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I.第四回日本手の外科学会評議員会

とき・ 1969年 3月 31日(月) ところ ・東京砂防会館

津山会長 時間も限られておりますので，さっそく評 ております.送料が非常にか hります.それから事務質

議員会の議事にはいりたいと存じます. が 11，357円.通信費が 6，220円. それからアJレパイ

昨年の広島の学会で手の外科学会の会長を命ぜられま トをお願いしますのでそれが全部で 11，357円です.合

して，大変光栄に存じましたが 1年間，学園の紛争に 計で 501，112円いっておりまして，残高は 221，743円

明け暮れまして，まったく準備も行き届けないま』で関 になっております.会員は， 3月 10日現在で 1，154名

会の運びになりまして，みなさまに大変ご不満やご不便 で，団体会員が 4名になっております.

をおかけしていると思いますが，その点はどうぞお許し 津山 どうもありがとうございました.この学会の報

願いたいと存じます. 告は，南江堂の雑誌「整形外科」の別冊として毎年出し

1.庶務，会計報告 ておりますが 1年遅れになっていたのを去年からその

津山 まず最初に庶務，会計報告を本部のほうからお 年のうちに出すようにいたしましたので， 1年遅れにな

願いいたします. らないようにできるだけ早くみなさまの所にいくように

天児 私からど説明申しあげます. なると思います.

まず会計でありますが， 収入は，前年度の繰越しが 天児 もう 1つ申しあげます.欧文の抄録を世界各国

315，000円ちょっとございます. それから会費収入が に送っておりますが，それをいま各テープルに回 してお

383，466円， 利子が 24，383円，合計 722，855円にな りますので，みなさまごらんのほどお願いします.そし

っております. それから支出のほうは，総会費として て，こ〉へも送ったほうがよいというのがあったらお教

200，000円を出しております.それから英文の抄録の印 え願います.それは全部で 102名にお送りしておりま

刷代が 208，000円ほど，それの送料が 63，790円か hっ す

日本手の外科学会会計報告 2.新評議員選出の件

(昭 43，3， 1日~昭 44，3， 10日) 津山 それではその次の新評議員の選出の件ですが，

収 入

前年度より繰り入れ 315，006円

会費収入 383，466 

利子 (43.10. 7) 24.383 

計 722，855円

支 出

学会開催'1'l.(東大へ) 200，000円

英文抄録印刷代 208，000 

同 送料 63， 790 

事務費 11，357 

通信'Et. 6，220 

人 件 費 11，745 

計 501，112円

差引残高 221，743円

ど推薦のありましたのは，慶大の矢部裕先生 (池田教授

推薦)，それから慈恵大の室回景久先生(伊丹教授推薦)，

京大の上羽康夫先生(伊藤教授推薦)です. との方々は

その道にはいられてもう 10年近い先生方ばかりで，学

会発表もたくさんなさっておられますので，評議員にな

っていた Yいたらと存じますが，いか Yでございまょう

か 〔拍手).

3.評議員辞退希望

津山 それから評議員のご辞退の希望で，綾仁富弥先

生が評議員を辞退したいといっておられます.

評議員の資格要件規約改正

津山 この評議員は，一一新しい学会ですから学会が

発足したときにはなるべく大ぜいの評議員を作って学会

を発展させるというのも 1つのいき方でしょうけれども，

学会がもう 10年以上もたちますと，その道に関心をお

もちの方だけが出てこられるということになりますので，

前に整形外科学会で(今でもその規則が生きているかと
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存じますが)， 3年連続して評議員会にお出にならない てそういうことではなくて，やはり一般の評議員と 同じ

方は評議員からはずさせていた Yくということになって ように議事に加わっていた Yき，いろいろご指示をいた

おりますが，手の外科学会でも，なにかそういうふうな だく，ご指導をいた Yかなくてはいけませんので，そう

規約でも作って，新しい先生との新陳代謝をはかるとい いう点ではまったく区別なしで，そうした名誉会員には

うとともいか Yかと存じます.また，あまりど関心がな どういうあれがあるかというと会費が要らなくなること

いのに最初に評議員に選ばれたということだけで，ずつ ぐらいだろうと思いますが，名誉会員を作るということ

と続けていくという先生もおられますので， そういう規 について，いか Yでしょうか・ご賛成いたぎけますでし

約を 1条入れることはいか Yでしょうか. ょうか 〔拍手J.

天児 私もそういうような方向にいったほうがいいの そういたしますと，名誉会員になってい Yきたいと私

じゃないかと 思います.どこの学会でも，若い先生のご どもが考えます先生方は岩原寅猪先生，片山良亮先生，

意見もできるだけ反映するような運営のほうがいいと恩 天児民和先生(ことしご退官になられます)でございま

いますので，いまの会長先生のご意見は非常・にいいのじ す.その先生方は会長をなさいましたし，手の外科学会

ゃないかと思います. が始まって以来，今日の手の外科学会の発展をみるまで

水野 いまの方法で 3回以上欠席の人を除くというこ 大変ご尽力，ご努力をいた Yいた先生方でございますの

とですね.それはいわゆる dismissするほうであって新 で， ζの 3先生を名誉会員にど推薦申 しあげたいと存じ

しく取り入れるほうはどうされるか， それが問題じゃな ますが，いか Yでございましょうか〔拍手J.

いかと思うのです.それで若い人たちと 話しますと，新 どうもありがとうございました.

しく取り入れるほうで，た Yなにかの顔ではいるとか 6. 次期会長 ・開催地

なんとかの推薦ではいるとかいったことが，若い人には 津山 来年は，日本整形外科学会は徳島で 3月 28-

どうも割り切れないようです これはどういう方法がい 30 日の 3日聞におやりになるそうです. 4月にはいる

いかということは，適当な委員会で考えていかなければ と徳島は，踊りですか，お祭りで人が非常に集まるので，

学会の運営はこれから非常な暗礁に乗りあげがちじゃな 3月中にやらなくちゃいりないということ，また 4月に

いかと思われますので，そういった委員会をまずお作り なりますと，ご承知かと思いますが，西太平洋整形外科

になったらどうかということを提案したいと思います. 学会というのが 2年に l回ということになりまして，そ

津山 確かに，非常に大事な問題ですから，次期の会 れがもう始まるのですが，今度は西太平洋経形外科学会

長先生とおはかりして委員会を作って，どういう方法が のみならず EnglishSpeaking Countriesの整形外科学

いいかということをまた考えたいと存じます. 会が，それに引き続いてシ ドニーで行なわれますので，

4.物故評議員 あるいは日本手の外科学会の先生方の中にもその両方の

津山 物故評議員といたしましては，この l年間に岩 学会にお出になる方があるかとも考えられるのでありま

崎高介先生がお亡くなりになっておられます しばらく す.そうしますと 3月中旬ということにもなりますか，

黙穏をお願いいたします. あるいは来年は手の外科学会を日本整形外科学会とは切

〔黙縞〕 りはなしてやるということも考えられますが，そういつ

ありがとうごさ'いました. た点、いろいろご考慮のうえ，率直など意見をいた Yけれ

5. 名誉会員選出の件 ばと思いますが

津山 それから名誉会員選出の件ですが，今日までは 天児 いままでは整形外科学会と手の外科学会はアメ

名誉会員というのはアメリカの Boyes先生がなっておら リカ式に一緒にしておったわけですね.今度はちょっと

れるだけで，国内会員では名誉会員というのはございま それができないのじゃないか.そうすると学会の開催す

せんでしたが，日本整形外科学会において名誉会員がど る場所が相当聞があいておってもいいのじゃないかと思

ざいますように，ご退官になられて，そうしてまたご在 いますが・・

職中に会長をおつとめになったような先生方，あるいは 田島 いま天児先生が発言されたことに関してなので

手の外科学会のために非常にお尽くしになったような先 すが，実は大学内の方あるいは私どものほうの出身でい

生方は名誉会員になっていた Yくのがいか Yかと存じま ろいろの病院にいっておる方から非常に強い要望が出て

す・名誉会員といいますと，どうも別絡官幣社みたいに おるのです.アメ リカ の事情はともかくとして，日本で

奉ってというような感がないでもないわけですが，決し は，大学病院は大手に比較的ゆとりがあるか ら 1週間
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ぐらいずっと続けてあけてもよろしいけれども，一般病

院では非常に入手がなくて，一緒にすると出席困難であ

る. しかも， こういう時代になってくると大学からかわ

りを簡単にいた Eけるというのも非常に困難なようなこ

とになってきておるので，まあ大学ばかりを優先的に考

えるというのでないならば，一般の病院に勤務している

人たちも両学会に出やすいように分けていたぽけないも

のだろうかという要望がかなりありましたので，一応い

まの天児先生のご発言に関連しまして，ちょっと発言さ

せていた Yきました.

児玉 去年，岡山で日整総会をやりましたときにも，

いま申されましたようなことで分けてもらいたいという

要望がかなりどいました.

鈴木 来年のことを考えますと，安保の年で大学はど

こが引き受けても大丈夫だという自信はないのじゃない

かと思うのです.そういうことで，大学以外のところ，

たとえば大きな労災病院とか，そういうところでお引き

受けになっていた Yくのが，い hのじゃないかと思いま

す.

津山 東京の先生方でまだおやりになっておられない

先生方は大ぜいいらっしゃるのに，私のような若輩がさ

きにやらしていた Yいたわけですけれども，おれのとこ

ろなら来年は大丈夫だろうというような先生は(笑)ど

うぞ名のりをあげていた Yげれば，と恩いますが，いか

がでしょうか.あるいはど推薦いた I くか…….

天児 とれはむしろ国立とか公立よりも，私立がわり

あいにいいのじゃないですか.

水野 いま東京というお話が出ましたが，私のすぐお

隣に上回教授がおられまして，お顔をちょっとながめて

みたところが，来年ちょうど私と一緒に退官されるわけ

なんですが，最後のなにI'C，あるいは中部でやれという

ことだったら一一東京ということだったらとにカミくとし

て，もし中部でいいということであれば，なにか特別の

ハプニングがない限り ，あるいはお引き受けいたぜける

のじゃないか，こう思うのですが一 ー

上回 いま水野さんにあんなことをいわれてしまって，

ちょっと困ったわけですが，とれはやはり，大学以外と

いうお話がありましたけれども，なにが起こるかわから

ない，そういうときにはご辞退するということを許して

いた Yげれば・・…，私も最後ですし，名古屋ではまだだ

れも会長をやっていない.したがってそういう条件付き

でしたらお引き受げしてもいいかと思います.

水野 とにかく，なにごとか起こったらというのです

が，なにごとかが大いに起こっている東大でもできたの

ですから……(笑).

津山 上回先生，来年ご退官になられますが，その前

に，大変ご苦労ですけれども，お引き受けいた Yけます

でしょうか.

こういうことにいたします.もしハプニングがあるよ

うだったら各大学から 1名ないし 2名援兵を送って，

会場の設営その他をお手伝いするというようなことでい

かYでしょうか 〔拍手J.

津山 それでは，上回先生ひとつ…

上回 私は人の面ではあまり心配しないのです.たず

おそらくその時期になれば学会はあまりとぬと思います

が，もしお引き受けするとなると， 3月の終わりに徳島

でおやりになりまして一一一 3月という月は，みなさんど

存じのように大学は非常に忙しいのです.だから，それ

以前にやることがはたしてできるかどうか.まあ，やり

ましても，ささほどどなたかのご発言のように，なるべ

くたくさんの方に出ていた Y くにはやはり適当な時期を

選ばなければならないと思いますので，この点ひとつ現

会長の津山先生とも相談して適切な時期をきめさせてい

たYきたいと思いますので， よろしくお願いいたしま

す.

児玉 秋でもいいのじゃないですか.

上回 私は定年をすぎますから …….ご承認いたぜけ

ればけっこうですが.この前名古屋で医学会総会がござ

いましたときに，やはり定年をすぎてから 4月に会長を

おやりになった方もございますけれども，これも程度問

題で，半年も延びてからではいか Yかと存じますので，

それまでに適当な時期を考えてみて，これは津山先生と

相談しましてきめさせていた Yきたいと思いますが， よ

ろしゅうございますか.

児玉 先ほど田島さんからもお話がありましたし，払

もつけ加えましたが，この時J切に病院を 1週間近くあげ

るということは，大学以外では非常にむずかしいという

ことです.それで整形外科学会と手の外科学会を分けて

くれないかという要望が，かなりあったわけでございま

す.したがって上回先生がされます場合に，この時期を

はずすとすると秋になると思うわけです.そうしますと，

一定の時期には pauseが相当近寄ったりはなれたりす

ることがある.場合によれば， 44年度の会長ですから，

今年の秋ということも，考えられるのじゃないでしょう

か.期間が短くなりますけれどもね.

津山 次の会長先生の決定についてどうなるかと案じ

ておりましたが，上回先生がお引き受けくださるという

ことで，私としては大変安心いたしましたし，また喜ん
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でおります.

それで時期につきましては，今日はちょっときめかね

ますので，後ほど上悶先生とご相談して，できるだけ早

くみなさまにご通知したいと存じます.

7. 手の外科手術点数について

津山 その次は手の外科手術点数について，保険点数

でございますが，これについて，野崎先生.

野崎 手の外科の発展は，やはり経済的の裏づけとい

うものが必要だろうと思いますが，この手の外科の社会

保険の点数の検討ということは目下整形外科学会で吸っ

ておりますので含ませていた Yきますけれども，いろい

ろな問題点が，技術の向上とかその他に伴いまして，従

来，今後ともまだたくさん起こると思います.そこで，

我々整形外科学会の社会保険委員会が，その面を含めて

いま検討中ですけれども，ことに手の外科K関しての問

題点，お気づきの点，あるいはご希望等がございました

ら，なにとぞご連絡をいた Yきたいと存じます.

津山 との点について渡辺好博先生，なにか

渡辺 いま野崎先生のご指摘のとおり，私ども手の外

科を専攻している者にとりましては，たとえば手術をし

ますと病院のほうでは赤字が出る.非常に点数が少ない

のに，やる手術は何時間もか』る.たとえば指の植皮な

んかをいたしますと 3，4時間か hって，それでわずか

な点数です.そういう点で非常に不満をもっている人が

多いのです.それからまた母指形成術のような手術がど

の点数に準じて請求したらいいかということで，そうい

う点問題が非常に多いように思われますので，その点な

んらか改正できる菌がどさ'いましたら，ぜひ改正してい

たYきたいと思うわけでございます.

津山 その窓口は野崎先生になっていた Yければよろ

しいわ砂ですね.不合理な点を野崎先生を通じて改正す

るように努力していきたいと存じます.

8.外国学会出張資金媛助について

津山 その次は，外国学会出張資金援助について，と

いうご提案がやはり渡辺先生から出ておりますので・

渡辺 最近，外国の手の外科学会に委員が出席すると

いう機会がふえたように思うわけであります.これは日

本手の外科学会にとっても非常に喜ばしいことであると

思いますが，そういう委員の先生に毎年出席していた Y

くためには，やはり経済的な裏づけというものが必要だ

と思います. 日本手の外科学会のためには，そういう委

員会には必ず出席していた Yいて，いろいろな意見を述

べていた Yくことが望ましいと思いますので，そのため

に学会としても，そういう際に少なくとも l割か 2割，

そういう援助でもけっこうなんですけれども，やってい

たYければ，委員の方にとって非常に助かるのじゃない

かというように思うわりです.

津山 ご提案は，よく筋の通った，若い方が外国へい

くようなときに一一これはその年の仕事のうちの一番い

い発表を推薦して外国で発表してくるようにというふう

なことを， 日本手の外科学会としてやることができれば

いいと思いますが，これを具体的にどうしてやるかとい

うととは，いまこ』では時間もありませんので，また名

誉会員の先生方あるいは長老の先生方，次期会長ともそ

ういう点をおはかりして，なるべくそう いうことが具体

化できるようにいたしたいと思います.

9.国際手の外科学会委員会の件

津山 その次は国際手の外科学会委員会の件ですが，

これは国際手の外科学会というのがありまして，それに

日本から毎年どなたかにいっていた Yく一一 昨年は新潟

の閏烏先生にいっていただき，その前の年は諸富先生で

したか小谷先生にいっていた Yいたり，そのときどきに

いっていた Yいたのですが，その国際手の外科学会の委

員会の中に小委員会がありまして，いろいろな仕事をや

っております. 日本にもその小委員が割り当てられてお

りますし，どうしてもこれに連絡をつけておかなければ

いけませんし，日本手の外科学会とこの国際手の外科学

会との関係がどうあるべきか，ど ういうものであるかと

いうことも，と hらではっきりしておいたほうがいいと

思いますので，今年の 1月初旬に，国際子の外科学会の

いろいろな小委員を委託されておられる日本側の委員の

先生方にお集まりいた Yきまして，その際におはかりし

て，私どもの山内講師に今回はいってもらうことにいた

しました. 1月 18日， ニューヨークの Dr.Barsky宅

で関かれました手の外科学会委員会に出席してきてもら

いましたので， 山内君からその点を報告してもらいま

す.

山内 時間がございませんので，比較的簡単にやらし

ていた Yきたいと思います. まず国際手の外科学会一一

International Federation for the Societies for Surgery of 

the l-Iand という大変長い名前ですが， 使宜上こ>I'C国

際手の外科学会委員会というふうに書いておきましたけ

れども，これはまだ委員会だけでして，国際手の外科学

会というものがあってそこで統一的な学会をやるという

ところまでは，まだいっていないようです.

参加国は，アメリカ，イギリス，フランス，スカンジ

ナピア，イタリア， ドイツ，ブラジJレが正式な参加国で

ございまして，今回ボル トカソレが立候補して，それが承
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認されま した. それだげの参加国です.

参加国の義務と しては， 年会費 25 ドJレということ

でありますが， 年会費が大変少ないということで Dr.

Barskyが pocketmoneyをだいぶ出さなくちゃならぬ

というようなことをいっておりましたけれども，これは

まだ値上げをする という ところにはいっておりません・

それから次期委員会ですが，問題がたくさんあるため

に，最初は 1年か 2年に I回委員会を開く という規約で

ございますけれども，これを，来年の時期まで待てない，

今年中にもう 1回やりたいと いう意見が濃厚でありまし

て，11月にフ ランスとイギリ スにおいてそれぞれ手の

外科学会が行なわれる，そのときに集まりたいというこ

とで，これはもう多数決できめられま した.これは ヨー

ロッパを主体にすればこ hから九州へいくぐらいのとと

ですから比較的簡単なんですけれども， 日本からでは大

変なんで，そういう点を考慮していただきたいというふ

うには述べましたけれども，一応 11月にやるというこ

とにきまっておりますので，またどなたにいっていた Y

くかということで，追って決定されなければならない事

項だとは存じます.

との中に各種の委員会がございます.

1) Standardization of Nomenclature. 

とれはイギリスの Mr.Stackが委員長であります.日

本からは田島先生が加わっていらっしゃいますけれども，

国島先生のど報告が完全なものであって， これは各国語

にするのにそれを基礎と して参考になった ということで

ありまして，今回はそれが，横文字のほうは各国語で出

版の運びになりますが，ロ ンドンで印刷するとかいう手

数上，日本語はどう しても入れられないということで，

日本語をおのおのに対比させて，それを日本側で作った

らどうか，それの copyを中央のほうにいた Yきたいと

いうととでございます.

2) それから bibliography ですが， これは諸富先生

がおっくりになったものを，もってまいりましたのです

が，それは Dr.Adamsのところで 1部 10 ドルで頒布

されております. 日本での窓口は九大の天児先生のとこ

ろになっておりまして，現在まで相当数の購読者がいら

っしゃるようでございますが，残部があるそうでござい

ますので，追加ご希望の方はどうぞということでありま

す.

3) それから FunctionalEvaluation of Results of 

Treatment. これが大変な役でありま して， 全部の委員

長がフランスの Dr.Tubianaであります.この中が 8つ

の sectionに分かれておりまして， その sectlOnごとに

また小委員会，それの委員，それから sub∞nunitteeと，

いろいろなものがきまっております.要するに術前 ・術

後の evaluationをするのに各国統一的なものができな

いだろうかということでございます.それぞれの項は省

略いたしますけれども，す hんでいる項もあり，あまり

す Lんでいない項もある.これは Dr.Barskyが一番熱

心でありまして，ともかく今年中になんとか片をつけよ

う， 一定の片をつけて， 今度また trialand errorでそ

れを漸次改良していこうという線です・いま出ています

のは大変ぱらつきがありまして，点数制jになっているよ

うな sectlOnもあるし，まったく概念的なととだげ規定

しているところもある，そういう点で，根本的にそれを

どうするかということを質問したのですが，理想的には

各国のカノレテを全部統一する.それで手の外科医が患者

をみてそれに書いて，それの copyをニュ ーヨークへ送

る.ニューヨー クに コンピューターが置いてありま して，

それに全部登録する.そこで，その中の日本の委員，た

とえばある先生がおやりになった手の屈筋鍵の成絞はど

うだというととをニューヨークに問い合わせますれば，

1週間ぐらいで返答が返ってくるような systemにしよ

うじゃないかというのが， Dr. Barskyの最終的な案で

す.ところがとの案は，各構成国の memberがそれにつ

いて contributeする，それに対して協賛してそのおのお

のの患者に対してそういうのを記入する労をいとわない

という基礎ができなければ， とれは絵にかいた餅のよう

なものですので，各国の手の外科医がこういうことに協

賛する意思があるかどうかを各国にもち帰って伺ってい

たうfきたい，そんなものはとうていだめだというのだっ

たら最初から話はできないわけですが，多少ともそれに

加わろうというのでしたら，そちらの方向に向かって動

くし， それから各委員会の術前術後の criteria なんか

も， そういう ∞mputerizeする方針に従つての criteria

のきめ方になるわけでありますので，根本的な態度をま

ずきめようじゃないかという話で，これもこの席で討議

していただきたい問題だと思います.

4) 次は DisabilityEvaluation. これは前のほう とち

ょっと似ておりますけれども， sectionが別になってお

ります.いまのとこう仕事はす hんでいないようであり

まして，一応各国で，労働災害，交通災害等に対しての

認定表が手の部分のものであれば，それを(日本の場合

は英訳して)送っていた Yきたいということでありま

す. 日本の場合は小谷先生がたぶんその委員にはいって

おられると思いますので，豊島先生，その点よろしくお

願いいたします.
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5) それから CongenitalMalformations であります

が， とれは Dr.Pernetから連絡が全然なくて怠慢であ

る，こういう怠慢な委員長なので，す hまないのであろ

うというような結論になりまして，だれかにかえようと

いうことが Dr.Barsky， Dr. Tubianaあたりからいい出

されました.そとで，日本側の委員の岩原教授がちょう

どご退官になりまして，せ.ひかわっていた Yきたいとい

うことがありまして，この間の小委員会(仮称)で津下

先生にお願いするということがありましたので，それを

伝えましたところ，それじゃせ'ひ津下先生にお願いでき

ないだろうかということで，これは私，仮承諾で， 本人

のご怠見を聞いてからというわけでまだ決定にはなって

いないと患いますけれども，津下先生，これは大変な役

だと思いますが，向とうでは委員長に希望されておりま

した.

それからその次が Preventionof Accident. これは イ

タリアの Dr.Bonolaが委員長で，これも仕事はあまり

す』んでいないようです. 日本側委員は，いままで太田

博士がやっておられましたけれども，開業されて，辞退

したいという声が前々からありましたので，高岸先生に

お願いするということで，これも了承されました.

最後に印象を述べますと，各国でいろいろと事情が異

なります.ですから，さきほどのように computerizeし

て I本にまとめて')1:業を行なうということは大変なこと

ですけれども，各委員，ことに Dr.Barskyの熱意はな

みなみならぬものがありまして，そういう線で発展して

いけばこれは大変いい organizationになるのではないか

と思いますし，日本側としても，いままでの参加の態度

を，今後それ以上努力していく必要があるのじゃないか

と私は考えました・その点につきまして，日本の各委員

の方々が，日本手の外科学会とは特に関係なく直接 Inter-

national Federat旧n のほうにむすびついて一応仕事をさ

れておるようですが， 日本手の外科学会の中にそれに準

じた小委員会ができ， 各委員の方々を backupすると

か asslstするというような体制ができれば， より話が

す hむのじゃないかと思いますのが lっと，それから世

界各国でこ ういう委員会が年に l固ないし 2回もたれま

すので，今後もその連絡の必要上，日本から代表を送ら

なければならないだろうと忍います.そのときに経済的

な負担が大変問題になりますので，さきほどの新潟大学

の渡辺先生のご提案ともある程度関連いたしまして，日

本手の外科学会でなんらかの形で経済的な援助が与えら

れればいきやすくなるのじゃないかという，その 2つを

提案のような形にかえま してご報告させていただきます.

津山 どうもありがとうございました. 国際手の外

科学会委員会と日本手の外科学会の関係は， ちょうど

SICOTと日本整形外科学会の関係のようで， これはど

うしても日本手の外科学会が backupして，こういうと

ころと連絡をとってやっていくべきだと思いますので，

たYいま田島，諸富，伊藤，小谷，津下，高岸の諸先生

が国際手の外科学会の委員をなさっておられるというこ

とをもう 1度ご確認いた Yき，また日本手の外科学会と

してどうかご支援をいた Yきたいと存じます.

これで一応，評議員会の予定いたしました議題は終わ

ったのですが，なにかご発言，ご提案がございましたら

どうぞ…….

回島 た Yいま山内先生が最後におっしゃったことな

んですが，いま会長さんが名前をあげられたような人が

個々の委員として出ておりましでも，それはその国の学

会のある程度の意思を反映すると いうことが非常に大切

だと思います.その意味で私，昨年の評議員会でも提案

させていた Yいたのですが，現会長さん，次の会長さん，

それからいま委員になっている方などと相談しまして，

いまこういう席ですぐきめてしまうことはできないでし

ょうけれども，いろいろ連絡をとって，これに対応する

委員会を早く作っていた Yくことが非常に大切なんじゃ

ないかというふうに考える次第です.

児玉 最後の r経済的な援助ができたらと思う J と

いうことを，いかれたご当人の口からは非常にいいにく

いことをこ〉で申されているのだろうと思うのですね.

こういうのはやはり，学会としても考えなければいけな

い.その場合に学会の責任の地位にある評議員会が前向

きの姿勢でもってそういうのを考える必要がある.金額

はどれだけになるかわかりませんけども，経済的な媛助

をするとしますれば，やはり評議員がある程度それを分

担するぐらいの覚悟を示すべきじゃなかろうか.評議員

にならなれる方は，そういうことも了承のうえで評議員

になっていただく. 中部円本では， 評議員が 1，000円

ずつですがよけい出しているのです.いままではどうも，

評議員は一般会員の犠牲において評議員のごちそうをい

ろいろやっていたけれども，そうじゃなくて，評議員は

前向きの姿勢というわけで，評議員は一般の会員よりよ

けい会費を出しているというととですね.やはりそうい

う姿勢が必要じゃないかと思うのです.

津山 非常にいいご提案で ・・. いま評議員は全部で

何人おられますか

山内 73名です.

津山 1，000円ずついた Yいても 7万円， 2，000円ず
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ついた Yけば 14万円……. うから，あなたのところのとういう人がどうしても出席

児玉 金額は別として，姿勢を示す必要があると思う してもらわぬとこの会議は成立せぬというような上手な

のです. 文章を書いた手紙を送られて，その手紙で文部省のほう

津山 そうですね.そういう方向にす』めていきたい に往復運賃を請求しますと，約 1週間の滞在費と往復運

と思います.今度の会長さんとご相談しまして，た Yい 賃はたぶん出るだろうと思います.そういうととをちょ

ま田島先生の申されました，国内の委員会およびその代 っとご連絡申しあげます.

表者を送るということについての経済的な援助というこ 津山 ほかになにかど発言ございましたらー….

とをきめたいと思います.この点は田島先生に去年から 田島 いまの旅費の件ですが，外国の例を見ておりま

いわれておりまして，当然私のときにやらなくちゃいけ すと，その年度の総所得から控除になっているのですね.

なかったのですが，どうも，なにもしないで l年たって それでこの委員といいましても，いま児玉先生のご提

しまって，申しわけないと思っております.ほかにござ 案のような方法とか，いろいろあるかもしれませんが，

いますか. 委員会というのは任期が何年になるかわかりませんけれ

天児 ちょっと...... そういう国際会議にご出席の先 ども， 3年なり 4年なり同じ人が出たほうが好ましい.

生方の旅費ですが，現在は学術会議がそれを全部握って 外国ではそうして，日本では特殊事情があるから毎年か

いるわけです.それでその人の一生のうちーベんだけは わって出ているわげです.そういうようないろいろなと

学術会議が旅費を出してやろう，そして文部省のほうは とがありますので， 1年や 2年ですぐ実現できるとは思

留学のほうの，あれは運賃，滞在費をやる.ところが学 いませんが，ほかの学会のととも含めて，おそらく ，有

術会議のほうは，海外出張費が最初の金額のそのとおり 名な教授方なんかが出張されるときでも文部省や学術会

なんです，ちっとも増額にならないのです.あそこには， 議から必ず しも出していた Yいておらなかったと思うの

大蔵省と交渉して上手に予算をとるというような人がだ で，かなり privateな，あるいは特別のご寄付を仰ぐな

れもはいっていないものですから， 1文も増額にならな りということでしておったと思うのです.ですから，将

い.そのうえに世界各国でいろいろな学会がたくさんあ 来は医学界全体が大いに共同して，税務署というか大蔵

る.そこで，文部省の学術奨励委員会，いまはもうあり 省のほうに， こういう場合には taxexemptlOn を適用

ませんが，その奨励委員会に弘がはいっておる間f'C，そ してくれというようなことを申し入れることが数年後に

ういうことでは困るからなんとかしてくれということを はだんだん実現するという，非常に大きなあれになるの

たびたびいいましたら，小さなグループでやるシンポジ じゃないかというふうにちょっと考えます.

ウムに出席する場合の旅費は自分のところでなんとかし 津山 それでは， 1時 20分ですので，私，向こうへ

ょうということで，第 1回は， 3，000万円だったと思い いって総会議事をやりますから，評議員会はこれで終わ

ます.現在は 1億円ぐらい.これをそういう委員会のほ りたいと思います.
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11.一般演題

1. 手の発生学 的 研究

一一第 5報 アミノ酸組成よりみた胎生期健の経時的変化一一

中野謙吾 畑中生稔 湯浅美仁 正木良策*

我々は第 11回本学会で， ヒト 胎児手指腿を使用し，

その微細構造と経時的変化を電顕的に追求したが，今回

さらにその微細構造に関し，microphotometerを使用して

検討を加えた.同時に ヒ卜 胎児手の鍵のアミノ酸分析を

行ない，ア ミノ組成の経時的変化と，アミノ酸組成と腿

の微細構造に関し検討し，一定の所見を得たので報告す

る.

方法

採取した鍵を乾燥させ， これをハサミで細くきざ

み， 2-12mgを小試験管に入れ， 6Nの蒸溜塩酸

1 mlを加えた後減圧して封管した. 次に 1l00C，24時

間加水分解した後，封管をあげ冷却後減圧デシケーター

に乾燥させた.樹脂は 持3105球形樹脂を使用した. 中

性アミノ酸および酸性アミノ酸の分析には 50cll1の

columnを使用し， 0.2M クエン酸緩衝液を使用し，pH 

3.10， pH 3. 25， pH 4.25とした.塩基性アミノ酸の分

析には 15cmの columnを使用し， 0.3Mクエン酸緩

衝液を用い，pH 5.28とした.そして目立 KLA2型ア

ミノ酸自動分折計および JLC-3BC2型アミノ酸絞酸アナ

ライザーを使用し分析を行なった.

結果

1) 微細構造の変化は胎令 15-16週の仲筋鍵および

屈筋腿ともに 4本認められ，胎令 19-20週になると伸

筋腿では 5本，屈筋腿では 5-6本の inlraperiodicband 

が認められる.以後屈筋鍵では胎令 22週以降に， {申筋

鍵では胎令 25週以降に 6本の intraperiodicbandが共

通して認められる(図 1a， b). 

2) アミノ酸分析.各アミノ酸について胎児の発育段

階により比較を行なうと， 極性アミノ酸の Arg，Glu， 

Asp， Lysは屈筋腿では胎令がす hんでもあまり変動を

示さないが，i中筋腿では胎令 15-20週へと軽度の増量

を示すのみで，胎令 20週以降ではほとんど変動を示さ

キ K. Nakano (助教授)，S. Hatanaka， Y. Yuasa， 

R. Masaki:三重県立大学付属塩浜病院整形外科.

ない.非極性アミノ酸については Gly，Pro， Ala， Hypro 

は胎令とともに増加し Va!，Ileu， Leu， Pheは減少する.

Metは胎令 15-25週へと増加し以後減少する Thr，

Serはあまり変動を示きない. {申筋腿では Gly，Pro， 

Ala， Hyproは胎令とともに増加し Va!，Ileu， Leu， Phe， 

Metは胎令 15-20週へと一時期増加し， 以後減少す

る.Thr， Serはあまり変動しない.

各胎令における各アミノ酸について伸筋腿と屈筋艇を

比較してみると，胎令 15-20週にかけて Hyproを除

くいずれのアミノ酸も屈筋艇が高値を示し，胎令 20週

以降では著明な差を認めない.

アミノ酸総量では{申筋腿および屈筋鍵ともに胎令とと

もに増加する傾向にある. しかし胎令 15-16週の屈筋

健では，すでに成人に近い 73.04 g/100 g試料で同時期

の伸筋腿の約 2倍量である.だが胎令 20週以降は伸筋

腿と屈筋量~の悶に著明な差を認めない.

各胎令における極性アミノ酸の総長は胎令がす hんで

もほ Y一定している.それに反し，非極性アミノ酸の中

で Gly，Pro， Ala， Hyproが増加していく(表 1). 

考 察

謬原線維の微細構造の探求と合せて collagenの分子

量の研究l乞関して従来アミノ酸組成の研究が行なわれて

きた. 1940年 Astburyの最初の報告が見られ，以後代

表的なものとして 1948年 Bowesらのウシの皮の colla.

gen， 1953年 Brownらのネズミの尾腿の collagenのア

ミノ酸分析の報告がみられる Bowes，Brownの報告と

同様， ヒト 胎児および成人の手指腿のアミノ敢分析でも

Gly， Pro， G!u， Ala， Arg， Aspが豊富で， Phe， Leu，lleu， 

Va!， Lys， Ser， Thr， Melは少なく， Cys， Try， His，原

始アミノ酸は含んでおらず， 典型的な coUagenのアミ

ノ酸組成を示した.

アミノ酸総量の変化よりみれば胎令 15週でアミノ酸

構成上明らかに屈筋腿の発育が優勢であり，成人に近い

アミ/散総量を有している. しかし胎令 20週以降は軽
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a.胎令 15-16週.深指屈筋鍵.

、_，

ーパ4

b.成人深指屈筋陵・

図 1.
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表 1. 鍵の ア ミノ酸組成.

アミノ駁

(試料 100g 当りのアミ ノ酸:u: (9)) 

クリシ ン

ア ラニ ン

フェニ ノレアラ ニ ン

ロイシン

イソロイシン

ノぜリン

プロリン

オキシ プロリ ン

グノレタミ ン駁

アス パラ ギ ン酸

アノレギニン

リジン

セリン

ス レオニ ン

メチオニ ン

ヒスチジン

トリプ トフ ァン

シス チ ン

チロ ジ ン

オキ シリジ ン

ネズミ
総指伸筋腿 深指屈筋~ 、ウシの

の尾の市~ -

胎令 ~i苓~百令 ijs% 胎令 -I-~苓一一胎令 胎令 l 胎令 胎苓 l 肱~のコ tZ こ JP
15- 119- 25- 29- 39- 1成人 15- 19- 25- 129- 139- 成人ラ ーゲ乙料 '

16過I 20週 26週 30週 刊週 16週 20週 26週 30週I 40週 ンキ

6.1613.97138417.0219.6122.9710.489.9813.00116.67il7.4622.59122.219.1 

1.777.395.998.388.679.736.186.147.198.088.129.35 9.5 7.9 
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表 2. "型原線維腿の周期と直径と幅.

(Pく 0.05)

胎 令

週

15-16 

19-20 

22-23 

25-26 

29-30 

35 -36 

39-40 

成 人

周 期 (A) 幅 (A)直径 (A)

総指伸筋腿 深指屈 Æ古~ 総指f申筋縫

432:'::14.7 472:'::12.6 300+ 7.1 

447:':: 9.5 480:'::10.1 371+ 10.3 

512:':: 5.6 523:，:: 9.1 403:':: 9.6 

524土 7.5 529:，:: 9.1 419:':: 6.5 

562:，:: 8.8 594こと 9. 5 452:':: 10.5 

599+ 9.6 597:，:: 8.4 529:，:: 10.3 

612:，:: 9.5 616+ 8.4 600::: 7.1 

630+ 9.3 634:':: 9.8 2141:!:298.1 

深m屈筋腿 | 総指(申筋腿 | 深 t旨屈筋血~

370:':: 7.0 201+ 16.1 249:，:: 11.3 

'101+ 9.6 246:':: 16.1 258土 12.6

418:，:: 6.1 269土 14.0 278:，:: 14.7 

436+ 10.3 289:，:: 14.0 311土 14.5

470:，:: 10.5 334:':: 12.5 356:，:: 14.0 

567+ 9.6 373ヱ 11.'1 '100:，:: 12.6 

633:':: 9.6 434:':: 10.9 467:，:: 11. 5 

3036土406.5 1373:，::250.6 2993土172.8
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度の増加を示すが，仲筋腿と屈筋腿の聞に著明な差を認

めない.

各アミノ酸の経時的変化を検討してみると伸筋腿およ

び屈筋腿いずれも極性アミノ酸はあまり変動を示さず，

それに反し非極性アミノ酸の Gly，Ala， Pro， Hyproが

著しい増加を示している.との所見は極性アミノ酸が

intraperiod ic band を構成しているという Bearの報告

に基づけば， 非極性アミノ酸の経時的増置は band と

band の聞の成長を意味するものであり， 騰の生成がこ

の bandと bandの間で行なわれていると考えられる.

これらの結果より鍵の生長には Gly，Pro等が大きな役

割をはたしていると推定される.中川の鍵の再建に関す

る研究で Met，Leuを用いて動物実験を行ない良い結果

を得ているが， 我々の成績より判断すれば Met，Leu 

は減少ないしあまり変動せず，むしろ腿の生長に関与し

ていると思われる Gly，PrO等が再生にも大きな影響を

与えているものと考える.

以上前回報告した細網線維の変化，修原線維の電顕所

見および今回のアミノ酸分析の結果からヒト胎児手指腿

の経時的変化を検討してみると，胎令 15週よりすでに

屈筋鍵の発育が優勢であり，胎令 20週で腿自身は未熟

であるが，解剖学的に手指の運動に耐えられる構造を整

えている.胎令 20週ごろに確立された微細構造および

アミノ酸組成は軽度の変動を示しながら，腿は胎令とと

もに量的な成長過程をとり，成人l踏となるまでに一定の

運動の関与がうか Yわれる.このような腿の発育過程を

考察すると腿の再生に際しては細網線維の動向および

Gly， Pro 等の非極性アミノ酸が大きな役割を演じてい

ると推定される(表 2).

2. イlt筋腿の先天性発育不全症について

津下健哉 川西 大司 馬場逸志 小山鉱三本

イ申筋腿の先天性欠損あるいは発育不全に関しての報告

はきわめて少なしその発見は非常に稀とされている.

た~，母指の屈曲内転変形は clasped thumb あるいは

cluchted thumbと呼ばれ，母指に単独または arthrogry-

posis multiplex congenita の一部分症として発生すると

され，1934年Zadekの報告以来数十例の報告が見られ

ており，この際は一般に短母指伸筋腿の欠損または発育

不全が見られるといわれる.

一方，総指伸筋鍵あるいは固有指伸筋鍵の発育不全に

よる指の{中展障t害に関する報告は，我々の調査し得た範

囲では Crawford (1966)， および White& Jensen 

(1952)の報告例中に類似症例が認められるのみである.

我々は両手指仲筋鍵の発育不全を有する 2症例を経験

した.

症例1.6才， 男.

生来，両手の指の伸展ができないという訴えで来院し

た.家族歴，既往歴には異常はなかったが，左足に軽度

凹足が認められた.来院時所見は両手指ともに伸展が障

害され，左母指は伸展可能であったが， 右母指末節は{申

• K. Tsuge (教授)， D.Ka、vanishi，J. Baba， K. Koyama: 

広島大学整形外科.

展不能であった. しかし母指の屈曲内転拘縮や，屈側に

おける皮膚拘縮も認めず，指の発育も正常で他動的には

正常に伸展可能であった(図 1)_

図 1.症例 1.

手術所見:右手総指伸筋腿および長母指{申筋腿は紐状

を呈し細 く，示 ・小指の固有伸筋鍵は認められなかっ

た.また，総指伸筋の筋腹は脂肪様組織となり，紐状陵

はこの中に消失していた.しかし，長 ・短検側手根伸筋

および短母指仲筋， 長母指外転筋の騰はよく発達し，筋
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の発育もまったく正常であった.そこで長後側手根伸筋

を力源とし，これに手指伸筋腿を束にして dorsalcarpal 

ligamentの中枢側で縫合， この際 dorsalcarpal ligament 

は末梢%のみを pulley として残した.次に紐状の長

母指仲筋鍵は虐行をかえて手関節屈側に引出し，この部

で長掌筋艇と縫合した.術後は 4週目より自動運動を開

始した.

5 ヵ月後に左手の手術を施行，所見は右手の場合とま

ったく同様であった.た山この側におげる母指の{申震

は可能であったが，長母指{中筋腿は紛状を呈し細く，筋

組織は消失していた.た Yし，短母指伸筋腿を牽引する

ととにより，母指末節が伸展するのが見られた 手術は

母指をそのま』とし，手f旨に対する膝移行の力源として

検側手根屈筋を使用 しよううとしたが，発育不全のため

右手の場合と同様に長榛側手根伸筋を鍵移行した.

術後は両手とも，良好な母指および指の伸展を得るこ

とができた.

症例 2. 9才，男.

生来右手は母指および全指の，また左手は示・中・環

指の伸展ができない(図 2). 家族歴，既往歴.特記な

く，他になんらの異常も認めなかった.

図 2. 症例 2

手術所見:右手指伸筋鍵の発育はきわめて不良で，

expansion hoocl は存在するが発育不全あり， 中手骨基

部付近で骨膜に移行消失，総指{申筋の筋組織はまったく

脂肪様組織と化し，長母指伸筋も同様であった.そとで

足底筋腿を採取し fourtailed tenclonとして expanslon

h∞d の部に縫合， 中躯端は症例 1のごとく長検側手根

伸筋を力源、としてこれに縫合，さらに母指の紐状腿は長

掌筋鍵と縫合した.なお，この症例においても後側主根

屈筋腿の発育はきわめて不良であった.

次いで 3ヵ月後に左手の手術を行なった.総指{申筋鍵

は発育不良で，小f旨の伸展は正常発育を示す小指国有仲

筋により可能であった. しかし示指固有伸筋腿，長母指

{申筋腿は欠損していた.また，母指末節の伸展は短母指

{申筋の牽引により可能で，この際が末節まで移行してい

ることを確認した.そこで長続側子根伸筋を力源とし，

示-中 ・環指の紐状腿と， dorsal carpal ligament の巾

枢側で縫合した.4週後白動運動を開始，術後の所見は

満足すべき結果を得ている.

考察

以上 2症例はきわめて類似した所見を呈し，ともに総

指伸筋あるいは固有指{中筋および長母指伸筋の発育がき

わめて不良で，挺は細い紐状を呈していた.筋組織は肉

眼的にもまた組織学的にもまったく脂肪組織となってい

た(図 3).

また，示指，小指の固有{中筋も同様であった. これら

2例とも，長母指伸筋l健は欠損しているにか hわらず，

左手 I.P.母指関節は伸展可能であったが，これはよく

発達した短母指伸筋によるもので，M.P. 関節背側を開

いて観察した症例 2においては，短母指{中筋腿が正常の

もの以上に幅広く ，一部は基節骨基部に，また一部は末

節骨にまで移行しているのを確認した.

図 3 症例 2.

Crawforcl :および White& Jensenが指の伸展不能例を

述べているが，母t旨やf旨の屈曲拘縮あるいは指の ulnar

deviatiol1， 内反足などを合併しており ，その所見は arthro-

gryposisの関連を想像させる.

我々の症例では claspecl thumb の際に欠損または発

育不全が知られている短母指仲筋の発育はきわめて良好

で， しかも母指の内転筋，短母指屈筋などの拘縮および

皮膚の拘縮は認められず，母指および指は他動的に容易

に伸展可能で，指の ulnarcleviation も認めなかった.

さらに，症例 1に経度の片側性凹足をみるが，他の奇形
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の合併， 家族的発生，知能異常等もなく ，c1uchted thumb， の他)し，そのほとんどは 1. 2型に属し，これらに対

またc1aspeclthumbとか arthrogryposismultiplex con・ して母指外転伸展位の固定を行なってほ Y改善をみてい

gen.taの際に認められる一連の変形とは多少趣を異にす るが，我々の観察でも向指位固定を行ないほ Y満足すべ

るように思われる. き結果とみており，いまだ観血的治療を要した例はみて

治療は長続側手線伸筋を力源とし，これに紐状践を縫 いない.

合あるいは足底筋腿による腿移植を行ない良結果を得る 2) Boutonniere変形に対しては splintによる P.1. P. 

ことができた. なお，犠側手根屈筋鍵は発育不全があ 伸展位固定を長期に行なってほ Y満足すべき結果を得て

り， excursion不十分のため力源として利用することが いる.

できなかった・ 山内(東大整形)

以上両手指および母指の伸筋腿発育不全の 2例を報告 先天性屈指症に対し，屈側の releaseのみでなく，症

した. 例によっては，積極的に仲筋腿を再建ないし強化すると

とにより，伸・屈筋のバランスを変えて治癒せしめ得る

追 加 矢部(慶大整形) ものがある.先天性ボタン穴変形例の術前術後を供覧し

我々は，昨年の先天異常学会で先天性風車契指の 3例 た.

を発表した. これらの特徴は arthrogryposisにおける

手の変化に似ている.しかし， M. P. 関節の laxityが 発言 津下(広大整形)

ある.母指伸筋と総指仲筋の hypoplasy も著明である. 我々の症例について誤解があるといけないので追加す

これらの病態と治療に関して追加した. る.すなわち戎々の症例は総指伸筋および長母指仲筋鍵

安宅(新大整形) の欠損があった症例で，母指・指の皮膚，関節の拘絡は

1) Cluchted thumb tc対して Weckesserらは 4型に まったく認められず，いわゆる屈指症とか先天性多発性

分類(1. 母指伸筋鍵の欠損または発育不全， 2. arthro. 関節拘縮症とは違ったカテ ゴリーにはいるべき症例と考

gryposisに合併， 3. hypoplastic thumbに合併， 4. そ えられたので報告した次第である.

3. 先天性母指屈曲内転拘縮症の 1例について

福田道陸 橋本正幸 田村純一本

両側先天性母指屈曲内転拘縮症に対して，第 1，第 2

t旨対立位固定術施行し，把握の改善を試みた症例につい

て報告する.

症例.6才， 男児.

顔貌には特に変化はないが関口障害がある.高度の

vertical talu sおよび各関節の拘縮および運動制限を認

め，arthrogryposis multiplex congenita と恩われる.手

関節は左 550，右 520 の背屈位で，この位置より背屈左

130，右 200， 掌屈左 150，右 200 可能である. 両母指

は高度の屈曲内転変形を有し，第 2-5指では M.P.関

節で 50-60。屈曲および 35-40。の尺側偏位を認めい

わゆる風車翼指を呈していた.従来この母指屈曲内転拘

本 M.Fukuda:はまなす学園(八戸市石手洗);S. Hashimolo， 
J. Tamura:弘前大学整形外科.

縮症に対しては一般にギプス包帯矯正，副子固定による

保存的療法が推奨されており，我々も右手に対してギプ

図 1.
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図 2.

図 3.

図 4.

ス包帯により矯正を 1ヵ月間試みたが効果は認められな

かった(図 1). 

小学校入学時期がせまったこと arthrogryposisの部

分症状としての変形である，皮膚拘縮および長母指屈筋

l腿短縮による母倍屈曲変形が強い等の理由により保存的

療法による効果は期待しがたいと断定し，まず左手に対

して観血的療法を試みた.

手術所見左母指球内縁に皮膚切開を加え母指を伸展

させようとしたが，長母指屈筋腿の短縮のため伸展でき

ず，このため同腿を 1.5 cm延長した. しかしなお母指

外転も不能であったのでさらに母指内転筋付着部を切離

したところ，母指外転は可能となった.皮膚欠t良部に対

し遊離皮膚移植を行なった.この際母指 M.P.関節での

検側偏位が強かったが，徒手的にある程度矯正できたの

で，キノレシュネ Jレ銅線で一時固定を行なった.術後 4週

目でキ Jレシュネノレ銅線を除去したが，母指~I. P.関節部

での楼側偏位は逆戻りし，加えて第 2-5指の尺側偏位

のため， 第 1，2指での pulp pinch が不能であり，

side pinch を行なっていたので 2次的に第 1，2中手

骨問に J工型のキJレシュネJレ鋼線をはめこみ，母指を対

立位に固定した.なお術中長 ・短母指{申筋鍵の欠損の有

無につき検索したが，欠損はなかった (図 2).

右母指に対しては屈曲拘縮を示す皮膚を切開し長母街

屈筋騰の延長を行ない，内転筋起始部を切離後，第 1，

2中手骨間に J工型キルシュネノレ銅線を挿入し対立位を

計り，皮膚欠損部に対しては腹部より有茎植皮術を行な

った.現在左手では母指 M.P.関節での榛側偏位のため

完全な対立位をとれない.しかし不十分ではあるが物の

把持には便利になった.右手では母指 M.P.関節での検

側偏位はほとんどなく対立位固定も良好であり， pulp 

pinchも可能で書字，物の把握にも力がはいり患者は満

足している. しかし両手ともに延長した長母指屈筋腿の

力が十分でなく，今後の回復が望まれる(図 3，4). 

考 察

従来先天性母指屈曲内転拘縮症は積々の名称があり，

同名のほかに，先天性握り母指， congenital adduction 

flexion deformity， clasped thurnb， thumb-clutched hand， 

pollux va印 S 等がある.難波らは claspedthumb は他

の先天性奇形による屈曲母指の場合に使用される傾向が

あると述べ，諸橋は lhumbclutched handは shortex-

tensorの欠損という意味で用いるのではないかと述べて

いるが， ¥Veckesserは congenitalclasped thumbの内に

広< extensor の欠損および形成不全，他の先天性奇形

i乙合併した母指屈曲内転変形も含めている.治療法とし

て一般にギプス包帯による矯正，富1]子固定により良い結

果が得られているが，母指 M.P.関節の固定術 (Miller)，

示借伸筋鍵を母指基節骨基部に移行する (Whiteら)，

extensor indicis propriusを移行する (Broadbent ら)，

拘縮皮膚の Z-plaslyまたは植皮術，場合により内転筋，

屈筋腿の切離， 中手骨の骨切りを併用する (Verdan)，
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第 3-5指浅指屈筋腿を母指基節骨基部に移行する

(Crawford)等の観血的療法も報告されている.

我々の経験した症例は Weckesser の分類によると 第

2群に属し， arthrogryposis multiplex congenita の部分

症状としての母指屈曲内転拘縮症であり，保存的療法に

効を示さず，前述の理由により観血的療法に踏み切っ

た.左手では完全な pulppincb は得られなかったが右
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手ではほ Y満足すべき結果を得た. 諸家の論文中では

長 ・短母指{申筋の欠損または形成不全の症例が発表され

ているが，我々の症例では術中向鍵は確認されており，

欠損はなかった.現在なお両手第 2-5指の屈曲尺側変

形すなわち風車翼指も残存しており，この変形は治療困

難と されているが，今後の経過を追い，適切な処置をと

りたいと思う

4. 3指節母指症の臨床的，実験的研究

船山勇吉 野上宏 山 下 弘 *

3 t旨節母指症は欧米では 1863年 Struthes の報告以

来かなりの症例報告があるが，本邦では横倉，河村，津

下 らの 20数例の報告を見るのみで比較的稀な指の奇形

である.

我々は昭 21年以来経験した 8例の本症について検討

し，また本症の成因説は種々あるが，実験に根拠をおく

ものはないようで，我々は実験によりマウスに 3指節指

を成立させそれについても検討した・

症例は表 1に示したようである.

本症に関しては Hilgenreiner，河村，津下らの研究が

'
 

• 
e
 

a 

あるが，我々は単一母指型 3指節母指症に重点をおいて

述べた.

昭 21， 3月より昭 43， 9月までの 22年 6 ヵ月間

に当科を受診した本症は 8名， 13母指であり，内訳は

男 1名， 1 指， 女 7名， 12指， 右側 2指， 左側 l

t旨，両側性 5名， 10指であった.

これらについて形態的， X線学的所見をもとに治療方

法と関連性をもたせた分類を試みた・

I型;介在骨は稜状小骨核で，母指は通常尺側偏位を

示す.n型 :介在骨は小台形で，母指は通常尺側偏位を

• I .・

b. aの右足で第 l足備が 3指節，c. i:i1 1足指が 3指節，d. cの右足で第 i足倍が重複.

図1. 胎令 19日の 7 ウス (軟骨染色).

取 Y. Funayama， J-J. Nogami， H. Yarnashila: 名古屋大学整

形外科.
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示す.皿型 a 介在骨はほ Y完全な中節骨の形態だが m型 aの症例 2は brachymesophalangeal form であ

長さが比較的短かい. 1II型 b 介在骨は完全な中節骨の り，母指並列化の程度もあまり強くなかったので母指の

形態をなし，長さも比較的長く 5指手症となる. 短縮は行なわず，第 1中手骨は一時的に第 2中手骨に

自験例をこの分類で整理すると 1型 2指， II型 3 Kirschner 鋼線で対立位に固定した・ 指問形成として

指， m型 a1指， 1II型 b7指であり， 6例 7指に対し sliding skin flap法を行なった・

て手術を行なった m型bは典型的な 5指手症で Barsky法や slidingskin 

I裂については症例 7の右母指におけるごとく介入模 flap 法などの適応となるが，症例 1では右側は 3才

状骨の摘出術を行なった 10 ヵ月 ，左側は 4才 7 ヵ月で，症例 4では右側を 1

E型は症例 8のように第 1指間腔の浅化や母指球筋 才 2 ヵ月でそれぞれ Barsky原法を行なった.

形成不全のない例では遠位指関節部を模状1(.切除，固定 なお我々の経験した母指多指症のうち 8例 8指で

を行ない，母指の短縮と尺側偏位の矯正を行なった・ は主にその僚側過剰指が 3指節を呈していたが，過剰指

また症例 6の才7母指も介在骨の形態に主眼をおけば E 切除後の残存母指が 3指節である場合にも前述の基準に

型であるが，この例は母指が小指様に細く短かし母指 従って術式の選定が行なわれるべきであるが，腿の走行

球筋形成不全も著しく， 第 1指閲膝も浅い傾向のある特 や付着の異常に留意すべきである.

殊な例で，我々はこの例には母指を短縮することなく 3指節母指症の成因を実験奇形学的見地より追求する

sliding skin flap 法により指位の矯正と指問形成を行な 目的で妊娠 11 日のマウスに X 線照射を， 妊娠 10 日

い，また 1次的に腿形成術を併用した. のマウスに 6-aminonicotinamide の投与を行なって第 1

d 

足指の 3指節症を成立せしめたが，その中には第 1指

が第 2指類似で第 2指の bJastemaの一部が第 1指の

blaslol閣 に合流したと考えられるものもあり，この場合

痕跡的な第 1指の存在することもある.

これらの例は第 1指欠損，第 2指重複説を支持する

が 3指節指には第 1I旨類似のものまで移行型のある

ことの説明がつかない

また笑験により多指と 3指節指の併発例の成立がかな

りあり，第 1f旨の重複指でその内側指が 3指節のもの

もしばしばある.

e 

a， c.胎令 15日の外形と軟骨染色 (b，d対照)，e.胎令 13日の足板 (H.E.染色)，

r.胎令 15日の第 1111 (H.E.染色).

図 2. <'ウス胎仔に成立した 3i旨節母
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表1.

No.1 Sex I初診時 1Lv l母指球|対立運| 手術時 l
[ ~~:; ピ!と 仰の形態 I~成不l動制限 年令 手術庁法

IR m型b 完全な中節骨|あり あり 5指手症， 4 Y 7 m Bar向 法
1 F 1 4m 1-一一一一-----1一一一-，一一一一一一一一」一一 l一一一ー一一一

一一一一山 m~ b I竺 竺竺| 竺|竺 !と竺主!日出土ky竺-
I " 1 i 
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2 M 1 2m 一一←ーー一一一 一一一←一一一一|一一一一l一一一一
L m型 a SA完全な中 軽度 軽度 五戸高市子flapffiτすし肩lT

ー l- E宣旦二1寺的に対立位国立一一
R m型 b

3 F 1 5m 一一一 ~~I三 IJ 5 j空主|一 一一一一
完全な中節骨

"1 
R m型 b ぁ ~IM 5t旨手症 172 tn Bal-sky法完全な中節骨

F 2m 

_L_!~主b 完全な中節骨 『あり |あり 5 j旨手症 |

[~[旦b 1竺 世あり |竺戸空-1一一

" I I I 
5 F 

あり あり 母指は小 13y9m|SlMidEFE 
一←一 指様で細 I_::__'_ 凶E亙監査主企用6 FI2y7m 

R III型 |台形

L I 1型 l挟状 あり|あ り |く短い

7 F I 17向 |土 日引竺-1なし 止 と [ -1-ニ~l L~状介在骨摘出 一一一一
L 1 m型 b 1完全な中節骨 |あり |あり I 5指手症

B F16 |R l E型 l台形 iなし !なし 16 Y ll_:__ 1 D. 1. P 関節部切除 固定
I 6 Y 8m 1 .1ー一一一 一一一一 1-----

一 | ILIII型 巴里__1なし |なし I I 
註 このほか母指多倍症 8症例に主としてその検側過剰指が 3指節の例がみられた.

こうした例の存在することと多指と 3指節指の臨界期

が一致することなどより両者には同ーの因子が関与して

いると推論される.

そして介在骨と他指の中節骨の chondrification が時

期的に一致することより 3指節指の介在骨は他指の中節

骨に相当するものと考えられる.

本症は胎令 13日の足板では hyperplasticな指放線と

して認められ，胎令 15日には介在骨を形成すべき原基

細胞の集合として明らかに認め られる.

結語

3指節母指症の自験例につき介在骨の形態，母指の長

さなどより分類を行ない，おのおのの typeに応じた治

療手段がとられるべきであると述べ，また実験によりマ

ウスの第 l足指に 3指節症を成立せしめたが，単一母

指型 3指節母指と重複母指型 3指節母指を含む多指症

の合併例もあり，また両者の臨界期が一致することなど

より同ーの因子がその成因に関与しており， 3指節指の

介在骨は本来の中節骨・に相当するのではないかと推論し

た.
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5. Five-fingered Handの2症例

大久保吉修

我々は，最近両側性に見られた 5指症の 2症例に，

Barsky法と Riorclan法に準じた手術を行なったので報

告する.

症例 1(図1，2). 1才 6ヵ月，男子.

図1. 定例 1. 左.

図 2. 症例 I 右

家族歴，a，t往歴に特記すべきことはない.

初診時所見:両側の典型的 5指症であり， 5指と も 3

節を有し，榛側指は他の指と同じ手掌面に位置している.

また母指球は欠損しており， oppositionは不能である.

Pinchは 2-3指聞で行なっていた.屈曲 ・伸展障害は

ない.

第 1回手術は l才 6 ヵ月時に左 1-2指間膝に皮

切を加え，第 l中手部掌面より第 1指間掌面における

固有指Yl!J静脈の分校部を露出し，示指に向う校を結主主し

ホ Y.Okubo， N.Torii: J.!~京医科歯科大学整形外科.

鳥 居信之*

た.固有神経は十分近位まで縦裂しておき，母指の移動

を容易ならしめた.さらに，母指内転筋，背側骨間筋の

第 1指への付着部を切断した・ {中筋， 屈筋を排除して

中手骨に達し，骨幹部を切除し，末梢端を尖状にして中

枢断端に差し込み，対立位として固定した・皮膚移植は

行なわなかった・第 2回手術は右側に 3才 10ヵ月で，

第 1指基部で輪状のと，第 1中手骨に至る弧状の皮切

を行ない，皮弁を起こし，血管神経束についても右側と

同様の操作を行ない，中手骨短縮後，対立位として固定

した.皮弁は 1-2指聞を被覆するのに十分でなかった

ため，欠損部には遊離植皮を行なった.

現在 6才 2ヵ月目で機能は pinchgraspが可能にな

った.

症例 2(図 3). 1才 6 ヵ月，男子.

家族歴 ・既往歴 :特記すべきことはない.

初診時は症例 lと同機な 5指症であるが，両側とも

図 3. 症例 2.

第 2t旨の深f旨屈筋の機能は欠如しており， 浅指屈筋の

機能も十分ではなかった.

生後 1年 6ヵ月時に両側同時に両指化術を行なった.

第 1指基部にて輪状と第 1中手骨基部に至る弧状切開

を行ない， 血管，神経， 筋等については，症例 1と同

様の処理を行ない， 手背より第 1中手骨を露出させ，

遠位骨端部を残して切除摘出後，これを大多角骨に対立

位として縫合固定した.

術後に一時両側母指の浮騒が著明で，左母指では水泡

形成があり，表皮は剥離し搬痕治癒した・現在術後 5ヵ
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月で皮膚は回復したが，機能的には，pinch， graspは制

限されている.

考察

指の C.M.関節中， 母指の C.M.関節は最も広範な

可動域を有し， pinch， graspの際重要な支点になってい

る.Pollicizationに際して， Barskyや Littlerらは第 l

中手骨の中枢および末梢の骨端部を残して中手骨の骨幹

部の切除で短縮を行ない， C.M.関節にはなんらの操作

を加えていない. しかしながら Riordan，Edgert聞は

第 1中手骨を骨頭核のみ残して除去短縮し，骨頭核を大

多角骨にキJレシュナー銅線にて，または掃入することに

よって固定し， M.P.関節を C.M.関節にかえ， P. 1. P. 

関節を M.P.関節にかえている.

我々は症例 1に Barskyの方法に準じて， C.M.関節

には侵襲を加えなかったが， M.P.関節の安定性は良好

であった.症例 2には Riordanの方法に基づいて第 1

中手骨の C.M.関節の固定を行なったが，母指に術後循

環障害を起こし液痕治癒し，母指の内転外転は両側とも

35。であり，さらに第 2指の深指屈筋の欠如もあり，機

能的には満足すべき結果を得られなかった.

Barsky の皮切では母指の移動は容易であるが， 母指

基部での輪状切開のために母指の venousreturn等の障

害により皮膚の浮腫や水泡形成のため癒痕を生ずること

があるので，この場合Cottaらが述べている弧状切開が

すぐれた結果を生ずるものと恩われる.

追加，発言は演題 6のあとに一括した.

6. 母指先天異常の発生過程とその治療

一一3指節症と重複母指について一一

矢部 裕 加藤哲也 山根宏夫 山 屋 彰 男 内西兼一郎*

昭 34年以降の 10年間，我々が取り扱った母指の先

天異常中， 特に 5t旨手症を含む 3指節母指症は 7症

例， 12指，多指症は 53症例， 57指に及ぶ.これらを

詳細に検索し，その発生過程および今後の発育を考慮し

ての治療法について述べる.

3指節母指症について

いわゆる 5指手症や delta-phalanxを含む 3指節母

指症 12指の詳細は表 1のごとくである.

症例 lから 4 まではいわゆる 5指手症であり， 母

指ではなく指としての外観を呈する.X線上，子根骨に

も異常があり，中手骨，指節骨も指の特徴をそなえる

(図 2a). 2-3の指間腔が広く深しこの間で物をつま

んで使用する.

症例 5は生後間もなく尺側の余剰母指を切除した重複

3指節母指症である.その外観， X線所見ともに前者と

は明らかな差があるが，なお前者の特徴を多く有し，

2-3指間腔も深い.

症例 6以下はすべて尺側へ屈曲する斜指を呈し， x 

• Y. Yabe (講師)， T. Kalo， H. Yamane， A. Yamaya:慶応

大学整形外科; K. Uchinishi: 伊勢崎病院整形外科(伊

勢崎市連取町).

線上中節がいわゆる delta-phalanx を示す 3指節母指

症である.症例 6，7は P.I. P.， D. 1. P.関節とも真関節

をなし， 2-3指閲腔も深い.症例 8は P.I. P.は真関

節であるが， D.I.P.関節は線維性結合を示す(図 2b). 

症例 9以下は D.I.P.関節は軟骨結合を呈し， 2-3指

間膝は正常であり，母指としての特徴のほとんどを備え

るに至る.

以上の特徴から mirrorhand が前腕以下 ulnar ray 

の重複と考えるのと同様， 我々は 5指手症については

C.M.関節以下の重複と考えたい.単なる3t旨節母指症

については，前述したとおり種々の移行型があり，現在

有力である Pol(1914)， Muller (1936) らの母指末節

癒合不全説や Lap凶lS(1943) らの重複母指からの移行

説をそのま hあてはめることにはなお問題が残る.

5指手症に対しては将来の成長を考え， Barsky 法に

準じて中手骨骨幹部を切除し，同時に鍵の縫縮も兼ね行

なった.術後 1-2指聞はいくぶん狭い感があるが，元

来自動運動の不十分な第 1指であるため， ピンチにほど

よく，また各関節の支持性も良好となっている(図 2a). 

単なる 3t旨節症に対しては，可動域のより少ない I.P. 

関節の切除固定を行なって，要すれば伸筋騰の短縮を加



1372 巻 20・号 14

表1. 3指節母指症の分析.

整形 外 科 1969年 11月

氏
母指の外観 x*車所凡 II-IlI 

中節の形能
形母 J-JI 手 中 末 指

No 指
名

指
rJI 

4且手 f妾 問

態球 腔 ft 1ft 点ft 腔

l1K. M 仁コEコロ +1+ +1+ + + + 

2 ¥1<. M 仁コ仁コ仁コ +1+ +1+ + + + 

31A. N 仁コ亡コ仁コ +1+ + 1 ? + + + 

4 IA. N 仁コじコロ + +1+ ? 1 + + + 

515. H らちく?土 ± 士 土 + 

6 1M. K じっφ℃つ ± ± ?土 + + 

7 1M. K じコ@¥:フ 土 土 ? 土 + + 

8IK.O Cコ&JiCア 土 土 土 土 土

9IW.T 口信£つ ± + 

10 W.T Cコ額ア 士 土

11 H. J Cコ説ア ? ー

12 H. J じコ鋲ア ? ー

九!巳2三5三三壬三 はt線削車射Ht性結千令ト [に--コじじ二:コ〉は切除l済所の多t指行症

一|三三 は+秋x'i汁i
I + は!舟吐指としての』央異更耳企常をしめす.
L 一 はl吋せ判41肯守としての特f徴数をもつ

える.

Della-phalanxは乳児であれば摘出を行ない， 伸展位

キノレシュナー銅線固定を行なうだけで，術後 5年の現在

支持性も良好である.末節に骨端核の出現をみる時期に

至れば，同骨該と della-phalanxの稜状骨切り+固定術

が支持牲のうえですぐれている(図 2b). 

多指症について

母指多指症の分岐部別例数は図 lのごとく，末節およ

び 1.P.関節から分岐するもの・・・・I.P.型 15指，基節

および M.P.関節から分岐する M.P.型 37指， 中手

骨および C.M.関節からの C.M.型 5指で， 合計 53

症例， 57指となる. このうち， 術後変形を主訴として

来院したものが 22指ある.

余剰指の発育度および結合状態は種々で，両者ほ Y同

大のものから，痕跡的なものに至るまである. しかしな

がら 1.P.型は末節が互いに離反する傾向があり，

M.P.型は基節が離反し， 末節が集合する傾向がある.

また C.M.型は中手骨が離反し，基節で集会する傾向

がある.この傾向により逆に術後であっても分岐部を想

定することができる(図 1，2 c-e). か hる術前偏位を

念頭において手術法と術後の変形を特に論じてみたい.

C.M.型は一般には校側発育不全指の切除と母指球筋

の残存指への縫若でととたりる.ときに尺側がより形成

不全のことがある.図 2cの症例は初診時の X 線像が

示す残存中手骨の形態より，発育良好であった続側指を

切除したものと恩われる.尺側指を残存中手什上へ移行

し，形態的にも機能的にも良好な結果を得ている.

M.P.型において総側余剰指が形成不全を示す場合

は，残すべき尺側母指は太く，著明な変形もみられず，

稜側指の切除と短母外転筋の縫着のみで良好な結果が得

られる. しかしながら両者ほ Y同大の発育を示すとき

は，術後残存尺側指は基節が尺側へ，末節がi協側へ向う

いわゆる Z変形と I.P.関節の形成不全による動揺性

を残すことが多い.我々は術中キJレシュナー鋼紛i，術後

弾性副子による矯正を試みてはいるが， 1. P.関節の動揺

性の存在する症例においては成長完了時において固定せ

ざるを得ない.これにより形態のみならず，機能的にも

良好な結果を得ている.か』る状態が予測された 2例に

おいて，我々は対向面を切除縫着する Cloquet 法を拡

大して行なった. 1例は術後 3年を経過し， 母指の形

態は比較的良好であり，支持性も十分存在するが，I. P. 

関節の運動制限が存在する.今後の経過がなお楽しみで

ある(図 2d)_ 

1. P.関節からの分岐は一般には形成不全を示す検側指

の切除と単なるキJレシュナー鏑線による矯正位固定を行

-D
『

図 1.母指多f行症の分岐部別例数と偏位傾向.

(53症例，57指).
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3. 5 jti手症.

b. 3 t旨節昔H旨症.

c.母tti多指症.

C.M. t¥'J. 

d.向上.

M.P.型.

e.同上.

I.P.型.

術前. 術後.

図 2.
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なうことにより良好な結果を得ている.しかし両者ほ Y

同大であり，また生後 3ヵ月をすぎれば術中矯正位を得

ることが困難であり，基節骨の骨切り術を追加するか

(図 2e)， Cloquet法を行なわねばならない.

さて術後変形出現の要因として種々の説があり，いま

だ確定的なものはないが，我々はこれら各症例の追跡に

より，術前，そして術直後の変形がそのま h残って成長

していく結論を得た.かつ術前の変形は図 lに示した各

分岐型により同ーの傾向を示し，か bる分類は簡明であ

り，臨床的に応用価値の高いものと考える.

追加 巌(東女医大整形)

東大手の外科診療班では， 12例の 5指手症を経験し，

6例につき Barsky法を主とした手術を行なった.術後

の経過をみると， この方法では，第 1中手間腔の余裕が

なく母指の対立機能が不十分であり ，母J旨長の調整も不

満足になりやすく ，難点が多いと恩う.後f'LRiordan法

を追加した 2例は良い結果を示している.本症の治療に

関する現在の見解としては，まず Riordan法を行ない，

第 1中手間佐を十分開いて皮膚欠損部に植皮を加え，要

すれば伸筋および屈筋の短縮を行ない，時期をみて母指

対立筋形成術を加えるべきものと思う.

高沢(横浜市大整形)

両側 5本指症に対する手術例 (Littlerの方法)を第

8回手の外科学会で報告したが，その後の経過について

報告する.

形成不全の強い右側では手術中循環障害が心配された

ので一時中止， 1週後に再手術した.左側には指間膝の

Z 形成による拡大をはかり母指対立運動再建術を行な

い，機能的には良い結果を得た.た Y し，両側とも母指

が長すぎることが欠点、であった.なお最近 floatingthumb 

に対し同様な手術を行なったが， Riordanの述べるよう

に第 1中手骨を切除することに困難を感じた.

田島(新大整形)

3指節母指の治療については，基本的には Barsky法

と Riordan法を組合せる術式をとっており ， 一応満足

すべき結果を得ているが，私たちとして，なお不満足な

点は第 1中手間腔に皮膚のゆとりがないことである.こ

の点、を改善するため私たちは大きな dorsalsliding skin 

flapを利用したり，その他種々の工夫を考えている.

発言 青池(東医歯大整形)

皮切に対しては Barsky法のごとくに環状切開をする

ことで，静脈血のうつ血が暫時出現して血行障害を起こ

すから，皮切については Barsky法よりも， R剛 dan法

が良く， Riordan法でも皮切を考慮すると皮膚移植を必

要としないですむ. また中手骨を切除する Riordan法

のほうが母指の形態が良い.また母指の術後の機能につ

いては症例 lでは pinchも gnpもできているが，症例

2のごとく浅・深指屈筋の欠損のあることのほうがはる

かに大きい.
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7. Symphalangismにつ いて

野崎隆滋 牧野惟男 本川広俊*

一般的に 1.P・jOIOtの先天性強直を示す， symphalang-

Ism は歴史的に知られているとはいえ，頻度としてはき

わめて稀な疾患で， 1838年 加'Ierc町 の最初の報告以後，

欧米にて約 40編の関係文献を見る.本邦では 1957年

城間の報告以後 4家系 6症例をみるにすぎない. こ

のほかに我々は 2組の親子にみられた 4症例をさきに

発表したが，さらに 3症例を追加発見することができた

ので，これらの 7症例を紹介するとともに，本症の患者

の ADLの面において興味ある所見を得たので，これに

ついて検討を加えてみたい(表 1). 

症例 |年令 性 |

1. 北O

2. 北O 29 合

3. 伊O ♀ 

4.伊O 43 平

5. 野O 3 ♀ 

6. 橋O 10 ♀ 

7. 坂O 13 宇

表1.

その他の
bone fllsion 

両示 ・ 中 ・ ~ ・ 小指 足根骨
出~ 上腕検骨

側示・中・薬・小指 足手4根艮骨骨

自示中・薬・小f旨 手間

側 i子f;.中・薬・小指 I足手根恨骨膏

両組IJ 小指 なし

左中・薬指 なし

左小指 なし

本症が遺伝性を示すことは多くの者によって強調され

ており， 1965年 Strasbllrgerは 10世代 684人中 351

人， 51. 3%に発現を認め， 本邦においても城間，鳥羽

などの症例は明らかな逃伝性を示している.我々の症例

では親子 2代にわたる 2家系が遺伝性を示すが，他の

症例には遺伝性を示していない.

我々のすべての症例において P.1. P. jointの伸展位強

直がみられ，かっその部の transversecr曲目を欠如して

いる.7症例のうち，2組の親子にみられた 4症例は

いずれも母指以外の 4指の P.1. P.に強直を認め，かつ

手根骨，足根骨の骨癒合を合併している.他の 3症例は

1指，もしくは 2指の P.1.P.f'C強直を示すのみで，遺

• T.Nozaki， K.Makino， H.Motokawa:東京医科大学整形

外科.

伝性も認められなかった.

強直した P.1. P.の X 線像は， 年少児においては関

節裂隙らしい間隙を有しているものが多いが，成長とと

もに裂隙の消失を示し完全な骨性連絡を示すものが多

い.この湯合，権患関節の数が多いものほど，骨癒合が

早期に認める傾向を示している(図 1). 

図1.

先天性に母指を除く 4指の P.1. P. joint に強直を示

している symphalangism の患者の ADLに関しては，

一般的にほとんど不自由を訴えていないという事実は，

きわめて興味あることである.たとえば我々の経験した

症例 2において，農家の主人として農作業に従事してい

るが，本人はまったく不自由さを訴えていない.これを

いわゆる指の基本動作についてみると，大つかみおよび

かぎさげ動作は特に支障はない.比較的小さな動作とし

ての， 検はさみ運動は母指末節と示指 P.1. P. jointの

部で行なうが，非常に強力であり，かつ他の3指は示指

を強力に支えているととに役立っている.さらに母指に

brachydactyliaがあり，かつ他の指の P.1. P. jointの強
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直があるために，正規的な爪さきつまみや，指さきつま

みはまったく不能である. しかしながら，これらの動作

を必要とする場合には，示指，中指聞の横はさみ運動に

よって，図 2のごとく巧みに目的をはたしている.その

他の総合的な指の巧鰍運動も予想外に巧みに行なわれ，

箸の使用もむしろ演者よりも上手なくらいである.この

点、 Strasburgerはこのような symphalangism の患者の

中に，歴史的に有名な一流の p.arllstや俳優， foot ball 

prayerがいるということを報告し，一般社会人と同様に

活躍しているものが多いことを指摘している.このよう

な面に関し考察を加えてみると，正治人の場合では 4指

の P.1. P. jointがすべて伸展位に強直した場合には，一

般的に手の機能からみてきわめて重大な障害であり，正

常の pinch動作は当然不可能である.

図 2.

しかしながら本症では生来 P.1. P.の屈曲による種々

の利点を経験せず，また自覚していないということ，な

らびに先天性の障害であるために，指の機能発達過程の

当初より，このような高度障害を有する備を巧みに使い

こなす必要性のもとに，指の操作が無意識的に行なわ

れ，我々の予想以上に巧みな代償性運動を獲得している

ためであろうと思われる.た Y し， このような症例に比

べ， 1 t旨もしくは 2指のみに障害を有するもののほう

が， むしろ ADL 上で不便さを訴えているということ

は，健常な指の機能と比較して，患指の不自由さを自覚

するために，かえって全体としての手指の使用に際して

不便を感じているものと恩われる.

治療に関しては， ADLの面で自覚的に障害を訴えて

いないところの母指を除く 4指の伸展位強直に対して

は，良肢位固定術を行なうことによって， ADLの向上

が得られるのではないかと推察される. ADLの障害を

訴えている 1指，もしくは 2指の患者については，関

節授動術が理想的とは考えられるが，関節授勤術それ自

体，現在までの報告例を見ると必ずしも満足な成績が得

られたとは思われない.たとえ，多少の可動域の増加が

得られたとしても，はたして機能的ならびに精神的にど

れほどの満足が得られるかは疑問であり，その適応は慎

重であるべきと考える.

追加 矢部(慶大整形)

示指，小指の P.1.P.，D.1.P.関節の骨性癒合を示す

synphalangism の l例を追加し， 伸展位癒着である

P.l. P. 関節部の良肢位骨切り術を行ない， 機能的に改

善したことを示した.

追加・質問 ・発言 杉浦(名大整形)

我々も本症について常染色体性優性遺伝形式を示す 3

家系，散発症例 1例を経験している.いずれも近位指関

節強直のみでなく手線骨，足根骨癒合を伴う典型的病像

を示したが， D. 1. P.， M. P.関節運動は正常以上の運動

域を有しており， ADL商での機能障害はほとんど訴え

ていない.報告例中，家系内多発例と散発例との聞に病

像差は認められなかったか.

矢部先生の追加に対して

お示しの症例は検側および尺側の指列が比較的正常に

近く残存し，中央指列の形成不全が著明に認められるの

で，本症の範時には属されないものと思う. Symbrachy-

clakty lie pol.の高度変化例とみなすべきではないかと考

える.

回答 野崎

杉浦先生の質問に対して

私たちの単発 3症例はいずれも年少児であるので不明

だが， P. 1. P. jointの [usion以外， 現在のところ手根

骨，足根骨に癒合所見を認めない.
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8. Sklerodaktylieの 1例

室田景久

佐藤隆久

長尾悌夫

今村恵

吉永栄男

高浜晶彦*

従来皮膚科領域で取り扱われてきた汎発性意皮症は，

Klemperer らの膝原病なりとの概念が導入されて以来，

全身性の疾患であると考えられるようになってきた.

本症によって起こってくる牽指症はきわめて稀な疾患

であり，その発生病理はなお不明で，適当な治療法もな

しいたずらに放置されているのが現状である.

我々は最近，本症によりきわめて高度の機能障害に陥

った 1例を経験したので報告する.

症例.34才，男子.農夫.

両側手指の屈曲拘縮のため物がつかめないことを主訴

として来院した.

約 1年 6ヵ月前，原因不明の 420C に及ぶ発熱があ

り，1日で解熱したが，その後間もなく両側の肩関節お

よび膝関節の運動痛を覚えるようになった.当時，腹部

から背部全面にかけての皮膚が板状に硬くなり，顔面に

異常発汗があったという.なお全身の所々に指頭大の臆

溜の出現をみたが，これらの症状は約 1ヵ月後に消禄し

た.

発症約 2ヵ月後両側の手掌，手指の掌側がはげしく痛

み，同時に強い熱感を伴った.数日で緩解したが，その

後次第に手指の屈曲拘縮が起こり，漸次増悪して約 5ヵ

月後には指先が手掌に接するまでになった.矯正しよう

とするとはげしく痛んだという.なお足指にも軽度の屈

曲拘縮が発現した.

初診時所見 :左前額部に指頭大の腫溜を認めるほか，

顔面事幹等に異常はない.

両側手指は完全に屈曲位をとり，手掌に接して離れず，

矯正しようとすると激しい痛みを訴える.母指は軽度内

転位をとり， 1. P.関節に屈曲拘縮をみる.手指の変化は

右側よりも左側にや h高度である.手関節も軽度掌屈位

に拘縮し，痛みのため背屈は不能である.また，肘関節

も 150。以上の伸展は不能であるが，前腕の囲内，回外

運動はほ Y正常である.前腕から手にかけての皮膚は萎

縮し，手掌:部は常に発汗し湿潤している.左前腕尺側は

指頭大の腫痛を触知する.知覚異常はない.なお両側の

• K. MurOla， Y. Nagao， H. Yosh inaga， T. SalO， s. Imamura， 
M. Takahama:東京慈恵会医科大学整形外科.

図 1.術前.

足指に槌指変形をみる.

X線所見 :手指の拘縮が強いために各指が重畳してよ

くやj読できないが，1. P.関節に骨破壊がみられる.動脈

撮影では動脈の狭小化が著明で，子関節より末梢では途

絶像を見る.

臨床検査成績にほとんど異常なし自律神経機能検査

にも異常はない.

治 療:約 6ヵ月にわたって副腎皮質ホノレモン， ATP， 

ビタミン E 等の薬物療法，理学療法， 矯正装具の装用

などを続けたが効果は認められなかった.

本症に対する手術療法の報告がなく，病態も不明であ

るので，試みに左母指をひらいてみた.その所見では皮

腐自体の変化は著明でなく，長母指屈筋鍵の腿輪、内での

図 2.長母指屈筋腿に高度の癒着をみ る.
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高度の癒着と，関節の強直が主な変化で，関節変化は

M.Pよりも 1.P.!'C高度であった.母指球筋の変化は肉

眼的には認められなかった.

以上の所見を参考にしてまず変化のや h軽い右手に対

して手術を行なった.

手術手技は 2-5指にわたる癒着した屈筋縫および腿

鞘の切除，鍵移植術，不良肢位に強直した 2-3の 1.P. 

関節の良性肢位固定術，手掌に生じた皮膚欠損部に対す

る有茎植皮術，第 l指間間隙の狭小化に対する Z形成

術等であった目

屈筋艇の癒着はきわめて高度で，J健鞘内から引き抜く

ことができず，部分的に少しずつ切除した.変化は榛側

の指よりも尺側の指のほうが高度であった.なお矯正位

を保持するために 1次的に各 M.P.関節をキJレシュナ

ー鋼線で固定した 8週後に左側に対しても手術を行な

ったが，IまY右{日IJと同様の所見であった.

図 3.術後 10週.

病理所見.手掌;皮膚には著変を認めず，手掌:腿膜は軽

度に肥厚し，腿輸に結合織性肥厚と硝子化，屈筋腿の部

分的硝子化等がみられた. また，切除した D.LP.関節

には関節軟骨の変性，軟骨内の骨化巣などがみられた.

経 過:術後機能訓練を続け，右側は術後 10週で母

指の運動性は比較的良好で，各指の M.P.は屈曲位に拘

縮を示すが， 約 45
0 の自動的運動性を有している.

P. 1. P.は伸展位， D.l.P.は屈曲位に強直しているが知

覚は正常で把握機能は徐々に改善されつ hある.

以上，わずか 1例の経験ではあるが，輩指症は雪量皮症

としての病変とともに手指の屈筋踏の腿鞘内での高度の

炎症性癒着および末梢の指節間関節の広範な強直に基づ

く変化であると推論した.

追加 ・質問 牧野(東北大整形)

30才の女性と 40才の女性で diffusesklreodermaの

1分症として四肢末端短縮と顔面に発症してゆっくりと

進行する例を追加する. 1)組織学的検索について， 2) 

他の内臓器官の変化および全身的な Prognose について

演者の見解は ?

回答 長尾

1) 第 1番目の質問に対して

組織学的には，結合織の増生，硝子化等の所見をみて

いる.全身所見については，高熱とともに発症し，発症

1-2 ヵ月の悶は skleroderma特有の全身所見を有して

いたが，これらのほとんどは 1-2 ヵ月の問に消槌し，

その後指の変化が漸次進行した.

発言 田島(新大整形)

Tendon free grart という治療法への疑義をもっ.こ

れだけ高度の指屈曲拘縮が現われるということは屈筋腿

自身がかなり fibrosisによる拘縮に陥っていることを推

定させるので筋の ampliludeが著しく短縮側で 減少し

ているように思う.このような場合，もし freegrartを

やるなら指の maximal な伸展度と nlax.な屈曲度を，

wrist joint の調節などを考慮にいれて正確に決定せね

ばならないと思う.

回答 長尾

2) 悶島先生のご質問に対して

筋の amplitude はご指摘のとおり悪く， そのために

あるものは sublimisを，あるものは profundusをと手

術時， 少しでも amplitudeの大きいものを 1110torとし

た. Free tendon grart をやっても効果がないのではな

いかとのご質問であるが，あまりにひどい状態であるの

で少しでも ADLの改善がみられればと思い手術にふみ

きった.
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9. i慎骨欠損症の治療成績

清水淳東 E章高田聡原 勇*

我々は第 7回手の外科学会において榛骨欠損症例 13

の知見を報告したが以後症例は 33例に達し今回はその

うち，調査可能であった 26伊lにつき報告する.内反手

あるいは母指欠損があり raclial ray cleficiencyを恩わせ

るが X 線上様骨がほ Y正常に存在するものは除外した.

26例の内訳は男 17，女 9で両側性 17，片側性 9の

計 43肢である.発生年度では昭 10年， 32年， 35年

の各 1例，36年 5例， 37年 11例， 38年 2例で 39

年以後 43年まで各 1例である. 妊娠中サリドマイド

服用が確実なものは 6例で昭 36年に 1例， 昭 37年

に 5例である. 睡眠薬などを服用したがサリド 7 イド

か否かはっきりしないもの 5例， 黄体ホJレモン， 咳止

め薬の各 2例がある. 合併奇形としては脊椎奇形， 先

天性心疾患，先天股脱，小眼球症，合E止症などおよび顔

面正中血管腫があった.

本症を X 線上横骨の欠損の程度により totalaplas叫

partial aplasia， hypoplasia の 3段階に分類すると両側

性 17人の中では両側 totalaplasiaが 11人と最も多く

他は種々の組合せが 1ないし 2例と散在する.片側性

では partialaplasia が 9例中 5例と最も多く total 

aplasia 3， hypoplasia 1である.サリドマイドによる 6

人では 3人が両仮IJ total aplasiaであった.

本症の上肢機能で最も大切な母指の有無，肘機能と榛

骨欠損の程度との関係を見てみると(表 1，2)，母指が

正常なのは 1例 2肢のみで他はすべてなんらかの異常

が存在し欠損は約%に，痕跡的母指でほとんど使いも

のにならないのを加えると約%に達し高率に母指の異

常がみられる.肘の自動屈曲不能および軽度可能な症例

は 20肢と%以下で大部分は totalaplasia の症例に

合併していた.

我々は前回報告時，肘の自動屈曲不能な症例では手の

内反を手術的に矯正， 固定すると手が顔にと Yかず洗

面，食事などの日常生活機能上マスナスをきたすのでは

ないかと考えた.その後症例を観察すると生長とともに

上腕の筋萎縮はそのま』でも肘の自動屈曲が多少可能と

‘ J. Shimizu， A. J-ligashi:三楽病院整形外科(東京都千代

田区神田駿河台); S. Takada， 1. Hara 東京大学整形外

科.

表 1.接骨欠損の程度 と母指.

両側性 17人 34肢l出 げ 叫

片側性 9人 9肢1町一品

---......._ Thumb I I n ，_._ I 
¥六二 | 欠損 | 痕跡的 | fY仰pa引~b I正常

Radius ~、 I 4'u 0... V':;Y口市

Total aplasia 

Partial aplasia 

Hypoplasia 

Total aplasia 

Partial aplasia 

Hypoplasia 

2 

なる症例あり，食事では机などで passiveに肘を曲げス

プーンを使って 1人で可能であり， 手関節を正常位に

stabilizeすることは肘屈曲を助げまた手の機能上有用で

あると考えた.また totalaplasia の多くでは上肢長で

指先きの位置が隣から下腹部にあり内反を矯正すると陰

部になんとか達するところか ら有効上肢長を少しでも長

くして排便動作を可能ならしめるため内反手矯正手術を

施行した.

手術法としては初期には膝骨片および腕骨小頭の移植

を3肢に施行したが移植した骨端軟骨の生長はみられず，

尺骨のみ生長して背・尺側脱臼の傾向があり，内反変形

が再発して有効な stabilizationを得ていない. よって以

後は Lidge，Riordanの尺骨正中化手術を 3{9IJ 6肢に

施行した 背側よりはいり手根骨，尺骨を正しい位置に

相対せしめキノレシュナー銅線による内固定を行なった

が，我々の症例では手術時年令が 4-5才と遅れたためか

手根骨に大きな凹みを作り，あるいは尺骨末端部を縦に

削りとってこの凹みに入れないと正しい位置にまで矯正

することはできなかった(図 1).術後 2-4年の現在，

手関節は軽度内反，掌屈位にあるが著明な内反の再発は

みられず可動域も掌屈で自 ・他動と も60-900

可能であ

る.術前，肘の自動屈曲がほとんど不能だった症例も術
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後 120。程度まで可能となった例があり，軽度可能だっ

た症例では 90。まで屈曲可能となっている.これは生長

とともに効いてきたのか手術効果によるものかはっきり

区別できないが，手関節を stabilize し手根屈筋群を緊

張させたため肘の屈曲を助けているのではないかと考え

図 1.尺骨正中化手術.

ている.正中化手術施行例では全例，食事，小便は可能

であり大使ではパンツを引きさげるのが困難だが紅門を

ふくことはできる. Defineの尺骨の subperiostealtrans・

position法は第 10回手の外科学会で神戸大学からの報

告があったが，我々も 2例 3肢に施行した.手術時年

令が 1才前後と早かったためか正しい位置関係にもって

くることは容易で術後 1-2年の現在，内反手の再発を

みず手関節可動域も正中化手術とほ Y同じく良い.

以上の経験により我々がたてた本症の治療方針として

は，

1) なるべく早くから徒手矯正，副子 ・装具固定で内

反手の矯正をはかり ， 2)生後 1-2才で手関節の正中

化手術を行なう.肘自動屈曲が不能な症例も生長ととも

にあるいは手術効果により屈曲が多少可能となるので手

術により手関節を stabilizeすることは機能上有用であ

る.時期としては 3-4才では少し遅いようで 1-2才

が良いのではないかと考える. 3)手術法では骨移植は

成績が悪く尺骨正中化手術またはその変法である trans-

posltlOnがよい. 4)次いで母指化手術および肘に対す

る鍵移行術が考えられるが我々はいまだ経験がない.実

施に当つては radialの指は hypoplastic で関節が固く

十分屈曲できないのでいろいろ問題があると思うが今後

施行してゆく方針である.

追加 ・質問 畑中(三重大整形)

追 加 5才男子の両側検骨全欠損と母指欠損の 1例

を追加する.装具を用いて，矯正， ピンチの訓練に努め

た後，尺骨正中化術を行なったが，僚側の手指の使用は

やはり不十分である.

質 問 1) 生後 1-2年で手術を行なっているが，

このときの筋力評価などはどのようにしているか.我々

の症例では 1.Q.低く困惑を感じた.

2) 尺骨正中化術を行なった後の手指の機能訓練は ど

のようにしているか.

質 問 富(大阪日赤整形)

1) Toilet activity，特にE工門の清拭の問題について，

鉛筆の把持の問題についてどのように考えられるか.

2) 手関節の正中位にもってくるととに関して， 6-7 

才ごろでも可能であるか.

回 答 清水

畑中先生の質問に対して

1) 幼児の筋力については遊んでいるところを観察 し

て自動屈曲可能か否かをみている.また，電気刺戟を与

え反応して肘が屈曲するか否かをみた症例もある.

2) 術後 3-4ヵ月はキJレシュ ナー鋼線を入れたま』

であるが， 約 1ヵ月のギプス固定の期聞がすぎたあとは

手関節固定装具をつけさせるが指はできるだけ自由に動

くようにし食事，者字，遊び動作などをさせている.特

に系統だった機能訓練はしていない.

宮先生の質問に対して

1) 紅門の清拭の問題では辛うじて指尖がと Yく症例

がありなんとか拭けている.この点，有効上肢長を少 し

でも長くするため正中化手術は有用である.どうしても

拭けない重症例ではトイレッ ト用の selfdeviceの装着

が必要であろう.

鉛筆の把持の問題では母指欠損および radial の指が

hypoplastic で関節が固いので多くの症例では 3-4指

間，または 4-5指聞にはさんで書いている.Hypoplas-

ticな示指でも母指化手術をしたほうが機能的には良い

と思うがいまだ施行していない.

2) 正中化子術の時期については我々の症例では 4-

5才で少し遅かったように思う. 6-7才ごろでも可能

と思うが徒手矯正などの十分施行されていなかった症例

では手根骨切除，尺骨端の部分切除，腿延長などが必要

かもしれない.機姥的には関節固定術は避けるべきであ

り， 10才以後では正中化は手術困難ではないかと恩う.
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10.爪の発生と再生に関する実験的まら びに臨床的研究

田島達也 橋本廉平 茨木邦夫*

1.目的

爪および爪周囲の損傷は手の外科の診療でしばしば遭

遇するが，その予後を確実に予見することはきわめてむ

ずかしい これは結局，我々の爪の発生および再生に関

する知見が乏しい結果である. そこで 1954年， B.L. 

Lewisが発表した論文を手がかりとして，爪の組織発生

について掘りさげた検討を開始したので現在までの成果

を報告する.

2.検討の方法とその成果

1) 正常な爪とその生産母地についての組織学的検

討:まずヒトおよびカニ クイザノレの指末節の新鮮組織標

本を作って，種々な染色法を行ない，正常な爪の構造と

その産生母地について検討した・縦断組織標本を見る

と，爪の近位端部はこの部分を背掌両面から と りかと

む，表皮の角質庖の癒合によって形成されていることが

わかみしたがってこの部分の庇芽胞が，爪の生産母地

いわゆる matrixと考えられる.したがって matrix は

爪近位端部の背面を被う部分(仮に“r∞fmat口x"と名

づける)とその掌側を被う部分(仮に“lowerslatrlx" 

と名づける)に分かれる・これら両面から生産された角

化層は次第に遠位方向におし出され，とれが爪の主要な

構成要素， Lewi目sのいう i山H川t凶e町I口叩Y町町Y

と考えられる(図 1り).次に matrix の範囲について考

えてみると爪近位端背面を被う皮膚， いわゆる dorsal

roofでは爪と連続性を保っている近位約%領域が roof

Na胤Nail引副il民刷d一ιu凶 W… a抗tri
5臼t.b凶as回ale 1 

5t. spinosum I 5t. germinativum 
5t. granulosum J 
5t. comeum 

図 1.正常な爪の締造とその産生母床の模式図.

• T. Tajima (助教授)， R. HashirnolO， K. Ibaraki:新潟大

学整形外科.

matrix と考えてよかろう. この範囲に一致して H.E.

染色で， st. granulosumが認められない.

次に1t:側の matrix(lower matrix)の範囲を検討する

と爪近位掌側では特に厚い不全角化層を認める部分が

lower matrixに相当すると推定される.この部分とヒト

の lunulaの関係は組織所見ではよくわからない.Matrix 

より遠位部におげる爪掌側は，特に Bodian染色による

と，nail bedの庇芽居に由来する不完全角化局からなる

ことがよくわかる.これが Lewisのいう ventr叫 nail

に相当するものと考えられる(図 1). とのように nail

bed も爪掌側遠位部の生産母地であることは明 らかであ

る. なお Bodian染色によると爪背面近位部にも roof

matrix の遠位部に由来すると考えられる薄い不全角化

層を認める. この部分が Lewisの dosalnailに相当す

ると考える.

以上要約すると普通染色による爪の組織像では明瞭に

識別できないが，爪は生産母床を異にする 3つの部分，

すなわち intermediate nail， ventral nailおよび dosa!

nailから成り立ち， lower matrixと roofmatrixの近位

部が intermediatenailを， roof matrixの遠位部が dosal

nail， nail bedが vertralnailを作ると推定される (図

2) 爪の母組織の実験的部分切除後に再生される爪の

状態とこれに対応する臨床例:カ ニクイザノレの指を用い

て，上述の検討から爪の母組織と考えられる roofmatrix， 

lower matrlxおよび nailbed をそれぞれ単独に，次い

で 2つ組合せておのおの 10指ずつ切除し， 爪再生の

状態を経時的に観察し，治癒過程が一応終了する 1%-

2 ヵ月後，組織標本を作って検討した(図 2)

実験 1.Roof matrix を切除した場合. 約 2週で創

の上皮化は完成するが， 3-4週後か ら爪背面に横方向

の波型変形が現われる・しかし，この変形は 8週以降消

失する場合が多い・このような横波型変形を生ずる原因

は， roof matrixからの爪生産が一時的に停止ないし遅

延するので lowermatrix から生産される爪成分との聞

に成長の不均衡を生ずるためと推測される. しかし，私

たちの実験によって roofmatrixは除去しても完全に再

生することが確認されているのでその影響は一時的であ
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る.末節J旨骨開放性骨端線離関で I∞fmatrixを損傷し

た例では 3ヵ月後，爪近位背側に凹凸を認めた(図 3a) 

が， 9ヵ月後ほ Y正常にもどった(図 3b). 

己→己
実験 1.tui波1f:l変形

とて→⑤二
実験 2.Na il bedより爪に似た角i't府

で三→と二 ζ
実験 3 半川J1t状変形および1:1]1111収縮変形

とてなC二
~!段 4 災研2とほぼ[百lじ

f!ZZZZZZ与 _G②+③ r.， r-~ 
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図 2. 単独および 2つの組合せての

母床切除とその結果.

実験 2.Lower matrixを切除した場合.約 2週で創

の上皮化が完成したが，両側の lateralna i I gr∞ve内で

取り残した matrix f'[.由来すると考えられる爪新生をみ

た. nail bedは爪が脱落した後， ventral nailの一部と

みなされる roughな角化層で被われているが 8週以

降，爪に似た光沢をもっ角化局となる.その組織像は本

来 ventralnailを構成するはずの不完全な爪と考えてよ

かろう.

実験 3. Nail bedを切除した場合.2週で nail bed 

は厚く表面に凹凸のある節皮で被われる.その表屈を再

生する爪は背側に伸しあげられて，半円錐状の膨隆を呈

する場合や創の癒痕収縮に伴って再生した爪の遠位端が

収縮する場合や，同様な原因で掌側に屈曲する場合があ

った.このように nailbed の変形が爪の著しい変形を

まねく理由は nailbedから生産される ventral nailが

爪の裏打ち的役割lをもっているためと推定される. Nail 

bedを損傷し，植皮を受げた症例では約 6ヵ月後再生し

た爪にサノレの実験結果とよく似た背側凸の変形を認めた

(図 3c). また nailbed の遠位%に遊離植皮をほど

こした例では再生した爪に掌側屈曲を認めた(図 3cI). 

実験 4-6.爪の生産母地と考え られる roofmatri x， 

lower matrix， nail bedのうちの 2つを組合せて切除し，

現われる爪変形を追求した.これらの実験で発生する爪

変形は上述した個々の母床の切除実験の結果から比較的

容易に説明される(図 2).

3 まとめ

1) 爪発生の母床は互に連続している

1'00[， lower matrixおよび nailbeclと推定

される.

2) そのうち roofmatrixは lowermat-

rlx とともに爪の主要構造である inter-

mediate nailを生産する一方 dorsalnail 

も作る しかし，切除されても比較的容易

に再生するので永続的爪変形の発生要素と

はならないように思われる.またこの部分

を残しても lowermatrix， nail bedが除去

されると単独では爪生産能力はないように

思われる.

図 3. a， b: roof malrix破J童例における爪智函凹凸変形の発生

(3ヵ月)とその消失 (9ヵ月).c: Nail bed破演と肉芽形

成により発生した爪の半円錐状膨隆 d:Nail bed distal 

1/2の破壊と肉芽形或により発生した爪の掌側屈曲変形.

3) Lower matrix は爪の主要構成体で

ある intermecliatenail の生産に主要な役

割をはたしているのでこの部分が完全に切

除されれば正常な組織学的構造をもっ爪は

再生しない.

4) Nail bed は従来の一般的考えに反
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し， ventra1 na i1の生産をうけもつ Ventra1nai1は爪

全体からみると小範囲の薄層ではあるが，爪掌側の裏打

ちとなっているので， この部分の変形は爪全体の変形を

惹起する.
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5) 以上の実験結果からの推論によって私たちの臨床

例における爪変形のメカニズムがかなりよく説明される

ように恩われる.

11.先天性示指爪甲欠損症とその形成手術

磁良輔*

爪の先天異常についての報告は意外に少なしその発

生機転等については，いまだ不明の点、が多い.

今回，我々は主として示指にみられた同一系統と思わ

れる奇形 7例， 14指について検索，その一部に義爪台

形成術を試みたのでその概要を報告する.

本奇形は主として示指の anonychiaより， po1yonychia 

にいたる一連のもので，いずれも骨，関節に異常なし

主として示指の爪甲欠損を主体とする点で，先天性示指

爪甲欠損症と仮に命名した.

症例は 7例， 14指， そのうち 6例が両側性で， 片

側性は 1例にすぎず， 14指中 13t旨が示指で，残る l

指は中指である. また，その型は anonychia1， micro・

nychi' 10， po1yonychia 3となる.

は川
U
U
U
刷
1
1阿
川
W

凶
川
M
U
W立
ハ
阿
川
V

川
門
)
酌

症例 6 亀井

図1. 先天性示指爪甲欠釘症の型.

ホJlR.lso:慶応大学形成外科.

図 1は， 今回集めた症例の模式図で， 形態学的に整

理したものである. a， b， cは欠損の程度を示し， 1， 

II， mはその型を示す. 第 I群は micronychiaで僕側

の欠損があり，第E群は po1yonychiaで尺側に比ぺ検側

の萎縮が著明なもの，第E群は両側がほ Y同大の po1)'0-

J1)'chiaである.

治療

爪甲欠損に対しては種々の再建術が工夫されて いる

が，本疾患のごとく，整容に重点のおかれるものに対し

ては，義爪台形成後，義爪の装着が最良の方法と恩われ

る.

外傷などによる続発性爪甲欠損とは異なり，その多〈

図 2.術前.Polyonychiaと microt1)'chia.
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は模式図で示したごとし側爪郭は存在し，後爪郭が欠

損する場合が多い.そこで，その欠損部分にのみ u日oa

の方法を改良，爪郭形成を行ない，義爪を接着するよう

にした(図 2，3). 

図 3.術後，車爪を装置したところ.

考察

の型をとるのではなかろうか.以上の特徴を考え，本疾

患を先天性示指爪甲欠損症と命名した

さきに述べた polyonychiacongenila sine polydaclylia 

とは，昭 6年， 大矢の命名したもので， とれは母指の

正常爪のほか 1.P.関節の鋭側に過剰爪の存在するもの

であり，本疾患とは明らかに趣きを異にしている.

亀井は報告した 1例について該当した病名がないので

前述の病名を使用したと述べている.やは り先天性示指

爪甲欠損症の l例ではなかったかと考えられる.本症の

患者は特に機能障害はないが，外観の不満を訴えてくる.

その対策として，足指の爪の移植と義爪があるが，前

者は精細な手術手技を要する割には，外観上の改善は十

分でない.

一方，義爪は整容的にはかなり満足すべきものがある

が，運動，圧迫にたえる強い固定性，安定性にかけるう

らみがあり，患者の職業も適応決定のー要素となる.

爪郭は皮下を 3-5mm剥離し， 中間賠植皮を行なっ

ても，漸次浅くなる傾向が強く，義爪の固定をこれのみ

文献的には昭 41年，亀井が示指に両側性に現われた にたよることは不可能である.ことに小児では 1年前後

本症例に酷似せる 1例を polyonychia congenita sine でまったく消失する.

polydacyllia として報告しているのみであり，私の検索 固定法として，現在我々は薄い両面接着テープとアロ

した範囲では欧米にはその報告を見ない. ンアルファーを併用しているが，テープが適当な緩衝材

一般に，爪甲の奇形は家族的発生が多く，足指爪甲の となり，軽作業程度ではかなり接着性，固定性が得られ

奇形を伴うものが多い. る.

こhに報告の症例は，家族的発生がみられず， しかも この方法は，色，質感，形のよく適合した義爪を使用

足指爪甲に変化がなく，主として示指に両側性に現われ すれば整容的には満足が得られるが，なお固定の点でー

るなどの点より，現在まで報告されたものとは，まった 段の検討を要すると考えている.

く別個の疾患と考えたい.おそらく，胎生期に爪質形成 以上，主として示指に発生した先天性爪甲異常に対し

を阻害するなんらかの機転が働き，萎縮した爪母からそ 先天性示指爪甲欠損症と命名，本疾患を形態学的に分

れぞれ爪ができ， polyonychia， m児ronychia，anonychia等 類，その形成手術について述べた.
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12. 実験的阻血筋の電顕的観察

菊池 卓オ

現在，四肢の手術に際し，止血帯の使用は必要欠くべ

からざるものである.

従来，止血帯使用による阻血筋の態度については，多

くの報告が成されているが，今回，私は阻血による骨格

筋の微細構造の変化について，白色健常ウサギを用い 2

本の幅 2cm の Esmarch止血帯を使用， 1本は足尖より

中枢部に向け巻きあげ脱血状態となし， さらに 1本の

Esmarch止血帯で大腿中央部を 30分，1時間， 2時間，

3時間， 4時間阻血し，それぞれの筋の変化を電顕的に

観察し，特に 2時間阻血筋群については，その回復状態

を 30分より 40時間まで経時的に観察した.

電顕的手技として，直径約 4-5mm，長さ 2cD1の筋

生検と伸展位の状態に保つため硝子板に固定， 直 ち に

2.5% glutar-aldeyde 被を滴下し， 筋を切離， 2. 5 ~百

glutar-aldeyde溶液， 2時間前固定， 伺 codylate buffer 

(7.5% sucrose) 溶液， 30分浸涜， 次いで 2% 緩衝凶

酸化オスミウムにて 2時間再固定，アセトン脱水後 Epon

に包埋， 染色は 2%酢酸ウラニーJレ水溶液と酢酸鉛溶

液で 2重染色を施した.

観察所見

正常ウサギ緋腹筋の筋原線維縦断像では， A.1. Z band 

および M lineの規則正しい配列，筋形質内には sarco-

plasmic reticulum， mitochondia および微細な glycogen

頼粒を認め， A-I band移行部に相当した位置には triad

が明視される.

2時間阻血直後の縦断像では，各 myofibril簡の間隙

は拡大し，皿itochondriaおよび sarcoplasmic reticulllm 

と恩われる物質も膨化または空胞化の傾向にあり，隣り

合った筋原線維束の Zbandの配列の乱れを認める.な

お glycogen穎粒はこの時期までは散在している(図 1). 

2時間阻血解除後 30分の縦断像では， glycogen穎粒

は大部分消失しているほか， 2時間直後の像と比較し，

それほど著しい変化を認めない.2時間阻血解除後4時

間の縦断像では， mit田 hondriaは膨化し， cnstaeの消失

および sarcoplasmicreticulumの空膨化が目立ち，Z band 

の蛇行， myofilament の部分的離関および配列の著しい

乱れが認められる(図 2).

• T. Kikuchi:久留米大学整形外科.

図 1.Mitochondriaおよび sarcoplasrnicreticulum 

は膨イヒの傾向にあり，隣り合った筋原線維束の Z

bandの配列の乱れを認める.

G: Glycogen， Z: Z band (Zwischenscheibe)， 
M: Mitochondria， Sr: Sarcoplasrnic reticulum 

(X20，000). 

図 2.Mitochondriaおよび sarcoplasmicreticulum 

は空胞化し criSlaeの消失を認め， Z band の蛇

行，filamenlの部分的離関が著明である.

Mf: Myo6lament (X33， 700). 

2時間阻血解除後 8時間の縦断像では， 各筋原線維

束聞は，互に融合したような像を呈しているが， A.1.Z 

band，および M lineの配列も規則正しくなり，部分的

にはなお膨化した mitochondriaが残存している. 膨化

していた田氏oplasmicreticulllmは一般にチュープ織を

呈してくる.なお glycogen穎粒はいまだ再現していな
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い.この像より 2時間阻血筋では解除後 8時聞にてか

なり回復しているものと 想、像される(図 3).

図 3.各筋原線維は融合した ような像を呈し， sarco-

plasmic reticulumはチュープ織になっている.

Tr: Triad (X18，OOO). 

4時間阻血直後の縦断像では，筋原線維聞には多数の

空胞の出現を認め， Z band の近い部分の Illitochondria

および sarcoplaslllic ret同 ul山 n の膨化が著明で， cnstae 

は消失し，各筋原線維聞の間隙は鉱大し，電子密度も低

く，特に Zbandおよび Jbandの幅は極端に縮小され

た像を呈している.

4時間阻血解除後 40時間の縦断像では，4時間直後

の像と比較し，変性が強い.すなわち A band と 1band 

の区別が不明瞭となり ，Z bandおよび M bandの配列

も乱れ， mitochondriaの破壊も著 しく，筋原線維来閣が

融合した像を呈している. 阻血が 4時間以上にもなる

と，筋自体は非可逆性のものと思われる.

以上の病的所見は同一切片上でも種々の段階を示し，

筋線維は全体的に傷害を受けるのではなく ，その変化は

部分的であった.

阻血筋初期の退行変化としては， まず sarcoplaslll に

変化を認め，変性がす hむにつれ， mitochondriaおよび

sarcoplasmic ret iculum が変化する とともに Zbandの

異常，glycogen頼粒の減少等が認められるようになり，

さらに変化が高度に及ぶと筋の正常構造は消失 し，myo-

自lament は破填され，組織全体に空胞形成が著明であっ

た.なお，今回の実験では， 2時間阻血筋についてのみ

回復状態を経時的に観察したが，解除後 2時間までは阻

血直後の像と 比較し，著しい変化は認めなかった.

解除後 4時間目で変性は著しく高度となったが， 8時

間自にはかなり回復した像を呈し， 40時間経過すると

ほ Y回復しているものと思われる.

13. 上肢各種疾患の末梢循環動態に及ぼす影響

一一第 3報 主として光電容積脈波によるーーー

諸問 正 明 小林 品 松崎昭夫 光安元夫*

上肢の各種疾患において vasolllotorを介して指先の血 ることによりさらに知見を得たので報告する.現在まで

行動態にかなりの影響を及ぼすことは， plethysmograph， 脈波の分類では， 1)脈波振幅の大きさで血流!ilの変化

発汗テス ト，皮膚温度等により多くの研究がなされてい の状態を知る. 2)脈波基線の周期的変動，ぶれより被

る.しかしそれらの検討によっても得 られた結果が多様 験者の精神疾患の状態を知る . 3)脈放の形態より循環

で判定が困難である場合が多く，確立されたものがない 状態を知る. 4)各種薬剤，刺戟等を与えて脈放の変化

のが現状である.我々は自作の透過光式光電容積脈波計 をしらべる. 5)挙上うつ血，虚血等により血流量を測

を使用し，九大整形外科を受診した上肢および頭部に疾 定する. 6)最近では波型の周波数分析も行なわれてい

怠を有する患者 126人に 232回脈波を中心として皮膚 る.我々は上肢の各種疾患における末梢循環動態をしら

温，爪の伸び，発汗等を検討し，その結巣の一部はすで べるのは波型の分析が適当であると考えた 波型も分析

に当学会において発表した.今回は脈波を詳細に検討す の困難ないままでの方法によらず，隆起の発現時間より

71L Morooka-A.Kohayaslhi，A・Malsuzaki，M.Milsuyasu: TI> T2， T3 に分けて検討すると分類も容易であるとと

九州大学整形外科. はすでに報告した (図 1).また波型も 1つの波でなく



T， 

c

c

c

 

e
e
e
 

s
s
s
 

4

4

4

 

唱
目
A

内
〆
旬

aa

nυ
n
U
《

U

~
~
一

"民h
ν
n
υ

内ヲノ4“
 

0

2
3
 

AU

nυ
《

U

T

T

T

 

図1.隆起の発現時間による分類.
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図 2.脈波の変化の 6つの要素.

1.起始部の変化. 2 a. T3発現時間の変化，
2 b. Cycle timeの変化. 3. Tj， T2の高さ
の差による波型の変化，

5.下降脚の変化.6.高きの変化.

図 3.星状神経節ブロ ック，右前腕偽関節.47才.

a) プロ γ ク前.b) プロ!ノク後.1) 脈波起始部
の変化 2) a) は T 1 • T2 intermediate type混

在. b)は T2typeに統ーされている 3) '1'3 

発現時間のパラツキがなくなっている.
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連続した波に，また指別の差に注目すべきとともすでに

一部報告したが，そのようにしてしらべると脈放は 6つ

の要素で変化することがわかった (図 2). まず起始部

の変化であるが， 起始部が緩やかになるのは. T1-T3 

までの時聞を計測してみると下降脚ののものでなく ，脈

波上昇時のものであることがわかる.との型が現われる

場合をしらべると， 上肢に疹痛等愁訴を有する患者の脈

波に多い.この場合頚部星状神経節ブロックにより消失

した. このことよりとの原因は pr配 apilIary sph川 cter

に働く vasomotorの影響による流入血流の抑制と考えら

れる.次に T3の発現時聞のバラツ キであるが，やはり

正常者でのバラツキは少なく ，上肢に愁訴を有すると思

われる患者で多く現われ，星状神経節プロックで消失す

る(図 3).次に cycletimeのバラツキは正常者でも約

半数に見られ疾患別有意の差は認められなかった. T3 

発現時間.cycle timeのバラツ キは指末端でのみの影響

と考えるには問題があり vasomoterの働きに大小動脈の

windkessel様働きの加わったものと考えたい. Tj， T2 

の高さの差により波裂が異なってくことは前に述べた

が，一連の波，また指別に波型が異なる場合がある.こ

れは正常者ではほと んどなく，各種の疾患でかなりの頻

度にみられる.これも星状神経節プロックにより消失す

る.その原因もやはり T3発現時間のバラツ キと同じよ

うなものである と考えられる.次に Tt. T2• T3以外の

隆起を othernotchesとしてしらぺた. これは正常の場

合でも約 60% に出現して各種疾患においてや h多く現

われるが，疾患、別特異性は見出せない.この場合星状神

経節ブロックにより消失しないことより ， vasomolorの

影響よりも血管の windkessel様働き等の影響が多いと

考えられる.下降脚の型を上に凸なもの， 下に凸なも

の，直線に近いものと分げて疾患別，年令別に検討して

みた.上に凸なもの，直線に近いものは実際には T3の

存在のため区別が困難であるが，下降脚が陥んでいるも

のはしらべやすし疾患別有意の差はなかった.しかし

この型がでる指は一定で日を改めてしらべても同じで，

年令的には年長者ほど多く現われることがわかった.以

上のことより，下降脚の型は， 血管壁の性状，特に静脈

側の血管壁の影響を多く 受けているものと考えられる.
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14. 指末節の脈 管像

松 林 誠 之 助 *

1.目的

指末節は生理的，解剖的に興味がもたれるところで諸

種検査の対象となっている. この部の造影像は個人差が

あり，年令，外傷によっても良くかわるのでその状態を

症例について知ろうとした.

2. 方法

造影像約 500例の中より鮮明な像を選び整理した.

3.結果

1) 標準像:像には個人差，年令差がある. しかし判

定をくだすためには標準を求めなくてはならない.症例

の年令は 14才より 70才に及んでいるが 10代の像は

細く不鮮明になりやすい.結局 20才代の像をしらべて

次のように定めてみた.

前後像で見ると，指両側の掌側固有指動脈は末節中央

で合し，その合した付近より 1-3本の校が出る.これ

らはさらに細かに分かれてさらに末端K向い，動脈~静

脈移行部に達する.

移行部は末節骨端を厚く半円形に包むような形をとる

が中央，項上に切れ目がある.静脈像は移行部の両側よ

り起こり中枢方向に向い中節，基節の所で両側の連絡が

生ずる .側面像では移行部は指腹下でー胞をなし，これ

にはいる動脈とこれより出る静脈は位置的な差がある.

以上のような形をなす例が多いが，固有動脈像の左右

が揃っている例は怠外に少ない.移行部の像は不明瞭に

なりやすい. 静脈像には移行部より末端に集まり Y 字

を呈して指中央を通過する例があり，移行部両倶IJより起

こり末節基部で合し銀杏の葉の形をなして中央に合する

のもある.意識にのぼる外傷なしに起こっている上記の

変化は正常像に準じて考えている.

2) 年令的変化・ 16才の像と 64才の像を比較する

と次のようになる.若い像では移行部が指端に密に造影

されている . 64才の像には太さ，数，屈曲が増加して

いるほかに像の集合する範囲が中節中央の高さにまで及

ホ S. Matsubayashi:磯子病院(横浜市磯子区森町).

んでいる(図略). 

年令的変化にはさらに太さ，走行の不規則さがあげ ら

れる.動脈，静脈の区別困難な像の中に造影程度の濃淡

が見られ，濃い所をたどると動脈~静脈吻合を思わせる

走行を示すのは注意を引く.

老人性と恩われる変化は 30才代から起こるが個人差

がはなはだしい.

3) 外傷による変化:一般に外傷を直接受けた所の像

は細く乏しく，間接に受けた所の像は太く，数を増す

鈍的な外傷を受けた末節では中央を中心として，集まる

像，中節，基節を縦走する像の拡大を見る.鋭的な外傷

の直後には像の中断，出血の像がさらに 1両日後に細い

像の集合するを見る.

プレス外傷で数指が同時に受傷した例では末節の残存

する程度に応じて指の血行が阻害され，重傷指の血行が

むしろ少なくなっているが移行部損傷の結果とみなされ

る.中節骨折の 3例では末節の主動脈のみが太〈造影さ

れ，細部の像は現われない.指の細長い範閣では腫脹，

脈管損傷による影響が以上の形で示される.末節中の像

は節，基節の影響を受け，また影響を与えている.末節

の血行は盛んである.そのほか，末節端を離断しても縫

合すれば良く活着することが知られている.活着 10日

後の像は淡く雲状で線状になっていない.頭髄損傷例で

は中指のみの造影される例，母指のみの造影されぬ例を

みている.頚髄にあるといわれる血管運動神経の中枢が

部分的に損傷されたためではないかと推す定る.

4.考察と結語

末節の血管は動脈，動・ 静脈移行部，静脈に分けられ

る.移行部は末節端にあり，若年者では密に，老年者で

は粗に造影される.この部分に損傷があると指造影は返

れ，乏しくなることより重要な部分であると考えられ

る.指末節の脈管像は直接間接の刺戟に容易に反応し変

化を示すが，頚髄損傷に見られる変化は興味があり，さ

らに追求する価値がある.
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15. 前腕部動静脈痩の 2例

山田浩 武田正典*

動・静脈聞に異常な交通を生ずる動静脈援には先天

性および後天性のものがあり， 後者が圧倒的に多く

Callander (1920)の 420例の報告では外傷性， 383例，

先天性 3例，不明 34例となっている.

私たちは最近治療する機会を得た先天性および後天性

の各 1例を紹介し，主として先天性動静脈痩についての

経験を報告する.

症例1. 21才，男子(後天性). 

左前腕部に鉄破片による車IJ創を受け，その後約 3年半

目より該部にf!j;痛と thrillを触知し 4年自に来院した.

心電図，胸部 X 線その他全身検査では著変なし血

管造影で停留せる鉄小片を中心に動静脈llJJの存すること

が知られた(図 1). 動 ・静脈聞の交通は 1ヵ所で単純

で，容易に療を摘出，治癒せしめた.

血管造影

図1.症例 1.矢印は鉄小片を示す.

症例 2.20才，男子(先天性).

幼時より左前腕，手の萎縮に気づいていたが日常勤作

に不便はなく放置していたところ， 13-14才ごろ左母

指球部に樽動性腫績を認めるようになり，さらに左手背

縫側に蔓状静脈績とf!j;痛も発生し，漸次疹痛は増強し睡

眠障害を惹起するようになり来院した.

初診時局所所見は図 2aのごとくで，また母指球部に

縛動性腫溜を認め，上肢周径は上腕で患側は健側に比

本 H. Yamada， M. Takeda:石川県中央病院整形外科(金沢

市西御影町).

し1.0 cm，前腕で 2.5cmの萎縮を認めた. 図 2bの

ごとく手背検側部のほかに前腕屈側の肘関節付近の部に

も thrillを触知した.前腕皮静脈血のガス分析では，

PV O2 102 mmHg (健側 54mmHg)

PV CO2 32 mmHg (健側 45mmHg)

と患側は健側に比し約 2倍の酸素分圧を示し血液の色調

も動脈血の混入をJ恩わせるものであった.x線検査では

第 2・3中手骨に圧迫萎縮像が見 られ，上腕動脈よりの

血管撮影では通常の動脈系と同時に静脈系も造影され，

拡張した血管像が認められた.

手術所見・手背楼側より斐状に拡猿した静脈を露出す

ると，この末梢部で thrillを触知した.すなわち v.cepha. 

lica antebrachiiと a.radialis (tabatiere) 聞に交通する

動静脈疲であった.と』より拡張した血管は掌側に深く

侵入していたため，母指球筋に沿い掌側に新たな切朗を

加え， a. rad ialisを末梢に追跡するに本動脈は pal皿 ar

arch に移行するあたりで動脈窮状に拡張しており， こ

れに沿い追跡したが骨間筋には Yまれたために可及的尺

骨側で動脈痛を結主主切離し棲を摘出した(図 3a). 

術後直ちに疹痛は軽減，睡眠障害は消失し術後 8ヵ月

の現在母指球部の縛動性腹痛，肢の萎縮は不変である

が，手背犠側部の thrill および疹痛の再発は認めてい

ない(図 3b). 

循環系への負荷の有無について検討したところ，術前

の心電図には異常は認められなかったが， 胸部 X 線で

軽度の左室拡大と肺動脈幹部より肺野末梢にわたる血管

陰影の増加をきたしていたが，術後4ヵ月の検査ではい

ずれも改善が認められた.術後の静脈血のガス分析で

は，

PV O2 102 mmHg (術前)ー→ 33mmHg(術後)

PV CO2 32 DllllHg (術前)ー→ 39mmHg(術後)

と著明な改善を示した.さらに術前肘関節付近に触知し

た thrillも消失した.

考 察

動静脈llJJは既述のごとく外傷性のものに比し先天性は

少なく，本邦においては肺動脈震を除けば先天性のもの

の報告は少ない.

先天性動静脈震には主に 1)動脈窟の形をとるもの，
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a.術前所見. b.心音計でとらえた血管雑音と心電図.

図 2.

a. 摘出標本. b.術後所見.

図 3.症例 3.

2)血管腫様のもの， 3)静脈拡張ないし持動性静脈窟の 萎縮も同様な機序により招来したと推察されるととも

形をとるものなどさまざまな形があり，さ らに動 ・静脈 f'L，疹痛による廃用性萎縮の関与も否定し得ない.

問の異常交通は通常きわめて多数に存在するとされてい 本症の診断には血管撮影のほかに静脈血のガス分析す

る.しかも，肺を除けば，異常交通路は細いために血管 なわち酸素飽和度の上昇が決め手になるとされている.

雑音を聴取し得る場合が少ないとされている. 全身的循環系への影響の報告は外傷性の大きな動・静脈

私たちの症例は動脈痛と静脈癌の混在した形のもので 閣の交通を除けば少ないものとされているが，私たちの

あり， 2ヵ所に血管雑音を聴取し得た点興味深いが，確 症例で軽度の左室拡大と肺血流量の増加を示した所見は

認し得なかったとはいえ他に多数の痩の存在は否定し得 注目さるべきものと考えられる.

ない. 先天性動静脈疲の治療については，通常多数の痩が存

肢の延長，肥大を伴うものは Hortonは 25例中 18例 在するために，発生するさ まざまの症状を完全に除去す

に，高野は 29例中大部分に認められたと報告している ることは不可能に近く，切断を余儀なくされることもあ

が，これに対し肢の萎縮を認めた例は少なく Pfeslerが るといわれている.

2例，高野は 1例を報告し， 木本は指尖部に壊死を生 私たちの症例では療が比較的単純であったために摘出

じた症例を記載している.肢の萎縮発生に関して木本は し得，主訴であった疹痛だけは消失したが，潜在性の交

組織の栄養障害のためと説明している 私たちの症例の 通路が関大し再発する場合も予測されるので長期にわた
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る観察が必要と考えている.また術前肘関節付近に存在

した thrill が術後消失したことについては，なんらか

の血流状態の変化によるものと恩われるが，詳細につい

ては明らかでない.

動プラスチックを含めて経験はない.

質問 田島(新大整形)

手部の先天性動静脈jgJは掌背方向を含め無数の fistula

があり，指の血行を維持して十分に切徐することは困難

なことが多いと思われる.私たちが数年前本学会で発表

追 加 伊藤(東大整形) した演者の例と同様な l例は初め quadripleligationを

東大整形外科において最近 2年聞に 3例の手部先天 行ない 2-3年小康を得ていたが再び増大と疹痛が強く

性動静脈痩の手術経験を得たので追加する .17， 20， 26 なりついに切断せざるを得なかった.いずれにせよ手の

才の男女， 右手 1，左手 2，17才例の術前， 術後の写 先天性動静脈痩では摘出ないし切除方式で永続的な好結

真をお見せする. 果を得ることは困難であるという印象を受けている.こ

診断上，連続動脈撮影の重要性を強調し，特に，動静 の点発表者はどうお考えか.

脈痩の濯注動 ・静脈の拡張と早期の静脈像出現に注目す 回答 山田

る.静脈撮影において，注入部位より末梢の血管像が， 症例 2 (先天性)で疲の存在が確認されたのは 2ヵ

動脈撮影に見られる造影像と共通の血管像として描出さ 所であるが，諸家の報告に見られるごとく，ほかにも疲

れる.手術に際しては結主主および可的的広般な切除を行 が存在したことは否定しない.手術は自発痛の強い部の

ない，ときに接着剤を併用する.栓*による方法は，流 みの摘出をはかった.

16. 手指に発生した hemophilicpseudotumorに対する手術経験

双木実 田沢陸夫*

血友病患者に対する外科的処置例については比較的

多くの報告例が見られる. しかし， 手指骨に発生した

hemophilic p8eudotumorに対する手術報告例はきわめて

少ない.我々 は， [血友病 A の患者の右第 2中手骨およ

び中指中節骨に発生した hemophilicpseudotumor に対

して， 2固にわたり外科的処置を加え，比較的長期間の

経過観察ができたので報告する.

症例.13才，男子.

主訴:右手背部腫脹，激痛.

家族歴:出血性素因は認められない.

既往歴 :6才のとき，血友病 Aの診断を受けている.

現病歴:昭 38，10月下旬より右手背部の腫脹に気づ

き， 漸次腫脹は増大し， 昭 39，3月ごろより悠痛を訴

えるようになり，同年 4月当科を訪れた.

初診時局所所見 :右手模側寄りに，鷲卵大の軽度の弾

力性をもっ腹痛を認めた.皮膚とは癒着はないが，紅潮

し，圧痛著明であった(図 1a). 

局所 X線所見右手第 2中手骨部を中心に鶏卵状の

薄い羊皮紙様の骨陰影により輪郭を作る陰影を認め，骨

* M. Futaki， M. Tazawa:岩手医科大学整形外科.

体部は破壊吸収されている(図 2a). 

手術所見:右手背部第 2中手骨部様側に皮切を加え，

腫蕩を中手指節関節，手根中手関節で離断し全摘出を行

ない，摘出した中手骨の長さに相当するi憐骨の皮質の一

部を採取し，その骨片を示指基節骨近位端より骨髄膝に

刺し込み，中節骨近位部皮膚函よりキノレシュナー銅線を

小多角骨まで刺した.

術後経過 ・術後 100日目ごろより 7 ジックぺンによる

書字が可能となり， 140 日目ではペン書字，pinch可能

になるも gnpは不能であった.x線像では移植骨の近

位%は骨硬化像を示すが，遠位%の部分では骨吸収

像を示していた(図 2b). 術後 143日で退院したが，

右示指の疹痛はまったくなく経過していたが正月を迎え

年賀状を約 100枚ペンで書いたところ，右示指基節骨部

に軽度腫脹，悲痛を訴えてきた.術後 1年の X線像で

は移植骨は著明に吸収され，わずかに遊離，残存せる骨

硬化像として認められるにすぎなくなった.さらに手術

時移植骨を刺入した右示指基節骨は蜂巣状の骨透明像を

示し， 近位骨端部の輪郭は不明瞭となり， 骨皮質の破

壊， 膨脹像を示し， psedotumorの像を呈していた(図
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第 2回目手術所見:昭 41，7月右中指

中節骨の psedotumor に対して P.1. P.関

節離断術を行なった.離断した中節骨相当

部は破壊消失し，嚢状血騒に置換され，骨

髄部に相当すると思われる個所には血液凝

塊および壊死組織が充満しており，骨皮質

もほとんど認められなかった.術中の出血

量は約 170ccであったが， 術中，術後の

止血の目的で， 今回は A.H.G.製剤を主

u 体に投与し，術中の最高 A.H.G.量 25%，

a.初診11寺. b.骨移植術後

3年 3ヵ月.
C. 第 l回術後 4年 術後 48時間以内の最低 A.H.G.畳を 10
8ヵ月，第 2回術後
l年 5ヵ月・ % 以内に維持した・術後 17日聞にわたる

図 1.

治以

投与量は A.H.G.製剤 4，300cc， 新鮮血

200 cc，新鮮遊離血祭 1，140ccであった.

術後経過・管移植術後 4年 8 ヵ月では

右示指は中指 P.1. P.関節の高さにまで短

縮し，書字は主に母指と環指で行ない，示

指はほとんど補助的で機能的には廃絶かと

思われる(図 1c). X 線像では第 2中手

骨部への移植句・はいまだ痕跡的に残存して

いる また，右示指基節骨はほとんど正常

像を示し，骨移植術 1年後に pseudotumol

発生を恩わせる所見はまったく認められな

い(図 3b). 

考察

a.初診時. b.骨移結後 4ヵ月 C. 骨移植後 l年.

Hemophilic pseudotumor の手指骨発生

報告例は数例にすぎず，そのうちの手術例
図 2.

2 c). 

骨移植術後 3年 3ヵ月自に右中指の著明な腫脹， 疹

痛を訴え再来院した.

再来院時局所所見右中指中節骨部を中心に強度な腫

脹，紅潮を認め圧痛著明であった. M.P.関節の運動性

は良好であるが， P.l. P.および D.l.P.関節の運動は不

能であった. なお， 右示指は著しく短縮していた(図

1 b). 

局所 X線所見 右中指中節骨は著しく破壊吸収され，

著明に腫脹した蜂巣状を呈 し， わずかに網状陰影像を認

めた.また，第 2中手骨部への移値骨はほとんど吸収さ

れ，痕跡的に残存するにすぎず，これに伴い示指基節骨

は第 3中手骨の中央の高さにまで 陥入している. さら

に，この示指基節骨には 2-3コの嚢状透明像を認める

も，術後 1年目の X 線像に比較して治癒傾向を示して

いた(図 3a). 

のほとんどは切断術である.我々の症例の

ごとく，同一症例で右第 2中手骨，示指基節骨，中指中

節骨と手指骨に多発性に pseudotumor の発生をみた報

告はいまだみられず，特に骨移植術を行なった例はな

a.骨移値術後

3年 3ヵ月.

b.第 l回手術後 4年 8ヵ月，

第 2回手術後i年 5ヵ月.

図 3.
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い.しかしながら，右第 2中手骨 pseudotumorに対す

る骨移植術は移植骨片の吸収という結果をみたが，移植

骨片の刺入によるとも考えられる示指基節骨の pseudo-

tumorは自然治癒の傾向にあることが見受けられ，その

切断の適応， I時期においては十分考慮する必要があると

考える.

Helllophilic pseudotulllor の成因に関して Reineck& 

Wohlwill (1929)， Gholllley & Clegg (1948)， Fernandez 

(1965) らの報告はあるがいまだ定説はない. 我々はな

んらかの誘因により皮質あるいは骨髄内に出血をきた

し，その内圧の増大が骨の破壊，吸状を起こし前述のご

とき pseudot凹 orを形成したものと考える. さらにま

た血友病患者の血液中には，なにか osteolyticpowerを

有する物質が存するのではないかと考えている.

むすび

血友病 Aの患者の手指に発生した hemophilicpseudo-

tumorに対して，前後 2回の外科的処置を加え，比較的

長期間の経過観察ができたので，その経過を主に報告し

た.

追加 星(新大整形)

我々も中手骨に発生した hemophilicpseudotumorを

経験したので追加する.

12才， 男子(新大 43-381)，血友病 A の患者で， 2 

前年より左手背の腫脹に気づき，腫脹が増大し圧痛が生

じてきたために昭 42，8月初診し， x線検査で左第 3

中手骨の hemophilicpseudotumorと診断したが， AHG 

製剤確保不能なため手術を延期し， 昭 43，8月手術の

ため入院した.入院時検査所見では，第四因子 3%，凝

固時間 33分， PTT 198秒であり， 術中，術後の第四

因子を 30% に維持するため， 手術当日より術後 5 日

目までに計 3，300mlの AHG製剤を用い，単に左第 3

列を C.M.関節で離断し deepmetararpal lig.を縫合す

るのみで第 2 ~J と 第 4 列の接近をはかり， 第 2列の

Illeta田 rpalshirt は行なわなかった. 術後 10日目に

AHG製剤 500mlを使用して全抜糸を行ない創は 1次

治癒を営んだ.術後 12日自に退院し， 4週目より後療

法を開始した.術後の手指の機能はきわめて良好であ

る.

我々は本学松岡内科の協力を得て，約 80例の血友病

患者を調査したが， helllophilic pseudotumorは本症例の

みできわめて稀なものと考える.

質問・発言 石井(慶大整形)

1) 血友病性偽腿湯の診断と治療について，術前の

Angiographieが必要と考える.

2) 術後の AHGlevelの維持は血友病の重症度，手

術侵襲の大きさにより異なると考えるが，それについて

意見をおもちかどうかお間きしたい.

回答 双木

我々の症例に対しては血管造影は行なっていない.

17. 手の領域にbける腫蕩の集計

平沢精 一

我々は過去数年間に経験した手部に発生した臆蕩を集

計したので報告する.

外来患者総数 25，119名のうち，手に関係して来院し

た患者は約 800名， 3.4% で，その患者のうちで腫湯は

117名， 14.6% であった. この腫蕩のうち，軟部組織

の腫湯は 78% で，骨腫蕩は 22% で比較的少ない(表

軟部組織腫痕

Ganglion:軟部腫蕩で最も多いのが ganglion で 80

例， 88% である. これは Poschの 42%，Bunnell の

'" S. Hirasawa， T. Karaki:東京大学整形外科.

唐木東海*

5296，北島 55.19百より 6996で， はるかに高率であ

る.またその年令は 7596は 10-30才代で，しかも女

子が 7596強であり，比較的若い層の女子に多い.左側

に多い.しかも， Posch， B山lI1ellの指摘する部とほ Y一
致しているが(図 1)，Bunnell， Seddonのような神経圧

迫例はなかった. しかし， M.P.付近に発生した ものに

弾発現象を認めたものがあった.

鍵鞘よりの巨細胞腫:巨細胞腫は 5例で 4.3% に当

り， Poschの 8.6%，Bunnellの 13% より少ない. こ

の 5例のうち， 4例は掌側にあって， 他の報告例と同

様であるが， 1例は屈筋腿と骨の聞を通り，砂時計型を
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表1. 軟部組織腰湯.

Ganglion 

Giant cell tumor of tendon seath 

Glomus tumor 

Angioma 

骨1霊場

Enchondroma 

OSleochond roma 

Gianl cell tumor 

Chondromyxoid自broma

Lymphangioma 

Metastatic cancer of bone 

その他

80例

3 

3 

I 91例

1 

3 

26伊l

呈していた.他の 1例は仲側で伸展l健膜に発生したもの

である.

Glomus腫湯:Glomus腫療は 3例あり，いずれも女

子で 20-30才代，爪床下に発生している.

一般に本腰高3は 40-50% は subungnall ype とされ

ている.Poschは 8例を得ているが，本邦では 110例

の報告があり，そのうち，指に発生したものが 47例で，

しかもその半数強は爪床下に発生し，ことに若い女子に

多い.

Angioma :血管腫は 3{9IJで，いずれも 20-30才代の

交子である .うち， 1例は 7-8年前に発生し，信に圧

迫像を作っていた. 組織学的には angloma cavernOSum 

の所見であった.

図1.GangJionの発生部位.

表 2.Enchondroma. 

発生部位

中下骨 | 基節骨 中節膏 末節骨

lf旨
E指

lJIt旨

N指

Vt旨

骨腫第

Enchondroma :手の骨腹蕩のうち最も多いのは， 内軟

骨腰で Dah1inは 76% にみているが，我々は 46% で

約半数にみている. また全軟骨麗 16例のうちの 75%

にあたっているが， これは Copeland，Dahlin の約 50

%，本邦症例での 697百よりもや〉高率である.発生年

令は諸家の報告とほ Y一致し 10才代の女子に多くみ

られる. 明らかな外傷のあるものが 4例，病的骨折を

起こしたものが 2例ある. なお中手骨に発生したもの

が 3例ある(表 2).

Osteochondroma・次に oSleochondromaは 7例でその

5例は男である. Copeland によると本腫湯は女子に多

く，男子の 2倍と述べているが， 本邦では男の症例が

多い. とれも 30才以下に過半数が見られる.我々の症

例は単発性のものが 6例で，中手骨，第 5指列に多く

発生している.

なお末節骨に発生しはなはだ腫大したものには，止む

なく切断術を行なった.

巨細胞腫.巨細胞腫は中手骨に発生した l例を経験し

た. 17才，男子で 3年前骨折を起こし，某医により骨

移植，骨接合術を受けたが，その後，第 1，2中手骨に

発生したものである.

手部の小管状骨に発生したものは，欧米では 15例，

本邦でも 15例と稀なものであり，組織学的には Jaffe

LichlenSleinの 1型を呈していた

Chondromyxoid自broma: 14才の男子，末節骨に発生

した 1例を経験した. 一般に本腫湯は比較的少なく，

腔骨に発生しやすく，報告も同部のものが多いが，手部

に発生したものはなかった.

Lym、phan略gl刷O印ma
骨に広範な空洞性の骨変化をきたした症例があつた.試

験切除により，骨皮質は薄く，内容は空洞状で，わずか

に内壁に脂肪様物質が付着している程度で，組織学的に

Iymphang即 na の診断をした珍しい症例である.本腿湯

は 1955年， Jonalhan Cohenが lymphangiectasis とし
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て報告し，その後 Aeckermannが 3例記載しているが，

本邦では南僚が原発性骨リンパ管腫として 2例の報告が

ある.

癌の骨転移

悪性骨麗蕩は手部には非常に稀で，我々も原発性悪性

骨腫蕩は経験しなかったが，前立腺癌で全身に広範な転

移をきたし，手指骨にも変化が及んだ症例がある.本例

は大理石病を疑い全身骨に高度の骨硬化を生じたもの

で，剖検により指関節軟骨はほ Y正常であったが，中手

骨，t旨骨にまで病変が及び，中枢側は末梢側より硬化性

の傾向が強かった.とのような症例は欧米では 14例，

本邦では 4例にすぎない.一般に前立腺癌の骨転移率は

Ja!feの 70-80%， Kaufmannの 72.2%といわれてい

るが，手指骨まで変化をきたしたものは非常に珍しいと

恩われる .Robert Kerni らの集計を見ても，23例の手

に転移した症例のうち， 前立腺癒のものは Schinzの 1

例であったと述べている.

以上のごとし手には軟部腫療が多く，骨腫湯は比較

的少なしそのうちで内軟骨腫が最多であり，そのほか

には覆々の腫蕩が散見されたが， 巨細胞麗， chondro-

myxoid fibroma， lymphangiorr】aの珍しい症例があった.

質問 滝川(東大整形)

最初，軟骨腫という診断がついた症例で経過観察中に

慈性化したものはなかったか.

杉浦(名大整形)

報告症例中，全身長管骨，円形骨に著明な骨萎縮を示

した症例について，我々も同様症例を経験しその診断に

苦慮しているが lymphangiomaと診断された根拠をおう

かうごいしたい.

答 平沢

滝川先生に対して

1) Chondromaのうちで malignant に変化した症例

は経験しなかった.

2) Giant cell tumor の症例は初め aneurysmalbone 

cystを考えたが，病理学的に Jaffe-Lichtensteinの I型

であったので腸骨よりの骨移植術を行なった.

杉浦先生に対して

Lymphangiomaの特殊な所見が認められたので tU1l1or

として報告した.

18. 両手，両足にそれぞれ多発性かつびまん性に

発生したガングリオンの 1例 ' ~ 

.~(J 

伊藤雅敏 佐藤亀久男 本川広俊*

ガングリオンは日常しばしばみられる疾患であるが，

大半はー房性あるいは多房性を呈していても，比較的限

局性に，単発性に発生する嚢包である.我々は最近ぴま

ん性のガングリオンが両手，両足に多発性に発生したき

わめて稀な症例を経験した.

定例.8才，女.

家族歴 ・既往歴:認むべき疾患はない.

現病歴 :6才時， 両手の腫脹に気づき， 2， 3の医家

を受診し，ガ ングリオンの診断のもとに再三穿刺，排液

を受けたが，一時的に腫脹は減退するが，再び腫脹して

くるので，昭 41，7月当科を受診した.

現症 :体格や』小，栄養中等度.

両側の前腕遠位部より手背，手掌さらに手指にかけ

ホ M.lto， K.Sato， H.Motokawa:来京医科大学整形外科.

て，母指頭大から小指頭大の大小様々な多数の半球状の

軟性腫痛が，びまん性に存在していた(図 1)・ しかも

手指では各指節間関節部で絞犯され，串だんご状を呈し

ていた.腿溜は嚢包様で皮膚とは癒着せず，境界は不明

瞭であった.その大半は互に連絡をもち， 1コの腫痛の

圧迫により，他の腹痛の膨隆を認めた.諸関節運動では

各手指の完全屈曲が制限されているのみであった.また

両足関節部より前足部，各足指にかけても同様の麗績を

認めた. しかも両側手指，足指は brachydactylia を呈

していた.そのほかには体幹，四肢の異常はなかった.

X 線所見(図 2):両側とも， 手の全末節骨と小指中

節骨，第 4，5中手骨は短縮していた.

体液検査所見では尿，血液その他に明らかな異常所見

はなく，甲状腺機能低下の所見はなかった.
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図1.

図 2

図 3.

以上の所見より，ガングリオンの診断のもとに，左手

背部の腫溜に対し， probeをかねて手術を行なった.

手術所見(図 3):腫痴は前腕遠位部から仲筋支帯の

下層を通って，手背部全般に及んでおり，壁は薄く，灰

白色，透明で光沢を有していた.Dll立性のものもあった

が，多房性に見えたものの大半は互に連絡を有し，あた

かも 1コの大きな腫溜が各所で絞拐されて， じゅず状を

呈している感じであった しかし手背部と手掌さらに手

指の 3者の腫痛の相互間には交通はなかった.これらの

腫績を可及的に摘出すると，滑液輸の内膜のみにて被わ

れた{中筋腿が認められた.その深層では嚢包壁の一部が

関節包あるいは靭帯と思われるものに比較的平面的に癒

着していた.腰痛の内容物は無色，ゼリー状であった.

病理組織学的所見:嚢包壁は硝子様変牲を伴った線維

性組織にて形成せられており，少量ながら筋線維を混じ

ていた.~包の内面は数回まで内皮様の細胞にて被われ

ていた.

内容物の生化学的検査(ペーパークロマ トグラフィ 一

法)，総蛋白量 4.8g/dl， 蛋自分析では albumin54. 64 

%， α1 globulin 4.94%，α2 globulin 6.79%，βgIobulin 

12.06払 TgIobulin 21. 56%， A/G 比1.43であり，

鈴木の報告による 1年以上を経過したガングリオンの平

均値とほとんど同じであった.

以上の手術および病理組織学的ならびに生化学所見等

を綜合するに，腫癌は明らかにガング リオンであり，腿

鞘より発生しているものと思われた.

経過:現在手術後 6ヵ月を経過しているが，手術を

行なった左手背部には母指頭大の馬平な腫痛を 1コふれ

るのみである.

考察

びまん性ガング リオンが多発性に発生した報告例はき

わめて少なし本邦では 1936年山下らの報告による 1

例のみである. 外国例としても 1968年 Sarpyenerの

gargoylism を疑わしめた骨系統疾患に合併した，両手，

両足の多発性ガングリオンの l例のみである.我々の症

例ではガングリオンは左手背部においてはすべての伸筋

践に沿って，びまん性かつじゅず状に存在し，あたかも

鍵鞘全体がガングリオン様の変化を示している感じであ

った.さらに手掌，手指，両足部のものも手背部と同様

な病変を思わしめるものであった. さてガングリオンの

発生原因としては従来局所的粘液変性説が段も有力視さ

れているが，本症例からその発生原因を推察すると，両

手 ・両足部で鍵輸が存在する所には，すべてガングリオ

ンが存在しており，また合併症として短指症が認めら

れ，その原因と して先天性素因の関与が類推せられる.

この点，酸性ム コ多糖類の代謝異常が gargoylism等の

先天性骨系統疾患に関係づけられており，さらに荒井は

ガングリオンの表庖細胞庖には酸性ムコ多糖類が存在す

ると報告している.これらの点においてガングリ オンと

骨発育障害との聞になんらかの関連性があるのではない

かとも考えられる.しかし我々の症例では，ガングリオ

ンと短指症の存在との聞に明確な原図的関連性は目下の

ととろ見出すことができなかったが，興味ある症例とし

て報告した次第である.
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19. 肘関節部ガン グリオンに よる模骨神経麻庫の 1例

岡崎威 楢林好隆 千綿国彦*

検骨神経麻庫の原因の多くは上腕外側注射過誤，骨折

脱臼，肢位圧迫，打撲，切創，手術過誤，挫創，挫傷等

によるものが普通とされている.またこのような麻療で

は常に運動麻療とともに知覚麻療も伴っているものであ

る.最近我々は肘関節部屈様側に発生したガングリオン

が榛骨神経深校を圧迫し，運動麻療のみをきたした症例

を経験したので報告する.

症例 .39才，女性.家婦.

既往歴・家族歴:特記すべきことはない.

主 訴:右手指伸展障害，右肘関節部腫溜.

現病歴:昭 42，3月ごろ右肘関節部屈僚側の鈍痛，

圧痛が現われ， 2 日後には同部の悲痛のため右肩 100。

以上の前方挙上ができなくなり，治療のため同部に局所

注射(薬液不明)を受げ，その後より右手指伸展障害が

現われた. 注射による神経麻療と診断され， 活性 V.B

複合体大量内服，低周波，手関節背屈位冨IJ子固定の治療

を受けたが特に症状の変化がなかった. しかし発症 7力

月後急に第 5，4， 3指のj闘に完全伸展， 第 1，2指も

わずかに伸展可能となったが発症 1年後より再び伸展不

能となり，発症 1年半後肘関節部屈榛側の腫腐に気づい

て来院した.経過中知覚異常を訴えなかった.

臨床所見:体絡は中等度で栄養良.右肩関節，肘関節

および前腕の囲内回外運動は正常であった.手関節の逐

動は尺側伸展は障害され，榛側伸展は正常であった. し

かし手指の運動は母指外転，全指の指関節 M.P.の伸展

は自動的に完全に不可能であった.筋萎縮は前腕i僚側に

軽度認められた.犠骨神経固有支配域の知覚障害はまっ

たくなかった.

筋電図所見長母指外転筋，長母指伸筋に安静時 自b.

rillation voltageがみられた.

X線所見:骨に異常を認めないが，検骨小頭部前面の

軟部組織に腫癒を恩わせる楕円形の陰影が見られた.

血液，尿，血沈等も正常，ワ反応陰性であった.

これらの症状から尺側手根伸筋， 総指伸筋， 長 母 指

伸筋，長母指外転筋等が麻療し，様骨神経深校麻庫と診

断され発症 1fr: 7ヵ月後腫窟摘出術を行なった.

* T.Okazaki， Y. Narabayashi， K. Senmen: 長崎大学整形

外科.

手術所見:右腕桃骨筋内縁に沿う縦皮切を加え腕;倹骨

筋と上腕筋，上腕二頭筋腿聞に進入したところ，図 1の

どとし表面は平滑，半透明の被膜に被われた母指頭大

の腫粛を認めた.検骨神経は浅深両校とも腫癌の中央に

あり，浅枝は腹癌より容易に剥離可能であったが深校は

国外筋進入部にて強〈圧迫され紡錘形を呈していた.ま

た腫痛は基底部で機管小頭部関節嚢と癒着していた.

組織所見:図 2のごとく嚢腹壁は線維性組織よりな

り，細胞浸潤はほとんど認められず，わずかに小血管周

囲にリンパ球様細胞を認め，内面は扇平な被覆細胞で被

われている.

術後経過:術後 2週間ギプス副子固定，全抜糸後，自

動運動，マッサージ，低周波，活性 V.B複合体大量内

図1.

t
 ，，， '

 

， 
l' 

図 2.
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年 令

性別

2:7 
1 _ _  31γ l4Llγ斗L

左右別

発病の状態

知覚障害

発病~初診

組織所見

左 左 ーた

緩徐 緩徐 急激

(ー) (ー) (ー)

2 ヵ月 3週 1ヵ年

全例ガングリオンで神経組織を含まない

右 右 右

緩徐 緩徐 急激

(+ ) (+) (ー)

3週 2 ヵ年 I 1年 6ヵ月

服を開始した.術後 2日目より指先にカがはいる感じが 7ヵ月を要し， その間一度自然回復がみられたことがあ

あり， わずかに伸展可能となり， 術後 5ヵ月第 1，2 り，これはガングリオンが自壊したためではないかと思

指の完全伸展は不能であるが，第 3，4， 5指の伸展と母 われる.他の 5例と比較して機能回復までの期間が長い

指の外転は可能であり ADLの改善を認め不自由はなく のは手術までに 1年 7ヵ月無意味な保存療法を行なつ

なった. たためと恩われる.

考察 結語

ガングリオンの圧迫ICよって神経麻療を発生すること 肘関節部ガングリオンによる検骨神経麻療の 1例を経

は麻療の原因からみるとはなはだ稀なもので，ことに肘 験し，手術的にガングリオンを摘出し予後良好である.

関節部ガングリオンによる神経麻療の報告は少なし肘

関節部ガ ングリオンによる尺骨神経麻庫の報告を 1952 追加 佐藤(慈大整形)

年 srooksが 4例， 1962年 Barberらが 3例報告して 40才の女子で約 1年半前より右肘の痛みを訴え，始

いるが，外国での続骨神経麻療の文献は見出すことがで めリウマチとして治療したが，約 2ヵ月 前より右第 2-

きず，本邦において昭 30年高野，昭 34年宮城，昭 40 5指の伸展障害があり手術したところ回外筋のすぐ下に

年東，昭 41年山広 2例計 5例の報告があるのみであ クルミ大の腫痛があり，これが接骨神経深枝を圧迫して

る・本症例を入れて 6例を比較検討すると表 1のごと いた.深校はかな り周囲と癒着しており，腹痛の内容は

くである.我々の症例では初め注射による神経麻療と誤 黄色のゼリー様物質で病理組織所見では bursitis であ

まられたために発症より初診， 手術までの期間に 1年 った.術後経過は良好である.
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20. 手指腿膜に発生した巨細胞腫の 3例

吉良貞伸

横山良治

前之国三郎

松田俊雄

問中徹

岡田聡

大森明夫

糸原学本

長掌筋鍵，榛側手根屈筋鍵および小指伸展筋鍵膜に発 にみられるものもあるが他に特別に色素沈着を伴う細胞

生した giant-ceJlturnor 3例を経験したので報告する. の出現はみられない・他方，腫湯組織の本体を占め，腿

症f9IJ 1. 隅O栄O.34才，男子. 約 17年前 (17才 翰組織由来と考えられるこれらの細胞群は一部は管腔形

のころ)，なんの誘因もなく左手掌中央部に紡錘状の無 成性に配列し上皮綴性格を想わせるものも存在する.ま

痛性腫脹をきたし，約 5年後に左様側手根屈筋付着部の た，腫務組織内特にその辺縁部には毛細血管の増生が顕

腫脹に気づき，次いで 8ヵ月前より左前腕中央部に腫脹 著で，単に血管結合織の増生のみを認める部位も存在す

をきたしている.腰溜は緩徐に増大しており全身状態に る・腫湯の中心部は多くは壊死に陥り，褒胞状化して酸

異常なく結核等の既往歴はない・腫腐は一部手掌中央部 好性無構造物質が内容物のような形で存在している(図

で小指頭大の紡錘状の硬結としてふれ，手関節部で一度 1)・

消失し，長掌筋腿に沿って再び約 10cm の軽度に肥厚し

た硬結としてふれる. 一方， 格側手根屈筋鍵付着部に

2.5 cmxO. 7 cm 大の同様の腫痛をふれる. 各腫痛はい

ずれも皮膚と軽度に癒着し軽度の圧痛を認めるが，局所

の熱感，色素洗着はなく各関節の運動障害も認めない.

手術所見:腫粛は長掌筋鍵に一致し，手掌腿膜中央部

で紡錘状に増大し，周囲組織と軽度に癒着するが比較的

容易に剥離される.長掌筋陵部では腫蕩は陵と一体化し

ており割面は淡褐色の肉芽様組織で埋まり膝は外側へ圧

縮され淡褐色に変色している.また検倶~手根屈筋腿にも

同様の肉芽様組織を認めるが，手掌腿膜の部分では白色

に近く特異な所見を呈し内陸は層状の遊離組織で充満し

その周囲は輪状組織によりとりまかれ年輸に似た感を呈

する.

組織学的所見:I健輸の組織間隙を埋めるような形で多

核巨細胞の増生を特徴とする腫蕩組織の靖殖が著明にみ

られる.この多核巨細胞の間質あるいはその前駆細胞の

ような形で，核形はほ Y楕円形，核構造は繊細で弱塩基

好性の核小体を有する胞体の境界の不明瞭な細胞君干の増

生が顕著にみられ，本細胞群が腫蕩組織の本体と考えら

れる.本細胞は多くは合胞性で巨細胞化してみられ，巨

細胞化した細胞の胞体内には脂肪成分が多く黄色腫細胞

状を呈している. しかし明 らかな黄色腫細胞が主体では

ない.他の巨細胞の胞体内には酸好性無構造物質が紫状

本 S.Kira， S. Maenosono， T. Tanaka， A.Omori， R. Yokoya-

ma， T. Matsuda:神戸労災病院整形外科(神戸市葺合区範

池通);S.Okada:神戸大学病理学;M. Itohara:鑑紡兵庫

病院整形外科 (神戸市兵庫区御崎町).

図 1.症例 lの組織所見，多数の多核巨細胞を認、める.

症例 2.山O陽O.30才，男子.約 3年前に車のド

アで右小指をはさまれたがX線所見にも異常なく軽快し

た.約 5ヵ月前より右小指中節背部に軽度の圧痛を伴う

麗癒を生じ，摘出を受けたが術後約 3ヵ月自に再発す

る.腹痛は小指頭大で比較的硬く，右小指中節背部の近

位指節関節に近い部分に存在し局所熱感および色素沈着

は認めないが軽度の圧痛と小指 D.I.P. および P.1.P. 

の軽度の運動制限を認める. 血清コレステローJレ値は

186 mg/dlにて正常範囲にあり，その他血液検査所見に

異常を認めない

手術所見:腫蕩は結合総性の薄い被膜で包まれ周囲組

織と明瞭に区別され，深層で一部伸展筋鍵に軽度の癒着

をみる.腫療は淡黄褐色を呈し割面は均等な肉芽縁組織

で充満しており出血傾向を認めない.
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組織学的所見:多核巨細胞の増生を特徴とする円形な

いし楕円形の核を有する胞体の境界不明瞭な細胞群の増

殖がみられる.

症例 3. 石O吟O.30才， 女子. 約 10年前よりな

んの誘因もなく右小指中節背部に腫痛をきたし摘出を受

けたが術後約 2年自に再発，再摘出後約 4年で再発し以

前より増大し一部中節骨を侵蝕する.再度摘出を受けた

が術後 4年自に再び再発，過去 3回の再発をくり返して

いる.腫蕩は大豆大で球状を呈し硬く右小指中節背部中

央に存在する(図 2). 右小指は P.1. P. より末梢に萎

縮変形をきたし， D.1.P.160。屈曲拘縮および X線所見

にて中節骨の破壊像を認める.血清コレステ ロール値は

172 mg/dlにて正常範囲にありその他血液検査所見に異

常を認めない.

図 2. 症例 3.石O例の手術所見.

saignac が tendonsheathの cancer として報告したの

が最初とされている. 本疾患名はこのほか， 日brous

xanthoma， pigmented villonodular synovitis， benign 

synovioma等ともいわれ疾患名が一定化されていないが

1908年 Pinkus& Pick は脂質の代謝臭常の点から

xanthomatosisと本疾患とを区別するよう指摘している.

巨細胞腫は手指に発生する腰湯では ganglionに次い

で2番目に多くみられるもので， Joseph L. Poschの報

告では 679例中 69例で約 1096を占めている.また，

Frank E. Jonesらは 1954年より 1963年の 10年間に

実に 117例の巨細胞腫を報告している.本疾患の発生因

子として Jaffe らは外傷説をとなえているが，本症例で

は山O例の l例にのみ外傷の既往歴をみるのみである.

本症例はいずれも組織学的所見により多核巨細胞の増

生を特徴とする腫場組織が主体をなし，巨細胞化した細

胞の胞体内には脂肪成分が多く黄色腫細胞状を呈する

が，明らかな黄色腫細胞が主体ではなく ，特別に色素洗

着を伴う細胞の出現もみられない.特に症例 1の腫湯は

鍵鞘組織間隙を埋めるような形で増殖しており陵輸に発

生 した giant-celltUlllorと考えられる.

治療は局所の腫湯摘出術が行なわれるが，十分なる切

除が再発を少なくする 本疾患の再発率は本症例では 3

例中 2例にみられるが，一般に再発率は約 10C百といわ

れていり， Frank E. Jonesらは 95例中 16例に再発を

認めている.

表1. 手指鍵膜より発生した巨細胞腫 3例.

京 例両司発生 部 位

山O陽oI 30 舌 | 右小指中節背部

閉 oI 30 ♀|山中節背部

I 左長掌筋腿および
隅O栄oI 34 合 |左様側手根屈筋鍵

付着部

発生時期

5ヵ月前

10年前

17年前

手術所見:腫蕩は淡黄褐色を呈し薄い結合織性の被膜

で包まれ深層にて伸展筋膜を取り函み鍵との軽度の癒着

を認める.割面は均等な肉芽様組織で満たされ出血傾向

を認めず症例 2と類似している.

組織学的所見:症例 2 とよく似た像を呈し，多数の

giant-cellを認める(表 1). 

考察ならびに結語

手指鍵輸に発生する giant-celltumorは 1852年Chas-

外傷との関係

3年前ドアで
はさむ

なし

なし

|疹詰|一問主1蒋

l圧痛|正 常|省刺削…(υ日1旧回

|圧痛|正 1 

FF J71τ7 
追加・質問 畑中(三重大整形). 

16才，男子の症例を追加する. 右示指 P.1. P.関節

付近の無痛性腹溜として発'I=:，6年経過後に来院.摘出

を行なった.掌側より背・尺側に向う多房性の腹痛で，基

底部は腿輸に付着し骨侵蝕を伴っていた.組織は結合織

性成分に宮み，中等度のへモジデリン沈着があり，泡状

細胞は少ない.術後 1年以上を経て再発をみていない.

質 問 1) 発生した腿給部分の処置をどのようにし
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ているか. 対する手術は行なっていない.

2) 本症を炎症性肉芽性反応とする Jaffe らの考え方 2) Jaffe らは本麗蕩の発生因子として外傷説をとな

について，ご見解をおもちならど教示いた Yきたい. えているが，本症例では 3例中 1例に認めたにすぎな

回 答 吉良. い.また組織学的所見にて血鉄等の沈着および細胞浸潤

1) 症例で示したように指背鍵膜および長掌筋鍵に本 等の所見は認められなかった.

腫蕩は発生しており，鍵鞘を欠く部位であるため鍵鞘に

21. 手に発生した内軟骨腫の治療成績

滝 川 一 興 山内 裕雄 阿部 績 巌琢也 吉野慎一*

我々は過去 10年間に東大病院および関連病院におい 一方，多発性軟骨腫の場合，主訴として最も多いのは無

て， 93名の手部軟骨題の症例をとりあつかった. 今回 痛性腹痛であり，約 60% を占める.次いで外傷が多く

はその病態につき統計的に分析するとともに， 2年以上 約 18% を占める.有痛性腫粛を主訴とするものはない.

を経過した症例を対象として追跡調査を行なった.その 3. 発生部位

結果，若干の知見を得たので報告する. 単発性軟骨腫においては，中指より尺側に好発する傾

1.症例の内容 向を有する.また，基節骨，中手管に多くみられる.一

単発性軟骨腫の総数は 66，男女比は 33対 29でや h 方，多発性軟骨腫においては，中指，環指に多発し，単

男子に多い. 発症より初診までの経過年数は平均 4年 発性の場合に比べ分布が広範にわたっている.

1ヵ月，初診時の平均年令は 30才 5ヵ月である.年令分 4. 分 類

布は 20才代に最も多い.一方，多発性軟骨腫は総数 27 個々の症例につき検討し，ス トリ ンガ (1957)の分類

にて，オリエール病 6，マフチー病 3を含む.男女比は により分類を試みた.中心型 (chondromacentrale)がや

13対 14でほ Y等しい.発症より初診までの経過年数 はり最も多く ，次いで複合型 (chondroma associati) が

|凶以叫[1閣;2誕誌i誌記i乙出計:1川ト|いトMトN恥削肌o品品叫Rx

::::: Lυlド川::;U|U [ : :;: [ ; 卜いJl;U:1(: l : l : l : : 

は，平均 17年 4ヵ月と意外に長期にわたっており，主

訴に無痛性腫痛の占める割合が多い事実がこれを裏づけ

る.初診時の平均年令も諸報告に比べて高く， 21才 9

ヵ月である.年令分布も 20才代に最も頻度が高い.

2. 主 訴

単発性軟骨腫においては約 36% が無痛性腫痛，約 26

%が有痛性腫痛，合せて約 62% が腫粛を主訴としてい

る.次いで多いのは外傷であり約 22% を占めるが，こ

のうち約 70 ~百の症例でX線上病的骨折を認めている .

• K. Takikawa， Y. Yamauchi， I. Abe， T.lwao， S. Yoshino: 
東京大学整形外科.

多い.

5. 治療

治療の内容は表 1にみるように，掻照+自家腸骨海綿

骨移植が大部分である.掻l隠後に他種骨移植(ボープラ

ントほか)を行なったものは 4伊jである.また， radical 

exclSlonの 4は多発症例の I例において， 4ヵ所でー塊

切除を行ない，欠損部は腸骨海綿骨板状骨片にて架橋式

に骨移植を行なったものである(図 3).

6. 観察結果

追跡し得た 70例 72手の観察期間は 2年以上で，単

発性においては平均 5年 8ヵ月，多発性においては平均
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6年 4ヵ月である.観察結果は表 2aに示すごとき我々

の判定基準に従い評価した. その結果は表 2bに示すご

とく ，単発牲に対する成績はきわめて良いが，多発性の

ものに対する成績は劣る.

表 2a.判定基準.

A:変形，醜形 ほとんど許容できる

B:関節可動域 健側の 80% 以上

C:把持カ，握力健側の 80% 以上

D:X線上変化 再発，短縮， OA変化等の認めら

れぬもの

r i憂上記A，B，C，D，4項目のうち 4つ
|良 N 3つ

→1可 N 2つ
l不可 N 1つあるい

はなし

表 2b. 観察結果.

観察症例数 | 優 | 良 | 可 |不可 |判定不能
|(%) 1 (%) 1 (%) (%) 1 (%) 

手 |(8C3)(川(川 (3j7)| (J7)

" 3 多発性18手 (22.2) (16.7) 

49 7 
計 72手 (68・1)1(9.7) 

7. 症例

(22.2) 

6 
(8.3) 

症例 1(図 1). 外傷時に偶然発見された単発性内軟

骨麗の症例である.初診時X線上病的骨折を認める.掻

初診時 術後 7年

症的骨折あり 完全な骨同化

図 1.症例 1. 自室長脇骨移植例.

艇植骨手術後 7年自のX線上再発は認められず，移植骨

の同化も完全で，臨床的にもまったく問題なく判定は優

である.

症例 3(図 2). 単発性内軟骨腫に対し他種骨(ボー

プラン ト)を行なった症例である.図に見るごとく術後

3年の現在，X線上移植骨の母床への同化が不完全に見

える.臨床的にはまったく問題なし判定は優とした.

症例 6(図 3). 多発性軟骨腫に対しその 4ヵ所にお

いてー塊切除を行ない，そのあとへ架橋式に腸骨海綿骨

板状骨片の移植を行なった症例である.図に見るごとく

術後 3年現在のX線上で髄腔形成を伴う管状骨化が明瞭

に認められる.機能的には中手骨の回旋が起こったため

屈曲時に指が多少交叉する傾向が残った.判定は可とし

た.

症例 7(図 4). 母借基節に発生した巨大な単発性軟

骨腫の症例である.組織学的には lowmalignantな軟骨

肉腫を恩わせる所見もあったが，ひとまず切除して経過

をみ，再発したら切断の予定であった.図に見るごとく ，

術後 3年現在局所再発は認められない.また肺転移もな

く，機能的にも良好であり成績は優である.

初診時. 術後 1ヵ月. 術後 3年.

母床への同化が不完全.

図 2.症例 3.他種骨移樋例.
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き観察結果を検討した. 4)徹底的に掻腿

し，十分植骨したものの成績は良い. 5) 

他種骨移植はX線上同化が悪い. 6)病巣

が広汎に及ぶ場合，一塊切除+架橋式腸骨

骨片移植を行ないほ Y満足すべき結果を得

た. 7)悪性化をみた症例はなかった.

以上よか治療方針としては次のように

まとめ得ると考えた.

1. 偶然発見された場合でも，原則とし

て掻腿し，腔所に自家腸骨海綿骨細片を十

分つめこむ.

2. 広汎な骨破壊のあるときは，ー塊切

除も行ない，生じた欠損部は自家腸骨海綿

骨の板状骨片で架橋式に移績してもよい.

初診時. 術後 1ヵ月. 術後 3年.

3. 手の軟骨腫は悪性化率がきわめて小

さいため，多少悪性化傾向があっても，ー

たん切除して経過を観察し，万一再発した

場合には適宜切断などを行なう.

図 3.症例 6. 広範切除後.架橋式骨移箱.管状骨化をみた例.

初診時. 術後 3年.

図 4. 症例 7. 巨大軟骨組，単純切除例.

8. 結 論

1) 最長 15年に遡る症例を含む手部軟骨鐙 93例に

つき遠隔成績調査を行なった. 2) 発生部位につき考察

した. 3)最短 2年以上を経過した 70症例， 72手につ

追加 橋本(新大整形)

Enchondrom と肉眼的に非常によく似た所見を呈した

右母指基指骨巨細胞腹に 2回の骨移植を行なったが，再

発を繰り返したので腸骨片による replacementを行ない

良好な結果を得たので追加した.

質問・発言 柴田(関西医大整形)

1) 示された症例中，mullipleの例で手術が行なわれ

ていない中手骨に自然治癒がみられているが，私も京大

症例で同様の放置部の remodellingを認めており，検討

を要する点を含んでいると思われる.

2) そとで手術については multipleの場合は病的骨

折などをみたものには行なうが，少し待機してもよいも

のもあるのではないかと考えている.

回答 滝川

1) 経過観察中に腫湯が縮小し， remodellingまで起

こった症例も確かに数例認めている.

2) 我々は原則として，径腿+自家腸骨海綿骨移植を

行なうことにしているが，年令，性別，職業，利き手な

どを考慮のうえ，経過を観察してもよい症例ももちろん

あると思う.
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22.がんの四肢末梢骨転移

前山 巌 入部兼一郎 竹嶋康弘*

癌の末期症状の lつとして，骨転移は日常しばしばみ

られるが，多くの場合，脊椎，骨盤，大腿骨，肋骨，頭

蓋骨などの中枢部に近い骨に好発し，四肢末梢骨への転

移はきわめて稀である.

昭 37年，国立がんセンター創立以来，昭 44，2月ま

での約 7年聞に臨床的にあるいは剖検にて発見された癌

の骨転移例は総計 661例である.ζれらの骨転移例の原

発巣別のうちわけは最も多いのが乳癌の 201例で，以下

柿癌 153例，胃癌 67例，子宮癌 53例，前立腺癌 19例，

甲状腺癌 18例，鼻咽頭癌 17例，直腸癌 15例，食道

癌ニ14例などである.

とれを転移部位別にみると，最も好発する部位は脊縫

で， 447例を数え，この値は骨転移例総数 661例の 67.6

%に達する.以下骨盤 193例， 29.2%，大腿骨 122例，

18 . 5~百，肋骨 114 例， 17.2%，頭蓋骨 96例， 14.551占，

表1.Number of bone metastases at each 

anatomical site. 

Site I Number Percentage 
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ホI.Maeyama， K. [ribe， Y. Takeshima: 国立がんセンタ ー

(東京都中央区築地).

上腕骨 55例， 8.3%，胸骨 41例， 6.296， 肩甲骨 32

例， 4.8% などであり，四肢末梢部の骨になるとその頻

度は非常に小さくなる(表 1).

癌のfi'転移について我々はたびたび報告してきたが，

今回は四肢末梢骨への転移例を中心にして検討する機会

を得たのでこ〉に報告する.

我々の調査し得た癌の骨転移 661例のうち，肘関節お

よび膝関節より遠位部への骨転移は 30例を数えるとと

ができる.このうち半数の 15例が腔骨への転移であり，

全例に対する割合は 2.3%である.以下段骨 7例， 1. 1 

96，緋骨 7例， 1.15百，中手骨 5例， O. 8 ~百，尺骨 4 例，

0.67百，指骨 3例， 0.5 %，足根骨 3例， 0.596，中足骨

3例， 0.5%，手根骨 1例， 0.296であり， ~J!:骨への転

移は 1例もみられない.

これを原発巣別にみると，半数の 15例が肺癌である

ことは興味深い.次に多いのは乳癌の 6例である.一方

骨転移全例については前述のごとく乳癌が肺結よりもは

るかに多い.原発巣不明癌の末梢骨への転移例をみたら

その原発巣はまず肺癌を疑ってみる必要がある.次いで

子宮癌 3例，皮膚癌 2例，食道癌，前立腺癌，腎筋，星雲

丸癌各 1例である(表 2).

表 2.Primary sites of metastases 

to the peripheral bone. 

Lung 15 

Breast 6 

Uterus 3 

Skin 2 

Esophagus l 

Kiclney 

Prostate 

Testis i 

Total 30 

これら末梢骨への転移例の初発症状については臨床症

状はまったくなく ，x線検査によって初めて発見された

ものが 13例，腫溜形成または腫脹を主徴とするもの 10

例，1$痛のみのもの 6例，あるいは病的骨折をもって発

症したもの 1例などであるが，症状が進行するとほとん
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どの症例が疹痛および腫脹をきたすのは当然である. 表 3.Cases showing metastasis in peripheral 

次に治療については対症療法のみで放置したもの 13 bone prior to detection of primary lesion. 

例，放射線治療を行なったもの 11例，病巣切除と放射

線治療を併用したもの 4例，病巣切除のみを行なったも

の2例がある.治療がなされなかった症例は病巣が全身

的であったり，末期に近い状態にあったりした例であ

る.

骨転移の時期が明らかな 25例において，末梢骨以外

の部位に骨転移が発見されて， 0ないし 3ヵ月後に遠位

部への骨に転移をきたす場合がほとんどであり 18例に

達する.末梢骨転移がその他の骨転移より早期に発見さ

れた例は 3例みられ，その他 3ないし 6ヵ月後のもの 1

例， 6ヵ月ないし 1年後 1例， 1ないし 2年後のもの 1

例，骨転移が発見されて 3年以上経って初めて末梢骨転

移をきたした例も 1例みられた.

予後の判明した 23例については，生存中の 2例を除

いて他の 21例は末梢骨転移が発見されて 1年以内，平

均 5.4ヵ月で死亡している.生存例は 2例とも肺癌で原

発巣，骨転移巣ともに適当な治療がなされ，その後再発，

転移はみられていない症例である.

末梢骨転移を初発症状とし，原発巣はその後に発見さ

れた症例は 3例みられるが(表 3)， その原発巣はいず

れも肺癌であり，初発部位はそれぞれ，腔骨，鈎状骨お

よび中手骨である.

このうち最近経験した l例について簡単に述べる.患

者は 44才の男子で，昭 43，2月左手の腫脹をきたし，

第 5中手骨の骨破壊が認められた.切除標本の組織検査

により癌の転移と診断されたが，肺，消化管，その他に

原発巣と恩われる病巣は発見されなかった.その後，鎖

骨上寓，頭叢骨，題骨，腔骨へも転移が認められ，中手

骨転移巣の発見後 5ヵ月経つてはじめて肺に異常陰影が

認められ，細胞診により原発巣は肺癌と判明した.患者

は昭和 44，2月，転移はさらに全身的となり死亡した.

Age 

Sex 

Primary site 

Onset of bone meta.1 

Detection of primary 
leSlOn 

Case 1 

55 

E 

Lung 

1965. 1 

1965.8 

Case 2 Case 3 

73 44 

F M 

Lung Lung 

1966.5 1968.2 

1966.12 1968.7 

Site of initial bone 11. tibia 11. hamale 1 lt. 5 
meta. 

S i te of other bone I Vertebra 
meta. I scapula， 

I pelvis 

metacarp 
Radius， 1 Skull， 
metacar.， 1 tibia， 

tibia， skull，1 calcaneus 
humerus， 
fem. 

Treatment Resect.， 1 T.._̂_I:̂，:_..I Resect.， 
lIIruliMion| md. 

Dale of cleath 1966.10 I 1967.2 I 1969.2 

癌の転移が脊椎，骨般に多く，遠位部に少ない理由に

ついてはいくつかの因子が考えられるが，その 1つは骨

の容積の問題である.脊椎，骨盤などは骨容積が非常に

大きく， したがって近位部の骨に転移の頻度が大きいと

いうことは当然考えられることである.また末梢骨は椎

体，骨盤に比し赤色鎚が少なく，癌細胞の着床に不適で

あること，さらに四肢は血行が比較的少なしまた外気

にふれることが多いので温度が低く，癌細胞の発育に不

適であることなどが推定される .Batsonは vertebralvein 

system なるものを提唱し， 脊椎の周辺には静脈叢が複

雑に存在し，血流中の癒細胞は通常考えられる転移経過

をとらずに，大静脈系から vertebralvein systemを介し

て直接脊椎への転移を形成し得ると述べている.脊椎へ

の転移が 68%と特に高率にみられるのも Batsonの説

を肯定するものであると考えられる.

現在の段階では断定的なことはいえないが多元的な因

子を考える必要があると思われる.
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23. 前腕手部開放創に対する基礎的まらびに臨床的検討

星秀逸 前田 秀也*

前回の前腕手部皮膚小血管分布ならびに各皮切におげ

る諸変化に立脚し，機械的操作を加えた場合にみられる

小血管の態度について観察した.

図 lのごとく 0.46kgm (Charpy) の力で剥離皮弁中

央に衝撃を加えると，衝撃部より末梢の血管配列は非常

に粗となり，特に表皮，真皮には血管像は認められない.

組織学的にも中枢側の表皮より皮下脂肪組織までの血管

内に mlcropaqueの充満が認められるのに反し，末梢側

ではか hる所見に乏しい.衝撃を皮弁根部で加えると，

血管像，組織像とも衝撃部の位置的差はあっても末梢側

の変化は前者とほ Y同様の所見が得られた.

S ion and cmtusJon 

梢に向けて加えると，前者と衝撃部の位置的差があって

も末梢側の変化はほ Y同様の所見が得られた.

次に 0.46kgm::t0.19 kgm の力で皮下骨折を起こし，

前腕掌側衝撃部に横切を加えると，衝撃部に一致して血

管配列が著しく粗になり， 横切部を中心に micropaque

の漏出が認められ，組織学的にも同様で，特に皮下脂肪

組織に micropaqueの漏出が顕著である.同様にして縦

切を加えると，切開末梢側に一部血管像が粗な部分を認

めるが，衝撃が掌側より加わっているので前者より血管

配列は良好である.かつ組織学的にもか hる所見を裏づ

けている.さらに長軸にジグザグ状に剥離すると，単に

図1. 朝l離後 0.46kgmで衝撃時の血管像.

衝撃を皮弁中央より逐次末梢に向けて加えると，皮弁

中央 1回衝撃より強い変化が現われ，組織学的にも同様

の所見を呈している.また，衝撃を皮弁根部より逐次末

ホ S.Hoshi、J-I.Maecla:岩手医科大学整形外科.

ジグザク状に剥離した場合より凸部の血管配列は粗で，

組織学的にも凸部の皮膚小血管に mlcropaqueの充満は

認められない.

また，前腕を自動車で機過すると，表皮の擦過，皮膚
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図 2. 自動車で際過後の血管像.

と筋膜との聞の剥脱はみられたが，皮膚に肉眼上断裂は

みられない.これを血管像でみると，皮膚と筋膜のずれ

部に相当して血管像は著しく粗となり，図 2の矢印のご

とく micropaque の漏出も顕著で，か hる漏出は皮下脂

肪庖において特に認められ，かつ当該皮膚小血管の m，-

cropaque 充満像は認められない.かっ， か hる部の表

皮，真皮には組織学的に輝裂，吉町UH見が著明であった.さ

らに自動車にスピードを加えて様過する

と，その変化は血管像，組織像とも部位に

より程度の差はあるが，ほ Y同様の所見が

認められた.

また洗濯しぼり機のようなロールで前腕

を線過すると，血管像，組織像とも自動車

で様過した場合とほ Y同様の所見が認めら

れた.

皮膚血管の分校には 2つの形式がある.

すなわち，深部から垂直に現われ，脂肪層

に進入し，短い進行後，多くの分校となり，

それが真皮の下層に進み，近接血管と吻合

し，さらにこれから細い血管がでて，またこ

れが吻合して皮膚の血管を網形成する.他

は定型的な血管分布で少数の主幹が長い進行路をもち，

前者のような血管網を作る特徴がある.しかし，前述の

諸実験は屍体のため生体反応は認められない単なる切

割，剥離などに比べて機械的圧迫，回転，努力が加わっ

た場合，皮膚小血管に重大な影響を与える.

とれを臨床的にみると，広範な剥脱がある場合，表皮，

真皮も挫滅されていることが多く，全庖皮片として被覆

inlerosseous phlebogram 
40yeal's old t 

afte，- 15 dav~ 

図 3.

/ 
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しても特殊な場合を除いて目的を達することは少ないこ

とは日常経験している. しかし，か hる場合，回復皮膚

であるか否かの判別は容易でない.これを動脈造影に求

めても軟部組織， ことに皮膚，皮下脂肪まで線細な像を

得ることはできない.無理に縫合すれば，早晩皮膚壊死

や 2次感染の母床となる. したがって 2次的な健康皮膚

による被覆も必要である.

これに反して I次的に剥脱皮膚を切除し， brashing， 

debridmenl後早期に皮膚移植をすれば確実な意1]閉鎖が期

待できる.

これらの事実は剥脱皮膚の組織学的検索で真皮の断裂，

ex s uda t ion， 細胞浸潤，表皮の剥脱，断裂など多彩な変

化が認められる点からも虫剤l脱皮膚を全層皮片として創閉

鎖を計っても困難で，これは前述の各種操作による皮膚

小血管の態度からも予期される.

我々は，最近か hる開放損傷や前脱線過損傷例に対し

て好んで interosseousphlebography を施行している.

特に骨折例や高度腫脹例ではすべてに深部静脈系などに

閉塞が認められる. しかも，か〉る閉塞像は相当長期間

存在し，また recanalisalion像なども認められる.しか

し，か hる閉塞像の要因については今後の検討にまちた

いが，循環障害を知るうえにおいて動脈造影より有力な

示標を与えるものと考えている.

要は，剥脱損傷の場合には母床の挫滅の程度にもよる

が，早期に健康皮膚で被覆すべきであり，そのためには

前述の皮膚における小血管支配の解剖学的特徴を熟知

し，剥脱皮膚の状態を検討し，最も適当な修復法を行な

うべきで，たかが皮膚といった安易な操作は慎むべきで

あると思う.

24.手指新鮮創の治療成績

川島弥 上村正吉

西堀実片桐秋

最近 5年聞に主主々の病院を訪れた手指に新鮮創を有す

る患者は 318例， このうち予後を直接検診できたもの

50例，アンケートの回答を得たもの 84例の計 134例，

172指であった.

性別および年令別にみると，ほとんどが男性で，女性

は 18例，年令は 2才から 64才に及び，症例の 66% 

は 20才代前後の男子であった.

受傷原因をみるとプレス等の工作綴械によるものが57

96，カ。ラス等によるものが 255百を占めていた(図 1).

受傷部位および程度をみると，示指，中指に多く ，母

指は 18例である.程度は皮膚と腿，皮膚と骨に及ぶ指

尖部の損傷および切断が多い.

これら新鮮創に対して scrubbingおよび dibridement

を行なってから，創処置を行なうのを原則としているが，

ときにこれを行なわなかった症例との比較では創治癒状

況のうえであまり差異は認めなかった.

初療時の新鮮開放創からの細菌検出状況をみると 99

• T. Kawashima(教授)，S. Uemura(助教授)， A. H iranuma， 

E. Fujimaki， M. Nishibori， A. Kalagiri， M. Ando， A.lto 

昭和大学整形外科.

平沼晃

安藤光彦

藤巻悦夫

伊藤祥弘*

例中 42例 40% に細菌を検出できなかった.これは創

部の肉眼的汚染状況とは必ずしも相関するものでなかっ

た.検出された菌は staphylococcusおよび klebsielaが

半数を占め， その感受性試験では PC，SM， CP， およ

び EM が感受性を有し，他の菌にも PCが意外に感受

性をもっていた.

創の治癒状況をみると 172指中 146指が l次治癒を

営んでいる.創傷の程度からみると，クリ ーンカット，

切断および皮膚と鍵例の治癒率が 90% と良く，骨の関

係している皮膚と骨の例は 72% と悪かった.治療法別

にみると，縫合例が 91% と良く， 断端形成例が 75%

と悪かった.

治療期間を治療法からみると ， 4ヵ月以内に終了した

のは 132指 7796で， 1年以上を要したのは 13指もあ

った.1年以上を要した原因を再建手術の面からみると，

鍵手術および皮膚移植が大半を占め，数回に及ぶ手術が

行なわれているので治療期聞を長くしていると考えられ

る.

就業までの期間をみると，4ヵ月以内は 97例， 74 % 

で，切断およびクリーンカット例が中でも早かった.治
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表1. 損傷部位および程度とその原因.

一----左右別 | 程度 -------1 
1. 皮崩

a. クリ ーンカッ ト

b. 挫滅

c.剥皮

2. 皮膚+鍵

3. 皮膚+骨

4. 皮膚+神経

5. 皮膚+骨+神経

6. 皮膚+骨+腿

7.切 断

8. その他

演般

数

6. 

39 

25 

22 

17 

9 

8 

6 

~竺1 例

重量物落下

盤

ス

ス

フ

7. 電動モ ー ター

ノレ

レ

ん

7 

イ

'ペE

プ

ガ

3.せ

V 

ナ

1. 

2. 

4. 

5. 

8 

計 134 

山
山イの8. そ

172 73 99 計

可一不

績

「

|

成

一

の

一
一円

l
-
uv
一

診

「

|

検

一良

接
一

直

「

|
優ιょ:_:_I

1・皮膚 | 
a. クリーンカント 3 4 2 
b. 挫 滅 13 6 l 1 3 
c. 朝j 皮

I 1~ I 
l 2 2 

2. 皮膚+腿 8 8 2 2 5 2 
3. 皮膚+骨 6 11 3 4 2 
4. 皮膚+神経 3 2 2 
5.皮膚+骨+神経 l I l 
6. 皮膚+骨+鍵 2 l I l 
7. 切 断 2 I 20 4 2 1 
8. その 他 2 2 I 1 l 

表 2.創傷の程度と治療成績.

アンケートの成績 l 

優 | 良 | 可 |不可 l

15以上
11-14 
6-10 
5以下

10以上
7-9以上
3-6以上
2以下
1100

_ 900
以上

1400-114。
1700-141。
1800-171。

普通
軽度障害
中等度障害
強度障害
普通
や b 弱い
弱い
ほとんど障害
14 -15以上
11-13 
8-10 
7以下

(直接検診例)

( 3 占

1. Pick叩(開眼)15秒間li2
10 占

r 3点
J 2占

2. Pick up (閉限)15秒間 iIK
lO )点

11点
2点、
1点
。点

11点
2点
l点。占

Il点2点
l点。占

(優良
可
不可
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敏
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ぶ
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し
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~
~
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ケ

3
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1
3
2
1
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2
1
3
2
1
3
2
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-
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今」。カカに先包
日
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25 

評価判定基準

10 10 54 31 45 計

み

jt 

1. 1商

感2. 

3. 運動性 (母指以下)

4. 指の長さ

4. 運動性(母指)5. 1旨の形

5. Power grip 

定判価評

6. 治療に満足か

定判価評
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表 3. 治療法別の治療成絞(アンケー卜の成績， 直接検診例の成績).

~ 判定 | 優 | 良 | 可 | 不可 | 計 | 優 | 良 ( 可 | 不可 | 計治療法 --ー~一一 "'" 1 .1-'C ~J I '1' ~J I '" I ，<!>: I .l'< ~J I '1' ~J I 

創処置(包交) 8 2 3 l 14 2 2 l 5 

縫 メι-入4 32 19 15 2 68 6 15 5 26 

断 端 形成 2 4 20 26 2 3 2 2 9 

皮膚 全居中間庖 I 3 5 l 10 3 2 5 

移植 |有 茎 l 10 11 2 l l 4 

そ の イ也 2 2 l 5 l l 

計
《

H
V

'
E
A
 

d
d
 

。，白nu
 

l
 

an宅
内
ぺ

υl
 

aq 

a
u
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5
 

'
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ηa 

戸
、
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a斗・ 50 

療法別にみると，縫合，断端形成および創包交例の大部

分が4ヵ月以内であるが，植皮例はおくれていた.

アンケー卜 による患者自身の回答は，痛みのない指 69

%，感覚が普通は指 38%，力が十分にはいる指 50%，

指の長さが普通なもの 55%，形が普通な指 40%および

治療に満足していると答えたものは 45% であった.図

2のごとき判定基準により，これを評価すると，クリ ー

ンカット例が良い成績を示したが，切断例には優はなか

った.治療法別にみる と包交および縫合例が良い結果を

示しているが，断端形成および植皮例の成績が良くなか

った.これを個々にみると， 指の長さおよび形が満足で

ないと回答したものがほとんどで，力が十分にはいらな

いというものは 755百 もあり，これが満足な成績になら

なかった原因と考えられる.植皮例は感覚の点で不満を

ょせるものが多く，全般的に成績が良くなかった(図

2， 3). 

直接検診 50例を我々の判定基準にしたがって評価す

ると， pick upが不自由であり， power gnpは害lりと不

便はないようであった.意IJ傷の程度からは切断例が悪く

クリ ーンカットが良い成績を示していた.治療法別にみ

ると，植皮例には優がなく，包交および縫合例には不可

がなかった. これは植皮例の大部分が切断，それも複数

指の切断を伴っているためであった.

結語

我々は 134例， 172指の新鮮開放創の治療成績を検討

したが，包交および縫合例は自 ・他覚的にも成績が良か

った.植皮例は知覚の点で劣っていたが，そのうちでは

中間層および全層例が良いほうであった.断端形成例は

成績がパラついており切断部位が中枢へ向うほど成績が

悪くなっていた.

外傷の程度がある程度治療成績を左右するが，今後と

も症例ごとに慎重に適応を選んで成績の向上に努力をし

ていきたい.

25. 開放骨折を伴う手指挫滅創の治療の反省

大石昇平 山本 正 上 釜健市

下村正彦 岩瀬久雄 近江孝晃*

手指の開放骨折は，骨折の状態，損傷指の数，創の汚

染度および軟部組織の損傷の程度によ って治療方針が大

きく左右される.私たちは指基節骨 ・中節骨開放骨折の

治療において骨折治癒後の指の変形，指関節拘縮，鍵癒

着，液痕拘縮など種々の問題を残す症例を経験してい

ホ S.Oishi，T. Yamamoto， K. Uegama‘ M. Shimomura， H. 

Iwase， T.Ohomi:大阪労災病院整形外科(堺市長曽板).

る.この点か ら今回，私たちは昭 39年から昭 41年ま

での過去 3年間の手の外傷約 400例のうち，母指を除く

4指の基節骨，中節骨の開放骨折 45例について X線所

見，関節運動範囲などを参考として治療成績に対する検

討を行なった.この 45症例からは，初期治療において

指の再建手術の効果のないと判断されて切断した症例を

除外している.
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癒を認め， そのほか骨癒合不十分のもの近位指関節，

遠位指関節強直または中手指関節脱臼などを認める(表

2). 

題演般

ロ

g
g
nむ
の
日

h
い
h
H
U

本症例 45例のうち， 1指のみの損傷は 21例， 2指

または 2指以上のものは 24例である. 1指のみの開放

骨折は，示指の基節骨および中節骨に多くみられる.

本症例を受傷後直ちに来院した新鮮例と，すでにいわ

ゆる goldenperiodをすぎたものから骨折が治癒してか

ら来院した症例の 2群に大別すると，新鮮例は 21例で

あり後者は 24例である.後者の約半数は，受傷後 1-

2週間以内に来院したものであり，次いで受傷後 2-3ヵ

月のものが多い. 新鮮例の 21症例のうち，鍵断裂を

伴ったもの 8例，指血管神経束断裂 4例の合併をみる.

他医において初回治療を受けたもの，または，いわゆる

golden periodをすぎたものから骨折治癒したものまで

の症例(新鮮例以外の症例)の初診時所見は，創の感染，

骨髄炎，皮膚欠損による骨面の露出， t旨壊死，関節運動

障害，指の変形などが認められる(表 1). これら症例 rl'節il1ω 0 
1必J;III節lドげ'f什「

~I' 21 表1. 手指基節骨，中節骨開放骨折の新鮮例

以外の初診時所見.

2指以上の損傷の障害の評価は，損傷時の数，損傷の

程度，手の総合機能との関連など問題が複雑多岐になり

現在の私たちの資料では不十分である.こ のため， 1指

のみの損傷 21症例のうち治癒時の手指運動範囲の明ら

かなもの 13例について健側と比較した. 13例のほとん

どの症例に中手指関節，近位・遠位指関節のいずれかに

運動障害が認められ.このうち，約 2/3に近位・遠位指

関節のいずれか 1つまたは両関節の著明な運動障害がみ

られ， 5例は近位・遠位指関節の 1つまたは両関節の強

直である.5例には中手指関節の中等度の運動障、害がみ

られた.

Slocumらは指の切断を比較的積極的に行なっている.

私たちの新鮮例以外の症例のなかには彼らによれば当然

切断の適用を受けるものが数例含まれている.これら症

例は未婚の女性であったり患者および近親者のたっての

希望のため美容上残したものである.そのため，指関節

の高度の運動障害または強直を残した症例が多くなって

いる.前述のごとく大部分の症例に運動障害となんらか

の変形を残している.これに指神経，血管，鍵の損傷を

加えると指の障害はさらに増すことになる.

以上のことから，手指骨の開放骨折を伴う挫滅創の初

期治療においては，手の総合機能のうえからの患僧の機

能回復の見込みを早期に判断せねばならない・この判断

の際に Slocumらのいう外傷における指切断の適用を多

考にしてよいと考える.

今後私たちは，症例を重ねて母指以外の 1指の開放骨

図 1. 1指損傷例の開放骨折部位別.
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指骨骨髄炎(化膿性指関節炎を含む)

創感染

指骨露出

指の変形

借関節運動隊害

指壊死

表 2. 手指基節骨，中節骨開放骨折の終診時の

X線像所見.
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骨-節基

変形治癒

遷延治癒
P.I.P.， D.I.P.関節強直
(1関節または 2関節)

亜脱臼，脱臼 3 (M.P.) 

のうち 4例に患指の切断を行なっている. 2例は来院時

すでに患指が壊死に陥っていたためであり，他の 2例は

骨髄炎および関節炎を合併し指の再建手術が困難と判断

されたものである・残りの 20症例のうち骨悩炎，皮膚

欠損を伴うものは，腐骨切除，病巣掻腿および中間層遊

離または有茎皮膚移植を行なって可及的早期に創の治癒

をはかるとともに十分な固定を行なう.骨癒合をみない

ものには骨接合または骨移植を行なっている.新鮮例以

外のこれら症例の治療期聞は，本院来院までの治療期聞

をも含めて，最低 4ヵ月，長長 ]年におよび平均約 7ヵ

月となっている.

全症例 45例の終診時のX線像では，約半数に変形治



回答 下村

1) 開放骨折の治癒後の障害の原因については軟部組

織の状態，損傷程度が大きな問題と考える.

2) 多くは遊離植皮している. まずこの方法で早期の

創の治癒をはかり，場合により有茎植皮をのちに行なっ

ている.

11月1969年科タト形整巻 20・号 141412 

折についての切断の適用を明らかにしたいと考える.

質問 赤堀(岡山川崎病院整形)

1) このような損傷で障害の主因は皮膚か骨折か ?

2) もし有茎皮膚移植を必要とする場合は 1次的に行

なうか 2次的に行なうか ?

初期治療の問題点指背挫創.26. 

m背挫創の治療は指屈側のそれに比べて比較的等閑視

されているように恩われる.しかし実際指背挫創を取り

扱っていると，皮膚閉鎖をはじめとして指背鍵膜，指間

関節損傷などに対する処置，また爪変形や指背が露出但IJ

であるための美容上の問題など，治療方針や予後につい

ての認識や評価もきわめてあいまいであり，改めてその

初期治療に問題点の多いことが痛感される.私たちは過

去3年間に経験した約 400例の予後成績から，ひるがえ

って初期治療の段階で，指背挫創のそれぞれをどのよう

に認識し， どのように治療しているのが望ましいか，検

討，反省してみたいと思う.

症例の概略

386例中正確な予後調査を行なうことができたものは

310例 572指である.左が多く， 2指以上の multiple

injuryが 105例， 34%を占めている.なおこの中には指

掌側にも共通した岩IJをもっ 84例を合ゐでいる.

予後調査成績の大要

損傷レベルと予後:指背を図 1のように area 1， ll， 

Eに分けて各指の関節可動障害を指標とし，成績を検討

した.

a) Area 1の損傷 261指中 P.I. P.関節の伸展障害

をきたしたものが 60% 近くあり直接手の機能上問題と

なる障害が 25% あった.一方屈曲障害をきたしたもの

はさらに多く 70% 近くで約 30% が中等度以上の障害

を呈していた.

爪の変形は 81指にみられた.Matrix，爪床どちらも

爪変形の要因となり得る.両方とも損傷があれば全例変

形をきたしたが，どちらか一方の損傷で変形を呈しなか

吉津孝衛*

った例も 11指あった.爪を含む輪切り切断は変形をき

たしたものときたさないものとあった.

b) Areall 損傷 180指中 P.I. P.関節の伸展はほ Y

半数が障害されていた.特記すべきことは実際手の機能

障害を訴える屈曲制限が 63%にみられたことである.

また D.I. P.， M. P.関節の運動障害まできたしたのがあ

り，特に前者の屈曲制限が目立った.まったく運動障害

のないものは 15指， 8.3% にすぎなかった.

c) Ar回皿損傷 131指中 M.P.関節運動障害を認め

たものは比較的少なく ，まったく障害のないものが半数

以上を占めていた.

菊池怯一郎肇伊藤諸橋政樹
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損傷組織と予後(表 1):a)皮膚のみの損傷 202指

のうち 67% は運動障害がない.障宮のあるものについ

ては治療の項で述べる.

b) 指背腕!膜損傷 158指のうち中等度以上の運動障害

をのこしたものが伸展，屈曲とも約半数を占め，運動障

害を認めないものは 30指， 18%にすぎない.また伸展

が良いのにか hわらず屈曲の悪いもの 15指， その逆は

18指であった.

図1. 損傷レベノレと予後.

鶴岡市• M. Morohashi， J-J.lto， S. Kikuchi， K. Yoshizu: 

立荘内病院 整形外科 (鶴岡市馬場町).
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エ員十 空 白 障害なし 考

皮膚のみ 202 | 135 
I (66.8%) 1-1--1特に 開なし

23 52% (伸:良 53(23+30) 

f旨背腿膜 158 30 60←→ 22 屈:障害 (中， 重) 15 (28%) 

(19;百)
屈 30 62% (屈:良 60(30は 0)

75 ~ー~ 23 伸 :障害 (中， 重) 18 (30%) 

10 16.79百
6←→ 0 

1. P. J.開放脱臼 36 
(44.4%) 

6 22.29百
7 ~一歩 l

伸 3 81% 

開放脱臼+骨 折 l 
14 ~一歩 3

49 (21) 
86% 

49指中 28指は切断

2 
13 ~一歩 5

c) 1. P.関節開放脱臼 36指の半数は運動障害をきた d) 指背腿膜損傷 158指中その修復を行なったものは

さなかった.実際問題となる障害は伸展，屈曲ともに 20 59指である. 99指は修復不能または修復を行なわなか

%前後であった.ところが骨折を伴った脱自になると予 った.この中には皮膚の処置と固定だけで運動障害なく

後はきわめて悪し 21指中の 80-909百が伸展，屈曲の 治癒した 13指がある.1次修復 35指のうち機能上まず

いずれかの障害をきたしていた. 支障のないものは 34% にすぎず， 2次修復 24指中の

d) 開放骨折 217指の 60%前後に運動障害を認めた7l%K比して著しく成績が劣っている.これは areaし

そのうちの約 80%が areanの骨折であった.障害のな n， mで比較しても前 2者の聞には損傷レベルによる有

いものは 14% にすぎない. 意の差はなく 1次修復が悪いが， area mの成績は l次，

治療法と予後(表 2): a)皮膚閉鎖の問題.1次縫合 2次とも良好で，高度の損傷でも M.P.関節自身に損傷

271指中運動障害をきたしたものは約 20% で，そのう がなければ腿移植による再建手術で良い結果を得た例も

ちの約 60;;百が縫合部の緊張や化股が原因とみなされる. ある.

切断 138指はその断端に植皮を行なった 86指を含む. 考察ならびに結語

約 30-40% に中等度の運動障害を認めたが切断レベル 1) 比較的等協視されていた指背挫創の予後をみると

や外傷の状況も関係していると恩われる.なお化膿 9指 個々の指の成績は決してよいものでなく，また手全体の

あとで手術を必要とした断端神経腫 38指があった. 機能が障害されているのが思ったより多くみ られた.中

b) 遊離植皮で創を閉鎖した 180指中，降害をきたし でも指背の挫創でありながら指屈曲障害がむしろ重要な

たものは仲屈ともに 16-17% でそのうちの 30% は植 問題となっていることは注目しなければならない.

皮片の癒着などが原因であった 2) 損傷部位でみると areanが最も運動機能の障害

c) 有柄植皮 67指中， 胸壁有柄 26指の約 70% は されるところで，紅白 E が他の 2者に比してはるかに

運動制限をきたしている.これは創そのものが重度であ 好結果を得ている.

ったことも考慮しなければならない.一方指背への有柄 3) 損傷組織でみると骨折を伴う 1.P.関節損傷が最

植皮は脂肪層が厚く ，美容上好もしいものでないうえ， も多く，その 80% 以上が重大な機能障害をのこしてい

化膿したもの 8指，そのため結局切断したもの 6指と， た.

問題が多 しこれらの例は最初からむしろ切断すべきで 4) 以上の結果からまた治療法の成績から，最も望ま

あったのかもしれない.一方局所有柄弁を用いたものは しい治療の方針としては，皮膚閉鎖にはできるだけ局所

41指であり，運動障害のみられた約 45%のほと んどは 有柄弁を，指骨骨折には 1次的に整復，内固定を，指背

腿膜や関節の損傷が原因とみなされた. 鍵膜損傷には一定時期をおいて 2次的修復術をというの
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表 2. 治療法と予後 (皮膚閉鎖法，指背挺朕処置法).

障害な し |障害軽度 | 中 等度重度 備考:運動障害の主因

イ申 30 
次縫合 166 
271 (61%) 

屈 38 

イ申 21 
108 

180 (60%) 
28 

膚
{申 6 

有 柄植皮胸壁 l 
26 (4%) 

7 

伸 11 
局 所 9 

41 (28%) 
屈 13 

{申 6 
l 次修復 6 

35 (17%) 

t旨 屈 6 

背
伸 6 

髄 2 次修復 10 
(42%) 24 

朕 屈 7 

イ彦 復
13 

非 (M F:5) 99 D.I.P.:8 

が妥当ではなかろうかと思う.

5) 重要組織が表面近くに重なり，軟部組織が少ない

指背では損傷時の状況自体が，すでにその指，ひいては

手全体の機能の予後を方向づけてしまうような場合が多

い.個々の組織自身の修復に努力すべきであることはも

ちろんだが，胸壁有柄弁の失敗例などからも示唆される

ように，その指や手がたどってゆくであろう最終的予後

を外傷の時点で，できるだけ正確に把握，判断し，いた

ずらに個々の組織の修復にだけ目を向けることなし残

すべきは残し，切断すべきは切断し，手の全体としての

機能を改善修復するということに初期治療の目標と手段

をおくべきであろう.

追加・質問 栗村(東大整形)

新鮮症例で近位指関節背側重度損傷の症例に遭遇し，

19% 
46←→ 7 

縫合皮膚の綴痕 62 (59%) 
22% 

46 <(-ー→ 15

15.5% 
14←→ 14 

植皮片の緊張搬痕 22 (30%) 
175包

21←→ 11 

735百
14←一歩 5

化膿 8(31%) 

69% 他は骨折，挫滅

13←→ 5 

2296 
5←→ 4 有柄皮弁搬痕 2

267百
他は骨折，指背鍵膜殺痕

8 <(-一歩 4

63% 
14 <(-一歩 8

綴痕

66% 
13モー→ 10

12.5% 
3 モー→ 0

70.85百
7←→ 0 

(綴痕による自然癒合も十分考え
られるので， 1次修復を急ぐこ
とはない)

治療に迷った症例があるので追加し，演説上あまりふれ

なかった術後の固定肢位，後療法についてのご見解をう

か Yいたい.

症例は 42才，男子.彫刻家.受傷後 30分以内に来

院，右手中指，環指背側の電気カンナによる剥離挫創，

右環指，近位指関節部は指骨も剥離骨折している.ため

に環指には，左胸部より有茎植皮，中指は剥離皮膚を寄

せたうえ中間層植皮，腿には手を加えず術後 3週で有茎

植皮を切り離した.当時伸展障害より屈曲障害が強く ，

後療法の際どちらに重点をおくべきか迷った.幸いにし

て現在現業に復しておられるが， まだ 2 ~ 30。の運動域

減がある.

回答 諸繍

1) P.I.P.背側は，できるだけ localrotaioJ1 Aapを

用いたい.
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2) 3-5と尺側へゆくに従って屈曲障害がこないよ

うに重点をおきたい(示指は伸展のほうがむしろ障害の

こないようにしたい). 

3) 固定肢位は intrinsic(+)肢位，すなわち M.P.

屈曲， 1. P. {申展としている.

発言 田島(新大整形)

P. 1. P.関節レベルを中心とする指背開放創の治療方

針について，私たちは以下のように比較的簡単に考えて

いる.

1) 創閉鎖方法は手の外科ないし形成外科の原則にも

とづいて適当なものを選んで行なう.

2) 大切なことは splintないし，ごく細い K-wireで

P.1.P.関節を創が完全に閉鎖するまで伸展位に保つ.

これはボタン穴変形その他の 2次的変形を避けるためで

ある.

3) X線で P.I.P.関節面がよく温存されている限り

capsulotomyや freetendon graft， tendon transfer. etcに

よる指背膝膜機能の代償手術を行なうことができる.

27. 多数指基部切断・離断例の予後調査

山崎誠 平川寛 山田文男

小 林一平

隠院以来 3指以上を基部で失なって手術を行なった症

例は 29例であるが，今回 18例について予後調査を行

なったので報告する.

症例は 18例，20手で受傷後 I年以上を経過したもの

が大部分を占め，最長 9年 6ヵ月であった(表 1)・ こ

れらについて断端の知覚，残存指の運動性，日常生活動

作など手全体の機能を中心に調査した.調査項目は表 2

のごとくである.次に代表的症例を示す.

症例 2.プレスにて両側切断例で，左環指，小指の受

傷後 3ヵ月自に右手母指の末節，示 ・中・環指を中手骨

骨頭部で切断した.受傷後 1年の現在右手は母指と小指

により指掌つまみ ・にぎり動作とも可能で知覚，立体覚

とも正常で，食事は右手で箸を使用し，書字，ボタン掛

等も可能で ADLテストは予想外に良好であった.この

症例は母指の末節部の切断のため小指との対立運動が

でき，また断端知覚が良いため機能的には良く ，受傷後

5ヵ月で復職し事務員として働いている.

症例 5.プレスで右手示指基節骨中央，中・環・小指

は基節骨基部を 5mm残して切断されている. 日常生活

では右手で箸が使えないこと以外はほとんど不自由はな

い.特に本例は退院時には屈曲できなかった中 ・環・ 小

指の M.P.関節が受傷後 5ヵ月で屈曲が可能となり，基

節部の鈎動作もでぎて，鉄棒にぶらさがること， 7kgの

鉄亜鈴を下げるとともできる.このようにきわめてわず

* M. Yamazaki， H. Hirakawa， F. Yamada， I. Kobayashi， 

H. Shimoonoda:中国労災病院整形外科 (呉市広町).

下小野田藤夫*

かな基節骨が残ったことにより鈎動作ができ，母指と示

指の指掌，指側つまみ，にぎり動作ももちろん可能であ

り，受傷後 6ヵ月でフォークリフ トの運転手として働い

ている.

症例 10. ローJレに巻込まれ，右母指は基節骨中央で

示指から小指は基節骨を 1c皿 残して切断され，同時に

皮膚は degloveされていた.同部に遊離植皮を行ない，

次いで指間形成をした. しかし植皮した部分は搬痕化し

て， M.P.関節は 140。位に屈曲拘絡を起こした失敗例で

ある.表面知覚は認められるが疲痕のため傷つきやすく

常に装飾用義手を使用している. 利手交換が十分で食

事，書字はすべて左手で行なっている.本症例は初療時

の皮膚移植に問題があると恩われる.

症例 12. プレスで左手示指の基節骨を 1cm残し，

他の 3指は M.P.関節で離断されている.本例は母指と

示指の指掌，指側つまみはできるが，にぎり動作，鈎動

作は不能である. しかし図 1のような仮義手をギプスで

作ると，にぎり・つまみ・鈎動作も容易にできるように

なり，装用前にはできなかった 6kgの鉄亜鈴の保持，

バケツの保持ができ，右手であれば金槌の使用，ぺンの

保持も完全にできた.

症例 15. プレスで左母指と小指は M.P.関節で離断

され示 ・中指は中手骨中枢 1/3で，環t旨は中手骨基部で

切断された.手関節機能は残っていたので断端にマッフ

法を行なった.現在は twodigit handのごとくなって

いる.スコップの使用は可能で農業に従事している.
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表1.

つまみ にぎり

環・小指
i辛指 fお指

:手乍

l1J:指 :小指
母・小指

手~;主

母・小指
母指 :小指 :王子掌

f正指 :示指 母 ・示 ・ノj、指

母指:ノj、指 :手掌

母桁:示指 f辛示・中.f;1・小指
:千ー掌

l1J:指 :力'，t行
困雛

側I(li

FH骨:示指 母-示・中 .J;1.小指

:手掌

tl2年 7カ月| qaAf協mddl l!tJ行:ポJ行 R}.示.rl'・小指
8 問。 48 {ftljllli 

I:}指ノl、指
:手<il:、QM関ia釧.d 11J:-trr: d、J行 ~:上 ・ 示・小指

前ο21 古 4ヵ)j 側面
:子乍

RH旨:小指

⑬ 合 3-'1' 3ヵ月 q物1 !J:指:~ミ指
不能

11!IJflii 

11 111 24 tl6 "三 3ヵ月 ~、w、ν…長湿tZJEY1Umnj t 

l:}f行 ・4ミ指
母指:三子?・

mlj而

⑫ hk 31 2 
5カ月 l的 母指:示指 母指・残示f行

{ftIJI(tj .手.，(:

不能

古 1 iJ'.3ヵ月物晴吻熊勿a芳s 13 11ハ 45 装l-!..にて 不能

可能

14 川O 65 合 9if 6ヵ月場動 不能 H 

⑬ 的。 55 

含2年 4ヵ}的…ウ援刃護叫劉すa有企時3

/1 

" 

|山iT'と残存せ 母・/J、指16 友O 41 ♀ 3ヵ月
る l晋指 ・ jl~指 :手守:

17 7江戸 22 ♀ 1年10ヵ月瞳タ 小指:f号折1j(
母指 1，~節

小指

⑬ 早0 21 古 1年 5ヵ月 締 不能 不能

O~[lは代表4恒例

1969年 11月

f，'J.'I，IJ作 断端知賞; 断端皮l哲

J;'l'小指 正常 縫介のみ

小指 11 11 

小 指 11 11 

/J ~ ・小指 11 " 

示 .'1'・f;1. 
11 " 小指

不能 1/ 11 

示 .'1'・

環 ・小t旨 " 
11 

ノJミ・'1'・小指 /1 11 

示J行・小指 /1 
刀; f廿

ク /7ドハ yトi-1;

不能 表1M知覚
遊自HIIi.皮
再t証Hヒ

11 " マッ 7法

残ボJ行 JE 常 手迂f干のみ

不能 表I街知ri't マッフ法

11 11 マ ッフ法

11 正常 縫合のみ

1，:正常
布手:7 '/ 7法

残ぷ桁 先手一部 :遊離
イ7表而知11L

植皮

ノj、指 正常 7 ッ7法

不能 表面知覧;
手部:マッ 7法

前腕部 :遊離粗皮
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表 2. 調査項目.

受傷年月日

仕事開始年月日

仕事の内容 1. 受傷時

日常生活

臨床所見

2.現在の仕事

3.作業用義手の必要性

食事の方法 }

書字の状態 }等 ADLテス ト
ボタン掛 j 

1. 断端部の皮膚の状態 杭皮の有無

2. 断端部の知覚

3.迎iJi.IJ性

植皮の方法

硬さ，移動性

表商知覚の有無

温冷:r;;の有無

二点識別可否

立体党の有無

1)切断指残存部の運動性

2)残存健康指の運動性

3) carpal archの変化

4)つまみ動作 a. 指尖つまみ

b. 指側面 H 

c.指 掌 H

d. 3指掌 H 

5) にぎり動作 a. 円鳩にぎり

b.球 H

c.平仮 H 

6)鈎動作 I末指節鈎動作

E中

班基

4)， 5)， 6)浜崎氏による (1962)

症例 18. 機械に巻き込まれ，皮膚は前腕末梢 1/3で

剥離し母指は大多角骨で粉砕され，示指から小指は中手

骨骨頭で開放骨折し，指への血流はまったくみられなか

ったため，第 2-5中手骨を残し，前腕部は遊離植皮，

手部はマッフ法を行なった. 本例は手関節離断が考えら

れたが手関節の運動性を温存できると考え，これを残し

た.現在表面知覚とわずかに温度覚が認められ，患手を

補助手として旋盤工として働いている.

以上 18例の予後調査では当然のととながら指骨が少

しでも長く残されているもの，また断端の皮膚は柔軟で

移動性のあるものほど良い成績であった.このことは初

図1.

療時の処置が大切で，<ッフ法，クック ドハッ ト法など

あらゆる手術法の利点を十分に利用するととが予後の機

能， 2次的再建手術を行なうにも重要である.断端部に

マッフ法を行なった 6例は全例とも表面知覚を認めたが

二点識別，立体覚は認められなかった.表面知党の発現

は早いもので 1ヵ月，遅いもので2年を要し，皮下脂肪

は次第に退縮し局所に適合してくる.患手の残存機能の

回復は受傷後4ヵ月から l年を要している. したがって

2次的再建手術は断端の状態，残存指や中手骨の動きを

良く見たうえで行なうべきである.

高沢が指摘しているように残存指の運動性の拡大，

carpal archの泊加など代償能力によって手指の機能が補

なわれるであろうが，今回の調査で正常運動範囲を越す

代償機姥の獲得例はあまりみられなかった.したがって

これを補う手段として中手骨切除， t臼r悶a肌I1sve町rs臼e1μ19ame白n

の切除などの手術は意義がある. しかし 2次的再建手術

の中にはむしろ美容的には相反する結果を招く場合もあ

り適応には慎重を要する.義手の使用状況をみると断端

保護のために使用している 1例と美容上ときどき使用し

ている l例の 2例以外はまったく使用していなかった.

しかし義手は受傷後の一時的な精神面の愛護としての窓

義があり必ずしも否定できない.患者の回復意欲は日常

生活動作の向上につながることはいまさ らいうまでもな

いが，損傷の程度が同じような症例でも予後に著しい差

があることから患者をいかに指導するかが大切である

ことを痛感した.



1418 

28. Finger-tip injuryとその予後

佐藤整赤堀 治*

Finger-tip injuryはきわめて多発する外傷でありなが

ら従来ともすれば minorinjuryとして取り扱われ各

種の障害を残すことが少なくない.

我々は昭 41年より 3ヵ年聞に当院整形外科において

治療し，術後 6ヵ月以上を経過した finger-tipinjury患

者 293名， 402指の調査を行ない，今回は直接検診でき

た115名， 173指について述べる.対象は指末節に開放

性損傷を受けた症例で，単なる創縫合閉鎖を除く断端 l

次縫合ないし各種植皮術により処置されている症例であ

る.この 115例では性別には 2:9で男に多く，年令は

20-40才で全体の 52%を占める.損傷指の分布をみる

と，示指に最も多く，続いて環指，中指，母指，小指の

l買になっている. 1本の指の損傷は 65%で， 残 り は

multiple injuryであった・傷害発生の原因をみると，カ

ッター，鋼材の間， ローラー，ベノレト，電気鋸，カンナ

の順でこれらが全体の 605￥を占めている.指尖部の皮

膚処置は断端 1次縫合 122例，遊離植皮 36例，有茎植

皮 15例であり，骨処置をみると骨短縮をみるもの 83

例，骨短縮なく獲復せるもの 44例，残り 46~J は骨に

異常をみなかった.

Finger-tip injuryの機能的予後から，各指別治療法に

ついて検討すると，母指については母指泌症例の使用

状態をみると，短縮のため使えない 1例をのぞいて他は

すべて使っているが，障害あるも止むを得ず使っている

症例が 14~J 54%にも達している.そのうえ全例とも

表1. 母指を十分使えない致命的原因.

母指損傷 26例中，障害の強い 15例について.

コトJE十日 |断削 |知党 |短縮
使用度 ....__....__~ I障害 II:lJPITUJffl I異常|

l 使用不能 ioI 0 I 0 1 1 

2. 障害強いが止 1 1 1 1 1 3 1 
むを得ず使用 | . I ‘ I V I 

3. 障害あるがな 1 1 1 0 I 2 1 
んとか使用 | ‘ I I ー | 

計 15 例 1-2 1-1 1_5 1_ 7_ 

事 H.Sato，O.Akabori:岡山川崎病院整形外科(岡山市西中

山下).

3割以上の能率低下を訴えており， 仕事を変えた人は

50%に及んでいる.母指使用時高度の障害のある 15症

例について，その致命的原因をみると指長短縮，知覚異

常であった(表 1). また皮膚処置および骨処置と使用

度の関係をみると，知覚回復の悪い皮膚ほど，また短縮

が強くなるほど使用度は低下することがわかる.したが

って母指損傷ではできるだけ指の短縮を避けることが肝

要で，したがって骨露出例ではそれ以上の骨短縮を避

け， advance法とか有茎植皮に neurovascularflap法を

加えるなどにより，知党のある長い指を残すととが望ま

しいと恩われる.

表 2. Pinchの際の示指の使用状態

示指損傷 45例について.

1. まったく使用せず

2. ほとんど使用せず

anτ 
内

4υ

、』E
l》
g
E
E
E

，

a

a

-

A

H

U

 

'EA

nァ
“

(76%) 

3. 使用する

計

11 (24%) 

(100%) 45 例

註目1.2. 症例(不使用例)は主に母指←→中指閲ないし健

側で pinchを行なっている.

示指について使用状態をみると表 2のごとく 76%は

実際に示指を用いず， pinchはすべて母指と中指の聞な

いし健側によって行なわれている.また残り 24%の示

指再使用例でもなんらかの障害を残しており，その原因

は断端痛，知党および運動障害で短縮が主因となるもの

は少ない. したがって従来示指損傷では，長さの温存が

強調されてきたが，我々の調査では示指は実際には伎わ

れず， pinchは母指と中指閉または健側でほとんど支障

なく代用されているので，示指損傷では第 lに，他指に

よる pinchに邪魔にならぬように取り扱かわれるべき

で，複雑で長期にわたる処置は避け必要に応じ十分骨短

縮を行ない，弾性に富む良好な皮膚による断端 l次縫合

が最適と考える.

中指は pinch，gripの軸指として働くため，指尖損傷

からみるとさほど問題を訴えておらず，従来どおり断端

痛など障害を残さぬように処置されるべきであろう.

環・小指は“にぎり指，しめ指"といわれるように



gnp 時の不安定感の自覚的評価と骨短縮の関係をみる

と，短縮が強いほど不安定性の増大をみる.Pinch計を

用いて指尖把持力と指長の短縮の関係(表 3)， および

指尖把持力と不安定性の関係をしらべると，短縮が強〈

なるほど指尖把持カが低下し，指尖把持力が低下するほ

ど不安定性が増大する明らかな相関関係がみられる.し

たがって環 ・小指の長も主要な機能である gnp力の低

下を最少限にするには，骨短縮を避けるととがもっとも

望ましく，そのためには advance法， cross-finger法が

選ばれるべきと考える.

Finger-tip injuryの処置はまず実用性のある指を得る

ことが大切であるが，さらに各指が手全体としての機能

を十分発揮しうるように処置されるという観点から，各

指別治療法の原則について検討を加えた.今後さらに長

期の予後調査を行なうつもりである.
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表 3. 小 ・環指について Pinch-meterによる

指尖把持カと指長の短縮の関係.

イ

ロ

ホ

• 1名

Dist. ~-= 

Prox.お

イ ロ ，、 ホ

% ••• •••• • 
100 ••• 

正 ... •• 
常 ... •• ••• 
の 80 •• 何

.... 
•••• ••• •• • 

2→60 
... 

•• 力 ... • • •• • 
台ミ 40 
あ ... •• • •• 
る • • 
色、 20 

• • 。
計 66例 34 12 9 6 5 

grip の際重要な機能をはたしており，母 ・示指 に比べ

て軽視されるべきではない.事実環・小指の損傷例では，

その半数に指の短縮による障害を訴えている. そこで 質問，発言 :演題 29のあとに掲載.

Subcutaneous pedicle f1apsによる白ngertipの再建術29. 

学*

作図はそれぞれの症例における創や搬痕の大きさ，形，

部位によって工夫のいるところである.

図 1はその l例の作図と手技を示したもので，図 2，

3は同一例の術前，術後である.

Kuller法は指尖部切断創の両側にそれぞれ 1つの三角

働
山
〔
a

間
偶〕ハ

e

ゆ
b. 

丸石

z

織
山
ワ

富田満夫鳥越雄喜

Finger tipの切断創または液痕はわずかなものでも指

の機能に重要な障害となるため，理想的には指尖部の皮

膚と同質のもので， しかも知覚と外見をそこなわないよ

うに再建することが望ましい.

我々は fingertipの切断創，または綴痕に対して局所

の triangularflapsをそれに付着する subcutan回 ustissue 

を pedicleとして欠損部に移動させ， finger tipを再建

する方法を試み，好結果を得ることを知ったので報告す

る.

ととに fingertipの嬢痕を 2次的に再建する場合は，

新鮮な切断創の場合と多少異なる点があり， Kutler法に

対する考察とともにとの点についてもふれた.

手術手技と適応

手術手技は 日ngertlpの切断定IJ，または植皮痕，疲痕

を切除した創に対し隣接した健常皮膚に作図した三角皮

弁 subcutaneoustissueを pedicleとして欠損部に移動さ

せることにより創を閉鎖し自ngertipを再建するもので，

難波雄哉

1. 図

• T. Namba. Y. Torigoe， M. Tomita‘ M. Maruishi:長崎大

学整形外科.
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図 2.術 的.

図 3.術 後.

皮弁を作り 2つの皮弁を両個IJから切断定IJIC移動させる

方法で新鮮な切断創が適用となっている.

KlItler法は我々の経験から，切断創が比較的 cleanClIt 

で，かつ，小さい場合は十分その目的を達することがで

きるが，切断創の周囲に挫滅創があったり，創が大きか

ったり，創の形が不正形であるもの等では slIbclItaneolls

ped icle fla psの作図や安全性に問題があり，また受傷指

の局所的判断のみからは新鮮時に KlItler 法の適用とな

るようなものでも，同時に合併する他の部の嶺傷や，そ

の他救急時の諸条件によっては常に KlIllel法を施行し

得るとは限らない.

このような場合，創は一時的に薄い皮片の植皮によっ

て修復し， 2次的に指尖部の再建を考えたほうが得策と

考える.

指尖部の切断創が植皮によって閉鎖されたものに 2次

的に本法を適用する場合の利点は，上述のような理由で

新鮮時に本法を適用できなかった症例にも適用できる点

で，まず第 lに適用範閣の拡大をあげることができる.

ことに，切断創が大きかったり，不正形であるものも，

植皮片の収縮によって植皮痕は新鮮特の創よりもかなり

小さくなっているため，容易にこれを切除して，三角皮

弁で再建することが可能である.

また，植皮痕の形や大きさによっては，完全にこれを

切除することが困難な場合もあるが， このような例でも

周辺の健常部の状態と切除域とを考慮したうえで， j旨尖

部の機能にとって亙要な部分のみを三角皮弁で再建し，

一部は植皮のま〉残すこともあり，いわゆる部分的再建

の適用も生れてくる.

一方，このような 2次的再建術の欠点としては，

slIbclItaneolls ped icle flapsの可動性が新鮮時のものに比

較して十分でないことである.この理由としては，切断

部以外にも受傷時IC多少なりとも皮下組織の損傷があ

り， これが癒痕または癒着したため皮下組織の可動性伸

展性が制限されたこと，創の治自春、機転で植皮部の収縮に

ついて周囲の健常部が引き寄せられ，皮下組織がもっ本

来の可動性がかなり使いはたされていることの 2つが考

えられる.

いずれにしても 2次的に植皮痕を切除して sllbclIla-

neolls ped icle flapsを適用する場合はこのことを念頭l亡

作図することが必要で，皮下組織の可動性の有無は，作

図する部位の皮下組織の厚さや，ゆとりで術前に大略の

見当が可能である.皮下組織がうすくなったり，末節骨

が突出しているものでは，骨の一部を切除して sllbClIta-

neolls ped icle flapsの可動性と 白ngert.pの再建を容易

にするよう努める

Kutlerは彼の方法の適用限界を爪根部の残っている程

度の指尖部切断創としているが，爪を残した状態で指尖

部を再建するところに意味があるので，植皮痕に対する

2次的な subclIlaneollspedicle f1aps methodも，この意

味では同様である.もちろん，それより短くなった切断

端の形成に対しても本法は適用できるが， このような場

合は指節'月末端を切除し，指掌側を advancementflapと

すれば十分その日的を達することができるので，本法の

適用は例外的となる.

こ〉では subcutaneoustissueを pedicle とする t1ト

angular flapsによる指尖部の形成術について新鮮時にお

ける適応と植皮綴痕に対する適用との相異点について述

べたが，後者の場合は KlItler法の作図にとらわれるこ

となく 2コないし 3コの三角皮弁を症例に応じて作図し

かっこれに指尖部掌側における advancementflapを併用

すれば，本j法はt旨尖部の再建術としては知覚，外見，皮

膚の性状のいずれをも満足させる方法ということができ

る.



一般演題 1421 

質 問 三浦(名大分院整形) Subcutaneous ped icle flaps j法の知覚は 6ヵ月以上では

1) 新鮮例で爪の残存しない場合，縫合に困難を感ず かなり良くなる.Advance01ent flapでもある程度の知党

るが，その場合適当な方法はないか 異常がかなり残るものもある・ともかく本法は他の方法

2) 縫合部が多少 ¥'olarになるので示指の場合縫合部 に比べて知覚も良いし，特に外見がよいことは患者に満

の知覚異常は問題とならないか 足感を与えているようである

赤堀(岡山川崎病院整形) 発 言 田島(新大整形)

Subcutaneous f1ap法と advance 法の優劣について 1) 指の部分切断について， 労災患者などで clistal

我々は予後調査によって subculaneousf1ap法による指 pha1anx baseまたは O1icld1epha1anx base がそれぞれ

尖は aclvance法に比し 自brousで知覚の回復も不十分な D. I. P.， P. I. P.関節がまったく動かない状態で温存され

ので ad¥'ance法を使用している・ ていることがある.これは無意味で，ことに O1iclcllepha. 

回 答 難波 1anx が少しでもあると労災患者の場合障害等級が低く

三浦先生へ なるのでまことに気の毒であるこれらの指骨を除去し

1) 私は Kutler法の適用は新鮮時で小さな cleanCllt た状態で治癒とすべきであろうと考える・

に限って行なうが， ご質問の程度のものは，一時的に植 2) Subcutaneolls skin flap を私たちはそのような場

皮で修復し 2次的I'LslIbcutaneolls pecl icle f1aps法を 合に用いている・すなわち，指の比較的小さい開放創で

行なったほうがよいと考えている. 縫縮できそうだが創の中央部はや〉緊張がか h りすぎ両

2) 適応は切断レベノレが lnatrixの残っているものと 端で clogear ができる場合，その clogearを中央部に

されているが，少なくとも末節の運動が残っている程度 移動して皮膚を補填する.

の切断と考えている 佐藤(岡山川崎病院整形)

赤堀先生へ 示指使用例について術後期間との関係をみると 3ヵ

Aclvancementで卜分目的ではたせるものはもちろんそ 年経過するもなお再使用例は 20% にすぎず pinchには

れによる・我々の経験では母指の場合はほとんど aclvan. 種々の因子が加わっており，実際に損傷示指は使われて

cementで十分である. いない.

30. 指環損傷の 1例

永井陸悌 山崎莞二 高勇吉 荒木修身*

我々は指環損傷の l例を経験したので，若干の考察を

加えてこ hに報告する

症例. 23才，男性.公務員.全身的には特記すべ

き疾患はない

トラックより飛び降りた際，左第4指のリングがひっ

か』り，急激な牽引力が加わって proxima1finger crease 

より末梢約 1cm の全周にわたる皮膚および皮下組織の

断裂をきたした.

掌側は一部腿輸の断裂を認めたが，榛側および尺側の

国布指動脈の肉眼的断裂はなく，指骨の骨折も認めなか

った. Midd1e phalanx までは知覚麻庫， d ista1 pha1anx 

'" N.Nagai， G. Yamazaki， Y. Koh， O.Araki 鳥取県済生会

境港病院(境港市米川町).

は知覚鈍麻を呈した. Nelll'Ovascular e1ementの断裂はな

かったと思われる(図 1)

各断端をi清掃し，元に戻し，皮膚を粗に縫合し，血管

造影を行なった.断裂した部より約 1('01中枢側の所よ

り末梢には血行の杜絶を認めた(図 2).

経過

血行促進剤等投与し，経過観察するも 1週自にて断

裂部より末梢の壊死をきたしたので，再び血管造影を行

ない血行改善の状態を観察すると，動脈は断裂部まで回

復を認めたが，末梢への血行は認めなかった.

そこで nellrovascll1arelement を残し，壊死に陥った

皮膚および皮下組織を徐去し CIista1 pha1an x を関節を

含めて切除し，腹部に埋没し Muff式有茎皮膚移植を行
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図1. t旨)]'，'!損傷.全周に及ぶ皮膚および皮下組織の

断裂..:;<:側は一部腿鞘の断裂あり ，神経血管束の

肉眼的断裂は認めず.

図 2. 1i!J脈撮影.断裂した部より中枢側約 lcm

(矢印)より末梢の血行杜絶を認める.

なった.術後 2週自 で腹部より遊離した.次いで再び血

管造f~を行なったところ， 第 I 指関節の位置まで血行の

改善をみた.その後皮膚は順調に生着し，機能訓練に至

っている.

考察

指環損傷も単に皮膚のみの deglovingから軟部組織か

ら骨に及ぶものまであり，治療もその程度により異なる.

示指や母倍以外だと切断し， 2次的に中指骨の移動術を

加えたほうが良いというのが大方の意見であるが，Bun-

nellによると皮膚のみの cleglovingなら全周にわたって

いても元に戻 して縫合すると，長期間浮腫や腫践が残る

が治癒している， Griswold が 4例報告しているが，

neurovascuJar elementがー側でも残っていれば degloving

の部の皮膚のみ有茎皮膚移植すれば指は救われると述べ

ている.茨木らによるミドリザJレの実験でも早期に有茎

植皮にて好結果を得ている.我々の症例も早期植皮にて

救い得たかも知れないが，neurovascular elementが両側

とも残っていて壊死に至った原因を考えてみたい.

切除した distalphalanx および D.I.P. より少し中

枢仮IJの動脈を組織学的にみると，動脈の内陸は赤色血栓

で満たされ， ~童は弾力線維の断裂や，内皮細胞の不明瞭

等変性像を認め，皮下組織および骨にも血栓の充満を認

めるも，骨の大部分はなお壊死に至っていなかった(図

3). 急激な外力によって血管の楼滅等損傷と同時に血管

の spasm が起こり，血栓形成により末梢の血行がとま

図 3. j量死に陥った皮膚，皮下組織および骨.

著明な血桧を認める (1I.E.染色 x50). 

り 2次的に末梢の血栓が生じ壊死に至るものと恩われ

る.外力の程度により血栓形成の程度も異なると恩われ

肉眼的に血管の断裂がなくても末梢の壊死をきたし得る

と思う.現在末梢循環における微少循環に関しては神経



一般演題 1423 

支配はないと考えられているが，小血管における神経支

配およびその生理の解明が待たれる.

発言 茨木(新大整形)

昨年本学会で発表したように M.P. level以遠の de-

gloviog IOJury の場合，受傷から 1週経過すると有柄植

皮を施行しても D.l.P.以遠は救えないので skio が

oecrosisになってきたら早く pedicle grartを施行したほ

うが良いと考える.

31.母指内転筋拘縮に対する Littlerの菱形有茎皮弁法の経験

豊島泰 山野慶樹 笹岡正雄 弁上博夫

東晴彦 畠中正昭 久知良亨 森口富英*

手の機能障害の中で，母指の内転拘縮は手の機能に重

大な影響をもたらすために，その予防はきわめて大切で

ある. しかし深部の組織に損傷のある場合には，精力的

な予防にもか』わらず，この変形は進行する. また外傷

以外の奇形による母指の内転位は徒手矯正などの保存的

治療では十分な結果が得られない.

我々は外傷4例，先天奇形 2例，熱傷 1例の高度の母

指内転拘縮に対して， Littlerの菱形有茎皮弁法を行なっ

たので，その代表的た症例をあげて報告する.

症例 1. 動物園獣医でキリンの剖検中に誤って同僚の

メスによって，第 1中手間部で母指球部を深く切り ，筋，

腿，血管，神経の損傷を受けた.受傷後，前腕屈筋の化

膿性鍵翰炎を併発したものである. Spliotで予防したに

もか hわらず，母指の内転拘縮を起こした. これに対し

受傷後 6ヵ月で Littler の菱形皮弁法を用いて外転を計

った.手術所見では母指球筋，母指内転筋の疲痕化と長

母指屈筋， {中筋鍵断裂，長母指屈筋駐の癒着，血管，神

経の断裂を認め，広範囲に指間部での搬痕を切除した

この指間部の死肢を腹部からの脂肪組織をつけた皮弁で

掌背側を被った.術後 12ヵ月では組織の切除が多く指

間が深くなっているが，各指との piochは良好である.

症例 2.右手の第 3指列のみを欠く先天性裂手で，母

指の発育も慈く， pioch は不能であった. ~才のとき裂

手形成術と第 l中手間部の Z形成を行ない母指の外転を

試みたが，裂手部の示指，環指が再び開く傾向にあった.

4才のとき母指，示指閣を広げ， Littlerの菱形皮弁法を

行なうとともに裂手部を長掌筋鍵で再び引き寄せた.術

ホ Y.Toyoshima， Y. Yamano， M. Sasaoka， H.lnoue， H. 
Azuma， M. Halanalζa， T. Kuchira， T. Moriguchi:大阪

市立大学盤形外科.

後 10 ヵ月母指の外転は 55。で， pinch 可能となった.

症例 3. 右手の短併指症で，母指球部はかなり発達し

ていたが母指示指間隙はなく， pioch はまったく不可能

であった(図 1). 手術は第 1中手間腔の軟部組織を開

図1.

図 2.
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離して母指を 60。外転させ Lilllerの菱形皮弁で被っ

た その後， 2-5指の指間形成を追加した.術後 12ヵ

月では母指の外転 55
0
，対向は環指まで可能で，内転力

も相当強い(図 2).

考 察

手における母指の役割は重要であるが，その母備の最

も大切な機能である回内して他の 4指と対向するために

は，鞍状の第 1C.M.関節の動き，母指を支持する複雑

な 1川口nsicmuscle の働きによって，母1~を最大の外転

対向位にもたらし得る必要がある この場合母指示借問

の十分な皮膚の余裕が必要であり，横アーチを最大に拡

大するためにはこの部で 2.5-3cm以上の皮膚の余裕

をもたらす必要があるといわれている.このゆえに内転

拘縮は母指の機能の最も重大な障害で，これを起こす要

因については従来特別の注意が払われており，それに応

じた予防処置がなされている またその外科的処置につ

いては，原因およびその傷害の程度によっても，その対

策は異なるが，皮膚，軟部組織の拘縮が主因となってい

る場合が多<.これに対する対策がまず考えられるべき

であろう.

Z形成は単なるみずかき部の拘絡で，背側の皮膚に余

裕のある例では有用である. さらに拘縮の強い場合には

Brand i法， lslin法，回品の slidingflap 法が行なわれ

ており，症例によってはいずれもすぐれた方法である

我々の 7例はいずれも高度の内転拘縮で，掌背側皮膚

の絶対的不足および母街内転による第 l中手間膝の軟部

組織の拘縮があり，上記の方法で解決することは困難で

あった.か hる場合には有茎皮弁が用いられるが， ロ-

Jレ法では手術操作上難点があり， monopedicle f1ap を掌

側泊ミら背側に植えれば，皮弁が 2回折れ出るために血行

障害を起こすおそれがある.

Liltler法ではまず第 l中手部の掌指側で皮切し，諸家

と同様にできる限り intrinsicmuscleを保存しながら

癒痕組織を切除して第 l中手骨の拘縮を除き，外転スプ

リントを第 l，Z中手骨間に刺入する.次いで掌側およ

び背側に M.P.関節聞をむすぶ線を底辺とし，母指の内

外転軸を頂点とする三角形を智、定し， これを底辺で合わ

せた菱形を腹壁に作図，これに若干の茎部を加える.こ

の皮弁は胸腹壁静脈をふくむ必要があるので茎は頭側に

おき，尾側の菱形の尖端部がもちあげられる.皮弁の茎

は母指の綴背側からはいり，まず手背部三角形を被った

後，水かき部で 1回のみ折れて，子掌;側三角部を被うこ

とになるので，血行に関する心配は少ない(図 3).

c d. 

図 3.

以上， Lilllelの菱形有茎皮弁法は高度の母指内転拘縮

で軟部組織に強い癒痕化，掌背側両面に及ぶ植皮の必要

な例に用うべき有用な方法と考える.
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32. 外傷性母指列欠損に対する pollicizationの経験

室田景久 長尾悌夫 吉永栄男

佐藤隆久 今 村 恵 高浜晶彦*

手の機能を再建するうえにおいて pollicizationは安全 おり，手関節は 25。掌屈位に強直している.残存指の遥

かつ有用な手技である.しかし，母指列を失ったものに 動性は比較的良好である.示指は基底部に療痕があり，

対して本法を行なうことはきわめて困難である. や h栄養が悪く，知党はほとんどない.

先天性の母指列欠損に対しては Eduardo，Zancolli ら X線所見 ・母指列は完全に欠損...J，手関節は固定され

の報告もあるが，外傷性の場合には綴痕の存在，血管， ている.動脈撮影では尺骨動脈はよく造影されているが，

神経ないしは O1ot01'の欠除といった複雑な問題があり， 榛骨動脈はほ Y手関節の高さで途絶している 示指の検

pollicizationの適応は著しくせばめられてくるのである. 側の指勤脈は欠慣し，尺側のもののみ細く造影されてい

著者らはまことに厄介な外傷性の母指列欠損に pollici- る

zationを行ない，一応の目的を達したので，その経験よ 手術所見・示借を中手骨の基底部で切り， 一般の

り得た何l見について述べる pollicization の場合と同様に遊離 し，さらに長さを調緩

症例 _ 26才，男子.大工.

2年前に交通事故で右手の母指列を失った.合併した

手関節の脱臼骨折に対して某院で関節固定術を受けた.

初診時所見:手背には腹部からの有茎植皮がなされて

図 1.術前.

市 K.Murola， Y. Nagao， E. Yosh川 aga，T. Salo， S.lmamura， 

A. Takahama: *京慈恵医科大学整形外科.

図 2. 術後 3週.

するために断端を短く した.検側では骨質が露出し，

第 1背側骨間筋，掌背側の神経血管束等は欠損し，long. 
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図 3. 術後 20週.

extensorも dorsalhoodの基部で切断されていた.尺側

の総掌側指神経血管束は綴痕内に埋没し，辛うじて存在

していたー しかし，第 1掌側骨間筋および背側の areolar

Ilssueはほ Y正常であった.指の分離に当り， これらの

組織の温存には細心の注意を払った.

次に手根骨の切断面にエアートームで斜めに移植床を

掘り，この中に移行指を可及的外転対立位に挿入固定し

た.対立運動を与えるためには長掌筋践を graflとし，

これを第 1背側骨間筋の停止部に固定し，手掌皮下を通

して検制Ij手線屈筋に縫合した.なお pulle)' を尺側手根

屈筋の付着部付近に作り，運動範囲を増すために，移行

指の M.P.関節の検側側副靭帯を切離した.

経過:術後 3週から自動運動， 5週から他動運動を

行なわせたが， 12週では移行指の各関節はそれぞれ自

動的に約 30。の屈曲が可能となり， また M.P.関節での

内転も 30
0
可能となった. しかし，移行指の対立肢位が

や』不十分であるので，中・環指の中手骨基底部に

rotat凶 nosteolomyを加えて補正した.術後 20週では移

行指の運動性はさらに良好となり，わずかながら日常の

用を弁じるようになった.

考 察

指の M.P.関節は厳密には hingejointではなく，基

節骨の関節面に対して中手骨小頭が非常に弛く関節して

いるので，屈伸運動のほかに，内外運動もでき，特に示

指のものは 600
という大きな内外転運動範囲をもっとさ

れている.また随意的にはコン トロールできないが，囲

内・外運動もかなり可能である. したがって，この関節

を saddle jointである第 1C.M.関節のかわりに用いる

ことは，ある程度可能なことである.

また，本手術で最も技術的に困難な点は，移行指を扇

平な板状の手根骨に対立位に固定することである.しか

し，十分に対立位がとれない場合には，他の指の中手骨

に rotatlOnosteotomyを加えることによって補正できる

ものと考える.

また，第 L背側骨間筋が存在する場合には， Zancolli 

の手技のように，その起始部を移行することにより対立

運動を与えるととができるが，これの欠損している場合

には症例に応じて他の opponens transferの手技が利用

される.

以上，著者らの症例は手関節の不良肢位固定，血管，

神経の損傷等の最悪の条件を伴ったものであり，機能的

には将来あまり多くを望み得ないが， この手術手技は母

指列欠損に対して有用な方法であると考える.
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33. 指移行術の経験

三浦隆行*

指の移行術に関する最初の報告は 1931年 Bunnellに

より行なわれた.その損失が手の機能に重大なる障害を

与える母指の切断に関しては近年数多くの報告が見られ

る.しかし母指以外の指の切断に対する指の移行術に関

しては，その機能的要請が比較的少ないことから Gra-

ham， Hyroop， Peacock， Carroll， Slocum らの報告に接

するのみである.わずか 7例の経験ではあるがこ hに反

省と検討を行ないたいと考える.

手術適応の問題点

中央 2指の切断に対して外側の指をその中手骨から移

行する場合に最も問題となることは，手掌弓の狭隆化に

よる鐙力の減退である Carroll はこの点に関し握力

の減退はわずかであり，労働者にも適応があると考えて

いるが，一般に報告者の一致した評価としては精密労働

従事者および婦人に対してはその形態的適応とともに機

能的適応もあると考えられている.提示症例は，工業用

扇風機に右手を捲き込まれて受傷，受傷後 3年，示指は

尺側に偏位し，母指との関の pinchは困難であった.こ

れにまず示指の中指への移行術を行なった.さらに機能，

形態の改善のため指骨および指関節に対する手術を行な

ったが，示指の移行術のみで機能，形態の改善がみられ

た.

中手指関節より中枢の切断では隣接指の変形を招き最

大の適応がある.一方 Grahamらの澱痕による働きを失

った指に対しても適応ありとの説に賛同しかねるといっ

た Peacockも，末節部のみの切断に対し本法を適応する

ことが誤まりであると同様に，中手骨部よりの切断に適

応を限定するととも誤まりであるとしている.さらに

Carrollは，切断指の断端が労働に障害 となっている 場

合には，基指骨末梢の切断に対しても適応ありと考えて

いる.提示症例は環指の壊死と感染の状態で来院した.

これに環指の中手骨中枢部よりの切断と小指の移行術を

行なった.術後中手骨の骨癒合遷延，変形による小指の

短縮が目立ってはいるが，なお短い断端を残すよりは機

能，形態ともに良好な手が得られた.

手術手技の問題点

手術に際して中手骨切断部をどこにおき，中手骨の接

キ T.Miura:名古屋大学分院整形外科.

合，固定をいかに行なうか Y問題となる Carrollは中

手骨の全切除と手根中手関節における移行の可能性も示

しているが，これは間関節の固定された中指の切断にの

み考えられるところで，その手技の難易より考えても中

手骨基部での切断が良好である.提示症例では骨切り部

が中手骨骨幹部にあったため骨癒合の遷延をきたし，長

軸方向に刺入した銅線を早期に抜去すと必要から中手骨

の変形を招来した.骨接合部の固定に際し， Carrollは

2本の銅線の交叉刺入を， Peacockは長軸方向と，横方

向の固定を行なっている.私の初期の症例では長軸固定

を，最近の症例では交叉車IJ入を行なったが，なお中手指

関節列に異常を生ずることがあり，手掌靭帯の注意深い

修復と同時に横方向の鏑線刺入により隣接中手骨との関

係を正しくして手掌弓の保持と，指の回旋変形を十分に

防止する必要があったと反省している.

手術時期の問題

修復手術施行の時期についてふれた論文は私の知る限

りでは存在しない.指の切断術施行の場合には同時に指

移行を行なうことが可能であり結果は満足すべきもので

ある.外傷の場合その創処置とともに実施することは，

指の生存の可能性，感染の危険性等いろいろと問題はあ

るが，この症例では中指の生存はまったく考えられず，

a. 手術結果の反省から中 b. 中・環指の切断l亡好ま

手指関節列を整えるため しくない切断レベルを示

機軸方向の固定が必要と す，基節より中枢には指
考えた. 移行術が適応される.

図1.
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示指の中指の位置への移行と，中指の残存皮膚の使用， 追加 ・質問 諸続(荘内病院整形)

中指遠位指関節を合む指骨の示指欠損部への移績を創の 指移動術は(示指→中指)

処置と同時に行なった.示指の拘縮変形は残存するが 1) indication を十分選んでやりたい・中には年数を

その機能は有用な 1指となっている・次の症例は中指の 経るに従って自然に寄ってくるものもある .

切断に対し骨折した環指，小指の中手骨を各協側中手骨 2) primary reconstrllction という考えから，外傷，

に移行し，皮膚欠損部に有茎植皮を行なって創の閉鎖と 創閉鎖時に指の移動を行なうことは，根本的には賛成で

岡崎に 2指の移行術を行なった症例である 小指に拘縮 あるが，この指移動術に限つてはあとで移動指の M.P.，

が残存するが手の機能は比較的良く保たれている・生存 P.l. P. 関節の運動障害を起こすことがあるので， 2次

の可能性の考えられない借，たとえ残し得てもなんらの 的にやりたい・

機能も考えられない指と切断されたとき，その指を切断 それは interosi.c1ors. ill， interosi yol. IIなどの嬢痕

し， f旨の移行を行なうことにより創の閉鎖を容易ならし が原因となるだろうが，初期にはその crushの程度と切

めることは有用な手段であると考えている. 除の範囲を判定できないことがあるから・

指の存在しないことよりは，みにくい有痛性断端，切 回 答 三浦

断された指の空間の存在こそが機能障害となり， より目 1次的に指移行を行なうことに慎重であらねばならな

立つものであるとはすべての報告者の一致した見解であ いことはもちろんで，た Y指の切断移行により創閉鎖(皮

る. 膚)が有利である場合には l次的手術が適応されてよい

と考える.

34.外傷後の小手筋障害に対する機能再建術

鈴木 Jl券己

高木徹

原徹也

藤本昇

高橋定雄

鄭昌俊*

Intrinsic 11111scles の損傷の治療は大変にむずかしい.

手の外傷後の intrinsic mllscles の機能欠損に対して，

筋・腿形成術により機能再建を試みた経験を報告する.

今回は関節固定術，腿切り術，癒痕切除術等にはふれな

い.

対象は前腕，手，指の多器官系同時損傷で， intrinsic 

Jl1l1scles 機能欠損を招いたもののうち，昭 38年から昭

43年までに，私たちが筋・鍵形成術によって機能再建

を行なった 42例である.年令は 16才から 52才に及

び，ほとんどが 20才代の男子労働者である. また，受

傷直後から当科で一貫して治療できた症例は少ない.

筋 ・鍵形成術に際しては，前もって癒痕や拘縮を除き，

骨の支柱を強固にし，関節破壊あるものをさげ，あらか

じめ神経 ・腿形成術が行なわれて，良い力源がある等の

条件を原則として揃えた.

権 K.Suzuki， T. Hara， S. Takahashi， T. Takagi， N. Fuji-
ll1oto， M. Tei:関東労災病院整形外科(川崎市木月住吉町).

Intrinsic Jl1l1scles の機能再建を次のように 5群に分け

た・ 1)母指内転筋機能再建群 4例， 2)骨悶筋，虫綴

筋といった intrinsicJl1l1sclesの機能再建群 15例， 3) 

母指対向機能または短母指外転筋綴能再建群 11例， 4) 

bOllton山 ere 型指背随膜損傷の機能再建群 9例， 5) 

Jl1allet finger型指背腿膜損傷の機能再建群 3例，計 42

例である. このうち 2，4の群について重点的に報告し

たい.

なお， 成績の判定はなかなかむずかしいが， 患者の

評価，作業をさせてみた判断，筋力等を加味して，

excellent， good， pOOlの 3段階に分けてみた・ ExcelJent 

は正常と同様のものであり poorは完全な失敗例であ

る.

まず，母指内転筋機能再建は強いピンチを得るために

必要で，術式は沢山発表されている.私たちは表 1の6

の方式を 3例に実施した.環指の浅指屈筋腿を中節付着

部で切離し，手掌近位に引き出し，深指屈筋腿の深回か
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ら母指中手指関節部まで トンネ Jレを作って，との浅指屈

筋鍵を通し母指内転筋付着部に母指内転位で強めの緊張

下に縫合し 3週間外固定している 少数ではあるが現

在まで良い結果を得ている(表 1). 

表1. ReconstrLlction of m. add. p. 

1. Boyes' procedure 21 case 

2. Tendon loop procedure 

3. Tendon“T" procedure 

4. Y-V procedure 

5. Zancolli' is procedure 

6. M. flex. dig. subJ. (ring finger) 

through a tunnel beneath the profundus 

tendon group to the prox. phalanx 3 cases 

M.U.例. 機械で左前腕，手を挫滅し，直ぐ来院し，

brushing， debridement. 中間層を実施した.創治癒後，

拘縮を除いてから，前述の方式で母指内転筋機能再建を

行なった.

次に，骨間筋等の intrinicmusclesの機能再建術に関

しては，claw handの手術法として，幾多の報告を見る

が，私たちは Bunnell法と Fowler法とを主に利用して

いる.一応，良い結果が得られてはいるが逆変形と伸展

拘縮が問題であり，健縫合時の緊張の処方と力源の選択

に苦しむことが多い.

M.H.例. 交通事故で左前腕掌側を挫滅し尺骨神経損

傷もあった. 受傷の翌日来院し brllshingおよび de.

bridement，有茎植皮，尺骨神経剥離等を実施してから時

期をみて， Bunnell i法を行ない良い結果が得られた.

M.M.例. 左前腕尺側から電気鋸で半切され，尺骨骨

髄炎， ri孔，正中 ・尺骨神経切断，指屈筋損傷を受け，

陳旧化して来院.Brushingおよび debridement，有茎植

皮，骨移植，Strange神経形成， 母指対向形成を行なつ

表 2.Reconstruction of m. abd. p. b. 

1. Sublimlls transfer 2 cases 

2. M. ext. carp. transfer 4 cases 

3. M.abd. dig. quinti trar】sfer

by Nicholaysen， Huber， & Littler 2 cases 

4. Makin's procedure 

5. Almost any motor may be used; 

A. M. flex. carp. uln. ... free tendon 

graft...throllgh pisiform pulley 2 cases 

B. Transfer of the川町rtionof 

m.add. pol. by DeVecchi 

C. M. palm. long. ...a strip of palmar 

fascia by Littler & Li 1 case 

D. A free graft tenodesis 

た後に Fowler法を実施した.逆変形と指間関節伸展拘

縮を残している.

母指対向機能再建についても従来，沢山の術式が伝え

られているが，付着部には Riordan法と Bunnell法を

利用している.後者のほうが強〈効果が出るようである

(表 2).

あまり報告のない Nicholaysen，Huber， Littlerらが発

表した小指外転筋移向術を 2f7iJに実施した.手関節部掌

側の挫滅創で癒痕ができ，正中神経や指屈筋鍵も損傷さ

れている場合に応用される.私たちの 2例のみの経験か

らは，力が弱いことと筋移行の際に神経校の屈曲や捻れ

を起こす危険があること等はあるが，一応良い結果を得

ている.FoJlow up I時来院してもらえなかったので写真

は供覧できない

A.K.例. 前腕をベJレトで圧挫され様骨 ・正中神経麻

庫，上腕骨骨折で受傷後 3ヵ月に来院.遊離植皮，神経

剥離術を行なってから，Bunnell法で母指外転筋機能再

建を行ない良い結果をみている.

指背腿膜損傷のうち， boutonniere型変形を呈する際

の機能再建に関しては近年，本学会でも多くの報告が見

られる.私たちは AdrianFlattが発表した palmarislon-

gllS鍵とその筋膜を一緒に移植する方式を 7例に実施し

た.手技の複雑さはあるが， t旨背腿膜の構造をよりよく

再現できる方法であると思う(表 3).

表 3. Reconstruction of“ 

1. Roemer' s proced ure 2 cases 

2. Fowler's procedure 

3. Marmor's procedure 

4. Carroll's procedure 1 cases 

5. Adrian's procedure; 

free graft of t. m. palm. long. with fascia 7 cases 

6. Tenninal tenotomy 

Reconstruction of “mallet自nger門

1. Shortening 

2. Free tendon graft 

2 cases 

1 cases 

T.A.例. ガソリンの爆発で両手背を火傷し， 4ヵ月

後に左小指の boutonn注目 変形を主訴として来院.指背

の嬢痕切除と有茎植皮を行なった後に，前述の方式で機

能再建を試み満足すべき結果を得ている.

U.S.例. 左手指から肘まで機械で圧挫され， 3ヵ月

後に前腕の震孔，正中神経損傷，指伸筋群および lI1tnnslc

musclesの挫傷，高度の拘縮を主訴と して来院 Debri-

dement， M. P. J.の αpsulectomy，肘関節の授動術，有
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茎植皮， 母指対向位固定術を行なって後に， 左中指の

boutonniむe 変形に対し， 前述の方式を実施したが 111-

ntrinsic musclesの筋力減弱のためか失敗した.

以上 intrinsicmusclesの機能欠損に対する再建筋鍵手

術のわずかな経験全述べて きたが，個々の機能再建はで

きても，指の中でぺンを自由にまわすような delicateな

バランスのとれた機能を再現するのは重度損傷では困難

なことを痛感している.

発言 矢部(慶大整形)

私は llepraを主とする intrinsicmusclesの機能再建

について経験を有するが，次の 3つの機能の再建が大切

である.

1) 母指対立再建:Brand法または， sublimisの末梢

を2尾に裂いていずれも ext.p. 1. f乙縫着する方法が良

2) Clawed finger再建術 Brand法， Fowler法，

Bunnell変法の順に用いている.

3) 母指内転再建:第 4指 sublimisを用いるのでは

力が強すぎることがある. Ext. indicis prop. を用いた

り， palmaris longusを力源とするのがよい.

35. J健切断bよび不働性萎縮筋にjずける筋機能の

経時的変動について (第2報)

浅妻茂章 山田 浩*

我々は昨年度本学会においてラット下腿三頭筋におけ

るアキレス鍵の切断および関節固定による不働性萎縮筋

の重量と，電気車IJ戟のもと動ひずみ測定器にて観察され

る最大活動張力を経時的に検索し，両者はほ Y平行して

推移することを報告した.今回さらに腿切り例につき作

製した張力筋長曲線を検討するとともに，我々の経験し

た指屈筋腿断裂症例の治療成績を指屈曲力の函から検討

したので報告する.

実験成績

被検筋を引っ張り装置に固定，筋長の設定は静止張力

が Oである所から始め， 0.2 nunjsecの早さで筋を引き

延ばしつつ，電気刺戟にて得られる筋収縮を張力筋長曲

線に描くとき，正常例両側下腿三頭筋ではともに，一定

筋長に対しピークを有する総張力曲線がi.@られ，静止張

力曲線とともに，曲線上左右に大差をみない(図 1a). 

擬切り後 2日例では破線に示す健側筋に比べ静止張力

曲線の立ちあがりは左方へ移動し， 健側に比し短小な

る筋長に対して静止張力の発現をみる.得たる活動張力

もや h減じているが，全体として健側筋が描く曲線との

相似性は失われていない. 2週例では静止張力曲線の立

ちあがりはさらに左方へ転位し，総張力曲線はほ Yこれ

に平行する形となり，健側曲線との相似性はかなり失わ

れている.すなわちとの時期では筋長の幅広い変化に対

‘S.Asazuma， H. Yamada: 金沢大学!!%外科.

し，発現し得る活動張力の増減は少ないことが観察され

る. 1ヵ月例では両曲線の左方転位はなお著しいが，相

似性はや h回復の徴があり， 3ヵ月例では左方転位，相

似性ともや b回復し，健側曲線への復元が推察される.

6ヵ月 ， 1年例では曲線の相似性はほ Y回復している

が，左方転位は回復し得ず，該筋は筋長が減じたま』で

機能が回復していることが知られる.

図 lbは静止張力曲線を検軸として，各時期における

活動張力曲線を示す. 1ヵ月未満の例では曲線上ピーク

の形成は著明でなく，幅広い筋長変化l乙対し，得られる

活動張力は類似するが， 1ヵ月以後の例では一定の筋長

に対し，明らかなピークを形成して曲線は推移するので，

良好な活動張力利得のためには至適筋長の設定が筋機能

発揮の条件となり，鍵切り後長期を経た筋では最大活動

張力そのものではなく，筋長選択のいかんが機能的予後

を大きく左右するものと思われる.

昭 36年以後，我々の経験した指屈筋腿修復術例は 44

人， 67指であり，術後 6ヵ月以上を経過し今回直接検

診し，予後をしらぺ得た 37人， 56指につき Bo)'esの

判定に基づく治療成絞を観察するとともに，術後獲得し

得た指屈曲力の測定を試みた.すなわち新興通信工業製

指張力計を使用し，遠位指節間関節に引っ張り装置を装

着せしめ，他関節はすべて固定して等尺性最大自動指屈

曲力を AS3jA型自動平衡記録計に摘記した(図 2).
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図 2. t旨屈曲力の測定.

受傷より手術までの経過期間と治療成績は下記のごと

くで，諸家の報告に見られるごとく，受傷後短期jのもの

に好成績が得られ，長期lを経たものでは不良例が多いが，

5年以上放置された 4例中， 判定可，不可の 2例は術前

関節拘縮を有し，手術までの経過期間のいかんを問わず，

良好な成績は期待しがたい症例であった.

表1. 手術までの経過期間と治療成績.
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受傷後 5年以上放置例で判定優を得た症例は 19才，

男子 4才時ガラスにて右手掌部に切意11を受け，第 4指

深および浅指屈筋臆断裂を受け， 15年の後，浅指屈筋

置~の除去と ， 長掌筋IJI!をもって深抱屈筋鍵移植術を施行

した例である.術後 10 ヵ月，布第 4指の屈伸は完全で
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図 3.子持Iまでの経過期間と術後獲得した指屈曲力 (01( 

絞.優および良の 35指につき). 0俊，ム良，測
定時期最長術後 7年，最短術後 6ヵ月.

あり， 7.2kgの指屈曲力を得た. これは従側同名指測定

値の 72% 1亡当り日常生活上まったく支障がない

図 3は治療成紛が優および良であった 35指につき，

手術までの期間と術後の指屈曲力測定値の対健側丙分率

を示す.実施した随修復術は腿縫合または鍵移績術で，

すべて浅指屈筋腿を除去してあり，これの関与が考えら

れる鍵側指屈曲力との百分率は便宜的表示法でしかない

が，受傷後 4ヵ月未満に施行した例も，それ以後，また

は長期放置後の胞術例も，術後発現した指屈曲力に有意

の差を認めない

以上，腿切断後，長期放置された筋を笑験的ならびに

臨床的に観察するとき，筋の不働性機能不全は必ずしも

必定の経過とは断じがたく，艇中枢側切断端の周囲組織

との澱痕癒着や腿紐による腿翰との連絡，または Furnas

(1965)らの述べる手指屈筋腿相互間の accessoryslipの

存在とあいまって，手指屈筋は遊離退縮はしても完全な

る不働的状況に至らず，より近位の関節運動や，他指と

の協同運動に関与して活動を続けることが考えられ，屈

筋匝~損傷の治療成績を左右する因子として，長期の放置

による不働性機能不全を重視するのは適当とはいえず，

むしろ，あらゆる時期にも遭遇する関節拘縮や局所状況

の不良などが，諸家の報告に見る，腿切断後長期を経た

例におけるj治療成績不良の原因ではないかと忠われる.
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36. Mallet fingerに対する Nichols法の成績

児島忠雄 桜井喬 細凹宏キ

MaJlet自nger は日常生活にほとんど支障をきたさない

が，人によっては強く治療を希望するものがある 我々

は最近， 1951年に発表された Nichols法を行なったの

で，その成績について述べる.

手術法本法の特長は遊離鍵によって terminallendon 

の断端悶を修復するというととである すなわち， pal-

maris longusを探取し，カットグッ卜 No.1の太さに裂

いて縫着する Nichols はL型の皮切を用いているが，

我々は図のごとき皮切を用いた(図 1) また Nichols

。
ノ

，グf
ご二?J

a. b. 

は術後 D.I. P.関節過伸展位， P. 1. P. 関節屈曲位にギ

プス固定を行なったが，我々はキルシュネ Jレ銅線で D.

1. P. 関節を過伸展位に，アルフェンスシーネで P.1. P. 

関節をほ'y..120。位に固定した. 5週後に銅線を抜去し，

自動運動を開始した.

成 績 7例， 8指に行なった.いずれも 2週以後の

陳旧例で，治療を強く希望したもののみを対象とした.

受傷機転はいわゆる突き指によるもの 3例，カミソリ，

包丁による切創 2例，プレス，扇風機による directblow 

2例である.いずれも骨折をみず terminaltendonの

みの断裂である.受傷より手術までの期間は最短 2週，

最長 3ヵ月.観察期間は最短 2週，最長 3ヵ月，観察期

聞は最短 2ヵ月，最長 10ヵ月である.成績は Hallberg，

中 T.Kojima， T. Sakurai， H. Hosoda:東京慈恵会医科大学

形成外科.

図1.

Lindholm の判定を参考にした.すなわち，伸展制限 5。

以内のものを優， 5-20。のものを良， 20。以上のものを

可とした. Follow upできた 6例， 7指のうち，優 5指，

良 1指，可 lf旨である(表 1). 

症例1. 3才，女. 左示指，中指を包丁で切って受傷，

受傷後 1ヵ月で手術施行.術後 10 ヵ月，示指，中指と

もに D.l.P. 関節の仲展は 180。可能であるが，過伸展

は不能屈曲はともに 130。可能 仲展時に軽度の

mallet変形をみる.

c. d. 

表1. 症例.

年令性患指 受傷機転手術まで 観察期間判定
の期間

3 女 左示指 包丁で切 1 ヵ月 10ヵ月 優
が中 M る

右中 H

3 50 女 左中 H
カミソリ 8 ヵ月 優で切る

27 男 右小が 突き指 2 

プレスに 2 18 11 I 1I;j よる挫傷 3 ν 
M 

6 作小応酬に 11 6 
よる挫創

7 34 男 H 環 "1突き指 2 巡 4 良

症~fJ 3. 50才，女.左中指をカミソリで切って受傷.

受傷後 1ヵ月で手術施行.術後 8ヵ月， D. I. P. 関節の

伸展は 1750，屈曲 140。可能.なお， f中庭時に軽度の
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a. 

b. 

C. 

図 2.

mallet 変形を残す. また爪の変形を認める(図 2a-c). 

症例 4. 27才，男.右小指の突き指によるもので，

受傷後 2ヵ月で手術施行.術後 6ヵ月， D.I.P. 関節の

伸展 1800，屈曲 140。可能.

症例 5. 18才，男.右小指のプレスによる挫傷で，

3ヵ月後に手術施行. 術後 2ヵ月， D. I. P. 関節の伸

展 1800，屈曲 140。可能.

症例 6. 19才，女.右示指の扇風機による主主創で創

の治癒をまち， 受傷後 1ヵ月で手術施行. 術後 6ヵ月

mallet変形再発す.

症例 7. 34才，男.右潔指の突き指によるもので，

2週後に手術施行.術後 4ヵ月， D. I. P. 関節の伸展

1700，屈曲 135。可能.伸展時に軽度の mallet変形を残

す.

考察

Mallet fingerの治療としては Lewinをはじめとする

splintの応用， Smillieをはじめとするギプスの応用，

本邦では辻井らのパネ型副子の応用など，多くの保存的

療法の報告があるが，陳旧例に対してはほとんどの報告

は悲観的である.一方，手術的治療としては古くは Ma-

sonが早期手術をす hめ， また Pratt により始められ

たキルシュネノレ銅線の内固定法は現在広く応用されてい

る 従来，我々は新鮮伊Uf'C対しては splintによる保存的

療法を，陳旧例に対しては D.1.P.関節を背屈位にキノレ

シュネル鋼線で固定すると同時に，切断部に生じた疲痕

によって延長した terminal tenclon を絹糸で縫縮する方

法を行なった.術後 5 週，銅線の依去後，漸次，~形が

再発する症例をしばしば経験した.そこで， Nichols法

の応用を試みた.本法は前述のごとく，遊離腿を用いて

断端聞を修復するものであり，遊離縫としては palmaris

longusを裂いて縫着する. Nicholsは鍵の末梢断端に縫

着するかわりに骨を孔をあげて遊離挺を固定してもよい

と述べている.騰の断裂部が末梢にあるほど，また末楠

端の挫滅が高度のものほど，)jI!を用いての縫合が困難と

なるので，骨に固定したほうが得策であろう.再発をみ

た可の l例は，扇風機の clirectblowによるもので，腿

の挫滅が高度で米J1'J部の縫着に困難を覚えた症例であ

る.この症例と成績良の症例 7を除く 4例， 5指に 175。

以上の伸展を得ることができた. 180。の伸展が得られな

い症例には経度の Nichols変形を残すようである.すな

わち，再発の 1f91Jを含んで，4例， 5指に変形が見られ

た. したがって， 180。の伸展が可能となるよう努力すべ

きと考える.症例 3は術後に爪の変形をみたが，Nichols 

も指摘するごとく，本法を行なう際に爪床を損傷しない

ようにすることが必要である. 縫合に用いる palmaris

longusの太さは，太いほど腿を縫合するのが困難となる
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ので， Nicholsが述べているように， No.lカットグッ

ト程度が適当と考える.なお，化践をみた例はない.

まとめ

1) 7例の malletfi ngerの陳旧例TLNichols法を応

用し，調査し得た 6例 7指中 5指に 175。以上の伸

展を得るととができた 2) Mallet変形を呈したもの

は 4例， 5指であるが，これは D.LP.関節の伸展が

不十分なものに多く見られた.3)化膿例はない， 4)爪

の変形をみたものが 1例である 5) 本法は十分注意し

て行なえば，良い成績をあげ得るものと考える.

発言 渡辺(新大整形)

私たちは malletfingerに対しては指環のような形をし

た簡単なアルミ ニウム製の金属シーネを使用している

受傷後 1ヵ月以内のものならかなり良い成績が得られ

る.2-3ヵ月以上経過したものでも一応これを用いるこ

とにしている.

追加 児島

我々は 2週以後の陳旧例で Rank，Wakelieldが述べて

いるように tenninaltendonが全部切断し，保存的治療

で治癒不能と考えられ，かつ患者が治療を強く希望した

もののみを対象とした.

37. 興味ある総指伸筋!陸脱臼の 1例

長野芳幸

外傷の誘因のない総指{申筋艇!脱臼は稀なもので，中で

も先天性素因による脱臼はきわめて稀で数例の報告を見

るにすぎない.我々は先天性議因によると思われる l例

を経験したので報告する.

症 例 12才，女子，生後 3ヵ月のころ，右手を踏

まれたことがある.そのころから右 2，3指の総指伸筋

鍵の M.P.関節における脱臼に気づき某医を訪れ，成長

後に手術を受けるようす hめられたので放置していた.

10才ごろより swan-neckde[ormityが著明になった.

また最近では長時間字を書くと M.P.関節部に疹痛をき

たし，~痛は前腕に放散し疲れやすく，細かい字:が書き

にくく，また裁縫もしにくくなったので来院した.

入院時所見:第 2指では M.P.関節を 450
屈曲する

と，{申筋腿は M.P.関節部で僚側に脱臼し指は検側に偏

位する.伸展させようとすると，逆にーたん M.P.関節

を屈曲させ，さらに力を入れると弾発現象を伴い整復さ

れる.第 3指でも鍵は検側に脱臼するが弾発現象はな

く，他動的には腿を尺側にも脱臼させられ， また典型的

な swan-neckde[ormity を呈している. 第 1-2指間

部，第 2-3指間部の筋萎縮がある.一方前腕長が健側

より 18cm 長く，上腕周囲，前腕周囲ともに健側より

大きい.

手術所見とその方法(図 1，2) :第 2指では尺側の

冷 Y.Nagano， T.lmalζyure 鹿児島大学整形外科.

今給懇尚典*

extensor hoodは欠除し， しかも検側の extensorhood 

の中枢端は正常よりはるかに末梢にあり， saggital band 

と恩われるものはなく， intirtendinous fascia もきわめ

て薄くかっ弛緩していた 第 3指では extensorhoodの

欠損はないが，第 2指と問機にその中枢端は正常よりは

るかに末梢にあり， saggital bandもなく intertendinous

fascia も弛緩していた.肉眼的には搬痕，変性，慢性炎

症などの所見は認められなかった そこで Fitzgeraldの

記載した方法により，大腿筋膜片を M.P.関節背側に移

植し，鍵の支持を計った.術後 2ヵ月で第 2指に再脱臼

傾向が出現したが，検側の extensorh∞dを切離し不均

衡状態を除去すべきであったと反省している. 7ヵ月経

過した現在，その再脱臼傾向は遂行せず，術前の愁訴は

取れ字が書きやすくなり，~痛もないため再手術を希望

していない.

考察

総指{申筋腿の先天性脱臼と恩われる症例はきわめて少

なし我々の調査し得た範囲では Levy，Fitzgerald，堀

部らの報告を見るのみである.すなわち Levyは総指伸

筋鍵を随意に脱臼し得る祖母，父，娘 3代にわたる家族

的発生例を報告し，遺伝的因子の可能性を示唆している.

また Fitzgeraldは先天的に extensorhoodの中枢縁が正

常より末梢にあるため習慣性脱臼を起こした例を報告し

ている.堀部らは昨年の本学会で，なんら外傷の誘因な
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a. 整復 位.

検側の extensorhooe中枢縁がボ楠へ偏位

¥ 尺側の xtensorhood欠損

'~~ 2 ~;t\~行ド l' ~'iJ 11'せ

図 2.

表1. 先天性ぷ因による脱Fl.

報告 者症例 所 見

‘ I 52...f'， 男子 |祖母，父，娘 3代にわたLe¥')' (1921) I ~ ~ ... v ::2?: 
} \ "~' J 2L}-，女子 l り家族的発生

Fitzgerald 左官I2-5指: Extensor 
(1939) 22J，女子 hoodの中枢縁末摘へ偏位

I 右第 2，3指 検仮1)の
掘部ら (1968)τ15)'，女子 1extensor hoodおよびその

中継の結合織の伸仮弛緩

右市 2指:鏡側の
I 10 1._ --!... 7' I extensor hood欠損

著 行 (1969)I 12 ... L 女子|右館 3指 :Extensor hood 

の中枢縁ぷ梢へ偏位

く extensorhooclおよびその中枢の結合織が弛緩した症

例を報告し，先天的素因に基づき普通にはなんら誘因と

なり得ない日常の手指の使用により発症したと考えると

図1.

b. 脱臼 位.

述べている(表 1).

我々の症例は乳児期に手を踏まれたという外傷の既往

はあるが，局所に組織の断裂やそれにより生じた疲痕な

ど外傷を思わせるものはなにもなしまた腿支持装置の

形態異常;の所見から，腿支持装置の解剖学的異常は先天

的なものと考えてよいだろう また怠側の前腕が鍵側に

比較して長しこの異常も血II脱臼が先天性であるととを

示唆するものといえよう.

本症の発生機序については extensorhoodの断裂が通

説となっている 本症例では第 2指の場合，尺側の ex-

tensor hoodが欠損し， eX tensor hooclの不均衡のため脱

臼し，第 3指の場合 extensorhoodが末梢に偏位してい

るため腿の支持性が悪く脱臼を起こしたもので，extensor 

h∞dの奥常が脱臼の主因であると考えられる. 一方諸

橋らは intertendinousfasciaの断裂による脱臼の 2例を

報告し， 1健の側方固定に intertendinousfasciaが重要な

役割をはたすことを強調し，掘部らもこれに同意してい

る.我々の症例も extensorhoodの解剖学的異常が主因

であるが， intertenclinous fascia が薄くしかも弛緩して

おり， これも脱臼の一因だと考える.

むすび

鍵支持装置の先天的な解剖学的異常によると恩われる

総指伸筋腿脱臼の l例を報告した.

追加・質問 室田 (慈大整形)

我々もおそらく先天性と忠われる ulnardriftのl例

を経験したので追加する.

20才の女子で，物心のついたころから両側の第3指

M.P. 関節上で屈曲時に longextensorが ulnartr.脱臼

していた.
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左側は最近J!t痛が起こり手術を施行したが， extensor 

hoodにはまったく異常は認められなかった.た.，.'x線

像で 4，5中手骨の発育不全が軽度に認められた.演者

の症例ではこの点どうだったか?

発 言 回烏(新大)

演者は本例の原因を expansionhoodの非薄化，saggital 

bandの欠損?etcを考えておられるようだが，それは原

因でなくて脱臼の結果とも考えられるように思う.本例

のスライドを見ると，かなり強い intrinsicplus拘縮と

swan-neck変形があるので，非常に弱年で気づかれたこ

となどと考えあわせ spastic bancl の可能性があるよう

に思う.もしそうとすれば脱臼は強い extensorの緊張を

やわらげる自然のメカ ニズムとも考えられるので整復す

るとますま extensorすの緊張が強まり swan-neckが増

強する可能性があるように思う.

今後の経過をよくご覧いた Yければ幸せと思う.

回答 長野(東大整形)

1) 室田先生に対する回答 :X線学的に，中手骨頭に

変化は認められなかった.

2) 田島助教授に対すと回答.神経学的に spasbc

patternは認めなかった. Swan-neck deformityが今後ど

のように変化していくか興味ある問題で，経過を十分に

観察したい.

38. 長母指伸筋j陸皮下断裂の手術経験

宝積豊 高沢晴夫

山口智 近藤勝子 小林 昭*

我々は 5例， 6指の長母指伸筋陵皮下断裂を経験した

ので報告する.

年令は 18才から 44才で， 30才以上は 2例である.

性別は女4例，5指，男 1例で，女性が多い.断裂の原

因となった既往疾患は協骨末端骨折 3例，捻挫 l例，手

関節リウマチ l例である.外傷例の断裂までの期聞は 4

-6週間で， リウマチ例は約 7年である.断裂時の動作

は，ズボンのチャックをあげたとき，字を書いていると

き等いずれもごく普通の日常勤作である.症例 1は骨折

後の悲痛がとれないので，受傷 3ヵ月後に来院し，断裂

が発見された.

検骨末端骨折後に断裂した 3例の X線像は症例 1は

Lister結節部に一致して，過剰仮骨があり，症例 2はほ

とんど変化なし症例 3は軽度の変形治癒があった.

手術は断裂後 1ヵ月から 3ヵ月の間に行なった.端々

縫合術 1例， Christopher の方法に準じて固有示指仲筋

鍵移行術 4例で，症例 5は右側のみに行なった.

病変部の確認できたのは 2例あり，症例 lでは長母指

伸筋腿は大部分断裂し，背側手根靭帯， Lister結節部に

癒着し，間隙は 4cmあった.症例 2では腿は黄色で光

本 Y.Houzumi， H. Takazawa， S. Yamaguchi， K. Kondo， 

A.Kobayashi:横浜市立大学整形外科.

沢を欠き，壊死による断裂を思わせた.間隙は 4cmあ

った.いずれの症例も術後手関節背屈，母指過伸展位で

3週間固定した(表 1). 

術後成績については，母指伸展の程度を優，良，可の

3段階に分けた.いずれも母指屈曲制限のないことを条

件とした(図 1).

症例 1は術後5年 10ヵ月で，母指の運動は健側とか

わりなく優であった.保母として不自由はない.

症例 2は術後 6週で優であったが，残念ながら現在の

成績は得られなかった.

症例 3は術後 2年3ヵ月で母指の過伸展ができず良で

あった.家庭の主婦として不自由はない(図 2).

症例 4は術後 11 ヵ月で，症例 3と同様であった，看

護婦として手術場勤務にも不自由はない.

症例 5は術後 7ヵ月で掌側外転位でのみ I.P. 関節の

伸展が可能であり可であった.との症例は関節リウマチ

による手関節背屈制限があったので，十分な固定肢位が

得られなかった.以上のうち腿移行術を行ない， follow 

upのできた 3例では示指の伸展力の低下はなかった.

長母指イ中筋腿皮下断裂は外傷または職業的な鍵 鍵鞘

炎の既往のある例が多い.

榛骨末端骨折後の長母指{中筋鍵断裂については Wei-
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症例

2 

3 

表1. 長母指伸筋腿皮下断裂.

年 令性既往疾 :1¥ 断裂までの期間!?警持言術 手術方法 IFol 

22 平 右椀骨末端骨折
骨骨，折カか注ら I Irr I 

不 明 3 ヵ月後 端々縫合 5年 10ヵ月 | 優 |交障なし

20 合

44 I平

18 

38 M 

li 

イ7

左手関 節総挫

両手関節リウ 7 チ

1.5 ヵ月

ヵ月

ヵ月

右 7年

ん，: 7. 5年

hSζ 

n ε~ 

I:}f苛i的fIIIIAf，¥:で

I. P.I則的jfllllJ(uf能

時指Jli4Q'<f立で
1. P.I世1節伸展可能

f:}f行.'i':担1I外伝f止でのみ

I.P関節(111股可能

図 1.術後母指伸展の程度

図 2. 症例 3.右忠側.

1 ヵ月

3 ヵ月

1 ヵ月

2 ヵ月

固有示指 6 週
優伸筋腿移行 1u終診察時

I 2年 3ヵ月 | 良 1 

11ヵ月 | 良
7 ヵ月

geldt， Hauek らの mesotenon の損傷による腿の循環障

害説， Axha】lau凶l凶se叩nの骨折部での腿の摩耗説，Klei川ns氏叫chm凹凹III泊d

の受傷時のE鍵建の部分断裂が治癒しないとす石説， Scudder 

の癒宕による説等があるが，症例 1および症例 2の手術

所見からはいずれの説も否定できなかった.

長母指{申筋*l!(遅発性)皮下断裂は直達またはいわゆ

る介達外力による断裂と異なり， ごく普通の日常勤作で

断裂することが多く，疹痛，腫脹も少なく ADLの支障

も比較的少ない.

また局所の変化は鍵の変性が強く ，断裂部の間隙が大

きいことが予怨、される.か hる症例に対する手術方法は，

端々縫合術，鍵移植術，固有示指仲筋腿移行術，検側子

根仲筋艇に縫合する方法などが行なわれている.

最近の報告例を見ると，本邦では津下の固有示指{中筋

腿移行術の症例を除くと，主l乞遊離鍵移値術または端々

縫合術が行なわれている.欧米では鍵移行術が比較的多

く行なわれている.

我々は 5例中 4例に固有示指伸筋髄!の移行術を行なっ

たが，本法は示指の伸展力の低下，移行鍵の走行の変化，

筋力の不足等の問題があるが，小皮切で行なえて，その

子技も簡単であり ，断裂部位の損傷程度に関係なく可能

であるという特長を有している.そのうえ一定の効果が

得られる利点がある.

少ない症例ではあるが， foollow upのできた 3例では

母指の伸展が十分ではなくても， ADLに支障はなし

また示指の伸展力の低下をきたした症例はなかった.

長母指伸筋腿皮下断裂に対する手術方法として固有示

指伸筋腿移行術は推奨されるものと恩われる.
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39.深指屈筋)陸特発性断裂の 1例

一一 steroid局所注入との関係について 一一

後藤欣生

腿は結核， リウマチ等の慢性炎症，腫易，動脈硬化等

の病的変化，老化現象，疲労現象，その他骨折後の骨の

変形による外傷等によってきしたる外力なしに特発的に

断裂することが知られている.我々は steroid hormone 

局所注入が原因 と恩われる深指屈筋腿特発性断裂の l例

を経験したので報告する.

症例. 32才，男子.労働者.昭 43，1， 16日作業

中右前腕末梢屈側を打撲.数時間後我々を訪れた.初診

時受傷部に軽度の腫脹と圧痛を認めるのみで手関節， f旨

の運動障害は認められなかった. 3週間，安静，抗炎症

剤による加療を行なった後，運動訓練を始めたが，受傷

部に軽度の~痛を訴えるため 2 月 6 日より 4 月 1 日まで

計5回 prednisoloneacetate 12. 5 mgずつの局所注入を

行なった Prednisolone注入後は約 4-5日疹痛が軽減

するのが常であった 5月 4日特別の誘因なく右中指

図 1.

D. I. P の屈曲不能に気づいた. ;:;)j 20日中指の深指

屈筋鍵断裂の疑いで手術を施行した.中指の深指屈筋腿

は完全に断裂し，環 ・小指の深指屈筋鍵も部分的に断裂

していた.断裂した腿は浮腫状の肉芽機組織に埋まって

おり，損傷腿には液痕は認められなかった(図 1). 組

織学的には縫組織の問に リンノマ球の浸潤を伴った肉芽組

• Y.GolO. H. WalanaL予e:島田市民病院盤%外科(島悶市中

泌町).

渡辺 秀男*

織が認められた(図 2). 

考察

Cushing症候群や steroid療法を長〈続けた際，四肢

筋の痩せと筋力の低下が起とることは steroidmyopathy 

として周知のことである. 臨床ならびに動物実験より

steroid myopalhyの原因として steroidが筋肉内の蛋白

合成を低下させるためと説明されている.一方，1M!に関

しては 1954年 Wrenn らが腿縫合と steroid に関する

実験的研究を発表している.すなわち cortlsoneを全身

的に投与したイ ヌに腿縫合を行なうと対照例に比し，腿

縫合部の線維組織の成熟度が劣り ，張力に対し 40% 弱

い 臨床例では 1965年 Melmedが呼吸器疾患の治療の

ため betamethazoneを2年間常用していた 66才の男子

の両側アキレス腿特発性断裂の l例を報告している.そ

の組織所見では小血管周囲の多核白血球と plasma細胞

図 2.

の浸潤が認められ，断裂の原因を鍵栄養血管の中膜肥厚

と血管腔狭窄による ishemiaのためとした.Sleroid局

所投与による腿断裂例としては Leeが 1957年 33才の

男子のランナーに起こったアキレス鍵特発性断裂の 1OlJ 

を紹介 した. この患者は 1ヵ月おきに hydr皿 orllsone

acetateの局所注入を計 3回受けていた. 手術時断裂鍵周

囲にはほとんど出血は認められず，癒痕や炎症所見は一

切認められなかったと述べている. この患者はアキレス
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艇の題骨付着部に生じた brusitisにより腿が損傷を受け

たが，同時に起こるべき修復機転が hyclrocortisomeに

よって阻害されたため断裂に至ったと想像された.我々

の症例は打撲によって腿が部分的に損傷を受けたが頻固

に行なわれた preclonisoloneの局所注入によって縫修復

過程が阻害されたため，あるいは受傷後に外傷性腿鞘炎

が生じそれにより腿が煩傷を受げたが同時に起こるぺ

き修復機転が preclonisolonefCより阻害されたためつい

には断裂に至ったためと考えられよう

結語

Steroicl局所注入により発生したと想像される深指屈

筋!健特発性断裂の 1例を報告し，若干の文献的考察を加

えた

40.稀有 在る屈筋断裂の l型

小林晶 光安元夫

諮問正明 大江浩 清水万喜夫*

手屈筋腿の皮下断裂の報告は， 1891年に Zanclerが長

母指屈筋健の断裂を発表したのが最初である.その後い

ろいろな屈筋腿断裂の報告があるが，他の部の皮下断裂

に比ぺ一般に稀であると考えられている.著者らは末梢

断端の手背尺側への転位を伴う長母指屈筋， I-IV浅指

屈筋，I-ill深指屈筋の筋腹での断裂例を経験したので，

その転位発生機転に考察を加え報告する

症 例.20才，男子.

主 訴:右上肢の運動麻療，左手の機能障害.

家族歴:特記することなし.

既往歴:13才のときにリウマチ熱に罷患.

現病歴:昭 43，6， 13 日海岸の護岸工事作業現場で，

クレーンにつりあげられた 20 トンのコンクリ ー ト方塊

に左手関節をはねられ，次いで右肩，右上腕を 15 トン

のコンクリ ー ト方塊聞に挟まれて受傷，ショックに陥る.

近医でショックの応急処置を受け，右上腕骨骨折，左前

腕挫創，左手背血麗形成，右上腕動脈損傷の診断で当整

形外科に救急来院した.

来院時所見:体格栄養中等度で顔面はs白，眼験結膜

は貧血状を呈す.右上腕から右前胸部にかけ皮下血膨を

誌める.同部の腫脹は著しい.右上肢は指尖までチアノ

ーゼを呈し，右検骨動脈は触知不能で，右上腕に異常可

動性を認める.左手背に著しい腫l長を認め，左全指の運

動不能，左前腕尺側に約 4cm の挫創を認める.

治療経過 直ちに右上腕骨骨折， 右上腕動脈血栓形

事 A.Koba )'ash i司 M.MitslI)'asu，M.Morooka， 11. Ooe. M. 

Shimizu:九州大学整形外科.

成，右桟骨 ・正中・尺骨神経麻俸の診断で右上腕動脈血

行再建術，右上腕骨骨接合術を施行する.その後右上肢

の血行改善および左手背の腫脹の減退が認められたが，

左手背尺側に境界鮮明なクルミ大の腫癌残存し，左母指

より小指までの屈曲不能が残存し，正中神経支配域に知

覚鈍麻が認められた(図 4). 左手背の腫痛の本態は解

明できぬま h昭 43，7， 11 円に正中神経~J離術および，

図 1.

仏j

図 2.

を. ~ 
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長母指屈筋へ長掌臆，第 1深指屈筋へ長母指外転筋， 2， 

3深指屈筋へ第 4深指屈筋の鍵移行術を施行す.型のご

とき後療法施行後左指はかなりの程度の機能回復が認め

られるまで改善した(図 2). 

左手機能再建時の手術所見 :左手背尺側の腫癒を展開

すると，変性せる筋肉と腿を認める(図 3) さらに同

a. 

図 3.

下断裂では，断裂部位は腿付着部が最多で，次いで筋鍵

移行部の順となる.病的変化を有しない指より手根骨ま

での鍵の断裂は 3例にすぎない.このことは McMaster 

の筋鍵に加重を加えて行なった実験例でも，断裂部位は

病的変化を認めない例では，筋oo!の停止部位，筋腿移行

部，筋腹に起こるのみであった.すなわち，実験的にも

臨床例よりみても，筋鍵連合体の中で腿の部分が種々の

外力に対し最も抵抗が強いことがわかる.断裂原因とし

ては， Boyesの症例でみると筋の過伸展を強制されるか，

b. 

部を展開していくと，屈筋群が筋腹で断裂し vollarcar- 抵抗に対しての筋収縮を強制される等の介達外力で切れ

pal ligamentの中枢端で翻転し，手関節尺側を通って手 る例が直達外力で切れる例よりも多発している. McMa-

背へ転位しているのがわかる.指屈筋群は第 4深指屈筋 sterは筋腿断裂は最大収縮時に外力が作用して起こるこ

を除き，他は浅指屈筋，第 1-3深指屈筋，長母指屈筋 とが多い と述べている.以上より病的変化を有しない筋

が断裂し，中枢断端も黄色調を帯びている.上述のごと 腿連合体では，皮下断裂は筋腿停止部，筋腿移行部，筋

き腿移行術を行なって創を閉じた. 腹部に介達外力が作用して起こるのが普通の場合である

考察 といえる.一方，特異な筋鍵皮下断裂の報告は Adam

筋腿の皮下断裂は病的変化を欠く場合は，直接または の ドアに指を挟まれて深指屈筋鍵の筋臆移行部の断裂を

間接の外力が作用して起こる.陵に以前に加わった外力 伴う中指末節切断の報告に見られるごとき，指切断に伴

や騰の血流障害，鍵の炎症等ですでに病的変化を有する う指屈筋騰の引き抜き例の報告は Edward，Hofl'man ら

場合では，わずかな捻れ等の作用でも断裂は起こり得る. 諸家においてなされている.著者 らの上述のごとき，断

現在では筋鍵の皮下断裂はしばしば経験される. しかし 端の特異な転位を伴う報告はしらぺ得たところでは見い

Haldeman & Soto-Hallが 100例の皮下筋腿断裂中，屈筋 出し得なかった.この症例の発症機転と転位成立機転に

l健断裂は 3例にすぎなかったと報告しているごとく，前 考察を加えてみる.筋肉の収縮の特徴は打ち勝つべき外

腕または手の屈筋鍵の皮下断裂は他の部の損傷に比べ稀 部の抵抗が大きければ大きいほど，筋は大きな張力を発

であるとされている Boyesも屈筋腿の皮下断裂は伸筋 生し大きな仕事を行なうことである. さらに， Elfman 

鍵の皮下断裂に比べ著しく少ないが，現在まで考えられ や Bahlerの筋の length-tensionrelationshipでは単一筋

てきたほど稀ではないとして 80の断裂例の報告をして 線維の場合と異なって，筋腿連合体では構成成分の lつ

いる.Boyesの 80例の前腕より手にかけての屈筋腿皮 である結合織の影響で，筋腹の長さが増すと張力もそれ
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に応じて発生してくると述べている.以上より著者の症

例は手関節および M.P.].， P.I.P.J.， D.I.P.J の強力

な過伸展が手関節機屈とともに強制され，屈筋群にそれ

に対応した大きな張力が発生したところに前腕部に外力

が作用して，屈筋群が筋腹で断裂し，さらに屈筋群に発

生していた張力のために末梢断端が短縮するとともに，

volar carpal ligamentの中権側が pullyとして作用して

末梢断端の翻転を起こし，手背尺側に転位したものと考

える.

まとめ

手背尺側に末梢断端転位を伴う帰属筋腿皮下断裂例を

報告するとともに，文献的検討を加え転位発生機転に考

察を行なった.

追加・質問 諸橋(荘内病院整形)

ベルトコンベアーに巻かれ， :tiIJはなかったが，subl. III 

の付着部の様似IJ片方だけが断裂して，弾発現象を呈した

諸橋氏に対して

Sublimisの一端の断裂は受傷当時に直ちに切れたか，

または弱っていて後に切れたかはわからない. 断裂艇が

中躯側へ折れ曲つてはいるような大きな腔があったかど

うかである. むしろ自動屈曲時に sublimis の断裂側鍵

も非断裂側もともに近位に引き寄せられたあとで，伸展

に移ったとき断裂側がとり残され，非断裂側が他をひき

出すようになり ，折れ曲りが起こったのではないかと考

える.

回答 清水

1) 手術時期は受傷後約 1ヵ月 して施行.2) 左手関

節の過伸展・続屈強制による手関節背尺側での弛緩によ

りスペースが生じて断裂筋末梢端が-!JIiとなって通過し

たものと考える .3) 動脈血栓症は右上腕動脈に生じた

ものである.

追加・回答 高沢

追 加深筋屈筋鍵単独断裂に対し advancement f'C 

症例を追加 行なった症例で sublimisの付着部の片側が切れたま』

質 問 豊島(阪市大銭形) 施行し followupで弾発現象が認められた.

小林氏に対して 回答 1) 筋断端の転位は fascia の上方で subcu-

私もベルトに手を巻き込まれたりした手関節の開放性 tane との聞に起こっている. 手術は受傷後 1ヵ月に行

の脱臼骨折に際し，伸筋や屈筋が筋腿移行部から断裂し なった.

て，岩IJ外へ出た例を知っているが，か〉る際には手，前 2) 転位の成立機転に関しては筋内の biomechanicな

腕の皮膚が筋膜を剥離して大きな皮下の腔をもってい 研究が必要で，特に単一な 凹lIsclefiberと結合織を合ん

る.このような間隙がなければ断裂した腿のはいりこむ だ筋肉全体でのレオロジー上の特徴を検討するとなお初l

余地がなかろうと考えるが，手術時期からみて，これら い転位方法を推論できると考える. この症例も mllscle

の所見がわかったか，血栓は動脈か，静脈か ? の粘蝉性的特徴を考慮せねば説明できない.

41.筋・腿皮下断裂の症例

江 川 常 一 土井照夫 田島隆興 岡 山 孝*

筋鍵皮下断裂の症例

筋腿皮下断裂については，現在までかなり多くの報告

がある.最近では Ridclleおよび Boyes，Wilson & Smilh 

らの報告がある.著者らは昭 30年以来，手における筋

隠皮下断裂の 11例を経験したので報告し，主として受

傷原因について考察する.

* J. Egawa， T. Doi， T. Tajima:大阪大学整形外科;

T. Okayarna 市立堺病院盤形外科(堺市街院町).

症 例. 屈筋l陸断裂 4例， {中筋腿断裂 10例，合計 14

例である.筋鍵断裂の原因は主として外傷によるもので，

リウマチ様関節炎によるものは除外した.

1) 屈筋陵断裂

表 1に示すごとく 4例全員男性である.そのうちの

2例は長母指屈筋腿断裂 1例は中指および薬指の深指

および浅指屈筋であり 1例は薬指の深指および浅指屈

筋である.断裂原因としては，幼時手掌血管麗に対 しラ
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表1. 屈筋臆断裂の症例.
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例| 年性 i損傷 原 図 |号状発現引断裂部位|治療!の期間 | 

1. O. Y. 24才舌 中・薬指屈筋 右
手掌血管腹に対しラジ

手学 腿移純ウム治療

2. M. A. も"め 薬指屈筋 1三 外傷歴なし 手掌 鍵移植

3. 1. K. 34" " 長母指屈筋 左 手掌を打撲 直後 手掌 腿移植

4. O. K. 27" 11 長母指屈筋 左 | 重量挙 2 ヵ月 筋鍵移行部 縫合

症 例 三_!__l損傷腿

表 2.伸筋腿断裂の症例.

「左右|原 因 |症状発現ま苦汁断裂部位 | 治療・の期Fe!l I 

18 日 | 筋腹 ! 縫合

21 日 | 筋鍵移行部 腿移行

1. J¥I. H. 24才合 | 長母指{申筋

2. S. K. 2911 11 長母指伸筋

3. K. S. 29 "平 長f，]:f旨{申筋

長母指伸筋

長母指{申筋

長母指伸筋

長母指伸筋

長母t旨{申筋

中指総指{申筋

60" " 

28，1 /1 

6. H.M. I 36"合

7. K.A. 140"" 

8. N. S. I 68"" 

9. K. N. 28" " 

10. G. S. 20" " 示指伸筋

左

右

左

左

左

右

交通事故:手関節掌屈
尺屈，前腕回内を強制
される

転落 :母指を関排して
手をつく

屯oJl/J舞台の幕に手をま
き込まれる

転倒.肢位は不明.

18 1の容器を母指と示指
との聞にはさんでもつ i 

転倒:Colles骨折 | 

外傷歴なし 1 

右ー

右

右

不明

交通事故.手関節学屈，
前腕背側打撲

左 ! 錠盤に巻き込まれる

1.5ヵ月

不明

日

4 ヵ月

明

後

後

一

小

直

直

筋陵移行部

筋健移行部

不明

手関節

筋鍵移行部

不明

筋鍵移行部

Jru!移行

縫合

手術せず

Jru!移値

腿移纏

手術せず

手術せず

筋腿移行部 縫合

ジウム治療を行ない， 20年後に中指および薬指の屈筋鍵

に断裂をきたしたもの 1例，交通事故により直接手掌部

を打撲したもの 1例，重量挙練習後に発生したもの 1例，

原因不明のもの 1{71Jである.直接手掌部を打撲したもの

は，その部の腿に断裂を認め，重量挙による間接的な外

力が原因となったものは，筋Jru!移行部の断裂であった.

5才の男子に発生したものは，外傷歴がまったくなく，

手術によって薬指屈筋騰に断裂を認めた これは著者ら

が調査し得た文献上，最年少者である.

2) 伸筋鍵断裂

{中筋腿の断裂 10{71J中 8例は長母指{申筋鍵断裂であり ，

I例は中指総指仲筋隣， 1例は示指総指伸筋鍵および示

指固有仲筋鍵断裂である.受傷日から日を経て来院する

ものが多く ，皮膚表面に傷がないのでわかりにく h い

ずれも初診医では見逃されている.予備知識さえあれば

新鮮例では好発部位である筋鍵移行部に陥凹および圧痛

が認められ， 自動的に動かしてみると断端をふれるこ と

がある.また穿車IJf'(.よって暗赤血の血腫を証明すること

があるなど，診断は容易である. しかし，陳旧例では圧

痛がはっきりせず，診断がつけにくい.

受傷原因としては，表 2に示すように，機械に手をま

き込まれたり，交通事故，転落などによって，伸筋鍵が

引き伸されるような大きな外力を受けたものが多く，そ

れらは 10例中 5例を占める. 1例はベルトコンベアー

に 181の容器を母指示指聞にはさ んでのせる作業をし

ているときに発生したもので，反覆する外力によるもの

と恩われる. Colles骨折によるものが 1例，まったく外

傷歴のないもの 1例などである.

考察

筋健皮下断裂には種々の原因があるが，今回の著者ら

の症例は，特発性断裂または病的断裂といった症例は少

なし大きな外力が間接的に作用したものが多い. Col-

les 何・折後のものは，た.，.'1例のみであった.正常の鍵

にそれを引き伸ばすような大きな外力が加わると，筋腿

移行部で断裂しやすいことは， McMaster らの実験によ

り証明されており ，著者らの症例において筋腿移行部に
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て断裂したもの 7例中 5例はそのような力によるもので の 1例，小指深指屈筋鍵手掌部断裂 2例である.

あった.その中の l例には前腕背側にも打撲傷があり ， 質 問 .外力の種類，状態，程度と屈筋臆断裂部位と

伸展反射による筋の収縮がより断裂を起こしやすくした の関係について ?

とも考えられる. 回答 岡山

これら筋腿断裂 14例中 8例に長母指仲筋の断裂を認 力の加わり方と断裂部位は当然関係がある.

めたのであるが，との筋に断裂が起とりやすい原因は， 直接打撲した湯合その部の挺に恨傷が起こり，その部

その走行が立体的で斉曲していること，また筋力が弱く， 分で断裂が起こりやすい.間接的な外力が加わって，腿

運動範囲が大きいことによるのであるが，これは人聞の が引き仲されるような外力が加わると，一番張力に弱い

進化により母指球が発達し母指の勤きが立体化したにも 筋腿移行部にて断裂が起こる.

か』わらず，長母指仲筋の発達がそれにともなわず，筋 追加 緒方(大阪警察病院整形)

力，構造ともに弱く，その筋を引き伸すような強力な外 因の草取りによって発生した両手特発生総指伸筋腿皮

力が加わると，比較的容易に筋腿移行部にて断裂するの 下断裂の l治験例を追加する.

ではなかろうかと恩われる. 症例は 38才，主婦，農業，右第 3指および第 4指，

追加・質問 今村(慈大整形) 左第 3 指の伸展降、害があった.これらに対して長~:筋除

手指筋腿皮下断裂 4例を追加した. の遊離移植を行ない，術後 2年の現在完全な機能の回復

中指深指屈筋鍵付着部，長母指屈筋腿付着部，おのお を得ている.

42.深指屈筋腿単独断裂に対する手術例の検討

高沢晴夫 山口智 宝積豊

近藤勝子 山 田勝久*

Zone 1， 2における深指屈筋騰の単独断裂は，D.1.P. 

関節が自動屈曲できないとと，過伸展することが障害と

なり日常生活に支障をもたらす .

我々は陳旧性の 18例 21指に対し，腿前進術， D.1.P. 

関節の鍵固定術，浅指屈筋腿をそのま hに残し，深指屈

筋腿のみに対し遊離鍵移植をする方法などの観血的治療

を行なったので，その成績を検討した.

症例は男 16例，女 2例で，年令別では段年少 3才，

最年長 40才であり， 20才， 30才代がほとんどである.

2指断裂は 3例あり，うち 2例は l指に鍵前進術 1指

に腿固定術を，他の l例は 2指とも健前進術を行なっ

た.

1.健前進術

8例， 9 f旨に行ない，示指 4，中指 4，環指 1で，創

は zone1にあるものばかりであった.

'" H. Takazawa， T. Yamaguchi， Y. Hozumi， K. Kondo， 

K. Yamada:横浜市立大学技形外科.

術後成績を Ja仇 らの判定規準(表 2)に従って検討

すると 2例は術後 3ヵ月以内で優を示した.10ヵ月以上

の経過が判明した 6例， '指では 1例のみが不可であり，

他はすべて優であった.この結果からは腿前進術の成絞

は良いといえるが， D. 1. P. 関節のみについてみれば，

200
以上の伸展制限があるものが術後 10ヵ月以上経過し

た6例中 4例に認められた. また，症例 5は D.1.P.関

節はほ Y伸展できたが，P. 1. P.関節に軽度の{申展制限が

残った.

不可の成績を示した症例 lは，深指屈筋腿の末梢断端

が腿給，浅指屈筋騰などと癒着し，また中枢端は指を強

く屈曲しなげれば付着部に達しなかった.H建前進術は創

の状態が良好で，その部位が zone 1にあり， mを強く

屈曲しなくても中枢端が末梢付着部に容易に達するくら

し、ヵ:よしL

断裂部は付着部より少なくとも 1.5 cm以内位のもの

が適応であろう . しかし，指が完全に伸展できることま
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l調査時期

34ヵ月

I 2ヵ月

54ヵ月

30ヵ月

10ヵ月

50ヵ月

3ヵ月

I 12ヵ月

受傷からl

i手術まで
!の期間|

舌ナ イ フ左示指中節 6ヵ月

合 鉄の切りくず |左中指 D.l.P.関節 2ヵ月

合カッター 右 中 指 中 節 1 ヵ月

I 11 右環指中節 H 

旋 盤左中指 D.I.P.関節 2ヵ月

切 創右示指 D.I.P.関節 ? 

ガ ラ ス左中指 D.I.P関節 2ヵ月

lフライス盤右示指中節 I 2 カ月
卓をもちあげる 右示指 D.I.P.関節 3 古月
とき

右中指 P.I.P.関節 1 10 年

右中指 P.I.P.関節 1 3ヵ月

す左示 f旨中節 I 5ヵ月 l

プ右小指中節 I 2ヵ月 l

フ 左小指 P.I.P.関節 I 3ヵ月 I

鋸 1:左示指 P.T.P.関節 I 4ヵ月

コ |左中指 P.l.P.関節 I 4ヵ月

フ |左環指中節 1 5ヵ月

フ 1:左示指 M.P.関節 1 2ヵ月

板 |左環指中節 1 3ヵ月

l-P判右中指 P.l.P.関節 l

叩一

性

む
一

年

令

一

M
m
ω

凶

A
「
I

l

l-

症

例

1

2

3

絞成

題演

表1.

般

D.I.P.の可動範囲

35-40。
10-40。
15-16。
20-60。
30-60。

5-500 

10-80。
0-25。

20-35。

Jaffeの判定

(1200) 

(2100) 

(2350) 

(2300) 

(2300) 

(2300) 

(2400) 

(2100) 

(2200) 

不可

優

11 

11 

位部の主4受 傷機 転

小
O
A
O
O
T

ホ。
A
O

局

a

z

p

、d
r

nHV

勾，
‘

nxυ

25ヵ月

4ヵ月

1.5ヵ月

36ヵ月

10ヵ月

1.5ヵ月

lH1I  P |指尖手 |
関節j I r関節 掌距離 i

30-60010-100 14.Ocm 15 年

O_950 0-250 12.5cm 12ヵ月

3ヵ月

12ヵ月

2ヵ月

D. 1. P.関節の屈曲肢位

。。
10。

5。

術後 30 ヵ月で関節固定術

30。

25。

30。

300 

20。
20。

Tenodesis 

7 26 合切 創

I '" 1車をもちあげる8 27'合 |
|とき

9 ， 35 宮 部品 を

10 21 舌 ス ク ラ

11 ， 20 I舌 |ナイ

12 I 23 1合 i電 気

13 . 32 ，合 |キ リ

14 I 21 1合 |ナイ

15 38 I合 |ナイ

16 36 I合 |トタン

落

ツ

|Ja院 の |MP 
判定 関節

|不可 |…
優 0-1000

3年

2ヵ月

ス

リ

フ

ミ ソ:;而刊

，点欠占手IJ丁
表 2. Modified White classification 

(Jaffe， Weckesser). 

l r1D…f白nger
白11mJ;LZf山

p均 todistal lu 
Gradation of 

results {申展UilJ限

D.I.P.j. の
自動屈曲不
能

手投が容易

Tenodesis 

1. 25cm orく

2.5 orく

3. 75 orく

>3.75 

2000 or > 

1800 to 1990 

1500 to 179
。

く 150
。

Excellent 

Good 

Fair 

Poor 
完全な機能 手技がむず
の回復が期|かしい
待できる | 

Free graft 

ち 2例は過伸展にならないことで機能的には満足してい

た.他の 1例は術後 2ヵ月で再手術し，関節固定術を行

なった.パットを握るときカがはいらないことを訴え

た.

術前 P.I. P.関節の屈曲制限が多少存在したのは 5例

で期待するのは無理である.

2. 膿固定術

示指 3，中指 3，環指 2，小指 2の 10例に行ない，

創はすべて zone2にあった.

手術は深指屈筋鍵の末梢を浅指屈筋腿に縫合する方法

で行ない， D.I.P. 関節は約 300屈曲とした.術後 3ヵ

月以内で D.I.P.関節がほ Y伸展した例が 3例あり，う
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あり ，症例 8は深指屈筋騰の中枢部の切除を行ない良い が大切である.

結果を得た. 症例 15は術後 l年自に深指屈筋鍵中枢端

と浅指屈筋鍵の閣の癒着剥離を行ない，現在後療法中で 発言 田島(新大盤形)

ある 1) こh数年間に noman's land内の指屈筋腿断裂に

腿固定術は Verclanが述べるように，老人，機能的要 対し syovialsheatheが良好に保たれている限り direct

求の少ない人，あるいは crushin j. などで腿輸が閉鎖 sutureで良好な成績があげられていると いう考えがアメ

したり ，綴痕形成が著しい例に行なわれるが，末梢断端 リカで実験的にも臨床例でも頭をもちあげてきている.

の長さが十分にあることが必要である.なお，深指屈筋 その一環として profumclusのみの断裂に対しても clirect

鍵の中枢側が P.I. P. 関節の動きを障害 している際は， sutureを行なう考えが一部の人たちにあると思う.

それを切除するべきと恩われる 2) いわゆる Pulvertaftの移植後(実は Pulvertaftが

3. 遊離陸移植 初めたわけでないが)は，両屈筋腿が断裂し，移植健の

2例に行なったにすぎなかった.症例 17は3才の幼 gliding と大切な proximalpulleyが collapseを起こし

児で， 5年後の成績は不可の判定であり ，満足できる成 ているときより ，一般により良い成績をあげられること

絞は得られなかった.症例 18は術後 2ヵ月で優を示し を Little，Curtis らが指摘している.したがってその適

たが，残念ながらその後の経過は不明である. 応は Pulvertaftが述べているほど， 必ずしも厳選する必

まとめ 要はないといえるようである.もちろん，より簡便な方

以上，我々は深指屈筋鍵単独断裂に対する手術成絞を 法で実際にはさしっかえないが・ ・

検討した(表 3). 理論的には遊離腿移植が最ともすぐ 回答 高沢(横浜市大獲形)

れているが適応が限られ，手術手技がむずかしいことが 腿移植術の手技が困難であるという怠味は，技術的に

難点である.健前進術，!lll!固定術は手術手技は容易であ 成功するととがむづかしいということではなく，機能的

るが，その効果に限界があり，多少の障害を残す.各手 にそれほど支障がないのに対し，複離な手技を用いても

術方法にはそれぞれ一長一短がある.適応を選んで症例 得られる結果がそれほどでもないことに問題があるとい

の特色，患者の要求などを参照に手術方法を決めること うととである.

43. 指屈筋陛損傷の治療成績の検討

山 根宏夫 矢部裕 三笠元彦 内西兼一郎*

過去 5年聞に慶大整形外科!とおいて手術を行なった指 合計と指尖手掌間距離との総合成績で判定する White

屈筋腿損傷のうち最低 6ヵ月，最長 4年8ヵ月に亘る予

後成績を調査し得た症例は 86例，134指である.その

ほと んどが 2次的修復手術によるものである.

指屈筋腿損傷では，その機能解剖学的および治療上の

特殊性から，すでに知られているごとく，その損傷部位

I'Cより表 1左に示す 6つの zonesに分けて考えるのが妥

当である.多数鍵が同時に損傷を受ける zonesVIIを一応

別として corpaI tunnel部より末梢における屈筋腿損傷

の zQne別，指JJIJ分布は図 1のごとくである.

成績の判定基準は，指では自動的伸展および屈曲度の

ホ H.Yamane， Y. Yabe， M. Mikasa:反応義塾大学整形外科，
K. Uchinishi:伊勢崎病院盤形外科(伊勢崎市).

の基準に従い，母指では以下のごとく判定を行なった.

怠側の I.P.関節の自動域
一一 x100 (96) 
健側の 1.P.関節の自動域

Excellent 

Good 

Fair 

Poor 

>75% 

>5096 

>255百

く 2596

次に，術後成績を検討するに当って，術的の手の状態

を次の表 2のごとく A，B， C， Dの4段階に分けた.

以下，zone別に治療成績を検討する

1) Zone 1 この部では 7指に advancemen t， 3指に

端々縫合を， 2指に陵固定術を 1指に Pulvertaftの腿

移植を行ない，その成績はほ Y満足すべき結果を得てい
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2) Zone m との部における手術法，成績は表 2に示

すと おりである.成績がたとえ [air以下であっても，患

者はきしたる障害なく母指を使用しピンチカも強いが，

むしろ 1.P. 関節の伸展が制限される不便さを訴えてい

る.

3) Zone lV :手掌部では同時に 2指以上の損傷を 17

例中 10例にみている. この部では sublimisを 切除

し pro[undusのみの縫合を行なうことを原貝IJとしてい

る.た Yし，示指の単独損傷では可及的両方の艇を縫合

する.示指では運動性より 支持性を重視するためである.

ζの部の成績は表 3に見るごとくまったく術前の状態に

比例している.

4) ZoneV: この部の損傷は 3例， 11指に認められ

表 3.各 zoneにおける術前の状態と成績との関係.
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ものとはいえない.との原因を検討するため術前の状態

がB以上でありながら fair以下の成緩を示した 11例，

14指についての分析を行なって次の結果を得た.

1) 腿鞘内の綴痕が中等度にあったもの 8指， 2)創

内の反応が完全に消槌しないで移植術を行なったもの 4

指， 3)陵中枢部の縫合が不適切であったもの 2指， 4) 

後療法に対して患者の協力が得られなかったもの 4指，

5)原因不明で患者の体質的な healingprocessに問題が

あったと思われるもの 2指.

また術前の状態が悪いC，Dの群においては術後成績

が悪いことは当然であるが，術前に比しかなりの改善が

得られ患者は満足している例も多いので，症例によって

は十分鍵移植の適応になるものと考える.

次に鍵移植後の機能の回復状況を P.1. P.関節の自動

運動域を指標として経時的に調査してみた.図 1左に見

るごとく成績良好例と不良例とは術後 8週ではなお不明

であるが， 12週に至れば上方の笑線で示す不良例と下

方の点線で示す良好群に大別され， この閣の改善の程度

が鍵移植の予後をある程度示唆するようである.これを

1969年科タト形

る.と』では 9本の屈筋鍵および正中神経が手根管内を

密集して走行しているため，その修復には特別の配慮が

必要である. 1例は電撃傷 1例は 2才児の切創により

いずれも 9本の屈筋腿断裂，正中神経断裂例である.長

母屈筋，深指屈筋の 5本の鍵移植を施行した. 2才児の

例では指の屈曲は比較的良好であるが，各指の独立運動

は制限されている.電撃傷の例では各指の運動域は少な

いが著明な改善が得られ患者は満足している.他の 1例

はリウ 7 チによる長母屈筋の特発性断裂例で腿移植を行

ない結果は good である.

一般に多数指損傷の場合には，術後多少の運動制限が

あっても各指の運動域がそろうため患者の訴えは少な

い.

5) ZoneVI:この部では神経断裂を伴う多数腿の損傷

を伴うととが多く 8例， 40鍵を数える.一般に長母屈

筋健と虫様筋起始部より中枢での腿損傷では，JlI!の退縮

と筋の線維化が著明となり 2次的修復手術の成績は不良

となる.我々の例では受傷後 4ヵ月以内に手術を行なっ

た例は成績良好である.

整巻 20・号 141448 
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図 1. Zone 1I における graft例および zoneVIにお ける suture例の術後回復曲線.

zone IVにおける腿縫合例でみると図 1右のごとくで，成

績良好例では早期から著明な改善がみられ術後 8週に至

れば結果はほ Y判定可能といえよう.

おわりに

以上，我々は指屈筋腿損傷手術成績の予後調査を報告

したが，いまだ症例も少なく確定的なことはいえない

が，今後治療をす hめていくうえで示唆するととも多い

と思われ，諸先生のご参考となれば幸いである.

6) Zone II : No man's land内であっても zone1に近

い損傷であれば distal pulleyを切除し profundusを軽

度前進せしめ端々縫合を行なった例が 3例，また zone

IVに近く指伸展時の受傷であれば proximalpulleyを切

除して profundusのみの縫合を行なった症例が 4例あ

る.それらの成績は，表 31'(.見るごとく，術前の指の状

態に平行するといえよう .

Zone II の損傷で健移植を行なった症例は 31例， 37 

mであり，その成績は表 2に見るごとくで，満足すべき
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我々の行まった指屈筋腿損傷治療の遠隔成績44. 

堀尾慎弥*

Zone 3では M.P.より末梢では鍵前進法と端々縫合を

応用し，陳旧例では鍵移行術，遊離鍵移植を行なった.

Zone4以下では prof.のみ主として縫合したが，手根管

で陳旧例で端々縫合が困難なときは prof.の末梢断端と

sublimisの中枢部と縫合し，横手根靭帯は切離したま h

にした.なお，移植腿の insertionには pull-out法，中

枢部の鍵縫合には Bunnellの埋没縫合を， 若干例には

interlacing法，Pulurerntaft法を用いた.

成績判定基準

修復鍵の excurslOnを重視して，M.P.および 1.P.関

節の自動可動域の合計と健側の値との百分率で表わし，

75%以上を優 (excellent)，50%以上を良 (g∞d)，25% 

以上を可 (fair)，25%以下を不可 (p∞r) とした.母指

以外の指では， pulp-palmar distanceは関節拘縮例では，

真の excurslOnを表現しないので参考程度にと Yめた.

治療成績概要 ;我々の situationが産業都市でないこ

水岡二郎山口政仁

屈筋腿損傷の治療成績に関しては今日までに多くの報

告がなされているが，我々も一応これまでの治療の反省

として遠隔成績を調査，検討し，いさ hかの知見を得た

ので，こ〉に報告し，諸先生方のご批判， ご教示を仰ぎ

たい.

調査対象

調査対象は昭 34年-43年までに行なった症例であ

る.その内訳は手の掌倶IJの解剖学的差異に基づいて区分

した.

Zone 1 (no man's landより末梢部)は 8例， 10腿，

zone 2 (no man' s land)では， 18例， 20腿， zone 3 (flex. 

poll. long.)は 9腿， zone 4は 7例， 9鍵， zone 5 (手線

管内)では 5例，4鍵， zone 6は3例， 12陵である(表

成績判定期間は術後最低 6ヵ月，最高 10年，平均 4

年5ヵ月であった.

健高 良

表1. 部位別，修復別成績.

End to山 utureI Tendon tr叫 rI Free ten伽 graftI 部位別成綴

良 |可不可優良可不可優良 |可不可l優 |良|可 |不可

550  

8 10 1， 

4 3 I 2 I 

3 4 I 0 

11 0 0 

12 0 0 

5 ， 42 ，22 3 I .-I 
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Zone 4 

Zone 5 

Zone 6 

術式別成績

と，専門医への認識がたりないためか，症例数が少なく

術式，損傷部位もパラつきが多く，統計処理が困難で，

その意味づけにも苦労したが，一応次のような知見を得

た.

1) グラフの縦軸に修復臆数の%，横軸に患指の関節

の可動域の合計と正常対側指の値との%をとって，それ

ぞれの成績を図 1で表現してみた.結果は健前進法では

良以上が 100%，端々縫合では 92%，鍵移行術では 86

%，腿移槌例では 63% を占めていた.端々縫合例では

可動域の広いものが多く含まれていたが，全体的には腿

2 

治療方針

Zone 1では advancement法， zone 2では遊離鍵移植

術，鍵移行術，端々縫合を行なった.移植鍵には palmaris

long， sublimis， plantarisを用いた・端々縫合は pulley

の入口部の損傷例で， 2次的に行なった.この際 pulley

の部分切除を行なった.また他の sublimisを力源として

末檎の深筋腿に縫合した例もある.

3 2 11 。7 

機 K.Takara， M. Yamaguchi:熊本大学整形外科， .J.Mizu. 
oka:国立熊本病院 (熊本市二の丸町)， S. Horio:熊本労

災病院整形外科{八代市竹原町).
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図 1.

移行と大差はなかった(図 1). 

2) Zone 1の鍵前進法の成績は insertion より 2cm 

を越える sublimisの chiasma の近くでの離断例でも成

績良好で，優が全体の 60% も占めていた.女性，幼児

等では比較的予後が悪く，労務者では多少良好の傾向に

あった.術前の疲痕はあまり影響はなかった.
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図 2. 

3) No ma山 land では良以上のものをとってグラフ

で表わしてみた.鍵移行術が比較的良好で，優 75%，遊

離鍵移植では 555'百，端々 縫合では優は 1OlJもなかった，

育5 タト 科 1969年 11月

しかし，可動域の大きい症例は腿移植例に見られた.可，

不可の症例は開放骨折， 関節拘縮を合併 したのと，術前

疲痕の強い昭 34年の初期のものだった. No man's land 

でも条件が良ければ良い成績を得ている(図 2).

4) さきに，教室の堀尾が発表した長掌筋腿 2次的反

転移植法については症例が少なく，結論的なことは避け

るが，比較的良好な経過を辿っている.成功例をあげる

と， 28才，工員で，左 2-4指の同時多発例で，受傷

後 3週自に第 3指に本法の第 I回手術施行，他の 2本は

鍵前進法を，約 2週目で第 2回目の手術を行なった.移

植騰は普通より光沢があり ，栄養状態が良好であるよう

に見えた.

5) Zone3の長母指屈筋腿の 9例では 4例 (44%)が

佼で，前進法と端々縫合法の 2例ずつである.術前の条

件の悪い鍵移行例は不良だった.しかし拘縮があっても

日常生活には支障はなかった.

6) Zone 4は陳旧例で，他医師による手術綴痕例が多

く，成績は予想外に悪かった.幼児ではその予後は必ず

しも悪くなかった.

7) Zone 5では 5例中 1例の同時多発例 (4腿)に不

可の成績をみているが，鋸創，陳旧OfJで，すでに関節拘

縮も一部分合併していた.

8) Zone 6ではほとんど問題はなかった.

9) No man's land の部位や， 前進法例では pulley

の緊張に影響されるか， P.l.P.を固定してやると D.1.P.

関節の勤きが増大する傾向にあった.今後 pulley作成

に当って，あまり伸展せぬよう，その幅を広くしたほう

が良いようである.

発 言 矢部(慶大整形)

屈筋膝断裂術後変形と拘縮の予防と治療について I ・

No man's land 内断裂におげる腿移植後の swanneck変

形，また zone1， 3におげる advancement後の D.1. P.， 

1. P.関節の屈曲拘縮の予防は，術後肢位もきわめて重要

だが，後療法中か〉る状態が出現する場合，elastic splint 

を装用することにより大略防ぎ得る.
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偽関節の治療の検討

村井俊彦

佐々木崇*

鈴木 勝 己

武井秀丸

前腕骨遷延治癒骨折，

高 橋定雄

高橋 力

45. 

前腕骨骨幹部骨折は解剖学的特徴上，非観血的療法で

は整復，整復位保持が困難で， 観血的に治療されること

よる ものと治療法に原因する ものとに分けられるが，私

たちの症例では初期治療を当科で行なった8例をのぞい

尺骨 23例
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司
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4-12(8) I 5-12(8) 

表 2.治療法 (1 ). 

|務管 14例

骨移植+内副子固定 I 4 

( Kuntscher 

骨移植+悩内固定 ¥Rush I 2 

l Kirs氾hner I 2→ 

骨移植+ネジ固定 I 3 

骨移植 ， 2 

検尺骨癒合法 I 1 

Sliding法

( Kuntscher 

検骨小 ー|骨移植+内副子固定

頭切除 ，1骨移植+Kirschner 

L骨移植+ネジ固定

病巣掻腿+植皮

手術までの期間 (月)

外固定期間 (週)

1* 

が多い.しかし直視下に確実な整復，固定のできる観血

的治療法の利点を生かしきれない症例にしばしば遭遇す

る. そこで，私たちは前腕骨骨幹部骨折で，遷延治癒骨

折，偽関節として治療した 51例について原因，治療法，

治療成績等を検討したので報告する.

検骨骨幹部の遷延治癒骨折，偽関節は 14例であるが，

受傷時，尺骨下端骨折を合併した もの4例，尺骨骨幹部

骨折を合併した もの5例であった.

尺骨骨幹部の遷延治癒骨折，偽関節は23例であるが，

受傷時，続骨骨幹部骨折を合併したもの 8例，Monteggia 

骨折は 6例であった.

続尺両骨骨幹部の遷延治癒骨折，偽関節は 14例であ

る.

受傷時年令は病院の特殊性もあって 21才か ら 40才

の工場あ るいは現場労働者が過半数を占めた.

遷延治癒骨折，偽関節の原因は従来 より骨折の状態に

( )内は Monteggia骨折例数.

* は再手術の必要のあった症例.
.. .は nonUI110nのま〉放置.

表1. 過去におげる治療.

単純骨折 l開放骨折
検 骨 尺 骨 槙尺骨|検骨尺骨榛尺骨
(8例)(17例)(7例)1(6例)(6例)(7例)

5 10 4 

法療治

治療法 (2 ). 

治

一 |症伊l数
一←検骨 | 尺骨|

骨移植+内訓子固定 |骨移植+内面Jj子固定 5 

骨移植+内副子固定 1骨移植+鎚内固定 2 

骨移縞+内副子固定 |銅線締結 1 

骨移植+ネジ固定 i骨移植+ネジ固定 2 

骨移植+髄内固定 |情移植+髄内固定 1 

骨移植 |骨移植+内高l序回定 1

Sliding 法 |骨移結+ネジ固定 I 1 

切断 l 切断|

2-18 

I ~平均 8 . 4)6-12 
(平均8.0)

法

表 3.

療

1 2 4 (2) 

1(1) 3(3) 2(2) 

1 

2 

2(1) 

1 (1) 

非観血的処置

観血的処置

金属内冨Jj子固定

銀銅線締結

ネジ固定

髄 (Kuntscher 

~ j Rush 

定 lKirschner 

不 明

2 

o 2 0 1 

( )内は感染を示す.

4 

手術までの期間(月)

(週)I 外固定期間

• S. Takahashi， K. Suzuki， T. Murai， T. Takahashi， I-J. 
Takei・T.Sasaki:関東労災荷院整形外科 (川崎市木月住



1452 巻 20・号 14 整 形 外科 1969年 11月

て骨折の状態がはっきりしない.結果として現われた現

象から分析すると，内固定不良と考えられるもの 20例，

整復不良あるいは整復位保持の慈いもの 15例，感染 10

例等があった.これは前腕骨骨幹部骨折の治療の困難さ

を物語るとともに必要かつ十分な整復，固定がいかに大

切かを物語っているといえる.

遷延治癒骨折，偽関節の治療に関してはすでに多くの

報告があるが，問題点は， 1)局所の撞艇あるいは切除

は必要かどうか.Dunn， N.， Phernister， D. B. らは局所

に osteogenicpotentialがあるとし局所の掻l陀は必要が

ないと述べているが，開放骨折例や単純骨折で観血的処

置を受けた症例は lowgracl infect剛 1 の可能性が大で，

症例に応じた操作が必要である. 2)移植骨として can-

cellous boneを用いるか corticalboneを用いるか. こ

れは支持性と着床率の点で長短がある.特色を生かすよ

うに使い分ける必要がある. 3)内固定に金属を使用す

るかどうか.強面な内固定は治療法の早期開始という点

ですぐれているが，異物であることを忘れてはならない.

さらに，前腕骨の場合には検骨と尺骨との長さを考慮す

る必要がある.

私たちは以上のことを考慮し，症例に応じて種々の方

法で治療した.骨癒合に関しては，病巣後腿，有茎植皮

のみにと Yめた 2例および切断せざるを得なかった l例

を除いた 48例中 46例に骨癒合を認めた.なお，失敗

した 2例も再手術により骨癒合を認めた.

次に術後 l年以上を経過し，指関節に拘縮のない症例

の機能障害状況をみると，続骨骨幹部の遜延治癒骨折，

偽関節例は 7例であるが，開放骨折例が機能障害大で，

単純骨折で観血的処置を受けた症例も同様であった.団

内 ・外運動制限は軽度であるが，掌屈制限が強い傾向を

示した.握力および 1-2指間 pulpplllchの健側比は

ほ Y平行関係であるが，運動制限同様に開放骨折例が懇

かった.

尺骨骨幹部遷延治癒骨折，偽関節例は 10例であるが

非観血的処置例を除いて機能障害大で，検骨のそれに比

して囲内・外運動制限が大であった.握力と 1-2指間

pulp pinchとの鍵側比は平行関係、にあるが， 楼骨のそ

れに比して健側に近い傾向を示した.

縫尺骨骨幹部遷延治癒骨折，偽関節例は 6例であるが，

単独例に比して機能障害大で，特に掌屈制限，国外制限

が大で，非観血的処置例も大差がなかった.

念土 童li
'ロ ロロ

過去 10年間に治療した 51例の前腕骨骨幹部遷延治

癒骨折，偽関節症例について検討した結果を述べたが，

骨癒合を期待するためには局日rrの条件を十分にと訟のえ

植骨をすることであるが，それにもまして骨折に対する

初期治療の重要性を強調したい.

追加 矢部(慶大整形)

我々は第 10回の本学会において緋骨片による onlay

graft法を発表した. Monteggia骨折後の欠領偽関節の

治験例を示して，本法は骨癒合上きわめて良好な成績を

あげているのでご追試いた Yければ幸である

長尾(慈大整形)

前腕骨偽関節の骨癒合が他の長管骨のそれに比し得難

いのは，pro-supinationにより骨折部に rotationが加わ

るからである. したがって骨癒合を成功させる鍵はこの

rotatlonをいかにして防ぐかということであると考える.

私は断面菱形の Rushpillを全長にわたり刺入すると同

時に Kirschner銅線を遠位機尺関節に刺入して pro-su-

plll則的11 を一時的に固定することにしている.こうすれ

ば，骨移植の方法が inlayであれ onlayであれ，良好な

骨総合を得ることができると考える.
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46. 母指 M.P.関節種子骨最入の 8例

井上博 寺本知善 笹原駿 宮 城恒夫*

日常生活，労働，あるいはスポーツ等を通じて母指に

過伸展力が働く機械をもっととは多く，すでに過伸展障

害としての M.P.関節背側脱臼，特に非整復性のものに

ついては本邦でも多く報告されている.

私たちは最近の 3年数ヵ月聞に母指

M.P.関節過伸展障害の 1っと考えられ，

X線ではごく軽度の亜脱臼，あるいは過

伸展位をとり， X線で明らかに種子骨依

入がみられた 8例を経験した.これらは

注意してみないと案外みすごされる場合

があり，実際私たちの症例中 5例は単な

る捻挫として処置されていた.

症 例・ 喜田某，24才 7ヵ月，男・柱に母指をあて背

屈を強制され，母指 M.P.関節部に激痛を覚え，運動障

害をきたし，他医でX線撮影を受け，捻挫の診断のもと

に湿布その他を受けた. しかし可動制限はとれず，受傷

症例は男女それぞれ 4例，受傷時年令

は 17才 3ヵ月より 46才 7ヵ月，受傷

機転は 4例は明らかに母指の背屈を強制

され，他の 4例は背屈が疑われるが，正

確には判明しない.受診までの日数は当

日が 2例，翌日が 1例，他は 9日より長

長 48日であった.受傷後 10日以上経

過した 4例中 3oOlJは徒手整復不能で手術

が行なわれた.徒手整復例 5中4例は全

麻のもとに， 1例は無麻酔で整復された

(表 1).
a.初診時. b. 徒手~復. C. 術後 I年

手術例および徒手整復例をそれぞれ l

例述べる.

表1.

8伊l 合 4. ♀ 4.

受傷時年令 17 ..r 3ヵ月 -46才 7ヵ月

受傷 機 転 4例背屈強制l

4例 背屈疑わしい.

受傷より受診までの期間 0-48日

治 療 3伊IJ:徒手整復不成功~手術

5例:徒手整復

4例 全 麻

I例無麻酔

• H.lnoue， T. Teran叫 0，S. Sasahara:久留米大学整形外科，
T.Miyagi:宮城病院.

不或功

図1. 喜田，24才， 7ヵ月.

後 15日自に来院したが，所見としては 11'1.P.関節は軽

度過伸展位， I. P.関節は軽度屈曲位をとっている.屈伸

は自動的には疹痛のためほとんどできない.X線で母指

M.P. 関節は過伸展，背側に軽度亜脱位にあり，掌側に

種子骨の阪入がみられた.全麻のもとに整復の操作を行

なうも成功せず，受傷後 19日自に M.P.関節掌側横切

開で手術を行なった. Pulleyを一部切除して長母指屈筋

を側方によけると，短母t旨屈筋の末梢端，種子骨部に軽

い綴痕化様所見あり，種子骨を含めて volar plateは若

干関節内にくびれ込んだ状態であった.直視下のもとに

牽引，ねじり，屈曲を加えても可動性は改善されず， く

ぴれ込んだような所見もそのま』であった. M.P. 関節

桜側で voJaorplateと accessorylig.の聞に縦切開を加
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え，小さなエレパトリウムを挿入してくびれ込んだよう

になっている種子骨を掌側にとね出すようにすると，他

動的に急、に M.P.関節屈曲は可能となった. Volar plate 

と accessorylig.の縫合は中央部で 1針のみ行ない，固定

は軽度屈曲位で 2週間，その後自 -他運動にはいった.

術後 l年 1ヵ月の調査で可動性は健側に比 して伸展 15
0

，

屈曲 100 の制限があり，重たい物を持ちにくいことがと

きどきあること以外日常生活に不自由を訴えていない

(図 1).

症 例.松永某， 23才 9ヵ月. 壁に手をつき背屈を

強制jされた.直ちに来院したが，症状は前述の症例とま

ったく同じであった.全麻のもとにまず軽い牽引を末梢

方向に加えながら数囲内外方に回旋を行ないつ h軽く屈

曲すると，かなりはっきりした際音とともに，急に容易

に屈曲可能となった.術後のX線では正常像を呈し，前

述の症例と問機の固定を行なった.術後 2年2ヵ月で可

動性は屈伸ともほとんど健側とかわらず， 日常生活でな

んら不自由はなかった(図 2).

酸入の機序については私たちの手術例が受傷後 19日，

27日， 52日と陳旧例であったために，手術所見よりの

判断は困難であった.小林は本症例と同じと思われる 1

例を報告したが，彼の例とまった く同じ状態であったか

否かは確言できない.手術所見よりみて似ているところ

は volarplateと種子骨が M.P.関節内に若干くびれ込

んだ状態であったのと検側種子骨がごく軽度尺側によっ

ているのではないかと恩われる所見があったのみで，そ

の他の点では私たち 3例の手術所見より詳細に比較し得

なかった.また Stenerの実験，能登らの説を哀づける

材料も得られなかったが，これは症例が陳旧例であった

のが大きな原因であった.切断直後の指を用いて Stener

の実験に基づき prox.pal.lig.とaccessorycollateral lig. 

を切離して 恢入を実現させよう としたが成功しなかっ

た.したがって阪入の機序については確言できない.

徒手整復が 8例中 5例に， しかも 1例は受傷後 23日

を経過したものにも可能であったが，こ

れは指のひねりを加えたためと推測して

いる.この操作により側方に阪入した種

子骨と volarplateが，なんらかの型で

猷頓していたとしても，はじき出され，

f茨入より解放されるのではないだろう

か.整復に際して 5例 ともはっきりと 練

音をきいたが，これは種子骨が外に出る

ときの音か，あるいは関節関係が正常に

戻ったときの音かは不明であるが，この

音とともに他動的に屈伸が円滑にゆくよ

うになった

8例中 7例の予後調査では，手術した

2例に軽い怒訴はあったが，日常生活に

はほとんど支障をきたしておらず，可動

性も手術例にごく軽度の屈伸障害があっ

たのみであった.なお整復後再発をきた

した例は l例もなかった.

今後このような症例に遭遇する機会を

もっと思うし，依入の状態，綴序につき
a.初診時. b.徒手整復直後 c. 2年 4ヵ月後.

図 2.松永.23才， 9ヵ月.
追求したい.
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47. M.P. 関節脱臼の 1手術法とその遠隔成績について

松岡豊治 松岡道子 橋倉一裕*

1962年私たちが示指および母指の M.P.関節背側脱 非直視下に中手骨骨頭の表面をすべらせながら関節包を

自の I手術術式を考案発表して以来逐次追試が行なわ 貫ぬき，関節腔まで挿入し，基節骨の底部と中手骨骨

れ，かなりの成績が報告せられつ』あることは喜びとと 頭とに十分エレパトリウムを接触させ，このエレパトリ

もに感謝にたえない・ ζLにあらためて手術術式の図解 ウムを「テコ」として整復を行なう・中手骨骨頭は掌側

と自験例ならびに 6-7年にわたる遠隔成績を述べ，ー に突出しているので触知はたやすく，主要組織は圧排さ

層のご検討とご追試を願いたい・ れているので損傷も少ないと思われ，暴力を必要とする

1. 本症の分類，発生頒度，発生機転，症状，X線所 ことなく，関節挿入も整復も容易である.しかしこれで

見・ 整復に困難を感ずるものには手背面の皮下に達するまで

母指および示指 M.P.関節の解剖学的特性および脱臼 エレパトリウムの挿入をす弘めると整復はさらに容易と

時の形態等についてはすでに多くの人により詳細なる報 なる・整復後は自 ・他動運動機能検査を行ない，良好な

告がなされているので省略し，治療法のうち特に手術法 るを確認し， 1-2針の皮膚縫合を行ない術を終る・術

について述べる・ 後はボーJレを握った指位に固定包帯を行なう・なお整復

2. 従来の手術法 不能なる場合は井桁状構造解離の方法に簡単に移れるわ

1) 井桁状構造解離法:すなわち軟骨板切離と 3者切 けであるが，いままで私たちの方法による不成功例はな

離については数多く行なわれ成績も良く賛成者も多い・ い・また武井例は脱臼位中手指関節背面に横皮切を加え

2) 背倶~弁状切開法:清川の成功例をみるも，整復が 非直視下に該部より エレパトリウムを帰入し整復を試み

不十分であったり，再脱臼の症例もあり，難点も指摘さ た経験もあるが，整復不十分のため掌仮IJ切聞に移り成功

れている. した.

3. 私たちの手術術式の図解 (図 1). 4. 自験例

a. b. 

戸:ミ
~l~~ 二) ') -

c. 

A群:井桁状構造解離を行なった症例

(表 1).

B群:私たちの方法による症例(表2).

5. 遠隔成績 (表 3).

6. 文献上よりみた追試成績

名市大，鳥取日赤，横市大，その他の

機関よりの報告を見るに，いずれも良好

な成績を発表している.

むすび

図 1.a.皮切，b.エレパトリウム M.P.関節挿入図， c.術後固定位.

従来の手術法でもかなり良い成績があ

げられているが，新鮮例の場合はA群の

井桁状構造解離は比較的侵襲度の強い，

しかも複雑な操作を必要とするため，術

後の腫脹，~痛も著明で，治療期間も長

脱臼 M.P.関節手掌面中央に約 6-7皿皿 幅の繍皮切

を加え，この部より私たちの愛用せるエレパトリウムを

• T. Malsuoka， M. Matsuoka:松岡病院J(茨城県下館市甲)，

K. Hashikura:国立身体障害センター(東京都新宿区戸山

町).

びく傾向にあると恩われるが，B群の私たちの方法は助

手を必要とすることもなく，操作も簡単であり，加うる

に治療期間も短く，術後の症状も軽く，運動機能および

遠隔成績も良好と思われ，かなり有用な方法であると確

信している.
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私たちの方法の遠隔成績.表 1. A群 井桁状構造解離法.

症 例 |年令|阿部 位|勤機 |諮品川合併|成績

0木01141合
右

転 倒
刀三

|良

0正o1 231合
右

野球突指
同日 l l良刀て

イゴ リヤカー0疋o110 合 示にはさむ
2週

l|良

渡

坂

表 2.B群.私たちの方法.
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発 言 問島(新大整形)

私たちは少数例の経験ながら，往年整復不可能な示指

M.P.関節背側脱臼は Kaplanらの見解とや』異なり，

中手骨頭の桁状絞犯があるとは考えない.主な整復不能

な原因は volarcartilgae plateが介入するためと考え

る.それで演者のような方法によれば volarplateの近

位縁を介入位から開放できるのですぐ整復できると考え

る.

48. 指の側副靭帯損傷の治療経験

本田一成

指の側副靭帯は基節小頭の楼側ならびに尺側の両側よ

り中節基底の lateralvolarの結節部に斜方向についてい

る.D. 1. P.関節にも同様な機構があり， M.P.関節では

関節包を補強している.但IJ副靭帯は指関節の{申展でゆる

み，屈曲で緊張する. この靭帯構造により，指骨間関節

は側方よりする軽度な圧迫に抵抗できる.側副靭帯の断

裂は一般に P.l.P.関節にくる.この損傷は一般的な外

傷で，軽微な外力，すなわち伸ばされた指に働く外転ま

たは内転の力によって完全断裂を起こし，靭帯の近位付

着部が切れ，靭帯損傷を軽視することによって経過が長

びき，永続的な指の障害を残す.

我々は最近2年聞に 41例， 43指の指の側副靭帯損傷

を経験した.受傷原因は球戯を主としたスポーツ外傷13
例，労働災害 9例，いわゆる突指 15例，その他 4例で

ある.指の側副靭帯のうち，M.P.関節は 12例， 12指，

P. I.P.関節は 29例， 31指で P.1.P.関節に多発した.

• K. Honda， G. Fukuzawa:太田総合病院整形外科(川崎市

駅前本町).

福沢玄英*

左右差はない.M.P. 関節は母指尺側側副靭帯に損傷が

多く 9例を数え， P. 1. P.関節の側副靭帯損傷は中指，

環指に多く，小指，示指のl闘に少なくなる(表 1). 各

指ともに榛側側高IJ靭帯に損傷は多く発生した.

表 1.指の側iiill靭帯損傷.

1Jztlf;1r|年(九十
右 21211115112141213111411117

左 11 5 1 11 1 7 1 2 I 1 4 1 1 4 1 2 1 2 1 114 

計 I10 1 2 1叶 41 10 1 10 1 7 121 

症例 1.21才，男.ベルトコ ンベアに指をはさむ.

左小指 P.1. P.関節検側(側;¥lIJ靭帯以下略). Stress X線

写真にて受傷後 22。の側方動揺性を見，副木 3週固定で
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動揺度 10。に改善す.

症例 2.19才，男.ソフ トボールの突指.右小指 P.

1. P.関節税側.側方動揺度 320，X線上中節基底掌側に

裂離骨片を見， volar pJate断裂と診定，冨IJ木5週固定後

なお 20。の動揺性を残し，伸展制限，腫脹を有す.

症例 3.34才，男.パス運転手で坐席を拭いていて

突指. 5年前も突指あり，今回同じ右小指 P.l.P.関節

検側を受傷. 動揺度 250• 面IJ木 3 週間固定，動揺度はさ

らに 34。と増加し， stress X線写真(図 1)で P.I. P. 

関節の側方亜脱臼を示す.受傷 2ヵ月後.図 2のごとき

我々の修復法を行なう.ギプス 3週，術後 2ヵ月半で動

揺度 10。に減じ.亜脱臼は遠納された.

図 1. 症例 3.Stress roentgenogram. 

仰l方動揺度 34'，琵脱臼を伴う.

ハ
川

ω問
削

図 2.側副籾帯陳旧断裂K対する修復法

第 3排骨筋腿約 6cm採取し，中節骨，

基節骨に伴った骨孔を通じて健側にひき

出し latera1 bandに縫合.1lJ!移植する.

症例 4.48才，男.左環指 P.I. P.関節検側，いわゆ

る突指受傷 3ヵ月の陳旧例で，動揺度 50
0
，症例 3のご

とく我々の鍵固定術を行なう術後 3ヵ月動揺度 11
0
に

回復，拘織なし.

症例 5.18才，男.野球すぺりこみで指をつく.左

小指 P.1. P.関節検側. 中節基底掌側に骨片を有し，

stressにて.iffi脱臼を伴い，動揺度 25
0

受傷 8日自に側

副靭帯縫合ー VoJarplateの断裂は pullout法で縫着，

予後良好で 100 に改善.

症例 6. 38才，男.自転車より落ち指をつく 左示

指 P.1. P.関節機側 動揺度 230 • 受傷 8 日目に断裂靭

帯縫合.術後 3ヵ月，拘縮なく，動揺度 10。となる.

P. 1. P.関節側副靭帯損傷は関節の一側性の疹痛，腫

脹，圧痛を示し，単純X線上権怠関節のー側性軟部腫脹

陰影をみるが，確実なる診断は擢患関節に stressを加

え，靭帯弛緩による関節の似1]方動揺性を確認することで

ある 我々はこの stre5sX線写真で外転または内転され

た遠位ならびに近位指骨長軸のなす角度を損傷度と考

え，健指のそれと比較し治療の指針とする.正常な母指

M.P.関節の外転度は 20。ぐらいであるが，尺側側副靭

帯断裂があれば，著明に外転し 400 以上に達し，外方亜

脱臼を起こす.正常な P.1. P.関節の側方へのゆるみは

10。以内で，側副靭帯断裂を起こすと 20。を越え，外転

または内転される.200 を越える例は完全断裂と考える.

本靭帯損傷は一般に非観血的治療が行なわれ， 3-4週

の固定にて予後はよいとされる.我々は 43{91]の側副靭

得損傷のうち， 12例に手術を行なった. M.P.関節では

3例ともに 1ないし 8ヵ月の陳旧例で，稜側 1例，尺側 2

例である.槙側例は靭帯縫縮，尺側例ではたすきがけ鍵

固定 1， Kaplanによる縫縮と固有示指伸筋腿移行術 1

を行なった.症例が少なく，手技の良否をきめ得ぬが，

陵固定の stabilityはよいが， 関節の動きに支障を残し

た. 母指尺側側副靭帯断裂は断裂靭帯聞に expanSlOn

hoodが介在し観血的修復を要する ものと息われる. P. 

1. P.関節では症例 lのごとく高1]木固定にて治癒する反面，

症例 2，3のごとく非観血的治療の予後が怒いものもあ

る.陳旧例修復についての報告はない.我々は線維綴痕

化した靭帯断裂部はもろく，縫合のみで再現することの

困難を考え，手技複雑ではあるが，前述の修復法をとり

指伸展時の expansionhoodの働きにむすびつけ， P. I. 

P.関節をのばしたときの固定性を得んと試みた. 本手

術は，症例 3，4を含め， 1ないし 5ヵ月の陳旧例 5例

に行ない，所期の目的を達した.新鮮完全断裂では非観

血的治療の効果を待つまでもなく，症例 5，6のごとく
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早期手術の適応を考えることは，Readlerら(1967)の報

告にも見るごとし考慮せらるべきではないかと考える.

このような症例では collat.lig. とと もに volarplate 

になんらかの処置を必要と考えられるか.

2) 我々の症例では損傷部位が proximal付着部であ

ったが演者の症例ではどうか.

追加 諸橋(荘内病院整形) 3) 新鮮例 opeの inclicationはなにか(完全断裂でも

1) どの部が切れているのか scar ではっきりしない 保存的に良好な成績を得る症例があるので)・ また，損

ものが多い. Collat. banclそのものを修復しても (slltllre 傷部位が付着部剥離の場合の縫合法は.

や局所腿移植)成絞が悪い. 回答 本国

2) 経験上一番良いと思われる例は ext.dig.V.prop. 1) 我々の側副靭帯断裂部は近位端であって primary

を用いて midcllepbalanxの baseへ通し pllll-Olltwire slllllreは新鮮時には容易であるが，陳旧例では narbeが

で固定， prox.は lat.bandに縫合したものであった. ある場合， sutureしにくい.

質 問 赤堀(間山川崎病院整形) 2) 手をつけられない.

1) 切断指による実験では 250
以内の instabilily は 3) Collat. lig. の断裂と volarplateが断裂したもの

collat. lig.の損傷で生じ， volar plate損傷を合併した場 が合併したものとは区別して考えられないが，後者の場

合 250 以上の instabilityとなる. 合当然観血的に処理すべきと考える.

49. 手指にj今、ける関節骨折症例の検討

藤田音也 岡一郎←小川正二*

今回我々が検討した手指の関節内骨折は皮下骨折の

34例， 35関節であるが，こ の骨折の分布をみると図 l

のごとく，右手の P.I.P.関節に最も多く，次いで示指

から小婦に至る l'vI.P.関節周囲に骨折が起こっている.

}ヱ 左 イi J十

B 
ー-- ~ 10 14 

L:::! 一一ーl 2 

J旨

日
6 9 

¥ .)，ζーーー1 3 4 

図1. 部位別症例数.

まず P.J. P.関節には図 2のように，第 1に中節基部

の掌面におけるいわゆる hyperextensionsprain fractllre 

と，第 2には基節句-頭部の側面に起こるいわゆる corner

fractllreの型の骨折が多い.また少数ではあるが，中節

基部の側面の cornerfractureが現われている.

ホ S.Fujila，l.Oka， S.Ogawa:東北大学整形外科.

第 lの型では骨折片の大ノトもいろいろであるが，骨片

の大小にか hわらず，ときには種々の程度の背側脱臼を

第 1の恒 第 2の型

図 2.P.I.I'. 関節に多い骨折の型.

合併するとともある. この骨折は一般に骨癒合が早いの

が特徴で，骨折片の転位がなければ運動障害を残さずに

治癒する. しかし骨片の転位を残して治癒したものでは

運動域の著明な減少をきたし，この場合屈曲位に固定し

たものは伸展制限を残して大した障害とはならないが，

中には逆に伸展位に固定したものもあって，これは{申展
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位の拘縮あるいは高度の屈曲制限を生ずる傾向が強く ，

重大な障害を訴えてくる.とれは骨の変形治癒にもよる

が，むしろ関節包，靭帯の損傷の状態による要素が強い

と考えられ，当初からX線の前後 側面像で関節端相互

のずれを示すものもあるが，一見正常関節端相互のずれ

が認められなくても，強制位での X 線像を見ると， {目IJ

副靭帯や広範な関節包の損傷などの合併を推測できるも

のがある.

P. 1. P.関節の第 2の型のものは，骨片の転位が大きく

て関節裂隙外にはみ出すものもあり ，このような場合は

もちろんであるが，転位の少ないものでも骨癒合ははな

はだ悪いようである.関節裂隙外に遊離した骨折は小さ

げればなんの障害もないこともあるが，運動時のj!j;痛を

訴えて摘出を要するものもある.この型の骨折は運動域

の障害を起こすことは少ないが，しばしば斜指を生じ，

この場合骨折側へ曲ることも，逆に反対方向へ曲ること

もある.これは側副靭帯の損傷と関係があり，側副靭帯

が延びきった状態で修復されたときは骨折側と反対方向

への斜指を生じ，骨折片が関節裂隙外へはみ出したとき

に多しその骨折片の隆起によって斜指が誇張してみえ

る.逆に骨折側へ斜指を起こすのは骨折端相互の吸収に

よって関節面の傾くことにより，骨癒合に時日を要した

ものに多いようである.骨折の癒合が遅れて小さな骨移

植を要したものもあった.

次に示指から小指までの M.P.関節では，中手骨骨頭

と基節基部の骨折がそれぞれ相半ばしており，基節基部

では cornerfractureの型が多いようであるが，中手骨

骨頭では骨折の形態もさまざまである.概して基節側の

骨折は重大な機能障害を起こすことは少ないようで，む

しろ中手骨骨頭の変形が肢位の異常や運動障害を起こす

ことが多く，骨片が背側にとびら状に浮上って locking

症状を起こしており ，ネジ釘固定によって治癒させたも

のもある. しかし骨折片の整復が得られ』ば機能的予後

はきわめてよく，中手骨骨頭の粉砕骨折でも整復，キノレ

シュナー銅線固定によってなんの障害もなく治癒した例

もある.

次に D.1.P.関節では図 3のような 2つの typeが現

われている.第 1の型はいわゆる malletfracture でい

まさら論ずるをまたないが，我々の症例では重大な運動

障害や疹痛を残したものはないが，どんな方法でも骨変

形を予防するのは困難に感じている.一方第 2の型は末

節の側方転位による変形と，変形治癒すれば運動障害と

疹痛を残すが，早期には容易に整復，保持され得るのが

特徴であろう.

ttilの型 第 2の型

図 3.D.I.P.関節に多い骨折の型.

最後に母指では中手骨基部の骨折が多く ，ほとんどは

Bennett骨折で， この骨折ではいずれも良好な予後を示

している.この手根中手関節部で中手骨基部の高度な変

形を示す陳旧性の粉砕骨折が 1例あったが，その時点で

は特別な運動障害や疹痛は訴えていないものもある.

また母指の M.P.関節にはちょうど P.1.P.関節の第

lの型，第2の型と同様な骨折を認めているが，第 1の

型は固定によって，また第 2の型は 2次的に骨片摘出を

行なって， P. I.P.関節におけるような機能障害や変形

を残さずに治癒している.

以上をまとめてみると我々の検討した症例の中では

P.1.P.関節におげる骨折が多く ，またこの関節の骨折が

最も変形，機能障害をきたしやすいので，初期治療には

慎重を期さねばならないと考える.
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50. 手根骨癒合または摘出後にbける手根骨運動の観察

上羽康夫 北 川 威 芦田一弥 平井浩哉キ

手関節は続行手根関節および手根中央関節を含む手根

間関節により形成され，複雑な運動様式を有している.

手根骨を癒合したり，摘出した場合に残りの手根骨の配

列がどのようにかわり ，手関節運動にどのような影響を

与えるかを X線映画および単純 X線像を用いて観察し

た.異常な手関節運動を理解するにはまず正常な手関節

運動を知る必要がある.正常手関節は掌背屈，検尺屈運

動およびそれらの運動を総合した回転運動を行なう.そ

れらの運動が手関節のどの部分で起こるかについては種

種な意見がある 標本実験で井村らは榛骨子根関節が手

根間関節よりも広い運動域をもっと報告したが，淵脇ら

はその逆のことを述べている 手の検尺屈運動は鳥山ら

の報告したごとく 1)筏骨関節面に対する手根骨の回転

運動， 2)各手根骨の個有回転運動， 3)手根骨聞にお

けるズレの運動l仁基づく .掌背屈運動に関しては Bunnell

は 122。のうち 66。は稜骨手根関節で，残りの 56。は手

根中央関節にて起こると考えているが， ScI日、引1 は 140。

のうち 100。は模骨手根関節にて，残りの 40。のみが手

根間関節および手線中手関節にて起こると考えている.

症例 1(図 1). 29才，女. 失天性に両側対称性の

短指症あ!)，有頭・有鈎骨癒合を認める.正常手では有

頭骨，有鈎骨はそれぞれ個有の回転運動を行なうが，こ

図 1.症例 1. 先天性有頭有鈎骨癒合.

検屈 10・，尺屈 30.，掌屈 28・，背屈 48..

• Y. Ueha， T. Kilagawa， K. Ashida， H. Hirai: 京都大学

整形外科.

の例に見られる癒合骨は，両骨聞のズレ運動はなく，ほ

とんど回転運動を行なわない.稜屈運動に際しては到底合

骨と月状骨，三角骨とは著いし不適合を示し，検屈運動

の制限がある.掌背屈運動では掌屈時l乙様骨手根関節は

280 の運動をするが，手根中央関節の運動はほとんど 0
。

であり，掌屈運動制限がある.背屈運動時には縫骨手根

関節および手根中央関節がともに 270 ずつの運動を行な

う.

症例 2(図 2). 31才，男.月状骨前方脱臼および舟

状骨骨折をきたし，整復術を受けたが骨壊死に陥ったの

で舟状 ・月状 -有頭骨癒合術を行なった 舟状 ・月状お

よび有頭骨は完全に癒合し，手根骨全体がほ Yー塊とし

て運動を行なっている. したがって手関節の検尺運動は

挨骨手根関節のみにて行なわれ，様屈 120，尺屈 5。と

著しい運動制限が認められる.掌背屈運動でも手根骨は

一塊として運動し，検骨手根関節のみで運動を行なって

いる.その運動範囲は背屈 200，掌屈は 5。にしかすぎ

ない.手根中央関節運動によりいかに強い運動制限をき

図 2. 症例 2. 舟状月状有頭骨癒合.

横屈 12・，尺屈 5.，掌屈 5.，背屈 20・.

たすかがわかる.

症例 3(図 3). 44才，男.爆発事故に遭遇し，左示
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指を失うとともに広範な火傷を受けた.左母t旨の運動を

増加させるために大菱形骨摘出術を行なった.示指指列

欠除とともに大菱形骨が切除されている.機尺屈運動に

際しては大菱形骨が欠除しているにもか hわらず，他の

手根骨の配列には乱れがなく ，運動の異常も認められな

い. しかも第 1中手骨と舟状骨との関係は手根骨の運動

により変化しない.掌背屈運動もほ Y正常であり ，月状

骨運動が先行し，それに続いて有頭骨の回転運動が認め

られる.舟状骨の回転運動もほ Y正常である.大菱形骨

は隣接する手根骨とも特に強い関連は有せず， fまY独立

していると推測される.

図 3.症例 3.大菱形骨摘出.

検屈 350，尺屈 430，掌屈 490，背屈 720•

図 4.症例 4.舟状骨近位部摘出.

検屈 50，尺屈 370，掌屈ー2・，背屈 42・-

症例 4(図 4).21才，男.舟状骨骨折後に近位骨片

の壊死をきたしたのでその骨片を摘出し，同時にその部

へ長掌筋髄を埋没した.前後前像では舟状骨の近位部が

欠除し，，憐骨手根関節裂隙は狭くなっている.尺屈連動

はほ Y正常であるが，榛屈運動はわずか 5。のみである.

舟状骨の回転運動は少なし明確でない.舟状骨近位部

は舟状骨の個有回転運動をうながし，様屈運動を容易に

すると考えられる.掌背屈運動は軽度な運動制限を認め

るが，その運動障害は主として榛骨手根関節に認める.

症例 5(図 5). 33才，男.陳旧性月状骨前方脱臼あ

り，月状骨摘出を行ない，その部に長掌筋腿を埋没した.

前後面像では月状骨が欠除し，検骨と第 3中手骨との距

離が正常より狭く ，舟状骨は強く回転して，短く見える.

検尺屈運動に際しての舟状骨の動きは円滑性を欠く .豆

状骨の動きも正常手に比べると少ない.掌背屈運動は比

較的円滑だが，月状骨が欠除し，有頭骨の可動性のみに

図 5. 症例 5.月状骨摘

図 6.症例 6.月状骨溶解.

検屈 00，尺屈 250，掌屈 550，背屈 57・.

依存するため背屈 55
0，掌屈 25。に制限されている.

症例 6(図 6).41才，男.手関節部の切創とともに

月状骨前方脱臼をきたし，脱臼した月状骨は自然溶ー解し

た.前後面像では月状骨が消失し，第 3中手骨と検骨と

の距離は症例 5よりもさらに狭くなっている.舟状骨は
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前後函にて強く回転していて，検尺運動に際してもほと

んど運動しない.稜尺運動は強く制限され検屈 0
0
，尺屈

25。である.掌背屈運動は症例 5と同じく有頭骨の可動

性に依存しているが，背屈 570，掌屈 55。であり ，運動

制限は軽度である.

まとめ

種々な要因が関係するのでわずかな症例をもって結論

を出すことは困難であるが，今回の観察で特に目立った

事実を列挙すれば， 1)先天性有頭有鈎・骨癒合では癒

合骨の回転運動はほとんど認められず，検屈運動が障害

されている. 2)舟状・月状・有頭骨癒合では手根骨個

個の運動および手関節すべての運動が強〈障害されてい

る. 3)大菱形骨が摘出されても，他の手根骨の配列お

よび運動はほとんど変化しない. 6)舟状骨近位部が欠

除したときには舟状骨の回転運動が少なくなる. 5)月

状骨が欠除すると舟状骨は強い回転位をとり，舟状骨お

よび豆状骨の運動は少なくなる.

51.手舟状骨単独脱臼の 1症例

大久保行彦 白石 悟*

手根骨は相互に強力な靭帯組織に結合されており，単

独脱臼は非常に少なく ，特に月状骨脱臼を除く他の手根

骨の単独脱臼は非常に稀であり，手舟状骨の単独脱臼の

本邦報告例は文献上久富 (1968)の 1例のみである.

我々は最近，本症の 1例を経験したのでこ hに報告す

る.

症例.40才，女子.農業.

家族歴および既往歴 :特記することなし.

主 訴:右手関節の運動痛.

現病歴:昭 43，9， 9日，自転車で通行中右後方より

自動車にはねられた.当時，約 3時間の意識消失があり，

受傷時の記憶がない.加害者も不明である.受傷時， 右

手関節掌側と右頬部および右肘の尺側部に擦過傷があっ

たという.近くの外科医院に入院して，副木固定を受け

ていたが，右手関節の運動制限と運動痛があり ，9月 27

日，大宮赤十字病院整形外科に受診した.

初診時所見 :右前腕より手掌にかけて腫脹が残存し，

右手関節掌側のや h榛側寄りの部分に擦過傷の痕があ

り，稜骨茎状突起より末梢で掌倶11に突出した骨性隆起を

ふれ圧痛があった.そのため犠骨茎状突起がや b陥凹し

ている感を呈していた.右示指先端には軽い知覚鈍麻が

あり， 右母指の外転が健側に比較して約 1/2程度に制

限されていた.手関節の運動域では特に掌屈が極度に制

限されていた. 前腕の囲内，回外は制限されていない

(図 1).

• Y.Okubo， S. Shiraishi:大宮赤十字病院盤形外科(埼玉県

与野市上落合).

図 1.術前.

図 2.術前.

X線所見:手関節の背掌方向撮影では骨折は認められ

ず，舟状肯のみが大多角骨との関節面を基点として回転
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しており，検尺方向撮影では舟状骨の検骨との関節面は 単独脱臼は，その形状と位置的関係から非常に稀れであ

完全に掌側に脱臼している.しかし他の手根骨の位置関 る.本症例の脱臼機転は不明篠ではあるが擦過傷の痕よ

係はほ Y正常に保たれ，前腕の田内，国外位でのX線像 り推察すると右前腕を国内位にして手を背尺屈して転倒

でも受傷後 18日を経過しているが舟状脅ばかりでなく したことが考えられる .Connell (1955)の1例も本症例

他の骨にも骨折は認められない(図 2). と同じく自転車に乗っていて受傷している. その他

治療経過 :10月 2 日，全身麻酔下で徒手整復を試み Andrews (1932)， Buzby (1934)， Kuth (1939)， Russell 

たが成功せず，直ちに右手関節の手背検側よりのいわゆ (1939)， Walker (1943)の例もいずれも物を握っている

るタパチ エーJレの部分に約 3cm の縦切闘を加えて手関 際であり， Connell (1955)は握っていて手関節の背尺屈

節嚢を切開した. 正常ならば直下に舟状骨が見られるが と母指の外転がとられた ときに舟状骨が手掌側に押し出

舟状骨は見られず，大多角骨との関節菌を中心として中 されて舟状骨の回転脱臼が生ずると推定している.本症

枢が協掌側に回転転位しており，検骨の末端より外側に 例も同様の外傷機転によるものかも知れない Cave

位置していて，舟状骨の有頭骨との関節面が手背側に向 (1941)は有頭骨脱臼を伴った舟状骨脱臼を報告してい

っていた 搬痕組織を除去して後，母指を長軸方向に牽 て，有頭骨脱臼の際には舟状骨骨折よりも亜脱臼のほう

引しながら舟状骨の腰部を起子で挙上しかなりの盤復 がより頻発するといっている.しかしこの例は舟状骨の

力を加えて舟状骨を整復した.整復後も再脱臼を起こす 中枢部が中心となって末梢部が掌側に脱臼したものであ

傾向があるため手関節掌屈位に前腕より中手指関節まで り本症例とは回転の中心が反対である.つまり受傷時の

ギプスシーネ固定を施行した.術後経過は良好で， 3日 手関節の屈曲の度合と力の加わり方により月状骨単独脱

自には右示指先端の知覚鈍麻も消失した.術後 9日自に 臼と月状骨周囲脱臼のような差違を生ずると考えられ

抜糸して手関節を中等度掌屈位に ギプス固定を行なつ る.Thompson (1964)は陳旧性の 7例を含む 9例の手舟

た.11月 12日，ギプスを除去した.昭 44，2， 6日の 状骨脱臼の症例を報告している.x線所見では 1)舟状

X線像では舟状骨と月状骨との間隔は健側よりや h離開 骨の高さが特に最大検屈で減少すること， 2)舟状骨と

しているが手根骨の相互の位置関係はほ Y正常に回復し 月状骨との間隔が特に最大回外位で離関すること， 3) 

ており疹痛はまったくない(図 3). 手関節の掌屈は術 舟状骨の水平位転位に注目している.本症例では術後約

前 5。が術後 55
0

(健倶IJ 65
0

)， 背屈は術前 25。が術後 18週を経過しているが X線検査で健側に比較して舟状

450 (健側 600
)，尺側屈は術前 25。が術後 300 (健側500

)， 骨と月状骨との間隔の離闘が残存しているが疹痛はまっ

線側屈は術前 5。が術後 200 (位側 300
) I乙回復した. たくなく満足すべき結果を得ている.

図 3.術後 18週.

考 察

手舟状骨は手根骨の中枢列および末梢列の両列にまた

がって位置しているために子首を強く背挨屈して手掌を

突くと，舟状脅の腰部で骨折することが多いが舟状骨の

追加 井上(久留米大整形)

63才，男.オー トパイ転倒. 右手をつく .肢位詳細

不明.受傷後 9日自に来院.x線で右舟状骨の掌・榛側

脱臼を認める.Connell， Kuth， Walkerの例と X線を比

べると，それぞれ異なった所見を皇し，発生の機序，す

Ti.わち II-血 中手骨・を介して有頭骨より税骨に及ぶ力

で， 尺屈，背屈位にある舟状骨をおし出すという機序が

うか Yえるものであった.整復は全麻の もとに成功し，

通信調査で日常生活に不自由を感じてなかった.

質問 池谷(日医大整形)

私たちの症例は 2月の整形外科東京地方会に発表した

ものであるが，受傷後 15日を経過，幸い徒手整復に成

功したものである.整復後 4ヵ月経過しており，舟状骨

の不安定性が残っている.本症の発生機転上，月状骨と

の聞の結合部の断裂は必発と思われるが，演者の症例に

このようないわゆる unstablecarpal boneの所見を残し

ているかどうかをうかがいたい.



1464 

52.陳旧性月状骨脱臼の 2例

岡 一郎 藤田音也 金久保和雄*

我々は最近 2例の陳旧性月状骨脱臼を経験し 1例は

可及的原位置への整復を試み，他の l例は摘出術を行な

った.

症例1. 18才，男子.左手関節背屈位で手掌をつい

て転倒，捻挫として 1ヵ月間湿布を受け麗脹は消返した

が，左手関節運動制限と手関節痛を残し，受傷後 2ヵ月

半で来院.左手関節伸展位，掌側中央に腫脹と骨性の抵

抗をふれ，同部の圧痛と背屈 50，掌屈 20と強い左手関

a. 米E害時(受傷後 2.5ヵ月).

a. 

認められず，手板骨，侠骨相互間に月状付を入れるのに

十分とみられる間隙があったので，整復を試みた(図 l

a).術後の X線像では整復がや〉不十分だが(図 1b)， 

月状骨の stabilityが良いので術後 2-3週の間より自

動運動練習を開始，運動開始時の手関節運動域は約 30。

だったが，その後次第に増加し術後 9ヵ月の現在，手関

節運動は背屈 500，掌屈 25。と回復し，た YボーJレ投げ

でスナップをきかせるとき軽い手関節痛を感ずるのみで

b.術直後.

図 1.

b. 

図 2.術後 9ヵ月.背 ・掌屈側面像.

節運動制限を認めた.x線像で月状骨単独脱臼があるも

月状骨の骨萎縮や raclio-carpal jointの関節症様変化が

機1.Oka， S. Fujita， K. Kanakubo:点北大学整形外科.

ある.現在でも X線像で術直後と間程度の月状骨のずれ

はあるが stabilityは良い(図 2). 

症例 2. 27才，男子.ベJレトコ ンベアーが右手背に

落ちて受傷， 湿布などにより腫脹消退後 7 ッサージ，自
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a. 来院時(受傷後 6ヵ月).

動運動練習など保存的療法を受けていたが，右手関節痛

と運動制限とれず，受傷後 6ヵ月で来院.右手関節伸展

位，掌側中央に腹脹と圧痛あり，同部に骨性の抵抗をふ

れ，運動域は掌屈 250，背屈 20，X線像では月状骨脱臼

と様 ・尺骨茎状突起骨折を含む検骨速位関節函の骨折を

認め， capIlateとracliusの聞は狭く，検骨遠位関節商に

もすでに関節症様の変化が見られたので月状骨の摘出術

を行なった(図 3a). しかし術後 8ヵ月の現在疹痛は重

い物をさげるときなどのほかはほとんど消失したが，手

関節運動域は背屈 00， 掌屈 25。に制限されている.x
線像では関節症様の変化はや h軽減しているが， cap，tate 

と racliusの間隙の狭少化は増加し，機骨遠位関節面に

は変形が残っている(図 3b). 

陳|日性月状骨脱臼は intercarpaljointの不適合よりく

る関節症織変化，脱臼位にある月状骨そのものによる手

関節運動制限と疹痛，幸い我々の症例ではみられなかっ

たが，脱臼した月状骨の正中神経圧迫による神経麻庫を

合併することがしばしばあり，強い手関節機能障害を残

す.

治療としてはできるだけ整復に努めるべきであること

はもちろんであるが，整復術は手根骨，検骨相互間に十

分月状骨を収容するに足る間際を有し，かっ intercarpal

joint に関節症様変化の少ないものに適応があり，症例

1からもわかるとおり陳旧性のものでもできる限り整復

に努めるべきで，たとえ多少の整復不十分があっても機

能的には良いことが知られる. 月状骨脱日後 Kienbock

病様変化をみるものは知られていないといわれている

が，受傷後の経過期聞が長ければ手根骨相Eの位置関係

の変化による intercarpaljointの関節症様変化が惹起き

れ，さらに月状骨周囲軟部組織も fibrosisなどの変化に

より荒廃してくるであろう.このような症例には，たと

え月状骨単独脱臼であっても当然摘出術が行なわれなけ

ればならない・症例 lの投球時の軽い手関節痛は整復不

b.術後 8ヵ月.

図 3.

十分のための掌屈時運動域の減少によるためとも考えら

れ，今後の経過に注意を要する点であり，とのように単

独脱臼でも完全な整復が得られなかったことより，月状

骨脱臼は受傷後 l年近くまでなら整復術の適応といわれ

てはいるが，実際はもっと短い期間経過した症例がその

適応なのかも知れない.

症例 2は月状骨脱臼に機骨遠位関節商を含む検・尺骨

茎状突起骨折を合併し，手根骨の骨萎縮，そのうえ受傷

後 6ヵ月と比較的経過期間も長いことなどによる inler.

carpal jointの不適合があるので月状骨摘出術のみを行

ない， ~痛は重い物をさげたときなどのほかはほとんど

消失したが，手関節運動域は術前とかわらず背屈 0
0

，掌

屈 250 にとYまり，術 8ヵ月のX線像で intercarpaljoint 

の不適合と綴骨遠位関節函に変形を残し，摘出術時に検

骨茎状突起を含めた様骨遠位関節面の部分切除も試みた

ら，あるいは多少の運動域の改善を得たのではないかと

考えている.重い物をさげたときの疹痛は intercarpal

Jomt の不適合によるものと考えられ，患者の土工とい

う職業から今後 radio-carpal，intercarpal jointの関節症

様変化が進行し，経過によってはおそらく良肢位での手

関節固定術を必要とするものと考えている.

陳旧性月状骨脱臼の手術進入路は，本脱臼で正中神経

損傷を合併することが多いので，整復，摘出どちらを行

なうにしても，正中神経を視野に収められる掌側進入路

をとるべきである.

追 加 滝川(東大整形)

過去 12年間に我々の経験した手根骨脱臼の症例は，

延べ 16例に達するが，う ち9例がいわゆる月状骨脱臼

であり，初診時までにすでに 14日以上を経過したもの

が 6例を占め，平均すると受傷後約 38日自に受診して

いることになる. 7年以上を経過した 5症例の遠隔成績

については，第 347回整形外科集談会東京地方会におい
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て報告した.また舟状骨単独脱臼は，手根骨脱臼延ぺ 16

例中 2例であり，第 352回集談会東京地方会で追加し

た.

手根骨脱臼は看過されやすい. 2)陳旧例の予後は比較

的不良である. 3)初療でのX線検査および正しい読影

が，早期治療と良い予後のために必須である.

以上の我々の経験からすると，次のことがいえる.1) 

53. 手舟状骨骨折陳旧例に対する 1治療法

柏木大治

藤田久夫

藤原朗

柳浦文男

井上禎三

梁復興*

手舟状骨骨折陳旧例に対する治療法については従来多 掌側にさけて，関節包を開き舟状骨に達する(図 1a). 

数の報告を見るが，我々は最近長期に亘って悲痛を有す まず肥厚増殖せる滑膜を切除し，骨折端の肉芽組織およ

る6O1Jの舟状骨骨折陳旧例に対し治療期間の短縮をはか び骨突出部を切除した後，両骨片聞に 2-3ITUl1の間隙

り，大腿筋膜の婦人による新たな疹痛のない偽関節を作 を作るよう特に末梢骨片端を切除する(図 1b).次いで

ることを試み，良好な成績を得たので報告する 1x2 cm大の大腿筋膜を中枢骨片の骨折衝を被うように

症例. 手術時年令は 15才より 51才までで，受傷 挿入し(図 1c)，背側をナイロン糸にて dorsalradioー

より治療までの期間は 2ヵ月より長きは 10年を経過し， carpal ligament lC縫合，関節包を閉鎖，創を閉じる.術

症例 4を除いて他のいずれも偽関節形成例である.その 後 2週間手関節軽度背屈，軽度尺屈位にて前腕より母指

骨折部位は症例 3を除いて中央 1/3の骨折である.初診 1. P.関節までギプス固定を行なう.

時の愁訴は手関節の運動時痛，可動性制限であるが，全 術後成績 これら 6例の followup期間は最短5ヵ月

例に運動時痛および可動性制限を認め，著明な握力の低 より最長 3年 3ヵ月である.

下をみた(表 1). 術後X線像では両骨片聞に十分な間隙を認め(図 2b)， 

表1. 治療成績.

-"'- 手関節可動 域 | 復期
症|年 l受の | 骨 IFo.~l.?w .-一 | 運動焔!握力 |

I~期 I ~ I 古 iy 仁川 屈 I~ 屈 _R_ !tfl 1_:_:_"Il I (kg) I! 
伊IJI令 り間i位 間 術前術後?Jl術前|術後?の望術前術後?の型術前術後?の2!術的 |術後|術前術後1占間

1 19 3年lb i仰 ヵ月 600 650ー 10070。 即 日。ぽ 300 00 250 400 0。 掌屈ー 28 46 2.Jl 

2 23 18ヵ月|わ 11年6.Jl 650 800 00 700 700 00 150 150 00 300 40。十日。背 屈ー 28 39 2ヵ月

月3 26 1 5ヵ月|己主フlI年5ヵ月 ssow ー 10050。 50。-r 5。100-VW250-50 学 屈掌屈 12 28 4カA

4 51 2カA月¥ふぺ"iI 9カA月 5ω006ω0。一I叩003ω00 5“5。一l印0。l)5。 I日5。一 50 2幻50 4刊00+叶501:1jt掌背屈一 9 25 2カA月

5 15 7.Jl Q鉱乙 7リカA月 4刊506ω0。一」ω町。町げ 一→ 502初002初0。 … 。 げ一-5。背糊検屈一 29 30 2.Jl 

6パ13凶3ω刈山01

1 I にノ | 一一 .. .~ ._ 

手術術式:空気駆血帯を装着し， snuff box の部に外

側突の弓状皮切を加え， extensor pollicis longusを背側

へ， extensor pollicis brevis， abductor pollicis longusを

市 D.Kashiwagi (教授)， A. Fujiwara， T.lnoue， H. Fujila， 

F. Nagira， F. Liang:神戸大学整形外科.

関節造影にて両骨片悶に造影弗lの流入をみ(図 2c)，明

らかにこの部に新たな関節の形成がみられる.

手関節の可動性は術前に比して，掌背屈で平均 24
0

，

様尺屈で平均 18
0 の改善を認め，全例に可動域の増加が

みられるが，特に症例 1，2ではほ Y健仮IJと間程度の可
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a. b. 

C. 

図1. 手術術式.

a.術的 . b.術後. C. 術後関節i主影.

図 2.
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動性を得ている.全般的にみると尺屈ではむしろ健側以

上の可動域を獲得している(表 1) このことは術後の

手根骨の動きをみると，尺屈に際して両骨片間は開き，

この部で中枢子根列と末梢手根列の連絡が完全に断たれ

るため，舟状骨末梢骨片を含む大・小多角骨，有頭骨の

末梢手根列は尺側へ向つての回転が正常より大きくな

る.すなわち midcarpalで正常より大きな動きが可能と

なり， radiocarpalでの動きと相まって尺屈運動が増加さ

れるのであろう(図 2b). 

悲痛については 6例中 5例には完全に消失している.

これは新たな偽関節形成と同時に肥厚増殖せる滑膜を切

除したとともその一助となっていると考える.しかし術

後X線像で中枢骨片に硬化をきたした症例 3にのみ掌屈

時に疹痛を残し，これは手術操作により中枢骨片への血

行を遮断したためと反省させられる.

復力については全例に改善をみ，症例 3を除いてはい

ずれも術後 2ヵ月以内に現職に復帰し得， 日常生活にな

んらの支障を認めていない.

考察ならびに結語

手舟状骨骨折の治療法については従来多数の報告が見

られるが，陳旧例に対 しては一般に愁訴のない 石のには

積極的な治療は行なわれず，広痛等の愁訴をみるものに

限って骨移植術等の観血的治療法がとられている.我々

も最近 5年聞に 19例の陳旧例を経験したが，症状軽微

な3例は放置観察，末梢部骨折の 1例は 2ヵ月間ギプス

固定を行なったところ 6ヵ月後には骨癒合がみられた.

一方疹痛を有する 8例には骨移植術を行なったが，その

固定期聞は 3-4 ヵ月で x線上完全に骨癒合をみるま

でに 3.5ヵ月から 7ヵ月を要し，全例に可動性制限がみ

られ，職場復帰に至るまでには数ヵ月を要している.

そこで我々は長期間疹痛を有する 6例の陳旧例に治療

期間の短絡をはかり，大腿筋膜挿入による新たな偽関節

の形成を試みたが，疹痛の除去，可動性の改善に効果的

で，ほ Y所期の目的を達し得たと考える.また職場復帰

に関しては約 2ヵ月で復帰し得，治療期間の短縮の点で

も骨移植術に比してはるかにすぐれている.本法の適応

については Bentzon は 8-10週間ギプス固定を行なっ

ても骨癒合のみられないものに対し，局所の fat fascia 

flapを挿入し良好な成績を得たと報告しているが，我々

は長期にわたって悲痛を有する偽関節例で，その骨折部

がほ Y舟状骨の中央にみられるものに限り本法の適応で

あると考える.

54. 手舟状骨偽関節症の臨床像について

伊藤忠厚

福原達夫 木村

舟状骨の偽関節症には症状の明らかな，いわゆる顕性

偽関節症と症状の軽い不顕性偽関節症との混在がその治

療方針を確立し難いひとつの原因となっている.我々が

過去 8年間に扱った 21例の本症は，その約半数が顕性

偽関節症であり，他の半数はスポーツ選手に散見された

症状の軽い例である.これらの治療方針を画一的に決定

しがたいため，積極的治療の適応となる 9例を除き 12

例を 8ないし 11年間放置観察した結果，自然治癒の起

こった 2例と，舟状骨壊死様変化をきたした症例にギプ

ス固定のみで骨耳障合を得た l例を経験したので， これら

舟状骨偽関節症の臨床像の特異性を，追跡調査例を中心

に述べてみたい.

ホ T.Ito (教授)， M. Iketani， T. FlIkuhara， S. Kimllra， 

M.Hirukawa: 日本医科大学整形外科.

池谷正之

繁 肥留川道雄*

表 1に示すごとく症例 1から症例 12までは無症状ま

たは軽度の症状の偽関節症で，全例が骨折時より数えて

8-11年間放置観察された.その聞手関節を駆使するス

ポーツ選手にはときとして手関節痛を訴えたが，お〉む

ね健常者とかわらない日常生活が可能であった.このう

ち症例 5と6(図 1)は受傷後 27ヵ月および 30ヵ)-jを

経ている偽関節で，バレーボール選手例である. しかし

2年間放置したところX線像で骨癒合傾向が現われ 4

年後には骨梁の連絡をみるに至り 6年後の現在は自然

治癒が完成している.また症例 9と 10では受傷後 2年

自に偽関節jが発見され 4年後のX線像では骨癒合傾向が

認められ， さらに他の症例 (2，4， 8)にも偽関節部には

なんらかの形で，たとえば偽関節面の狭少化，もうろう

化および近位骨片に反応性骨透亮像などが現われ，ーた
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ん完成された偽関節部にも経年的動的変化が認められ

る.しかし全例に近位骨片の壊死，Preiser病様変化への

病像は出現していない.Londonは本症を放置して 26ヵ

月日に自然治癒の起こった 1例を報告しており， この

ような本症の自然治癒過程をみると一般的な偽関節病像

の解釈との隔たりが感じられて興味深い.次に症例 13

(図 2)は初診時すでに 2年 11 ヵ月を経過した偽関節

であるが， x線像では舟状骨壊死様変化を示し，従来重量

治性として扱われた範鴎にはいる(図 2a).これに対し

長期間ギプス固定療法を試みたが 2ヵ月自には偽関節商

の硬化像が明確となり治癒傾向はまったくみられない

(図 2b).しかし 3ヵ月自には偽関節部に骨吸収像が現

われ(図 2c)， 4ヵ月自には雲状もうろう像，一部骨梁

の連絡をみるに至り(図 2d)，骨癒合への徴候と解釈さ

れ， 6ヵ月後には骨癒合が完成した(図 2e). ギプス固

定から補装具を着用させ，12ヵ月後のおllowupでは完

治と見なされた.すなわち従前の治療規準から考えると

かなり条件が悪いにもか hわらず骨修復への可能性を示

した症例と思われる.

固定術

考察と結論

舟状骨骨折がーたん偽関節を形成したのち，これを放

置して自然治癒に至るまで経年的観察を行なった報告は

見られないが， LondonはX線像で明確な偽関節所見が

あっても fibrousunionがこれを代償して手関節機能を

必ずしも阻害することはないと述べ，Perkins， Scottらも

すべての本症が綴性症状を呈さないことを述べた.そし

て潜在する本症が再受傷により初めて診断される例が少

なくないことを主張し，すべての本症が悲観的運命を伴

わないという見解である.我々の扱った症例は手関節機

能障害はないにしても完全に無痛の手関節ではなしこ

こに本症をすべて積極的に扱うかどうかの適応に難渋す

る.しかるに今回本症の自然治癒伊jに透過し，また諸条

件の悪い 1例にギプス固定のみで骨癒合に成功した経験

と，すでに報告した遷延治癒 5症例の保存的療法による

好成績等から考えると本症の臨床像には種々の pattern 

が存在することが推察され，本症を発見次第骨移植術を

適応とする Dooley らの見解には跨路せざるを得ない-

Nichols は本症の治療はX線所見のみでなく その症候に

立脚して行なわれるべきであると述べた.症状の軽度な
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症例 5.2年後. 症例 6.2年後.

症例 5.4年後. 症例 6.4年後.

症例 5.6年後.骨癒合(十). 症例 6.骨癒合(+).

図1. 偽関節症の自然治癒症例.

偽関節は手関節内においてあたかも 2コの手根骨として

機能的にそのメ ニスクス作用をまっとうし，なんら障害

の起こらないものと考えられ，中には徐々に自然治癒へ

の傾向をたどり ，ついには骨癒合が行なわれる症例も含

まれよう . 一方顕性偽関節症にも症状が一過性のもの

と，永続的な手関節痛を残す症例があり ，後者の場合が

問題となろう.すなわち比較的急激に手関節痛が進行し

遷延治癒時期にはX線像上骨壊死の傾向が現われたり，

嚢腫様像を呈し，臨床家の眼にふれやすい症状のそろっ

た症例といえる.このような症例には，偽関節部におげ

る骨再生能力を期待してまず 3ヵ月前後のギプス固定を

施行して，可及的解剖学的治癒へ導びく時間的余裕が与
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3 

図 2.偽関節の長期間ギプス固定療法

えられてよいものと考える.

手舟状骨偽関節症の長期間 ギプス固定療法は Wagner，

Stewart らによりその好成績が報告されているが，従来

本症の難治例のみが強調されてきたため，単なるギプス

固定で骨癒合が得られるかどうかの不信感から観血的療

法よりも好んで行なわれない傾向にあることはいなめな

い事実である.本症には観血的，非観血的を問わず種々

の治療方針が選択されようが，いずれの手技によるとし

ても生物学的骨修復機転を期待する方法では，それ相当

の時間を要求されることは当然で，その社会的条件を考

慮して行なわれる McLaughlinのネジ内固定法や Bentzon

の手術法とは根本的に異なるもので，本症の複雑な臨床

像の一端がうか Yえるのである.我々の経験した本症の

臨床像から考えて顕性偽関節症には第 l義的に骨移植術

を選択しなくても，スク リーニ ングの意味でまず 2-3ヵ

月間のギプス固定により偽関節部の治癒傾向を期待する

ことが望ましいと考える.取Iazet，London らは時期尚早

の手術と固定期間の不備が本症の難治性をたかめている
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と警告し，従来の評価ほど治療抵抗性を示すものではな

いと述べているが，我々の追跡調査例もとれらの意見を

裏書きする臨床像を示したのでと'>i'L報告した.

質問 弁上(久留米大整形)

演者が述べた臨床像を考慮して治療方法の吟味に慎重

であるべきとの意見には賛成である.

1) 舟状骨壊死の病像があればなぜ解剖学的治癒が得

られないか?

2) 中枢骨片の壊死像があっても，保存的治療で骨癒

合を得た症例を 4例経験しているが，固定にかなりの期

聞を要するので積極的に手術をしたほうがよいと恩う .

回 答 池谷

1) 舟状骨偽関節症で近位骨片の asepticnecrosisの

強いものでは，この fragmentがきわめて小さい場合に

解剖学的治癒が望めないのではないかと思う.しかし我

々の l例は fragment の大きさが 1/3程度であったので

保存的療法を行ない解剖学的治癒を得たので報告した.

2) Bone graftingの適応であるが，受傷後 10ヵ月ぐ

らいであれば delayedunionと解釈しギプス固定後 2-

3ヵ月で骨癒合が得られ，我々も 5例の成功例をすでに

報告した.したがって手術は保存的療法を試みた後に考

えてもよいのではないかと思っている.

発言 上羽(京大整形)

舟状骨骨折後に近位骨片が骨壊死に陥り ，骨癒合がど

うしても得られず，さらに疹痛が非常に強い場合には，

近位骨片を切除し，長掌筋鍵をもってその後の空間を埋

めれば術後固定期間も 2-3週間ですみ， j客痛はほとん

どなく，運動もほとんど障害されずにすみ，満足すべき

結果を得ている.

55. 槙骨に対する尺骨遠位端相対長“variant"の統計的観察

田島達也 胡 顕宗*

1928年 Hultenの発表以来榛骨に対する尺骨遠位端

の相対的短縮，いわゆる J1llI1US var山 ltの比率が Kien-

bock病では特に高く，これが本病の誘因であると欧米

諸国では広く信じられていた.しかし本邦では 1960年

田島らおよび 1967年高田らは Kie山 氏k 病における

ffill1US var山、tの頻度は高くないと報告している.この

ことが Boyesらの注目をひき榛尺骨遠位端の相対的長さ

には民族的差異があるか否かの問題が提起されている.

との問題を解明するために私たちは以下のような検討を

行なった.

1) 日本人の健康成人の var山 lt を統計的に検討し

た.

2) Kienbock病患者の variantの統計をとり健康者の

それと比較した.

3) 片仮~ Kienbock病患者について怠側と健側の va-

r山 IIを比較した.

4) 尺骨末端切除いわゆる Darrach手術を受けその結

果極端な minusvariantをもっ患者について Kienbock

病の 2次的発生の有無を追究した.

本 T.Tajima (助教授)， K.Ko:新潟大学盤形外科.

計測法

Epiphysisがすでに閉鎖している成人の手関節を中心

として 80cm の距離に管球をおき， 背掌方向で撮影し

たX線で尺骨が検骨に比して 2mm以上長いのを plus

variant， 2 ffilTI以上短かいのを minusvariant， 2 mlu以

内のを zerovariantとした.

結 果

1) 健康人における検尺骨遠位端の相対長の統計的観

察.表に示すように 20才代から 60才代までの成人男

女合計 200名 400関節について variantを検討すると，

plus variantが 173関節 43.2%に，zero variantが 222

関節 55.5% に， m inus variantが 5関節 1.2%にみら

れた(表 1)_ 

表1. 日本人の健康成人における様尺骨

遠位端の相対長.
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2) 次に Kienbock病患者 160例 161関節においては

plus var印 lt41関節 22.5;;百，zero var山 lt91関節 56.5

%， minus variant 29関節 18.0% であった(表 2).

表 2.Kienbock病における筏尺骨遠位端の相対長.

( + ) variant 
( 0) var山1t

(ー) variant 

1

1

9
 

泊
“

1

0

y

q

'

h

(25.5%) 

(56.596) 

(18.0%) 

計 161関節

3) 片側の Kienbock病患者 18名における患側と俗

側の variantを比較すると，患側 minusvariantで健側

plus variantだったもの 2例，両側で差を認めなかった

もの，すなわち両側 plusvariant 2例，両側 zerovariant 

10例，両側 nlinusvariantはなく，合計 12例，患側

plus vari印 ltで健側 mUll山 van均an川tは1例もなかつた.

4) 尺骨末端切除いわゆる Darrach手術を受け，その

結果極端な IDlnusvar印 ltをもつようになった 10名の

患者の関節について Kienbock病の 2次的発生の有無を

調査してみると，手術後 3年を経過した 1OlJ f'C K ienbock 

病の発生を認めたのみで術後経過 3年以下の 9例では 1

例も Kienbock病発生をみない(図 1). 

術直後 術後 3年

1473 

に少ない.

2) 日本人の Kienbock病患者における ffiJJ1USvar山 lt

は 1896で Hulten(7496)， Person (63%)に比べはるか

に少ない.しかし健康人の 1.296 f'C比しはるかに高率で

ある.

また Kienb凸ck病擢患側に健側より minus variantが

現われる傾向がある.

3) 尺骨末端切除その結果極端な Iuinusvariantを作

った 10例のうち手術後 3年を経過した 1OlJに Kienbock

病の発生をみていることは興味深い.このような病例が

術後経過とともに発生するかどうか今後も追求を続げた

い.

4) 以上の結果を総合するとIninusvariantとKienbock

病は関連があると思われる.

追加 高田(東大整形)

私たちも第 9回手の外科学会において，榛骨関節面と

尺骨遠位端との Schwelleすなわち variantを計測し，

健康人手関節 146中 zerovariantが最も多く， 81例 55

5百，次に plusvariant 56例 39;;百， ITIII1US vanantは9

例 6%にすぎない.一方 Kienbock病ではやはり， zero 

vanantが最も多く， 83例 57;;百で，次いで lllinusvariant 

が 36例 25% であり， plus var山 lt は 27例 18% と

なっており正常人に比べて plusvariantとminusvariant 

は逆転しているが， Hultenのいうごとく， 74% もの高

率に minusvariantが見出されなかったのは，演者の報

告とまったく一致している.

回答 胡

Minus variantが Kienbock病にどれだけ関与してい

るかはわからないが， Personの発表した lracture説を参

考し，この調査を行なった.

追加 国島

欧米では Hultenの発表以来， minus variantが Kien・

bock病の主要な因子と考えているものが多いと思う.

それが高田氏と私たちのかなりよく一致した統計的発表

で， 日本では Kienbock病患者における minusvariant 

があまりにも少ないので，欧米学者をおどろかせている

ようである. しかし今回私たちが発表したとおり，日本
図1.Darrach手術後 Kienbock病を発生した症例.

人では健康人における minusvariantが極端に少ないの

結 論 で，それに比べればやはり Kienbock病における mll1us

1) 今回検討した日本の健康成人の 400例 n1Inusva- variantは相対的にかなり多く両者の関係を示唆してい

riantはわずか 1.2% で Hultenの 23%に比しはるか るように思われる.
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56. Kienbock病に対する焼骨短縮術の 2例

原 瀬瑞夫 家常敏弘 中村純次 大畠裏*

1910年 Kienbockによって月状骨の chronic progres-

sive osteochondrosis として報告されて以来 Kienbock

病の治療法については数多くの報告がなされているが，

いずれも満足する結果を得るには至っていない.

1928年 Hultenは， X線上接骨遠位関節面に対して

尺骨末端が短いものを 皿lnus vana川，反対に憐骨が相

対的に短縮しているものを plusvaJ山 1t，同じレベノレに

あるものを zerovanantと呼び 23例の Kie山 ock病

の 74%に minusvariantを認めたと報告している.ま

た 1945年 Perssonは Kienbock病の 338例中 59.5%

に minusvariantを認めたと述べている.これは月状骨

に対する検骨および尺骨の解剖学的位置関係が，本症の

発生に大きな意味をもっていることを示すものと考えら

れる.検骨遠位端の関節軟骨は，尺骨遠位端を被ってい

る discus articularis よりも硬い. したがってD1Jnus

varIantが存在すると，月状骨に対する圧迫は一層増大し

て変性を助長する.そこで筏骨と尺骨の遠位端を同じレ

ベル，すなわち zerovariantにして本症の改善を計ろう

とする試みが行なわれてきた Persson，Calandrielloら

は後骨の短縮術を試み，また， Persson， Desenfans， Leit-

ner， Verbruggeらは尺骨の延長を計っている.

我々は月状骨に対する免荷を計る目的で， Caland riello 

らが行なった核骨の短縮術を 2例に施行した.

• M. Harase， T.letsune， J. Nakamura， Y.Ohata 東京慈恵

会医科大学整形外科.

図 2.

定例1. 27才，女子.看護助手.左手関節の運動制

限と運動時疹痛を主訴として当科を訪れた.初診時のX

線所見では月状骨の著明な骨硬化と軽度の圧平化がみら

れ，かつ minusvariantが認められた(図 1a).保存療

a.術部]. b.術後.

図1.

法では症状の改善をみなかったので手術を行なった.前

腕検側中下 1/3の部に約 6cJl1の縦皮切を加えて検骨に

達し，その遠位端より約 6cm中枢で 3cmのZ状骨切

りを行ない 5mmの短縮を計った.そして骨切り部は 2



一 般 演 題 1475 

本のスクリューで固定した.後療法は術後 6週より開始

した.術後 2年の現在，手関節の運動は正常で，前腕囲

内運動に際して軽度の悲痛がある以外なんらの支障もな

く勤務している(図 2). X線像では月状骨の骨硬化は

減少しており，中心部は無構造状を呈しているが圧平化

は進行していない.そして plusvariantをみる.骨切り

部は癒合しているが軽度の尺側突の変形をみる(図 1b)・

症例 2. 41才，男子.運転手.左手関節の運動制限

と運動時悲痛を主訴として来院した.患者は本院を訪れ

術手技の点では，検骨の縦軸の異常と， Radio-Karpal 

Gele池田の正常傾斜角の異常を避けるよう注意をうなが

している.我々の例は月状骨の圧平化はほとんど軽度で

彼らのいう適応例と考えるが，術後ともに骨切り部の骨

癒合状態が悪く ，特に症例 2では偽関節の形成をみた.

これは骨短縮術を行なう際には常に起こりやすい欠点の

Iつなので，この点についても十分注意を払う必要があ

ると考える.

る前，某医にギプス固定による治療を 2ヵ月間受けてい 発言 高田(東大整形)

る・初診時のX線所見では，月状骨は濃厚陰影と透明巣 先年私たちが発表した vanantの計測によってもまた

とが混在しているが圧平化はほとんどみられなかった・ 新大田島先生らのご発表によっても，日本人では m1l1us

また minusvariantはみられなかった(図 3a)・症例 1 variantはそれほど高率でなく，私たちの症例では 25%，

と同様の手術を行なったが，骨切り部の骨癒合が悪〈偽 田島先生の症例では 18% にすぎなく ， Hultenの発表

関節を形成したので，術後 7ヵ月でキュンチャー釘によ のごとく， 74% もの高率 ではない・ したがってこの

る髄内固定と腸骨片の移植を行なった・術後 1年 3ヵ月 vanant理論に基づいた 1935年の Hultenの筏骨短縮

の現在，手関節の自動運動は背屈 35
0

，掌屈 65
0

， 前腕 術，1950年の Persson の尺骨延長術だけでは解決され

回・内外運動は中等度に制限されている・また運動時軽 がたいように恩われる・私たちの教室でも数年前尺骨延

度の~痛をみる.X線像では，月状骨は術前とほ Y同様 長術をやり偽関節を形成し，月状骨軟化症そのものは良

で圧平化の進行はみられない.著明な plusvariantをみ くならなかった症例を経験している・すなわちこのよう

る・骨切り部は良く癒合している(図 3b)・ に月状骨の外掘をうめるような手術ではもう月状骨自体

a.術前. b.術後.
図 3.

むすび

我々は Kienbock病の 2例に対して榛骨の短縮術を行

なったので報告した. 2例と も月状骨の圧平化の進行を

ほとんどみなかった. したがって免荷の目的は遥せられ

ているように恩われる.Calandriello らは本法を行なう

際には月状骨の庄平化があまり著明でなく，かつ変形性

関節症を起こしていない症例が適応であるとし，また手

の破壊，壊死はいかんともしがたいのであって，やはり

月状骨自体に手を加えるのが良いと思われる.Kienbock 

病の治療にはその臨床症状， X線上の変化，職業に応じ

て，手術方法をかえていくことが必要であり，適応を間

違えれば決して良くならないことを強調したい.またこ

の様脅短縮術により，遠位機尺関節の位置がかわり，障

害が起こることも予忽されるので，そのような経験があ

ればご教示願いたいものである.

回答 原瀬

遠位様尺関節の変化はなお起こってくるものと考えら

れる.

発言 丸毛(慈大形成)

我々が行なった 2例の症例は術前骨変化が少ないもの

に行なっている. しかし Hultenらは庄平化したものに

榛骨短縮術を行なって良い成績を得ている.このような

症例にも試みたいと考えるが，現在は軽度変化のものに

のみ行なっている.

発言山内(東大整形)

1) 手根骨閣での圧力分布などもっと基礎的な研究を

しなければ，実際の意味づけはむずかしいと思われる.

2) 尺骨延長または榛骨短縮は骨癒合が遅延しやすい

傾向がある. しかし外国における良好な成績を見ると，

術式を検討して，追試してみる価値があると恩われる.
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57. 振動工具使用者の障害について

一一第 2報 手根管症候群について一一

柴田常仁 熊沢伸治 河村昭徳

小篠築 松本忠雄 山路兼生 杉浦議*

最近伐木手の間で chainsaw使用によるとみられる白

ろう病が多発し，これら振動工具による障害に関する研

究が注目されている.

今回我々は某製鋼工場におけるニューマチックハンマ

ー，エアグラインダ一等の振動工具使用者の実態および

障害の発生機序を検討する目的で調査を行なった.まず

振動工具使用者 325名について振動工只使用年月，実勤

時間，自覚症等についてアンケー ト調査を笑施し，続い

て「指がしびれる，青白くなる，痛むJ 等の症状を訴え

た 90名に対し，整形外科的検診，頚椎，肘関節および

手関節のX線撮影，筋力，寒冷負荷による諸テスト等を

行ない，さらに特に怒訴の著しいニュー7 チックハン 7

-使用者 20名について上肢の神経伝導速度を測定した.

臨床所見としては上肢の運動痛を訴えたものは 34例

で，特に肩関節および肘関節の運動痛を訴えたものが多

かった.局所痛は僧帽筋より肩甲間部にかけての圧痛

(21例)および腕焼骨筋の圧痛 (26例)が比較的多く，

少数例に手関節主主側正中神経部の圧痛が認められるもの

があった.背側骨悶筋 (45指)および僧帽筋ないしは上

腕三頭筋に軽度の萎縮が少数例に認められた・また手指

特に第 1-3指に知覚鈍麻を認めたものが 9OlJあった.

手根管部における Tinel's sign が認められたものは右

14例，左 5例，両側 29例， 計 48例 53.4% の高率

を示した.

X線所見は頚椎，肘および手関節にかなり多数変化が

認められた.頚椎では前喬の減少を認めるほか，頚椎椎

体の骨疎形成，椎間膝の狭小および椎悶孔の狭小をかな

り認めた.しかし振動工具使用者の平均年令は高く，ニ

ュー7 チックハンマー使用者 41では才にも達し，その

周年令の振動工具非使用者と比較して特に有意の差はな

く，また振動工具の種類による差異はあまり認められな

容 T.Shibata， S. Kumazawa， A. Kawamu日 i大同病院整形

外科(名古屋市南区白水町);T.Koshino， T.Matsumoto: 
産業衛生研究所， K. Yamaji， Y. Sugiura:名古屋市立大学整

形外科.

かった.肘関節および手関節の変化は諸家の報告のどと

し対照に比して有意の差が認められた.

手関節部の X線学的所見lま遠位縫尺関節の arthroseが

認められたものが右 37.9払左 28.7% (正常対照群右

4. 29o，左 8.5%) もあり，手がしびれると訴えたもの

(42.9%)および Tinel'ssignがみられたものに特に多

かった (40%).中には機骨の遠位榛尺関節商縁の著し

い骨隆起を認めるものが多数あった(右 19.3%，左 9.2

%)・また逆に遠位検尺関節移関を示すものが左右とも

12. 6~百にみられ，正常対照群(右 4.25百，左 2.17百)に

比して多く認められた.その他縫骨茎状突起外側部の骨

増殖，検骨手根関節面隆起，尺骨茎状突起離断，尺骨小

頭骨増殖ならびに手根骨の関節縁の尖鋭化するもの等が

かなり認められた・特に手線骨の関節縁の尖鋭化が認め

られたものが左右とも 20.7% あり，大 -小多角骨に多

かった.Hultenのいわゆる 1l111111Sおよび plusvariante 

の状態を知るために正常対照群 (45例)および振動工具

使用者有愁訴群について椀尺骨遠位端の内側楼尺差をみ

ると(正常対照群平均 1.0 mm， 振動工具使用者群平均

0.6nun)，前者に比し後者ーでは ffill1US および plusvari. 

anteの状態を示すものが多く， 特に minusvarianteが

多かった(ll1inusvariante 36.8%， plus variante 25.8 

%). 

神経伝導速度の測定法は正中神経測定を例にとると，

手関節近くで経皮的に正中神経に期間 O.lll1/secで筋電

図が最大になる強さより 20-30% 強い電圧，すなわち

suprall1axin叫 の刺戟強度を与え，短母f旨外転筋の action

potenscialを誘発し，次いで肘関節付近にて中枢側を車11

戟し記録した.おのおのの二点、の刺戟の立ちあがりまで

の時間の差と距離により 1秒間の伝導速度を求めた.

また今回は 1110tornerve fiberの測定を行ない，末檎側

での神経への電気刺戟より誘発されて，筋電図が表われ

る立ちあがりまでの時聞をいわゆる latencyとした.

正中神経の伝導速度についてみると，対照群では平均

61. 4 l11/sec (51. 0-70. 5 m/sec)， 振動工具群では平均
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図1.Lalency (正中神経).

57.3 m/sec (37.0-70.0 m/sec)，尺骨神経についてみる

と， 対照群では平均 61.8 m/sec (47.5-75.0 m/sec)， 

振動工具群では平均 60.7m/sec(45.3-90.8m/sec)と

なり，両者とも平均値においてや h伝導速度の遅延を認

める も有意の差は認められなかった.次いでいわゆる

latencyについてみると正中神経での対照群は平均 3.8

m/sec (3.2-4.5 m/sec)， 振動工具群は平均 4.6m/sec 

(3.3-7.2 m/sec)となり諸家の説より 4.5m/secを 110f.

moalの上限とすると異常例は 21例もみられた(図 1). 

また尺骨神経においては，対照群は平均 3.2m/sec (2.4 

-4.0 m/sec)， 振動工具群は平均 3.8m/sec (2.8-5.9 

m/sec)と多少の遅延があり， 4.5 m/sec以上6例も認め
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られた.以上振動工具群ではいわゆる latencyにおいて

対照群との問に有意の差を認めた.また臨床所見および

自覚症との聞にある程度の相関関係が認められ(図 2)，

minus varianteおよび plusvarial1teのあるもの， 特に

前者において latencyの遅延を認めた(図 3).

振動工具障害の大半の研究はいわゆる職業性 レイノー

症候に対しての研究が主で局所に関するものは少ない.

今回我々が報告したごとく振動工具使用者に遠位榛尺関

節の変化と latencyの延長するものが多く，両者との聞

に密接な関係があり ，手根管症候群としての所見を多数

認めた.
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58. 振動工具使用者の障害について

一一 第 3報 示 指 の 筋 力 について 一 一

杉浦譲 山 路兼生 柴田常仁 熊沢伸治*

多分野で振動工具を取り扱う職業が増加している咋

今，いわゆる白ろう病が増加し各方面で調査研究がなさ

れている. しかし手の重要な機能の lつである pinch力

に関する報告はなく ，主として握力計または徒手筋力テ

ス トにより評価されてきた.今回我々は指の各種筋力の

測定にあたり トヨ タ中央研究所の協力を得て半導体歪測

定器を使用した.半導体は厚さ約 5mlllの円板状のもの

に封入されていて，これを被験者が指尖にて把持するこ

とにより， この圧力は kg単位で直ちに表示板に示され

る.またこの両面にマジック テープを取り付け，両側よ

り牽引することにより負の圧力も測定可能である.我々

の行なった検査の種類は 1-2指間ピンチ， 1-5 指間

ピンチ，各指関内転筋筋力， 長母指{中筋を除いた各指間

外転筋筋力である.

対象

某製鋼工場の各種振動工具使用者を対象とした.年令

は 18-60才にわたり平均年令は 60才である.これに

対し振動工具以外に従事する工員 15名にも同様な検査

を行ない一応とれらを正常群とした. との平均年令は

33才であり，症例はすべて男子で利き手を右として処

理した.

成 績

指尖把持力および母指内転筋筋力の検査では振動工具

使用者に筋力低下を認めるが，他の内転筋筋力，外転筋

筋力の検査では有意なる結果は得られていない.検査を

行なった時点ですでに被験者が振動工具作業を終了した

もの 88例，作業前のもの 9例あるが，これらの検査の

平均値は作業後の例で 1-2指閲ピ ンチは右 3.4kg，左

3.0 kg， 1-5指閲右 1.3 kg，左 1.3 kg，母指内転筋筋

力右 3.3kg，左 3.1kgであ り，作業前の例ではそれぞ

れ 4.4，3.3， 1. 4， 1. 7， 3.4， 3.5 kgであり明らかな

変化がみられる.当工場で一般に一番強い振動を発する

と思われる pne凹 atichammer使用者 25例に関する分

• Y. Sugiura， K. Yamaji:名古屋市立大学整形外科，T.Shト

bata， S. Kurnazawa:大同病院整形外科 (名古屋市南区白

水町).

析結果ではやはり振動工具使用者全体の平均値に比較し

軽度機能低下を認める.また白ろう現象，つまり職業性

Raynalld 現象を訴える 32例の各ピンチカ，母m内転筋

筋力の平均値では特に低値の傾向は認められない.特に

Raynalld 現象が発現するものに指の機能低下が特徴的

に現われるものではないととが観察される.振動工具使

用者の指に現われる種々の自覚症に対して文献上細動脈

kg 1・Il 指tlnピンチ トV 指|剖ピンチ 卜t指I付転筋筋力
;) r、

4ト". ¥ rで

3ト

勺

ー

、ミζ斗よ』一一・ニ'

\ヂ~

一一一 /，
ーイ1

OA BCDEF  ABCDEF  ABCDE F 

A: Normalsubjecls. E: Pneuma山 hammcr

B: Tool workers. operalors. 

C: Before workers F: Those complained 
D: Afler 、vorking. Raynaud's phenem. 
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。

図 1.
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一一一一一一一一 1-V指11Ilピ/チ

ご~ー=こ 母指内転筋筋プJ

40 .. 1":-!、 i，~， 40オ以上

A: I-IIfa問ピンチ，B: 1 -V:ta問ピンチ，

C:母指内転筋筋力.

図 2.



一 般 演 題 1479 

の変性が問題にされているので， f旨の機能に関しても当

然年令がとれに関与しているものと思われる. したがっ

て平均年令 40才未満と 40才以上のグループに分け分

析を試みた.前者 53例，後者 46例であるがこれらの

ピンチカ，母指内転筋筋力の平均値ではやはり軽度の年

令差が認められる.40才未満のグループととの聞に含

まれる平均年令 33才の正常例の平均値との比較でも振

動工具使用者のグループに筋力低下がみられる.

考察および結語

従来振動工具使用者の手の筋機能に対し握力計または

徒手筋力テストなどにより評価されてきたが，我々はこ

れらを半導体歪測定器を使用しピンチカおよび骨間筋機

能を測定した.との結果振動工具使用者は正常例に比し

全体的に指筋力の低下を認め，これを数的に評価し得る

ととができた. しかし振動工具使用者の手の機能低下は

種々な要素に支配されると思われる.すなわち自律神経

機能，年令，工具使用経験年数，工具の種類，検査当日

の工具使用時間，工具使用後検査を受けるまでの時間，

検査当日の寒冷などであり，とれらが複雑な要因をなし

ていると恩われるが，我々の使用した pinchmeterは種

々な面で手の機能状態を簡潔に測定し得るものである.

しかし 1kg以下の力に対しては増幅記録して計測を行

なう必要があると考える.

59. 手指に発生した localizednodular tenosynovitisの症例追加

山口智 高沢晴夫

宝積豊 小川英一 本田一成*

第8回日本手の外科学会において教室の岩下らは，

Ja仇のいわゆる localizednodular tenosynovitisの 3例

を報告したが，その後，昭 40年より現在までに 7f?lJを

経験したので報告する.

症例1. 50才，主婦. 1年前より右示指掌側の腫溜

に気づき米院した.x線所見で中節骨および末節骨に透

図1.

事 s.Yamagllchi:横浜船員保険病院整形外科 (横浜市保土ケ

谷区釜台町)， H. Takazawa， Y.Hollzumi: 横浜市立大学

整形外科;E.Ogawa:横浜南共済病院繋形外科;K. Hon-

da 太田総合病院繋形外科(川崎市駅前本町).

明像を認めた(図 1).昭 43，12， 12日，腫窟摘出術施

行，腫瀦は深指屈筋陵腿鞘から尺側へと膨隆し，中節骨

の骨皮質から関節軟骨，さらに末節骨まで虫喰状の骨破

壊を認めた.腫痛の摘出は比較的容易であった.腿湯組

織は円形ないし紡錘形の細胞とこれらが謬原化していく

傾向をもち，巨細胞を多数認める.かなり不整形で巨細

図 2.

胞が萎縮していく傾向を示している.この像はいわば典

型的 tenosynovlt.sの像と思われる.

症例 2.22才，男.銀行員.4年前よ り右小指 M.P.

関節尺側に麗癒を認めた.学生時代空手をやっていた.



症例 4，5， 6とも症例 1とほ Y同様の典型的組織所

見であった.

症例 7.24才，女，会社員. 6ヵ月前より左中指 P.

1. P. 関節学側に小豆大の腫痛を認めた.昭 41，7， 7日，

腫癌摘出術施行.肉眼的には以上の症例とほ Y同様であ

ったが，組織学的には腫蕩細胞は著しく膝原化の傾向が

強く，血管様の多形の間隙を有し，巨細胞はほとんどみ

られず，いわゆる sclerosinghemangiomaといわれる像

を示していた.

考 察

既発表の 3例と 合せて 10例について考察を加えると，

年令は 22才より 59才ーまでで 20才代に 4例と最も多

い.男女比は 4:6で女子に多い.左右別では右 7例.

左 3例と右に多い.発生部位は母指 3例，示指，環指，

小指に各 2例，中指に l例となっている.また，指の掌

側に発生したもの 5例，背側 2例，ほ Y全周にわたるも

の2例，尺側 1例であった.

外傷の既往歴のあるもの 3例，慢性刺戟のあったもの

1例であった.

麗痛発生より初診までの経過期間は 3週より 15年に

わたり，平均 3年 8ヵ月であり，諸家の報告と類似して

いる.

X線所見で圧痕像を示したもの 3例，透明像，すなわ

ち Flelcher らのいう骨破壊を示 したもの l例であった.

骨の変化は腫腐の大きさや硬度とは必ずしも一致すると

は限らず，症例 1のように腫溜が比較的小さくても骨破

壊をみており ，症例 3のように大きくても骨変化をみな

いものもある.すなわち，発生部位と発育方向にも関係

しているように思われる.

本症に関しては炎症説， l!iI!湯説等があり localized

nodular tenosynovitis， giant cell tumor of tendon shealh， 

benign synovioma， fibrous xanthoma， xanthoma， sclerosing 

hemangioma 等の名称で報告されている.組織所見で症

例 7以外は典型的と思われる像を示しているが，症例 2

では巨細胞が多く ，症例 3では泡沫細胞が顕著であった.

症例 7は巨細胞をほとんどみない血管様内皮細胞に富ん

だいわゆる sclerosinghemangiorna といわれる所見であ

った.いずれの症例も組織学的には個々の症例により ，

またその病期によって特異的な像を示したが，肉眼的に

健翰組織と密綾な関係を有しているので localized no-

dular tenosynovitisと考えるのが適当と思う.

以上，我々は最近経験した localizeclnodular lenosyno-

vll，sの 7例について報告し，組織像の多様性について

検討した.
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昭 43，11， 22 日，腫瀦摘出.組織像で腫湯細胞はかな

り密で多形性を示し，巨細胞は大きし豊富な原形質と

多くの核をもち，一見，骨に原発する巨細胞腫に似てい

る.とのようなところから本疾患が giantcell tUl110r of 

tendon sheathと呼ばれる所以であろう(図 2).

症例 3. 35才，男.事務員.約 15年前より右母指

の腫嫡に気づき， 7年前より腫痛が増大してきた.初診

時，右母指末節掌側より榛側にかけて腫痛を認め，硬度

は弾性軟，一部軟骨様硬度を示していた.基底との可動

性はない.自発痛，圧痛を伴い，昭 43，2，12 日腫溜摘

出術施行.腫腐は長径 3cmで被膜に被われ黄褐色を呈

し皮膚との癒着はなく ，基底は鍵輸に連結していた.組

織学的には典型的であるが，多数の泡沫細胞を伴った所

見を示していた.

症例 4.59才， 主婦.約 l年半前より右母指 1.P.関

節背側の腫瀦に気づいていた.昭 40，10， 20日，H重癌

摘出術施行.

症例 5. 49才，主婦. 3年前より右示指の麗溜に気

づいた.初診の 4年前に車の ドア に挟まれたことがあっ

た.x線像で中節骨に圧痕像を認めた.昭 43，9， 13日，

腫癌摘出術施行.腫溜は屈筋腿監~鞘より出て尺側から背

側へと膨隆して伸筋腿を包んでいた.

症例 6. 28才，男.国鉄職員. 1年前より左環指中

節掌仮~に麗癒を認めた.昭 44， 2， 15 日，腹痛摘出術施

イ寸・
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60'. Ulnar driftの矯正に対する intertendinousconnectionの応用

諸富武文 吉良貞雄 立沢喜和*

関節リウマチの手指の変形のうちで尺側変位は最もよ

くみられる変形の lつであるが braceによっても矯正

予防することは困難であるり，まして薬物療法，関節内

注射などでは到底矯正することはできない. この種の変

形の治療にあたっては，早期すなわち M.P. 関節の破

壊，脱臼が発生する以前に観血的療法を行なうことが望

ましい.一般に M.P.関節の滑膜切除術に加えて，尺側

に脱臼している総指伸筋腿を整復位に固定保持すること

によって手の機能は改善される.この脱臼鍵の整復固定

法としては，一般に Boyes，Littler， Entinらの方法が常

用されている.これらは多少ニューアンスが異なるが，

Transplantaion of 

Incidis proprius tendon 

図1. 図 2.

いずれも expansionhoodを利用する方法である.

我々は総指伸筋腿腿閲結合を利用して脱臼腿を整復位

に保持し，尺側変位を矯正する方法を考案し，これを直

ちに 1例に応用してみた.

症例は 39才，男子.電機部品を作る細かい仕事に従

事している. Classical RA， class IIの患者である. 約

2年前から両手の尺側偏位をきたし，右手は pinch，grip 

も十分できなくなり ，仕事にも日常生活においても不便

を感じるようになった.右手の尺側偏位は 17。で手指の

本 T.Morotomi (教授)， S. Kira， Y. TatslIzawa:京都府立医

科大学整形外科.

屈伸運動は制限されていた・ X線所見では M.P. 関節

の破壊，脱臼は認められず，指の尺側偏位のみがみられ

た.

そこで手背の M.P.関節の直上にて第 2指から第 5指

にわたる横切開を加えて侵入し，M.P. 関節部を露出す

る. まず，総指伸筋腿の榛側で expansionh∞d tL縦切

開を加え，型のごとく滑膜切除術を行ない，Littlerの方

法に準じて expansionhoodを閉鎖する.

続いて脱臼鍵の整復位固定と指の続屈力の補強に移る

が，第 2指では extensor digitorum comlTI. のほかに

indicis proprius tendonが存在するため，鍵間結合をあ

図 3.

えて用いる工夫をする必要もなく，この propriustendon 

を鏡側の expansionhoodに移行する Bunnellの方法を

採用した(図 1).

さて，次の第 3，4， 5の仲筋鍵の尺側脱臼に対しては

各鍵間結合を利用するととにした.総指{申筋腿の各鍵間

結合を隣接せる尺側指の結合部で切離し，適宜図 2のご

とく付着部で割を加えて利用腿間結合の延長を計る.か

くして，この鍵間結合をおのおのの尺側の鍵の下から外

側に引き出したのち，税側に反転して脱臼腿の整復保持

を確実ならしめ，図 3のごとしこの鍵間結合の断端を

expansion hoodの椀側に縫着する.この際，緊張の強い
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尺側の expansionhoodは Littler法に準ずるため，す

でにかなり releaseされているので，操作は比較的容易

である.術後は M.P.関節伸展，検屈位で約 2週間ギプ

ス固定を行なう.その後はリーベンスのナックルベンダ

ーを装着のうえ直ちに自動運動を開始した.術後， 4ヵ

月以上を経過した現在，局所症状は改善され，右手指の

尺側偏位の矯正は十分保たれており，屈伸運動も完全に

近い程度に可能となった.術後 expansionhoodの過緊

張が予測されたが，その心配もなく握力も術前の 6kgか

ら 18kgと増強した.

我々の方法は Littlerの方法に加えて鍵間結合を利用

した新しい方法である.本法はわずか l例に適用したの

みであり ，Entin， Boyes らの方法と比較検討できる段階

ではないが，脱臼腿の整復位保持に加えて，解剖学的に

脆弱な槙側の expansionhoodの強化をも同時に行なえ

る点に新たな利点があると考える.

発言 田島(新大整形)

Ext. dig. comm.のバランスをとる方法はいろいろあ

り，演者の方法もその 1法と思うが，それより以前の問

題として M.P.関節の掌屈，尺屈拘縮を確実に除去する

ことが必要と考える.それには M.P.関節の pericapsular

tissus gnes の娘痕化が関与している場合，尺側筋鍵を

筋腿移行部で切離しこの部から deeptransvers metacapal 

ligamentへゆく線維も確実に切離する必要があると思う.

質問 山内(東大整形)

Ulnar driftの成因に各説あり，決して総借{中筋腿の

脱臼整復のみではすべてを期待できない.Intertendinous 

connectionを用いる場合 keyとなる示指に対してはどの

ような処置を とるか.

回 答 立沢

示指の総指伸筋の脱臼に対しては鍵間結合を利用せず

Bunnellの方法を行なっている.

61. Rheumatoid wristに関する synovectomyの吟味

森益太 小川 亮恵

柴岡 大法 小村時久 武林真仁*

我々は昭 37年，第 5回日本手の外科学会において

R.A.における手関節滑膜切除術について報告したが，

その後術式の改良を試みつ』症例を重ね，再び遠隔成績

を調査した結果本手術のあり方について一応の見解を得

るに至ったので報告する.

手術症例

紹 30年以来我々の clinicにおいて手関節滑膜切除術

を行なったものうちカルテの記載の明確な症例および関

節数は 43例， 48関節であるが，背側関節婆滑朕切除術

施行例 40例， 45関節中昭 37年までの 29関節に対し

ては背側縦切開を用い主として radiocarpal， m idcarpal 

および intercarpaljointの関節裳滑膜の全If!iをこの皮切

で除き得る範囲で可及的広範囲にわたり摘出した. しか

し仲側でも anatomicalsnuff boxやときにはより尺側の

discの上下に炎症症状が残存する傾向を認めたので，そ

れ以後の症例では背側横切開を用い anatoll1ical snu ff box 

率 M.Mori(教授)， R.Ogawa， T.Shibala， T. Komura， S. 
Takebayashi:関西医科大学整形外科.

および discocarpalの部まで切除した.さらに最近では

discoulnarの部まで切除している.なお，尺骨末端切除

併用例では L字状切闘を用い尺骨末端を約 1c凹切除し

掌側の滑膜をも一部摘出している.術後は圧迫包帯を行

ない患部を高挙し，現在では手術の翌日より自動運動を

開始しているが，以前は術後 7-12日間手関節軽度背屈

位l乙て副子固定を行なった.なお，旧い症例では静脈麻

酔下に manipulationを施した例もある.

手術成績調査対象

背側関節褒滑膜切除術施行例中 16例， 18関節(男 3

例， 4関節，女 13例， 14関節，年令，段高 72才，最

低 28才，平均 44.6才， difinite R. A. 1例， 1関節，

classical R. A. 15例， 17関節)について手術成績を直

接調査した・ 術後観察期聞は最短 1年 6ヵ月， 最長 13

年，平均 5年 10ヵ月である.

遠隔手術成績

炎症性の腫脹，疹痛は 1関節においてのみその検側に

存在し，他の 3関節では極度の内外旋に際し疹痛を訴え，
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他は無痛であった. 6関節において尺骨末端部の背側突

出と instabi1ityがみられた.可動性に関しては 4関節が

強直に陥ったが約半数において有用な背掌屈が可能であ

った.なお，尺骨末端切除を行なっていないにか hわら

ず内外旋不能例は皆無であり， 77% に 90。以上の可動

性がみられた.
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図 2.R.A.におげる手関節炎の分類 (我々の分類).

考察

以上のごとく本手術は局所的には保存的療法では望み

がたい良好な除痛消炎効果と比較的有用な機能を保証し

得るものと考えられる.

手関節部のリウ マチ病変としては tenosynovitisと aト

thritisがあるが，我々の経験では前者は後者に比し頻度

が小で 48関節中 3関節にすぎず，海外における報告と

は異なる ArthritistL.関しては一般に pansynovitisと

みなされる例でも我々の手術所見および摘出組織の組織

学的研究によって分類を試みた結果，関節内におけるリ

ウマチ性肉芽の発育状況により，その病型を， 1) radio 

carpa1 joint， midcarpa1および intercarpa1 joint を中心

とする病型， 2) dista1 rad旧 uJnarjointを中心とする病

型， 3) 1)と 2) との混合型，の 3型に大別し得る.

手関節の synovectomyに際して Lipscomb，Vainioら

は可及的広範囲に滑脱を切除するために，あるいは将来
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起こるであろう dista1radiou1nar joint の機能障害を考

慮して病型のいかんにか』わらず滑膜切除と同時に尺骨

末端切除を行なっている.しかし一般に dista1 rad iOll1nar 

J01川 の synov1t1sでは尺骨末端の背側脱臼をきたす傾向

が強く ，この関節の強直はきわめて稀であり，この事実

は我々の調査対象が尺骨末端を切除していないにもか h

わらず，良好な回旋機能を保持していることによっても

示されている.したがって dista1radioulnar jointの関

節褒滑膜に著明な肥厚および疹痛があり，同関節の

instabi1ityが著しく，高度の回旋運動制限が認められな

い限り尺骨末端切除は必須の ものとは考えがたく ，Lins-

cheid もこの関節に高度の破壊がない限り尺骨末端切除

は行なわず，また Lipscombも滑膜切除により満足な

結果を得るためには，尺骨末端切除が必要であるとの立

場をとりながらもなお本手術には問題があると述べて

いる.

したがって現在我々は自家症例の手術所見および組織

所見による前述の病型分類ならびに手術成績，さらに文

献的考察に基づき 、、'rIstの synovectomy tL.関して以下の

ごとき適応を設定するに至っている.すなわち，第 l型

radiocarpa1， midcarpa1， intercarpa1 jointを中心とする病

型の [rai1typeには racliocarpa1joint の関節固定術と

尺骨末端切除術の併用が適応となり， non-frail t ype tL. 

は 日diocarpa1jointを中心とする synovectomyが適応

となる.第2型，すなわち distalradioll1nar joint を中

心とする病型では [rai1type， non-frai1 t)'peともに尺骨

末端切除とその周囲の synovectomyが適応となる.第 3

型，すなわち前 2者の合併した病型では frai1typeに対

しては尺骨末端切除を伴う関節固定術を行なうべきであ

るが non-frailtypeに対しては各部の病変の程度に応じ

てまずc1ista1 radioulnar jointを含む e山 re WrIstの

dorsal synovecto皿y を行ない尺骨末端切除を併用しない

Linsheid tL.準じた方法， 次いで radiocarpal joint の

partia1 synovectomyと尺骨末端切除術とを行なう Vainio

に準じた方法，さらに尺骨末端切除後 wristの可及的広

範囲の synovectomyを行ない，術後に stabi1ityがおか

されないように Kirschner鋼線を刺入して手関節を一時

固定する Lipscombに準じた方法等，種々の手術が症状

に応じて考慮されるべきであり，いずれの方法を用いる

べきかは個々の症例に応じて慎重に決定すべき問題であ

ろう.

結語

以上，我々の手術経験に基づき R.A.における手関節

滑膜切除術のあり方について考察した.
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発言 田島(新大整形)

演者の見解と異なり私たちは，現在ではほ':>conslant 

に尺骨末端切除を合併している. 私たちの所にくる sy-

noveclomy適応患者ではほと んど常に dislalraclio-ulnar 

joinl f'[. syovia増殖をみるからである.

私たちの初期の wristsynoveclomy患者でこの操作を

やらなかった例の 1例に 2年後，この部に再発をみてい

る.この操作が特に非常に慎重であらねばならぬ理由が

私たちには理解できない.

質 問 山内(東大整形)

我々は尺骨断端を切除して手関節滑膜切除を行なうこ

とが多いが，外国の長期間の術後観察の伊lをみると，中

に手根骨の尺側移動が起こるものがあり，これに対して

危倶をいだいている.演者の例にこのようなものがない

であろうか.

質 問 赤堀(岡山川崎病院整形)

我々の手関節滑膜切除術は 26例にすぎず，観察期間

も最長 5年と短いが， radiouln. j・の病変は一般に高度

で radio-carpal，intercarpalの滑膜切除にと Yめたもの

は8例にすぎない・ うち 5例に無視し得ない程度の病変

が発生し，その 3例に対し 2次的に ulnarsty loiclectoll1Y 

を施行した.以下の 2点について質問する.

1) 2次的に ulnar sty loiclectoll1Y を必要とした症例

の頻度.

2) dorsalよりの synovectomyでは ulnarsty loiclec-

tOll1yを併用しで も racliocarpalが残ると恩われるが，そ

の処置はどのようにされているか.

発言 津下(広大整形)

尺骨末端の切除をするか否かについてはやはり case

hy case で決定すべきである. もちろん検尺関節の滑膜

炎は最も著明であるのが普通であり，我々の最近症例で

は多くの場合，末端切除を必要としている.

次t乙滑膜炎発生の部位として C.M.関節のそれも注目

する必要がある.特に忘れられやすい環・小指の C.M.

関節の滑膜炎もいがいに著明で，種々の障害の原因をな

すととがある.

追加 七川(阪大整形)

1) Rheull1atoid synovilisは普通尺骨端に強く現われ

る傾向がある. しかし長年の経過ではとの部の炎症が

staJ ilize される傾向も強いようで， これは以前の私の調

査からもわかる.

尺骨端切除により著明な尺側偏位を示した例を経験し

ている. しかし患者は臨床症状がかなり改善されたので

あまり訴えはなかった.

回 答 小jl/ (関西医大)

田島先生に対して

検尺関節に高度の病変があるものに対しては，尺骨末

端切除は必要であると考えている. しかし我々の経験で

は我々が分類したように臨床的にも X線的にも，また機

能的にも R.A. の各病変が榛手関節部にのみ存在し，

尺骨末端の周囲には存在しない例が何例かは存在してい

る.これらの症例に対しては尺骨末端切除を行なう必要

はない.またたとえ尺骨末端周囲に変化が存在しても，

それが軽度であれば，背側カ為ら懐手関節の滑膜切除と同

時にこの部の滑朕切除を行なうととにより，良結果が得

られている.

山内先生に対して

尺骨末端切除後の手根骨の変化については，いまだ尺

骨末端切除例の経験が少ないので現在お答えいたしかね

る.改めて調査したい.

津下先生に対して

Dislal synoveclomyを行なったのち wnstの犠側に強

度の炎症症状をみたものは 1~Jあるが，高度の変化を認

めたものはない.

赤堀先生に対して

背側の滑膜を可及的十分に切除したのち，掌側の滑膜

は検仰lから鋭ヒ，小鉛子を用いて摘出している.掌側の

滑膜は多少とも残存するので，この部の再発も考えられ

るが現在までのところ，この部の再発によると思われる

障害をきたした例はない.
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62. 手指運動時に£、ける前腕筋の筋電図学的研究 ー第2報一

佐藤孝三 佐野精司 森脇靖博

峰岸孝年 安藤 和 彦 香取勲

工藤弘毅 山 田英洋 三瓶晴雄 柴野紘一*

従来，ある関節運動に直接関与する筋群についての筋

電図学的検索は数多く記載されてきているが，直接関与

しない筋群，すなわち stabilizingmusclesのそれについ

ては報告が少ない.我々は前回，示指に直接の付着を有

しない 6筋の活動動態を比較検討してみた結果，いわゆ

る keyjointの stabilizationに関与しているものと恩わ

れた筋群にも，明らかな経時的差異を認めた.

ひき続き今回，健康男子 7名の右前腕をいろいろかえ

た肢位，すなわち水平囲内位，回外位，中間位および下

垂中間位などから示指運動を行なわせた.その被検運動

は示指の extension，1. P.， M. P.の flexion，abduction， 

adductionおよび各種の pinchなどである，被検筋とし

ては， supinator， pronator teres， pronator quaclratus， 

anconells， brachioradialisおよび extensorcarpi ulnaris 

を選び， 従来と同様に fine-wireelectrodeおよび 2現

象同時撮影装置を用い，運動のパタ ーンと筋電図を同一

フィルム上に同時にとらえ分析した.

実験成績を要約すると，各被検筋の放包活動は前腕の

肢位の変化により，多少の差異を認めた.一方被検運動

のうち各種の pinch運動において， その放電活動の量

は示指運動の力と直接比例して活発となるが，他の被検

運動ではほとんど差を認めなかった.次に個々の筋につ

いて要約すると，

1. Supinator 

被検運動およびその肢位のすべてを通じて運動の早期

より放電活動を開始し，運動の後半になるに従い，より

活発となる.特に前腕国外位，中間位および下垂位にお

いて著しいが，団内位においてはその放電活動は少な

い Supinatorは本来の前腕回外作用のほかにその解剖

学的所在から考えて，示指運動時に上続尺関節の固定的

作用を営むものと考える.

2. Pronator teres 

前腕の肢位のすべてにおいて，またいかなる示指運動

• K. Salo (教授)， S. Sano (講師)，Y. Moriwaki， T. 
Minegishi， K. Ando， ]. Katori， H. Kudo， H. Yamada， 

1-]， Sambe， G. Shibano: 日本大学整形外科.

にもほとんど放電活動を認めなかった，したがって pro-

nator teresは示指運動時にはほ Y関与しないものと推測

する.

3. Pronator quadratu自

各肢位および被検運動のすべてにおいて，活発な放電

活動がみられるが， 特に前腕囲内位での extension，ex-

tenslOnからの abductionおよび adduction において著

明であった.中間位および回外位では siclepinchと tip

pinchでの放電活動が活発であった.Pronator quadratlls 

は示指運動時に，主として下模尺関節の stabilizerとし

て関与するものと恩われる.

4. Anconeus 

各肢位および各被検運動において放電活動を認めた

が，被検者によっては放電活動に多少の差異を認めた.

Hollinshead (1960)は前腕囲内時に強い筋収縮をふれた

と述べているが，今回の実験では前腕中間位および回外

位の各運動時にも放電活動を認めた. これらのこ とから

この筋を形態学的ならびに力学的な面から考えると，示

指運動時に肘関節嚢を後方から固定し，また腕尺関節の

固定筋として関与するものと息われる.

5. Brachioradialis 

各肢位および被検運動により放電活動に多少の差異が

ある.筋腹の大きさに比して放電活動はかなり弱いが，

中間位および囲外位での sidepinch および tippinch 

では比較的早期より活発な放電活動がみられた.このこ

とから前腕中間位および回外位での pinch運動では主

として前腕および肘関節の固定筋として働き，囲内位で

の pinch運動では前回に報告したように extensorcarp' 

raclialis longusおよび brevis，特に extensorωrpiracli-

alis brevisが前腕および肘関節の stabilizerとして活発

に関与するものと忠われる.

6. Extensor carpi ulnaris 

各肢位および各被検運動のすべてに，運動の比較的早

期より活発な放電活動を認め，被検者によっては回内

位，中間位の放電活動が囲外位のそれよりも活発であっ

た. また各肢位とも pinch運動において放電活動が著
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Forearm; pronated position. 
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図 3.Side pinch. 

Forearm; supinalcd position. 

明であった.示指運動時にこの筋は前腕部の固定に関与

するものと思われる.

むすび (図 1-3)

前回にひき続き，示指に直接の付着を有しない 6筋の

活動動態について比較検討した結果， これらの stabiliz-

l略 muscles にもその活動動態に若干の経時的差異を認

め，一部の筋については従来の解剖学成=i!Jに記載のない

作用を認めた. この場合 supinator，pronalor quadratus 

ならびに extensorcarpi ulnarisは被検運動のすべてに，

その運動のほ Y最初から活発に関与する興味ある所見を

得た.かように身体における関節運動の conlrolは 1-

2の主動作筋による単純な収縮によるものでなく，筋群

の閲の組み合わさった相互作用であるという協調の実態

を再確認した(実験の 1部を 16mm映画で供覧した).
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63. 指尖把持力の分析 一第2報一

固尾宗司 藤原朗 村田秀雄 有田親史 圧 智矢 *

私たちは昨年の学会において，正常人のピンチカと筋

電図の関係について報告したが，今回は腿あるいは神経

損傷患者のピンチカの測定およびその分析を行ない興味

ある所見を得たので報告する.実験装置および方法は前

回と 同様である.ピンチカは次の 6種類について測定 1_

た.

1) Thumb-index finger tip pinch (1-2 TPと略)，

2) Thumb-middJe品nger tip pinch (1-3 TPと略)，

3) Thumb-index finger pulp pinch (1-2 PPと略)，

4) Thumb-middle finger plllp pinch (1-3 PPと略)，

5) Thumb-index-middle finger plllp pinch (3 PP と

略)， 6) Key pinch (KPと略)• 

なお，筋電図には主として表面電極を，一部埋没電極

を用いた.

1.ピンチに関与する筋群の分析の実験

ピンチに関与する各筋肉を stabilizer筋群と molor筋

群とに分けるため，私たちは次のような実験を行なつ

た.

1) Ext. carpi rad.， ext. dig. comm.， ext. poJI. brev. 

& abd. poll. 10時・ の{中筋群で各ピンチの肢位をとらせ

た後， それぞれのピンチの動作をさせると， いずれも

pos1t10n1ngに際しての筋放電が大であり splint等によ

る手関節，母指の固定によりこの際の筋放電は消失す

る.このことより，とれらの筋群が stabiJizerとして働

いていることがわかる.

2) FJex. dig. superf.では PPl'C.際してのほうが TP

時より筋放電が大である.また，母指を関与させず，示

指単独でピンチ計ヘッドを押えると， PP型の押え方でピ

ンチカ，筋放電ともに最大で PPと同程度の値となり，

f1ex. dig. sllperf.は PPにおいて重要な mOlor である

ことがわかる.

3) 1 sし dors.inleross: 示指単独でピンチ計ヘッド

を押えたとき， 筋放電は KP 型の押え方で最大となる

が，ピンチカはいずれも小さい.また，示指外転運動が

加わることにより，筋放電のみが増加することからも，

本筋が slabilizer として働いていることがわかる.

事 S.Maruo， A. Fujiwara， H. Murata， C. Arila， T. Sho:神

戸大学整形外科.

4) Flex. poJl. Jong.は， 母指単独でピンチ計ヘッド

を押えたとき，KP型の押え方でピンチカ，筋放電とも

に最大となり ， 本筋が KPの重要な motorであること

がわかる.

5) Thenar m.群 (abd.poll. brev. & opp. poll. お

よび f1ex.polJ. brev.)では，ともに母指中指間のピンチ

で positioning に際しても pinchに際しても母指一示指

間のピンチ時より筋放電が大である.すなわち stabiJizer

および molorの両方で働いているこ とがわかる.

2.病的ピンチカについて

上肢の末梢神経損傷患者は腿損傷患者に，各型のピン

チを行なわせそのピンチカを測定し次のような所見を得

た.

1) 上肢の末梢神経損傷患者のピンチカ.

a) 検骨神経麻薄(上位型)では，図 1のごとく，患

側のピンチカは健側に比し全体に同程度の低下を示す.

Splint装用により手関節を固定すると， ピンチカは著し

く増加し，これは続骨神経下位麻簿と同様の傾向を示し

(1 )健側(左)

Pinch 

円nchinteg 
1.2TI' 1.3'1'1' 1.21'1' 1.31'1' 31'1' K1' 

れ1)忠側(布)
..，..---.._~ 

、回Pinch 
I 白 j i拍

Pinch integ. ----ーー
土1レ_...!-ー______J 

kR.Sec 
1.2TI' 1.3'1'1' 1.2PP 1.31'1' 3P1' K1' 

(Ill) Splintにて千l問節固定 円ー

Pinch _fi_.__[¥_ JL __r---..__ _j¥_ J 
Pinch integ. ....，..._...，パレ/ベ_/干/イ J ベノ/i

1.2TI' 1・3T1' 1・21'1' 1.31'1' 31'1' K1' 

図1. 梯骨神経麻庫.

11)陛1則(J，，)
~ _r--o. __r------..r--¥. J'i... ___J'[_ 1刊nch 一一J一一、

日 川 崎 「 21K 114 ふィ;;:イ
け1).'1'.1則(右)

Pinch ----'"一一」一一~一一ーーーー一一一~一、 ~k氏、医
可制J

白 1 j j j 1_ 1'0 
Pinch integ一一-ム戸一ーー-ーー一一____---- JO 

1.2TI' 1.3T1' 1.21'1' 1.31'P 3P1' Kl' 

図 2.尺骨神経麻庫.
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ている・ は増加する.

b) 尺骨神経断裂例では図 2のごと<，各ピンチ聞に F lex. poll. long.断裂例では， KPのピンチカの低下

おけるピンチカの差は健側と同様の傾向を示すものの， が著しいのが特徴である. PPは低いが可能である. 第

患側においてはピンチカの著しい低下がみられる 3指の f1ex.d ig. superf.断裂例では，1-3 TPに比し，

c) 正中神経下位型麻療例では，図 3のごとく KPを 1-3 PPの低下が著しい・

除いた他のピンチは不能であるが， 残された KP にお 考察ならびに結語

いてもピンチ力は低下する. 以上の成績を総括し， ピンチに関与する筋肉を，指側

Right 'r-r-ーマ一一「寸ー~J一一寸一-r一一一γーマー-.r-ーァ

PlIlch 

fllllch integ 
1.2TI' 1-3TI' 1-2 PP 1-31'1' 3PP KP 

Left ~一一~ー---，，--ーナ---，_-ー?一一「ー? ー「ーすー「一一γー「

Pmch 

kg ::.oc 

]~ 

kR、，(.'t'

守色針B

-!-l(1 

1・l1IchInleg -一一ー一一一一------六一 Jo
1.2PP 1-31刊 KP

図 3.正中神経麻1車.

2) 腿損傷患者のピンチ力.

Ext. poll. long.断裂， ext. poll. brev. & abd. poll. 

long.断裂， ext. dig. comm.， abd. poll. long.， ext. poll. 

long.断裂例等のピンチカを測定したが， いずれもピン

チカは健側に比し全体に同程度の低下を示している.ま

た，これらは手関節あるいは母指の固定によりピンチカ

および母指側のおのおので stabilizerと motor とに分

けると指側の motor は f1ex.dig. superf. & prof.であ

り，母指側では主として thenar m.であり， KPではこ

れに f1ex.poll. long.， acld. poll.が加わる.腿および神

経損傷患者のピンチ力は，これらの筋群のいずれが障害

されるかで，その障害程度が決まる.

1) Slabilizer群のみの損傷，たとえば検骨神経麻庫，

あるいは extensor 筋群の腿損傷例では， ピンチ力はい

ずれも間程度に障害されるが， ピンチ力低下は比較的軽

度である 2)Motor群のみの損傷では，特定のピンチ

カの著しい低下を認める.たとえば flex.poll. 10略・ 断

裂例では KPのピンチカのみが著しく低下，また， flex. 

d ig. superf.断裂例では PPのピンチ力低下が著しい.

3) Motor， stabilizer いずれもの損傷例では，全体にそ

のピンチカ低下は著しい.その高度のものではピンチは

まったく不能となる.

64. 顕髄損傷患者の手の機能について

-第 2報 特に筋力と動作との関係一

堀尾慎弥 棚平晃*

頚髄損傷患者の上肢機能を正しく評価し，それにより

回復訓練やその他の治療手段の改善の足掛かりを得るた

め，第 16回日本災害医学会総会にて，総合的機能動作

の評価と日常生活動作の分析を試みたが，今回は特に筋

力と肢位や機能動作との関連性について追求したので報

告する.

頭領の残存機能の程度や範囲は，その損傷レベソレによ

り主として左右されることは当然であるが， 18症例を

損傷レベJレで 3段階に分けてみると表 1のとおりであ

る.%の症例は， C6、7 以下の損傷例となる.

ホ S. Horio， A. Tanahira: 熊本労災病院整形外科 (八代市

竹原町).

表1. 顎髄Jfl傷レベノレ (18例中).

完 全 不完全

C
S
_
6 以下の損傷 2 

C6_7 " 

C7_8， 1'1 " 0 

残存筋力について，徒手筋力テスト を行なっ た結果

は， intrinsic muscles および 自nger extensors， finger 

f1exorsはほとんど 0-1で，主に 3以上の筋力を有す

るものは， radial wrist eXlensors 17例中 17例， pronator 

teres 17例中 16例，brachioradialisおよび bicepsbra-

chii がともに 17例中 16例，radial wrist flexors は
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表 2. 手の基本的動作テスト結果.

評価点数

基本動作テスト項目
。(点、)

7 ッチの軸をつまむ

下敷をつまんで提げる

紙を横つまみ

コップを握る

カパンをさげる

(症例)
13 

11 

5 

4 

1 

I 

盲
目

A

内
〈

υ

戸、υ
F

、u

弓，.

2 3 

q

L

n

4

q

，“
 

司
自
由
品

市

EA

内
《

υ

rn
u

qベ
υ

6 

の‘

υ

のペ

υ

内
ぺ

υ

・・A
a
nτ

Tip-to-tip pinch 

Pad-to-pad pinch 

Pad lateral pinch 

Cylindrical grasp 

Hook 

曲位拘縮を利用して hookは可能である.

したがって，筋力と動作との関連性については，頚損

は一般に intrinsicrnuscles の損傷が強<.ほとんど筋

力 0-1 であり， むしろ extrinsic rnuscles に筋力 3

以上の残存機能を有しており，したがって動作も組大性

なものが可能である. ものを引っかけて引っぱる h∞k

actionや車いすの車輸を第 1指簡に入れて押す等の動作

である.

しかし， それでも指の巧綴性動作は巧みな trickrno・

tion と筋力 2-程度のわずかな動きを利用し代償動作

を行ない，また適当な指関節拘絡さえ利用していて，湯

飲みをはさんでお茶を飲んだり，駒をつまんでゲームを

したりなどである.これは動かない指でも，非常にうま

くその stability を活かしている結果であり，手の機能

が intrinsicと extrinsicmusclesとの巧みな balanceの

うえに発揮されていることを考えるとき，頚損患者のわ

ずかしか残されていない手の筋力に対して，不用意な手

術や処置を行なうことは，慎重でなげればならない.そ

れは代償されている機能の patternを破壊し，総合的手

の機能低下に連ることである.

我々は，これらのことから総合的な ADL評価と残存

筋力および代償動作の分析をもとにして， 手術や sel[-

help devices， splints の適応を決めていくべきであろう

と考える .

17例中 12例等であった.

一方手の基本的な動作テストを行なったが，手の機能

のすべてをこれだけで判断することは不可能である.し

かし手の基本動作の機能解剖学的な分析から， 日常生活

動作の主なものをすべて含んでおり，臨床的に手の機能

を評価するための条件はほ Y満たされるものと考える.

前回の第 l報にて総合的な機能評価を行なったので，

今回は基本的動作のみを取りあげ，テストを行なった.

評価方法，評価基準は第 1報と同様である.基本動作の

評価項目は tip-to-tippinch， pad-to-pad pinch， pad-

lateral pinch， cylindrical grasp， hookの 5項目で評価

結果は表 2のとおりである.Tip pinchや padpinch 

のごとく， intrinsic musclesが関与して，指の stability

と巧綴性が強く要求される動作はほとんど不可能であ

り，この 2つの動作に比して pad-Iateralpinch はや』

巧綴性は劣り， independency はや h高くなっている.

Graspになると， pinch動作が前述のごとく巧織性を高

度に要するのに比して，主として組大なカによる機能動

作であり，不完全な動作であってもどうにか可能で 10.

dependency も 18例中 7例と高くなっている. Hook 

actlOnに至つては，主に第 1指以外の 4指の各指関節

または関節を屈曲固定して物を吊り下げる動作であり，

主として longflexorが働き， intrins ic rn uscles はほと

んど関与していない.したがって巧綴性は必要でなく ，

はなはだしくは指の動きはなくとも，指関節の適度の屈
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65. 片麻捧上肢に£、ける再建手術の問題点

土井照夫 小野啓郎 多国浩一本

脳卒中に基づく片麻療上肢の機能障害の程度，変形は

実にさまざまであるが，特に重症の不良看護の症例を除

けばかなり特徴的で， ~室直型と弛緩型に大別することが

できる.我々はさらに窓直型を随意運動の程度によって

3つの群に分けた(表 1). この分類は第 11回手の外

科学会において発表したが，再建手術の面からも 1つの

目安となると考えられる.

表1. 片麻簿上肢の変形，機能障害の分類.

f室直型

弛緩型

1 I変 形 朴 (Mann-Werni巾 型)

l随意運動 ー

E 

E 

変形+

随意運動+(肩→手)

I swan neck 
変形:t ( intrinsic plus 

¥ lI1trll1S1C l11111US etc. 

随怠運動+十 (肩→指)

変 形± 肩亜脱臼±

随n運動ー

再建手術の適用となるのは随意運動の認められる E

群， 班群のものである.弛緩型は筋力の回復が非常に悪

く，肩関節脱臼をしばしば合併するもので，この群はま

ったく再建手術の対象とはならない. ~主直型 I 群のもの

については，看護上の面から強く屈曲した垢臭い上肢を

清拭の容易な者換えさせやすい上肢にするという点で手

術の対象とされてもよいが，機能的な改善は望めない.

肩，肘まで十分随意運動の認められる H群のものでも，

にぎり，ひらきに関して筋緊張が強く，運動のスピード

の遅いものでは美容的な改善にと Yまるものもある.こ

の場合，特に女性ではそれだげでも非常によろこばれる

ものである.前腕尺{則からの皮切による瀬痕は大きくて

も，本人にはあまり自につかず便利なものである.

手術に当って対象を選択する基準として，

1) 十分な回復意欲のあること. 2) 血圧が安定し，

心肺機能が十分に手術に耐えられるものであること.

3) 再建に必要な筋力と運動のコントロール，さらに十

分な識別党をそなえていることなどに注意する必要があ

• T.Doi， K.Ono， K.Tada:大阪大学整形外科.

る さらに， 4) 不随意運動のあるものは除外される.

脳性小児麻療と迷って，アテトーゼやディストニアなど

の激しい形のものはあまりみられないのは幸なととであ

る.昭 41年以来，我々が試みてきた手術症例をまとめ

ると表 2のごとくである.

表 2. 片麻簿上肢再建 F術の方法とその成績.

RestoratIve surgery in upper extrel11ities: 16 cases 

Tenotol11Y of the slbscap"Jaris and transfer 

of the l11ajor pectoralis and latissimus dorsi…… 3 

Tenotol11Y of the subscapularis and transfer 

o[ the l11ajor pectoralis 0咋 In...……....・H ・..••• 4 

Trans[er o[ the biceps brachi i ......…・・・…… u ・・ 15 

ReJease o[ the f1exor and pronator ongll1……...15 

Lengthening at the muscle tendon junction 

of the flexor .. … ……………・・・ ……………...3 
Reconstructive surgery o[ the finger deformity ... 8 

Results of surgery in upper extremities: 

Functional improvement restoration of reach…...14 

lmproved hand use ……………・・・…… 一…-・…… 6 

Better appearance …………・・・ ・ー………・・………14

POOl ……・一一・・・・・・・・・・・・・田・・・・・…・パー・ ・・ .....….....目...2 

肩関節の内転-内旋変形に対しては，再建手術のねら

いは拘縮の除去と挙上カの増強にあり，第 11回手の外

科学会において肩甲下筋鍵切りと大胸筋および広背筋を

上腕骨大結節部へ移行する方法を報告したが，大胸筋・

広背筋の作用方向と大結節の位置から して挙上の能率が

悪く，関節の支持性を増すにと Yまった.今回は，大胸

筋を積極的に挙上力として働かせるために大胸筋を起始

部よりもちあげ翻転し，それを鎖骨および肩峰さらに肩

甲車車にまわして，そこに付着せしめる新しい方法を試み

た(図 1a). 血管・神経束の大胸筋への侵入部は末梢仮IJ

上腕骨寄りにあり十分翻転が可能であること，また大胸

筋起始部は比較的小範囲に限局しているなどの理由で，

手術は簡単である.通常，前腕屈曲・囲内変形に対する

解離手術と同時に行ない，肩関節外転，外旋，肘・手 ・

指伸Ji位においてギプス固定を 4週間続ける.との手術

を行なうに当つては大胸筋の収縮を皮下にふれ，肩関節

運動に際して作用していることを確かめておく必要があ

る.
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左片麻庫， 11室直型E群に属するものであるが，大胸筋

起始部の翻転移行術と前腕屈筋・田内筋群の解離術を合

せ行なった.術後 6ヵ月で上肢の動きはまったく見違え

るばかりに改善された.

肘屈曲，前腕屈曲・回内変形に対しては Page の原

法に準じて手，指の屈筋および円回内筋を起始部より徹

底的に解離する方法をとっている.肘の屈曲の強いと

き，さらに上腕二頭筋鍵をできるだけ検骨の付着部で切

離して，それを上腕筋の筋膜に縫着する方法を合併して

いる.

症 例.59才，男子.

右片麻揮の症例で鐙直型E群に属するものであるが上

腕二頭筋腿の移しかえと，屈筋，囲内筋群の解離手術に

より改善をみた.

しかし，随意運動の十分でなく筋緊張の強い症例で

は，解離が完全で肘部において陥凹を認めるほどにもか

かわらず手指の屈曲変形が再発した.この症例は歩行時

上肢が外転するという synergy の強〈認められる症例

で， synergy が再建手術の 1つの大きな障害となるも

のと考えられる.屈筋の筋鍵移行部において髄延長を試

みた症例では再発例が少なかったがそのかわり筋力の低

下がめだった.完全な腿切り術を行なった報告例を見る

が，それは筋力がまったくなくなりあまり好ましい手術

とは考えられない.

手指の imbalanceが残っている震直型 皿 群のうち，

intrinslc plus変形，swan-neck変形および bultonhole 

変形に似た P.1. P.関節の強い屈曲変形はすべて Intrinsic

conlractureを内包するものと考えられ，浅指屈筋の筋緊

張が深指屈筋よりも弱い場合に swan-neck変形をとりや

すく，また浅指屈筋の筋緊張が特に強く指背側の central

slipの変性，非薄化を伴った場合には P.1. P.関節の強

い屈曲変形を呈するものと考えられる.

Swan-neck変形の場合，作業能力の低下した老人では

障害は著明ではないが.細かいものをつまんだり，巧敏

性を要する動作の障害となって現われている.

症例.54才，男子.

右片麻療の症例で震直 E 型群に属するもので swan-

neck 変形を示したもの. Littlerの方法(図 1b)を試

みて，術後ボタンをはめる，紙をめくるなど巧織運動の

改善をみた.

P. 1. P.関節の強い屈曲変形に対しては図 1cのごと

く Fowler法， Littler法また lateralband を両側より

翻転して寄せ合わせて，中央に縫合するという方法を試

症例.64才，男子.

片麻療の症例で，痘直E型群に属するもので 4指とも

P. 1. P.関節の強い屈曲変形を示したものであるが，前腕

の屈筋腿解離術を行なうと同時に，示・ 中指には Fowler

法を，薬指には Littler法を，小指には lateralbandの

寄せ合わせ縫合術を行なった. 改善は著明であった.

ミ

a.大胸筋起始部移行術.

茎 私 京、
b. Swan-neck変形に対しては Lilller法を試みた.

ー~

c. P.I.P.関節の強い屈曲変形に対しては Fowler法，
Littler法，また lateralband両側より線転して寄

せ合せるという方法をとった.

図1.手術方法.
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I. P.関節に多少の屈曲制限をきたしても伸展位を保持で

きるように強く確実な方法をとるべきである. この場

合，術後 intrinsicplus変形を増悪せしめることを懸念

したが良結果を得た.浅指屈筋が変形の主因をなしてい

たと考えられる.

現在までの手術成績は表 2のごとくである.

以上，片麻簿上肢に対する再建手術の試みと成績につ

いて報告したが，成績を総覧して， 1)もともと動きの

ないものは不可である. 2)動きがあっても，ゆっくり

しかにぎり，ひらきのできないものも成績が悪い. 3) 

Synergyの強いものは成績がよくない. 4)筋解離術は

必ずしも完全に筋緊張を除き得ない. 5)腿切りは形を

よくしても筋力低下から患者の評価が低い. 6)筋解離

術と鍵移行術との併用は期待遇りの効果が得られなかっ

た. 7)指の変形が機能を妨げているものは，肢寓神経

ブロックにより，心肺機能に多少の障害あるものにも実

施できて良い対象と考えられる.選択さえ慎重に行なえ

ば，産直型n.lll群を通じて，いままでの生活の困難か

ら救われるものも多い.

66. 分娩麻庫 21症例の経験

大谷砦 松村友昭 田村哲男 田村清 石田勝正*

分娩時における腕神経叢の過伸展に起因する分娩麻俸

は最近の分娩手技の改良および児頭骨盤不均衡の早期認

識と相まって減少しつつあるが，わが国の現況はその発

現頻度においてなお満足するには至らない. 我々は昭

36年より 44，1月まで 8年 1ヵ月の期聞に治療した

分娩麻簿 21症例の臨床経過と，その際遭遇した合併症

について報告する.

症例は男子 11例，女子 10例と性差はないが怪患側

は右 16例， 左 5例と右が 76% を占めている. 麻1車

型により分けると上位型 19例， 下位型 l例， 全型 1

例である.上位型の多くは第 5，6頚神経障害であった

が，明らかに第 7頚神経もおかされた生田例では 7才

の現在約 3CIllの上肢長差を認める.初診時の年令は出

産J ヵ月以内のもの 14例， 1ないし 12 ヵ月 3例，

L年以後のもの 4例であった.経過観察期間は 1年以

内のものも 6例あったが，平均 2.9年である.最終診

察時の年令は O才から 10才まで平均 4.2才である.

各症例の分娩条件を分析すると骨盤位 15例，頭位 6

~Jである.頭位分娩の多くは体重 4 kg以上の巨大児で

あった. 21症例中 9例は本院で出産され，出産 1，000

に対して 0.91の頻度で発現している. 9例すべて骨盤

位であったことから骨盤位出産 1，000に対しては 21.4 

と非常な高率を示した.出生順位が記録された 16症例

• M. Otani， T. Muramatsu， T. Tamura， K. Tamura， K. 
Ishida: 国立京都病院整形外科 (京都市伏見区深草向畑

町).

のうち 13例は第 l子であった.

1才以後に最終診察を行なった 16症例を津山の判定

規準で評価すると優 4，良 4，可 7，不可 lとなった.

運動機能回復と予後の関係を上位型についてみると表 1

のごとき結果を得た.

7例にみられた合併症のうち分娩時のものとしては鎖

骨骨折，肩甲骨骨折，筋性斜頚，先天股脱および上腕骨

近位骨端線離関があった(表 2). 前 4者は在来の治療

法で良い結果を得たのに反し，後者では転位した骨端核

表1. 機能回復と予後.

評価 肩外転開始 外転>60。

優 2-3 W. 4-8 W. 

良 1-2 ヵ月. 3 ヵ月

可 3-4 ヵ月以後

表 2. 合併症を認めた症例.

分娩時 i症例 | 合 併 症

宮崎 肩峰骨折 優

星山 鎖骨骨折，筋性斜頚

羽賀 L.C.C.，筋性斜 ? 

川村
筋性斜頚，鎖骨骨折
L.C.C. 

? 

金瀬戸 上腕骨近位骨端線離関 可

水野 L.C.C. 優

分娩後 出 口 蔚関節脱臼 pJ 
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とこれに伴う関節拘縮のためその治療は容易ではない. ものと解釈しているが，その予後はさらに followupし

生後 2日自に肩.関節脱臼と診断されて整復術を受けた金 たいと考えている.

瀬戸例では 2才の現在，肩関節の外転内旋拘縮，前腕の これらの検討の結果，敬礼位llilJ子を無原則にどの症例

団内拘縮があり，上腕を外旋位にとると肩甲車車の突出す にも装用することは危険であり， 肩関節，肘関節の X

る scapulasign of Puttiが認められる. x線像では上 線 check を続げながら必要に応じて副子を考えるべき

腕骨近位骨端核は外側に移動している(図 1). 三角筋 であろう.

は骨頭の前面にふれ，烏啄腕筋と上腕二頭筋短頭の短縮

により肘関節は 165。の屈曲位をとっている.上腕の外 発言 高橋(新大整形)

転は 1600
まで可能であるのにか』わらず肩関節拘絡が 分娩麻薄に対し，プラスチック製のプレースを考案し

高度であるため今後さらに機能回復手術が必要と考え 利用している.

る.分娩後の合併症を起こした出口例は上位型麻療に対 近藤 (東大整形)

し敬礼位副子を装用した.3ヵ月で上腕骨骨頭の前下方 昭 36年より現在までに東大整形外科を訪れた分娩麻

脱自に気づき副子除去，運動練習にて脱臼は整復され 4 療は 115OlJであるが， 型と予後の判明したものについ

才の現在麻療筋力はほ Y正常に回復したが肩関節は約 てみると， 111例のうち上位型 98，全型 10，下位型

40。の外転位拘縮をとり，内外旋障害は高度に残存して 3で優 33，良 21，可 40であった. 5ヵ月以内に回復

いる. してこない筋の予後は不良で，なんらかの再建手術を要

図 1.金瀬戸例 (2才).上腕骨近位骨端線離開.

分娩麻庫による肘関節の変形を checkするため 9症

例にX線撮影を行なったところ 6例に異常を認めた.う

ち 4例は榛骨骨頭の後方亜脱臼， 2例は前方亜脱臼で

ある.榛骨骨頭の変形および後方亜脱臼の最も強い海道

例は副子を 1年 5ヵ月を装用した例である.麻庫はよ

り高度であるがまったく副子を付けなかった今井例の変

形は軽度であったことから敬礼位副子の装用がこの変形

を助長したものと反省される.前方亜脱臼の 2例は評価

良の症例であり，囲内 ・外筋不均衡が高度のため生じた

するものが 40例あった.他の後遺症として肩関節の拘

縮ないしは脱臼を起こしたもの 13例，肘関節脱臼は 5

例，交叉神経支配の起こったもの 11例等であった.分

娩時合併症の 1つである斜里買をみると側の判明した 25

例中麻簿倶IJは 16，反対側 5，両側麻療に 4例の合併が

あった.

質問 杉浦(名大整形)

乳幼児期におげる肘関節部の骨端核形態，成熟過程を

観察すると正常児においても多少の変異があり，撮影肢

位によっても形態が変化する.分娩麻療では怠肢全体の

骨化遅延も認められるが，肘関節前方および後方脱臼の

診断基準はなにによっておられるか.また臨床的にも異

常所見が認められたか.

回答 回村

肘関節の後方・前方亜脱臼は肘関節 90。の側面 X線

像にて判定した.稜骨骨頭の上縁が上腕骨小頭の上縁よ

り後方のものを後方亜脱臼，前方のものを前方亜脱臼と

した. た Yしこの際健側の X 線像に比して明らかな変

化のないものは除いた.臨床所見は後方亜脱臼の高度の

症例では肘関節の過伸展が高度に認められた.前方亜脱

臼の 2例では前腕の国外制限は認めたが屈曲障害は軽度

であった.

発言 津山(東大整形)

外転副子や敬礼位副子を慢然と長期1にわたり装着する

ことは演者がいわれるように拘縮の原因になることが往

往あり，益のある点は少ないと考えている.むしろ自 ・

他動運動を励行すべきである.
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67. 上肢神経損傷の治療成績

加川渉 高岸直人 河野一郎

山田元久 本多 徹 小川加弥太 福島美歳*

昭 35，1月から 43，3月までの聞に外傷その他の原

因で上肢の神経損傷をきたして受診した者のうち，損傷

神経に対し修復手術を行なった症例は 63症例，男 55例，

女 8例である. との手術成績をしらべるため，昭 43，

12月現在においてアンケートまたは直接検診を行ない，

39症例， 43神経の結果を得ることができた.行なった

修復手術は神経剥離術，縫合術，移植術および移行術で

ある.断裂神経の神経輸の縫合にはすべて糸付角膜縫合

針(縫合針。。縫合糸 1silk)を使用した.

上腕神経叢より固有指神経に至るまでの損傷例を 5群

にわけ， 成績判定はアンケート調査の関係上， 知 覚 障

害，運動障害がなく正常なものを「全治J とし，障害は

あっても手術前より軽快したものは「改善_j， 依然とし

て障害が変化なく持続しているものを「不変」として，

大きく 3段階に分けて判定した.

上腕神経叢損傷

全症例 13例中判明した 8例の結果は， 1例全治， 3 

例改善であり，根脱出があるものは縫合剥離だけでは当

然治癒が期待できないので，この所見をミエログラフィ

ーで認めた 2例中 1例は，副神経を利用して神経移行

術を行ない，現在も経過観察中である.他に現在なお 3

例の神経移行術を副神経，肋間神経との聞に行なって入

院中の症例があり，こ の結果はまた後の機会に述べた

い.

様骨神経損傷

全症例 18例中 14例の結果が得られた.症例 14原

Oは上腕骨折の骨接合術を他院で受けた後受診したもの

で，上腕中央部に約 10cm の神経欠損を認めたために，

この修復はやめて 6週後腿移行術を行なった 5例の

不変例中 3例はいずれも鍵移行術による再建をしてその

結果は良好である.症例 12，13は手関節部での損傷で

正中・尺骨神経断裂を伴うため検骨神経の修復はしなか

った.したがってこの 3症例を除く 11例中全治 5例，

改善 3例の結果で， 他の損傷群に比し最も高い治癒率

ホ W.Kagawa， N. Takagishi， r. Kono， M. Yamada， T. 

Honda， K.Ogawa， Y. Fukushima 広島赤十字病院・原

爆病院整形外科(広品市千田町)

であった.

正中神経損傷

全症例 16例中 9例の結果は，全治 2例，改善 7伊j

で不変例はない. 症例 4は原爆受傷後 19年経過して

ガラス片摘出と剥離を行ない，同時に環指屈筋鍵断裂に

対して腿移植を施行した結果，バイオリン演奏不能であ

ったのが可能になったものである. 症例 8林0，症OlJ

9寺O例は後に一括して述べる.

尺骨神経損傷

全症例 13例中 9例の結果はすべて改善であるが全

治例がない.骨間筋の完全な筋力回復が得られず，知覚

障害も術前より軽快しているが，直接検診者に 2点間判

別距離測定を行なったところ，単独支配領域下に正常の

3倍から 10倍の距離拡大を認めた.

症例荒Oは原爆受傷後 21年して縫合を行なった.手

術時両断端に n問eu旧ro印oma の形成を認めず，縫合後神経線

維の緊張は強かったが知覚の改善が得られた.また 2例

に神経移植を行ない，いずれも知覚のみ改善された.症

例3横Oはベノレトコンベアーによる受傷で尺骨神経 4.7

印 1 の欠損があり， 尺骨神経分校を利用した遊離移植に

より術後 1週から触覚改善を認めた.本年 3月現在知

覚 ・運動障害ともに改善されているが骨間筋萎縮，小指

球萎縮がある.

固有指神経損傷

解剖学的特徴により神経単独損傷は少なし全症例

11 OlJ中 9例に屈筋鍵断裂または癒着を伴っていた.そ

れに対しては腿修復と同時に神経剥離または縫合を行な

った. 結果の判明した 5例中不変 1例， あとは改善

例で全治がなかった.

検骨・正中 ・尺骨神経合併損傷

2例を経験し，いずれも手関節部全周にわたる損傷で

あ忍.症例林Oは 22，000ボノレトの高圧電流による電撃

で両手関節，左膝関節部に 3度の火傷を受け，左手関節

部は全周に拡がる潰蕩に感染を起こして受傷後 43 日に

入院した.左手は知覚脱失，手指屈筋， f申筋腿断裂，動

脈断裂の状態であり debridement を行なった後 9回

の植皮術操作と近位手根骨摘出後関節固定術を施行し
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た.受傷後 l年 4 ヵ月して屈筋鍵移植と正中・尺骨神

経の遊離移植を行ない， 手指の屈曲が可能となり， 手

掌，母t旨，示指の一部が知覚鈍麻の状態となった.その

後母指対立位固定術，次いで示指から小指にかげての

M.P.の関節包切除術を行ない， 現在なお入院加療中で

あとが，へアードラ イヤーを握ることができるようにな

っていと .

症例寺Oは輪ゴムが右手関節部に絞犯埋没して手の全

機能脱失状態となり，約 2ヵ月後に入院した.右手は手

関節部を一周する線状線痕と，それより末梢の腫脹，チ

アノーゼ，手指屈伸不能を認めた.入院 2日後輪ゴムを

摘出し約 2週して，中・環・小指の深指屈筋による屈曲

運動が可能となった.受傷後 3ヵ)jして正中・尺骨神経

縫合を行ない知覚脱失から著しい改善をみた.深指屈筋

は梯骨，尺骨聞にあって断裂せず温存されていたもの

で，長母指・総指伸筋腿はその後縫合を行ない現在手指

の運動 ・知覚ともによく回復しつ hある.

結語

神経縫合 22例中全治 3例，不変 6例，神経剥離 17

例中全治 5例，不変 1例で， 神経移植は 3例と も術

前より改善された成績であった.また受傷後 15年以上

経過した症例でも神経剥離または縫合により知党改善が

あることを知った.上腕神経叢損傷に線脱出を認める場

合は，副神経，肋間神経を用いて神経移行術を施行した

が，いまだ経過観察中であり，その治療成絞は今後追跡

していきたい.2例の手関節部における検骨・尺骨・正

中神経損傷と腿-動脈断裂による手部の機能脱失例につ

いての治療経過を合せて報告した.

発言 伊藤(京大整形)

末梢神経損傷治療成績の表現には世界一般に使用され

ている方法を用いたほうがよい.

68. Funicular sutureによる上肢末梢神経損傷の治療成績

山 本潔 伊藤鉄夫 広谷速人*

我々は，第 9回および第 10回本学会において funト

cu)ar suture technique およびそれによる治療成績第 l

報を発表したが，症例数も増加し，経過観察期間も長く

なったので，今回は総括的な治療成績を報告したい(表

現在までの症例は 53例， 70神経でその約%は青

少年層で占められている. 縫合は 1次的に行なったも

のが 2例でその他はすべて 2次縫合である.経過観察

期間は 4 ヵ月から最長 55ヵ月に及ぶが，今回は 12ヵ

月以上経過観察が可能であった上肢神経損傷 32症例，

36神経について報告する.36神経の内訳は榛骨神経 4，

正中神経 9，尺骨神経 14，指神経 9である.

成績

成績判定基準は Highet， useful recovery の基準は

Zachary のそれに準じた. なお， 損傷の高位の規定は

British Nerve Injury Committeeのものに従った.

1.検骨神経

経過観察期間 12 ヵ月以上のものはわずか 4例であ

• K. Yamamoto， T.lto (教授)， H. Hirolani: 京都大学整

形外科.

るが，全例に良好な回復が認められた.完全回復例は 3

例で，いずれも 24才までの若い年令であり，術後約 1

年ですでにほとんど完全な回復を示していた.神経移植

例は 58才の女性の distallesionの症例であるが，術後

約 1年で M3，29ヵ月で M4まで回復した.

2.正中神経

運動， 知覚ともに usefulrecoveryを示したものは 9

例中 6例， 67% である. 完全回復の 2例は 14才ま

での少年である .術後 19ヵ月で M4，83の回復を示し

た神経移植例は 25才の女性で 12cmの freegraft (cable 

graft)を行なったものであるが， proximal lesion にも

か』わらずかなり早期より良好な回復を示した.一般的

に運動，知党の回復は distallesionが優れている.

3.尺骨神経

Distal lesionの症例が多いためか概して成績は良好で

あり，運動，知覚ともに usefulrecovery に達したもの

は 79%である.

完全回復を示した 3例はいずれも distallesionで 15

才までの少年である.神経移植の 2例では，術後経過が

比較的長いにもか与わらず， usef ul recoveryに達してい
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表1. Funicular sutureを行なった全症例(経過観察期間 4ヵ月 -55 ヵ月)• 

径過観察期間(月)
全症例数損傷神経

十号闘

16 

3 ( 6) 

10 (18) 

2 

2 

-60 

検 骨 神経

正 中 神経

尺骨神 経

正中・尺骨神経

指神 経

筋皮神経

坐 骨 神経

腕 骨 神経

-36 

'

E

i

a
u

E

F

、υ

3 ( 5) 

-24 

3 

2 

2 

2 ( 4) 

4 

1 

1 

12ヵ月未満

4 

1 ( 2) 

3 ( 9) 

5 

8 

18 

5 (10) 

12 (24) 

2 

2 

)内は損傷神経数

14 (16) I 46 (57) 

を十分参照しながら縫合を行なっている.

4) 損傷の高位:症例数に大きな差があり比較は困難

であるが，やはり distal lesion の例で成績が良好であ

る.

5) 損傷の種類:Clean cut な損傷によるものが良好

な成績を示しているが，これは神経幹への damageの大

きさを考慮すれば当然の結果である.なお，副損傷とし

て主要血管損傷を伴うものが 4例あったが，いずれも回

復は良好であった.

さて， 我々の症例を詳細に検討してみると， 適確な

funicular sutureを行なうことによって initialdelayの

短縮，再生軸索の速やかな{申ぴが期待されるので，その

結果 totaldelay の短縮が起こり良好な成績が期待でき

るのではないかと考えている(図 1).

以上，我々の症例について各神経別の縫合成績および

それに影響を及ぼす諸因子について検討してきたが，今

回の我々の成績は従来の報告に比してかなりすぐれてい

縫
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ない. この 2例はいずれも挫滅創による損傷例であり

4cm と 12CI11の神経移植を行なったものである. 前者

は 51ヵ月の経過で M3，S2，後者は 27ヵ月で M2，S2+ 

の成績である.

4.指神経

指神経損傷は 7症例， 9神経で， 損傷高位としては

mid-palmar creaseより P.1. P. levelのものを含んでい

るが，一括して distallesionとした.指神経は funicular 

pattern が単純なためにその成績は非常に良好である.

回復不良の l例は挫滅創による損傷例で縫合時の gap

が大きく不完全な縫合に終ったと考えられるものであ

る. これは 16 ヵ月の経過で S2の回復にと Yまってい

る.

さて次に神経縫合成績に影響を及ぼす諸因子について

我々の症例を中心に検討してみると次のごとくである.

1) 手術時年令:全般的に若年層において非常に良好

な成績が得られており，年令的因子は我々の症例でも従

来の報告とよく合致している.

2) 手術までの期間:我々の症例では pnmarysuture 

を行なったものはわずか 2例であるが，創が cleancut 

であったためか良好な回復を示している.2次縫合例で

はやはり従来の報告どおり 6 ヵ月以内の縫合， しかも

early secondary sulure が最も好ましいのではないかと

思っている.

3) 縫合時の gap:縫合時の gap を埋める方法は従

来いろいろ考えられているが， gapが 2cm から 3Clll

までのものでは端々縫合が容易で成絞も良好である.

Gapが小さいほど funicularpattern の適合が容易で成

績も良好であるが，両断端の funicularpattern は大な

り小なり異なっているので intraneuraltopographic at1as 

53 (70) 計
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表 2. 正中 ・尺骨神経縫合成績.

京大 (12ヵ月 -) Zachary (5年) 8akellarides (2年-) FJynn (1-12年)

Median I Ulnar Median I Ulna M吋ian I Uln Median I Ulna 
Motor recover y 

Ms 

l… M4 ~ r7
% 

M3 

M2+ 。
Mo-M2 2 2 

8ensory recovery 

84 

jm|:i糊
83+ 

83 

82+ 

s 。 l 

80-81 2 

ると思われる(表 2). が前腕下端レベルで断裂している場合に本法が適当であ

しかし， funicular suture がすべての神経のすべての ると理論的に考えられる.

高位に理想的に応用できるものではないので，今後もそ 回答 山本

の改善に努力したいと思っている. 田島先生のご発言に対して

追加 田島(新大整形)

私は funicuJarsutureの経験はないが，とれについて

は以下のような考えをもっているので，もし演者から

commentがあったら指摘していた Yきたい.

この方法の問題点は合理的な technicと indicationと

思う.Technicについては私の知るかぎり H.MiJJesiが

発表した方法が一番合理的と思う .Indication について

は， 1つの funicular もレベルが下降するに従い複雑に

mterw回 rinyを生ずるので，少し rotationが加わると再

生線維の destinationが異なり funicularsutureが意味

がなくなるわけである.ゆえに n.radialis fL対してはこ

の手技は適応でないように恩われる.結局 med.，uJnar. 

Techniqueに関しては私たちが以前より発表している

ごときもので行なっており， 先生のど指摘の technique

は現在考慮していない Indicationの問題は，先生のご

指摘の levelにおいて最も有効であると私たちも思って

いるが，その他の levelにおいても機能的局在性の可能

性のある部分があり，これに対しても funicular suture 

を行なう怠義があると考えている.

発言 津山 (東大整形)

Funicular sutureで目的とする所は misdirectionを可

及的に避ける点、にあると考えるが， 本法が epineural

suture に比し localization，two point discrimination， 

stereognosls，筋の massmovementの防止等の点でどのく

らいすぐれているかを今後ご検討いた Yければと恩う.
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69. 上肢にむける神経剥離術の治療成績

野村進 東由紀彦 安元三郎 小林茂信 山内四郎*

神経剥離術は連続性を有する神経損傷と推定されたも

ので，保存的に回復待期期聞をすぎても回復の徴候のな

いものに対して行なわれるが，連続性を有するか否かの

早期決定が困難なため診断的意義においても，また津山

らのいうごとく神経腫の切除に確信のないときにも試み

られるものである.

我々は金沢大学整形外科において過去 14年聞に手術

し， 1年以上の経過を経た榛 尺骨 ・正中神経剥離術に

つきその治療成績を調査した.

治療成績の判定

治療成績判定には直接面接のうえ，運動では飯田の作

成した成績判定基準を利用し，知覚では前回我々の使用

した方法を用いた.また直接面接不能例には知覚，運動

を把握できるように作製した検査用紙に回答を求め成絞

を判定した.以上のほか筋電図検査，愁訴をも参考とし

総合成績を判定した.

症例.

J侠骨神経剥離術は 29例であり，このうち過半数の 17

例にほ Y完全な回復をみた.またその担傷部位を Sake-

llarides によって上，中，下に分類してみると麻庫発生

原因の関係上，上部における損傷が大部分を占めた.

原因別分類と成績の関係では，飯岡の調査のごとく注

射に起因するものの成績は良好で， 85% がほ Y完全な

回復を示した.また打撲による麻療が 3~J存在したが，

全例回復をみた.これに対し骨折に起因するものの成績

は不良であった.麻態発生から手術までの期間をみると

1年以上を経た 2例はともに不可であり， 可， 不可 7

例中 4例が 6ヵ月以後に手術を行なったものであった.

一方手術所見を Seddonの分類に準じてみると神経幹の

太さ不変のもの，膨隆を示すものは概して成績良好で，

狭細で硬いものは成績不良であった(表 1). 

正中神経剥離術は 16例であり ，この成絞は優，良，

可，不可がほ Y同数を占め榛骨神経毒自l離術の成績に比し

不良であった.その部位別分類では，中，下位損傷例が

多かった.

原因別では骨折に起因するものに成絞不良例は多く，

ホ S. NOlllura (助教授)， N. Higashida， S. YaSullloto， S. 

Kobayashi， S. Yamauchi:金沢大学整形外科.

電撃創，圧迫によるものも概して不良であった.これに

対し挫創例には案外成絞良好なものは多かった.

手術所見と成績の関係では，太さ不変のもの，膨隆せ

るものが一般に成績良好なことは様骨神経損傷の場合に

類似していた.ホJレクマン拘縮に由来する 3例では，正

中神経の周囲の癒痕は軽度であるが範囲は広く ，神経自

身の光沢に乏しく，神経に併走する小血管も消失してい

た(表 2).

尺骨神経剥l離術は 27例であった.その治療成績は優

26.0%， 良 37.0%，可・不可 37.0% と桃骨神経剥離

の成績に比し不良であった.

部位別分類では，上 ・中位損傷がすべてを占め下位指

傷例はなかった.

原因と成績の関係では，検骨・正中神経の場合とは逆

に骨折によるもの(遅発性尺骨神経麻療を含めて)が成

績良好であった.手術までの期聞は l年以上を経たもの

が 4例存在したがうち 2例は不可であった.

手術所見では，本例は神経幹が膨隆を示すものが多か

った(表 3). なお，以前に神経縫合術を受け，経過観

察中，再手術を必要とした 3例はすべて成績不良であっ

た.これら 3例とも神経腫は巨大であったが電気刺戟に

は反応し，神経腫の切除，再縫合の決断がつきかねたの

で， i自j離にと Y まったものであった.

考察

神経損傷を Seddonによる neuropraxia.axonotomesis 

neurotomesis I'C分げると，神経剥離術の適応は理論的に

存在しがたくなってくるが，実際に神経損傷時，綴痕ま

たは仮骨等の圧迫を除去すると麻療の回復してくること

は往々経験するところである.我々の本調査時例の症例

27 (桟骨神経麻庫)でも骨のトンネ Jレ中をくぐっていた

検骨神経に対し，仮骨を除去すると，以後順調に回復し

てきたことからも肯定されよう.田島は神経剥離術の適

応は axonotomesis で自然回復が時期をすぎても得られ

ない場合に手術して順調に回復したものが真に適応であ

ったとわかるとしているが，術前に予測しがたいこと，

また本手術を行なっても悪くないこと，神経幹の状態を

肉眼的に直視し精査できる点で適応範囲は拡大して差支

えないとしている.我々も神経損傷後の処置にはか〉る
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表1. 検骨神経剥離術.

手術所見

症例 年令，性左右部 位手術まで 原因
神経肉眼所見 | 神経外腕

備考

I 小O 31 合 左 上 3ヵ月 打撲 膨隆 5 cm (件) 優

2 I *0  41 合 右 上 2 ヵ月 打撲 箸変な し

広範囲の綴痕3 坂O 41 合右 上 I年 5ヵ月 骨折
細く硬い

10 cm (件) 不可 尺骨 ・正中神経麻療

32 合 |左 |上4 太O 2ヵ月 打撲 膨隆 7 cm (掛) 優

5 大O 5 2 ヵ月 注射 2 cm (十) 秀

6 刊25 合右上 4ヵ月 圧迫 膨隆し色悪し 3 cm (+) 良 尺骨 ・正中神経麻庫

半ヵ 月 注射 狭絢で軟い 5 cm (*) 秀

一 一一
8 東0 135 合 右 中 4 ヵ月 圧迫 狭細で硬い 2cm(件) 優

9 浜O 39 6 ヵ月 骨折 狭細で色慈し 6 cm (十十) 可

10 富O 35 t 右 中 22日 注射 膨隆 4 cm (件) 秀

11 谷O 19 合 左 上 1 ヵ月 注射 硬いが膨隆なし 8 cm (廿) 優

12 岡0 52 合 左 上 3 ヵ月 骨折 凹凸不変 12 cm (十件) 優

13 高O 54 合 右 上 12ヵ月 骨折 凹凸不変 10ω1 (掛) 良

14 木O 52 合 左 上 半 ヵ月 注射 膨隆 8cm(+) 優

15 石O 18 合 左 上 半ヵ 月 注射 硬いが膨隆なし 5cm (+) 秀

16 吉O 41 ♀ 右 上 3 ヵ月 骨折 硬いが膨隆な し 5 cm (制) 良

17 山O 7 合 左 中 2 ヵ月 骨折 狭細で硬い 3 cm (仙) 不可

18 山O 12 合 左 中 4 ヵ月 骨折 狭細で硬い 7 cm (*) 不可 尺骨 ・正中神経麻罪事

19 酒o 48 合 l年 4ヵ月 骨折 狭細で硬い 8 cm (件) 不可

20 中o 23 合 左 上 4 ヵ月 注射 硬いが膨隆なし 8 cm (榊) 秀

21 西o 40 平 左 上 3 ヵ月 注射 硬いが膨隆なし 5 cm (件) 良

22 越O 11 合 左 上 3ヵ月 注射 硬いが膨隆なし 2cm (+) 優
1--1 

23 八O 16 合 4 ヵ月 注射 狭細 3 cm (特) 優

24 扇O 62 ♀ 左上 4 ヵ月 注射 硬いが膨隆なし 4cm (+) 優

25 土0 18 ♀ 右 上 2ヵ月 挫創 硬いが膨隆なし 5 cm (廿) 可

26 岩O 31 合 左 6ヵ月 注射 硬いが膨隆なし 2 cm (榊) 不可 1年 3ヵ月 後に縫合

尺骨神経麻庫 (仮骨・内
27 三O 15 合 右 上 5ヵ月 骨折 硬いが膨隆なし 6 cm (廿) 優 を トンネノレ状にく Yる)

28 竹O 42 合 左上 2ヵ月 圧迫 硬いが膨隆なし 2cm(+) 良

29 山O 15 合 左 |τ|3 ヵ月 注射 硬いが膨隆なし 2 cm (榊) 優
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表 2. 正中神経剥雛術.

|叫令一位 車問一|原因 成絞

手術所見

神線肉眼所見 神経外線痕

1500 巻 20・号 14 1969年 11月

備考

4 cm (十十) 優

良

一

良

二 竺 1

25
t ;(:j Iこ1二L土 |膨隆

6 cm (掛)

3 黒o 57 's左 t 中 I 2ヵ月 切剣 |膨隆

一 一一一←一 一 一
2 cm (+) 

二 |町二三己|工 |二土|竺 l土 竺 竺し 3 cm (朴) 優

|良

~ )110 1土 合 |右 1 <10二ヵ月 骨 折軟 いが色悪し |土 m 川 |良 |ホJレク7 ン欄

川 土 |二三I_:_I 上 |二竺 | 骨折軟い叫し I~o cm ( +~ 1工 |ホ山 ン棚

三 竺 |二合 |三 |ニヒ竺 EEib!軟くい常 l 2cm ( +~I土| 尺骨神経糊
13 1]0 23 合 |左 中 3 ヵ月 |骨折 軟いが色悪し I 15 cm (+) I 良 |ホノレク マン，尺骨神経I.a:.:....- ..， /J /J I A J'I T^"''''~ L...::o /l!.'1.../ ..LV....'" ¥ ' I I J.l<.麻簿…15土 |左 下|ご …細にして硬い 4 cm (朴) I可 |

15 I山o130 t 右 下 4 ヵ月 圧迫ほ Y正常 (ー) 1優

百五1171τ~:;-I 骨折…-1，，--1 8cm (榊)|石 |検尺- 7

9 山o 20 舌 右 下 l ヵ月 挫定Ij

観点より手術し，さらにその時期については， 飯田の述

べたごとく， 早期に手術しなければな らぬと 考 えてい

る.

また本調査例の尺骨神経剥離術例で，前回縫合をう

け， 巨大な neuromaを形成していた 3例は術後回復せ

ず，後日切除再縫合した.か hる例では神経幹内で Sch-

wann tubeが連続性を絶たれ neurotomes.sの状態であ

ったと推定され，初めから切除縫合をすれば良かったと

考えられる.したがって神経縫合部における剥離術は効

? ? 

果が少なく，切除再縫合が良策であろう.

質問 矢部(慶大整形)

神経:lMJ離術の indicationをどのように決めてお られる

か.我々の所では神経幹内生食水通過試験を行ない，通

過性良好であれば剥離術のみにと Yめ，通過せぬ場合は

積極的に縫合または移植術を行なっている.

回答 東回(金沢大整形)

我々の所でも生食水の ep.neunum 内への通過試験を
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表 3.尺骨神経籾j離術.

令性|左判壁器禁-¥原因l-Z11-l成績|

z l 
備考

fElul711175JLzJilll 
ま|圭lt÷122l:;;liEIZ |4JL)出

フ

可 4 神経にガラス片直接

1-;-1 
iーでごー|正中神経麻薄， ホノレク

I ~ 1"ン拘縮

2 cm (朴) I 優 I 1発骨神経麻癖

2cm(+) 1:不可 |正中神経麻簿

? 優 !

22 I田oI 23 合 |左 |中 3 ヵ月 骨折 |硬いが膨隆なし
I '" I正中神経麻庫， ホノレク

m (+) I 良 |マン拘縮

行ない綴痕化せる所を決定し， この結果通過不良部の

epineurium を切り中の funiculusの状態を観察し手術

2cm (+) ! 俊 |正中神経麻庫→縫合

4 cm (榊)

? 

3 cm (緋)

2 cm (廿)

の適応を決定している.このほか神経幹への電気刺戟も

併用している.
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70.いわゆる cubitaltunnel syndromeの治療についての考察

津下健哉 山 河 剛 平田悦造 兼 山 敦 *

我々は昭 31年より昭 43年までの 13年間におい

て，いわゆる cubitaltunnel syndrome として手術を行

なった症例は 97例， 100肘と なり，その 82伊lについ

て予後調査が得られたので考察を加えて報告する.

97症例の原因は， 過去に受けた肘部骨折が 42例，

43.3%で最も多く， 次いで変形性関節症， 尺骨神経習

慣性脱臼， ganglion等の順となり種々の原因を示してい

る(表 1). また最も多い骨折では外穎骨折が 29例で

49%を占め， そのほか内穎骨折， 頼上骨折，前腕骨上

端骨折がみられた.

表1. 原因 (1). 

1. 肘部骨折 42例

2.変形性関節症 35 " 
3.尺骨神経習慣性脱臼 6 " 
4. Ganglio日 5 " 
5. 離断性骨軟骨炎 3 " 
6. Osteochondromatosis 2 1/ 

7.外傷 2 " 
8.肘部血管麗 1 1/ 

9 肘部腹痛 1 " 

計 97例

骨折より発症までの期間では， 外穎骨折で 5年から

43年にわたり， 平均 21.8年となっているが， 骨折全

体では平均 19年となっている.

次に全症例の発症より手術までの期聞は，発症後 2週

間から 19年にわたっているが， 平均して 2.2年を経

ている.その間放置していた症例もあるが，多くは対症

療法を受けていた.

これらの症例に対して我々は表 2に示す手術を行なっ

た.当初は前方移動皮下固定法を 9例に行なったが，術

後再び損傷を受げやすいので，現在では主として前方移

動筋層内固定法，または King 法を用い， 原因，外反

角，変形程度，神経変性度を考慮して他の術式も併用し

ている.

術後成績は予後調査の得られた 82例， 84.5%の症

例をもとに行なった.評価の判定基準としては種々の方

ホ K. Tsuge(教授)， T. Yarnakawa， E. Hirata， A. Kaneyama: 
広島大学整形外科.

表 2.術式.

前方移動術

a. 筋層内固定法

b.皮下固定法

神経剥離術

King法

Osteotomy 

摘出術

Claw変形

63肢

9 " 
6 " 
27 " 

2 " 

10 " 

3 " 

計 120肢

法があるが，今回は臨床的総合判定として， 1) シピレ

感， 2)筋萎縮， 3)筋力のそれぞれの回復程度，それ

に 4)総合的手術成績の 4項目に基準をおいた.その結

果，シビレ感の回復が最もよく 73.2% はまったくなく

なったか，あってもほとんど気にならない程度である.

ついで筋の回復であり，筋萎縮の回復が悪く ，回復をみ

ないものが 30.9% あった.

次に上述の 4項目について，下記のごとく点を与えて

総合判定を行なった.

i ) 完全に回復した 1点

ii) ほとんど回復した 2点

iii) 少し良くなった 3点

iv) 変らない 4点

v) 悪化した 5点

その結果，優が 9例，良が 47例， 可が 19例， 不

可が 17例と なり優と良との合計は 68.3% を示してい

る(表 3).

この方法により，発症から手術までの期間と成績を百

分率で棒グラフに表わし，また優と良の%を合計して

折線グラフで示した(図 1). このグラフから，発症後

6ヵ月までに手術を行なった症例には好成績が得られた

が，手術までの経過が長くなるに従って成績も悪くな

表 3. 総合成績.

5点以下 優 9例 11. 0% 

6-10 J点 良 47 " 57.3" 

11-15占 可 19 1/ 23.2" 

16-20点 不甘T 17 " 8.5" 
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り， 7年以上も経過した症例では 25;百に不可の成績が

みられた.

同様にして，術後経過と成績の関連をみると術後 3ヵ

口優

(%80 ) 

¥ベ¥
回良

国可

- 不可

ω 

40 

20 

。
Fニ~富 喜宣 言E EZ EZ ~霊

由主的民 cEE3 凶
出」ー-44〈、∞ :n:: - -R "--- 究 )FF4 c4q、) 叶hl--・司

砕巴0 ) ) 
4ミ M tO ;....; M lt  I I I I 

図1.発症から手術までの期間と成績.

月までは優も不可も現われず成績判定には時期尚早とい

える.はっきりした成績がみられ始めるのは 4ヵ月から

で，それより 1年までの期間に回復が著しく， 1年を過

ぎると回復が除々に進行する

考察ならびに結語

我々は最近 13年間に 100肘に手術を行ない症状の

改善は 88.8%に認め られたが， 発症より手術までの期

聞が平均 2.2年で長く， 術式の選択および技術に優劣

があることなどから，良以上の成績が 68.3% となった.

したがって， いわゆる cubitaltunnel syndromeと診断

されたならば，できるだけ早期に手術を行ない，原因，

外反角，変形，神経の変性等を考慮して，術式の適用を

慎重に行なったうえで，手術にあたっては atraumaticで

あることはもちろんであるが，手術野を十分とって尺骨

神経の走行が自然になるよう行なうならば，成績はさら

に改善されるものと考える.

71. らい性高位正中・尺骨神経麻捧に対する再建術の経験

橋爪長三*

うい患者の高位正中・尺骨神経麻痔，およびこれらに

様骨神経麻療の合併している症例は本邦においては比較

的しばしばみられるものである.しかしその麻療の形は

いろいろで，腕穣骨筋，円田内筋以下の麻療，あるいは

手関節の自動運動がまったく不能なものなどから，浅指

屈筋麻療という軽度なものまであり，また麻療が分散し

て認められることも 1つの特徴である. さらに指の短

縮，変形，拘縮などもあり， 20-30年という陳!日例も少

なくない.以下術前所見のそれぞれ異なる 4症例， 5手

に対し fIexor tenodesis，健移行術， 関節固定術などを

組み合せて行なったので報告する.

症例1. は各指の屈曲まったく不能，手関節の掌屈力

も著明に減弱している . とれに対して fIexor tenodesis 

を行ない，かなりの機能改善をみたが， M.P.， P. I.P.関

節の支持性が悪く pinchに力がはいらないので Brand

のmanytailed graftを行なった.他方母指は swanneck 

変形が次第に著明になったので，これに対しては長母指

屈筋腿を裂いて基節骨に pull-out 法で鍵固定を行ない

変形の矯正と pinch力の増加をみた. しかし小さいも

ホ C. Hashizume:長島愛生園(岡山県邑久郡巴久町虫明).

のを“つまむ"“はさむ"ととはよいが， 可動域がせま

し大きなものを握ることはできない.

症例 2.右手は母指の屈曲，伸展ともに不能，示~小

指の{申展は可能であるが，屈曲は不能であり，かっ著明

に短縮している. これに対して fIexortenodes isを行な

い，援ることがかなりできるようになったが母指には伸

展力がなく，また背側に創を生じたりしたため次第に屈

曲位となり，かつ示指先端が化膿し，屈筋謄付着部が中

枢部に少し移動したので屈曲度が減少，現在は比較的大

きなものを握る程度にと Yまっている(図 1). また左

手は榛側手根{申筋以外すべての筋に麻庫がみられ手関節

の掌屈，各指の{申展，屈曲および対立運動などすべて不

可能であり， また M.P.関節の伸展位拘縮， P. I.P.関

節に強い屈曲拘縮が存在する.これに対してはまず母指

の M.P.関節，他の指の P.1. P.関節の関節固定術，次

いで fIexortenodesisを行ない， 大きなものを握る，ひ

っかけてもちあげる，押えることなどが可能となった.

したがって両手をつかえばマッチをもって火をつけるこ

とや， ピンセットを使って釣針に餌をつけることなどは

容易である.
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症例 3.左手は長掌筋と円囲内筋に筋力 4程度の筋力

がみられるのみで他の筋はすべて 0であったので，まず

円囲内筋を筏側手根{中筋に移行することにより手関節の

背屈カを得，ついで症例 2の左手と同様 f1exortenodesis 

を行ない，鞄をさげたり電話の受話器をもっととなどは

できるようになった.しかし“つまむ"運動は指の支持

性が悪いため，あまり良好でない.

症例 4.術前左手，各指の屈曲，対立運動まったく不

能，かつ母指に強い内転拘縮がみられるが，示指，小指

の M.P.関節， 手関節の伸展あるいは背屈は可能であ

る(図 2). これに対してはまず長様側手板{申筋を長母

術 前.

術後.

図 1.症例 2.

1969年 11月

術式.
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指屈筋へ，腕機骨筋を示~小指の深指屈筋へ，固有小指

伸筋を手関節の尺側より掌側に迂回させ母指へ移行，各

指の屈曲と母指の対立とを得た(図 3a). ところが短

検側手根伸筋，尺側手根仲筋の筋力が窓外に弱く，手関

節の背屈がほとんど不可能となったので，円団内筋をこ

れに移行することにより背屈力を得，さらに 2次的に生

じた鷲指変形は麻嫁している第 3浅指屈筋鍵を占命保IJ手線

屈筋の末梢部に縫合し 4尾となして lateralband に縫

合する腿固定術によりこれを矯正し(図 3b)， また母

指の P.1. P.関節は伸展位で関節固定した.現在握る，

術前.

第 l回術後.

第 2回術後.屈曲.

つまむなどかなりの運動が可能であり，とくに手関節の

運動にあまり支配されることなく行なわれるので好都合

である(図 2).

以上の症例から手関節の背屈が可能でありさえすれば

flexor tenodesisにより大きなものを握る， ひっかける，

はさむなどの運動が可能になるが，小さなものをつま

むことは道具を使用しない限りむずかしい.また pinch

の際，指の支持性は症例 2のように P.1. P.関節の関節

固定術を行なうことにより増加するとは思うが， さも

なければむしろ母指の対立位を弱くして示指との閣に

第 2回術後.伸展.

対立.

図 2.症例 4.
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La te I'a J band 

a. b. 

図 3.症例 4の術式.

lateral pinch を行なわせるほうが使いやすいようであ

る.母指の強い対立位固定は日常生活上かえって不便の

こともあり，特にらい患者では創を作る危険が多いの

で，好ましくないと思う.また症例 1で， M.P.， P.I.P. 

関節の支持性を良くさせるために Brandの manytailed 

grartを行ない， 指先の力は増加したが， intrinsic plus 

変形を起こし，握ることが不可能となった.いずれにせ

よ f1exor tenodesisによっては指の運動が手関節の運動

に依存しているので，単純かつ可動域が制限されてお

り，巧綴運動に良い成績を期待できない.したがって麻

療の程度にもよるが，症例 4のように鍵移行術を主体と

なし，カ源が他に求められない場合にのみ鍵固定術を加

え，関節固定術は変形，拘縮の強い場合以外はなるべく

避け，できるだけ可動性を残したほうが良いと考える.

72. 固有小指伸筋臆の移行による母指対立再建術

江 川常一 土井照夫 大本晃生 吉岡康裕*

母指対立運動の再建には薬指の浅指屈筋鍵が最もしば

しば用いられる.しかし，神経断裂にともない屈筋群も

広く損傷され，力源として用いられなかったり，健の滑

キ J. Egawa， T. Doi， K. Omolo 大阪大学整形外科;Y. 

Yoshioka:中津病院整形外科(大阪市北区芝田町).

りの悪いときにはその方法をとることができない.また

脊髄炎などで屈筋群の力が失われ，仲筋の力しか利用で

きないような場合もある.

そのような場合に，固有小指伸筋を力源として，手首

の尺側をまわして母指に移行する方法を 6症例に試み良



一般演題 1507 

好な成績を得たので報告する.

手術方法

小指 M.P.関節背側に横切開を加え，固有小指仲筋鍵

および総指仲筋鍵の expansionhood への移行部を露出

し，その部の・解剖を確認したうえで固有小指仲筋鍵を周

囲より剥離し， expansion hood に移行した部をふくめ

てなるべく末梢側でこれを切離する.切離後は h∞dに

2， 3の縫合を行なっておく， 次に手首の背側，伸筋支

帯の中枢側に小切開を加え，切離した固有小指伸筋鍵を

こhに引き出す.との際，腿相互の連絡を切り離すた

め，手背に第 3の切開を加える必要のある場合もある.

さて，第 2の切開部に引き出した固有小指{中筋鍵を手首

尺側の皮下をまわして母指に移行する.ほとんど全例と

も母指内転筋側の筋力も弱く，短母指外転筋の腿膜部へ

の縫合で十分であった.全症例 6例中 1伊jにおいての

み Riordanの方法にならっている.

なお全症例 6例中 1例は仲筋支帯の末梢側より母指

に移行したため，鍵の長さの不足をきたし，切除された

浅指屈筋臆を graftとして利用，それを加えて母指に付

着せしめている.

症例1. 17才，男子. j申線機に巻き込まれ， 肘部か

ら前腕屈側にかけて広範な挫滅創を受げた症例で広範な

鍛痕と正中 ・尺骨神経麻療の症状を呈して来院したもの

である.受傷後 5ヵ月日，手術により正中神経に大きな

欠損を認め神経移植術を行なったが，その際十分な機能

の回復が期待できなかったので，母指対立運動再建術を

行なった.屈筋陵地1いずれも綴痕のため使用できなかっ

たので固有小指伸筋踏を利用したものである.術後 1年

2 ヵ月の現在，母指に軽度の外転障害が認められるが，

対立運動はきわめて良好で，筋力も強い(図 1).

症例 2.19才，男子.伸線機に巻き込まれたもので，

肘部における綴痕と高位正中 ・尺骨神経麻療の症状を呈

して来院した.神経移植と同時に，短榛側手根伸筋を長

母指屈筋へ，尺側手根伸筋を 4指の深指屈筋へ鍵移行術

を行ない，また母指の対立運動障害には本法による再建

手術を行なった.術後 10ヵ月で指の屈曲力ならびに母

指対立運動は良好である. Claw変形に対する手術を予

定している.

症例 3.25才，男子.右前腕に電撃傷を受けて正中 ・

尺骨神経麻俸の症状を呈して来院したもの.まず，有茎

植皮を行ない，受傷後 14 ヵ月目，本法による再建手術

を行ない，母指対立運動はきわめて良好である.

症例 4.33才，男子. 右前腕を裁断機に狭まれ， そ

のときすぐに鍵縫合を受けたが，受傷後 2ヵ月目，指の

a.術前.

b.術後.

図 1.症例 1.

claw変形， 母指の屈曲対立運動障害， 正中 ・尺骨神経

領域の知覚障害を訴えて来院.受傷後 3ヵ月目，長母指

屈筋腿・正中・尺骨神経断裂と診断し手術を施行したが，

尺骨神経は欠損部が大きく神経移植術を，正中神経断裂

は単なる縫合により，長母指屈筋には長掌筋腿による髄

移植術を行なった.母指の屈曲は可能となり，知覚鈍麻

の程度も改善されたが，母指の対立運動の回復は望めな

かったため第 1回術後 6刀月目，神経剥離術と同時に本

法による母指対立再建術を行なった.術後母指の対立運

動の角度はや h悪い.

症例 5.23才，男子. 窓ガラスに右腕をつっこみ肢

笥部を受傷したもの.正中神経は縫合され前腕屈筋の筋

力がある程度認められたが，尺骨神経には欠損あり，肘

部において移行術を行なってそれを縫合，その際同時に

本法を施行した Longflexorの力が十分でなく pinch

が弱いが母指は軽度の外転障害を除いては対立運動良好

である(図 2).

症例 6.40才，男子. 脊髄炎と診断されたもの.右

手の残存機能としてはすべての伸筋群と屈筋として榛側

手根屈筋と尺側手根屈筋，それに円囲内筋であった.円
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後 術. 術後.外転制限を示す.

図 2.症例 5.

囲内筋を長母指屈筋へ，榛側手根屈筋を 4指の深指屈筋 術後，茶びんを持ったり，用便時尻をふけるようになっ

へ腿移行術を行ない，同時に母指には本法を行なった. たと喜んでいるが鍵付着部のゆるみのため，母指の対立

運動再建が失敗に終った. Jacobsの成績判定基準による

表1. 症例と手術成績. 結果は表 1のとおりである.

令
性

年
例症 原因

手術
|成績

診断

l藤原 I~ I肘・前腕挫滅創 |伸線機に巻き |優
男|正中 ・尺骨神経損傷 l込まれた

2菊j|1121Ef賢 君 臨 損傷 |佐野2巻き|優

3高畑 I~ I電撃傷 |電喰 |優
男 |正中 ・尺骨神経損傷

4 疋木 I ~ I ~自鳴も経断裂 i 黙に fi d I良

5中玉 I~ I上腕動脈断裂 |窓ガラスに腕 |優
男|正中・尺骨神経断裂 |をつ訟とんた

40 
6久保 |男 |脊髄炎

固有小指伸筋を力源として母指の対立運動を再建する

手術は，古く Cookの手術として紹介されているが，一

般には力源として弱いことを理由にあまり行なわれてい

ないようである.しかし移行しての牽引方向も理想的で

pulley 作成を要せず， また鍵移植も必要としないなど

の利点があり，またこのことも力源としての力不足を十

分にカバーしている.ただ全例に共通してみられた外転

制限は excurSlOnの不足によるものと恩われるが，実用

上ほとんど障害とはなっていない.最も問題となるのは

小指伸筋の variation である.総指{申筋の有無，鍵間結

合の状態などを確かめつつ，固有小指{申筋鍵の切離を行

なう必要がある.本報告例全例とも，固有小指仲筋挺採

取後，小指伸展障害は起こっていない.

発言および回答は演題 73に同掲した.



1509 

73. 固有小指伸筋健利用の母指対立再建術

栗村 仁 山内裕雄 岩野邦男*

母指対立運動再建の必要な症例において，屈筋腿の麻

庫，あるいは断裂があって一般に行なわれている浅指屈

筋腿の移行が不能な場合がある.とれに対し若干の方法

があるが，前腕遠位部や手関節部屈側の療痕の高度な症

例においてはその方法の選択に慎重を要する.我々は腿

移植を必要としない可能性があり，たとえ腿移植を必要

としても，短距離の移植ですんでその縫合部が綴痕部を

避け得るという理由で，図 1のごとく固有小指仲筋腿を

力源とする母指対立再建術を試みた. この方法は 1921

年 Taylorによって紹介されたCookの方

式に準じている.本邦では固有小指仲筋の

力源不足をおそれてか，陵の変異のあるこ

とを懸念してか，報告例がほとんどない.

症例は 4例でいずれも表 1のごとく屈筋

鍵，神経を同時に損傷した重度損傷例で，

受傷後かなりの時日を経て来院したものが

多い.まず神経，屈筋縫の回復，母指内転

拘縮除去等を計った後，最後にこの手術を

行ないまったく力源の不足は感ぜず，満足

な結果を得た Cookは固有小指伸筋腿を

母指の中手骨骨頭へ移行しているが，我々

は指背腿膜的作用を加味する津下の方法

がすぐれていると思い，症例 1では図 1

の a法のように行なった(図 2aはその術

前，図 2bはその術後である).症例 2な

らびに 3は基節骨部の長母指伸筋鍵へ移行

するのに少しく長さが足りず，図 1のb法

のように反対側前腕より採取した長掌筋腿

を娘痕のない母指球部で移植し津下法に従

った. 症例 4は尺骨神経麻療を合併しているため，指

節間関節を固定して短母指外転筋腿へ移行する図 1のc

法を行なった(その術前，術後を図 3a， bに示す).術

後の固定絞位は手関節ほ>..60。掌屈位，母指は手掌方向

の外転最大とし， 3週間ギプス固定，その後に皮膚縫合

のナイロン糸抜糸，さらに 1週間はゆるくギプスシャ ー

レで固定，以後積極的に自動運動を許した.母指外転の

ホ H. Kurimura， Y. Yamauchi， K. Iwano: 東京大学整形外

科.

際は仲筋腿も向調して働くので，浅指屈筋腿の移行の場

合よりも把持運動の習得は容易なようであった.以上の

経験より長所として， 1)鍵の移行の走行に無理がなく

滑車部を必要としない. 2)腿移植を必要とする場合で

も，その縫合は母指球部で行なえるので癒着を避け得

る. 3)箇有小指伸筋腿は通例 2本に分岐しているの

で，母指への固定方法を種々に工夫し得る. 4)担持運

動の習得が容易である.短所として， 1)小指の伸展力

が弱わまる. 2)鍵の走行異常のある場合があるので皮

移行腿の停止方法

a 

国
b. 

H!l、4去にli(;うヵ、
1世のfHt!(をIJIIえる

図1. 我々の行なった手術法.

c. 

指|弘liiiiを悶定

刻母指外伝筋

腿に総合

切を大きくして確かめる必要がある. 3)髄移植追加の

必要な場合がある，といった点が考えられ，屈筋腿の麻

薄あるいは切断があって前腕や手関節の屈側疲痕高度な

症例では試みて良い方法と忍われた.

発言 上羽(京大整形)

演題 72および 73に対して

固有小指伸筋によって十分に母指対立再建ができ得る

が，筋腿ともに用いると次のような障害が起とり得る.
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表1. 固有小指伸筋腿利用の母指対立再建症例.

症 例 年令/性 診断 発症 初診 {有 日 術 法

0右手掌挫傷 41 41 42 

28 合 0右第II，m， lVf旨屈筋鍵裂 7 7 11 A 

0右正中神経母指球筋運動枝断裂 14 15 17 

0右前腕遠位部屈側鮫攻傷綴痕 41 41 42 

2 28 t 0右正中神経断裂 l 11 9 B 

0右手指屈筋健部分断裂ならびに癒22 30 30 13 

40 42 43 

3 27 ~そ
0左前腕屈筋阻血性拘縮

7 4 3 C 
0左正中 ・尺骨神経損傷

11 21 8 

0右前腕遠位屈側十字切創娘痕 42 43 43 

4 39 ~ 0右手指屈筋陵部分断裂ならびに癒着 8 7 11 D 

0右正中 ・尺骨神経断裂 19 2 20 

a. 術前. b. 術後.

図 2. 症例 1.

aJl術前. b. 術後.

図 3. 症例 4.
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1) 小指へいく指仲筋鍵が非常に小さい，またはまっ

たく欠除する場合があるので，固有小指伸筋を腿移行に

用いた場合に術後小指伸展が不全となることがあり得

る.したがって小指への総指仲筋鍵が存在することを確

かめる必要があるが，術前にそれを確め得ないから，術

中にそれを行なう必要がある.

2) 解剖学的に固有小指伸筋が長掌筋のようには簡単

に抜けない.

3) 術後長期にわたって観察すると，固有小指伸筋を

除いたあと，検側カミら斜めにくる小指への総指伸筋鍵が

小指 M.P.関節上にて検側にずり落ちることがある.

これらの理由により最近では固有小指伸筋を前腕の筋

鍵移行部にて切断し，遠位端は総指{中筋鍵と縫合し，固

有小指伸筋陵近位部は planlaristendonを下肢より取っ

てきて延長して母指対立再建を行なっている. この方法

で十分な母指対立再建が得られるし，また術式も比較的

簡単であり，しかも上述した障害が起とる心配がないと

考える.

回答 土井

Variationを術前確認する方法に困難がある. 長も多

いのは小指にいく ext.dig. comm.が欠除して ext.dig. 

V. prop.が 2本あるものではないかと恩う. このよう

な場合に出合ったとき prop.の 1本を残して IV指の

comm.につけ， あとの prop.を移行する予定で手術を

行なっている. 幸いにも prop.を移行できないような

症例に出合っていない.

発言 津下(広大整形)

演題 731'L対して

母指対立再建には種々の方法があるが，これらはいず

れが良い悪いというではなしそれぞれの症例に適した

力源の選択と術式を選ぶべきである.原則として環指の

浅指屈筋鍵を利用するのがよいが，これにもときに環指

の屈曲障害をきたすなどの欠点がある.

最近我々はしばしば ECRLを力源として再建をして

おり，これを他に使用しなければならない場合にのみた

だいまお話の固有伸筋腿を利用することにしている.

74. 長母指屈筋腿の移行による母指対立機能再建の 3例

東野修治 福田道隆 字津志一郎*

母指対立運動には主働作筋である対立筋の作用のほか

に協同筋として長母指屈筋，短母t旨屈筋および短母指内

転筋があげられており，特に対立筋の特有な走行は必ず

母指を回旋し，母指と他の指との聞での指腹でのつまみ

運動を可能にしている.このような回施を含めた対立機

能再建のため手術的にいろいろと工夫されているが，最

も多く行なわれているのは Bunnellあるいは Riordan

らによる浅指屈筋腿の移植による方法である.

1967年イスラエJレの Makinは長母指屈筋を用い，基

節の骨切り術を併用することによって鍵の走向を移動

し，強力に母指を回旋させる対立機能再建の方法を発表

した.

著者らは 3例のポリオによる対立筋麻療に本法を追試

し，比較的短期間内に無理なく機能再建に成功したので

報告する.

• S. Tohono (教授):弘前大学整形外科;M. Fukuda:はま

なす学園(八戸市石手洗); 1. Utsushi: 西北病院整形外

科(五所川原市布尾町).

手術法

手術手技は Makinの原法に従った.皮切は図 1aの

ごとく母指の榛側に始まり 中枢側で掌側を横切り，母指

球を取り囲むごとく Z型に加える. とのように屈曲さ

せるのは，鍵の露出を容易にし， 同時に正中神経， 短

母指外転筋，短母指屈筋の損傷を避けるためと考えられ

る.長母指屈筋鍵は十分に長く露出し，基節に斜に骨切

り術を行なう(図 1a). 次にこの間隙を通して屈筋腿

を尺側に出すと，鍵は図 1bに示すように背側で伸筋膝

下を通り様側にでて，再び掌側へと spiralに移行され

る.基節に斜に骨切りを行なうのは，これを目標に術後

の臭常な回旋を避けるためと，とのように骨切りを行な

うと骨切り線と移行した鍵とが直交し，挺が骨切り間際

にはさまる危険を避けることができるからである.骨切

り部の固定は図 1cのごとく指先から基節まで通したキ

ルシュナー鏑線を用いる. 術後は十分圧迫包帯を行な

い，以後 X線的に骨癒合を観察しながら 2ないし 3週

目より運動練習を始め，骨癒合を待ち鋼線を抜去する.
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図 1.

M. flex. poll. long 

図 2.

症例1. 19才，男子. 時計業. 1才のときポリオK

羅患し，現在右上肢に日常生活に支障のない程度の麻療

が残っているが，職業上細かい器具を両手で使う必要か

ら機能の改善を求めて訪れた.主たる麻療に対立筋で，

母指と第 4，5指との閣の pinch は不能であった. 本

例に上述の再建術を行ない，術後 3週日より運動練習を

始め， 1ヵ月後に銅線抜去， 2ヵ月自には第 5f旨との

閣の pinchが可能となり， 66日で退院した. 1年 3ヵ

月を経た現在器具の使用が術前K比べてきわめて容易に

できる.

症例 2.10才，女子. 小学生. 2才のときポリオに

か』り，現在左母指の対立筋麻療を残している.本例は

鋼線の車1]入が浅かったので，末梢部がや』尺側に屈曲し

て骨癒合を起こした.しかし対立機能は良好となり，母

指と他の指との聞でスムースに物を挟むことが可能とな

った.

症例 3.12才，男子. 小学生. 右手での鉛筆の保持

が不良で，細かい物がつまめない等の訴えがあった.術

後いまだ 3 ヵ月の経過であるが，第 5指と母指とのつ

まみが可能となり，鉛筆の保持も安定した.

以上の 3例いずれもその成績は満足すべきものであっ

た.本法の特長は，元来対立運動の協同筋である長母指

屈筋を使用すること，骨切り術を併用した腿の移行は

(図 2)，その走向が spiralになるので母指の回旋を積

極的に行ない指腹での pinch が容易であること，移行

挺は切りはなされることがまったくないので縫合不全の

危険がまったくないし，おそらくは tendonorganの損

傷も少なく，新しい機能への適応が早くかっ容易にでき

るのではないかと推定された.

発言 矢部(凌大整形)

末節を欠く母指に FPLを力源として，対立再建を行

ない(骨切りはしていない)，良好な結果を得た l例を

追加し， か』る症例ではよろしいが， Makin法では

M.P.関節の stabilityと 1.P.関節の mobilityの両者

が両立するかどうか疑問である.やはり他に力源が求め

られるときは行なうべきではないと考える.

追加 ・質問 室岡(慈大整形)

39才の男子で， ガラスで右手首を切り， 正中神経と

屈筋鍵のほとんど全部を切断した.受傷後 2ヵ月で神経

縫合，阪~の形成術を行なったが神経機能の回復がみられ

ないので，さらに 4ヵ月後に Makin法を行なった.本

法は基節骨の全長にわたって osteotomyを行なうこと，

腿を移行する際に periostをかなり傷めたりすることか

ら，術後変形を起こしやすいのであるが， これを防止す

るような手術上のこつといった ものがあったらご教示い

た Yきたい.

追加 原(関東労災整形)

我々も Makin 法およびその変法による母指対立筋形

成術を 3~] I'C施行し，演者の述べられたように積極的に

母指の回旋を起こし，なかなかすぐれた手術法であると

思う 1例は polioで対立筋の単独麻療， 2例は腕神

経叢麻療で，いずれも他の機能再建術を併用している

このうち F.P.L.が麻庫しており pronatorを F.P.L.

に移行しその筋力を利用することにした. 1例は鍵移行
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的に母指皮切を利用して F.P.しを distalに引きぬき により，キJレシュナーを基部に入れ hば良好な骨癒合は

骨切り術を行なうことなく母指の phalanx をまわして 得られる

再び synovialsh田 thを通して中枢側にも どし prol叫 or

と縫合を行ない良好な結果を得た. なお intrinsicの麻 2) 1. P.の自動屈曲のできなくなることが確かにた Y

療があり sidepinchをねらうような場合は本法は適当で 1つの欠点であるが，この関節は伸展位に固定されてい

ないものと思う ・ る Pul1yの必要のないことなどよりすぐれた点があ

回 答 東野 り，また手の [unction としても綜合的にはよい結果を

1) 手術のこつは特にない.十分大きく斜に切ること 得ている.

75. 前腕伸筋群麻揮に対する Riordan臆移行術の経験

武 用 滝 彦 笠原慶一 中瀬古晶一 長雄英正 村上信一*

いわゆる前腕仲筋書草麻療が非回復性である場合，健移

行術が適応となる. 1882年 Nicoladoni以来，種々の術

式が行なわれてきているが， 現在，我々は Riordan法

を用いており，今回，いさ hかの知見を得たので報告す

る.症例は榛骨神経麻療 3例，腕神経叢麻簿 1例， r∞t 

avulsion 1例， 頚髄損傷 2例，計 7例である.

症例1. 38才， 男子. この症例は検骨神経深枝麻庫

で原因は不明.母指伸展および他指の M.P.関節伸展不

能を訴えて来院している.手関節背屈は正常であった.

保存的治療，splint装着で経過観察するもほとんど回復

がみられず，発症後 8ヵ月で神経剥離術を施行した.検

骨神経深枝は sup1l1atorへの入口付近で絞拐され，細く

なっていた.剥離術施行後も回復の徴候なく， 4ヵ月後，

F.C. U.を E.D.C.に， また P.L.を E.P.L.に移行し

た.術後 7週では母指の伸展，外転とも良好であり，他

指 M.P.関節も完全とまではいかないが可能となってい

る. 10ヵ月を経た現在，手指の{申展は完全になり，握

力も縫側 51に比し 46とほとんど差がないまでに回復

している(図 1). 軽度の手関節掌屈障害を残している

が，これは日常生活にまったく不便さを感じていない.

症例 2. 25才， 男子. Root avulsion. 手関節背屈，

手指 M.P.関節伸展ならびに母指伸展，外転はまったく

不能であった.受傷後 1年で Riordan法を施行し，術

後 9ヵ月を経過した現在， 手関節背屈，手指 M.P.関

節{申展は術前と同様に不能の状態であるが，た Y母指の

• T. Takemochi， K. Kasahara， S. Nakaseko， H. Nagalake， 

S. Murakami:和歌山県立医科大学整形外科.

図 1.

図 2.

伸展，外転のみが良好となっている(図 2).

痘i9IJ 3. 45才，男子. 腕神経叢麻庫. 受傷後の症状
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表1. 術後成績.

1969年 11月

三川
-mv 

症 性

合

病 名

様骨神経深技麻第

2 39 t 境骨神経麻療

3 1 28 1 合 l
Root avulsion 

腕神経叢麻簿

6 61 舌

7 37 合

頚髄損傷

11 1/ 

は，症例 2と同じく，手関節，手指の関節の伸展動作は

まったく不能であった.1年 6 ヵ月後に Riordan法を

施行し，手関節に対しては，のちに tenodesis を行なっ

た.この症例においても， 6ヵ月後，r∞t avulsionと同

様に，手指 M.P.関節は伸展不能であるが，母指伸展，

外転は良好である.

症例 2，3の高位麻療にみるごとく，母指外転に対し

て P.L.の移行が良い結果を生んでいるのは，比較的直

線的な移行が可能であり ，また A.P.L.の作業可能度が

小さいので， P.L.のごとき筋力の弱い送力筋でも十分

その目的をはたし得るためと考えられ， 逆に F.C.U.

は直線的な移行が困難なうえ機能的長さの小さい筋を

E.D.C.のような大きい筋に移行するために満足な成績

が得られない場合が多くなると考える.健移行後，ある

程度の筋力低下をきたすことは避げられない事実である

が，高位麻療では送力筋に利用する残存筋力が種々であ

り，またそれ自体にすでに筋力低下をきたしていること

が多く，術後の低下によりさらに機能障害が大きくな

り，屈筋， f中筋のバランスが保たれがたいため，成績を

不満足にする大きな原因になっている.

以上の筋力，作業可能度，機能的長さ，ならびに送力

筋の走行が腿移行術において重要な婆素をなし，これら

がすべて満たされたときに最もすぐれた結果が生まれ，

術式

F.C.U.→ E.D.C. 
F.L. → E.P.L. 

Riordan法

! 術後成績
(Zacharyの判定基準による)

優

1/ 

1/ 不可

Riordan法
↓ 

手関節 tenodesis

Riordan法

可

不可

また満たされぬ場合には互いに補うことによりかなりの

成績を期待し得る .検骨神経単独麻簿例では F.C.U.の

E.D.C.への移行は満足すべき成績を残しているが，と

れらの要素のうち機能的長さにのみ限れば，むしろ条件

としては不満足であるが，これは F.C.U.の筋力がそれ

を十分補なっているためで，この例を考えても諸要素の

うち筋力が最も重きをなすものといえる.それゆえ，術

前に十分拘縮を除去し，適当な筋力が得られるまでのPT

が必要であり， またそれがかなわぬ場合には， Perthes 

法のごとき鍵関節固定術の併用も考慮すべきであろう.

我々の症例 3は，のちに tenodesisを併用し有効であ

った.

なお，我々の症例では鍵移行縫合時， tension は全例

において最大に行なったが，不満足な結果を得たのはや

はり送力筋筋力の弱い症例にみられた.また，屈筋移行

による伸展動作と brain との問題はすべてすぐれた随

意性を示し，問題とすべき点は認められなかった.

以上，Riordrn法の経験から腿移行術に際しての若干

の知見を述べてきたが，高位麻停においても，たY保存

的治療のみで時聞を過すよりは前述の諸要素をふんま

え，適確な indication を決定し， 可及的早期に社会復

帰できるよう積極的に機能再建術にふみさることも重要

であると考える.
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76.権骨神経麻痩;h'よび手指伸筋損傷に対する)陸移行術の検討

渡辺好博 内 山 淳 安宅厚*

手の機能に関与する運動麻療に対する腿移行術のう

ち，正中神経麻療と尺骨神経麻療に対するそれはほとん

ど常に良好な成績が得られるのに反し，桜骨神経麻療に

対するそれは必ずしも満足すべきものでなく，改善きれ

なければならない点があるという印象を受けている.そ

こで改善の手がかりとして昭 30年以降に腿移行術を行

なった33例について術後の成絞を調査した.

現在検骨神経麻療に対する鍵移行術の方法には， 文

献上きわめて多くの方法が発表されている. その中で

Riordan法は手術手技が比較的簡単で常に良好な成績を

あげられるためか一般に広く採用されているようであ

る.これに対し 1960年 Boyes が発表した方法は鍵移

行術の原則に立脚した理論的にすぐれた方法と考えられ

る.そこで主としてこの 2つの方法を中心に検討した.

1. Riordan法の検討

手術手技が比較的容易であることが Riordan 法の特

長とされているが， 成績を左右する手技上の問題点が

2， 3あるように思われる.第 1は ext.dig. COl凶:1.に

移行する flex.carp. uln.の剥離方法である. 剥離が不

十分な場合には筋腹の末梢部が急角度に屈曲しそのため

に移行筋の機能が十分発揮されない傾向が認められた.

筋腹にはいる祢経技の末梢の 1本を切離しても筋腹，鍵

はできるだけ直線にする必要があると考えられる.第 2

の問題点は践の近位端を切離して鍵の走行を掌側にかえ

palm. long.に縫合する ext.poll. long.の走行である.

この走行が第 1中手骨の長軸方向と一致している場合に

はC.M.関節は背側方向に伸展するが(図 1)，ext. poll. 

long.がさらに掌側にもたらされた場合には C.M.関節

は伸展せず対立位にもたらされる.以上の 2点に注意す

るならば臨床的にほ Y満足できる結果が得られる. しか

し本法にも改善を要するいくつかの点がある. 第 1は

flex. carp. uln.が移行健として用いられることにより生

ずる手関節の榛屈変形である.第 2は ext.dig. comm. 

に移行した flex.carp. uln.の ampulitude の不足から

くる手関節の掌屈制限である. 第 3は走行がかわった

ext・poll.long.が手関節 レベルで bowstringingするこ

• Y. Watanabe， J. Uchiyama， A. Ataka:新潟大学整形外

科.

とである.以上の 3つの問題点は実際生活上それほどの

障害とはなっていないが，症例によっては「患者の訴え」

となっていた.

図 1. Riordan法では ext.poll. long.鍵の走行

を第 l中予骨の長軸方向1(.一致させると，
C.M.関節は背側に伸展する.

F. D.S. 111 
、 F.D. S. 1V 

図 2.Boyes法て・は骨間膜に穴を開ける際，主主側骨
間神経や骨間勤 ・静脈を損傷する危険があり，
移行する 2本の sublimisが正中神経や深指

屈筋臓を圧迫する可能性がある.

2. Boyes法の検討

理論的には腿移行術の原則に立脚していると考えられ

る Boyes法の最大の問題点は sublimisの筋腹 2本を

骨間膜に作った穴を通して背側へまわすことであろう .

なぜならこれは手術手技上掌側骨間神経および骨間動・

静脈を損傷する危険があり，一方術後著しい握力の低下

や一時的の正中神経不全麻療をきたす傾向が認められる

からである. この握力低下と神経麻療は移行した sub.

limis が正中神経や深指屈筋を圧迫するためではないか

と推測される(図 2).

一方 ampulitudeの大きな sublimisを移行した ext.
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a.最大{申展. b.最大掌屈.

図 3. SlIblimis IVを ext.carp. rad. long. et brev.に， palm. long.を

exl. poll. Iong.に移行した症例の術後.

dig. comm. と ext. poll. long. の機能を検討したとこ

ろ Riordan 法施行例に比して必ずしも格段の差がある

という印象は得られなかった.

3. 両法に共通の問題点

c∞oml札1
背屈し M.P.関節を 18印0。の伸展位に保つ程度にするの

が長適と考えられる.

高位の稜骨神経麻療で ext.carp. rad. と ext. dig. 4. むすび

comm. tc.同時に鍵移行術を行なう場合，両者の緊張をど 以上 Riordan法と Boyes法を検討すると，理論的に

の程度にするかということが重要である Ampulitude は ext.dig. comm.には手関節の検屈変形をきたさず

が比較的小さい pronat.teresを ext.carp. rad.に移行 ampulitudeも十分な sublimisを inteross.membraneを

するため移行筋の緊張が強すぎた場合には手関節の掌屈 通して移行するのが最適であり ， 一方 ext.poll. long. 

が制限されるという結果を生ずる.そこで移行筋の緊張 にはさらにもう 1本の sublimisを用いるよりは palm.

度を決める場合，まず pronat.teres は手関節を水平位 long.を移行するのがよいと考えられる. この理論に従

に保つか 10。程度の背屈位に保つのが最適と考えられ って少数例ではあるが実際に試み，良好な成績を得た

る. このように手関節の肢位をさめたのち ext.dig. (図 3).

77. 榛骨神経麻揮に対する!健移行術

津下健哉 望月義紀 岩崎肇 倉田利威*

今日までに行なった回復の見込まれない桃骨神経麻療

に対する腿移行症例は高位麻簿 27例，低位麻療 16例

の計 43例であり，これに腕神経叢麻療，分娩麻療など

の drophand に対して行なった腿移行 20例を加えた

計 63例についてその遠隔成績を調査したのでこれを報

告するとともに 2，3の考察を試みたい.

まず榛骨神経麻療についてその原因をみると高位麻庫

例では上腕骨骨折が段も多く 16例，次いで注射 6例，

爆意IJ2例などであり，低位麻療例では前腕中枢側での挫

• K. TSlIge (教授)， Y.Mochizuki， H.lwazaki， T.Kurala 

広島大学整形外科.

滅創が 11例でその大部分を占めている.また受傷より

鍵移行実施までの期間は 6ヵ月以下が 11例， 6-12ヵ

月が 11例，1年以上が 21例となっている.腿移行以

前に行なわれた手術としては神経縫合 8，神経剥離 6，

神経移植 1などであり，これらの実施後一定期間を経過

するも機能回復がみられないため機能再建手術が考慮さ

れたわけであり ，その他縫合不能なもの 3，2ヵ所の神

経損傷例 2，挫創のため神経回復が困難と判断されたも

の 12等が膝移行適応決定の主要根拠をなすものである.

さて， 検骨神経麻庫に対する手術としては初期には

l-Iass法を行なったが，その後 Riordan法を主として用
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い最近ではこれを少しく modi[y した方法を実施してお

り，それらの症例は Hass法 7， Riordan法 32， 変法

4f'[_分類される.さてよく知られているごとく梼骨神経

麻療に対する腿移行には種々の方法があり ，しかもどの

方法でもほ E満足すべき結果が得られるのであるが， し

かしその満足度にはやはりかなりの差異のあることは否

定できない.まず Hass法は主要手根屈筋を背側に移動

するため手関節屈曲が障害されることは当然考えられる

ところで，我々の症例でもこれを認めることができた.

direct pull になるよう努めることによりある程度の解

決が可能であろうが，その他縫合部の癒着，低位麻療で

はしばしば前腕背側に疲痕のあること，高令者では術後

の背屈位固定の問題も否定できないと考えられた.

以上のごとき問題を考慮に入れ，我々は最近力源とし

て様側手根屈筋艇を用い，これを骨間を通して背側に出

し総指伸筋腿と縫合，また囲内円筋は短穣側手根伸筋腿

のみに縫合することにより radialdev日tlO11 の矯正と手

関節屈曲障害の防止に努めている.本法を実施 した症例

図1.検側手根屈筋を用いての検骨神経高位麻療に対する腿移行.

Riordan法は囲内円筋を榛側手根伸筋に，尺側手根屈筋

を総指伸筋に，また長母指{中筋鍵は走行をかえて手関節

の榛掌側で長掌筋騰と縫合するものであり，優 25，良 6，

不明 1とほ Y満足すべき結果を得たが，これにも 2，3 

の問題点のあることは否定できない.それは， 1)手関

節の rad凶 dev日 tion の問題， 2)手関節の屈曲障害の

問題， 3)母指外転不足の問題などであり，特に手関節

の radial dev山 on と屈曲制限はほとんど全例にその傾

向を認めることができた.

まず radialdeviationの原因については 1つには尺側

手根屈筋をカ源として仲側に移動したこと， いま 1つ

は囲内円筋を長短の榛側手根伸筋に移動したことなどが

考えられる.なお Boyes は手関節背屈時には多少榛屈

を，屈曲時には尺屈するのが望ましいと述べているが，

臨床時に radialdeviationの障害を訴える患者は比較的

稀で，かえって次の手関節の屈曲障害を訴えるものが大

部分であった Riordan 法では検側手根屈筋は残存さ

れ，十分な屈曲作用が残されているにか hわらずなお障

害を訴える原因としては移行された尺側手根屈筋および

囲内円筋の excurslOnが少ないことに問題がある と考え

られ，これらの筋腹を十分中枢側K剥離するとか走行を

は検骨神経麻療については 4;例のみであるが，全伊lに疫

の成績を得るととができた. その原因と しては検骨手

根屈筋の可動性が尺側のそれより大きいとと， 走行が

direct pull となること， 尺側手根屈筋が残されるため

手関節の固定性がよく保たれることなどによるものと恩

われる.

次に母指の伸展，外転の問題であるが， Riordan法は

これらを同時に再建するきわめてすぐれた方法であり ，

短母指伸筋とか長母指外転筋の再建は不要である.た Y

術前拘縮を十分に除去しておくこ と，移行腿の走行に注

意することは大切であり ， もし長母指外転筋を pulley

として利用すれば移行艇の bow string は防止できると

考える.

次に腕神経麻療による drophand は分娩麻療を含め

て 20例を経験した.受傷より手術までの期間は 6ヵ月

以内 5例， 6-12ヵ月 7例 1年以上 8例であり，

合併された手術は骨接合術 4，Steindler法 4，Clark法

2， 肩関節固定 1などである. さて本法による drop

hand は接骨神経高位麻庫例とほ Y同様の症状を示すも

のから麻療程度が高度で回内円筋，手根屈筋の一部も麻

揮するものまで種々であり ，したがって手術方法も多少
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a 指伸展状況. b.手関節屈曲.

図 2.稜骨神経高位麻停に対する Riordan変法を実施した症例(術後)

趣を異にするのが当然である. 我々の行なった手術は

Hass法 1， Riordan法 9， 検側手根屈筋を力源とした

変法 4，また Perthes法のごとき手根伸筋鍵の鍵固定法

を合併したもの 3， その他 3であり， 成績は Riordan

法，または変法の実施が可能であった検骨神経高位麻庫

類似症例ではほ Y良好な結果が得られ優 8， 良 5との

成績を得た 艮の 5例は麻庫程度のや』強い症例で囲内

円筋筋力不足のため十分な手関節の背屈が得られないと

か，皮l宵，関節などの拘縮のため十分な機能改善が得ら

れなかったものである.

次に鍵固定を行なった 3例はさらに麻庫程度が強く囲

内円筋が移行腿として使用不能のため手根伸筋を検骨，

また尺骨に鍵固定して drophand の矯正を行なったも

のであり，また手根屈筋も麻療のため指伸筋への移行腿

としては Boyes法のごとく ， 環指の浅指屈筋艇を使用

した例が 2例ある.なおこれら 3例はともに肘関節に

対する elbowplast)'が必要であった.

以上のごとくで腕神経叢麻療に対する腿移行は麻療の

程度，残存筋力と拘縮の程度などの諸点を総合的に判断

して，術式を決定する必要があり ，画一的手術では良結

果の得られないことは当然である. との点同じ drop

hancl というものの麻簿筋の範囲が一定した機骨神経麻

療の場合とは別に考慮する必要のあることを忘れてはな

らない.
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Traumatic and Degenerative Functional Disturbances 

in the Proximal Wrist Joint 

-lndication and Th巴rapy一

Prof. Dr. A. N. Witt* 

The diseases and in juries o[ the proximal carpal bo・

nes including the rad ial metacarpal bones and the trape-

zium are particularly pain[ul and [unctionally disturbing. 

There[ore there is an urgent need to find a clear indica-

tion for the tr回 tmentof such cases and thus to improve 

or to eliminate the functional disturbances aH'ecting the 

whole hand. 

1) Injuries of the trapezium are generally heavy. 

A gr回 tpart of them are comrninuted fractures， the per-

fect reconstruction of which is o[ten impossible by con-

servative measures and very difficult by operative ones. 

I[ there arIses a marked de[ormation o[ the joint sur[aces 

towards the navicular and the first metacarpal bone the 

development of a post-traumatic arthrosis s∞n has to 

be exp配 ted.Then the function is pain[ul and seriously 

disturbed. ln this case the extirpation o[ the trapezium 

has proved successful. The opinion that the trapezium 

is essential [or the stability o[ the thumb is certainly 

wrong. This has been proved by many good results. 

The extirpation of the trapezium has also its indi-

cation for the genuine arthrosis de[ormans in the region 

of the carpo--metacarpal joint o[ the thumb. lf an extir・

pation is felt not to be ind icated， it is possible to per-

form an arthrodesis between the trapezium and the 

navicular bone or the trapezoid. For some cases the 

bolting arthrodesis of the且rstcarpo-metarcarpal joint 

may be advisable， t∞ This method， however， does 

obstruct the opposition movement of the thumb cosidera-

bly， so that for certain mannual activities a functional 

deterioration has to be expected， even if loss of pain has 

been achieved. 

本 Direktorder Orlhop. KJinik und UniversitatspoJikJinik. 
Munchen-90， Harlachingerstr. 51. 

2) The changes of the navicular bone， which are 

generally of traumatic nature， are serious. The navicular 

白ssuresare Irequently not diagnosed; a[ter a certain 

delay， pain arises and finally the diagnosis of a navicu-

lar pseudarthrosis is made. ln this case. the operation 

is always the treatment of choice if young or middle-aged 

patients are concerned. We use the volar approach [or 

the operation of the navicular pseudarthrosis. We 

expose the navicular bone thoroughly， resect the pseudar-

throsis and fill both fragments entirely up by structured 

spongiosa taken from the proximal ulnar portion. This 

method may even 1ωd to excellent results with inveter-

ated cases already showing major cystic changes in both 

fragments. If the pseudarthrosis is localized in the centre 

01 the navicular bone， an ost回 synthesisby a ∞mpresslOn 

screw is also indicated， provided that there are no marked 

cystic changes. ln general， however， we are not t∞fond 

of this method， since repeated satisfactory results can 

only be achieved with definitely g∞d local bone condi-

tlOns. 

In the presence of a small proxi皿.1fragment which 

is aH'ected by a necrosis， by way of exception， an 

extirpation may be performed. 

With inveterated navicular pseudarthroses the operation 

of the pseudarthrosis alone usually does not lead to a 

success， since arthritic changes have already started to 

develop at the radial part of the joint surfaces of the 

radius and at the radial styloid process. Here an additio・

nal styloidectomy has to be perfomed to establish a state 

of painlessness. At the s祖国 timethe radial collateral 

ligament is also removed， as already recomrnended by 

Barnard and Stubbins， so that certain mechanical irrita-

tions presenting a risk to the healing of the pseudarthrosis 
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might be eliminated as well. scale first before its value for the therapy can be definitely 

3) The necrosis of the lunate bone， the so-called judged. 

KIENBOCK'S disease leads to heavy functional ancl The arthrodeses between the lunate， capitate， un-

painful disturbances. Therefore， the early diagnosis is ciform， triquetral and sometimes the navicular bones， 

essenlial. lt is difIicult， however， to stop its developlllent as suggested by the Americans， do not always leacl 10 

and to prevent the consequences. The lllere extirpation lhe wanlecl results. This is clue to the fact that the 

of lhe lunale bone is usually insufficient since it leads corresponcling cartiJaginous surfaces of the raclius are 

to a transposition of the carpal joinls and consequently damagecl by the necrosis of the lunate bone ancl thus 

to an arthrosis deformans. The pallialive measures such at a large scale irrilations ancl pain continue. 

as boring， removal of a cover and subsequent自lIingup Rare， but nevertheless of functional importance are 

by cast have not lecl to satisfactory results. Formerly the cOlllminuted fraclure of the triquetral bone. Here 

we usecl to clo quite a number of replacement operations pain ancl a dislocation o( fragments towarcls proxilllal 

by means of a plexiglass prosthesis. Only part of the may result， which enler inlo articulation with the ulnar 

reslllts were salisfactory and therefore we have abandoned heacl. Then bet、veen lhe triq uelral bone and the ulna 

this pr配 eclllre. We have realized thal practically for an arthritic change will takes place， which is painful and 

each patient an indiviclually shapecl prosthesis would which is often diagnosed too late. By moclellμing the 

h】aveto be p【叩o、ided. ulnar heacl ancl sometimes by lhe interposilion of a small 

Recently lwo operation methocls have been testecl; The Aap of aclipose tissue or even by lhe entire extirpation 

自rst one is the shortening osteotomy 01' the 日 dius. o( the 1I1nar heacl， these troubles can be conlrollecl. l'or 

Since most cases show a shorlening of the 1I1na， il is manual workers， however， call1ion is necessary wilh re-

fell lhat there is an excessive mechanical slrain 10 the garcl to the entire extirpation of the ulnar heacl. 

lunate bone at lhe ulnar eclge o( the base of lhe raclius. Heavy arthroses in the proximal carpal joints 

Therefore， the raclius is shortenecl by 5 to 6 mm; thlls occur after fractures of the basis of the radius 

it is sllpposecl that the pressure on lhe proximal田 rpal which have healed in a poor position; the arthrosis 

bone line is recluced ancl that the pain disappears. Our of the distal radio-ulnar joint needs to be mentionecl 

first experiences with this technique have been qllite in this context. The latter is particularly painful. The 

satisfactory. There arises a biomechanical problem， ho、v- extlrpaいonof the ulnar heacl is the methocl of choice， 

ever， which ca 115 for attention: The shortening of the althollgh arthroplastic measures after semiresection of 

radius Jeacls to a transposition of the clistal radio-1I1nar the ulnar head can also be appliecl. The heavy arlh-

JOI叫 ancl，uncler cerlain circumslances， it lllUst be ex. roses of lhe hand afTecting lhe whole proximal wrist 

pectecl lhal rather soon lhis joint reveals arthritic changes joint cannot be managecl by any arthroplaslic measures; 

associated with clisabling pain. in these cases a口 ar川t山hl叩o町吋仁clesisof lh】e、W、vristJOIl川 、WもVIリ川11be 

Moreover， a new operalion technique has been cleveloped preferrecl. As for ourselves we perform the arthroclesis 

by STEINI-lAUSER. J-le performs an extirpation of the by inserting a bone grafl eXlending from the basis of 

lunate bone and the ma jor J町 tof the proximal navicular the racli凶 tothe bases of the悶 ond:lI1d th i rd llletacarpa 1 

pseudarthroses which are not operabJe other、vise.Due 10 bones. 'vVe do not approve the short arthroclesis extencling 

the ext叩 ationof the Junate bone ancl the major part 0111y 川 othe clistal carpal bones. This is due to our 

of lhe navicular bone， the distal carpal bone line is observation that after eliminalion of the movement in 

opposed 10 lhe basis of the raclius ancl consequently the proximal part， there occur transmitted movements in 

lhere results an articulalion betweel1 the raclial basis ancl the carpo-metacarpal joints， which are always painful 

the capitate ancl ul1ciform bones. The primary achieve- ancl clisturb the function of the hand. 

ments with this operation have been satisfactory in acl- ln lhe exceptional cases， however， the arthroplasty 

vanced cases with markecl pain. l'inal statements cannot of the proximal wrist joint lllay be performecl. After 

yet be macle. The operation must be lesled on a larger all， this indication must be very carefully consiclerecl 
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and it must be adapted to the patient's occupation. 

Otherwise failures have to be expected. 

80 the mechanical changes of the proximal wrist joint， 

most of which being accompanied by rapidly developing 

arthritic deformations obviously !ead to a particular dis-

* 

* 

turbance of the function of the hand and to a reduction 

of its efficiency. They， therefore， call for a clear and 

systematlc treatment. 

1 hope this brief discourse may have given you some 

guide on、vhichyou may base the therapy. 

* 
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1.サリドマイド児に対する我々の電動義手

山内裕雄 津山直一 山口隆男 飯田卯之吉*

過去2年間動力駆動義手開発のための基礎的共同研究

を行なってきたが，いわゆる「サリドマイド児」に対す

る電動義手を製作し，臨床応用をす hめているので，と

の開発の過程を映画にて供覧した.

対象 学令期を迎えた重症両側フォコメリア児なら

びにアメリア児である.前者は乳児期，スラマ一博士に

より鎖骨の上腕部への移行術を両側に受けている.この

鎖骨は明らかに成長を示しており，上肢長の付加となっ

ているとともに，肩甲骨との聞に支持性を強化していて，

患者の ADL向上のためには，かなりの寄与があったと

恩われる.両側ともに 2指が残り，この間でつまみ動作

が行なわれる.アメリア児では肩甲骨は残るが，それ以

下は金欠損している.肩甲骨の運動性はよい.

力 源 現在の日本の工業水準，部品の入手性，制御

方式などを考慮して，電力を用いることにした.ニッケ

Jレ・カドミニウム電池を 10コ直列に用い，この電池は

腰部ベルトによって， 身体に義手とははなして装着す

る.反復充電が可能である.上肢の種々の運動軸のうち

で，動力化すべき基本的なものに，肘屈伸，囲内田外，

フック開閉を選び，おのおのにパーマネントマグネット

モーターを用い，義手内に組み入れ，ギアによる伝達方

式を採用した.このマイクロモータは，義子用に開発さ

れたものでなし かなりの重量があり， 義手総重畳の

60%余を占める.力の強化にはさらに大きいモーターを

用いねばならず，これが lつの隆路になっている.

制御方式 これが我々の義手の特色であり，無接点ス

イッチによる同時比例制御を試みている.無接点スイッ

チの原理は図 1aのごとく， 2つの検出コイルを差動型

に組み，それらに高周波電流を流し，検出コイルの一方

にフェライトあるいは黄銅を近ずける.フェライトを近

ずげるとその高周波透磁率により検出コイノレのインダク

タンスが増し，黄銅を近ずけると黄銅に渦電流が流れコ

イJレのインダクタンスが減る.この際検出コイルの高周

波電流を整流し，プラスあるいはマイナスの電圧を比例

• Y. Yamauchi (講師)， N. Tsuyama (教授):東京大学整

形外科 :T. Yamaguchi :東京大学工学部 ; U. Iida :国

立身体障害者センタ一義肢課(東京都新宿区戸山町)

的に得る.これを図 lbのごとく，直流増幅器を経てモ

ーターに伝達する.各運動域の終止点の近くに同様の無

接点スイッチを逆にとりつけ，とれに近くなると，モー

ター駆動と逆の電流が生じて相殺し，モーターの動きを

減じ，最後には自動的にゼロとなり，モーターは停止す

る.

Out 

図 1a. 

図 1b. BJock diagram (1 ch) 

この指令スイッチを直線型，回転型などに作ったが，

2コのモーターの同時指令のために，操縦樗式に組み入

れた xy軸型と， さらにこの揮に回転型を組み込んだ

xyz型を作り 3コのモーターの同時指令をも可能にした.

図2はフオコメリア児の残存指での xyz型スイッチの

操作を示したもので，肘屈伸，囲内回外は任意の組合せ

で同時に駆動ができ，義手の動きを円滑，自然なものに

している.さらにフック開閉は軸回転によって得 られる.

増幅器は集積回路化して，義手内に組み込み，配線の簡

便化・軽量化をはかつている.

フオコメリア児ではこの xyz型スイッチを義手の上
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腕部あるいは前胸部にとりつける.アメリア児では残念

ながら xyz型の操作は不可能で， 肩峰の勤きで xy軸

型を， 下顎の動きで nudgecontrolのごとく回転型ス

イッチを分離操作するようにする.

月1(11'民+聞1"1

ギ砕 l副内

4 

ijt間1111

4 

7 '"ク l湖 フック rn
H('i'わ凶外 万戸よよ

回外手砕 し:¥.( I!I ノ l

l肘開山?同外
Fe. : Ferrite 
Br. : Brass 

図 2.

図 3.

とのスイッチ操作の習得は患児にとって，きわめて容

易であり，短時間のうちに操作可能となり，この応用範

囲は広いと思われる.

今後の課題 1)カことに把持力の強化， 2)動力駆動

部分の再評価. (肘屈伸・回内国外・フック開閉が妥当か，

再に加えられないか)， 3) Terminal deviceの改善(現

在はフック型であるが，機能の良い手型にするか，互換

性のものにするか)， 4)知覚が必要かどうか， 5)各部

分の安定性 ・軽量化， 6)ソケットの型状，かなりの重

量になるので体幹への装着方法が問題，など沢山の問題

があるが，今後 1つ1つ研究していきたいと思う.

追加 :山田(徳島大)

私たちも東大と協力しながらサリド 7 イド児に対する

義肢の開発をす hめている.

私たちの義肢は日整会総会で映画によって野島が紹介

する予定である.

問題点は症例の選び方であるが，我々はまずアメリー

児を最初に選び，フォコメリーを次に選んだ.さらにこ

の義肢は小児に適応するものであるから，重量をどこま

で軽減できるかが問題である.しかも安全性と信頼性が

高くなければならないし，電流の節約という点も考えな

ければならない.

最後に上肢義肢である限りにおいては感覚装置をつけ

るととが絶対に必要である.我々はこれらの問題tclつ

の解決を与えた.しかし，電動上肢義手には今後解決さ

れねばならぬ問題が沢山ある.

回答:山内(東大)

徳島大学の山田教授を班長とした厚生省特別研究費に

よる電動義手に加えていた Yき，各大学と交流しながら

開発中であるが，近い将来これらを統合して，“]apan

Arm"というようなすぐれたものができると期待してい

る.
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2. 手指の伸展位固定後の屈曲障害に対する

lateral band解離手術

江川常一 土井照夫 岩崎南海雄 堀木 篤 吉岡康裕*

機能解剖学的に oblique fibre は指背伸展装置を構成

する一因子として lateralbandと middleband をむ

すびつけながらも，その弾力性によって lateralbandの

volarへの移動を円滑ならしめ指関節の屈伸を微妙に調

節している.

手の外傷ののち長期間指を伸展位のま h固定しておく

と，この oblique fibreが拘縮に陥り lateral band の

volarへの移動を障害する原因となる. これにより指関

節の屈曲は自 ・他動ともに障害を受ける.

著者らの考案した releaseoperat ion はとの拘縮した

oblique fibreを縦切し lateralbandの volarへの移動

性を獲得し，指関節を屈曲させようとするものである.

この手術法については， 第 11回手の外科学会で発表

したが，今回は拘縮に陥っていた指が動きをとりもどす

ようすを映画によって供覧した.症例は 46才の女子で，

鉄材の聞に左示指をはさみ，挫創を生じ 6週間伸展位

のま hで固定され可動制限を残した例である.受傷10ヵ

月後来院したが初診時 P.1.P.関節は 200-1500
の可動

性しかなく，母指とのつまみが不可能であった.手術は

upper arm blockで麻酔し，皮切は P.1.P. 関節を中心

としてカギ形切開を加えた.術中，拘縮に陥った oblique

fibreを切離し， lateral bandと下床の間を剥離し徐々に

P.1.P.関節を曲げていくと，それまで背側に位置してい

た lateralbandが P.1.P.関節の側面へと移動していき

• T. Egawa， T. Doi， N.lwasaki:大阪大学整形外科 ;A. 
Horiki:大阪厚生年金整形外科(大阪市福島区上福島};

Y. Yoshioka:済生会中津病院整形外科(大阪市北区芝

田町}.

P.1. P.関節の屈曲が可能となった.術後 2週間，ゲン コ

ツ位でギプス固定を行ない，その後直ちに運動練習には

いった.訓練用オルガンによる指の運動練習も併せて行

なった.術後 8週には P.1.P. 関節の可動範囲が 190-

92。と改善され母指とのつまみも可能となった.

この術式を用いて昭40年からの 3年間に 6例， 8指に

対し手術を行なった.成績は 1例を除き満足すべきもの

で，P. 1. P. 関節の屈曲，母指とのつまみ動作も改善さ

れた.

術後の固定はキノレ シュナー銅線刺入によるもの l例，

ギプス固定 3例，粋創膏固定 1例，無固定 1例であるが，

粋創習をはった上からギプス固定をする方法がや hまさ

っているようで，固定期間も現在 2週間を一応の原則と

している.不良例は指示に従わず訓練が不十分であった

もので，特に術後の運動練習の大切さが痛感される.

質問:田島(新潟大学)

P.1. P.関節の伸展拘縮は， 必ずしも lateralbandに

よるものだけではない.総指伸筋の延長線維など他の要

素も含めて考えなくてはならない.演者の方法はすべて

に応用できるとは恩わない.

発言 :堀木(大阪厚生年金)

田島先生のいわれるように P.1.P.の伸展位拘縮がす

べて解決できるとは恩っていない.しかし本症例のよう

に拘縦して obliquefibreが大きな原因をなす場合もあ

り得ることを示した.lndicationを選べば有効な手術法

と考えられる.
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3. 指屈筋!躍の鍵鞘内断裂に対する遊離健移植術

田島達也 渡辺好博 石田寛友*

指屈筋鍵の腿!翰内断裂に対しては Bunnellの開発した

遊離自家陵移植術が現在最も確実な治療法として広く実

施されている. しかしその手技については数多くの新提

案が出されており術者によりかなりの差がある.

私たちの手技も変遷してきたが現在 J.Boyes が慣用

する方法とほ Y同様な手技を採用 しているのでこれを映

画で供覧し，特に以下のような特徴的な点、を述べた.

1) Pulleyは指基節ではできるだけ本来のま h残す.

2) 移植鍵として用いる palmaris long 腿を薄 い

paratenon (mesotenon)をつけたま h採取できるため付

着部筋腿移行部のほかその中間レベルにも小皮切を加え

る.

3) F. D. S.は手根管内で F.D.P.と強く癒着している

ととが多く，これは F.D.P.の滑動距離を制限する危険

があるので前腕 レベルまで切除する.

4) 移植腿の tonusを本来と同じくする.

5) いわゆる “extensorhabitus"を予防するため移植

鍵の両断端縫合後，前腕遠位部で F.D.P.を近位方向に

強く牽引し指関節が完全に屈曲することを確かめる.

質問 ・津下(広大)

1) Extensor habitllsが起こしてしまった場合の処置

について.

2) Littler が最近使用している屈側の zlg-zag切開

についての意見.

3) Palma fasciaの処置について

おたずねしたい.

回答 ・田島

1) 移植腿の gliclingの状態，長さ等に特別支障のな

いことがわかれば lumbricalisを切除する.

2) Zig-zag切開のほうが.やりやすいという意見

(Brllnerら)もあるが， 私は micllateralでよいと考え

• T. Tajima (助教授)，Y. Walanabe， H.Ishida:新潟大

学整形外科.

ている.

3) 指屈筋鍵を露出するため縦の II1ClSlOnを加えるが

特別意識して切除することはしていない.

質問:山内 (東大)

戎々は浅指屈筋鍵は通例，官IJ中にひっぱって切ってい

る.先生は全例前腕まで追求してて切除するのか.

回答 :閏島

こ). 2， 3年は rOlltineとして前腕遠位部で切除して

いる. それは palmaから carpaltunnel領域でかなり

強い profunclusとの athesimをみるからである.

質問:矢部(慶大)

Proximalの pulleyを幅広く残しているようだが鍵の

生着のうえからいえばこれを幅狭くしたほうがよいので

はないかと思うが ?

回答:田島

Synovial sheath が良好な状態に保たれているときは

できるだけそれを温存するほ うが， 1)血行上も， 2) 

gliclingの amplitudeの維持にも hetterであるという実

験的 (Potenzaら)および臨床経験上の事実に基づいて

いるわけである Synovialsheathの parietalmenhrane 

と pulley(すなわち ligamentous5heath)は霊く癒合 し

ているので両者を分離して一方のみ切除するととはでき

ない.

質問.諸橋(荘内病院)

1) Extensor habitusの起こったものの処置について.

2) もし prox.finger cr回目のところに強い searが

あるときの処置(皮切，pulleyに対する). 

回答.田島

1) 移植民~が良好な状態なら lumhricalis を切除する ・

2) Elevatoriumなどを用い， 楽f'C.f!J離できる程度の

ものなら温存するよう努力してみるが，より強い癒痕，

癒着ある場合はその部分の pulley (synovial sheath も

含めて)を切除する.
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機骨神経麻庫に対する腿移行術4. 

哉*健下津

手 drophandに対する腿移行術の実施状況を供覧した.

詳細については演題を参照のこと.

20才男子の前腕背側挫創による検骨神経深校の麻療に

対する鍵移行術と， 18才，男子の腕神経叢麻療による左

ホ K. Tsuge:広島大学整形外科.

らい性垂手に対する再建術5. 

け広くこれを切除する.他方前腕背側中央よりや〉末梢

部にて斜の切闘を加え， 総指伸筋の尺側より tendon

tunnellerを通して様側手根屈筋を背側に引出す.次に榛

骨の背側中央付近を皮切，円内回筋を剥離子で骨膜下に

剥離，これをかなり中枢まで剥離する.こ訟で手関節，

M.P. 関節を強く背屈あるいは伸展位となし，長および

短榛側手線伸筋を緊張させて円囲内筋をこれらに縫合す

る.また長検側手根f申筋健の一部を末梢部より裂き，長

母指外転筋を中枢方向に強く緊張させてこれに縫合す

る.最後に背側に引出した榛側手根屈筋腿を尾となし，

一方を長母指伸筋， 他方を総指仲筋へ縫合する. 術後

2ヵ月の運動は， 手関節，各備の M.P. 関節の背屈は

可能となったが claw変形を残している.

2) 示指の浅指屈筋を付着部より切離し，とれを手掌

に引出し 4尾となす. 他方各指の dorsalex pansionの

lateral bandを露出し，こ hで tendont unnellerを用い，

浅指屈筋臨~の slip を手学からこ h へ引出し， それぞれ

へ縫合する. このとき手関節約 45。背屈位， M.P.関節

約 70。屈曲位， P.I.P.， D.I.P.関節伸展位となし，移

行艇の緊張が急に抵抗の強まるところで縫合する.なお

手の機能から考えて，示t旨，中指での緊張をや』強く ，

環指，小指での緊張をごくわずか弱くするのが良いと思

う.術後約 2ヵ月， P. I. P.関節の伸展，屈曲可能となっ

たが，中指の P.I. P.関節の{中展が不十分である.

3) 第 3浅指屈筋を付着部より切離し，これを手関節

の尺側中枢部に引出す.こ hで尺側手根屈筋腿を中枢よ

==* 長爪

現在当菌でしばしば行なっている術式および術後運動

の状態を供覧する.

症例は 16才の男子，術前手関節および各指の背屈あ

るいは伸展不能のほか 1川 rins ic m uscleの麻療が存在し，

さらに尺'白神経の高位麻療を伴っている(表 1). また

母指には中等度の内転拘縮もみられる.

橋

表 1. 筋力テスト.

Brachiorad. 

Pronator teres 

Ext.C.R.L. 

Ext.C.R.B. 

Ext.C. U. 

Ext.D.C. 

Ext.P.L. 

Ext.P.B. 

Abd.P.L. 

Abd.P.B. 

Opponens P. 

，h
d

q

4

U

A

H

U

P

、υA
H

V

戸、υ
n

H

U

に
d

a

n

守

内

H

υ

A

H

U

F1.C. R. 

Palm.1 

FI. C. U. 

F1. P. L. 

F1. P. B. 

1'1.D.S. (II， ill) 

(IV， V) 

Fl. D. P. (II，皿)

(li' ) 

(V) 

Other intrinsics 

A

H

u

a

a

z

A

H

V

A

H

V

A

H
V

A

H

U

A

H

V

A

H

V

《
H

V

A

H

U

A

H

U

再建術は術後の固定肢位，理学療法などから考え，次

のように 3段階に分け行なっている.

1) 稜側手根屈筋を付着部にて切離し，前腕掌側中央

付近に引出す.と hで正中神経，深指屈筋群を尺側1'1:庄

排し，税骨に接するようにして骨間隙に達し，できるだ

• C.I-Iashizume:長島愛生図整形外科(岡山県邑久郡邑久

町虫明).
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り約 3-4cm裂き，豆骨に接して pulleyを作り，第 3

浅fi'r屈筋をこれに通して母指へ移行する.次に手関節の

や h中枢部にて第 5深指屈筋鍵を切断，その末梢部，近

位端を第 4深指屈筋臆と縫合する. 他方母指ではまず

1. P.関節伸展位にてキJレシュナー銅線を刺入しておき，

第 3浅指屈筋腿を 2尾となし，その一方を短母指外転筋

の筋膜を通し，M.P. 関節末梢部にて長母指i~l 筋腿へ，

他方を M.P.関節中枢部にて同じく長母指伸筋鍵へ縫合

する.次に手背にて第2中手骨のや L榛側に縦方向の皮

切を加え，第 1背側骨間筋および母指内転筋の筋膜を切

開，母指の内転拘縮を除去し外転，対立位に保持する.

その結果生じた紡錘状の皮膚欠損部には，前腕より採取

した全庖皮弁を植皮する.

術後 2ヵ月，かなり良好な対立， pinchが得られた.

握力は少し減少しているが，大，小の物体を自由に握り，

つまむことが可能である.

6. 遅発性尺骨神経麻庫 tardyulnar palsy 

に対する尺骨神経前方移動術

田島達也

幼少年期の上腕骨外頼骨折や種々な原因による肘関節

変形症によって起こる遅発性尺骨神経麻療の頻度はかな

り高い.これに対しては尺骨神経を前方に移動する手術，

anterior transloc鴻tionが行なわれる. その手術操作には

術者によりかなりな差があるので私たちの慣用法を供覧

する. これは 1942年 Learmonthが発表した方法に近

い.手技上の要領として特に以上の点を述べる.

1) 皮切は上腕内上頼後方に強くカーブしすぎると皮

弁辺の血行障害を生ずるので，上腕内上頼の模側を通り

T.Tajima (助教授)， H.Ishida:新潟大学整形外科.

石田寛友*

ごくゆるいカーブとする.

2) Flexor-pronator筋群起校部の一時的切離のレベ

Jレは最も近位の正中神経運動杖を目印としそれよりや〉

近位レベルとする.

3) Flexor pronator筋群起始部の一時的切離部の縫

合には深層ならびに浅層にかけた水平マットレス縫合を

用い断面の接着をよくする.

4) 上腕内側筋問中隔を，移動した尺骨神経と交叉す

る部分を中心として広〈切除する.

5) Suction drainage tubeを一本おいて創を閉鎖する.

7. 外傷性腕神経叢麻樺(ヲ|きぬき損傷)に対する

肋間神経移行術について

津山直一 原徹也 前広進 井本冨郎*

最近東大整形外科を訪れた神経麻庫症例のうち閉鎖性

神経麻療の患者は過去 7年聞に 681名を数える. ζの

牟 N. Tsuyama(教授):東京大学整形外科;T.Hara:関東

労災病院整形外科(川崎市木月住吉町);S.Maehiro， T. 

Imoto:佼成病院整形外科(東京都中野区弥生町).

うち腕神経叢損傷は 26%180例の高率を占め，産業交

通の発達とともに年々増加の傾向がある.麻庫発症原因

としては交通事故によるもの，なかんずく単車事故によ

るものが圧倒的に多くを占めている.腕神経損傷なかん

ずく神経根引きぬき損傷は神経回復上，また機能的予後



の面からみて，きわめて不良で有為の青年は一瞬のうち

にー側上肢の機能を失う.重度身体障害者にする重度損

傷でポリオにかわって機能再建， リハビリ テーションに

多くの問題を残している.

引きぬき損傷か節後損傷かの鑑別診断には表 1のよう

な診断規準の検討によった.

神経学的に非回復性の引きぬき損傷 74例について各

種の機能再建手術を組み合わせ施行した.

その成績は表 2のとおりである

上位裂の麻療に対して肩関節固定術，Steindlerの肘屈

筋再建術を行なった症例では大幅な機能改善が得られ，

また，下位型の麻庫に対しては屈筋鍵再建，母指対立能

形成等を行なうととにより機能上有用性を得ることがで

きる.

1.肩機能再建

上位型，全型の麻療について上肢の外転，挙上の機能

再建としては肩関節固定術が確実な方法である.

我々の慣用法ではあらかじめ腔骨より骨釘を採取し上

腕骨骨頭，関節目に貫通打ちとむ.

固定角度は上位型の場合は外転 500
，前挙 30

0
，

では外転 200
以下とする.

2. 肘屈筋再建

肘関節機能再建は主に筋膝移行によるもので種々の方

法が考案されているが，外傷性腕神経叢損傷例に対して

は， 我々は次のような手術を行なっている. すなわち

Steindler法に準ずるもの 14例， 大胸筋鎖骨部移植

(Seddon-Brooks法 1例， 同胸骨部移植 (Clark法) 1 

例，上腕三頭筋前方移行 2例である.手指屈筋力が正常

筋力に近ければ，我々は可能な限り Steindler手術ま

たはその改良法を行なっている. 肩関節固定術および

Steindler手術を組み合わせ施行した手術成績は，優 ・良

例 16，可 ・不可例 2で大幅な機能改善を示す.

3.庭移行術

腕神経叢麻療の場合は，単独神経麻療の場合と異なり，

再建を要すべき手指機能が多数あり，一方，麻療を免れ

て移行鍵として利用できる材料には限度があるので，こ

れをすべて鍵移行によって再建することは困難である.

したがってぜひ機能を再建すべきものとしては

1)深指屈筋，2)総指伸筋および母指伸筋， 3)母指

対立能である.

鍵移行術の綜合成績は優・良例 20，可 6例である.

4. 手関節固定術

手関節固定術は種々な方法があるが Riordan 法は腿

移行術をのちに行なう場合に適し，津山法は全型麻療に

11月

表1. 引き抜き損傷の診断規準と出現率.
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表 2.腕神経叢損傷に対する機能再建手術の

額類と成総.

手術の種類

肩関節固定術 |津山法
|M. D'Aubigne法

肘屈筋形成術 ISteindler法
Seddon-Brooks法
Clark法
三頭筋前方移行

肋間神経移植

肘伸筋再建術

子関節固定術 ，Abbott法
|津山法
I Riordan法

手指伸筋再建術

手指屈筋再建 IE.C.R.L.移行
術 I Brachiorad.移行

IF.C.U.移行

lBi叩 移行
他
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対し固定性，支持性を得るのにすぐれている. している点を考慮し， truncus，あるいは cordでの縫合

5.舗装具 をさけ，できるだけ末梢で縫合するようにはかった点で

一方，機能再建の余地の少ない全型の麻療の場合は浅 ある.手術成績は 11例中優 4，良 3，可 1(3例は，

い角度の肩関節固定術，手関節固定術を施行したのち， 年未満のため除外)で，中でも優の成績を示すものは筋

肘関節の角度を可変的にできる固定補装具を工夫した.

事li装具装着により上腕の力が肘を介して前腕 ・手まで伝

達されるので物をはさむ，品物をか〉える，手全体でお

さえる等の作業時の補助に役立たしめている.

6.肋間神経移植

Seddonおよび Yoe皿anは全型引きぬき損傷に対して

尺骨神経を遊離架橋移植片として用い，肋間神経 m，IV

枝と筋皮神経とに縫合し肘屈曲を得るととに成功した.

我々は 1965年以来全型引きぬき損傷に対し肋間神経

m，IVを直接筋皮神経に移植する手術を行なって有用な

筋力を得ることに成功したので，その術式について映画

をもって紹介した(図 1). 

我々の工夫を加えた点は，

1)はできるだけ肋間神経を長く末梢まで遊離し， こ

れをなるべく筋皮神経の神経筋接合部に近い部位で縫合

することにより，縫合後の神経軸索再生の距離を最短に

とYめ，早期回復の起こるようにはかった点であり，

2)は引きぬき損傷といえども末梢に 牽引損傷の合併

111 

W 
筋皮神経

図 1. 肋間神経を筋皮神経に縫合する.

カテストで 4以上筋力を有し，筋電図で呼吸筋との間期

性は明らかに残存せるも，肘屈曲に驚くほどすぐれた随

意性を示している.今後，このような腕神経叢全型の非

回復性損傷に対し，ひとつの再建の活路を見出したもの

といえよう.

8. 片麻捧上肢にjずける再建手術の問題点

土井照夫 小野啓郎 多国浩一*

脳卒中に基づく片麻簿上肢の機能障害の程度，変形は

実にさまざまである. そのうち， 最も典型的なものは

Mann-W ernicke型の変形を示すもので，肩内転・内旋，

肘屈曲，前腕囲内，手・指屈曲の位置をとった硬い窓直

性の変形である.一方，これとまったく対照的な弛緩型

のものもあり，筋力の回復が非常に悪く，肩関節脱臼を

しばしば合併する.前者の手を硬い麻第手と呼ぶなら，

ホ T. Doi， K. Ono， K. Tada:大阪大学整形外科.

後者のものを柔かい麻庫子ということができる.硬い麻

療手を，随意運動の程度によってさらに 3つの群に分け

た.再建手術の適用となるのは随意運動の認められる E

群， m群のものである.

今回は映画によって，それぞれのタイプの特長的な動

きを追跡すると同時に，症例別に扇内転 ・内旋変形，肘

屈曲，前腕囲内，手・ 指屈曲および指変形に対するそれ

ぞれの手術法と術前，術後の状態を供覧した.
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編集後記

安 本誌は特集「手の外科の歩み」として今年 3月 31
日， 4月 1日の 2日関東京砂防会館ホーJレで聞かれ，私

が会長を勤めさせていた Yいた第 12回日本手の外科学

会総会の発表内容をまとめたものでありますが，会員の

みなさまのご協力により 77題の一般講演， 8つの映画演

題と 1つの外人特別講演の内容を学会後比較的早いうち

に読者にお伝えすることができてよろこんでおります.

安 本年度学会では例年に増して活発な発表，討論が

行なわれ手に関する基礎的問題から純臨床的な問題，新

しい手術手技，電動義肢の試み， リハビリテーションに

わたる広範聞な諸テーマが取りあげられ，わが国の手の

外科の進歩を示すところが大きかったと思います.た Y

私としましては 10年前に比べてわが国の手の外科学会

のレベルは非常にあがっているのに比し，手の外科を実

際に取り扱う整形外科，一般外科ことに救急症例を扱う

医師の聞にはまだ必ずしも十分正しい知識，技術の普及

がす hんでいないのではないかと思います.この意味で

子の外科学会が単に手の外科に興味 ・関心をもっ人々の

同好会的なものになることは十分警戒すべきであると考

えます.ととに手の外傷では初期に正しく治療を受けた

か受けなかったかがその人の一生の運命をさえ左右し得

るからであります.

* * * * まことに手はその大脳皮質の運動領野に占める中

枢の大きさからもうなづけるように今日人類が高い文化

を築き言語をもち，思考し，月の世界にまでゆけるように

までなったのも上肢を体移動から自由にし，手という器

宮をもったからこそであって，そのことを思うとき，こ

の精妙な器官を対象とする手の外科にはまだまだ開拓し

発展させてゆくべき問題が残っていることを感じます.

同学の士とともに今後研鈴を重ねてゆきたいものであ

ります (N.T.生)

一一寄稿のさだめ一一

1) 綜説・論説・進歩・基礎との境域(400字詰， 10-25枚).

第一線実地臨床家のための補習講座的のもの，整形

外科領域に関する調査または建設的意見，わかりや

すい綜合的紹介記事.

2) 原著 ・経験と考察・整形外科手技 ・海外見聞-臨

床講義 (400字詰， 5-10枚).

3) 小臨床室 (400字詰，5-10枚).

4) 学会だより (400字詰， 5-10枚).

5) 本口の検討，きかいと装具 (5-10枚).

6) 整形トピックス(2枚半)，せいけい随筆(2-10枚).

診療余卓 (0.5-1枚).

7) そのほか整形外科およびその境域に関するいろい

ろの臨床テー7 .

寄稿について 口語体・ひらがな横書で平易・明瞭に，

かならず新かなづかい，新医学用語を用い，欧文，数字

は特にはっきりお書きください. 外国語名は外国綴り

臨時定価 ￥ 750. 00 T 30. 00 
予約購読料 (概算) 1年 4，800.00

1/ (1/) 半年 2，400.00
(臨時増刊号は別余精算いたします)

で，外国名はカタカナで，数量を示す文字は，n1， cm， 

mm， /1， 1， ml， kg， mg等を使用のこと.

なお著者名にはかならず常用されるローマ字綴りをお

書きそえねがいます.

そのほか図 1，図 2，一表 1，表 2，一一症例 1，症例

2，一一第 3指，第4指一一第 12胸椎 (BW. XII)，第

5腰椎 (LW.V)などの用例におしたがいください.

写真は鮮明 ・美麗なるものをいただきたし 6ツ切り

よりも大きいもの以外は特に縮写なさるには及びません

(35mITI型の場合は手札型程度に引伸してください). ご

希望によって彩色版も使用しますが，と の場合は彩色版

代と印刷代だけを著者に負担していただきます.

別冊は 30部を贈呈いたします. それ以上ご希望の

場合は 50部単位を実質で提供いたします. 30部以上

ご希望の場合はあらかじめ原稿に部数を朱記してくだ

さい.

購読お申込みは前金で一一為替または振替で南江堂あ

てど送金ください. ご転居の際は新旧のご住所と「整

形外科」の文字とをご記入のうえハガキでお知らせく

ださい(前金申込の方は送料本社負担).
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