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1. 第 13回日本手の外科学会評議員会

とき ・1970年 2月 6日(金) ところ ・名古屋市愛知文化講堂

上回会長 たYいまから日本手の外科学会評議員会を

開催いたします.

毎年のことですが，この評議員会は簡単にすむのです.

l'iお手元に配りましたような簡単な議題です.庶務，

会計報告および会費徴収の件について事務局のほうから

説明していた Yきます.西尾先生が今日は欠席ですから，

松崎先生から lつお願いします.

松崎(事務局) 詳細はお手元にお配りしましたのに苫

いてありますように，去年の 3月 26 日から今年の l月

31日現在までの会計です まず，収入部ですが，これ

は昨年の総会で認められました残りが，221，743円です.

昨年度学会のときの会費収入が 397，650円. 定期の利

子が，20， 275円.合計 639，668円です.

支出の部では，学会の開催費，これは毎年開催校に20

万ずつお送りしております.英文抄録印刷J!(，今年いろ

いろあったせいもありまして，抄録の集まるのが遅いの

で，やっと印刷ができたのが I月にはいってからです.

まだお送りはいたしておりませんけども，この印刷は

200， 400円. それから，通信費と書いてありますのは

いろいろ学会のための事務の連絡費，それから金を送る

ための小切手代，そういったもので し755円.文書文具

'J)lというのが 11，160円です これが非常に高くなりま

したのは，評議員の先生をお願いするときの委嘱状とい

うのを前に作ってありましたのがなくなったので新しく

作ったためにかなりこれは高くなっております.その次

の人件r;とし、うのは，学会のときの会費徴収のためにア

ノレバイトの学生を雇ったとさの費用が 12，000円で，合

計 425，315円になります. これは差引，214，353円で

すが，このあとさきほど申しました欧文の抄録の送料が

すぐ何万円かか込ってくることになります.

これが，まず会計の報告です.

それから，会員数がこ訟に書きましたとおり l月 31

日現在で 1，349名，これは会費徴収のノ ー トから数えた

数です.そのほかに団体が 4団体あり，以上の会計報告

の点ご了承願えましたでしょうか.もしご質問の点がご

ざし、ましたらお答えしたいと思います.

上回 ありがとうございました.た Yいま会計のご報

告があったのですが，どなたかご発言ございましょうか.

会長 松崎先生から，これはし、ま解決つけたほうがし、

いだろうとしうご意見ですので，さっそく次期会長とご

相談いたしまして，しかるべき方法を考え，この会員の

方を処理したいと思います.そのようにご賛成をお願い

したいと思います.いか Yでしょうか.

〔賛成拍手〕

会長 ありがとうございました.そういうようにとり

はからわさせていたゾきます.

それから 3番目 4番目と議題が書いてありますが，

これは該当者がありませんので省略いたします.

5番目の議題，国際手の外科連合委員会の件につきま

しては，日本からも数年前からいろいろな先生に大変お

骨折りをお願いしてきたわけですが，今年シカゴでこれ

があるはずでしたが，実は本年はなかったわけです.そ

の間のいきさつにつきまして，こ訟にいらっしゃいます

津山教授から，お話をお願いすることにいたします.

津山 国際手の外科学会連合のことですが，アメリカ，

イギリス， ドイツ，フランス，日本，スカンジナピア，

それからブラジリア，ブラジノレ，イタリ アとそれだけが

関係しておりますが，この委貝会は大体アメリカの手の

外科学会のときに関かれるのが例年のならわしでして，

去年は 1月に私どもの山内君が出席しましたが，それか

らまた去年の 11月になってロンドンでのイギリスの手

の外科学会のときに，それが聞かれましたが，それにつ

きましては特に日本から参加される方がございませんで

したので， 日本国内小委員会報告を文lliでお出しになっ

たわけです.伊藤先生と田島先生の報告を送られたわけ

で，紙上参加されたわけです.今年の l月6，7日とア

メリ カの手の外科学会がありましたので，そのときにま

た開かれるかと思いまして，私がアメリカ子の外科学会

とアメリ カ整形外科学会にまいり ，この点聞きましたら，

今回はアメリカの整形外科学会を利用して国際手の外科

連合のミ ーティングはやらない由でありました.インタ

ーナショ ナノレのほうは今年の 4月の終わりか 5月にス

カンジナビアの手の外科学会のチャンスを利用してオラ

ンダのライデンで行なわれるということだそうです.そ
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こで，またどなたかそれにこ・参加なさる方があればご山 なんとしてでもお引き受けさせていたピかなければな モ

席いた Yければと思います ないと思いながらも ，そういったような諸般の事情でし

会長 大変ありがとうございました.いまこe報告願っ て，今後忌仰なくご考泌ならびにご芯J止をお聞かせして

たような紅過です.それで来年あります会議のことにつ いた Vき，お決めいた YきましたならばよろしL、かと私

きましては，次期会長にご一任したらよL、かと思し、ます. は考えております.大変失礼いたしました.

最後に 6ili'日の次期会長とlJiJ催地の件ですが，これに 上回 どうもありがとうございました.たジいまの小

ついて皆さんから lつご推的なり，あるいはこ'意見なり 谷先生のご発言の内2主ですと，場合によったらやっても

を承りたし、と思います.実は昨年私が今年の会長を引き よろしいというふうにも解釈ができると思います.東京

受けることになりましたのは，小谷教授がやられること で来年医学会総会があります 医学会総会というのは大

になっておりましたのですが，ご承知のような学闘の騒 変なことです.おそらく束京でおやりになっても会場の

勤で小谷教授ができなくなり ，確か今日はL、らっしゃら 問題で非常な混雑が起こると立川、ます.た v総会と同時

ないが水野教授の発言があり，私が会長を押し付けられ にやらなくってもいい， II!jJ引を:t!tえるとし、うことは可能

たような形になったわけですそうし、うことがございま だと思いますが，それはそうといたしまして，た Vいま

すが，小谷先生，この間から 2回ほど私信を山すんです の小谷先生のご発言をお聞きになりまして， liiJに佐藤先

が，戻ってこないところをみますと・ 生にやっていた Yきまして，牛都で私が会長をやむ得な

小谷 いや，私おりますので . く押しつけられたのですが，できましたら私は小谷先生

会長 いや失礼しました.座長をお阪L叫、たしまして， にと思っておりますが，併さんのこれに対するご意見を

ご返事いた Yけなかったものですから，今 11ご欠席かと 何L、たし、と思いますー

思ったのです.そういうことがおりますので，昨年は学 会計報告の件ですが，去年は日本位JB外科学会と前後

図の騒動がどうなるか予想はっきませんが，今年もこの してやりましたが，今年は特にこの 2)]の初めを選んだ

学会はこういうふうにできるのですから，学校の事情に わけでありまして，これは会計年度中にやるとすれば， 1

もよりましょうが，もし会長の私が申してはま ことに恐 }Jか 2月でもよろしl'，場合によったら 4月以後になっ

縮なんですが，昨年度のいきさつはこのようなわけです. てもこれは仕)jないと ，そういうふうに解釈しています.

小谷先生のお考えを中心といたしまして，そのほかにご 小谷 あるれ皮こうしづ問題につきましては受け入れ

1立見もありましたら，承りたいとイ子じます. るべきでなかろうかとレうような出火が察知されるわけ

小谷 昨年から今年にかけまして，大変ご迷惑をおか ですが，この問題につきましては新しくって，まだ先生

けいたしました次第です.会民の上回先生からご披反 方にも確めるということはしていませんが，私のほうの

がありましたように，災は-1>・円こ与に出てまいりました いろいろな事怖で，やはり大阪で，名古屋の会只の皆さ

のも ，やっと評議員会にどうやら間に合うというような まhの村神的なご援助と巾しますか，そういうふうなこ

形で出てまいりました.私'Jiに関連いたしますが，私ど とがございますれば，おそらくやらせていたジけること

もの大学では非常な紛争の渦中にありましたが，一応合 かと思います

法的な子段と申しますか，かなり人工的な)jw，で一応紛 J明日 ，そのほか幅がございますれば，明日から 3)Jま

争がかたづいたという形に当面なっておりますが，それ での/IIjに幅を延ばしていただけるようならば，一応そう

に引き続きました後、作のスケジュ ーノレといたしまして， いうことでお応えしたく思っております. c拍手〕

いわゆる大学の医学部の民主活動と申しますか，改革と 上回 拍手が多くてもうちたったようですので，どうぞ

申しますか，そういった問題と円下取り組んでおりまし よろしくお底L、L、たします.

て，どうもこういうような恥、さらしでご迷惑をおかけし た Vいまおっしゃったように開催のH、り切につきまして

たような次第です.そんなようなことですので，も し米 は先生のお考えで，あるいは医学会総会との関係もある

年は医学会総会という慣例におきまして，東京のほうに かも知れませんが，その，点でお決めし、たピいたら結構か

近いところでどなたかおやりになっていた Vく方がござ とjぷいます.よろしくおE去し、L、たします.

いますれば，そのほうがよろしいのではないかというよ これで議題のほうは全部終わったことになりますが，

うなことも，私何人では三考えておりまして，お世話させ なにか日本手の外科学会についてのご質問なり，そのほ

ていた Yきますというか，なんと巾しますか，大変名誉な かのご発言がございましたらお~i\' 、いたします.

ことでもありますし，そういういきさつから申しまして， ご発言もないようですのでこれで閉会にいたします.
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慢性関節リウマチにおけるピ ンチ力の評価について

花井謙次

丹羽滋郎*

山路兼生

竹内宏幸

，j-~ ì~î 譲

鈴木信治

八 束満雄

三井忠ゴニ

1 
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表 2従来，慢性関節リウマチ (RA)忠者の病状，機能評

価については，関節症状，握力，歩行能力，赤沈などに

より行なわれている.今回，我々は手の機能の一部であ

るピンチ力を測定し，これと年令，椛 病 期 間，確度，

stage， class，赤沈11自，握力および指の変形との関係を調

査した.

1.7 l. 5 

2.3 2.2 

'
l

n
4

n
3
 

l年未満

1~3 年

3~5 年

5年以上

Class;cal 

De[inite 

Probatle 

Possible 

確

度

.d‘ 
1コ

期
間
病
樫

C
l
a
s
s
 

対象は名古屋市立大学病院整形外科に通院する RA患

者のうち 105名である.その内訳は男子 19名，女子 86

名である.年令は 18才から 70才にわたっており ，平

均年令は 47.5才である.アメリ カリウ 7 チ協会の分類

に従うと， classical RA  55 名， definit(' RA 36 名，

probable RA 14名である.なお possible RA は確度

とピンチ力との関係を論ずるときにのみ，調査対象に加

え，その他の項目では対象より除外した.

調査は，i崎隆位にて左右それぞれの母指，示指聞で，

それぞれの忠者にとって最も functionalな possitionで

行ない，計器には， 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. ピンチカの単位は kgとし，ピ

ンチカの比較には平均値を使った.

RA忠者のピンチカと健康者のピンチカとを比較する

と，思者鮮は正常E干の約 'Izであった(表 1). 

る ー 年令とピンチ力と~相関関係はあまりはっきりしな

い(表 2)ー

権病期間との関係をみると ，催病期間が l年未満のも

のと ，権病期間の長いもににピンチ力の低下をきたして

おり ， 犠病期間が 1~3 年のものでは，ピンチ )Jは比較

的保たれている.これは催病期間が l年未満のものでは

炎症が活動期にあるため，ピンチに際して疹痛が増強す

ると考えられ，また権病期間が長くなったものでは，筋

の廃用性萎縮や骨，関節の変化がすすんでいると考えら

れ，これらの理由でピンチカの低下をきたしているもの

と思われる こ れに反して ， 樫病期間が 1~3 年のもの

では加療により炎症の活動が軽減しており ，かっ筋の萎

縮や骨，関節の変化がし、まだ進行していないため，ピン

チカが比較的保たれているものと思われる

正常者と RA 患者とのピンチカの比t校.

(単位 kg) 

正常群

足l者群

19才以下

20~29-r 

30~39 Y 
40~49才

50~59才

60~69才

70J-以上

左

9 j 女

|左 l 右 i
5.2::tl.3 4.7::t1.2 4.0::t1.1 3.8::t1.2 

23::t1.8 2.2::t1.0 2. O::tl. 01 1.7土0.8

右

表1.

RA息必について，年令との関係をみると，ピンチ力

は 19才以下で俵も低い値を呈し，その後，年令が治す

につれて強くなり ，40才代でピークになり ，50~60 才

代でや〉低下し，70才代で再び高い値を呈す傾向であ

* M. Yazuka， Y. Sugiura， K. Yamaji， K. Hanai， T. Mi-

tsui， N. Suzuki， H. Takeuchi， S. Niwa :名古屋市立大学

整形外科.
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確度との関係をみると，class】cal，definite， probable 

の順に，ピンチ力は強くなっている なお，この調査で

は，possible RA と診断された患者についてもピンチ力

を測定し，ほゾ正常に近い値を得た.すなわち， RA と

しての病像が明怖になるに従って，ピンチ力は低下して

いる.

Classとの関係をみると ，classがす注むにつれてピン

チ力は弱くなっている.なお， class 4の RA患者は通

院できず，今回の調査対象には含まれなかった

全身状態からみた slageとの関係をみると， stagc 1 

~mにおいては stage がす〉むにつれてピンチ力は弱

くなっている. しかし， stage IVになると再び強くなる

傾向を示している.これは関節の強直による疹痛の緩和

が関与しているためと考えられる.

赤沈値は病状の活動の能移を知るための重要な指桜と

なってし、るが，この亦ttl時間他とピンチ力との関係を

みると，病状の安定したと思われる赤沈値の低いもので

はピンチ力は強く ，逆に赤沈の充進したものでは，ピン

チ力は弱い.しかし，両者の関係はあまり密接ではない.

水銀血圧計を応月lした怪力計で握力を測定したが，こ

の握力とピンチ力との関係をみると ，握力が強くなるに

従ってピンチ力も強くなっており ，握力とピンチ力との

間には密接な関係がある.

指の変形とピンチと力の関係を，母指 1.P.関節の過

伸展，示指の swanneck 変形および示指の buttonhole

変形のある 47手について調査した.指の変形のまった

くみられないものの平均が右 2.1kg，左 1.9kg である

のに対し，前記の変形のあるものでは右 1.6kg，左 1.7

kgを示した.指の変形のあるものの中では， buttonh-

ole変形のあるものが比較的高い値を呈している. しか

し，これらの間に著しい差は認められない.

RA忠者の母 ・示指間のピンチカを測定し，年令，樫

病期間，確度，class， stagc，赤沈値，握力および指の変

形との[刻述性を追求した結果，ピンチ力とこれら臨床所

見，検主成績との聞には，一定の関係があることを認め

た.また， RA患者がピンチ力の低下により日常生活に

障害をきたしていることを考え合せると ，ピンチカは

RAの病状評価のひとつの指標になり得るものと考えら

れる.

2. Rheumatoid wristの arthrography 第 1報

諸富武文 立沢喜和 堀純市 吉良貞雄第

関節リウマチにおいて乎関節はI誌も早期におかされや

すい関節の lつであるが，病1象の多様性から保存的療法，

観血的療法を決定する際，あるいは手術}j法の選択，す

すめ方に苦慮することがしばしばである そこで関節内

の'19¥部組織の変化より局所の病態をとらえる目的で，関

節リウ 7 チ忠者の手|刻i(!I造影を無選択に行なってみた結

果，多彩な変化に富んだ興味ある所見が得られた.今回

は造影手段と ，得られた各 patternについて検討を加え

たので報告する .

造影手技

関節造影にあたっては， 1え々 はX線テレビ透視下にて

25ゲージ針を用いて尺骨茎状突起直下から 76% ウログ

ラフィン 0.6~1 . Occを榛手根関節経に注入し，造影斉IJ

• T. Morotomi(教俊)，Y. Tatsuzawa， J. Hori : :京都府立医

科大学整形外科;S. Kira:松下病院盟主形外科(守口市日吉

町)

の拡散する状態を鉱察したのち，手関節の運動を行なわ

しめ，直ちに前後，側面，斜位の 3方向からの保影を行

なった.Ik々 が手関節造Z与を始めた当初は主として榛骨

下端直下から刺人を行なっていたが，尺側からの刺入に

比べ失敗することが多く ，最近は次のごとき迎山で尺側

からの刺入を胞行している.その 1つは関節リウマチで

は尺側に滑膜の肥厚，尺骨末端の背側亜脱臼などの変化

が早期にくることが多く ，刺入点が確実にとらえられ，ま

た関節腔刺入時関節包の底抗がより強く感じられること.

もう lつは速位榛尺関節艇を造影しやすいことである.

対象

関節リウマチ患者 41名， 82関節にアル トログラフィ

ーを施行し，造影に成功した 68関節を対象とした.な

お健康人 6 ~ ， 6関節造影所見を対照として比較検討し

た.関節リウマチJ皆、者の内訳は，男 12性名，女性 26

名，年令はliX:低 21.才，fc;:高 69才，アメリカリウマチ協会
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の診断基準による classicalRA 23名.definite RA 12 

名.probable RA 3名である. 38名のうち 4名はRA

因子が陰性で遣うった.

健康人の造影像 (図 I) 

前後像では濃い造影剤の陰影が榛手根関節の裂|胤平

滑な滑膜の内面，および舟状骨と尺側手線開上に拡がっ

ている関節腔を写している.また榛側と尺側に小褒が存

在している.側面像では陰影は中枢側の手板付の大部分

を被い，掌側に存在する小褒をうつしている.以上より

稜学側と尺背側に小渡が存在していることがわかった.

我々が行なった 6関節ではL、ずれも同様な所見を示し，

近後関節腔と交通している例はまったく認められなかっ

た

図 1 健康人の造影像.

関節リウマチの造影像

68関節のうち健康人の造影像を示すものはわずか 4

関節 6% であった.残りの 64関節は明らかに異なっ

た所見を示し.Ranawatらの方法を modifyして 6つ

の patternに分類することができた(図 2.3).すなわち

1 )滑以内面の凹凸波状像，関節腔の拡張像を示すもの.

2)検予椴関節腔と遠位榛尺関節l佳の連絡交通を示すも

の. 3)横手線関節腔と手根中手関節腔の連絡交通を示

すもの. 5)様子根関節腔と近後腿輸の連絡交通を示す

もの. 6)関節周囲のリンパ管像まで造影されるもの.

しかしこれらの patternが lつだけのものは少なく.68 

関節のうち 54関節は 2つ以上の patternを有していた.

さて各 patternについて検討を加えてみると，滑膜内面

の凹凸波状像，関節腔の拡張を示したものは 61関節，

90% で最も多くみられ，その程度もさまざまであった.

次に遠位検尺関節と交通を示すものは 58関節.85% で

あるが，単に連絡を示すばかりでなく ，そのうえ，間関

節の ressesussacciformeの proliferation線像を呈する

図 2 関節リウ 7 チ患者の造影像.

滑膜内面の凹凸波状像に加えて様子根関節!陸と~

位検尺関節腔，手根間関節腔，手板中手関節腔と連
絡交通している像が見られる.

図 3.関節リウ 7 チ患者の造影像.

滑』史内面の凹凸波状像に加えて，様子根関節腔と

逮位桜尺関節腔，手根間関節腔，指周筋誕腿鞘と連
絡交通している像が見られる.

ものがそのうち 30関節に認められた.次に手根間関節

と交通を示すものは 38関節.56%であった この所見

を示す例のほとんどは槙尺関節腔との交通をも有してい

た.次に手根間関節腔を通過して手根中手関節腔まで造

影剤が流出しているものは 16関節.24%であった.こ

の例のうちには中子間関節まで写し出される例もあっ

たが，母指の手根中手関節腔が造影される例はまったく

なかった 次に近接している腿鞘と交通を示したものは

わずか 7関節.10% であった.そのうち 4関節は ex-

tensor carpi ulnarisと. 3関節は 日exordigitorum と

連絡していた. この所見を示すものはすべて!日述した 2

つ以上の pattern を有していた. 次に関節周聞のリン
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パ管までi色影されたものは 11関節.16% であった. 横

手根関節の続掌側か，あるいは述位榛尺関節の背側から

出発し，岡山l蛇行しながら走行してL、た なおこの所兄

を示すものは前述の 2つ以七の patternを有していた.

考察

闘節リウマチの子供JiYiiJi!'影に|刻してはほとんど報告を

見ていなl'.我々はこのんー法が診附，治療ノ目!の決定の

一手段として利用できるか符かを知る目的で，まず|刻i'!i'J

リウ 7 チ忠者に対して無選択に試みた その後.rr;;もな

く Ranawalらの研究をみたが，衣々の研究と共通する

li，も多くあった.しかしまったく異なった所比も得られ

た このことは予関節ーリウ 7 チの多様性を物語るもので

あると思う. さて 2つ以上の pattern をイJするものは

68関節中. 54関節.79% を占め， 重症度に比例して

より多くの patternを有する傾向が認められ 2つ以上

の patternの了子在は関節リウ 7 チに診断的価値を有して

レるこ とを物語っているといえる.単純 X 線にていま

だ'丹破壊を示さない 39関節中 25関節に 2つ以上の

pallernが認められた. ことに滑肢の11'1凸波状像を伴う

速位榛尺関節への造影剤の流出像は|刻節リウ 7 チの早期

の変化を示すもにであろう， ，懐手中HI刻節!控と近筏関節お

よび股革wとの;Hii交通を形成するメカニズムならびにリ

ンパ管がiti影される意義についてはL、まだ不明である.

この手関îfí'jili);~は解説のいかんによって ， 適切な治療方

針をたてる祈助的役割として有用かつ重要なものになる

と思う.

追加 吉松(国立長野病院盤形)

政々も 78関節の rheumatoidwrist (こ対して arth-

rographyを施行して一応6型に分類した.現在この複

雑多岐な造影僚に対し hYSlo1ogica1な面よりも検討中で

ある.

3 リウマチ手の治療 第1報

一一我々の治療方針一 一

山内裕雄 鈴木弥重郎*

過去約 2年間.1え々 はかなり1'，'1紐的に，リウ 7 チヂの

子術を行なってきた. リウ 7 チのような慢性疾患に対し

ては，手rq後成績の判定に，少なくとも 3年以上の観察期

間が必2)::で ， 今後逐次 r~々のチ術成績を報告する予定で

あるが，第 l報として ，治療hilと現在までの結果を中

間報告する.

昭 44.12月末円までの予術例(土 .43拡仰IJ62手で，

VJ 5名，女 38名である.件数は表 lのごとくである.

一般的な治療方針としては ，種々の薬物.EIl学療法に

より全身的治療を行なレ ，急性症状をコントロ ーノレして

から ，必要に応じて手術適応を決定する.

体i式はなんであれ，術後できるだけ早期に自動運動を

開始し .I刻i'!ij拘縮，筋力低下を防止するようっとめるが，

それでも筋力が術riilの状態に戻るのに相当の時日を要す

る.そのため術面Iより訓練を行ない，筋力向上を計ると

同時に体w後よりのfl動練習に習熟させておく また術

前の状態の Ik~録のため . =TI-;l奇はかつて Swansonらとと

本 Y.Yamauchi (助教授):順天:立大学猿形外科 ;Y.Suzuki: 

中伊豆温泉病院整形外科(J'1i'岡県田方郡中伊豆町)

指関節tF'tJ民tJJ除術

子関節trrJ民切l徐術

表1.

(うち尺'l'r端切除を行なったもの

指関節形成術

(うち Vainio法

Si1astic imp1anl 

指関節I!'.i定術

(IIlm!1鍵滑脱切除術

指向1筋臆自然断裂再建術

屈筋艇滑膜切除体J

(合弾~指腿鞠切日目)

U1nar drift形成術

Swan-neck変形形成術

Bullon-ho1e変形形成術

母指内転変形形成術 (Matev)

肘関節滑脱切除術

(うち機付小舟i切除を行なったもの

肘関節授動術

64 関節

25 

21 

34 

4 

20 

18 

20 凪E

16 指

24 腿

19 手-

13 指

7 

10 関節

9 
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図1.P.I.P 関節滑膜除去術.

図 2.Ulnar drift示~小指の M.P.関節に Silasticimplantを使用，母指 M.P.関節は固定した
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もに.evaluation chartを作ったが，現在はこれを日本

式に改めたものを用いている.

術前，術後の訓練，評価などのため， 良き PT，OT 

の協力が不可欠であり ，手術成績を向上させるのは単に

術者のみでなく ，これらノfラメディ カノレの人々とのチー

ム ・ワークによるものであることを強調したい.

手術時期については ， 早期滑~切除術が惟焚されてい

るが，政々の症例は，残念ながらすでにその時期をすぎ，

X線変化も 出現し， 変形が起こっているのが大部分であ

る.

滑~切除を行なった指関節のうち. 46が M.P 関節，

18が P.I. P 関節である M.P.関節の場合，ごく初

期をのぞいては，関節包と滑肢を分自iEすることが困難で

あるので，実際には capsulosynovectomyとなる この

際，側副制'ilf起始部に計'H英増殖が苫l児なことが多いので，

この部の平Ilit'fには特に留芯、する.

P. 1. P 関節は背側より centralslipと lateralband 

の聞からはいるが，この却の腫脹を放置すると ，関節の

余裕が少なし仲反機織を破域し，ボタン火変形を起こ

しやすいので早期滑膜切除が重安である.

これら滑脱切除術後は，特に固定をせず，約 l週間で

白動運動を開始するが，現在までのところ 2例に1車販の

再発をみた以外は11副長.ffj討の点で有0Jであり ，破峻の

進行をたとえー11与 J~]であるにしろ遅延させ得ると思って

いる.

子供Jilliでは，関節展開が容易となるためと I!'.II付凶外域

の改善のため，多くに尺骨末端切除術を行なっているが，

これにより後年起こるとし、われる子板の尺側移動は，い

まのところ起こっていない

指関節形成術は ulnardriftなどの諸変形の形成とい

う怠味もあり手技上問題が多いが.1え々 は.Swansonの

Silastic implantを 20関節に月I~、た. これは Dow

Corning社製のシリコンラノイーによる ，弾性をもった一

体構造のもので，この点 Flattらの金属関節とは異なっ

ている 20関節中， 19は M.P.I刻節で，別の:U=12の

ものを母指C.M. 関節に l例用いた. 適応としては，

いまのところ高度の関節変形のあるもの，特に学側l脱臼

の皆しいものに限定 している.現在までのところ 1関

節に術後，前h(!:lJJiiEが起こり ，再手術をしたが，それを除_U

けば関節のアライメン卜，可動性の点でほ V満足すべき

結果であり ，¥'ainio法. Fowlel訟を行なったものより

良好である.問題は implantの寿命であり ， これにつ

いては今後報告する予定である.

指関節固定はr-J指では i¥L P 関節の破.rMが tl'~度で側

方安定性が失われた場合や，著しい duckneck変形に行

なう.この関節は正常でも可動範囲は少なく. pinchの

際の安定性が重要であるので，形成術よりは固定術のほ

うが機能は改善される.1. P 関節ーが良好ならば，M.P. 

関節を{I[I反位に固定することによりバランスが変化して，

duckneck 変形が矯正され.rip-pinchが可能となる.

母指 1.P.関節も安定性向上のため固定する場合がある

が，骨移他を加えるとよいー P. 1. P 関節固定は高度の

ボタン穴変形に 3手行なったが，この際問定屈曲角度が

少ないと， 1¥1. P 関節や，母指の C.M.関節の動きが

悪い場合細かし、動作が困難である症例があり ，この問山

角度決定には注怠を要する.

指仲筋)拠1'1然附裂再建術は 6手， 16抱に行なった

尺'Il神経末端切除，腿および子関節の滑膜切除を行なっ

たのちl溌移行，または腿移Mをするが，大!側予根{中筋を

力i以とした 2予では，腿すI動距離が少なし、のと ，縫合奇[l

が病mに近いためとで結果は思わしくない，一万，腿移

柏では良結果がj;j.られた.

スワンネック変形形成術 13指では，Littlerの l11tJIJ1SIC 

reieaseはごく初期のもの以外は無効で，P. 1. P.関節掌

側の皮!出切除も 2例に行なったが，約 4ヵ月で再発した.

結局一昏確実なβ法は. Swansonの sublimistcnodcsis 

と思われる.

Ulnar drift は大きな問題であり ，各種の術式を併用

しているが，固有4、指{rlr筋l健移行は効果的であるが，示

指のみが強く矯正されやすく ，また移行部に注ぶしても ，

示指の完全仲反が不全になりやすいとし、う難点があるー

さらに初期のもの以外には関節自体の変形があるため，

軟部組織のみの手術では限界があり ，関節形成術を加え

ねばならないことが多い. こういう例にも Sil明 ticim-

plantの応えがあり用L、ている これらの手術後には特

別な dynamicsp lint を 月J~ 、て ， 尺側屈11 1.1を防止しつつ ，

早期に自動巡動を開始する.

以上，抜々の治療力ι十の概p:を述べたが，リウ 7 チチ

の手術は今後もっと盛んに行なわれるべきであり，リウ

7 チ忠おに lつの希望を与えるものと思う .

質 問 諸橋(鈎附市立荘内病院)

1) 私たちも術!日H.去の機能訓練の重要なことを特に強

調したい しかし 2. 3ヵ月後に再び拘紡のくるものも

ある これの防止法に良いものがあったら教えていた正

き t..:~ ， 

2) 腿の子術などの場合，変形矯.tE側に対する情抗JNl!

の拘朝日(たとえばボタンホーノレ変形に対する sublimus)
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の処置法

3) すでに abnormalpatternができて ADLので

まる忠者に手術をやっただけの効果があるか

小川(関西医大整形)

M.P.および P.I. P.関節の synovectomyに際して

は背側のみを切除しておられるように聞いたが掌側の処

置は ?

赤堀(岡山川崎病院整形)

手関節滑膜切除について

1) 遠位楼尺関節に変化のない場合の尺骨末端切除を

行なう場合は~るか

2) 早期症例で関節包，籾帯が比較的正常な場合はこ

れらの組織を温存するのか . この場合 2~3 年後に軽い

炎症症状を再然した経験はなし、か

答 山内

諸橋先生に 1)術後機能訓練はなるべく早期に行な

うことが重要であり，自動運動を主体とするが，注意す

べきことは変形を再発させるような力は十分関節周囲組

織が再生してから徐々に加えるべきで，たとえば ulnar

driftの術後には ，power pinch， power gripは，ゐま

り早期には行なわないよう注意する. 2)ボタン穴変形

はむずかしい問題で，他動的矯正可能なものには safty-
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pin splintや， central slipの advancernent でよくな

った症例もあるが，日xedなものには，関節形成術か，

固定術を行なっている. 3)患者自身の手術に対する評

価，徐々の functionaladaptationの問題に対しては，

適応を選び，十分なる術後機能訓練によ って正常に近い

機能パターンに改善できる可能性があり， adaptationが

あるからといって ，手術の必要がないとは思わない.患

者自身の評価については，今後十分検討する予定であ

る.

小川先生に :M.P.も P.1. P.関節も背側から はい

るが，背側のみの滑~切除のみならず，側方， 掌側と も

十分に郭清するようつとめている

赤堀先生に .子関節の滑j換除去の際，尺骨末端を切除

したのがほとんどであるが，中には骨関節が比較的おか

されていない場合は残したものがある.この際，榛尺靭

帯がゆるいと:迄側脱臼を起こすので，長掌筋腿で形成を

行なった.このあとそのためによる障害11:l、まだ起こっ

ていない.一般に関節包は分離できないことが多くー諸

に摘出する.

津下先生に :Implantを入れる際， M.P.関節で榛側

副紘I帯に尊重し，残せれば残し，そのま〉 残せなければ，

起始部ではずして近位に移動させるよ うにしている.

4.指関節の SynovectomyK関する 2，3の考察

森 益太 小川亮恵 中多紀彦 武林真仁*

慢性関節リウ 7 チに対する synovectomy の有用性が

一般に認められるに伴レ， M. P.， P. 1. P.関節に対して

も局所の消炎除痛とともに変形の予防の目的で synove-

ctomyが広く行なわれつつある.今回は我々の手指にお

ける synovectomy の経験に基づき主として本子術のあ

り方について検討を加えたい

我々の手術経験

昭 32年以来 M.P.関節 17関節， P. 1. P 関節 14関

節計 31関節に対して synovectomyを行なった. この

うち synovitisのみで変形を伴わない例には synove-

ctomyのみを行ない， ulnar driftを伴う例には M.P

事 M.Mori(教授)，R.Ogawa， N. N akata， S. Takebayashi 

:関西医科大学整形外科.

表1. M. P.関節の滑膜切除術.

手術内容

滑~切除のみ

滑膜切除 ・伸筋腿の reJocation

滑膜切除 ・{巾筋腫sの relocationおよび
in trinsic transfer 

l件 数

8 

3 

4 

滑腹切l徐 ・flll筋腿の relocation la teral 
bandの tenodesis

2 

計 17 

の synovectomyといわゆる relocation手術を施し，必

要に応じて intrinsictransferを追加し swan-neck変

形に対しては M. P. の synovectomy と同時に la~ eral
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手

?骨膜切除のみ

滑!以tJJ除 と lateralbandの tenoplasty
(Flatt) 

12 

2 

旦一王子ロ 14 

bandの tcnodesisを行なっている(表 1). P. 1. P 関

節でも mobilebutton hole変形に対しては synovecto-

myと同H寺に Flattの la teral ba nd の side to 剖de

sutureを加えている(表 2) 

手術法について

このように M.P.および P.1. P.関節の synovectomy

は R八 の炎症期における子指の各施手術の骸心を成し

ている.さて M.P.の synovectomyにs(:Jしては Stra-

uト，Linschcid， Curtis， Marmorおよびi"lt.下款俊などの

報告があるが術式および切除範聞が多少%なり Mar-

morおよびrlt下教授らは背側の全府切除，Linscheiclは

内層のみの synovectomy，Strauhは collaleralligam-

entを，Curlisの collateralligamcnl の起始部を'斤片

とともに 一時的に遊離せしめ関節を脱下|せしめて IOlεl

synoveclomyを行なっているが，C'urtisは整復i時に'内'片

を籾'Hrとともに小さなピンを芹jl、てlil1，i:1i'eまたは ccrr-

ected positionに固定している

1北々も i泣近までは M.P の背側切W~切閉または椀切

I31Jを川い expansionhoodを extensorlcndon の検

側でIJljき dorsalcapsuleの全層の全摘を行なってL、た

が， X *J~的に col l ateral ligament の起始部および

metacarpalheadの掌側に erosion を認める例に遭遇し

total synovectomyを行なうに至った.すなわち dcrsal

synovectomyを行なった後，ー側の collateralligament 

と volarplaleの一部を切離し指を側四あるいは掌庄せ

しめて volarcomparlmentおよび collaleralligament 

の下l悼の滑脱肉牙を全摘し，全摘l後切雌せる collater21

ligamentを縫合し ，hoodを必要に応じて縫紡している

か〉る total syncveclomy の是非については只論のあ

るところであろうが，我々の経駿によれば背側のみなら

ず掌側および collateralligarr.ent の ffjにもげしい滑

膜肉芽の地生をみる例が少なくなく ，vclar cc陀 part陀 cnt

の肉穿の地生が M.P. における基t納付の吹側l脱円およ

び伸展制限の原因となる ものと考えられるのみでなく

(関 1)， total synoveclcmy後の機能改善状況はあらか

じめ予測[Jしたより以上のものがあるので予防外科ないし

消炎外科の見地からは totalsyncvectomvが dorsalsy-

G二ミ♀-ー吋川

二q

Gミ豆二三ミ
図1.Volar compartment内の滑朕肉芳と'>;t側亜脱

臼および関節拘縮との関係

novectomylこ比しすぐれているとの印象を受けている.し

かしこの際掌側の synovectomy を行なう ιとめには|刻hi)

を jよく展開する必要があり ， 一側の co ll a ter~ 1 ligament 

のみならず volarplate まで広く切聞を~するので ， そ

の切聞の程度，collateral ligamentの短縮縫合の安否，

さらに K-wire固定の nI否，必要であればその J別 間 等

につレても今後検討の余地が浅されているものと忠われ

る

p， 1. P. I対節にl民lしても Flatt，Vainio らは背側弧状

皮切， rlt下は償切聞にて背側のみの synovecromyを行

ない， :rJi:々 もこれに準じたんー法で一応満足していたが，

1967年 Lipscombの midlateralの皮切でー側のcoll-

a ter~ 1 ligamcntを切縦して関節を側方に脱E.Iせしめ

て totalsynoveclomy を行なう方法の禿次に按し， こ

れを追試したがちょうどと述の M，P，関節と同様の所

見が得られ p，L P 関節においても予防外科，m炎外科

の見地からはやはり lotalsynovectomyがすぐれている

との印象が拭い切れないのである.た ピし Lipscombi.去

の追試で感じたことは synovectomy と同時に butlon

hole変形に対する Flattの tenoplastyを行なうために

はや h掌側にずらせた背側凱状皮切が好ましく ，この際

ーたん central~ Iip と両側の coll ateral b:lIldの問から

dorsal synovectomyを capsulectomy の形式で行なっ

た後に collateralligamentおよび volal' platc の一部

を切離して脱円せしめる方法を現在我々は探別してい

る.
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考察

以上のごとく指の synovectomy に関しても諸家それ

ぞれに手術法ならびに滑膜の摘出飽凶が異なり一概に諸

家によって用いられている M.P.または P.1. P. joint 

の synovectomy なる用語の中にはこれを仔細に検討す

るとその技術的な細部については大きな相具が認められ

る.そしてその相異によって手術成績も著しく異なると

考えざるを得ない.換言すれば，我々の現在の見解では

M. P.， P. 1. P 等の synovectomyもいまだ術式的に未

完成の域にと Yまっており， 1つの完成された術式への

発展の途上にあるとし、L、得ると思われる

そして最近その必要性が認められつ〉ある Flatt，

Swansonらの silicon rubber prosthetic replacement 

も現在上述のごとく文字どおり発展途上にある synov-

ectomyが技術的に完成した時点で初めてその正しい手

術適応範聞が定まるのではなかろうかと考えている.そ

の意味では小関節ながら P.I. P.および M.P.の sy-

novectomyの手術手技と手術適応の問題は重大な問題

を含んでおり ，この点に関して孜々は我々なりに臨床的

研究を継続したL、が，上述したこ.とく現時点においては

多くの症例において dorsalsynovectomyに比べて解剖

学的な totalsynovectomyがすぐれており，この見解に

沿って今後よりよき totalsynovectomyの術式とその正

しい適応解明への努力を払いたく考える.

結語

以上，我々の経数を中心として M.P.および P.1. P. 

関節の synovectomyについて述べ total synovectomy 

の有用性を強調し，併せて本手術のあり方に対して考察

を加えた.

発言 rlt下(広大整形)

M.P 関節の synovectomyの際 dorsalのみならず

vo!arのものも切除することは望ましいことであるが，

か〉る部位の synovItisが強い際にはしばしば 日exor

t ~ndon の synovitis が著明でこれと同時に切除するこ

とも考えてよい.

P. r. P.関節のsynovectomyの際 Lipscombは coll-

ateral lig.を切縦して totalsynovectomyを行なってい

るが，これについては術後の固定性につき問題もあるの

ではなかろうか

田島(新大整形)

1) Synovectomyは実際には capsulosynovectomy

であることが大部分だが capsuleを除去することと関

節開怖を切除することは非常な差があり ，後者は|刻i'!i'iの

安定性のためにできるだけ残さねばならないと考える.

2) M. P.関節の resectionarthroplastyの方法とし

て Vainio 法や Flatt 法に比べ Tupper法が関節の

stability再建にすぐれていると思う

追加 森

Total synovectomyの手術方法に関して津下教授から

指摘があったが，その際 lateralbandを Lipscombの

原法では切除しない.我々の方法でも同級である.また，

これらの total synovectomy も我々は当初はきわめて

否定的な立場をとっていたが，演者の示したようにやむ

なく開始して，それが予想外に好ましいものであること

を知り ，今回術式の改善を P.1. P.関節で提唱したもの

である ご追試いた Vければ幸いである.

答 小川

津下教授の発言に対して :1) Lipscombの方法を用

いて関節を展開することに対しては確かに心理的な底抗

を党える. しかし我々の経験では，比較的短期間の [01-

wo upではあるが，こ の方法による totalsynovectomy 

の成績ははなはだ良好で現在特に本術式によると忠われ

る陣苫を認めていない.

術後の成績，ことに可動性を良好ならしめるためには

術後可及的早期に臼動運動を開始せしめるべきであり ，

我々は I.ipscombが行なっているような K-wIreによ

る固定は行なっていない.

2) AexOlの lenosvnovitis も3平細に検査すればかな

り存在するものと考えられ，我々も Aexorの tenosyno

veclcmyの経験を有している.

症例がまとまれば機会を得て報告しf.::.l、 Tenosyno-

vectomvと jOll1tの synovectomy とを同時に行なった

経験がないので，その際の volarplate除去の可否につ

いてはし、かんともし叫、がたい.
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5 関節リウマチの M.P.].尺側偏位の病因に関する考察

光安元夫 松崎昭夫

慢性関節リウ 7 チによる手指変形のうち M.P.関節で

認められる尺側偏f立は，しばしば経験する変形の lつで

ある現在までに e，山

の協同作凡lで行なわれる複雑な手の機能を考慮、して種々

の発生機転が発表されている. しかし，手関節肢伎と尺

側儒位との関連は，1965年 に Milloryが治療商より ，

1968年に Shapiroが臨床経過より子関節様屈の重要性

を述べているにすぎない.著者は，手関節検屈位拘縮と

尺側偏位との関連をj制旨屈筋に発生する張)Jで説明を試

みたので報告する

慢性関節リウマチにおける M.P. 関節支持能力の変

化

滑膜の増納，関節液の貯留による拡張と病的滑脱の進

入により， coll. ligをはじめとする M.P.関節支持組

織の機能は符しく隙7与される また vagin::tllig.もか

かる変化に滑膜性腿鞘の病変が加味され，屈筋艇の保持

能力の低下を起こしている.

慢性関節リウマチ症例の検討

子供.Jifr'iJ伎位および M.P 関節約変の程度が M.P.関

節尺側偏イ立に及ぼす影響を classicalrheumatoid a寸h-

ritisの下liil後X線像で検討した.今回調査した症例は，

右 卵 子，左 68手である. このうち M.P 関節の尺

側偏{立をイ宇った症例は，右 28子，左 11予である.手

関節!山立と M.P 尺側偏伎との関連をみると ， 梼屈位

折~紛の有 28 手中 24 子に ， 左 18 手中 9 子に尺側偏位

の合併があった.子供l節正中位，またはF;:厄Ifi'L拘縮の右

70手では 4子に，左 51手中では 2手に尺側偏位の合

併をみるにすぎない M.P.関節の病変の進展状況と骨

変化を指標とすると，骨破壊が認められる右 35手中 20

手に，左 24手中 9手に尺側偏伎が伴われているが，骨

萎縮のみを示す例では，右 30手中 3手に尺側偏位の合

併をみるが左 23手には l例も尺側偏伏の合併がなかっ

た.以 kの検討より， M.P.関節の病変の進展状況と子

関節様凪が尺側偏位の成因として重要であることが推測

される. 病変の進展は M.P.関節の支持機能の低下を

きたすが，子関節機屈位拘縮は初発した尺側偏位に続発

• M. Mitsuyasu， A. Matsuzaki， M. Morooka， A. Kobaya-

shi:九州大学受形外科.

渚 |尚正明 小中l 日 本
日日

した合目的変形ではなし、かとの疑問がわく .これに対し

ては，著者は l年前のX線像で子関節i検屈位拘縮を起こ

し，その後に M.P.関節での尺側偏イ立を起こしてきた症

例を経験している また，尺側偏位を伴う症例では M.

P 関節の vollarluxationを伴う場合もあるが， M.P. 

関節届出Js寺に指の supll1atlOn運動が観察できる.

深指屈筋作働時の力学的解析

円常勤作の l例として pinch を行なうときに，深指

肌筋に発生する力を M.P.， P. 1. P.， D.I. P.関節が関

節文持組織 inrrinsicmuscle， long extensorの働きで

ある程度固定されているとして，深指屈筋艇の摩僚をゼ

ロとし，さらに腿間結合を出正視すると ，指尖でPの力を

婆する pinchを行なわすと ，図 1のごときjJ成分が深

指川筋に発生する.これらの力によるモーメントによる

釣合を考えると， F=nl 14P の式で理論
212 cosα+Lll cos s-13 

的には求められる.この例では，指尖で要する力の 2.5

113'の力が深指町筋中に発生することが必要となる 一方，

手関節検屈が起こると，屈筋!雌は様側1"1の屈fJHt;，起こる

この屈曲角を 2aとすれば，屈筋中に Fの力が発生して

いると， 手i民JM部で 2F cos の transverse forceが生

ずる.こ訟で下線管榛側の保持力が残り，この力に十分

対応できると深指屈筋の榛側凹の屈山は残存し，その結

Fl=2FLl C05 s 
F，=2FLz C05α 
PL，=-FL3 + F匂cosa + 2FL，co s 

F= ~ . L~): 
-2L， 05α+ 2L1cos s -L3 

図1.
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a b. 

果として屈筋の延長が起こる 延長された胞筋中には，

余分の張力が発生する リウ 7 チ病変により ，正常の保

持機能を失っている M.P関節の coJI.lig や vaginaJ

lig.は屈筋腿を生理的位置に保持し得なくなり，屈筋腿

の尺側偏イ立が vaginaJJig.内で起こる この関係は新鮮

切断肢で深指屈筋の中央に金属7 ークをつけて met2

carpoglenoidal. Jig.を両側とも切りはなし， voJar pJate 

の背側よりの固定をとった状態で深指屈筋を牽引して ，

手関節肢位を変化さすと，手関節穣屈位で深指屈筋l肢の

尺側転位が起こるのが証明される.このように，屈筋艇

がM.P 関節で A より Bに転位すると ， 図 2 のよ

うに深指屈筋作働蒋に屈筋中に発生する力 Fは，指屈曲

とともに指の尺側偏位と supination を起こすモーメン

トを発生する このモーメン卜は FJsinaで表わされ

る.このように手関節榛屈位での日常の手の動作で周筋

中に発生した張力によって ，屈筋艇の尺側転位が M.P. 

関節レベノレで起こり ，これがリウ 7 チ病変を受けた M.

P 関節支持機構に働き，尺側偏イ立の原因となると考え

る.

考察ならびにむすび

リウ 7 チ島、者の手X線像より，著者は M.P.関節の病

変の状況と手関節榛屈位拘縮が，尺側偏位発生に重要で

ある ことを知った.さらに多くの人の利き手と考えられ

る右側は左側に比べ高率に尺側偏位の発生をみた.以上

のことを日常勤作で重要であって ，しかも強力な力を発

揮し得る深指屈筋の筋力をもととして力手的解析を行な

図 2.

M=FL sinα 

c. 

った.その結果初発せる M.P.関節の病変による破壊に

手関節榛屈位拘縮が加味され，屈筋中に張力の増加が起

こる .こ の張力が，屈筋腿の M.P.レベルでの尺側転位

を生みだし，屈筋作働時に筋内に発生した張力が指の尺

側備位および supinationを生ずる モー メントとして作

用する.この力が M.P.関節の coJI.Jigをはじめとする

支持機構の能力をうわまわると ，指の尺側偏イ立が発生す

ると考える.子関節検屈位拘絡の発生は ，Lanzの検討

のごとき，手関節榛屈筋，尺屈筋の力関係の差によるも

のか，子関節で屈筋作働時に屈筋中に発生する前述の

transverse forceが lig.coJI. uJnare をはじめとする手

関節尺側の保持能力をうわまわる ことによるのかは即断

できない. しかし，リウ 7 チM.P.関節の尺側偏位発生

防止のためにも ，子関節榛屈位拘縮の防止をおろそかに

してはならないと考える.さらに尺側偏位の治療になん

らかの手段による voJarplateの背側よりの固定法の検

討も重要である.

発 言 田島(新大整形)

Vhistの radiaJdiv.と ulnardriftが合併する事実

は Vainioら多数の検討により確かと思うが，その

mcchanism はむずかしいと思う.第 Iの疑問は F.D蜘

P.の tonusの高まることが原因なら，まず緊張を低く

するため指関節が屈曲してくるはずではなかろうか?

一方，M.P 関節iそのものの解剖的関係や骨問筋の緊張

上昇も要因となるのではなかろうか
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答 光安

田島氏の発言に対して

1) M. P.の ulnardrift の成因に intrin~ic の 仏clor

は重要であると考えられる しかし，下関節榛屈位で多

くの M.P.の unardriftの合併をみる事実は intrinsic

な factolをぬきには説明できない. そこで，仕'Ji時に

多くの力の発生が起こる深指厄l筋の筋力に病因をもとめ

た. しかも，榛屈位で ， より多くの力が深指屈筋作似~I侍

に発生する ことが，力学的には考えられるので私たちの

般論を発表したわけである.

発言 児玉(附大整形)

Early synovectonwについて ，最近英米では委員会で

その適応を決め，第 3者が followupする試みがすすめ

られている わが国でも RAの治療については確立し

t-:.. organisationカ2ほしL、

6 手指運動筋の筋電図学的研究 第3報

佐藤孝三

峰岸孝年

佐野 精 司

安藤和彦

佐々木章

香取勲

森脇靖博

山田英 i羊

柴野紘一 三瓶晴雄 菅原紫明*

我々は前回 ， 示指に直接の付J~ーをイT しない前腕筋 1 2

筋の活動動態を比較検討してみた結呆，主としてより近

位の関節， いわゆる keyjointの stabilization に関与

していると思われる筋群にも明らかな経時的差違を認め

た すなわち運動の最初から関ftするものと，その運動

の後半に関与する筋群があることを必め，また一部の筋

には従来の解制学成古に記，1売のない作用を認めている

ひき続き今回は手指(示指)の運動時における，こと

に synerg削 の活動動態を比較検討するため，次のよう

な実験を行なったので第 3報として報告する.

被検者として正常男子 9名の利き腕を使用し，筋内埋

入型電極として直径 0.07mmの polyurethanecoaling 

した Copperwireを月J¥'、た.

被検筋として長母指伸筋，小指f中筋，長母J旨回筋，畏

母指外転筋，小指深指周筋，榛側手根届筋，IIJ凹内筋，

回外筋，上腕二頭筋，三角筋， (首相筋など，さらに示指

に付着する指仲筋および深指屈筋を指標として選んだ

被検運動は11す関節約 1300 厨曲位の !III腕囲内，回外，

中間伎において示指の伸展，1. P.， M. Pの屈曲，外転，

内転，各種の pinchおよび gnpなどである.

なお負荷は各運動のパターンによって straingauge 

を装着した grip meter， tension transducer， pinch 

transducerを使用し，負荷の程度を同一画面上に同期さ

率K.Sato(教授)，S. sano(講師)， A. Sasaki， Y. Moriwaki， 

T. Minegishi， I<. Ando， K. Katori，トI.Yamada， G. Shi-

bano， H. Sanbe， L. Sugahara 日本大学整形外科.

-11:1-、こ

実験成績を要約すると ，かような手指辺動H寺における

作筋の synerglsm はノfターンから ，

a)肢位により差があるが負荷の有無に関係なく作動

するもの ， h) J伎1立により差があるが負荷のあるときの

み作動するもの ， c) どの肢位においても負荷の有無に

関係なく作動するもの， d ~ どの肢{Îl.においても負荷が

あるときのみ作動するもの

の 4つに分けられる すなわち

a) riil腕団内位で restposlllon より示指を外転した場

合 ， 機似UJ三.fIl!.屈筋は無 f~何では述動開始後， 指仲筋に:.!ï

れて作動し経時差が認められた 負荷を加えると運動開

始より也ちに放電活動を開始する しかし中間位では無

f~ 何の場合に放電活動を認めるものの，負荷を加えると

消失する 回外位のときはね荷の有無にか〉わらず放1E

活動は託、められない すなわち技位により差があり ，U

併に関係なく作動する筋である. このグループに属する

ものは，円囲内筋の国内f立で，示指を内外転した場合に

みられる .

b)上腕二頭筋はliiI腕中間位， 回外位で tippinchを

行なうと活発な放屯活動を認めるが，田内位では認めら

れない また示指屈曲の場合無負荷ではどの肢位におい

ても放屯活動がみられないが，負荷を加えると回外位の

みに放電活動が認められる このことは上腕二頭筋が肢

位により作動し，さらに負荷によって作動するものであ

ることを示している
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lM… Flexion. extension adb 
add. pinch 

Flexion. extension 

|ω， exte山 pinch

Pinch 

Extension 

Flexion， extension adb 
pinch 

lEmmon 
Flexion， extension 

Flexion， extension adb. 
add， pinch 

Muscle 

Ext. dig. (2nd.) 

F.xt. dig. (5th.) 

Ext. poll. long. 

|Flex dIg (2nd) 

Flex. dig. (5th.) 

I Adb. poll. 1叫

Flex. carp. rad 

1:…teres 
Supinator 

Active 

in all position 
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表 3

vVith load ¥Vithout I02.d 
d) 

S 

+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

r P 5 I P 

Muscle Motion 

Ext. & f1ex. dig. (5th.) Pinch 

lFlex内 向 1 Flcxion 

Flex. poll. long. Flexion 

Pronator teres Pinch 

|Flex carpMPinch  

Biceps Extension 

Abduction 

Active 

in all po引 tlOn



858 巻 21・号 II 整形外科 1970年 10月

c)回外筋がどの肢位でも，釘荷の有無にか〉わらず

活発な放電活動が認められた.また示指仲筋のすべての

運動に，長母指仲筋の屈曲，仲展， tip pinchに，小指

仲筋， 円団内筋の屈EI:Iー]， 伸展に，示指深指周筋の tJp

pinchに，そのほか，小指の深指胞筋，榛側手根屈筋の仲

展に際しても同様に，このパタ ーンを示した.

d)示指深指屈筋の屈曲の場合， どの肢位においても

無負荷のときは放電活動がみられないが，負荷を加える

と運動開始とともに活発な放屯活動が認められる.その

ほか，小J旨f中筋，小指のj菜指屈筋，円囲内筋，筏側手様

屈筋の tippinchに，長母指屈筋の屈曲に，上腕二頭筋

の伸展および外転に際しても，このパタ ーンを示した

むすび

Synergistを運動極類と肢{立の種類および負荷の有無

により協調動態が災なることを示めたことから，そのパ

ターンにより 4つのグノレープに分け検討してみた(表 I

~ 3 ). 

この際，検索した範囲では浅層筋と深層筋の聞には特

に差はなく ，むしろ隣接筋，遠隔筋との聞に差が認めら

れた. すなわち肢位により差があるが，負荷の有無に関

係なく作動する. a)グノレープと ，どの肢位においても負

荷の有無に関係なく作動する c)グループでは前腕筋群

が，J皮位により差があるが，負荷のあるときのみ作動す

るb)グループでは上腕筋詳が，どの肢位においても負

荷があるときのみ作動するd)グノレープには前腕筋群およ

び上腕筋群が属していることが認められた

かように身体における関節運動のコントロ ールは，い

くつかの主作動による単純な収縮によるものではなく ，

筋群の問の組み合わさった相互作用であるとし、う協調の

実態を再確認した.

7 人間の手関節機能分析

一一サーボ分析的研究から一一

森点近見ホ

ヒトの手関節機能分析のために工学方函で採用されて

いるサーボ分析を応用した.ヒトの系への応用の妥当性

は生体がいわゆるたcdbackcontrol systemを有するこ

とが明らかになり多くの学者によって証明された 指機

能の巧綴性は手関節，肘関節，肩関節の特性によって決

定されるとの観点から， 1968年著者は肘関節の屈{'I'協
同運動に対するサーボ分析を行ない，その数，、戸的表現を

行なうとともに 2，3の神経麻鮮について比較検討を行

なった. 1948年 Wien巴rによってサイバネティックス

が提唱されて以来，ヒ卜の協周辺!政局の数学的表現が多

くなされた しかし実験方法，適用の相異により意見の

一致をみていない.そこで現段階ではむしろ正常例の正

確な数学的な表現よりも，同一手法で正常例および疾忠

例から数学的表現を得，両者を比較検討し，その相異を

エレクトロニクス的にぷ現することに怠泌があると考え

る.

実験対象は正常健康男子 9例，上腕神経is麻痔 l例，

類髄h負傷 l例，変形性類推症 l例である.実験装置は制

御対象，操作部，指示装置からなり ，操作部は手関節と

• C. Morisada :長崎大学受形外科.

それに装着ーた し沼気角度計，指示装置はブラウン管オシ

ロスコ ープである.フラウン管面上の輝点は手関節の底

{rl'運動20で上，下おのおの 20mm移動する.

実験方法および結果

本実験に用いた方法は rrcquencyresponce experim-

entである.指示装置のフラウン管面上を正弦波的に動

く輝点がある.検者は被検者にこの輝点を子関節の運動

で制御できる他の輝点で追跡するように命ずる 被検者

はできるだけ疋縫に追跡動作を行なう.この両現象を同

時記録し，これより入力および出力(手関節の運動)の

正弦波をとりあげ，入 ・出力問の振巾比，位相の変化か

らボー ト線|支|を作成する.この周波数応答は線性部分の

みしか応用できず，ヒトの系は ocpsから 10cpsまで

が線性と考えられているので 0.06cpsから 4cpsの周

波数域で行なった.ヒトに対する分析}j法には飯田が述

べているように predictableinput と unpredictahle

mputの 2つの方法があるが本実験では前者のみを行な

った. なおヒトの pre-dictableinputに対する応答には

lransient responseと sleadyresρonse とがあると考え

られている.今回は前者を中心に検討した. 図 1a， b 
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図 2.Nyquist diagram of normal subiects 

(f=2.0 fo=l.l). 

O' 

は正常例のボー ド線図で，実線は言十ilWi直の平均から得た

曲線，実点は 9症例の各周波数に対する計測{直をプロッ

トしたもの，破線は平均曲線をアナログ演算素子でもっ

て一定の parameterで模擬した曲線である. この曲線

の上にヒトからの計測値が乗っている ことがわかる.そ

こで ヒトの特性はこの模擬直路とほ Y同じであると考え

られる. 図 1aの利得曲線より system gainは 1.0[0 

db]，漸近法により折点周波数 1.20cpsが算出された.

したがって時定数は 0.13cpsとなる.それより高い周

波数では ー1slopeを成している. 系を周波数解析する

ときむだ時間要素にぶつかる.これはループの伝達遅れ

によるもので記号 し で表わされる.これは位相曲線か

らも得られる.すなわち全位相ずれの角度=最少位相ず
3600 、れ+EEL，ω，こ〉で最少lli:相ずれというのは l/(TS+!)

の形の遅れによる位相ずれである.右辺の最後の項は非

段小位相ずれといわれ，伝達遅れ L によるものである.

上記式を適用して正常例の L を計算すると 0.12sec 

を得た.これらの値よりヒトの子関節の屈伸協同運動に

対するいわゆる伝達函数として， FI (S)=O.I . e/-O.12S/ 

(1+0 13S)ー(1)を得る. 1)式中の Sは複素数運算子であ

る.この函数が手関節の挙動をすべて表現している.図

2は正常例のナイキスト線図である.この線図よ りヒ卜

の系の安定度を判別することができる これは各周波数

の入力に対して出力を得，これより 算出した利得，位相

差を複素平面にプロッ卜したものである この軌跡が

critical pointを左手にみれば安定であ り， さらに real

aXlSをこの軌跡が切る点が原点に近ければ近いほど安定

である.実線は 9{7IJの平均の軌跡であり ，破線は模擬回

路の軌跡であり，両者は 1.0cps利得 0.70，位相差 別。

までよく相似している しかし両者とも realaxisを切

る点は critical!Jointと原点の間にありヒトは安定な系

といえる.上腕神経叢不全麻癖例の利得，位相差曲線よ

り svstemgain 1.0 time constant 0.26 sec 折点周波数

0.6 cpsこれより 高い周波数でーIslopeをなす.伝達遅
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表1. Transfer function of normal subjects. 

a 

1.0 
FI(8)=一一 一.p-0.128. ・・・・・・目・・・・・ ・・・・・・・・・(1)

1 +0. 14S 

b 

S: Complex operator 

0.14 sec (A vera耳d time constant 

0.12 sec (Average) time lag 

F? ， ~，= 1.0ρ  円 。-0.728'2(8) ← ・，.，
v， 1 +0. 26 S 

F，， ~ ， = . 0.96ρ  円 n-0，12S
3( 8 ) ー l 十0~23S ・ y

FA(~， = . 1.09ρ  " のー0.20S
4(8)ー 1+0.26 S ・y

(2) 

(3) 

(4) 

れ 0.27secを 得る これらの値より表 1aの F2(8)=

1 . 0 ・ e- O • 72 S /( l+ O お自) . . .(2)を得る これがこの症例のし、わ

ゆる伝迷函数である.同じようにして顎髄慣傷の伝迷柄

数， F 3(S) =0.96・C-0.12S/(1+0.23S)を，また変形性類椎症

の伝述爾数 日間 =1.09・e-0.208/ (l + 0 26S)を得る(ぷ11ユ)

疾忠例の11，1'';主数は正常'平均値 0.14sec よりはるかに大

きい値を示す.このことは折点周波数が低くなり ，低周

波でー[slopeを形成する.

このことにより疾忠例では運動域と線性部分が狭めら

れたことを意味する ナイキスト線開より疾忠例の安定

性を判別する と軌跡、は正常例よりも内側で rcalaxisを

切っ て安定な系を示す 系の協同運動の迅速性 を示す

18CO 位相交差周波数をみると上腕神経接不全麻痔 1.8

cps，笠悩損傷 1.7cps，変形類推症 2.1cpsで正常例平

均値 2.Gcpsに比べ小さい値を示している これは疾忠

例の協同運動の迅速性の低下の指棋となる 正常例，各

疾患例の伝達関数を決定した。これら疾忠例は，正常例

に比較し運動域と線性部の狭少化，迅速性の低下の相異

の一面が明らかになった.しかし安定性は正常例と同じ

かあるいはより安定であり得る といえる.これらの結果

の誘因を一疋的に決定する ことは困難であるが，私の抜

った症例て:(ま高位中枢に異常がないため有髄レヘソレ以下

のノレープの間百により controlled elementの特性の変

化によりこの桁異の一面が現われたと 与えられる.

8 手根骨の arterialpattern について

.rt!_秀逸 ITI沢Il主犬 前 Ll:l秀也*

Kienbockが月状竹の avascularlesionについてむ似

して以来，刀状竹軟化症や月状骨脱1--1にみる avascular

nCCJ osis， あるいは舟状骨骨折における偽関節形成など

と bloodsupplyの関係については，いろいろ諭議され

ている

Jえ々は，手線1'Jにおける bloodsupp!y について検'ぶ

した

方法

上肢に異常を必めない屍体および胎児 57肢について

上腕動脈より Micropaque を注入し 軟部組織全除去

した. 10% Formalinで問定した後 10% 硝酸で脱J.:k

し，検尺方向，)災1T)jirlJに手縦十;.を切;ljlJし， Softex 侃影

を行なった

結果

すべての手総付の bloodsupply は Eとして学側およ

び1i'{)li)の non-articularsurfaceよりはいった血管による.

牟 S.Hoshi， M. Tazawa. H. Maeda :おT医科大学整形外科

しかし， }可状骨結節部，イ{湖竹， :;(T鈎'I'jは ligamenlum

intercaqコea Interossea を通る血管によっても各骨内血

管と連絡 し，有頭骨 ，イ1鈎!rj閣は特にjiil7千である.また

述位下桜tJ.では lig.carpometacarpea よりの血管も骨

内血管と連絡している しかし，近位子板竹では舟状骨

図1.Carpa 1 bonesの血管像(焼尺方向切断)
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1 st examination after 8 m 

図 2.Trans-naviculo-perilunare luxation 

近位端と)~状1'1"との間の l ig. intercarpea interossea に りはし、った血管は 1本の比較的太い主血管，ときに数

よりごく 日neな血管百e3'1Jが認められるlこすまない. 本の小血管により主血管を形成し，有頭骨ほど明確では

手根骨個々の血管配列の大要については， ないが nngan2~:omOS 1S を作る. これらの主血管より

舟状骨 :f甘状骨結節l部外側およびくびれの部分のnQn- 多数の分校が放射状に定り，特に軟骨下に走る分校は舟

articular-surface よりはし、った血管法，近イ立方向にほ V 状骨類似の経過を示し，互いに吻合して密な network

中央部を比較的太い血管を形成しながら走る。また，ー を作っている

部は結節部外側よりの血管と前記主血管の分校によって 三角骨 :主として外側よりの掌側および背側の non-

結節部を横走する血管を形成する.この 2主血管より多 articular surfac:よりはし、った血管は，三角骨のほぼ中

数の分校がでる 特に軟骨下に走る分校はほジ直角ノぢ向 央方向に主瓜l管を形成し，これから多数の分校が放射状

に向い，これらの分校は互いに吻合して密な network に走り ，特に'1次脅'下に走る分校は舟状骨と類似の経過を

を作っている 示し，互いに吻合して絡な networkを作っている

月状骨 掌側および背側の non-articularsurfaceよ 大菱形骨 .掌;側およびtf側の non-articularsurface， 
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図 3 キーンベ ッ ク病.

さらに lig.carpometacarpea よりはし、った血管はfI'の

中央部を斜走するように走り主血管を形成し， 一部 ri-

ng-anastomoSlSを作る， この主血管より多数の分校が

でる.特に秋1'1'下に走る分校は舟状骨と煩似の経過を示

し，互いに吻合して密な nelworkを作っている

小菱形骨 掌側および背側の non-articularsurface， 

さらに lig.carpometacarpea よりはし、った血管は骨の

中央部を定り主血管を形成する.この主血管より多数の

分校がでる 特に E欽骨下に走る分校は舟状骨と頒似の経

過を示し，互いに吻合して密な networkを作っている

有頭骨 掌側および背側の non-articubrsurface，さ

らに有鈎骨，舟状什聞の lig.intercarpea interossea，中

手骨聞の lig.carpometacarpeaよりはし、 った血管は，

骨のほゾ中央部で ring anastomosis を形成して主血管

となる. この主血管より放射状に多数の分校をだすー

有頭骨骨頭はもっぱら関節軟11'で被われているので，

Tlng anastomosls より放射状に規則正しく配列してい

る.

おのおのの軟件下に走る分校は舟状骨と煩似の経過を

示めし，互いに吻合して密な networkを作っている.

有鈎骨 .主として掌側および背側の non-articular

s lrf.H;eおよび有頭骨間との lig.intercarpea intero訪問

よりはし、った血管は，有il:rl'H本部中央部を走り主血管を

形成する この主血管より多数の分校がでる.有鈎骨の

hookは体部よりの分校およびくびれの部分よりはし、っ

た血管により支配されている.特に軟骨下に走る分校は

舟状骨と類似の経過を示し， 互いに吻合して密な net

workを作っている

豆骨 :tとして掌側および外側寄りの non-articulat

surfaceよりはいった血管は骨の中央部を斜走するよう

にして主血管を形成し，これより多数の分校をだし，特

に軟骨下にでる分校は舟状'丹と類似の経過を示し，互い

に吻合して密な networkを作っている.

か h る血管配チIJiこは個人差はあるが，一般に近位手根
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骨にあって長骨に比べて血管支配は比較的単純で，革担帯，

B主，関節包付着部などの non-articularsurface より血

管は進入している.速位手根骨は近位手根骨に比べて一

般に進入する血管は多く ，かつ運動性も少ないので av-

ascular necrosisをきたすことは非常に珍らしいものと

思われる.

臨床例につレてみると，最近 13例の舟状骨骨折を経

験しているが，うち 5例の偽関節形成をみている.すべ

て近位部骨折で，上記血管配列から大腿骨頚部内側骨折

同様容易に理解できる.図 2は transna viculoperil unare 

luxationであるが，整復 8ヵ月 X 線{象でも偽関節は著

明である.これを術前，術後の血管造影像を比較しても

偽関節発生を予測することは困難である.また Kierト

bock病についても最近 34例経験しているが， 初期像

は月状骨の proximalpartに多いといわれ，血管の

damageとの関係をといている人もあるが，我々の症例

の比較的初期像と恩われる症例でも多くは proximal

partに病変が多いが distalpartにみた症例もあり，す

べて血管の damage にのみ原因を求めることは， 前記

の血管配列から考えても困難と思われる，

9 月状骨における力学的研究

柏木大治 藤原朗 井上禎三 梁復興*

Kienbock 病の病因に関してはいまでのところ外傷性

壊死と無腐性壊死の 2つの説に大別されるが決定的では

ない.著者らは過去 80例の Kienbock 病症例を経験し

たが，その 47% のものに外傷の既往をみ， さらに X

線または摘出標本におL、てその 50i7Ji.こ骨折様陰影また

は骨折線をみたことはすでに第 38回日本整形外科学会

総会および第 16回日本災害外科学会総会において発表

した.今回その病因解明の手がかりとして月状骨を中心

とした手関節部の力学的研究を試み，若干の知見を得た

ので報告する.

光弾性実験

方法および材料:応力凍結による 3次元光弾性実験法，

光弾性材料は屍体手より力学に関与する第II~V中手骨，

大多角骨，豆状骨を除いた手段骨および榛骨 ・尺骨末端

をモデノレとし，ンリコンラバー (SilasconR TV 6521お

よび硬化剤)を用いて陰性モテソレを作製，エポキシ樹j旨

(アラノレダイト B=プレポリ 7 ー 100g + 1R~7j(フターノレ
酸硬化剤 30g)を鋳型に注入し， 1300C 1 時間， 1200C 

18時間， 1300C 3時間でアニーノレした 手関節部の脅

の運動性を考慮し，第II-V中手骨，小多角骨，有頭骨，

有鈎骨，また中枢列すなわち舟状骨，月状骨 ，三角骨，

そして模骨，尺骨と 3つの unitに分け，それぞれの間

に弾力性を有する接着剤を用い，腿，腕帯，関節包は考

慮せずにモテーノレを作製した.手関節部を垂直位にて中手

* D. Kashiwagi (教授); A. Fujiwara， T.lnoue， F. Ryo・

神戸大学技形外科.

骨より楼尺骨に向って荷重できる荷重装置を作製し，炉

中で負荷し，応力凍結操作 (20→1200C，40分， 負荷→

1200C 1 時間， 50Cjhrで徐冷， 6時間， 900C以下は炉

中放冷)を行なったのち 1-2mmの厚さにスライス

して光学系(理研)にかけて応力の分布を観察.

実験結果 :手関節中間位で負荷した前後方向の等色線

(図 1c)では有頭骨，有鈎骨の中枢部および舟状骨，月

状骨間に隣接した部位に多くの縞次数の高い等色線を認

め，図 2bAはその等傾線，図 2bBはその主応力線

であり ，主応力方向および男断応力方向(主応力方向と

450 をなす方向)を表わしている.こ〉で子関節を背尺

屈位にして負荷すると等色線(図 1d)は手関節中間位の

等色線(図 1c)に比し舟状骨の等色線は減少し，月状骨

に高い縞次数の等色線が集中し，三角骨中央にまで及ん

でいる.すなわち，手関節中間位では舟状骨，月状骨の

隣接部に応力が集中しているのに対し，子関節背尺屈位

では月状骨を中心に応力の集中を認めた.図 2aAはそ

の等傾線，図 2aBはその主応力線である.次いで手関

節の側面像を見ると ，手関節中間位で月状作末梢関節関

節面のほ Y中央に高い縞次数の等色線 (図 1a)を認め，

背側，掌側にいくに従い等色線は O次の縞次数に近づく，

すなわち月状骨末梢関節面中央に応力の集中を認めた.

図 2dAはその等傾線で，図 2dBはその主応力線であ

る.こ与で手関節を背尺側し負荷すると ，側面像の等色

線(図 1b)は月状骨末梢関節中央のみでなく，中央より

や h 背側の関節面にも官j~ 、縞次数の等色線を認めた.中
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a 中間位左右 b.背尺屈位左右.

c 中間位前後 d.背尺屈{立前後

図 1 光弾性実験等色線

子'f}'にぬがi した)Jの大部分が有~í-i'I'J を，一部は小多角骨， トで実験装置に装着 動的 (dynamic)には Carpy の

両i状'f}'，さ らに一部(ま有鈎骨，三角骨を経て月状骨に集 振宇式衝撃実験装置を別い，子関節がi"f尺屈f立をとるよ

り，手関節背尺四位ではほとんどが月状告を通り ，応力 う縄で保持，手当主部に tn耳gerを装置し，ロードセノレに

が続竹，尺1~'1こ分布する経路をとることを示すものであ 8枚のストレンケ-:/を貼り衝撃力をオシロスコープで

ろう 読む.，'iJ'的 (static)には Amslerの万能圧縮試験装置

衝撃実験 を月]い， U体liiJJj先は同線にして試験装置に垂直に装着し，

)J法および材料:ホノレ7 リンで保存した屍体前腕を肘 手関節が背届約150
0となるよう木、片に傾斜をつけて手掌

関節よりや与末梢で切断し ，X線上異常を認めなかった 部に姉人，何重は装置に連結しているキモグラフで読む.

26 liiJ腕を用いた liiJ腕は子関節より中枢 10Cm までは 実験結果 なんらかの'FJ折が起これば動的には相性の

皮Ji可，軟部組織を完全のま Lにし，それより中枢(i'Iii;部 波形，，'fj'的には上昇する荷重線が急激に下降した骨折の

組織を除去して横'け，尺竹のみとした， 機'FJ'，尺廿はア パタ ーンを示さなかっ た日iJ腕に対しては再度街l監を加え

ラノレダイト (SW417+硬化斉IJ)で同定し， 4-1三のボノレ たため J frlr折発生に要した荷亙は 1 50~ 1 ， 500 kgである.
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(A) 
(B) 

a 背 ・尺 屈 位 前 後 .

/ミブ

(A) 
(B) 

b. 中悶 位前後.

図 2. 光弾性実験等傾線 (A)およ び 立 応 力 線 (s). 
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'----〆ω

(A) (8) 

C. 背尺屈位左右J

(A) 
(8) 

d. 中間位左 右 .

図 2.光弾 性実験等傾線 (A)および主応力 線 (B).
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表 l 街態実験結 果

| Dyn…(22例)計 S山(4例)I計 I26 

舟状骨 |++ +一一 +一 + + 一一一一++一一一一 8 一 一 一 0 1 8 

月状骨 |ー+ 一 一一一 一一一+一一一一一一一一一一一一 2 一一一一 o I 2 

三角借 l一 一+一一一一一一一一一一一一一一一一一ーー l 一一一一 0 

豆状骨一一 一一一一 一一一一一一一一一一一一一一一 0 一一 o 0 

大多角骨+一一一+一一 一一一一 一 一一 十 一 +- 4 一一 一一 o 4 

小多角骨一一 一一 一一 +一一一一一一一一一 一一 一 1 -ー一一 0

有 頭骨 一 +一一+一+十+一+一一一一一一+一一一一 7 一一一一 o 7 

有鈎骨一一一 一 一一一一一一一一一一 o 0 0 

検 骨 1++ +一 一一++十一+一一一一++ 一一 十一 10 + + + + 4 14 

尺 骨 |一++ 一 一 一 一一 一 + 一 + 一 一 一 +一一一+- 6 +一++ 3 9 

衝撃後の屍休前腕標本はX線撮影の後，苛性ソ ーダ水で

煮沸，鈍的に処理し乾燥骨標本にして骨折の有無をしら

ぺた すなわち表 lのごとくであり，かなりの頻度に骨

折の発生する可能性があることを示しており 2例の月

状骨はともに末梢関節面中央や〉背側にクラックを認め

た.

考察ならびに結語

Kienbock病の病因解明の手がかりとして光弾性実験

および衝撃実験法を用い，月状骨を中心とした手関節部

の力学的研究を試みた.骨の力学的研究でしばしば光弾

性実験が用いられるが，透明材質で作った模型の実験結

果が骨に応用できるか否かは疑問であるが，弾性論から

骨が弾性体であれば応力の分布状態の比例にはかわりな

いことが証明されている.骨も弾性的であるといわれて

おり ，この点本実験結果を完全に骨にあてはめるわけに

はし、かないが，大体の傾向を把握することはできる

著者らの光明i性実験では中手骨に加えられた力は月状

'11'末梢関節面中央に集中し，特に手関節背尺屈によりよ

り大きな力の集中を認めた.また，衝撃実験で得た月状

骨のクラックも同部位に発生した これら実験結果は臨

床的に得られた月状骨摘出根本にみられる骨折様亀裂と

かなりの一致を示すものである.

発言 田島(新大盤形)

大変面白い実験と思うが plusおよび mtnusvanant 

を作ってこの実験をすると面白いと思う.

答 梁

尺骨をつけずに実験したが，特にかわったことは認め

なかった.
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10 中手骨，指節骨の長さについて 第1報

清水元雄 同一郎平

手が大きい ，，]、さいとか， j旨がEとし、短いとかよくいわ

れている.予の大小，指の長短とはどういうことなのかー

中手骨 ， 各指節，r~1'はどの程度の絶対または比較反を示す

かをみるため，今回はまず正常の 7~ 1 7 才までの中手什 ，

指節骨の X 線学的計測を行なレ，次いでに 2，3の系

統疾忠患者のそれと比較を試みた対象として本因の 56

名の児童に両手につき ，X線背主主方向写真を管球被写体

距離 100cmで撮影，計測を行なった.年令分類として，

A 群 ; 小学校 1 ~3 年生で 7~9 才 ， 男 6 名 ， 女 1 0 名 ，

計 1 6 名， B 群 ; 小学校 4~6 年生で 1O~ 1 2 才 ， 男 5 名，

女 12 名 ， 計 17 名 c 群 ; 中学生で 1 3~ 1 7 J-， 男

10名，女 13名，計 23名の 3段階に分けた

各中手骨，各指節'向の長軸の中心線が骨端部の近(立，

i卓位と交叉する間の長さを計調1)し，それをおのおのの中

手作，指節句'の実長とした.

そしてこの各支民の第2中子ft夫氏に対するL七を比絞

長として算定した.

さらに第 2中j-"Vl'メタフィ ーゼ椀似I]ihl(立端と第 5rト'y.

'j'r メタフィーゼ尺側迷位端との間の~~向!~をはかり ， これ

を予の巾の基準とし，また第 3中手竹中心線の法ほとの

iO 
(mm) 

60 

50 

40 

30 
A /:1 B /:1 

図1.

。
。. 
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C 1:1 

事 M.Shimizu， r. Oka :宮城県整肢不忘学園(白石市大鷹沢). 

:x点から第 3末節廿の先端までの距離を中指長とし，ヂ

の巾と長さの比を求めた

対象がきわめて少ないので，確実なことはいえないが，

男女，左右の有意的な差はなく ，各中y.骨，各指節骨を

通じて級も長いのは，第 2中手脅であり，たとえば第 2

中手骨の平均値は A 群は男 44.8mm，女 45.6mm， B 

群では男 50.9mm，女 51.7mm， C君干ーでは男 57.2mm， 

女 58.0mm となり(図 1) ，第 2中子骨を 100とした

場合の他の中手骨の比率は各群で第 3 中子骨が 95~93

で第 2 中手骨に次ぎ，第 4 中手骨'は 85~83 ， 第 5 中手

骨は 78~77 であり ， 第 l 中手骨は最も短く 70~68 で

ある.

J長節1"'1'の実長は第 3i'!i'i，M;fl'が最も大で，その第2中手

骨に対する比は，各群で 7 1 ~68 を示し ， 次いで第 4 &

節句十の 66~64 ， 第 2 基 íìñ 1'l' 63~6 1 である 第5，第

l tJ;節 fl'はそれよりかなり短く ， 第 5 1主節骨は 51~50 ，

:XlI Mii.Yi'i i'トは 46~45 の比率を示した

巾i.Yi'i 'I'l'は安33 中節 i'rが負1'1 2 中手 '~j'必司Eに対し 4 1 ~40 ，

穿\ 4 中i.Yi'i fl が 40~39 とほ正これに近い比率を示した

この両省に付し第 2 中節骨はや〉短く 35~34 であり，

第 5 中節骨はさらに短く 28~26 の比率を示す

末端fl'の第 2中1'1-1こ対する比の平均値は，各群とも ，

2 節指たる母指の第 l 末節骨が 35~34 で他の 4 つの末

節f}' より大きいことは当然で ， これに対し第 2~5 末節

骨ではほ V近似した値を示し ， それぞれ 26~25 ， 27， 

28~27 ， 25~24 である(図 2 ) . 

手幅および中指長につレてみると，この年令群では実

長において男女ならびに左右の差は認められず，子隔の

平均値は A群 51.3mm， B群 59.6mm， C群 63.5mm  

であり ，中指長は A静 109.5mm， B群 123.5mm， C 

群 137.2mm となる. したがって手幅に対する中指長

の比は A群 2.14，B.ll下 2.16，C君下 2.16 とな り手の縦

軸と長制lの長さの比はこのような計測方法では年令によ

る大きな変動はみられない(表 1). 

以上のような結果をもとにして ，系統疾患のうち同年

代で最近に得た Morquio症，multiple epiphyseal dy-

splasia， M~ rfan 's syndromeの数例について比較してみ

た.
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表 l 手幅と中指長.

|手 踊 |中指長J
平均値 1 -r;.-.-..-.-. ~t'ru r-r;...~~\:D<:: I中指長/手幅I (mm) (mm) I 

A 群 51.3 109.5 I 2.14 

B 群 59.6 123.5 2.16 

C 群 63.5 137.2 2.16 

10才の multipleepiphyseal dysplasiaの中手骨長，

各指節骨長は中節骨のみが同年代群の低値に相当する他

であり ，他の指節11'，中手骨はすべて同年代~lff底値より

低い値を示す.すなわち中節骨以外の指骨で主に短縮が

起こっている特徴がある.

手幅は同年代群低値より低く，手幅に対する中指長の

比も 191 と小さな値で，手全体の長紬成長の抑制がみ

られる

9才，11才， 13才の Morquio症の中手骨，基節骨

は 11才例が同年代鮮低{直に相当する{自を示したが，他

の 2例は同年代群平均値に近い値であった.中節骨と末

節'円'は 3例とも同年代群低値にほぜ等しい低い他を示し，

13才例の中節骨は同年代群の低値より低い値であった.

手幅は II才例が同年代群の低値より低い値であったが，

他の 2例は正常詳平均値に相当する 子幅に対する中指

長の比は 9...{ '(?IJで 2.04，II才例で 1.98，13才例で

2.01 と同年代群低値ないしはより低い値であり，長軸

方向の短縮がみられる.

7才と 16才の Marfan'ssyndromeの中手骨，各指

節骨はクモ指症の現われとして当然同年代群の高値ない

しはそれ以ょの値を示した.

7才例の手幅は同年代群の平均値に相当し，手幅に対

する中指長の比は 254と著しく 高く ，また 16才例の

手幅は，同年代群高値より 高い値を示すが，手幅に対す

る中指長の比は 2.27と恒j¥'、憾であり，長軸方向に長い

子でゐることがうかぜわれる

以上の少ない例からの予報的結采に終ったが，俗に手

または指の長短の感じは，手幅と指を含めた長紬長の割

合から客観的に得られ，そのほか指裂の位置，指裂長と

指~幅との比較等の種々の因子の相E関係につL 、ても ，

もっと精細に検討の必要があろう.またこれらの各指数

や実長の年令差の性質を多数例によって数値化し，今後

病的資料との比較の基礎を作りたし、と考える

質 問 国島(中京病院整形)

私も 6才より 12才までの健康児童の手部X線影撮を

1，622名について行ない ，各中子骨指節骨の長径を測定

し長径比を求めた.その結果を昭 35年の第 20回笠形

外科東海地方地方会で発表し，第 8巻第 2号の中部日本

整形外科災害外科雑誌に記してある その中で第5指中

節骨短縮は男子は 15.0%，女子は 24.5%，第 1t旨末節

骨短縮は男子は 1.2%，女子は 2.9% に認められた.

演者の結果では第 5指中節骨短，第 l指末節骨短縮は

どれくらいの%に認められたか.

発言 杉浦(名大整形)

正常小児と系統的骨疾忠忠児との計測値の異同を追求

するためには，発表のような手の幅の計測ではなく ，中

手竹fl'帳，皮質幅を測定し，長径との相対比を比較した

ほうがより有効と考える.
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答 清水

1) 対象数が少ないため，各中手骨，指節骨の短指症

はみていない.

1970年 10月

2) 系統疾忠の判定に対しては 自ngerslerder index 

が有効であろう.基準点の取り方が悶維なので今凶は見

送った.

11 老 人 の 手 第1報

土井照夫 小野啓郎 江川常一*

一般に，年令ととも に関節の運動範囲が狭くなると考

えられている.しかし，老人の手指の関節については，

筋のト ーヌスの低下とあいまって他動的運動に際しての

抵抗を少なく ，運動範囲もむしろ拡大していると考えら

れる場合が多い.

Zancol1iが尺骨神経麻薄の場合の M.P 関節の過伸

展，すなわち clawing変形の出現に個人差のあること ，

そしてそれは M.P 関節掌側の関節包の緊張度による

ものであることを指摘している.実際，小児では尺1'1'神

経麻痔の場合 clawing 変形が強く現われてくる. 老人

でも末梢性麻痔に限らず，中枢性麻癖において ，その変

形が明i僚に典形的な形をとって現われることが多い

関i'!i'i述動性に|刻勺する因子として，筋の卜 ーヌス，関

節面のかたち，秒、1'1'の弾力性，制櫛，関節包のイ中張性な

どが考えられる.このうち，手指の関節のごとき自民宿関

節においては関節運動に制動作用を及ぼし運動範囲を規

定するものは主として関節包，籾帯である.これら組織

を構成するコラ ーゲンは年令とともに cross-linkを増し

弾力性を失なうとしうことは一般に認められているとこ

ろで，老人にみられる特徴は弾力性の消失ということで

ある.これは伸びたま与復元しないということでもあり，

弛緩とし、う状態が考えられる.

足において償軸アーチおよび縦軸アーチの低下一一周

平化が老人で高頻度に認められることはさきに我々が報

告したが，これは老人における籾帯の弛緩を示すもので

あるう

指関節についてはJ漆井らが，側方屈曲度の年令的推移

を調査し，幼少のものは大きい側方屈曲度を示し年令と

ともに次第に減少して 12，3才ごろから安定化すると述

べている.しかし側方屈曲度が靭'Mf組織の制服I作用に強

く彩科されるものであれば，高令者で再び側}j凪[IJJ度の

駒大する傾向がみられるのでなかろうか.

ホ T.Doi，K.Ono， J. Egawa :大阪大学整形外科

我々は藤井らの方法にならって ，65才以上の老人に

ついて D.1. P.関節の側方屈曲度を調査し ，20代グノレ

ープのものと比較してみた(図 1) 

左中指 P.1. P.関節を選び， 簡単なプラスチックの

装置により尺側および横側への側方屈曲を強制して X

線撮影を行ない， X線{象について測定を行なった(図

2 ). 

千里弘済院老人ホームの 65才から 75才までの健康

老人男子 50名，女子 51名，計 101名，また病院従業
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図 l 老人および 20代クループの側方屈曲皮の比較

老人グループでは男女とも尺側屈曲皮が消火して
し、る
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図 2.68才，女子の尺側屈曲度. ときに
は側副靭帯の断裂を疑わせるような
場合もある.

図 3.P. 1. P.関節の尺側屈曲度の増大.母指 1.P.関

節の他動的過仲展度の増大にはこうした日常生活
の影響を無視するわけにはし、かない.

員，医師，看護婦を対象と して 21才から 28才までの

男子 40名，女子 45名，計 85名，さらに参考として

15~16 才の女子学生 40 名について測定を行なった

20代クノレープでは機側屈曲度， 尺側屈曲度ともほゾ

同ーの分布を示し，様似l屈曲度の平均が男子では 5.50，

女子では 6.20，尺側屈曲度の平均は男子では 5.90，女

子では 6.9
0 となっている.さらに尺倶u屈曲度と榛側屈

曲度との和，すなわち述動範囲の平均が男子では 11.50， 

女子では 13.0。となって女子は男子より大きい屈曲度を

示すものがや、 多L、(図 3). これに対し老人クツレープで

は，榛側への屈曲度は 20代クソレープのものと似た分布

状態を示すが，尺側への屈曲度は男女とも著しく増加し

ている.男子については， 老人グ句ノレープの尺側屈曲度の

平均は 9.80で，尺側屈曲度 80 以上のものが 20代男子

では 18% にすぎないのに，老人男子では 29% となっ

ている .女子でも ，老人クループの尺側屈曲度の平均は

10.7。で，尺側屈曲度 11。以上のものが 20代女子では

7% にすぎないのに，老人女子では 45% に認められる.

運動範囲の平均は老人男子 16.50，女子も16.50 で 20代

グループのものに比して大きくなっているが，この増大

は主として尺側への増大によるものである.

次に参考として測定した 15，6才グループのものにつ

いては尺側，榛側とも 20代グノレープのものと ほ V同ー

の屈曲度分布を示し，側方屈曲度は 12，3才以降安定

してくるとし、う藤井らの説を裏づけている.

老人グループの X線像において認められた O.A.変

化は Ke11grem の分類によ って I度 28%，II度 16%，

E度 1% であった.明瞭な脅破壊，関節裂隙の狭小をき

たしたものはなく，この程度の O.A変化では側方屈曲

度との関係が認められなかった.

老人における P.I. P.関節側方屈曲度の増大は，関節

のあそびの範囲を越えて関節の不安定性， ιきには側副

靭帯の断裂をも疑わせる場合がある.それには実際既往

に外傷があり，その後遺症として残存したものが含まれ

ている可能性もあるが，特に尺側への側方屈曲度の全体

としての地大傾向は，日常生活動作における靭帯組織へ

の伸展力の影響が集積されたものと考えられる.老人に

おける筋の トーヌスの低下が級帯への外力の影響を大き

くしている

試みに母指 I.P.関節の他動的過伸展度について，同

ーの集団を対象として調査したところ， 70
0
以上他動的

に過仲展ができたものは 20代クソレーフ。では 11%，これ

に対し老人グループでは 32%となっている.これは個

人差の大きいところで一概に断ずることができないが，

日常生活動作による影響を否定することができない.こ

うした組織のゆるみが，側副側帯，関節包のみならず指

の機能にとって重要な腿脱などにも起こりやすく，手の

変形発現に大きな影響をもつものと思われる.
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12 キー パンチャーの経時的検診成績

滝 宗章 川島弥

西堀実

伊藤祥弘

藤巻悦夫

安藤光彦

今日，施々な企業において，数字を取り扱う仕事は膨

大な量になっている.これらを時間的，また労力的に解

決するための織椅であるキーパンチャ ーに極々の疹痛性

の障害がみられ，<スコミを通じて社会問題となってい

る

今回，我々はG社のキーパンチ ャー 84名を経時的に

検診したので，その結果を報告する.調査対象は昭 41

年以前の入社より ，昭 44年入社までの女子 84名，年

令は 19 才~28 才であり ， 平均年令は 21 . 5 才である .

検診期聞は昭 42，9月から同 45， 1月まで 5回の定

期検診を行なった.実検診者数は退職，転職，未検診等

で多少変化している.その間愁訴の為ったものは 84名

中 72名であり全体の 85.7% の多 くを数える この'Ji

業所の機械はユニパックで，実労働時聞は 5時間である

調査結果より ，愁訴の部位と種類との関係をみると，

頚項部，"IJ部，前l腕仲筋はm前， 1支労，倦怠感が多くみ

られ，また，いわゆる肩コリも多い.手指は運動障吉，

シビレ trcmorが多く ，中でもm指に多く認められた.

愁訴部イ立は右側に多く 45例，次いで両側 22例，左側

のみは 3例であった.

愁訴の程度は，軽度，中等度が依も 多く 66名 92%を

占め，高度は 6名と少なく，仕事に耐えられぬ程度のもの
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図 1.愁訴の経時的推移パターン.

• M. Taki， T. Kawasima (教段)， S. Uemura (助教授)， A 

Hiranuma， E. Fujimaki， M. Nishibori， T. Sasaki， 1( 

Kawakami， M. Ando， A. lto， 1<."くatagiri，K. Hirai :昭

和大学整形外科.

上村正吉

佐々木孝

片桐秋

平沼見

川 上勝久

平井啓ネ

は l 名もいなかった. 愁訴出現までの期間は 1 ~3 ヵ 月，

すなわち仕事を党える時期および 1O~ 1 2 ヵ月に多い.

愁訴の経時的推移を入社より経過を 2年以上観察でき

た 33:f:.についてみると 6型に分類できる.すなわち，

最初愁訴なく経過とともに出現し，その後ずっと続いて

いる 5型が 14名と最も多く，次いで一度起こった愁訴

は仕事になれるに従い消失していて 4型が 8例，以下最

初よりずっと続いている I砲が 6例，その他の 3型は言十

5名と少ない(図 1). 

愁訴の強くなるl時期をみると ，仕事量の多いときおよ

び季節のかわり目に多く，以下冬，冷房のはL、っている

時期に多い 春秋は非常に少ない傾向がみられた.その

他の症状としては眼精疲労 22例，全身倦怠 20例と多

く，以下体重減少，月経不順，不眠，食欲不振等がみら

れた.

他党的検診所)Gをみると ，筋肉圧対j，夜結部位は右側

に多く ，僧帽筋，斜角筋，前腕伸筋に多くみられ，三角

筋，上腕筋では少なく，検骨茎状突起に圧痛を示すもの

もみられた 神経走行の圧痛は，上腕利1経議に 14例，

その他は少なく，知覚障~は 4 例のみみられた 煩椎圧

痛は第 4頚椎に多く 6例，以下，他の来Ii突起に庄痛を示

すものも少数みられたがリ齢、運動制限を示すような症例

は認められなかった(衣 1). Allen または Adsontest 

は慾訴あるものの約半数に陽性がみられた愁訴ないも

のにも 2例の陽性者をみた これまで述べてきた積々の

愁訴の原因を追求すべく，次のごとき検査を行ない，検

査成車1tは愁訴の有無との比較を行なったー脈樽，血圧の

左右差は愁訴の有無にか hわらずみられなかった.握力

は愁訴あるものに左右ともに約 2kgの低下がみられた.

ピンチカは I~IV指間， I~V指聞が弱く，愁訴あるも

のの右手指のピンチ力と低下がわづかながらみられた.

指過イ中辰距離は環I旨が最も小さく，特に愁訴あるもの

の右環指が最も小さし¥数とり検査は愁訴あるものの右

手にわずかな低下がみられた.阻血性筋肉痛検査は Le-

VIS-石団法により測定し，愁訴あるものの右手に時間短

縮がみられた.懲訴の強い 5例はフレチスモグラフィ ー
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表 1 他党的検診所見

筋肉圧痛および硬給部位
M. lrapezius駒 F 可 申 吋叫斗判←叶寸知山-....叫ふト件。d←市斗付-H'

一一一一一一}一喝 → → 

M. deltoid 

M. lriceps 

人
LJ._ ー ム ~ー

ア F 可 げ ，... r ‘ 守 育 問 吋 lmV

図 2.Key-punch作業時の筋m図.

1M. flexor 

1M. exlensor 

図を誘導してみると愁訴の強いものにも異常波形はみら

れなかった. 全例に僧惰筋，前腕伸筋に放電が数多くみ

られた.すなわち ，キーパンチ作業時にはこれらの筋肉

が頻繁に使われている(図 2). 

矢田部ギノレフォ ー ド性格検査成績と，仕事に対する興

味の有無，愁訴の有無との 3者聞に特有の傾向はみられ

なかった.

治療を受けたものは半数の 36名で，他の半数はまっ

たく治療を受けていない.治療を受けたもののうち効果

のあったものは 14名 38.8% である.治療内容は筋弛

緩剤，ビタミン剤，類推牽引，マッ サー ジ，温熱療法等

であり，治療期間は l 週~1 ヵ月が多かった.

結語

数多くみられた愁訴部位と種類，すなわち頚項部，前

腕仲筋，手指特に務A指の種々の愁訴，また，他党所見よ

り筋肉圧痛，筋硬結は向上部に多く，筋電図検査でも僧

帽筋，前腕f中筋に数多くの放電がみられる.また Allen-

Adson t回 tにて愁訴あるものの約半数に陽性者がみら

れた.以上の知見より我々はキーパンチャ ーにみられる

障害は筋肉の過労性による Myalgieおよび頭部筋肉の

緊張が強まるために引き起こされる前斜角筋症候訴織の

症状が大きな要因をなしているのではないかと考えられ

る.だが一方，仕事内容，職場環境より心因性の要因も

否定できないと考えられる.
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左右

大後頭神経

上腕神経費宣

肩甲上神経

繍骨神経

2) 

圧 f市部位

2 

2 

第 3頚tii-1

第 4頚唯一一 6

第 5頚推一一 l

第 6頚雄一一 l

右一一一一一 2

左 l

上腕部

機骨神経飢域

正中神経領域

尺骨神経領域

知覚障害

頚椎圧痛4) 

発言 ・質問 平J11 (慈大整形)

10年ほど前にキーパンチャーの愁訴に関する調査を

3つの異なった作業場について約 200名行なったことが

ある.その調査結果とた Vいまのご発表はほ ぜ一致して

いるが，経時的な愁訴の変化ノfターンは興味深い.キー

パンチャ ーの検診時に近ごろなにか新しい方法があった

らお教えいた￥きたい.

質問 山本(東急病院整形)

機骨茎状突起痛

を施行し，負荷時全例に末梢血流量減少，

流抵抗増大がみられた.

類推 X 線{象は愁訴あるものに生理的前轡消失または

後轡が 25倒と多く ，愁訴ないものにも 9例みられた.

そのほか骨赫形成 7例，椎間板狭小，椎間孔狭小， 潜在

性脊椎破裂等が数例みられた.表面電極による動作筋電

または末梢血

5) 
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Key-puncherの検診を行なっていて最近肩 こりを訴

えている者の中に肩甲背神経に圧痛を認め，肩や肩甲骨

内縁に放散痛を有するものを認めているが，先生のほう

で，このような肩甲背神経の圧痛を検査されているか.

河邸(札幌医大整形)

演者が示された他党的所見にはキーパンチング固有の

ものはなにかという点で明確を欠くように忠われる.他

の原因が考えられる所見が少なくなL、からだ.このよう

な社会問題にむすびつきやすい症候群の研究には十分に

慎重な態度が必要であろう.キーパンチャーとして採用

する時点、で精細な身体検査を行ない，これを対照とすべ

きだが，おしらぺになっておられるか

馬場(牧野病院整形)

1 ) 愁訴の発現時期とパンチ密度との関連について.

パンチ密度のピークが高まったときに愁訴の発現あるい

は自党症状が強まることが多いと考えている.

2) 筋力テストをもっと他面的に行なう必要があると

三考える.ヰムは頚筋筋力(前屈， 背屈，側屈時の筋力)お

よび背筋筋力もテストしてピンチ，握力等と綜合的に筋

力の状態を調査している.このことはすでに第 28田中

部日本整形外科災害科学会において報告したのでこれを

参考にしてほしい.

答 滝

1 ) 心因性の要因も否定できないが，我々の調査で矢

田部キソレフォ ー ド検査と愁訴との特有の関係はみられな

かった

座 長:キーパンチャ ーとして採用の際の不適応と考

えられる要因はなにか

2) 我々の調査での愁訴の最も大きな要因は Myalgie

である.したがってふだんより肩こり等の症状の為るも

のは不適応と考える また cervicalsy.のあるものも不

適応と思う.

3) 肩甲背神経に圧痛のある症例はなかった.その周

辺の筋肉圧痛との鑑別がむずかしいと思う.

4) 採用時には矢田部キ.ノレフォ ー ド性格検査，簡単な

筆記試験を行なっているにすぎないが，筋肉痛，肩こり

等の有無をしらべる必要がある.

5) a)愁訴は仕事量の多いときに起こりやすい.仕

事'if，'度とも大いに関係あると思う. b)握力，ピンチ力

のほかに背筋力もしらべる必要があると思う .

13 最近我々 の経験せる causalgiaの l症例

高 良 健 清水親嗣 松井美房 水島辰也

水岡二郎 堀尾慎弥 小林忠功*

我々は最近労災忠者で，右手宇都挫創後にJ).¥!型的な

causalgiaを呈し， その治療に苦労した l症例を経験し

たので，文献的考察を加えて報告し，諸先生方のご批判，

指導を仰ぎたい.

患者は 32才の男子製紙工員で，作業中右手を機械に

はさみ，主として小指球の皮膚剥離創を受けた.受傷後

2.5ヵ月で灼熱痛様疹痛が，手掌，特に正中神経支配域

に発生した.当科受診以前に表 lのごとく，関連病院で

砲皮術，神経剥離術，星状神経フ晶ロック ，薬物睡眠療法

を受けたが効果がなく，最後に正中神経ブロックによっ

て疹痛が幾分軽減したので正中神経離断術を受けた し

事K.Takara， C. Shimizu， Y. Matsui， T. Mizushima :熊本

大学整形外科;J. Mizuoka: 1巣立熊本病院盟主形外科(熊本市
二の丸町); S. Horio， T. Kobayashi :熊本労災病院愛形外
科(八代市竹原町)• 

表1. 治療経過

昭 40，1， 7日 受傷

3， 4円 ISkin graft (某医院)

5円 |交代浴等の保存療法

6， 3日 INeurolysis of both medlan and 

ulnar nerves (労災病院)

昭 41，4. 4日 Paraverteb凶 block 薬物による

睡眠療法(国立病院)

問 42，7， 8日 INeurolysis+pedicle skin glaft (労

|災病院)Median nerve hlock 

問 42，10，24日 IResection of median nerve 

かし，疹痛には著効なく当科に転医してきたものである.

初診時所見は，皮膚は乾燥し全体として hypereamia

があり x線{象上は骨の委縮がi経度に認、められるに

すぎなかった.正中神経支配域は高度の知党鈍麻で，ニ
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ンヒドリン ・プリントでも発汗が認められなかった

尺骨神経支配域は知党はほとんど正常で発汗も認めら

れた. Pinch， oppositionは不能で，指を屈曲する動作

で，上腕へ放散痛を訴えていた.本症の発生以来，すで

に 2年間の長期間を経ていること ，また，星状神経フーロ

ックもあまり奏効しないこと ，また，本人の希望もあり，

心理的効果もねらって前腕部で切断を行なった.正中神

経はすでに離断されて変性に陥っていたが，尺骨神経は

ほとんど正常に近い光沢と色調を示してレた 組織学的

にも手掌部皮膚は軽度の萎縮があるのみで，炎症像はな

かった.正中神経は浮腫と空泡化があるが，尺骨神経は

著変はなかった.

術後 causalgiaは幾分軽減したが数日後ではまた，術

前とかわらぬ痛みが起こってきた. しかし 2週目より心

理的に落着きが出たという.切断後 lヵ月で l月の寒冷

期にはL、ってから疹痛が増強したので pain-clinicで星

状神経ブロックおよび持続性硬膜外麻酔を依頼した.結

果は多少のシピ レ感が上肢にあるが，手掌部には依然と

して刺すような痛みがあり.麻酔がとれるとむしろ痛み

が増強するというので中止したが，加温によって幾分疹

痛は緩解した. 3月ごろより気温がおだやかとなり疹痛

も軽減したので退院し職場に復帰した.術後2年を経過

した現在，雨天や寒冷時に断端に疹痛を党え家人に，も

ませることもあるが，なんとか日常の勤務は可能と本人

は話している しかし，客観的には顔貌も術前より明る

さをまし，能動義肢を装着して，ある程度物を把持する

ことができる状態になってきている

考察ならびにむすび

Causalgiaは 1864年 Paget が始めて記載し， 1872年

Mitchellが南北戦争で本症をくわしく観察し causalgia

と命名した.

本症の成因については，まだ生理的 ・解剖学的に実証

がなされてないが，現在のところは，その成因を説明す

るのに R.Barnesの仮説が便利である すなわち，図

lのごとく，神経の不完全断裂の結果，交感神経と知党

神経の聞の絶縁性が破れて，両者の間に非生理的シナッ

フ。スが形成される.そのため絶えず交感神経を下降する

インパルスが知覚神経に短絡し，そこで，中枢と末梢方

向に伝達する.逆行性に末梢に向ったインパルスは神経

終末部でヒスタミン様物質を解離し血管を拡張したり，

知党神経の閥値を低下したり ，またその神経や隣接神経

で痛みとしての求心性インパルスを生じ，これはシナッ

プスから直接上行するインパルスと相加して痛みを引き

起こすと考えられている.

図1. Diagram of pain pathways in causalgia. 

治療法は表 2のごとく保存的療法と手術的療法がある.

保存的療法は効果があまり期待できないので，皮膚，関

節に 2次的変化の起こる前に手術的療法で疹痛をとるこ

とが望ましい 今日最も有効な治療法は交感神経切除術

とされているが，切除の範囲を術前プロカインープロック

等でその効果を決める必要がある なお，長期間にわた

表 2.治療法.

A)保存的療法

1 )交感神経遮断剤投与

2) Paravertebral block 

B)手術的療法

1) Neurulysis :一般に無効

2) Resection and suture of damaged segment 

of nerve 運動知党機能を犠牲にする

3) Symparhectomy:現在最も有効な治療法

上肢:Smithwickの節前交感神経切除が有利

下肢:後腹膜的侵入で第 I~N腹部交感神経

切除

4)前頭葉切離術

終痛が高位の中枢に固定し .sympathectomy 

の無効な長期間の症例に適応

C)暗示療法および shock療法

心因性要素のあるもの
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る症例では，f{.痛がより高位の中枢神経に固定し，交感

神経切離によって疹痛の緩解しない場合には， lìíJ~tl菜切

離術を行なって苦痛を緩和することもやむを得ないとさ

れてレる.さらに心因性要素があれば，暗示療法や sho-

ck療法を必要とすることもある

我々の症例は種々の保存的療法，交感神経ブロックや

神経最IJ離および離断術も効果がなく ，しかも長期間にわ

たっていたので，最後に心理的効果も加味して前腕切断

によってようやく軽減したので報告した

追 加 鳥山(日大整形)

交感神経節ブロック，正中神経切除等を行なったが疹

痛が再発する忠者でM皮を繰り返してL、たら疹痛が起こ

りにくくなってきた例があるので追加した.

森 (関西医大整形)

1) 自家経験的にもまた，演者の示された病的 syna-

pseを想定する学説から考えても，本症は保存的療法に

相当の反応性が存在していると考える.

2) 本症で感ずることは単に交感神経節ブロックだけ

にと正まらず，息子の切断に先立って sympathectomy

が行なわれてよかったのではなかろうか.

答 高良

1) Causalgiaの成因の学説について.

現在本症の成因について，生理的，解剖学的に実証さ

れてないので，確信できない.

2) 前腕を切断するliiJに sympathectomyを一応やる

べきでなかったか?

あらかじめ，頚胸部交感神経ブロックを試みたが疹痛

が緩解されなかったので切断したが，今後 sympathec-

tomyも試みたいと三考えてレる.

14 乳幼児のいわゆる弾挽指について

中 野謙吾 畑中生稔 湯浅美仁 正木良策本

日常臨床的に多くの症例を経験しながらも，その詳細

な検討が行なわれていない手の疾患の lつに，乳幼児の

いわゆる弾簸指がある.この疾患の病態に関しては，籾

帯性腿粕の狭小化と屈筋腿の腫癒状肥大のため腿と腿絡

の滑動が陣7r-され，母指の屈曲位硬着，仲展障害，弾接

現象等の臨床像をきたすものと理解されている. しかし

その成因に関しては，なんらかの先天的要因に由来する

厳~と腿鞠の肥厚にその病因を求める人々と，成人弾接指

におけると同様，慢性炎症に起因すると主張する人たち

もある.

このような問題を検討するため，私たちがこの 10年

間に取り扱った 195例の弾接指を調査するとともに，乳

幼児弾簸指組惰性腿鞘の組織学的検京を行ない，これと

対比して成人弾援指の腿鞘，さらには}治生期の母指制帯

性腿鞘の発育分化を追求し，また， J.雌 lf4~ J.惨原線維の~t1子

顕微鏡的所見とそのアミノ酸分析をも併せ検討して一定

の知見を得たので報告する.

胎生期靭事官性鍵絡の発育分化

日台生期の母指lftl111#性腿輸を観察すると，胎令 15週の

• K. Nakano(助教授)， S.Hatanaka， Y.Yuasa， R.Masaki 

:三車県立大学温浜病院整形外科.

腿輸は肉眼的にはきわめて務L、透明な膜様物として他の

秒、部組織と識別され，組織学的には滑膜性腿鮪の paト

ietal membranc に由来する表層内面の滑膜庖がすでに

分化している しかし深層線維層は未分化で，その鯵原

線維化はなお不十分である. 20週をすぎると腿鞘は肉

眼的にも確認され，双眼実体顕微鏡下に観察すると縦走

線維に混って械走線維構造が現われ，組織学的にも滑膜

層の細胞配列が整ってくる 30週を過まると腿鞘はそ

の厚みを増して械走線維構造の発達が著しく，ほぽ

pulleyの形態を数え，線維!習の!謬原線*Itが強固に発育し

ている.

臨床症例の検討

次に我々が過去 10年間に取り扱ったiJli!綴指は総数

195例に達し，このうち 10才以下が 74例でその年令

分布は 2才未満が 58%を占めている 10才以下の手術

例は 52例で最年少 3ヵ月から 9才にわたっている.催

居、指の分布をみると ，10才以下ではその 87.5%が母指

に発症しており，両側対称性にみられたものは乳幼児で

は母指に 8例，中指に l例を数える(表 1).発病|時期に

ついてはほとんどその詳細は不明である.これら乳幼児

弾綴指の臨床所見は母備の屈曲位硬着，l'中皮陣苫，腿熔



表 1 年令分布と性別(カッコ内は手術例) • 

Z訟と男(例数) 女(例数) I昔l'(例数)

0才 I 8例(4) I 8例(4) I 16例(8) 

12 (10) 15 (11) 27 (21) 

2 5 (4) 6 (4) II ( 8) 

3 2 (2) 6 (3) 8 (5) 

4 2 (2) 4 (3) 6 (5) 

5 ( 1) 1 (1) 2 (2) 

6 。 1 (1) ( 1) 

7 。 。 。
8 。 1 (1) ( 1) 

9 。 2 (1) 2 (1) 

10 。 。 。
言十 30 (23) 44 (29) 74 (52) 

11~ 1 9 .. r 2例(5) 9例(8) II例(13) 

20~29 7 (1) 6 (2) 13 (3) 

30~39 4 10 (4) 14 (4) 

40~49 5 26 (16) 31 ( 16) 

50~59 6 34 (17) 40 (17) 

60~69 2 (1) 7 (1) 9 (2) 

70~79 。 2 (2) 2 (2) 

80才以上 。
言十 26 (8) 95 (50) 121 (85) 

総計 I56 (31) 139 (乃) 1 195 (110) 

触知を示すものがほとんどで，年令を長じるに従い弾援

現象を伴う傾向がある 局所の炎症所見はなく ，手術11寺

所見においても炎症性変化は認められず，そのj隙鞘内面

は滑らかである.

弾簸指腿絡の組織学的所見

手術f7tJから採取した乳幼児弾接指の籾帯性腿鞘を組織

学的に検討すると ，線維層全体としての肥大は認められ

るが滑朕庖の細胞配列に乱れはなく ，線維性部分の穆原

線維の増刷像を主体とする組織所見を示している これ

に対して成人弾接指の腿鞘では，滑膜庖の強い地別性肥

厚f吸を示すものが多く，滑膜下層にはリンパ球を主体と

する細胞浸潤や線維穿細胞の増嫡も認められ，全体とし

て慢性炎症の所見を示している(図 1a， b) 

靭事停性陸軍省の電子顕微鏡的所見

次に初帯性l縫鞘の鯵原線維をfE顕的に観祭するに胎生

期には，その周期と幅が胎令とともに増加して腿とほ Y

同様な発育分化を示し，月台令 25週では周期 350A，幅

550A， 40週では周期 490A，幅 570Aに達し，正常成

人では周期 585A，幅 1025&. の他を示す. 生後 3ヵ月

の弾接指では周期 512A，幅 700~900A ， 9才の症例で

般 演 題 877 

a.乳幼児弾援母指靭帯性腿鈎 (XIOO).

C. 9才Slli綴母指靭帯性鍵鞘 (X80，000) 

図1.

は周期g570Â ， 幅 1 075~ 1 500Â の値である . すなわち

孫娘指の腿納修原線維はその周期機造には乱れはないが

その幅が増大しているよ うに恩われる .9才の例ではそ

の幅は正常成人の値をはるかにうわまわっている(図 l
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表 2.母指靭幣性腿鞘のアミ ノ酸組成 (試料 100gあたりのアミノ酸量). 
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性炎症が原因で，これによる腿および腿鞘の器質化が狭

窄をもたらすとしている.

乳幼児弾扱指の発症時期については，本症の炎症説に

も関連して重要であるが，その詳細が不明な場合がほと

んどであり 2才未満の症例が多いということを以て必

ずしも機械的刺戟の裏づけとすることはできない.とき

として発症から桜木採取までの時間的経過が長いと思わ

れる症例に，軽度の細胞浸潤をみることはあっても，滑

脱の地拙性肥厚はほとんど認められない.多数の臨床所

見や組織所見を総括的に検討するならば，炎症説を支持

する人々の提起しているいわゆる炎症像は， H欠的な狭

窄の存在下におけるむしろ 2次的な変化として理解すべ

きものであって，乳幼児弾僚指の l次的な原因として慢

性炎症を位置ずけることはできない.この点，明らかに

慢性炎症に起因する成人の弾接指とは区別するべきもの

である.

電llJl所見やアミノ酸分析の結果をも併せ検討して乳幼

児弾簸指の成因を三考察すれば，もちろんまだ推定の域を

脱し得ないが，艇や腿輸の修原線維に増71!1性変化をもた

らすなんらかの代謝異常が出生iIIJ後に現われてくるので

はなL、かと恩われる.

67.01 

c ) 

靭帯性腿鞘のアミノ酸組成

母f旨戦l干Ii性l鍵鞘のアミノ酸分析を行なうとl腿の場合と

ほ V同様なノぞタ ーンと ，ほゾ同様な発育過程を示して，

グリシンを中心とする非極性アミノ酸が胎令 とともに増

加してゆく.これに対して幼児および成人の弾後指では

極性アミノ酸は正常例と大差ないが，非極性アミノ酸，

中でもクリシンの著明な低下が注目される(表 2). 

考察

以上のごとく ，乳幼児のいわゆる弾簸指は，多くの報

告者が指摘する屈筋艇の腫癒性肥大に加えて，級制性監空

輸の線維性増殖によってその線維層が全体として肥大し，

狭小化をきたしていると いえる.胎生期の母指靭千世性鍵

輸を経時的に観察した後，これと対比しながら乳幼児弾

綴指の腿輸をみると，胎令 40週と吉正年少の 3ヵ月の弾

綴指症例とを比較した場合でも，その線維層はきわだっ

て厚くなっているのに対して，滑膜居はほぜ量的な成長

を示すだけで，そこに質的な変化を認める ことができな

68.13 計A 
ロ

以上の結果を考慮すると ，ステロイドの局所使用は乳

幼児の例では，浸潤機転の強い大人の場合と異なり，そ

の効果は疑わしく ，また放置観察症例の自然治癒には相

当長期間を要することを考えると ，早期の手術的治療が

乳幼児弾後指の成因については， Sprecher は分娩時

外傷説を唱え， Lipscom， Hodgins， Zadek，津下らは先

天性のものであるとし，特に津下は腿自体の肥厚を第一

義的に重視し， また， Hodginsは腿輸の 先天的な狭窄

が原因であると述べている.一方宗近らは成人の場合と

同線，出生後の母指の運動に伴う，機械的刺戟による慢
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より確実である.乳幼児の手術症例 20例の予後調査を

みてもほ Y満足すべき状態を示しており ，手術に際して

は靭帯性腿輸の単なる切開だけでなく，す hんで肥厚部

の部分的切除を行なったほうが予後は良好であると考え

ている.

質問 赤堀(岡山川崎病院整形)

1 ) 腿の変化は l次的なものか 2次的なものか

2) 腿鞘内径の狭小化はどの程度であったか，我々の

計測では肥厚した腿の末梢，中枢で著明な変化はないよ

うに思う.

3) 出生時本症の確認された症例はあるか.

上羽(京大整形)

幼児弾鍛指は母指に圧倒的に多いが，母指と他の網干管

とを比較検討して，その相違はあったか.また，そのほ

か特に母指に弾接現象を起こさせる原因と考えられる特

徴はなにか.

答 畑中

赤堀先生に対して :今回は腿のほうの検索は行なって

レないし，また，ご指摘のような計測は行なっていない

が，胎生期からの腿鞘を組織学的にみると弾援指例では

線維層を主体とした肥厚が認められる.また，電顕所見

などからも，腿と腿絡の両方に l次的原因があると考え

ている.

上羽先生に対して:胎生期後半から長期の母指屈曲位

が存在することが注目されるが，腿鞘も各指で比較して

いないし，こ・指摘の理由については詳細は不明である.

15 Locking finger 7例(示指)の検討

児島忠雄 桜井喬 原瀬瑞夫

家常敏弘

手指の M.P.関節が，突然，屈曲位に固定され，伸

展不能になるものが 1ocking-fingerと呼ばれており，日

常よくみられる弾接指とは区別される.

我々は，第 353回整形外科集談会東京地方会で， 111 

trinsic musc1esの障害に起因した示指の lockingfinger 

の2例を報告したが，その後，さらに 5例を経験したの

で報告する 女 6例，男 l例で，女に多く，全例，示指

で，左 4例，右 3例で，年令は 27才から 61才にわた

る(表 1) 

症例1. 36才，女.指の関節をポキンと鳴らすため，

右示指をひっぱりながら， M.P.関節を屈曲したところ，

弾発音とともに屈曲位に固定され，伸展不能となる(図

1 a).局麻剤を関節内に注入し，徒手整復を試みるも

10ckingの解離はみられず，発症後9日目に手関節部で

の伝達麻酔下で手術を施行した.M.P.関節の背側，次

いで:学側を展開するも ，関節腔 palmarp1ate，骨，腿

に異常を認めず， 10ckingは解離されない. そこで，皮

切を榛側に延長し，M.P.関節榛側を展開する.こ訟で

指を他動的に伸展すると，虫様筋が lumbricalcana1中

• T. Koiima， T. Sakurai， M. Harase， T. [etsune， E. Ma-
rumo (教授):東京慈恵医科大学形成外科

丸毛英二*

権側に癒着し，虫様筋とともに canalが末梢側に移動す

るのがみられる.そこで lumbricalcanalを一部縦切

し，指の自動的伸展を命じたと ころ， 虫稼筋艇は lu-

川 bricalcanalを滑走し，末梢へ移動するとともに ，M. 

P.関節は完全に伸展可能となる(図 1b).その後，再

発をみず，術後 1:年2ヵ月の現在，M.P.関節の運動は

正常である

この所見から，以後の症例では，臨床所見を詳細に検

討した.いずれの症例も， D. 1. P.， P. r. P 関節は自・

他動的に屈曲，伸展はともに正常であるが， M.P.関節

は 1450 ないし 1600
位に屈曲し，それ以上の伸展に弾

按性抵抗のために，他動的にも不可能である.全例に

M.P.関節榛側に圧痛を認め，また，同部に軽度の腫脹

をみた症例もある.症例6では外転に際しての疹痛を認

めた.

保存的に lockingが解離された症例5を除いて，全例

に手術を行なった.虫様筋厳~が lumbrical canalで癒着

していたものは，症例 1，3，4の3例，第 l背側骨間筋

の deepcomponentが関節包に癒着していたものは，

症例 2，6の2例である 症例 7は虫様筋腿，第 l背側

骨問筋鍵の広汎な癒着を剥離したが lockingは解離さ
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表 1.

1 I板0 801% 女

2 I制 110 1421女

思 J冒 手 術 所 見

右示f旨 虫傑筋腿の癒着

1/ I第 i背側 i'.t間筋 deep
cOl11poncntの癒れ

31鈴ω140 男 右 1/ I虫様酬の癒着

病理組織所 見

血管周囲の円形細胞M
澗，筋線維の断裂・変性

lヵ月 (一)

9カ月 1(-)I 

備考

4 I久O保o 41 I女 左 H 虫傑筋向者 iい~川川iVfi川f引 刊 …i日l

I RA (+)弾
8ヵ月 (一)I発街関節リ
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れず，強い他動的仲展により弾発17とともに解離された

ことから，仙の因子も闘うしていると考えるー

考結

M.P.関節の 10cki暗 は稀で，我々の調宜し得た範囲

では ，1949年， Langenskio1dの報告以米，外国では 24

症例，わが国では，綿谷，山内，白鳥，小林，渡らの10

症例，計 34症例である(表 2).これらの原因として ，

中手竹骨頭の形態異常，骨赫形成，関節包，側副籾千百:あ

るいは pa1marp1alcの異常，関節内異常組織の介在，

種子'i'}'，骨軟fl'腫などがあげられているが，J.Q々 の症例

のような intrinsicl11uscles の障害に起因したものはな

Zancoliは，虫様筋は基節'白'の基部で腿を形成し，示

指では腿の部分の長さは 1 5 111111唱筋の全長は 90~95111m

で，相当の牢引力があると述べており ，その周u主位での

図1.

b 

癒着は，当然，M.P.関節の仲皮を強く制限すると考え

る.また，第 11'.'f側什問筋も大変強力な筋で dorsa1

tendonは，その approachの角度から主として外転

に働くが，vo1ar tendonすなわち dcepcomponentは，

主に M.P 関節の屈曲に働く . したがって， この艇の

癒JEもM.P.関節の伸展を強く制限することは明らかで

ある.我々も，新鮮屍{本を解剖し，虫様筋，第 1背側骨

問筋の固定が，いずれも M.P.関節の伸展を強力に妨げ

ることを確認した.

病理組織学的所見は，手術例全例に腿周回組織，筋の

一部に， J血管周囲組織の経度の円形細胞泣'潤と筋の硝子

様変性を必めた.

なぜ，このような癒着を起こしたかの原閃は明らかで

はないが，その発生に強力な外力が関与せず，指をひっ

ぱったり，まげたりするわずかのよlで起こり，また気づ
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2. 表

側副靭帯による if:1手町，1ii.fiのcatching

関節包の断裂

i=f:1手骨骨頭 と積子什のF持続出

中手骨骨AAの骨線

中子骨骨頭の形態異常

中手fJ骨頭の骨練

関節内線維組織の奥常

中手骨 ・11吹部組織の異常

骨軟骨!匝

中手骨骨頭の形態異常
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小

中・環・小
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環
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中
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示 ・中

母

刀て

指J忠

種子とJij'li~組織京

中手骨骨顕の形悠異常

関節内線維性I次骨組織

関節の変形

滑膜の肥厚

Volar plate・fJ1i子uの依入

中手骨骨頭の好事~

関節内の loosebody 

J n trinsic m usclesの癒者

2 

5 

5 
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4 

3 
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(1963) 

(1964) 

(1965) 
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Langenskiold 

Alldred 
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Flatt 

Goodfellow 
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TaylOl 

Pirotta 
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綿谷 ・堀木
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Dibbell 

mぬほか

小林ほか

渡 ・津下

Honner 

児lゐ lまか

‘ ‘ 

発言 問Jゐ(新大整形)

1) lockingは MP関節を仲展しながら左布に動か

しても解除されたか.

2) 大変面白い所凡であるが，ある時点から急に 10-

ki唱 が現われたことを考えると lumbricalcanal内に

おける lumhricalmuscleの癒道ーによる amp1itudeの障

害というより M.P.関節内および周辺の炎症性変化がか

なり陳旧化してきている，とし、う病変が背景にあるので

はなL、かと私には推定されるー

3) いわゆる M.P.関節 lockingには，1)関節内病

変によるもの ，2)関節外病変によるもの，3)他動的仲

展で絶対に解除されないもの.4)向上解除されるもの，

の諸要素のいろいろな組合せがありパネ指との鑑別を含

め命名法が問題となろう .

追 加 ~島(大阪市大整形)

私は，本症の発症後 l時間以内に，非被血的に整復し

た経験をもっているので追加する.

患、者は 30才の主婦で，部{立は演者と同じく示指の

M.P.関節.所見は M.P 屈曲，D. J. P， P. 1. P. 11'展

の intrinsic+位のほかにわずかに M.P 尺側偏{立があ

ったので，筋弛緩と11\~痛の円的でク ーレンカンプ麻酔下

に，榛側の latcral.bandを選択的に滅張した位置をと

かないうちに起こったり ，あるいは lockingの解雛と再

発を繰り返すうちに固定されるなど，~ìl発指と共通する

点がみられることは興味深い.また， 症例 4は慢性関節

リウマチがあり， RAテストが陽性で，中指のiJi.fi発指を

合併しており ，症例 6は7三根管症候砕を合併しているな

ど，リウマチ性因子が関係している ことを示唆するもの

と考える

結語

Lor.king fingerの原因として，従来，報告を見なかっ

た intrinsicmuscles の降~に原閃した 7 症例について

報告した.

追 加 岸本 (順天大整形)

発生原因に興味があると思われる同線な症例を l例追

加する 患者は 32才の男性で 12年来採炭夫をしていた.

検側種子骨が中手作fY頭に強く癒着しており ，さらに，

membranous poγlionの拘縮が認められ，この両者を切

除したと ころ， 1判長IljlJ限は緩解された 成因としては職

業上 M.P.関節学側に反覆した外傷が種子'行癒着を起こ

し，さ らに membranousportion の拘紡をきたしたも

のであろうと想像した.
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らすため， D. I. P 伸展， P. 1. P.屈曲， M.P.をさら

に屈曲させ， M.P.を榛側に偏させながら， M.P.を急

激に仲展させると ，整復音とともに 10ckがはずれた.

私の例は，第 2中手骨骨頭の榛側の骨突出部に榛側

lat. bandがひっかかったのが原因と考えられ，早期で

あったので，コドL、非観血的に整復ができたものであるが，

演者の多くの手術所見のうちに 1umbricalcana1内で

の癒着といっているが，演者は，本症の発症後何日円ぐ

らいで手術を行なっているのか，

訂池(束医歯大整形)

助産婦が出産を手つだった直後，中指の lockingが起

こり，翌日関節内に procam注射して，簡単に locking

をとることができた例があり，このような例はまず新鮮

例には試みるべきものに思う

福沢(太田総合病院整形)

私も非観血的に整復できた 10ckingfinger の l症例

を経験しているので追加する.症例は 30才前後の主婦

で，買物中急に右手指 M.P.関節が届IIlI位のま h 伸展

不能となり来院した過去数ヵ月間に 2回同様のことが

あり，いずれも bone問紅白 にて徒手整復を受けており，

私も向指を強く伸展し M.P.関節を過背位にすること

により整復できた.

答 児島

田島先生へ

1 ) 急に発生することに関しては，その発生が弾発指

に似ていることから ，同様のメカニズムが考えられる.

2) 1例を除いては，局麻剤注入などを行ない，強力

な伸展を行なっても， lockingの解離はみられなかった.

3) 先生のいわれるように，その発生の基礎に syno-

vitisなどが考えられる. 我々は原因を l元的にはみて

いない.症例 7では広汎な癒着を剥離しでも解離されな

かったことからみて，他の因子の関与も考えられる.

4) いろいろな原因もあるので，ひっくるめて locking

fingerと呼ぶのが妥当と考える.これにあてはまる適当

な日本語は現在のところなレように思う .

豊島先生へ

我々は手指の dynamicな動きを見るために， クーレ

ンカンフ。麻酔を行なわず，子関節部での伝迷麻酔下に手

術を行なっている.

16 過去15年間の手の外科の経験と反省

rlt 下健故 *

演泌を過去 15年間の手の外科の経験に反省とした.

か与る演題をこの学会にだすことが適当か否か多少迷っ

たが，昨年度に臨床とか研究のあり方，また守門医の問

題についても大きく問題が提起された年でもあるのでこ

の意味も含めて過去をふりかえり 2，3の考祭と反省

をしてみたいと思う.

昭 31年に手のタト科を始めてから今年で足かけ 15年

になり，この間に手術を行な-"た症例が昨年末で 3180

例となった.これは 15年前の症例 lから手術のたひ.こ.

とに加えてきたカードのナンバーが 3，180に迷したこと

で，これとはiJlJに手術した署員忠者の 150例を加えると，

3，330例となったわけである.これを年度別にみる と，

最初の年が 80例で次の年は 120例と少しずつ増し，一

昨年の手術症例は 480例であったが昨年度は大学紛争そ

の他で少しく手術症例を制限したため 400例をわずかに

越えているにすぎない.

• K. Tsuge (教授):広島大学整形外科.

しかしこれらは手術症例だけで，これに手術を行なわ

なかった症例も加えるとかなりの症例を取り扱ったこと

になると思う

さて臨床の研究で最も大切なことは症例の盤Jmと追跡、

にあると考える.まず整理については，私は症例ごとに

2枚のカードを作製，病歴，現症，手術所見などカーボ

ン紙を用いて同じもの 2枚を作成する.そして l枚は手

術の順に一連番号を付してノくインダーノートに整理し，

{也は疾患別，治療別に分類して整理することにしている.

一連番号の整理ノ ートも現在 20冊になったが，この整

理番号はその症例の固有番号となるわけで，カラ ースラ

イト，また白黒フィノレムの整理にも この番号を利用する

ことにしている. 疾患別整理カー ドは別の整理戸棚に保

管するが，必安に応じてさらに細分類することも容易で，

現在までの手術症例数についてみると，疲痕拘縮に対す

る手術 286例，屈筋腿損傷例で腿縫合または移植を行な

ったもの 419例， l'中筋腿損傷 242例，神経損傷例 308例，
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先天性奇型手術 329例，腫蕩 190例等々となっている.

次に写真の整理については手術症例は全例について術

前にカラーおよび白黒写真を撮り，必要に応じて術中，

術後写真もできるだけ加えて整理することとしているが

カラースライトについては先のカー 卜の一連番号と同一

番号で順次投湿して lつの箱におさめる こととし，追跡

調査時のスライドも同一醤号の所に収めることとしてい

る 一方白黒写真については現像ができ次第順次ネガア

ルバムにその密着写真と一緒に整理し，患者の氏名と各

患者に固有のナンノミーを記入しており ，これはまたさき

の一連番号のカー ドにアルバムの番弓，頁数を記入して

各症例の写真はカラ ースライ ドについても白黒写真につ

いてもすぐに取り出すことができるようにする.

以上は手術患者について述べたがその他の外来症例に

ついては昨年度よりタナックのカー 卜選別機を利用して

便利を感じている.

外来患者については全例に簡単な整理カー 卜を作製し

ているので手の症例についてもその疾患，損傷部位など

より容易にカノレテを取り出すことができ，またこれの分

類も容易にすることが可能となった.そのほか症例の整

理のみでなく手の外科に関連した文献の整理もきわめて

重要で，私は整理戸棚を用意して疾忠別，また治療別に

文献の主主理も行なうよう努めているが，しかしなにぶん

発表される論文はきわめて膨大でその主要なもののみに

目を通すこともできないのが現状である.そ して現在手

の外来クリ ニー クは週 2 回，忠者数は毎日 3~40 名 ， 手

術目週 3 回で l 目の子の外科関係手術が 3~4例 これ

が現状である.

以上のごとくで過去 15年間手の外科を中心に仕事を

してきたが取り扱った症例は外国の専門医に比較すれば

きわめてわずかな症例であり， 今後一生の聞に何千例が

追加できたとしてもその数はおそらく I万例に達しない

と考えられ，我々の取り扱い得る症例がし、かに少なL、か

に驚かされるとともに l例 I例の意義を痛感するもので

ある.ところが日常の雑務に追われて術前の分析とか治

療計画の不足，また術式の7 ンネリ化等は常に自分にい

い聞かせていても，なお否定のできないところで，無意

識に気付きながら文献により ，また人にいわれて初めて

気付くような点も少なくないのが現状である.専門医に

とってその領域での失敗は絶対に許されないのであるが

なお起こるべくして起こる失敗を繰り返すことも否定で

きない.臨床家にとって症例の記録と追跡はきわめて重

要と思うがこれまた非常に困難な問題である.そのほか

種々考えさせられることも多いのであるが過去の経験と

反省について 2，3申し述べさせていた Yいた次第で

ある.

17 Five-fingered handの 1例

松井猛 寺山和雄 山岡弘明*

昨年の本学会においても 5指症に関する発表がなされ

ているが，我々は本症に田島の slidingskin Aap法を

行ない，特に指問形成について良好な結果を得たので報

告する.

症例. 4才，女子.

生下時より両側第 l指は他指と同列にあり，右側は P.

I. P.関節まで，左側は D.I. P.関節まで癒合していた

ので，某医にて第 1， 2指聞の切りはなしを受けたが，

第 l指を使用しないという理由で， 昭 42，6， 5日当

科に入院した.

入院時所見.両母指球には形成不全が認められる.両

• T. Matsui， K. Terayama (講師)，H. Yamaoka :信州大学

整形外科.

図1.

第 l指は指節で他指と同列にあり，正常より細長く， P. 
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l.P 闘節にて椀側に偏{立し ，D. 1. P.関節の屈曲は障

害されている.第 l指の対向運動はまったく不能で，

pinchは第 2，3指を用いて行なっている.両前腕は国

外制限がみられ，右大腿は内反股を呈している.心雑音

は聴取されない.

X線{象では~n 指は 3 指節で，第 l 中手骨はきわめて

細く骨端核はなく，手根骨の11'化遅延が認められる(図

1 ). 

図 2.

図 3.

f1i1 42， 6， 12 日，右第 1，2 j旨指問形成術を行なっ

たー ff側で先端は貫~ 2， 3指の P.1. P 関節まで，側縁

は第 4指列に及び:学側では第 1，2指問で C.M.関節

までの切開で，第 l中手部に茎を持つ sl凶 ngskin flap 

を起こす.第 2指検倶Hの血管は結殺，切離し指神経は分

岐部近位まで剥附する.母指内松筋を切離すると第 I指

を十分な掌側外転{立にできるので，第 1，2中手骨に銅

線を通して外転{立を保つ.

Sliding flapで第 1，2指聞を被い皮膚欠損部に全府

M皮を行なった.昭 42，7， 27 日，左側に同様の手術

を施行した.

術後第 l指を使用するようになったが，対向f立が不十

分なため， side pinchである また第 l指は太くなり，

X線上でも第 l中手'IJ'が肥大してし、るのが認められる.

昭 43，10， 18 日，左第 l指に対し中手骨で回旋骨切

り術， P. 1. P 関節で短縮関節i固定術を施行したが，関

節固定部は偽関節となったので，同年 12月3日再手術

を要した.昭 44，9， II 日，右第 l指に対し同様の手

術を行なった.

現在，第 1，2指聞は十分間き第 I指は対向位を呈し，

1. P.関節は屈曲制限がみられるが (;.M.関節の運動性

はよく保たれている Grasp， pulp pinchも可能である

(関 2，3). 

考察

5指症に対する母指化手術lこっL、て Barsky，Riordan 

や田島らにより種々の方法が工夫されている.大久保ら

が指摘しているように Barskyの方法は第 l指を容易に

対向位にできるが，環状切1313のため循環附';1Jを起こす危

倶がある.母指化手術においては第 1，2指指間腔を大

きく形成することが豆要であると考えているが，田島の

sliding skin flap法は安全かっ確実にn的を達せられる.

我々の症例でも ，第 l中子部に茎をもっ背側皮j内弁は，

第 1，2指聞に十分なゆとりをもたらせている.

第 l拍の骨 ・関節子術については， Barskyは中手作付

幹部で， また Riordanは中子骨を件端部のみ残して切

除する短縮術を指問形成術と同時に行なっている.我々

の症例では当初第 1rjJ手骨の形成不全が若IY3だったので，

第 l段階は指間形成術を行ない，第 l指を用いることに

より 1'1-が肥大してくるのを符期して 2次的にfl'.関節子

術を行なった. C.M.関節を温存し，第 l指を 2指節に

すべく ， 中手骨にて回旋骨切り術， P. 1. P.関節で短縮

関節固定術を施行し，第 l指は良好な対向{立を皇し，

pulp pinch， graspが可能となった.しかし，鋼線固定が

不十分だった左側の P.1. P 関節は偽関節を生じ再手術

を要している.指骨短縮後，軟部組織は竹伎触面に対し

努力として働らくので，それに対抗し得る内固定が必要

であるが，当症例のごとく形成不全の強い指骨には右側

で骨癒合をみたような11'皮質縫合も l法であろう.

5指症を津下は欠指症の中に含め，母指が欠指し l指

が過剰形成された奇形と分類し， 矢部らは C.M.関節

以下の亙複と述べている.本例は定型的な 5指症とはし、

いがたいが，生下H寺第 1，2指の合指が存在し，また第

l中手'行'と榛骨の形成不全が認められることから 5指

症が radialrayの1'}.発育抑制と C.M.関節以下の重

複により生じるとL、う説が妥当であると考えられる.



一般演題 885 

結語

4才，女子の両側 5指症の患者に sl凶 ngskin flap法

(田島)を行なって第 I指の良好な対向位を得.pulp 

pinch， graspができるようになったので， 若干の考察

を加えて報告した

質 問 三浦(名大分院整形)

1) 形成された指の内外転はどうか.

2) Oppositionおよび外転を十分に行なわせるため，

私は opponenseplastyを追加することが好ましいと考

えているが，今後腿移行術を考えておられるか.

発言 石田(新大整形)

演者のスライドのよ うに dorsalsliding flapのみで

は第 l指問腔が谷底のように陥凹して外見上よくなし¥

そこで私たちは dorsa1， volarの 2枚の slidingflapsを

起こして baseを第 HIJにつけ.lateralに引き出すよ

うにすると第 l指間腔が正常に近い良い形態をとるので，

この方法を用いている.

答 松井

1) 第 lt旨の内 ・外転運動について 外転運動がや h

制限されているが，内転運動はよい.

2) 腿移行術の要否について 良好な対向イ立を呈し，

grasp， pulp pinchが可能なので本例に関しては腿移行

術の必要はないと思う.

18 両手，両足の広範な先天性皮膚欠損症の 1手術治験例

磁 良輔*

先天性皮I可欠損症は1826年 Campbell の報告に始ま

るが，外表奇形中 0.01%といわれ，きわめて稀な疾患

である

私は，本症例の l例を経験，向積中間層植皮により 全

身状態と局所の改善をはかり，次いで自家全庖植皮を行

ないー一応の機能的改善を得たのでその概要を報告する.

症 例 2ヵ月，男子

家族歴 :父母，同胞ともに健在

遺伝的疾患等特記すべき事項はない.

妊娠，分娩経過:妊娠初期，風邪に催忠し，また，妊

娠悪阻もかなり強かったとのことである.抵娠中毒なく，

分娩正常であった.

既往歴 生下H寺体重 2，150g，未熟児として直ちに小児

科へ入院，全身的治療を受ける一方，皮膚科にて局所の

軟膏療法を行なっていたが，生後2ヵ月で当科へ転科し

てきた

入院時所見 全身的には胸腹部等に異常はないが 380

C前後の原因不明の発熱が間歓し，るいi>U著明，右鼠径

部のリンパJj)Jiの腫脹をみる また，鎖紅，会陰療を認め

る.

局所所見:図 lに示す範囲の皮膚の aplasia，hypoplasia 

があり ，両手は手袋状に，また，両足は靴下状にすでに

一部綴痕化せる肉芽組織があり ，著明な浸出液をみる.

* R. Iso:慶応義整大学形成外科.

図l. l1I¥患部位

特に両手では，肉芽下にすでに強い般痕拘縮を起こして

いる(図 2).

検査所見 血液，尿， 心機能等一般検査に特に異常は

認めないが，血清総蛋白は 5.2と低蛋白を示している.

また，ワ反応陰性，染色体に異常を認めない.

病理所見:手術時に採取した叛痕組織の病理標本では

一部石灰化せる疲痕組織の下に汗腺がみられた.このこ
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図 2 入院時，手袋状の肉芽面より多量の浸出液が

認められた.

図 3 術後かなりの機能改苔が得られた.

とより皮膚欠似はかなり表層であったと怨似される.

治 療 :忠i'Iの全身状態も悪く皮膚欠拡i部も広範なの

で，門家，fultkは不可能と考え，まず父親の背部より採取

した 200~250μ の中間府にて無麻酔下に両予 ， 両足を被

った. この皮片は14日11ごろより一部ずつ脱洛を始めた

が，!抗手事皮門下にはすでに樫痕ぷ皮が完成し，ほとんど

浸出液もみられなかった 一部残った肉芳府に対しては

さらに問中iliMI.支を追加し，第 l回植皮後 lヵ月で肉芳は

完全に東痕治癒し，全身状態は改善され 2ヵ月後には総

蛋白7.1となり血清蛋白量も正常となった.

しかし ，I山j手は瀕痕拘紡のためコブシ状となり ，高度

の機笠間'2{-を残した.これに対し 2回に分けて両鼠径部

よりの全府植皮と同時に母僧形成術を行ない ，fot終手術

後 8ヵ)i(J二現在ピンチ ，グリップ等応の機能の回復に

成功した(図 3). なお細部にわたっては今後さらに手術

の予定である.

考察

本症は欧米ではすでに百数十例を数えるが，本}Ilでは

本例を加え 23例の報告を見るのみである.また，発現

部位は欧米では頭部がf誌も多いとされているが，_，j¥:郊で

は躯幹，I'LI!肢に多L、ょうである. しかし手に発生したの

は渡辺の l例をみるのみであり ，本症例のごとく，両手

は手袋状，両足は靴下状におかされたものはまことに稀

有な症例と考えられる.

さて， ノド症の成因としては，羊膜癒着説，続fb説など

いろいろ為るが， ノド症例は発現部位，ならびに妊娠前半

における母体の全身状態などより胎生表皮形成期になん

らかの障害があったと考えたレ.

本症の死亡率は欧米では 20%といわれ，イリ日ではIiJt

近は減少したものの ，23例中 13例が死亡してレる 依

近は全身管理の改善により死亡率は減少したものの局所

に対しては相変わらず秋刊-療法のみに終始して自然治癒

のみを期待し，低蛋白血症の原因である法山j伎の防止の

対策もなく ，ノド症例のような場合は，治癒遅延による点

度の機能陣内を残すことになるー

干ムは全身状態と局所の関係で口家移植の不可能なノド症

に同種粗皮を行ない，早期に全身状態の改善と局所の表

皮化の促進に成功し，次いで白2京地皮によりかなりの機

能改善もみたが，より弔期に同事E植皮を行えばさらによ

L、結果が得られたと考える.

以上，主として両手，両足に広範にみられた先天性皮

膚欠損症の l例t叫百l磁植皮による治療の有利性を認めの

で報告する.

質問 田島(新大整形)

生後 1/2年以内に母親からの皮膚を用いると出絶反応

が起こらず pcrma町 nttakeする場合があると Lヴ X献

を見たことがあるので，このように生後間もなく組皮す

る例ではあるいは permanenttakeにした可能性があっ

たかと思う.

答 磁

Skin allograftは特殊な場合を除き take しないので

donιrは父親でも母親でもどちらでもよいと思う .
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19 上肢骨異常を特徴とする Carneliade Lange症候群の 11J1J

吉松俊一 杉浦敏雄 白旗敏克

串 πl一博 馬庭昌人 山岸恒雄*

本症候鮮は1933年 Corneliade Langeにより Typus

degeneratives Amstelodamensis として報告されたもの

で，上肢骨異常に伴い特異な顔貌，身体および知能の発

育障害を特徴としている.

Leeが本症の骨格X線像について検討した結果，上肢

1)'異常に高い診断的価値をおいたわが同において本症

の報告が非常に少ないのは，本病名が十分に知られてな

E 、ために他の病Fが勺えられてレるのではないかと思わ

れる.

戎々は本症に該当すると忠われる l例を経験したので

報告する

症 例.笠O原0，女.昭42，5， 26日生，第 2子.

家族歴第 l子は妊娠9ヵ月末で出産したが 80 日目

で病死する.患児出産児の両親の年令は父 28才，母 23

才で血族関係はなかった.母は双角子宮と診断されてい

た. .~台動は 1 ヵ月早くや〉微弱であった 妊娠 6ヵ月で

黄体卵胞ホノレモン 10mg 1回筋注を受けている.

既往歴・現病歴 :某医で出産，生下H寺体重 1，900g，身

長 45cm，胸囲 24.5cm，頭囲 27cnl，腕併巻絡頭部 l回，

在胎 36週と 4日，分娩時間 4時間，安j[fであるが附乳

力がきわめて弱く，当院に紹介されてきた 保育器に収

容，鼻~胃カテーテル栄養を行なった 吐乳は認められ

なかったが生後 2ヵ月に肺炎に催息した.出生後の体重

増加はきわめて不良で 6 ヵ月でやっと~，OOO gに達した.

独笑 5ヵ月であったが声をたてては笑わなかった.類

定，寝がえり ，お坐りはできなかった生歯を認めず，

知能は非常に遅れていた.

現 症 :生後6ヵ月時の所見では，体絡はきわめて小

さく，栄養状態は悪く顔貌は次のような特徴が認められ

る.すなわち前額部は多毛で眉毛もきわめて濃く，鼻根

部は低く ，口角は三 日月状に両側がさがり，まったく無

表情で活気に之しく ，泣き声も弱く捻るようである.頭

部に小頭症を認めるも，泉門の異常は認めず，また，限

底所見にも異常を認めず，頭部は太くて短かく小乳輪，

事 S.Yoshimatsu(整形外科医長).T. Matsuura (小児科医長)

・国立長野病院(松本市旭町); T. Shirahata， K. Kushida， 

M. Maniwa， T. Yamagishi :東京主主恵医科大学整形外科.

小乳頭を認める 心音には異常はなく ，またチアノ ーゼ

も認めないが口居周囲の蒼白を認めた.

多毛は前額部に次いで背部に著明で;bった.腹部には

異常を認めず，上肢では両側とも肘関節伸展降宮を認め

た.また右 3~4 中手骨聞に差是手を ， 第 2~3 指間で

cutaneous svndaじtylyを，また 3指は P.J. P で榛側

に著明な屈曲偏位を認めた 下肢はや与短いが両足~.J!:に

は異常を認めなかった.

臨床検査的所見 :血液，尿，血液定量，免疫グロプリ

ン，心電図，心音図には異常を認めなかった.

X 線所見頭部は X 線計測上 maximam cranial 

length 161 mm， maximam cranial b. eath 80 mmで小

頭症を示し，雨上肢に異常を認めた.すなわち両側肘関

節に後方脱臼を認め，両側第 l中手骨に著明な発育不全

を，第 5指に末節，中節句'の欠損を認め，また，右第3

~4 中手骨間の間隔は広く，こ訟に Spreiz Handを形

成，右第 4指には P.1.P で検側に屈曲偏位をみた.胸

郭においては肋骨が薄くうねっている感があり，水平位

をとっていた.

生後 7ヵ月で右上肢の SpreizHand， Syndaktylieの

手術を行なったが生後 l年 2ヵ月で肺炎を起こして死亡

している.

考察

本症の逃伝関係については諸家の報告では認められず，

本症例も同織であり，また種々の妊娠歴についても，こ

れらが原図的意義をもつかどうかは不明である. しかし

Placek らは胎動の少ないことを報告しており ， 本症例

も同様で，低体重で出生する例が多いことともに，胎生

期にすでになんらかの異常が存在するのではないかと想

定される.

出生後の身体 ・知能発育は著明に遅延しており，頑固

な日医吐をみる症例もあるが本症例では認められなかった.

本症の特徴は特異な顔貌があげられるが，さきに述べ

た以外に諸家の報告の中には Silver の随伴症状として

青色王位膜，随孔偏位等があげられ，皮膚症状も多毛，チ

アノーゼ以外に大理石様皮絞等の存在また，翼状堅固，短

L、頭部，小乳輸等があげられ，臨床検査所見では特有な
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呉市所見は認められず，また，M:近 LeeSilverらの X

線検査の結果，高い診断的価値をおいたものに上肢骨異

常があり ，他に月Mlの走行の水平位傾向もあげられてお

り，我々の症例にまったく同様の所見を認めている.

検骨小頭の hypoplasia，Turner syndrome， KJeinefelter 

syndrome， Fanconi syndrcme EJJis van Creveld's 

syndrome， hereditary o3teo-cnychodyspJasia sync!rome， 

まt.:.，hypoplasia low insertion Iま diastrophicdwarf. 

Fanconi's anemia， infantill prcgres~ i ve 1町 ositismsincans 

等に認められるが，第 5牛手骨の hypoplasiadevialion 

* 

傘 * 

は Dcwn'ssyndrcn:e， achondroplasia， Silver' syndrome， 

Hurlc内 syndromeにも認められるが，特異な顔貌，身

体，知能の発育遅延，生化学細胞巡伝学的に特有な所見

を欠くこと等より 診断は比較的容易であると考えられる.

わが国においては木症の報告は数例にすぎないが本病

名が十分知られてないためと他の病名が与えられたこと

もあると考えられ，上肢骨異常を診断の手がかりとして

今後発凡される率は多くなるものと考えられるので報告

した.

調ト
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20 手部ガングリオ ンについて

西山剛史 赤堀治 守谷節夫水

ガングリオンは手の腿痛のなかで最も頻度の市L、疾患 Hand gl'oupによる手術では腫窟ならびに mlcroscoplC

である. な doughtercystが残存する危険のある周囲の関節包

このたび私たちは昭 38， 1月より昭 44，6月まで岡山 または腿鞘をできるだけ広範聞に摘出している.レジデ

川崎病院において主として手術的に治療を行なったカ'ン ントも完全摘出の指導を受けているが，技術的に困縦な

グリオン 130例について統計的負号祭を行ない，いくつか 症例がかなりあった.

の知見を得たので報告する. 再発したものについて摘出してからの期間をみると，

年令は最低 9ヵ月 ，最高72才，10才代と 20才代で 1ヵ月未満のもの 2例， 1ヵ月から I年未満のもの II例，

全体の 66.1%になり ，性別は男性 34.6%，女性 65.4 1年から 2年未満のもの II例で，2年以上経過して再発

%であった.特に手を使う仕事またはスポーツをしてい を起こしたものはなかった

た者は 26.1%で，利き腕に発生した者は 58.9%で， 術後の痛み，知党障害，疲痕などについては表のとお

また外傷の既往のある者 11.6%，家族歴にヵーングリオ りである .29.5%が搬痕などについては表のとおりであ

ンのある者は 10%であった. るが疲痕を気にてしいることは，今後皮膚縫合に際して

ガンクリオンの症状については表 lのとおりであるが， 形成外科的配j琶を十分払うべきであるとヨ考えている.

これらのうち最初痛みのみを訴え，数日または数週後に ガングリオンの発生病理に関しては多くの仮説がある

腫癌に気付いている者が 5例みられる ガングリオンの が，決定的なものはないようである.私たちもこのこと

大きさは小指頭大から鶏卵大まであった. に関し電子顕微鏡などにより検索中であり ，近い将来そ

手術時確認されたガング リオ ンの発生部位はまず背側 の結果を報告 したいと考えている.

において手関節が 97例，74.6%を占め，そのうち nav.-

lunate [鍋節周囲 19，rad.-nav. 16， nav.-capitate 13， 

rad.-Iunate 5， dist. rad.-ul. 4，そのほか表 2に示すと

おりである. また母指 1.P. joint より 発生したものが

1例あった.次に掌仰jにおいては子関節に 16例 12.3%

発生している.M.P 闘節部腿鞘では環指，中指，示指，

母指の順にみられた.

ガングリオンの治療法については Calpおよび StOllt

は圧挫法を Cherry および Ghormleyは手術的摘出

法を，McEveclyは薬物注入法を政良の方法であると述

べているが，それぞれ 22%，38.6%， 18%の再発があっ

たと報告している.私たちは保存的療法に限界があるこ

と，腫溜が一定以上は大きくならないこと ，悪性化を起

こさないこと，機能障害が少ないこと，自然に消滅するこ

ともあることなどを考え，患者が希望する場合摘出して

いる.今回 130例中 105例 80.7%の followupにお

いて再発率は handgroup によるもの 11.1%， レジ

デントによるもの 26.6%，一般外科医によるもの 33.3

であった.

• T. Nishiyama， O. Akabori， S. Moriya 岡山川崎病院整

形外科(岡山市西山中下). 

追加 竹多(国立金沢病院整形)

私の ganglion摘出慣用法を述べる. 術中 ganglion

の内容を吸引縮少し，緊満を除き，かわりに少量の滅菌

methylenbreu 液を注入し内腔を十分着色させこれを指

標として，周聞から scharfbegrenzbarに完全に摘出が

容易である.たとえ破れても着色 Kapselは識別切除が

しやすい.病理検査にも支障はない.

演者はできるだけ広く基底および周囲の組織をとると

述べたが，その範阻適応が困難なので，現在する cyste

を可及的 atrallmaticに，しかも破らずにとろうと努め

たぜけで， いまだ癒合しなし、小 cysteあるいは交通し

ていないものに対してはこの限りではない.

追加に対し 赤堀

メチレンフソレー注入を行ないこの部を摘出した場合こ

のガングリオンと直接交通していなL、小腫熔特に micro

sycteをとり残し再発の原因となる危険は考えられない

か.
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表1.Locate and origin o[ ganglion in hand 
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Rad.-nav. joint capsule 
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Triquetrum-ul. 

Trapezoicleum-2nd metacarp. 
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EPL tendon sheath 
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ABD P. L. tendon sheath 
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Ring finger， tendon Sheath 

Volar 
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(9.2%) 
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2 

Thumb Dorsal 

(0.7%) 

T. P.Joinl 

(0.7%) 

Middle finger， prox. phalan文，flex. 
lendon sheath 

3 

(0.7%) 

Others 

(0.7%) 

Unknown 
3 

Tolal 

表 2.Treatment and late Res¥llts in 105 cases. 

leases followed- |UM 
appearance I appearance 

I 45 1 5(111%)|… %) 
30 I 8 (26.6%) I 22 (73.4%) 

30 I 10 (33.3%) I 20 (66.7%) 

105 I 23 (21.9%) I 83 (78.1%) 

Per Cel1l 

38.5 

27.7 

33.8 

Cases 

50 

36 

44 

150 

Operator 

Hand surgeon 

Resident 

Genera 1 surgeon 

Total 
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21 尺側手根仲筋鍵鞘より発生した tenosynovialosteochondroma 

の1例

狩 谷 JI労 寺山和維 松井猛*

鍵鞘滑膜より発生した tenosynovial osteochodroma 

はきわめて稀であり，しらぺ得た範囲では諸外国では 11

例，本邦においてはし、まだ報告されていない.最近，我

々は左手関節の尺側手根伸筋腿鞘より発生した l例を経

験したので報告する.

症例.18才，男子.建具職.

主訴:左手関節背側の腫癒.

現病歴 約4年前の中学 2年のころ，左手関節背側の

尺側に小指頭大の腫癌のあるのに気づき，某医を受診し

たが脂肪極といわれ，疹痛もなく放置していた.徐々に

腫痛の大きさが増し，運動時の疹痛が生じて，昭 44，7， 

8日当科外来を訪れた.

既往歴には外傷を自党していない.

初診時所見:腫溜の大きさは母指頭大，表面凹凸があ

り，骨性の硬さで表面との癒着はなく，手関節背屈を命

じ，尺側手根付i筋腿を緊張させると，腫痛の移動性は少

なくなる.

X線所見 :J血癌の局在部位に一致して石灰化像(矢印)

が認められたが，尺骨および手根骨には連続していない

図1. X 線 像.

• M.Kariya:北信総合病院整形外科(中野市大字中野); K. 
Terayama (J，'qg市)， T.Matsui:信州大学整形外科.

(図 1) . 

図 2 手術所見.極蕩は尺側手根f中筋腿織に連
続している.

図 3.騒癌中心部 (H.E. X 100). 

血液所見 :血沈には異常を認めなかった.

手術所見・腫痛の直上に縦切開を加えると直下に被膜

に被われた直径 3x 2cm の大きさの腫蕩が現われた.

被膜は尺側手板仲筋l拠輸に述続しており，剥離していく
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と被膜とともに腿納がはがれ，尺側子機{E!l筋腿が一部露

出しているのが認められた(図 2).摘出された肱湯は凹

凸のある牧竹織の硬さの腹痛で，そのぷ面は白色の光沢

をもっていた.

組織学的所見 :腫湯を被っている線維性被!肢は毛細血

管にuみ，1)被膜に接して mctaplaslicboneの形成巣

がみられ，2)内側には内軟il性骨化栄が不規則に散在し

ており， 3)さらに'rJ'芽細胞が配列して骨朕性行化巣も認

められ，多彩な骨化過程が認められた(図 3) また竹組

織の成熟度も一様でなく ，lamellar boneとwovenbone 

の混在が認められた.また他の部位では，外側に WQven

bone よりなる1'1.組織が殻状に形成され， その内部には

群化 したl駄竹細胞の多い軟骨組織が認められた.

考 察

l腿市1[jより発ノkする腹話Ht，ganglion， g山 ltcell tumor， 

hemangiomaなどが多く osteochondromaはきわめて稀

である. Murphy(1958)は腿鞘より発生した oslc>ochon-

dromaを lcnosynovialosteochondroma と称して 2例

報告し，その後 Rockey(1963)も l例を加えたが，す

でに lcndonsheathより発生した cSlcochondromaと

して GcschicklCIら (1934)が 7例，Shcphcrd (1942) 

が l例報告している.これら以外に組織学的には石灰化

を「ドった chondroma の症例jを oSleochondroma とし

てとりあげて l記載している文献もあり，これらが teno-

synov凶 oSlcochondroma とまったく 一致する症例か否

かは即断できない.このような疑問点のある症例を除外

すると， lenosynovial osleochondroma として確かな症

例は Geschickterら以後の II例となる.本声jlでの報告例

はいまだみあたらなレが，類似な症例としてJtl野 (1966)

がアキレスl陛下滑液包より発生した bursal oSleochon-

dromaの l例を141i告している.

Tenosynuvial osteochondroma は足指の腿鞘よりも

手指の腿街初、らの発生が多く ， また仲筋l銅山ií~ よりも屈筋

腿納からの発生が多い.

組織学的には，関節滑!民より発生する osteochondroma

が定型的に 4陪をなして骨組織が中心に存在するのに対

して， ]腿粕滑目立lより発生した osteothonclromaはtlf組織

が硝子軟骨組織の周辺部に辺在するもの ，または部分的

に局在するものがあり ，本症例でも一様ではなかった.

発生機序については，多くは mesenchyrr.alcellより

の mctapbsticな形成説をあげているが，本症例の多彩

な組織像がぷすごとく，元米 synovialcell は多種の変

異要点を有しているものと位察される.さらに，外傷が

発生要因の lっともレわれるが，本症例では凶援の外傷

歴は必められなかったが，主Ut級という手を頻繁に使用

する職業であり mlcrotraulnaが持続的に作月lしたこと

も与服されねばならない.

臨床症状ではパネ指の原肉となった症例もあるが，通

常臼}t症状は少なく ，X線!家により 発見されることが多

L、.

むすび

18才児子の左手関節のパ側手tR仲筋!陛平j[jより発生した

きわめて稀な lenosynovialosteochondromaの l例を報

告した.

22 指の屈筋腿!腿附よ り発生した tenosynovialchordromatosis 

の1症例

福沢玄英 本田一成水

私たちはj示近，腿鞘より発生した chondromalosisの たこともない.

症例を経験したので報告する. 現病歴 4年住liiIよりなんらの誘因もなく，右環指に

症 例 24才，男子.自動車工. 屈曲時に疹痛を党えるようにな り， 同時にJ左節部掌側の

家族歴 ・既往歴 :特別なことはない.なお外傷を受け 圧痛に%ずいた.f!i近になり，同部の腹痛に気ずき，昭

一一一一一一 43，8 )J. 当科を受診した.
* G.Fukuzawa， K.Honda:太田総合病院整形外科(川崎
市駅前本町). 現症全身ifr見には特に異常をZEめなかった局所



的には，右J;!;'J指基節部は腫脹し，掌;側に屈筋腕!に共動す

る圧痛のある腫癌 2コを触知し 1コはアヅキ大で榛側

寄りに 1コは7 チ針の頭大で尺側寄りにあり， ともに

弾性硬であった.なお環指の運動はイ中展は正常であった

が，屈曲は11径度に制限されていた，

X線像右環指基節部の軟部陰影は!盛大し，側面像で

掌側に軽度の石灰化を伴った腫癒の陰影が見られ，基節

骨には骨膜反応を認めた(図 1).なお肺には異常陰影を

認めなかった.

図1.X 線像

検査成績 :RA陽性のほかは正常であり ，ツベルクリ

ン反応も陰性であったー

手術時所見 腫癒摘出のため，昭43，8， 10日手術を

行なった.右環指基節部模側に側ノ与皮切を加え，屈筋腿

腿鞘に達すると!雌鞘は膨降しており，これを切離すると

腿鞘と連絡のあるアヅキ大の腹痛を認めた.これを摘出

し，さらに大，小不同の腫癒を計 12コ摘出した 腹痛

は暗赤褐色 I軟骨様硬で，表面は比較的平滑であった.

なお基節部の骨!換はほ Y正常であったが，これを一部骨

とともに切除した

病理組織学的検査 :組織学的には結節は大小さまざま

の軟骨組織よりなるほピ球形のものであった.図のどと

し骨膜ゐるいは関節包周囲の軟部組織内に境界鮮明な，

軟骨組織その ものより なる結節を認めた(図 2a). 強拡

大では，区|の左は滑膜組織の結合線維で，中心部には豊

富な硝子様軟骨基質を もち j欽骨細胞はかなり豊富にラ

クネ内にみられた.しかしながら図のごとく ，中心部に

向うと軟骨細胞は変性傾向を示していた.なお軟骨基質

に少互の石灰沈着層を認めた(図 2b).すなわち本症は

石灰化を伴った tenosynovialchondromato市 であった.

なお恭節骨および骨j換は正常であった.

般 演 題 893 

8. 

C. 

図 2 組織像.

経 過 :術後 l年 3ヵ月の現在，右環指の運動は正常

であり腿脹もないが，基節部掌側の榛側寄りに7 チ針の

頭大の圧痛のある腹痛をふれる.いずれ摘出予定である.

考察

関節内に生ずる synovialchondromatosisは時にみら

れるが，腿鮪より発生する tenosynovial chonclroma-

tosisはきわめて稀であり， その報告例も少なく ，現在

までの報告例は，これを広く解釈しても ，私たちのしら

ベ得た限りでは白験例をも含め 30例にすぎない これ
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表1. 報告例の概附 (30例). 

1 ) 部位別(1) 部位別 (II) 

指 10例 指屈筋腿腿鞘 9例

(環指 4，示指 :3) アキレス腿腿鞘 7 11 

母指 2，不明: 1 尺側手恨屈筋鍵腿鞘 2 11 
下腿 7例 大腿四頭筋鍵鍵革有 2 11 
目す 4 11 

上腕二頭筋腿腿鞘
足関節 3 11 

母指タ十転筋庫室腿革向
手関節 2 11 

駈屈筋血E腿翰
上腕 不明 7 11 
大 腿

膝

抱上

2) 診断名

Benign osteochondroma 15例

Osteochondroma 4 11 

Tenosynovial chondromatosis 311 

Calcified chondroma 3 11 

Chondroma with calcification 2 11 

Osteochondromata 

Osteomes 

Synovial chondromatosis 

らを発生部位別にみると ，表 lのごとくであり ，手指が

最も多く 1/3の 10例を占め，次いで下腿に多い.また

指別では環指が最も多く 4例で，これに示指の 3例が次

いでいる.主にこれを発生腿鞘別にみると，表 lのごと

くであり ，指屈筋腿が 9例と最も多く，これにアキレス

腿の 7例が次いでいる.すなわち本症の多発部位は指屈

筋l拠，次いでアキレス腿であるとし、える.次にこれらの

報告例の診断名を見ると ，表 lのごとくであり，白星会例

と同様に腿鞘より発生した chondromatosisは， Albertini 

の肘にみられた症例， Ja恥 の子関節にみられた症例お

よび Chevrierの上腕二頭筋腿にみられた症例，計 3症

例にすぎない.

本症の病因については Aegerterらは，本来骨組織

と組織発生学的に2約五なる関係をもっ骨膜組織に meta-

pasticに軟骨細胞が形成されるものであり， neoplasma 

ではないとしてレるが，私たちもこの説に賛意を表す

る.

滑膜組織内に軟骨細胞が形成されるごく初期のものの

結節の周辺はし、まだ周囲組織との境界が不明で，移行し

あう像が見られる.なお多形性を示す細胞で，前軟骨細

胞と思われる細胞の噌殖がみられる また，その周辺に

はすでに軟骨組織の形成をみる.したがって一般的には

多発性にみられる chondromatosisのそれぞれの初期の

像が凡られる(図 2c) . 

なお，本症と外傷との関係については賛否両論がある

が，報告例中記載の明確な 5例については外傷の既往は

2例に認められたのみである 自験例でも外傷の既往は

ないが，利子の環指に本症が発生しており ，職業上繰り

返し加えられる小外力が本症の発生にまったく関係がな

いとはL、いきれない.

本症の治療は腫績の摘出であるが，報告例を見ると，

単発性のものはいずれも再発をみていないが，多発性の

ものはその性質上再発が考えられるが，自験例を含め吟

例中 2例に再発がみられ，うち l例は 21年間に 4巨!の

手術を受けている .

結語

私たちは最近，ごく稀な tenosynovialchondrol陀 ato.'il;

の l症例を経験したので，文献的考察を加え報告した
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23 上肢外傷の統計的観察

一一第 1報指骨骨折一一

平 沼晃 阪本桂造 相木武 萩原信義

佐々木惇 西堀実 門馬満 本多儀ー*

手の外傷は労災，私傷を問わず日常頻発する外傷の l

つであり，当初は軽微と思われたものでも機能附害を残

しやすいことは周知の事実であり，我々も昨年 7月から

日本鋼管病院において外傷を中心とした手の外科外来特

殊診を設け，その治療向上に努めているが，これを機会

に上肢外傷全般の現況を把握し検討を加えて今後の治療

方針の粧とすべく統計的観察を行なっており ，今回は第

l報として昭 40，1月から昭 43，12月に至る 4年間に

当科で取り扱った指骨骨折について一般的な統計的観察

とともに治療面に関して反省検討を行なった結果を報告

する.

症例の統計的観察 (表 1) 

症例数は 313伊tl，364指， 376指節で開放骨折は 197

例で症例の 62.9%を占め，皮下骨折は 113例で同一症

例に開放 ・皮下骨折を共存したものが 3例あり，また l

指のみの単独骨折が多く 274例 86%を占めているが，

2指以上にわたる多発骨折も 39例に認められた.

左右別頻度では 171例 54%が右側でや h多く ， 性7J1j

では男子が 306例 97.7%で圧倒的に多い.

災害発生現場からみると業務 t負傷による労働災害が

207例 66%で，年令分布においても症例の 78%にあた

る 244例が労働年令庖である 21才-50才に発生してい

る.

受傷原因についてみると鉄板や鋼管の問あるいは機械

の聞にはさまれた等の挟圧によるものが 176例 56%で

半数以上を占めており ，受傷指については中指と環指に

多くみられ両指で 185指節とほ V受傷指節数の半数に近

く，また受傷指節では末節の骨折が 251指節で受傷指節

数の 66%を示している.

治療面に関する検討と反省 (表 2) 

症例を受傷から初診までの日時によって分けると，い

わゆる goldenperiod といわれる受傷後 12時間以内の

本 A.Hiranuma， K. Sakamoto， T. Kashiwagi， N.Ogiwara 
J. Sasaki・日本鋼管病院盤形外科()11崎市大島町):M.Ni-
shibori， M.Momma， G.Homda:昭和大学整形外科.

表 1.症例の統計的観察.

症例数 313例

受傷指数 364指

受傷指節数 376指節

開放骨折 197例 初 指 1245指節

指 171 11 171 11 11 

2 指以上 26 11 62 11 70 11 

皮 下骨折 1 113例 125指い25指節

103 11 11 

2 指以上 10 11 22 11 22 11 

閲放 ・皮下共存 | 3例 6指 | 6指節

左 右 iJU 右 171例

左 142例

性 iJU 男 306例

女 7例

労災 ・私傷別 労災 207例

私傷 106例

受傷指 ・指節別一覧

母指 |示指 |中指 |環指 |小指 |計

未節 (開放
26 501 231 171 

皮下 10 80 

中節 (開放
11 9 35 

皮下 2 2 6 5 15 

基節 (日目
10 8 7 9 8 42 

皮下 5 5 5 5 13 33 

言十 68
1 

93 92 72 376 

指別 指節別

母指骨折 51 末節骨折 251 

示指骨折 68 

中指骨折 93 中節骨折 50 

環指骨折 92 

小指骨折 72 基節骨折 75 

新鮮例が 276例で症例の 88%を占めているが，その初

回治療の内容を検討すると縫合を行なったものが 152例

あるが brushingは 92例， debridement は 81例と少な
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く，また他皮はわずか 6例に行なわれているにすぎず，

さらに開放骨折において創の程度が挫滅創の場合に創の

一期癒合し得た割合が 40%の低率を示していることは，

挫滅開放創の処理に際しては開放創処理の原則である

brushing， debridementを忠実に行なわねばならないこ

とと同時に，無理な縫合を避けて植皮による創閉鎖を多

用すべきで為る ことを如実に示すものと反省している.

なお新鮮例に対する 2次的手術として切断が 10例あ

り，そのうち 8例は高度の軟部挫滅を伴った粉砕骨折で

当初より切断が適応と考えられたが，多発'行折のためあ

えて縫合し結局は域死となり切断したものであるが，他

の 2例は創感染から骨髄炎を引き起こし長期治療のうえ

切断を余儀なくされたものでこれについても挫滅宮Ij処理

に問題があったものと考えられる.

また初診から治癒まで当科で治療 した 215例について

みると，開放骨折では 145例中 91例 62%，皮下骨折で

は 70例斗163例 90%が 2ヵ月以内に治癒して いるが，

3ヵ月以上を要した症例を検討すると， r}[UiI:， 皮下のい

かんを問わず，また l指のみの単独骨折から 2指以上に

わたる多発骨折にか hわらず受傷指節が中継指節になる

ほど長期間を要する傾向が認められ，骨折の場合にもい

わゆる noman's landが関係ある ことを示している と

いえよう .

しかしながら末節骨折においても開放'1'1'折の場合には

3ヵ月以上を要したものが少なくないことは留志すべき

表 2.b.治療而に関する検討.

初診か ら治癒までの期間 (215例)

期限11 ¥附骨折 (145例)I皮下骨折 (70例)

2 週 間 12例

3 週 陥]
2! ?9 例例: > 62% 

1 ヵ月

2 ヵ月 39例 14例

3 ヵ 月 24例 2例

4 ヵ月 16例 2例

5 ヵ月 5例 3例

6 ヵ 月 5例

7 ヵ月 3例

9 ヵ 月 l例

初診から治癒 まで 3ヵ月以上を要した症例 (61例)

開放骨折 ・l指単独 (37例)

小指 l環指 I'1=1指 |示 指 |母 指 l
皮下骨折 ・l指単独 (3例)

|母 指 |示指 |中指 |環指 1小指

1 (末)|45(末) 4(末・中) 4 (末) 5 (末) 3 ヵ月

2(末・中):4(末・中) 1 (基) 2 (中) 1 (末) 4 ヵ月

2 (基) 1 (基) 5 ヵ月 1 (基) 1 (末)

1 (基) 1 (基) 6 ヵ月 1 (基)

1 (基) 1 (基) 7 ヵ 月

1 (基) 9 ヵ月



開放骨折 ・2指以上(17例)

4 指 I3 指 I2 指

般演題

皮下骨折 ・2指以上 (4例)

2 指 I3 指 I4 
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指

2 (末) 3 (末) 3 ヵ月 I(末・中)

4 (中) 2(中・選) 4 ヵ月 1 (末 ・中) 1 (中)
1 (基) 1 (11=1・基) 5 ヵ月 1 (悲)

1 (基) 1 (基) 1 (中・恭) 6 ヵ月

1 (基) 7 ヵ月

であり，その多くは疹痛指を残したものでこの点につい

ても開放創の処理に問題があったものと考えられ，指先

部損傷には特に疹痛を残さないように心がけねばならな

いことが痛感される.

24.当工場における手指骨折について

小川加弥太

工場災:!i-の中で最も多いのは手指の傷害であるが，こ

とに骨折や切断の場合機能的見地から日常生活に及ぼす

影響は軽視できない.

このたび，当社ならびに関連工場作業員の中で手指'円'

折および切能Irにて加療を行なった者 366名について統計

的観察を行なったので結果を報告する.

1. 所属別，疾患別

所属別には当社従業員 194名，関連工場作業員 159名

その他 13名.疾患別には皮下骨折 70例，開放骨折 171

例，切断 125例.

2. 年代別分類 (骨折)

20~29 才代 96 例 (40 %). 20才未満 55例 (23%)• 

30~39 才代 46 例 40~49 代 29 例 50 才以上 1 3 例で

比較的来年者にことに多い.

3. 受傷時刻別

図 lに示すとおり. 15時が最も多式，次いで 11時，

14時のl順となっている.

グラフが示す受傷発生数は作業による疲労も原因と考

えられるが反面，時間的経過からみて仕事に対する馴れ

がかえって不注意をI喚起し，このために災苫を招いてい

ることも想定される.

4. 受傷原因別

原因を 1)プレスによる.2)物体の落下による.3)プ

事K.Ogawa.N.Goto・東洋工業病院主主形外科(広島県安芸郡

府中町). 

五島伸幸*

ω 

40 

人
30 

数
20 I 

10 

図1.受傷時刻別.

レス以外の機械，器具の狭窄による.4)そのほか大別し

て疾患別に検討した結果，皮下骨折では.3)がf誌も多く

45 %を占め次いでプレス 25%となっている.開放骨折

ではプレスによるもの 61.3%と大半を占め.3)は 26%. 

さらに切断例では 1)56.5 %次いで 4)26 %と開放骨折

同様，過半がプ レスによるものである.

5. 骨折とその種類

骨折をその型から横骨折，斜骨折，剥離骨折，粉砕骨

折，その他に大別しさらに皮下骨折，開放骨折に分け検

討した結果，皮下骨折では横骨折が辰も多く 36%. 次

いで斜'11'折 24%.剥離骨'折 22%.一方関放骨折では粉

砕骨折が取も多く 38%.次いで横骨折 31%.斜'行'折12

%となっている.

6. 手指別

図2に示すように受傷手指は左中指，示指が多く次い



898 巻 21・号 II 整形外科 1970年 10月

1刊

U.r 

100 

5日

ロ イ[

口 ;.:

。
I:} 指 /J; 指中 指環 1IT 小 J告

図 2.手指別分類(骨折). 

! 手指I勿~ r' T，j; f行?勿>;::l
¥ A 46 )勿m ¥: ¥ 119正タヲ勿

ト~許ト指ν々芦北
¥ . '. ¥ 52 }/'/，' j 

-'- "γ'/# 

図 3 手指部位7JIJ (骨折)

で左窃H旨と左側の受傷が多い

7 指部位月IJ(図3) 

図.-¥(筒l

仁コ ，'，釘l

口出1

政'十::::1仰は

ぷ郎，中間~. ，基節部に分け7三指別に検討した結果， 全

指とも末節部の受傷が最も多く ， 小指が 49%のほかは

60~70%が末節である.次いで中節部，基節の順となっ

ている.

8. 受傷手指数

単指受傷例として皮下骨折 66例， 開放'¥1"折 128例，

切断 恒 例U.指J只{おとしてfl折 32例(皮下竹折例 3)， 

切断 16例 3指の1I1傷骨折 10例(皮下'?1-折例 1)，切

断 7例 4指の刊折例 5 (l、ずれも|潟放すj折)，切断 8

例，全抱似傷例，骨折 0，切断 2例と11'折の 11%が 2

指以上のm傷例である .

9. 治療法

i1"折について観血的手術例は皮下骨折では 5例 (7.1 

%) ， 開放 '~J'折では 26 例 ( 1 4%) と必ずしも 多くない.

皮下骨折例では非観血的に整復を行なうように努め，ま

た開放竹折でも松f立が少ないものではなるべく非観血的

に整復し，転位のc6:明なものや関節に障害を及ぼすよう

なものに対し縦血的に整復術を行なってレる

10 骨折と予後

関節機能障苫 ， 変形治癒，偽関節，異~~'1才化等につい

て検索した結果，皮下骨折例で関節機能防官 2例 (2.8

%)，変形治癒 2例，異常骨化 2例および偽関節 3例

(4.3%) ，開放骨折例では関節停宮 13例 (7.7%)，変形

治癒 12-(9IJ (7.0%)，異常骨化 l例，偽関節 2例と開放

骨折例が障害を残すものが多い.

11. 治療期間

治療期間の子指の受傷の程度，部位，治療法の相違に

よりおのずから異なり，一括して論じることはできない

が，傾向として皮下竹折例では Iヵ月前後のものが多い.

ー力団放骨折例では 10週以上例が最も多く 23%を占め

ている .

12 休業率

1-;-折による休業率は皮下'円折では 20%， 開放1'1'折で

は 55%であるが所同別では当工場作業員は 31.4%，関

連工場作業只 73%と後者が圧倒的に休業本が高い.理

山と して当工場の場合規校が大であるので職種が多く ，

配置転換，または配置交代が可能なためである.

むすび

主に工場災苫による手指骨折 241例について検討，手

指受傷i時刻別には 15a寺が最も多く ， 手指別に左'H旨，
示指に多く，また年代別には 20才未満から 20代に多い.

皮下竹折と開放'1'1'折とでは受傷原因や'行'折の型に多少の

差異が認められ，前者では横骨折，後者ではプ レスによ

るも の ， 粉砕十HJíが多く ， そのためか関節機能ßf，1~JJを残

すものが少なくない.



899 

25 月状骨周囲脱臼について
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過去7年間に当科および2，3の関連病院で治療の対

象となったいわゆる月状骨周囲脱臼は II例であり，こ

れらの概略を述べるとと もに，治療上の問題点について

も言及する.

分類は Schneckによったが transnaviculo-perilunare

LuxaLion 9 例 n~ine perilunare Luxalion 1例，trans-

sLyloperilunare Luxationが I例であった.

初診時年令は 19才より 55才，すべて男性で，受傷よ

り初診までの経過日数は当日より級長 166日，初診まで

の他医での診断では 11例中 6例が誤っていた.

受傷機転では高所よりの転落あるいは転倒が 11例中

7例を占め，局所への外力は子関節背屈強制が多かった.

治療内容は徒手盤復キeフ。ス固定 4例で，すべて新鮮例

に行ない，手術は 7例に合計9手術を行なったが，これ

には 2次的に舟状骨骨折に対して行なった骨移植術2例

が含まれている.

寺本知善

岡武史重

箕田政人

宮城恒夫*

治療終了して l年以上経過したものは 6例で，そのう

ち4例は直後検診 1例は通信調査で，平均 4年 9ヵ月

後の予後を知り得た.保存的治療別はこのうち 3例で，

全例 ADLおよび仕事の面ですべて正常であった.手術

の2例中 l例が舟状骨偽関節となっていたが，ADLは

正常，仕事の商で中等度の障古を訴え，手関節固定術の

I例は疹痛なく山仕事に従事している(表 1). 

月状骨周囲脱臼では新鮮例と隙旧例で，1)]状骨fLt斤を

伴うものと，伴はないものとで，治療法，期間および予

後を異なったものとする .新鮮例では'円'折の有無にか〉

わらず徒手笠復が成功する率は高く ，整復が完了し，舟

状骨骨片に大きな転位がなければ，単独竹折と同じよう

に治療方針が定められる.症例 1，4， 5は良好な経過

をとったものであるが，症例5では月状骨に軽度の

Kollapsがあるので今後の慎重な経過観察が必要であろ

う(図 1)ー

初診時. 2年 lOヵ月.

図 1.症例 5.
7年 5ヵ月.

噂 H.lnoue，T. Teramoto， M. Minoda， Y. Uike， F. Kuni-

take:久留米大学設形外科;T.Miyagi・宮城病院(福岡県

田川ll1l添間町). 

新鮮例でも徒手整復不能の例もあり ，reine perilunare 

Luxationの症例 7には観血的整復術を行なったが， 月

状骨と有頭骨問に軟部組織の介在があり ，これが整復障
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表1.

" I切より落下，手を あり ，見落し

" I落盤，肢位不明 な し l 
'1 I高所より酬手をつ [秘情茎状突起骨折のみ

く で外固定

|トロッコ脱線前腕閏 確診，1，t手整復失敗
外，手背周

I 1 る ねじられた ， 
'1 Iローノ吋込まれ |な

1 I高一下手をつく |あり，見落し9I 21 

1o 30 l w EZより転落，予掌 |なし 当日

| 確診，その後のX線判 1

II I 36 I " I プレスドはさまれる l 読に誤り(銅線牽引!~ 166 円1 vV  I ./ V .，.A f'-V... e J..1I1.. r.，) I神経剥離術.股移行術

1 1 をうく)

症例年 令 性 受傷機転 他医での診察治絞

* 1 I 25 I合 |階段蹴手首をつく あり ，見務し

I 'lA I " Iオー トパイ転倒肢位 |2 I 24 " ::-1:11:1 I ... 'j lf'A ~1J 1DCUL Iあり ，見落し
l I 不明 | 

* 3 24 ，， 1上に同じ あり ，見落し

うい
一

l 円

断 |正帥惟麻期

1TritJZlo- | (一)

I (ー)
| 不全麻嫁

l(一)

| (ー)

I (+) 
| 不全麻痔

診断までの期間 診

1 R 

21 日

l 目

当日

100 日

4 円

当日 IRei…山 |

1
0民間 tranト

naviculo 
perilun品re

(+) 

(一)

49 円

|;:訂2210- I (ー)

T出品10- 1 (+) 

症例調査方 法 器 ま で の ADL Eさ 訴 手関節可動性 X 線所見

通信調査 4 年五

3 I直接検診 I6年 7ヵ月

日| なし

終11百.仕事の面でl湾審 |他側に比して背屈380，I舟状骨偽関節，ごく i怪
|あり 掌屈 [70検問 180

の制限 IJl工の関節症所見

4 4年 9ヵ月 なし 千'f~草間それぞれ 10 0制限正常

-51-ト一でつ一てつ-" 1い同7咋出年判5カd月 " な し ほ山いとμん

変形f治台費癒E手;軽 Lレ、シピレを母 .示指 I
|指骨骨折の|に訴える.手関節がま |前腕囲内外以外ほとん |手関節 ・手般向関節癒

6 " 1 1年 3ヵ月ため判定不|ったく動かない 柊桁 |どできない |合
能 なし | 

* 予後の判明せる症例.

1Mの因子と考えられた.術後3ヵ月で下関節運動域もか

なり改善されたが，運動H寺疹捕は残っている.

舟状骨骨折を伴うもので観瓜i的登復術を行なう場合，

舟状fjすこ対してし、かに処置すべきかの問題がある.症例

3は受傷後3週して来院したもので，観血的整復術と骨

移担1術を行ない 24週の固定でーたん治癒したかにみえ

たが，術後 6年 7ヵ月で偽関節であり ，日常生活ではな

んら苦痛を感じないが，仕事の面では中等度の障:与を訴

えていた(図 2)， 中等度の運動制限も Jahna (Arch. 

orthop. Unfall一Chir.，57， 51， 196:1)の調査結果を参考

にすれば，偽関節形成が原因していると思われる.この

ような症例に|苅節症発生の頻度が刈かったと述べた彼の

報告からみて，今後L、ずれ，なんらかの処置が必要にな

ってくるかもしれない.

l次的に観血的整復術 2次的に舟状fj'骨折に対して

'11'移植を行なったものが 2例ある.症例 8は開放性で他

部に骨折があり，術後 60日の外固定で癒合を得られず，

一時外固定を中止して運動練習を行なわせ， 2次的に骨

移植を行なったが 10週の固定でなお強固な骨癒合を得

てない.症例 9は受傷後 49 日経過した隙旧例で，掌側

より観血的整復術を行なったが安定性悪く，舟状骨をキ

ノレシュナー銅線で固定することにより整復位に保持でき

た 約 10週の外周定をなしたが，それ以後は患者が把

み，銅線も抜去した.可動性はかなり改善されたが，仕

事をしていくのに苦痛を感じ，初回手術後 28週で舟状

骨に対してfj'移植術を行ない，現在固定中である.これ
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合 併損 傷

検骨茎状突起骨折

(ー)

(一)

梯骨茎状突i!i.J'庁折

検骨茎状突組骨折

外固定
治 療 内 容

期間

徒手整復ギプス固定 I 8 週

i徹血的整復+骨移植術 116
(受傷後23日目 に手術)1 

|観 血 的 整復骨移酬 I 24 11 

|徒手整復ギプス回定 14 11 

I 11 I 8 11 

検骨茎状突起骨折 |手関節固定術 113 11 

(ー) I観血的整復術 3 11 

前腕手圧挫創，関放 |観血的整復術(当日) ，8週44年
佐多発性中手付およ |骨移植術(受像後 3ヵ112月でな
び関放性勝骨'i'J折 |月) 1ぉ固定申

|観血的整復術(キノレ・ |lO 遡
(ー) Iュナー鋼線固定) J|44年12月

|骨移植術(受傷後28週)I芸品お問

主管長類部およひぽ |徒手整復 ・ギプス固定l持品
長母指筋腿断裂，椀側 44年12月
手根伸筋腿断裂，手指， 1手関節固定術 定中でな
手関節伸段位使者 お閏定中

ちまちであるが，力の減弱が起こることは一致した意見

のようである.私たちにはその経験がない.子関節固定

術は運動性を失なうかわりに疹痛のない子関節を得るこ

とができる.適応は患者の仕事の種類，愁訴の内容およ

び程度により決定すべきものであろう .私たちの 2例中，

症例 6は slidingbone-grafting法で子関節固定術を行

ない，術後 !年3ヵ月の現在疹痛なく山仕事に従事して

いる.症例11はプレスにはさまれた transstyloperilu凶 re

Luxationで，ほかに正中神経麻簿，長母指1'1'筋鍵断裂

がゐり ，中手骨を介しての銅線牽引，固有示指仲筋腿を

用いて鍵移行術および正中神経剥離術がなされ，いずれ

も完治せず，受傷後5ヵ月半で来院，手指および子関節

に著明な硬着を起こしていた 第 l次手術として月状骨

摘出，舟状骨中継半分を切除して，榛骨背面を使用する

sliding bone-grafting法により手関節回定術を行ない，

同時に正中神経剥離術を施行した.摘出した月状'jrJ'は肉

眼的に壊死様で，組織所見でもそれが証明された.この

症例は手指の強い硬着等の点で今後の治療に困難な問題

を抱えている.

私たちは11例のいわゆる月状骨周囲脱臼を経験したが，

初診 時. 術後7ヵ月. 術後6年7ヵ月.
図 2.症例 3.

ら2例に共通していえることは，11'移組にもか〉わらず，

骨癒合がはなはだ遅延していることであり，両者とも初

回手術後になんとしてでも固定をもっと永く続けるべき

ではなかったかと反省させられた.

陳旧例に行なう方法としては，観血的整復術，手根骨'

中枢列切除術，手関節固定術が考えられる.この中で飢

血的後復術は症例が古くなればなるほど適応が少なくな

ってくる 中枢列切除の成績は詩家の報告よりみてもま

新鮮例で徒手整復可能な例は舟状骨骨折があっても長期

固定で有用な手関節を得ることができたが，手術例は必

ずしも満足できなくて，現在治療中のものも舟状骨骨癒

合は遅延している 隙旧例では完全治癒の期待はうすく，

なんらかの点で愁訴を残すことを党悟しなければならな

いようであるし，これを取りのぞくためには早期診断と

早期適切治療しかないのが現況である.
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追加 長尾(慈恵医大整形) 答 弁上

症例を追加してご教示を得たい Schneckの分煩そのものも ，私はた Y使宜ヒ利用した

旋盤に手袋を巻き込まれて受傷した症例で，)社状'f'J'， だけであり，分類そのものはあまり重要でなく ，問題はた

月状1-')'，大多角什が模作に対して正1H'な位置関係にあり ， いてレ同じ機転、で起こっているとし、う事実である.分頬

その他の手紙l骨はすべて背側に脱臼している.この症例 に重点をおいてないので，私はいわゆると Lう言集を用

は Schneckの分類および V¥'atson-Jones の分類のい いた.強いて私以を入れるなら，広く intercarpald凶0-

ずれにも該当せず，はたして月状'jr}，周開背{l[IJ脱FIの 1'I'! cation といったほうが妥当であろう .

と考・えてよいものかどうか，もしょいとすれば Schncck 分類が確実でなレことは，単なる月状1']単独liij)j脱臼

の Trer.nungslinic に基づく分類に準じて分煩してよい を perilunarDislocationに入れてレることでもわかる.

ものか，演者のご意見をうか Yいたい. したがって，私にはどの分類に入れるかのご質問にはお

答えできない.

26.陳旧性手舟状骨骨折の4例

牧野|俊夫 藤田晋也 岡一郎*

手fサ状廿竹折は新鮮竹折では保イ子自七療法で大部分のも

のがfJ'癒合をみるとされているが，発見がiliれたり ，不

十分な治療により，隙旧例として愁訴を訴えてくるもの

がある .~*III例に対する観血的手術として， fj'移植術，

続什茎状突起切除術，筋腿!以好i入偽関節形成術等が行な

われてし、るようである

J北々 はこの数年!日jに 12例の陳旧性予j社状'J'J"'f'J'折をみ

ており 8例は保存的治療を行なったが，KJ~J聞にわた

るため治療を放棄したものもあった. 4例につレて観血

的手術を行なったが，以下その症例について述べると，

症例 lは 17才の女性，10ヵ月前にパトミントン中受傷，

放置していたが，右手関節の運動痛と腫脹がとれず来院

した.竹釘打ち込み術施行，前腕よりのギプス固定にて

経過をみたが 4ヵ月後の X線像にて1'1'折部の移地骨

量Jは吸収され，骨癒合はまったくみられず，転位もかえ

って地強しているようである. 症例2は 19才の女性，

臼転車にて転倒，受傷後6ヵ月間捻挫として放置，著明

な右手関節の運動痛を訴えて来院した.初め前例と同じ

ようにfl釘移値，前腕よりのギプス固定にて経過をみた

が，移拙骨釘は吸収され 6ヵ月間の固定後も'l'l癒合を

みず，運動術も著明なので，術後 7ヵ月に再手術した.

背側よりはし、り ，中継骨片より金属不ジ釘固定のみを行

ない，前腕よりギプス固定を行なった.再手術後 lヵ月

* M.Makino:古川市立病院整形外科(古川市大柿); S.Fuiト
ta:東北大学整形外科 ;1. Oka :宮城県整肢不忘学園(白石

市大鷹沢若林). 

半で'rt梁が通じてし、るのがみられ 4ヵ月後にヰジ釘抜

去した その後なんらの附古Fをみていない. liiIf7iJと同じ

ようにfj-釘打ち込みだけでは骨癒合に失敗し，金属ネジ

釘固定でrp.期fl'癒合を見たものである. 症例3は 29才

の男性， 1 年前に空手で受傷放置していたが，右手間ii'!I

の運動痛と圧痛，JI町民を訴えて来院した 海綿什充填術

を行ない，さらに金属ネジ釘固定を企凶したが，ネジ釘

は中招f]'片をはずれ有頭fl'にその尖端がか与っており，

入れ直しを予定していたところ， 3ヵ月半で骨梁が通じ

ているようで，ネジ釘抜去時に直視下に'FI'癒合が完成し

ているのを磯めた.この例は金属ネジ釘の刺入方向を誤

ったが，舟状frと有頭骨との聞の関節の動きが金属ネジ

釘によって内部固定され，海綿骨移植の効果をたかめた

ものと思われる. !.iE例4は 22才の男性， 3年半前にバ

イクで転倒受傷後，発見が遅れ治療を放棄していたが，

右手関節の運動痛と運動制限が発現したと来院した. 'I'J' 

折部の吸収と中本~fl'片の coll apsε および関節症の初jijJ

像も見られた.検骨茎状突起切除術，海綿骨移組術とネ

ジ釘固定術を併liaし，上腕より子部までギプス同定した.

術後 1ヵ月に患者は固定をいやがり，勝手にギプスをは

ずし，自動車の運転等を行なっていた.術後 3ヵ月のX

線{象ではf1・移植部の骨吸収著明で，ネジ釘の周囲にも透

明像を兄，ネジ釘も短か L ったようで，回定効果も十分

でないようであるが，運動痛はない.この例は，忠者が

臼分で早く動かしたために骨折部の固定は得られなかっ

たが，疹痛の軽減に榛fi茎状突起切除術の効果を考えさ
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8.受傷後6ヵ月. b.ネゾ釘国定. C. ネジ釘固定後4ヵ月.
図1.症例 2

8.受傷後3年6ヵ月. b 海綿骨移植，茎状突起切除，ネジ釘固定. C.術後3ヵ月.
図 2.症例 4.

せる.

以上4例についてみると ，症例 1，2とも打ちこんだ

骨釘は約 4ヵJ1ぐらいまでに骨吸収が起こっており ，骨

釘打ち込みだけでは不十分の例もあるようである.症例

3は骨移結後約 2ヵ月で移植骨の一部吸収が起こって骨

癒合への不安を感じさせたが，結果的には金属ネシ釘に

よって intercarpalの動きが制限されたために骨癒合の

方向に好転したと考えられる

術後の連動性と疹痛に関しては症例2では金属ネジ固

定 4ヵ月で抜去，その後さらに 3ヵ月で運動制限消失し，

疹痛も訴えていない しかし症例 3ではネン釘回定 3ヵ

月半，さらに抜去後 lヵ月半の状態では背屈制限と様屈

制限高度で運動時の疹痛を残している.症例4ではX線

像上かなり高度の変化にもか込わらず，軽度の背屈制限

をみるのみで疹痛の訴えはない.

手関節の運動時のX線像からみると検側屈と尺側屈の

聞で大きなfl'折片の移動がみられ尺屈では骨折片の縦聞

が著明であった.

固定は longcastにするか， short castにするか，

現在明確に結論つ・けられていないので金属ネジ釘による

引き寄せ固定も合理的であると思われる.幸い我々の隙

旧例中 l伊jではあるが一般にいわれているより早期に'庁

癒合をみた. McLaughlinや Mullerが行なったような

金属ネジ釘固定も捨てがたし、方法と思われる.

質問 渡辺(新潟大盤形)

舟状骨骨折はたとえ癒合せずに偽関節を作っても，疹

痛がない場合があるので必ずしも手術をしなくてもよい

といわれてレるが，演者はどのような場合に手術してい

るか.

池谷(日医大整形)

McLaughlinの金属ネジ内固定法は，必ずしも bony
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unionを期待しない方法であると考える.

したがってネン自体に特殊な考慮、がはらわれているか，

この点演者の使用されているものに工夫があるか.

答 牧野

手術の適応について :I凍旧例すべてに行なっているわ

けでなく， 1'] 1，斤線の出tl開，骨折部の吸収，褒脆状変化の

あるもの，また，受{刻表時日経過が長く，愁ilIí~5品、も

むに行ない，骨折部の新鮮化，骨移植を加えるが， case 

七ycaseで，オジ釘固定のみを行なう場合もある

ネジ釘について:22 A銅線より自家製のものを使用

してレる.症例により kさを決め，ネジ山を切り ，ネジ

山に近いほうのネジ山をけずり引き'Gj"せ効果をたかめて

いる. しかし今後なおネジ山の大きさの問題など検討し

たいと思lってレる.

27 手根骨骨折の小考察

永井 l座 titl 浜崎委男 木村功 荒木修身;，~

手根fJ'の骨折は，しばしば手関節の捻挫，関節炎とし

てみすごされがちであり，各手根11の正常機能，解剖も

複雑で， ll'折の力学的関係にもいろいろな因子を含んで

いる.またその骨折治療についても ，観血的治療か，保

存的治療かについて，諸家により異論のあるところであ

るが，我々は段近 6例の手根骨骨折を経験したが，その

中で大多角'¥'1・竹折(新鮮例)と舟状骨骨折(陳|日例)に

ついて，その治療法と骨折の先生機転につき，屍休手の

解剖と正常入手取骨のX線回転綴断撮影を行なって，そ

の機能を検討し，若干の文献的考察を加えて報告する

(附 1~3 ).

症例 1 40.{，児.右大多角骨骨折.

開44，3， 10日，口動車が，たんぼに転落，子関節1T屈

位で手掌を打つ.母十旨 1.P.関節検側部に圧挫創があり，

転位著明で'l"f釘移植を行ない術後，上腕から母指 M.P.].

術前

11則前;1史I/Itfι 1.1明節;~'"t{立

図1.

末梢まで7三関節J'~王度背届，中間{立，母指外転{立で，ギプ

ス国定を 3週前行ない 2ヵ月後より復職した.

術後

図 2 大多角骨骨折.

• N. Nagai. K. I-!amazaki， fく.Kimura， S. Araki :鳥取県済

生会境港病院受形外科(境港市米川町)
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下関節'，''f1世I:ilf立

図 3，

症例 2.28才，男.右舟状骨骨折.

昭 43，11， 25日，オートノ叶で疾走中転倒して右手

をついた.約2ヵ月間ギプス固定，骨癒合不良 ，手関節

背屈にて疹嬬著明，骨釘移植を行なった

症例 3. 18才，男.左舟状骨骨折.

昭 42，2， 9日レスリングの練習をしていて左手関節

をひねった.約 3ヵ月間手関節捻挫として治療していた.

海綿質移値術を行なった.

考察

大多角骨骨折の治療についての報告は，Kindl， Green， 

本郊では，山内，伊藤らがその保存的治療を報告してい

るが，本症例は，転位著しいため，整復骨釘移Mを行なっ

た.大多角骨の骨梁は疎通性を示し calci日edbandを呈

しギプス除去後，後療法を行ない経伏した.本骨折の発

生機転については，1902年 Kindlが母指外転位で C.l¥1.

関節部における介逮外力によるものと主張しているが，

我々の症例では，母指軽度外転，1. P.関節屈曲位で，榛

側に縦軸方向の介逮外力が作用して骨折を起こしたもの

と推測される.また舟状骨骨折の治療法については，い

ろいろの見解が発表され，陳旧例に対しては Ri1sseの骨

移植術， Bentzon法が行なわれている.舟状骨の骨梁は，

腹部を中心に中枢・末梢部に樹校状に拡がっている.本骨

折の発生機転については，伊藤らが詳細に報告している.

平尾らは，豆状骨を中心に手根中枢列と末梢列の運動を

手の動きとともに検討している.我々は屍体手の解剖と ，

正常人手根骨のX線回転横断撮影によって検討した.

屍体手では手根部掌側面は，加令的に異なる曲面を形

成し，手根骨中枢列は，子関節検屈に際して，尺側に移

動する.尺屈では反対に榛側へ移動した.X線回転横断

撮影によると ，手関節背屈では手根骨中枢列は掌側へ移

動して，なお前腕骨速位関節面に接近する.子関節背榛

屈位を強制すると ，手根骨中枢列は掌尺側へ移動して，

なかでも舟状干l'は榛骨子根関節函，榛骨茎状突起，榛骨

前縁に篠近する.一方末梢列は中枢列に比べてその動き

は少なく，手関節背検屈を強制した場合，斜め上方より

手根骨中枢列を圧迫する これら一連の因子が作用して

骨折を生じるー舟状骨骨折と手関節の運動について星ら

が報告しているが，前腕縦軸方向の手根骨の動態につい

て，我々は回転横断撮影法を利用して手根'11'の前腕縦軸

方向の運動を観察した.今後，手指の協同運動と手根骨

の立体的運動と，これに対する骨折面の動きと応力につ

いて検討を加えたい.

28 母指 CM関節部損傷の小治験例

伊藤忠厚 池谷正之 市堰英之 前田幸-徳本

母指 C.M 関節部は母指のあらゆる運動に関与し，

その機能解剖上の特徴は鞍関節である同部を関節包や拠

帯が直般的に，母t旨球群の筋線維や長母指伸筋，長母指

外転筋服~などが間接的に弛緩性に富み，かつ弾力性のあ

る固定を行なっているところにあると考えられる. した

がってこの部の損傷が単なる皮下骨折や脱臼であっても

市 T.Ito (教授)， M.lketani， H. Ichiseki， Y. Maeda・日本

医科大学整形外科.

機能的予後が忠く，変形性関節症ではし、かなる関節形成

術も成功しないといわれている.私たちはいわゆる

Bennett骨折以外の岡部の損傷 5例を経験し，大変形骨

骨折では保存的に取り扱い， C.M.関節習慣性脱臼には

固定術，岡部変形性関節症には大菱形骨摘出術を行ない，

良結果を得たので若干の考察とともに報告する(表 1). 

大変形骨骨折の 3例はすでに報告したが，レずれも印

刷機ローラーにはさまれた直遥外力による骨折と思われ，
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表 l

受傷 機転 治療方法

1970年 10月

/Ij: 指 機 能

1. 17J'合 | 右大菱形骨骨折 | 印刷機ローラーにはさ ギプス固定 5W  I 優

| まれて受傷 C l.AT 2. 1811合 11 0. 'l¥... "-..x.1?tJ If 6 W 俊

3. 21 11合 | 左大菱形件什折 11 6W  I 不明

4 3311合 | 習慣性脱臼 ケンカによる受傷 I C.M関節固定術 [ 災

5. 5711♀ | 変形性関節症 不 詳 |大姿形旬摘出 術 l 良

註・ 母指機能判定には運動性，t事痛，知覚障宮，ピンチ力，外見上の母指短縮， ;j、.fi'lとの対立位の状態などにより決定した，

.- l 

図 1.上，中， 下.

関節商骨折であるところから難治性が予期された しか

し転位が少なかったので保存的治療を行ない 6週間の

外同定で汁癒合が得られたーこのうち 2例は 2年後の追

図 2.上，中，下.

跡調査では関節面に軽度の骨線形成を認めるが懸念され

た osteoarthritisに至ることなく ，母指機能も良好でピ

ンチ力低下も認めなかった.本骨折は稀な手根付)J(下'f'l'
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折であるが，見過されて変形治癒に至ったものや，段初 残存するのみで患者は手術に対して満足している(図 2

から骨折転位の著しい症例が整復不能で難治であること の上，中).

が知られ，治療方針は摘出術か固定術が選択されている 母指 C.M. 関節損傷例に固定術や大菱形骨摘出術を

私たちの症例では幸い転位も僅少で重大な軟部組織の損 行なった場合，周囲関節面可動域ないし適合性について

仰を作わなかったため，完治したもの考えられる. は MuJkr，Gervis らが機能的に十分代償し得ることを

C.M.関節脱臼症例はケンカによる損傷で，受傷直後 示し，本郊でも烏山，上羽らの報告を見，母指機能を著

から岡部は不安定な状態で，たとえば Bennett 骨折の しく損うことはないとされている.一方症例 5の右側に

整復にならい母指を牽引し外転伸展伎に固定すると容易 みる程度の osteoarthritis (阿 2の下)には固定術，摘

に投復{立となる(図 !の上，中). この肢位で 6週間ギ 出術いずれの方法をどのような選択基準で決定すべきか

プス固定を行なったがその後も再脱臼を繰り返えし，母 が問題点となる.欧米にはこの部の osteoarthrilisが多

指安定性と疹痛除去の日的で C.M. 闘節固定術を施行 いため古くから両者の治療成絞が比較検討されており，

した 旬'癒合まで 4ヵ月の固定を要したが掌側外転位 Weinman-Lipscomb の 17例 20関節の機能的追跡調査

60。 で固定された第 l 中手1í~と大 変形骨は l 年後には 結果では，両者ともほピ満足すべき結果が報告されてい

intercarpal jointで可動域を増し，ピンチ力もよく ，所 る

期の問的を達し得た(図 lの下)・ Gervis， M urleyらは母指運動性よりも pin<;h，gripが

本症には同部再建術として Bunnell 法による形成術 重要である一部の織種の人を除き，一般に大変形作摘出

が適応されることもあり ，本邦でも平川らの報告を見る 術の適応を拡大したL、とL、う見解を示し，多数の治駁例

が，また大菱形管摘出術も良結果を得るとされている. をあげて母指不安定性の起こらないことを実証した 私

両側性の C.M. 関節変形性関節症は，左側に変形化 たちの症例 4は労働に従事する壮年者であったので岡部

が強く忠者は 4年前から左母指の疹痛による運動制限を 固定術で良結果を得たがギプス固定に 4 ヵ月を~し ， 骨

自党していた.女性であることと ，年令，職業などより 移植術を施行したため(筋骨片移植)当然の長期固定と

この症例には大菱形骨摘出術が適応であると考え， はし、え決して l)ettermethod とは考えられず， これら

Goldner-KJippingerの方法に準じて手術を行なった. 外傷例も含めて疹痛のある岡部の障害，変形性関節症に

ちなみに本症の X線像，臨床像から大菱形骨の退行性病 は大変形'11'摘出術は有効な機能的治療法であると考える.

変が考えられ，良好な固定術が成功しないと解釈されよ

う.手術は大菱形什背側点、らノミで小骨片に砕いて切除

し，以後の骨片は Aexorcarpi rad. long.腿の溝となる

ので注意を要する .摘除骨片の組織学的検索では変性像，

域死{象が強く特異的病変を認めない.術後は母指対向位

でキノレシュナー銅線で固定し 3週後抜去して自動運動

を開始する 第 l 中手管は大菱形骨~隙だけ近位にずれ

て舟状骨と新しい関節をなし，母指可取j域は著しく改善

され， 1年後の現在疹痛は弘減し若干のピンチ力低下を

質問 水)1:(境港病院整形)

指，子学"子背に crusch町 uryは認めなかったか?

中手骨， 手根骨の応力分布を検討してみた結果 isolated

carpal bone fractureは主に indirecteforceにて発生す

る.しかし， directe forceも除外できない

答 前回

1) 大変形骨骨折は直迷外力によるものであった

2) 軟部組織の損傷は認めなかった.
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29 陳旧性 P.1. P.関節脱臼骨折治療の小経験

山口 智 高沢晴夫 宝積 且且
.E. 

小 林昭 近 藤 11券子*

P. J. P 関節脱臼骨折の治療は新鮮例でも整復保持が

むずかしく，陳|円例に至っては良好な成績をあげること

は非常に困難である.

我々は最近経験した陳旧例について観血整復術を行な

ったのでその成級を報告する.

症例 1.26才，男.自衛隊員

昭 43，11， 7日，野球で右示指を突き指した.3週間

副子固定された.整復不良のため某病院にて 12月 10日，

12月初 日の 2回観血的治療を受けたが P.1. P.関節の

動きが惑く疹痛が強いため，受傷後3ヵ月目に当科を紹

介された.

初診i時P.1. P目関節は軽度屈曲イ立を呈し，末梢が検側

へ屈曲していた.自動運動はほとんどなく他動的にf中皮

100，屈曲 35
0 であった.

拘縮を除去するため理学療法を行なったが，ほとんど

改善されなかったので 4月17日，観血整復術を行なっ

た

P. 1. P 関節の榛側の midlateralに皮切を加え，側高IJ

紘l帯および掌側線維軟骨板を末梢で切離，背側関節包，

指背腿膜を争IJ離し， 11"片をキノレシュナー銅線で内問定，

次レで尺側へも切闘を加え，側副，rm貯を切離， P. J. P. 

関節を整復し，キノレシュナー鋼線を基節'丹'から中節骨に

刺入して再脱臼の防止をはかった.

4週後銅線抜去，理学療法を開始した.術後8ヵ月，

P.J. P 関節の口動運動 10~500 ， 他動運動 1O~70 0 と改

善し疹痛も消失し，ほ Y満足できる結果を示した.しか

し，術後8ヵ月のX線像で経度に関節面の変形を認める.

症例 2.17 )-，男.学生.

昭 43，10， 17日.野球の試合中，右中指を突き指し

た.某医で則子固定 1週間受けたが自分ではずした. 2 

週後ボールを湿ってみたが力がはいらなかった.受傷後

3週， P. 1. P.関節の運動制限が高度のため当科初診.

初診時 P.I. P.関節の臆脹を認め，自 .1也動運動とも 0

から 400であった.

• S. Yamaguchi :横浜船員保険病院投形外科 (横浜市保土ケ

谷区釜台町); H. Takazawa， Y. Houzumi， A. Kobayashi， 

K. Kondo :繊浜市立大学整形外科

受傷後 25日， 観血整復術を施行した. 症例とほ Y同

じ方法で行ない，側副靭帯の切離は行なわなかった.

術後 3週間で銅線抜去，理学療弘‘をIJN始した.術後 l

年 lヵ月 ， P. 1. P.関節は 00から 115
0と正常であり ，

D. 1. P.関節には約 10。回曲拘縮がみられたが機能的に

は良好であった.

考察

指の P.I. P関節脱臼骨・折の新鮮例に対してはRoLert-

sonらの 3}j向牽引法， Schulzeの徒手整復後 P.1. P関

節強度周iJI11立て・固定する方法 Boyesの観血整復後，骨

片および P.1. P.関節を内固定する方法等が行なわれて

いる.

隙111例に対してはあまり良レ方法がなく ，関節形成術，

固定術などが適応とされているようである .

1966年 Wilsonらは Boyes の方法を新鮮例のみなら

すf隙旧例に対しても用l"良い成績を得たと報告してい

る.

:fl(k も今回，陳旧例に対して Wilsonらと同様に観血

的に骨片を整復固定し，脱臼を整復する方法を行ない，

比較的良い成績を得た.陳旧例に対しては新鮮例と同じ

術式では当然無理であり，関節周囲の'1政部組織の十分な

剥離が必要となってくる.

Wilsonらは片仮uのみの側正中切闘で行なっているが，

我々は 2例とも両側に切聞を加えて行なった.

側副紙l帯は必ずしも切離することはないようであるが，

症例 lのように受傷後かなり経過している例では切離し

ないと脱臼の整復は無血である.たとえ切離しても術後

に不安定性をもたらすことはないようである.

1跡;部組織の，特に背側関節包，指背腿膜の剥離を十分

に行なうことが必要である.

骨片はキノレシュナー銅線に よる内固定が良いが数コの

骨片に分れていれば い'ilsonらの述べているように pull

out wlre法が良いと思われる.また，転位した位置で癒

合した'行'片は，骨切り術を行なって良い位置に戻して固

定すると Wilsonらは述べている.我々の症例はL、ずれ

も離断した lコの骨片であったため，キノレシュナー銅線

の内固定で十分であった.
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術 前 . 術後. 術後8ヵ月.

図 1.症例1.26才，男.右示指陳旧性 P.1. P.関節脱臼骨折.

術前 術後 術後 1年 1ヵ月 .

図 2.症例 2.17才，男.右中指陳旧性 P.LP.関節脱臼骨折.

以上，政々は陳旧性P.I. P.関節脱臼折に骨対して在日

血整復術を行ない，短い観察期間ではあるがその成績が

比較的良好なので報告した.

追 加 綿谷(綿谷整形)

P.I. P. jointの fracture dislocation に対して，私は

Robertsonの originalreportに準じた“trirlirectional

traction"を firH chuice として行なっている. 受傷後

6週間あまり経過した症例で，きわめて良好な成績を得

ている.この方法で不成功のもののうち 2例に観血的治

療を行なったが，その成績は不良であった.

発言 津下(広島大整形)

P. I. P 関節の陳旧性脱白骨折の治療は非常にむずか

しい かつて我々は Carroll法による形成例について報

告した際，多くの方の追加を受けたが，その後 Swanson

の silasticinplan tも数例試みた P.I. P 関節の周囲

に疲痕がなく，しかも屈筋腿に癒着がないような場合に

は implantでもほ〉満足すべき結果が得られたようであ

る.なおこれら Carroll法にしても Swansonの implant

にしても中指と環指について用いるべきで他の指特に示

指については積極的整復か，または固定法を選んだほう

がよいであろう.
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30 手指の関節内骨折の治療経験

藤田菅也 小川正二A

l 昨年の本学会で私たちは手指の関節骨折 34伊IJ351則前

の症例につし、て ，機能と変形の面から予後を検討して発

衣したが，今回はそれに開放骨折を含む 20例を加えて ，

治療の1mからヂ指の関節行折を検討した.

まず母抱以外の M.P.関節であるが， こ》ではいろ

いろの形の骨折の起こるのが特徴であり，骨折片の転{立

の線相もさまざまであるが，骨折片をよく整理するのが

治療の始まりである.

中子骨骨頭の粉砕'fl折でも受傷直後にfJ折片がよく整

復され，それにf、ドう .1次部組織の処置も適切であったので，

術後3ヵ月ぐらいでほとんど運動制限なく治癒している

症例もあった.

陳旧例でも)?j'片の転位が少なく，周閉組織の嶺傷が軽

度で，また不適切な回定を免れたものでは，骨片の切除

または者全復回定で運動域の改善をみている.

しかし似仰が高度なま〉放置され， 関節包 dorsal

apparatusの挫減叛痕が高度な例では，骨片摘出，関節

切除，dorsal apparatusの年Ij縦などを合併して行なった

が，十分な辺助j或は得られなかった.

M. P.関節では受傷後早期に骨折片をよくまを理するの

が治療の始まりではあるが，周聞の鞍部組織，特に

dorsal apparatusの適切な処置が必要で， dorsal appaト

atusの癒着は M.P 関節の拘縮を起こすだけでなく，

P. I. P.関節の屈曲制限をひき起こす. また総指仲筋腿

が予背部で癒着があったり，中手fj'の変形治癒，特に背

側凸の変形を合併したものでは ，M.P.I日Jmjの辺rmb域減

少に拍車をかけることになり(図 1)，これに対する処置

も必要となる

さらに1'1'反拘絡に対して 2次的に関節包の releaseや

側副籾帯の切除などを行なった場合の応rl!JI立の保持は恩

レのほかむずかしいもので， また dorsalapparatusの

障害があって P.1. P 関節の屈曲制限を合{)j:している場

合は，術後 P.1. P.関節も屈肋位に保持してやる必要が

あるが，ギプス固定後など，その肢{セを確認してやる処

置が要るようである

次に P.T. P.関節の骨折であるが，こ与では中節2ili部

の hyperextensionsprain fracture と基節骨頭側や中節

• S. Fuiita， S.Ogawa:東北大学整形外科

(1ド JJ(袋 i~l:の悠/n

総桁f中筋の癒;{j

竹I/H紡の作Jjj線の変化

図 1

基部側の corneravulsion fractureが主で，それに少数

の長~に沿う竹折が為る

Hyperextension sprain fracLUre は側副籾帯の断裂や

背側脱臼を伴いやすい.この型のものには運動域の減少

をきたすものが多く，それは骨折片の大小だけでなく，

関節包， *必骨?の損傷の碍JJtにもよっているようである

この場合ももちろん，仲展位の固定では仲Jlil拘紛が必発

といってよいくらいで，屈出l位の固定でも仲展制限を起

こしやすい.奇妙なことに受傷直後に医師の治療を受け

なかったものは，かえって連動域の制限の少ないものも

あり，これは長期間問定とか，不良肢位の同定を受けな

かったためと思われ，初期の固定は屈曲位で 2ないし 3

週が限度で，この時点で側副靭帯の明瞭な弛みがみられ

るものは ，elastic splintにかえて 5，6週までつけてい

る

この骨折にイ'I~ う脱臼 も受傷直後には整復が容易で，整

復後は今述べたと同線に治療してよいと忠われる.

脱臼{立のま h放置されたもので， ~鋭血的整復を行なっ
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てもある程度の運動域を得るのは受傷後約 4週くらいま

でのもので，それ以後のものでは基節骨頭部切除あるい

は関節固定術に踏みきらざるを得ないようである.

この骨折の拘絡の要因としては手術所見のうえから，

免lに側副縦帯の疲痕 ・肥厚化，第2には骨折片の転位

による関節商の不適合，第 3に掌側の側副l側帯短縮と掌

側関節包の癒着が考えられ，それぞれ側副側帯の切除，

骨折片の突出部切除，掌側の関節包剥離などで，術中に

はほとんど拘縮は究解するが，最終的には正常の 1/2な

いし 1/3の運動域しか得られていなし、(図 2).

Corner avulsion fractureは固定後の拘縮を起こすこ

とは少ないが，軽い clinoarthrosisを残したり，また基

節i"[頭のものでは転位の少ないものでも骨癒合が退く，

運動痛のとれないものもある.

基節骨頭側の corneravulsion仕actureで固定によっ

ても骨癒合が起こらず，骨細片を移植して癒合をはから

ねばならなかった例もあり，このような例では骨折の起

こった側への軽い斜指を残している.

この型の骨折でも同時に側副級帯の部分損傷を起こし，

そのために重大な障害のある程度ではなかったが多少の

側方可動性を生ずることがあり，固定には骨の Reihe

を正しくしてやることが斜指を防ぐ方法でもあろう.

陳旧性のもので，関節外にはみ出 した骨片が疹痛の原

因になったり， この骨片により笑際以上に klinoarthト

otischにみえる場合は骨片の摘出が行なわれてよいと考

える.

次に D.1. P.関節であるが，こ訟ではし、わゆる mallet

fractureと corneravulsion fractureが主である.

Corner avulsion仕acture は放置すれば変形を残すが，

簡単なシーネでよく整復され運動域もよく維持できる.

MalJet fractureにはこれまでいろいろの deviceが考

えられているが， 私たちは terminaltendonの断裂時

と同様に簡単な splint を用意しておき， よい結果を得

てし、る.

最後に母指であるが.M. P.， 1. P.関節ともに corner

avulsion fractureが起こりやすく M.P.関節には

hyperextension sprain fracture も起こるが，他の指の

骨F折と同様に治療してよいと思われ，実際には運動域の

減少があっても不自由を訴えるものは少ない.

以上，指の関節骨折について述べたが，この治療は'fJ~

折の整復に始まるが，軟部組織損傷の処置，固定肢位，

運動開始時期が重点であると考えられた.

31 スポーツによる手指外傷例について

宝 積豊 高沢晴夫 山口智 近藤勝子

佐々木崇 須藤成臣 新 谷幸義*

我々は横浜市大盤形外科の 9年間および日本体育協会

診療所の 7年間における手指のスポーツ外傷患者 287名

を対象として，その特殊性について検討したので報告す

る.

* Y. Houzumi. H. Taka~awa. A. Yamaguchi. K. Kondo， 

T. Sasaki， N. Sudo， Y. Aratani :横浜市立大学盤形外科，

このうち診療所を訪れたものは大学，社会人の選手が

多く，日常はげしいトレーニ ンク を積んでいることが特

徴となっている.

スポーツは29葎自におよび，約半数が野球，バレーポ

ーノレ，ソフトボーノレ，サッカー，バスケットボール， ラ

グビー，ハンドボーノレなどの球技によるものであった.
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いない(友 1). 

'f'l'折は指骨骨折 32例，中子骨廿折 17例， JU状'fi"Vt折

22例であった.指'?J'骨折は P.1. P.関節周辺および末

節骨に多く ，骨幹部'I'}'折はわずかに 4例であった これ

はスポーツによる指骨骨折の特徴ともいえるもので，外

力が末梢から指の長紬方向に加わるため，あるいは P.

1. P. 関節に対し異常方向に運動を強制するような外力

が多いためと思われる.

P.I.P.関節周辺部骨折

ソフトボーノレで左小指を突指し，中節'I'J'円'.f区端の裂離

骨折を起こした例は骨片摘出により経過は良好であった.

あるいは似12aのようにノ、ントボールで左ノトj旨を突指し，

疾患別分類Q.

骨折

脱臼(脱臼骨折を含む)

Mallet日nger

打 撲捻

そ の

71 

32 

23 

168 

14 

表 1

挫

イ也

しかし体操が 58名と忌も多いことが 11立つ(図 1). 

疾忠別では総数 308例で打撲，捻挫が取も多く，次い

で'行折，J悦1=-1，malJet自nger の!阪であった なお末節句

作の裂再lti'j'折による malJetfingerは骨折例に含まれて

308 

. 

d. C. 

図 2.

b a 
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基節1'1'頭部付折を起こした陳旧例で，変形治癒ではあっ を観察した.

たが機能障2~もないので，このま 〉スポーツを続けてい 隙旧例で 3年間経過をみているが，多少の疹痛があっ

る.以上の 2症例に代表される骨折型が多かった てもラグビーの選手として大学の レギュラーをつとめて

末節骨骨折 いる例もあり ，また症状が増強し観血的治療を受けた後

野球の突指で発生した図 2bのような型のものが多い スポーツを続けている例もある.

図 2cはボー トの舟べりと岸壁の聞ではさまれて'行'折し 受傷後 2週以内に診断したが「鮮例には全例キ'プス同定

たものであり，このような例はスポーツでは少なく ，む を行ない全例経過は良好で遣うる.

しろ労働災害に多くみられるものといえよう.中手骨骨 脱臼および脱白骨折は 32例で，ほとんどが球技であ

折は 17例であり，うち 5例が Bennett'¥1'折であった. った 半数近くが P.1. P.関節であり， M.P.関節の例

Bennett骨折 はボタンホーノレ脱円として観血的治療を安した例があっ

ラグビー，サッカー，アメリカンフットボーノレで転倒 た.

時に骨折，それぞれ l例ずつ，他の2例はボクシングに 特殊な脱臼として，陳旧性月状11'周囲脱臼を l例経験

よるものである. した 体操の選手で組立体操の一番上から落ち，右手関

その他の中手骨骨折 節背屈位で強打した.

ボクシング試合中強打による第 4中手骨骨幹部骨折， 某医で捻挫として湿!布を受けていたが，腫脹，運動痛

空手練習中強打による第 5中手骨頭部骨折の 2例のよう が強いため，受傷後55日口に来院した.観血的に中枢

な骨折が多かったー 列の手線匂'を摘出し，整復した.術後手関節の運動は改

j社状骨竹折は 20名 22例で両側が 2名あった.陳旧例 善され，体育大学の学生として体操を続けている(図 2

が多く，体操，ラ グビー，サ ッカーなどの競技に多発し d) 

た.主に転倒による受傷が多いが体操は競技の性質上，

手関節背屈f立で強打する機会が多く ，これが受傷機転と 以上戎々は 287名 308例のスポーツによる手指の外傷

恩われる例もあった.またサッカーの2例，ハンドボー 患者について検討したが，その特有な点を 2~3 あげる

ノレの l例はゴーノレキーノfーであり， バ レーボーノレの l例 ことができる.

とともにスピートのある球を手掌で受け，手関節背屈を 1) 指骨骨折および指関節脱臼は突指によるものが多

強制されたための受傷と考えられた.これらのスポーツ く， P. 1. P.関節およびその周辺に多くみられた.

はし、ずれも受傷の機会は多く ，いつ骨折したか不明であ 2) 舟状骨骨折は体操，ラ グビー，サ ッカーに多発し，

り，なかなか疹痛がとれないため来院し，隙旧例となっ 隙旧例が多い 我々は日常生活およびスポーツ活動に支

ていることが判明した例が多い. 障のある陳旧例にのみ観血的治療を行なってレる.

このような例に対して，我々はたとえ疹痛があっても 3) 骨折，脱臼骨折，脱臼などで初期は捻挫として治

スポーツ活動にそれほど支障がなく，日常生活でもあま 療され，陳旧例となってから発見されるものが多く ，早

り困らない例に対しては，秘極的な治療を行なわず経過 期の正確な診断の必要性を痛感した.

32 母指の挫滅創について

山本正 下村正彦 明石武彦

西岡淳一 中村英健ネ

大阪労災病院において過去8年間に治療した母指挫滅

創は 201症例 202母指である.母指の解放骨折および切

事 T. Yamamoto， M. Shimomura， T. Akashi， J. Nishioka， 

H. Nakamura 大阪労災病院整形外科(堺市長曽線町)• 

断症例に対し，アンケー ト調査および直接検診できたも

のを中心に，その治療法，治療成績の検討を行なった

手指の外傷において，母指はその解剖学的機能的理L8

から単独に損傷を受けることが多く，私たちの母指の開
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開放骨折(基節骨中手骨)隙旧例表 2表 1.

E
A

必
守

η

4

A峰

A

'
A

1

・

唱

A

主な治療内容

観血的整復術

創処置 ・副子固定

有蓋植皮

骨移殖

関節固定

矯正骨切り

母示指間形成

初診時の主な所見

illj処鐙 ・整復良好

丹転位大

骨 -皮膚欠損

母指球部挫滅大

関節運動jr.~~_!J

偽関節

変形治癒

nfJ政'I'!"-II[

7五

19 

右

12 

凶f

左

2 

8 

3 

切

右

3 

8 

3 

7 9 
3 5 

表 3，母指の短縮に対する機能再建.

'
i
nJ
‘
。3
n
Jh

'
l

1， Pollicization 

1) 環指の移行

2) 示指の移行

2， 造指術

3， Cocked hat method (Gillies) 

4， Phalangization 

4 4 2 

18 

4 

23 

9 

易に切断されているためと考えられる.

一方，来1涜時，母指の基節部の高さでほゾ全周にわた

り挫断され，一部軟部組織のみで連続性を保っていた症

例に対しできる限り組織を損傷しないように brushing，

debridement， ，)，)'接合術を行なった症例と ， 同様の母指

Jl1傷で他医にてすでに縫合を受けた症例も，末梢部が壊

死に陥ることなく生着した 2症例を経験している.

母指の中手'I'}J 法節')')'D↑l放骨折を伴う挫滅創の治療に

際し，私たちはH1傷母十旨の修復可能と判断されたものに

対してはできるだけ温存するよう努めている.

母指挫滅創のうち 146症例に対し .1)受傷後機能障害

による職業あるいは職場変更の有無.2) ADLとして損

傷母指を使ってハサミ，ハシの使用，コッフ。の把持，書

字，本のへージをめくる等の動作.3)断端痛の有無.4) 

短縮の程度などを主な内容としたアンケー 卜調査を行な

い 58症例から解答を得た.なお，これに続いて 34症例

の直接検診を行なった 直接ー検診ではピンチメーターを

使用してのピンチ力，関節運動範囲の測定等を行ない健

側と比較した.

開放骨折症例 45例のうち 15例からアンケー卜調査の

解答を得 9例を直接検診できた. ADLをアンケ{ ト

調査および直接検診の結果からみると他指損傷の高度の

もの，変形治癒，内転筋拘縮等を合併していた 3症例に

ノ、サミの使用が不自由であるとの訴えがあった.しかし

その他の症例においては日常生活にあまり支障をきたし

20 

放骨折および切断症例も 75%が母指単独創俄である.

また受傷機転はプレス，旋盤等の機械による工場災害が

多い.損傷部位は表 1に示すごとく ，開放骨折および切

断症例の約 50%が Lp，よりも中枢である.私たちは

中手骨基部から Lp，までのIJH放fi折と切断症例につい

て検討を行なった.

母指中手骨，基節子J'開放骨折 24s1Jのうち，新鮮例は

9例，陳旧例は15例である.新鮮例の初回治療としては

十分な brushing，debridementを行ない， 次いでおの

おのの症例に応じて整復固定，キノレシュネノレ鋼線固定ま

たは牽引を行なっている，2次的治療として骨移植を 3

例に，また'行髄炎手術，関節固定，神経剥艇をそれぞれ

l例ずつに行なっている.また新鮮開放骨折 24例のうち

切断せざるを得なかった症例は 2例あった I例は初回

治療において組織の挫滅と欠損が高度で l次的に修復不

能と判断された症例であり，他の l例は初回治療におい

て損傷母指の温存に努めたが治療の経過中に損傷部末梢

の壊死をきたし，やむなく 2次的に切断した症例である.

隙旧例の初診11寺所兄および治療内容は表 2に示すごと

くで整復不十分.I菊節運動防古等が多く，皮膚欠損，偽

関節，変形治癒がおのおの l例あった.これらに対し副

子固定，骨移植，有芸品tL皮肉節回定，矯正什切りを行な

っている.母指の中手竹，基節竹開放骨折の新鮮例には，

その治療の経過中やむなく切断した症例があったが，隙

|日例には綾死に陥ったため切断した症例は認めなかった.

この事実は私たちが報告した母指を除く手指の中子'行，

基節骨開放骨折の調査結果において新鮮例 49例中 9例，

陳旧例47例中 7例を壊死のため 2次的に切断したこと

とは対照的であり，このことは母指の挫滅創の初回治療

に際してJ負傷母指の'19、部組織が連続性を保っていても安

25 

言ト
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ていない. 例のうちピンチカの低下が 1/3以内4例，1 / 3~2/ 3 低下

切断症例は 41例のうち 15例からアンケー ト調査の I 3例，2/3以上低下が 2例であり，切断症例8例中，ピ

解答を得，8例を直接検診した.このうち日常生活に高 ンチ不能 I伊tl，2/3以上低下が 2例あった.開放骨折お

度の障害を訴えているものは 7例あり，中手骨切断 2例， よび切断症例ともに，そのピンチ力低下の著しい症例は

基節骨切断 3例，末節部切断 2例である.以上のうち末 他指損傷の合併，母指内転筋拘縮等によるもので為った.

節部切断の 2例は高度の他指損傷を合併した症例で，基 なお母指の外傷のうち職業変更したものは開放骨折15

節骨末梢部切断の l例はその切断端痛を残した症例であ 例のうち 4例，切断症例 15例のうち 8例であった.

る.1也の 4例は基節骨中央部よりも中枢での切断で，短 以上述べたごとく，母指機能の重要性と特殊性から，

絡による障害である.このほかにも 4例に本のページが すでに切断された症例のうち 1.P.よりも中枢での切断

めくれない，ハシの使用に不自由などの訴えが為った 15例のうち 9例に母指の再建手術を行ない，その機能

健側と比較してのピンチ力測定では，開放骨折症例 9 回復に努めている.

33 手の新鮮外傷に対する 1次的再建術 (primaryreconstruction) 

諸 橋 政摘 菊池俊一郎 伊藤監 吉津孝衛*

手の外傷，特に目度の挫滅創を emergency で取り扱

う場合，最も重要なことはその手を「役に立つ手」に戻

してやるよう治療することで為る.私たちの行なってい

る治療原則はまず創を閉鎖し，その後に 2次的に各組織

の修復術あるいは再建手術を行なうと L、う JI原序になって

いる.

いまこ〉に手掌での母・示・中指屈筋腿，神経断裂，中指

挫滅の鋸創がきたとする.原則的な治療を行なうならば，

創閉鎖後，骨，神経，腿の手術と順を追って行なうことに

なろう.そして社会復期には数ヵ月を要するということ

になる.しかしそれが最良の方法であろうか.私たちは

以下のような方法で治療した.すなわち，いろいろの努

力をしてもおそらく廠痕化，血行障害をもっ邪魔な指と

してしか残らないであろう中指を切断，そのかわり損傷

をまぬかれている屈筋腿，比較的良い状態に残されてい

る中指への知党神経校の中枢部を，棄てることなく，挫

滅された母指屈筋腿，母指示指知 1t村経枝の修復に

donorとして利用することにした.しかも 2次手術で同

じことをするより癒痕の形成もなく，技術的にもたやす

く行なえるであろうと，創閉鎖の前に腿と神経の移行術，

さらに示指の中指への移動術を行なったわけである.そ

の結果はきわめて有用な手を得 2ヵ月後には大工の原

職に復している(表 lの 1).また表 lの8に示すような

本 M.Morohashi， S. Kikuchi， ，H. Ito， T. Yoshitsu :鶴岡市

立荘内病院整形外科(鶴岡市馬場).

プレス昂械による母・示・中指切断の例に対して，これま

で一般にはなんらかの方法で皮膚を閉鎖しその後 tube

pedicle，bone gra[r， n-v island flap， pllicizationなどに

よる造母指術が行なわれてきた.しかし美容上，機能上

の点は決して理想的のものとはいえない.このような母

指形成術を行なうのは小血管の縫合がまだ確実にできる

といえない現状のゆえである.そこで血管縫合のかわり

に血管移行術を行なえば離断指の再接着が可能になるの

ではなL、かとの考えから，私たちは emergencyの段階

で図 lのように neuro-vascularpedicle skingraft を用

いて血管再建すなわち母指再接着を計った.この例では

指尖背側皮膚の壊死が起こったので再生しつつあった爪

を抜去したが，別の例のように dorsalskinだけで連絡

していたものは爪の再生までみる ことができている.こ

こで切断指再接着は emergencycareのときにしかでき

ないということに意味がおる.このように外傷に対する

最初の治療の段階で症例によっては深部組織の，しかも

普通は 2次的に行なう代償機能獲得をもってする再建手

術を一度，行なったほうがよい，あるいは初期治療のと

きしかできないものがし、くつかあることを述べ，私たち

がいつも念頭においている新鮮重度外傷初期治療の考え

方についてご批判をいた Vきたいと思う .

手の外傷に対する治療の方法，損傷と予後の関係につ

いて三考えてみると ，まず損傷には 3つの群(型) (修復可

能群と不能群，その中間群)があり，現在の治療 レベル
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症

表 1 私たちの経験した i川 maryreconstruction 11症例

考例外傷

I c，叫 Saw

1， 2， 3 palm 

状 況 | 主目的と手技

Amput finger手IJm

1 34 .. f，合左

師{j

Tendon， nerve transfer 

FS 旧~FPL

FP m~FDP rr 
DigN ( 3 ) ~1 ， 2 Dig.N 

Amput. 3 

Digital transf (shi仕)2~3 

Crush. 

Palm. amput. 1~4 

2 17才 合 左

Thumb reconst: 2 mctacarp~ Amput metacarp利用

thumb 

Functional hand: 5 metacarp 
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7 32才合右

Reattach thumb， n-visland I 0，叩nalthumb， 
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Reaattach thumb 
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local & abd. pedicle. S. G. 
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Crush 1， 2， dors 

Saw 

10 42才♀ 左 Amput.thumb 

|山川 E.I. P .~ 山日nger 利用
E. P. L. amput II 

Reattach thumb I Original thumb， 

n-y island skin， 

local pedicle skin 

n-v pedicle士主Angiorrhaphy
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註 :昭40，1O~44， 10月 新鮮子部外傷 651例 (multiplefinger iujury 320例中)

では損傷時にその手が辿る治癒の限界がすでに決るとい

わざるを得ない. 一方，予の治療の円的は「役に立つ手」

を作ってやることであるー同時に cosmeticの面も重視

しなければならない.修復不能に属する部分はいかに種

々のことを行なってみても結局ば 「役に立たぬ子指」と

なる この結果をみたうえで 「役にたっ手」にするため

に再建術が行なわれているわけである. ところがや訟も

するとこの 3つのグノレープを区別しないですべてをなん



図1.症例 8.

とか 「役に立つ手」の方向にもってゆこうと私たちは考

え治癒の手をくだしたくなるものである.修復可能群以

外はすべて不完全治癒¢道を辿るものであるし，場合に

よっては可能群も不能静の道へひきずり込むことにもな

る.すなわち，全部が 「役に立つ手」になることはない

のだということをまず念頭においてか与らねばならない.

そして外傷を受けた手が将来どのような形で収まってゆ

くか，どれとどれが 「役にたたない手」の要素となるで

あろうか，その場合に，行なう再建術はどの要素を用い，

結果はどの程度になるだろうか，とも、う治療最終構造図

をまずたてることが治療を蛇める慌に芳え綜合戦定して

r-¥/ … 群(型)→ j l 
/戸、¥ 予後 l
( ¥ / .. ，，- --_"  _. ! 白 I J似合
l外傷 l一一今 修復一部可能群ー→lの 」争

に;ン ~ llic íi.T~f;~1ll= _ _  J判断!1蹴
修復不能群 一一今l i 

しーー --， 

般演題

切断切除

椛 ZE
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おかねばならぬ重要なことである(関 2) そのた

めには emergen(_ ~ーの段階で ， どれとどれを残し

どれを捨てるべきかの取捨選択をし修復不能群の

うち 2次再建術に邪魔になったり，残存健康部

分(修復可能群)に悪影響を及ぼすと判断される

ものは最初から切断切除してしまうほうがよいこ

とに留意しなければならない. ところが指の切断

など行なった場合，その中に含まれる修復可能群

を利用すれば 「役にたっ手」への有力な dcnorと

なるものがある

一方廃業されるべき修復不能群の中でも特に母

指のように切断指再接着の望まれるものがある.

これは現在確実でない血管縫合という 三考えからす

れば不能鮮のほうにはいるが，なんらか別の方法

をFrJ-、て可能野へ入れられないもにであろうかと

考えることも必妄で，これには前記のように n-vpedicle 

を用いた このように emergencyの段階で廃棄される

修復不能群のうちに一部:を donor として利用するか，

切断指など廃棄されるものをなんらか健康組織を利用し

て修復可能群の方へもってくる.そしてその過程には機

能転換の要素が介入する.これを l次修復術と区別して

l次再建術 (primaryreconstruction)と呼びたい.すな

わち emergencycareの時点で将来その手がたどる機能

結果を予想較断し 2次 3次liU冬手術(機能再建 re-

construction)で行なわれるべき手術を全部行ない<εm-

ergmcy op ~早~Ir社会復帰>をはかる. これを狭義の

什
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図 2 現状の治療レベソレから考えた初期治療の方針と l次再建術(狭義の)• 
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primary reconslruction とかりに呼んだわけである.

こ〉で広義の pnmaryreconstrucllOnには primaryskin 

graft， abdominal pedicle， closs fingcr Aapや， pnmary 

teno口 haphy.tendon gra仇 も含まれるだろうが，機能転

換要素を含まないので今回は除外して三考えた ではどの

ような場合が狭義の l次再建術の適応となるか考えてみ

ると ，重安な適応として， 1)切断母指南後着，2)切断指

や廃棄組織の利用， 特に mu山i

があげられる 比較的適応として l次予術のほうがあと

で癒痕下に行なう 2次手術より有利な条件下にあると羽判j 

断されるI易場L易91合寺，早期社会復帰が特に望まれる場合， abn-

ormal pallern発生防止， また患者心理をよく知って

r;ase by caseに行なうなどがあげられよう .

以上のような考え方で私たちはこの 4年間に取り扱っ

た 651例の新鮮外傷中， 230例の multiplefinger injury 

のうち狭義の l次再建術を II例に行なってきた.その

主なものは母指再建，再接着例で症例も非常に限られた

ものである そしてこの中にははたして pnmaryにし

かできないものばかりであったかというと多少の問題点

が残っている そして一万またこの l次再辿術について

批判的な考えもあろう その主なものは ，Jcl:初から適確

な最終段階の判断がくだせるものかどうか，門信をもっ

て行なえる手技と余裕を多くの人が持ち介わせているか

どうか，子J立は残しておくべきだという芯凡などであろ

う. しかし母指を含む multiplefinger injuryなど車度

外傷の中には emergencyのときでなければできない再

佳子術(股来組織の利用を合む)をやったほうが有利な

症例のあることを念頭において治療にのぞみたい.

質問 三浦(名大分院整形)

ご発火のご窓見にff同を示す l人であり，昨年の本会

に私も指移行術を l次的再建術として行なった症例を報

告した. しかしこのような処置を行なうことには日常の

チーム作りが特に必要と考えられるがその点に関する配

慮はどうであろうか.

渡辺(新大盤形)

腿の手術を 1i.欠的に emergencycaseに行なうかどう

かということは問題だと思 う. 2次的に I.enolysisや

tendon grafrを必要とする場合もあるので 2次的に行

なうべきだと考えるが演者のご意見は?• 

発言 津下(広大整形)

非常'に感銘深く拝聴した.これらの再建は侃傷組織，

皮膚，鍵，神経， '1"(，関節その他の状況を確実に把握し ，

これらを再び組み立て直すというような心がまえが大切

で，このためには長年にわたる多数の経験により初めて

可能でだれにでも可能とはし、い得ない.同級のことは陳 ;j 

1日症例についてもし、L、得るところでこ与に手の外科のむ

ずかしさがあるといってよいように思う .

田島(車rr大盤形)

精力的な再建手術のご努力に感服している. た Y

primary reconstruction とし、う考え方を強調することに

対してはアメリ カの専門医といわれる人たちは強く反論

している それでかなり一般化した概念としてのpnma.

ry reωnSlructlOn というより 「母指の救急手術」とい

うようにもっと個々の治療法として述べるほうが一般的

にはわかりやすいのではなL、かと思う.完全切断指の

replantation も同様な risk を伴う複雑な手術だが「救

急手術」の範耐に人れられていることもあわせて考えて

みてよレと思う .

答 諸橋

渡辺先生に Primary tendon repai r と secondary

repall'との術後癒jE問題について ，どちらがt怪いかとい

うことはいちがL、にいえない.印象では pnmarv のほ

うが少ないよう(特に palm の鋸創など)に思われる

ヵ，..ー

三浦先生に .チームワークの問題については，麻酔医

を含めて ，そういうように考えてやってみようというふ

んいきを作ってゆくほかない.
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34.新鮮時における末節切断指の再建手術の 1例

渡辺正 竹中倭夫*

症例 60才，男.

プレスで，右示指，中指，環指の末節を切断され直後

来|涜，切断指先を持参した.

中指は D.1. P.にて完全に切断され，爪， 指先はほ

とんど損傷されていなし、(1支1I). 

。自の

図1.

この中指末節に対し，爪と末節骨を利用して再建する

手術を新鮮時に行なった.

完全な無菌化外科処置を手，指はもちろん，切断遊離

指先にも加えたのち，爪(爪床)と末節fYとを切りはな

すことなくー塊として採取した(図 2). 

利用部分 (斜線)

搾雪
図 2.

それに，細い Kirschner鋼線を過して， や〉屈曲位

に中節骨に固定し中節句'をも削って，)~r癒合を起こさせ

るようにした(図 3). 

指先の軟部組織の欠損部には腹壁より有茎植皮を行な

った(図 4).

3週間の固定後有茎植皮を切離したが，爪床， 11'はよ

く生きており ，有茎植皮もうまくついた.

切離時，少し余分に皮膚，皮下組織をつけて，さらに

• T. Watanabe， Y. Takenaka : ，名南外科診療所.

図 3.

腹部皮l何υ)1日l青島
Kirschner 

図 4

1週間後，指先の円味をつける指先形成術を行なった.

7ヵ月後のいまは，中指指先は完全に生きており，爪

も硬くなってきて骨癒合も良好である

腹壁有茎植皮により作成された指先軟部の知党は，痛

党が針でつつくと痛い程度にあり ，触党は毛でさわるこ

とはわからないが，物にふれるのはわかる程度に出てき

ている.温党はまったくない.

末節における切断指の新鮮時の手術はほとんど切断術

が行なわれているのが現状であるが，これは爪のない指

になるのはもちろんのこと ，中節骨をさらに 1cm近く

短縮させ，かつ後日 ，切断指断端の搬痕性疹痛をきたす

ことが多い.

P. 1. P が運動良好で D.1. P.は良性肢位に保たれる

なら，骨癒合していれば動かなくてさしっかえない.

これらの点を考え合せると，あまり損傷されていない

ならば爪と末節骨を活用するこの手術術式は新鮮時に試

みるべき lつの方法といえよう.

追加 茨木(新大整形)

私はサノレを用いての degloving injury に関する一連

の実験で nailの再生の実験を行なっているので，私見
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を述べる.

1) サノレの実験で nailmatri玄ら bedを intactにしてI，

それより中枢部の M.P. level neurovasclllar も含め秋

部組織のほとんどを剥縦して pedicleを施行すると，ま

ったく正常な爪が再生する.

2) ヒトの deglovinginjllryで軟部組織が高度に欠

損していても， nail matrix， bedが温存されている例で

術後，良好な nailが再生された例を経験している.私

は dcglovinginjuryでも，高度の crushinjury でも

nail matrix， bedが温存されている場合には残す価値が

あると 5考えている.

三浦(名大分院整形)

爪のj品4子再建を考ーえられたことは，手の機能を考える

とき重要な着目である .しかし本予術は環指，小指では

その握力を継持するために有用て・あると考えるが，示指

に関しては pinch の昨害となり，本術式はその適応を

尺側の指に限るべきものであると考える.

発言 諸橋(鶴岡荘内病院整形)

爪のl次長の問題について， この定例は lucky だった

のではないか? というのは，

1) 掌側を pedicleskinで包んでも 111atnxと nail

bedへの血行は遮断され，血行障害そして峻死となるの

ではなかろうか すなわち爪が脱落する.

2) 末節切断には，そのま〉縫合再綾着をしても生着

するものが実際ある

答 竹中

この子術は，爪と末節骨とを切り離さないところがミ

ソで，かつ roofmatrixの所に損傷がないということが，

有利な条件であったといえる.

爪の栄養については，経験上 roofmatrixの方向から

無数の小さい動脈が，縦に並んでいると考えている.こ

れは，爪移植を行なうとき ，'l'rの一部を付けて移値する

と，爪がよく再生するとし、う事実があり，爪の栄養は爪

床と骨との問が inlactであれば，よく保たれると考え

ている.

この症例は D.I. P. で切断されているが， この位置

での切断指が，そのま L縫合して再援活ーをして生きたと

し、う症例の報告や，~際例について報告があればご教示

し、た Yければ幸である.

私の考えでは， そのほうがまったく luckyに期待す

ることになるように思う.

完全に半年以上 らIlow upできている症例はまだ本

例だけであるが，他tこし、ままで 5例の経験があり ，現在

追究中であるが，本法はかなりの成功率があると考えて

いる 挫滅の程度がL、ろいろあるので，まだ症例が少な

く，明11(，(な制面のJ立附に至っていない.

35 手指切断例の予後検討

飯野龍吉 平沢 *I'j一 江川厳*

最近 5年間に当科を訪れた子指切断者 124例中，直接

検診できた 50例の予後を検討した(図 1).新鮮外傷は

90例，IW旧例は 34例であった..tJi指切断例は 73例で，

左右とも示指に設も多L、(表 1) 母指切断例は左 4例，

右3例，で左ボ節に最も多い.示J旨切断伊jは左 17例，

右 14例で左中節に段も多い Pinchの際には全例，中

抱を用い， 4例に中傷 pinch)Jの代償性増大を認めた.示

J旨を含む複数借切断例の場合にも同様に全例が pinchの

際には隣接する健常指を用いており，これは断端の知覚

や切断部位には無関係で忠者の心浬的な面や慣れによる

ものもあると足、われるので，早期に良好な知党を得る方

法を選ぶと問H寺に，早くから制極的に也指を用いるよう

• R.lino， S. Hirasa wa， 1. Egawa :東邦大学整形外科.
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表 2. 複数指切断例

母指を含む切断例

母 {梯側 2指切断例
f旨 |
正 |尺側 2指切断例

常 l示 ・中 ・52指切断例

その 他

16例

5例

5例

7例

18例

51例L
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姐
↑句
通
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指導することが必要である.一方機能および主主指装着の

点からみると，中節骨はできるだけ長く残すことが望ま

しい.義指を希望して来院した単指切断例 7例のうち，

6例までが示指切断例であった.中指切断例は左 10例，

右4例で左末節に圧倒的に多い Pinchの際には全例，

示指，環指を用いていた. 環指切断例は左右ともに 810J

で，部位が中枢になるほど握力の低下が大きい.小指切

断例は左4例，右2例であった.

複数指切断は 51例で，うちわけは表のごとくで為る

(表 2) 問題のある症例を選んで検討を加えた.

症例 1.27才，男子.左母指および示指を C.M.よ

り向性断，某医にて短縮縫合を受けたものでゐり， hook 

gripのみ可能である.造母指術よりも適当な作業主主指

の装着aが適応と思われる.

症例 2.46才，男子. プレスにより左手に高度の挫

滅創を受け，母指は I.P.関節にて離断され， IT以下の

中子竹に開放性1')'折をみた.皮膚欠損部に中間周遊離値

皮を行なって 1次的に閉鎖したが，中指，環指の尖端

がと起死に陥ったため，中指は中節-rJ'基部より，環指は基

節骨~.幹部より 2 次的に切断した 約 11 ヵ月後の現在，

第 4中手作は偽関節を形成しており， pinchは示抱，中

指のみわずかに可能である .屈曲|時， J;1器指が陣古となっ

ている.この例には，母抱の延長および第 4中手11'切除

と第 5中手'11'の shiftが適応と考えられる.

症例 3.2引l才，男子 右示指および中指を中子'f丹I'川f

頭下で，球指を M.P.にて切断し，他医にて治療後，

義指を希望して来院した.母指基節骨に骨折があり ，対

向運動および pinch は不能で左手を使うように慣れて

いる.この例には第 4中手'fj'切除と第 5中手骨の旋回を

加えた shi[t， さらに第 2 中手骨切除による 1~2 指間拡

大が考えられる.

症仔IJ 4. 52才，男子.左環指中節骨骨頭および小指

尖端で切断.

症例 5.46才，男子. 右の環指，小指ともに基節骨

骨頭下にて切断した.症例 4，5とも他の指には機能障

害がないが握力を比較してみると ，前者では左利きであ

るため，息側 41kg，館側 32kgと握力の低下を認めな

いが，後者では，忠側 17kg，健側 40kgと明らかな低

下を認める.すなわち尺側の 2指に関しては中節骨をで

きるだけ保存することが握力の低下を防ぐうえにi!l}:.Iで

あると思われ，そのためには中間層遊離植皮もあえて適

応になると考えられる.新鮮例 90例についての断端処

理法は l次的切断では短縮縫合 57例，遊高佐植皮 23例，

腹壁皮弁 4例，2次的切断したものでは短縮縫合 l例，

遊離植皮 l例，版壁皮弁 4例である.

遊雛植皮例はすべて中間庖を用いた tie-over法で為る

が，色素沈着，皮膚の脆弱性，叩打痛等の障害がかなり

の例にみられるのに反し，短縮縫合例では，これがほと

んどないものが多かった.陳旧例 34例の主訴を分類す

ると疹痛 6例，形成術希望 2例，義指希望 14例，身障

者認定希望 4例.断端形成術や義指を希望する美容的主

訴が 47% を占め，年令的には 20才を中心とした若年

者に多くみられた.断端形成術を希望する原因の lつと

なっている爪の変形は，予後の判明した 50例中7例に

認められたので爪の取り扱いには十分注意 しなければな

らない.義指に関する調査では，予後の判明した症例中，

現在，義指を持っているものが 15例あるが，常に使用

しているものは全指欠損例および示 ・中 ・環指欠損の 2

例だけであり ，外出時のみ使用するものが 2例で，残り

の 11例はまったく用いていなかった.使用しない恕!'b

の主なものは，山らない，重い，ひっかかりやすい，む

れる ，洗うと硬化変色する ，窮屈である等でゐり義J旨の

改良に関する要望が強かった 一部の症例に，矢田部ー

ギノレフォード性絡検査を試み，複数指切断10Jに情緒不安

定の傾向を認めたが，これの分折にはなお検討の余地が

ある.

結語

50例の手指切断例の予後を検討したが pinchの主役

となる示指が切断された場合には，全例が隣接の健常指

を使用しており， 模側 2指では必ずしも長く残すことが
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最良とはし、えない場合があることを知った.これに反し

尺側2指は gnpに重要な働きをするので，知党よりも

むしろその長さを保つことを第 Hこ考えるべきである.

また，義指の使用率はきわめて低く ，全例が現在の義

指に対して日郎、不満をもっているこ とを明らかにした.

発言 佐藤(栗林病院)

手指切断，挫滅指処置に際しては，手全体として各指

固有の機能を有するため， まずその回復を考え指別に考

慮することが必要と考える.昨年の本学会でも発表した

とおり ，母指では末節fl'基部より中枢の切断が問題とな

り，環 ・小指ではがI者の強調した中節温存のみならず末

節骨も長いほど良好な成績を得てお り， 示指に関する他

指代行は演者と同感であった

36. 手の4指損傷における治療方針とその試み

上羽康夫ホ

4指の高度な損傷や切断に対して多くのすぐれた治療

法が記載されているが，稀にはそれらの方法を用いても

なおかつ満足すべき結果が期待できず，新しい治療方針

を余儀なくされる症例に遭遇することがある.

症例 1. 34才，男子.昭 42，7月に 1300Cの蒸気

が通る 2枚のローラ ーに右手を挟まれ，母指を除く 4指

に高度の火傷および挫創を受けた. 4指は次第に票、化し，

受診した 2~3 の病院で M.P. 関節での切断をす弘め

られた

局所所S-L・右手の母指を除く 4指はL、ずれも基節基部

より末梢が瓜化し，域死に陥っていた M.P.関節には

わずかな白動運動が認められたが，P. L P.や D.LP. 

関節の迎動は認められなかった x線像では末節および

中節骨の域死像が認められたが，基節句'の壊死{象は認め

られなかった.

経過:4指を P.I. P.関節にて切断し，壊死に陥っ

た基節の皮膚および皮下組織を切除した.次いで左下腹

部に長さ 12cm，巾 7cm の皮膚で tubedpedicle skin 

graft を作成し，その中央部に皮膚切除を受けた 4指基

節を挿入した (~11 a) 皮弁は 4週後に腹壁より切断し

た.創治癒後2回に分けてそれぞれの指を切縦した.切

南Itは正常な “水かき"までに止めるのでなく，さらに深

く中手骨頚部まで別 り込み，同時に深繊中手紙l帯を切断

し，指の見かけをできるだけ長くするとともにそれぞれ

の指の独立した運動を可及的に行ないやすくした.現在

::ti乎で物のつまみやにぎりが可能で，外出時には指装具

も装着している (図 1b). 

取 Y.Ueha::京都大学整外科.

8.有茎組皮術 b.術後.

図1.症例1.

8.術前 b.術後.

図 2 症例2.有茎骨皮膚移植術

手の指 l本だけが切断された場合には， P. r. P.関節ー
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よりも中枢で切断された指の機能は失なわれたも のと三考

えられるが 4指がすべて基節において切断された場合

には基節をできるだけ長く残して残存する 4本の基節と

母指とで可能な限り手の機能を回復する必要がある.

症例 2. 22才，男子.重さ約 250トンのプ レス機が

宕子に落下し，母指を除く 4指が完全に切断された(図

2 a). 

局所所見 右手の母指はほ Y正常であったが，他の 4

本の指は子掌中央部にて切断されていた x線上では第

2~5 中手骨の基部のみが残存し ， それより末梢の骨は

欠除した.

に de1ayedpedicle bone-skin gr:1氏 による指板形成を

試みた.

症例 3. 26才，男子.左手を 2枚のロ ーラーにはさ

まれ，高度挫滅，指骨骨'折，第 4M.P.関節脱臼をきた

した. 左手全体が次第に黒化， 壊死に陥った(図 3a). 

受傷後 10日目の血管造影で左手の表層部黒化， 壊死に

もか与わらず手掌深部組織の損傷は少ないことが確めら

れた.母指は I.P 関節にて ，また，他の 4指は M.P.

関節にて切断すると同時に手掌，手指を被う黒化した皮

膚をすべて切除した.その後前胸壁に作られた 2枚の大

きな回転皮弁を作り左手全体を被った.皮膚弁は 3週後

Pedicle skin-nerve graft 

a.術 前， 後 C. 有茎神経皮膚弁の作成，
図 3.症例3有茎神経皮膚移植術，

経過:昭 42， 1， 23日に第 l回目の手術を施行し

た 右腸骨稜部にrU7 cm，長さ 16cm の有茎皮弁を作

成し，同時に軟部組織と血流の連絡を保ったま》腸什の

前上縁から巾 3cm，長さ 5c;nの有茎骨片を作成し，

その骨片は 90。横転し，有茎皮唐弁の下に埋没した. 4 

週間後に有茎ft片を含む有茎皮j古弁め delayを行ない，

さらに 3週間経ってから皮膚弁をもちあげ骨片を包むよ

うにして 2枚に折り重ね，皮膚弁の近位端は右手断端部

に縫合した 3週間後に皮膚弁の遠位端は腹壁より離断

し，右手に縫合した.創治癒後に移，hZ骨と中手骨との骨

癒合術を行ない，母指に対立する指板を完成した.現在

では母指と指板とでコップや牛乳ピン等の大きな物が援

れるだけでなく，銅貨やペン等の小さい物でも握ること

ができる.字も再び右手で書くようになった(図 2a). 

母指を除く 4指が中手骨基部または手根骨部で切断さ

れている場合には，従来の再建術では非常に困難であり，

装具に頼りがちである.しか し装具には知覚がなく ，毎

日取りはずす必要があり，固定のために手関節運動が制

限される等の欠点がある.これらの欠点を解消するため

t陀之胸壁から切雌した 創治癒癒、f後麦，母指を切離すると周時

に第 2中子t骨1干，を切除して母指問腔を拡け

ある程度は物をつかめるよ うになつたが，知党がまった

くなかったので知党回復を計画した.術前にまず左大腿

における外側大腿皮神経の支配領域を正確にしらぺた.

昭 44，5， 9日に第 l回同の手術を行ない，外側大腿

皮神経を露出し，その神経を予めしらべておいた大腿中

央部の支配領域にまでたどり ，その部の皮膚を外側大腿

皮神経とともにもちあげ有茎神経皮膚弁を作成した.外

側大j腿皮下11経は皮膚弁よりも約 10cm中枢部にて切断

した.左手の母指尺側および手掌榛側部より無知党な皮

膚を切除したのち，その部を大腿の有茎神経皮1首弁で被

った 外側大腿皮神経は左手背の皮下を通し，手根部に

て榛骨神経浅校と縫合した.有茎神経皮膚弁は 3週後に

大腿より切離した 現在患者は補助手として左手をよく

使用してレる(図 3b， c)， 

4指の切断のみならず母指や手掌にも知党がない場合

には手の知党回復を計る必要がある 外側大腿皮神経を

用いた有茎神経皮膚移組法にはまだ改善されるべき点が
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少なくないが，有茎神経皮膚移植法は今後も大いに活用

し得る方法と三考える.

発言・質問 三浦 (名大分院整形)

基節骨を残存する第 l例の pinchはどうであろうか?

母指が健全で 4指を基節より切断した場合 pinch に小

指を使用する場合が多いようにみられ，その場合4指を同

一レベノレで残すよりは環指を短くして第 5中手11'に廻旋

骨切りを行なうことが pinchのため有用と与えている.

質問 赤摘(岡山川崎病院整形)

症例 2について

1) pinch 機能を改善するためには 日ngerplateを

少し flexion位で graftすべきではなかろうか.

2) 新たに生じた指尖で pedicleの皮下脂肪が多すぎ

るため pinchにJj旨際し使いにくいことが考えられるが，

その処置はどのようにしているか.

答 上羽

質問 1)に対して:この症例では p】川h を中指また

は示指で行なってレる.

質問 2)に対して 1) bone graftの角度は大きな物

を握る人に対しては移植1i片を水平に近く ，また小さい

物をよく握る人に対しては少し屈曲に指仮を形成する必

要がゐる.2) pinchに際して皮膚位移動が起こるのを

防ぐには，pinchする点が骨に付着する綴痕を近い部に

もってくるように考慮しておく .

37. Degioving injuryの病態 と治療法の検討 第2報

茨木邦夫*

第 11回日本手の外科学会において“ Degloving

mjuryの病態と治療法の検討"と題しサノレの実験結果を

報告した.その目的は deglovinginjury を受けた指11'

が，どの程度の，どれくらい続く血行障苫に耐えて su-

rviveし得るかを知るためであった. その)j法として，

f degloving injuryの重篤度」を各指によって分け，一

方 「損傷を加えてから有茎植皮を施すまでの時間」をか

えた組合せを作り損傷指の viabililyを検，¥1した. その

結果先凶報告したように骨 ・関節包のみにした指でも

48 時間以内に有茎組皮を施せば完全に幸弘、 1~るという

結論を得た.先回は fm傷を加えてから布茎M皮を施す

までの11折iIJJを損傷直後 2日目 1週 [1の 3groupに

したが 2日目と l週日の実験結果にはかなりの差が認

められた. そこで今回はこの間の指骨の viabilityの変

化を知るために 4grou[Jを追加検討した Vialコilityの

判定には前回同様 telracycline(以下 TCと略す)の 2

重 ringを指標とした. ところで今回はもう lつ別の目

的の実験を加えた.それは軟部組織が残っていないよう

な損傷指に対し遊離M皮を施すことの実用性を試みるこ

とである すなわち指骨が viableであるかぎり損傷指

を一定期間腹壁に埋没すれば干l'周囲に血管新生を伴う肉

芽組織が増殖し骨と密着するはずである.この時期に遊

‘K. Ibaraki : .新潟大学整形外科.

離植皮を仰せば)JL片は生着すると考えられるからである.

1. Degloving injuryを加えた指骨の viabilityに

ついて

1)実験方法

fDeglobving町t.:ryの歪篤度」を各抱によって分けた.

すなわち示指では皮膚のみを華IJ雌，中指では皮問の草iJ般

に左右主動脈切断を合併， 環指では骨 ・関節包のみをFえ

した，小指では骨 ・関節包，屈筋腿 ・指I'T腿映を残した

(図 1) ， 皮切 lcvclはどの指も一様に proximalfingcr 

crcaseとした ーβ 「創傷を加えてから布茎柏)JLを施す

図1.Degloving iniuryの重篤度を指によってかえた.

示指:皮膚のみをまIJ縦，中指:皮脂剥離+左宕
主動脈切断，環指.骨 ・関節包のみを残す，小
指:骨 ・関節包 ・屈筋鍵 ・指背民!朕をJ.l!す
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口:T.C. =lIlring( +) 図:T.c. =Aring( +)または(-) . : T.c. =:ffiring(ー)

a. Deglove後4日:(96:時間)以内 b. Deglove後5日自に有茎植皮を c. Deglove後6日自に有茎値皮を

に有茎縞皮を施した group. 施した group. 施した group.
図 2 指骨の surviva!(tetracycline二重 ring形成)状態.

までの時間」は前回できなかった Ideglove 後 3日目，

4日日 5日目 ，6日円の 4groupとした. なお de-

gloveしてから有茎組皮を施すまでの期聞は，ーたん剥

離した組織をもとにもどして縫合しておいた

問 結果およびその要点

1) Degloving後 4日 (96時間)以内に有茎砧皮を施

した groupでは deglovingの程度に凶係なく全指刊すこ

TCの2重 rIngが認められた.すなわち骨 ・関節包の

みにした指でも 96時間以内に有茎植皮を施せば救い得

ることを意味すると考えるー

2) Degloving後 5日自に有茎植皮を施した groupで

は皮膚のみを剥離した示指も， それに左右主動脈切断を

合併した中指も全指fj'に TCの2重 rIngが認められた.

一方'斤 ・関節包のみを残した環指と ，それに屈筋i健，指

背厳~~を残した小指では中節骨中央部以遠および末節骨

には TC の2重 nngが認められなかった.

3) Degloving後 6円11に有茎植皮を施した groupで

は皮膚のみを最IJ離した示指も ，それに左右主動脈切断を

合併した中指も基節，中節骨には TCの 2重 nngが認

められたが末節骨には認められないものもあった. 一方

a. Muffs' flap施行後5週日に po:ketから損傷指を取

り出した所見，肉芽からの出血はきわめて良好

図 3.

骨 ・関節i包のみを残した環指と ，それに屈筋腿，指背腿

膜を残した小指では中節 ・末節骨には TCの2重 ringが

認められなかった(図 2) 

2. 損傷指を遊離皮片で被覆する試み

1)実験方法

IDegloving injury の重篤度」を先の実験と同線に各

指によって分け損傷指を直ちに殿部に埋没した 埋没後

3週，4週 5週，6週日に損傷指を殿部の pucketか

ら取り出し肉芽形成により syndactvlia様に互に癒合し

ている指に遊離全層植皮を施した.

2)結 果

1) 3週円に殿部から損傷指を取り 出した所見では 4

本の指は syndactyliaように癒合し， 骨および腿は全周

厚い肉芽で被われていた しかしその肉芽上に施した遊

離全層組皮片の大部分は necro5JSに陥った.

2) 4週日に取り 出した所見では 3週目のそれに比し

肉芽形成はかわらないが肉穿からの出血はより良好であ

った.この|時期に施した遊離全庖皮片の大部分は生着し

たが一部 necrosisに陥った.

3) 5週日以後になると肉穿からの出血はきわめて良

b. 5週目に pocketから損傷指を取り出し，形成された

肉芽上に遊離全層植皮を施行.



1970年 10月

る.

3)似傷指の軟部組織に高度の欠損がある場合には，

pocketから取り出すときに指に付着した肉芽周囲を皮

下脂肪をも含めて取り出し正常に近い太さの指に造形で

きると考えられる.

4)遊離皮片で coverした指は関節拘紡を残すのでは

ないだろうかという心配がある.この点につレてはなお

長期の経過観察を要する

科タト形

好であった この時期での遊離全層皮片は完全に生活ーし

た(図 3). 

3 結論およびその推論

1 )骨 ・関節包のみに した指でも一定期間 Mu釘'sAap 

を施せば骨周囲に血管新生を伴う肉芽組織が形成され遊

離皮片が生着し得る良い母床が得られた.

2)この遊離樋皮法の実験結果を臨床例に応月lでき る

ならば損傷指が多数の場合には有茎品H皮法を用いる場合

に比し手術回数も少なく donorの犠牲も少ないと考え

整巻 21・号 II 926 

手の contactburn 38 

片山修史*

左手背
左手背 ・示
小指背側

[自前腕背側
両手背

左全指

右手 1吋

左手背 ・前 "
腕背al;J I ，_'_二".何
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が急にさがり ，左手背に contactburnを受け，他医に

より保存的治療を受けた後，当科受診.初診時，左手背

全体に限局性の熱傷があり，受傷後日数が経過していた

ため峻死組織切除後， wet dressingを行ない創面が清浄

になるのを待って中間M.!u'i皮を行なった. 2年 8ヵ月後

の現在，手の機能に支障なく原職に復帰している.

症例 2. ランドリー従業員.

この例も同様にプ レスアイロンにより受傷したもので

ある.熱傷は手背のみに限局され，周囲健常との境界が

明i僚であるため earlye.xcision と早期値皮を行なった.

術後の成績は良好である

症例 3 薬剤師.

薬剤分包機を使用中あやまって左示指を機械にはさま

れ中節屈側に熱傷を受けたものでまbる.作用時間が長か

ったため熱傷深度が深く屈筋腿の露出を認め受傷後3日

手の confactburnは高温の帯熱物に直接手をふれる

ことによって起こるが，幼小児の場合では保護者の不注

怠，あるいは理解力の不足から日常生活の中で炭火，ア

イロンなどに直後手をふれることによって起こり，手掌

側にみられることが多い.成人では，産業災古として作

業中，プレスアイロンの ような高温の帯熱機械に操作上

のあやまりで手をはさんで受傷するのがほとんどで，受

傷部位としては手背側が圧倒的に多， '. 

これらの contactburnのうち ，~J/J 、!JGのものについ

ては，すでに第 II回本学会において発表したので，今

回は作業中，帯熱機械にあやまって手をはさまれること

によって発生した症例についてのみみると ，過去3年間

に我々が経験した症例は表 lのごとくであるが，性別は

女性が圧倒的に多く職業と してはランドリ ー従業員が多

い(表 1) 

千|子熱機械としてはランドリ ーで使用するプ レスアイロ

ンによるもの 7例，ビニーノレ包装機によるもの l例，薬

剤分包機 l例で機械操作の性質上，プレス機によるもの

は全例，手背，前腕背側に限られているが，分包機の l

例は指の学;側，他の l例は手関節榛側に受傷している.

症例

発表した症例のうち ， 2~3 の症例について略述する

と次のようである.

症例1. ランドリ ー従業員.

アイロン作業中あやまって押ボタンにふれたため熱板

• T. Namba， T. Torigoshi， M. Abe， S. Katayama :長崎大

学整形外科.

難波雄裁
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自に胸部皮弁によるも皮夜を行なった. 19日目に皮弁の切

り離しを行なったが術後の指の屈l加工良好である.

症例 4. ラントリ ー従業員.

本例はノ、ィプロロ ーノレ機とよばれるプレスアイロンで

回転するロ ーラーの聞に左手をはさまれ，全指の中手指

関節で切断された例である ーこれはおそらく熱傷のみな

らずローラ ーに巻きこまれたことによって手指の挫創や

剥離を合併しその病像をー用複雑にしたものと考えられ

る.

図 1.

考察

手の contactburnの特徴は受傷機転からもほとんど

の症例が受傷部位は手背および前腕背側で，限局性かっ

周囲健7首都との境界が明瞭で，熱傷の深度が均一である

こと，長時間高温が作用するため深い熱傷が多いことな

どである(関 1). 

Contact burn における限局性かっ健常部との境界が

頭初より明阪であるとし、う特徴は治療上，手の extensive

burnと大きく異なるところで， 患者の全身状態の改善

や熱傷域が自然にはっきりするのを待期する必要がなく，

早期に熱傷部のいわゆる earlyexcisionと植皮を可能に

する(図 2).また熱傷の深さが熱傷域全体にわたって

均一であることは綾死組織の切除を一層容易なものとす

る.壊死組織の切除は受説的に行ない，疑しいと思われ

る部分は原則的には残すことにしている.域死部の判定

は肉眼的所見によるか出血の有無のほか，皮下血管の

thrombosisの有無は lつの指標となり thrombosisを起

こしていない血管はでき得る限り温存すべきで，このこ

とは術後の浮腫を少なくし intrinsicmuscleの 日brosis

を防ぎ手の機能を早く回復させるためにも必要と考えら

れる .また tendonは paratenon が温存されている限

りこれを残すようにつとめ， tendonの再建を必要とす

る場合は 2次的に行なう.

プレス機の温度は平均 120
0
C ぐらいであるがその構

造上一度作動すると ，それが解除するまでに一定の時間

図 2.

が経過するため熱の作用時聞が長くなり深度の深い熱傷

となるが鍵の露出をみた指屈側の I例を除き手背部の熱

傷では 3度熱傷ではあるが tendonまで受傷したものは

l例もなく，したがって治療は中間層で創商の被覆を行

ない十分その目的を達し得た.

発言 渡辺(新大整形)

Heat press injury で特徴的なことは深部組織が種々

な程度に損傷を受けることである.また指背のように皮

下にすぐ拠が存在する場合，その腿が損傷を受けやすく

受傷直後には，necroslsの部分を判定するのが必ずしも

容易でない，そこで手術時期をおそくするほうがよいと

Lヴ人もある . しかし損傷された extensorexpanSlOn 

を救うために早期に有柄植皮を行なうべきではないかと

も考えられる.そ こで私たちは l例に extensorexpan-

sionがほとんど駄目だと恩われる例に有栴植皮を行なっ
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た.しかし残念ながら autolysisを起こしてしまった.

手術を早期に行なうか否かということと extensorexp-

nasionをどうするかということは大きな問題だと考え

られる.

難波(長崎大整形)

新潟大学の追加に関連して発言させていた Y く.まず，

tendon損傷の予後があるが，我々の経験で，疑わしい

tendonを残し flapで修復した指が術後， 2~3 ヵ月

間はよく動いていたものが，ある日，突然自然断裂した

例をみている.

次に earlyexcision であるが， いくら早くやっても

健常な部分まで切除するのは危険なこともあるし，これ

に反し熱傷部に autolysisが起こるまで放置するのも 2

次的損傷を増すことになるので危険である. したがって，

autolysis を起こす前(受傷後 5 ~6 日以内)に行なうの

が普通である.

追加・発言 井上(京府医大笠形)

最近 2例の陳旧例を経験した. 1例はすでに日本形成

外科総会で Meshskin gra仕の報告例中に報告ずみで

あるが，洗たく屋のプ レスで受傷後 1ヵ月を経過，緑膿菌

の感染にて化膿は進行していて伸展筋艇の壊死が危ぶま

れていたが， Mesh skin graftの生着力の良さで cover

でき助かった.第 2例も洗たく屋のプ レスで受傷 4ヵ

月後に来院，すでに叛痕組織で創は閉鎖していたが，指

の extensoraponeurosis i，こ娘痕が侵入して， 指の屈曲

を妨げており ，これを切除しようとすると伸展筋l縫を損

傷する危険があり ，困惑した例である このような深い

火傷を起こす contactburnは，化膿の予防や深い組織

への疲痕形成の防止は困難であるので，演者のいわれる

早期植皮に賛成する.

質問 田島(新潟大整形)

Contact burn とし、う 言葉は子供がスト ープにふれた

りしたとき主として手掌に生ずる限局性熱傷をいい，

heat-press injuryは損傷の性質が違うので別なカテゴリ

ーとして検討するほうがよいのではなかろうか?

答 鳥越

回lる先生の質問に対し プレスアイロンによる buru

も我々は広義の contactburn にふくまれると考えてい

る.今回はプレスアイロンによる熱傷が多かったためそ

れを中心として述べた

39 乳幼児の手掌側植皮の問題点

伊藤孝徳*

生後6ヵ月から 1才半ぐらいの乳幼児では contact

burnとして子の掌側に多指に及ぶ深い熱傷をきたしや

すく，したがってそれにひき続いて起こる叛痕拘縮も高

度なことが多いーそれらの症例に対してM皮術を行なう

場合，手術手技や術後管理の困難さもあって，再拘絡に

陥りやすいが，今回は値皮後 1~ 2 年間の植皮部の消長

を追跡した 1~ 2 才児の症例の中で，再拘縮をきたした

代表例をとりあげ組皮部の再拘縮を忠児の予の年令的機

能発達と関連づけて検討してみたい.

症例1. 12ヵ月 ，男.

生後 12ヵ月でスト ーブにふれて手掌に熱傷を受け， 2 

週間他医にて治療したのち転医してきた症例で，手掌部

全体に肉芽創と上皮化した部分が混在してし、た 肉穿創

の部分だけを削りとってfJjめの中間層植皮を行なったが

手掌中央の陥凹部に一部皮片が生着せず，他の大部分は

事 T.Ito:山口県立中央病院形成外科(防府市八王子). 

良好な生7~'を認めた 指の制IJ.展位固定を lヵ月r:n行なっ

て，固定除去後 l週間の問に急速に組皮片のシワが発生

し，掌指関節の仲反制限をきたした このンワは術後3ヵ

月で緩解し ，marginal scarの土曽生がみられ/七後 l才半，

術後6ヵ月では組皮片下層の綴痕は軟化し !nargina!

scarの拘縮による掌指関節の伸展制限のみを殺して植皮

片のシワは消失した恩児が 2才となる術後 l年では学

指関節の仲辰は完全に可能となった.

症例 2. 12ヵ月，児.

生後 8ヵ月で左手に熱傷を受け 2ヵ月か〉って般痕

治癒したが，高度な厄\LllJ J句縮を 2~5 指に残して来院し

た.子術時には生後 12ヵf3で，叛痕を切除すると神経

血管束の浮きあがりも著明でなく ，ほとんど指のイ中展は

可能となった.厚めの中間層組皮と伸展位固定，圧迫包

;mを行ない ，ほゾ良好な着床を得たが，術後6週，固定

除去後 2過では急速に d凶 alpalmar=creaseにシワが発
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生し，このシワは術後9ヵ月を経ても消失しなかった.

この症例は l才9ヵ月になってから再手術を施行して，

今度は着床も完全で固定期間も 2ヵ月行なったが，2才

5ヵ月のときには掌指関節部の屈曲拘紡は認めず 2，

3指に中等度の 4，5指に軽度の再拘縮を認めた 2，

3指にはZ形成術を施行して指の完全な伸展を得た. 3 

才では 2才のとき軽度の屈曲拘縮を示した 4，5指にZ

形成術を行なわなかったにもか与わらず完全な指の伸展

が可能となっている.

症例 3.6ヵ月，女.

手掌，指全体にわたる新鮮3度熱傷であり ，併発病の

ため受傷後 2週間で debridementと中間層植皮を行な

ったが， 4， 5指指尖は壊死脱落し，手掌の 4，5指基

部では植皮片の壊死をきたした.術後6ヵ月の現在では

distal paJmar caraseの部分での拘縮と 4，5指の屈曲

拘縮を残しており再手術を予定している.

考 察

症例 lおよび 2にみられたごとく ，手の固定除去後の

短期間に，生活した植皮片にシワが発生し，その部位が

distal palmar creaseに一致している. これは術後固定

の際に，手関節は末梢浮腫予防のために強い圧迫固定が

できないので，乳児が手を動かすと手関節が固定板から

浮きあがり立指関節が屈曲位となるので，圧迫包帯が

ゆるみやすく，植皮片の着床が疎となり，そのうえ l才

前後の乳児では固定除去後の手の restpOSl tIOn が握っ

た状態に近いために組皮片下庖に給合織の増生が強いこ

とによると考えられる.

また，症例 l では l 才半から 2 才(術後 6 ヵ月~12 ヵ

月)にかけてーたん発生したシワや marginalscarが

緩解消失し，掌指関節の伸展制限が消失したり ，症例 2

では 4，5指のt怪い疲痕拘縮が 2才から 3才にかけて

手術することなく消失してレることは，液痕組織の軟化

によるだけでなく，この時期には忠児がものによくのぼ

ったり，ぶらさがったりすることによって，屈曲拘紛が

外力的に矯正されたためと思われる

一方，症例 3のような乳児の 3度熱傷の場合には，植

皮母床の悪条件が重なり，植皮片の圧迫固定が十分に行

ないがたい distalpalmar creaseでは生活不全や域死

をきたしやすく，そのうえ乳児の場合は固定除去後の

rest positionが手を握った状態に近く，修正手術を必要

とすることが多い.さらに 5才の疲痕拘縮で，厚めの中

間層植皮は完全に生着しても， 3週間の術後固定のみで

放置した症例では拘紛が再発した例もあり ，乳幼児の場

合，植皮下宿の叛痕が安定する 3ヵ月ぐらいの手の伸展

位固定を続ける必要があるのではなし、かと考える.

追加 石田(新潟大整形)

1 )演者は植皮に薄日なし、しは厚目の中間層を用いて

おられるが，これには全庖J値皮を用いたほうが指関節屈

幽拘縮の防止により有効であると考えられる. 2) distal 

palmar creaseの近くの dressingがうまくし、かないとの

ことであるが，私たちは植皮後2週間ぐらい M.P.， J. 

P 関節を仲反{立に保つようにラケット型副子で指を牽

引しておくと dressing もうまくいき，植皮片もうまく

生着できると考える . 3)全層植皮を行なってもやはり

指関節屈曲拘紡，母指では内転拘縮をきたしやすく，特に

母指内転拘縮傾向は除去しにくい.これに対して第 l指

問腔にはL、りこむように造形したポリキャス卜訓子(皮

膚との問にガーゼを l枚入れて湿疹を防ぐことが必要)

をかなり長期にわたり，夜間だけでも用いさせるとかな

り良く矯正できると考える.また駄足であるがこの副子

を congenitalclasped thumbの矯正に用いて好成績を

収めている.

発 言 諸富(京府医大整形)

手掌に対して中間層移植法をすれば多かれ少なかれ再

拘縮を起こすということは私が10数年前に何回となく発

表している.全庖移植こそ手掌の拘絡に対して用いるべ

きである.また析では midlateall よりもも少し背側ま

で叛痕を切除して会胞移継をすることが望ましい.これ

らのことは数年前に各種雑誌等に発表しているのでご参

考願いたい.

追加 上~ÞJ (京大3整形)

小児の手掌皮膚植皮には成長に伴う疲痕拘縮が起こる

が，指の掌側における植皮では疲痕線が徐々に掌側にお

りてくる.ゆえに指の学側の遊離植皮では，少なくとも

指節間関節部では縫合線は mid-Iaterallineよりも背側

にもってくるよう留意する.

田島(新大盤形)

手掌の熱傷に植皮し，粗皮片が生着したあと ，収縮を

生じて指の屈illl拘絡をきたす現象については，手;立の創

は近位速位方向に主として収縮する性質があるが，それ

による緊張を指の屈曲で軽減しているわけである.しか

し収縮に対し他動的に抵抗を加え続ければ結合織の配列

がかわり，術後収縮は著しく防ぐことができる.た Y乳

幼児で長期間 splintingを有効に装着させ続けることが

実際上容易ではないことは事実である.

答 伊藤

私が今回こ与で示した症例は，植皮片の消長を 1 ~2
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年追跡してみると，初めは一見失敗例と忠われた症例が， 連することが主題である.したがって，初期lの拘縮の原

乳幼児の手の機能発達に よって，予想以上に改善された 因が植皮片の厚さが不適な症例も当然含まれる.

症例で，乳幼児の手の A.D. L. と術後成総と大いに関

40 東京警察病院形成外科における手の熱傷

およびその後遺症の患者について

大森清一 大原義雄*

私たちの東京2警察病院は，本院と分院を合せて約 800 そのうち特に子の熱傷患者だけについてみると，昭42

床のベッドをもち，形成外科は，そのうち 90床から 年来その数は年ごとに増えており ，それぞれ 128名，

100床を運用することができる そして熱傷の忠者につ 201名および昨年度 7ヵ月分の 167名となってし、去が，

いては，新鮮と隙旧とを問わず，すべて当科においてと これは身体各部の熱傷全体の数の増加に比例してレて，

りあっかうことになっている.なぜならば熱傷は，その その別合はあまり変化を認めず，手の熱傷は傍年熱傷全

当初からの治療の適否が，その後の機能的回復に重大な 体の約 lんとなっている 当科外来の熱傷忠E全体の約

影響を及ぼすと考えられるからである. しかしながら形 1/4が手の熱傷を七とし， または合併してぷ院している

成外科医の仕引は従来，先天性疾患または各種の外傷や ことは注日すべき 'j¥芙であるが，手がこのように高い頻

疾病の後:ihl症に よる変形の矯正や再建が主なものと一般 度で熱傷を受けていることは，手は身体のうちで，ほと

にうけとられているためか，新鮮な熱傷直後の忠者をみ んど常に露出されており，日常生活のうちで外傷にさら

ることはやや少い傾向があった.そこで一昨年(昭 43 される機会の最も多い部分の lつであることに関係して

年)当科の中にベット ，人民をさき，施設を新設して熱 いると考えられる.

傷政fを組織し，新鮮重症熱傷患者の救命と機能回復をめ そのうち新鮮熱傷の状態をもって来院するものは，手

ざす初期治療の充実に努力している.今回はそれに伴う の熱傷全体の忠省数に比して，昭 42年度 25.0%， If{3 43 

息者類の惟移と主として現状を報告する.対象となる忠 年度 25.8% であったが，最近では年度内中間集計で

者は当科の外来を訪れた新|日熱傷のJ忠者のうち，日常生 28.1% まで地加しており，冬季の熱傷シーズンを迎か

活中に主な原因のあるものを選び，労災事故はその特殊 えて，さらに新鮮熱傷患者の来院増加が予期されている.

性により一応この統計より除いたので，笑数ではさらに 子の熱傷につレては，その機能傷宮の予防と回復は，熱

増加している.また急患で入院した患者も必ず外来カノレ 傷初期からの治療のし、かんにより影響されることが非常

テを作っているが，入院中の死亡例は別に集計報告され に大きいので，新鮮熱傷の状態から手の熱傷忠将をみる

ることになっている. 機会が増えたことは，それだけ治療上のよい結果を期待

-iI'i'年の外来忠者総数 17，823名のうち，新|円の熱傷 できるように考えられる.

とその後遺症をもって来院した新忠は492名で，新患全 しかしながら ，このTJ'i笑を逆の面からみると ，当院外

体の 11.7% であるが， その翌年は外来患者総数 釆を訪れる乎の熱傷忠者の 70% 以上は陳旧化し，すで

20，522名のうち熱傷関係の新忠は 784名で，新忠全体 になんらかの後遺症のある忠者であることは無視できな

の 18.5% になり ，さらにこの統計実h"l!iの時長では，ま い.もちろん当科の新鮮熱傷患者は東京都および近県ー

だ年度内の 7ヵ月分だけであるが，すでに熱傷斑開設以 円より主として来院し，他の大部分の患者は全国各地よ

前の年の 2倍に当る 23.5% に急増しており，それ以後 り2次的修正を求めてくることが多い¢は，当院形成外

家庭の熱傷事故の多発する冬をむかえて年度末集計は， 科の特徴である 通常の状態では，手の機能附苫をiルl、

より以上に地加するものとみこまれる 限度に防止することは，熱傷の当初から治療にあたる臨

弓 Omori，Y.Ohara:東京醤察病院形成外科(京五盃石畑 床医師と医療機関の重大な責任であるので，予の熱傷の

区富士見). 特異性を十分理解して，適切な治療を行なうことが強く
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望まれる.

また必要に応じて整形外科医，形成外科医，あるいは

一般外科の うち特に手を専門とする医療機関との積筏的

な連絡をとることも大切であると怒われる.受傷後2年

近くたってから来院した例は高度の級痕性変形を示して

おり.，[¥者と医師の双方にとって，この矯正と再建は長

L、苦難の道となると思われる.症例は 6ヵ月以上もの長

い間，軟骨療法一点ばりで治療され，いまだに涜揚が存

在し，また拘縮性の変形が著しくなっている例であるが，

L、ずれも初期の治療に再考を要する点、が多く為った例と

し、える.

手の熱傷の治療方針は，本学会会員の方々ならすでに

十分熟知のことと思うが，当科の治療方針を要約すれば

創部の保護，良性肢{立の維持，圧迫包'Hfと挙上，創面の

早期閉鎖，運動練習と副木の装用 2次的修正などであ

る.この目的とする所は，たとえ高度の機能傷害が不可

避であると予測されるような重症熱傷の場合といえども，

最善の処置により少しでも usefulな手となるようにし，

useless handにはならないように努力している.

なお手の熱傷に関する原因，患者の性別，年令，部位

などの統計については，後日改めて報告する.

質 問 石田(新大整形)

抄録の内容から質問することにしたので多少ご発表と

はずれているかもしれないが，演者も述べられたように

幼小児の palmの火傷に対しても早期創閉鎖が通例であ

る.私たちもこのためにまず中間層植皮を行なうが，術後

どんなに splintingを行なって屈曲拘縮防止に努力して

も2次的に全層相i皮術による淑痕の replacementが必要

となる このために中間庖値皮，全層植皮と 2回の大手

術を行ない.donorのための叛痕もかなり大きくなって

しまう.火傷を epithelizationで治療させた患者でも疲

痕切除により neurovascularの bowstringingもなく指

の屈曲拘縮除去が可能である.そこで火傷治療の原則に

は反しているが，このようにまず 叩ithelizeさせそれか

ら全層地皮を行なうとし、う一度の侵襲ですませる方法に

ついて ，どのように考えているか.

全層植皮の恵、皮部はどこにしているか ?

私たちは下腹部で横一文字に採取し，かなり大きな全

層がとれ primaryclosurc が可能で， しかもショ ーツ

にかくれると恩われる.

答 大原

1) 開放創の自然治癒を待って後日 ，全厄.tu'i皮を行な

し 1回の手術ですます方針については，忠者がすでに

綴痕治癒して後遺症をもって来院した場合には，そうな

るが，現在洗湯のある患者には，やはり薄い.tu'i皮で早く

開放創を閉鎖してやることが，高度の疲痕化を防止し機

能を保存して将来の 2次的手術を容易ならしめると思 う.

2) 全庖皮片の採皮は.dcnor sitcをよく選び，決し

て lつの治療のために新たな disabilityを作ることのな

いよう配慮する.鼠径部，下腹部，いずれにせよ，せめ

て将来に創痕がノfンツの範囲から出なレようにする.採

皮後は縫合閉鎖するが，縫合の緊張過度ならば組皮をお

ぎなう.

3) 薄L、組皮後の再拘縮は，やむを得ないところであ

るが，スプリントの長期装用で，進行を軽減できる.
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41 工場における手の災害防止対策とその成果

高岸直人 加川渉

謎百l紀志雄 佐lT1博己

60年前アメリカ U.S.スチーノレ社のゲ ー リ一社長が，

災害多発防止のため，品質と生産を犠牲にして安全作業

をなすよう指令をして対策を立てたところ，事故の減少

とともに品質，生産とも著しく向上したのが組織的に災

害防止が行なわれた最初である この事実により世界に

おける各工場が安全対策を立て始めたが，日本において

も昭 17年産業安全研究所が創立され，災害防止に対す

る研究がなされだしたが，各工場において正式に安全対

策がとられだしたのは近々 10年有余で，昭 36年の 81

万4千人の災害者，閉 32年の千人率 50.6人をピーク

として次第に減少しつ hある しかしアメリカに比し，

なお 1.8倍の発生率を示しているが昭 27年の ι7倍よ

り著しく減少しており，対策の実績と考えられる.安全

運動をす〉めていくと手以外の部位での災害は比絞的容

易に減少させ得られる.

たとえば子の次に多い目の災1;:は常に眼鏡をつけると

いうことでほとんど0にすることができるといわれてい

る.しかし手指の災古はし、かに完全な防禦策を立てても

これを減少させることは至難の業にされているようであ

る.1日何万四とし、う使用頻度，原因の複雑さ，防御具の使

用による作業能率の低下と生産スケンューノレとの絞ばさ

み等々がその理由である.工場災苫で最も損傷の程度が

強く，ときに生命をうばうことすらあるプ レス作業を例

にとってみると，S.P. M. (Stroke per minute) 40-150 

回で 1日数万回の回転がなされている.この災害防止

に固定ガーにゲートガー ド，スイープカ'ード，プノレアウ

ト両手操作式，光線式等の方法が考案されているが，機能

的な函から分けると， 1)手が危険範囲にはし、らぬよう

にした箇定ガー ド，2)ラムの降下に連動して危険範囲

にある手を除去する装置(イギリスにおいて段もよく利

用されている方法である) 3)手が安全範囲にあるとき

のみ機械が操作できる装置， 4)手を使用せず機械的に

材料の送給取り出しを行なう装置等がある.

これらが各職場に応じて作業に適した方式を選択して

事 N.Takagishi， W. Kagawa， M. Yamada， K.Homda， 

K. Masuda， H. Sada :広島赤十字病院・原爆病院盤形外

科(広島市千田町) ; N. Goto， K. ugawa:東洋工業病院

登形外科(広島安芸郡府中町). 

山 nl元久本多徹

五品伸幸 小川加弥太本

いるが，いずれも一長一短があり絶対に安全であるとし、

う)j式がL、まだに発見されていない.最も各国が力を入

れてその対策に取り組んでいるプレス作業におレてすら

このような状態なので， どの工場も指の災害は 40-50

%を15め第 11立にランクされている. 今回長年にわた

って災苫の実体とその 予防対策に取り組んでいる東洋工

業の協力を得て，そのデーターの集計を行ない，本研究

の第 l若手とした.同了ー場では災-;yの発生と同時に関係

者が集り ，災害の状況を再現してその対策を立てるJj式

をとっている.昭 36年より 43年までの 8年間に 3，524

名の手指の災害が発生しており ，うち男性 3，473名，女

性 51名，年令別では 20才代 2，029名と巌も多く ，以

下 10才代(最年少者 15オ)578名，30才代 519名，

40才代 280名，50才代(58才最年長者)116名である

が，各年令構成員との千人率は10才代が最も恐く 39人，

20才代 26.1人，50才代 20.6人の)1頃となり ，40才代

が最も良い 各年度別に手の災害数を分けてみると会社 '

が安全対策のためにその作業方式を大きくかえた昭 39

年度と 42年度とに災害発生千人平が非常に関係してい

ることがわかる 39年度には作業安全規定書を全体と

して作成し，各作業ごとに作業手)1頃J?なるものを作成し，

これを周知徹底せしめた. また，プレス作業は両手ボタ

ン式とし，光fE管については範聞を限定させて使用させ

る等の大改革を行なった しかしてこの対策はこの方式

が皆に理解された 40年度より実績として現われてきて

いる.

昭 42年にはプ レス機には 4人 l組方式を採用した.

これは両手ボタン式を行なっても一方のボタンにオモリ

を乗せて片手でボタンを押して残りの手をプレスの下に

もっていくとし、う危険な抜け道をふせぐ意味で立てられ

た方策である.能率の低下をきたすであろうと考えられ

たが，なれるにつれて両手ホ、タン式とまったく同じスピ

ードとなり災苫の減少に芭ぐ役立つているのは表 1，2 

および図 lのとおりである.曜日別については日曜を除

いて差がない.時間別では 11-12時が最も多く ，15-

16 11寺，16-17時の順となり，他の災宮と同じ傾向をた

どっている.
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38.70 ↓作業安全手順{rr-

rll~ 千ポタノ式

プレス 4人 -*且

年 別 2→ Sぉ S37 S38 S39 S40 臼l 臼2 543 

手指災害件数 ー→ 261 497 458 535 420 432 439 482 

平均労働者数ーーペ0，82912，841 14，021 17，839 18，515 19，058 22，155 25，732 

図 1.手指災害の年推移および対策.

表 1.総数 3，524名(昭 36年~昭 43年)

男性:3，473名 (98.5%)，女性 :51名 (1.5%) 

年令別 15 才~58 才.

総人民 被災率

40才代 578 14，804 3.90% 

20才代 2.029 77，619 2.61% 

30才 代 510 27，750 1.88% 

40才 代 280 15，199 1. 84% 

50才 代 116 5，618 2.06% 

不 明 (2) 

3，522 (2) 140，990 2.49% 

表 2.対 策 .

1)安全規約の湿守

2)機械 ・機具の習熟

3)機械・ 機具の改善

4)保護兵安全具の使用

5)安全装置の設恒

6)作業環境の改善

7)述絡合図の確認

8)作業動作姿勢の是正

9)その他

1，612 (31.5%) 

952 (18.7%) 

390 ( 7.7%) 

441 ( 8.6%) 

244 ( 4.8%) 

343 ( 6.8%) 

325 ( 6.4%) 

746 (14.6%) 

40 (10.8%) 

5.093 

勤続年限では l年未満が多いのは当然であろ う 部位

別では示指が最も多く 21%，以下中 ・母指の順となる.

病名別では挫創，切創，捻挫等比較的軽症例が 74.6%

を占め，骨折，切断，腿断裂等重症例は 16.6% にすぎ

ない.休業と非休業比は 2.5: Iで要休業が多い.職種

別では 70柱以上に細別されているため，専門家の意見

に従って 13極類と した. 機械工が最も多く，組立工，熔

接工のj;領序である.業務内容別にみると本来の業務によ

っての損傷は 76.2% であった.

原因の把握は対策につながり最も重要な部門であり ，

会社にしても前記のごとく情況の再現を必ず行なわせる

等力を入れているが，本人の不注意，作業規準の違反等

本人にも因があると考えられるものが 70% もあり ，単

調な流れ作業に対する油断， 疲れ等精神的， 肉体的な面

での作業面での配患が重要な対策の要素であることを考

えさせられる 個々についての対策は災害発生の都度に

行なわれているが，原図面と同様安全規約の順守，機械

部品取り扱いの習熟，保護，安全具の使用等本人の問題

が 73% にと りあげられている.ほかに安全装置，機械

の改善等会社においてうたねばならぬ子がその都度改善

されている.以上管理体系の笠備されている大工場での

手の災害の実情とその対策について 8年間の調査結果を

第 l報として報告した.

追加 高岸

光電管式とし、 う方法は 2万四に l回ぐらい stopが

動かない ことがあるということと，手が光に当らないと

stopが動かないのがこの方式の欠点で，よほど場所を選

んで使用せねばならない.
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42 手指屈筋腿皮下断裂の症例

今村
土
由
山 室田景久

手指屈筋l踏の皮下断裂に関しては， Zandlcr， Bunnell， 

M3.son， Boyesらの報告があるが，従来から稀な ものと

されている 我々は最近， 6例の屈筋腿皮下断裂を経験

したので報告する

症例 1. 56才，男.俊夫.肥料のはL、った「かます」

を，不用意にもちあげよう としたとき， 左小指が過伸展

したとい う. 左小jf球部に圧痛を認めた 臨床検査成績

に異常をみなし、 深出屈筋l鍵は M.P. 関節の直 上で断

裂し，中枢端は手根管内に退縮していた.D.1. P 関節

の tenodesisを行なった(図 1) 

¥ト
図 l

長 尾開夫 佐藤隆久*

症例 2. 50才，男目農夫 漬物楠を急にもちあげよ

うとした際， グズッと L、う音を{半い，左ノj、指が屈曲不能

とな ったという.深指屈筋B遣は手掌;部で断裂し，症例 l

とほ Y同様な所見を呈していた 臨床検査成績には特に

異常をみない D.l. P 関節の tenodesisを行なった.

症例 3. 24才，男，学生 ラクピーで指にボーノレを

あて ，:jfが過伸展したとしヴ 右環指深指屈筋腿は，停

止部で断裂していた 浅指屈筋を温存したま 訟で，free 

tendon graftを行なった.

症修IJ4. 24才，男.学生.唐子の練習をして以来，

右母指に力がはし、らなくなったとし、う 長母指屈筋鍵の

停止部は，サ 、ラ状に断裂していた Advancement法

を行なった

症例 5. 26才，女 主婦.滑って岩f:fJをつかんだと

いう.左示指深指屈筋艇は停止部付近で断裂し，中枢端

は proximalpalmar crease部まで退縮していた D.I.

P.関節の tenodesisを行なった.

症例 6. 12才，女.学生. 3年前より左母指の屈曲

障害に気づいた.長母指屈筋!腿はその停止部で断裂し，

中枢端の萎縮が著明に認められた.EFi指浅指屈筋腿を移

行した.

考察

般の皮下院rr裂に関しては多くの報告があるが，手指屈

表 1.

rymnt…l Carpal 
Tendon ruptured lnsertion of I lumbrical VVrist tendinous 

digit origin 
tunnel JuncllOn 

Profundus 3 。
Sublimis 5 。 2 

Profundus and sublimis 3 。
Flexor pollicis longus 。 2 

Totals 
(l1.5io) I ( 3.9io) I 

10 
( 3.9io) I 

4 
(62.8%) (12.8%) ( 5.1%) 

• S.Imamura， K. Murota， Y. Nagao， T. Sato :東京慈恵、

会医科大学整形外科.

(from ]. H. Boyes， et a 1. ) 

筋腿の皮下断裂は Haldeman，Soto-Hall らの統計で

3 %， Anzelらの統計で 4.8% の数字が示すごとく比

較的稀である. 1960年， Boyesらは 80例の屈筋腿皮下
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No.1症例 1:I性 | 損傷腿 1:1 転
白骨x 位部裂断11d 機

広O瀬O 56才 合 小指深指屈筋 左 肥料のはいった「かます」を持ちあげようとした 手掌部

2 早O川O 5011 H 11 11 「つけもの桶」をもちあげようとした 11 

3 杉O回O 2411 11 環指深指屈筋 右 ラグビーのボールがあたった 停止部

4 成O沢O 2411 11 長母指同筋 11 庖手の練習をした H 

5 佐O藤O 2811 ♀ 示指深指厨筋 |左 登山中手をすべらして岩角につか主った 11 

6 渡O辺O 1211 H 長母指周筋 H 母指を過伸展したらしい 11 

断裂を詳細に検討し，断裂部位で最も多い部分は停止部

で 62.8%，次いで carpaltunnel，指の腿鞘内等の狭窄

部であったと報告 している.また 1933年 McMasterは

筋鍵移行部が力学的に最も弱L、部分であると記載してい

る.しかしながら実際には受傷機転，関節の肢位，病変

の存在等複雑な因子により影響され Boyesらの統計

(表 1)が示すごとく ，必ずしも筋腿移行部で断裂する

ものが多いとは限らない.

我々の症例で，停止部断裂は 4例，手学部断裂は 2例

であった(表 2).我々は重い物を急にもちあげるといっ

た動作により， M.P.関節の直上で屈筋縦断裂を起こし

た 2例につき，その発生機転について考察を加えたい.

物をもちあげよ うとするときには， 屈筋，伸筋および

手の固有筋群が働き ，子関節， M.P.関節，1. P 関節

がまず固定される M.P 関節は屈{'I'筋の直接の停止部

でないため，周囲筋の緊張によりバランスが保たれてい

るのみで， 不安定な関節であり， そのうえ M.P関節

の掌側に籾情性の腿鞘が存在して， bowstringしようと

する屈筋腿を掌側から強く圧迫する状態になる.したが

って不用意に重レ物をもちあげようとした我々の症例の

場合には，バランスが崩れやすい M.P.関節に，急に

仲展しようとする力が起こり ，1駐輸により圧迫されてい

る屈筋腿に弼断力に似た力が働いて断裂したものと考え

られる.さらにこれらの症例は，両者ともに 50才をす

ぎ，重労働を長年月にわたり行なってきた俊夫であるこ

とから，この部分に多少とも変性があり，断裂しやすか

ったことが想像される.

43 Colles骨折に続発した指屈筋腿断裂の 1例

長野芳幸 今給猿尚典 長嶺隆徳ネ

Coll白骨折後の手械管症候鮮については広く知られて

いるが， これとおもむきを異にする Colles骨折後の指

周筋腿遅発性断裂の報告はきわめて少なレ.我々はその

l例を経験したので報告する.

症 例 20才，男子.[[13 43， 8月中旬屋根から約 4

m 下に転落し， 右手掌部をついた. 当日某医で検骨末

端骨折の診断のもとにギプス包帯固定を受け，約 lヵ月

後キeフ・ス包帯を除去して 7 ッサージを受け，当時指の運

動は良好であった. 10月上旬自転車で転倒し， 右手掌

部をつき手関節部の軽度の疹痛があり ，その 10 日後に

右示指の屈曲障害に気づき徐々に増慈した さらに 12

* Y. Nagano， A.lmakire， T. Nagamine :鹿児島大学整形

外科.

月になり右母指の屈曲降古をきたし，これも徐々に地忌

し，書字困難となり ，また右中指の屈曲力低下も山し，

昭和 44年 l月上旬当科に入院した.

入院時所見(図 1) :右母指 1.P 関節および右示指

D. 1. P.関節の自動的屈曲不能.右中指 D.1. P.関節屈

曲力低下.手関節拘縮があり，最大掌屈 1650，筋屯図

には末梢神経損傷の所見はない.

X線所見(図 2):典型的な榛骨末端変形治癒骨折の

像で，中枢骨片は掌側に鋭く模状に突出している.尺骨

茎状突起にも骨折が見られるー

手術所見(図 3)・楼骨骨折部は掌側に鋭い主任状隆起

を形成し，これを削り平坦にするー長母指屈筋l鍵および

示指深指JITi筋艇の中枢断端は筋腿移行部に近く，骨折部
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図 3.

McMasterおよび鈴木は'f'i'折時の骨片による部分的断裂

をあげ，この脆弱部がその後の運動により 2次的に断裂

すると三考えている.

川村らはこの説に疑問をいだき，詳細な検討を加えて

いる すなわち屈筋腿遅発性断裂では，機能解剖学的に，

断裂した部位と'行折時に'Fr片により損傷を受けた部位が

図 2. 異なり ，断裂は鋭い骨隆起と腿とがこすれるために生じ

よりや泳中枢寄りにあった . 示指深指凪j[・厳~の末梢断端 る機械的t.u.傷が第 1の原因であるとici;べた そしてこの

は械予根制.:g:を切出IEし指を屈曲してようやくヂ綴管内に 点が長母指仲筋l陛と指屈筋艇の遅発性断裂の線本的な進

発見し得たが，KjlJ:指府筋艇のそれはヰ:手1'1'の中央の高 いであり ，その発現頻度に絡段の差がある原因であると

さまで退紡していた 端々縫合は不可能なので，それぞ 考えている.

れJEI怠筋腿，長'9:筋院の移植を行なった.中指深指屈筋 McMasterおよび川村らの症例と同様，夜々の症例で

艇は骨折部よりぷ梢にかけて約 1(3筏が摩滅しており ， も，腿の末梢断端は強く末梢へ退縮し，一万中枢断端は

同部を滑l民性!拠偽で被い補強した術後の機能は良好で あまり退縮してL、ない.また本症例の中指深指周筋腿で

ゐる は骨折部より末梢にかけて摩滅されているこのことは

考察 川村らも指摘しているように，骨折時に損傷を受けた可

Ccllcs骨折による遅発性指屈筋腿断裂の報告はきわめ 能性のある部位より末梢の健常な艇が，繰り返しの指の

て少なく，我々の調査し得た範囲では McMaster(1932)， 握りにより，骨折部の骨隆起で摩滅，循環1防吉，壊死を

BrOc1er (1954) ，鈴木 (1958)，川村ら (1958)，Boyesら 起こし断裂することを意味すると思われる.

(1960)の報告を見るにすぎない 一般に変形治癒f]'折があっても ，同部は方形回内筋に

長母j旨伸1lJJI地に比べ，指屈筋艇の遅発性断裂の少ない 被われ，直後屈筋腿に影響は及ぼさず，また1'11筋腿と比

原因について ，McMasterは解剖学的に厄l筋l純は仲筋腿 べて側帯で密に手関節に繋留されていないので，摩滅が

ほど検'¥'1'に密に援しておらず，しかも)j'形囲内筋により 起こりにくいものと考える.それゆえ前述のように健常

へだてられていることをあげている.断裂の原因として な艇が断裂を起こすのは，受傷時に方形回内筋が大きな
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損傷を受け，転位が大きく ，骨'折部に鋭い峯状の骨隆起 うが，手術似旋も少なく ，固定の必要もなく， }舵手術の

を形成する場合に限られる.この点が屈筋l健遅発性断裂 予後にとっ て良いと思われる.なおこの'fJ'削除に当って

が稀な原因であろ う Jll村らは，腿断裂部の腿輸を傷っけないため別の切開を

変形治癒骨折に対してはおえて観血的整復術を行なう 行なうこ とを強調しているが，あえてこの必要はないよ

必要はなく，むしろ骨突出部を削り軟部組織で被ったほ うである.

44 長母指仲筋腿断裂手術例の検討

山根宏夫 矢部裕 内西兼一郎*

長母f中筋腿断裂は仲筋腿断裂のうちでは比較的頻度の

多いものであるが，この修復は他の伸筋腿に比しむずか

しいようである.この原因は，長母伸筋艇が特殊な走行

をとることと，断端中枢側が受傷部位から予想される以

上に退縮していることにあると恕われるが，初jJ;i時に断

端を見山し得ず送られてくる症例が多い.

今回，我々は昭 39年より 44年までの 6年間に慶大

整形外科手の外科班で手術を行ない，手術成績を調査し

得た長母仲筋痕~断裂例について検討を行なったので報告

する.

たり，男性 19例，女性 9例で男性に多い.忠側は左 17

例， 右 II例と利き腕の反対側に多い 28例中半数の

14例は primaryI'cpairをはたし得ず当科で再手術した

例である.Follow upに際しては， 1. P.， M. P.関節の

自 ・他動可動域を館側と比較し，さらに pinchmeterに

て r.P.関節の伸展力を計測した.この結果に基づいて

表 lの欄外に示す判定基準を定め，成績を評価した.

l 損傷の高位および長母伸筋腫の走行

症例は表 lに見るごとく 5才 II ヵ月から 42才にわ

長母{中筋は，前腕伸筋群の深層で， 短母仲筋と示指固

有伸筋にはさまれて前腕骨間膜から起こる.総指仲筋の

榛側を下行しつつ腿となり固有の滑)良性腿革告をもって仲

表 l 長母f昨l筋腿断裂手術症例(I). 

Zone IllEfy1J ! $'1'd !1!U] I 妙手l手術 F|症例 年令 性別左別・右I術期間までの l ~の期P間まで 手 術 法 合併症 .!Mi考

27.-Y 男 左 15日 l omct山 re
3年 (Runni時 suturc)

2 32 女 23日 2 1年 11

3 23 女 18日 17年

Zone I 4 19 男 1 5年 I 2年 1. P. に拘縮(+) 

M.P.より 5 6 女 37日 0.5年 11

末梢指背部 6 37 男 2円
Ll年 | DizECtsure 

(Bunnell :!!IT没)
断裂 7 18 見 2年 11 

II例 8 20 男 77日 4年
Direct suture 
R(Wu eavi n g suIure) 

9 18 女 右 70円 2年 lil1lng suture 

女 |
11 。 l年

II 1 7 男 。 l年 |

寧成級事j定基準 Excellent (I. P.の伸展 180。以上，1.P.， M.P. の屈曲，健側の 80% 以上
¥Pinchmeterによる 1.P.の{申展カ，健側の 80%以上

Goog: 1. P. の伸展 160~1800 ， 1. P.， M. P の屈曲健側の 60%以上

Pinchmeter > 60% 
Fair ・1.P の伸展 160。以下，1.P.， M. P.の屈曲 60% 以下

牟 H.Yamane， Y. Yabe (講師)慶応義塾大学整形外科 ;K

Uchinishi:伊勢崎市立病院整形外科(伊勢崎市連取町).

成 級官

I Excellent 

Good 

Ex. 
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表 2 長ほ指j初出主断裂手術症例 (II)

IlAfylJ I fF# 1 ti5JiJ I 受傷~手手術「Zone 症例 I年令 性別左別 ・右 術までの UPまで 手 術 法 合併症 ・備考
期間 の期間

12 

13 

14 

Zcne II 
15 

(第 l中手骨
16 

部)
17 

11例
18 

19 

20 

21 

22 

Zone III 23 

(Dursa1 24 
arpal 

25 ligament 上、

4例
26 

(前腕末梢部)1 27 

2例 28 

31 男 左 60円 3.7年 |DIre-1U 自然断裂(釣)

10 11 H 39円 九月 II-prop → transfer 

42 。 4ヵ月 |DimsututIC E. P. B. 

21 3日 1.5年

37 21 円 2ヵ月 E. P. B. 

19 4年

31 4年 Bridge gra fl (F. L.) 

25 16日 4年 Direct sutUl e 

16 9J 23日 4.5年 E. P. B. 

7 70日 2.5年 問

37 11 
l 手骨開放骨

l年 同 rOJ1→ transfer 語rに拘縮 (+F|

22日 3年 Direct suture 

18 女 8年 l年 E.P.B→ transfer 

70日 4年 Direct suture 

6ヵ月 1 3年25 男 II-prop.→ transfer 

25 男 l 左 I c 1日 7カ月 !日… | 山 E.D.C
19 右 6ヵ月 3年 JJ-prop.→ transfer 

¥ 

図1.M . P. 関節より末摘における部位での指背血~放をも合めての running suture， 

steinless steel wire は皮J内外より 3~4 週にて抜去

? 

成 品1

Ex. 

Good 

Ex. 

Good 

Ex. 

Good 

Ex. 

Ex 

筋支'貯の第 3compartmentを通り手背に出， こ、で向

きを母指側にかえ第 l中手f1'上を走り母指末節l基部に停

止する.指背部では検側は短f号外転筋から ，尺側は母指

内転筋からの線維を受けて指背肱~脱を形成している.我

々は症例をその損傷高位によって表 1，2に示す 4つの

Zonesに分類してみた 以下症例を Zone別に検討す

る.

連続していることが多い.手術は液痕を切除し端々に縫

合する.成絞は一般に良いが，我々は図 lに示すごとく

指背腿映を含めての steinlesssteel wireによる runnlllg

sutureを愛用している.この方法は wireの両端を引っ

張ることにより，艇の両端が広い面積でひったりと合わ

さり強固な癒合が期待できる Wire は 3 ~4 週後， 皮

膚外から抜去するー

2. Zone 1 (指背部)

指背部での損傷は 11例を数える.この部では切断さ

れた取sは退紡することなく，隙11ヨ伊jでも多くは綴痕ttに

3. Zone 11 

この部位は第 l中手什背部で，一般にほもj負傷を受け

やすい部とされている.この部で切れた長母仲筋艇は，
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断端中継端が受傷部位よりかなり中枢に退縮するのが特

徴で， 多くは dorsalcarpal ligament内にあるが， と

きにはさらにその中枢で総指伸筋の下に見い出される .

Primary repairに失敗する例の多くはこの部位の損傷

である. Zone III， N の部位では症例数も少なくなる.

治療法は Zone rを除けば同じである.

すなわち，皮切を延長ないし追加して dorsalcarpal 

ligament内またはその中枢から断端を見い出し， carpal 

ligamentを開くことなくーたん中枢に引き抜いて皮下

を通して縫合する 新鮮例では問題なレが，隙旧例では

excursionが不足し断端の approximationが無理なこと

も多い. 我々の症例で directsuture可能であった最長

期間は， Zone IIで症例12の受傷後2ヵ月 ，Zone IIIで

症例 25の2ヵ月半である これらの例から， 端々縫合

可能な時期的限界はほゾ 2ヵ月と忠われる Gapが l

cm以上あれば無理をしないで示指固有伸筋の移行術か，

長掌筋腿を採取して bridgegraftを行なっている Br-

idge graftは筋肉の萎縮が高度な場合以外は適応が為り ，

その結果は良い.示指固有仲筋の移行術は，同ーの術野

で originaltensionを保持したま h移行でき ，忠者の再

教育も必要がなく ，手技も容易で，移行後も示指に特別

の機能障害はみられない.両者ともその成績は良好であ

るが，移行術のほうが適用範聞が広く，しかも縫合部の

癒合が完成したあと 1.P.関節の正常な可動域を独得す

る期間が移植例に比し早レ点がまさっている .症例 24

は，美容上の理由から患者ーの希望で短母伸筋を移行した

例で，改善は得られたが 1.P の仲展が不十分である

この理由は縫合時の tensionがやや弱かったことと ， 匁

母伸筋では excursionが少なく ，筋力も弱L、ことが考え

られる Zone II ~Zone N では，縫合部位にもよるが，

修復後は carpalligamentを通さず皮下を通すほうが安

全である. ちなみに我々¢症例で術後 bowst.ingi噌 が

顕著であった例は 3例で，この3例も機能的にはまった

く問題がない 健司コ縫合法は Bunnell埋没でも Fulvト

rtaftでも特に差はない.術後の固定は 1.P.過伸展位，

手関節背屈位で 4週間行なっている.

以上，長母{中筋腿断裂手術症例の術後成績を検討した

が要約すれば以下のごとくである

1. 指背部での修復には指背腿膜を含めての runni仁g

sutureが適している.

2. M. P 関節より中枢側での断裂では，

1 )長母仲筋腿の走行の特異性を理解しておくことが

大切でゐる. 2)断端の牛枢側は dorsalcarpalligament 

内， または時に総指伸筋の下に退絡している. 3) 2ヵ

月以内であれば端々縫合が可能である .4)隙旧例で gap

が Icm以上あれば bridgegraft または示指固有仲筋

の移行術を行なう .後者のほうが適応が広く，手技も簡

単である.

3. 以上の方法にて，新鮮初jでも際旧例でも良い成総

をゐげることができ る.

45 母指 1P 関節運動障害をきたした 1症例

杉浦譲 杉本吉弥 今泉司 池田允彦*

右母指指関節の巧微速観障害を主訴として来院した症

例に遭遇し，これに対し我々は母指内転筋付着部に損傷

があるものと想定し手術を行なう機会を得たが，肉眼的

に異常所見はなく ，この病態は依然不明である.

症例.26才，男性.調理士ー

主訴;右母指指関節の運動障害

家族歴 ・既往歴:特記すべきことなし.忠者は 10才

のとき野球の試合中に右母指，示指に突指をしたがその

作用機転は不明である その直後より右母指に疹痛と運

ホ Y.Sugiura， Y. Sugimoto， T.lmaizumi， M. Ikeda :名古
屋市立大学整形外科.

動障害をきたしたが放置した. しかし現在の職業である

調理士になり物をつかみあげる動作に不便を感じ名市

整形外科を受診した.

現症:体格栄養ともに良好，全身的に奇型はなく ，

血液学的諸検査にも異常は認めない

局所所見:右母指示指間にごく程度の筋委縮を認める.

母指外転位では中手権関節は過伸展位をとり ，こに位置

での母指指関節の屈曲は牛手指関節をさらに過伸展位に

保持しなければ不可能であり ，しかも他指特に示指の屈

曲が同期してしまう(図 1) 逆に母花内転位の状態では

母指指関節は屈曲位をとり ，この位置での伸展は不可能
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図1.

図 2

図 3.

となり，明らかに Froment'ssign を呈する (~1 2 ).小

指との対向運動は完全でまbる. 知.!;t障害もなく E:vIG， 

1-T C:.1rve. NCV 等;こより神経学的異常は証明され孟い

徒手筋力テストでは母福内|伝筋にのみ怪交の筋力低下が

ある.xt世上中子f旨!刻節に異常はなく stre-;sを加えて

も口J i ~ 1 su!)bx:tli0口は起こらない 忠者のセ訴には

ないが，同側示指にも巧敏運動停苫れ存在し，日Itlある

いはは伸展に際しやはり母指と同期する.

以上のごとき所見であるが，母指指関節の屈曲，1申展

は中手指関節が過伸展を起こさぬように他指で中手骨頭

部を掌側より圧迫を加えることにより良好となるため，

中手指関節の固定術が母指機能改善をもたらすであろう

と思われるが，局所所見がむしろ尺fJ'神経麻痔に煩似せ

るため，我々は一応母指内転筋付着部の損傷に引き続き，

この一部が示指虫採筋あるいは第 l背側骨間筋に癒着し

た状態がー香説明のつく診断であろうと推定し手術を行

なった

手術所見および術後経過

母指中手骨背側に逆L字切聞を加える.母指仲筋の付

着に anomalyはなく ，母指屈曲時に長母指伸筋は軽度

尺側に脱位する傾向にある.母指内転筋付着部は搬痕等

認められず， 型のごとく extensorapparatusに移行し

ている.第 l背側骨間筋にも異常はない.次いで掌側母

指球縁に沿い弓状切聞を加え，長母指屈筋，示指屈筋，

虫様筋等の関係を検索するも特に異1常はなく ，また母指

内転筋筋I援，起始部にも肉眼的に災市'は証明されなかっ

た. したがって我々は臨床所見より中手指関節を stab-

iliseするべく関節包を縫縮し，母指内転筋付着部にも縫

縮を加えるにとピめた.

術後3週間で自動運動を開始したが，母指外転位での

過1'1'展変形は消失し(区13)，巧級運動能力が増大したこ

とに忠者は満足しているが， Froment's signはなお残っ

ている.我々の見た感じでは決して機能改善が得られた

とは忠lえない.

考察および結語

長母指厄l筋，示指深指屈筋のみがおかされる特イミーな麻

痔として森崎，田島らの本手の外科学会の報告に見られ

たような症例とは異なり， 1k々 の症例はむしろ尺1"(神経

麻痔に類似している. 神経支配の anomalyも当然考慮

に人れなければならないため，我々は正中神経，尺骨宇l'

絞をそれぞれ block してみたが，尺骨'神経 blockによ

り症状の増強をきたした したがって我k は前骨問神経

麻痔と診断する根拠はなく，また尺骨神経原性の病態と

判定もできないためがI述のごとく布1i息的手術を行なった

が，本態はL、まだ解明されていない.本症例が受傷直後

のものであれば即時に容易に診断をくだすことができた

かもしれないが，U:年月の問に周囲筋とのノ《ランスを得

るべく ，このように複雑な病態を呈してきたものと思わ

れ，予の機能解剖のむずかしさ ，複雑さを証明した症例

といえよう
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46 母指障害に対する機能再建

三浦隆行 木野義武 中村謬吾*

今回外傷後の母指機能障害再建手術の方針について自

激症例を中心に検討を行ないたい.なお腿および神経の

損傷による母指機能障害に関しては今回は除外した.

母指切断の場合

母指の切断がその基部fl中央より末梢である場合には，

機能再建手術の適応が生ずることは稀である.

基節fl'中央より中手指関節部までの切断では， cocked 

hat法，phalangisation等がその適応となり ，比較的良

好な知党を有する母指を再錯することが可能である

中手指関節より中権部の切断では，造母指術が選択さ

れることがノド月においては比較的多いようである

しかしその得失をみると，知党，形態，可動性，手術

回数と造母指術よりは母指化術にすぐれた点が多い.特

に知5tは神経 ・血管束っき地皮が行なわれてもなお満足

すべきものではない.

母指を中子fl'~部から ， 小指を基節骨から切断した症

例では小指の残存部を母指に移行する母指化術を行なっ

た.母指球部の筋も損傷せられ，残存小指もa¥iflii'I'J・の一

部を5たっており，再建された母指の可動性は必ずしも満

足すべきものではなかったが，知党は依然として小指と

しての知党でゐりながらも障害されることなく，その機

能は造母指によるよりははるかに良好であった.神経 ・

血管束を有する釘傷指がある場合は，その指の位置に関

係なく，それを利用しての母指化が最大の適応となる.

母指中枢部を失い，いわゆる浮遊母指状となっていた

症例に対しては，母J旨球筋の機能残存も期待できないと

考え，腸骨より台形の移ro骨を探耳元，第 l中子-1干の再辿

と，母指の外1¥ほ対向{立での固定を実施した.

この場合符指の内転は不能であるが，強い把持カを得

るには有効な手段であった.もちろん中 ・骨器部が残存

し，軟部損傷の軽度である場合には第2中手骨との固定

はさけるべきであると考えている.

母指以外の指の基部切断を合併する場合，示J旨切断を

合併する場合，第2中手骨を第 l中手骨に移行または切

除して指聞を十分にとることは目的にかなっている.

同時に残存胞が環憎または小指のみの場合それらの中

事 T.Miura:名古屋大学分院整形外科;Y. Kino， S. Naka-
mura・名古屋大学整形外科.

r:]:桁切断;¥1¥位と術式の選択

図 1 母指切断部位.

外f¥，jll年

乍制111主1niiji{t法

JH火扱h白山法

'1'千J行;1:
l付日延長;J;

j11:}jO'術

U):指化術

(/t祉移Ml

手骨に回旋骨切り術を追加して母指との対向を良好なら

しめる考感も必要である これによりたとえ小指のみの

残存でもかなりの機能が期待できる ー

しかし，中央 3指の』負傷が手根骨まで及んだ場合，小

指の不安定と母指の残イ子中手fl'が短いことが重なって小

物体の把持は不能であった.小指への腿移行による力源

の付加，母出断端の延長も考えられたが， 一応両手協同

動作を要する小物体の把持は袈具で補助することとした.

A 

'" 

母子とともに全指をその中手指関節付近で切断した場

第 I1回本会席上で発表したごとく， three-digit hand 

または two-digithandの形成が考えられる Two-digit

hand形成の場合第 2，3中手骨を切除する方法は，十

分な指聞が形成され残存中手骨がすべて可動性をもって

いるなど多くの有利な条件をそなえてはいるが，母指内

転筋を温存するためその形成指問はV字型をなし，把持

に適したものとはト泊、がたい この症例では，第 2中手

脅・の切除と同時巳戸母指内転筋，第 l骨間筋も切除し，

まず十分なる指問形成を行ない，その後に尺側手根屈筋

を力源とする遊縦腿移.fU'Iにより第 l中手骨に内転力を与

え側方つまみの動作を可能とした.
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患者の職種，生活環境を考慮して選択されてよい方法 めるため固有小指伸筋腿の移行を行なった.母指の対向

と考える.第 2中手骨の切除により一応指聞が形成され は良好であるが，内転筋力が不足しその再建を三考慮する

てはいるが実用的な深さと広さをもっていない. 必要がある.

次の症例に対しては掌尺側には本来の皮膚を利用し，骨 高度の癒痕状とな っている場合

移植と背側への有茎植皮により母指延長術を行ない一応 母指小指の叛痕化は著明であり ，指骨をわずかに被痕

満足すべき結果を得た.この ように中指基節骨の一部を 組織が被っているにすぎない 般痕を切除後有茎植皮を

残す場合は， 内転筋を残して第 2中手骨のみ切除する 施行，続いて手掌弓形成のため手掌部への有茎値皮を施

ことのみで十分な側方つまみを再建することも可能であ 行するに際し，神経 ・血管束っき皮膚移植を追加した

る. 最初の疲痕化は著しかったが母指基底部深部組織の損傷

母指球を欠損する場合 は少なく，形成指の可動性は良好であった.

正中神経麻痔の場合と同様に opponensplastyが考え

られる.しかし外傷による場合搬痕性の拘縮も加わり， 発 言 問島(新大整形)

浅指屈筋腕!の利用も考えられないことが多い 第 l指間腔を深化するため，第 2JIJを完全に除去する

本例では背側皮腐の oleiding と手根中子関節の関節 ような例では， add. poll.を完全に近く切除せざるを得

包切開に固有小指伸筋腿の力源としての使用を併用した. ない場合がある

固有小指伸筋鍵はその筋力の不足を懸念されていたが， この場合も ext.poll. Icn のような補助的 adductor

実際上筋力不足が問題となることは少なく，腿走行も良 がよく働いて transferを要さない場合もみている.もし

好で特別な滑車を作成する必要もなく，さらに長さは遊 transferをやるなら t.princiAe より sinpleで癒着な

離j胞移植を必要としない等の多くの利点があり近年多く どの危険のない はt. dig. min.を用いる方法が 良いと

の報告が見られるに至っている 思う.

母指内転位拘縮の場合 答 三浦

弾性副子の使用，または内転筋停止部の切離のみでそ 私の症例では第 l中手骨の内転がまったく不能であり，

の拘縮が除去できる場合は問題はない.この症例lでは第 内転力の再建を必要とした.固有小指仲筋l躍による op-

l指間部の軟部損傷著しく ，背側皮膚の sl凶 ngと内転 ponens plastyは最良の方法と考えられるが，本例では

筋の剥離のみでは母指の対向位獲得は困難であり， 大多 同筋の働きに懸念もあり力源として尺仮IJ手根屈筋を使用

角骨の切除を施行した.同時に対向位保持を確実ならし した.

47 手指の内転運動障害について

室田景久 長尾悌夫

尺骨神経麻痔の場合，把握の障害とか，除手変形，知

党の障害などは注目されるが，骨間筋の麻痔によって当

然障害されてくる内外転運動は，従来臨床的にあまり問

題にされていない しかし ，1867年 Duchenneは尺骨

神経支配域に軽度の筋力低下が起こった場合，最も早く

現われる病的変化として手指の内転障害をあげている

我々は，最近，指を閉じることができなくなったこと

を主訴とする 9例を経験したので報告し，その発生機転

本 K.Murota， Y. Nagao， T. Sato， S. Imamura 東京慈恵

会医科大学技形外科

佐藤隆久 今村 E釘水
，山

に関して考察を加えたし、 症例は男子 8例，女子 l例で，

そのうち原因のはっきりしないものが 4例ある.

治療は神経最IJ縦術を行なったものが 2例で，あとは理

学療法，薬物療法などを行なった(表 1) 

2， 3の症例について述べる.

症例 1. 17才，男性.学生.

2ヵ月前 2日間続けてサイクリンクにいったが，そ

の後，両手掌部が腫れ 10 日ほど経ってから ，両側の手

指，ことに環指，小f旨の内転ができなくなった.放置し

ていたところ， 1ヵ月ほど経過して右側は自然に治癒し



943 題演般
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上肢のシピレ感に対して加療していたが 2ヵ月ぐらい

前から指が閉じないことに気がついたという .

M.P 関節の伸展位では，示指と中指との問はかろう

じて閉 じることができるが，中指，環指，小指の問は，

開いたま訟で閉じることができない.

握力は右 14kg，左 41kgで，右上肢全体に軽度の知

党鈍麻があり ，小指球の萎縮がごくわずかに認められる.

ほかの 6例も，手指の内転障害が強く出現しており ，

その他の尺骨神経麻痔の症状はきわめて縫い.

手指の内 ・外転は主として骨間筋群によって行なわれ

るが，そのほかいわゆる tncmovementと称する long

extensorによるわずかな内 ・外転運動も加l床されるので，

この障害の出現の様相もきわめて複雑である.Duchenne 

は骨間筋のごく 軽L、筋力低下，あるいは麻坪の初期には，

まず内転が障害され，さらに麻痔が進行するに至って，

外転も障苫されると指摘している.

Intrinsic musclesの停止の態度については， Salisbury， 

Bunnell. Landsmeerらの多数の研究があるが， 骨間筋

には基節骨の基底部や transverselaminaに停止する

proximal insertion と extensormechanismに停止する

dist2.l insertion とがあるが，手指の内 ・外転運動に最

も有効に働くのは proximalinsertionのうち phalangeal

Inserttonである.一方 distalinsertionを形成する部

分は M.P.関節を内 ・外転させたり ，固定させたりす

る力はほとんどない(図 2) 

た.しかし，左側は依然として環指，小指の内転ができ

ず，当科に来院した.

左の環指，小指は外転{立を とり，指の仲展{立では内転

できないが，M.P 関節屈曲位では閉じる ことができる.

右側は内転できるが筋力は低下している.手掌尺側に軽

度の知党鈍麻があるほか，肉眼的には筋萎縮，ぽ手変形

などはみられない 握力は右 20kg，左 15kgとや L低

下している 薬物療法約 3週間で全治した

症例 2.29才，男性.食肉業.

2ヵ月ほど前から右の小指球部に原因不明の痛みと腫

れがあり 1ヵ月後に右手の指が開いたま与で閉じない

ことに気がついた.

図1.

従来の研究によると ，こ の phalangealinsertionを持

つ筋肉は外転筋である背側什間筋と小指外転筋であり，

特に第 1， 2背側骨同筋と小指外転筋は強力な phalan-

geal insertionを持っている

一方，虫様筋や内転筋である掌側骨間筋に は， この

phalangeal insertionはほとんどないとされている

以上から， M.P.関節の仲展位における内転運動は，

右手の指は M.P 関節伸展位で|鶏排位をとり， この

位置から内転できない. しかし M.P 関節の屈曲位で

は内転できる.握力は右 二okg，左 31kgと低下してい

る 肉眼的には筋萎縮はなく ，知党も正常である. Gu-

yon管を開くと尺骨神経の運動校に癒着がみられた(図

症例 3 22才，男性会社員ー

8ヵ月前に追突事故で鞭打ち傷害にな り J，頁部痛と右
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Transversc lamina 
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外転運動に比してかなりの努力がし、る ことがわかる.

また， M.P.関節が屈曲位から伸展されるにつれ，斜

走する側副籾帯が弛緩し，同時に transverselaminaが

中枢に移動して同関節の内 ・外伝や回内 ・外運動の制限

がとれ，指は自然に回内位から回外位へと変化し，関L、

てくる.また，この位置では phalangealinsertionを形

成する筋肉が強く緊張して手指の閲排を一層強め，さら

に 10ngextensorの緊張による tncmovementも加わ

って ，M.P 関節の仲辰位では手指は自然に関排する.

このように，手指の内転力は筋肉の停止部や走向など

の関係から外転力に比べてかなり弱く，したがって尺骨
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図 2.

神経の支配域に麻痔が起こり，筋力が低下すると手指は

外転はできても， 内転はできないといった状態を起こし

てくる. しかも ，この徴候はごくわずかの筋力の低下で

も鋭敏に出現する と思われるので，まだ筋萎縮や鷲手変

形などの出現をみない，尺骨神経支配領域の軽度の麻癖

の診断に有用であると考える

しかし，この症状のみでは ADL上障害として感じな

いことが多く，愁訴として訴えられる機会が少ないうら

みがある.

以上，手指の内転運動障害について症例を供覧しつ与 ，

発生機転につき考察を加えた.

48. Oblique retinacular ligamentの機能の分析と

その修復について

諸富武文 井上回虫15*

Ob1iqlle retinacular ligamentは 1949年 Landsmeer する方法を報告した.しかし，彼の方法では 0.1.P と

の研究発表および 1951年 Hainesが独自の研究結果の P. 1. P. 関節の生理的協調迷動には，ほど速い治療効果

報告後この籾帯の機能の重要さが認識された.この靭帯 しかあげ得られないことが判明した そこで我々は この

が炎症や外傷等により破境されると ，手指の 1.P.関節 制帯のもつ機能を幾何学的に分析し，そして生理的状態

聞の適当な協調運動は阻害されて ，D. 1. P.関節は異常 に近い人の指の冷凍防本を用いて手術的傑作を加え検索

な屈曲イ立に P.l. P.関節は過伸展位になって ，いわゆる し，新しい方法への示唆を得たので報告する

swan-neck変形をきたす一因となる この swan-neck 一部の成舎に誤って記載されているのとは異なり ，こ

変形の矯正について， 1968年 Littler が破撲された の籾併は terminalextensor tendon の末節竹村着部よ

oblique陀 tinacularligamentを laleralbandにて再建 り発し ，1ateral bandに平行して走行し，徐々に掌側へ

ホ T.M町 otomiC教授)， S.Inolle:京都府立医科大学整形外科. ずれて基節骨側面の末梢部の掌側よりに付着している細
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B 

Push the distal phalanx to bend the P. 1. P. joint ゾ
Obliqlle retinacular ligament 

P. r.P. joint 

， ， 

ノ
Push the proximal phalanx to extend the D.I.P. joint 

EC-CD=the slack of O. R. L. 
A: The axis of P.I.P. .ioint 
B : The proximal insertion of O. R. L. 

C : The point of contact between the end of middle phalanx and O. R. L 

D : The distal insertion of O. R. L. 

EB=BD 

図1.

し、初有?でd_，るが，細くても強靭な劉帯である.この靭帯

以外の D.1. P および P. 1. P.関節の屈伸に関与する

すべての艇や靭帯を除去し，中節骨のみを Kirschner's

¥vIreで viseに固定する実験方法を考案したので，末節

骨と基節骨'はまったく freeとなり D.1. P.および P.I.

P.関節の運動の検索に他の factorを除去することがで

きた.図示するとこの籾怖が dynamictenodesisとして

働き，D.1. P.とP.1.P.関節の協調運動を行なっている

ことが容易に理解できる D.1. P 関節を屈曲させれば，

P. 1. P.関節も屈曲し，P.1. P 関節を仲展させれば D.l.

P.関節も伸展する.主提言すると D.1. P.関節の屈曲に

はこの靭帯の弛緩が必要であり ，この弛緩の変化に υ.1.

P 関節も比例して屈曲するといえる. これを幾何学的

に作図すると P.T. P.関節の屈曲は A を中心として

ADまたは ACを半径として円を描き， この靭帯はこ

のとき B を中心として半径 BDの円を描くことになり ，

EC-D.Cが弛緩となることが容易に理解できる.再建術

においては lateralband の固定部位に相当する B点の

決定が重要である.そこで B点を末梢側 B'へ，または

中枢倶~ B"へ移動した場合の弛緩の変化を追求してみ

たところ，末梢側へ移動すれば弛緩は小さくなり ，中枢

側へ移動すれば弛緩は大きくなることが明瞭にわかる.

次いで B点を背側 B'"へ，または主主側 B'"へ移動し

た場合を追求した.背側へ移動すると弛緩が小さくなり

P. 1. P.関節の屈曲の中心軸 A を越えると lockさ

れて D.1.P.関節の屈曲も P.1. P. 関節の屈曲も不能

となることが理解できる.掌側へ移動すると弛緩は大き

くなる Littletの方法はこの B 点を基節fl'末梢側 lん

から 112より中枢側へ向って存在する flexor tendon 

sheathに求めたため ，B点はより中枢側へそしてより

掌側へ移動して，弛緩が大きくなりすぎ D.1. P.関

節の屈曲が P.1. P.関節の屈曲へと効果的に作用しな

くなる.すなわち swanneck変形が矯正されにくいと

いうことになる.

Electro-goniometerを用いて D.1. P.および P.1. P. 

関節の協調運動の状態を連続的に計測した.正常な指で

は D.1. P.関節の屈曲は P. 1. P 関節の屈曲を伴い最

初はこれをうわまわるがすぐ P.1. P.関節のほうが大き
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Tranverse retinacular ligament 

T.R.L 

也

Tendon sheath 

Restoration of the obiQue retinacular ligament 

using the lateral band 

1 Littlers method : Full incision of the tranverse 

retinacular ligament sutured the lateral band 

to the tendon sheath. 

II Our method : Partial incision of the tranverse 

retinacular ligament sutured the latera! me-

thod to B point. 

図 3.

図 2

B' ': volar transfer of B 
(to the tendon sheath) 

く屈Illlしだし 80。以上までも屈曲されることがわかる.

P.l. P 関節を他動的に伸展させる と D.1. P.関節はそ

れに伴って， 300
以下まで仲展できることがわかった.

このような方法で種々測定し幾何学的分析と比較検討

したところ，その結果はよく一致することが lit1喝認され

た Transverse retinacular ligamentを完全に切離し，

Cleland's ligamentの問を通って掌側よりに Rexorten-

don sheathに固定する Littlerの方法と背側よりの tra-

nsverse retinacular ligamentの一部を切離し oblique

retinacular ligamentと生理的走行にできるだけ近づけた

うえ，Rexortendon sheathに固定するが，元の位置 B

にも縫合同定する政々の方法を同織にelectrogoniometer

にて計調1)，比較するとその数値は孜々の方法のほうがよ

り口然な協澗運動を起こすことを示していた

結語

以上 obliqueretinacular ligamentの機能を幾何学

的に分析し，続いて automaticgoniometelを用いてそ

の結雫の正しい ことを確認し，これを基礎としてLittler

法の改良への示唆を得たので報告 した.
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49 前腕回旋運動障害に対する榛骨小頭・尺骨未端切除

の遠隔成績について

笠原慶一 加納政彦 三好 壮一 原田基水

本文欠

質問 赤堀(岡山川崎病院整形) 2) M.日間orcarpi ulnarisの tendovaginitisは認め

1) 経過の古い肘関節ロ イマにおいて榛骨中枢端切除 なかった.

のみでは十分ではなく叛痕化した周囲軟部組織を尺骨よ 3) 平川先生に対して :

り subperiostealに剥離する必要のあった経過例があっ 我々は榛尺関節造影を行なったものが l例しかないの

たが先生の場合どうか. で比較検討できないため論じなかったが，articular disc 

2) 尺ff末端部切除を行なった場合 2次的に FCUの や検尺関節損傷のみに原因がある場合は，尺骨短縮術も

tenosynovitisを生ずる ことはないのか 考慮されてよいのではないか.

発言・質問 平川(中国労災病院整形) 4) 田島先生に対して

リウ 7 チによるような場合は尺骨速位端の切除が適応 術後成績の良恵、は術前の筋の挫滅程度とか骨間膜の煩

と考えて本手術を行なっているが，榛骨速位端骨折など 傷の程度によっても左右され，特にローラーに巻込まれ

外傷によるものでは尺骨の短縮術が良いと考えるー演者 たものに術後の改善度が悪かった.

のご意見をうか Yいたい. 平川 (中国労災整形)

発言 上羽(京大整形) 田島先生へ対して :

尺fj'遠位端は以前は必要と考えられていたが New 尺骨遠位端ないし述位検 ・尺関節に大きな損傷のない

Yorkの Darrahによって初めて切除され報告されたが， ものには速位榛尺関節を温存すべきものと考えたからで

その最初の例は尺骨迷位部の骨折であった ある模骨速位端の変形治癒骨折などの場合，尺ff短縮

質 問 田島(新大整形) 術により手関節の背 ・尺 ・掌屈のほか前腕の回旋障害も

1 ) 前腕回旋障害の要素としては近位，速位榛尺関節 改善され，さきほどのお話にも出たような脱力や疹痛が

のほかに骨間膜その他があるー前腕の crushingなどで ないところから ，速位榛尺関節は元の機能に復し得るも

はむしろ後者のほうが主要素の場合が多¥".要は術IliJに のと考える.

接骨骨頭，尺骨速位端切除で回旋を再建できるか，骨間 発 言 小川(関西医大整形)

膜の叛1炭化があっても限局性なので，その releaseも合 我々は外傷例の前腕回旋運動障害に対する尺i'J'末端切

併すれば良結果が得られるのか，ぜんぜん兄込みがない 除，模骨骨頭切除例は比較的少なし、が，リウ 7 チ例に対

のか等々を判定することが大切と考える. しては， 子関節および肘関節の synovectomy に際し

2) 平川|先生に質問 synovectomyを可及的完全に行なうためと術後の機能改

私は尺骨末端，検骨'骨頭は切除でよし、と思うが， 短縮す 善を期待してこれを行なっている.しかしリウ 7 チにお

るほうがよい根拠はどこにあるのか.短縮で榛尺関節の いては単に関節の変化のみならず関節周囲の軟部組織お

位置的関係を正常に近く回復させられるか. よび骨間膜等のリウマチ性遣うるいは廃用性の変化が当然

答 笠原 運動障害に関与するものと考えられるので，機能回復の

1) 赤堀先生に対して: みを大きく期待して骨端切除を行な うと満足すべき結果

R.A.例では筋力低下や回旋運動障害の改善，増惑の が得られない場合もあり 得る 術日IIによく吟味すること

factOl は種々で一概に論じることはできない. が望ましい

• K. Kasahara， M. Kano， S. Miyoshi， M. Harada :和歌山
医科大学整形外科.
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50.小児にみ られた第 2浅指屈筋腿内石灰沈着によ る

手根管症候群の 1例

内問荘六

堀田利雄 蒲原宏 佐藤列・也

小林1'11作*

肩関節周辺における石灰沈着性艇炎は日常比較的多く

接する疾忠であるが手部における石灰沈着性鍵炎の報告

は比較的稀とされており小児にみられる場合はさらに少

ない

一方小児の手根管症候群の報告も非常に少なし、 私た

ちは 8才の女児にみられた手根管症候群についてその手

術により第 2浅指屈筋腿内の石灰沈着を認めこれにより

本症を発生したと考えられる l例を経験 したので報告す

る.

症 例 8才，女児. 2年前よりなんら誘因なく左手

関節を背屈すると子関節掌側中央に疹痛を党えるように

なり，同時にこの疹痛が示指，中指にも放散するのに気

づいたが日常生活に支障がないので放置していたと ころ，

次第に僧思し，示指，中指指尖の経度知覚鈍麻も加わり ，

シビ レ感も出現してきたので昭 44，8刀当科を初診した.

初診H寺左手関節は外観上まったく 異常はないが，手関節ー

を背屈し指を最大イ'1'痕させるも指尖に放散する疹痛のた

め示抱，中指の最大伸展が不能であり ，手関節掌側中央

部で Tinel'ssignが陽性である.

X線像で手関節堂側の圧痛点に一致して米位大の石灰

沈着像 (~I 1 )を認めたのでこれが原因と考え子術を行

なった

諸検査成績には3毛布を認めない

手術所見は空気駆血111使用して阿 2に示すごとく子関

図1.矢印は月状骨下と思われる部に石灰沈着像を認める.

• T. Hotta， H. Kambara， S. Sato， S. Uchima， K. Koba-

yashi:県立カ'ンセンタ一新潟病院整形外科(新潟市川岸田J). 
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図 2.手術図.

節に一致して横切りし一部尺側で近位方向に縦にrJIIがる

切開にてはレった 正中神経そのものには浮騒などの異

常なく ，子学級手根側帯にも異常を認めない正中神経背

側で子級紙l千百:より中枢側に第 2浅指屈筋艇の一部が賞褐

色を呈して膨降し破結としてふれ，示指を仲展させると

硬結が移動し，特に手関節を背屈しながら示指を仲展さ

せると ，この際結は正中神経を圧しながら迷位jj向に移

動することがわかったので，この黄褐色の部分を切除

(病理組織学検査では変性を起こした脂肪組織であった)

すると腫脹した腿組織がでてきたのでこれを線維の方向

に分けると中に軟骨様硬さを有した米位大の股溜を認め

たので摘出する(図 3). 

組織学的検査では一部股癒の中心で造fl'細胞がみられ

る石灰沈着像を認めた (凶 4)， 

摘出後は予根初得の一部を切開し，子関節を背屈し指

を仲反しても 当該部がふれないことを確認した.手術後

の経過は順調で術前にみられた症状は消失し指のほ大仲

展も可能となったー



図 4.組織所見 筋線維に包まれて石灰温沈着1撃を認める

本症例は図 5のごとく手根組帯より中枢部で第 2浅指

屈筋腿内に石灰沈着が生じ，経過とともに硬結し，この

破結が子関節運動に際し移動し，ことに子関節を背屈さ

せ指を伸展させるとき，この硬結が背面より正中神経を

圧迫しながら遠佼方向に移動し，手根制イザに至って掌側

よりこの手段s別部とともに正中神経をはさむようになる

ので正中神経が強く圧迫されて本症状を発生したものと

三考える

考察

石灰沈着性鍵炎が前腕より末梢に発生する頻度は比較

的少なく Sandstr凸m (1938)， Gondos (1953)らの報告

でもそれぞれ 2.4%， 7.6 %と少ない.しかし，この

うち Carroll(1955)の子部における本症 100例の報告

では尺側手根屈筋腿の豆状骨周辺と本例のごとく指屈伸

筋腿の手関節部に好発するとしている Seidenstem

( 1 95 0\ は平均 45 才 t'a rroll は 1 3 才~8 1 才 ， 特に

般演題 949 

30 ~60 才代に多いとし小児の発生例はごく稀で本例の

ごとく 8才の報告はない.

一方手根管症候群も一般に中年の婦人に多く発症する

とされており.Mangini (1961)の 114例の経験から女

性では平均 47才，男性では 62才であったといい，

Phalen (1966)は 439例中 50%以上が 40~60 才代

で 20才以下はなかったとしており小児の例は報告して

いなし、

小児の手線管症候群としてLettin(1965)のもとへMa-

rtin & Mass (1958)らが3例の症例を私信し.Lettin自

身も l例経験したと報告している

Martin & Mass らの例は 6才，女児 7才，男児，年

令不詳男児の 3例で l例目は正中神経の浮腫があった以

外異常なく 2例目はコノレチソaン内服で軽快し 3例目

は手術はしたが正中神経にもほかにも異常がなかったと

いい， Lettin の例は 11才，女児，生後 l年半で同側の

榛骨遠位端 113の若木骨折を起こし 13才ころよ り同側

の手をあまり使用しないこ とに気づき母指球部の筋萎縮

と示指が健側と比較して倭小となっている症例を報告 し

ている.

原因として Robbins(1963)は外傷以外では腿l愉炎，

痛風，カe ングリオン，脂肪脆，アミロイ卜疾患，奇形な

どのほかに 1952年アメリ カ手の外科学会で Mangini 
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が 225例の手術例の報告中に石灰沈着性腿炎がl原因とな

った例があったと報告したとしているが Mangini自身

による発ぷはない Phaler】 (1966)は 439例中 3例の

婦人に手関節部の石灰沈着性腿炎が原因していたと報告

している.

むすび

私たちは石灰沈着が第 2浅指屈筋腿内に生じたため手

根管症候群を発症した8才女児の治療を経験したので若

干の文献的考察を加えて報告した.

質問 k羽(京大整形)

Carrollらが報告している例では acutcの calci自cation

が主で， calcium depositは 2週ぐらいで消失している

のが多い.報告された例では石!:R沈着が長期間継続して

いるようである.このように腿内の石氏沈着は自然消滅

するものと ，長く沈着するものとの異なった 2つの型が

あるのではなかろうか.

井上(京府医大金形)

この症例は幼児であり ，軟f1'様の臆溜中に ostco-

blastenをみており ， 石灰沈着と，思われる騒痛の経過が

長L、等考え合せて，この症例の原因が大変栃なfl組織の

発生学的な異常による迷入等の原因でなったと考えたほ

うがよいのではなL、か.

答 :沼田

上羽先生へ :石灰沈着'性艇炎は一般に急性でこのよう

に2年の長期にわたるのはあまりないが，病理組織学的

に石灰沈着が主であったので報告した.急性JUl.長期に

ついて今後検討してゆきたい.

井上先生へ ;一部に osteoblastが認められたが石灰沈

着 (calciumdeposit)が主であったので一応石灰沈着後

の'11化と考え，石灰沈着性!拠炎として報告した.

51 脳性麻庫の母指内転屈曲拘縮について

富雅男 村上白土 伊藤鉄夫*

脳性麻痔による前腕の団内，手関節の屈fJl:I，尺側偏位，

母指の内転j厄曲による thumbin palm等の変形拘縮の

うちでも ，thumb in palm deformityは grip， grasp. 

rvelease等の手の基本動作の障害となっている. したが

ってこれらの変形の中でもまず thumbin palm defoト

mityを矯正し，しかも opposition 能力を保存すること

によって grip，grasp， releaseを確立することが大切

であると考える Thumbin palm dcformity に対し

ては， いろいろの手術方法が工夫されているが， 現在

まで我々が行なった手術症例は adductorpollicis，五rst

dorsal intcrosscousの鍵切り術を行なったもの 4肢で，

このうち 2肢に adductorpollicisの延長の目的で tra-

nsverse head と obliqueheadの端々縫合を行なった.

Adductor pollicis，日rstdorsal interms~ous の腿切り術

と flexorpollicis longusの延長術を行なったもの 2肢，

first dorsal interosseous， adductor pollicisの腿切り術，

mctacarpophalangeal jointの関節形成術を行なったも

の l肢， intermetacarpal bridge graftによる日rst

• M. Tomi， H. Murakami :大阪日赤:大手前整!皮学園(大阪

市東区法田坂町); T. Ito (教授):京都大学受形外科.

metacarpusとsecondmetacarpusの固定術を行なった

もの 2肢，計 7症例 9肢である.

症 例 10才，男子. Spastic bilateral hemiplegia 

術前，pinch に際し両側に典型的な thumbin palm 

deformity， 前腕の回内， 手関節の屈 Ilh尺側偏{立があ

り，手関節の運動により grasp，releaseが起こる. 右手

に対しては adductor pollicis， first dorsal interosseou 

の腿切り術を行ない，左手に対しては intermetacarpal 

bridge graft ~.こよる fìrs t metacarpusと sccondmeta-

carpus の固定術を随行した.左手は術後 l年，:ti手は

6ヵ月を経過した現在 grip，grasp， pinch， release 等

可能である. しかし，intermetacarpal bridge graftを

行なった右手には grip，pinch に際し母指の melacar-

pophalangeal jointに過仲展変形が認められる.左手で

は機能訓練により術前にみられた尺側偏位は軽減し，イ中

筋E手の筋力が増強され，術前にみられた子関節回曲変形

も矯正されている.

症例 2. 6才，男子. Spastic hemiplegia dextra 

術前， 症例 lと同級の変形が認められた. ，.j王症例に

対しては flexorcarpi ulnarisを Green手術法により
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図1.症例 2.

勤時活動放EEを記録し，術後機能の改善に一致した筋電

図所見を得ることができた.

症例 lでは，術，jlr，grasp， releaseの際に日rstdorsal 

mterosseousより持続的に筋活動放電が認められ， 1'1'筋
群からは releaseに際しほとんど放電が認められなかっ

た.しかし術後，仲筋l洋では releaseの際に術前みられ

なかった活発な筋活動放電がみられるようになった.症

例2でも ，症例 lと同様，術後 releaseに際し伸筋群よ

り活発な筋活動放電が認められるようになった(図 3). 

以上の結果から ，thumb in palm de[ormityに対す

る adductorpollicis，および 自rstdorsal interosseous 

の腿切り術による手の機能の改善は単に変形矯正のみに

よるのではなく，これら両筋の鐙縮の除去による相反神

経支配の部分現象として協同筋および措抗筋に対する反

射性抑制が軽減され潜在的な随意性が出現したためとも

考えられる.

Hendersonは母指の運動に関係するすべての筋詳が

Opposilionに重要であると述べ，さらに Grant は母指

a.術 前.

図え

extensor carpi radialisへ移行し， 自rstdorsal intreoss-

eousの切雌， さらに adductorpollicisの transverse

headの起始を切離し， oblique he:ld の付ー着部で切縦，

両切離の端々縫合を行ない adductorpollicisを延長し

た(関 1). 術後3ヵ月の現在，母指変形は矯正され，

pinch力は弱いが grip，grasp， releaseは可能であり ，

extensorの筋力が自然に強化されている(図 2). 

Preoperation 

b.術後.

E M G 
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変形矯正術を施行した全症例に術前，術後l'ド筋lJ'fおよ
び屈筋群の extrinsic muscles， first dorsaI interosseous 

と thenar musculesから表面電極双極誘導法により運

の対立運動においては opponensのみならず adductorが

協同して働くと述べている 以上の理由から，母指に対

する adductorの機能の温存に努力した.本術式による



952 巻 21・号 11 整形外科 1970年 10月

症例数も少なく ，術後の経過日数も短いので， f也の手術

例との比較は困難であるが，現在までの経過観祭では再

発の傾向はなく，他の症例に比べ OpposllIon は良好な

ように辺、える.

1Iì~性麻癖の治療には手術以上に ， 術前， UH去の機能訓

t，，!i，装只療法が大切であることはいうまでもない.術後，

大きなものより小さなものへと移行しながら gnp，

駅 前p，releaseの訓練を行ない，これらの動作が可能と

なった後，three jaw chuck，すなわち thumb， index 

finger， long日ngerによるつまみ動作の練習を行ない，

これにより indcxfinrgeの屈曲力が強化された後 thumb

と indexfingerによる pinch動作の訓練に移行する.

さらに sandingによる ulnardeviation， pronationの

矯正，Knottの techniqueによる proprioceptivencu-

romuscular fascilitation により上肢全体の筋力強化を行

なっている 夜間は母指外転用のシーネを袋月jし，昼間

は母指を機能的対立伶に保持する splint を決別してい

る.

結語

Thumb in palm deformityについて我々の行なった予

術例，機能訓練等について報告したが，今後さらに症例

を重ね経過観祭したL、と思っている.

52 癌性麻姉手に対する機能評価判定法

伊藤鉄夫

子の治療を行なううえに治療効果を合理的に判定し得

る統ーした方法が望まれる.特に態性麻痔手は手そのも

のの陣内ではなく，中継神経系の防古にjみづくものであ

るから予の個々の運動を測定するだけでは手の機能を適

切に把媛したとはし、L、がたく ，手全体の綜合的な機能を

測定することによってのみ機能の評価をすることができ

る.綜合的な機能検査法は多くの人々によって発ぶされ

ているが，特に Johnsonらによる motoragc testが広

く使われているようである.しかしこれらの検査法は主

として手の機能発育段階を知るために作られたもので，

検査結果の比較評価を日的としたものではない したが

ってこれらの検査法には段階的な検究項nが多く ，しか

も検査結果が統一的な数値で表わされていないから手の

機能を総指的にかつ端的に表現しにくい点がある.

私たちが忍似|するものは感性麻薄手の機能を総括的に

測定し，その結果をできるだけ端的に数値で表現するこ

とにより術Ilil，術後の機能改善度を比較判定したり ，あ

るいは手術術式俊劣判定を可能にすることである

ヂはf3l雑な運動を行なうが，その運動を分析するとい

くつかの基本的な機能運動に分けることができる これ

らの基本的な機能運動を述続的に合成して複雑な手の運

動機能が行なわれるものと考えられる.動作の連続的な

合計は中継神経系により行なわれるので，局所的な子の

手術によってはほとんど影響されない.したがって手術

事 T.lto (教授)， Y. Ueha:京都大学整形外科.

上羽康夫本

によって改善し得るのは主として手の基本的機能運動で

ある.

子の基本的機能運動としては 1)cpcning of digits， 

2) hook grip， 3) prccision grip， 4) power grip， 5) pinch 

などが一般に犯、められているが，私たちはそのほかに

6) finc screwing を加えた(表 1) この運動は母指と

示指とで行なわれる細かし、運動で，時計のネジを之さくと

き， fE7tのスウィッチをねじるとき，ボタンをはめると

きなど日常Jド怖に多く用いられる基本的機能運動であ

る

表 1. Fundamental functional motion. 

1. Opening of digits 

2. Hook grip 

3. Precision gri p 

4. Power grip 

5. Pinch 

6. Fine screwing 

以上は手そのものの基本的な運動であるが，手の機能

を十分発揮させるには下全体の位置移動を行なう上腕お

よび前腕の述動を考慮しなければならない.手を除外し

たと腕，liir腕の運動は機能としてはほとんど意味をもた

ぬが，また逆に上腕，liir腕の運動を除外した手だけの連

動もほとんど意味がない.いし、かえれば手の機能と上腕，

前腕との機能は不可分であり，別々に取り扱う性質のも
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のではない. 上腕 ・前腕機能と手の機能とを lつの機能

単位として考え，その機能検査を行なうべきであると考

える.その意味での運動機能検査を包括的検査 (comp

rehensive test)と呼ぶー

包括的機能検査では基本的機能運動を用いて ，単位時

間内に行ない得る仕事量を測定する 測定値は CGS単

位で表示する.術前，術後の機能比較は仕事比(術後仕

事量/術前仕事量x100)で行ない，術式の優劣は術前，

術後の仕事比を比較して判定する.包括的検査を行なう

にはまず検査を行なうのに被検者が適当かどうか，術前.

術後で検査成績に大きな影響を与える変化がなし、かどう

かなどを確かめ，記録する必要がゐる.一般事項として

は 1)J. Q.， 2)窓性麻痔の種類，3)知党障害の有無が

ある.局所事項として 1)肢位， 2)関節可動域，3)自

動運動能力， 4)手の基本的機能運動の可否などがある

包括的検査として次の ような検査を行なう (表 2). 

表 2.Comprehensive test. 

1. Pulling handle test 

2. Spherical ball test 

3. Sand test 

4. Picking ball test 

5. Screwing test 

i. Fine screwing 

ii. Coarse screwing 

6. Pinch-meter test 

Pulling handle test: 被検者にハンドノレのついた綱を

持たせ，綱の他端はパネ計りに接続する.被検者は坐{立

のま与片手でハンドノレを引き 1分間にどれほどの力で

何回引くことができたかを記録し，それらの穏を仕事量

とする. その検査は主として手の hookgrip と上腕，

前腕の屈伸運動を lつの機能単位として測定する.

Spherical ball test: 国際規格に一致したテニスボー

ル 3コを用いて並べた 2コの箱の一方から他方にできる

だけ早く移し 1分間にどれだけの距離を何コ運びえた

かを志家し， その積を仕事量とする.こ の検査は予の

precision grip とヒ腕，前腕の側方運動を 1つの機能単

位としている.

Sand test: 砂を手で握って並べた 2コの箱の一方か

ら他方へできるだけ多く移し，1分間に移した砂の量と

距離の積を仕事量とする.これは子の powergripと上

腕，前腕の運動を lつの機能単位として測定している.

Picking balJ test: 大きさが一定しているパチンコ玉

を用いた. 2コの箱の一方から他方へ 1コずつ摘んで運

び，その距離とイ回数との積を仕事呈とする.これは手の

pinch と上腕，前腕の運動とを機能単位として考えてい

る

SCI ewing test: Fine screwing testと coarsescrewmg 

testに分けた.Fine screwing testでは捻じ釘に一定の

ボノレ卜をつけ 1分間に回転させた数と捻りモーメン 卜

の積を仕事量とする 手の finescrewing と上腕，前腕

の肢位固定力を機能単位とする Coarse screwing lest 

では回転円板を作り，その円板を 1:分間に回転させる数

と回転モーメントの大きさの積を仕事量とする.手の

precision grip と前腕の田内，回外運動とを機能単位と

考える.

Pinch meter test: FP 3裂ピンチメ ーターを用いて 1

分間にできるだけ強く ，できるだけ多くピンチさせて，

その積分値を仕事量とする.

結語

手の基本的機能運動を述べ，それらの運動による単位

時間内での仕事量を測定することにより手の機能評価を

行ない，機能の比較を容易にする方法を考えた.これは

単なる試案であり，今後さらに改善されるべきものであ

る.

追加 伊藤

この研究は InternalFederationからの依頼によって

spastic hand の evaluationの基準 commlttee のme-

mberとして作成したものである この試案を提出した

ところ，各 commlttee からまたこの試案が出ているが，

まず手の機能の基本的検査法を作り ，それを基盤として

各 committee の案を作るべきであるという ことになっ

た.
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53 1尭骨神経麻療に対する Boyes法の検討

藤原朗 梁復興 柏木大治 藤田久夫*

:f;li;々は負15臼本学会において楼竹村1$1.)点痔に対する

Boyes 11:について報告ーしたが，その後 18例に本法を行

なってきた.Boyes法は理論的にはきわめてすぐれた術

式と考えられるが，浅指j厄筋を移行する点で批判的なむ

きもかなりあり， :f.li:々 は今回術後成総を調査し若干の検

討を加えて報告する

症 例.上位麻郷 1 3 例 ， 下位麻!~r: 5例の計 18例に

本?去を行なっている.

上位麻痔に対しては症例 lより 4までの 4例 に は

Boyesの原法にしたがって行ない， 症例 5より 13まで

の 9例には母指と示指の伸展を分離して行なわせるため

中指の sublimisを ext.dig. indicis propをも合み ext.

dig. comm に移行し，環指の sublimisは ext. poll 

long.へのみ移行した.

下位麻痔の症例に対しては ext.carpi rad の再建を

除いて後者と同線に行なってレるが，症例14には palm

long.を exl.poll. long. へ，中指の sublimisを ext.

dig. comm.へ移行した.

症 年

例 令
術

治療成績 術後 l年 6 ヵ月より最長 7年 4ヵ月の

follow-up を追レ得た 13例について，手|刻節および手

指のI1J動性をみると，手関節の背屈は全例に可能となり ，

母抱および指イ'1'展も 13例中 II例に完全で，母指の

palmar abduclionは 13例中 10例に 600以上の成績

を得， 手関節の:事;屈も全例に 15~55 0 の可動性を保っ

ている(凶 1). 

一方 ， 筋力についてみると，指{中皮は 3~ 4 にとピま

るが， 1也は 4~5 で ， Zachary の判定45準によると 13

例中 10例に 90%以上の成績を得ており ，ほ Y日常生

活に支障を認めないまでに回復している (ぷ 1). 

考察

Boycsは pronalorlcresを用いて ext.carpi rad.を

再建し，一方， flex carpi uln を移行しないで残すこと

により手関節の balance が保たれ，子関節は dorsal 

radialより volarulnarへ向う正常に近い有用な運動を

行ない得ると し， また ext. dig. comm. に対し十分な

ampulitudeを有する sublimisを移行することにより

表 l 成

手関節背屈
式

可 動域筋 ブJ

1 I 56 I FDS lll-EDC， FDS IV-EPL. EDI， FCR-APL. EPB， FT-ECRL. B 

2 1 23 

300 

15 

4 

4 

3 1 36 

4 1 28 

6 I 27 I FDS II日 DC.EDJ， FDS lV-EPL， FCR-APL . EPB， PT-ECRL. B 

7 I 28 
8 I 21 
9 1 36 

10 I 16 I 
14 I 30 I l'DS III-EDC， PL-EPL 

15 24 ' FDS III-EDC， FDS lV-EPL . EDI， FCR-APL . EPB 

16 20 

17 38 

• A. Fuiiwara， F. Ryo:中l'戸労災病院整形外科(神戸市首合

書官池通): D. Kashiwagi (教授)， H.Fuiita・神戸大学整形

外科

10 4 

70 4 

55 5 

60 5 

25 4 

65 5 

50 5 
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図1.鍵移行術後.

我々の症例についてみても Hass法を行なった症例

では radialdcviationをきたす傾向があり ，両手根屈筋

を使用しているためか手関節の掌庖制限をきたし，小さ

なものをつまみあげることなどが困難と日7哲生活での支

障を訴え，また ampulitudeの不足のため手関節を掌屈せ

しめると M.P.関節の周11!J制限がみられる.一方Boyes

法を行なった症例ではか hる現象はみられず，骨間膜を

十分に開き sublimis をその筋腹の部で通過させるよう

心がければ，手術佼襲による ampulitueeの減少を考え

併せても sublimisの ext. dig. comm への移行は，

f1ex. carpi uln の移行よりもすぐれているように恩わ

れる

次に sublimisを使用するために swan neck 変形，

pinch力および握力の低下をきたすことが懸念されるが，
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図 2 術後のピンチカ

指{中展が完全となると述べ，理論的にはきわめてすぐれ

た術式といえよう.
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我々の症例では swanneck変形をきたしたものはない.

Picnh力については，術前は子関節の背屈位での固定

性を欠くため，いずれの pinch においてもその力は著

しく低下している.術後の pinch力は母指~示指問では

明らかに改善されているが，母指~中指問では sublimis

を欠くためその改善は劣っている.しかし日常生活に支

障をきたす程度のものではなく，子関節の背屈f立での固

定性の獲得と同時に母指外転筋の再建をも行なっている

ためか， pinchそのものは術前に比しはるかに行ないや

すくなっている.また中指，環指を屈曲し，指尖と手掌

聞での抱持力をしらべると著しく弱まっており， sublimis 

の欠如によるかなりの握力の低下が考えられる(図 2). 

握力については，術前 Oなレし 5kgであったものが，

l例を除き健側の 1/2ないし引にまで回復しているもの

のの，その平均は健側の 56%にすぎない.渡辺らは_Boyes

法の術後にみられる握力低下と正中神経不全麻痔は移行

した sublimisが正中神経や深指屈筋を圧迫するためで

はなL、かと述べ， ext. poll. long.に対しては palm.long

を移行するのがよいと指摘しているが，握力の低下をで

きるだけ少なくするためには，指屈山に きわめて重要な

2本の sublimisを移行するよりも，中指の sublimisを

ext. dig. comm.に移行するにとピめたほうがより良い

結果が得られるものと考える.

結 語

Boyes t.去を行なった症例について術後成績を調査し，

検討した

Boyes法は中指，環指の 2本の subilmisを使用する

点に問題があり ，段良の方法とはいえないとしても ，術

後 radialdeviationをきたすことなく， sublimisの ext.

dig. com m.への移行はやはり 日ex.carpi rad.あるい

は Aex.carpi uln.の移行よりもすぐれ，機能の改善は

良好で為る 他}j，本法の欠点は他の方法に比し握力の

改善の点であることであり ，この点一考を要するものと

考える

質問 渡辺(新大整形)

Boyes法で gnppowerの低下が著しい原因は sublimis

が transferされて Aexorとして働かなくなるためか，

それとも骨間膜の部で adhesionが起こり extensorcom. 

の excursionを降宮し，したがって fingerAexorの ex-

cursionを障害するため gnppower を減少させるのか，

原因について演者のお考えを聞きたい.

茨木邦夫(新大整形)

Radial palsyの際の transfer について highradial 

palsy のときは wristextension， thumb abduct】on

extension に対する再建は必要と思うが，はたして exl.

dig. comm. Vる対..，..る再建は必要ないのではなし、かと思

う とし、うのは，術後成績をみるに gnpすると wrist

Aexionができないものが多い しかしオー トノ叶に乗

るような人では右手の glゆ とともに wristAexionが

必要で，この訴えが多い 演者はこの点どう考えられる

か.

斎藤 (新大整形)

Sublimisを切縦することが swanneck deformilyの

原因の !っとして考えられているが，実際にはあまりな

いようである. 演者の症例で swanneck deCormiげが

あるようだが， sublimis切離とどういう関係にあるか.

答 藤原

1) 渡辺先生へ

術後の握力低下の原因はやはり sublimisの欠如と，

移行した sublimisの深指屈筋に対する圧迫の両者によ

るものと考える

2) 茨木先生へ

Ext. digit comm に移行しなければ手関節i中間位な

いしは軽度背屈位での指伸展が不可能であり，やはり行

なったほ うカ2よし、ようにJ3う.

また， sublimisの移行では手関節掌屈位でも指屈dHの

制限は少ないように思う

3) 斉藤先生へ

我々も Boyes法を行なった初期には swanneck変形

の発生を懸念したが，sublimisの移行による swanneck

変形の発生はみていない.
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54 若年者lとみられたガ ングリオンによる

低位尺骨神経麻癖の 1'WIJ 

三輪昌彦 今 井 弘 明 斉藤孝土水

日iJ腕速位端から手にかけて発生する軟部良性騒湯の中

で，最も頻度の多いものはガングリオンである.ガング

リオンによる末梢神経麻癖はかなり多いが，子関節遠位

におけるガングリオンによる尺骨神経麻癖の頻度はきわ

めて少ない.今回，我々は若年者にみられた本症例を報

告する.

症例は II才の女子.昭 43， 8月ごろより特に誘因

なく左小指球部に圧痛を訴え，某医にて治療を受けてい

たが，疹痛は軽快しなかった. 10月末より左環指，小指

の変形に母指球，小指球，骨間筋の筋萎縮が出現し増強

をみたため精査を求めて，昭 44，1月当科を受診したも

のである

家族歴 ・既往歴:特記すべきものはない 体格，栄養

は中等度，血液検査そのほかに異常は認めない.

局所所見 ・左母指球，小指球，骨問筋の著明な筋萎縮

を認めた.左環指，小指は中手指関節にて過仲展位，近

位指関節にて屈曲位を呈していた Fromentsignは陽

性であった.左手掌，部小指球近位に小指頭大の皮下極績

を認めた l盛績は弾性軟，境界不鮮明で一部に圧痛と小

指への放散痛を認めた 尺骨神経支配領域の触党，痛党

鈍麻域を認め，徒手筋力テストの結果も尺骨神経麻痔の

存在を思わしめた.また強さ期間曲線で小指外転筋，母

指内転筋の闘値の著明な上昇を認め，筋電図検査でも小

指外転筋に giantspikeを認めた.上記所見より腫癒圧

迫による尺骨'神経麻痔の診断のもとに手術を施行した.

手術時所兄:左手関節，掌;尺側に S状皮切を加え皮下

組織を剥離するに，脂肪組織下に腫脅を認めた.その直

上の尺骨神経，尺骨動脈が下方より圧排された状態、で走

行していた.これら神経，動脈を避け腫溜を検索するに，

腫溜は豆状骨と有鈎骨'の間から茎をもって発育 し，屈筋

支帯の間を分けるよう に現われていた.可及的に基部で

茎を結殺，腫癒を摘出した.腿繍は一層の被l燥で被われ，

内容物は半透明，ゼリー状でガングリオンと推定 した.

病理所見でも泡沫細胞を混在する cysteであった(図 1). 

事 Miwa:臨港病院整形外科(名古屋市港区真砂町); H.lmai， 
T.Saito ・名古屋市立大学整形外科.
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経 過 :手術創が l次的に治癒した後，nucklebender 

splintを装着し，自動運動を主とした理学療法で経過観

察を行なった.徒手筋力テス卜の回復経過，強さ期間曲

線の左方移動も順調で，術後6ヵ月で指変形，筋萎縮も

改善された(図 2，表 1). 

考察

ガングリオンは関節包，戦Fh'L鍵鞘など極々の組織よ

り発生する 最近回中らが intraneuralganglion とし

て神経絡内に発生したガングリオンを報告している.

ガン夕、リオンの発生部位によっては神経を圧迫し，末

梢神経麻薄をきたし得る.末梢神経麻痔の好発部位は緋

骨神経，次いで肘関節での尺脅'神経であるが，手掌部に
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表 l 尺骨神経支配筋力検査.

術
術 後 日数一→ 1 ~ I官庁|lp|?前

-5 尺側手線周筋

41 41555  +4 3~4指深指府筋

3 小指外転筋 11 21 3-4-5 

+2 小指対立筋 1 -3 -4 5 

-3 短小指印筋 2 -3 4 4 + 4 

-4 3.4指虫様筋

1111;|:: 
3 背側1'J'lm筋

3 掌側'i'J'問筋 I' 11+ 21 31 4 

2 母指内転筋 -3 3 3 4 5 

短母指図筋 2 3十 4

おけるカe ングリ オン圧迫による尺f]'神経麻痔の本郊での

報告例は，堀尾らの 2例そのほか数例をみるにすぎない.

諸外悶の手掌部における尺骨神経麻痔の報告例数は J

Darrel Shea によれば 136例， うちガングリオンによ

るものは 39例.28.7 %と最も頻度が多い.年令的に

は平井J30才以 tのうち， 壮年肘の報告が多く ，若年者

では本邦では渡辺らの 17才の報告がある

解剖学的に尺fj 神経は子関節郎近位 6~8cm で背側

校を分校した後，予掌部で尺側手線管 (canalof Guyon) 

にはいる Guyonの canalは有鈎f'rの鈎部，豆状骨 ，

三f1J骨のアーチおよび掌側手:fl必問'm:で構成され，この中

で尺'Fj"神経は浅校とj茶校に分かれる.この解剖学的特徴

から最近 J.Darrel Shea らが ulnalnervecompression 

syndromes at and below lhe wrist と題して低位尺fj'

神経麻簿を 3型に分類している.すなわち，第 1~盟は

Guyonの canalより近位で尺骨材経が圧迫され浅校，深

校ともに降押され知3、Lとともに運動附苫を起こすもの.

第 2型は Guyoncanal内か遠位で深校のみが障吉され，

運動障~';.のみを起こすもの . 第 3 型は Guyon の canal

内か述{立で浅校のみが陣'2fされ，知覚障;ヰのみを起こす

ものである統計的には第 l裂が 30%.第 2型が 52%.

第 3型が 18%と，第 2型の運霊訪問'!{-を症状とするもの

が半数を占めている 4:*11での報告例でも運動障害を症

状とするものが多レ 孜々の症例は~ I ~に泌する運

動 ・知覚障害を症状とするものであった 圧迫が続けば

Seddonの分類でいう neurapraXlaにと Yまらず神経変

性が進行する.本症例は発症 6ヵ月であるがや11絞障害の

発現時点からは 3ヵ月強で筋電凶上 gianlspikeの存在

強さ期間曲線の関他の上昇度，その他から考慮、して，

neurapraxiaにと Yまらず aXQnの変性が存在していた

と考えられる.

以上若年者に見られた Darrelの捉日目する第 l型に属

するガングリオンによる低伶尺骨神経納i*の l例を報告

した

発言 田島(新大整形)

哀の canalde Guyon 内でなく，より遠位部で尺1']-

神経が圧迫を受けることがむしろ多レーこの場合 ulnar

tunnc! syndrom といってよいのか，問題があろう.

質問 児島(慈大形成)

演者の知党図では乎i''i'の部にも知党障害がii己，1まされて

し、るが.ulnar tunnelの部はすでに r.dorsalisが分校

してしまっているので，手背には知覚障古がないはずで

ある.ヂ背部に知J~~平苫がある恋;山はどうか.

答 三輪

予背尺側の知覚を支配する神経は，尺'1'}'神経の背側校

のみでなく ，浅校にても支配されているとの報告もあり，

この症例の手背の匁j}tH麻も合致すると考える.
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55 Intraneural topographyよりみた上肢神経幹腫鹿

田村清大谷碧

松村友 flR 田村哲男 石田勝正*

上肢神経幹神経鞘腫の摘出はL、かに経微であろうとも

なんらかの神経機能脱落を伴うものである. したがって

問題蕩が大きく，摘出により神経幹のかなりの部分を犠ikJ
牲にしなければならない症例におレて術後起こるでゐろ

う神経機能l悦失症状を手術時予知することができたら手

術方法の適応決定に資すること大である.我々は 3例の

上肢神経幹脆湯において手術時観察した神経幹内構築所

見を intraneuraltopographic atlas(以後 ITA と略称)

に敷街して術後招来すると恩われる神経機能脱落を予想

した.これを術後現実に発現した神経学的所見と比較し

たところ，多少の相違はあったがほ Y一致した結果を得

た.このことは演者らが第9回本学会におし、て発表した

intraneural topographyの臨床的応用面として興味ある

知見と思われるので，こ与に発表する.

症例 1.21才，女子， 10日前電車の吊皮につかまっ

たとき左前腕の脆痛に初めて気づいた.

局所所見左手関節の上方屈側に腕豆大弾性政の腿溜

あり軽打すると示指，中指に放散痛を感じる.各指の蝕

党，痛党，2PDと母指球筋の異常は認めない.

手術所見および考察:腫癌は正中神経幹内にあり，そ

の被膜の切開と表在性神経束の移動で全貌を現わした

(図 1).臆癒の上下端より直径約 1mmの神経束が出

て神経幹に連続していた.摘出した燈湯の組織像は

Antoni A 型を主体とする神経鞘腫であった.腫務に速

なる枠経東は神経幹内の中央よりや h尺側に位置してい

た.この部分は同じ高位の正中神経 ITAによれば第 2

指間皮神経線維を含む :funiculusが多いので示指尺側，

中指模側の知覚障害が予想された.術後2ヵ月角:!!:1'J:，痛

党はほとんど正常であるが中指榛側に 2PD低下を認め

る.母指球筋の異常はない.第 2指間皮神経への funi-

culus は3検体で 5ないし 10コあったが，その lコの

切断が中指模倣lの 2PDを 3mmより 5mmに低下さ

せたわけである.

症例 2.31才，児子.約5年前より左肘屈側の腫痛に

気づき，その後近位側への増大と示指，中指への一過性

* K. Tamura， M.Otani， T. Matsumura， T. Tamura， K. 
Ishida:国立京都病院整形外科(京都市伏見区深草向畑町). 

Proximal 

Anterior view of 
the tumor 

Median nerve ITA at 32 mm 

1. Thumb and 1st digita1 interspace nerve 

Fibers 

2. 2 nd digital interspace n. f 

3. 3 rd digita1 interspace n. f. 

M. Thenar musc1e n. f. 
図 1

疹痛を党えて来院.

局所所見 :左肘関節内側近位部にソ ラマメ大，弾性破

の騒痛を認め，軽打すると示指に放散痛あり，各指の触j，'t， 

2 PD，痛覚の異常は認めない.徒手筋力テストで特定筋

力の低下はないが握力は右 52，左 43であった.

手術所見および考察:正中神経は肘関節部にて筋枝を

出す上位で母指頭大の腫癒となり，その被膜を切開する

と暗赤紫色の腫湯塊は前，左右，後側の 4神経束に図ま

れていた(図 2). ITAより推測すると圧平された前方

の大神経束は正中村l経終末枝成分，剥離しやすい左右の

中等大神経束は円回内筋および前腕屈筋校成分， }陸湯の

後側にかくれた最大の神経束は前骨間神経と終末枝成分

より成ると考えられた.直径 1mm大の小神経束 2本が

後方の大神経束より出て腫揚の近位端へはし、り， 下端

からは直径 2mmおよび Imm大の 2本の小神経束を

出している.これらを切断して腫療を摘出したが，上記

の所見より母指，示指，中指の知党低下と指屈筋訴の多

少の筋力低下が予想された.摘出臆湯の富リ面は出血巣と

小褒腫を含み組織学的には AntoniA型を主体とする神

経鞘腫であるが，Antoni B 型の部分にはへモジデリン
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Proximal 

O. Combined terminal nerve fibers 
F. Flexor c. rad. n. f. 

T. Pronator teres N. F. 

S. Flexor. dig. sub. n. f. 

r. Ant.int. n.f. 

図 2.

沈着や獲腫変性の{象をみるー術後2週で予想のごとく母

指，示指，中指の知党障害が現われているが各指の 2

PD低下がかなり異なることから，この高位で終末枝成

分は一線に mlX叩 されているのではなく多少の pre-

dominancyがあるものと思われる.長 ・短母指屈筋力

は good， 手中良屈筋，浅 ・深屈筋はほゾ正常である.

症例 3. 36才，男子. レックリングハウゼン病の忠者

であるが約 l年rliJ右手関節部の小JJiJl績を兄つけた.政近，

小指，環指への放散痛と隣接極繍に気っ・く

局lfr所見 :右手関節屈側に碗頭大 2コ逮った腫溜があっ

た.小指，環指に触党鈍麻を認め，2PDは飽側の 4mm

にL七し 6mmと低下している.小指球筋に異常はない.

手術所比および考察.右尺骨神経浅 ・j来校分岐の直上

部に直径 Icm大の腫揚が 2コ並び，浅校は分岐部の 5

nlnl下で凶径 4mm 大の腫痴を閤んでいる.母上位の

脆揚は尺'行神経幹外である 中位のl陸揚は神経幹の前榛

側の細小神経東に連り ITAに敷街すると短;主筋校と思

われた(/刈 3).浅校内の腹筋は 3本の中等大神経束に図

Proximal 

Superficial ramus 

Anterior viewof the tUlllors 

Palmaris brev. nerve fibers 

X. 4 th dig. interspace n. f 

+. little finger n. f. 
M. deep ramus n. f. 

Super自cialRamus ITA below division 

図 3.Ulnar Nerve ITA at 20 mm. 

まれきわめて細い神経束がその上下端に連っていたので

これを切断して摘山した.短掌筋枝とともに切断した神

経束はきわめて細L、ので明瞭な機能!凶失はきたさないと

予想した.腿場の組織像はし、ずれも AntoniA 型と B

型の混在する ThorsrudIII型に属する神経鞘l伍であった.

術後，環指，小指の 2PDは正常となり ，小指球筋にも

異常はない.術前の知党低下は浅校内腫場の圧迫による

もので細小神従来の切断はやはり機能脱失を生じなかっ

た.

以上3例に示されるごとく lntrar】euraltopography 

の知識をもってすれば上肢神経幹腫蕩手術の際に術後の

神経学的脱落症状の予知はかなりの程度まで可能であり ，

外科的処置)]1/・の決定にも有益であると汚える.
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56 正中 -尺骨神経縫合術術後成績の検討

吉沢 英造 矢部硲 池田彬 城所靖郎

山 根宏夫 内西兼一郎*

昭 35年より 43年までの 9年院に慶大整形外科で端 5ヵ月である.損傷部位は高位 4例 7神経，中間位 2例

h縫合術後 l年以上を経過した正中 ・尺骨神経損傷は52 2神経，低位 18例 21神経で，低位損傷が圧倒的に多い.

例 61神経である. うち直接検診しえた症例を表 lに示 受傷原因は c!eancutによるものが 85%以上を占め

す.我々は今回その回復状況をしらべ Highetの基準 ている

に従って評価し，検討した. 術後成績の分布を図 lに示す.正中神経 M3・S2+以

術後経過期間は最短 I年，級長8年9ヵ月，平均 3年 上，尺1I"神経 M2+'S2+以上を usefulとすると，正中

れ
手術

性 左
。

損
腿

損 Clean. 損
{お cut 傷 傷

時 右

:1別
神 I~ 高

の

511) 経挫滅 有
感 染 知t

No.l I 15 I♀ 左 MU  + 

2 58 合 右 fI 11 X I 11 + 

If 1王 11 11 。高

4 ' 7 11 11 11 11 。 11 

♀ If 
11 " 

。IJf + 

6 I 36 会 右 11 fI 。M U  
+ 中低

7 42 11 If 
If " × 低 + 

8 30 11 11 。軍1叫当』・

9 28 11 11 M H 

10 15 11 11 If 中

11 16 11 11 {正

12 28 11 11 。 If 

13 11 11 11 11 + 

14 11 左 lf1 
11 + 

15 42 11 右 11 。 11 + 

16 18 11 左 11 。 1/ + 

1/ 右 11 。 11 + 

18 I 21 11 11 11 。 11 I + 

19 43 11 11 十

20 18 11 11 I X 1/ 

21 12 11 右 11 。 11 + 

22 24 11 11 11 

23 3 11 If 11 I 0 11 + 

• E. Yoshizawa， Y. Yabe， A.lkeda， Y. Kidokoro， H. Ya-
rnane:慶応義塾大学整形外科;K. Uchinishi :伊勢崎市立

病院(伊勢崎市述取町). 

表 l

前 除後
期長経中骨

(rnrn) 間過 | 述 | 知 | 巡 | 知
年 月 M V 年月 動 党 動 党

|;ooM41 3 1M2 l 

53Ml S4|M3 s 
5 1520 13 1 M2 53+ M2+52 

2 20 17 I 3 7 I M4 I S 1 加12I S 1 

2 21 ~: 1 ~ :~ I ~: 1 -S"2 

4 40 1 8 M2 S 1 

5 15 7 3 M2 s。。20 3 8 Ms S唱

11 20 4 。Ms S4 

2 10 2 0 Ms S4 

2 15 3 M4 S4 

2 2 7 M2 S 2+ 

5 13 2 10 Ms S3 

5 13 2. 11 Ms S4 

3 1 9 M2 S 1 

20 。 Mo SO 

8 20 3 8 M3 S4 。 5 4 3 M3 S4 

3 20 7 M3 S3+ 。 5 3 8 M3 SJ+ 
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・尺干1神経損傷それぞれ 58，8%， 53， 3 %に useful以

上の回復をみ，ほ Y完全回復といえる Ms・S4まで回復

したものが，正中神経損傷の 4例にみられる， Useful以

上に回復したものはすべて手術時年令が 40才未満で，

うち 76%が術前期間6ヵ月以内のものである.術前期

間が l年以上で useful に達した症例は I例もない.

Usefulに達しなかったもので術前期間 6ヵ月以内のも

の II神経あり，うち 8神経 73%が 40才以ヒの高令

者である.

径i時的筋屯図所見を complex および reinnervation

vollageの出現時期とその後の筋工11図変化から，順調，

遅延，不調の 3段階に分け，運動評価と対比させると，

正中 ・尺什事11経J負傷とも順調な経過をとったものほど運

動評価がよい. しかし筋電図上同じ順調な経過をとった

例でも，正中神経損傷より尺'I'j-神経損傷のほうが運動評

価が低い

調査時の強さ時間I曲線を，健側と同じもの，移行型，

右上方偏位の 3群に分け，運動評価と対比させると ，強

さ時間曲線がほ Y正常になったものは 12例中 II例ま

でが useful以上の評価を受けている.

終末伝導速度を飽側との比l阪によってぷわし，運動評

価と対比させると，健側の 70%以上まで終末伝導速度

の回復したものは l例の拘紡の著明な正中神経縫合例を

除いて他はすべて useful以上の評価を受けている.

知党神経伝導速度の測定を 10数例に試みみたが，明

らかな sensorynerve action potentialとしてとらえら

れたものは 4例の useful以上に回復した症例のみで，

健側有志の差を認めなかった.

考 察

運動，知党の回復の重要性は，正中神経損傷と尺干l'神

経損傷とでは少しく異なる.図2は運動，知党のそれぞ

れについて正中 ・尺骨神経損傷の凶復状況を比較したも

のである.知党に関しては正中 ・尺骨神経J只傷ともほ1('，

，
 

d' 
d' /

 ，
 ，
 

，，
 

，，
 

s' 

，
 

，，
 

， ， ， 

Mo M， ?vl，. 孔1， i¥1，. l¥1，恥1. j¥I， 

図 2.

同級な分仰を示している.しかし正中神経損傷の場合，

Zachary， Nicholsonらのいう usefulの下限である S2+で

は pickingup testでも物体認知テストでも十分な成績が

得られない.正中村!経領域の知1J:は他領域のそれより重

要であり，ほゾ正常に回復するまで忠者の満足は1.;Jられ

ない.-}j運動に関しては正中 ・尺骨神経損傷の聞で回

復状況に大きな差があり ，尺骨神経の回復は最も良い症

例でも M3にとどまるのに比し，正中神経は Msまで回

復した症例がある 知党が良く回復し，筋電図上でも順

調な経過で，第 l背側骨間筋にも回復がみられ，強さ時

間曲線も健側とほ Y同じまで回復し，終末伝導速度も健

側の 70%以上に達した症例でも， M.P伸展位で小指を

内転できるものはなかった.尺fl'神経の場合は，正中神

経の母指球に対応する小指球のほかに，さらに末梢に位

置する骨閑筋まで回復し，しかも十分な機能の分離とか

なりの筋力が得られなければ良好な成綴を得たとはし、え

ない.すなわち正中神経損傷では知党がむまで回復し，

尺'fj'神経損傷では運動が M4まで回復して初めて患者の

満足が得られ，真の usefulrecovery といえる.いL、か

えれば，正中神経損傷では知党の面で，尺ff神経J負傷で

は運動の函で高度な回復が要求され，それが一般的に正

中 ・尺骨事11経損傷の予後が不良と L、う評価の根底にある

と思う.

結語

我々の教室における正中 ・尺骨神経J員傷端々縫合の成
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績は，sueful recoveryが正中 ・尺骨神経縫合それぞれ

58.8 %， 53. 3 %，ほY完全回復例は正中神経縫合の 4

例 13.3%である.しかし受傷後6ヵ月以内に縫合した

40才未満の症例はほとんどが useful以上に達している.

経時的筋電図の良し悪しは成績のそれと比較的よく 一

致し，回復過程でその予後をある程度予測し得ると考え

る.

調査時の強さl時間曲線および終末伝導速度の回復状況

は運動評価と割合よく一致している.

Highetの評価基準は運動3平価基準に具体性 を 勺え，

正中神経領域知党回復の基準として S5を追加明示すべ

きかと5考える.

正中神経損傷では知:1!の面で，尺骨神経損傷では運動

の面で，それぞれ ら.M4以上の回復が乎の機能上要求

されており ，か〉る妥求が一般的にいわれている予後不

良とL、う評価の一因を成していると考える.

質問 難波(長崎大整形)

神経縫合の予後を支配する因子として，受傷の状況，

受傷より治療までの期間のほかに年令が大きな因子とな

ると，思う.

1) たYいまのご発表で，ほY完全に近い回復を示し

た4例の年令はL、かん ?

2) 図表で 2才前後の者が何例かあったが，これらの

ものの予後成績評価はどのようにされたのか.

答 吉沢

例数があまり多くないため，細い年令区分の間での成

績の違いを分析することはあまり意味がないと考え，今

回のような 40才という，お h まかな線が引かれたわけ

であるが，例数がもっと多くなれば，この線はもう少し

若い年代に移動するのではないかと考えている.また，

10才未満の症例では成績が非常'に良好であった.

57 末梢神経欠損に対する pediclegraftの経験

野村進 山田浩 東田紀彦 安元三郎

小林茂信 城石栄夫 本田盛貞 島 厳水

末梢神経に大きな欠損を生じた場合，これを修復する

には従来いろいろの方法が用いられてきたが，現在臨床

的には等径の自家遊離移舗法や，自家 cablegraft法が

用いられるのが一般のようであるー

しかしこれらの方法ではその治療成紛は端々縫合に比

し著しく劣っている.また移植片採取部位に新たに神経

欠損を生じるし，さらに移植術に失敗した場合は，新た

に神経欠損を作るだけに終ることにもなりかねない.

我々は前回損傷せる神経自体を用いて，しかも lヵ所

の縫合で欠損部を修復する方法を検討し，古くは Letie-

vantが臨床的に用いて以来 Stool叩 y らにより利用価

値はないとされるも Mackenzieにより 成功例を示さ

れたりした nervef1ap法について再検討した.

すなわち実験的にウサギ膝骨神経を用い nerve f1ap 

• S.Nomura (助教授)， H. Yamada， N.Higashida， S. Ya-
sumoto， S. Kobayashi， H. Siroishi， M. Homda， 1. Sima 
: ~金沢大学整形外科.

法を施行し，神経再生状態を検討した.その結果，同径

の自家遊離移砲や cablegraftに比し神経の再生，ある

いは血行回復状態も良好であり， f1apの central necrosis 

も認められなかった.

そこで今回は当科で臨床的に nervef11p法を胞行し，

l年以上を経過した症例についてその治療成紛を調査し

た.

手術方法

欠損神経の近位端と遠位端を健常な funiculusの現わ

れるまで切除し，その末梢側神経幹より欠狐範囲の長さ

だけ縦断半切し，断端部を切離せず弁状として中枢側へ

反転 し，中枢側断端部へ 2~3 針で縫合した.

図1.
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また，筋萎縮の回復はあまりみられず，特に lotnnslC

muscleの萎縮の回復は不十分であった.なお症例数も

少なく断定はできないが，正中神経にA>:iょを施行したも

のが，尺骨神経に施行したものより成結良好であった

(衣 1) 

症例 4 坂0，32才，児.

7万Vの高圧線にふれ右liir腕に開放創を受けた.受傷

3ヵ月日に当科受診し有茎皮鉾により皮膚移値施行.M.

P.関節過仲展， 1. P 関節屈曲，母指内転イ立で，正中

村総領域に知党脱失し，尺'丹神経には知党鈍麻を認めた.

正中神経は約 4cmにわたり癒痕化していたので切除

し，中枢側よりの反転排形成を行ない 2針縫合した.尺

'1'1-神経は肉限的にも正常であったので特に処置は施さな

かった

良転反梢末上経神骨検折骨。奥8 

術後2ヵ月半で危k況がわずかに回復し，術後8ヵ月目

には中指尖端部に知党脱失を呈するも他の正中神経領域

には術党，触:1'[の回復をみた.筋力もや〉良好となり書

字可能となったが母指対立位がとれず，後日母指対立の

再建術を施行したー

考察

Sunderlandも述べているごとく，本法は理論的には

粘確度の高いものではないが，神経移植術の成績の良好

でないことから施行したものである.

Young， Holmes & Sanders (1940)は神経移組術の

成絞の不良な原因の lつは，移組術では縫合部が 2ヵjifr

に存在することにあるとしている.縫合部 2ヵ所のうち

中継側のものは再生線維の構造から機能再生に必要であ

ろうが，末梢側縫合部は再生線維の通過を阻古するであ

ろうことは Bsteh (1953)，伊う (1967)も述べているし，

神経分自主等の関係上，末梢側反転鉾形成不能の場合は，

中枢側より同線な反転弁を形成し，末梢側断端部へ同線

に縫合した(図 1， 2) 

治療成績の判定

治療成績の判定には徒手筋力テストを月]l、British

Nerve lnjuries Comittee のものを基準として作製した

方法をそれぞれ各神経別に利用し，運動機能を判定した.

また，知党についても同様に BritishNerve lnjuries Com-

ltteeのものを使用し， その回復状態を検索した さら

にこれら運動，知31の成結と筋fE関や愁訴を加味して総

合判定基準を作製した.

症例

症例は 8例， 10神経であり，そのうちわけは正中神経

5，尺'Fl'IlI'経 3，様骨神経 1，勝十j神経 lであった.

原因7JIJ分短ではカザラスおよび金lliによる挫創が5例で，

他は骨折，電撃，火傷によるものであり，それぞれ l例

ずつあった

手術方法では中継似.IJ反転法，末梢側反転法ともに 5神

経ずつで，神経欠鼠範囲では I長短 3cm，最長 7cmで

あり， 8{同l中 6例に1r.腿あるいは動脈の損傷を合併し

ていた.

治療成績

本法胞行例の治療成績は縫合術に比し劣り，良 7神経，

可 2神経，不可 l神経であった.

本法では知J[の回復は運動の回復に比し良好であった.

図 2.
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我々も同様であろうと考えている.

Nerve flap法は実験的に Huber (1895)， Guttmann 

(1942)が施行して再生は起こらなかったとしているが，

我々の前回の実験では(1967)移植部の血行や，再生線

維も良好な状態を示した.

また，nerve flap法でも末梢側の反転のほ うが中枢側

反転よりも実験的には良成績を得たが，今回の臨床例で

は症例も少なく有意の差を出し得なかった.臨床面では

その外傷の大きさ，延いては神経周囲の癒痕状態，また，

他の腿，血管損傷の有無，さらに flapの長さ等もその

治療成絡に関係するであろう.

今回の臨床成績と前回の実験成績を比較した結果

ncrve flap法では運動神経のみ，あるいは知覚神経のみ

といった単一の神経，あるいは比較的 funiculusの少な

い神経には良好な結果を得たことは縫合術の場合に比し

著明であった.

結 語

末梢神経欠損に対し nerve flap法を試みた.症例は

8例. 10神経であり神経欠損範囲は最短 3cm，最長 7

cmであった.その治療成績では縫合術に比し劣った.

本法を正中神経に施行した例では，症例が少なく断定は

できないが，知党の回復に効果をみた.小手筋萎縮の回

復は困難であった.

然存在意義があることと考えられるが，実際症例の経験

によると gapのある神経を縫合するため，また Strange

法を行なうときなどかなり extenslveな strippingをす

るが，良好な成績が収められる.また，このようなとき縫

合直前，断端を新鮮化してみると断面から強い出血があ

り，良好な神経内血行が推定されるが，同時にsegmental

blood supplyは相対的に重要性が少ないように考えら

れる.

追加 津山(東大整形)

1) 演者のいわれる方法を試みて優秀な成総を得た梼

骨神経損傷の例を経験している.再生線維が連がる可能

性が少ないのではなL、かと思われるが実際には再生軸索

を導いていく効果があるように思う.

2) しかしできる限り端々を縫合するべきで，広汎な

stripping， mobilizationも辞さないで端々縫合する方針

を取っている. Strippingや mobi凶iliz氾za山tlO叩nが神経幹に血

管障害を起こし中心性壊死をきたすか否かについては教

室の服部の動物笑験では wrapp戸in暗gをしないで st廿tri吋ippin】

しただけでは神経内血行はさほど障害されないという結

果をf得尋ている.

斎藤(成田日赤整形)

末梢神経損傷時に perineurium および変性神経の

basement membraneの emptytube が再生神経線維の

伸びる道として大切であることを動物実験で示してきた

質 問 山野(大阪市大整形) が， Nothanielや Thomasが示したように，変性神経の

Pedicle graft は Strangeの Volkmann などに行な basement membrane in endoneurium 中に collagen

われてきたものにいわれているようであるが pedicle fibersを新しく形成することが再生線維の末梢側へのす

graftに含めて flap法をいわれるか. すみに影響があると考える.これらのことより末梢側反

渡辺(新大整形) 転が良い成績であることは興味深い.中枢側反転時には

梢中11経で funicularpatternが問題になっているが， 直ちにその神経を縫合するか，または反転後，wallerian 

2本に splitする場合 funiculusをどのように注意して degenerationが一応完成されて縫合されるのか.

処理するのか 次に反転部位での再生神経線維のつながりがし、かに

反転部の axonの1'1Jびはどういうふうになるのかお問 perineurium と変性神経の basement membrane の

きしたい emptytubeの中に進入するのかご教示願いたい.

平沢(京府医大整形) 発 言 諸富(京府医大整形)

神経再生に対して segmentalblood supplyの影響が 神経の欠損に対しては pediclegraftのみならず，

考えられるが，栄養血行の煩傷による機能回復の相違が transplantationの方法等もらる ，またこれらの graftの

認められたかー 完成には血管の問題も重要である.我々の教室でも resi札

大きな神経欠損においては栄養血管の煩傷による影響 注入によってこれを追求し，先回の日整学会でも発表し

も三考慮すべきではないだろうか. ている.移植では segmentalblood supplyが重要な役

発言 田島(新大整形) 剖をしているようである.

平沢先生に対して Pedicle gra仇ではどう であろうか.

末梢神経が自然の状態で segmenledblood supplyを 答 東田

もっていることは事実である もっている以上それは当 1) Sunderlandの Nerveand Nerve lnjuries， Living 
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stone， LTD中には pediclegraftingの項目の中に本法

が述べてあったので使用した.

2) 臨床時には術後の血管の状態は特に調査していな

L、.

3) 我々の実験的結果からは distalnerve f1apのほう

が proximalのものより 良好であり ，また理論的にも肯

定できょう.
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m.協同研究

手の外科における治療成績の機能評価

神経損傷についてA. 

末梢神経損傷修復手術の成績評価1 

一一一補助的診断法を主として一一

徹也*

表 2.徒手筋力テストで 1，2， 3と判定された

例で，筋m図で随芯収縮活動電位を認め

ないもの(対象277例)

原

'
i

n
ノ-。
4

η

4

F

3

R

d

A
仙

A
F
3

Deltoideus 

Ext. pollicis longus 

Ext. digitorum communis 

Opponens pollicis 

Abductor pollicis brevis 

Interossea dorsalis 

Abductor digiti quinti 

Tihialis anterior 

筋力

26例 (9.6%)

3 

Brachialis 

Hiceps brachialis 

Ext. carpi racialis 

Abductor pollicis brevis 

Abductor pollicis longus 

T nterossea dorsalis 

末梢神経損傷に対する治療の成績判定規準としては，

運動，知党ともに各種の用具を用いて細かL、段階づけを

行ない，その成績より綜合判定しようとするいきかたと ，

日常ルーチンに行なえる検査法で必要にして十分な判定

規準を設けようとするいきかたとがあるが，我々は後者

の立場に立つてなるべく実用的な成績評価法を作ろうと

した.

1.運動

a)徒手筋力テスト :Lovett法による徒手筋力テス卜

で個々の筋力を 6段 階 (5より 0)に分け，我々独自の

筋力表に記入する.特に個々の筋の独立運動の可能性に

注意する.

b) 筋電図検査 ..徒手筋力テストでは習熟した人でも

誤った判定をする可能性があり，我々の検索では Oと判

津山直一

筋力
2 

表 1 徒手筋力テストで COJと判定された例

でも筋m図で随意収縮活動電位を認めた

もの (対象277例)

8例 (2.9%)

2 

Triωps brachialis 

Abductor pollicis brevis 

Opponens pollicis 

I Abductor d引 iquinti 

Interossea dorsalis 

筋力

3 

6例 (2.2%)

'
I

nノ
h
n
4
p
h
d
p
n
n
4
E
J
'
i

ワ
-

Bicpes brachialis 

Deltoideus 

Brachialis 

Ext. digitorum communis 

Abductor policis brevis 

Opponens pollicis 

Abductor digiti quinti 

Ext. digitorum brevis 

Tibialis anterior 

定された例の 9.5%， 1と判定された例の 9.6%， 2 

の 2.9%，3の 2.2%に誤判定があり(表 1，2)，筋

電図所見が主要であることがわかる.簡易ポケッタフソレ

な聴診型筋電計を製作，常用している

26例 (9.5%)

本 N.Tsuyama (教授):東京大学整形外科;T.Hara:都立広

尾病院整形外科(東京都渋谷区恵比寿). 
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c)神経幹fE気刺戟試験 :神経支配の破絡の有無をおし

え neurapraxia要素の程度， Waller変性の最初期を

おしえるのでノレーチンに使用する.

2 知覚

a)痛党検盗のための針，ことに 3g， 1 gの重i止痛};t

31.，洋裁用ノレーレッ卜， 1.5g， 1 g， 0.5gの3種煩の Frey

の触毛 l品・冷JL用試験管，二点識別:1t用のノギス，振

動党用の音叉，粗 ・滑識/}IJ， 立体覚のためのコインを用

いる.

常に知:1l脱うた部より周辺に向けて知覚を感じ始る部分

をプロッ卜していく.個有支配領野の痛党の脱失は神経

幹の完全J員傷か，存かの判定に重要で，二点識別党は個

有領里f内に 1.5cm 以下の二点識別が可能であるか否か

を指標にする 痛党過敏(over-response)の有無も検査

する .皮胞の栄養状態 Tinel徴候も参考にする.

b) 発汗試験 :混合神経の損傷では発汗試験が他党的

判定として応用され得るが，知党回復のこまかL、modali-

tyとは一致しないうえ，細かL、発汗点をみる検査は複雑

であるー我々は直流皮膚電気抵抗値の測定をルーチンの

検査項目に加えている.痛党脱失域と直流皮膚電気抵抗

値の上昇が一致する場合には，神経幹の完全損傷が大で

ある可能性を認めている.

3 綜合判定

従来， 多く汗]l、られているのはイギリスの Nerve 

lnjuri白 Commilteeによる Highetの考案した知党およ

び運動のそれぞれについての判定規準であり，抜々もこ

れに準じてし、るが同法・は多少段階づけが細かすぎると思

われるので次のごとく改変した段階づけを用いている.

運 動 優 ・支配筋が完全回復またはすべての E安筋

が抵抗に抗し得る十分な筋力を獲得し，巧級 ・独立運動

が可能なもの(巧徴性には苫写，整容，着衣，ホケット

内のものをつまみ出し，ピンの盆あけ，かさf閉め，ハン

7 ー操作などをスムースに行なえるかどうかを参考にす

る). 良 :中枢側，末梢側の支配筋機能が回復し，すべ

ての主要筋が抵抗に抗し得る十分な筋力を獲得したが巧

綴性を欠き，独立運動が困難で massmovementや cross

innervation が認められるもの.可・中継側，末梢側の

両主要筋に らir3. 程度の筋力回復をよZめるもの.不可 :

収絡をまったく認めないか，中枢側の支配筋のみに fair

以下の回復しかないもの.

知覚 優 :個有支配領!llHこ表在性樹党と触党が回復

し overresponseがなく，局主E識別可能で個有領聖子に二

点識別可能なもの.良 :f[i，i有領野に表在性痛党と触覚が

回復し ovcrresponscがなく，局在識別可能であるが，

二点識別，粗滑判別が不能なもの.可 :個ヰT領野内にあ

る程度の衣在性痛覚と触党の回復がみられるが ovcr

responseの残るもの目不可 ー個有領里子に知党脱失または

深在位痛党のみ回復したもの.

日常我々が常用している手投ーを 16mm映画で供覧し，

徒手筋力テストの過誤と筋屯図の有用性 ， ~さ期間山線

法，神経幹伝導試験，直流皮膚電気抵抗試験，知覚神経

活動電位導出法などの怠義につL、てilliべた.

質問 山本(京大盤形)

EMCについて 質的回復についての EMCによる

知見をご教示願いたし、 私は長期の follow-upには ro-

u:lI1eは行なってし、なレ.

追加・答 津山

1) 筋屯図は最少イT連続性神経支配の傑知に役立つが

筋力の段階っ・けには役立たない. Trick movementを凡

やぶるうえに力があるのであって高い段階づけには必要

なし¥

2) 神経幹電気刺伐試験は神経支配の破絡の有無を簡

便に教えるので routineの検査としてよい.Neurapraxia 

要素 ¥¥'aller変性の第 I期を最も早く教える利点はあ

るが状態診断に役立つのであって成績の段階づけには無

意味である.

3) 要するに電気的診断法(伝導速度測広を含め)は

成総評価の際の基礎的引項の探知には役立つが段階づけ

には役立たない.
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2 手の末梢神経損傷治療の成積評価の実施法と その意義

山本潔 上羽康夫ネ

手の末梢神経損傷による機能障害は社会生活および日

常生活において重大な意味をもっており，その治療およ

び治療成績の判定には特別な考慮、が払われねばならなL、

と思われる.

我々は 1964年以来 funicularsutureを臨床に応用し

てかなりすぐれた成績を得ているが，その治療成績の評

価に際して合理的な基準がなく ，世界に共通する基準の

必要性を痛感している.このような観点から自験例に基

づいて手の末梢神経鋲傷治療の成紋評価の実施法とその

意義について再検討を加えた.

検査法について

我々が通常行なっている検査は次のようなものである.

運動機能検査としては徒手筋力テス~ (MMT)， intrinsic 

rnetel による筋力測定 gripping function (precision 

grip， power grip)，知党機能検査としては touch，pain， 

2点識別党 (2 PD test)， sandpaper test， picking up 

test， gripping function (precision sensory grip， gross 

grip)，日ve-ohjecttest 等である .なお，発汗機能検査

としては ninhydrintest， cohalt chloride testを行なっ

ている.

症例について

症例は 32例， 42神経であり，そのうちわけは正中神

経損傷 10，尺骨神経損傷 18，指神経損傷 14である

症例には青少年層が比較的多く含まれており ，全症例の

平均経過観察期間は 32 ヵ月である.

研究方法および治療成績について

全症例を直J:&'検診して ，前述の検査成績とともに忠者

による評価も参考にした.まず，手の運動機能評価とし

ては MMT，intrinsic rneterによる個々の筋力測定とと

もに pinch，opposition等の基本的動作時の力も測定し

健側と対比検討した.さらに形態的にgrippingfunction 

を観察して機能評価の参考4にした.なお，予の運動機能

の評価を行なう場合，合併損傷，拘縮および変形の有無，

さらに intrinsicrnuscleの anornalous innervationが

重要な問題になるが，これらについては各症例ごとに十

分留意して機能評価を行なった.次に知党機能の評価に

は前述の知党機能検査を各神経の特殊性に応じて組み合

* K. Yamamoto， Y. Ueha :京都大学整形外科.

せて施行し，いわゆる tactilegnosisを重視して成績評

価を行なった.なお，発汗機能検査は全例に施行した.

さて，前述の諸検査の成績を忠者の評価を参考にして

詳細に検討した結果，運動および知党機能回復について

の useful gradeは次のように決定するのが適当と思わ

れた.すなわち，運動機能回復の useful grade として

は，個々の筋力および基本的動作時の力が健側に比して

約 50%程度の回復を示すとともに，形態的に比較的良

好な grippingfunction の回復が必要とされる.また，

知覚機能回復の t:，efulgradeとしては， 2 PD value 12 

~ 1 5rnm 程度 ， paln約 12g前後 sandpaper test 

NOG 180，日vc-ohjecttest 3~4程度の回復があれば，

gripping function も比較的良好なので，これらを基準

としてよいと思われる.以上のような usefulgradeの

基準にしたがって我々の症例の成績を判定した.Useful 

gradeに達しているものを(+)，回復は認められるが，

useful gracleに達しないものを(::l::)，それ以下の成績

のものを(ー)で表わすと ，各神経別の成績は表 Iに示

すとおりである.表中( )内の成績は Highetおよび

Zzcharvの基準に従った場合のものを示している.特に

知党回復についての成績にかなりの差異が認められる.

考察ならびに結論

末梢神経損傷治療の成績評価は主に Highet および

Zacharyの恭準に従って行なわれているが，手のような

精細な機能を有するものの機能評価の基準としてはなお

不十分で為る.

そこで手の末梢神経損傷治療の成績評価の実施法とそ

の意義について我々の意見を要約して述べてみたい

1 ) 運動回復の評価は個々の筋の回復についてのみな

らず，手全体の機能について行なわれる必要がある.こ

の場合，合併出傷，拘縮の有無，小手筋の異常神経支配

等が当然問題になるので，各症例ごとに十分留意して成

絞判定を行なう必要があると考える.

2) 運動回復の usefulgrade としては，側々の筋力

および基本的動作時の力が健側に比して約 50%程度の

回復を示すとともに， ROMの評価として形態的に比較

的良好な grippingfunctionの回復が必要とされる.

3) 手の知党はその把持機能にとって特に重要なので，
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表 1 治療成 績.

Median nerve 
l}河fulness

1¥lolor (%) Scnsory (%) 

+ 50 (70) 50 (70) 

± 20 (10) 10 (10) 

30 (20) 40 (20) 

Ulnar nerve 

Motor (%) Sensory (%) 

61 (72) 50 (83) 

22 (17) 17 ( 6) 

17 (11) 33 (11) 

Digital nerve 

(%) 

71 (86) 

22 (14) 

7 ( 0) 

駐()内は HighetおよびZacharyの基準に従った場合の成績.

表 2 正中神経損傷の治療成績判定基準.

Grade 

F、/ornmal
Excellent 

Good 

Fair 

Poor 

Failure 

お10torrecovery 

Precision 2 PD 
1 1… l¥1M T  meter 

(%) gnp (mm) 

5 85< + 4~ 

4 85~60 + 8~ 

3 60~40 +(:t) 12乙

2 40~25 ± 20孟

25~10 30孟。 10> 30< 

Picking-up test， gripping function 
+ Norml or almost normal 
:t Slightly or moderately abnormal 
- Obviously abnormal or unable 

Sensory recovery 

Pain Sand-
Picking-up 

Gripping function 

OpaG per test 
(g) (NOG) Prec山 onI Gross 

4~6 320(240) + + + 
8~ 240 + + + 
12孟 180 +(:t) + (:t) + 
20孟 120 (100) :t(一) ± + 
30孟 80 ± 

30> 80> 

表 3.尺骨神経損傷の治療成61判定基準.

Grade 

Normal 

Excellent 

Good 

Fait 

Poor 

Failure 

h1010r recovery 

MMT 12;::私)
5 85< 

4 85~60 

3 60~40 

2 40~25 

25~10 

。 10> 

Powre grip 

Power grip 

+ 
+ 

+ (:t) 
± 

+ Normal or almost normal 
:!: Slightly or moderately abnormal 
- Obviously abnormal or unable 

知党機能検査の実施およびその成績評価は十分精細に行

なう必要が為る

4) 知党機能検査として我々は 2PD testを最も重視

しており ，2 PD、alueの回復を知党回復の指様として

よいと考えている.その意味で 2PD ¥'2.lue と他の諸

検査の成績とを対比検討した結果，2 PD test のほかに

pain， sandpaper te5t， five-object test， picking up test， 

11 

Se日出ory recovery 

2 PD (mm) ! Pain (耳)
Sandpaper Five-ob. 
(NOG) ject (05) 

4孟 4~6 320(240) 5 

8孟 8孟 240 5 

12~15孟 12;三 180 3(4) 

20~ 20孟 120 (100) 2(1) 

30~ 30~ 80 

30< 30< 80> 。

gripping Cunction test 等が有意義な検査であると 考え

られた.

5) 2 PD vduc 1 2~15 mm， p剖 n約 12g，sandpaper 

日5tNOG 160、five-objecttest 3 ~ 4程度の回復があ

れば，gripping Cunclion lestの成総も比較的良好なの

で，この程度の回復をもって知党回復の useCul grade 

としてよいと汚えられる.
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6) 運動およひ.知党回復についての useful gradeお

よび患者による評価を参考にして表に示すような治療成

績判定基準を作成した (表 2，3). いまだ症例数も少な

く問題の生ずる部分もあると恩われるが，この基準で手

の機能評価を比較的正確に行なうことができると思って

いる.

質問 吉沢(慶大整形)

私たちは一般演題の中でも報告したように，尺骨神経

損傷例で示指の内外転特に外転がよくできるような症例

でも，小指の内転が M.P.仲展位で不能なものが大部

分であった.回品先生(新大)，山本先生 (京大)は尺骨

神経の回復基準として abd.dig. V と 1st.dorsal inter-

seusを代表にとっておられるが，私たちは 1IIrd. vo~ar 

interoseusを高度回復の指棋になり得る と考えている.

この点についてご意見お聞かせを願いたい.

答 山本

たしかに fingerの adductionの recoveryには不満

足なのもが多いが，useCul gradeを決定するには finger

の abduction の回復でよいのではなL、かと思われる.

Adductionまでを含む場合にはほとんど completeに近

いものと判断している.

発言 田島(新大整形)

1) Wien 大学 H.Millesiを委員長とする末梢神経

回復度の e、叫uatlOnの subcommittec の現在来を紹介

したそれは atrophy， muscle power， sensitivity， 

parestheria-painの諸要素について評価し正常を 20点

として計算するものである.かなり複雑であるが Com-

puterにかけられるように配服している.手の綜合機能

の立場から sensitivityの 100%の回復に対する評価も

神経によって同じ点数ではない. すなわち disability

evaluationの要素がはいってし、る.

2) 私は disabilityevaluationをする前に純粋な医学

的見地から motor.senso ry の回復度を正当の~%と評

価することがまず第 lの evaluation でなければならな

いと考える.すなわち rad旧 li s の知~'tも完全回復すれば

100 %， medianusのそれも完全回復すれば 100%であ

る.それぞれの 100%回復が手の綜合機能にどれほどの

重要性があるかを考慮、した評価は第 2段階として当然必

要となる.

3) 私は山本先生の強調された Mobergの “Tactile

Gnosis"について以前から疑問をもっている.T.G.がよ

いということは温度党，触党等すべての知党のmodality

がみんな良好であるということと同じではないかと考え

る.あらゆる知党の modalityがみな良好であればそれ

らを受けた脳の知党中枢における stereognoslsも当然よ

くなり，ふれたものズパリをよく判別できるようになる

一一これが Mobergのいう tactilegnosisではなL、かと

思う. それは必ずしも twopoint discriminationとの

み parallelではない まして picking-up test (練習に

よって成績向上)や sweating(自律神経の回復に依存)

がその指標とはならないように思う .以上の理由で私は

finger pulpの機能としての“gnosis" の存在をうたが

う.もしあるとすればそれは中枢の機能に用いられる

“gnosis" としづ言葉を用いることなく stereoesthesiaと

するほうがよいのではなし、かと思う .
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B . 膿 損 傷 について

1 屈筋腿修復術の評価法について

山内裕雄 中村修司 点目宣明

阿部 績 南条文昭 栗村 仁本

屈筋腿修復術の手術成績評価法については，3在家によ

り種々の評価法が促11昌されている.これらの評価法の再

検討のため，致々の手術例の一部をこれらのJj法にあて

はめ，さ らに筋力，つまみ動作，その他の動作の際の指

の働きなどを調査した結果を報告する

評価方法

Littler法 :臼動屈111:1時の M.P.， P. I. P.， D. 1. P 関

節の屈曲角度和で excellent には完全伸展を要求され

る.

Boyes 法:指先手学問~12縦により，多数例の検討では

症例の%表示を用いる.

White法 :屈曲角度和・指先手掌問距離，l'中皮角度和

の綜合で，屈llll角度和は Littlcl・法よりかなり 1rくなっ

ている.

Van' t Hof. Heliple法・指先手当主間距離と仲展不足

距離の和による.

Harrison法:指の手掌到達点より近位指自由渡までの

距離を用いるが，成績不良例では手掌;に到達不能のもの

が多く ，適用が限定される難点がある.

Vardan・Michnn法 :指先手掌間距離を基本とし，手

掌到達可能，不可能の併に分けて評価する

Lindsay. McDougall法:White法の伸展角度和のか

わりに，簡単な機能評価を加える

ピンチおよびおさえ力 -血圧計式7 ノメーターで計っ

fι 

指屈曲スピード :血算用カウンタ ーを用い 30秒間の

カウ ント数を計った.

指長計測 指先手:主間E巨縦などの長さでの評価に，手

の大きさの補正が必安なため，中指長を計測した

基本動作 :s字，食事，ボタンはめ，紐むすびが可能

か不可能か，損傷指を用いているかどうかをしらべ，そ

のほか不便を感ずることなど主観的評価も合せ調査した.

• Y.Yamauchi(助教授)，S.Nakamura， N.Sanada:)1頂天堂

大学技形外科ー 1.Able， F. Nanyo， H. Kurimura 東京大

学整形外科.

図1.

円錐つまみ:どの程度の直径のものが損傷指と子学の

問でつまめるか，またどの程度大きいものが母指と損傷

指でっかめるかをみるため灰1Iのごとき円錐を作った

直径が 0.5cmずつ印してあり，最大つまみ 4点と最大

つかみ点との聞が，その指のいわば有効範囲となる.

X線による滑動距雛測定 最大伸展位と最大屈曲位で

側方X線をとり，移紐i腿の近{立縫合部のワイ ヤーの移動

距離を計ったー屈Elllによるワイヤーの変形や，多数指民

傷で指とワイヤーの伺定困難や，癒着主IJ離の際摘出され

ていたりして，計iRIJ可能例は少なかった.

調査対象

2才から 67才までの小児 10，成人 12名で，単指m
傷13，多数抱損傷 9名，総数は 37である.母指では言者家

による評価法の基準が屈[llJ角度であり ，Jj法そのものに
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図 3.握力.

L‘ 

は大差がないため長母指屈筋鍵例は対象としなかった.

調査結果

前述のごとく，小児では距離での評価の際には補正が

必要となる.この点は，我々は第 10回の本学会で小児

屈筋鍵裂を報告した際問題としたが，本調査では，成人

12例の中指長の平均値と，個々の小児例の中指長の比で

計測値を補正した.

Boyes法 :これによるカーブでは彼の 1955年の調査

例の状態の惑い例でのカーブにほぼ一致し，我々の調査

例の約半数が小児であった点を考慮、に入れても ，まこと

に不満足な結果であった.

Harrison法 .この適用の対象となり得たものは 37艇

中 10艇のみで，すべての症例を対象とするのには不適

当な方法と思われた.

上記 2法以外での評価法での成績を小児と成大に分け

てプロットすると図 2のごとくになり Littler法と

Verdan . Michon法では不.I1J:t;;多く .White 1，去と1

Lindsay . McDougall 法は割合近い分布を示すが， 後

者に少し不可が多く Van'tHof. Heip1e 法には良が

多くなり，これらが諸法の中で一番甘い評価法といえる.
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のおのをむすぶ.この例では屈曲はいまだ相当に不全で

あるが，l'中皮はよく P.1. P 関節に 10。の屈曲拘縮の

あることを示している この表示方法は，症例の現状を

知るためには使利であり ，経過を追っての評価には円錐

つまみと同様に有用である.

まとめ

評価の目的としては 2つのものがある. 1つは個々の

症例を術後経過観察するためと，次いで多数症例を同時

評価するためのものである.前者では長さを基準とした

方法が許され，かつ簡便であるが，後者では長さの評価

には補正値が必要で，そのために角度を基準にしたもの

のほうがよく ，我々の調査結果の印象として，White法

か Lir油 ay. McDougall 法がよ いと思われた.後者の

機能評価には指による差が大きく ，この点前者ではその

かわりに伸展角度利を用いているので，客観的評価に過

していると忠iう

科タト耳5整巻 21・号 II 974 

発言・質問 田島(新大整形)

演者の評価法の図形のかわりに histogram ではし、け

ないか，図形では M.P.. P. 1. P.， D. 1. P.の距離のとり

方によって図形の 「かたち」がかわり ，返った lInpres-

SlOn をすることはなL、か P

手ムも演者とまったく同様に 自brosisの傾向の強い体質

を術前ある程度判別する testを発見することができれ

ば非常によいことと考える.

質問 山線(慶大整形)

関節に拘縮があったり ，指神経損傷とかが中等度また

はそれ以上にあって，厳密にいえば freegraftの適応が

ないような場合でも ，症例に よっては free grartによ

って少なくとも術前よりも子と して機能的によくなるも

のがある この場合，現在の言平価法では，手術そのもの

はかなりうまくいって腿も動いて くれていても成績は悪

くな るので，こう L、う点をも評価法の中に考慮されるぺ

きであり ，よし、お考えがあれば うか Yいたい.

答 山内

田島先生に 評価には騰の滑動を反映するための角度，

長さなどの田島先生のいわれるよう に medicalなもの

と，そのほか ADL， 職業などに関係する評価するもの

との 2つがあり， この両者を同ーのスケーノレに入れるの

はむずかしい.そのためには，点数制にして，swan neck 

変形とか disabilityとかをマ イナスしていけばよいが

このそれぞれの点をどうするかの問題になるであろう .

山根先生に.術前の状態、の評価への関与については

Boyesが示したように その状態をさらに評価し，そ

良
良
良

I
優

Littler 
White 
Van't Hof 
Verdan 
Lindsay 

Boyes 15mm 

Harrison 55mm 

。

0 

伸展

握力では!求人例の健側と忠側を調べると ，同 3のごと

く，下段の Lindsay'McDougall法での評価と比較する

と，手の左右を無視しているが，成績が良くなるほど忠

手と飽手との差が少なく なる傾向がみられ， 逆転してい

る例も ある.ピンチカでも同様で，良好例では浅指廊筋

腿がなくても ，十分l踏側と同等，またはそれに近い力が

出ている.小川でもほ、、同様の傾向がみられた.

指屈曲スピー ドでは，1也の評価法との相関はまったく

みられず，あまり幽らなし寸旨でも，主に M.P.関節の

屈曲でやっており，この点 extrinsicより intrinsicmu-

scIeの関与が大であるためと恩われた.

日常生活動作では，チェック項目においては予怨外に

不使さがなかった. しかし小児では動作が可能でも忠指

をあまり使っていない例が多く ，この傾向は示指の場合

に著しく ，一般的に他指での機能代償が大で，全体的と

して ADLの支障はあまりないということになる

特に不便な動作は慣れがあるせいか，成績不良例でも

あまりなかった.た Y患者は屈曲よりも完全仲展不全を

気にするもので，これは女性により強く，また示指に著

しい.この点手術の際の tenslOn決定に考慮すべきこと

と恩われる.

X線による腿十1t動距離を Van'tHof. Heiple i.よと比

較した.言十iIllJ可能例が残念ながら少なかったし，結果に

ばらつきが大であったが，成人例では一応の相|刻傾向が

認められた.

個々の症例の衣記泌すこ，我々は図 4のごとき図型を用

L、ている.各関節の自動 ・他動運動域をプロットし，お

80 100 

屈曲

円錐つまみ E 川町川山山川加川川一日とふ叶

(mm) 100 80 60 40 20 

60 40 20 

P.I.P.J 

D.I.P.J 

M.P.J. 

図 4.症例 12.24才，男，右示指.
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のおのおののグルーフ。について成績評価をすべきものと

思う.

発言 津山

小児の屈筋腿損傷については私自身最近の追跡を行な

っていないこともあり， 多少の不安をもっている. 腿縫

合については良好なことは磁かであるが鍵移値について

は少なくとも 1~2 才の子供について 4~5 才まで延期

するのもよし、かも知れない.

2 手指屈筋腿 損 傷

ーーその修復と評価の検討一一

鈴木勝己*

抄録にもふれたが，予指屈筋腿損傷で，昭 44，2月ー

以前に手術した症例について，まず概略を述べる

総計 134 例で，ほとんどが男子で 2 1 ~30 才に最も多

く， 指別では，示指が最高となっている 部位別では

Zone II が最も多く ，約半分が多指損傷であり，受傷

時，挫滅創で娘疫のあるものが約 67%である.また，

症例の約 60%が受傷後 1ヵ月以上経て釆院し，腿手術

としては遊離腿移植，腿剥離，端々縫合，腿移行，adv;.-

ncementの順になり ，綴痕の高度なもの 38例には，

まず液痕切除，午T茎組皮を行なってから，腿手術を加え

た.合併損傷として骨折は 10例にみられ， 93例に神経

損傷があり，そのうち 33例に神経縫合が行なわれた.

今回の呼出しで，直後検診できたのはり例で， Boyes 

法， Van't Hof & Heiple法によって成績を表示すると，

前回発表時より大きく低下した成績であり Van'tHof 

& Heiple法ではさらに忍い成績のカーブとなっている.

もちろん，単指損傷群のほうが少しく良い成績を示した.

屈筋腿損傷修復後の成績評価法としては沢山の試みが

古くからなされている.まず，臨床的に個々の指の評価

をする方法，子としての評価をする方法，アンケートに

よる方法，現行労災保険障害等級の方法の順に，白験例

を当てはめて検討していきたいと思う.

A.個々の指の臨床的評価法

発表されている沢山の方法の中から，Boyes法， Van't 

Hof & Heiple法， White法， Littler らの総合可動角

法を選び，私たちの試みた指尖軌跡法も述べてみたし、と

思う.

屈伸の際の指尖部の揃くカーブに可動域表示の手段を

• K. Suzuki :関東労災病院整形外科(川崎市木月住吉町).

求め，指尖軌跡長を指反で除してみた.成績の惑いもの

では円引に近い形であり，正常では特異な curve を示

し，子掌面に平行で接した基準線によって，過仲展も屈

曲拘縮も指長も同時記録される.各指について得た値を

むすぶと種々の曲線が拙かれる. D. I. P. J.だけを固定

して屈伸した値はやべ低下し P.I.P.Jだけを固定する

とさらに低い線となる.

Van't Hof & Heip!e法と Boyes 法および指尖軌跡

法を比較すると ，Boyes法では多指損傷例と単指損傷例

が重って分布しているが， Van't Hof & Heip!e法およ

ひ・指尖軌跡法では，多指損傷例が惑い値のほうにズレて

示されてくる Boyes 法の値より屈曲拘縮を加味した

Van't Hof & Heiple法が長い値を示すのは当然でゐり ，

Van't Hof & Heiple法で悪い値のものは，指尖軌跡法

でも，惑い{直のほうにいく傾向がみられた Boy国法か

ら右さがりで VantHof & Heip!eにむすばれた直線

は，過伸展による 7 イナス分であり ，<イナス値になっ

ても 0表示しかされていない.しかし，ある方法で良い

ものが他の方法で悪く評価されることもみられ，整然と

した対応は得られなかった.症例が少ないが，母指につ

いても， Van't Hof & Heiple法，総合角度法，指尖軌

跡法で同様のことがし、える

White法になると， 3項口によっ て規制されるために，

厳選されて成績はよりごまかしのできないものになる.

指尖掌距離から右さがりの直線は伸展がより十分でき

ることを示し，右あがりの直線は屈曲拘縮の強いことを

示している.理想的には基線と平行線の対応をして欲し

いが，自験例では屈曲拘縮が多いようである.次に屈曲
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拘縮と総合角度とでは屈曲拘絡の少ないものは右上りの

直線で総合角度も多くなる傾向があるが，乱れもある

まとめ

年令，性差，左右別，指別等，さらに症例を重ねて，

検討しなければならないが，前述のどの方法でテストし

ても良いものは良レとIl:¥て欲しかったと思う.

私たちの症例は条件の悪いものが多かったためか，か

んばしい治療成績ではなかった. しかし，実症例を使っ

て多方面からの検討を私たちなりに行なった結果を報告

した.

終りに，次のことを繰り返したい 手指屈筋厳t恨傷修

復例の評価において，

1 ) 今日の臨床上，当分は指の評価として Van't

Hof & Heiple法の値を指の長さで除した値が良い.

2) 試みに企てた指尖軌跡法は欠点もあるが，記録性

に富み，今後さらに検討してみたい.

3) 手の作業能力判定テストはあらゆる因子を包含で

きて実用的である. どんな項目をどう組み合わせるか，

どこでも誰にでもできるようにしなければならない点が

大切である.

4) 患者自身による主観的評価は難解ではあるが，将

来，客観的評価値との一致が望まれる.

5) 失われた機能に対する評価法としての現行労災保

険障害等級は角度測定によるが，総合角度法とも異なり，

指による格差，多指損傷に対する配慮、はあるが，改善す

べき余地ももっている.

3 腿修復術の成績の検討

渡辺好博*

昭 36年第 6回本総会におし、て私たちは新潟大学捻形

外科における指lLli筋服~損傷修復術の成績について発表し

た その中で noman's land領域の周筋腿狽傷に対す

る遊離原~移M術においては D. 1. P.関節の屈山拘縮を残

す傾向があること ，挫創例の成績が不良なこと，術者の

熟事R度が!戎絵すこ影響すること等についてicliべた.その後

現在まで約 150例の遊離脱移植術が行なわれたが，特に

昭 41年以降は Dr.Boyesが当時行なっていた手術手技

等を参考として私たちの手術手技もかなり改良されたの

で，今回は昭 41年以降の 90例 121艇の経験から no

man's landにおける遊離鍵移M術の問題点を中心にし

て検討したい.

手術手技

現在私たちが行なっている手術手放のうち先回報告し

た昭 36年当時と異なる点は，

1) Palm. long 艇の採取に際してはliiJ腕部に斜iをす

る3つの皮切を加え艇の全長にわたってていねいに周囲

組織からまIJ離していわゆる paratenonまたは m田 otcnon

をつけた腿を採取している.

2) Pulleyは以前は中節中央部，基節中央部，M.P. 

関節部の 3ヵ所に部分的に残せば十分と考えていたが，

Y. Watanabe :新潟大学整形外科.

現在は基節部の pulleyは述位部まで含めできるだけ全

長を残すようにしている

3) I移組艇の長さ 」 につし、ては以前は厳~移組也後抱

が restingposition よりかなり強い屈曲位をとるように

調節する傾向があったが，現在はちょうど閃stingposi-

tionと同じ屈rtJI位をとるように調節してし、る

4) 移M艇の末節骨への付着のための骨~剥離は D. 

I.P の関節包をできる限り損傷しないよう最小限にと

どめ ， わずかに残した prof. 腿断端と移花'î版~とを縫合し

骨への付着を縫実にしてし、る

5) 皮府縫合に先だち以前に行なわなかった transve-

rse retinacular lig の縫合を P.I. P 関節屈山 45_300

に保つような緊張度で行なっている.

6) Sublim!s腿は手関節部より中枢まで切除している.

7) 腿移組後手関節より中枢部で移植腿の中枢部を引

出して指を屈曲させ， ¥，、わゆる paradoxicalphenomenon 

や手掌中枢部の癒着が指の屈曲を障害しないことを確認

している.

8) 術後の関節固定位は以前には I.P.関節をかなり

屈曲していたが，現在では手関節と M.P関節を屈曲し

I.P 関節は仲展位に近い状態で固定している
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評価基準

日+月 +T (患側指関節自動可動域の総和)
XIOO 

A+B+C (健側指関節自動可動域の総和)

優 E 100-75% 

良 G 75-50% 

可 F 50-25% 

不可 D 25-0% 

図1.先回および今回の遊離腿移植術の成績の評価法.

表 1 先回附 36年本総会に発表した成績

と今回のものとの比較.

36年

45年

E 

手術成績とその検討

G F 

4 

3 

P 

l腿

O腿

お」むね上記の手術手技で手術された 90例，121J践

のうち術後の成総を確認し得た 27例 34鍵の成績を

先回の発表 と同様に I.P.および M.P.関節の 自動可

動域の合計を健側の値との百分率で表わした評価法に従

って比較検討すると(図 1)，今回は poor，fairの成績

不良例は減少し excellent，goodの成績良好例が増加

しており(表 1)，移植腿の excursionが増大 している

ことを示している.今回成績の比較的不良な fair を示

した 3艇は同時に 3本の遊離腿移植術を行なった例で，

この例では術前 1.P.関節がなかなか suppleとならず，

ーたん beltsplint で他動的に完全屈曲可能となって

も splintをはずすとたちまちまた仲展拘紡に陥るし、わ

ゆるto-ughcaseであった しかし一方挫創例で初診時

手掌部の皮膚の状態も悪くしかも 5本の遊離鍵移植術を

同時に行なってかなり 良好な成績を得る例もあるので，

必ずしも受傷原因だけでなく ，個体の fibrosisをきたし

やすい体質も考慮、すべきではなかろうかと考えられる.

先回特に問題となった D.1. P.関節の屈曲拘縮につい

ては，300
以上の屈曲拘縮例の発生頻度をみると先回は

8腿 47%で今回は 5鍵 15%となり著しく減少している.

移植艇の buwstringing が明らかに成績を低下させて

いると認められたものは先回 4例，今回 3例で， l、ずれ

も疲痕化している基節部の pulley の一部または全部を

切除せざるを得なかった例である.その中の l例で基節

末梢部で部分的に pulleyを残し M.P関節のや〉中枢

部で artificialpulleyを作製したにもか 与わらず軽度の

bowstringingを M.P.関節部に認めた 理論的に最も

有効と考えられる関節直上部に pulley を作製するか，

本来の pulley を関節部近くまで残さなL、かぎり 多かれ

少なかれ bowstringing はさけられないと芳えられる.

一方長 く残した pulleyにより移植腿の glidingが障害

されたと考えられる症例は認められなかった

Swan neck変形は先回 2例，今回 3例に発生をみて

いる.このうちの 4例は transverseretinacular lig. の

縫合がなされておらなかった 他の l例は縫合されてい

たにもか Lわらずなお swanneck変形が現われ P.I. P. 

関節の屈曲で lateralbandは掌仮uに移動し軽い snappmg

a. b. 

図 2 示指に遊離J1移植術を行なった症例 「移植鍵の長さ」は移縞術後の指の肢位が隣接指と比較して，ちょうど

resting positionをとるように調節する (a).また pardoxicalphenomenonや carpaltunnel内での癒着

がないことを磁認するために，手関節部の中枢位で移植術を行なった profundus腿を引出して指関節を最大
屈曲させてみる (b)
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が感じられたが，swan neck変形自体は経度であった.

ー側のみの transverseretinacular lig. の断裂ではたし

て swan neck変形がくるのかとしヴ問題 transverse

retinacular lig. を必ずしも縫合しなくても多くの例は

swan neck変形をきたさないとし、う問題があるので，断定

はできないが， transverserelinacular lig，.の縫合はswan

neck変形の発生をある程度予防するのではなかろうか.

小指に対する遊離腿移組術の成綴は他指に比し劣ると

いう学者もあるが，今回の調査では 5例と もgood以上の

成績を示しており特に他の指との優劣は認められなかっ

た.

Palmaris longus腿以外の sublimis，ext. dig. comm. 

E腿を移値した例においても palm.long.腿の場合と同

様好成績を得られた

一般に成績の良い例は術後 1~2 ヵ月でかなり excu-

1"5ion の増加を認めるが，一方私たちの経験では 3ない

し4ヵ月ごろから次第に excursionが噌大した例もあり，

また術後約 l年で指を屈曲した際急に「ぐっつ」という

感じがしてそれ以来 l.P.関節の屈rlklJ;正常に近くなっ

たという例もあるので，術後の成総の判定時期 ，I拠争IJ再lt

術等の 2次的手術には慎重を要すると考えられる.

No man's land内屈筋腿損傷に対する directsuture 

例は 9例経験している.しかし 9例中 c1eancut wound 

の l例と unlidy wound の 2例は癒着等の原因で

tenolys阻または freetendon graft等の再手術を必要と

しており，遊離腿移植術に比し constant に良い成紛を

あげていないとL、う印象が強レ. Verdanのいうように

新鮮な c1eancut wound例にのみ限定して行なえば良

い成績を得られるかもしれない.

追加 田島(新大整形)

渡辺氏に補足して:私も 1~2 才児に実施した free

graft が特に患いとしづ印象はもたない た V術後 l~

2ヵ月以内の固定法， splintingなどを徹底させるに苦労

することはある.

質 問 杉浦(名市大整形)

鈴木，渡辺先生へ:腿手術後の evaluationをする場

合に，関節可動域，感党等に|渇しては良好であっても，

冬期には循環障害のため 2次的に疹痛をきたし労働不能

になる例をみせるが，この点に関する evaluationはど

うしているか.

田島(新大整形)

鈴木先生へ:どれも評価法として完壁なものはないが

対照的に Van't-Hof-Heiple がよいと鈴木先生はお考

えのようであるが，演者はどう考えておられるか.

答 鈴木

1) 杉浦先生に:実際には，沢山の因子があってeva-

luationには困惑している.アンケー卜の中には，冷さが

しみるかとの設問はおいたが.腿手術後の艇のみの評価

のときには，冷たくなることは考えなくてもよくないか.

2) 田島先生に:i) Van't Hof & Heiple法を推薦

したのは，その簡単な点であり ，これに指長と過伸展を

考慮するとよいと思う. ii) Subjecliveな評価の信感性

はご指摘のように満足度 30%でかんばしくないが，必

ずしも客観 deterと一致していない.

答 渡辺

指が冷たくなることは指神経の断裂が遣うるか否か，あ

ればそれが原因かそれとも艇の手術それ自身によるもの

か判定する必要がある.

評価は医学的評価と clisabilityevaluationを2本立て

で行なうほうがよい.

質問 山内(順天大整形)

渡辺先生に

1) 政々の小児屈筋l腿裂の成績は成人に比して惑い.

これについてなにか工夫されているか.

2) Fibrosisのきたしやすい体質が成結に関与すもの

ではなし、かという点については同感である この傾向を

予知する方法がないか.

答 渡辺

小児の場合，特にT.lU，aが惑いとし、う印象を受けていな

い.強いていえばや'>D. 1. P 関節の屈曲拘縮をきたす

傾向が若干あるとし、う印象を受けている.

小児の場合手術時に特に注意する点はないが，術後の

dressing，キeフ。ス固定は注;怠深く行なってはずれないよう

厳重に監視する必要がある.Dressing changeのときも

注立する必要がある.

術前に 自brosisをきたしやすL、か否か判定する方法は

~~.こなし、ょうである.

質問 豊島(阪市大整形)

渡辺先生に対し 1) 遊離鍵移植術の場合， M.P.の

pulleyを温存する方針ということだが，そうするとこの

MP部の pulleyに対する操作が簡単になるわけであ

る. Zancolliは，隊旧例で， M.P レベノレで;tjl経縫合を

安するものにのみ cligito-palmarの連絡した皮切を用い，

そうでない例には， midlaleralの皮切と ，palmarの皮

切を連絡しないといっているが，演者は，皮切をどうし

ているか

2) Oblique retinacular lig.を切雄する際;ここの lig.

の lateralretinacular lig. (Cleland 's Eg)を切り ，[Qち
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に背側にはいるのか， またこの lig. の切縦後，掌側の

natatory lig を切っててはいられるのか (前者の場合

血管，神経が皮弁側に残り ，後者の場合血管神経が背側

に残る). 

答 渡辺

皮切は指と手掌部を分けているが，特に scarが強く

て paJJey を全長にわたりよく みる必要がある場合は続

ける.血管神経叢は volarによけている.

質問 難波(長崎大整形)

子供，特に 3才以下について，子供の腿移植の成績が

特に惑いとは怠っていないが，まず，悪いのは固定の問

題と術後の運動練習がむずかしいところにあるのではな

し、かと思う したがって，健側の手に手袋をはめさせて

患側を使わせるような工夫をしたりしている.それから

3~4 ヵ月経過を待つことも必要である .

また，，患者の素質と腿移舗の成績の関係は，たしかに

私もそんな感じをもっている.これについては Rritish

]ournal of Plastic Surgeryにどなたか述べていたと思 う.

答 渡辺

PulJeyは理論的には M.P 関節部にあればよいので

puJJeyを再建するとき M.P.は関節部に作るのがよい.

PulJey を残すときにはその切り口が出てそこが癒着の

原因となる可能性があるので，できるだけそのま与残す

よう努めるのがよいと考える.

発言 諸橋(荘内病院整形)

1 ) 体質の問題 -肺結核の患者にやった 2例の 日exor

free graftの成績は良い.TBCと癒着に関係があるの

ではないか.参考にもなることだろうか.

2) 小児の場合 sutureの成績は非常に良い.特に，

No man's land内での primarysutureは子供がよい.

Free graftもそれほど悪くなくむしろ良い.しかし小児

の graftの成績が悪いのは，癒着の問題もあるのではな

し、か(子供の火傷などでもすぐ hypertrophic となるこ

とも参考になろうか).

4.腿移行術の成績の検討

津下健哉*

今回取り あけeられた手の機能評価はきわめて重要な問

題ではあるが，また非常にむずかしい問題で，さきほど

発表された末梢神経修復の評価，また屈筋腿損傷の評価

はそれぞれの分野においてきわめて有意義なことは申す

までもないが手の機能全体についてみるとき，いろいろ

の要素が複雑にからみ合っているわけでこれらを総合的

に評価することはほとんど不可能なことといわなければ

ならなレ

さて腿移行の問題は神経損傷， J腿t員傷，それに骨折と

か軟部組織の釘傷など，いろいろの障害も含まれるわけ

でこれらを総合拘に評価することは不可能であるが，腿

移行に関連して今日までに行なわれてきた 2， 3の評価

方法を紹介するとたとえば母抱対立再建については大別

して 2つの方法があると思う . 1つは対立時における母

指の pulp と手掌面との距離によるもので，いま lつは

母指の爪と掌面，または相対する指の爪とのなす角度に

より評価するものでたとえば 300 以内のものを良 500

までを可，それ以上を不可とするなどである.しかしこ

ホ K.Tsuge(教授):広島大学整形外科.

れも母指機能の一面を示すのみで母指対立には指の内転

運動とか，屈伸運動が重要な役割を演じていることはも

ちろんである.

また，腿移行でしばしば問題となる clawfingerの矯

正についての機能評価には Brand の方法が最も良心的

と考えられ角度の計測 gripの問題，それに 6方向か

らの写真を術前 ・後で撮影， 総合的に評価が行なわれ

る.しかしこれも一面の評価のみとなり総合的評価のた

めには将来は当然コンビューターなどの導入が必要とな

る.

以下過去 15年IUJに行なった鍵移行術例 400あまりの

中から今回は前腕部に損傷を受け，鍵損傷と同時に正中

.尺骨神経麻痔をきたした症例を中心に腿移行の問題を

考えてみたい.症例は 50例で母指対立再建 45例，

claw finger の矯正 12例でうち両者が併用して行なわ

れたものは 8例で為る.

母指対立再建には種々の方法があるが，いまこれを屈

筋を力源として利用するものと，伸筋を力源とするもの

の 2つに分けてみると，前者には Riordan法，Thom-
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pson法，Brand法およびこれらの多少の変法が多く報

告されており ，力源としては浅指屈筋腿，また手線屈筋

が利用される.ところが外傷による正中 ・尺骨神経損傷

の場合には同時に屈筋艇も損傷されるのが普通で力源を

伸筋に求めなければならない場合が少なくない.その方

法としては小指固有伸筋，示指l封キJ1巾筋を利用する場合，

また検側手根仲筋とか上腕撹1'1-筋を利用する Henderson

法，尺側手根伸筋を短母指伸筋に移行する Phalen， 

Miller法，長母指外転筋を利用する Brand法，短母指

イ中筋を力源とする Tubiona， Ziancolliなどの方法があ

り，これらはそれぞれの症例に応じて力源，術式，その

他の組み合せを決定しなければならない.

次に clawfingerの矯正にも種々の方法があり Bunnell

法，その変法，また小指 ・示指固有伸筋を用いる Fowler

法， four tailed tendonを移植する Brand法，Riordan 

法，また Fowlerとか Riordan の固定法などがあるが，

このうちでも Fowler法，Brand法が最もよく利用され

るようである. Ziancolliの capsuloplastyも良い方法と

思うが私には経験がなレ.要はこれらの方法の利点，欠

点を熟知し，それぞれの症例に応じた方法を選択するこ

とが大切で，さきの母指対立再建との関連を考慮して計

画を立てることが必要である.

すなわち図 lは 21才の女性で 5年前の屈筋腿および

正中・尺骨神経損傷で母指の対立運動はまったく不能で

あり，また凶 2のごとく指の claw変形も著明で{中皮が

できない.そこでまず母指の対立再建は力源を様似.IJ長手

根イ中筋に求め，これに足底筋腿を移植，延長，これを母

指に移行して母指対立機能を再建，次L、で上腕焼付筋を

力源と しておurtailed tendonを移植して指の claw

fingerの矯正，術後の所見は図 3のごとくでほ V満足す

べき結果を得た

j腿移行の実施に当っては常にいくつかの原則のあるこ

とを忘れてはならない.たとえば Boyes は次の 5つの

原則，すなわち 1)術JJilに拘絡を十分除去しておくこと，

2)適当な motorpowerのある筋を選ぶこと， 3)適当

な amplitudeのある筋を選ぶこと ，4)移行腿の走行は

できるだけ straightになるよう 労めること 5)motor 

muscle unitの integrityを保つことなどで，これらと

ともに疾肢については， 1)なお残存する関節，皮膚拘

縮の部位，程度， 2)疲痕の位置と範囲，深さ， 3)筋力

の正しい評価と筋，艇の損傷範囲，程度， 4)肘， 肩の

機能状況，また反対手の機能， 5)患者の年令，性，職

業，知IJ凶，意慾の問題などを考li!l、に入れて手全体として

の機能再建の計画を作ることが大切である.すなわち存

図1.術前の母指対立不能の状況.

図 2 術前の clawfingerの状況，

図 3 術後の pinch.

在する障害原因を分析して手術を要するものについては

なんとなにの組合せが可能か，その順療をどうするか，

腿移行の力源の決定と routeの選定をどうするかなどに

つき計画をねることが必要となる そして手の障害が複

雑であればあるほど，将来の寂終日紋とそれへの道程を
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頭へ械きつつ円棋に向って 1l欠手術.2次手術と縫実に ちなので，手関節運動による dynamictenodesis をき

前進してゆくことが特に大切であると考える.症例はど かせる必要が生ずる.そのとき掌側を通せば手関節をや

れ lっとして同じ症例はなく ，したがって腿移行にして や背屈したとき胞に緊張がかかりより自然である 背側

もこの障害にはこれといった stantard の方法はないこ を通すと子が物を抱持しようとして，や〉背屈するとき

と，症例ごとにそれに適した術式を選ばなければならな 移行筋がゆるむ傾向があり ，不自然となるわけである.

レことを痛感するものである. 津下先生に 1~ 3 才ぐらいの free graftingの成績

についてどう思われるか.た正いま follow-up してい

質 問 上羽(京大整形) なくともやられているようである いつか成績を発表さ

Brandが fourtailed tendon graftを行なうのに以前 れれば大変結構と思う

は手背から行なっていたのに，どうして手学を通して行 Boyesの transferについての原則の lっとして ampー

なうようになったかの理由をお教え願いt..:l、 litudeの長い麻痔筋に amplitudeの短かし、筋を移行し

発 言 田島(新大整形) ないほうがよいということがあるが，先生は移行筋am-

上羽先生に : 移行筋を掌側にもたらす意味は， 明瞭 plitude が移行術後本来より長くなったに違いないと思

と思う .すなわち移行筋の ampl山 de の不足が生じが われる例がないか.

司払 * * 

古島 司信 場k 怠

* 
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愚主婦傷について発言

!躍手術の基礎としての腿滑動距離の検討

腿の子術で寂も問題となることは，J.限移地術における

移植腿の適正な長さの決定と ，腿移行術において麻痔筋

と移行筋の amplitude(伸縮巾)の関係をL、かにすべき

かということで為る.これらの問題を解明するために，

筋仲縮巾と関与する関節機構との関係を分析した.

1) J.踏のある l点が筋の伸縮によってどのように移動

するかを考え，次の各点および伸縮巾を仮定した(図 1). 

Resting position in situ (R. P.) :筋が特別の運動

をしていないとき，その筋および措抗筋の tonusによっ

てきまる一定の肢位における艇の位置.

Tonus proper of the rnuscle (T. P.) : 搭抗筋や

関節機構による影響を除去するため，J腿を切離して，そ

の筋が因不Tの tonusによって短縮したときのl縫の位置.

自動伸縮幅 :In silu で措抗筋の最大収紡によって伸

展された位泣から，その筋の辰大収納によって短縮した

位置までの筋の伸縮巾.

最大伸縮幅 Insituで他動的に関節運動を行なわせ，

彦*

筋が最も伸展された位置から最も短縮した位置までの筋

の伸縮巾

英藤芥

筋固有最大伸縮幅・ 腿を切離して，措抗筋，関節機株

などの制限を除去したとき，筋が他動的に最大伸展され

た位置から，筋自身の収縮によって段も短縮した位置ま

での筋の仲縮巾.

2) 腿をすべて切離して筋の影響を除去し，関節を他

動運動させたときに腿が移動する距離を関節機械が生ず

る腿滑動距離と考えた.

実験

3匹の台湾サノレの前腕筋のうち， FDP3， FCR， EDC， 

ECRLの 4筋について，上記の筋伸縮巾と関節機構が

生ずる腿滑動距離を測定した.筋の自動収縮は支配神経

を量IJ離し，それに適当な頻数電気刺戟を加えて， comp-

lete tetanusを起こさせる方法をとった

実験結果の検討

それぞれの筋の伸縮巾の値は， 表 laに示すとおりで

ある.筋画才lli正大伸縮巾に対する自動イ中縮巾，最大伸縮

巾の主IJ合はそれぞれ 55.5%， 65.5 %である(凶 1).

筋問有最大イ中縮巾についてみると ，R.P.を起点とし

たときの最大収縮巾は，最大仲展巾の 113.4%であり，

T. P を起点とした場合， 最大収縮巾は最大仲皮巾の

48.1%である.

関節機構が生ずる腿滑動~[!艇は ， FDP3を除いた他の

3筋については，阪大伸縮巾と筋固有成大仲紛巾の間の
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| l ガ筋固有|自動最 | 
① ① l①最大{1111

伸縮幅 伸縮幅 I'V :;;;;;'~ I I-I 'Ii 縮幅 | 

;FDP m 30. 2mm135. Omm143. 2mm 

22.3 32.8 I 

25.5 I 
平均|

表 1a. 3種の筋Iltl絡幅とその相互関係.

81.0% 

① 

① 
① 
① 

68.0 54.9 18.0 EDC 

56.3 49.8 29.3 16.5 14.6 FCR 

56.5 47.5 

55.5 

14.4 12 1 
FDP3， FCR， EDC， ECRLの平均値

図 1.3種の筋伸縮幅とその相互関係.

市 H.Saito・新潟大学整形外科.
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演Bunnell 

表 1b.関節機構が生ずる腿滑動距離.

イ直を示した(表 I-b). このことは関節機構そのものよ

りも，括抗筋や協同筋の緊張が筋の最大伸縮巾を規制jし

ている主体で為ろうと考えられる

r. P.. M. P.関節の生ずる腿滑動距離を知る方法とし

て， Landsmeerの計算式がある. FDP3について実演IHui

と計算値を比較すると，計算値が実測値より少し大きい

が非常に近い値が得られた.
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Clinical observations 

1. Beginning of Passive Sretch Curve 

2. Steep portion of Passive Stretch 

図 2.Joint torque curve (Bechtol). 

人体においてはまだ筋の仲縮巾の測定は行なっていな

いので，はたしてこれが正しし、かどうかは疑問の残ると

ころである.

筋伸縮巾とともに重要な問題は筋力である Blixの

length-tension diagramと JOIOt torq ue curveを関連

させて考』えてみると ，どの関節角度においても torque 

(回転力)が一定であるのではなく ，関節角度によって

考察

Bunnell らによって，人体の関節運動によって生ずる

腿滑動距離の測定値が発表されているが，これはサノレの

実験で行なった最大伸縮巾の測定方法と同じ方法で行な

ったものと考えられる.そこで，これと比較するため，

人体の切断肢および生体(手術時)で同機な方法で測定

を行なった(表 2).サノレの実験で知られたように，筋固

有最大伸縮巾に対する最大伸縮巾の割合は約 65.5%な

ので，最大伸縮巾と同様に測定した腿滑動距離がわかれ

ば，次のようにして筋固有最大伸縮巾を推測することが

できる.
100 

筋固有段大伸縮巾=腿滑動距離(最大伸縮巾)x
65.5 
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すなわち筋がその筋自身の amplitudeのどの部分にあ

るかによって兵なるのである(図 2).筋が一著しく短縮し

た状態 (図 2の左端)では torque は小さく，有効な関

節運動を起こし得ない 筋が著しく伸展された状態(図

2右端)では torqueは大きくなるが，これは主に筋が

伸展されたことによる sarcolemma などのほ抗力によ

って発生するものである.実際には措抗筋がこれに打ち

勝つだけの収納力を有しなければ，筋がこのような状態

になることはなく，有効な筋力というよりはむしろ措抗

筋に対する抵抗力と考えられる.筋力として大切なのは，

むしろ contractileforce curveである 腿手術における

鍵長の決定は，筋伸縮巾のうち十分な収縮力(関節運動

唱思

、d

としてみれば torque) を有する部分を有放に使えるよ

うな長さにすべきである.腿を短くして筋の緊張を強く

しすぎた場合には， contractile force cur刊は左へ移動

し，逆に艇を長くしすぎて筋の緊張が弱くなった場合

contractile force curve は右へ移動し，ともに十分な収

縮力のある部分を有効に使えないことになる.

今後の問題点

Myostatic contractureによる筋 amplitudeの変化，

手術時駆血下での筋 amplitudeと tonusの変化， およ

び術後の腿の癒着などの問題も考慮しながら，筋ampli-

tude と腿滑動距離との関係をさらに追求しなければな

らない.

* ~ 

* * 



整形 外科的手術進入路
外科的局所解音IJと整形外科的疾患とともに

下肢編

医 学 博 士 島 啓吾 ・医学博士松野誠夫著

この害は医学部学生，医学部を卒業して数年町すなわ

ち米国における整形外科および外科 レジデン 卜に相当す

る医師ならびに実地医家を対象に書いたものである.

整形外科において観血的手術は大切な治療法であり，

手術が好成績をおさめるためにはその手術週応を誤らぬ

ことが大切であると同保，その手術術式が拙劣では満足

な成総を得ることはできぬ なかでも最も適当な手術進

入路により目的の手術野に達することが極めてill~であ

る

整形外科では四肢，脊柱が主なる手術Iの対象となり，

回目立においては， 'Hあるいは関節にそのl;'ij閣のいずれの

方向からも進入できることは他の外科における手術と異

なる.

しかし骨，関節の周聞にも筋肉，血管，梓経などの組

織があり.おのずから一定の進入路が定ま ってくるが，

忠者の個々の状態，局所の皮倍その他の条件で他の進入

Eもが選ばれる場合もあるし，また術者にはそれぞれの好

みがあり，一概にこの手術にはこの進入絡が一番ょいと

いうわけにもゆかぬ.

ただ，各部{立の局所解剖については充分に熟知して，

はじめて局所の如何なる変化に対しても自在にその進入

E告を変更することが出来るのである しかしポリクリに

おける私共の経験では，学生の surgicalanatomyに対

する知識があまりにも少ないことにしばしば飽かされ

る 系統解剖学は系統解剖学として必要なことは勿論で

あるが，学生が本当に役立つ生きたWIo音IJ'学を身につける

ためには，臨床と街必ーした surgicalanatomyの教育も

必要にな ってくる.

この意味において， この査における各部位の記述を

2項思l乙分け，第 l項は “外科的局所解剖と整形外科的

疾患'¥ 第 2項は “各部位における手術進入路"とした.

すなわち外科的局所解剖と整形外科的疾患の項では，

ii.統解剖学を習 っている医学部 1年目の諸君が系統解剖

と並行して，各部位の局所解剖とこの部位での大切な整

形外科的疾患を関連して記憶し句さらに必要であれば各

疾忠に対して行なわれる手術とその手術のさいの重要な

わが著書を語る圃圃

筋肉 血管.神経などを第 2項の手術進入路で覚えても

らおうと企画したものであり 医学部 1年目の諸君がこ

の書をこの意味で利用すると好都合であると信じる

また，医学部を卒業して整形外科，外科を修練中の室

岡目は可実際の手術を行なうにあたってその手術法によJす

るその部位の種有な進入路を知り，この症例にどの進入

協が最も適しているかを考えて.その手術主入路の頃を

読んでいただきたい.

手術進入絡の長では注意すべき血管，神経，筋肉など

を記載しているので，関連している第 l項の外科的局所

解剖の項を読んで手術進入路と同時に立体的に局所解剖

を托!促することにより，手術聖子への進入が容易に正しく

行なうことができるようにした.

このように医学部 1年目の学生から卒業後数年の医獅

が解剖と臨床との密綾な民連の上に立って dynamicに

局部解剖を把鑑し，興味をもって生きた解剖学を修得す

ると同時に，自信をもって正しく手術1fに到達できるよ

うに企凶したものである (序文より)

.A4変形 ・308兵 定価 9，500H (南江堂刊〉

臨 床麻酔の実際

弘 前大学教授医学博士尾山 力著

麻酔は地味であるが，その活躍する分野も拡がり、そ

の重要性を治してきている 麻酔医が手術室において外

科医のために単;仁麻酔のみをかけている時代は就に過去

のものとなりつつある 救急蘇生，回復宣， 1 C U，酸

素療法，終痛外来など，麻誹医の仕事であり.本占でも

かなりのページ数をこれらにさいた

4:~古は理論よりも実用を重んじ，自でみてそのまま役

立つよう，できるかぎり具体的にわかりやすくするため

区表を数多く収り入れた.それは，常備楽河1]， 強心，昇

圧2 止血剤，m宝石包主主平衡，輸血などの項目でも示されて

いる

特妹患者の麻酔 Neuroleptanalgesia を始めとする

新しい麻酔剤および麻酔);法，ショ γク，頭部外傷，内

分泌呉ri;~ ， 無痛分娩，歯科麻酔などをできるかぎり網羅

するよう勿めたつもりである しかし;節々不備な点があ

ると忠われるが，ご叱正いただげれば幸いである

(序文より)・B5判・ 360貞 定価 3，500円 (南江堂fiJ)
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編集後記

安 万国博が終って， 秩がきた.手の外科特集の臨時

増刊号を発行することになったが，編集子にはちょっと

皮肉なめぐり合せである.今回，会場での演説は一切聴

くことなしに評議員会で次期会長に選ばれた一幕があっ

たからである(評議員会議事録参照). 

13回の学会を経て，日本の手の外科もこ〉まできた

かと思わずにいられないのである.この学会も「会長」

にはもはやわからない高いレベノレの仕事が多くなってい

るからである.

あながち「学国紛争ほけ」のせいとも恩われない.し

かし反面，こうした高い水準の技術は広く普及している

か? 手の外科専問家の臨床面での位置づけは適切か P

その辺の実状についてもうとくなっている

安 時あたかも大相撲秋場所も中般をすぎた. i手の

外科学界」 も柁鵬i時代を経て，スピートのある若手力士

が輩出する時代を迎えたとみるべきではないか.

相撲はあくまで見せるスポーツであり，ショーである

のだが，手の外科は地域社会に定着して，広く普及して

もらはねば因るのである

(P. T. K.) 

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，10-30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， 10-20枚)

3) 小臨床室 (400字詰， 5-10枚).

4) 学会だよ 均 (400字詰， 5-10枚).

5) 本日の検討，きかL、と装具 (5ー10枚).

6) 整形トピックス (2枚半)，せいけい随筆 (2ー10枚). 

診療余卓 (0.5ー I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 ・ひらがな備書で平易・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. 外国語名は外国総り

臨時 定 価 ￥ 750.00 〒 30.00

予約購読料 (概算) 1年 5，760.00

予約購読料 (概算) 半年 2，880.00

(臨時増刊号は別途精算いたします)

で，外国名はカタカナで，数量を示す文字は m，cm， 

mm，μ， 1， m/， kg， gm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，幽 2，一表 1，表 2， 症例 1，症例

2，一一第 3指，第 4指一一第 12肱椎 (BW 苅)，第

5 IJ要椎 (LW. ¥1)などの用例におしたがし、ください.

写真は鮮明 ・美麗なるものをいただきたく 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

(35mm型の場合は手札型程度に引伸してくださ L、).ご

希望によって彩色版も使用しますが，この場合は彩色版

代と印刷j代だけを著者に負担していただきます.

別問は 30部を贈呈いたします それ以上ご希望の場

合は 50部単位を笑'.j'jで提供し、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

購読お甲込みは前金で一一為替または仮替で南江堂あ

てご送金ください.ご転居の際は新旧のご住所と 「整

形外科」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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