例においても

著明な酵素作用の存在を示し，少なからず全身状態が影

響を受けていることを示している このことは駆血措に

よる阻血が可逆的範囲内の佼裂であったとしても，その

使用に関しては似屯な配慮が必要であることを示唆して

いる.

従来，危険を{下う生体反応の対策として，呼吸22によ

る補助l呼吸，イほ分千デキストラン液，THAM緩衡剤お

よび血管肱張，収縮斉lほどが反応に応じて使用されてい

るが， 1比々は阻血の影響ーを引伝して，阻凶l1:必襲が加わる

がlに同所を冷却することによって，局所組織代謝の低下

および酵素活性の抑制を促すとともに，i:え漫に対する期l

戟域を低下し，¥[L血による全身反応を極度に抑制するこ

とができた.またこの局所冷却操作はさらに手術佼磁を

も順調かつ良好に回復させるに役、2つものと考える.

質問 :丹羽(名di大整形外利〕

1) 演者の kinin活性として述べられてレるものは

kiningen の levelか， また kiningenの活性化にな

にを用いているか.

2) 常温群と冷却l群に kinin 活性の差災を認めてお

られるが，これを左右する因下(特に筋肉内で)にっし、

て演者の考えをうかがL、たい.

答 ・吉原(札幌医大整形外科)

1) 今回測定した kininforming enzym とkinino・

genの関係について kinin系の変動を観察したもので

ある Kininogenは kinin の基質であり酵素ではな

い. Kinin forming enzym の activityについては

fruction W 基質として，試料中の静:ぷ活性をみてい

る.

2) 冷却操作による Kinin 系の抑制作用は認められ
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るが，しかし抑11，11物質の解明はいまだみられない. しか

し酵素反応は温度に非常に関係するものである.ご存知

のことと思う.物質については今後の問題点である.

71.腿切断および不働性萎縮筋におけ る筋機能の

経時的変動について (第1報)

山田 浩 浅妻茂主主*

屈筋腿損傷修復の際，腿断裂後長年刀放置されたもの

では，治療成紙の劣ることは Bunnell，津下など多くの

報告おの一致するところであるが，他方 Pulvertaftら

の述べるごとく ，腿院rr裂後長年月を経たものでも.良い

結果がfftられる場合も為るので試みるべきであるともい

われてし、る.

健切断または関節固定などにより ，生理的活動が制約

された骨絡筋を使用しての腿形成術施行にあたり ，至適

H年期はいつか，筋が病的状態におかれた後，手術までの

期間に制|肢はあるのか，成絞を左右する因子はなにか，

などを解明する手がかりを得んとして，l.kの実験を行な

った.

実験方法

成熟ラ γ トを使用，無菌操作のもとー側肢に対し，次

Electrostimulation 

引っ'}I， I)装置

の処置を行なった

1) アキレス腿を腿'目付 着部より 1~2mm 中枢側で

鋭的に切断し，下腿三頭筋が返縮するままとしたもの.

2) 下腿三頭筋を弛緩{立とし，026号縫合用鋼線を 2

重にして経皮的に大腿'il'および騒fhこ通して締結し，膝

および足関節を固定したもの.

上記 2 群のものにつき経lI~f的に下腿三頭筋の重量主張

力を測定した.

張)J測定には図 1のごとく ，動ひずみ測定器を用い，

ラットを屠殺するこ となく ，下腿三頭筋を大腿部に付着

させたまま取り出し，腔'行事!J経筋進入部に Supramaxi.

mumtE気刺戟を与え，空宇尺性単収納山線をオッシ ロペ

ーパーに薗かせ，筋長を変化せしめて，張力筋長曲線を

作成した.

重品;および活動張力は

個体差があるため，絶対

値は用いず，すべて対健

側百分率で表示した.

なお同一個体における

左右差をみるため，正常

ラット 5匹についても合

せ測定した.
34'Cの，紅動ハ ラ7 ィンをl前す

実験結果

DS6 /PX *，~到J ひずみ測定R:~

ひずみ測定能川 土2-100.000X 10-
6 

fl何測定範p~ 土10∞gr

描2i基波周波数 5∞o C"土10%

図 I 筋iil力測定装置

* H. Yamada， S. Asazuπ1ョ:金沢大学整形外門

正常例 5匹の左側に対

する右側重量の百分率で

は 1. 1~1. 6 % の重量差

が認められた.

これは Lippmannの

示す正常ウサギ10羽にお

ける左右差か】6.4%とほ

ぼ一致している.

正常例最大活動張力の左右廷は 3 . 9~ 14.3 %までの
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凶3は弛緩位固定1:干の豆:注および最大活動張力の変動

を示す.すなわち内包とも術後 1，2迎で急速な減少を

み，3週で最低となった後は以後 2カ刀までほぼ矧似{直

が保存された.切腿併にみた屯fE，最大活動張力の回復

が固定群でみられないのは下腿三頭筋の不(動性が完全に

保たれているためと与えられた.

以上，切腿群，固定群とも最大活動張力はm:孟変化に

ほぼ平行して雌移するとみて大過なきものと思われた.

1959年 Sunderland は右手関節離断後20年を経た76

才男子音Ij検例のiiij腕各筋の虫、H建側主主比を測定し，筋亙

呈比の減少度は各筋の不働性の程度に関係すると述べて

レる.すなわち手関節より中枢寄りに停止を布し，手|児

節隊院rr後もかなり活動していたと考えられる m.brachi 

alisや m.pronator t巴res などではAll_[減少は少な

く，下関節より末摘に作止してし、て活動性の強くおかさ

バラツキを示し，重旦足以上に左右近のあることが知ら

れた.

図 2は切腿li'f下腿三日JゆIji重量および最大活動張力の経

時的変動を示す.すなわち筋重JIは術後急速に減少し，

2週後最低となるが，3週後にはむしろやや増加の傾向

があり ，以後1および2カ月後はほぼ類似他にとどまる

が， 3カ月 6カ月後ではさらにやや地加の傾向 をみ

る.

このことは術後 1，2週日では切腿中継断端は遊離状

態にあるが 3週後より腔什と減痕性Wi，.i".iを生じて漸次

強固となり，下腿三¥iJl筋は退縦した長さで膝関長'iJ屈曲運

動に関与し，活動してくるため と考えられる

最大活動張力の変動は亙旦推移にほぼ平行し，術後急

速に減少して 2週後最低となった後は徐々に回復の傾向
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れたとJfえられる手恨屈 ・伸筋群，手指屈 ・伸筋群など

は減少度が大きい.

しかるにこれら減少度の大なる筋群にてもなお対健倶IJ

比で40~50%の筋露呈が保存されていたとしている.

我々の実験結果を直接人体に関連すーけることはし、ささ

か早急ではあるが，Sunderlandの報告よりみても，た

とえ切鍵後長年月を放置された筋肉でも，活動張力の点

からは礎形成術の動力筋として使用し得る可能性を有す

るものと思われる.

なお実験により得られた張力筋長曲線を，代表的に切

鍵後1週例， 6カ月例で比較検討するに，切腹後1週例

では筋長変化に対する活動張力の変動は少なし、が， 6カ

月例にては良好な活動張力を得るための筋長に巾が少な

いことがうかがわれる.すなわち 6カ月例では 1週例に

比し，大なる活動張力を得る筋長の決定に制約が強L、こ

とがうかがわれるが，この点今後さらに検討を加えたい

ものと考える.

72. Synthetic catgl1t Sl1tl1re (S. C. S.秋山)による

膿縫合の実験的研究

笠原康一 加 納政彦 原田基 岡田正 秩山太郎*

腿w似の修復には，周囲組織との癒着の問題で難渋す

るとともに，総局に対する考慮が必要である.その原因

の1つに縫合材料の良否が，術後早期運動練習と癒着の

問題に大きな影響を示すことはいうまでもない.秋山に

よって Polyvinylalcoholを素材にした，新しし、合成吸

収性縫合糸が開発され，これを synthetic catgut su-

ture，略 して SCSと呼んでいる(図 1).我々はこ の糸

の特性を考え，腿縫合材料として使用 し，絹糸より優秀

図 1. Synthetic catgut suture (S. C. S. ). 

* I王.Kasahara， M. Kano， M. Harada， T. Okada:和歌

山医科大学整形外科: T. Akiyama :日本医用高分子材料

研究所

で，鍵縫合に使用可能であることを知った.秋山はこの

うち Polyvin y lalcoholを高純度にし，組織に対して長

期間破壊的に働 くような作用はまったくみられず，その

特性である熱硬化性を利用して，生体内で吸収速度の調

節が可能であり ，その吸収速度を示した.標準状態で各

糸の引張り強さの関係、は wire を除けば， 同じ太さで

高純度 SCSは Nylon に比して強い.この SCS を

2.5 kg前後の成熟ウサギのアキレス鍵を使用して，各

種縫合糸を比較検討した.実験に使用した縫合糸は SC

S，絹糸と Nylonをすべて同じ 0.25mmの太さに統

一し，wireは No.38を代表さぜて比較した(図 2). 

まず各糸の組織反応を検討するため，アキレス腿付着部

50 

40 

S 30 
X 

g 20 
吋コ

10 

。
混{問時loopにし た Bunnell double r帥 tangle 
糸の'J111; 1) 'JTIiさ

図 2. Wire， Nylonは糸自体の強さより小さい力で全部
健から抜ける.S. C. S， silkはほとんど糸の強さ近

くまでもちこたえられる.
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から1.5cmの部位で横切し，太し、絹糸をかけ Bunnell

の doubleright angle sutur・巴 を行ない， ギプスで固

定し. 1週から 6週まで逐週的に屠殺し，組織学的に観

察した. scsの2週日はほ とんど周囲に組織異物反応

は認められない.SCS 4週目 で糸の周囲に 1層 の薄い

膜に図れてほとんど異物反応は認められない. 6週 日で

も同様所見であった.Wire. Nylonは SCS と同級ほ

とんど只物反応はなかった.絹糸の 2週日で糸のまわり

に強レ只物反応、の細胞浸:1間があり ，厚い娠痕ができてい

た. 4週. 6週になると，さらに周囲は厚く癒痕化する

傾向が認められた. 実際に !陛縫合に使用 してみた.

Bunn巴11の doubleright angle法と Bunn巴IIの怨没

縫合法で各糸の引っ張りの強さを測定した(図 3). 縫

50 

40 

:::: 30 
X 

g 20 
〉、

てコ

10 

。

図 3.

ィ!1I!il'illl.¥'loopにした Bunnell 埋没縫合法

糸のリI~j，リ強き

Bunnel1思没法では S.C.S. sill王はすべて糸自体

の強さまで耐えて切れるが wine. Nylonは切れ

る前に抜ける.

合はできる限り均一にし.10総ずつ測定し，平均値を求

めた.その結果.double right angle法ではすべて糸

は切れず艇からさけて抜けてしまった.そのうちで，

wire， Nylonはともに糸自体を loopにして測定した値

より ， はるかに少なし、力で抜けたのに反して. SCS と

絹糸は 2~3 倍の力でJ初めて抜けることがわかった.

Bunnellの埋没縫合では SCSと絹糸はおのおの loop

にした糸の基準の強さとほぼ同 じ値で切れるのに反し

て.Nylon， wir巴は大部分切れずに艇がさけて抜けて

しまう . 以上のことで明らかlこなったことは. SCSや

絹糸はその表面粗度が大きL、ため世sと糸との聞の摩擦が

大きく，強い力でも抜けることなく ，糸白体の引っ張り

の強さだけ耐え得るが wire，Nylon は表面粗度は小

さいため，糸自体が切れる前に聡からはずれる傾向が強

い.また縫合部が最初に脅~I)fl し始めるのは ， 絹糸で一書

早<.SCSで一番遅いとし、う結果を得た.

以上のことから.SCSは引っ張り強度におレて wire

には劣るが，その表面粗度が絹糸に次いで大であるとこ

ろから，すべり の点で pullout法には絹糸同線，不適

当である.しかし腿の端々縫合には絹糸より糸cl体の引

っ張り強さが強く ，かつ組織学的にも絹糸よりはるかに

異物反応は少なく鍛痕形成が少ないため.pull out法

以外の腿端々縫合では絹糸より優秀である結果を得た.

質問 :神(弘前大盤形外科)

1) SCSの有効力強度がどれ ぐらレのJtJllf'，1保たれる

か ?

2) 吸収された糸がどのよ うな経路で体外に排出され

るか ? 刺綱内皮系等に影響はなし、か ?

答:笠原(和医大整形外科〉

吸収は我々の実験では 6週間であったため，まだ吸収

は起こっていなかったが，一応使用した SCSは 3カ月

間で初めて吸収が起こるようになっているものを使用 し

たのである. 吸収の方法は普通の catgut のような溶

け方ではなく 細分化するような形態で分解する.

73.損傷 腿癒 着 防止の研 究

一一コーデルコートン T.B. A.含有フ ィプリン膜の試作一一

栗 村 仁*

手の植HI1傷の修復の困難さは，そもそもわずかの損傷

で周囲と多主に癒行しやすく ，またb昔、liしなければ治癒

本子1.Kurimura :東京大学整形外科.

しない腿を線t仕組織の多L、個所で長距雌活動させなけれ

ばならない点にある. Bunn巴IIによって教えられた術前

の準備，無傷手技，術後の固定，運動療法の工夫は，今
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後ますます追求しなければならない点であり ，常に第1

義に考えなければならなし、問題であるが，しかしどうし

ても術前状態、への準備を理想近くになし得ない場合が多

く，したがってなにか艇の過度の癒后に対する防止手段

を考えざるを符ない.

従来この方面の研究は枚挙に暇がないほどであるが，

まだ一般化されているものはない.合成副腎皮質ホノレモ

ンが癒着に大きな役割を演ずる維維芽細胞の増生を強力

に抑制することは周知の事実であるが，全身投与ではか

なりの多量を必要とし，その副作用が懸念され，また局

所注入でもその作用範闘が不確実であり，腿，皮膚等の

縫合部の治癒遅延が心配であって，これが一般に使用さ

れなレ原因となっている この薬剤を望むべき筒所に数

週比較的長期停留させることができれば小量ですみ，思

むべき副作用がさけられ使用可能となり得るのではない

かと考えたのがこの研究の発端である.

図1 コーデノレコートンTBA入フィプリン膜

ウサギ周作製法

1. ウサギの大動脈より採血

2. 直ちにパラフイン引き遠沈管で冷却泣心 (OOC 7分400

回転〉

3. 上清ソソレ状の血策を採取

4. 上記血凝4川 lにコーデノレコ ートン TB A 0.5111/ (10 

1I1g)の割合で1f1'かに混和

5. 4目 51111入りのガラス容器(内法 1.5x3. Ox1. 0)に上

記懸濁血祭を注入凝固をまっ

6. 凝固物を取り出しガーゼではさんで圧迫，血清を流出

させガーゼ上に目的の膜を得る.

7 マ ゾニン液中で保存する

以上無菌操作にて行なう .

プレドニゾロソ第3級プチノレ酢酸エステノレであるコー

デルコ」トン T.B.A.含有フィプリン1莫の作製法は，

表 1に示すように非常に簡単なものである フイプリン

朕の癒着防止効果およびその生体内吸収の良好なことに

ついては，本邦においても，すでに西(神戸医大)によ

ってくわしく報ぜられたところである.フィプリソの網

に合成副腎皮質ホノレモン懸i樹液の粒子が吸着することは

偶然に発見した.コーデルコートン T.B. A.を選んだ

のは，種々の懸濁邦lの中で一番沈澱しにくく ，したがっ

て血紫ゾルと混合して分離しがたく ，製品を作り易かっ

たからである.最大の欠点は均一の物理的性状をもっフ

イプリ γ膜が作製不能のため，薬剤の一定量吸着が正確

にできないことである.しかしながらこの膜作製に使用

したと同孟のコーデノレコート γT.B. A.0.5ml筋注群

(=TBA全群〕と子術局所注入群 (=TBA局群)と

ウサギ血液より作ったフイプ リン膜挿入の処置群 (=F

膜群)とで，ウサギ腿癒着防止の比較実験を行なった結

果，試作膜が最高の癒;[;防止をする結論となったので発

表した(試作膜挿入処置群を膜群とする).ウサギ艇の

癒着方法や癒着判定法はさきに合成副腎皮質ホノレモンの

癒着防止について発表した Carstamや奥村にならっ

て，後月笠骨筋鍵が下腿の長く骨膜に沿って走る個所で癒

着操作を行なったが，艇をガーゼで擦過したり滑石を加

えたりすることを行なわないで単にモスキート鉛子8本

で5分間圧挫し，さ らに鮒子間の圧挫をのがれた部をお

よそ10秒くらいずつ圧挫するとL、う単純化した方法で行

なって，より癒着の客観化を計った.

総若操作のみを行なったのを対照群(=圧挫群) と

し，それに上記 4群の癒活二防止手段をほどこして 3週間

ギプス固定を行なって後，当腿癒Jラ郎の引き抜き「に要す

る重量でもって比較検討したわけである.表 2，図1の
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f::: -1， 

図 1.

ごとき結果となったが，平均値が大になるに従って標準

偏差が大となるため，その対数値をとって標準偏差値の

均等化をはかったうえで，分散分析の Shefbeeの方法で

推計処理をしたところ，試作膜がし、ずれの1洋より危険率

1%で有意、差をもち，一番局所癒着防止効果を発揮して

いることとなった 参考実験として正常の後腹骨筋腿同

手術野での引き抜き，単に艇を剥離しただけで3週ギプ

ス固定をした後の引き抜き，また試作膜使用 5週後の同

!腿引き荻きで腿のmiIVJ状態を吟味したが，無傷手技の鍵

剥離だけでも，かなり腿は癒着するものであることを教
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表 2.実験結果.

1968年 11月

比較実験群 参 華妥d 

さと | 2 1 3 | 4 1 5 
8. 

庄鐙 1+TBAF膜 1+TBA局 1+TBA全 l+F膜 正 常 座開l離のみ 2+2W後

1 382 

2 387 

3 980 

4 281 

5 680 

6 620 

7 505 

8 321 

9 800 

10 

11 

平均 -1-550.6-1 

標準偏差 1 223.9 1 

49 

39 

10 

70 

95 

115 

16 

24 

95 

46 

35 

54.0 

33.4 

160 

175 

123 

268 

98 

293 

128 

249 

186.8 

68.9 

300 220 

420 360 

210 198 

95 520 

360 292 

145 80 

230 155 

159 165 

竺~
1 11 

100 

69 

72 

42 

98 

80 

45 

51 

67 

55 

67.9 

19.4 

202 

182 

209 

186 

229 

298 

145 

205 

222 

208.6 

39.1 

92 

86 

86 

88 

55 

102 

84.8 

14.9 

註 :以下のごとく略記，コーデノレコートン (TB A)，フィプリン膜 (F，iID，全身投与(全)，局所投与(局)

えられ，正常駐の引き抜きはほ〉、試作膜使用の場合と同

程度の牽引力を必要とすることを知った.なお病理組織

検査を引き抜き腿の縦割j標本と骨膜と腿周囲反応組織を

つけたまま腿をとり出して作った横断標本で行なった

が，試作膜使用群が腿そのものの反応性が一番乏しく，

すなわち腿細胞の数が非常に少なく，また腿を取り巻い

ている試作映自体も非常に反応性に乏しい所見を得た.

事全 霊ロ 園口

損傷肱IIの過度の癒着防止を目的として，意図する部位

において，合成副腎皮質ホルモソが数週間停留し作用す

ることを期待し，コーデノレコートソ T.B.A.含有のフ

ィプリン膜を試作した.いまだ一定の物理的性状を有す

るフィプリン膜が得られぬため，薬剤の正確な定量の点

に問題を残すが，膜作製に要したコーデノレコートソ T

B.A と等主の全身投与，局所投与およびウサギフィプ

リソ膜帰入の処置群との比較実験をした結果，推計上危

険率 1%の有意差で試作肢が最大に癒着防止をする成績

を得た.しかも非常に果物反応が少なく ，徐々に生体内

に吸収されることを知った.臨床応用の場合は当然ヒト

血奴を利用するが，症例を選択すれば非常に有用な癒着

防止膜としてがJ力を発揮するものと考える.

質 問 :丹羽(名市大主主形外科)

1) Fibrin映は何週ぐらいまで認められたか.

2) 演者はウサギで Fibrinの状態を観察しておられ

るが，Fibrinについては種族によって大きな差兵があ

るのでヒトについて同絞な結果が得られるかどうか疑問

に思うカ工

石田(新大整形外科)

1) フィプリン映で被覆された部分の艇に壊死，変性

が起こっているものと思うが.

2) 腿縫合部を被視すると腿修復が遅延することが考

えられるが(壊死に陥った艇が replaceされるためには

血管の侵入が必要であるのにこのフィプリン膜がこれを

妨害していると考えられるが…一)

答 :栗村(東京大学整形外科)

1) Tendonはもちろん癒着防止をすれば necrosls

傾向が強くなる.

Tendonの治療は癒着させなければなおらず，また過

度に癒着しては困るわけで，ある時期 necrosisにさせて

も滑動をj切待して治療しなければならないと思う .

今回の肢は，膜としての作用よりは合成副腎皮質ホル

モソが数週局在することを望んで試作した.なお 5週後

ではほとんど膜は形をとどめず，拠病理原木で正常舵に

近く修復してし、く傾向を認めた.

2) フィプリソ肢は，術後 3週で膜としての形は失わ

れる.フィプリンがすべて吸収されるのは正確な定品が

できないので明確な答を出せないが，6~7 週で吸収さ

れてしまうようである.
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74.弾発現象を伴える総指伸筋腿の習慣性脱臼の 1例

堀部和好 塩野正喜 黒沢正明*

特に誘因となる外傷の既往のなし、総指仲筋腿脱臼はき

わめて稀なもので，我々の調査し得た範囲では Fitzge.

rald， Levy， Elson らが各 1例報告しているだけであ

る.我々も 1例経験したので報告する.

症 例 15才，女子.中学生.昭41， 4月ごろより右

節 2，3指総指伸筋礎が指の屈曲時に M.P関節で尺側

に脱臼するのに気づいたが特に不自由を感じていなかっ

た.異常に気づし、てから 1年半後第 3指に伸展I時弥発現

象が起こり ，2週後には運動痛，自発痛が起こるように

なり来院した.

理学的所見:第3指は屈曲を始めるとM.P関節で伸

筋腿の尺側脱臼が起こり，指も尺側に侃位する 伸展し

ていくと 45
0 のところで lockされ同時に終痛が M.P. 

関節の院側に起こる.さらにカを入れると弾発現象を起

こして正常位にもどり指の偏位もとれる.第2指は!腿の

尺側l悦臼が起こるが，;l~発現象， 終:fI有は認められない . 患

者は体育のu寺聞にパレーボールをする程度で特別の運動

はしておらず，いままで指を痛めたこともまったくな

い.家族的に特記すべきことはない.

手術所見と方法 :Extensor hoodまたはの中枢の結合

織に起因した不均衡により脱臼が起こると，限定し，第3

指|羽tmで縦皮切を加えるに特に慢性炎症像なくまた諸楠

らの指摘されたごとき Jntert巴ndinousfascia の断裂

あるいはその部の癒痕等は認められなかった.しかしこ

れが非常に薄 くしかも弛緩している所見を得た.まず 3

~4 指問の腿間結合を切縦したが効果な く ，脱臼 した

さらに第 3指の屈伸迎動を行ない脱臼を確認しながら陸

側の hood との均衡を得る目的で脱臼仰lの hoodを少

しずつ切雌すると hoodの遠位端を僅かに残したところ

で急にいままでと反対側に脱臼するようになった.そこ

で切断tした hoodを再び縫合すると tiijと同様尺側に脱

臼するようになったので hood より中枢で院側の結合

織を十分に縫縮すると 1針で脱臼は起こらなくなった.

さらに反対側の hoodの縫合が強固なため再発をおそれ

弛緩せる hoodを縫縮し手術を終った.術後 3カ月の今

口経過良好で終結. J悦臼の再発の徴候はまったくない.

ホK.Horibe， M. Shiono. M. Kurosawa :東京医科歯科大

学

考 察

総指仲筋舵のM.P 関節での脱臼には Levyによると

病的なもの，外傷性，遺伝性に分けられている.病的な

ものでは関節リウマチの手にしばしばみる尺側偏f立に随

伴して起こ る尺側脱臼が代表的である.遺伝性と思われ

るものには Levyの報告した祖母，父，娘の家族的発生

表 1. Foreign cases(traumatic) 

Haberern 同02)I Age I Sex 

Curchod (1916) 11-20 1 Female 5 
Levy (1921) 21-30 3 Male 4 

Silfverskiold (1928) 31-40 Unknown 1 

Rasemon (1930) 41-50 1 History 

Fitzgerald (1939) 51-60 of trauma 

Straus (1940) 61- + 7 
Wheeldon (1954) unknown 2 ワ 3

Elson (1967) 

122ZJ| 

表 2 Japanese cases 

Morohashi(l966) I Age I Sex 

(1) right 3MPJ 

(2) bil. 3MPJ 

Our case (1968) 

right 2. 3M.P.J 

History 
of trauma 

+ 
+ 

? 

例のみがある.外傷性のものは20才代に多 く.M.P.関

節に京、jする1o:述外)Jによるもの，関節，筋肉t?の急激な

過度の運動に基づく介達性のもののほかに，明らかな外

傷の既往なく徐々に発症する特発性ともし、えるものとに

分けられる このレわゆる特発性の症例はきわめて稀で

あり，報告例も職業的に手術をよく使う速記fi.教師，

理11師の症例があるのみで本症例のように中学生に見ら

れたものはいなし¥我々の症例はなんら誘因となる外傷

なく局所にも組織の断裂鍛痕等，外傷，炎症を思わせる

変化は見山せず，先天的ぷ困に基づき営通にはなんら誘

因となり得ない日常のす:指の使用により発症したと考ーえ

られる . 本症の発生に対し指1~誕膜の断裂を重視した報

告多いが， 諸~(Íjらは一昨年の本学会で extenso r hood 

だけでな くその中胞にある int巴rtendinousfasciaの断
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裂の重要性会強調している.木症例におし、ても extens-

or hoodおよびその中枢の結合織が俊側で仲張弛緩して

おり，この縫紡により脱臼が起こらなくなった.

以上段々は特に;誘因となる外傷の既往ない少kに徐々

に発症した総指{II')I方腿脱臼の症例に対しf3L側の腿膜およ

びそのrl'枢の結合織の縫縮を行なレ良好な結果を得たの

でこ〉に報告した.

追 加 :高沢(横浜市大整形外科)

同線な症例のうち外傷(スキーでt伝修1])で起こった例

は1ヵ月の仲展位固定で治癒した.また， 20才，電話交

換手 (f;:性)で 2年自甘から左中 ・環指の伸筋艇の尺側

脱臼があり，中指の院側の hoodを縫縮することによ

り治総した.中指のみの hoodを修復しただけで環指

の伸筋艇がなぜ脱臼しなくなったのか原肉は不明であ

る.演者の症例は他の指はどうだったのか.

答:~宜野(東医樹大盤形外科)

本症例では第 3指のみに手術を施行したが第 2指の脱

臼の改苦は認められなかった.~'I 3 指の手術により第 4

指の!悦FIの治癒した以囚については不明である

追 加 :;ï'l川合(鶴岡~JJ村病院整形外科)

イ中筋艇の尺側脱円は一般に考えられている hoodの

inbalanc巴だけでなく ，さらにそれより大きな手綱の力

となっているのは inlerlendinousfascial layer によ

るものであろうと思われる.演者ならびに追加の方の症

例におし、てもTL.に隣接指へも張られているこの lnl巴r-

tendinouus faicial layerのなんらかの原因による

inbalance が大きな志、味をもっているのではなL、かと

思われる.

75. 長母指屈筋麻庫を疑った母指屈曲障害の 1例

森 崎 直 木 河井弘次 菅原幸子 仁科文男 田中 i導 f本

今川-f.!<: 々は.Q:ほ指屈筋麻再~と思われた症例に迦過し手

術にて下ほ指 Grundphalanxの Metaphys巴から End-

phalanxの Basisにわたる腿Jiitil;.であることが判明し

たのでここに報告をする

症例 21才，男性学生.

主訴右手f¥J:指 l.P.関節屈i出障害.

家族}佳.特記すべきFことはない.

既往舵 5才のときf中耳炎，腎炎に擢恋している.

琴~ hr:体絡中等度，栄養良，全身的に奇形はなL、.局

所所見は右手!な指 l.P.関節は伸展位 l.P.関節の自

動周rtllは完全に不能，他動的には fullrange可能であ

った. Grundphalanx部にて長母指屈筋艇の走行をかす

かにふれる.手関節部では同礎の走行は触知できず，前

腕の上中の 1/3僚側で筋の収縮としては触知可能なるも

非常に弱い IIIJ腕周径の左右差はない.知覚障害もない

(図 1). 

検査成総 :血液一般，血清化学，糞尿に異常はない.

筋屯図検査は教団試みた.各回に一致した所見ではない

* N. Morisaki (教反)， K. Kawai， S. Sugahara， F. Ni-
shina， H. Tanaka :東京女子医科大学整形外科.

図 1 男性.21才. 件I前の右手母指 1.P.関節屈曲障害を

認む

が長母J骨腐筋の lowvoltageおよび fibrillation線波

形を認む.

この，也島は 1才3ヵ月のとき，右手ほ指 1.P.関節を

屈曲している写真があり ，したがって先天性疾患とは考

えられぬ.そこで次々は第8回手の外科学会で発表した

長母指屈筋麻成zの好l似疾患を第1にJfえた.また骨折，
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.f -a. 
図 2 右長母指屈筋且nの GrundphalanxのMetaphyse

より Endphalanxの Basisまでの癒治を認む

炎症，外傷などの既往はなL、が腿癒后，または聡皮下断

裂の可能性もあると考え手術を施行した.

手術所見 ・|狗腕にて長母指屈筋筋腹はやや萎縮を認め

るが神経車IJ俄耳王子にて筋収縮は良好であった.筋腿移行

部で腿は，包に細くなっている.手掌部で同腿は著しく 細

いが周凶と癒Jきはない.さらに皮切を伸ばすと Grund-

phalanxの Metaphyseから Endphalanxの Basisま

で鍵， 腿革~ìが一緒になり膜様， 事~維状で扇形に広がり骨

膜と癒着していた.艇の癒着を剥離し短縮縫合術を施行

し手術を終了した(図 2) 

病理組織所見 :一部は正常の腿組織で，これが脂肪組

図 3. 腿癒t{J.部の病理組線織本

織を経て鍵の走行が乱れて myxomatosになっている

部分に移行している.正常部から病変部への境界は鮮明

で病変部の血管の周聞に細胞増殖が認められる(図 3). 

術後の経過 :術後1年現在の局所所見は，右母指球の

萎縮を軽度に認め，手術時癒芯ーを認めた部で長母指屈筋

の収絡が明らかに認められるようになったが，1. P.関節

の屈曲はわずかに改善されているのみであった.今後理

学療法の継続により経過を観察し，さらに時期をみて鍵

短縮術を行なう予定である.

考察

現病歴で明らかな外傷の既往がなく発症したことから

経過は非常に長いが我々がさきに発表した長母指屈筋麻

療を第1に考えた。手術庁[見により 1.P.母指関節屈曲

障害の原因は腿の骨膜への癒着ーであると判明し長ro:指屈

筋筋腹の麻純のないことを確認し得たので，我々の診断

は結果的には誤診であった.ここで現病腔をくわしくし

らべてみると， 生後1才3ヵ月では完全に右母指 1.P. 

関節屈曲可能で，その後学童j切にはいってから10才ごろ

まで屈曲障古に気づいていない.発見の動機は鉛乍をも

つのに不自由であったということであるが，それ以前に

局所の外傷，炎症，骨折，ばね指などの既往はまったくな

い.手術所見で腿が著しく 細かったのは長期間使川して

いなかったためと思われるまた病理組織所見で myx-o

matosな変化や，血管の周聞の細胞.l¥"iffiなどが認めら

れるところから Microtrauma， 炎症などが発症原因と

考える.東大の治水によると長母指屈筋の皮下断裂の報

告例ではなんらかの基礎的な病変があり ，それに外傷が

加わり 断裂を起こしたものと考えてL、るが，その基礎的

疾患の本態については解明されていないようである.我

我の症例もなんらかの外傷が基礎となり癒着を起こした

ものと考えたい.

結語

長舟指屈筋 Endphalanx付着部周辺で外傷を基盤と

し癒后を生じ， 母指屈 IJll l~~~与を発生したと考えられる症

例の手術例を報告し，その原因についての考察を試みた

が詳細は判明しなかった.

質問:間島(新潟大整形外科)

演者が flex.poll. long艇の変性癒，i''i'が原因と考える

根拠はなんであるか.

この例では癒着が基節骨にあるので flex.poll. long 

はなお M.P 関節 flexorとして働いていたとえ考られ

るのでそれほど強L、癒着やまして denervationの slgn

とその fibrillationがでるのはおかしいと思う.

追加:内山 (新潟大整形外科)

長母指屈筋鍵が断裂して radialbursaの中を prox-

malに退縮したと考えると演者の手術時に認めた flex.

poll. long鍵はこの bureaであった可能性が考えられ

る.

回 答:東(三楽病院盤形外科)

FPLの皮下断裂後→癒行の可能性はないだろうか
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FPL の皮下断~~ 2例を経験しているが1例ははっきり

した trauma の変往症がなく FPLは付着部で断裂し

ている.

田中(東京T:(医大笠形外科)

① 癒A'S了は Grundphalanx の distal1/3から起こっ

ている.

② Lo¥V voltage はらる程度の筋萎縮が起こっている

のであってもし、L、と思っている. Fibrillationが山現

した理由はわからぬ.

76. 有頭骨に無腐性壊死をみた症例

松葉健 八木明夫 村瀬鋲雄*

手向11に発生するし、わゆる骨端症はキーンベック病を除

レては柿な疾，也、である..[え々は最近イTR貞'向に 1!~腐性桜死

をみた何1なる症例を経験したので報告する.症例は19才

の女子で看護乍Fじである 2 年前に左手1~部会鉄板にて

打撲したが，モのl1i:寒冷lI!i'vこ手背部のj苓痛が持続し，と

きにl匝阪会みた.漸次予部全体のシピレ感，脱力感、を訴

え， fTRI2，I 月米院した. 体絡， 栄後rll~手度で!陶lIü部に異

常をみない.右手関節有頭'H'に一致して圧痛をみるが，

l匝版および熱感はない.空手!叫!時に終痛を訴え Finsterer 

図 1

ホ T Matsuba， A. Yagi， S. Murase 国立水戸病院整形

外科(水戸市J草原町〕

slgnは軽度陽性，出力は右 9kg左23kgでかなり紡)J

が低下している.また血液，尿には異常をみない.x線

所見は図 ]のようで有頭骨の中砲側のがJJ;6の輪:/11は消失

し，骨萎縮を認め，その中に域死に陥ったと忠われる腐

骨様小片の散在をみるーそれに反して遠伎町iは'rl'li!l!化像

を~す. しかし他の下板骨には異常をみない.

図 2.

図 3
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手術時所見としては滑膜の肥Ji，ヰTiiMT91枢側関節団

の一部|焔凹，軟骨の光沢の消失をみたが)肢は認め得ず，

細菌培養でも陰性である.周聞の籾帯より剥離してイTuJi

fi-の病変部を健康組織まで合めて切除したのち，舟 ・月

・三角 ・ヰT鈎骨「ト[Jに!湯什より係取した什患により Illter-

carpal fusiollを施行した この際採取した病変官官の病

理組織学的所見は岡 2のようで骨梁の抜死，血管'結合織

の増生，メタプラジーによる骨化のIL¥現など破壊と再生

とが混在する，典型的な無腐性壊死の像である.術後8

週間ギプス固定後，下関ili'ir.I;1定Jil装只ーを装用させた 術

後 6 ヵ刀の現在.ill~、物をもったり力仕事をすると ， 多少

手関節部に痔痛があり ，1f屈，11屈H5の運動 HJIjI吸をみ

る_ x線{象は図 3のようで移摘什!'t-と月状'行fif)の11-総合
は良好であるが，なお什硬化{象を2しヰ'iuJi骨末端と移紅i

骨片との聞は偽関節級の所見を?~しており ，現在なお経

過観務中である

ところで O一Hauptliによると布頭骨無腐性壊死に関

する最初の報告は Destotにより Capitatulllmalacia 

とL、う名称、のもと広発表されている.

次L、で 1933年 Tacquetらは carpusmalaciaの概

念のもとに，有uJl什，舟状骨，月状骨の3下根骨の罷定、

例を報告してし、る.また1936年 TOlltoheimは26才男子

の症例を病理組織学的に確認しているが， 1938年 Brai-

nard は28才男子の小多角什，コiT頭1l，ヰT鈎什の 3手根

骨の輪祁の消失せる症例を traumaticmalacia of car-

pal bOlleとして報告し，これは反復外傷による com-

paeSSlO1l IIlJury によるもので， fì-の栄益附'I~がj京肉で

あると述べている.さらに1942年 TOIlSSOI1は22才の女

子の例を報竹しているが，この症例には外傷の既伎はな

く，X線像で布頭骨全体に辺縁の不正，'「i'萎縮，一部fi・硬
化な どの変化を証明している しかし U4:における本症

の報告は我々のしらベ得た範聞ではみられない.本症の

成|苅については他のF根'Vl'の壊死と同線，外傷による循

環附7?，什折の非定 J\~l的経過例の残遺症候などが与えら

れているが，布頭什に対する血管分布の状況を，汚えると

き，その栄主主動脈のl血行~ì~~.~が問題であると思われる.

以上イjUJ~骨に無江主';tt桜死をみた症例を報告した.

77. 月状 骨軟 化 症手術症 例の検 討

高田聴東 晃 南条文昭 栗 村仁 *

古来，月状11-軟化症に対する治療法は種々試みられて

いるが，いずれも一時的には緩解するが，すぐ再発し仕

事上はもちろん，手営部をつく ，物をしぼる，図るとい

うような日常動作も障75され，満足な治療効果をあけ'る

に至っていない そこで近年本邦でも下根官-fi[J悶定術が

柏木らによってなされ，また昨年の本学会でも』諸橋らに

よって侠骨月状骨!日l固定術が発表され，いずれも良好な

成総をみている-f.ょたちも X線上 stageIIIおよびWの

もので，すでに長期間他医にて種々の治療を行なレ，な

お当外来に 2~3 ヵ月以上の保イ子的療法を行なっても終

痛の消失しないものにils40年より下級1l1L¥I固定術および

稜11丹状骨間固定術を20症例に対して行なった.そのう

ち followup し符た症例は18例であり，月状骨オf頭1'f

間固定f~j 9例， 月状什三角骨llil固定術 3例，舟状骨刀状

* S. Takada， A. Azuma :都立駒込病院獲形外科(東京都

文京区本駒込);F. Nanjyo 東京大乍分院整形外科 .

H. Kurimura : :東京大学整形外科.

骨1r~Ji'行間同定術 1 例，イrUJî骨を 2 分し， ) I状骨を摘山

した後同定する Grauer法 2例 および掌側侠骨月状骨・

間同定術 3O1Jである-)1状骨ヰTiiJi什問固定術以外は症例j

数が少なし、ので，今問はこの症例を中心として述べる.

手術方法:千背俊{JlIIよりの弧状横切IJFIにてはいり ，伸

筋支併を縦切し鍵を~JÌIl\することなく総指{rll筋 と肢~仰l手

根仲筋のr::1より ，直ちに関節包を切開し刀状什に速す

る.まずJI状骨周囲の肥厚せる滑膜および峻死組織を可

及的に切除し，周聞に貯留せる関節液を生食水にて洗い

iJlEす.次いでノミ ，または，holl dl川 にて布iiJl骨月状

'民間に長JJ形の講を取り相対する軟骨合切除し，刀状'骨

内部を鋭1&にて掻J!Ieし，協ifiより採取した海綿什を充填

し，I場午J-Jtを扶み固定する.最後にキノレシュナー銅線に

て固定を確実にし，ギフス包帯4週間， その後ギプスシ

ーネ 2迎!日]から 4週間計 6週間から 8週間行ない，後療

法を開始する(凶 1)_ 

手術成績:症例の観察WI間は 2年 6ヵ月から 7ヵ月で
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せるものが2例に兄られ，他の 3OlJにも骨硬化改善を軽

度に認めた.

考 察

以上私たちは月状11'が背掌屈!時に常に Armの Jong

Axisの方向で pressureを受けており有頭骨とー塊に

することにより depressionされるということ，ヰI頭骨

が大きく 1行環状態が以L、こと .1'f{llllよりの進入路が掌側

よりも浅くかっ安全であり ，またm膜切除が可能なこと

等の理由により ，この手術法を好んで行なったが，この

方法は他の手根骨間固定術と比較して遜色ないものと思

われる.Grauer法を 2例行なったが，術後可動域が市IJ

限され，固定は十分であるがその成績は必ずしも良 くな

かった.月状什軟化症手術においては骨'への侵裂はできf

るだけ小範囲にとどめ.synovectomyにより炎症症状

を消返せしめ，什循環回復に努めることがE要であると

考える.またX線上 stageII Iこ属するものは関節包切

開.71111失切除および刀状什の excochJeation で十分で

あると思われる

結 語

私たちは今凶月状骨軟化症予術療法について，月状骨

ヰT頭骨間の固定術を中心としていささかの検討を行ない

その成総を発表した.

追加 ・質問:井上(神戸大主主形外科)

我々の教室では.nB38年より Kienbock病に対して

intercarpal fusion を行なっているがその適応決定は

臨床症状と X 線所見とを合せ考え ， 第 1~ 3 期に分類し

て施行している.症例 1は28才の製鉄工で術後6ヵ月で

あるが，fJ'総合も完成し終痛.1由民もft'j退し，原職に復

帰している (L-T.施行例).

症例 2は印刷工 (20.. 1")でしT fusion後 3年 8ヵ月

経過し，可動性.握力は他側と同程度にまで改善してい

る.

T川問、 ('rse

ある.術後の終fltiおよび値目長にっし、て述べると，臼発j，(i

は全例においてm失し，運動痛に刻しては無理をすると

後で終抗lを生す、る 3例を除いて消失し，圧痛も同線な 3

例を除レて消失，極阪は全例に消失をみている.次いで

可動域についてみると，背屈では臼他illiJとも. 1 OlJを除

レて改sをみ，掌屈では 6{日jに改蓄をみてし、る.したが

って どちらかというと掌屈が少し障押されるようである

(凶 2). ADLについては手会つくと痛む， 物全血れな

L.C Fusion 

図1.
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い，しlまれないというようなことがな くなり ，全例にま

ったく不11由ないとの図作を件ている.職業転換を行な

った者はな く， 仁H5名はし、ずれも手を使う動作をして

おり ，なんら|浮;作会起こしていない.またX線上でも術

liiiより'「j-硬化の程度が減り. RevascuJarizationを思わ
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症例3は，stage mに属するもので，術後3年経過し

た L-C-H-T fusion 例で， L-T fusion に比すれば劣

るが，術前に比絞すれば改善され日常生活上でも支障は

ない.

質 問 手術適応決定は，どのような点を重視される

台、.

答 高田(駒込病院整形外科)

手術術式の適応、および選択は第1にX五線上の stage

により判断し， distalに bonedestruction強ければ，

intercapal fusion を行ない，特に月状骨が arm の

long axisの方向で常に pressureを受けているので，

縦への pressureを減らすために有頭骨とー塊にするの

が良いと考えている.あまり extensiveに carpalbone 

を固定するのは必要なし、ものと考えている.またX線上

lunate boneの proximalに bonedestruction が強

い場合は，ときには掌側よりの陵情'月状骨間固定術も適

応、があるのではなし、かと考えてレる.

78. 指骨の solitaryenchondroma に対する

E止骨移植例の経過について

富 永 通 裕 高橋隆二 藤家匡則 服部良治 尾崎仁一*

Solitaryenchondromaは手，足等の cylindricalbone 

の metaphysis に発生する軟同性軟骨臨癒であり ，

central chondromaや ecchondromaが叉.性llill務であ

るのに対して hamartomaの一種とされている. こ

れで対しては病巣の掻艇と骨移植 (curetting and 

grafting)が一般に行なわれる治療法であるが，我々は

症状がかなり進行し，某医の biopsyにより切断の適応

を受けた症例に対して病巣を含めて指骨の完全摘出を施

行し，欠損部に同一患者のE止'百を移秘した後，3年を経

過した 1例を経験したので報告する.

患者は14才の男子であり，初診の約 1 年 I~jから徐々に

右小指基節の!匝脹に気づき，約半年前に皮下の灰白色の

腫痛を透見するようになり ，某医に受診し試験切除によ

り，悪性の傾向があり切断術の必要があるといわれた.

局所所見は右小指背側に約3.5cmの手術綴痕を認め，

基節部は膨隆し，さらに健側皮膚の一部は穿破され灰白

色の軟'目ふ利回矯の一部が露出していた.x線上右小指基

節 Metaphyseよりに比較的限応性の透明巣があり，骨

皮質は膨隆韮薄化し，一部破綻を認め腫溜塊が皮下組織

に達していた(閃 1).これに対して我々は病巣を含めて

基節'内を完的に摘出し，同時に第 3祉の proximalPha-

lanx全体を，関節鷲， 骨膜を可及的温存した状態、で採

• M. Tominaga， R Takahashi， M. Fujiie， R. Hat-
tori， M. Ozaki:大阪医科大学整形外科

図1. 図 2.

取し，小指の欠tJl.部に補填した. なお M.P.関節，P. 

J. P.関節においては関節袈縫合を行なって固定を確実

にした. ~13 祉骨の欠損に対しては腔'白'からの bone

graftingを施行した.組織学的には軟'lI"性 Matrixに

大小の軟骨細胞がほジ均等に散在し，特に Mitose，核

の波染等恵性所見はなかった.すなわち solitaryen-

chondromaであることが判明した.術後1ヵ月では局

所の発赤， 1匝脹等の炎症症状はほとんどなく ，まったく

苦痛を訴えていない.x線学的には関節の形態的適応性

が完全でないが，骨端紋は存在している.
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術後約、1'"-年で辺、おはrjj.'J:的に終II有もなく ，機能相ド附;貯f市rFrに川ゾ刀，1作;は

軽度で口7苅;日1-f生iι:.i

綴紋{がや〉不規l則1引刊|リlでi消門t失iたミしか〉つている. すなわち関節の

適合性は回'"床がjにも X線'手作jにもよくなっていくが，移

植'目ーの発育はj切符できない.その後の経過wl祭では術後

10ヵ月で骨端線が完全に消失してしまった.術後 2年U

では臨床上まったく昨害はなく ， 屈曲. 1111展は M.P

関節，P.1. P. 1見Ji1ijにおいて十分可能であり ，運動jffiは

ない.x 務!-:NI~Jには移植71 はうまく収まり ， ~縮壊死は

認められず，1i-発行は得られていないが関節の形態的適

応性はさわめてよ い.

術後 3 年の現在では， 完全 (~l展H与に M.P.I民J í1íjがや〉

過仲j昆位をとる傾向があるが， 打常生活では pinch，

graspともにまったく支障がない

X線学(I(j には移~1[廿は完全に生着しており . 関節端

の適合はまったく一致しているが， 3年の間に，他の

proxilllal phalanxとの問に指長JEがはっきりとなっ

た(図 2). すなわち distalpallllar creaseより指尖

までを訂む則すれば 1.4cll1の差があり.proxYll1al finger 

creaseから Illiddl巴 fingercreaseまでは 0.5clllの泣

を認めている.

結 語

我々は ;{i小指基節の臨床上悪性化したと思われた

solitary enchondrolllaに対して，第 3祉f刊1-の全f句1
を施行し.3年の経過観察を行なった.

1) 術後 3年の現在，下の機能はまったく良好で，小

指の可動性も ADLのli'iiでまったく支障がなし¥

2) 移.ftII'I'l'は臨w必jにもX級学的にも完全に生fiして

いる.

3) 移航什の什þ;;ij 和~は術後 6 ヵ 刀このろからすi失し始

め，10ヵ刀liij後でほジ完全に消失する.したがって年令

とともに移航什の発fYをJUIf与することはできなく ，現在

distal pallllar creaseより指尖まで 1.4clllの差を残し

ている.

4) これにtx:して移航'，'l'の関節軟骨の形態的適応性は

年月とともによくなり ，屈(11lの機能は予定1以上によい.

以上の結果から，本法の適応症例，適応年令について

可能性と限界をぷl淡するものがあり ，みだりに応用すべ

き方法ではない.

質問:鳥山 UI大盤形外科)

この症例は手術としては大変;'i:illなものと思うが

over treatlllentだと思う .

東(三楽病院整形外科)

1) Solitaryenchondrolllaとなっているが，Illalig-

nantになってレるのだろうか.

2) Epiphysis closeしてし、ない症例に currettage

と cancellors boneの packing で治療の目的は十分

はたしれ}たし，我/， 60 {Y~ の fo llow - lI p でも成長I~'訂作は

なく ，たとえ tUll10rが大ぎく 掌側に孔があいても術後

の{申筋腿. Jili筋腿の癒Jiは起こらなし、から.carcellolls 

boneの packingで十分ではないか.

答 富永(大阪医大笠形外科)

鳥山氏へ :Solitary enchondrolllaに対しては，しば

しばX線上証明されたとしても臨床症状を示さなかった

な ら ば， 経過飢記をするにとどめる 臨床上病的 '11-折

や.'f草浦， nillJ仮がb71すようならば，curetting and grafl-

mgを行ない， これを rOlltlneとしている たまたま

この辺、者は前医の biopsy により悪性変化があり alll-

plltatlOn を適見、とされたため， このようなことを試み

ただけのことである.

東氏へ :Solitarv enchondroll1a に対しては curet-

ting and graftingで十分である.全骨移植の経験例を

報告したものである.
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79.手指運動時における前腕筋の筋電図学的研究 明 1報〉

佐 l燦孝三

峰岸孝年

佐野精司

安藤和彦

時1S留芳人 佐々木章 森脇靖博

山田英洋*香取耳鳴 工藤弘毅

従来，手指の機能については筋の解剖学的形態 と関節

の運動軸との関係から惟論されていたが，今日では漸次

機能解剖学的に是正されてきている.

私たちはこの問題の検索手段として 2現象同時保影装

置を考案，各種関節運搬!の筋屯図学的解析を行なってき

ている.その結果，一部の筋に従来の解剖学成立?に記，1貨

のない activityを認めたが，おそらく近位関節の sta-

bilization として関与しているものであろうと舵祭し，

また関節運動の主動作筋と考えられていた筋群にも，そ

の活動動態に若干の経時的差異のあることを確認してき

た.

今回は正常男千9名の右前腕をいろいろかえたJl支位，

すなわち水平田内位，国外位，rl'l:n位および下垂中間位

などから示指運動を行なわせた.被検運動は示指の ex-

tention， T. P.， M. P.の flexion，abduction， adduc-

tionおよび各廊 pinchを行なわせ，示指のそれぞれの

関節に electrogoniometerを淡泊した.屯極として

0.07 mmの polyurethanecoatingした copperwire 

を;fine-wire electrodeとして用いた被検筋としては

示指に直接の付着を有しない前腕筋 6筋，すなわち ex

tensor carpi radialis longus， extensor carpi radiar 

is brevis， extensor carpi ulnaris， flexor carpi 

radialis， flexor carpi ulnarisおよび palmarislon-

gusを選び， その活動動態の経11寺的J佐移を比絞検討し

たので第 1報として報告する.

:J.J段成tJiのうち，5つの moUonについて要約する

1. Extension (図 1) 

Rest position から I.P を(111ばしながら M.P.を

{'I'展すると，名目支位において運動IJfl~向と同時に flexor

carpi ulnarisおよび extensorcarpi radialis brevis 

に}s(屯活動が現われる.最大運動に近づくにつれ， さら

に extensor carpi ulnaris および extensor carpi 

radialis longus が関与する. この運動の場合 flexor

本K.Sato (教授)， S. Sano (講師)， H. Tsurudome (講
師)， A. Sasaki (講師)，Y. Moriwaki， T. Minegishi， 

K. Ando， 1. Katori， K. Kudo， H. Yamada 日本大学

整形外科.
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図1. Extension (1. P.， M. P) 
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Forearm: hanging position (intermediate) 

carpi radialisおよび palmaris longusはと・のJl支位に

おいても無放電であった 運動の終了に当つては各政屯

はほ正同時に消失する.

2. Extensionから abduction

伸展した位置から M.P.で外伝すると palmaris

longusおよび flexorcarpi radialisの軽度な放屯活

動が加わる.この場合囲外位と下A位では無放電に近

い.運動の終了に当つては palmarislongusと flexor

carpi radialisの放電はより早く消失するほかはほゾ同

時に消失する.

3. Extensionカ、ら adduction

伸展した位置から M.P.で内転すると palmaris

longusおよび flexorcarpi radialisの放'疋活動が現

われるが，国内位では無放電を示すというように，各肢

位により活動動態にばらつきが多い.運動の終了に当つ

ては palmaris longus および flexorcarpi radialis 

の放屯がや〉早く消失する.
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図 2， Flexion CM， P.) 

Forearm : pronated position 

4， M.P.の flexion(図 2)

I.P を伸ばしながら M，P を厄¥118すると，中間位で

は extensorcarpi radial is brev is，回外位では ex-

tensor carpi ulnalls，回外位では flexorcarpi ul-

nans，下垂位の場合には extensorcarpi radialis 

brevis， extensor carpi radialis longus および巴x-

tensor carpi ulnaris が運動の最初から関与し， や〉

運動がす〉んで最大運動に近づくにつれ，全被検筋の放

電活動は活発となる.運動の終了に当つては各放屯活動

はほ正同時に消失する.

5， Tip pinch 

Rest positionから tippinchを行なうと， illiAJJの

最初から flexorcarpi ulnaris， extensor carpi ulna-

lisおよび extensorcarpi radialis brevisが関与し，

や〉遅れて extensorcarpi radialis longusがこれに

加わってくる. その活動動態は各肢位と も同じである.

運動の終了に当つては各1iJ'jの放電活動はほぼ同時に消失

Palmans 
lon2"S 

flmr 
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flexor 
同rpl

日di.lis

Extensor 
carpl 
ulnaris 

Ext町四『

carpi radi.lis 
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longus 

~，，'，・".戸、'九"‘ ι
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~ .，...04-...-.......~.".. "'......._ 

図 3， Tip Pinch. Forarm: Supinated position 

する.

むすび

今回示指に直接のイナliを11しなし、前腕 6ITカの活動動態

を比較検討してみた車i!;宋.，主としてより近位の関節，い

わゆる keyjointの stabilization に関与していると

恩われていた筋併にも，明 らかな経lI~í がj産児を認めた

すなわち運動の最初から関与するものと，その運動の後

半に関与する筋れがあるものと推察される この場合

extensor carpi ulnalis， extensor carpi radialis lon-

gus， extensor carpi radialis brev is および flexor

carpi u 1 narisは被検運動のすべてに，ほ〉‘その運動の

最初から活発に関与する興味あるm見を得た.なお試み

に示指仲良に直接関与する extensordigitorum と，

これら stabilizerとの活動動態を比"佼検討してみたが，

Gellhorn (1947) のいうような I~-l らかな放電活動の差~r~

は確認し得なかった.

かように身体における関節運動の control は 1 ~2

の主動作筋による単純な収納でなく ，筋群の間の組合わ

さった相互作用である協調の実態を再確認した(実験の

一部を 16mm映画で供覧した). 
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80.職業性レイ ノー現象 (白ろう病)の観察

楕松紀雄 松島千代雄 縄田安盛*

振動性工具による障害の 1つである手指のシピレと苛

台化をきたす疾患、は，1911年 Loriga~こより報告されて

以来，いろいろな名称、で呼ばれている.わが国でも伐木

舟チェーンソーの使用年数が経過するに従って手指の若

白化が注口され始め，レわゆる由ろう病といわれている

が，正式には Agateの命名した Raynaud'sphenOlll. 

enon of occupational origin (職業性レイノ ー現象)

と I~ぶべきである . 本現象は手指の苛由化とシピレを訴

えるもので，発作11寺の容積l脈波では血流がみられない.

我々は昭40年以来長野県内の 3営林署官-内の従業員 7

名，他の営林者の従業員7名，自家営業2名および採鉱

夫 1名の本症の観察を行なった.なお対照として上記3

営林署管内のほジ同一条件の従業員で本症を呈さない 7

名についても 同様の検査を行なった.

調査および検査成績

調査および検査項口が多数あり ，各項円について詳細

を述べることは不可能なので，主なる項目の成松を要約

し，特に対照あるいは正常人と liJlらかに差のある項目に

つレてや 〉詳細に述べる

1) 調査成績 :

a)発生率，長野県K.Y.Nの3蛍林署管内で約30%

の発生をみる.

b)チエー γソー使JTJ平均 4年で発症-

c)発作は主として寒冷fI寺の朝に多レ.

d)罷忠、指は全指に及ぶが，特に 3，4指に多い.

e)発作l時には特別jの治療を必要とせず容易に阿復

し ， 永続的な障:さを1~さない.

2) 検査成総 :

a)非発作H寺にも知党鈍麻が全例にみられるが，対照

も同様である.

b) ~I'発作H寺の指先皮l首温は正常人に比し低いものが

多L、が，対照と差はない

c)容積脈波計による非発作II;j'の血流の検玉虫では陣古

はないが，あってもきわめて軽度で，対照と同様であ

る

• N. Abelllatsu (助教授)， C. Matsushillla， Y. Nawa. 

ta:信州大学整形外科

d)局所の冷却，振動のみでな 1例も苛白化を誘発し

符なかった.

e) X線像で， ~-I関節に変形性関節症の像をみるもの

が多レが，頚惟には異常を認めず，対照も同様であっ

た.

f)発汗試験で軽度の発汗減少をみるものもあるが，

対照も同様である.

g) アドレナリン試験で少数例に陽性のものがあった

が，対照も同級である.

h) 4~7 0C 氷水に 5 分間冷却し ， 容積脈波が冷却前

に回復するに要する時間を見ると，全例著しい遅延が見

られた.すなわち20分以上を要するもの10例， 10分以上

をするもの 5例 5分以上を要するもの 1例，他の 1例

は終痛のため百[11定不能であった.これは正常者4名の平

均 3分に比し著しく遅延しており ，対照例 7例'.1'5例は

10分以上，2例は5分以上を要するT)lIJ定成絞に比べても

著しい差が認められた(図 1). 

冷却前 冷却前

j )上腕動脈を水にて冷却し，容寂11派波計にて指先血

流，および皮l荷温の経H寺的変化をみると ，12例中冷却I直

後に減少するもの2例， 徐々に減少するもの 4例， 変化
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のないふの 6例で -iiの傾向はみられなかった

j )上腕郎止血による下指部酸素波度の変動を，1'ーラ

ログラ フイーでみる と，被検(30例中 6(yIJに正常例と皆

しし、差が>~られた. すなわち 5 分rHI.L1:lÚl後 ， 血流をI写 IJfl

させると ，正常例では急速に回復し，かつ一時止lUlliiiよ

りも波皮は上刀ーするが，ノド症忠7'iーでは大部分そのような

経過を示さない(図 2). 

k)筋屯図所凡 全例について尺側手根凶筋，椀侃Il手

根伸筋および母JR対立紡の検査を行なった. '9: ，'([， 11寺に

fibrillationを 2例 (尺側下根Jill筋)， 随芯;収縮l侍に 巨

大スパイクが17伊Ij"'ll例(筏側下根仲筋 6筋，尺側下恨

凪筋]0筋，N十行京、I、tA百8筋)にみられた(悶 3). 

I )心電凶所見 16例中14例に軽度な変化を認めた

m)聴力検脊では，17例'r'16例に高背性燥聴がみ ら

れ，対照の 7例'1'2例に比し著しく高率である.またこ

の難聴は騒ff性難聴である

考察

本疾患のI(U流障さのJJi(肉と しては，従米局所的，全身

的および同討を合せた~肉が報告されてレる しかし少

数の報告を除し、ては明らかな禄質的変化を認めておら

ず，したがって血管の-1I;r的なスパスムスによるという

説が有力であるが，スパスムスの原因も明らかでない.

我々 の検代!JIn '-'"，刈Jl.0.あるいは正常呂と著 しい氾J'I~ の

ある所見は， 1)冷却後lUl流回復に妥する時間の注しい

遅延， 2) 止血後酸，ki波度回復の児1;¥'， 3)筋川|河でitz

率な|ユノミスパイクのLU現， 4) 騒ì'1-性~Ut聴の高本な iU現

である.1)， 2)は日19iの血流民常生示すもので，この所

見は Magosらの述べている colddilatationの欠除と

考えられ，仮説jによる同所の軸索反射機能のl波紋による

ものであろう .

次に本症における難聴の発生には騒背と仮動の 2つの

彩轡が考えられ，この 2つの因下が内耳の血廿のスパス

ムスを起こし J遂には 2~質的変化を招 くと 考えられて L 、

る.また個人泣が大きしさらに年令が高年になるほど

発現しやすいという .我 の々例でも明らかにこの傾向が

みられる.

以上の 3J]1nはいずれも血管運動神経の附宮を示唆す

るものである.

他方筋屯図学的所見は山田らの報告があり ，intrinsic 

musclesから fibrillation，complex NMU等が見られ

るというが，次々の成献では fibrillation は少 な<， 

巨大スパイクが日頻度にみられる. この異常波形を

synchronization voltageと解するならば，Novotony 

の剖検例にみるごと き行悩lIIi柱運動神経細胞の変性をう
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かジわしめるが，蒼白現象を説明する根拠とはなりにく

むすび

17例の職業性レイノー現象を観察し，主として血管運

動利l経の異常所見を指摘した.

質 問・ 佐!燦(日大主主形外科)

多数の症例に認めら れ たという high amplitude 

NMU voltageを spinalmotor cellによると推測す

るとすれば.conduction velocity を検討し， その変

化の有無により ，この giantspik巴がし、かなるものに

よるかがある程度判定できると思うが ?

81. Dupuytren拘縮の 3手術例 について

本川 広 俊

Dupuytren拘紛は欧米諸国においては，決して稀な

疾患ではなく ，その報告例も多数見られるが本邦におい

ては比較的少ない.我々は過去 8年間に遭遇した3例に

手掌胞膜部分切除術を施行し術後の治療成絞ならびに組

織学的検査とを比絞検討する機会を得たので報告する.

症例 1.23才，女性.見習看護婦.

家族歴 :特記すべきことはない.

現症 :14才ごろより特別の誘因なく左薬指，小指

P. 1. P 関節の緩慢なる屈曲拘紛の発生に気づいたが日

常生活に不便がないのでl放置していた.しかし次第に屈

曲度は増加し伸展が困難になってさたので当科を受診し

た入院時，左手指はM.P.関節にて程度1'f屈し. P. 1. P. 

関節にて屈曲.D.1. P.関節は仲良位せどとっている.か

つ薬指，小指は M.P関節以下'1竪s'rに悦側にliIi仙し指尖

は軽度に内旋していた 同11支位よりの口動イrl:l展は不能で

ある.この指に相当する'f'学部の皮下組織は!J巴厚，膨隆

し皮廊下こ索状の異常膨|盗および陥Ilqを認めた.また右手

a. b. 
図 1

* H. Motokawa. T. Nasu :東京医科大学受形外科.

那須耀 夫*

掌，両足!氏部にもl経度の*状緊張を認め.DupuytrEil 

拘縮の診断のもとに昭36. 9月左手掌腿膜部分切除術を

施行した.図 1aのごとくの皮切にて薬指，小指に相当

する手主主腿l肢を切除しイ111展位としたところ，皮膚の欠損

を生じたので遊離植皮を施行し手指を可及的伸展位とし

てギフ。ス固定を施した.術後翌日より手指の終痛と高度

の循環障害が発生し移植皮膚は嬢死に|泊り拘縮はさらに

高度となったので.t句縮除去術ならびに有茎値皮術を行

なったが屈曲位拘縮は改善されぬままに退院した.

術後経過 :術後 8年を経過した現在，手指の屈IIlI牧l紛

の改善はまったく見られないが日常生活の不便をそれほ

ど訴えていない.なお右手主主，足底部には程度の仲良|障

害を残す程度で初診I侍に比し増悪傾向は認めない.

組織学的所見 :中手骨間筋は萎縮性に思われるが克皮

には特に上層部の毛細血管周辺性に程度のリソパ球浸潤

が認められるのみで癒痕組織形成は認められない.腿膜

は白血球浸潤も線維芽細胞の増殖も認められず，特に変

性像は見られない

症例 2.71才，男性.無職であるが隠居するまでは機

械工で右手でよくドライパーを佼JlJしたという.

家族股 :特記すべきことはない

現定 :64才ごろすなわち約 7年前より右手指特に巾

指 -知行，小指の緩除に発生した仲良困難に気づいたが

放置していた.しかし次第に答の把持等も困難となる.

当科を受診した際は，図2のごとく右中指，薬指，小指

の屈曲J匂縮ならびに手掌部皮下の索状硬結と軽度の皮府

萎縮を認めた.なお左手掌ならびに左足底皮下のil淫度な

索状緊張が認められ，Dupuytren拘縮の診断のもとに

昭40. 3月右手掌鍵膜部分切除術を施行した.皮切は同

1 b のごとき ABCの3つの皮切を加え，まず B古11よ
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りJ告を伸展しながら皮下に11巴厚癒痕化せる腿11史の部分切

除を行なった.索状緊張物の存在する部分では腿映と皮

脂とはかなり密に結合し，皮下IH'l肪は-fli¥消失し て い

た.ぴくいで C部で腿膜を横切して末将jブJ向すなわち Bよ

り表~深j門を切離して片 I指に至る鍵肢を含めてまず中枢

側半分を切除した 薬指，小指に至る鍵膜は体状疲痕縦

であった.末梢m¥の股朕切除は中指， 薬指では品完走線維

まで合めて切除し，小指では A皮切を通して proximal

phalanxまでの部分を切除した.また さらに深部は

intrinsic muscleの問まで切除した.居室膜切除完了後，

指の完全{111Mは可能となる.しかし手掌皮府は仲展性が

なく切間部に巾約 l.5 cmの紡錘状皮l向欠損を生じたの

tAiI1勇助よワI宰 (11吋J
f)I伊〆唱心匂時制l岬

図 2. 図 3

で，再びJ行会白書長屈曲位として皮膚縫合を行ない，術後

Bunnell bandageを行なった 術後 1週間にて包fit交

換を行なうと，創は B皮切部中央に小指頭大に皮府は一

時 darkvioletを呈したが第 1jtJl癒合を認めた.術後約

10日11にてmib運動を開始した

組織学的Jfr兄:下掌腿映の毛細血管は内皮細胞の腫脹

ならびに土問舶を示し周辺に'1ft度のリンパ球浸潤を伴って

おり ，また線維芽細胞と思われる短fJ]錘型細胞が充実性

の増殖層を形成している.また一部ではj際原線維のかな

り強い矯殖を伴っていて級車l主化の傾向が凡られる

術後経過 :術後3年，閃 3のごとく手指の迎動制限は

まったくなく皮府の状態も良好で再発はまったく認めら

れない なお左手掌ならびに左足底111¥も初診II!jに比し増

悪傾向は認めない.

症例 3.69才， 男性.tL業.

家族歴に特別のものは認められない.症例 2とほ I同

様の経過をたどり ，小折の強い屈曲拘紛と皮Ji可の兇rl~~.j伝

状!彰|盗ならびに深部組織のタコ様臨癒状硬結を認め，昭

42， 12月に症例 2とほ正同様の方法で手主主腿11央部分切除

術を施行した.術後レまだ日が浅いが機能改送状況はl順

調である.

考察

Dupuytren拘縮は本邦においては稀な疾忠で， その

報告例も50例に満たない.その多くは中年以後の男性で

あり我々の経験 した症例1のごと く家族的因子のない14

才の女性に発症した症例は本邦においてもいまだその報

告はない.手術j文献も諸家により論議のあるとこ ろであ

り，決定的なものはない.我々は症例 2，3のごとく手

掌!腿岐部分切除術を施行してIIIJ記のごとく良結果を得

た.皮切線につし、ては諸家により種々なる方法が発表さ

れているが，我々はし、わゆる radicalexcision を用い

て良結果を得たが，この皮切線の利点は，2)縫合癒痕の

2次的拘縮をさけられる.2)T-掌皮Jl句の瓜l竹分布をli，';i害
することが少ない等であり， その欠点は，1)皮下の広範

な剥艇を必要とし，かっ手術野を十分に直視できない.

したがって結合線維柱ならびに血竹，神経を損傷する危

険があることである.

症例 1においては術liiiよりむしろ拘紛のJW必を認めき

わめて不満足な結果をきたしたのは，皮切の不適切，術

後の合併症，それに続発する槌皮)十の域死令下技上の閃

子がIIIi記のごとき拘縮の再発，増悪、の主原因と考えられ

るが，性， 発症年令ならびに定型的なる臨床症状に比し

て，その組織像に明瞭なものがない等のこ とから，定型

的な Dupuytren拘新iには見られない要因の影轡も時え

られる.

追加・質問:rl行(大宮口広、量生形外科)

私たちの所でも 2下に対して Luckの方法を試み

た. 1年近くたっt.:..¥'、まのところ具合良<，，患者はとて

も有んでいる.この方法は，1)やり方が非常に簡単で早

い. 2) JuJtは|以科のメス 1本でよい 3) j}1]V主手掌の

ulnarに 4mmの小さいのが3つぐらいなので，術後早

期に運動を始められる.4)再発したら簡単だからまた手

術を繰り返せばよい ということで，大変良L、方法では

なL、かと思っている 日本の文献を見るとその多くは経

過良好とあり ，教科書では悪くて再発が多いとあるが，

本当はどうなのかー経験の多い方々のお教えをいただを

たい またいままでの報告者がおられたらその後どうな

ったかfliiJii-にお教え願L、たし¥

追 加.上羽(京大銭形外科)

Dupytren拘紛は過去 1年半に 5例行なっている.手

術方法は partialfasciotomyを行なっている.皮切は

近位手当主皮線，述位手常皮線をもって手掌腿膜を切 I~
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し，指には縦皮切を加え，Z-plastyを用L、て皮府縫合

をしている.Fasciotomyは現在行なっていない.

田島(新大整形外科)

1) 19才男子炉lを私たちも発表してし、る.

2) 手術成jtが臼本の発表は比較的良レ理由は，欧米

より軽症が多いことが原因と思う.

3) 手術法は現在，縦切開して pretendinensband 

を切除し Z形成術で閉鎖する方法が一番 popular と思

う.

4) 本邦における統計的発表はほとんどないので学会

で registerを行ない国際的に発表すれば非常に注目さ

れると思う.

山下(名大整形外科)

かつて本会席上にて本症の 8例に対し，~~.ワ締腿膜切除

を行ない，また腿!煤切除は指根部まで十分に行ない，皮

膚縫合は Z形成術で行ない，すぐれた成制を得ており ，

術後の再発をみなし¥ご追試をお願レしたい.

質 問 .山内(東大盤形外科)

症例 1の14才，女子例の既往になんらかの外傷はなか

ったか. はたして特発性の Dupuytren 拘紛であろう

カミ.

答:那須(東医大整形外科)

四島先生に :14才で発症した女性の症例は 非 常 に 稀

で，本邦における発表は認められなし¥

山内先生に Anamneseには Trauma等は認められ

ない.

82.神経病性肘関節症の 3例について

本 川 広俊

我々 は神経病性Jj，j関節症をきたした 3症例を経験した

ので報告する.

症例 1 34才，主婦脊髄空洞症.

家族歴 :特記すべきことはなし¥

現病歴 :昭40，10月ごろより右肘関節部に11重脹をきた

したが終痛，運動iljlj限がないので放置していたところ，

次第に運動H寺雑音を伴い，右小指にシピレ感を党え，2 

ヵ月後には右小指の触 ・f古l党は脱失となり運動|町古も加

わった.発症3ヵ月後上記症状を訴えて来院した.

現症および局所所見・右Jj，j関節部はびまん性にl匝脹

し，約 300
の外反を示す.関節の運動制限はないが動揺

性を示し，運動時著l珂のi1n'1がある.ただし終7市はまっ

たくなレ.なお右尺骨神経内有域の触 ・痛覚脱失および

右小折対向迎動は不能であり，尺什神経麻部の合併が考

えられた.

末梢血液，血約化学，尿検査等では特に異常ffr見はな

い.梅毒血前反応、は陰性.

知党検査では阿上肢に!幹郎性知J't I~ì;l'~ I-;.が認められた

(図 1a ). 

X線所見:上)腕什外~頃は磁波， 消失しlÌíj腕骨は外側

!lf脱臼を豆し関節内ならびに周囲軟部組織に特異な什新

• H. Motoka wa， Y. Suzuki 東京医科大学盤形外科.

鈴木康正*

生{象を認めた(図 2a ).左肘関節やその他の関節には異

常所見は認められなかった(図 3a ). そこで我々は右

尺骨-神経麻療は肘関節郎に起因すると考え，手術を行な

った.

手術I所見 .尺骨神経は事11経務部よりやや中継で約 3.5 

cmの範囲に嬢痕性に)j巴以してし、た 神経最Ij肉!Eおよ び移

動術を行なレ，さらに|対日市遊雌体を摘出，関節獲の縫縮

を行なった.

病理組織学的所見 :~j節裂の一部で滑膜の紙毛は増殖

し，その紙ちの間質はや〉線維性である.また一部の紙

毛は変性壊死に陥り脱落しつつあり ，また一部には?行政

細胞下にや〉古L、肉芽組織が形成されている.

関節軟骨は一部で消失し，級車!t性肉芽組織におきかえ

られている その千J近の'J'l'質内にも問織の肉芽組織の増

殖がみられる.

経過 ・ 術後， 目、I関節回定用装具を翠~li'せしめ， 術後 9

ヵ月には尺fjネ11経麻wはほ王軽快したがX線上骨変化は

進行した(図 2b ). また左肘関節にも運動H与雑音を生

じ，x線上IH関節部に異常骨化陰影の山現を認めた(図

3 b). 術後 1年11ヵ月の現在わずかに病変は進行して

いるが目下経過観察中でらる.

症例 2 67才， 主婦.脊髄空洞症.

家族歴・特記すべきことはない.
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~;前. I品.~tIIVミ 区~触. ;i'f'ltJ'tll孫 亡コ術. ~:~)i: i屯 1ft _ l庁!.触党l悦夫

a.症例1. b.症例 2.

図 L 知党検査.

a.初診時. b. 9ヵJJ後.

図 2.

現病歴:約20年前より左上肢のシピレ感があり .2年

liiiより左肘関節部に腫j仮をきたす.その後，次第に薬 ・

小指の運動隊~I~ をも伴う.この間まったく終紡は自覚し

ていない.

現症および同所J~r兄:左肘関節郎はがj錘状緊満性に著

明な睡l阪会2し.'J己常可動性もある.ただし運動制限，

終fI百はない.左楽 ・小指は屈曲拘縮を示し，手指の皮l仔

の栄益障1:-は1lf明である.手および指には熱傷による払

a;初診時. b. 9ヵ月後

図 3

fj)jを認める. ~唱ij. Jよ血ìí'll反応は陰性.

知党検査では左胸部より左上肢に角平均It性 ~ìl党F113が認

められた(図 1b). 

X線所見全般に什般化合示し，関節liUの似域H.t.)ミ骨

に強く ，特異な什新生像は周閤軟部組織中にも認められ

Tふ

経過:初診より 1年10ヵ月の現在.r~Jí~j変化の進行は

認められない.
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症例 3 57-t， 主婦.脊髄疹.

家族歴 :特記すべきことはない.

現病歴 :約23年liiiに左膝関節，次L、で;{i膝関節にも神

経性関節症が発症し，6年後には起立，歩行は不能とな

り，同上肢を使川していざり移動を行なっていたとこ

ろ，さらに 2年後には左品j関節部にl匝j仮，関節変形等を

きたし，さらに右目、j関節にも同級症状をきたす.

現症および同所所見 :両膝関節および肘関節は定型的

な Charcot関節を呈していた 右肘関節には腿j仮，発

赤，熱感がみられたがだ痛はほとんどない.梅ぷ血約反

応は陽性.

X新!ffr.hl. 両仮IJ膝関節および肘関節ともに，'JjJJtーな骨，

関節の変化を認めた.

考 察

神経病性関節症の発生原因については約1況があり ，い

まだ統ーした見解はみられないが，一般に外傷性因子が

そのー要因をなしてし、るといわれている. lli:々 の症例に

おいても，症例 lでは，~~i後の右肘関節同定により左上

肢の使用頻度が:TfIJ;nしたこと，症例 3では同上肢を使用

していざり移動を行なったこと，すなわち終痛感覚の障

害を基盤に持絞fl(jな機械的刺戟の加わったことが大きな

誘因と思われる.またj寸庁神経麻療の発生につし、ては，

関節変形および動J活性による機械的車IJj:設が同所に加わっ

たために麻猟を誘発したものと考える.

治療については，下肢では装J1.:固定のほかに関節固定

術等積極的治療も行なわれてし、るが，上)j支では終痛や運

動制限もなく ，支持性を必要とせず，下肢に比べ不n由

さが少なく ，したがって治療の対象となる場合も少ない

が，我々のjJ::例のごと く，同上)j主に神経症状が見られ，

その一例lに関節症状のあるような場合，その固定的処位

を行なうことにより ，他側上!伎の使用頻度が多 くなり ，

ために機能的f.t]11が鳩し，WJiiii症状の発生を早めた大き

な要因となったものと考えられるので，このような症例

の治療には細心の注立が必要であろう .

83. 手におけ る結核性!健鞘炎症例の検討

藤田晋也 小川 正 二*

結絞性血II稿i炎はわが国では比較的報告例が少ないにか なんらかの治療を受けているが，結絞と診断されるまで

かわらず，実際にはかなり多くの外科医が，この疾息を の期間は長く ，この間に腫脹の広がりを増し，手指の連

経験しているように思われる.我Aもこの 5年間に10例 動範闘が減少してL、く 発症の年令につL、ては30才以下

の手における結係性腿斬炎を経験したので，これを検討 は 3例のみで， 30-t代の後半以後に大多数が発症し，従

して報告する.まずこの10例の発生部位を見ると(図 1)， 来の報告よりかなり高令に傾いてし、る.これらの患者・の

いずれも屈筋腿輸に発生して，右側に多く ，digital sy. 最初の!'I:i.'.i:症は!由民で，砂H年計型になったものでは例外

novial sheathだけに|絞られて発生したものが2例で， なく手|民1!1i)営側尺側の随)阪または腫癒を初発し，他の炎

回筋lIillの前)腕部と digitalsheathに同H与に発生したも 起症状は著明でなく ，あっても手指運動時に重苦しい引

の2例， 前腕部と'J掌1515，すなわち下根f[¥:を通じて砂時 きめる感じがある程度である.Digital sheathに発生

計型の広がりを示してL、るものが最も多くて 6例となつ したものでは，初期には邸j阪のある場所ではなく ，むし

てレる. 砂時計型に発生した 6例では ulnarbursaは ろP.r.P.関節の痛みを訴えてし、るものもあるーさらにす

必ずおかされており radial bu rsa もおかされた 2 すめば手指の運動減の減少が次第に著明に現われ，患者

例では bursaを絞って周囲の thenarspaceや mid. は屈曲陣容を主として訴えるが，よく見ると必ず伸展命1)

palmar spaceに広がっている. 限も伴っているのがわかる.砂時計型の うちの 1例では

これら10例の白党症発現年令と医師の診然を受けるま 手桜管症候群を起こしたものもあった.これらの症状は

での期間および当科初診までの期間をみると(表 1)，大 非常にゆっ くり進行し， また症例により -1I~j 的な症状の

多数は症状発事lより数ヵ月以内とし、う比絞的短いときに 軽減を示すものがあるので，これが医療を受けるまで長

• S. Fujita， S. Ogawa 東北大学整形外科 期聞を要したものの原因となっている腫脹をギとして
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a. 1M. !J:， イf b. 62 ~ ' . !).， li c. 36 L ?). 1，: d. 26..j'.リL {_j e. 44..j-， 1)). j， 

f. 46オ，女，右 g. 16..j'，女.右 h. 55 ~' ， 9J.有 42..j'， !J:，左 42..J'， !J:.布

図1.

表1. 自覚症発現年令と診察を受けるまでの期間 当科初診までの期間および治療法と経過

症型匿E:函|発症~初治療 | 初治療の内容 |発症~当科初診 | 当科の治療法 | 術 後 経 過 | 再発時の治療

11 18 1♀1 10;， jj 1プレドニン注入 1 12;，.R 1腿 叫 切 除 卜 次的に治癒 し---------
2145-461♀ | 数ヵ月 |切聞を繰り返す | 山 6年 |際酬ともに切 1 " レ---------
31 34 1 ~ 1 " 1品レドニン注→切 1 2年 l酬のみ切除 1 " 再発 |高官伊を含む郭

-

4|川会1 " 1切開 1 2咋年 1" 1 " レ------
551 41川|合引15カ叫月 |いプレ叶ドhεニUン注臥入 1 3咋年 |醜全摘 舵一4部 |鵠義F成 2カd月 L一-----
6|い3お…5

711附1ω肘0昨才ごれレ----------1一一-----寸15-6年 |市嚇噴慨謀全摘 .雌腿一刊部引|一次附附肌的仰恥tに吋こ治繍癒 1-------一J

8|い551μ8し-----------1----一---------つ1 3カ叶月 |化学鴻療法のみ |未治峨癒 増榔悪せ肘ず 1---------一
9|い421♀1-----------レ_________15 -6日 1 " 1" 治療中止 レ-------一

川 必 |♀ 1 3ヵ月 |プレドニン注入 I 6ヵ月 |腿智叫切除 1 ~1X8'JIこ閉鎖→再 l 石器薬除を含む邦

訴えている時期にも腿鞘内にix出液の貯留をみるものが

あり ，苦手刺液の培養を行なった ιl例のうち 3例 で結絞ks

が陽性で， うち 1例は穿刺液の Tb染色をしたところ，

ガフ キ 2号に相当する菌を認めており ，この方法も多少

診断上利用側他がある.

他臓器の結後との関係を見ると(友 2)，半数に結伎の

併発ないし前歴があり ， 1例では結核性別!鞘炎と診断

後，イ山臓日号の検索により初めて腎結伎が発見され，結伎

の併発に対する注意の必要性を示している. 2{7i]では

Tb.R陽'f!去にほジときを同じくして発症し，また 1例で

は術後 2週nnで微熱や Hilusschattenの明大，頚部，版

窓リンパ節の腫l援など結核の再燃を起こし術liijある時間

化学療法のTiij処置が必要で;loることを痛感させた.

外(J.hとの関係については， 1例では確実にliij腕部の打



一般演題 1209 

表 2.他臓器の結核および外傷との関係

症例|発症以前の結核 |発症後の結核 止2
l| な し |発症ごろに陽転

21" 1肺結核

31 " 1 なし

4 " 1 なし 1 " 
H36才 腰推カリエス |肺結核をほ戸同時発病|議室に

6110才代に肋膜炎 |術直後に再燃 |な し

7| な し |発症ごろに陽転 1_" 
81 " 1当科初機関核発見 1" 
91 " 1 なし 1 " 
10 136才 肺葉 切 除 | なし 1 " 

撲にヲ|統L、て発症しており ，これまでの報告例とか，利

手に多い事実からみてかなりの関連性を有していると思

われる.

最後に治療法と再発の問題であるが(表 1)，艇鞘と荒

廃した腿を含んで切除したものでは現在のところ再発を

みていないのに反し腿鞘のみの切除を行なったものでは

腿表面をかなりきれいに掃除しても 2例に再発を見て

おり腿鞘の変化が強ければ，一見して正常に近い艇に見

えても組織学的には内部に病変が進行している もので，

思L、きって切除したほうが再発の危険は少ないといえ

る. なお術前に predonin を頻回注入したものでは，

発症より手術までの経過が短か くても腿の壊死や周囲組

織の破壊が高度で術後痩孔を生じて創閉鎖が遅れたり再

発する傾向が強いようは思われ，結核が疑われたらつ〉

しむべきであろう.なお化学療法のみで経過をみた 2例

では治癒の傾向が見えず，結核性腿鞘炎が疑われたら，

腿鞘切除のみで，しかもかなりの手指運動域を残して治

療するものがあることから，むしろ積極的に手術療法に

踏みきることが必要と恩われる.

追加 :立沢(京府医大整形外科)

44才，-9:.子に発生した正中事jI経の compreSSIOnneu・

ropathyを伴った 1例を追加した 本症例のごとくに強

く神経を圧迫してく る場同合もあるので早期に診断し

て，観血的に病巣を摘出すべきであろう.
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ill. 症例討議

手 の 新 鮮 外 傷 の処理

回 目y 達也本

田島:会長のご指名により l作氏グランドホテノレでノ1:後

6 日午~911~ì まで(実I)~~には多少必過したが)興味ある症

例の怜討が行なわれた.

ほとんど大部分のブjは!I ~ Jli';'されたと思うので安心だけ

を述べる.

!'1Hのテーマ 「新鮮外{!Jj，ことに挫創と然傷」につい

てIif~'íÍÌìがあった .

症例1.新鮮陛創では scrubbing と debridelllentを

し，中間周で cover するという一般原則的なことでよ

し、としづ結論となった.た〉‘問題となったのは爪の部分

に作倉Ijのあると主 naillllatrixの処似合どうするかと

いう点であるがし、ろいろn:見があったが，結局爪の運命

について予測で左ないからできるだけ conservativeに

取り扱L、(debridelllent等)，後で2次的に変形の処1fL

を行なえばよいとし、う結論に達した.

症例 2+行什が以:1:し，ある程度の inrection， conta. 

1TIlnatlOnの可能性が否定できなし、場合の処置.

このような例では cleansing ~け l なってしばらく

Dr. Lichtenstein 

本 T.Tajima(助教授〉 新潟大学笠形外科

行Z下会長のあいさつ

会場風最

Dr. Vainioとjfl:下会長.



wet dressing "どしておく 蕗出した'fj-

の処置については multipledrillingを

行なって骨髄よりの新しい肉芽の増殖を

待つ。あるいは cortexを一部削り取り

きれいにして浮く肉芽をあげ植皮をする

とLづ結論舶皮の滋類としては free

graft. pedicl巴両者があげられ> pedicle 

の場合は localflapを用いるとレう怠

見と abdominalflapを用いるという

々え方があったが，一般には abdomin.

atiiv flap のほうがよいとしづ意見で

あった実施の時期については症例によ

って contaninationの程度を考慮して

行なうべきで，比較的早期に行なう場合

と比較的遅くまで待つ必要のある場合が

あるだろうと Lづ結論であった.

図 1 挫創と火傷

A.挫(擦過〉創1: 17才，男子.オート三輪'11事故による創.
{申筋鍵露出，爪のtiH易あり.受傷後4時1m.

B.圧挫創 :15才，女子 戸ーラーに手を巻きこまれる.
骨皮質露出，化膿創，受傷後6週間

C.火傷:32才，男子.ガソリンによる手背の火傷.
(1) 受傷後2時間 (2) 受傷7円問肉芽古11

D.変形を伴う肉芽自11: 19才，男子 タリーニング機にはさ，まれ受傷
受傷後 2カ月を経過した肉芽創

問題点

1211 

症例 3は熱傷である.熱傷の localの

treatmentがまず問題となったー新鮮熱

傷では，まず7.Kなどで冷却することが終

痛にも組織学的治癒の process にも役

に立つということであった.冷却の温度

も 15~lO O でよいので，水道の水でよい

ということであった.固定肢位の問題は

① 草11の消掃 ② 創の|羽鎖，凶皮のEIiJ.li. ③ 変形の防止，図定
法> dressingの方法 @ 新鮮火傷の消帰 ⑤ 緑股菌感染に対す
る処置 ⑥ 変形の矯正.

熱傷の深さによっても異なるが，一般的には指の変形を

防ぐためにも intrinsicplus position とするのがよい

とし、う結論であった.

次に debridementの時期が問題となった.いわゆる

early excision としてごく早期に debridementを行な

って値皮をしてしまうとしづ Jfえとしばらく待つという

意見があるが， 一般的には 5~7 日間待って， ある程度

viableの部分と viable でない部分を判別してから植

皮にもっていくのがよいとしづ結論であった.第 2のテ

ーマ「手指のいろいろなレベルでの切断の問題」であ

る.これは非常に実際的な問題である.

第 1例(図 2の 1)は手指の末節の斜切断である.こ

のような例の coverの方法であるが splitgraftがよ

いとか thenarflapがよいとか，あるいは subcutane.

ous pedicleがよいとかし、ろいろあったが結論としては

spilit graftでよいとしづ意見，あるいは爪と末節骨の

先端をちょっと般に切除して ulnarの皮膚を radial

のほうへ rotateして皮膚の欠損部だけに植皮をする

la teral flapが妥当ではないかということになった.

第 2例(図2の2)は示指基節レベルの切断で Milford

さんが総活的な見解を述べた 1次的には clousureが

， 
d 

図 2 切断.

l. 示t旨t旨尖昔日のす|切断. 2. 示指基節骨部での切断.
3. 環t旨基節句tlsでの切断.4 母泊尖端部の繊切断.
5 母冶 1.P.関節部での切断. 6. 母t~~，t節)];部での

切断.7 押し切りによる全指切断
問題点

① 断端閉鎖の方法 ② 腿，神経>r耳l節'1吹fiの処置
③ 1次手術の範囲と 2次手術の予:l!.! ④ 年令，性
別，職業，既婚か未婚かなどの関連.
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第 1でそれ以外はなにも行なわないーこの場合 neuroma

を生じなし、ようにすることが大切で神経は切断レベルよ

り 5~6 mm短くしておくことが必要. 2次的処置とし

ては女性の場合中街の基節で再切断するのがよいという

意見であり大方の質成を得た.この場合骨問筋を処置す

る聞に中J告の院側の digitalnerve を損傷する危険が

あるので注志する.

もちろん男性の場合でも希望により行なう.男性の場

合ことに労働者では下の巾がせまくなるので問題にする

人もあるが，アメリカの専門家の聞でもこれは問題では

ないとL、う意見であった.

第3の例(図 2の3)は壊死の場合であるが1次的な処

置としてはできるだけ長 〈残すということであり，少な

くとも P.I.P関節の機能は温存したいということ.

すなわち中節はできるだけ残したいということである.

これにより示指の機能にはかなりの差ができてくる.

士長死が進行するのを防ぐ方法としてよ L、方法はなし、か

とし、う点については lowmolecular dextran のよう

なものを応用するのが出血傾向に注立しさえすれば 1つ

の方法ではなL、かとし、う点が述べられた.

次は侍指の例で未端斜の切断の場合である(図 2の

A 

日ぺ炉恥
図 3 皮膚および軟部組織の損傷

4 ).輪切切断をするとか Katcheler法でするとか cross

finger 法を月]¥，、るとか， いろいろな立見が述べられた

が volarの f1apすなわち主要血管と神経を volarの

flapに対してそれを advance するとしづ方法で解決

された例が提示された

次は母指のM.P 関節レベルに近い部位での切断(図

2の6)である.この場合の延長の方法として cocked

hat法，もう 1つは骨移収iと有茎植皮で造母指令f-iを行な

うとし、う方法であるが，先端の血行の改善をし知党をよ

くするために islandflap を行なうなどである この

island flapは 1次的に，あるいは 2次的に行なう方法

がある.次に全指が切断された例(図 2の7)ではいろ

いろな方法が提案された.母指を延長するとか，第 2列

を切除してミット形の手にして lateral pnichをよく

するとか第 H!Jを切除して，第 5列の動きをよくするの

が1つの方法ではなL、かとしづ立見がらった.津下先生

の出された例は第2列の中手什を使って dorsal の有茎

植皮でこれを cover して中指の先端につける これに

より第 1指問院を広くするということと. f手指の対抗指

を延長する点が同時に合理的に解決できる.また同時に

第4子!Jを切除して小指列の動きをある程度良くするとい

う goodideaの方法が述べられた.

第 3のテーマ rdeglovingを'1'心とした皮

膚および軟部の深部組織の損傷」

Degloving の処置は一般論として腿ある

し、は血管神経が一部でも残っていればポケッ

ト法によるヰi?6:柿皮とか場合によっては中間

層でL、けることもあろうが，とにかく放った

ほうがよし、だろうとしづ意見であった.

Resuture した症例で冷却してようすをみ

たが， necrosisをきたし debrid巴ment を

行ない pocket graft を行ない良好な機能

をもってま士い得た例が提示された.また仁l'問

府でも よし、とし、うがIJ で設~も掌背とも温存され

''i'[:nmでよく takeした例が提出された(図

3のA). このように軟組織がよく残った例

では '-1'間屑も行ないí~る場合もゐると思われ

A. 20_{-.男子.工員 メリヤス編機のローラーに巻きこまれ受傷. た
一次縫合を受け24時間後来院.受{以旨は腫脹し色は不規則に暗紫
色， ところどころ皮下出血あ り 1. P.関節の自動Jj¥]l}Jは中等に制
限されている.

B. 40才.9:.子 会社illi主夫人. HU主による皮府の剥脱自1Iをきたす
時間を経過.M'経，血管，腿のm(gはない.

問題点
① 問題点血行同iD:.腫脹除去の万法 ② 切断か，温存ーか ③ 

t旨を111仔する方法 ③ 受傷後lon間経過，皮膚はt旨尖昔日より黒化，
f旨般日目は暗紫色分泌物多少あるtg{~ 

次は deglovingの1つの型で外国に多い

ringinjuryの同組である結論は degloving

injury の場合と同線で cover の方法とし

てはやはり一般にはなんらかの有茎で行なう

のがよい.深部組織が温存されてし、る場合に

は必ずしも切断しなくてよいとし、う結論に達



症 例 討 議 1213 

A 三ミDじ壬~

日三二Ul{豆苓ニP

C二二つι二誠二=0~

D三号うι二右民主る

図 4 皮下骨折

A. 7才， 男子 ドアーにつめて受ft¥ 中間
(1) 受傷後6時間 (2) 受ft¥後6週IlrJ

B. 11才，女子飛び絡で受傷.J.初日

小骨片を霞出して掌側から K-wireで固定

しK-wireは後から背側から抜去するとい

う方法が提案された.

陳旧例では arthrodesis か，あるいは

Carrol arthroplastyでうま くいった例が

広品大学から報告された

受傷後50日を経過，指にねじれがありmh1!1出時隣の備と交叉する.

d.の metacarpusの neckの骨折で

は M.P 関節と P.1. P.関節を強く屈曲

して長軸方向につきあけ・て骨頭を背側に整

復して固定する必要があると成主には記載

されているが Dr.Milfordは小指は C.M.

関節がよく動くからそれは必要ない.もし

これを行なうならば骨・片の JmpactlOnを

disengage させてやらないとうまくいか

ない. もう 1つ大切なことは手関負担まで固

定して艇を緊張させしっかりと固定しない

といけないとし、う実際的な函での訴があっ

たC. 25才，男子野球中突J旨す中f旨
(1) 3時間 (2) 6カ月経過，屈曲降客あり

D. 30才，男子，交通事故による受傷.小結.
(1) 受傷後5時間 (2) 受傷後4週間

E. 39才，男子騎手.落馬により受傷.
(1) 4目前の受傷 (2) 6 カ月経過，~桁あり.

問題点

① 整{亙問定の方法， 十旨によって特別の~-j直が必要か， ② 非矧

IITl行的'fd:不成功の場合，③手術の適応とその侵入路， 0 固定
の方法ならびに肢位，その期間，⑤ 年令，職業との関係

e. Bennet骨折(図4の E)，一般的

には X.raycontrol で整復が確認された

ら percutaneにK-wireを通す方法が用

いられるが Bennet型でない extra-arti-

cularのものと同様外転して整復を確認し

たら，その位置でギプスを巻くだけでうま

くいくということが指摘された. したがつ

した.

第 4のテーマ「骨折」

指骨や中手骨の骨折も実際的と恩われる.

a.基節頚部骨折の問題で(函 4のA)新鮮例では

manipuration を行なってうまく L、かねば openredu・

ction， J(-wire固定を行なう .

b.基節基部の骨折の場合(尿14のB)では必要があ

れば， open reductionを行なうとLづ説が多かったが

Milfordさんより子供であれば必ずしも openreducti. 

on の要はなく ，隣の指3本ぐらい一緒に固定(夜間な

ど)しておけば自然に矯正されるものであるとしづ非公

式の発言?があった.

c. P.1.P.関節骨折脱臼の場合(図 4の C)これは

関節内の骨折でありむずかしいが3つの方法が提案され

た.1つは Robertの traction で3方向に traction

して整復する方法，もう 1つは P.1.P.関節を屈曲位に

してある程度整復されたら percutaneにJ(-wire で

固定するとしづ方法，これが不能のときは volarから

て一度これを試みて不成功すなわち整復が unstableで

あったらし、ろいろな方法を行なってみるという ことが提

案された.

最後に骨折の共通の問題として approachの方法とし

て一般にどの侵入路をとるかということが論じられた.

一般に指の場合は midlateralが用いられるが， 7~仮IJか

らの approachもよい方法ということが指摘された.

J(-wireの固定法について 1本で固定が不十分と思わ

れるときはーrey controlで)の場合は K-wireは抜

かないで両骨折をぐっと強く圧着し整復をよくして，も

う1本の K・wireを刺入するのが良いと Milfordの提

案があった.

最後に Dr.Vainioの出席によりリウ マチの問題が討

議された(図 5) この問題は複雑であり要点だけをご

く簡単に問題点について述べたい.

まずりウマチ手の pathologyは基本的にはまったく

同一であるのにある指では boutonniere変形になり，ま

たある指ではまったく逆の swanneck変形になるのは



1214 ~・ 19 ・ 号 13 整形外科

図 5 リウ 7 チ手.

62，}-，男子 [1可リウマチ手. 全惜のM，p，関節の破壊高度で福の脱臼，
尺側i品位あり.中，環指スワンネ γク変形，小指ポタンホーノレ変形あり， f辛

抱の内私的紛もみられて pinchその他の日常勤作も障害されている 尺什
よ村jkAiの脱臼がある 現在疹怖はほとんどない.
問題点
手|刈節 :① Synovectomy， ② 尺fi末端の税臼 M P 閃筒1 ① 
Synovectomy，② 病的脱臼の処置，③ Ulnardeviation. P. I. P. 
|刻節 ① Synovectmy， ② Boutonniere 変 If~，③ Swan neck 

変形.舟指の問題.

図 6 周筋腿損傷.

L ぷli'ii制旨似筋肱IIのみ切断 14才，男子生徒 ビーカーの破片でfdrJi，
2， 中J旨のJ主および1采指屈筋鍵t負傷， 7才，男子 牛乳ピンの破片ーで負
傷， 3， J)，'l小僧の戊およびi京抱周筋腿国傷，指神経Ji1f島， 4 月治，長
1'):1旨屈筋血lll_uf努，指神経は様側のものも尺仰lのものもともに切断， 5中
指のはお主ぴ深指周筋lI!Ji1m，6 全Hi1llli防総H1m，正中，尺t]"i<I'絞lu
1話.
問題点

①初期治療のJil去，②脆修復のH割引，MJ."， ③職業，年令，ど
の指であるかに対する1;[1ふ@ 神幸子の縫合について，時期，方法.

1968年 11月

なぜかと Lづ質問があり ，これに対し

て原肉はまったくわからないが 1つだ

け指摘できるのは，その指の function

と関係があるのではなレかと思ってい

る.たとえば母指とか示指では pinch

を行なうために swanneck変形にな

りやすい。 4~5 折では gnp を行な

うので boutonniereになりやすし、(理

論的にはよく理解できないが)，また

Krucken berg の変形のとき指の尺側

偏位が注目されているが，一般には手

関節の健屈が合併している これは大

切な点であると強調された

次に手術の適応、の問題にはいり，

synovectomyについては行なったほ

うがよいという Dr.Vainioの持論で

あるが，再建手術については変形があ

っても患者が痛みを訴えていない場合

については手術は必要でないのではな

いかとの意見に対し，そのとおりであ

るが若くてこれから活動する人には行

なったほうが良いということであっ

た.

滑脱切除術の approachにっし、ては

手関節については S状 切開すなわち手

関節背側で少し S状に曲った横切IJfIを

して ext.digit. COllllll.の comparl 

lllentを閉し、て匝II納のmlJ児切除を行な

い， 次いで capsllle 会IJfI¥，、て関節内

の滑映切除をする このとき尺骨の末

端切除を行なうことがほとんどであ

る この背側{公入路で手段Jû~の常側の

ほうもよく見えるといってし、る.その

あと capsuleを縫合，capsuleとext

lendon のI::Hこ dOt"sallig を移動し

て gliding を良 くする方法をとっ

てL、る.再建手術の問題については

bOlllonnier巴変形では滑脱切除を行な

い unstal】l巴の場合は arlhrodesisを

行なうとし、う Vainioの;立見であっ

た.広大からは腿移舶を行なった症例

の供覧があった.

グラソドホテノレでの症例検討会にヲ|



症例討議

図 7.仲筋舵損傷

A 槌Hi: 1. 4才，男子. D. I. P. 背仰lをピンの破片で切る 示

t旨.受iお後3時間.2. 23才，学生 野球中突き均す.中指.骨折
なし (1) 受傷後 1日 (2) 受傷後 2週間.3. 40才，医師パレ
ーポール巾受fj，).環指骨折あり，受傷後5時間

B ボタンホール変形:1. 15才，男子.ガラスで P.I. P. 関節背
仰lを切る l刻旨受傷後3時間 2.38才，決夫鎌で P.I. P. 
節関背側を切る 中指.受傷後3カ月を経過.P. I. P.関節の拘
紛あり.

C 1. 29才，船員。 5カ月前協何末端骨折 昨日倒れて手をついた
ところ母抱木節の{中辰が不能となる 2. 22才，男子ーけんかのと
き歯で歯まれて受傷.関節はIJfI}iI(し中絡の仲M不能受傷後3時間

問題点

A:① 非1iJl血的療法としてはし、かなる方法がよいか，②手術療
法の適応決定のH寺J羽，③ 年令. t1.職業，いずれの備か，骨折の
有.fR~. ④ 固定期間，⑤成紛は? B ①非限血的療法?
② 隙|臼iJlJにおける P. I. P. 関節屈曲拘絡の除去，① 手術方
法.G) 指f'll/渓位の固定方法， その期間. C:① 修復の時期と
その方法

1215 

の tendon s hea thは collapsに陥ること

なく良好に保たれており最も重要なこの部

の pulleyが良好であること， また P.I.

P. J . のill!J きも良し、などが~慮されるなら，

手術手技，症例の選択などに誤りがなけれ

ば一般の freetendon graftingの場合よ

りも良成献が得られると述べ症例を提示し

た.

この部の腿修復と年令との関係も討議さ

れたが特に幼少児でなければ年令に関する

考慮は不要であるとの意見であった.

次いで中指の屈筋腿が distalpalmar 

creaseすなわち tendon shea th の入口

の部分で煩傷された場合の問題点について

討論された(図 6の 2). この場T1，指の

状態すなわち指が伸展位で受傷したか，屈

曲位で受傷されたかにより切断部の位置が

当然異なるのでこれをJZ慮しなければなら

ないが，屈曲位での受傷では縫合部が no

man's landにくるので primarytendon 

sutureは行なわず， 伸展{立の受傷ーすなわ

ち切断が tendonsheath入口部の場合で

は sheathの中継部を切除して深指図筋腿

だけの修復を行なうとし、う意見であった.

浅指屈筋艇については末 梢端は swan

neck変形をきたさない程度に切除， 中総

腕tは carpaltunn巴lに切断端がこないよ

うに注意して切除する.

母指の基節部における長時指屈筋腿の切

き続き第 1日の総会会場で残された数題の問題について

の討議がなされた.

まず「凪筋版~損傷」について index fingerの深指回

筋腿の単独fHfyj例については.I凍旧例についての処置が

検討された.この場合 D.1. P. Jのtenodesis法. free 

tendon grafting，あるいは Pulvertaft法などが)5-/.ぶ

されるが， 1.え折阻筋腿の chiasmaの部分の簸痕の状態

により適応会決定するとし、う立見であった ことに浅指

屈筋胞をそのま〉として深腿指屈筋にだけ freetendon 

graftingを行なういわゆる pulvertaft訟について田

島はこの方法に対する Curtisの立見を述べこれに賛意

を表明した.すなわち一般には深指厨筋粧の単独損傷の

場合 D.I. P. J. を動かすためだけにもう i本の free

tendon graftを行なうのはよほど特殊な場合とJfえら

れているが，しかし技指屈筋艇が保たれていれば2却(r'i部

断(同 6の4)では primarytendon sutureあるいは

advancement法などが部位により行なわれるが，指事11

経の損傷の問題について討議された. この問題につい

ては周囲の循環の状態、などがよければ神経縫合によっ

てかなりの回復が期待できるが，循潔の不良な例では

neurovascular island pedicle も考慮されるべきとの

意見があり，広大笠形外科より neunovascularisland 

pedicleを行なった症例が提示された.指屈筋融IIの虫様

筋付着部より中枢側での sharp'cut例(図 6の 5) に

ついては 1次的修復が原則であり ，もし陳旧例に 2次的

修復を行なうときには longgraftを行なわざるを得な

いので成紛が良くないとの意見に対して， 悶島は Ma-

thevの意見を引用し longgraftについては palmか

らの graftに比してむしろ好成絞が得られるのではな

L、かとの意見を述べた.
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A 
日

図 8.熱傷および圧鐙創

A : 36..j--，女子.工日 熱したプレス機械に圧迫され
受(!].i.手背中央部の皮府は部黒変し下背にi宇随あり
示~小mのM.P.関節の屈jrl'困般.

B: 17.-f一，男子， ェμ熱した鉄板に圧迫され受i拐ー皮
fli，血ttはも ちろん刊も深さ 1~2mm にわたって焼
かれ，，/:，化.

問題点

① 皮府に対する初期治療法，② 創閉鎖の};!k，
③ 深部組織(腿)修復のH抑制と方法 Bについて
はD. 1 P 関節の処置

その他，陳旧例に対する環指の浅指屈筋駐JJの移行術な

ども ~.Ii低すべきとの意見も述べられた.

次は「仲1方l健制傷J (図7)であるが central slipの

損傷ーによる malletfinger について討議された. この

損傷では primarytendon sutureが行なわれるが，骨

折のヰ有J無によりブ方7法も異なると L、づう意見であつた. また

consevoa tiveに行なう場合の各種の splintが提示さ

れた.また仲筋殿t損傷修復後の固定期間についての問題

が討議されたが，屈筋腕!の場合よりも永めに固定，通常

4週間の回定を行なうということになった この場合年

令を考慮されるべきであり，老人では M.P. J. の拘絡

が起こりやすいので最初の 2週間は wrist，M. P. ]. と

もにイrjlJN位とし， あとの 2週間は wristだけを伸展位

に.M. P.J.をや〉原山した位置で回定するとしづ方法

が大方の賛成を得た.

続いて「熱傷J(図 8)に対しての検討がなされた.

問題は heat press の症例であり ，この場合仲筋艇の

damage が強いのでこれの debridem巴nt. secon da ry 

図 9 接傷

20才，男了，工員 印刷機のローラーにはさまれて
受傷 I!fI!Jx創はほとんどなく ，水泡形成，皮 F出血お
よび著しいI町民を必める.皮下fHITはない.知覚障苫:
もな く小手筋鮮のl係姉もない 桜官邸j脈はふれる.
問題点

① 睡眠:こ士、lする処i斤，② 手術は必吹か，③ l市
定方法，包イg=}j法について，@) 1長時仏について
考えられる点、.

repalrを考廠しなければならなL、点が一般の熱傷と異

なる点があることが指摘された Skincoverageにつ

いては localflap もJf慮されるべきとしづ意見もあっ

た.

最後の問題は「挫傷」についての検，Hである 広町に

損傷なく什Jlrも伴わなL、ローラー受傷例が選ばれたが，

このような場合 Volkmann様拘紡をJf胤して fascio-

tomy などを早期に行なうか， あるし、は consevatlve

に行なうかが問題となり活発に討i泌された.Fasciotomy 

を行なうとの意見ではこれにより筋の接死を政少|肢にと

どめ得ることが指摘され conservative にれなう場合

は皮府間派環流の改汗を目的とした compressiondre-

ssing と手の高2詳が良いとの芯;見であった

Fasciotomyの適応決定にはいわゆる 4P. すなわち

paresthesia. pulslessness， pain， paresisが現われる

と Volkmann桜拘紛の起こることを示すから，これら

がみられれば fasciotomy全身泌するとの忠、兄が出さ

れた

以上によりすべての山組につし、ての討議を終ったが;長

時間にわたる， しかも後半は総会演題の途中での休息時

間など利用しての討議であったにもか〉わらず終始活発

な討議がなされ有志義な会であった.



一一一ー 《お 知 らせ 》

第 12回

第 8 回

日 本 糖 尿 病学会総会

日 本 糖 尿 病協会総会

一一 開催ご案内ならびに演題募集ご案内 一一

1 期 日 昭 和 44年 7月 5日 6日(土，日)

2 会 場 京都市左京区岡崎京都会館

3. 特別 講演 京府医大眼科教授谷 道之

京大医化学教授早石 修

4. 招待 講演 アメリカ Max ElIenberg 

5 シンポジウム

6. 一 般講演

1 )糖尿病と脂質代謝， 2) 成長ホノレモンと糖代謝， 3)糖尿病患者の管理

1 )演題申込みは日本結尿病学会会員にかぎ ります.

2 )申込みは必ず「糖尿病」誌挟み込み別紙*を使用し，内容は未発表のものにかぎります.

なお一般演題の要旨は 400字以内とします.また， シンポジウムの要旨は 800字，特別

講演要旨は 1，200字として 400字詰め原稿用紙にご記入ご送付ください.

3 )受付締切日 昭和 44年 3月 31日 (期日厳守)

必ず書留使にてご送付ください.

送付先:京都市伏見区深草向畑町 国立京都病院内

第 12回日本糖尿病学会総会事務局

7 社会医学門(日本糖尿病協会)の演題も上記申込み要項に従ってお申込みください.そ

のさい別紙原稿用紙@欄外に 「レイマン部門」と朱書してください.

以上ご案内申し上げます.

昭和 43年 11月

第 12日日本糖尿病学会会長 三宅 儀



編集後記

大 第11回の丁ーの外科学会総会における全M組の83組

を制めてjfiJ，1主させていただきましたが，これは本年 3IJ

末に広大津下数段会長のもとにjよ，C，}i!iで、11なわれたもの

であることはいうまでもありません )L;人ー人ー児教疫によ

り， 日本手の外科学会が自IJ~fì されてから lHドをすごしま

すが，機能外科を際携する整形外科医の悩みの極であっ

た下の機能Ilfiliが，乙t会の誕生によって10年足らずでど

うやら開[1良された!~~があります一一これは多くの方々の

M~賛のおかげであることは中すまでもありませんが

しかもゴl二を_，Jlねるに従って1¥':J1立な分野へと歩 1渉とす

すんでおります.その立lルから表題を 「子の外科の歩

み」 としましたーこれはIjiなる学会発点出題のj少録集と

いう概念からはまったくかけはなれたもので，それぞれ

がすぐに一般医家のIfllとなり肉となって安 11から役に立

つという，他にま:liのない特徴ある本'γ二会で、の」小f(な業紛

が~.'~iめられているからです それをお子もとにおとどけ

できますことは立ぷ深いと思います 一般終形外科医ば

かりでなく， [刻心をもたれる方々に1よく読まれますこと

を念IJi~j します.

(8. N.生)

一一寄稿のさだめ一一

1 )車;;.~説 ・ 論説 ・ ii!i~ ' )，~l謎との与，'gMì(400字詰 ， 10-25枚).

第一線尖地臨床家のための布In円，排出的のもの，援形外

科f領域に関する ;澗Nま たは建設(f.J立J.~ ， わかりやすい綜

合的約介記事

2 )原著 ・絞験と考然 ・整形外科引支・海外比IlfJ.臨

床講義 (400'ドぷ， 5-10枚). 

3 )小臨床室 (400字詰， 5 10枚)

4 )学会だより (400字札 5-10枚).

5 )木日の仇トt，きかいと装具 (5-10枚)

6 )鐙形ト ピックス (2枚、1'0)，せいけい随 îH2-10枚)，

診療余':((0.5-1枚)• 

7 ) そのほか常形外科およひ‘そのJ-W~~に!刻するいろい

ろの臨床テー γ.

為市1"1について r l，irf体・ひらがな航 "~ で、1>:易 ・ 明|派に，

かならず新かなづかい， f1r医学川析を川い，欧文，努('ド

は特にはっきりお ，r}:き ください.外l'iWf名は外国ねり

臨 時 定 !dfi

千約問先料

" 

￥ 750.00 

(概算〉

( " ) 

〒 30.00

1年 4，200.00

半年 2，100.00

で，外凶れはカタカナで，数以を示す):.'ドは， nl， crTI， 

nll11，μ， l， ml， kg， mg ~1J を使用のこと

なお t省よれにはかならず'i;¥'mされる口ーマ字絞りをお

古きそえねがいます.

そのほか凶 1，図 2，一次 1，表 2， 症例 1，症例

2，- 2fj3m， 第 4Ji'i一一 第 1211旬地 (BW. XII)，第

5腰惟 (LW.V)などのJII例におしたがいください.

写瓦は鮮19J.美麗なるものをいただきたく， t，'jーしこ縮写
なさるには放ひおません(ただし八切版まで).35mm1'!の

場介は T・.tL型程度にリ1M'してください.ご:fi，C!{によって

彩色l以も{山日しますが，この14;介は彩色版代と j:llll:I)代だ

けを民U'iに負指していただきます.

別111，は 20部を!?品川、たします.それ以 1:ご?i，望の場

合は 100 音11 4i(立を )d~で提供いたします. 30 l'ftl以上

ご布引の場合はあらかじめ原稿に郎数を~，ic してくださ

u、ー

R再必お"，込みは前金で一一為12または探f}で!釘T工堂あ

てど送金ください こ1ム討の~~~ま何旧のご住所と「整

形外科」の文字とをど必入のうえハガキでお知lらせく

ださい(前金申込の方はi計十は本社負担).

月 liJ 整 芳5 タ卜 科 どを 19・号 13 (臨H守的1二1)) IIli干n43 壬ド 11 )J 20 日
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