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I 第 14回日本手の外科学会評議員会

とき ・1971fro 2月5日(金)

く午後 121侍10分開会〉

小谷会長 それでは，たず今より日本手の外科学会評

議員会を開催いたします.さっそく庶務ならびに会計報

告を西尾先生にお願いしたいと思います.

く庶務ならびに会計報告〉

西尾(会計) お手元にお配りいたしました報告書をご

覧になっていたジきたいと思います.前年度の繰越金が

210，000円でございます.前年きびしく未納を取り立て

まして 930，000円はいったわけでございますが，個人会

員が 1，316名で，500円の会費でございますので，一生

懸命会'Jltを取り立てましても，平年は 600，000円ぐらい

であろうと考えられます.手IJ子がありまして，1，167，000 

円になっておりますが，支出の部は，学会の開催費とい

たしまして 200，000円，これに印刷費が，英文抄録，そ

のほかいろいろな請求書とか，コピー， こういうものを

入れまして 277，000円， 通信費が 109，770円，この印刷

費と通信費はまだ値上がりするであろうということが考

えられます.それから，振替手数料が 13，705円，これ

は文書，文書費，封筒，そのほかでございます.人件費

が，学会のときに会費を集めたりするのに 10，000円で，

支出が 619，334円でございます.差引残高が 547，683円

でした.年々，おそらく少しずつ支出が泊大してゆくも

のと恩われます.印刷費と通信貨が主なものであろうと

思いますが，大体 610，000円は要ると考えられます.

会長 なにかご質問ございましたらお願いいたします.

ございませんようでしたら，こういうことで事務局から

の会計報告，ご承認いた日けますでしょうか.c拍手〕
どうもありがとうございました.

西尾 それでは引き続きまして，英文報告書を配付し

ておりますが，外部の名簿がこ与にございますので，回

覧していたジいて，これに加えたい人，または，この方

の住所がかわっているというようなことをお気づきの方

がございましたら，お願いいたします.

会長 それから，現在会員数が 1，316名ございますが，

実は，この年度内に物故会員がおこ方いらっしゃいます.

それは鈴木忠一郎先生と提島孝先生でございます.然梼

させていたジきたいと思いますのでご起立願います.

ととろ ・大阪府青少年会館

〔黙祷〕

以上で，庶務ならびに会計報告を終ります.

く名誉会員推薦の件〉

会長 次に，前回には名誉会員のご推薦ということは

ございませんでしたが，前々回の津山教授会長のときに，

名誉会員にご推薦申しあげた水野祥太郎教授，河野左宙

教授，上回文男教授のお三方を名誉会員にど推薦申しあ

げたいと思います.津山先生から聞きましたところ，一

応こ引退官になられましたそうで，かつて，この手の外科

学会をしていたゾいたこともございます.この 3先生を

名誉会員にご推薦ーする件，いかジでしょうか.c拍手〕
それでは，絶対多数のご賛同をいたジいたものといた

しまして，総会に計り ，ご推薦申しあげたいと考えます.

よろしくお願いいたします.

く新評議員推薦の件〉

会長 次に新評議員の推薦の件でございますが，豊島

先生にお二方のお名前をご披露いた Yきたいと思います.

豊島 新潟大学の田島教授ご推薦の石因究友先生と，

神戸大学柏木教授ご推薦の藤原朗先生でございます.

会長 もしご賛同いたジけるようでしたら拍手をいた

だきまして ・・・.c拍手〕

それでは，今のお二方は新しく評議員にお加わりいた

だいたということにさせていた Yきたいと思います.

〈国際手の外科連合委員会の件〉

会長 引き続きまして，国際手の外科連合委員会，こ

の作ドにつきまして申しあげます.

日本も日本手の外科学会として参加しているわけです

が，国際手の外科学会はそれぞれの小委員会に分かれて

おり ，いろいろ作業がす〉んでいるようでございます.

実は，このお世話をいたジいておりますアメリカのパ

ースキーさんから，3月5日だったと思いますが，サン

フランシスコでまた会合をもちたいとの連絡がございま

した.出席の方の依頼が，日本の代表として天児先生の

ところへも直接お手紙がいったようですが，天児先生に

は，今までのいきさつ上， デリケー トにおなりいたずい

ておりますので，先生にお伺いしたところ，SICOTの

ほうのことで，ぜひ今年のうちにヨ ーロッパへゆかねば
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ならない.したがって，この春にアメリカにいって，ま

たというのはどうもなにかと忙 しいので，というお話で，

さっそく田島先生と 山内先生にご述絡して，なんとか，

どちらかお出向きいたゾ けませんでしょうかとご相談申

しあげ，田島先生に，もしなんだったらいってもい h

というご返事をいた正いたわけなのでございます.

私どものほうでお世話させていた戸いております問に，

若干，協賛を願い出た向きもございまして，そのほうの

ゆとりも少しあります.この問題については，確か随分

前の評議只会であったかと思います.学会の名によ って

おいでいた ジく場合に，わずかな額で先生方にはなんの

足しにもならないかとも思いますが，旅費など，全額は

出せなくても少しでもご援助するような形が取れ〉ばと

私は判断いたしまして， 一応 100，000円という額を申し

あげますが，幾分でも足しになりますればと，独断でご

ざいますが，そのように百訂正Eいたしました.

諸事，物価があがっており ，印刷費， その他なかなか

掛かるようでございますので，今後，事務川のほうで立

て替えていたゾけるとは思っておりませんが，もしゆと

りがあって，立て替えていたジけるということにな りま

すればと思っております.あまり当てにはしておりませ

んので，その点そういうこととして，今日の評議員会で

はご承認いたゾいたらいかジかと思います.

I、i力作"Jになって，今後とも前向きだとヘッドだというこ

とになりますが，それは今後検討していた ゾくとして，

まず今回のところは，田島先生に日本手の外科学会の代

表としてζ参加いたジくことだけ，一応ご承認いた ジき

たいと考えます.いかジでしょうか.c拍手〕

それではmμ先生，よ ろしくお願いいたします.

く次期会長選出の件〉

会長 最後になりましたが，一ばん重要なことでござ

いますが，次期会長選出の件でございます.

これにつきまして，すでに会長をや られました諸先生

方の中から，ご推薦のお言葉などがあろうと思いますの

で，よろしくお願いいたします.

諸富 昨年ですか，新潟のほうで田島教授が生まれた

と聞き，さらに今日，あすの学会でも非常に務闘される

先生が，日本の代表として今度いかれるという，この田

島先生をご推薦したいと思います.

会長 どなたかほかにご.推薦と いう方，あるいは，ま

た重ねて田島先生をご推薦いたジきます方がいら っしゃ

いましたら，ご発言いたジきたいと思いますが.

天児 田島先生は一ばんご熱心だし，古いし，今度教

授にご昇進にもなりましたし，条件からいっても一ばん

い〉のではないかと私も思っております.

会長 皆さんいかゾでございましょうか.c拍手〕

万雷のよう な拍手でございますが， c笑戸〕回Jゐ先生に

は，いろいろ教室のこともあろうかと思いますが，評議

員のこのよう な拍手をひとつー。

因島 十分に教室のものと話していなかったのでござ

いますが，1， 2同前でしたか，確か今後必ずしも大学教

授ばかりでなくて，大きな病院の医長さん方も熱心にお

やりになっている方があるので，将来はそういうことも

あってい Lのではというようなご発言が確かあったと思

います.そういうこともお考えにな っていたジきたいと

思 うのですが，いか ジでしょうか.

会長 田島さんを差しおいて，そこにゆくのはまだ早

いという気もするのですが 0・

田島 それでは，卒直に申しますと，実は私がい〉 出

す前に，教室のものが，あるいはそういう話が出るかも

知れないと話をしておりました.そうしたらできるだけ，

もう少し安定して加速度がついてからお刷いできれば一

ばんい〉と思っていたのですが，ど うしてもというので

したら，やむを得ないでしょう.話は医j，J長からも聞い

ておりますので，そういうことでしたら引き受けさせて

いた〉、きます.c拍手〕

会長 それでは加速度がつく ように，ひとつ皆さん方

からも側面的にご支援いた戸く として，田島先生にお願

いすることをご承認いたばきたいと思います.

これをもちまして，評議員会の議事は?借りなく終った

わけでとざいますが，その他としまして，なにかご発言

いた正きます方いら っしゃいますでしょうか.

河野 先ほどは名誉会員のご推薦をいたジきまして，

それに値しないものでございますけれども，たいへんあ

りがたく思っております.お礼を申しあげます.c拍手〕

くその他〉

会長 まだl時間もだいぶ放っておりますので，ご懇談

いたジくとして，先ほどご推薦申しあげました名誉会員

の3先生に，たいへん形式ばったものでございますけれ

ども，総会のときに書いたものを会場で差しあげたいと

思っております.これは，前々回の津山教援のときに名

誉会員におなりいたジきま した3先生の分も用芯しでご

ざいますので，津山先生から会員の前で伝えていた戸く

ようにお願いいたしたいと思います.よろしくお願いい

たします.

く懇談〉

会長 それではご自 由にご懇談を・・

(午後12時 30分閉会)
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陳旧性屈筋)健損傷の治療経験か ら

津 下健 哉*

会長よりiiI重なl時間をいた ジいたものの，なにを話す

べきか，いろいろ迷ったのであるが，今回は手の屈筋腿

損傷の治療について，私の経験，実施している手術法，

注意すべき点，困っている点など述べることにする.

私が過去において取り扱った屈筋JIi1!損傷例は，新鮮例，

陳旧例を合わせて 534例であるが，このうち新鮮症例は，

6時間以内のもの 2例，24時間以内のものを加えても，

わずかに 7症例にすぎない. たとえば， いわゆる no

man's landでの Verdanの1次的腿縫合は，私がこ〉

15年間，一度経験したいと待ち望んでいるものであるが，

いまだ手術可能な症例に遭遇しない.このように私の取

り扱った症例は，すべて陳旧症例といってもよく ，また，

そのかなりのものが一度手術を受けて失敗をした症例ば

かりで，iil1傷処置についての啓蒙の不足を痛感するもの

である.これは広島地方の特殊事情からかも知れないが，

一般外科の方々の倉1]傷処置に対する関心を高めることの

重要性を痛感するものである.

JIlJ!損傷の治療は，それぞれの損傷部位の特徴から，い

くつかの zoneに分けて述べるのが普通であるが，と〉

では 6つの zoneに分けてみる.Zone 1，すなわち深指

屈筋腿の単独損傷が 63例， zone 2の noman's landで

の損傷が 192例，zone 3 の長母指屈筋肱~損傷が 58 例，

zone 4の手主主部損傷が 93例，zone 5の手根骨部が 23

例，前腕部での損傷が 105例で，合計 534症例である

次にそれぞれの部位の腿損傷について考えてみたい.

1. Zone 1の部における腿損傷

経験症例は 63例で全部陳旧症例であるが，これに行

なった治療は，advance法が最も多くて 32例，次いで

腿移植の 14例，出生の固定の 9伊11，関節固定 3'If11などと

なっている.

以上のごとく advance法を最も多く利用しているが，

これは操作が容易で，しかも，ほ正予定された成績を得

ることができるという利点によるもので，その実施方法

は図 1のごとく ，腿断端に No.34程度の太目の wireを

掛け，末節骨の腿付着部の骨皮質をノミで傷つけた部に

* K Tsu耳e(教授)・広品大学整形外科.

pull out wireの簡便法で引き込み，爪の上のボタンに

固定，この引き込んだ腿と，もとの末梢側腿の聞には 1，

2の結節縫合を追加する方法をと っている

さて advance法の実施に当って注意すべき点として

は，まず第 1に，後退した深指屈筋腿の excursionを

十分得ないま，.advanceを行なってはならないことで

ある.すなわち後退した腿は手掌部での癒着のため，JIi1! 

の滑動性が障害されていることがあるので，か〉る場合

には，手掌苦I1を開いて癒着を最IJ離し，十分な excursion

を得てから再び末梢に出し，advance法を行なわなけれ

ばならない.すなわち，その実施は単に断端が末梢骨に

とジくかどうかではなく ，その上に腿の滑動性がどうか

をしらべる必要があるということである 次に注意すべ

き点としては，腿の緊張が強まるため 0.1.P.関節の屈

曲変形を発生しやすいので，包帯の実施に際しては手関

節および M.P関節の組曲を少し強め，指はできるだけ

図 1
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伸展位として包帯を巻くことが大切だという点である.

指の伸展障害は，般の advanceのために起こ った血様

筋の機能不全にも原因すると思われ，時間の経過ととも

に少しずつは軽快の傾向を示すが，拘縮が強ければ dy.

namic splintを使用するとか，特に D.L P 関節i挙ilUJ

関節包の液痕化が強い;場合には，I腿最IJ同It術とその後にお

ける D.LP.関節の伸展位，K.wire回定などが必要と

なることもあると思う .また zone1部での腿損傷で腿

縫合を受けたものの， D.LP.の運動が得られない場合

には，腿剥問It術が絶対適応といって良いだろう 私自身，

経験はわずかであるが，この部での血t縫合は，しばしば

2次的に最IJ離術が必要であることを，初めから忠者に了

解せしめておくのも良いかも知れない.

Advance法が実施できない場合には，腿悶定法が考慮

されることとなるが，これも簡単なようで，確実な固定

を得るのはなかなか容易でない.術後は良!伎位をと って

いても，K.wire固定を抜去して，しばらくすると再び

固定がゆるんで D.LP.伸展位となることはしばしば経

験するところである.こ〉で現在，私が実施している方

法は，{WJ正中線切開ではいり ，まず中節骨頚部にノミで

骨皮質を削って，髄腔まで露出する講を射る.次いで，

D.LP.関節を，少し強目の屈曲位として K.wireを斜

めに刺入し，先端は皮下に埋めたのち，中1m骨の背側皮

膚に孔を開け，No.36程度の wlreで pullout wire 

法の簡便法を行なうが，牽引方向は，少しく中枢方向と

して腿の固定と緊張を強めるごとくにしてから，背側ボ

タンに悶定する.ボタンと wireは3週後に抜去するが，

K.wireはなるべく長自に残す.

次は，浅指屈筋腿の下に腿移植を行なう ，いわゆる

Pulvertaft法についてであるが，私の経験は 14例とわ

ずかであり，しかも初期の症例では，適応選定の不十分

から，必ずしも良結果を得たわけではないが，最近の経

験例についてみる場合，適応を選べば，ほジ予期された

結果を得ることができるとの確信めいたものがもてるよ

うにな ったのである.適応としては，1)原因が sharp

cutで，2)少なくとも 1側の neurovascularbundle 

は正常であること， 3)関節の sti仔nessがないこと， 4) 

年令が 10才以上 30才以下で，5) その他，患者の職業

とか知能の程度も参考にしなければならない.浅指I/il筋

肱g付着苦11の一方の slipのみの損傷は，禁忌にはならな

いと考える.

手術手技については次に述べる zone2での腿移植と

ほジ同様なので詳細は省略するが，まず指の側正中線と

middle crease切開ではいり ，手掌腿!肢を切除，屈筋腿

をこの部に引き出し，浅指屈筋腿との分離を行なったの

ち ， 移植腿を採取するが，移植肱~は原則として足IJl筋凪g

を使用する.その理由としては，腿が適当な絢lさであり ，

しかも周囲に適当な paratenonを残すことができるか

らである.次いで虫様筋部で中継側の縫合を行なったの

ち，浅指屈筋IJatの下を確実に通し，P.1.P 関節部の bi.

fu rcationの部に引き出すが，この導入にはゾンデなど

の細い導誘子が必要となる.なお浅指屈筋腿の vincula

部にしばしば、癒着， )J巴厚が発生して正常 routeがわかり

にく』なっていることがあるので，その誘導には注意し

なければならない.なお基節部の腿宇佐、は切除することな

く，そのま〉とし，中節部にも pullyを残すことができ

れば， これを通したのち，移槌腿の末端を適度の ten.

s10nで末節骨1乙回定するが，その手技については後述す

る.

以上の腿移析を正しく行なった場合，ほジ満足すべき

結果が得られるのであるが，症例により ，指伸展位で，

D. 1. P.関節の屈曲は良好であるにか〉わらず，指屈曲

位とすると末節まで十分な力がはいらないという case

をみることがある.その原因としては，移猫腿が長すぎ

るとか，浅指屈筋腿との癒着などが考えられるが，いず

れにしても移植腿の緊張度は少し強目とし，術後固定は

指伸展位でするのが良いのではなかろうかと考える.

2. Zone 2の部での腿損傷

いわゆる noman's landでの損傷例で 190例を経験，

すべて腿移舶を実施した.先にも述べたごとく ，これら

の症例は，受傷i時には多くの場合，一般外科の方々の治

療を受け，UIJの閉鎖のみを受けたものもあるが，また，

間違った切開でl舵縫合を試みられたものも少なくない.

それに電気ノコなどによる損傷で，倉IJの治療に長期間を

要したとか，同H寺に骨の一部損傷を伴うものなどもかな

りの数を占めるわけで，関節拘縮のあるものには当然

dynamic splintも使用したが，すべての拘縮を除去す

ることは不"J能である，また疲痕はこれを除去，有茎植

皮で置換するのが原員Ijではあるが，その実施にはなかな

か困難もあり，たとえば線状癒痕は股移植と同時にz.形
成を加えるなどの方法をとったものも少なくない そし

て，この聞に行なった P.LP.関節の関節固定例は，わ

ずかに 8例で，しかも廿，関節の骨折脱臼を伴うものに

のみ行なったことを考えるとき，かなり無理な症例も含

まれていることが想像できると思う .これらの経験から

今日の私自身の大まかな結論ともいうべきものを申し述

べれば，術I狗の適応が良好な場合には，ほジ予期した結

果を得ることが可能であるが，ある程度の拘縮とか癒痕
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がある場合，これに腿移植を行なった際の結果は意外に

良かったり，また，まったく不良であったり，その予後

を正しく予測することがま ったく不能で，換言すれば，

予後に自信のない手術，それが noman's landという

ことになるのかも知れない

術i坊における拘縮除去に努め，必要に応じ有茎植皮そ

の他を実施すること，そ して拘縮除去ができない症例に

は，積極的に関節固定術を実施すべきことを考慮しなが

らも，腿移植により得られるかも知れないわずかな期待

をいだいて，もし失敗しても腿固定として良肢位が得ら

れ 』ば，関節閤定と同じ意味になるとの甘い考えから，

腿移植を実施する caseが皆無ではないのである.腿移

植の失敗を関節固定と同じ意味になるのかどうか，これ

には問題ーのあるところで，腿移植に失敗した指は時間と

ともに swanneck変形に移行し，P.1. P.過伸展，D. 

I. P.屈曲の変形をとるものが少なくなく ，JJIlt移植の失敗

は関節固定にはならないことを理解すべきであろう.

さて noman's landにおける腿移植についてはしば

しば述べられているが，現在，私が行なっている方法も

紹介し，これに対する批判を得たいと思う.切開は mid.

JateraJ切闘で， 側方中央よりや〉背側の切開を用い，

手主主切開はしばしば middlecreaseを利用する. そし

て指根部の損傷であれば，mid lateral切開は，指の月交

を前方に出て手挙部に至る切開とし，損傷!陀，J従輸の最IJ

肉fE，切離は直視下に行なって， stripperは使用しない

ことにしている.

MidlateraIの切開は癒痕のない部からはいって腿輸

に達し，これを上下方向に延長してゆくのが安全で，癒

痕部の切離は最後とする.切開の際， neurovascular 

bundleから dorsaIbranchが出ており， 比較的太い

血管が 2，3認められるのが普通で，これは切断，た ゾ

ちに結殺するのが良いだ、ろう. P. I. P.関節部の切開に

は CleJand'sJig.， transverse retinacuJar Jig の切離

が必要となるので，操作は慎重に，また，との部の剥離

も癒痕部と同様，最後にすべきで，無理な切離をすると，

volar pJateを傷つけることもあり ，注意しなければな

らない.腿鞘の最IJ離は十分に反対側まで行なったのち，

pulleyの残存と肢の剥離を行なうが， puJleyは中節と

基節にそれぞれ 1コとし，特に基節のものは，疲痕部よ

りなるべく離れたところに 5mm程度のものを残すこと

にしている.以上ののち，手掌部の切離にはいるが，ま

ず皮下のJJIltJl英組織を剥離して，これの適当範囲の切除を

行なう.これは腿縫合部と癒着すると可動性が障害され

るためで，切離は中枢から始め，末梢側では super品cial

transverse lig.から虫様筋， neurovascuJarの隔壁ま

でも十分に切除したほうが良いと考える.

次に中枢側の腿の最IJ離を行なう.受傷後の経過日数が

比較的短い場合には，周囲の paratenonおよび syno-

viaJ sheathの浮腫状肥厚が著明であり，陳旧例では癒

痕性癒着が著明であるが，いずれにしろ，これらの切離，

また最IJ離を行なって中枢腿に十分な excursIOnを得さ

しめることが大切である.また深指屈筋腿が手根管内に

後退しているような疲例では，これの引き出しが困難で

あったり，たとえ引き出しでも， その excurSIOnが不

十分の場合には前腕側からの切開，最IJ離が必要であり，

また症例によ っては longgraftを考慮したほうが良い

こともある.以上で十分な excursionを回復した深指

屈筋肢に腿移植を行ない，浅指屈筋腿は切除するのが原

則である.深指屈筋腿よりも浅指厨筋腿のほうが巴xcur-

Slonが良かったからといって，これを力源としても，あ

まり良結果は得られないようである.

移植腿としては長掌筋腿がよく利用されるが，私は足

底筋腿もしばしば利用している これは stripperを用

いて採取可能であり ， しかも paratenonの同H寺採取が

可能なためで，太さも最も適当と考えている.Palmaris 

Jongusを利用する場合にはできるだけ波状切闘を用い

て， paratenonを十分つけてこれを採取することにして

いる.

次に移植肢の総合について，中枢，末梢，いずれを先

にするかであるが，私自身も末梢を先にした時期，また

中枢を先にした時期といろいろであり，と』数年来は中

枢を先にする方法をと っている.これは中枢をあとにし

た場合， 1)一定の緊張のもとで腿縫合をしなければな

らないので縫合操作がやりにくい， 2) また縫合時， こ

の部を倉IJ外に引き出すこととなるので緊張度に狂いが生

じやすい，3)縫合時，不注意に腿以外の周囲組識に糸

を掛けて思わぬ可動性障害の原因を作ることがある，な

どの点によるものである.中枢側の縫合は，以前 Bun-

nell 1去を用いたこともあるが，王期生は虫様筋の付着部に

近 くinterlacing法を行ない，縫合には No.40程度の

wireを利用する.しかし小児では nyJon糸を使用する

こともある

縫合部の虫様筋による被夜は，以前は原則としてこれ

を行なっていたが，最近では無理なく被履できる場合は

別として，無理な被綴は行なわず，そのま L放置するか，

I側のみの被覆に止めることにしている.無理に縫合し

て虫様筋が循環障害に陥るとか，そうでなくとも深指屈

筋腿の可動性と虫様筋の弾性の聞にアンパランスが生じ
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量夏ち
図 2.

て，いわゆる lumbricalplus contractureなどの障害

をきたす可能性があるからである.

以上で中枢側の縫合を終り，次いで手主主部の皮膚を閉

鎖してから ， 移植出~末端部の縫合に移る.その方法には

いろいろのものがあるが，現在行なっている方法は図 2

のごとくで，まずノミで腿の末節骨付着部を傷つけ，形

成用キリで図のごとく斜方向の穴を聞ける.次いで腿の

固定は適当部位より少しく中枢側に No.34~36 程度の

太目の WJreを通し，これを爪の背側に引き抜く.腿を

末節竹に引き込んで回定，腿の緊張度をしらべるが，緊

張が弱ければこれを引き出し ， 政~を鋼線よりすべらせて

中継1lUJに寄せ，再び同じことを繰り返す. これを 2，3 

回行なえば適当な緊張度が容易に得られるわけで，これ

を確かめるには手関節を屈伸して，指の屈frjlの程度を隣

接指と比較し，少し強固とするようにしている.以上で

適当緊張のところでボタンに止め，あま った腿部は切除

し，以後側方皮膚の閉鎖を行なう.さて皮膚閉鎖に当つ

ては Boyesも述べているごとく ，P. 1. P 関節側方で

Cleland's lig.，また transverseretinacular lig.の部

に 1，2の皮下結節縫合をおくことは有意義と考えられ，

私も数年来実施している.

術後における圧迫包帯の実施はきわきて重要であるが，

私は次のごとく行なっている.すなわち指の問には，手

の大きさに応じて適度のガーゼを入れて綿花包帯を巻き，

手掌の圧迫には特に注意して圧迫包帯を行なう.そして

背側にはアノレミ副子を当てるが，これはギフ。ス高IJ子とす

るのも良いだろう.圧迫包帯ののちに止血部をゆるめる

場合には，手を必ず挙上位に数分間保持しておくことが

大切で， との Ii\~，前腕， 手掌部を経く圧迫しながら，血

行はゆっくりと回復させることが大切である.

次に腿移舶の術後成綴に大きく影響すると考えられる

ものに，術後 48!I寺間の手の挙上位保持と，運動開始後

における機能訓練の指導と，適宜処方される dynamic

splintの利用があると思うが，こ 〉でその詳細にはふれ

ないことにする

3. Zone 3の部での腿績傷

長母指胤日riJ腿損傷例についての経験例は 57例で，腿

移植は 34例経験，他は主として advance法が実施さ

れたものである.現在の私の治療方針としては，末梢端

の advanceが可能であればこれを行ない， そうでなけ

れば腿移植を行なうのを原則としている.移植l此として

は引き抜き法で採取した長掌筋腿を用い，まず末梢端を

先に述べたボタンによる簡便法で固定， 次いで pulley

を通して手関節機屈側に引き山し，なるべく 中枢側で長

母指出筋l腿の筋!腿移行部に近く interlacing法で縫合す

るが，一般に他指に比較して予後は良好なので，その詳

細は省略する.

4. Zone 4の部での腿損傷

次に zone4， すわなち手掌部における臥t損傷につい

てみると，全部で 84例を経験したが，こ のうち，腿縫

合を行な ったものが 37例，腿移植を要したものが 41例

とな っている 腿総合例も受傷後 24時間以内のものは

2仔IJのみであり ，大部分の症例が 1ヵ月以上，また 3ヵ

月以上の経過を有していたが，このうち 20例は 10才以

下の小児であ ったことは注意すべきで，手挙での以H負傷
は 10才以下の場合にはかなりの陳旧症例でも腿縫合が

1可能とい うことがい〉得るようであり ，しかも，かなり

の成績が得られるようである

ところが腿移植を聖書するような症例では， 1)小児の

場合は別として，原因がしばしば電気ノコ，その他鈍器

によるものが多い，2)多数腿の同時損傷， 3) !ll様筋付

着部で損傷のため，しばしばこれの疲痕化を認める，4) 

中枢l腿が手根管内に引 っ込み，これの引き出しが困難と

なる， 5)神経分岐部損傷の合併， などの理由で， これ

に対する腿移植の操作はなかなか容易でなく ，その予後

も一般的にいって良好とはい〉得ないようである.さて

腿移植に際しては， しばしば虫様筋の切除が必要となり，

また深指屈筋肱~の後退が著明な場合， これとの縫合をあ

きらめて浅指屈筋腿との縫合をするとか，他の指の浅指
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屈筋腿の移行などの便法を考えることもあるが，指先か

ら前腕までの longgraftを行なうのも良い方法と思う .

我々の症例では 41例中 13例に longgraftを行なった.

移槌胤?としては足底筋肱~を用い， まず指先苦11を縫合，指

部の腿鞘内，次いで手掌，手根管内を通して I~r端を前腕

部に引き出し，深指屈筋1m!に interlaci ng su tu reで縫

合する.との際，手根管部の癒着はできるだけ刺阿佐し，

虫様筋は丁寧に切除する.もし多数腿損傷の際には両側

の足底筋腿を採取し，縫合は少し強目の緊張で行なうの

が良いかと思う.

5. Zone 5の部での腿損傷

次に zone5は，手根管部での損傷で最ーも予後不良な

部とされ， 23例を経験した.予後不良の原因としては，

1)原因が電気ノコなど鈍器による場合が多いこと ， 2) 

多数血~の同時損傷であり ， 縫合部がトンネノレ内にきて癒

着が起こりやすいこと， 3)神経損傷を合併すること，

4) gapが開いて断端の接合が困難なこと，などの点で，

治療としては手根管の切開が必要となり ，断端i縫合が困

難であれば手it:部から前腕部までの腿移植とか，指先か

らの Jonggraftが必要となってくる.我々の症例では，

手数からがI腕までの graft7例，指先部からの Jong

graft 6 {fIJで，他の症例には腿縫合，神経縫合を行なっ

たが，これらは受傷後の経過日数が比較的短いとか，損

傷腿の数が比較的少ないものであった

術後は血~剥肉(Ê術が必要となる例も多いと考えられ，こ

れについては，初めの手術時より患者の了解を求めてお

いたほうが良いと考える.なお，この部での症例の中に

は 3{fIJの腿断裂例が含まれているが，2 {fIJには Jong

graftを行ない， 1 例は環指の浅指屈筋腿の肱~移行を実

施したものである.

6. Zone 6の部での腿損傷

次に zone6の部，すなわち前腕部での損傷例は 105

例で，これについては以前 1，2度本会においても報告

したことがあり，今回その詳細は省略するが，注意すべ

* * 

き点としては，腿損傷よりも神経損傷が問題となること

ことが多いという点である.すなわち腿総合により可動

性と筋力はかなり得られでも， intrinsic musclesの麻

療のため，かえ って変形が強くなる.すなわち-11寺的に

せよ，筋力が回復すればするほど変形が強くなることが

あるので，変形の防止と筋力の回復，そして癒着防止の

ためには dynamicsplintの正しい使用が必要で，これ

は少なくも正中 ・尺骨神経損傷合併例には絶対に必要と

いって良いだろう.そして 3ヵ月あるいはそれ以上を経

過して intrinsicmuscJesの回復が見込まれないもの，

また多少の回復は見込まれでも，成人については積極的

に母指対立再建，また cJow変形に対する腿移行を考慮

して良いと考える.

また前腕での!此縫合の術後には，時として 2次的に腿

華IJ隣術を考慮して良いことがある.腿最IJ阿佐と同時に神経

最IJ離を行ない，術後は恥期に運動を開始せしめるが，

dynamic splintの使用も有効と考える.一般に手にお

けるj従来11離術は，限局した癒着の際に適応があると考え

られ， zone 1と，この前腕での腿縫合の術後が最も良

い適応になるようである 術後 3ヵ月以上経過して限局

性癒着が考えられる場合には，積極的に奈IJ離術を行ない，

l陀相互間，以~と骨，平根管などの癒着を剥離するととは

きわめて有効なことが少なくない.

以上，私は過去 15年聞に取り扱った屈筋腿損傷の治

療経験の概略について述べた.これらの経験から，現在，

私のいだいている結論めいたものをまとめてみると，適

応を選ぶこと，また積極的に適応を整えることの重要性

を痛感するとともに，手術手技は良結果を得るのにきわ

めて重要であるが，おのずから限界のあること，そして

今後解決されるべき問題として嬢痕組織の取り扱い，す

なわち治癒機転と癒痕化，そして癒着形成の壁をいかに

して突破するかの点と， 一方で siJasticrodなどによ

る腿鞘形成，また腿輸を含めた股移植などに対する地道

な研究の必要性を痛感するものである.

* 



846 

11川川11川川11川H川H川111川H川川H川川川H川川酬H川川川11川川11川川11川川川H川川川11川11川川川11川川川H川川H川川l日11川川H川川川11川川11川11川11川11川川川H川川川11川川11川H川111川川川11川川川11川川H川川111川川11川川川川11川川川H川川11川11川川11川11 III 一般 j演寅 題 川11111111111111111川1111川111111111111111111

1. 手骨 X線像による骨年令の判定法について

川 島真人 南保文 昭 佐 倉朔 太田伸一郎*

1896年，Rankeによる骨核の X線学的検討以来，多

くの人々により骨核成熟の形態的変化と年令との関係が

論じられてきた.中でも手骨の骨成熟に関する研究は，

長期にわたって多数の骨核のさまざまな成熟過程が容易

に観察されるという理由もあって，最もよく 推し進めら

れてきた.これら骨年令判定法の幾多の改善をみる中で，

以前からよく用いられてきた Greulich-Pyl巴法のほか，

最近わが国では杉浦 ・中沢法が用いられているが，我々

は新たに Tanner-vVhitehouse-Healy法を検討するこ

とにより杉浦 ・中沢法との比較を試みた.

資料

我々が用いた資料は，手骨の遺伝性調査を目的として，

昭 43年度-に得られた九州地方在住者を主とする日本人

260家族 971人分，および 14才の中学生 92人分の手

のX線写真である.今回はこのうち 20才以下の年令屑

(男 262人，女 255人)の左手の X線写真ーを検討の対象

とした.これらの個体数の内訳は表 lのごとくであり，

特に 14才が多いのは，鹿児島県川辺の 14才の中学生を

数多くしらべたことによる.このうち 0才の資料は判定

不能のため省略し，1~20 才の資料を便宜上， 表 1 に示

したような，男女それぞれ9つの年令群にまとめて集計

した.なおX線写真は，両手を平らに置き，像の拡大と

変形を小さくするために管球を 120cm以上隣して背腹

方向に撮影した

Tanner-Whitehouse-Healy法と杉浦・中沢法との比

較

1凶96臼2年，Tanne訂r

約 2，600人の手のX線写真から骨年令評価のスタンダー

ドを作り，新しい判定基準を発表した.それによると対

象とする骨は，豆状骨および第 2，4指骨を除くすべて

の手骨であり，段階分類は様骨のみが 10段階で，他の

骨は 9段階に分けられている 各段階は個々の骨ごとに

異なった詳細な criteriaが設けられ， 段階評価は個々

* M. Kawashima， B. Nanjo・1えの門病院整形外科 CJI:[)，i;

打出港区35町);H. Sakura， S. Ota C教授) 来京医科歯科

大学総合法医学研究施設.

表1. Number of individuals examined 

Age Male Total Female 

0- 1 (3) (3) 

1- 2 

2- 3 50 

3- 4 16 12 

4-5 
26 62 

5- 6 21 14 

6- 7 
22 33 55 

7- 8 11 21 

8- 9 
29 57 

9-10 14 17 

10-11 
59 

11-12 18 5 

12-13 
57 

13-14 13 11 

14-15 52 52 54 54 106 

15-16 

16-17 39 

17-18 

18-19 

19-20 32 

20-21 

Total 竺j
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の骨の成熟の相関を考慮に入れて，骨の種類により ，ま

た成熟の時期により骨点数配分の比 重をかえた self-

weighting法をと っている. こうしてできた骨点数表

により，その総点数から骨年令を判定する.成熟完成の

時期には手根骨と他の骨はおのおの 500点になり，計

1，000点になるように配慮されている.

これらの点は，全手骨を 4群に分類し，各群に|日jーの

weightを与え，骨相互の相関をあまり厳密に考慮して

いない杉山 ・中沢法より理論的にはすぐれた方法である

が，杉浦 ・中沢法では，4分の lしか比重のなかった手

根'骨がかなりの比重を占めるために，両者に大きな判定
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法に比較して骨年令が低く 出る傾向にあり，偏差がより

ノトさく なる.

T法において，高年令で偏差が大きいのは，英国人を

基礎資料としているための人種差が関係しているもので

あろう.女性では，図2からわかるように，ほジ男性と

同様の傾向がみられるが，年令による変化の時期は男性

よりや 〉早いと忠われる.この図で， 14才のクツレープが

他の年令群と兵なって偏差の平均が低いのは，鹿児島の

山間部淡村の川辺地区の資料が多く含まれているため，

骨成熟の地方差という特殊性が考え られるであろう.

総 括

以上の結果を総合すると， S法は 6才未満の評価に難

点があり，とのことは手骨の発育段階の設定および評価

法の組大さが関係していると思われる.T法は， 8才未

満では十分実用に耐えるが， 12才以上では S法より偏

差が大きく，このま〉では日本人に適用するのに問題が

ある.

しかし，手骨の発育段階の設定および評価法の精密さ，

実際面での使いやすさではS法よりすぐれている点もあ

る.また手根骨の段階設定の細かすぎることや 1方向

のみからの図示にみられるように，判定に当って困難を

感じることがあるので，今後はこれらの問題点を克服し

て円本人に適した判定基準を作ってゆく必要がある.

さらに根本的な問題として，従来の方法はすべて暦年

令を基準とした場合の骨'成熟度の分布 ・変化をもとにし

て作られたものであるが，理論的には逆に骨成熟度を基

準にした場合の府年令の分布 ・変化をもとにした方法が

作られる必要があるのではないかと思われる

将来，より正確な骨年令判定法が作られ〉ば，臨床的

にも手の奇形，代謝疾患の終末，および再建手術の適応

の時期の予想，手の外傷後の変化と骨F成長との関連の究

明などにも応用されるのではないかと期待される.
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追加 杉浦(名大整形)

手根骨についても詳細な maturityindicatorの設定

が可能ではあるが，日常臨床上撮影されたX線像上では

必ずしもすべてを判定し得ないので，我々の方法では粗

大すぎる不備を認めながらも，臨床上簡便に使用し得る

ように O~5 の 6 段階分類に止めた.このような健康集

団調査では，調査対象の選択方法によってかなり差が生

じてくるので，日本各地での詳細な調査研究の集計によ

って日本人の正常骨年令が確立されることを望みたい.

答 川品

まったく同感である.特に手根骨の問題は，杉浦 ・中

図 2

の差が生じることにもなる

図 1，2は，両者の方法を先の資料に実際に応用した

結果をまとめたもので，各年令群における杉浦 ・中沢法

(S法)および Tanner-Whitehouse-Heal y法 (T法)

による骨年令の暦年令からの偏差の平均値の位置，およ

びその標準偏差の大きさを示している.男性では図 1か

らわかるように，一般に両者の方法とも，骨年令はj膏年

令よりや〉高く 仕iる傾向がある.8才未満では， S法は

T法に比較して'骨年令が高く出る傾向にあ り，偏差がよ

り大きくなるが， 12才以上ではこの関係は逆になり ，T
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沢法が実際的であり ，臨床的にも簡便に応用できる.

Tanner-vVh i tehouse-Healy法は細かすぎて， 判定に

まようことがある.

基礎資料については 11本人の地方差を考慮して，今後

充実させる必要がある.

2. ガングリオンの電子顕微鏡的研究

西山剛史 坂 根 正純 中川 定明

村上富美子 赤 堀 治水

ガングリオンは，主として関節周囲軟部組織または腿

鞘より発生し，それ以外にも膝半月板，JI奈十字籾帯，骨，

偽関節iなどの中日壬葉性の組織から発生するが， その 70~

80%が手部に発生すると諸家により報告されている

私たちは先の第 13回日本手の外科学会において，手

部に発生した 13017"IJのガングリオンの臨床像につき報告

図1.

* T. Nishiyama， M. Sakane・川崎医科大学経形外科;

S. Nakagawa (教授l，T. Murakami: ln]病理;0
Akahori : 1品l山済生会病院整形外科 (1刈山di伊iajmf).

し，男女比が 1: 1. 9で女性に多く ，10， 20才代で全体

の66.1% を占め，家族歴で 10%にガングリオンがあり，

はっきりとした外傷の既往は 11.6%に認められ，筋肉

質の重労働者に発生したものは，わずか 1.5%であるこ

とを示した.

このたび私たちは関節周囲軟部組織または腿鞘から発

C ヘ

っと恩われるいくつかの知見を得たので報告し，ガング

リオンの発生に対する私たちの考え方を述べたい.

ガングリオンの内腔に而して 1層ないし多用のガング

リオン表層細胞が認められ，これらは豊富な粗面小胞体，

ゴソレジ装置， ミトコンドリアをもち，活動性が旺盛であ

ることを示し，endoplasmic condensationと margi-

nal condensationを量している(図 1).表層細胞から

は膜構造が失われつ"，amorphous materialが排出さ

れているが，11英構造に包まれたま h 電子密度の低い物

質が排出されていることもあり ，さらに両者の問に移行

型も認められる(図 2).また多糖類に比較的特異性をも

っPAM染色により ，著しい染色性を示す物質が表周到II
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11包に認められ，これらは周囲に膜構造のはっき りしない

もの，一重の限界11具により包まれているもの，粗面小胞

体内に含まれているもの，などがあるが(図 3)，正常軟

骨細胞では粘液多糖類はコソレジ装置で認められたとの報

告がある一方，西川は軟骨肉腫例で粗面小胞体内に粘液

多糖類の生成を裏づける所見を得たと報告しており，私

たちがガングリオン表層細胞の粗面小胞体内に PAM揚

性の物質を認めたことは，多糖類の生成の異常な充進を

示すものであると考えられる.

ガングリオン表層細胞の周囲には amorphousmate-

rial，方向性の乱れた線維，broad band material が認

められるが，横紋のはっきりした成熟j際原線維は認めら

れない.

ガング リオンが発生して日の浅いものでは，変性した

細胞はほとんど認められず，ガングリオンが発生しての

ち，長期間経過したものにおいて細胞膜と核膜の消失し

た変性細胞を認める.

ガングリオン内陸から離れた組織間隙に周囲の細胞か

ら amorphousmaterialが排出され doughtercyst 

が形成されている.これらの細胞は豊A笛な粗面小胞{本，

ゴ‘ノレジ装置およびミトコンドリアをもち，endoplasmic 

condensationと marginalcondensationを皇し，周

囲には成熟した勝原線維の形成はなく ，ガングリオンの

表層細胞と本質的に同ーの態度を示している.
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これらに対して線維芽細胞は主として外層に認め られ

るが，胞体内には microfibrilをもち，さらに，これを

marginal filamentとして間質に放出している 間質で

はこの marginalfilamentに接して成熟した平行配列

の勝原線維が形成されている.

これら線維芽細胞とガングリオン表層細胞の聞には移

行型が認められ， 間質に amorphousmaterial とわず

かな microfibrilを排出しながら，成熟豚原線維の形成

はなく ，横紋の不明瞭な方向性の乱れた構造物となり ，

一部は broaclbancl materialとなっている.また移行

型と思われる細胞の lつに fibrouslaminaと perJ-

nuclear日lamentousmaterialを認めた.

基質には結合繊細胞から産生される固有成分と血液や

実質細胞に由来する物質が含まれており ，酸性粘液多糖

類は水分を結合する能力，粘弾性によって潤滑的作用や

蛋自の拡散の抑制にあずかっている.

Yard， Ley らは線維芳三細胞が酸性粘液多糖類および

目安原線維を合成するとし，Woodはコンドロイチン硫酸

Aおよび C とケラ卜硫駿が日bril合成を促進するにも

か Lわらず，コンドロイチン硫酸Bおよびヒアノレロン酸

はこのようなfF用がないとしている.

Grossfeldは組織培養において産生される largemu-

cin clotがヰ'占波多糠類によるとし，さらに Heclbergら

は mucinclotの粘析l性の増加はヒアノレロ ン酸によると

している.

私たちは以上より ，ガングリオンの発生について次の

ように考える.すなわち外的には機械的刺欽がガングリ

オンの発生に関与すると考えられ，内的には大量;の基質

を形成するにもか〉わらず少ない，しかも発達の悪い勝

原線維を形成しがちな体型が考えられる.機械的刺戟は，

中脹業性の細胞の多糖体の産生に異常な充進と，その質

の変化，おそらくはヒアノレロン酸の増加をきたし，大訟

の amorphoLlsl11aterialが粘欄度の高い l11ucinclot 

となって間質に排出される一方，ホ!i液多糖{本の質の変化

によ って鯵原線維の合成が阻害されることにより ，まず

小腔が生まれ，さらに，これらの小腔が融合して大きな

褒胞となり，ガングリオンが形成されると考えたい.
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3. 極地における手指循環状態について

吉 川 暢ー*

第 10次円本南極地域観測隊越冬隊に医療担当として

参加し，昭 44.， 1月から 45，2月までの約 1年間，南

極の昭和基地で生活する機会を得た，この 1年間，越冬

隊員 29名の健康管理として毎月 1恒1，体重，胸囲，血

圧，体温，脈.博数など 10項目の定期身体検査を行なった.

そのほかに昭和基地で普通の生活を送っている場合の指

尖の循環状況，ならびに指尖の運動能カについて毎月 l

|旦1，全員に指尖温度，指尖脈波，およびつまみカ，内転

力を測定し，これらの相関関係および南極の自然条件と

の関係，さらに日本における成人男子の指尖温度，およ

び指尖脈波などとも比較検討を加え，多少の知見を得た

ので報告する.

第 10次南短観測隊越冬隊員の数は 29名で，これまで

の隊では最も多く ，その平均年令は 30.9才で，これま

での越冬隊の中で最も若い隊であり ，また越冬経験者も

2名だけという，ほとんどの隊只が初めて南極を経験す

る者ばかりであった.

昭和基地の平均気温は最も暖かい耳 (12~1 月)で O

~-5 C C ， 日本の青森県の冬の気温と大体同程度で， 冬

(7~8 月)には -25 0C に も下がる . 我々の経験した最

低気温はー500C 程度で -40
0

C以下になれば，風に

まともに顔を当てると，5分もしないうちに頬部，鼻が

n自に凍結し，第 3度の凍傷に権った.

越冬隊員の 1年間の体重の変化は，日本を出航し南極

に若くまでは狭い “ふじ "の中での生前のため，運動量

が著しく減少し，体重は急激に増加する 南恨に接岸後

は重労働の建設作業が続き，体重は急激に減少する.次

いで越冬生活にはいり ， 6~7 月 の太陽の出ない冬期に

なるにつれて戸外の作業が少なくなり ，体重は増加の傾

向をとるが，9~10 月 の春になり ， 戸外の作業が頻繁に

なると体重は減少し，特に 11~1 月 の聞は 10 名が大陸

旅行をしたため著しく減少した.血圧は 1年間を通じで

あまり著明な変化はなかったが，多少増加の傾向を示し

た.体温の変化は気温の変化と類似し，夏期iは平均 36.2

。Cであ ったが，冬期には平均 35.8
0
C と低下した.IV~ 

補数も気弘llの変化，体温の変化と類似して，夏期は平均

70回程度で，冬期は体温の低下とともに減少して平均

N. Yoshikawa・鳥取大学整形外科ー

64回になった.

指尖循環状況測定には平和電子工業KK製作の改良型

局所温度計と光電容積脈波計を使用し，指尖温度と指尖

脈波をilllJ定し，手指の運動性はマナーフ ェノレト ・キーフ

ァ式手指運動能力illiJ定器を使用し， つまみカと内転カを

測定した.IIP.和基地内で、は +20
0

C程度の部屋の中で，

旅行中は +150C程度の雪上車の中で， いずれも坐位に

て測定した

指尖温度の変化は気温および体温の変化と類似して，

夏期は平均 31.50Cで，冬期は平均 29.3
0

Cと低下し，

8月以後は気温の上昇と戸外での作業が多くなるにつれ

て指尖温度も急に上昇する.1l~1 月は標高 2， 000 mの

大陸氷上を旅行中の測定値で，平均 27.6
0

C と最低値を

示した.指尖温度の左右を比較すると，各月とも左側が

平均 0.70C高値を示した(図 1).これは右利きの人が

多く，手袋などの防寒具を使用しているとはいえ，外気

にさらす機会が多いためと思われる
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図1.第10次南極観測l越冬隊長指尖温度月見IJ平均値表.

越冬隊員の指尖温度の年平均値と当教室員の冬期の指

尖温度を比較すると， 越冬隊員の年平均値は右が 30.0

。C，左が 30.8Cで，教室員の平均値は右が 34.0
0

C，

左が 34.40Cで，約 4
0

Cの差があり ，いずれも左側が高

値を示した.

指尖JV~ì，伎は越冬隊員の 90% は単林!波の monophas i c

waveで，その波町もきわめて低く ，年平均波高は右が

3.5mm，左が 3.3mmであった(区I2).これに反して
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図 Z 第10次南極観測越冬隊只折尖!派波紋向n別平均値表.

当教室員の冬期の指尖j脈波は，!J!複波の dicroticwave 

が大半を占め，小林らのいう T1型に)，1:¥した.その波高

もきわめて高く ，その平均値は布が 13.1mm，左が 12.8

mmであった.越冬隊員で指尖温度が 250C以下になる

と，指尖脈波は平坦な ftattenedwaveに移行するが，

-30
0

C以下の戸外で作業をして帰 り， 検査時，指尖温

度が 25
0

C以上にならなく とも非常に高い波を示すこと

がある.これは，指尖温度の上昇過程では正常以上の血

液の供給が必要であるととと， vasomotorを介しての影

響も考えられる.吉村は，指尖脈波の基本形は重複波の

dicrotic waveであると述べており ，小林らは脈波の起

始部の変化と各種疾患との関連性について述べているが，

越冬隊員にはそのような変化はみられなかった.また吉

村は，脈波が monophasicwaveになるのは動脈系が非

常に緊張状態にあるときであると述べている.

手指のつまみ力および内転力の変化は，ともに指尖温

度の変化とま ったく対照的で，指尖温度が下がっている

ときに，つまみカ，内転力ともに強い傾向を示し，特に

11， 12月の大陸旅行中，指尖温度が最も低下していると

きに，つまみカ，内転カが，ともにきわめて強い値を示

したのは予想、に反した.この原因については，はっきり

しないが，非常に低温状態では筋肉が緊張状態になり ，

その tonusが増加して intrinsicmuscleの力が強くな

るのではないかと考えられる(図 3).

以上の結果より ， 1)南極越冬隊員の指尖温度は日本

における成人男子の指尖温度よ り約 40C低かった 2) 
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図 3.tillO次南極観測1Al&冬隊員つまみ力)IJ]II平均値表.

越冬隊員の指尖脈i伎は大部分が単中日波の monophasic

waveで，波高も平均 3.3 mmときわめて低いが，日本

における成人男子の大部分は重複波の dicroticwave 

で，波高も平均 15.5mmと高かった.指尖I品度が 250C

以下になると平坦な flattenedwaveとなった. 3)指の

運動能力のつまみ力，内転カともに指尖温度の低いとき

に強い値を示し，指尖温度とは反比例の関係を示した.

以上のように南極における越冬隊員の指尖の循環状態

は，日本におけるときより ，きわめて惑い状態にあ った

と考えられるが，運動性に関しては，それほど低下して

いなかったように思われる.

質問 赤堀(岡山済生会病院整形)

Pinch力を検査する場合，母指~示指 pinchカに比

べて母指~小指 pinckカに， 特に温度による影響が大

きいことはないか.我々は指尖外傷の予後調査において，

このような経験をしているのでおたずねする.

答 吉)11

各指により pinchカが異なるということであるが，

示指と母指との聞の pinchカしか測定していないので，

その差は不明である.

質問 佐倉(東京医歯大総合法医研)

指尖混度の左右差の意味についてはどのようにお考え

か.

答 吉川

指尖温度の変化は気温の変化と類似してお り，気温の

影響が大きく ，外気にさらす機会の多い右側が低いが，

運動能力のほうは気温の影響が少なく ，外気にさらす機

会の多い右側では特に pinch力が弱 くなるという有意

の関係はみられなかった.
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4. 分脱麻癖児の強さ期間曲線

杉浦譲 久野孝幸 西源三郎

加藤泰弘 山 路兼生*

医学の進歩とともに分娩麻療は減少しつ〉あるといわ ternを示したもの 18{7IJ， normal patternを示したも

れ，その予後も本邦では比較的良好とされている.我々 の3例であり ，denervated patternを示した 3{7IJのう

は漠然と外転高IJ子を装着させ，しかも，なんら根拠もな ち 2例は全型の麻療である・また，partiall y clener-

く麻療児の母親に予後良好であると安心l'i!.~を与え，その vated patternおよび normalpatternを示した症例は

結果，多くは母親の期待を裏切ってきたのが現状と思わ すべて上位型の麻療である.これに対して， follow-up 

れる・今回，我々は分娩麻簿児に対して，初診11寺および で得られた 15症例のうち，まったく症状を残していな

follow-up 11寺に測定された三f1lil1i，上l腕二頭筋，総指伸 いものは上位型の 4例で，残る 11例は津山らの設けた

筋あるいは小指外転筋のふD曲線を中心に検討を加え， 予後判定基準の良以下となっており ，このうち 9例，す

との patternと予後の関係，さらに初期治療法の問題点 なわち 60% に著明な機能障害を残している 一方，

につきふれてみる follow-upI時に測定された S-D 曲線によると，dener-

l昭40年より 5年間に，名古屋市立大学病院および大 vated patternを示したものはなく ，partially dener-

同病院整形外科を受診した麻療児は 35症例で，このう vated patt巴rnを示したものは全型の 2例と上位型の 7

ち初診H寺に S-D 曲線のi)llJ定が行なわれているのは 24 例で， normal patternを示したものは上位型の 6例と

例である.性別では男児，女児ともに 12例・患側は右 なっている・前にも述べたごとく ，まったく機能障害を

16，左 8側. Typeでは上位型 22，全型2例，下位型 残していない症例は 4例であるにもか〉わらず， S-D 

Oである・生下I母体重は最高 4，950g，最低2，400g，平 曲線の所見によると，正常と判定されたものは 6~Jに認
均 3，730gとなっている.35症例のうち follow.upで められる.この事実は麻療の回復にもか〉わらず，関節

きた症例は 15例で，ほとんど他の病院へ転医しており ， 拘縮および筋の}R用性萎縮が残存しているものと考えら

装具を 1~6 ヵ月間装着後， 単に"'<'-;;サージを継続して れる.さらに S-D曲線がなお partially clenervated 

いた.Follow-up時の年令は 10ヵ月から 5才にわたり ， patternを呈しているものは，麻療と関節拘縮，筋萎縮

男児7例，女児8例で，右側 11例，左1J¥IJ4例である・ などが相乗的に働き著明な機能障害の原因をなしている

Typeでは上位型 13例，全型2例となっている・ ものと息われる. Follow-upし得た 15症例のうち，初

初診時の S-D 曲線の測定成績では，clenervated 診時にも S-D曲線の測定がなされていたものはわずか

patternを示したもの 3例，partiall y clenervated pat- 7例にすぎないが，表 1に示すこ引とく ，同じ傾向を呈し

表1.
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 l ♀ 3y 8m R Whole arm D 一d I Pa恥加Parti川rt凶ti山i Poor 

2 ♀ 2 y 8m R Upper arm Partially denervated I Normal Good 

3 ♀ 4y 11m R Upper arm Partially白 …dI Partially…ベ Poor 

4 合 3y 8m R Upper arm Partially denervated I Normal Poor 

5 ♀ 2 y 2m L Upper arm Partially clenervatecl Partially denervated Poor 

6 ♀ 2 y 11m L Upper arm Partiall y denervated Normal Good 

7 合 11m R Upper arm Partially clenervatecl Partially denervated I Poor 

* Y. Sugiura， T. Kuno， G. Nishi， Y. Kato:大同病院

整形外科(名古屋市南区白水町);K. Yamaji (助教授)・

名古屋市立大学整形外科.
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ている.

考察および結語

分娩麻療はJI台児娩出時に上腕神経設の牽引が主体とな

り，とれに産科医の指による圧迫，鉛子の圧迫などが重

なり惹起されるものであり ， この意~まからは麻漉した神

経を弛緩させる肢位，すなわち外転副子の装着が適当な

治療法といえよう.しかし，個々の痕例が異なるため，

副子を装着させる期間には一定した基準は設け得ないこ

とから，麻療の回復がおくれている症例には，必然的に

長期間の装着を余儀なくされているのが実状のようであ

る.したがって回復のおくれている症例では，さらに拘

縮，fl1j萎絡が加わり ，これらの相乗作用により，著しい

機能障害，ひいては関節の変形をもたらす結果になって

いると推定される.この点を重視して，1925年，Sever 

はみずから過去に推奨した外転高IJ子療法を翻し，その治

療はむしろ経過を長びかせるものであると述べている.

また，1939年， Milgramも固定による危険性を指摘し，

これに対し 1967年，Alderも賛同の意を表明すると同

H寺に，分娩麻療児では関節の拘縮が早期に現われるため，

固定は行なわず，関節の可動域を保つべきであると強調

している.同H寺l乙，彼は，現在なお多くの整形外科教科

書に外i伝位固定による治療法が推奨されていることは，

遺憾であると述べている.この Alderの考えには反論

もあろうが，いずれにしても対象が幼少であるため，最

も重要と息われる機能訓練による治療が行ない得ないこ

とにつけ加え，現代の社会事情のため住所を移転する場

合も多く ，さらに不治の病をか〉え病院を転々とする症

例もみられ，地方でたジマ ッサージを 1日1回行ない，

治療経過を慢然と観察している場合も少なくない.した

がって治療成績は当然不良となる.これを裏づけるがご

とく ，Fergusonは分娩麻療の完全治癒率は 10%であ

るといわ Alderも上位型の麻療でさえ 7%であると述

べているさらに Wickstromは，上位型の麻療でも完全

に回復するのはわずか 13.4%であるとい ).，また下位

神経叢は上位神経叢の 1/2の力で損傷を受けるため，下

位型および全型の麻療では完全なる回復は得られないと

述ベている.我々が follow-upできた 15例のうち，4 

例に完全回復がみられたとはいえ，分娩麻療が予後良好

なる疾患とは考えられない.しかも，follow-up 時点で

の S-D曲線が normalpatternを示した症例でさえ関

節拘縮を残している事実は，初期の固定期間に問題を含

んでいる.このように麻療に続発する障害を考慮、すれば，

第 8回本学会での津山らの分類した予後判定基準の麻療

は，関節拘縮，筋萎絡をも含めた意味で解釈したほうが，

より適当ではないかと考える.

以上，分娩麻療児に対する S-D 曲線は予後判定に有

用なる手段であると同時に，この結果を参考として，我

々は初期治療，特に拘縮予防には十分なる注意と観察を

払わねばならない

質問 飯田(東京医歯大整形)

1) Plexus branchialisでは M.C. V.の測定がで

きないので，latency timeを計ることが， むしろ予後

判定に必要であるが，その測定は行なっているか.

2) 非常に幼若な年令に対して S-D曲線の測定は困

難と思うが，いかなる対策を立てたか.

答 杉浦

1) M. C. V.の測定は行なっていない.

2) いかなる測定にも誤差はっきものであるが，これ

を最少限にとゾめるのが我々の務めである.

5. 指神経の刺戟伝導速度に関する研究(第 1報〉

菊山真行 明石謙 富田則子*

臨床上の検査として，逆行性知党神経刺戟伝導速度の

狽IJ定は比較的簡単に行ない得る方法であるが，末梢側の

刺戟によ る潜時で，導子より電極までの距離を除して得

られる刺戟伝導速度は，それより近位の刺戟伝導速度に

• N. Kikuyama (部長):阿山市民病院後形外科(間山市天

i籾):K.Akashi (講師)，N.Tomita :岡山大学中央物療苦[5.

比較し，著し くその{症が低く ，ほとんど 1/2であること

はよく経験することである 我々はこの事実に注目し，

また我々の知るかぎりでは，指神経 (N.digitalis vola-

ris proprius)のみの刺戟伝導速度についての報告はな

いため，以下の実験を行なった.
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方法

検査には TECA筋電;¥+moclel B-2を斤!いた.この

筋福計の利点は timeinclicatorがあり，誘発筋屯図を

行なうときは，シグナノレを活動電位の起こり始めに合わ

せることにより ，1/10 msecまで正確に計測し得ること

である.

刺戟i淳子は TECAのものに加え，これとほジ閉じ構

造で，バンドで固定し得るものを作り ，これら 2種を使

用した.刺戟は直角波で幅は O.1または 0.2msec，電

圧は 250Vまであげる ことが可能であるが，その半分以

下で活動電位を誘導し得た.

表而電極は，厚さ 0.2mm，幅 4mm，長さ 2.5CI11の

銀板を 2枚，1 CJ11の間隔で velcroに凶定したものを用

いた.まず表而電極を示指基節外側にl討定し，mIJl:.えを上

腕二頭筋内側および手関節長掌筋!腿上で行ない，おのお

のの浴時の差を求め， 東IJ~戎部間の距離を計り ， }H~手関

節聞の正中神経の刺戟伝導速度を算出する.これは一般

に臨床検査として行なっている方法である.

次に手関節部で~llJ戟導子を固定し，基w外側までの潜

時と，また表面電極を D.1. P.外側に移して得た潜H寺の

差を求め，表面電極を移動させた距離を計り ，指神経の

刺lは伝導速度を算出する.また基節外側部の皮膚温を測

定する.この操作を両手に行なったのち，パラフィン浴

柑で両手の il11mersionを行なって皮脂温を上昇させる

よう試みた. 20分間加温した後，片手ずつパラフィンを

取り除き ， 以ï'fíj と同じ手技で指神経のみの~llJ戟伝導速度

を測定し，前と同じ部位で再び皮脂温を計った.

室温は 20~25 0C の間に保ち， 被験者は検査を受ける

-¥¥¥U¥ノ Jr"-
ノ J山一

図 1

図 2.m村1経の活動電位ー

上 :'，!1極を D.I. P.においた場合

下 m極をiJ;lliiにおいた場合

前，少なくとも 30分はこの室内にとジまるようにした.

対象

健康人 30~むについて上記の検査を行ーな ったが， うち

6 :t，は活動電位の確認が困難であったので除外した.し

たがって，結来は残り 24名のものを用いている 労 4

名， 女 20 名 ， 年令は 19~35 才まで， 平均 23 才である.

結 果

表 1に示したように， 正中神経の刺Jt¥l<:伝導速度は右

72.6土 2.8，左 67.8土 2.15 l11/secであり，右，左の平均

値には有意差はない.

指神経の京lJt:i，l(伝導速度は1Jfl温前 38.0土1.2，力ni1ul.後は

43.4土1.2で，これらの平均値には有意差を認める.

表1. Concluction velocity of meclian ancl 

c1igital nerve. (l11/sec) 

IMean 

Right 72.6 土2.9 14.1 

L巴ft 67.8 土2.1 10.5 

Both 70.2 土1.8 12.8 

hfm lベ「 8.4 
warmecl 

1九TarmeclI 43.4 土1.2 8.2 

各速度の正中神経の伝導速度に対する比を%で表わ

せば，力H温前 55.3%土 2.07，加i1ul.後は 62.9%土 2.24と，

いずれも正rlJ神経よりもかなり低い値を示している

皮膚ìk~については， 加温自íî 33.2
0
C土 0.26，力H祢i後は

35.80C土 O.13で，約 2.70Cの上昇が得られた.

指神経の力u温前後の速度差を温度差で除した値は 2.79
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土0.5m/sec/degで，l
O

Cの温度の変化によって起こる

速度の変化を示す.

考 察

1949年，Dawsonらにより知党利!経の刺戟伝導速度の

淑IJ定に関する報告がなされてから，多くの人々がこれに

関する仕事を発表してきた 最初は orthoclromicsen-

sory conduction velocityが測定されたが，この方法

の欠点として，51ミ梢で細い神経を刺依し，太い神経より

活動電位を誘導するため活動電位が小さく ，これを大き

くするため刺戟を強くする必要があり ，そのため刺j除部

位の疹摘が大きい，などの欠点があった.しかし，その

後，Mannacciらによって臨床的に取り入れられた an-

ticlromic conduction stuclyは，前に述べた orthoclro・

mic conduction stuclyと同じ値であり ，しかも太い神

経を刺股し，細い神経から活動電位を誘導するため，前

者に比較し刺戟も弱いものでよく ，誘導もより簡単に行

なうことができる，などの利点により ，我々は臨床検査

もほとんどの場合，いわゆる逆行性の班I]f，i，it伝導速度を測

定している.

指村1経の京l]l:戎伝導速度については Buchthalや，最近

では Almquistらの報告の中にもみられるが，いずれも

手関節から示指までの聞の速度であり ，N. cligitalis 

volaris propriusのみの刺戟伝導速度ではない. これ

ら2者の報告によると， おのおの 55.2m/sec， および

48~70 m/secの問で，我々の得た値，すなわち加温前

38.0，カ日温後 43.4m/secよりは明らかに大きな値を示

している.

示指基節外側までの潜時と， D. 1. P.外側までの潜時の

差は 1.2~0. 6 msec であり ，潜時を正確に測定するた

めには，time inclicatorは不可欠のものであろう .

活動電位の誘導は，被験者によっては大変困難な場合

もあり ，6名についてはその結果を除外した.活動電位

の起こり始めを，より正確にするためには，刺戟電根の

polarityをかえることが比較的役に立ったように思う.

一般に柔らかい皮膚の指は，活動電位がはっきりと証明

できるようで，我々の場合，被験者に若い女性が多いの

もそのためである.

Sunderlandによると，神経の刺戟伝導速度に影響を

与える因子として，1) axonおよび totalfi breの直径，

2) myelin thickness， 3) myelin structure， 4) in-

tranoclal length，をあげている.Gasserらによると刺

戟伝導速度は axondiameterに正比例するものと し，

この説は成舎にもしばしば引用されている.指神経の

axonの直径や total fi bre の直径の分布については

Buchthalの報告があり， これによると指神経における

これらの分布は，正中神経における分布とほとんど変化

がないことが述べられており ，これが正しいとすれば，

我々の得た結果は Gasserらの結果に一致しない.つま

り生体内， 特に人体内での神経刺戟伝導速度については，

axonや 日breの直径がそれほど強い影響を及ぼす因子

ではないことを示している.

iJ.it度が刺J:史伝導速度に影響を及ぼすことについては数

多くの報告があり ， l
O

C 当り ， Henricksenらは 2.4

m/sec， Petajanらは O.3~0. 4 m/sec， Postらは 1.57 

m/secなどの諸説がある.我々の実験では 2.79m/sec 

の値を得たが，パラフィン浴によって得ることのできた

温度差は，わずか平均 2.7"C であり，温度の上昇によ

り京IJ戟伝導速度が上昇することは認め得ても，小さい数

値にまでは言及することをさけたい.

この実験で一ばん問題になる点、は，電極聞の距離が短

いことであろう .こ』で一般に誘発筋電図で京IJ戟伝導速

度を計測するとき，刺戟導子問の距離の測定には，次の

ような誤差を大きくする点がある.

1) 皮膚に記したマークの問を計測するときは，皮膚

の可動性が大きい部位では誤差が大きくなる可能性が強

い.2~3cm の可動性をもっ部位がある.例 と しては大

腿神経があげられる.

2) 筋腹が大きい場合，筋腹の盛りあがりに沿って計

測すると誤差が大きくなる.月笠骨神経がその例である司

3) 神経の走行が湾曲している場合.

J];IJ骨神経がその例である.

これらの諸点について考えるとき，普通では距離の測

定には少なくとも 10% 程度の誤差は考えておかねばな

らない.また上述の諸点について，指神経を当てはめて

考えてみると，いずれの場合も誤差は，はるかに少ない

と考えてよく ，マークの聞の距離の測定についても，注

意深く行なえば 1mm以内に誤差をとジめることは可能

であり ，我々の得た結果は十分信頼できるものと思われ

る.

結語

1) 逆行性刺戟により ， 示指外側の指神経~l1J戟伝導速

度を測定した.

2) 加淑前の平均値は 38.0土1.22 m/sec，加温後の

平均値は 43.4土1.18m/secである.

3) パラフィン浴により加温を試みたが，平均 2.70C

の皮膚混の上昇を得た.

4) 正中神経の刺戟伝導速度に対する加湿前，力日湿後

の指神経の刺戟伝導速度の割合を%にして表わすと，
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力日温前 55.31%土 2.07，力ni.昆後 62.96%土 2.24である.

5) 温度の上昇に対する速度の上昇は 1
0

C当り 2.79 

m/secである.

6) 他の文献的考察も合わせて行なえば，生体内にお

ける刺戟伝導速度に影響する因子として，axonまたは

total fibreの直径があまり重要でないことを示すものと

考えられる.

6. ヒトの手関節機能分析

一一追跡動作における筋活動から一一

森貞近見*

ヒトの手関節追跡運動に関与する筋の筋活動状態を知

る目的で，本検査を行なった.採用した方法は，工学方

面で一般に用いられているサーボ分析である.この方法

の応用の妥当性は，生体がいわゆる feed-backcontrol 

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.しかし，ヒトの協同運動系は単一なサ

ーボ系でないこと，適用の手法において表現が異なる，

などの問題点があるが，ヒトの協同支InfYJ系を 1つのサー

ボ系と単純化し，同一手法による表現の比較においては

意義があると考える.

検査方法

検査装置は制御対象，操作部，指示装置からなり ，操

作部は手関節とそれに装着した電気角度計，指示装置は

ブラウン官「オシロスコープである.ブラウン管而上の輝

点は，手関節掌 ・背屈運動 200
で，左右におのおの 20

mm移動する.筋電位の導出のために，biophysiograph 

とさらに単位時間税分計を用いた.

本検査に用いた方法は freq uency response ex per i-

mentであり，それには predictableinputとunpre-

dictable inputの 2つの方法があるが，本実験ではiIli

者のみを行なった.指示装置のブラワン管面上を正弦波

的に!fj)Jく輝点がある.検者は，被験者に，この輝点を手

関節の運動で爺IJ1ff.11できる輝点で追跡するように命ずる.

被験者はできるだけ正確に追跡動作を行なう .この両現

象と追跡動作i時の手関節の掌 ・背屈主拶j筋である尺側手

根屈iJ1j，機側手段屈筋，長 ・短筏側手根伸筋，尺側手根

仲筋と，さらに補助筋としての長母指外転筋の筋活動屯

位と，その単位時間!積分値を同時記録した.検査に当つ

ては手法が結果に影響するので，入力の正弦波の周波数

* C. Morisada :長崎大学整形外科.

は， ヒトの系は 0~10 cpsまでが線性と考えられている

ので，O. 06~4 cpsの周波数域で 0.06，0.6， 1. 2， 0.4， 

1. 6， 0.2， 2.0， 1. 0， 3.0， 2.5， 0.8， 4.0 cpsと，おの

おの atrandam に選んだ 肢位はJIサ関節iを 90
0
に屈

曲し，手の手関節iij特に対するトノレクを等しくするため，

前腕は丞直巾問位に保持し，指frt• JIT1筋の手関節への作
用を小さくするため，指を軽く握らせた.

検査結果

ボード線開:同時記録dl!線より入力および/.1:¥カ (手関

節の運動)の正弦波を取りあけ、，入 ・出力問の振幅の比，

0.06 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.6 

2.0 

2.5 

3.0 

川
周
波
数

右t創刊手fi{flI'Ii)j イ7尺側手-IH!ITlIi)j

図1.
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図 2.筋m位仮幅一周波数曲線.

b. 尺~lll手恨l:ti~7j . 様~lll手線照筋.

位相の変化からボード線図を作成した.利得曲線より ，

system gain 1. 0 (odbJ漸近法により折点周波数 0.6

cpsを読み，時定数 0.27秒が算出された.それより高

い周波数では -1slopeをなしている.

系を周波数解析するとき，むだ時間要素にぶつかる.

これはノレーフ。の伝達おくれによるもので，記号Lで表わ

される.これは位相曲線から求められ， 0.094秒と算出

された.

周波数の増加に伴う筋活動位相の推移

図 l はか~{J\IJ手根例l筋 と尺fJI!J手根屈筋について示したも

ので，棋liMIに筋活動位相を背屈相 ・掌屈相に分け，縦割l

に周波数を取り ，各周波に対する位相と振幅の山をプロ

ットした.

利得曲線から求めた折点周波数0.6cpsまでは，丙筋

は明確な相反活動を示さず，重なり合った活動相がある.

しかし，その活動の山は対応する手関節運動相に認めら

れる.この周波数をすぎ，-1 slopeの形成に従い，筋

活動振幅を増しながら背屈筋は掌屈相で，ヰ屈筋は背屈

相で活動するようになることを知った.

周波数の増加に伴う筋活動最大振幅の推移

図 2aは尺側手線屈筋について示したもので，横軸は

周波数，縦軸は最大振幅をとり，各周波数に対する最大

振幅をプロ ットした.利得曲線から得た折点周波数 0.6

cpsまでは著明な変化はないが，これをすぎ，-1 slope 

を形成するに従い，急激な振幅の増加を示した.この傾

向は検側手根仰筋についても同様であった.

周波数の増加に伴う手根屈筋群聞の主活動性の優劣

図2bは手関節屈筋群について示したもので，破線は

様側手根屈筋，実線は尺側手根屈筋の各周波数に対する

最大振幅をプロットしたものである.0.06 cpsで，尺{J¥IJ

手根屈筋は械側手根屈筋よりも高振幅で，0.4cps近く

から急激な振幅の鴻加を示す.一方，校側手根屈筋は，

0.6 cpsまでは振幅に変動なく ，それをすぎるころから，

ゆるやかに最大振幅を増している.検査最高周波数 4.0

cpsでは，尺側手根屈筋は桜側手根屈筋の 3倍の高振幅

を示した.この工11実からして手関節の追跡動作に関して

学:1吊相

0.06 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.6 

2.0 

2.5 

3.0 

的
周
波
数 布長母指外転筋

図 3.周波数の的加に伴う筋活動位相の推移.



1971年 10月

1 slope を形成するに従い，背屈相での山は掌屈相側

に移ると同時に，主主屈相にも筋活動の山を有するように

なった.

周波数のFJl加に伴 う筋活動最大振幅の推移は，他の筋

と同様に，やはり折点周波数をすぎ，-1 slope を形成

するに従い，その振幅も急激に増加していった.

手斗タト非2

も尺側手根屈筋は榛側手根屈筋よりも優位な主活動性を

有している.同様に手根伸筋について試みたが，検側 ・

尺側手根作11筋の聞では主動性の優劣を決めることはでき

なかった.

次に，手関節i運動の補助筋と考えられる長母指外転筋

について観察する.図 3に示すように，折点周波数 0.6

cpsまでは背屈キ11に活動の山をもつが， それをすぎ，

護巻 22・号 11858 

指屈筋)健と指運動との関係について7. 
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手掌あるいは指での指屈筋腿損傷に対し，種々の手術

が行なわれるが， 術後変形や運動障害は稀でない. No 

man's landでの腿損傷に遊間!E腿移植が行なわれるよう

になり ，その予後は改善されたが，いまだに理想的な指

運動を回復し得るに至っていない 指屈筋腿の手術，こ

とに腿移植術後の指運動機能不全の原因は種々考えられ

るが，第 1に腿の癒着と受傷|時，または判lirl侍に受ける

組織損傷に基づく運動障害があげられる.

この研究の目的は，指屈筋l健とそれに付随する1¥様筋

や pulleyのt財務が，指屈曲運動にいかに影科するかを

知ることにあった.

標本実験

材料は凍結保存された切断手2手である.最初の実験

は不備な点があったため，こ込に用いるデータは 1手 4

指に行なった実験結果に基づくものである.

実験方法

標本を木f?に回定し，手術時と 同じ皮切で指周筋腿，

虫様筋， pulley を露出. 近{立手掌の皮膚，手主主!腿!院は

切除.横手根靭帯は温存.その中枢で各腿に絹糸を掛け，

滑車を通して錘りに接続.錘りは 100，200・ ..1，000g 

とし，それぞれの重誌に対する指関節屈曲角を計測l こ

の際，小指は他指と異なる曲線を描くので，結果は示中

環 3指の平均で示した.浅指屈筋腿，深指屈筋取t浅 ・

深周筋腿同時牽引の 3者につき言1"i)lIJし，M.P. 1鶏u↑lでは

1本の腿を牽力するより浅 ・深 2腿を同時に牽引するほ

うが少ない力で関節屈曲を得られるが，最大厄¥1劫l支は 3

者ほジ同じ約800

である.P. 1. P.関節では，浅指屈筋!陀

牽引によるよりは深指屈筋!腿牽引に，より強い屈曲が得

* Y. Ueba， A. Obara : :京都大学整形外科.

上 羽 康夫
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られる.最大屈曲度はいずれも約 100。で大差ない. D. 

1. P.関節屈曲は深指屈筋腿によるが，小指は他の 3指と

呉なる曲線を描く .

次に虫様筋起始部を 1.0 cm末析に移動した状態と，

虫様筋を深指屈筋腿から切離した状態とで深指屈筋腿を

宣伝引して，指関節の屈曲度がどのように変化するかを測

定した. M.P 関節は虫様筋起始が末析に移動すると，

小さい筆引力でも大きく屈曲するが，最大屈曲度は正常

の場合と大差ない それに反し，虫4制耳切離では最大屈

曲は 20。ほど減少する. P. 1. P.関節では，虫様筋が切離

されても屈曲状態に著変はないが，虫様筋起始部移動で

は強い屈曲制限をみる. D. 1. P.においてもほ ジ同じ変

化がみられる.

次は虫様筋を深指屈筋艇から切離したのち， puJJey 

を部分的に切除して屈筋艇を牽引し，指屈曲度を測定.

PulJey切除後， 関節部の皮膚のみを縫合し，関節掌側

で脱があまり浮きあがらぬようにした.M.P.関節は虫

様筋切除で屈曲度は減少するが， puJJey切除によ って

は，ほとんど変化しないか，かえ って附加するかである

(図1a). P. 1. P.関節では遠位 puJJeyが切除されても

著変はないが， 近位 pulleyが切除されると屈rtllは減

少する(図 1b). D.1.P.関節では遠位 puJJey切除され

同

1:15 

1 1∞ 

症例 1・縞O勉

Tendon grafting 
with sublimis 
II1tact. 

旬、

グ¥110
症例 3:杉O佳O.
Tendon grafting with 
Sublimis intact. 
0111y proxima1 plIlI町
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ーぉ7o1

叩l

o 0 

症例 2:市01:1，00山1¥.

Tendon grafting 
Dista1 plll1ey 
removed. 

弘
司
4
0

主ζこ

旋例 4・jJ，正O兆.

Tendon graftil1g 
Lumbricalis intact 
On1y proximal pulley 
1eft. 
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ると屈曲度が減じる(図 1c) すなわち， 切除された

puJJeyよりも中枢の関節はほとんど影響を受けないが，

末梢の関節では屈曲度が減じる.かく虫様筋や puJley 

の状態を変化させて指屈筋腿を宣告引すると，それぞれの

指最大屈曲度は変化する.PuJleyの数を減じると屈曲

は少しずつ減じるが，関節部の皮脂で)慌の bowstring 

を防ぐと，まったく pulJeyがなくとも，かなりの指屈

曲が得られる.

臨床観察

標本実験の結果と術後の指運動を比較した.腐筋腿手

術後 1年以上経過した 25~IJの追跡を行ない，関節可動

性正常，かつ腿癒着が少ないとみられる症例の指運動を

分析した(図 2).

症例1. 16才，男. トタン板で左中指中iifiに切fJIJ. 深

指屈筋腿断裂 !陀移植術施行. 浅指屈筋腿， 虫様筋，

pulleyすべて温存.術後の指屈曲は M.P.関節大，

P. 1. P.， D. 1. P. 小.原因は肱~縫合部を虫様筋で被うと

き，起始部を末約に移動しすぎたため.

症例 3.16才，男.ノコで示指中節に切創.深指屈筋

凪~断裂. 浅指屈筋腿は温存し!陀移植術施行.近位 pu l.

leyのみ残す.術後指屈曲は M.P.関節大， P. 1. P.， D. 

1. P.関節で小.原因は虫様筋起始部を末杵Hこ移しすぎた

ロ~1 1O/70 ， .. 
下O
o 0 0 

症WIJ5: i[10微.

Profundus repaired 
Lumbricalis removed 
Pulleys intact. 

70 

o 10 
症例 7 川 O~

Tendon grafting 
Nopulley. LlImbricalis 
1I1tact.ホ

つ72

従例 6:上0-0.

Prof lIndus repaired 
Lumbricalis paralysed 

印1

卸/んど
20 0 0 

引に例 8:J二O綾

Tendon grafting 
No pulley 
no lumbricalis. 

フー
Lumbricalis 
切除後のJ位犬同1111位.

加¥Lumbricalis起 !lfï m~ を 示 指 中指 ω JIi f行

山山支出llp L 30~叩 み∞ ;)?/ 

Tenclon grafting in tow digits 

症例~ 9:納O普O. 症例 10: i窃O陛O.

* Indicates the maximum f1exion of the digit with an external ring. 

Three profundus tenclons repaircd 
SlIblimis tendons removed 

図 2.臨床観察
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ことと pulley切除しかし近位 pulleyが残存すれば

指関節はかなり屈曲可能.

症例 6.6才，男.ガラス片で手掌に切泊IJ.示指深指

屈筋)腿断裂.虫様筋への神経は断裂していたが，その筋

で!陀縫合部を被う.麻摩した虫様筋でも，1'Jt存と切除で

は指児曲l支がI!FJらかに異なる.

症例 8. 9才，女.ガラス片で右示折基節に切泊IJ.指

屈筋!此断裂.縫合術を受けたが失敗しており ，改めて腿

移植術施行.手術時，綴痕化した虫様筋と全 pulley切

除.術後指屈曲は著しく減少.原因は pulley除去と，

標本実験のごとく関節部で腿の浮きあがりを防けーなかっ

たため.

症例 10.5才，女.ガラス片で右手学を切り，示・中・

環指のすべての屈筋胤?を断裂. 深指筋l陀のみ縫合. 手I~後

指屈曲は M.P.関節小. P. 1. P.， D. 1. P.関節屈曲はほジ

正常.虫様筋断裂型の障害.

以上より次の 4点を結論した(図 3). 1)虫様筋を正

常な起始部より末檎で深指屈筋腿と縫合すれば， P.1.P， 

D. 1. P.関節に届曲障害をきたす. ゆえに腿移植術を行

なうときには虫様筋起始部をもとの位置にと 正めるのが

最も望ましい.2) 虫様筋切除により M.P.関節の屈l並i

制限が起こる. 3)麻揮した虫様筋は残したほうが良い

が，断裂または媛痕化したものは切除したほうが良い.

4) Pulleyを切除すると，それより末梢の関節屈曲障害

1104 コ
J 刷)
Lumbricalis AII pulleys切除

切除によ るJi11:1111I1

，ーーーー守105
/，16 

市I

i栗桁肌筋による

指1:1.111lJ

a. 1栄JiiJiil1r7i:!i}:大収縮時における桁屈IIIJ/J[と虫様n百とのjjl;l係.

43 
月一ー...， 104 〆'百h
d師 ， 、砂、 104

回I 571 

正常指 Lumbricalis 
切除による指周1111

ーーーτト、 ー""'庁、、 ?:l、¥←圏、102 判 、 )95 •• 87) 

587 日/ 日/

Distal pul!ey Distal & proximal AI! pul!eys切除

切除 pul!eys!;l)除

b.深指周ftii:Q大収縮n寺における指屈1111&とpullcyとの関係.

図 3.

をきたすから，P. 1. P.， D. 1. P.関節屈曲を良くするには

基節と中節とに，少なくも 1コずつの pulleyを残す必

要がある.

質問 矢部(慶大整形)

Pulleyおよび虫様筋以外に，実際の臨床例では癒i"i-， 

あるいは中枢の longfiexorの excursionsamplitucle 

も大きく関与してくると思う.この点、どう考えられるか.

答 上羽

確かに屈筋肱tの手術には，癒着その他多くの factorが

その成績に影響すると考える.しかし，その中でも癒着

の問題と組織損傷，特に pulleyや虫様筋の損傷ーによる

指運動不全であると考える.

質問 田島(新潟大整形)

1) 1. P.関節の屈曲角度と深指屈筋艇の amplitude

との関係は非常に大切であり，実測値も Lanclsmeerの

ような計算式もある.しかし 1.P.関節屈曲角度と牽引

力(ないし荷重負荷)との関係をしらべられた意義はど

こにあるのか.

2) 深指屈筋)腿の freegraftや repalrの症例では，

成績の良いが'IJでも多少の adhesionによる amplitude

の減少は免れないので，この重大な factorを除外し虫

様筋と指関節角度との同等関係を求めることができるか.

答 上羽

1) 筋の伸縮力と筋力との関係はあるが，51IJの実験で，

指の力が D.1. P. 関節Iで約 4~6 kg， P. 1. P. 関節で 7~10

kgの力があることを確かめている.

2) 臨床例で，すべりが良いのが手術時に確かめられ

るのに，なお指屈曲運動が十分でないことがある.

質 問 鳥山(日大整形)

指の屈筋肱sj負傷の手術成績が悪いのは，虫様筋とか

pulleyの問題以外にも っと重要な因子があると思うが.

答 上羽

Boyesのように上手な人がやっても， なぜ distal

palmar crease-finger tip distanceがOにならないの

かに疑問が生じ，その原因を追求した.

質 問 斎藤(新潟大整形)

臨床例の検討の場合， pU Iley， 虫様筋だけでなく ，

motor としてのh苦の cont racti on am p I i tu deおよびそ

の動力を関節に伝える腿の glidingamplitudeが問題

になるが，これが正常範囲としたときに，初めて pulley，

虫様筋などによる要素を考えるべきと思うがどうか.ま

た虫機筋についていえば，縫合時の筋の縫合位置だけで

なく ，移植腿の長さも虫様筋の状態をかえると思うが，
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それについて検討されたか.

答 上羽

十分excursionがあり，強い牽引力を与えても，なお

虫様筋や pulleyの損傷があれば指周曲運動が完全にな

らないことを実験で示した.

質問 弁上(京府医大整形)

伸展筋，屈筋腿および手掌筋による手指の運動は複雑

である.私は2年前，アイオワ大学の AdrianE. Flatt 

教授の下へ留学していたが，こ〉でも手の冷凍標本を，

コンピューターをも組み込んだ装置に装着して biome-

chanics的な研究をしていた.手指の運動は各筋のパラ

ンスの変化により行なわれるわけで，そのうち，虫様筋

はクッションのような{!)lIJきをしていると聞いた.

このような微妙な働きをなす虫様筋について，演者の

ような簡単な実験でふれられるのは無理なのではなL、か

と思う.屈筋腿手術11寺に最大屈曲および{fll}良能について，

良成績を目標とされる演者の臨床面よりのアプロ ーチは

大変興味深く拝聴したが，長い目でみた成績については，

この方面の研究を参考にされる必要があるのではないか

と考える.

答 上羽

虫様筋は指関節屈曲に強く関係していると思う.

8.手指運動筋の筋電図学的研究(第4報〉

安藤和彦 菅原繁明 小 寺昭宏 岡村征一

野口雄之 宇田川康 森脇靖博 佐野精司*

我々は前回，示指運動時における前腕および上腕筋の

synergistic patternが，運動の種類，肢位の種類およ

ひ'負荷の有無により異なり ，浅層筋と深層筋の問には差

がなく，むしろ隣接筋，遠隔筋との聞に差があることを

Z忍めた.

引き続き，今回は母指，示指および小指運動l時におけ

る前験筋の協調動態を検索し，その patternを使宜上 6

グノレーフ。に分け，比較検討を加えたので第 4報として報

告する.

実験方法

筋内埋入型電極およひ'筋電計は前聞に準じた.

被験筋に長母指骨11筋，長母指屈筋，長母指外転筋，示

指および小指{中筋，示指浅および深指屈筋，小指浅およ

び深指屈筋，短桜側手根伸筋，尺側手根伸筋，様側およ

び尺側手根屈筋，方形および円囲内筋，囲外筋の 16筋

を選んだ.

被験運動は肘関節を約 130。屈曲位にして机の上にお

き，前腕の囲内，国外，中間の各肢位における母 ・示 ・

小指の屈曲，伸展，外転および内転運動を行なった.

なお負荷時の指運搬jは可及的被験運動のみを行なうよ

うにした.

ホ K.Ando. R. Sugahara， A. Kodera， S. Okamura， 
Y. Noguchi， Y. Udagawa. Y. Moriwaki， S. Sano 
(講師):日本大学整形外科ー

これらの各指の運動は 3~4 秒かけ比較的ゆ っ くり行

ない，また負荷として 100，200， 300 gの天秤用分銅を

使用した.

実験の結果，手指運動時における前l腕各筋の syner-

gismが運動種類と肢位の種類および負荷の有無により

協調動態が異なることを認めた.

我々は，その synergistのパターンを 6グループに

分け，指運動fI寺における各筋の協調印IJ1習を検討した(表

1) . 

Synergistic patternの分類

1) 負荷の有無にか〉わらず，すべての肢位に作動す

るもの.

2) 無負荷の場合には肢位により作動するが，負荷が

加わるとすべての肢位に作動するもの.

3) 負荷が加わるときのみ，すべての肢位に作動する

もの.

4) 負荷の有無にか〉わらず，肢位により作動するも

の.

5) 負荷が加わるときのみ，肢位により作動するもの.

6) 手指運動時中まったく作動しなかったもの.

むすび

要約すると長母指伸筋，長母指外転筋，小指伸筋，示

指伸筋など伸筋群には，より多くの協調性がみられ，次

いで示指，小指の浅指屈筋，示指深指屈筋，長母指屈筋
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表1. Syn巴rgisticpatterns 

Flexion Extens1011 Abducti011 Aclcluction 

Th 

E. P. L. C B F A A I A I A A 

F. P. L. A 17 [e F F F I F C 

Abd. P. L. I D D C A A I B I A C 

E. D. (II) C F I F I B A I C I A I F 

E. D. (V) I C I F I F I A I F I A I A I C 

F. D. S. (II) I F A C F I F I F I F I F 

F. D. P. (II) I A C F F I F I F I C I C 

F. D. S. (V) I C C A I C I F I F C I F 

F. D. P. (V) I F F C F F F F I F 

E. C. R. B. I F F D D C I C F D 

E. C. U. A I D F A C C B C 

F. C. R. F I F F F F F F F 

F. C. U. I C C D D E F D C 

P. Q. I D D I D D D D D D 

P. T. I D F I F F F I F I F F 

Supil1ator I A B I B I A I B I A I A I B 

などの extrinsic musclesがこれに続く .小指深指屈

筋はほとんど関与しなかった.

一方， 手校筋1洋は extrinsicmusclesに比較すれば

慨して協調性に乏しいが，この中では尺側手根厄¥iJ1iが比

較的協調的に関与し，尺側手根制I筋，短椀側手根伺1筋が

これに続く .

様側手根屈筋はまったく協調動態を示さなかった.

円同内fiE，方形同内筋，回外筋は前!腕のj出立により関

与するとJUわれる.

9.経過例からみた malletfingerの予後

上山征史郎 江川 巌*

Mallet fingerは日常しばしば遭遇する外傷であるが，

いかなる治療法が最も適しているかは必ずしも明示され

ていない そこで我々は，過去数年間に経験した 50例

について，治療成績を検討してみた.症例は男子 38例

(76%)，女子 12例 (24%)で，受傷指では第 3，4指

に多く ，次いで第 5指である(図 1) 受傷原因はスポー

ツによるものが多く ，作業中の機械外傷によるものがこ

れに続いていた.しかし年令別では，20才代が多く，そ

の 30% を占めている.この予後調査に当り ，直接検診

できたものは，保存例36例のうち 34伊J，手術例 14{YIJ 

* S. Ueyama， G. Egawa 東邦大学整形外科

のうち 9 例で， 受fí~後 6 ヵ月より 10 年に及ぶものであ

る.それについての成績判定規準は I-Iallbedge，Lind-

holmに従った.調査では，骨折の有無， JjH放損傷と皮

下損傷の別，回定期間の長短，新鮮例と陳IRf7iJとの別，

腿断裂の程度などによる成績の差を求め，手術例では，

術式による予後の差，さらに固定方法のいかんによる予

後の差について検討した.

まず保存例では，骨折を伴うものが，f;-折を伴わない

ものよりむしろ予後が良く ，皮下損傷のものは開放損傷

よりも結果が良く，また新鮮例は陳IR1yl]fこ比し予後がす

ぐれており，しかも固定期間が 5週以上のものが好成績
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を示した(図 2). 次に腿断裂の程度は，Smillieの分類

に従ったが，3， 4型に属するものが成績良好で，2型の

ものでは満足すべきものはなかった.

次に手術例では，K.wireによる D.1. P.固定法は簡

単な方法であるが，肱~縫縮術単独のものや Bunne l l の

pull.out縫合法および K.wire固定を，pulトout総合

の合併法のいずれよりも，や〉すぐれていた次に保存

的に行なうときの回定は D.1. P.関節過{ltJN位，P.1. P. 

関節屈曲位で固定する際，金属国l子固定(アノレフェンス

による)法が最も多く行なわれたが，予後は必ずしも満

足すべきものではなく ，中には D.1.P.関節背側に血行

障害をきたしたものもあった.また Kirschner鋼線に

よる内固定およびポリキャスト(基節部~指尖)ではや 〉

良く ，ギプス回定のものには満足すべきものはなく ，パ

ネ式スプリント法によるものが良好であった.しかし中

には骨片転位のあるものでも十分整復され〉ば 3週間

ぐらいの固定でも結果の良いものもあった.

次に骨折片を伴った症例について述べる.

症例1. 22才，男子. ソフトボーノレで右第 3，4指を

突指し，ともに断裂する.X線所見で，第 3指関節背面

に骨片があって転位しているが，骨片の徒手整復が得ら

れたので，金属高IJ子固定を行ない，第 4指は整復できず，

Bunnellの pull.out縫合法で治療したところ，第 3指

は7週間回定後，徐々に自動運動開始，現在 7ヵ月後で，

伸展 1730，屈11iJ121。で良く ，第 4指は術後 6週ギプス

固定後運動開始し，6ヵ月後には，伸展 15r，屈曲 1400

と機能は良くなく ，むしろ保存例が良い.

症例 2.27才，男子.野球中， 右第 3指を突指した.

X線所見で D.1. P.関節背側に骨片があって転位を認め，

本人の希望で手術施行，手術は K.wireで骨片を固定し，

D. 1. P.， P. 1. P関節を別々に所定の指位に斜めから銅線

悶定を行ない，術後面IJ子固定を行なった. 3週後 P.1.P.

の鋼線抜去 6週で運動開始. 1年後，来院時は，自動

伸展 1800
以上， 屈曲 130。可能で良好であった.

症例 3.22才，男子.野球で突指し，X線上 D.1.P.

関節背面に骨片があり転位している.手術を行なったが，

骨折小なるため絹糸にて関節面に軽く合わせる程度にし，

術後ギプス固定3週，以後 3週話IJ子固定し，自動運動開

始.6刀月後，来院l時は，伸展 180。以上，屈曲 144。で

ほI良好であった.

考察

近年 Rosenzweig，Bunnell， Boyes，辻井らによ っ

てすぐれたスプリントが開発され，受傷後 1ヵ月未満の

ものでは，比較的大きい骨片がある場合以外は，保存的

{と十分目的を達成されるようになった.しかし Massol1，

Grahamらは積極的療法をとるべきだとしているが，現

在では早期手術を推奨するものは少ないようである.現

在では Prattの K.wire内面IJ子固定法が広く使われてい

るが，児島らは，鋼線抜去後に漸次 mallet変形が再発

することがあるため，Nichols法を行い，好成績を収め

ている.

次に保存例と手術例とにおける愁訴の有無についてみ

ると ， 保存例では 1~2 年を過ぎるとほとんど日常生活

に支障をみないが，手術例では日常生活上耐えられない
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図 3 保存例および手術WrJの予後の比較

痛みや爪の変形，擁痕痛を長く訴えるものが少なからず

みられた.したがって新鮮例はできるだけ保存的に行な

うべきであろう(図 3). 高j羊は第 1~3 指までのものは

予後は良く ，第 5指のものは惑いといっているが，我々

の場合も 2，3指は比較的良く ，第 4，5指が悪かった.

それゆえに第 4，5指の治療は一考を要すると思う .

追加・ 質問 児島(慈恵医大形成)

1) 我々は第 12回本学会で Nichols法の成絞を述べ

たが，その後の症例を加えると 14症例，20指である.

2) 腿断裂の秘度と成績の関係が重要と考えている.

Terminal tendonおよび obliqueretinacular liga. 

mentが切れた全断裂の場合が手術の適応と考える.

3) 腿断裂の程度と手術例および保存療法の成績との

関係について伺いたい.

4) 全断裂，部分断裂の際の obliqueretinacular 

ligamentの関与の仕方であるが，D. 1. P.関節にいくら

かの伸展性が残っている場合は，terminal tendonが主

に断裂し，obliqll巴 retinacularligamentは intactに

保たれていると考える

追加 諸橋(荘内病院)

1) Oblique retinacularと terminaltendonのど

ちらが断裂しているかは，臨床例での判定はむずかしい.

2) Mallet Ilngerの O.P. indicationについて，

骨折のあるものは手術の必要はない.

3) IiIJがあ って半llUJ切れているときも保存療法で十分

である.

4) 陳旧例で，どうしても手術を希望されるならば，

oblique retinaclllarの修復を考えるように行なう(た

とえば Fowler手術を D.1. P.に応用するよう な)• し

かし，それには手術手技に自信があれば，の話である.

答 上山

完全断裂か部分断裂かの場合と予後の関係については，

臨床上，完全断裂と部分断裂との判定は非常にむずかし

く，我々はわずかの動きがある場合を部分断裂とした.

追加 鳥山(日大整形)

Mallet fingerというのはあいまいな言葉である.骨

折のみ，}悦臼を伴った骨折，品E断裂のみ，などの症例に

よって治療成績がかわってくる と思う.

質 問 赤堀(岡山済生会病院整形)

骨折を伴った症例は，保存的に骨'片を完全に整復し，

それを維持することは困難であり ，将来，これが疹痛と

なり得るため，むしろ積極的に手術を考えてよいのでは

ないか.

答 上山

我々は 6 ヵ JJ~10 年までの予後調査をしたが， その結

果，徒手整復にて十分固定を行なった場合， 10年後の現

在でも，なんら大した愁訴および機能障害は認められな

かった.

追加 国品(新潟大整形)

1) 私たちは，こ〉数年 malletIlngerに対しては手

術せず，もっぱらD.1.P.過伸展位 splint療法にしてい

る.かなり陳旧化した例でも，比較的長期につけていれ

ば，かなり良くなる 必要に応じて-11寺的に取りはずし

てよい.

2) 小島先生(慈恵医大)は terminaltendonのみ

の断裂と obliqueretinacular ligamentまで完全断裂

している場合とを，あらかじめ鑑別するようにいわれた

が，両者は retinaclllarとして連絡しており ，oblique 

retinacu lar ligamentの発達の程度は個人差があり ，

実際との区別はむずかしいと思われる.

主追 加 西(東邦大整形)

手術例の日賦iが必ずしも良くないのに反し，保存例の

ほうがむしろ成績が良いので，現在は保存法に従ってい

る.手術適応決定については特に決めていない.また傷

害度の大小による成績のいかんは特にしらべていないが，

傷害度の大小について術前に完全に決めることは困難で

ある.
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10. コイルパネ副子 による malletfingerの治療とその応用

辻井 潔 江)11常 一 土井 照夫

吉 岡 康裕 岩崎南海雄 林 宏*

著者らは，第 9回本学会に，コイノレパネを用いた副子

による malletfingerの治療について報告した.そのの

ち約5年の歳月が流れたので，その後の経験を加えての

反省を述べることが，新しい方法を発表した者の義務と

考えた.また，この高IJ子の他の疾患への応用についても

合わせて述べたい.

この高IJ子の特長は.1)コイノレ状に曲げたピアノ線の

弾力によ って D.1. P.関節を常に dynamicに最大伸展

位をとらせる.2)指を外から観察できるので， 関節の

角度を必要に応じて調整したり ，皮膚の合併a症を予防し

たりすることが容易にできる.3) D. 1. P.関節のみ固定

され.P. 1. P.・M.P.関節は自由に動かせるので，重労

働以外は仕事を続けながら治療することができる，など

である.

この高IJ子により過去 7年間に治療した malletfinger 

の症例は 78例で，部位的には右手の中指 (22例).薬

指 (17例)に多く ，受傷機転では野球 (22例).その他

の球技 (12(~1J).機械 (17 例)やドア( 9例)にはさん

だものが大部分を占めていた.中に 12例， カミソ リや

包丁などの刃物で艇に及ぶ損傷を受けた症例があった.

この 78例中，副子除去後，少なくとも 1ヵ月以上観

察し得た 68例についての成績をまとめた.判定基準と

しては.D. 1. P.関節が 1800
以上伸展でき，しかも 40。

以上の可動域を有するものを優とし，伸展 170。以上，

可動範囲30。以上のものを良，伸展 1600

以上，可動範

囲30。以上を可，それ以下を不可とした.

成績のまとめは優 43%.良35%.可 19%.不可 3%

で，良以上が約 80% を占めた.

治療開始までの期間と成績との関係を分析してみると，

表 1のごとく早期から国IJ子を用いたものほど良い成績な

のは当然であるが，受傷後，第 4週に治療を始めた症例

の 2(3.4週以上で開始したものの半数に優と良の成績

を得た.受傷後 1週以内に治療を始めたにもか〉わらず，

不可の成績であ った l ~IJは指示に反して訓子の装着を守

らなかったものである.

* K. Tsujii， T. Egawa (諮問I)，T. Doi. Y. Yoshioka， 
N. lwasaki， H. Hayashi :大阪大学鐙形外科

表1. コイノレパネ 日l子装着まで の j~l lln と成績との関係.

|佼 良 可不可 | 計 |回定期間

7 日以内 14 12 5 1 32 6遡

8~14 日 7 6 1 。 14 11 

15~21 日 2 3 1 。 6 8遡

22~28 日 3 1 2 。 6 /ノ

29日以上 3 2 4 1 10 8~10 i!M 

I 29 24 1口-1-6可
固定期聞は，受傷後 2週以内のものには 6週mJ.4週

以内のものには 8 週間 4 週以上のものには 8~10 週間

用いるのを原則とした.

1才4ヵ月. 2才.3才などの幼児にも用いたが，高IJ

子はよく適合し，固定の指示もよく守られて良い成績を

千等た.

刃物によ る損傷がl腿まで及んだ12例に対して，皮膚総

合のみでこの副子を用いた.切創による malletfinger 

の治療成績はあまり良くないといわれているが，皮下損

傷のみのものと成績を比較すると表2のごとくで，あま

り差がない.腿縫合を行なわずとも この高IJ子のみで十分

な鍵の approximationが得られ. JIlJ.tの良い位置での癒

合が起こるものと思われる.

表 2.開放m仏?と皮下鍋傷および骨折(腿付岩部で

の引きちぎれ骨折)の有無による成*:Uの比較.

~ 良 可 不可 計'

…l 
6 3 3 。 12 

皮下損傷 23 21 10 2 56 

5 9 1 。 15 

24 15 12 2 53 

腿付着音1Iでの引きちぎれ骨折の有無による比較では，

優のみを比較すれば骨折のないほうに多く ，良まで含め

ると骨折のある群のほうがすぐれているようにみえるが，

症例が少ないので無理に関係づけることを控えたい.

大きいfj・片をもつような骨折に対しては観血的に整復



このときは，また徐々にはずすことが大切と考える.

2) Mallet fingerの手術について ;私は 6ヵ月，

1年というような陳In例に，まずこの splintをつけて

みる.D. 1. P.の屈曲拘縮がとれるが，activeに伸展し

得ない.か〉る症例に対して手術を行ない，術後も装用

する.これで好結果を得ている.

答 江川

お話のとおり ，コイノレバネ副子の除去に際しては徐々

にはずすことにしている.陳旧例に対し，D. 1. P.関節

が屈曲位に拘縮しているときは，まずこの扇IJ子によ って

他動的に事11びるようにしておき，自動的伸肢が不可能な

ようなら，)舵手Wiを行ない，術後再び副子をつけるとい

うこと，これもご芯A見どおりで，我々も同線な経験をし

ている.

質 問 上羽(京大整形)

P. 1. P. hyp巴rcxtensionをきたすことがあるが，

か予防する方法は.

答 江川

治療後 D.1. P.関節はよく伸びるようになったが，P. 

1. P.関節が過1i1リ艮{立をと ることが我々の症例中にも少数

あった. しかし機能的にも美容的にも大して問題になる

ほどではないので，P. 1. P.関節まで固定を長くすること

はしていない.もともと，この副子の特長は短く ，D.I 

P.関節のみ固定して他は自由に動かすと いうことにある

ので，その特長を生かしたいと考えている.

追加 中村 ()I頂天堂大整形)

我々もセフティ・ピン・スプリントを応用した弾性同l

子で，mallet fingerの治療を行なっている.これによ

り，今までの他の保存的治療法よりも良い成績を得てい

る.

江川の方法では D.1.P.関節のみ悶定しているが，我

々は P.1. P.関節を屈曲位で固定するのが適切であると

考える.

D. 1. P 関節をイ111民{立に， P. 1. P.関節を屈曲位に回定

したスプリントを用い，装着4週後に P.1. P.部でピア

ノ線をペンチで切り，なお，その後 D.1. P. 関節を 2~

3週間闘定するのを通常とする.

問題は外傷後どのくらい経過したものにこのスプリン

トが応用できるかであるが，我々の症例では，外傷後 1

~2 刀月経過したものにも ， これを用いてほ ジ満足すべ

き効果を示している.なお，骨折のあるものにも応用で

きる.

1971年 10月科タト青三

し， pull-out法で鋼線縫合したうえでこの副子を装計し

た. 他に malletfingerに対して腿縫合や縫縮，J民移植

などの手術ののち，この副子を用いたものが 13例ある

が，この場合も良い指位の保持が確実にできた.

火傷後の癒痕拘縮をはじめとする 1.P.関節の屈曲拘

縮やボタ ン穴変形その他に，この高IJ子を応用したものが

18例ある(表 3). 
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表 3.

なに

計

屈曲拘縮に用いた例では，高IJ子のl仰を長くして P.1. P. 

と D.1. P.関節を同時に仲ばすようにした.

ボタン穴変形に用いた症例では，陳111性のものに対し

て手術後に用いた 3例とともに，こ の副子のみで加療し

た新鮮例3例はいずれもかなり良い成績を得たので，今

後症例を増やしてゆきたい.

長母指屈筋l腿断裂に対し，J腿付着部での前進術，手首

での血~延長術を行ない，訓練開始後 3 週目からこの高IJ子

を応用したところ，屈曲位をとっていた I.P関節が伸

展できるようになったのと同時に，運動がなめらかにな

り，可動範囲の改善が得られた.腿手術後の癒着を除去

することに効果があったように思われる.

むすび

第 9四本学会に発表した以後の症例を加え反省検討し

た結果，コイノレバネ函IJ子は malletfingerの治療になん

ら不都合なく ，併j{更で確実な成績をもたらすことができ

た.1.腿に及ぶ切:QIHζよる malJetJingerにも，皮下損傷

のみの症例に使用したと同様な効果を認めた.

ボタン穴変形など他の疾患にも応用して良い結果を得

たので，今後これらの方面にも症例を加えてゆきたい

追加 矢部(慶大整形)

我々も独自のコイ/レパネ冨IJ子を使用して，演者と同様

に良い結果を得ている 2点追加する.

1) 日IJ子をはずす時期であるが， 6週なり8週で，は

ずし っぱなしにすると，また屈曲してくることが多い.
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11. 前腕掌側損傷の機能再建

三浦隆行 木野 義武 中村 蓉吾*

前腕掌側損傷では，その解剖学的特徴をよく考慮して，

手の外科の基本に忠実に初期治療が行なわれたならば，

治療の困難さにもか』わらず比較的良好な結果を期待で

きる.しかし，これら治療が正しく行なわれていること

は少な く，また傷害が鈍器による損傷であったり，ほと

んど切断に等しい場合もあり，多くの機能障害を残して，

その 2次再建手術が問題となることがある.

また鋭利な切創の場合 IE中 ・尺骨神経麻療による

intrinsic機能の回復が問題となるのみであるが， 初期

治療が正しく行なわれているとは限らない.

症例1. 35 才， 男性・たゾちに肱~縫合を受け， 1週後

来院.創の治癒を待ち，正中神経縫合・倉Jjの状況から，

3 ヵ月を待って深指屈筋腿縫合， 浅指屈筋血~切除を施行
した.

症例 2.16才，男性. 1週後に 4本の腿縫合を受け，

6ヵ月後来院.手掌全面の知覚脱出，猿手変形あり，浅

指屈筋腿断端癒着による tenodesis効果がみられる.深

指屈筋品~の働きは残されている まず正中 ・尺骨神経縫

合，固有小指伸筋を利用しての母指対立筋再建，脱t性固

定を目的として浅指屈筋腿移行による intrinsic機能再

建，示指には母指との sidepinchを助けるため，固有

示指{It筋の第 1骨問筋への移行を行なった.

腿のみでなく筋腹損傷も伴う場合，損傷筋の振幅は線

維癒痕化により低下し，すでに利用に値しない場合も考

えねばならない.

症例 3.42才，男性.前腕掌側のほジ全長に皮膚，筋

の壊死あり有茎有i'i皮を受けた 来院H寺，母指は内転イ立を

とり，指自動TiJ1IVJ性はない Neurovascular法による

知党再建には合意な く，腿の再建のみを計画した.固有

小指伸筋での母指対立筋再建，固有示指伸筋で長母指屈

筋再建，尺側手根屈筋による深指屈筋の再建を行なった

尺側手根屈筋は，手関節の背屈制限あるため，あえて使

用したが， やはり，その機能転換には 4ヵ月の長期間が

必要であった.

症例 4.20才，男性.前腕中央より手掌尺側に擁痕あ

り， 6ヵ月経過していたが，縫合不能の尺骨神経を犠牲

* T. Miura (講師)，Y. Kino， R. Nakamura:名古屋
大学分院整形外科.

として正中神経に遊雌移植，有茎植皮を行なった.

母指にLittler有茎植皮， 3ヵ月後，著明な指屈曲拘

縮の原因となっている浅指屈筋股をすべて切離利用し

て intrinsic機能の再建，固有小指伸筋腿による母指対

立筋再建を行なった.

掌側のみでな く背側にも障害ある場合，静脈リンパ系

にも障害が及び，浮j盛が高度，長期にわたり， 自brosis

による拘織が著しい.

症例 5. 27才，男性.前腕遠位 1/2のfibrosis高度で

硬い組織となる. 神経最1)離，腿最1)隊施行， Littler有茎

植皮，M.P.関節包，勃帯切除により，かなりの可動性

は得られたが，母指内転筋の動源として，なにが選択で

きるかまよ っている.

症例 6.49才，男性.前腕尺側の一部を残すのみにて

挫断，全指の萎縮， 関節拘縮著明で， 正中神経縫合，

Littler有茎植皮，M.P.関節包，靭帯の切除を行なった

考察

前腕訟側損傷・は神経，腿，血管の向時損傷であり，そ

の損傷状況により治療法は異なる.まず考えられること

は， 神経，血管，主要政~の縫合であり，弾性副子の適切な

る使用による拘縮の防止である.それによ ってもなお有

用な手が得られないとき，腿移行の手段がとられる.そ

の第 1は母指の対向 pinchの獲得であり，これには固有

小指伸筋，手関節伸筋の利用が考えられ，浅指屈筋は同

時損傷によりあまり利用が考えられない.中でも固有小

指伸筋は~移柿による延長を必要とせず効果的である .

次に指 intrinsic機能の回復が問題となり， それには

Bunnell， Fowler， Brand， RiordanらのJ!I1!移行，

Riordan， Fowlerらの tenodesisが一般的である.し

かし extrinsicmusc]esにも障害がある前腕掌側損傷

では，動源として移行筋を求める場合，損傷肱~の筋腹を

遊離腿移植で結ひや利用するとともできるが，簸痕組織内

に遊間住腿移値する不利もあり，手関節その他の伸筋，お

よび腕接骨筋の利用が一般的である.しかし障害が広範

な場合，掌側癒痕による手関節の背屈制限，ときには掌

屈拘縮を起こしやすく，単に intrinsic機能の改善のみ

のときは切断された浅指屈筋腿による tenodesis効果で

満足な場合もあり，腿癒着，拘縮による P.1. P.関節の
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屈dll拘縮も同H寺に究解し得る利点をも っている しかし，

その走行は手関節屈曲により tenodesis効果を減ずると

いう不利もあり，今後，症状の再発には注意が必要であ

ろう .

手関節の主主側癒浪拘縮を防止するため，手関節伸筋は

使用しなかったが， antagonisticな筋の利用はその機能

転換に問題が存在する

さらに (1brosisの高度な関節拘縮を示す症例では，母

指の対向位獲得を第 1に考え，次いで指 M.P.関節の伸

肢拘縮除去が問題となる しかし，これは受傷直後の固

定版位，弾性高IJ子に対し十分な配慮が払われておれば防

止し得る変形である.高度障害例では，1. P.関節の拘縮

が良肢位にあるかぎり，むしろ安定を待て望ましい場合

もある.

質問 矢部(慶大整形)

正中神経の女l1:rtの回復はいかゾか・これは機能而で非

常に大切と考えるので，術後成績の評価に加えていた正

きたい.

症がIJ4の尺什神経の遊離移植は， 有茎移植 (Strange

法)のほうが良かったのではないかと考える.

答 三浦

神経凶復の良否は癒痕の状態に最も関係する.癒痕の

広範著明な場合には，その回復は不良であるが，たとえ

わずかでも知覚が存在することは，欠除する場合と比較

できないほどの差呉があり ，たとえ良好な知覚回復の期

待できないような症例にでも，正中神経の縫合などの処

置は必要と考えている.

12. 屈筋!健断裂における遊離)陸移植および sublimistransfer 

の成績の検討

藤 田晋 也 清 水 元雄 岡 一郎*

最近，約 5年間に noman's land 領域内での浅 ・深

指両屈筋!比または長母指屈筋附折裂に対して臥t修復を

行なった 40伊IJ，48腿のうち，術後半年以上の経過が明

らかな free tendon graftおよび sublimistransfer 

施行例 23例，31腿について検討した.

年令は 1~47 才までで， sublimis transferを行な っ

たものは，主として学令期までの 5例である 受傷指は

環指に多く 3腿を同時に受傷したもの 3例 2腿にわ

たるもの 2例である.

Sublimis transferを行なった5{yIJについてみると，

受傷より手術までの期聞が長く ，最短で 8ヵ月，最長 4

年2ヵ月で 3年以上を経過したものが 3例となり，こ

れらでは断裂腿の筋そのものの変化で，巴xcursionが減

少しているとの推測も加味して sublimistransferを

行なうに至っている. これらの例を同年代の freeten' 

don graft例と，健側の M.P.関節i，1. P.関節の自動

可動j戒の和に対する患側のそれの%で比較すると，両

者の間で得られた自動運動域の違いはないといってよい.

* S. Fujita G昨師)， M. Shimizu: :w:~t大学挫形外科，
I. Oka (l!JlI長)ー整j伎不忘学園 ((-1耳idi大鷹沢若林).

また乳幼児でも freetendon graftとの成績の差はみら

れない.しからば他の点，すなわち初めに我々が考えた

受傷後長期間を経過している症例には，はたして subli.

mis tran rferのほうが良いかという疑問も起こるが，

我々の症例の中には，受傷後 3年以上を経過して free

tendon graftを行なった例は 1例しかなく ，明1i'{1iな結

論は出せないが， この例では fr巴etendon graft後 6

ヵ)Jで，健側の 82%の自民}j可苦手j域を得ていることから，

su bli mis transf e r によらなくても ， かなり良いïiJ1[Yj:j!i~

を得る可能性があるとはいえる.もう 1つの点は，我々

表1. 症例の指数と再建法

腿移植 Sublimis移行 I ~I 
母 m 4(桁) 2(指) 6(指)

示指 3 2 5 

中 mI 6 I I 6 

環桁 11 I 11 

小 J行 2 1 I 3 

ヒム 26
5 31 
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は環指の sublimistransferをしてきたが，この場合，

母指では問題とならないが，示指などでは相対的に脱が

短いことから，伸展制限を生じないかということである

示指にこの方法を行なった2例では， それぞれ P.I. P.， 

0.1. P 関節で，おのおの 10~20 0 のや 1 1版制限をみてい
るが，J.品~の長さから当初予想したほどではなかった.

次に長母指屈筋腿断裂についてであるが，これには長

母指屈筋の前腕の筋腿移行部で advanceしたものが 2

例，free tendon graft 1例， su blimis transfer 2例

であるが，術前に M.P.，1. P.関節に屈曲拘縮のあった

1例を除けば，いずれも健側の 75%以上の自動可動域

を得ており，他の指に比べてかなり良い成績が得られる.

なお長母指屈筋の筋血~移行部での advance については，

成人では約 4cmの延長が可能で，成績も良く，有用な

手術法と思われる.

表 2. Sublimis transfer例.

長~I 患指 | 受傷より
自動可動域手術まで

2(才) 示指 8ヵ月 72(%) 
6 示指 4年 55 

6 母指 4年 2ヵ月 99 

7 小 指 1年 60 
18 母 J旨 3年 4ヵムj 28 

次に freetendon graftを行なった母指以外の 23指

について，健側の各関節の自動可動域の和に対する患側

のそれの%で示したものをまとめると，表3のごとく

である.これらの例の自動可動域の増加の過程をみると，

f ree tendon graft ののち 2~3 ヵ月で大体の手術成績

が決ま ってくる傾向があり，成績の良いものは，この間，

すなわち自動運動開始後 5，6週から 10週ぐらいまで

の問に飛際的に可動域が改善され，一方，不良例ではこ

の!時点で足踏み状態をしている. 自動可1IVJ域が 50%以

下の成績不良例 6指 4例についてみると，これらでは

いずれも D.I. P. 関節の可動域が 0~10 。 程度で， これが

全体として可動域減少を示す主な原因となっている.術

前 M.P.関節の屈曲拘縮のあった 1例では， 極端な

swan-neck変形をきたした. これらの成績不良例では

術前，すでに成績に危倶をいだかせる要因のあったもの

表 3.Free tendon graft例の成紋.

75%以上

5腿

75~50 

12腿

50~25 巳竺Jス下

5腿 I 1腿

もあり，受{i'j原因として電気ノコによるものが全体に多

くなっているが，電気ノコによって多数の指の損傷が起

こる場合には，手術所見上からみると，神経の欠損の範

囲が広かったり，移枢i腿の底床になる昔11の欠損 ・綴痕が

あったりして， 神経修復との |時期的な関係も含めて，

free tendon graftの適応決定には注意を要する.

)J!.lt形成術に先立って有茎植皮を行なったものは 7例あ

るが，外科医で初期に腿縫合を受けているものが 4例で，

腿形成H寺に M.P.関節部の pulleyの大部分を腿縫合部

とともに切除を必要とした.この部の pulleyを再建し

なかった 2例中 1例では軽い bow-stringingを呈し，

それを支えてやると 5%程度の可動域の増加がみられた.

有茎植皮例の終診時では 1例を除いて 50%以上の自動

可動域を得，中でも母指以外の 4指中 3指に 75% 以上

の可動域を得るなど，有茎植皮による成績の低下は考え

られず，むしろ成績不良例の中には積極的にl舵形成に先

立って有茎植皮を行なうべきであった症例もあると恩わ

れる.

試験的な意味も含めて腿奈IJ離術を行なったものは 2iJiJ 

あり， 1例では可動域 55%の術後 3ヵ月時に行ない，

1ヵ月で 82%に可動域が増したが， 1 {?IJでは指節部全

体に癒着があり効果はまったくなかった.Free tendon 

graft後の可動域の瑚加の傾向と比較すると，前の 1例

も腿剥向!凶lrの効果は不明で，印象としては，あまり効果

のある手段ではないと思われた.

質問 矢部(慶大盤形)

1) 1昨年の本学会で発表した結論を追加し，術前の

状態が良いにもか〉わらず，術後結果が悪いものの原因

に関して論じた しかし，どうしても原因のわからない

ものがあり，再手術により癒着が移植腿の全長に認めら

れた.この原因に関し，ご意見があれば伺いたい.

2) Sublimis tendon transferの成形術があまり良

くないのはなぜと考えられるか.

答 藤田

1) 成績不良例の中でも，その原因がよくわからない

ものは，もちろん私たちの例にもあり， それが tendon

plastyで困ることである. これは今後追究しなければ、

ならない問題であろうと考えている.

2) Sublimis transferの成績は必ずしも悪くないが，

free tendon graftでも十分， 同様またはそれ以上の可

能性のあることは陳旧性の縦断裂でもいえると思う.

追 加 上羽(京大整形)

矢部先生の原因不明の指屈曲不全は，屈筋腿に付随す
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る組織損傷によるものではないだろうか.

追加 家常(慈恵医大形成)

我々は2年間に 16症例の sublimistranferを行な

っているが， その成績は freetendon graftに比べ劣

っていると思われる.特に 1指に freetenclon graft， 

1指にtendontransferを併用 した 4症例でも，tendon 

transferは freetendon graftより成績は劣ってい

る.

答 藤田

大体，先生の考えと同じである.

追加 原(桑名市民病院整形)

以前は屈筋腿断裂に palmarislongus transferを行

なってきたが， 最近 Panava.I-Iolevichの twostage 

tenoplastyを含めた sublimis transferを少数である

が経験し，その成績は palmarislongus transferとほ

とんど差違はないようである.Sublimisは切除してし

まうもので，成績があまりかわりなければ sublimis

transferも良い方法と考える.

Sublimis transferの 1，2例を示す.右手を機械で

はさまれ，環指 D.LP 関節より切断，中 ・小指の屈筋

腿断裂.これに twostage tenoplasty施行.約 1年，

握り締めることは不能である.第 2例は外{yjで，1:1ユ指は

P.LP.関節固定術施行.環指に sublimistransfer. 

一言つけ加えると， Panava. I-Iolevichの twostage 

tenoplastyの 2段階自の皮切が大きいことが必要であ

ると記載しているが，前腕で sublimisを切 り，上の皮切

より 引き抜けば，あまり大きな皮切は必要ないと考える・

答 藤田

Two stage op については私たちも試みて，非常に

成績の良いものもある. しかし，他の tendonplasty 

と同様な問題が当然起こり ，two stage opだから良い

ということはいえないように思う .

追加 津下(広島大整形)

1) Sublimisの腿移行については多少問題があると

考えている.たとえば環指の sublimisを利用した場合，

環指にま ったく機能障害を残すことがないとはいえない

からである.また損傷指の sublimisが profunclusよ

りも excursionが良いから，これをカi原とすることもあ

るが，これも profunclusexcursionが悪いことは癒着

があることを意味するので，この癒着を剥離したのち，

profunclusをカj原として利用したほうが良いと考える.

2) 肱~移植後， 不満足な成績しか得られない原因とし

て，術後における挙上位保持の問題があると思う.術後

約 48時間程度は確実に挙上位保持を行なわせることが

大切で，これを行なわないと手の浮腫が発生し，恩わぬ

成績不良例があるようである.

13.手指屈筋腿損傷

一一有茎植皮後の遊離腫移植術一 一

鈴 木勝己

岡 本 連 三

中嶋寛之

渡辺純 三

前田正雄

出 谷 力*

重度f坐滅倉IJなどの，すでに起こってしま った手の外傷

を，あきらめずに，少しでも良く治療してゆきたいと模

索を続けている.

手指の機能再建計画の中で，腿手術は最後に行なわれ

る.したがって，それまでに骨 ・関節・血管 ・皮膚 ・皮

下組織 ・神経など全部が良い状態に仕あがっている必要

がある.

* K. Suzuki， 1.1. Nakajima， M. Maeda， R. Okamoto. 
J. Watanabe， T. 1waya :関東労災病院整形外科(川崎

市木月住吉町)

今回は，開放!腿損傷の中で屈筋11姥損傷の陳旧性のもの

を中心にして，有茎値皮後の遊離脱移植術について報告

した.

初期治療に手絡ちがなければ，創は1次治癒して早期

に!腿形成に移れる.しかしそうでない症例がたくさんみ

られる.

手指掌而に硬い癒痕があり，これが深部まで及んで，

軟1年{Iの移動性がない場合や，損傷l支が強 くて大きく)腿欠

損のある場合に，1M.者の意欲， 年令，硬いものを扱う職

種，多指損傷ーなどを十分に考慮し，計画を十分に納得し
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てもらってから本術式を実施する 機能再建手術では，

急がば回れということと，氷山のように表面の癒痕より

も深在の液痕化が存外に広く3えんでいることを痛感して

いる.

癒痕切除は健康部から十分に行ない，神経・l拠・pulley

なども癒痕化していれば除き，神経才的には県の絹糸でマ

ークをしておく.健康な軟部組織はできるだけ残したい

が，小さすぎる有茎植皮は液痕化の恐れと手技的にむず

かしいので，指なら似IJ正中線開の主主面で少なくとも 1指

節長の矩形弁とし，挙面鍛袋を少しく越えて縫合する.

手掌面でも将来，癒痕拘縮を起こさぬように，ゆったり

とdesignする.

採皮部としては腹壁を用い，裏打ちの中間j晋植皮は大

腿部より得ている Delayはおかずに無理のない肢位と

し，脂肪組織は十分につけて母床との間に血腫を作らぬ

ように 2，3の縫合をし，創縁の縫合はマ ットレス法で

ていねいに合わせる必要がある.大切な基礎工事だから

有茎植皮術の原則を十分に守らなければな らない.

2週間すぎてから皮弁を切離し，植皮片が十分に母床

となじむことと，拘縮を除くために約 3ヵ月間，P. T. 

を行なわせて待機する.

神経損傷があれば，端々縫合や神経移植を実施するの

で，待機期間が少し延びる傾向がある.

次に，遊間(E腿移植に先立って，もう一度その適応を11今

味する必要がある.こ〉までで治療を放棄する{rIJもあり，

どうしても関節拘縮や疹痛がとれずに単指損傷例で関節

固定術に切り換えた場合もある.

腿移植に際しては，有茎植皮片にはできるだけ皮切を

加えずに，皮下脂肪組織内にトンネノレを作る.腿絡合部

が指の屈伸により植皮片と固有皮膚との縫合線をよぎる

ことのないように，移植腿の長さの考慮が必要である.

移植腿としては，単指の場合は長掌筋J比多指の際には

足背から長足指イ巾筋腿を愛用している.腿縫合には縫っ

たワイヤーを用い， 末節骨部では pull.out 法を， ほ

かでは Bunnellの埋没縫合，太さの異なるときは in.

terlacing sutureを行なっている.

術後は各関節i経度屈曲位でギフ。ス固定をし 3週間す

ぎてからシャーレにして自動運動を始め 4週間すぎて

から pull-outワイヤーを抜去して，百品浴やスプリ ン ト

による練習を積極的に行なう .

今まで，本術式を 36例 74指(単指例 14例，多指例

22 例)に実施した年令は 4~57 才にわたり ， 11~30 

才までが最も多く ，女子は 2{7IJであった.また重複も含

めると zoneIIとWの受傷が多かった.

できるだけ基本に忠実にと，有茎植皮後に遊離脱移植

術を実施してきたが，これにも一長一短がある.

質 問 三irli(名大分院整形)

1) 関節固定と腿移植の選択の規準はいかジか.たと

えl此移植後の指関tmの動きがみられなくとも，指尖のカ

(実生活上)が腿移植の場合のほうが良い症例がみられる

ので，可動域の期待が少ないことで関節i固定を選ぶのは

不適当と考えている.

2) Silicon rodを使用しないとのことであるが，有

茎植皮に際し，rodを埋没しておけば次回の腿移植の操

作は簡単となり，私はこの面からも有茎植皮を要するほ

どの症例には siliconrodの使用が望ましいと考え施行

している.

答 鈴木

X線像で関節の破壊が強ければ関節固定を考えなけれ

ばならない.たとえ動きの回復が有茎植皮後に!腿移植で

少なくとも，JIll!固定としての効果は大切であると思う.

追加 田島(新潟大整形)

1) 指屈筋J腿の freegraftをあきらめ，関節固定術

に踏み切る merkmaJをなににするかという点では，X

線上，関節軟骨と裂隙がよく保たれている場合は，常に

skin tlapなどをあらかじめ行なうことにより ， free 

graftが可能である.もちろん，症例によ っては social

indicationとして悶定術を選ぶ場合もあるが.

2) Silastic rodの応用は， free tendon graftが

glidingする条件として，周囲組織である synovia様

組織を作ることに意義があると思う.
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14. Tendon transferに brachioradialisを用いた

例における術後機能の検討

渡辺好博

手関節および指の運動麻療に対する腿移行術の送力筋

として brachioradialisを用いる方法は，文献上， 古く

は 1924年 Bastosらによって報告されており，近年

Boyesも本筋がすぐれた送力筋であると推奨している.

しかし一方，本筋を手関節筋として用いた場合には 2関

節筋となり，また指の運動筋としては 3関節以上をまた

ぐ筋となり， 目的とする関節を的確に動かすように，

functional switchingがうまく行なわれにくいのでは

ないかと反論する学者もいる.そこで私たちは，本筋が

はたして送力筋として適当か否かを実際例で検討した.

Brachioradialis筋の解剖学的特徴

解剖の成書によると，本筋の主な機能はJIサ闘節の!市出

であり ，前腕のIE!I内田外運動にも関与するとなっている.

針電極を用いて本筋の放電状態をみると，強い抵抗を加

えて前j院を中間位より団内位で、屈曲した場合に強い放'ili:

を認めるが，普通にJIサ関節を屈。11したり前腕を[r!1旋した

場合には，ほとんど放電を認めない.

次に本筋の筋力について文献をしらべると，Lanzら

は，本筋の仕事盆は他の前腕筋に比較して遜色ないと述

べている.

次に，本筋の ampulitudeについて Weberは，生活!

的関節運動範囲内での筋線維の長さを測定した結果，本

筋の ampulitudeがかなり大であると述べている.私た

ちが実際，手術中lこ本筋を腿付着部で切離し，断端を遠

位方向に強く牽引すると，成人で約 2cm筋を伸j長する

ことができる.さらに筋l従の周囲結合組織を肘関節部付

近まで糸IJ離した後に測定すると，約 4cm筋は{中l長可能

となる.この 4cmの滑動距離を指の屈伸運動時の深指

屈筋舷~の滑拶j距離約 7cm と比較すると ， brachioradi. 

alisが 4cm の滑動距離を完全に発揮できたならば，指

のft引rll運動は正常の 1/2以上可能となることになろう .

症例とその術後成績

私たちの教室で昭 37年以来 brachioradialisを

transferした症例は 14例で，指屈筋腿に 8例，手関節i

または指伸筋!此に 5伊J，母指対立筋に 1例 transferが

行なわれた.

* Y. Watanabe(講自li)，M. Kobayashi : :新潟大学整形外科

小林勝*

その術後の成績を直接検診したところ，新しい機能へ

の brachioradialisの functionalswitchingは 14例

中 12例が良好で， このように functionalswitching 

良好例では，前腕を回内屈曲した場合にも，回外伸展し

た場合にも，ま ったく同様に新しい機能は発揮され，肘

関節 ・前腕の肢位と brachialisの新しい機能とは無関

係であ った. Functional switchingの認められなかっ

た2例は，いずれも癒着が高度のため新しい機能の認め

られなかった例である.

a.前腕を鹿rlli回内した場合

b.前腕を伸展回外した場合.

図 1 深指屈筋腿に brachioradialisをtransferした
例の術後の状態.a， bどちらにも新しい機能は発揮
さnている.

次に transferした brachioradialisの excul"slOn

を獲得した新しい関節自動運動領域から換算して測定し

たところ，平均 1.5 cm，最高 3cmの値が得られた.手

関節のfrjl筋，総指仲筋，母指対立筋は比較的少ない am-

plitudeしか必要ないので， これらに brachioradialis
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図 2 総指伸筋腿にbrachioradialisをtransferした
伊jの術後の状態.

図 3.母指対立筋の代償として brachioradialisを用いた
例における術後の状態

を transferした場合には正常に近い機能を獲得するこ

とができる.しかし指屈筋肢では，指の完全屈伸運動を

するためには 7cmのexcursionを必要とするので，指

周筋l腿に transferした場合には完全屈伸運動は制限さ

れる. しかし tippinch，大きなものの gnpは可能で，

実際生活上はかなり有用な手として使用されていた.

考察

以上の術後成績から， transferされた brachioradi-

alisの functionalswitchingについては問題なく ，

問題になるのは癒着・である.

私たちの症例で functionalswitching良好例のうち

の 2 例は，再手術によ って腿剥離争~T を施行し， 最終的に

は良好な結果を得たものである.この 2例は，いずれも

示指~小指の深指屈筋腿に transferされたもので，術

後の癒着が高度のため， 指の屈伸運動に際し transfer

された brachioradialisはまったく働いていなかった.

そこで腿縫合部を中心に会IJ離術を行ない， brachiorad i-

alisが確実に滑旬jして指の屈曲することを確認するため，

手関筋および M.P.関節を他動的に回定し， すなわち

trick movementをブロックし，brach iorad ial i sのi:!l

い機能でめるlIli腕回内屈曲運動を行なわせつ パ旨を屈曲

させるよう命じた.このようにして早期に，しかも確実

に brachiorad ial isの glidingを獲得するように努め，

最終的には 1.5~2 cm の excurslOnを認めると 同時に

fllnctional switching も良女子となった.

以上のことから癒着が高度でなければ， fllnctional 

switchingも良好な結果を期待できると考える ゆえに，

もしも functionalswitchingが不良な例があ ったら癒

着に対して腿剥隣術などの手段を考慮する必要があろう.

また私たちの経験では，transferした brachioradi-

alisの excllrsionはせいぜい 3clll程度なので，手関

節筋， 母指対立筋，総指伸筋腿の代償として transfer

する場合には期待どおりの良い結果を得られるが，指屈

筋肢に transferする場合には最大屈伸運動がある程度

制限されることを十分考慮したうえで，移行筋を選択す

る必要があろう.

むすび

以上，14例の brachio日 dialisをtransferした症例

の検討結呆から，

1) Brachioradialisは，functional switching カE

問題ではないかという説に対して，問題なく良好な結果

を得られるといえよう.

2) Brachioradial isは amplitudeが十分あ って，

送力筋として良い筋であるという説に対して，たしかに

手術中はかなり alllplitudeが認められるが，争Fi後の癒

着によ って期待どおりの alllplitlldeは発揮されず，特

に指屈筋血tのようにかなり多い excurslOnを必要とす

る筋の代償としては，や〉不満足な結果しか得られない

と結論せざるを得ない.

追加 矢部(慶大整形)

我々も 10例の経験がある.他筋と比べて必ずしも良

い力源であるとは考えない.たとえば 11.dig. prof に

対しては， wrist extensorを力源としたほうが結果は

良い 他にカ源がないときに使うべきと考える.理由は

やはり巴xcursion， re-education および 2~3 関節筋

になることと考える.

適応としては， wrist extensorへの移行が;長も良く ，

f. p. 1. oppositionおよび e.d. COlllm.がこれに次ぎ，

f1. dig. prof.は最も少ないと考える Motorとしてより
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は stabiJizerにより適応があると考える.

答 渡辺

BrachioradiaJisの functionaJswitchingは，私た

ちの症例では大体良好であったが，屈筋腿に行なった場

合，少しは劣るかどうかの点については症例が少ないの

で検討していない.

質 問 赤堀(岡山済生会病院整形)

術前の筋力評価について，

1) 通常の筋力テストでは上腕筋，上腕二頭筋が加わ

っているので，腕機骨筋を過大に評価する危険があり得

る.

2) E. M. G を使用する場合，電極，針の部位により

誘導し得る活動電位に変動があり得ると思われる.

答 渡辺

1) 筋力の十分存在する場合だけに行二なった.レリ ー

フが出ても筋力の耳目い場合には成績が落ちると思われる

ので，適当ではないと思う .

2) BrachioradiaJis筋膜の中央部に針電極を束IJ入し

て検査を行な った.部位による機能の細かい分析は行な

っていない.

15.頚髄損傷患者における手の機能再建

藤原朗 前之国三郎 石田博和

田中 義之 有田親史 中 谷正臣*

我々は，第 10，11回手の外科学会において，E長髄損

傷患者の麻療手に対する治療法について報告したが，臨

床上最も問題となるのは手の機能再建の可能な上 限 の

group，すなわち wristextensor group (ZancoJJi) 

に属する症例である.今回はこれらの症例について報告

する.

症 例

再建手術を行なった症例中， wrist extensor group 

に属するものは 7{fIJ 8手であるが，これらの症例におい

ては，ext. carpi radiaJisの機能のみが残され，手指

では tenodesisaction による動きが残されているにす

ぎない.このような症例に対し，以下のような手術を行

なってきた(表 1). 

1) 屈筋!腿固定術のみを行なった症例

本症例には f1ex.digit. prof を機骨に， flex. polJ. 

Jong.を尺骨に固定した.術後，手関節背}耐立で指の屈

曲は強まり，母指~示指問での lateraJpinchが可能と

なるが，そのカはきわめて弱く ，A.D. L.の改善は少な

レ、.

2) 母指対向位固定術と屈筋腿固定術を行なった症例

この症例では， 第 1~2 中手骨問にj場骨を移槌，母指

を対向位にて固定し， 同時にf1ex.poJJ. Jong.および

* A. Fujiwara， S. Maenosono， H. Ishida， Y. Tanaka， 

C. Arita， M Nakatani:神戸労災病院整形外科(争11戸

市在合区飽池辺).

f1ex. digit. I?rof.を境骨'に固定した. これらの症例で

はかなりのピンチカを得ることができ，外観上良好な結

果を得ているが，頚髄損傷患者においては，この肢位は

車椅子の使用，休の支持にかえって不使をきたすという，

きわめて良くない結果をみている.

3) 母指対向位固定と腿移行術を行なった症例

1 {fIJには母指対向位固定と 同時に brachioradiaJisを

flex. poll. long.および flex.digit. prof.に移行， 他

の1例には ext.carpi rad. brev.を flex.polJ. long. 

表1. 症例.

症例 丙 ゐ |性別 | 術 式

1 137 l♀ l山固定術
2 1 65 合 術母tl'l対向位固定術，加筋腿固定

3 1 16 合
母指対向位固定術，屈筋腿閤定
術

4 1 34 1 合
母指対向位固定術， 腿移行術
(BR→FPL， FDP) 

5 1 18 ♀ 
母指対向位固定術， 腿移行術
(ECRB→FPL， FDP) 

{申筋腿固定術，母指 1.P 関節

6 I 18 
|固定術， 腿移行術 (ECRI→

会 FRL， BR→FDP)，母指対向{立
腿固定術

伸筋腿固定術，母指 1.P.日品質↑i

7 I 23 I 合 |E間C定R術B，腿移行術 (BR→FPL，
B→FDP) ， 母指対向位腿

固定術
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および flex.digit. prof.に移行した.これらの症例で

は術後の指屈曲は強力に可能となり，lateral pinchも

それぞれ 0.6，0.2 kg程度とかなりの改善をみているが，

母指対向位固定を行なっていることもあいま って， A. 

D. L.の改善は満足すべきものでなく ，:;H・写!ft)J作，食事:

!fVJ作に改善をみた程度である.

以上の手術例についてみると，いくつかの反省すべき

点があるが，中でも母指対向位固定はかえ って日常生活

に支障をきたす結果を招き，また指屈曲に対しての再建

のみを行ない，母指および4指の伸展について配慮して

いないことも A.D. L の改善の点で劣る一因となって

いる ように思われる.

4) 腿固定術，腿移行術，母指 1.P.関節固定術を行

なった症例

Ext. digit. comm. を携骨に回定， 第 2~5 Jil止の ext

digit. long.を採取，これを各指の lateralbandに縫

合，その中枢を挽骨背側に固定，さらに abd.poll. long. 

を ext.poll. long.とともに同様に固定し， 母指 1.P. 

関節を約8mm短縮，関節固定を行なった.

2ヵ月後 2次的に ext.carpi rad. intermediusを

flex. poll. long.へ， brachioradialisを flex.digit. 

prof へ移行，他の 1例には brachioradialisを flex.

poll. long.へ， ext. carpi rad. brev を flex.digit. 

prof.へ移行し，さらに両者ともに palmarislong.を

用いて tenodesis-typeopponens plastyを行なった

(図 1)_ 

これらの症例では extrinsicおよび intrinsicex-

tensorの tenodesisを行なっているため，手指の開き

X
1
1川

Brachiorad .--

b. 

図 1 術式

875 

a 

図 2.症例 6.争Ie[後

が他の症例に比して良好であり，また flex.poll. long. 

への腿移行と同時に母指 1.P.関節の固定を行なってい

るため，移行腿のカは M.P.関節に働き，さらに teno-

desis-type opponens plastyをも行なっているため，

M. P.関節の stabilityが強 まり，強力な lateral

pinch， graspを得ることができ，A.D.しの改善は

良好である(図 2). 

むすび

以上経験例のいくつかを紹介したが，これらの症例

を通し，我々は頚髄損傷患者の手の機能再建について

次のように考えている.

1) 第 6頚髄以下の機能が残されているものでは，

手の機能再建が可能である.

2) 手術の適応については慎重でなければならない

が，再建手術は積極的に行なうべきである.

3) 残された筋力を利用し，最大限の機能を得るた

めには，手関節の固定はさけるべきである.

4) 指の extensorの再建には tenodesisで十分

であり， }，附移行に利用し得る musc1eはできるだけ
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日exorに対して使用すべきである.

5) 母指対向位固定は好ましくなく ，tenodesis-ty pe 

opponens plastyができれば tendontransferを行な

うべきである.

6) さらに， より良好な lateralpinch， graspを得

るためには，間指 LP_関節での短縮，関節悶定を行な

うことが望ましい.

追加 矢部(慶大整形)

我々も Zancolliのいう wristextensor groupに7

例の手術を行なった_ Ext. carpi rad. brev.の力が強

いものと ~~v、ものでは適応が違ってくる .

Tenodesisよりは tendontransferが良いのは当然

で，少ないカ源をどれに用いるかが問題である.私は，

f. p. 1.， f. d. p.， oppositionの)1頂に transferすべきと

考える前者に brachioradialis， rl"者に e.c. r. 1.， 

oppositionは力の弱し、 pron.teresを移行し，指の

extensorと intrinsicに対して tenodesisを行なっ

た症例を供覧したが，特に母指のイヰ1展が良くなかった.

これらの結果には長期の follow-upが必要と考える.

16. 同種)陸移植の臨床例 〈第 2報〉

堀木篤 前野岳敏 渡辺健児 江 川 常一

土井照夫 岩崎南海雄 小松原良雄水

出~組織は免疫学的には抗原性の少ない組織とされ， 臨

床的に同種腿移植を行なう場合，ほとんど問題がないと

されている. しかし癒着の問題，移植!此の運命，縫合部

の連絡性など考慮すべき点も多く ，臨床的には Peacock，

Isel in， IIerzogらの報告を散見するにすぎず，採取原

の問題からも多用されているとはい〉がたい

著者らは|沼 39年以来，Cialit保存同種腿移植を 28例

43腿に， Mersonin保存同種腿移植を 15171J23腿に行な

った. Cialit， Mersoninとも消毒，殺菌作用を有する

水銀製剤で生理的食塩水をもって 5，000倍溶液として，

0~5 0C でl純を保存した. その一部の成績については第

10回手の外科学会で発表した.

臨床成績の評価は，移績に伴う局所および全身反応の

観察と，機能的な評価について行なった.機能的な評価

方法は，屈筋Jjjjt，1申筋腿，pulleyについては LP.およ

び M.P.関節の自動可動域の合計を健iWJの値との百分率

で表わし，対立移行腿には対立H寺の母指先と手主主との距

隊を計り ，健側の値と比較し，それぞれ優，良，可，不

可の 4段階に分けた.関節靭帯に使用した例では安定性，

疹痛，関節の動きから判定した.

本 A. Horiki. T. Maeno， K. Watanabe (拘没) 大阪厚

生fl~金病院強形外科(大阪ilî福山K上紹1:訂有); T. Ega-
wa mi削i)，T. Doi， N. Iwasaki:大阪大学整形外科;

Y. Komatsubara:大阪府立成人病セ ンタ一雄形外科

(大阪市東成区森田T南).

成績

Cialit保存同種舵移植 28例のうち男子 2217IJ，女子 6

例で， 年令は 8~65 才， 平均 33.8 才である.疾患別に

分けると外傷が 20例，リウマチ 3例，習似性脱H417'J， 

関節強直 l仔IJである 観察期間は最長 6年9ヵ月，最短

2ヵ月，平均 2年 6ヵ月である.経過中，排除されたり

吸収されたりした例はなく ，倉IJの治癒状態も自家腿移植

の場合とかわらない.全身的にも特に異常は認めなかっ

た.機能的な成績からみると表 1のごとくである.不可

の3腿のうち， 1腿は癒痕高度であり， 1腿は運動練習

の失敗 1 場~は遠位協尺関節脱臼に靭帯として用いて失

敗した例である.

症例1. 18才，男子.左手背の挫滅倉1]および伸筋腿の

表1. l'止が~ (機能的評仙): Cialit保作総.

優良石J 不可

話:f1IiIJ性の腿

屈筋腿 12腿 2 3 7 

伸筋腿 19 8 5 5 1 

対立腿 4 3 1 

非i1l'!fYJ性のlJll!

除If!li籾:11? 5 2 1 1 1 

腿治 111 3 2 1 

計- 12 14 14 3 
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a 術前.示指1.P.関節の!吊曲不能. b.術後4{I三4ヵ月

図1.症例 3

挫滅欠損骨'11で IJ百41，5月， 示 ・中 ・薬指にそれぞれ

7.0cmの保存腿を移値した. Ui'J， 42， 3月それぞれの中

手指節関節の伸版は完全で屈曲障害もない.成績は優.

症例 2.8才，男子.左手掌挫滅倉1]， 示~小指屈筋腿

断裂.IIs 4 1 ， 8 月 ， 示 ・ 中指には自家出~を， 薬 ・ 小指に

はそれぞれ 5.0CIllの保存艇を移植した i沼 45，12月

自家腿使用の示 ・中指に比べ運動も良好である.成績は，

薬指は良，小指は優.

症例 3.33才，男子左示指屈筋脱出折.昭 41，8月，

8.0cmの保存l岐を移植した 長掌筋腿の欠損例である.

1沼 45.12月，屈曲， 伸展とも回復した.成績は優(図

症例 4. 30才，男子.右上腕挫:QI]. 正中 ・尺付神経断

裂，受傷後 3年目に母指対立運動再建の目的で長掌筋を

カ源とした腿移行術に 15.0CIllの保存腿を使用(1沼 41，

7月).Ils 44， 8月，対立運動の改善がみられた.成績

は良.

症例 5. 23才，男子.母指球筋への正中神経の分校が

切断した例で，対立運動再建のため腿移行術を行な った.

これに 15.0cmの保存腿を使用した(昭 40，3月).昭

45， 12月， 母指の掌側外転 ・つまみ運動良好.成績は

良.

組織学的所見

箸者らは動物実験で，移植された保存同種l拠は，移植

後 1週から徐々に街主側細胞の浸潤および穆j京線維の再

生が認められ，約 7週間で置きかわり，新しい腿組織が

形成されるのを認めた.はたして臨床例でも同じ経過を

とるものであろうか.著者らは 2{日lに再手術をする機会

を得た. 1例は症例 1の男子で，術後 4年 6ヵエl目に手

術創の形成希望で来院した.手術所見では，移植)院は薄

い品約ijt性の!慌で被われ，その中でよくすべっていた.縫

合部にや〉強い癒着を認めた.腿は白い光沢を有してい

た.組織学的には腿中央部は再生された勝原線維が長軸

図 2.移植後4年6ヵ月.

完全に再生された腿組織となっている

方向に走り(図 2)，紡錘状の腿細胞を多数認めた.正常

の腿組織に比べ腿束間隙は狭く ，細胞の数も多い.周囲

は疎な結合織で取り囲まれている.第 2伊lは移;値後 11

週，再手術の際に取り出して検査した.置きかわりつ〉

ある状態が認められ，再生した薄く染まる勝原線維の部

分と，蛇行して濃く染まる部分とがマロリ ー染色で確か

められた.置きかわっていない鯵原線維内へも細胞の浸

潤を認めた.このように，臨床例でも移植l慌が置きかわ

って新しい腿組織が形成されることが知られた

Mersonin保存同種腿については，Cialitと同じよ

うに 5，000倍溶液として使用した.15例23腿に使用し

た.男 10 例， 女 5 例， 年令は 5~47 才， 平均 25 . 2 才で，

観察期間は最長2年 10ヵ月，最短 1ヵ月である.移植後

の排除例はなく，機能的にもほ〉‘満足する成績であった.

症例 23才，男子.右中指屈筋腿挫断. 昭 45，6月，

13.0 C Il1 の保存血~を移植. 昭 45，8月，腿最11肉It術. IIs 

45， 12月，屈曲 ・伸展とも良好となった.

考察

同種!腿移植は，移植された股がそのま〉 血行を回復し

て生存するのではなく，すべてが宿主側細胞によ って医
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換される.若:者の症例でも移植股が排除されたり吸収さ

れたりした例はなく ，組織学的に検索し得た2例でも，

移植肢が置きかわり ，新しく再生された腿組織として機

能を発揮していた.このように保存同種腿は新しい腿組

織が形成されるための枠組としての役割をはたしている

と考えられる.

術後の固定期間については， 白書反腿では屈筋血n週間，

f中筋腿4週間とされているが，動物実験でもみられたよ

うに保存腿の場合，縫合部の連絡性は約2週間おくれる.

Peacockは4週間， Isel in は 4~5 週間固定している .

著者はいろいろと幅をもたせ検討し， 5週間が適当と考

えている.た Yし失敗例での経験から 7遡まで慎重に運

動を行なわせている.

保存!拠は高熱プレスによる外傷や， リウマチによる品~

1:IfT裂など複数の腿移植を必要とする症例や，長:i;主筋!股の

欠損{fIJには便利であり，腿採取のための余分な伝襲をさ

け得る利点がある.

17. Heat-press injuryの治療経験

石 田寛友 田島達也 高橋甲 橋本廉平*

近年，クリーニング業や織物工場などで，職場の能率

向上のため，熱処理用プレス機械が広く使用されるよう

になり，これに伴って手や前腕の背側に限局する特異な

型の外傷がみられるようになった.この外修 は従来の

dorsal contact burnのように単なる熱傷ではなく， i機

械的圧挫」と， l;吃熱あるいは湿熱による「熱作用」の合。iしたものであり，今までの熱傷とは異なった範時には

いるものと考え， これを “heat-pressinjury"と呼び

Tこい.

昭 39~45 年までの問に， 新潟大学整形外科で取り扱

った heat-pressinjuryは 17症例になる(表 1).

これをまとめてみると，男 女は 7: 10， 年令は 16~

50才.

受傷から受診までの期間は，受傷当日 5例，10日以内

6例， 1ヵ月以内2例， 2ヵ月以内 3例 (1fJlJは癒痕治

癒)，約1年 1{71J(再建手術のため)である.

受傷部イ立は，右上肢全周を heat-rollerで圧挫された

症例4以外は，ほとんどすべての例が手 ・前腕背側に限

局し，手挙nUJは損傷されていないか，もし損傷されてい

たにしても極少範囲であった.これが本症に特徴的と考

えられる.

左右比は， 右手または右前腕 11例，左手または左前

腕 5例，両手 ・前腕 1例となっている.

受傷j京因は，steam-pressまたは steam iron 10例

(クリーニング用 7例， クリーニング以外 3例)，heat-

* H. Ishida， T. Tajima(教授)， K. Takahashi， R. Ha-

shimoto・新潟大学整形外科

pressまたは heat-roller(電気アイロンを含む)4例，

高周波機械2例，その他1例である.

治療法は，debridement後，遊間(E中間層植皮 10例，

debridement後，有茎植皮 7例 (うち 1例は再建手術

のため)，すでに治癒していたもの 1例，再手術が必要

であったもの 3fJlJである.

Heat-press injuryの治療法は，一般熱傷の治療原則

のとおりであるが，単なる dorsalcontact burnとは

異なり，主な「熱作用」は手 ・前腕の背側から加わるが，

機械の余熱が挙例lからも作用する.さらに，圧挫のカが

これに加わるので，組織の障害の程度は症例ごとにまち

まちであり ，症例 17のように，受傷(図 1a)当日に

debridementを受け(図 1b)，遊離中間層植皮術を受

けて(図 1c)正常に近い手指機能を温存できたもの(図

1 d) から，症例 4のように受傷後 9 日の来|涜H寺には

1~5指がすでに壊死に陥っており ， 指切断を余儀なくさ

れたものまで，いろいろの段階がみられる.

しかし一般に私たちの症例では，初診時において指掌

側皮膚の血行障害をきたしていたものは症例 4の1{fIJだ

けであった.症例 10は凝固した指背腿膜や指骨を故意

に放し，有茎皮弁で被寂し，指背腿j践の癒痕による置換

と，それによる指関節付l展機能の温存を期待した例であ

ったが，有茎皮弁の下で指背腿膜，骨膜は融解してしま

い，有茎皮弁ーも綴死に陥り ，2回の pocketgraftを必

要としたが，この聞に最初は良好であった指掌側の血行

障害をきたし， 結局は 2~5 指を基節中央で切断するに

至った失敗例で，初期の debridementの重要性を痛感
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表1. 昭 39~45 年までの heat-press injury 17症例.

受fVjか ら大学 受傷から
氏 名

ip 
性 受傷部位 受傷原因

受診までの
初診i時所見 大学で手 手術方法令 術までの

期間

S. M. 23 ♀ 左手背
クリー ニング

10日 軟膏療法 肉芽岩IJ 25日 中間周植)5<'.争I~スチ ーム プレス

W. S. 41 ♀ 
両前腕 ・ クリ ーニング

0日 2・3度熱傷 2日 中Il~腐植 ßi.術手背 スチームプレス

中間層植 肉芽:(jIJなし 有茎皮弁，指関
O. S. 43 合 右手背 スチームローラ ー 約 1年

皮 指例1筋腿欠損 約 1年 節固定， カプス
ロトミ 一等

K. Y. 19 合
右上肢全

ヒートロ ー ラー 9日 軟膏療法 3・4度熱fbl 11日
桁切断 (2~5指)

体 中ml層植皮術

S. K. 24 ♀ 左手背 高周波包装機 15日 軟膏療法 1:'1什 ・中手 '1・1・露出 16日 中指切断
有茎皮弁

IζK. 16 ♀ 
右前腕 ・ クリ ーニング

10日 軟膏療法 肉芽古11 15日 中liIJAl;随皮術
手背 電気アイロン ( 2回)

L M， 26 合 右手背 ヒートローラー 0日 2・3g[熱傷 0日 中flIJ層植皮→有
茎皮弁

K. K. 37 ♀ 
右前腕 ・ クリーニング

0日 2・3皮熱傷 0日
中間j}C3植皮術

手背 スチームプレス 指骨骨接合術

K. M. 27 合 右手背 ヒートプレス 44日 軟膏療法
指イ申筋腿欠損

48日 有茎皮弁指骨 ・中手骨露出

クリーニ ング 有茎皮弁 3回後
H. L 42 ♀ 右手背

スチ ームプレス 0日 3・4皮熱傷 2日 2 ~5 初切断に
至る

K. T. 29 合 左手背 パイクの排気管 10日 I歓膏療法
ft1fi申筋腿欠損 12日 中間層植j!(術肉芽右11

S. N， 22 合 左手背
クリ ーニング

55日 ヰik膏療法 癒痕治癒スチ ームアイロン

T. T. 52 合 布手背
クリ ーニング

56日 車n耳療法
肉芽お11

58日 中間庖植皮術スチ ーム プレス 中手骨露出

H. H. 34 ♀ 右手背 スチームプレス 5日 軟膏療法 3・4度熱傷 12日 有茎植皮

S. Y. 49 ♀ 左手背 スチ ーム フ。レス 23日 軟干f療法
ttl'汁 ・関節i露出

24日 中間層槌I支術肉芽創

右手関節 デプリ ド デプリドマン→
G. Y. 50 ♀ 高周波焼ゴテ 7日 7 ン ・中 尺fj'・手関節銘出 14日 食塩水湿布→有背側

開局植皮 茎皮弁

K.M. 21 ♀ 
右前腕 ・ クリーニング

0日 2・3度熱fj].j 0日 中nfl局植皮術手背 スチ ームプレス

a. Steam -press による右手 ・ 前腕背仰lの 2~3 皮熱傷 b. 受傷当日 débridement を行なった. 損傷は deep fascia 
に及んでいない.

図 l 症例 17.
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c 遊離中間層植1文で自IJを閉鎖. d.正常に近い指運動機能保持.

図1. 症例 17.

a. Steam-pressによるお手背 3-4度熱圧挫傷. b. Oebridementにより桁骨背面を削除，什悩膝露出.

↑d 指分離手術後 5ヵ月 の自動伸展.

←C. bの X線像.

図 2. 症例 14.

させた 症例 14も同様に steampressで右手背に受傷

(図 2a)， 12日目に十分な debridementを行ない，指

背腿IJ英，指骨背面の壊死に陥った什)J(質を除去し，骨髄

腔からの出血を確かめ(図 2b， c)，腹壁有茎皮弁で倉IJを

合指疲状に被覆した. 2回にわたる指分離手術後 5ヵ

月では指背)陀!院などの指関節伸展機構の欠損があるにも

か〉わらず，指関節の安定性も十分にあり，無痛性の有

用な自動運動を保持している(図 2d， e). 
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まとめ

Steam-press， steam iron， heat-press， heat-roller 

などによる圧挫傷と合併した熱傷を， 単なる contact

burnとは別のすむ町iiにはいるものと考え， “heat-press 

injury"と呼ぶことを提唱する.

この外傷はほとんどが手 ・前腕の背側に限局し，掌似l

は損傷されていないか，もし損傷されたにしても極少範

固に止まることが多い

熱傷が 2~3 度の場合には， 一般の熱傷同様に early

debridement，創閉鎖を行なって問題はないが，組織の

凝固，嬢死が骨にまで及んでいる場合には，その深さが

判定しに くいことがある.このような場合， 十分なdeb-

ridementを行なうためには，倉IJのl感染がなければ， 10 

日前後，経過を観察して demarcationがはっきりして

から clebridementを行なったほうがより安全であると

考える.

Debridementによ って指関節背側の関節包， 指背腿

膜などに大きな欠損が生じた場合でも，適当な皮弁で創

を被磁すれば，かなり安定性のよい有用な自動伸展可能

な指関節を温存できることがわかった.

18. 指の熱傷と減張切聞について

一一指の化学熱傷例の報告一一

大原義 雄 薄丈夫 松本維明*

熱傷の初期には，深さの判定がしばしば困難な場合が

ある.また身体の円筒状の部分でその全周にわたる 3度

の熱ff)jを受けると， escharの絞掘によ って，躯幹部な

らl呼吸運動の障害を起こし，四肢では循環障害による阻

血性の壊死を起こし得る.このような場合には早期に減

張切開を行なう必要がある.その-;JJ関線を躯幹長南hの両

1lllJ，四肢の屈伸軸の両側に置き，escharの全局は切開

して創縁が自然に移関するにまかせる.僅少の出血を認

めるのを限度として，盲目的に深く切開して健全な神経

を切断したり，大出血を起こしたりすることをさけねば

ならない.

四肢では熱傷が深く.骨や筋の大部分がおかされて出

血もないぐらいなら，むしろ切断を考えねばならない.

手では 2本の指の対向函がしばしば熱傷を免れて緩

衝地帯をなすことがあるが，高温度の液体や強い化学薬

品の溶液の中に手を浸したような場合には，指の全周に

わたる熱傷のため循環障害を起こす.このようなときに

生存可能な組織までも絞犯による壊死に陥るのを防ぐた

めには，指でもi威張切開を行なうべきである.

次の例は，中年の男子労務者が， 工場で~酸による指

の化学熱傷を受け，たジちにアノレカリ溶液中に指を浸し

てから水洗し，医師によって軟膏包帯処置と鋲痛斉IJ処方

* Y. Ohara:兵I!I'E県立こども病院形成外科;T. I-laku:大

阪住友病院形成外科(大阪市北区中之島);T. Matsumo-
to:東京警察病院形成外科(束京都千代田区富士見).

を受けたものであるが，次第に増強する疹痛が鎮痛剤も

効かないほど激しくなり，受傷121時間後，深夜にもか〉

わらず来院したものである.

化学熱傷の本態は，組織蛋白の急激な凝闘と脱水であ

って，高度の場合は 3度の熱傷と同じような結果となる.

来|期待，患指は一見蝋のごと く蒼白で冷たく，外表面

は硬くて乾燥し，爪商はチアノ ーゼを示しており，激し

い痛みを伴って，まさに impendingischemic necrosis 

の状態である.

た正ちに消毒を厳にして局所麻酔下に，指の両外側に

減張切開を行なったが，切開が皮下組織に達してから一

瞬の聞をおいて出血が起こ った.末節部では指尖の魚口

切開をさけて両側面から pulpの closedspaceを切開

して減圧した さらに手を機能的位置に保って，厚く無

菌的包帯を施し挙上させた.

術後 3日目，角質層の最IJ離と切開倉IJからの小量の排液

をみるが著しい感染の進行はなく ，その後，角質層の脱

務のあとに健全な上皮の再生をみ，切|羽倉IJの癒痕拘絡を

起こすこともなく，機能的にも外観的にも良好な治癒を

示した

演者は手の指のように角質層の厚い所では，特に全周

にわたる熱傷による closedspaceの絞掘が 3度の熱傷

のほか 2度の化学熱傷でも強 く起こるから，早期の滅

張切開と無菌的処鐙によ り，生存可能な組織の壊死を予

防することを強調したい.
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19.手の電撃傷の機能再建

石名田洋一 宗近靖 矢部裕 山根 宏夫*

上肢の電撃傷では多くの場合，指尖 ・手砕から肩，体

幹，下!伎などへ電流が通過する.この際，手関節掌側部

を中心に多大の組織損傷が認められる.これは，この部

に多数の腿，神経，血管などが集合し，かつ狭いため，

電流が集束する結果と解される 今回，我々はこうした

上肢電撃傷の 4例に対し，機能再建を試み，かなりの成

果をみたので報告する.症例は表 lに示すごとくで，代

表的 1例につき説明する.

症例 2.38才，男子.電力会社社員，昭 43，7， 7日，

右手を 6，600Vの活線にふれ，電流は右示指より右肩に

抜ける.当院外科に創傷治療中，右尺骨動脈の破綻から，

夜間突然大出血を起こし，手関節にて結殺する.倉IJ閉鎖

後， ng 44， 9， 2日，整形外科に転科転科H寺，右手関節

掌側部に植皮を認め intrinsicmuscleは萎縮し， 著

表 1

症| S手 手

.令

性
受傷部位 |皮膚 |

腿
5)11 

21才 6，000V 有茎
全指屈筋腿 ・移植術

明な鷲手変形を呈す.示指は P.1. P.関節以下欠損し，

残部も細く液痕化する.

図 1aは各指の伸展を，図 1bは屈曲の状態を示す

正中 ・尺骨神経領域に知覚脱出をみるが，尺骨神経背似，IJ

枝支配域には知党が残存する.

昭 44，10， 8日，まず示指を第 2中手骨中央部で切断

する.次いで手根管部を展開するに，正中神経は約 6cm

欠損し，長母指屈筋腿を除く他の指屈艇はー塊となり癒

痕化している この部で最も癒痕の強い約 1.5 cm幅を

縫縮すれば，指屈筋腿はほジ端々吻合に似た仕上がりと

なる.尺骨神経を中枢に向い背側枝を残して縦割採取し，

正中神経の欠損部に遊離移植する.術後指の屈曲は良好

となるが，母指対立運搬jは改善されず(図 1c)，昭 45，

3月，尺似，11手根伸筋を力i原とし，短母指イ申筋腿を掌側に

術

ぞ|ピ!?
正中神経 |骨関節l

山 graft | I P 
(15 cm) 母指

事11由{I術 関節固定

1 母J行対立 ・腿移行術 (2回)
合 右手→右肩 遊 離

(長撲側手根伸筋)

尺骨神経の遊

離移植

(6 cm) 

t:;l屈筋腿 ・最IJ離縫縮術

2 
38才 | 6600V l有茎 |母指対立腿行術

合 京手→京肩 i梓離鷲f旨・腿固定術(尺倶，I{手根伸筋)

(Fowler) 

| いず 背| 指屈筋腿 ・剥離術23才 1 6，000V I 茎|
3 I I I I母指対立 ・腿移行術 剥離術

会 1 右手→右肩
(第 4指 sublimis)

有 茎| 全指屈筋腿 ・剥離術 |尺'ii村:経の有

40才 6，ωOV 遊 間[母指対立 ・腿移行術 |茎移植4 I ~ C>~ ~"，，，. . ~ ，~ ，~ " ". 

合 左手→布手 Z 形 鷲桁 ・腿l悶定術(固有示指仲筋) 1 (8 cm) 

成 術 (Fowler) (Strange法)

* Y. Ishinada， Y. Munechika・東京氾プJ病院経形外科

(東京都新約区伝淡町);Y. Yabe (講師);J-I， Yaman巴・

慶応義塾大学整形外科.

母指 M.P

関節固定

示指切断

なし 優 |良 IS2 

優 |良 IS3 
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固いこれに縫合移行する.術後，力強いピンチ動作に

て母指 M.P.関節が過付l展するため，昭 45，7月，間関

節の固定術および鷲指矯正腿固定術を施行する.

受傷後，約 2年半経過した現在，指の伸展(図 1d)， 

屈曲 (図 1e)， ピンチ(図 lf)は良好である.また知覚

は，正中神経領域で Highetの stageO~1 と悪く，握

力も右 2kg，左 41kgと患側に低い.尺骨神経背側枝

の知覚は保たれている.

考 察

一般に電撃傷は， progressi ve necrosisと表現され

るように，受傷直後に損傷の範囲，程度を決定すること

が困難とされている.今回は，いわば廃用手化せんとす

る，や〉陳!日な上j伎電撃傷に対し，機能再建を試みた.

1) 皮府手関節i部の癒痕を切除し，屈筋拠や神経の

状態を検し，処置できるものはこれを行ない，その後，

必ず有茎皮弁で被う .症例 3はこの処置のみで著しく指

の機能を高め得た.

2) 腿:手根管内において指屈筋艇は疲痕化し癒着す

る. しかし癒着は表層の癒痕との間，あるいは腿相互に

強いが，深部との聞には少ない 損傷の程度に応じて遊

離移植，最1]際総縮，最1]阿佐術を行ない，良好な指の運動域

を得ている しかしながら，いずれの症例も各指個々の

分離運動は不十分である.

3) 神経 :4例とも正中 ・尺骨神経低位完全麻療を呈

す.正中神経領域の知党回復を目的とし，損傷の程度に

応じ，神経最1]離術，移植術を行なった.神経縫合術は損

傷の範囲が大きいので適応は少ない.神経移植術を行な

った 3{fl]中，知党の回復は Strange法が最も良い. い

ずれにおいても intrinsicmuscleの回復はみられない.

尺骨神経背側枝の残存する症例 2，3では，手尺側の

protective sensationが残り ，尺骨神経の修復術の必要

性は乏しいが，それのない症例 1，4では，火傷や小指

の特発性!凶断裂を生じやすしなんらかの形で修復術が

必要と感じている.

4) 母指対立 母指対立再建術には多くの争~'j式がある

が，手根管部に損傷の強い電撃ftiで、は屈筋腿の利用は行

なうへきでないと考える . 屈筋肱~損傷の最も少なかった

症例 3における結果は，初期の予想、に反している.症例

4のごとく ，固有示指件l筋をカj原にすると，他指伸展位

で母指はよく対立するが，ピンチ動作にはいると母指は

次第に内転してしまう .以上の点より手関節およひうト指

の伸筋を力源とするのが最も望ましい.

5) 鷲指矯正 :Fowlerの腿固定術を 2例に行ない，

いずれも グリップ，ピンチに際し支持性を増している.
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6) 骨関節 :ピンチカが次第に強くなると，母指 1.P. 

あるいは M.P.関節の支持性が弱く ，関節回定術の必要

を認める.骨は一般に萎縮しているので，操作は慎重に

やらねばならない

おわ りに

廃用手に近い上肢電撃傷4例に機能再建術を試みた

握力，知党など，なお問題点もあるが，手の外科の原則j

に則っとり，順次手術を行なえば，治療は長期lに及ぶが，

その成果はかなり期待でき，かつ患者も満足している.

20.重度火傷手に対する再建術 〈第 1報〉

一一切断指移行術の経験一一

室 田景久 伊 藤 秀芳 高柳慎八郎*

多くの指または母指をその基部で失った場合，digital 

pinchや palmargraspとい った手の重要な把握機能

が障害されることは当然であるが，特に小児期に重度の

火傷を受けたものでは，発育に伴う手の狭小化， 変形，

関節拘縮，軟部組織の柔軟性の欠除などの問題が重なり ，

その障害は-)0高度なもの となる・ しかし多くは|折端部

に比較的良好な知覚が残存し，また intrinsicmuscles 

もよくf!(iJJいているものである.

著者らは最近このような例に対し， Norwar 

の IIenrikSφilandのいわゆる“ontop plasty"， 

すなわち， neurovascular pedicleによる切断

指の移行術をもとに，いろいろ再建を試みてい

るが，今回は主に手術手技につき述べる.

手技(図 1)は pollicizationや，その他の

指の移行術におけるものと本質的にはほとんど

かわりないが，その特徴は donorfingerを

recipient日ngerの上に固定するところにある.

著者らの火傷例に対する経験は現在 51fIJで， 11fIJを除

き，すべてf明旨の形成例である.

症例1. 8才，男子(図 2). 生後 7ヵ月のとき，いろ

りに落ちて火傷し，右手の示 ・中 ・環指を失う 断端部

は手背の綴痕により ，M.P.関節で過背屈位に拘縮する.

まず手背の癒痕を切除し，拘縮を矯正した.この際，

環指の M.P.関節に capsulotomyを加え，癒着してい

F i rst【lorsaI inlerosseus muscle 

d 電-I，ongfinger 

Proximal phalanx 

Neurovascular 

Jncisions Dissection Pedicle with 
ln、estlnglJssue 

すなわち，M.P.関節の伸展位では donor

ill1gerの neurovascularpedicleの長さに余

裕がないので，reci pient fingerのM.P.関節

B町 8'increased 

を 90 に屈曲させ，この位置で donorill1ger 

を固定するのである.その後，骨硬化が起こる

までこの位置を保ち，以後，徐々に時間を掛け

て伸展し，神経機能を障害することなく延長す

るのである.

* Iく.Murota :東京慈悲会医科大学整形外科 ;1-1 
Ito， S. Takayanagi : 栃木県立若l;':~f: lhll (宇郎

'出・市若j凹0.

span 01 grasp 

Closure 

、、 Indexfinger 
proximal phalanx 

図1. Pertinent landmarks and anatomy in reconstructlOn 
involving inclex to long finger， in“on-top plasty " 
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a. UIJ'JIj. 

、
も

b.術後4ヵ月.

c.術前 d.術後4ヵ月.

図 2 症官iJ1.菊Oi也0.8才，男.

る longextensorを切離した. 示指の断端は非常に短

く，延長の効果があまり期待できなかったが， neurovas-

cular pedicJeにかなりの余裕があったので， thumb-

index cJeftを形成するために基部で切除した，約 2cm

長の中手骨を反転して，中指の断端と移行指との聞に帰

入した.このときの中指の 1¥，1.P.関節は 120。屈曲位で

あった.第 l背側骨問筋を中指に移行し，手背部の皮膚

欠損部に左下腹部から有茎植皮を行なった.術後 1年 5

ヵ月，中・球指問の分離を行なったが，各指の M.P.関

節の運動性は非常に良く ， また，移行指の two-point

discriminationは 4mmで，カも強く ，日常生活にほ

とんど不自由をI，~~じないとのことである .

症例 2. 11才，女子(図 3). 1才のとき，いろりに

落ちて右手を火傷，母指は M.P..指はすべて P.1. P.の

付近で切断した. 8才のとき手掌部に有茎植皮を受けて

いる.本例では示指断端を母指断端に移行したが，示指

の断端に longflexorがしっかり恋着していたので，同

時に移行した

術後 1年 10ヵ月では，移行指の two-pointdiscri-

a.術1狗 b.術後 1年 10ヵ月.

ず
ず

c.術前 d 術後 1年 10ヵ月.

図 3 症例 2.大O類O.11才，女.

nunationは4mmで，カも非常に強く，洗面，食事，衣

JJIXの着脱など， 日常生活にほとんど不自由はない.

症例 3. 11才，男. 3才のとき，いろりに落ちて両手

を火傷，左手は母指を含めて全指を切断し. 6才のとき

有茎植皮を受けた.比rr端はきわめて短く ，手関節部は掌

屈位に拘縮，手の幅も非常に狭い.

減痕の切除，正中神経の最1I離術などを行なって.2ヵ

月後に示指断端を旬指断端に移行した 両断端の接合に

は，切除した第2中手骨から作製した bonepegを両骨

の髄内に挿入して固定した.術後 5ヵ月では，かなり有

効にこの手を使用している.

症例 4.16才，女子.生後 10ヵ月のとき，いろりに

落ちて右手を火傷，全指をほ):.M.P.の高さで失い， 14 

才のとき手学部に有茎植皮を受けたが，王手はま ったく混

棒状になっていた.示指断端を母指断端に移行したが，

短い示指断端が移行された皮弁によく癒着していなかっ

たので移行11寺に脱落したしたがって，本例は.neuro-

vascular bundleを含む皮膚を母指側に移行し， その

下で切除した第 2中手骨を母指断端に移摘して延長した・
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術後 2年この手をよく 使用している

症例 5.16才，男子. 1才のとき，いろりに務ちて右

手を火傷し，小指を残して全指を失った.挽似IJに厚い液

痕があり ，手は挙協屈位に拘縮している.

線痕を切除し，変形を可及的矯正して示指断端を母指

院rr端に移行した癒痕内で中指と示指の院rr!t備が一塊にな
り癒、合していたので，中指の neurovascularbundleと

ともに注意深く切除する.本例も断端がきわめて短く ，

遊離が困難であったので.M.P.関節を含め，中手骨の

末梢端を 2cmつけたま〉で移行した.なお，第 1背側

骨問筋，何指内転筋などは癒痕化 し，移行を妨げていた

ので切除した.手関節倹側 と母指背側の皮膚欠損部には，

腹壁から有茎植皮を行なった.術後 3ヵ月では，母指の

運動は良好である.

考 察

重度の火傷で多くの指を失い，把握機能の障害されて

いる場合，“ontop plasty"によ って，手指を中指ない

し母指に移行する方法は， 一挙に指の延長と. thl1mb-

index cleftの形成ができ，また，残された組織をさら

にそこなうことなく 十分に活用できるという点において，

最善の方法ではないかと考える.

移行指の nel1rovascularpedicleの長さには限度が

あるが，中指や悶指を屈曲， あるいは内転することによ

り，かなり余裕ができる ものである.したがって，単に

切断指を移行するのみでなく ，時には recipientpha-

lanxと donorphalanxとの問に骨移植を行ない，一

層の延長効果を計ることも可能である.特に母指では容

易で，技術的にはかなり困難であるが，切断指をその

M.P.関節とともに移行する ことすら可能である.しか

し， か〉る延長を試みた場合には，術後の拘縮の矯正に

多 くの11寺問を要することは当然である.また，著者らは

長さをそこなわないために，移行指の固定に bonepeg 

を用い，両骨の髄内に掃入しているが，いずれも強固な

骨課長合をみている・また，原則として示指背側の neuro-

vascular bllndleを含む areolartisslleの同時移行や，

第 1背側骨・問iJ1iの中指への移行を行なうが，断端部に

long flexorが癒着している場合， これを温存して同H寺

に移行し，把握力の増加を音|っている.

著者らの症例はほとんとソト児例で、あ るので，延長した

指が将来どのように発育してゆくかという点が問題であ

るが，さらに症例を重ねて報告したい.

質問 矢部(慶大繋形)

術後 M.P.関節の屈曲拘縮，母指の内転拘縮が強くて，

release op. を必要とする cas巴があるのではないか.

答 室田

私たちの症例の多くは，術前にすでに有茎値皮を受け

ていたものが多い.1杭皮が必要な場合 2次的にしない

で可及的 ontop plastyと同時に行なっている.

21. 手指の癒痕性屈曲拘縮に対する手術法

難波雄哉 藤井徹*

手指の癒痕性屈曲拘縮に対する手術は，骨関節に対す

る矯正を必要とする特別な場合を除いては，一般的にい

って癒痕性皮膚の切除，癒痕化した深部組織からの解除，

および皮膚欠損部への植皮術からなっている.

しかし術後における皮膚の収縮，手術倉IJの治癒機転と

して起こる contractureはさけがたい因子であり ，した

がって，植皮後の再拘縮は程度の差こそあれ皆無とはい

いがたく ，特に発育期の幼小児では，移植皮膚の成長と

指の発nの不均衡，拘縮に抵抗する筋力の未発達によ っ

て，再発率は成人に比較して高いようである.

我々は数年来，再拘縮を予防する試みの 1っとして，

キ K. Nanba (助教授).T. Fl1jii:長崎大学技形外科.

癒痕性皮膚の切除の範囲と植皮母床の designを工夫し，

好結果を得ているので報告する.

手術方法の基本は，まず癒痕の切除に当っては，癒痕

化した皮膚のみを切除して，健常な組織はすべて残すこ

とである.多くの疲痕性屈曲拘縮では，突っ張っている

癒痕の両側に，かなり広い健常組織が残っているのが普

通で，屈曲した指をや11J畏位に矯正してみると一層はっき

りとなる(区J1).癒痕の切除は，まず癒痕皮膚と色tr'il;-皮

膚と の marginに従って7 ークをつけ，このマークに従

って切聞を加え，健常な皮膚はすべて残すが，この際の

7 ークがそのま〉母床の倉IJ縁をzlg-zagにかたどること

もあり ，あるいは癒痕の辺縁が指の長
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図 1

植皮伺床の marginとして好ましくないことも少なくな

v、.

このように癒痕皮膚のみの切除がなされた場合，この

状態では，なお，線痕周囲の健常皮膚が突っ張って十分

な伸M位統一正ができないのが普通である したがって次

の段階として，その突っ張っている健常皮府に，適切な

横切あるいは斜切を加えながら指を伸展してゆく.もち

ろんこの際，皮脂・以外の深部組織のいかなる factorが

拘縮の原因になっているかを正確に把握して，それに応

じた癒痕性軟部組織の切除によ る releaseを行なうとい

うことはいうまでもない(図 2).

このようにしてできた皮慮欠損創，すなわち植皮母床

の倉IJ縁は必然的に ZJg-zagとなってくるが，植皮母床の

創縁を手の外科の好ましい切開線に準じたものとするた

め，多少の健常皮膚を犠牲にして trimingを必要とする

こともある. しかし症例によっては疲痕皮膚の切除に際

して，必ずしもすべての癒痕皮腐を切除しない場合もあ

る.我々は手掌と各指の基部に及ぶ熱傷性癒痕拘縮によ

って，全部の指が拘縮していた症例において，手掌の一

部の綴痕皮膚を残して手術を行ない，その予後も良かっ

たものを報告したが，癒痕組織も指を伸展した場合，浮

きあがって強い劇部且織のようにみえても，指を屈曲し

た状態でふれると，組織が柔らかく，機能上支障となら

ないものもあり ，このように緊張によって出現し，弛緩

によって消失する癒民組織では，それを切除するか，温

存するかの基準は弛緩した場合における癒痕組織の硬さ，

線痕の部位と手の機能との関係，切除すべき全体の疲痕

の広さ，術前における検査で，その液痕部がかなり十分

J 

図 2 図 3.13才，立1.
術後7ヵJeJ.荷:拘縮の傾向まったくなし

な知党や弾力性をも っているか否かなどを参考に決定す

る.

考 察

以上が本法の術式であるが，本法のアイデアによる術

式は，文献としては難波が 1969年，雑誌「手術J(巻 23，

号 12，1493~ 1500)に略述しているほかには見当らない.

本法の利点を従来の方法に比較してみると，在住?吉な皮

膚を全部残すということで， Bunnellの mid-lateral

lineによる切除や，側面iのmarginをZ1g-zagとする従

来の方法に比べて，健常な三角皮弁が指の掌側深く食い

込んだ形で残ることになり，中には，このようにしてで

きた両側の皮弁がお互いにV縫合可能となるものさえあ

る.特に癒痕皮膚!の指掌似IJの内側，外側のいずれかに偏

在しており，健7;?皮膚が多く掌側に残存しているような

症例では，健常な皮膚をそのま〉掌側に残すという意味

でも，本法は利用価値がある.指では健常な皮j苗が残っ

ていることは，外力に対する抵抗や知党の点で特l乙強調

すべき利点というべきである.

また本法によると，縫合線が指の掌側を斜走または横

走することになるため，縫合線の癒痕化と，それによる

障害を心配する向きもあるが，時間の経過と ちもに縫合

線は移擁皮膚の pigmentationによる以外には，ほと'ん

ど判別できないようになるのが普通である.

最後に本法の欠点をしいていえば，手術時聞が長く掛

かることぐらいである.

追加 大畠(慈恵医大形成)

私たちは演者と同様，癒痕性の皮f習のみを切除したあ
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と，残った健常皮膚に対して，さらに積極的に局所皮弁

として利用するよう designしている.

すなわち癒痕を切除した創縁が，手掌の皮膚線に直交

あるいはそれに近い場合， その辺縁に斜切JI~f.Iを力[Jえて三

角弁とし，中枢あるいは末梢へ回転して縫合している.

この皮弁をかl縁に作れば，倉IJは械に長い桁円形となる.

ことに指間部では，斜切開を両側に加えて背側皮弁と

し，これを学側に引いて手掌部の健常な皮膚と縫合する

か，あるいは手掌の植皮片と縫合する.

この手術法の詳細については昨年の形成外科学会総会

で， 私たちの丸毛教授により発表されているが， 約 40

数例を行なった結果として， この方法の利点は， 1)健

常の皮膚はほとんど切除しない，2)皮弁は栄養が良く ，

壊死しに くい.たゾし現在のところ皮弁の頂角は 45。以

上としている， 3)指関節の形成は容劾であり，現在の

ところ水かき形成をみたものはない，などであるが，欠

点としては縫合部が多くなり ，手技がや〉繁雑であるこ

とと，手術JI寺聞が少々長く掛かることなどであろう.

22. 皮膚疾患による指関節拘縮の 3症例

光安元 夫 松崎昭夫 清水万喜夫 東野端*

癒痕なとe皮膚fに起因する指関節I拘縮は， しばしば経験

され，その治療法も一応解決をみている.今回，比較的

稀な infantiledigital fibromatosisと，sclerodermia 

ci rcumscri ptaによる指関節拘縮を経験したので報告す

る.

症例1. 4才，女子

主訴 :右中指・環指 ・左示指 D.1.P.J.の変形と運動

制限.

現病歴生下時体重は 3.1kgで，著変はなかった.

図 l 症世lJlの局所を示す.

* M. Mitsuyasu， A. Matsuzaki， M. Shimizu， T. 
Tono 九州大学整形外科.

生後 1年ごろより ，次第に右環指，次いで布中指，左示

指の 0.1.P. J.背側に赤味を帯ひγこイボ状腫癒をおめる

ようになる. )匝癌はその後次第に増大して，指の運動が

できにく〉なる.

既往歴 ・家族歴:If~/m' を認めない.

表 1 検査所見.

症{Clj 1 

血消 Na 140 mEq/1 

血j，'iK 4.0 mEq/1 

血iNCa 5.2 mEq/1 

血IJf出来 103 mEq/1 

Alk-P-ase 27.6 u 

Acid-P-ase 1. 96 u 

GOT 28 u 

GPT 20 u 

総蛍 1'1 7.0 g/dl 

AI 70.2% 

αcG1 2.3% 

α2-GI 8.6% 

s-Gl 9.2% 

r-Gl 9.7% 

ASLO 12 u以下(Todd)

CRP-T (ー)

RA-T (ー)

クレアチニン

C.P.K. 

筋屯以|

症例 3

146 mEq/1 

4.1 mEq/1 

6.5 g/dl 

66.1% 

3.6% 

8.9% 

7.1% 

14.3% 

100 u 

(ー)

(一)

1. 5 mg/dl 

4.4 

l10rmal 
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図 2.症例 1(H-E染色).

現症全身所見には具常を認めない.

局所所見 :右中指 ・環指 ・左示指は，D. 1. P. ].より

P. 1. P. ].にかけて，背尺側を中心にして腫痛を認める.

腫痛は硬 く，皮脂，深部組織と癒着しているが，境界は

比較的明瞭である.局所の皮膚には発赤はない.右中指

D. 1. P.].は900，右環指 D.1.P. ].は 850，左示指 D.I. 

P.].は132。の屈曲位拘縮をとっている(図 1).

検査所見:表 1のごとくで，異常を認めない.x線所

見は，軟部に)極蕩像をみるほかは異常を認めない.

手術所見:J匝癒を中心に皮切を加える.J盛癌は表皮と

癒着した白色の硬い組織で dorsalapparatus内にも

浸潤している.左環指は腫疹摘出後，全層植皮. 右環

指 ・中指は，腫蕩が骨

一部含んで摘出し，D. 1. P. ].の関節固定を行なったの

ち，有茎J植皮を行な った.

病理所見:図 2のごとくで，表皮は hyperkeratosis

と atrophyをみる以外は， 特に異常を認めない.真皮

では，全域にわたり fibroblastenの地殖と不規則な線維

性組織の地加がみられる.その配列は柵状，またはうず

巻き状を呈する. 1ron hematoxylin， methyl green 

pyronin染色で，核周辺に R.N.A.陽性の頼粒が認め

られた.

症例 2. 1才 7ヵ月，男子.

主訴右 中指 ・環指の腫矯形成.

現病歴 :生後 6ヵ月ごろより右環指 D.1. P. ].に発赤

をみ，10ヵ月ごろより右中指の D.1. P.].に発赤が表わ

れた.次第に同部に!霞癒形成をみ，指関節の運動が障害

された.

既往歴 ・家族歴 .異常を認めない.

現症 :全身所見には異常を認めない.

局所所見 :右中指 D.I. P. ].背尺側に 1x1xO.5cm

の硬い腫痛を認める.右環指 D.I. P.].より P.I. P.].尺

背側にかけ，硬い!匝痛を認める.腫癒は皮膚，深部組織

と癒着し，可動性をもたず，境界は比較的に明らかであ

る.ポ中指 D.1. P. ].は 1300，環指 P.I. P. ].は 1300，

D.1.P.].は180。で拘縮を起こしている.

手術所見 :腫癒をrr心に皮切を加える.腫痛は表皮と

癒着し，白色の硬い組織で，真皮，皮下組織を中心に浸

潤している.Dorsal apparatusと癒着しているが，糸IJ

肉!t可能である服蕩を摘出し，表皮を縫合する.

病理所見 :症例 1と同様の組織所見を示していた.主

病変はA皮屑の線維性増殖である.

症例 3. 32才，男子.

主訴 :両手関節の運動制限.

現病歴 :昭45，5月ごろより右環指の運動時に痛みを

感じる.その後，次第に右手関節の背屈ができなくなっ

た. Hg 45， 6月ごろより左手関節の背屈も制限されるよ

うになった

既往歴 ・家族歴:異常を認めない.

現症 :全身所見では特記することなし.

局所所見:両前l腕屈側に索状の暗紫色を呈する硬結を

ふれる.指伸展時には，手関節の背屈は右 200，左 35。

までしかできないが，指を屈曲させると，右手関節の背

屈は 400，左は 550
まで可能である.前腕には筋萎縮も
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なく，筋のトーヌスも正常である . 肱~反射も兵常なく ，

知覚も正常である.検査所見は表 1のごとくである.

手術所見:M. ftex. carp. rad.の走行に沿い皮切を加

えると，皮l訪，皮下組織は硬いが，筋!民，筋肉には著変

を認めない.

病理所見:表皮は萎縮し基底)漢のメラニン沈着がや〉

強い.真皮層より皮下脂肪組織にかけ!謬原線維の増加が

ある.びまん性に少数の中好球を含む慢性炎症性細胞浸

潤の部がある. 一部，脂肪組織内の血管内肢の軽度の線

維性肥厚と，末梢神経周囲の勝原線維の増加をみる.筋

JI英，筋肉には異常を認めない.以上の臨床所見と病理所

見より，症例 1，2は infantiledigital fibromatosis， 

症例 3は sclerodermiaci rcumscr i ptaと診断した

考 察

Fi brol11atosisは分化した結合織の増殖をみる一定の

病理像を呈するが，臨床的には病変の発生部位により ，

Dupuytrel1拘縮，pyronie 病，fibrol11atosis colli， 

desmoid tumor等と呼ばれている. 111fanti le digital 

fi bromat0sisは乳幼児の手指，足止の末節背側に初発し

て，摘出後，再発傾向の強いことを特色としている.組

織像は線維性組織の増生が強く ，真皮屑に病変が初発す

るのが推定される.表皮は増大する腫協により r巴te

ridgeの扇平化， 皮膚付属器の圧迫萎縮像を呈し，指背

腿Jl英，骨・!肢と腫務との癒着も早期に形成される.このた

めに腫蕩の完全摘出が困難で，切断された報告もある.

他の fi brol11atosisに対して本症で特徴的なものは，H-

E染色では認めにくいが，pyronin好性の細胞封入体の

存在が高率に認められることである.我々の 2症例にお

いても，iron hel11atoxylin染色， methyl gre巴11py. 

ronlll染色， Mallory's trichrom染色を行なって，封

入体の存在を確認できた.このような R.N.A.陽性頼

粒の存在は virusによる本症の発生を推測させる.症例

1は骨を一部含めて服務の摘出を行ない，有茎植皮を行

なった.症例 2は表皮を残しl匝疹を摘出した. 1年を経

過した現在 2症例とも再発の傾向はなく良好な経過を

示している.外傷， 内分夜、異常， 脊椎の異1i'1~など， 種々の

病因が論じられている scJerodermiaci rcumscri ptaを，

Authorの 115症例の予後調査では，半数は皮腐の色調

に変化を示すのみで治癒したと報告されている.しかし

症例 3では保存的療法を行なっているが，症状の軽快を

みない Haxthaus巴11は，病変部に植皮を行なうと，植

皮片は数ヵ月内に sclerodemia様皮膚に変化すると報

告しているが，症例 3の病変が進行するならば，有茎植

皮を行ないたいと考えている.

むすび

比較的稀な infantile digital fi bromatosisの2症例

と，整形外科医にとっては経験の少ない scleroderl11ia

ci rcumscr i ptaの 1例を報告し，著者らの治療経過を報

告した.

追加 室岡(慈恵医大整形)

私たちも，最近 sclerodermaにより ，手指の屈曲拘

縮をきたした 2症例を経験した.症例 1は，全身に本疾

患に特徴的な所見が多くみられたので，容易に診断され

たが，症例2は，手指の変化のみが主で，診断は容易に

下し得なかった.なお，本例の手術所見は，皮脂の変化

のほかに，腿桁内での屈筋腿の高度の癒着が特徴的であ

った.

23. 手背挫創の機能的予後

飯野龍吉 木村 正*

手の機能に対する手背J坐創の影響は比較的少ないとさ

れ，治療も一般に容易といわれている. しかし高度の皮

庖挫滅や，骨 ・関節損傷を伴うことが多く ，治療に当っ

て，なお検討されるべき問題も少なからず残されており，

その予後も必ずしも良好とはいえない.

今回，我々は最近経験した手背挫倉IJの73例中 38例に

* R. Iino. T. Kimura :東邦大学整形外科

ついて，直接検診により，その機能的予後を中心に調査

したので報告する.

性別では，男 67，女.6と圧倒的に男に多く ，年令的に

は，10， 20才代が 60.3%を占め，受傷原因としては 82

%が労働災害で，交通事故がこれに次いで多い.。jの部位は，両側ともに手背に多く，左母指，中指，

右示指，中指の順である.
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度の席出l障害を残しているが，M.P.関節にはほとんど

運動制限を認めない.損傷指の pinch力は 20%前後の

低下をみるが，隣接指にはほとんど影響していない(図 2).

E.D.C.多数指損傷例中， 3例に M.P.関節伸展障害，2

例にM.P.関節屈曲障害，3例に P.1. P. 関節屈曲IIIÌ~害を

認めたが，日常生活にそれほどの支障をきたしていない.

骨折例中 61r11の骨幹部骨折は可動域，pinchカともに

正常であるのに反し， M.P.関節周辺骨折では同関節の

屈曲制限を認めた.

皮膚のみの挫倉Ij例は自覚的にも他党的にも障害を認め

なかった.

グノレーフ。別に愁訴を検討してみると，主として E.P. 

L.損傷群，E.D.C.多数指損傷群に，“動きが悪い"“力

がはいらない"などの愁訴を残していた.

E.P.L.断裂について，高岸らは M.P.関節より末梢

部での断裂は，手関節部のものより成績が悪いとし，そ

の原因は下部組織との癒着にあると推論しているが，

我々の経験例でも，M.P.関節以下の症例に可動域の減

少，ことに屈曲障害を認めているが，癒着の有無は確証

していない.

E.D.C.単指損傷例は，骨折を伴った例の P.1. P.関

節，D. 1. P.関節に軽度の屈曲障害を認めたが，とれとて

も日常生活には特別の支障はなく ，予後は良好といえる.

これに対し，E.D.C.多数指損傷例は愁訴も多く ，運

動制限も屈曲障害を中心に増力日してくるが，やはり日常

生活にそれほどの支障を残さずに治癒している. しかし，

手背中央部をプレスにより受傷した 1例は，中手骨，骨

問筋ともに高度に挫滅されたため，鈴木らの指摘するご

とく各中手骨聞の拘縮が起こり正常の手のアーチ構造が

失われ，隣接指を含めて各指の運動障害が高度で，こと

に示指M.P関節の伸展障害のために機能障害が大であ

る.

題演般

イゆ筋腿損傷は，左 26，右 251r11で右中指，左母指，示

指の順である.

損傷範囲による分類は表1のごとくである.E. P. L 

損傷の予後判明例 6例中4例が運動障害を訴えているが，

運動制限は伸展よりも M.P.関節，1. P.関節の屈曲時

に認められ，手関節部，中手骨部の例に比し，M.P.関

節以下の指背挫創例に屈曲障害が著しかったが，握力，

pinchカは全例に良好だった(図 1). 

E.D.C.li!指損傷例中，骨折を伴わない 2例の手背挫

怒り例は，可!fVJ域，pinch力ともにほ ν正常で，骨折を伴

う4例の基節部損傷例は，P. 1. P.関節，D. I.P.関節に軽

す|

l予制iJI!fJ数

6 

7 

5 

11 

9 

38 

PA 
I
 

MP-j 

~ r. ........ 、1J # ~ / 
ーへ 1: ¥ .' / ..a. ¥! 1J. ¥ 〆
F入、叫 ん、入JI~~ ィ云ご"，-
/ l' ~，' マノ 、白ノ 、、ν

術1rWIJ 手1rf9IJ 手関節耳1¥f91J

症例数

表1. 手背挫f:IJ症例.
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唱
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73 

長母桁 伸 筋腿損傷

総指伸筋腿損傷 (1巨指)

総m伸筋腕損傷(多数指)

'fl"折をイ'I~ う挫創

SL J留のみの挫泊IJ

一一一ー 忠指

ー一 ーー 健指

以上，手背挫怒りの予後調査を行なった結果，症例の 25

%前後に M.P.関節の屈曲 ・伸展制限および P.1. P.関

節の屈曲制限を認め，イ中筋腿損傷例を含めて，J慌の癒着

を認めたものはむしろ非常に少なく ，関節に軽度の拘縮

を認めた点，興味が号|かれると同時に，縫合時の腿の緊

張度，関節固定肢位，固定期間などに注意深い考慮が必

要であろうと恩われた.

図 l 関節可lliJJJ或 (E.P.L.). 

同O勝。

/デ、¥

¥健指

忠指¥¥

8 
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¥ 

、、 健 指

忠 指

ilW正O

(kg) 
8 

6 

追加 矢部(慶大整形)

手背挫倉IJによる E.D.C.の修復術後，M.P.関節の伸

展拘縮 1例を供覧し，その原因として E.D.Cの癒着の

みならず，手背筋l肢の肥厚によることを強調する.この

指
環
指

2 

指園
図 2.Pinchカ測定値 (E.D. C) 111指.
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肥厚した筋膜の切除により ，かなりの改善が望み得る.

質 問 赤堀(岡山済生会病院整形)

手背f坐倉IJにおいては深部組織とともに皮膚の処置が重

要であろうが，皮膚癒痕化による障害はり動性の制限，

81損傷性など考えられないか.

答 飯野

皮膚の移動性の減少のために，屈曲制限をきたしたと

思われるような症例はなかった.また，癒痕痛を訴える

ものを経験したが，日常生活に支障をきたすほどのもの

でなかった.

質問 山内 (順天堂大終形)

手背挫倉IJについては E.D. C.の関与もさることなが

ら，骨問筋の ischemicnecrosisも大きな問題である

Riordanは早期での fascia切開をす〉めているが，発

表症例で，この方法をと ったものがあるか.あればその

成績は.

答 赤技1:(岡山済生会病院整形)

lschemic contractureを思わせる症例を経験してい

るが， 手掌にまで及ぶ高度の損哲~{7IJであ ったので， 今回

の調査対象からは除いた.

24. 先天性四肢切断について

木野義武*

名古屋大学整形外科を訪れた先天性問肢切断の患者は，

5年間に 26名あ った 種別では，切断例および切断と

絞侃輸の合併例が最も多く ，部位別にみれば手足の指に

多く ，性別では男 16，女 10であった合併疾忠として

兎唇， μ生~破裂が各 11JlJずつあ ったまた妊娠 2 ヵ月 H寺

に転倒して，性器開血の既刊のあるものもあ った 先天

性四肢切断ないし絞拒輸をきたす原閃として次のような

ものがある.

1) 遺伝的素閃

2) 子宮外からの機械的作用

3) 子宮内での機械的作用

i ) 羊膜索による絞挺，切断

i i ) 羊11英貫通による絞犯，切断

4) 11台児組織の局所的障害

以上のごとく ，絞拒輸の発生原因については，いろい

ろな説がいわれてきたが， 羊膜~によ って絞拐され起こ

るのではなく ，たとえ絞拒部に羊!摸索が認められでも，

それは胎児の異常な局所に 2次的に付着存在するにす

ぎないといわれている.そして Streeterの focaldys. 

plasia であるとか，Patterson の皮下組織の 1次的発

育欠損によるものなどの説が現在有力視されている.こ

のような 1次的な原基細胞の分化形成の欠損によるもの

では，実験的にも報告があり ，たとえば野上は先天性切

断または絞捉輪によく似た奇形を，妊娠マウスのX線照

射によ って，また過剰ビタミンAの注射によ って胎仔に

* Y. Kino:名古屋大学整形外科 ・環境医学研究所.

成立させている.これとは別に，ーたん形成されたもの

が脱落することにより，この種の奇形の成立も考えられ

る 私もこれら先天性四肢切断の発生に興味をもち，以

下の実験を行ない，2， 3の知見を得た 羊水穿束IJにより

各種の奇形が発生することは Trasler一 (1956)，Pos. 

willo (1966)， DeMyer (1969)がすでに報告している

が，羊水穿車IJ後，胎仔の四肢奇形がどのような過程によ

って成立するのかについての報告はない 私は羊水穿刺

後のラット胎仔の状態を 5分後より経時的に観察し，そ

の四肢flJ形の成立機序を推定し，組織学的にも，それを

確認した.

実験1. 米経妊，未経産の Wistarラットを用い，交

配の翌朝，1.度1J旨習中に精子の認められたものを妊娠O日

とした.妊娠第 13，14， 15および16日の4群各 10匹の

ラットを麻酔後開腹し，岡子宮角の生存11台仔の位置およ

び数を記載し， 1側の子宮角にある11台仔の羊水穿車IJを行

ない，他側を対照として腹肢を閉じた.胎令 20日に開

腹して，胎仔を観察した結果は表 1のごとくである.11古

令 15日では，??).形の程度も重篤な大腿切断，下腿切断，

足部切断などもみられたが，指切断，指過背}昂拘縮など

の軽度のものが多くみられた.胎令 13日および 14日で

は，軽度の1.';.)杉ばかりであった切断肢には絞拒輪もみ

られた.以上の実験より羊水穿刺による奇形の発生が確

認されたが，その奇形発生過程を知るために実験2を行

なった.

実験 2. 妊娠 15 ~l のラットを用い， 羊水穿刺後 5，
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表1. 羊水穿JliIJによって成立するラット I1削子の{，';形およびその対照例.

奇形 I1台 {千数
処理した胎令 口

1

l

i

-
-

-

炉

炉
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穿
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水

一
水
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b

一
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21 

1 

24( 0)* 。 24 

3 3( 0)* 。

a. b. c. 

図 1.I1台令 15日羊水穿車IJにより成立した.1羽肢奇形 a， bは胎令 20日切断肢に絞侃輸がみられる.

15， 30分， 1， 3， 6， 12， 24時間，以後出生まで 2411寺

問ごとに胎仔を取り 出し，四肢奇形の発生過程を観察し

た.羊水穿束IJ後15分より指間陥山部の marginalblood 

sinllSより軽度の出血が始ま り，その程度はさまざまで

あるが，ときとともに出血部位および誌は増加し， 311寺

間後には指末端全層にわたる血腫， 12時間後には足部全

体の血腫になり，組織像では壊死を起こしているものも

ある.これら経時的観察においても，羊膜索によって絞

鈍されている例は 1例も発見できなかった.羊水穿lfiiJ後，

発生する血煙が四肢表層にとジまれば，その癒痕形成と

以後の発育障害により足の変形をきたすが，血)霞が四肢

の深層より全層に及べば，末梢は壊死となり ，やがて分

離脱落するが，その断端が四肢の急速な発育の中で修復

されると，絞拒輪も形成される.絞犯している羊!模索も

なく ，羊水穿刺 15分後より起こる四肢の出血も， mar-

ginal blood sinllsの指間陥凹部よ り始まることにより，

羊膜索の絞掘による出血壊死とは考えられない.さらに，

この初期の出血の発生機転を知るため実験3を追加した.
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a. JJri令15IJ.羊水穿車IJ30分後の足板で，JRn¥JI焔IllIiiilの
marginal blood sinusより/llJfllがみらhる

実験 3.妊娠 15 日のラットを麻酔後開腹して，た正

ちに子宮の動静脈を結主主し，母体より子宮を摘出した.

摘出した子宮に羊水穿刺を行ない， 37 Cの生理的食塩

水中に移し，卵宇卵器の中で観察したところ，穿束1I30分

後には指間部に出血がみられた.このことより，羊水穿

刺後の胎仔指間部の出血は，胎盤を通じての母体よりの

影響とは考えられない.次に同様に摘出した子宮に羊水

穿刺を行ない，たジちに子宮筋層をIJ1Jき，月台盤をつけた

まh 卵黄褒， 羊11英に包まれた胎仔を取り出し， 37
0

C 

の生理的食塩水中に移し，解卵器中で観察したが， 111寺

間後も)1台仔は生存しているが，指間部の出血は発生しな

かった.このことより，単なる羊水穿車1Iだけで，指間部

の出血は発生することはなく ，穿車IJ後の子宮筋の異常収

縮が加わると凶肢に循環障害が強まり， marginal blood 

sinusの指間陥凹部に出血が起こる.この出血は漸次増

大し，血)匝となるが，血腫の吸収後の癒痕性拘縮，また

は壊死組織の脱落により，四肢に種々な奇形が発生する.

私たちが臨床でみる， いわゆる intrauterineamputa-

b. )J台令 15日，羊7K穿車IJ611寺1:¥J1，変の足板で，間血のI科大

がみられる.

図 2.

tionによく似た寄形は，妊娠子宮の機械的異常収縮によ

っても起こり得ることを，ラットの実験で報告した.

追加・質問 矢部(慶大整形)

我々は，昨年の東京地方整形外科集談会で， 5 IflJの

acrosyndacty I yについて報告した.手術の時期と方法

に関しては，倉田(広島大)先生に同意する.

この acrosyndactyly，つまり中枢の Fensterと末梢

のsyndactylyの発生過程に関して，ご意見があれば.お

聞きしたい.それから皮膚の necrOSJs，つまり出坊はあ

るのか.

答 木野

指間部の深層に発生する出血と，表面に発生する血!盛

とがある. 2次的に続発して皮膚が法務を作ってくるこ

とがあるかとの質問であるが，同じ胎仔を経時的に長時

I/iJ観察することは不可能であるので断定はできない.し

かし出血が深部lこ発生してきたときには，2次的皮膚の

潰蕩も起こり得ると考える.

25. 上肢の congenitalconstriction band syndrome について

倉 田 利 威 津下伝~哉*

Congenital constriction band は，annular grooves， 

annular bands， congenital annular deiects， ring 

* T. Kurata， K. Tsuge (教授) 広μ大学整形外科

constrictions， intra-uterine amputationなどと種々

の名称で11予ばれているよう に，複雑多様な像を詰し，手

指，前腕，上l腕，下腿などの皮膚や皮下組織の浅い輪状
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溝から切断に至るまでの種々の程度のものがみられる.

諸家の報告や， 最近発表された Swanson， Barsky， 

Flattらの奇白形の分類法を参考にして， acrosyndactyly 

を含めて木症を congenitalconstriction band syn-

dromeと命名し， 1つの症候群とした.

我々は，過去 13年間に経験した上肢の congenital

constriction band syndromeについて，いさ〉かの知

見を得たので報告する.

表 L 症例数

男

女

一
計

両副主日1両側1

1; I : I 
I 14 I 11 I 

17 

18 

官
川

4 

6 

1ofs5名 45手

症例数は 35名 45手で，上肢先天奇形のうち約 6_8%

に当る.男女比は 17: 18で男女差はなく，左右別では

14・11で，右側にや〉多い.片側対両側は 25:10で，

片側性が多い 合併症は 23例 65.7%にみられ，このう

ち下肢にも同様の奇形が認められるものは 13例 37%存

在した.本症には，内反足を合併することが多いといわ

れているが，我々の症例では 3例 8.5%に認められた.

権患部位は，上肢のうち手指が最も多く，中枢へゆくほ

ど少なくなる.手指のうちでは示指から環指までの 3指

に及ぶものが最も多く ，1指のみに止まるものは少ない.

本症の発生原因については不明であるが，以前は ex-

trinsic amniotic bandsが原因であるとされていたが，

最近では intrinsic circumferencial necrosisが発生

経過中に起こるとする説が有力である.発生頻度は，

Pattersonは 15，000の出生にlの割合であると報告し

ている.

出生I1町立との関係をみると第 1子に多く，以下，出生

順位に反比例する.出生時両親年令との関係は，母親は

21~25 才までが多く，父親は 26~30 才までが多い.生

下時体重との関係は，筋 ・骨格系の奇形は 2，500g以下

の未熟児に多いとされているが，本症ではむしろ成熟児

に多い.出生と季節iとの関係は，互に出生するものに多

く，春に少ない.妊娠歴との関係をみると，妊娠中，特

に初期の病歴および最終月経を正確に調査し得た 14{7IJ 

について検討を加えた結果，風邪または流感に権患、した

ものが 9伊IJ，64.3%で一番多く ，次いで切迫流産が 3

例， 21. 4%であった.また権患した時期と奇形成立の臨

界期とがほジ一致していた.感冒，切迫流産などが11台児

にどのように作用 したのか，また，はたしてそれらが本

895 

一一帥
1~2 

2 

3 

5 

1 I 14 割
引

症発生の{怪奇因子となったかは断言できないが，他の窃

形に比し，本症では感官に権怠しているものが多い.寒

いH寺期に受I1台したものに多いということは，感官に権忠

しやすいからであろう 感冒に羅患したもので，治療を

受けたものと受けなかったものとの問に奇形の重症度の

差異は認め られなかった.本症には，家族発生，遺伝性

はないとされている.静脈血培養法により ，7例に染色

体検索を試みたところ，2例に染色体異常が認められた.

1例は，9才，女子，第2子，左示 ・中 ・環指絞拒輪，

右示指短指症.両親，同胞の核型は正常であったが，患

児は 47，X-trisomyを示した.性染色質は 2コ認めら

れるものが 22.5%，1コ認められるものが 16.3%であ

った. 他の1例は 1才， 女子，第 2子，両手指絞犯輪，

右下腿絞拒輪，両臼蓋形成不全. 染色体は XO/XXの

mosaicで，いわゆる Turner症候群の染色体構成を示

した 性染色質は 7%認められた.

分類については，本症を次の 4つの typeに分類した.

1) Ring type 

2) Lymphedema type 

3) Acrosyndactyly 

4) Intra-uterine amputation 

これらの typeは，単独のことは少なく ，穏々合併し

ていることが多い.

病理組織学的検査では，絞事E部の皮胞には汗腺，汗管

表 3.分類と症例数.

け門前 1_1:: 1 引

K手腕 11腕 1;;1 

「七5庁 口Ring type 

Lymphedema type 

Acrosyndactyl y 

Intra-uterine amputation 

Intra-uterine amputation 
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Intra-uterine amputation 
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などの皮膚付属探が認められず，epidermisには kela

tosisがみられる Lymphedemaといわれている部分

では，強い kelatosisと皮下脂肪織の矧生がみられる.

手術を行なったものは 45例lt28例で，来手術または

手術の適応のないものが 17例である.手術H占年令は生

後 1ヵ月から 19才までで，1~2 才が一番多い. Acro-

syndactylyの tipsの releaseは1才以内に行ない，

websの形成は 1才以後に行なっている. Ring type 

には z-plastyを，指の lymphedematypeには皮下の

僧生した脂肪織を摘出し，皮膚を切除して縫合する.

以上，我々は 13年間に上肢先天性絞侃輸の 35名 45

手の症例を経験し，一般的統計，分類，発生原因の追求，

組織学的検査，染色体検索，術式の検討を加えたので報

告した.

質問 矢部(慶大整形)

染色体に異常があった症例が2例あるが，遺伝性があ

ったか.本症の特徴は遺伝性がないということになって

いるが.

答 倉田

他の合jfj!Xでは，親子聞に同1W卜性の同一合指症を認め

たものが数例あったが，本症では，家族発生，遺伝関係

は認められなかった

質問 杉浦 (名大整形)

117'IJにXXX，l-{7'IJにxo性染色体異常を認めたとのこ

とであるが， 今までの supcrfemale， Turner症候群

について身体各部分症候の記載の中に，この穏の変化の

記載はないように思う 教室における症例についての染

色体検査では，今までのところ異常例は認められていな

い.染色体呉~~.を本症の原因と考えておられるか， ある

いは偶然の合f)!:と考えておられるか伺いたい.

答 倉田

染色体異常と本症との関係については， 2 {fl]に染色体

異常が認められたが， 2例とも別々の核型を示している

ので，本症特有の異常核型とは認めがたい.染色体異常

と絞捉輸との因果関係は不明である.

26. 裂手症 19例の経験

中 村 純 次 里見隆夫 大森喜太郎

大久保利弘 原瀬瑞 夫 丸毛英 二*

Bi rch ]ensenは裂手症を typicalとatypicaltype 

に分けているが，今回，我々が取りあげた症例は，いず

れも typicaltypeのみである.Atypical typeを症例

から除外して検討を加えた理由は， すでに Langeや

Barskyらも示唆しているように， typical typeとは

多少異なった成因によるものではないか，また，これら

はむしろ symbrachydaktylyの範時にはいるものが多

いのではないかと考えるからである.さらに，このよう

な最終像に近いものまで同一に扱って検討を加えること

は，その臨床像の解析に不適当であると考える.

症が.，]は 19例で， これを 3つのグノレーフ。に分類して検

討した(表 1).

グループ I

中央列が欠加し， その指問裂IU:tは著明に深く ，手は 2

ネ J.Nakamura， T. Satomi， K. Ohmori. T. Okubo. 
M. Harase. E. Marumo(教綬)・米);(慈悲会医科大学形

成外科.

分されてV字形を示し，設の 目にも裂手症なる診断が適

当と思われるもので，両側裂手 3例，片側4例，計7例

10手，男女別では男 6{fl]，女 1例 とほとんどが男であ

り，また，裂足症を伴った症例をみない(図 1). 

症例1.左裂手，中指列は中手骨を含めて欠損.

症例 2 両11¥1]裂手，ホは中指の中手骨法部が一部遺残

し，左は逆Y字型の変化を示す 3才H寺，指問形成.

症例 3.右裂手，中手骨に逆Y字型変形.環指 ・小指

間に合指，および環指の屈曲変形をみる.反対手の中指

は細く ，明らかな形成不全を認め，かっ示指と癒合し，

中指は側方に圧排されたような興味ある変化を示す.ま

た中手部に過剰の crossboneをみる.

症秒1]4_ ~-;裂手， 生後 6 ヵ月で長掌筋腿を用いて中手

骨問の狭小化を計った.

症例 5.両側裂手，右は中指 ・環指の 2~IJにわたる欠

損.左足に多E止症をみる目

症例 6.左裂手，中手骨に逆Y字型の変化.
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表1. 症例 (typicalsplit hand) 

症フレ力
ノ

年令
(年 ・片) 手リ

〈苧，L
乞

tfι 

l 1・9 合 左 中

2 9・5 合 両 中 (従兄結婚) + 

3 1・4 合 右 中 ;f，手合tfi・胞指
左手合指

I 4 . 10 会 右 中 + 

5 7 合 ド可
右中 ・君主 右手間指
左中 左足合且上・多E止

6 4・9 ♀ 主王 中

7 11・5 合 両 中 左手合指 + 

8 3・3 ♀ 主五 中 右 左是合祉

9 1・4 合 左 中 右 右手ItIltfl + 
10 1・5 合 布 'P (兄短指症) + 
11 2・5 ♀ 左 中

E 
12 • 6 合 右 'P 右 右手胞tfl

左足合E止

13 1・8 ♀ 右 Eド 左手合指 ・屈指 十

14 .11 合 左 示 ・中 左3fi1i母指

15 78・ 合 両 示 ・中 両 同 3釘I母指

欠損子IJ

(指) l裂足| 術手伝情也合併奇形

I+II 16 3・11

盟

症例 7 両側裂手であるが，右は典型的な 2列にわた

る欠損， 左は指の欠損なく ， 中指 ・ 環指問裂I~: (が異常に

深いのみである.この左手は本グ、ノレープにおける最も軽

症例と思われる 生後 9ヵ月時，指問形成を行なった.

以上， グループIで興味深い点は，中手部の骨変化で，

いずれの症例も中手骨にまで及ぶ全欠損あるいは部分欠

損を示し，特に，この部にみる逆Y字型の骨変形は，本

症にきわめて特徴的な所見と考える.すなわち，欠損症

とは反対に末紛が 骨癒合を起こした形であり ，Muller 

の仮説を裏づけるものとも考える.

グループ 11

中央列が欠損するが外見的に指問裂隙はそれほど深く

なく ，11寺に M.P.]. レベノレを越えていないものもある.

このクツレープ(図 2) は 8例 9手で，片側の裂手が大

半を占めるのに，その半数に裂足を伴っている.かっ合

併・奇形(合指症，指の屈曲変形，3節母指など)を伴う

例が多い.男女比は 5:3. 

症例 8 左裂手で典型的な左裂足を伴う 左手中指は

欠損しているが，指聞は深くなく ，X線上，中指と環指

+ 
両手合指

の末節骨および中節骨は互いに骨性癒合を示し，中指の

基節骨は crossbone 様の変化をみる . この例は~~i'性合

指症と診断されるかとも思うが，裂手症として取りあげ

た理由は，典型的な右裂足を伴い，左足にもまた，それ

に近い変形をみること，さらに中指基節骨の態度は重要

な所見と考える.すなわち，これは合指症あるいは欠指

症のいずれにもみられない変化である.この種の変化を，

Pokorny， Nigstらは中央列の Verdoppelungを基盤

として発生した裂手と解釈している

症例 9.左裂三p，右裂足を合併し，中手部にY字型の

骨変形をみる 対側の中指に屈曲変形を合併.生後 8}J

月で指問形成を行なった.

症例 10.左裂手，中手部に存在した 2コの cross

boneを用いて中指を造指し， 現在8ヵ月を経過してい

るが，移植骨の状態は良好である.

症例 11. 左裂手，環指基節骨がY字型を示す.

症例 12.右裂手，cross boneをみる.

症例 13.右裂手，基節骨部に Y字型の変形あり.反

対手の中指に屈曲変形を伴う.
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症作1)2 

4庄1刊 4

佳 作IJ6 

図 1 グループ 1.

'liEfyl) 7 

症例 14. 左裂手，示指."1"指の欠慎.Cross boneあ

り.なお，同一手に 3節母指を合fJIする稀な例.症がi]15

の右とま ったく同じ変形を示す.

症例 15. 両側裂手 ・裂足症，問手に 3節母指を合併

するきわめて稀な症例.

以上，グループEについて総括すると，その特徴は迷

入した指骨が， 一見，過剰のようにみられる中手部の骨

変化であり ，Y字型の骨癒合，あるいは crossboneが

存在して指聞を隊関させていることである.

グループ III

両似1]に裂手 ・裂足をみ，その欠jJlは中央列のみならず，

機側列にも及ぶものである.遺伝性のあるものは，主に

このグノレープ(図 3) の中にみられると考える.また，

このグノレーフ。の骨変化は欠損性で、ある

症例は 3例 6手で，全171]裂足を伴い，忠手の合指症以

外には合併奇形をみない.症例 18と19は子と母で確実

な遺伝性を認めた.

なお，症例 16は同一個体が，右手はグループIの型

を，左手はグループHの型を示す両側裂手症で，この症

例は，前述した外見的に指問裂隙の深くないグループE

を，裂手症に入れるべきことを示唆していると考える興

味深い症例である.

以上，我々が経験した 19症例の typicalsplit hand 

を3つのグノレーフ。に分類して，その臨床像およびX線{象

を検討したところ，各群の特徴をかなり明確にとらえる

ことができた.
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追加 津下(広島大整形)

治療而についてであるが，母 ・示指間に合指があるよ

うな場合，中指部の皮膚を )ocalf1apとして母 ・示指問

の分離後に移動する方法を紹介した裂手と合指を同時

に矯正するのに良い方法と思われる.

質問 上羽(京大整形)

Cross-boneを用いて造指を行なっても，筋腿欠担1も
あり指が![YJかないだろうと思う.また骨成長が期待でき

ないと考えられる.あえて手術を行なった理由は.

術後，骨の成長はみられるか.

答 中村

我々も，基本的には先生と同じ考えをも っている.移

植された 2コの cross-boneの生着は良好で，什吸収を

みない.その母床の第 3中手骨の発育は正常である.な

お今後の経過を観察したい.

追加 古屋(東京医歯大整形)

演題 24~26 までの演説， 追加を聞いていると ， 遺伝

という言葉が安易に使われているような印象を受ける.

裂手症も各種 typeにより遺伝性は具なることは事実

であるが，む主者は，グノレープIは geneticriskはなく ，

グノレープ 皿は riskが高いと述べられている.私は第 1

群のものでも両親健常で，第 1，2子ともに裂手を認めて

いる.これは両親のどちらかの配偶子 (gamete)形成H寺

に遺伝子に突然変異が起こったもので，遺伝性はある.
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図 3.グループIII.

一般には，裂手は常染色体優性遺伝と考えられており ，

各種 typeにより惨透度が違うだけであると思う .現状

では，臨床医は病状と家族歴をしっかり 杷握して gene-

1971年 10月

R 

も;Ej'IJ19 

tic counce Ilorに相談すべきものと考える. 11眠買イ壬な発

言はさけるべきである.

27.先天性榛尺骨癒合症に対する新手術法

矢部裕*

前腕の]11]旋を企図した先天性桜尺骨癒合症に対する手

術は，過去そのほと んどが失敗に帰し，強度の囲内{立強

直を矯正するのみの手術を行なうことが現在の常識にな

っている.

この原因として. 1)骨癒合再発.2) ]，，]外筋の形成不

全.3)囲内筋などの拘縮により凶外位をとることがむ

ずかしいこと，などがあげられる.

今回，私は. 1)癒合骨切除部に肘筋を筋弁として挿

入 L. 2)上腕二頭筋を回外筋となるよう機骨に再縫着

し. 3)症例に応じては囲内筋の切目lt， 尺骨小頭の切除

などを行なうことにより ，回旋を獲得する根治的手術を

• Y. Yabe (講師 ) : ~応義塾大学整形外科.

4例に施行した.

手術方法は，図 1に示すように，まず背iJll]は Boydの

approachに準じてはいる.厚い前腕筋!肢を尺甘背側縁，

さらに)]寸筋から最1]離しておく.次いで肘筋を尺什背1ll.IJ縁

からfi膜下に恭IJ離して癒合部に逮する.癒合部上下の限

界をよく確かめておく.次いで，掌仰lから lIenryの

approachに準じ.)腕j協骨iftjの尺側に沿ってはいり ，協

側反日動脈を結鉄切断する.上腕二頭筋腿を什停止部で

切再l~反転し， 癒合部に達する . 癒合部中央で骨膜を縦切

最1]離し， 1~J' を露呈する .

主に背似lからノ ミを使用して，小児であれば幅約 0.6

cnl，成人であれば1.2cmにわたって癒合部付を切除する.
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Anterior approach (Henry) 

M .brachioradial is-_ _-M .pronator teres 

-A.radialis & ulnaris 

N .radialis 
medianus 

M .supinator-
bi ceps brach i i 

M .ext. dig. comm.-

M .anconeus---

Posterior approach (Boyd) 

M .brachioradialis__ 

M.supin 

M .anconaeus---

Postoperative 

ー，ーM. pronator teres 

-A.radialis & ulnaris 

.medianus 

biceps brachii 

らー!

図1.A new operation for congenital radio-ulnar synostosis. 

表1. 症例と手術成M.

症 均三 権 分 術
I百JJ民連日日1)j或 術

後
雰i

古町
古市 考 期

メ1泊E、 性 忠
j伎

間例 (才) 官UJ nllJ I (K-) イ立 (回内~回外)I (囲内~国外) (年)

。。 600 35。 中継様尺関節
2. 5 

1 7 合 両 左 I 
(40~20 0 ) (0~35 0 ) 裂即日狭小化

2 60。 600 
200 

18 合 右 右 E 
団内

一過性榛骨神経麻煉
2.3 (80~ ー 20 0 ) (40~ー 20 0 ) 機骨小頭脱臼傾向

3 0.8 合 両 700 
左 I 

回内

4 20 合 1王 左 I 。。

注) K-; Kienbock 

ことに小児では榛骨小頭骨端軟廿を温存するよう注意す

る.と〉で前腕の同旋をしらべる.回外障害に対しては

Henryの皮切末梢から円囲内筋を切離する. 成人では

尺骨ソl、頭を茎状突起と関節円遺産をilul存したま)，.，2cmに

わたって切除する.凶内障害は甘切除部末梢掌似|で，総

什が尺'I~・にぶつかるかî(因となる . さらにこの部の骨を切
除する.

さて，抵抗のない，かなりの回旋が獲得できたならば，

前腕最大国外位で様骨粗面と思われる部に上腕二頭筋胤?

を NO.34の pullout wireで再縫着する.続いてJH

100。 1100 
2. 1 (90~10 0 ) (90~20 0 ) 

110。 80。
0.3 (60~50 ') (45~35 0 ) 

筋につり糸を掛け，これを導子として'白'問に帰入し，挽

骨tJJ除部を被って俊骨学側の骨JJ英と縫着する 背側にお

いて，あらかじめ最IJ離しておいた前腕筋肢を尺骨背側縁

に縫着して尺骨を被う ・)J(J首縫合.

肘関fl[i90 屈曲，前腕最大回外位で上腕以下ギフ。ス固

定を施す4，週後 pullout wireを抜去し，後療法に

防:1r、る

症例および術後成績は表 1のごとくである.

定例 1においては，術中癒合管切除部中枢における肘

筋の抑入が不十分であ り，術後 2年 5ヵ月の現在，中枢
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症例 1.

症jrij3. 

症例 4

図 2.術後の回旋と術前，術後のX線{象.
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機尺関節裂l総は著明な狭小化をみる.古iJ腕回旋域は 350

である.

症例2においては上腕二頭筋の過緊張によるためか，

pull out wire抜去H寺，ボタン直下の組織嬢死と一過性

憐'ì~・神経麻療をきたし， 本格的後療法にはいるまでに 3

ヵ月を要した.現在，l~骨神経麻療は完治したが， )Jot関

節の例l}，畏は 172。に制限され，境骨小頭のjjiJ方脱臼傾向

は術前に比しゃ』強まる.回旋域は 200
と最も悪い.な

お尺骨小頭の切除は行なっていない.

症例 3，4においては，これらの不制iiを改良して，現

在における回旋域はそれぞれ 110，800

と好結果を示す.

再癒合傾向はま ったくみられない.また特別の後遺症は

ない.なお，症例 4は尺骨・小頭切除により ，~I守山子におけ
る回iifi域が倍加 している.

考 察

1895年，Kum melが初めて本症に対して手術を行な

い，その後，諸家により種々の方法が発表された.しか

し Crasseltがいうごとく ，その遠融成績は不良であり ，

現在では強度の囲内位を矯正し，結局は， one bone 

forearmを作る目的での手術が常識となっている.その

原因は前述したとおり ，主に 3種に集約できょう.

1) まず骨再癒合に関しては，肘筋を筋弁として挿入

することにより防ぎ得る確信を得た.症例 1は再癒合の

危険性をはらんでいるが，手技上の問題があり，以後の

症例においては改良を加え，再癒合の危険性はない.

2) 自動回外運動の獲得は形成不全を示す回外筋に期

待することはできない. 私は上腕二頭筋肱~の再縫着によ

り，これを獲得せんとしたが，症例2のごとく，強くこ

れを牽引縫着することにより，携骨小頭の前方脱臼や，

肘関節の伸展障害を後遣する危険性がある.むしろ他筋

の移行を追加すべきかと考える.

3) 強度の囲内位拘縮を矯正することは困難である.

しかしながら円囲内筋の解離や尺骨小頭の切除により，

症例4にみられるごとく ，術野でのかなりの回旋が獲得

できる.成人においては尺骨小頭は切除すべきであろう.

小児においては，症例 1，3におけるように，術後の矯

正マッサージにより術中を上回る回外位の獲得が得られ

ている.

さて術後の回旋運動域は 20~110 。 までで， 正常の回

旋を獲得するにはなお遠い.しかしながら肢位の矯正は

いずれの症例においてもはたされており ，加うるに，わ

ずかの凶旋でも患、者の日常生活動作，特に洗顔，食事な

どが円滑となり，いずれも患者は満足している.

この手術の適応は Kienbockの1型，つまり機骨小頭

の変形，脱臼の少ない症例に対して最もよいものと考え

られる.今後さらに経験を重ねるとともに長期の観察を

続けてゆきたい.

質 問 室田(慈悲医大整形)

上腕二頭筋は元来挽骨軸に対して尺側に位置する fJ~'~l.

粗面に停止しており，強力な国外力をもつものである.

この筋をさらに回外筋として再移値するという点につき

質問する.

追 加 安田(川崎市新川橋病院整形)

上腕二頭筋を強力な回外筋とみることは一般に認めら

れている. しかし，これを榛骨に再縫着を行なうことに

対しては反対している人もいる.それは技術的に困難で

あるということ，合i井症がみられるということである.

これに対して，上腕ニ頭筋を上腕筋の遠位端に縫着しで

も，かなり良い成績が得られているので，今後の手術に

対して，この点を考慮してはいかジかと思う.

答 矢部

術野で上腕二頭筋の停止部は，骨癒合部中央末梢にあ

って，癒合部1fを切除すると，その停止部は遊離してし

まう.そのため槍'骨粗而と恩われる部に再縫着せねばな

らない.

しかし，強く縫着すると症例2にみられるような問題

が残り ，むしろ正常の tensionで再縫着し，(1也筋，たと

えば wristの flexorまたは extensorを1本 supinator

として追加移行したほうがよいかも知れない.
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28. 先天性手指屈曲変形の手術所見の検討と考察

児島忠雄 家 常敏弘 鈴木振平

浜弘毅 丸毛 英 二*

手指の先天性屈曲l変形を呈する疾むには，主として小

指にみる屈指症 (camptodactylia)，母指にみる先天性

握り IjH旨(congenitalclasped thumb)，数mの屈曲を

みる arthrogryposisl11ultiplex congenitaなどがあ

a 術前.

a.術前.

* T. Kojima (助教授)，T. Ietsune. S. Suzuki， 1-1. Hama， 

E. Marumo (教授):来京慈悲会医州大学形成外科

図1.

る.しかし，これらの報告例をみると，その診断に若干

の混乱があるようである.そこで，最近，我々が経験し

た症例とその手術所見を検討したので報告する

屈指症 (camptodactylia)は8例のうち，両側 3fJiJ， 

b.術中. c 術後(左)ー

b.術中.

図 2.

c 術後.
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右 2例，左 3{7IJで，全例小指.女 7例，男 1例(表 1a). 表1.

905 

8例中，1才未満の 3{7jJ (症例 4・5・6)は保存的に経

過を観察中であり， 2 {7IJ (症例 3・8)は変形が軽度のた

め治療を行なわなかった.手術を行なった 3仔IJ中，2 {7jJ 

(症例 2・7)に皮膚性拘縮に加えて浅指屈筋腿の異常

(図 1)を，また117"IJ(症例 1)は皮脂性拘縮と関節包の

異常を示した.

本症は Landouzyの報告以来， 欧米での多くの発表

をみるが，多くの文献では camptodacty 1 iaという名称

を小指 P.1. P.関節の変形に対して用い，環指 ・中指が

屈曲l変形を呈することがあっても，小指にその程度が最

も強いと述べている.また，小指以外の屈曲変形の報告

もあり ，中指に多いと述べているものもある.このよう

な症例は 4例で，全例中指である(表 1b). 

手術所見は 1{7IJ (症例 4)では浅 ・深指屈筋!此の異常

をみるが，2例(症例 1・3)では浅指屈筋腿の異常をみ

る.その所見は小指の場合と類似しているが，いずれも

合指疲，裂手症，斜指症，短指症などの合併奇形を有し

ており ，小指にみるものとは原因が異なるのではないか

と考える.また，小指以外の報告例の中には，明らかに

arthrogryposis によるものも含まれている.vVerthe-

mann， Wittらドイツ系の学者は Kamptodaktylieと

いう名称を小指以外の変形にも用いているが，我々は英

米系の多くの報告と同様に，屈指症 (camptodactylia)

という名称は小指の変形があるものに対して用いるべき

であると考える.

次に母指が内転 ・屈曲変形を呈する先天性振り母指は

congenital clasped thumbあるいは thumb-clutched

handといわれており ，母指のみが変形を呈するものと，

他指の変形を伴うものとがある.母指のみが変形を呈し

た症例は 6例で，両側 2例， 右 2例，左 2例，男 5例，

女 1{7jJ (表 1c). 1例(症例 6)に尿道下裂をみる以外は

合併症はない.手術を行なった症例6では短母指屈筋腿

の異常，M.P.関節掌側の軟部組織の拘縮を認めた.ま

た，旬指 ・示指[悶の皮膚性拘縮に対してはZ形成術を行

なった(凶 2). 他の 5例はいずれもスプリ ン トによる保

存療法を行ない， うち 3例(症例 1・3・4)は，数ヵ月

で変形は矯正されたが， 2 {7IJ (症例2・5)は矯正が得ら

れないため手術を行なう予定である.

手指の多発性変形を呈し， arthrogryposis mu1tiplex 

congenitaと考えられる症例は 8例で，男 3例，女 5{7IJ 

(表 1d). 1例 (症例 3)を除いて両側であり ，また症例

8の1例を除いて，手指変形のほかに，上肢 ・下肢のい

ろいろの変形を合併している.母指の屈曲変形が軽度の

a. Camptodactylia 

症官11年令 1性 普I1位 手術所見 l造関Fいラ I合併奇形

1124才 女 同小指 捗1fi1i包拘縮
皮膚の拘縮

214才 女 ;fi 11 淡指屈筋腿異常

3137才 女同グ + 
415ヵ月 努 右 砂

511才 -t; 主主 e 

611ヵ月 女左グ

7115才 女両グ 浅指屈筋腿具'，ii~'
皮脂の拘縮

8140才 女 左 グ

b.その他の指屈 1I11変形

11 4才 I g} I左中指 |浅指屈筋腿異常 プr.: ill/lV 
{申筋腿形成下全 指合指症

213ヵ月 タj右 e 浅指屈筋ID!異常 左裂手症
皮膚の拘縮 両裂足症

315ヵ月 女 主王 w 左斜指症
416才 タj 右 8 淡深屈筋腿異常 右短指症

c. Clasped thumb 

百 | 年令 |性lす | 手術所見 |合併奇形

1 4ヵ月 反j 左

2 2ヵ月 女 両

3 10ヵ月 タJ 右

4 3ヵ月 gj 右

5 5才 g} 左

6 17才 I gj 
l短母指屈闘の異常

雨 量主側皮膚 ・第 1指問 |尿道下裂
裂隙皮膚の拘縮

d. Arthhrgryposis multiplex congenita 

症台"J年令I性I部位 手術所見 合併奇形

1114才女阿全指 併i筋腿の形成不全
手 ・JJ.J'J具]節拘紛再生側皮脂の拘縮

215才女同 p

前腕囲内内拘縮
11 手 .J!'t関節拘縮

内反足

311才女左グ I'Ji;桁屈筋腿の異常 内臓逆位症
三五{lllJl支l苗の拘縮 H艮険下垂

413才女両グ 短母指屈筋腿の異常 垂直距 '~j

511才男両グ X脚
内反足

613才男両 9
長短母指伸筋腿の異 前腕回内位拘縮
r白川明a 

JI寸・肩関節料j縮

713才!fJljl可グ 短母j日屈筋腿の異常
内反足主主{WJ皮l留の拘縮

811才女両，
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症例は 3例(症例 ト 2・3)で，症例 1・2は数同の手

術を行なったが，指掌面の皮膚性拘縮に力11えて，イヰl筋腿

の著明な形成不全を認めた.症例 3 は伸筋血~の形成不全

のほかに高度の皮膚性拘縮を認め，屈曲変形が最も高度

で，他lIVJ的イrll}肢が不能であった左示 ・中指の浅指脂筋腿

の異常をみた.ほ指の内転 .Jffi世i変形が薪明で，握り母

指を主主した症例は 5例で， 2例(症例 5・8)は母指変形

に対し，スプリントによる保存療法を行なった.手術を

行なった3#iJのうち，2 例(症例 4 ・ 7) は短伺指屈筋血~

の具常と皮膚性拘縮を，1 {fIJ (症例 6)は長 ・短母指令Ij

筋腿の著明な形成不全を認めた.

以上のように arthrogryposisの症例の手術所見はさ

まざまであるが，母指に関しては，極り母指と同様のも

のがある.Crawfordは，撮り母指と arthrogryposi s 

の間には符接な関係があり ，鑑別するのに困難な場合が

あると述べ，Barskyも，変形が向指のみでない場合は

arthrogryposisのカテゴリ ーにはいるであろうと述べ

ている.vVeckesser は，握り母持は種々の原因による

syndromeであるとし，4 群に分け，第 2~洋は arthro

gryposls によるものであると述べている.

一方，Greeneは arthrogryposisを3つに分け，第

3群は hand-onlygroupとし，vVeeksも3群に分け，

第 1群は上肢のみのものとし，握り母指を含めている.

また，Fri巴dlanderも上肢のみの限}WJしたタイプがある

と述べている.我々も先天性握り母指のみの変形のうち，

arthrogryposisの軽症のものに含めてよい例があるの

ではないかと考える しかし，Phalenは，容必に矯正

できる母指変形は arthrogryposisと具なるであろうと

述べているように，我々も，符易に矯:iEできる症例まで

も arthrogryposisの範時に入れることに対しては，疑

問をもっている.

質問 難波(長崎大整形)

Clasped thumbというものの中に，かなり広い，た

とえば arthrogryposisとか，母指の屈筋)腿鞘に異常の

あるもの，伸展筋に異常のあるものなどを含めておられ

るようであるが，私がかつて本学会で「先天性握り母

指」という名前で，母指の例1展腿の異常によるものに限

って述べたことがあるが，これについては区別すべきか

どうかについて， どのようにお考えか.

答 児島

Clasped thumbのみの変形も伸筋腿の形成不全，あ

るいは屈筋出~の異常のどちらかによって起こる . このよ

うな例で手術を要する症例は arthrogτyposisに含めて

よいと思うが splintのみで数ヵ月に治癒してしまう

症例までも，arth rogryposisに含めてしまうことには

疑問をもっ.

質問 山内 (JI頂天堂大楚形)

fl~筋融t不全に対して Fowle r 法を行ない， 良い結果を

収めたものがあるが，演者のご経験ならびに成綴は.ま

た，第5指のものに対しての F.D.S.腿切断術の成績は.

答 児μ
Arthrogryposisによる数指の屈曲変形の症例では，

伸筋艇の形成不全を認め， Fowler法手術を行なったが，

成績は良くない.小指の場合もその成績はあまり，思わし

くないので，軽症のものは治療を行なわないことにして

いる.

従来の報告例では診断に混乱があるので，本i貨題を発

表した

質問 山被 (平塚市民病院整形)

第5指 camptodacty 1 iaのP.I.P.J.において，手術時

にみられた浅指屈MiJ慌の異常とは，具体的にどのような

呉常があったのか.また，手術後の成績はどうか.

Camptoclactyliaという名前は，第 5指の先天性屈指

に限って使うという発表であるが，最近，私は中指 P.I.

P.の先天性屈曲拘縮の患者をみている.他の指にも頻度

は少ないながら似たような異常がある以上，第5指に限

る必要はないと考える まして第5指の屈指にも斜指を

伴うものと伴わないものもあるので，命名にはさらに検

討の余地があると脅える

答 児μ

中指の場合は camptodactyliaに含めないほうがよい.

我々の症例では他の合併症があり，その成因が具なるの

ではないかと思う .

日本語ではやはり「屈指症」という言葉が適当で，小

指が椴J息していなければならないと考える.
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29. フォコメリア児に対す る Sulamaa手術 7年後の成績

山 内裕雄 中村修司 鈴木和彦 駿河敬次郎*

フィンランドより MattiSulamaa教授が来日し，い

わゆるフオコメリア児に対して，鎖骨反転を主体とした

形成術を行なってから，すでに 7年余になる.今回は，

Sulamaa教授が手術した 1例， および駿河が手術した

2例，合計3例 5手の術後 7年の成績を鎖骨の伸び，お

よび上放機能改善の 2点に主眼をおいて調査した.

症例1. 昭 37，7， 18日生れの男児.両{JlIJにffe骨完全

欠損を伴った intermediateaxial typeの ectromelia

である.生後 8ヵ月で，Sulamaa教授の執万によって，

左側上肢の手術が行なわれた手術術式は，鎖'汁を胸鎖

関節よりはずし，骨JJ莫を可及的に温存して付着筋群より

切離し，これを外方に移動し，上腕筋束問に作った講を

通して，痕跡的上腕骨および鎖骨中央部に銀線で固定す

るものであり，移行した鎖骨骨膜部に大胸筋の外側縁を

縫着した.さらに手の榛屈を防止するため，手関節部で

尺骨遠位'rl端を手恨部榛側に移動し，キJレシュナー鋼線

で固定した.左側では鎖骨を肘部伸展{立で固定し，右側

では鎖骨のJH部に当る部分でほ y直角に屈曲をつけて固

定している.さらに初回手術より 1年 2ヵ月後，手関節

不安定性のため，フィンランドにおいて，新鮮他家肋'口'

を両{目IJ尺骨遠位端に移植し，サンドウイッチ状に手伎を

挟む形成術を行なっている.

* Y. Yamauchi (助教授)，S. Nakamura， K. Suzuki 
(整形外科)，K. Suruga (外科 ・教授): )IU天堂大学.

現在X線上では(図 1) 左右ともに鎖骨が尺' I~;. と骨性

癒合し，かっ順調に成長している.両鎖骨の伸びを尺骨

のそれと比較してプロットすると，図2のごとくであり，

鎖骨は尺骨とほゾ平行に成長している.肩関節は右 500

屈曲位で，10。の可動域があり，左は 10。屈曲位で 35。

の可動域がある.しかし肩甲骨の回旋により，両側とも，

ほジ水平位まで挙上可能であるが，完全挙上は不可能で

ある.

著しい変化は鎖骨移行のため， あたかも dysostosis

cl巴idocranialisのごとく ， 肩甲骨の前方移動性が増加

し，肩峰突起が前面で 3.5cm まで接近可能であること

である(図 3). 

症例 2. 昭 37，5， 5日生れの女児.症例 1とほジ同

図1.
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図 3

様な両側性の ectromeliaである.生後 l年で症例 1の

才7手の手術に準じた形成術を受けているが，鎖1'，'の成長

度は両側ともきわめて不良で，本側では尺骨との結合部

で'汁性癒合をきたしていない.この鎖付の成長不全は，

手術H寺， 命~'骨の骨I1英を混存するのが不完全であ ったこと

が大きな要因であ ったと思われる.肘許11は常に}fI¥曲位に

あるが，上肢はほジ完全挙上が可能である.府Fp'j'，'の前

方移動性の増大は症例 l と同じく著しく ， 沼~I世間距離は

5.8 cm まで接近可能である.

症例 3.昭 38，1， 7日生れの男児.右側は，母指形

成不全があるほかは正常であるが，左側は痕跡的上腕'，'J・
を有し，十定骨形成不全，かっ境尺'ti癒合を有する inter.

mediate axial typeの ectromelia である生後 7ヵ

月で左側に鎖'~1 '移行術を受けた.この際， 症例 2 よりも

さらに鎖骨の骨肢の処置が不完全であ ったためか，術後

2ヵ;:1のx*fM象ではすでに鎖骨のあ った部分の遠位 1/3

に'，'1 '新生がみられ， また術後， 前)腕骨と結合させた査l~線

が切れ離開がみられているが，f与手術は受けていない.

最近のX線像では鎖骨の伸びはきわめて不良で，かっ前

方に偏し，jii!J腕骨とも癒合していない.また鎖骨のあ っ

た遠位 1/2部分に鎖骨の新生像がみられる.

左上肢は短く ，かつ前方にほジ固定された状態で，動

きは少なく ，また鎖骨再生のため肩甲骨の前方移動性も

前2者と比べると劣っている.右側がほジ正常・に近いた

めに左はほとんど H常生活に用いておらず，nI重}j性が少

ないため袖通しが困難で，衣服の着脱に不自由である.

考 察

1) 鎖骨の成長について :症例 1での鎖什の成長は良

好であるが，他の2{fljはきわめて不良である.これは手

術I時!侍寺の鎖f什'1'吋寸'1什1

かし鎖骨骨，がたとえ正?常古に成長しても，元来高度な短j伎症

では，これが上肢長の矯加に与えるプラスは，あまり大

きなものとはいえないと思う .

2) 機能上の変化について 最も著しいものは肩甲骨

の前方移動性のWlJJIIである これがはたしてどの程度，

今後の ADLまたは職業上のプラスになるかは今後の検

討を符ちたい.

肩鎖関節の固定性格I強による肩関節外転カの:l:f'sftlはあ

るが，非手術例でもかなりのカがあり，この点は，これ

だけの症例で結論を出すのは困難である.その他の機能

では，今のところ日常生活上，大きなプラス ・マイナス

はなく ，今後なお観察 ・検討の必要があるとjEわれる.

このような重症奇形児に対しては，手術のみによるア

プローチには限界があり ，義手 ・白砂J具 ・訓練など-tt
したリハビリテーショ ンプログラムが重要であると痛J必

している.

追 加 土屋(横浜市大整形)

7年前にこの手術が初めて行なわれたときに，手術室

にあ って見学することができた者の 1人として，このよ

うな手術がはたして必要なのだろうかという素朴な疑問

を抱いたことを思い出すが，今日，その成績を拝見する

と，手術をしてよかった面もあるようだが，また決定的

にプラスであ ったとい'>l'尋るような，長もないようである.

保存的にみてきた例を比べてみても，決定的なキH逃はみ

られていないのではないか.今後も，なお観察をす〉め

られて正しい評価をしてくださることをお願いしたい.

答 ILi内

手術をして良かったかどうかに黒白をつけることは，

現時点ではむずかしい.今後，成人するまで結論を控え

たいと思う .
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30. Extensor digitorum brevis manusの 1症例

本多激 高岸直人キ

Short extensorのanomalyは，1734年 Albins以来，

解剖学者によ って報告されている.しかし，生体では，

ganglion，その他の軟部腹痛として放置されることもあ

り，また無症状のため気づかぬこともあって報告例は少

ないようである.Bunnellら 15例の文献にみられるご

とく ，術中に初めて shortextensorの1種と判明した

例がほとんどで，我々も偶然，この症例に出会い，術後

図1.

図 2.

* 1(. Honda， N. T3.kagishi・jぶμ赤十字病院 ・原燃病院

整形外科(広島市千回町). 

経過も良好なので，文献的考察を加えて報告する.

症例

26才，男子. 左利の機械工.両側手背部の腫織と運動

痴を訴えて 1970，4月受診， 10年前より板金作業に従

事しており ，3年前に両側l手背部のj盛癌に気づく .最近

や〉 土問大し， 手関節iの運動痛も訴えるようになった.特

にハンマ一等を握り，手に力を入れる作業をすると症状

が悪化する 10年前クインチに右手をはさまれ，第 l基

節'I~J 'の骨折を起こしたことがある . 検査成績には特別の

所見はみられない.援力は右45kg，左 35kg.手関節，

手指の運動正常筋萎縮なく ，知覚障害も認められない.

腫癒は約 2x 1 x O. 5 cmの大きさで，示指と中指の事"筋

腿の聞にふれる 左右ほ ジ対称性で，弾力性あり ，波!IlIJ

なく ，指に抵抗を加えてや11展させれば著明となる.x線

図 3.

図 4.
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!才 |性l 職業 | 症状 l~ì l:1 治療 |結果
1 McGregor 1926 男 なし

2 Sauser 1935 251/1 なし 左右
Extensor 

放1白anomalus br戸evis

3， 4， 5 Bunnell 1956 

6 Jones 1959 20グ コック 膨|盗，)五百H両 Ganglion Extensor 
改?キretinaculum切出It

7 Dunn， Evarts 1963 125 グ水兵 !膨l盗，不快感 右 /1 // 改}({:

8 Bingold 1964 19 クリー
子事補 両右

Rheumatoid 1. 検索 1. 不変
グ ニンク tenovaginitis 2. 筋切除 2 改善

9 Gagnon， Lavig，I~; ， 121 
I964 1<:11/1 

膨隆，)事:ffii左 Synovial cyst 筋切除

10 Fortier ほか 1966 161/1 機械工 !彫隆，疹痛 両 fノ /1 改'i'f

1. 検索
1. 一時

11 Fortier ほか 1966 23111 労働1守 膨降，i!{;)市 右 /1 

2. 筋切除 改善
2. 改普

12 江川，橋本 1966 41女 膨隆，不快感 オ1 Ganglion 検索

13 Peeling 1966 381:9J 機械仁 膨降，ì!{;~市 右才7 11 /1 改普

14 Souter 1966 29! /1 膨|栓，不快感 右 /1 /1 改善

15 Ross， Troy 1969 201/1 機械工
膨1;怪，ロ ツ 阿 右 1. 検索 1. 不変

/1 

2. 筋切除 2. 改汗キンク'

16 ，-1-:多，河川' 1971 /1 sIi!隆，J!?痛

所見正常， J盛癌よりや〉中枢の手関節部lこ圧痛を認め，

関節造影を施行したが正常 ganglionと診断する.よ

り疹痛の激しい利手の左手から摘出術の予定で皮切を加

えたが， ganglionはみられず，腫痛は筋肉そのもので

あった.隆起した部分のみ切除，倉IJを閉じる.組織学的

には病的所見はみられなかった.術後運動痛は全然とれ

ず，ステロイドの注入などを行なっていたが，症状の改

善がみられず，疹痛のため手を使用する仕事ができない

とのことであった Kienbock病も考えて，経過を観

察している最中，当文献に接する機会を得て，fJJ回手術

より約2ヵ月後に再手術を施行した.示指と中指の111l筋
腿の問に前回とり残した extensorbrevisを認め， 周

囲より最IJ離し中枢側へたどると， extensor retinaculum 

により絞犯されたようになっていた.これを切離すると，

腿の起始部は carpalboneより， さらに一部は除骨・末

端からも起こっているのがみられた.末梢側は示指の基

節骨中枢側に付着しており，イ也の血tとの関係がないこと，

および extensorindicis propriusを確認して，約 10

cmにわたる extensorbrevisを起始，付着部より全摘

1. 検索

両左 /1 
2. 筋t;JJ除 1. 不変
Extensor 2. 改ig
retinac u 1 u m切隊

出をした.摘山標本は正常'の形態をとり，両側とも完全

な腿に移行していた.術後，疹痛はまったく消失し，握

力も 35kgから 45kgと増加し， 手指，手関節の可動

制限もなく，患者は満足して仕事に復帰している.なお

右手に対しでも手術を希望し，近々行なう予定である.

考 察

Straus (1941)はIJq足動物の前腕および手の extensor

muscleを3つの basicmuscle groupに分けている.

すなわち，手関節iの伸展を計る brachio-ante-brachial 

group， long digital extensorを含む ante-brachial

group，および manualmuscle groupである. 両棲

類，JI¥哩虫類の manualmuscleはよく発達しており，指

はすべて intrinsicmuscleでコントロールされるが，

ヒトでは退化して，指の機能は他の groupに置き換わ

っている.音IJ検例では 1~9% の割合で存在すると Dun I1

らの報告があり .挽骨，尺骨末端，または carpalbone 

より起こり，示・中 ・環指に向うものが多く，小指には

稀で，母指に向うものはみられなかったそうである.特

に，この症例のように示 ・中指の伸筋腿の問を走って示
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指に向うものが大部分で，extensor indicis brevisと 右手背の腫癌とその部の不快感を主訴として来院した.

も呼ばれる.神経支配は posteriorinterosseous nerve いつから生じたかは明らかでない.一応ガングリオンと

によるものとされている 報告例 16例中 15例が男性， 診断したが，2年前に子宮癌の手術を受け，このような

職業の判明している 8名はすべて手を酷使する仕事に従 腫痛に神経質になっていたので手術を施行した.

事しており ，その結果，筋肥大をきたし，症状が発現し 手術では，手根什と伸筋支帯に起始をもっ小さな紡錘

たものと推定される.外傷後に気づくことが多く ，手の 形の筋腹が認められ，第2中手骨頚部で示指の総指伸筋

使用時に疹痛や不快感を訴え，1例は指のロッキングで 腿に尺側から付着し，示指固有伸筋腿は欠損していた.

受診している・手術的検索のみでも 7例司'2例には改善 手術後 4β月自に行なった筋電図検査では，示指の伸

がみられたが，4例は筋摘出等の再手術を余儀なくされ 展と尺屈に|燦し活発な放電がみられ，挽屈ではわずかな

ている.筋肉が j肥大して extensorretinacu 1 um の末 放電が認められたのみである.なお屈曲に際してはまっ

梢で圧迫されている症例では，retinaculumの切離によ たく放電がみられない. これは Duchenneが記載して

り症状は消失する. 術前ほとんどの症例は ganglion， いる示指固有1111筋を電気刺戟したときの態度とま ったく

その他の軟部腫癒と診断されているが，指に抵抗を加え 同様である.

て伸j設させると隆起は著明となり ，anomalyの存在を認 示指固有イilj筋J~が欠損しており ， これにと ってかわっ
識していれば，診断は，さしてむずかしいものではない た位置にあり ，機能的にも同じ態度を示すことから，示

ょうである. 指に付着しているこのような筋については“anomalous

extensor indicis proprius muscle"と呼んではどう

追加 江)11 (大阪大整形) かと考えている.

たゾ今の発表の中にも引用していたジいたが，私たち なお，この症例については，Bull. I-Iosp. Joint Dis.， 

も5年前，同様な症例を経験した.症例は 41才の女子 27，116， 1966.に発表した.

31. 関節リウ マチの初期の ulnar-headsyndrome 

に対する 1術式の考案

諸富武文 立沢喜 和 堀純市本

近年，手の関節リウマチに対しでも，積極的に手術的

療法が加えられるようになり，幾多の発表がみられるが，

そのほとんどは病期の進行した晩期の手術例に関する報

告である.脱却!の手関節リクマチに対して摘す煤切除を試

みる場合，同時に尺骨末端の.gJJ除をも合わせ行なうこと

により，多くの例において症状，機能の改善がみられる.

我々 は， ulnar-head syndromeを有する初期の関節

リウマチに対して，)モ側末端背側の筋!肢を利用して遠位

挽尺関節を stabilizeする簡単な方法を考案し，この方

法を 15関節に試みた結果， お〉かた良好な成絞を得る

ことができた 今回は，この術式の概要を紹介するとと

もに，術式の意義について若干の検討を加えて報告する.

キ T. Morotomi (教授)， Y. Tatsuzawa， ]. Hori :京都

府立医科大学整形外科.

術式および後療法

駆血帯施行のもとに手術を始める.皮膚侵入方法とし

ては，図1のごとく ，L字型，T字型，縦切開法など種

試々みたが， )'(側を基底とした弧状打開によ って大きく

展開することができ，最近はこの侵入法を好んで用いて

いる.次に図 1のごとく尺骨末端背恨IJの筋肢に約 3cm

の縦切開を加え，後でf1apとして用いるべく ， この両

縁に絹糸を通して左右に分けておく .さらに背側の健x
靭帯および遠位協尺関節の関節包を縦切し，滑l皮切除を

行なう 掌側の病的滑膜に対しては汚曲した小さなモス

キトー錦子を用いてちぎり取っている.次いで，図2の

ごとく尺側手根伸筋腿の腿鞘切除を行なう.大多数の例

において腿輸は早期よりおかされ， かっ同血~はヰ側方向

に転位しているのが認められた.こ〉で背側亜脱円の状
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態にある遠位挽尺関節の stabilizationに移るのである

が，我々は筋l肢を利用 した.すなわち図 3のごとく背似l

挽尺靭帯を縫合したのち，すでに縦切しておいた).c側の

Cut margin!-:. of fascia 

Tenos、110、cctOI11Y ofιCU lCl1dol1 

図 2

図1.

筋膜を).c側手根(中筋l此の下を通して僚側に引き寄せ，尺

骨末端iの整復{立にて院側の筋)1英の断端を重ね合わせ縫縮

する.この操作により同関節の固定が得られ，転位して

いた尺似11手根や11筋腿は皮f析を縫合することにより必然的

に尺什の背側に移動し，皮下と筋膜の聞を十if旬jすること

になる. しかし，この腿は retinaculumの下で過緊張

の状態になるので，関 3のごとく適宜 retinaculum

の中枢側を releaseしておく 必要がある.

しかし，この肢の病変が第 5中手骨・の付着部まで広範

囲にわたる場合 retinaculumを全切開し，十分なる

腿鞘切除を行なったのち，図4のごとく Flattらの方法

をmodifyした方法に従って，retinaculumより作成し

た小さい flapを用いて保持し， こ〉でもこの腿の転位

を防ぐように努めている.もちろん，この部位の操作に

当っては，;.;_竹神経の背側校を損傷しないように十分気

をつけなければならない.手術創の閉鎖後，スポンジな

どを用いて圧迫包祁ーをj庖したのち駆血帯を除去する.術

後ギプス，包帯などの固定は特に行なわなかった.術直

後より桁関節の運動を 1週日より手関節の運動を焼屈

運動を中心に行なわしめる.

手術適応

我々は臨床症状，単純X線所見にアノレトログラフィ一

所見を力JlI涼し，適応を決定している.すなわち滑膜炎，

尺骨末端の亜脱臼が比較的著明なものでも，単純X線像

が骨萎縮，関節裂隙の初期の所見を示し，かつアノレトロ

グラフィ一所見で背iJllIの滑膜増殖が著明にもか〉わらず，

掌側の増殖が軽微な場合は，尺骨末端切除の適応はない

と考え，滑Jl見切除の実施後， 遠位協尺関節を stabilize



する方針をとっている.

対象

Stabilitation 01 distal 
radio ulnar joint 

早期の関節リウマチ患者 13名，15手関節を対象とし

た.男4名，女 9名.21~63 才， classcal R. A. 7名，

de白niteR. A. 6 名.局所権患期間 1~6 年(平均 2 年 7

ヵ月).Stage I 10関節，stage II 5関節.Follow-up 

期間は 4~17 ヵ月(平均 10 ヵ月)である .

成 績

まだ平均 10ヵ月の短い follow-upなので術後成績を

云々する時期でないが，15例中 14例に疹痛，腫肢の消

失 12例に凶内外運動制限の改善， および 13例に

instabi I ityの改善が認められた.

般在員題 913 

図 3.

Stabilitation 01 distal 
radio Ulnaf joint 

一一うー

Maintenance 01 ECU tendon by a Ilap 

図 4.

考察

遠位憐尺関節iの stabilizing factorの 1っとして，

特に尺側手根{III筋脱が重要な働きを有することは Spin-

nerらによ って，解剖学的ならひ、に臨床的に立証されて

いる. この腿は 他の{中筋群とは異なり， retinaculum 

によ って強く固定されておらず，掌側に転位しやすい状

態にある.この出~の転位による機能的支持性の*'失によ

って，尺骨末端は 2次的に背側に脱臼してゆくものと考

えられる したがって遠位憾尺関節の stabilityを得る

には，挙側に転位しているとの腿を，尺骨末端の背側に

移行保持し，かつ適当な緊張をもたせることがきわめて

必要である.この術式はその目的にかなったものという

ことができるであろう.
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追加 小川(関西医大整形)

Early stageの rheumatoidwristの distalradio-

ulnar jointの synovectomyに際しては ulnarhead 

resectionを行なわないとのことであるが， まったく同

意見である

我々は ulnarheadの instabilityに対し dorsal

carpal lig を尺側からめくりあげ，その Dapを横に 2

分し，その問に extensorcarpi ulnar tendon をはさ

んで同腿を背側にも ってきて，ulnar headをstabilize 

する方法を用いている.

質 問 内酋(慶大整形)

1) Ulnar head syndromeの場合， radioulnarの

stabilizerとしての discusarticularisの変性が考え

られるが，discus articularisの状態はいかジか.

2) Rotationがあまり良くないようであるが，stabi-

lizeされても，回旋lIilJ限が増悪するのではないか.改善

の状態はいかジか.

答 立沢

1) 我々の早期の手術例では，articu lar discはloose

になっているが，事存明な破壊，消失が認められた例はな

く，discに対しではなんら操作を加えていない.

2) 早期手術例では elbowjointの病変は少なく ，

pronatiol1， su pi nation はあまり制限されていないと

思われる

質問 赤堀(悩l山済生会病院整形)

1) 尺'，I:J'末端部切除と本法の適応について.

2) リウマチでは関節周辺軟部組織に炎症の波及して

いるととが多いが，このような組織を使用して stabilize 

した場合，長期間を経過して亜脱FIの再発する可能性は

ないか.

3) 除尺関節は滑膜のJI巴厚が著明で，早期に掌側に波

及している場合が多いので，我々はむしろ積極的に尺'rI'

末端を切除して，できるだけ完全にj削莫を切除するよ う

に努めているが，尺'FJ'末端を1昆存する場合，この点をど

のように処附されるか.

答 立沢

1) Ulnar headの τesectiollの問題については，臨

床的には distalradioulnar jointのsynovitis，dorsal 

su bluxationが比較的著明なもの， x線学的には osteo-

porosis， 関口↑i裂I~:(の狭小の初期の所見を示すもの， ア

ルトログラフィ 一所見にて背側の滑膜刑殖を示している

にもか〉わらず学側の増殖が少ないもの，このような症

例には ulnarheadを resectionせず，逆に stabilize

する方針をと っている.

2) 最短 4 ヵ )J~紋長 17 ヵ月，平均 10 ヵ月の follo w

upでは術後再び instabil ityに陥る傾向のある症例は

まったく認められていない.これは筋膜による間関節の

固定のみならず，E.C U.を尺骨末端に保持しているこ

とに意義あるものと考える.

3) Volaの病的滑11莫に対して小さいモスキトー鋪子

を用いてちぎり取っている. Synovitisの再発はみてい

ない.

追 加 jb巣 (九州ツ;災病院整形)

演者の発表が111期間以切JI徐をする|燃には， ulnar head 

はこう処置するという発表に対し，2人の質問者は，リ

ウ7 チの手の手術には ulnarheadを切除するという発

言であって，次元の;Jlなる発言であるとjUう.

Ulnar headがどういう状態にあったかをくわしく述

べたあと，これをどう処置するかで討論したい.

32. Rheumatoid wristにおける extensortenosynovi tls 

の臨床的観察

森益太 小川 亮恵 中 多紀彦

武林真仁 松矢浩司*

文献1'1りに欧米において多数の報告をみ，外科的治療の

* M. Mori (教授)，R. Ogawa， N. Nakata， S. Takeba・

yashi. H. Matsuya :関西医科大学整形外科.

好対象とされている wristの extensortenosynovitis 

について臨床的に観察した.すなわち 1969，1月以降，

我々の clinicで加療した classicalあるいは definite
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aponeurosis の血管結合織炎に由来すると考えられる

Dupuytren拘縮が，本邦人に少ないという事実と関連し

て興味深い.

題演般

質問 立沢(京府医大整形)

Rheumatoid wristの背側の腫脹の原因として ten-

dinitis， tenosynovitis， synovitisがあげられるが，

この点を臨床的にいかに鑑別されたか.

答小川

Extensor tenosynovitisの診断は慎重にみるならば，

さほど困難ではない.特定の腿の走行に一致した腫脹，

dorsal carpal ligの圧迫によるくびれなどを参考とし

ている.

追 加 立沢(京府医大整形)

我々の経験でも wristの extensortenosynovitisの

頻度は欧米に比べて低いような感じはあるが， extensor 

carpi ulnarisのみが，他の extensorと違って，早期

よりおかされていることがしばしば認められる.

Rheumatoid wristのアノレトログラフィーを atra11-

domに行なってみると， 113例中， 13例に近接脱輪と

の交通{象が認められ，そのうち 5'IfIJに flexordigitorum 

との交通像，8例に exte11sorcarpi ulnarisとの交通像

が認められ，他の extensorとの交通像を示す例はまっ

たく認められなかった. このことは extensorcarpi 

ulnarisがリワマチ性病変を蒙りやすい立場にあること

を示しているものと思われる.

質問山内 (}I1fi天堂大整形)

Extensor synovitisを主体としたものには，私たち

の症例では男性の R_A_患者に多いという印象をも って

いるが，報告症例の男女比はどうか.

答小川

我々の症例では女性のほうに多くみられているが，な

にぶんにも症例が少ないので，症例を重ねて検討したい.

質 問 長屋(国立名古屋病院整形)

我々の経験では伸筋腿鞘炎は 30例中 13例に認めた.

外国の鼠~滑膜炎の診断は少し広いように感じている.

{申筋滑膜炎に屈筋腿鞘炎の合併例はどのくらいあった

か教えていた Yきたい.

答 小川

Flexor tenosynovltisを合併していた例もある. 今

回報告した例の中に 1例経験している.

Extensor tenosynovitisを伴う flexortenosynovitis 

の例も数例経験している.これについては機会を得て別

に発表したい.

R. A. 80例の 149wristsのうち，視制!診により 12

wristsに extensortenosynovitisの存在を認めた.

149 wristsのうち保存的治療が無効であ った23wrists 

に対し dorsalsynovectomyを行なったが， そのうち

9 wristsに，手術H寺，肉眼的に tenosynoviumの増生，

腿の erosion，腿と tenosynoviulllとの広範な癒着等

の tenosynovitisの所見がみられた. Extensor polli-

cis brevisと abductorpollicis longusの compart-

mentに変化をみた例はなく ， ext. carpi rad.の腿輸

に変化のあるもの 4wrists， extensor pollicis longus 

の腿鞘に変化のあるもの 3，common extensorの腿輸

に変化のあるもの 5， extensor carpi ulnarisの腿鞘

に変化のあるものが 1wristであり ，3 compartments 

にわたり病変が認められたものが 3wrists， 1 compart-

mentに限局していたもの 6wristsである.肉IIR的に

腿に病的変化 (erosion)の及んでいたものが 6wrists 

で，そのうち 2wristsでは綻実質内にリクマチ性肉芽

腫形成をみた組織学的には synovialliningの増生

と小円形細胞浸潤をみている.

表1. 手術例における ext.tenosynovitis. 

背側滑脱切除 23例中 9例に存在.

n
u
a
U
2
q
o
p
h
υ

マ上

在

Ext. poll. brev.， abd. poll. longus 

Ext. carpi rad.， longus et brevis 
Ext. poll. longus 

Ext. dig. com. (ext. dig. ind. et min.) 

Ext. carpi uln. 

所の炎す占綻

今
、

υ

ハU
F

O

病変が 3compartmentsに及ぶもの

病変が 2compartmentsに及ぶもの

病変が 1compartmentに限局しているもの

手術に際しては病的!腿鞘滑膜の全切除と wristjoint 

の synovectomyとを同時に行なった.我々はc10rsal

carpal lig.を滑JI英切除後，腿の下層に敷き込む Vainio

の方法は用いず，各 compartmentを適宜展開する方法

を用いているが，早期の運動開始により術後癒着をみた

例はなく，術後成績ははなはだ良好である.なお術後平

均 6ヵ月の短期間の観察ではあるが，炎症症状の再発は

認められていない.今回の我々の調査では rheumatoid

wristにおける ext.tenosynovitisの発生率は 8%で

あり， Edstromの 48%，Kellgrenらの 52%に比し

はなはだ低い これは，本邦人あるいは東洋人における

15.. A.病態の特徴の 1っと考えられ， 同じく palmar
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質問 吉野(三楽病院整形)

1) 手術をした時点で tenosynovitisがあるか脊かで

統計をとったのか.また，以前あったと思われる teno・

synovitisの scarがあるような場合は含まれていない

のかどうか.

2) 私の手術をした症例では，tenosynovitisはかな

りの頻度であるように恩われる.

答 小川

1) 著しい tenosynovitisがあり ，tenosynovitisが

憎生したのちに炎症が鎮静し癒痕性とな ったものは，手

術|時に肉JI良的にも確認できる.か〉る例を 1例経験して

いる.

2) 当然 wristjointの arthritisを伴わない ex-

tensor lenosynovitis onlyの症例も存在するものと考

えられる.しかし残念ながら，今回の調査対象の中には

か与る例はZ忍められていない.

質問 諸'lJ(京府医大整形)

我々の症例では 113{7IJ中13例に tenosynovitisがみ

られた.数は少ないがなん%というには，もっと症例

を重ねて検討すべきであろう(我々は手術前に必ず ar-

thrographyをしている) しかし確かに欧米に比し少

ないようである.さらに検討を要するであろう

答 小川

今回報告した手術例は tenosynovitisに対する tcno-

synovectomyのみを目的とした手術ではなく ，すべて

が wristjointにarthritisを合併していたので，wrist 

jointそのものの synovectomy と tenosynovectomy

を同時に行な った症伊佐報告したものである.

33. 慢性関節リウマチ手関節滑膜切除術の検討

長屋郁郎 神谷守雄 千田豊

服部浩土

関節リウマチの手関節病変に対するi'nll英切除術は，近

年種々の論争を経過し，やっと一般的手術として認めら

れてきた. しかし，いまだ，その手術適応，手術法につ

いて種々の呉論もあり ，現在検討の段階にある

我々は，過去数年，非観血的治療，すなわち金斉IJをは

じめとする全身療法，ステロイド斉IJの関節内注入，理学

療法に効果のない関節に対し，積極的滑11臭切除術を実施

している

症例

症例は 30症例 33関節，男性6例，女性 24仔IJ，うち

阿似!l施行例は 31f'Jである.全身症状は特に stageに関係

なく ，classは全例2である.

手術法は，主として Vainio法に従い，皮切は逆 L型

皮切を愛用し， ときに両側皮切を用いた.以後，clorsal 

carpal 1 ig を尺側より憐側へ弁状に切離し， (111筋腿を

露出， ，拠鞘，出ti'骨膜に病変を認める場合はこれを切除す

る.

jミ竹端は初期の 3例を除き，全例これを 2-3cmの長

* 1. Nagaya， M. Kamiya， Y. Senda， H. Hattori， H. 
Nanba: IJiI立名 l片足病院整形外科(名 rl.i屋市中区南外頻l
alT). 

南場宏道*

さに切除し clistalraclio-ulnar jointの totalsyno-

vectomyを実施する. この関節iには全例かなりの病変

を認め，陳旧例にしても，こ〉に病変を有しない例は 1

例もなかった.

この部より raclio-carpaljoint，尺側の inter-carpal

jointのけれl英切除を十分に行ない， さらに，伸筋群を分

け，clorsalより raclio苧carpal，i nter-carpalの syno-

vectomyを十分に行なう かくして，ほピ 70% 以上の

滑膜切除が可能となる 伸筋の術後の滑動を円滑とする

ために， さきに最11離した clorsalcarpal lig.を1rT1ltjの

下におき，皮j前総合，圧迫包帯:固定を行なう 術後は，

翌日より指運動開始， 2週後より手関節の機能訓練を行

なう.

手術成績ならびに問題点

我々が，この手術を始めてから，いまだ 2年あまりで，

リクマチ患者の手術予後を判定するにはあまりにも短く ，

詳細な結論を下し得ないが，近隔成績としてみてみると

次のごとくである.

1) 全例， 自発痛の消槌と運動痛の減少，それに伴う

A.D.L.の改善がみられる.

2) 関節運動域は，late caseは不変ないし増加する.



一般演題

Stage 1 
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(male 6¥ 
30 cases ( ~"a_' ，: L n ~) 33 ioi nts ¥female 24} vv  J 

Ope. method 

synovectomy -・・3joints 
synovectomy 

+ resection of ulnar head ・30joints 

早期例 (earlysynovectomy ) では 20~30% の運動域の

減少が生じた.特に屈曲制限が生ずる傾向があるのが問

題である.

3) 尺骨切除に伴う回外囲内運動に際し，断端痛を訴

えるのが約 1/3にみられた

以上，今のところ，悪化例はなく過ぎており，一応満

足すべき結果であるが，今後，関節の変形が生ずるか，

再発により，より荒廃した関節になるか，十分注意して

観察の必要を感じている.

Early synovectomyについて

Vainioらのいう earlysynovectomyは，いまだ関

節にX線上の変化の生じていない時期に，将来生ずるで

あろう骨軟骨破接を防止する目的で行なう滑膜切除術で

ある.

か〉る意味に当てはまる手術症例は 9例 10関節 (表

2)である.表の stageは全身病変の表現ではなく ，手
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関節に限ったものであり，全身病変の stageは1が7例，

stage 2が2例である. Follow.upの期間が短いので，

成績は差し控えるが，除痛効果が著明であるのに対し，

全例運動域の減少をきたしているのが問題である.Flatt 

のいう尺骨切除に伴う関節の instabilityの生ずる恐れ

に対しては，経過を追って検討している.

Extensor tenosynovitisについて

Vaino， Savilはじめ，諸外国の報告では tenosyno.

vitisの合併例が非常に高いが， 本邦においては一般に

低いといわれている.我々の 30手術例中では， 13例 43

%に手術所見ならびに組織所見で腿!漢に病変を認めた.

特に earlycaseでは 9例中 6{9IJに著しい炎症所見，

pannusの腿内侵入，腿癒痕化の変化を認めた.特に尺

骨頭に近い尺側手根伸筋，小指固有伸筋艇にこの変化が

多く ，中には関節内と交通を認めた例も存在した.

そのほか，本手術の全身に及ぼす影響 ulnardrift 

との関係，骨軟骨の病変の程度および予後などについて

は目下検討中であり，今後続けて報告する予定である.

むすび

以上，我々は最近2年聞に実施した手関節滑膜切除術

の実施法，手術適応，問題点の 1，2について若干の検

討を加えた.

追加 立沢(京府医大整形)

この症例のごとくアルトログラフィ一所見にて wrist

掌側の滑膜増殖が認められる場合には，ulnar headを

切除して十分なる synovectomyを行なっている.

Retinaculumをreflectしてextensorの下にreplace

した方法をいかなる病期の例に行なったのか.我々の経

験によると，その stabilizationを行なうと radiocarpal

表 2

Age (y) Range of motion Power Hggr) ip Combined 
Patients Sex Stage Side Follow (mm 

tenosyno. 
OnsetlOpe山 on

treated u P 1110 
Pre-opel P田町ePre-o叶 vitis 

A. Ichino 1 48 49 R 9 90。 65。 90 140 + 

Y. Tomita F 
1 28 34 R 7 1200 110。 210 220 
1 34 L 7 1200 l' 100。 210 210 

M. Okamoto F 1 38 46 R 6 1200 800 70 13u + 
S. Otani F 1 42 45 L 5 900 650 120 210 

K. Funabashi F 1 27 31 L 5 1050 800 120 170 

S. Suzuki F 1 35 37 L 3 130。 1100 150 210 

K. Hirota E且 1 40 41 R 3 100。 700 140 210 + 
T. Mukai M 1 51 52 R 2 80。 60。 60 130 ++ 
M. Yamamoto M 1 38 38 L 2 90。 75。 130 90 (+) 
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の運動がより制限される傾向がある

追加 小)11 (関西医大整形)

Wristの synovectomyに際し ulnarheadを切除

するに，大別して 2つの理由があると思われる.すなわ

ち， 1) capl1t 111nar syndrome の治療として，2) 

synovectomyを可及的に完全に行なうため， である.

いずれの場合でも 111narheadに著しい骨の破壊や'11.

堤増生がないかぎり ，我々は ulnarheadを切除しない.

Synovectomyを可及的広範に，すなわち，headの

volar headを切除すると操作が容易ではあるが， stage 

2などでは 111narheaclを温存せしめ，まず clorsalの

capsuleを一塊として付着部より剥離し，前j腕の内旋を

強制し， headを鈎で少しもちあげると， 比較的簡単に

volarの synovll1mをも切除できる.

質問 吉野(三楽病院整形)

Early synovictomyで ulnarheacl resectionをす

るのか否か.

答 長屋

尺骨切除を全症例に行なったのは，掌側の滑膜を十分

切除するためである. Dorsal carpal lig を extensor

の下へ回したのは，clorsalより carpalを|刻くときに，

この部の靭帯もかなり損傷する場合があるからである.

しかし，これが術後の運動域が減少する原因になって

いるのではないかとl長じている.

34.手線管症候群の治療経験

山岡弘明 松井猛 狩符勝氷

昭42年以降，手根管症候群と診断された 35例につい

て，臨床像，併発症，病因などについて検討し報告する.

年令・性・職業・ 左右別

40~50 才 13 例 (37%) ， 50~59 才 11 例 (31 %) で，

両者で68%を占める 女 32例，男 31f11と圧倒的に女に

多く，職業では一般家庭の主婦，農家の主婦が21例 (60

%)と多かった.両側性のもの 20例，右側 10例，左側

5例でうち 1例が左利きであった.

自覚症状

全例に多かれ少なかれ手指のシピレ感があった.夜間

に増強するもの 85% であり ，このために夜半目ざめる

ことのあるものが 70% にみられた.シビレ，疹痛を増

強または誘発する要因は，壷|仕事，編物，ものを手に下

げること，冷水に手をつけるときなどである

権恵、手にこわばり感のあるもの 60%，起床H寺にあるも

のは 77%であった.

者字，豆ひろい，はし使い等，巧t致運針障害が 18例

(51%)にみられた.ものを落しやすいというものが 5

例あ った.

他覚症状

知党鈍麻は正中神経領域にみられ，指先ほど強い傾向

がある.程度は T.が45手 (84%)，T36手 (11%)で

* H. Yamaoka， T. Matsui :信州大学強形外科;M. Ka-
riya:北信総合病院整形外科(中野市大字中里子). 

他は鈍麻がなかった.

2点識別党は 41手について検査した.第2指 p111pで

行ない，2mm以下判別可能のものが 24手 (59%)で

あり ，5mm以上は 7手 (17%)のみであ った.

母指球筋萎縮のあ ったものは 51fIJである.母指球の圧

痛は 26例について検査し， 19例 (73%)に認められた

Flexion testは55手中，陽性のもの 47手 (85%)で

あり，wristでの Tinel'ssignは 42手 (82%)に陽

性であった.

検査所見

X線{象 41手の手関節X線像の osteoarthros i sの程

度を Kellgrenの蒸ー準で分類した. 変化のないもの 33

手， grade1 7手， grade II 1手で，これはCoJles骨折

によるものであった.

赤沈値が 20mm (1時間値)以上に充進しているもの

は18例中 3例であり， R.A.テストは 151fIJ中2例が

陽性であった.

治 療

ほとんど全例にまず局麻斉IJとステロイド剤の手根管内

注射を試みた.注射後夜間のシビレ，疹痛が消失ないし

軽減するものが多い.しかし完全に症状が消失せず，な

お手を使うとしびれたりするが，強いシビレ，疹痛は消

失するため数回の注射で治療を終了するものが多かった.

注射が無効なもの，効果が一時的なもの，あるいは筋萎
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a. H-E W!色 x200. b. H-E染色 x40

図1.

a. PAS染色 x200 b. PAS染色 x400

図 2.

縮があるもの 91f1]に transversecarpal ligamentの

切離を行なった.筋萎縮高度な 2例は術後 6ヵ月より筋

腹の回復が始まり，ほとんど正常になった.

手術所見 :4例に手根管入口部に偽神御重がみられた.

腿 ・神経輸のJ]巴厚，混濁が 7例にみられ，また 1{7iJは褐

色の組織の増殖がみられた. Transverse carpal 1 iga-

mentは厚く ，固い印象を受けたものもあ った.

組織所見

腫筋様増殖のみられた 11fIJは血管腿であった(図 1a).

他の滑!際性!陀輸の所見は，日brosis，edema 

等がみられ(図 1b)，また繊毛の増生とそ

れ自体に 日brosisを伴い，fibrinの析出

もみられた(図 2a). 

Ligamentの検索は 1例のみに行なった

が，図2bのごとく j謬原線維は来状構造を

乱し， 線維間離開がみられた. 彩~*，I~細胞が

大型化し，その周囲に PAS寸湯性物質を認

めた.

考察

男女比， 年令等は諸家の報告と同じく 閉

経期の女性に多かった.併発疾患は，表の

ごとく ，パネ指は諸家の報告同様に多いが，

表1. 併発疾患.

ノ〈 ネ 指 12例

Jj_ 十 扇 2 

!jlJJ:日 j腕症候群 11 

変形性膝関節症 4 

ガングリオン 1 

I-Ieberden結節 2 

外反 母 ~1I: 1 

変形性脊 椎 症 1 

関節リウマチ 1 

頚肩腕症候群が多いことが特徴である.頚

肩部に愁訴をもつものが多くあり，調査し

得た 30例についてみると，頚 ・項・肩周

辺に凝りのあるものが 70%，疹痛がある

ものは 45%であった.

Neck compression testでは 15例に項

部に痛みが起こり ，10例に放散痛があっ

た.手根付:症候群の病因として Phalenは

l純粋iの線維化，J]巴j平が多いとし，Lipscomb 

は，手根管症候群，パネ指，De Quervain 

病の 3者はなにか collagen disease， fi brous tissue 

dysplasiaを恩わせるという 一方，Frykholmは頚肩

腕症候群の原因として頚部の rootpouch， root sleeve 

の日brosisを重視している.信州大学整形の昭 43年以

降の頚肩腕症候群患者のうち，頚椎に変化のないものが

109例あり， うち 40~50 才代の女性が 32% を 占めて

いる.これらのことより 閉経期の女性に五brosisが起こ

りやすいのではないかと恩われ，両症侠群が同-iiS般に

よって併発した可能性も考えられる.他方，教室の丸山
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らは第 37回日整会総会において頚肩腕症候群の上肢循

環動態について述べ，循環量の低下，静脈圧の上昇を指摘

しているが，これらにより手指に浮腫をきたし fibrosis 

を助長することもあると恩われる.

追加・質問 児島(慈恵医大形成)

手根412;'症候群で手術を行なった症例は 30-(fIJで， うち

18 例は神経鞘， 1陀市í~の病理組織学的検査を行なった. リ

ウマチ結節をみた l例を除いては nonspecific tenosy-

novitisの所見であるが，発症後の期聞が長いものほど

日brosisの傾向が強い.

1) 手術後に頚肩l腕症候群の症状は軽快したか.

2) Fi brosisは menopauseの女性にみられるとい

われたが，発症後の:!llJ聞が関係していると思う.

3) 頚椎の変形性脊椎症とどの程度の関係があるか.

答 山岡

1) 手術後，上肢の症状の消火したものは，頚肩腕症

候群と診断したものの中にはない.他のもので軽快した

ものはある.

2) Fibrosisは経過の長いものではないか，につい

一 一 一〔お知らせ〕

ては，経過年数をよく検討していないのでわからない.

3) 頚椎変化のあるものもあるが，特に多いわけでは

なかった.

追加山根(平塚市民病院整形)

我々は，初老:ltiJの主婦で，母指球のatrophyだけを主

訴とし，知覚障害，Tinelのsignもなく診断に迷った稀

な手根管症候群の 1例を追加する.開けてみると ftexor

retinaculumの出口で正中神経の recurrentbranchの

みが，一部絞犯され細くなっており ，その中枢側には軽

度の neuromaがみられた.生塩水通過試験で通過が認

められたので，neurolysisにとズめたが，術後の経過は

良い. この例は，本幹の手被管内の癒着により，wrist 

の運動に際して，正中神経に移動性が少なくなっていた

ため，反回神経が ftexorretinacu I umの distaledge 

で障害を受けたためと解釈している.

なお，手術時の皮切については， wristの paJmar

creaseより末梢を thenarcreaseに沿ってはいり，要

するに中枢iJlJJにも延長するが，この際には正中神経の

paJmar branchを損傷せぬように注意することが大切

である.

第 15回 日本手の外科学会ご案内

日

，6. 
2コE

時 :昭和 47年 5月 27日(土)・28日(日)

場 :新潟県民会館(新潟市一番堀)

j寅題募集 締切昭和 47年 1月末日

演題曝集の詳細については追って会員に連絡致します.発表は会員に限ります.入会希望者は

年会費 500円を添えて下記事務局にお申し込みください.

会員各位へのお願い :入会l侍の住所をその後変更された会員は今後の述絡を円滑にするため，ぜひ現住所

をハガキにて下記事務局に至急ご連絡ください

福岡市堅粕(干812)

九州大学医学部整形外科学教室内

日本手の外科学会事務局(振替福岡 1598，電話 092-64-1151)

第 15回会長 田島達也

新潟大学医学部整形外科学教室

新潟市旭町通 1(〒951)電話 0252-23-6161
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35. いわゆる cubi tal tunnel syndromeの

治療についての考察〈その 2)

平 田悦 造 津下 健哉 山 河 剛

稲垣正治 兼 山敦 森岡大三郎*

いわゆる cubital tunnel syndromeに対して，今日

までに 138例の手術を行ない，第 12四本学会において

97例の予後調査から，原因，術式および経過年月と予後

について報告した.今回，電気生理学的検査を合わせて

直接検診し，いさ込かの知見を得たので報告する.

昭 31~45 年までの 15 年間の手術総数は 138 例 142 肘

で，直接検診し得たものは 67肘 45.7%に当る.手術時

年令は平均 43才，術後経過は平均2年 10ヵ月である.

術前の尺骨神経障害程度を他党的所見として，知覚障

害，手指の内外転カ， intrinsic muscleの萎縮程度等

により，さらに電気生理学的所見として E.M. G.， M. 

C. V.， 1-D曲線より， 非変性型， 中間型，高度障害型

の3群に分類した.直接検診した 67肘中，非変性型を

示すものが 10.5%，中間型 52.2%，高度障害型 37.3%

となり ，これらの症例について当教室の山河が用いた基

準に従って優，良， πJ， 不可の 4段階に術後判定を行な

った.優は 12肘 17.9%，良 36肘 53.7%，可 13肘

19.4%，不可 6肘 9.0%となり，良以上のほ ジ満足すべ

き成績が 71.6%にみられ，前回報告した成績68.3% よ

り幾分改善されている.

次に電気生理学的成績をみると，非変性型では神経幹

伝導速度 (M.C. V.)は全例健側に比して 75%以上を示

し，また 1-D曲線も全伊IJnormal typeとなり ，ほ正正

常であるが，臨床成績では良を示すものが 42.9%もあ

った.中間型では M.C.V.で85.7%に，また 1-D曲線

では 70% 以上に改善がみられるが，臨床成績では良を

示すものが 68.6%であった.高度障害型になると，M. 

C. V.で改善のみられないものが 56%あり ，1-D曲線も

変性高度を示すものが 16%にみられ，臨床的にも完全

回復した例はなかった.

術式別に電気生理学的成績をみると，非変性型では前

方移動術，King法，その他の術式いずれもほジ正常の

patternを示している. 中間型では前方移動術の 2仔IJに

• E. Hirata， K. Tsuge (教授)， T. Yamakou， M. Ina-
gaki， A. Kaneyama， D. Morioka :広島大学整形外科.

期待したほどの改善が得られず， 一方 King法では全例

に改善をみている.高度障害型では，いずれの手術法に

でも改善はあまり期待はできないが，前方移動術を行な

った9例中 4例に M.C.V.の改善がみられ， I-D曲線

もその l例にlE'ffiを認めた.それらの症例の中からおの

おの 1fJlJずつ示す.

疲仔IJ 1. 48才，男子，農業.<高度障害型〉

原因 :X線軸射撮影にて，尺骨神経溝に凹o不平の変

化，骨車車を示し，右肘関節変形症であった.

電気生理学的成績 :術前 M 波の導出が不能であった

が，術後 1年 8ヵ月では，M 波は多相性であるが，M. 

C.V.は健似.IJに比して 78.3%に改善され，1-D 曲線も

ほ£正常となっている(図 1)

臨床的成績 :他党的には intrinsicmuscleの萎縮な

どを残し良であった.

症例 2. 36才，女子，主婦.く中間型〉

原因 :33年前，右上腕骨外頼骨折を受け，変形治癒し

ている.

電気生理学的成績術前導出された M 波は術後 1ヵ

月で導出不能となり ，I-D曲線は中等度変性を示してい

る(図 2).

臨床的成績 :他党的には術前術後の変化は認められな

かった.

症例 3. 15才，男子，商業.く非変性型〉

原因 :肘部ガングリオンにより尺骨神経が圧迫されて

いた.

電気生理学的成績術後 4年 4ヵ月の現在，M 波の波

形，M. C. V.， 1-D曲線ともに正常であった(図 3). 

臨床的成績他党的にも完全回復を示し優である (3

症例とも前方移動術を行なった)• 

考 察

63例 67肘について電気生理学的検査を行ない，術前

術後の変化とその臨床的成績とを比較検討したが，必ず

しも相関は強くなく ，前方移動術を行なった症例では，

一時，電気生理学的悪化を示す傾向lこさえある.これは，
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悶 3.M 波導出記録.

King i法に比して手術侵襲が大きいからであろうかとも

考えるが，2年以上経過した症例では 75%以上に電気生

理学的にも臨床的にも満足すべき成績が得られ， Antia 

や Brandの批判に反し好結果がみられた. King法も

17例について検討したが，2 #，IJに仮眠時手枕すると，シ

ビレJ惑が現われ， 3例は皮下に触知する pseudoneuroma

の massageにより違和感を訴えており，術式の選択に

問題があることを知った.

最近，我々は非変性型，中間型なと'の軽症例には尺側

手根屈筋二頭問の apponeuroticarchの切敵とか King

法を行ない，一方 pseudoneuromaを大きく f11(知し，皮

下脂肪層が少なく ，しかも高度障害型を示す症例には筋

層内前方移動術を原則として行なうようにしている.

質問 石井(北大整形)

Cubital tunneJ syndromeの E.M.G.所見におい

て，f1exor carpi ulnarisに病的所見が現われる場合は，

かなり低率であると思われるが，病的所見出現頻度につ

いて検索しておられたら教えていたジきたい.

答 平田

強さ一期間曲線作図法を尺{則手根屈筋にも必ず行なっ

ているが，instrinsic ll1uscJeに比して，変性を示す例

はごく少数である.今回はその程度を数値で示すことが

できない.
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36. 尺骨動脈外傷性動脈痛に起因した尺側手根管における

尺骨神経麻婦の 1例

井上博 田平浩也 日高紀幸

古賀伝正 大坂征夫*

はじめに

Guyonの canalと呼ばれる尺似1J手根官'で，あるいはそ

の付近での尺骨神経麻療の原因疾患としては，ganglion 

が最も多くあげられているが，その他 R.A. による浮

腫，腿輸炎，変形性関節症，陳|日性骨折，急性の閉塞性

血管炎があげられ，また考え られている.

著者らは，jf，J部において稀有と思われる外傷性尺骨動

脈熔に起因した尺骨神経麻症の1例を経験したので報告

する.

症例

46才，男，溶接工.

現病歴および現痕:昭 45，8， 11日，溶接作業中，酸

素ボンベの安全弁の止め金が酸素圧で弾丸のごとく飛び，

左下腿に開放粉砕骨折をきた し，一卜腿に対して即時に外

科的洗燃と減張切開を含む創の 1次的閉鎖を行なった.

受傷後約 3週間で右手掌部中枢尺側(豆状什部よりや

〉末梢)に軽度の圧痛，腫脹，環 ・小指の縫いシビレ感

を訴え始め， 9月 8日に主治医に申し立て，穿刺により

動脈溜が疑われた.以後手術までに認められた所見は次

のごときものである.

右豆状骨書sおよびその周囲の樽動性腫熔の触知，環・

小指の掌側およひりト指球部の知党鈍麻，環 ・小指の軽度

clawed変形， 環 ・小指間での内転不能 Froment's

sign陽性， M.M.T.で母指内転および四指の外転内転

カの減弱，小指外転および対立カの減弱あり ニンヒド

リンテストおよび皮膚混はほとんど左右差がない

単純X線{象で手板骨中央に小金属片を認め，動脈造影

所見では，尺骨j]j)J)脈が手根骨部で，通常， 深浅校に分か

れる高さで血!匝を認め，臨床所見と合わせて尺骨動脈の

深浅校分l岐部に相当した高さに発生した動脈癒であるこ

とが判明した.なお尺骨動脈深校は分|岐部以下ま ったく

造影されていない(図 1). 

図 1. 術部Iの動脈造影所j，~.

* 1-[， Inoue， K. Tabira， N. Hidaka， T. Koga， Y. Osa-

ka:久留米大学整形外科ー
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手術所見:<昭45，10， 8日施行〉

豆状骨部を縦に通るクランク型状切開.まず尺似!手校

周筋を尺側に排し，短手掌筋を鈍的に末J怖に分けて，や

や中枢より尺骨動脈および尺骨神経を出して末梢にたど

ってゆくと，GUyOl1の canalで皮下組織中川盛癌がみ

られ，これは明らかに尺骨動脈と交通している.そのや

〉深層尺~lIJに尺骨神経があり，圧迫はちょうど深浅校に

分岐するところより始まっている.動脈癒は尺骨動脈が

深浅校に分岐すると恩われる高さに発生しているが，最IJ

lllftの経過中，深校を認めず， !ll);脈癒を介して末梢に続い

ているのは浅校であ った(図2). 尺骨神経そのものには，

肉眼的に変化はみられなかった.2x 1. 5 cmの動脈癌は

血管 1.3 cmを含めて摘出し，000-1号のナイロン糸っ

きatraumaticniedleで連続縫合を行なった.止血帯除

去後各部の止血を行ない，また尺骨動脈縫合部より末梢

で穿束IJにより動脈血の逆流を確かめて，各局総合を行な

った.なお手関節部it:側および Guyonの canal掌仮IJの

靭帯縫合は行なわなかった.

切除した標本の肉眼的および組織所見で，深浅枝分岐

部に発生したが，深枝はほとんど痕跡的で，動脈癒壁は

血腫の器質化したものであることが判明した.なお外壁

の一部より損傷の直接原因をなしたと恩われる小鉄片を

見出した.

術後経過:最初は緩徐であった運動，知覚の回復のス

図 2.術中所見.

a. Wii'liJのJJill痛の場所と環 ・小指内4尽力の減弱. b.術後 12週

図 3.



926 巻 22・号 11 整形外科 1971年 10月

ピードは経過とともに婚し， 12月末では環 ・小指の尖端

学側にごく軽度のシピレを訴えるだけで正常である(図

3). 

検査所見を術前と比較すると， ニンヒドリンテスト，

皮膚温とも左右差ほとんどなく ，M.M.1'.ではすべて

の筋力正常である. 指尖脈波狽IJ定では術前術後とも軽度

の硬性波を示したのみで特に左右差はなかった • Tこジ血

管造影では，尺骨動脈は前腕末梢部で閉塞し，面IJ行枝の

形成もない. このことは臨床的に，Allen's test (for 

occulsion of ulnar or radial arteries)でも証明され

fこ・

考察ならびに結語

Guyonの canalの解剖学的関係，また種々の疾患Lに

由来する尺fi村1経麻li専については， Russel (1947)， 

Seddon (1952)， Brooks (1952)， H.ichmond (1963)， 

1'orol<(1964)， Nicolle(1965)， Dupo川 (1965)，Flynn 

(1966)， Shea (1969)， Hayes (1969)，三輪 (1970)に

よりすでに述べられている.原疾患で最も多いのはガン

グリオンで， Sheaは圧迫の場所により 3つの型の麻療が

発生する可能性について述べた.尺骨動脈の閉塞が繰り

返す minortraumaで起こることは Stadi 1 (1968)， 

Zweig (1969)が報告したが，臨床症状は尺骨神経圧迫

の像とは，かなり違ったものであ る.しかし，Dupont 

(1965) の報告した例は， それによ って紛れもなく尺骨

神経麻療を惹起した稀なものであ った.

我々の症例は，型としては Sheaの述べる第 I型，す

なわち分岐部前あるいは分岐部で圧迫され，運動知党と

もに障害されるものに属していた. Richmond (1963) 

によれば，必ずしも発症より治療開始までの期間と治癒

期間とは平行せず，最短3ヵ月より 12ヵ月とかなりの

期間を要していた.本イflJでは，運動 ・知党麻療の発生は

急激であ ったが，筋萎縮の発生する以前に除圧できたの

で，回復も順調にす〉んだのであろう .

治療については，原因の確認と除去が最も大切なこと

であることは論をまたない.我々が行なった動脈痛の切

除と引き続いた血管縫合で，後者は成功しなかったが，

Dupont， Stadil， Zweigが同部の thrombosisの際，

結主主切除をす〉めたこと，我々の症例のごとく血管造影

および Allen'stestで副行校を認めなくても臨床的に

まったく問題がなかったことからみて，あまり問題にす

る必要がないのであろう.

以上 Guyonの canalで尺骨動脈に発生した稀有な外

傷性偽性動脈癌に起因した尺骨神経麻療の 1伊lにつき述

べ，簡単な考察を加えた.

追 加 岸本(順天堂大整形)

演者の発表例と同様，かつ典型的な症例を1例経験し

たので追加する.

22才の男性で，ドラムカンを掌で押す作業をしていた

という既往がある.右手根部に疹痛，および手掌尺側部

に知党鈍麻を生じ来院し，手掌近位部尺側に小指頭大の

!医療を触知lしたが，4WllVJは特にない.手術したところ，

canal de Guyon内で尺骨動脈からと恩われる動脈癒が

あり ，その部で尺骨神経を圧迫していた.それを摘出，

血管縫合を行なった.

病理的には仮性!II)J脈痛であり ，術後経過はま ったく良

好である.この症例は第 367回整形外科集談会東京地方

会にすでに発表したものである.

追加 高沢(横浜市立港湾病院整形)

症例 32才，男.窓ガラスで右前腕を切り皮膚総合を

受けたが，同部に樽動性の腹痛が現われ，手背院側の知

覚障害のため受傷 10日後来院.

動脈撮影により傍骨切j脈に動脈癒を認、めた.手術によ

り動脈痛を摘出し，挽骨神経浅枝が動脈癒の壁に密に癒

着していたのでこれを最IJ向性した.動脈は動脈痛の上下で

2重結殺した. f，1~後 4 日 目から知覚障害もとれた.



37. 手における腫壊の治療経験

堀田利雄 蒲原宏 佐藤舜也*

手の服務は，その組織構成からl盛脇像が多種多様を呈

することより ，その診断と治療に多くの問題を提示して

いる.私たちは，昭 36~45 年 10 月までの 10 年間に，

県立ガンセンタ一新潟病院整形外科で加療した手のj医務

患者 197例を経験したので，若干の文献的考察を加えて

報告する.

表1. 発生頻度 (1961~1970 ・ 10)

新忠総数 1 44，391伊l

服務数

fj'腿tm
i欲 ì~iIJI'置 û)j

593例1.4%

236有"1)

357伊l

手の腫u)j

骨服 1ti

4次割IJIillIお

197伊1

16 {fl) 

181骨"J

0.4% 

表 2. 県立ガンセンタ一新潟病院整形外科における

手の j匝筋症例 (1961~1970 ・ 10) . 

軟部j匝1M

ガングリオン

血 管服

巨 細胞 A直

線 維服

粉癒 l憧

類表皮脱

グロームス腫務

神経鞘I 腫

多発性神経線維腿

恕 性銀色腿

Jii1平 上&癌

言十

軟 骨腫

多発性軟骨性外'1'1腫

絢|網肉 j匝

計

合計

166例

6 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 問
「一一一一一ー

13 

2 

1 

1 16 

1 197例

竹 JBi:fi;j 

* T. Hotta， H. Kanbara， S. Sato :県立ガンセンタ一新
潟病院整形外科(新潟市川岸田T).
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1.発生頻度，分類ならびに症例数

その発生頻度は表 1のごとく， 10年間の新患総数

44，391例中，腫蕩として加療した症例は 593{flJで，こ

のうち手の腫務は 197例で新怠総数の 0.4%に相当し，

またj盛Z募金体の約 30%を占めている.私たちの症例は

表 2のごとく ，その 84%がガングリオンであり ，次い

で多いのが内軟骨服であったが，これを欧米の症例と比

較して巨細胞腫の発生率の低いことが特徴的である.腫

蕩の種類によっては発症年令に差があるかも知れない

が，私たちの症例の最低年令は線維腫の生後 1ヵ月の乳

児であり，最高は 72才の悪性黒色腫の症例であった.

表 3.手の腫f!J.

~報告者 lhsc11 1Burl，
腕 ~1(1966) 1 (i附)

Ganglion 

Giant cell tUll10r 
or xanthollla 

Epithelial 
inclusion cyst 

Sebaceous cyst 

I-Iemangioll1a 

Glolllus tUll10r 

Li pOll1a 

Pyogenic 
granu lOllla 

Osteochondrolηa 

Enchondrollla 

Fi broll1a 

Fibrosarcoma 

Osteoid osteoma 

Synovioma 

Squamous cell 
carclnoma 

Malignant 
melanollla 

Tumor of peri-
pheral nerve 

Reticulosarcoma 

Others 
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11.症例

次に代表例について報告する.

1) ガング リオン :Butler (1960)は437例中146例

とその 1/3に.Boyes (1964). Posch (1966)の報告で

は手の腫務中の 1/2~2/3 を占めている(表 3).

私たちの症例は 197例中 166例.82%を占めている.

ガングリオンは女性に多く，私たちの症例でも表 4のご

とく 2倍であり ，発症年令は 2才 5ヵ月の小児から 71

才の老人まであらゆる年令層に発生するが.11~40 才代

が 125例 75% と大部分を占めており，その発生部位は，

Posch らによれば最もしばしば手関節背側で， 長母指f~Þ

筋と示指のや11筋群との問に発生することが多いと報告し

ている.私たちの症例も図 1のごとく手関節背側 132{flJ 

76%と諸家の報告と一致する. Butlerによれば， その

12%に再発がみられると述べているが，私たちも 1症例

に3同再発し手術を行なった例もあるが，これは手術技

表 4.Ganglion発生 ・手術l侍年令.

ム)，，-，J合 |♀ I J十

1~10 

11~20 

21~30 

31~40 

41~50 

51~60 

61以上

不 IYl

計

5例 3例 |

33 

32 

18 

12 

6 

1 

6 

431 
49175% 

((125) 
33J 

18 

6 

3 

8 

8 (flJ 
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図 1. Gangl ion発生部位.

術の良，不良も考えられる.また ButJerは掌側で挽側

手線屈筋付近に発生した場合は， その摘出に当 っ て fj~1J'

1!l}J脈を損傷しないように特に注意して手術を行なうこと

を強制している.外傷に起因して発症することが多いと

いわれ.ButJerはその 1/3に外傷と関連があったとし

ているが，私たちの症例では原因に関しての記載不仙の

ため明らかではない.

2) 血管腫:血管腫も比較的多く若い年令に発生し，

また再発する可能性が多いことを Poschが指摘してお

り，私たちも 1fflJに本症を経験している.症例は 4才，

男児. 3才ごろより左手関節掌街尺側に腫務を生じ徐々

に増大するので来科した(図 2).摘出により 6x4cm大

の腫協を除去し，病理組織診断では血管腫であった.

図 2.4才， 男児.手関節掌面尺slIJより 6x4cmの血管腿

を摘出.

3) 巨細胞)堕は，欧米の統計ーではガングリオンに次い

で多いものとされており .CooJey ( 1965 ) は ， 出~鞘より

発生する巨細胞脹はガングリオンの次に手の腫務の主流

を占めるとし.Boyesによれば 394{fIJ中 52例 13.2%

に.ButJerは 417例中 32例 7%. Poschの報告では

679 例中 69 例 10% と大体 7~10% 前後の発生率である

が，本邦では非常に少なく，東ら (1968) によれば.1IiJ， 

40年までの本邦での報告{flJは 18例にすぎないと発表し

ている.これは人種的差異によるものか，あるいはその

診断技術の優劣により実際には多いのが診断できずにい

るのか，また報告例が少ないのかは不明である(表 3).

症例 34才，男性.数ヵ月前より左環指の P.1. P.関

節掌面にコロコロするl盛妨をふれるようになり ，相j国l胎

時に少しひっか〉るような感じがするが，特に的大する

ことも圧痛， 自発痛もない として来科した. 左深指の

P. 1. P.関節挙前でや〉 中枢倶IJ機似.IJよりに小豆大のコロ

コロした)匝j肢をふれ試験的に穿京IJしたが，内容液は得ら

れず，穿刺針に呉物J必が感じられたので， 肱~鞘内ガング
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リオンと考え摘出手術を施行した.P. 1. P を徽切する

切開ではいると小豆大の弾性軟の腫疹があり，周囲より

kく被包されているが，股輸とは比較的!$に癒若してい

'こので，一部!腿輸を含めて切除機出した.直径約 6mm

の球形で，害1J面は白色で生ゴム様抵抗を有していた.病

理組織学的所見は.}陸疹は結合織とクロマチンに富む問

葉性組織からなり，巨細胞が多数出現しており，ヘモジ

デリン，リポイド沈着などはみられず.JJIlt鞘より発生し

た巨細胞腿と診断された(図 3). 

4) Glomus腫蕩:手における glomus脆疹も比較的

報告されるようになった. Boyesは手のj匝務中 1%にみ

られるとしは .Butlerも1%弱と報告しており(表 3)• 

主として手指尖端，爪床部に多いとしている 私たちの

症例も爪床部に発生している.

症例.42才，男性.1年半ぐらい前より右小指D.1. P. 

から末節背面にかけて疹痛が出現し圧痛著明であった.

検査成績に異常なく ，手術により爪床下に約 3mm径の

図 4.42才， PJ性 方小指爪床に発生した glomus腿l!.l
の組織像 (H-E染色). 
Glomus細胞の集団を認める.

H音赤色の胆務があり摘出した.摘出後は疹痛はまったく

消失した.病理組織学的検査では図4のごとく glomus

細胞と思われる類上皮細胞集団を認めた.Butlerによ

れば.glolTIus腫務はそのほとんどが径5mmか，ある

いはそれより小さいとしているが，時に 1cmにも場大

したり ， また Cool ey はその 7~8% が大きくなると述

べている.

5) 悪性黒色麗;悪性黒色腫は比較的稀な疾，患で骨転

移についての報告例は少なく ，また手部に発症した症例

の報告も稀で.Posch (1966)が母指背面にできた 2例

を報告している(表 3). 

私たちは 72才の老人に本症を発見，骨転移を起こし

た症例を経験した.

症例 72才，女性 21，f.前より右手関節j出側にいぽ状

の!箆熔をふれ少しずつ地大し，開業医より試験切除の結

果，悪性黒色!匝と診断され当科へ紹介された.図5のご

とく ，右手関節l屈例区表面より隆起した指頭大の自前ーし

た肉芽おIJがあり，周囲に黒色の色素沈着を認、めた.x線

所見では焼骨および尺骨末端に骨吸収像があり'舟転移を

認めた.病理検査では大小不同を呈する胞体に官み，多

量;のメラニン色素を含む腫疹細胞が存在している.

図 5.72才，女性.右手関節屈側にできた!!ff;性黒色腫.

6) 内軟骨j随:Carrollによれば手における骨腫坊の

90%がこの内軟骨腫(単発性，多発性を含めて)であり ，

そのうちの 70%が単発性であると述べている.私たち

も骨腫務中 16例中 13例 81%に本症を認めており，

全例とも単発性であった.表 5のごとく ，私たちの症例

の初診|時年令は 10~58 才で，言者家の報告では大体 10~

30才の間に多く発見されている. Ca r ro ll は 20~40 才

に多いとしているが，私たちの症例では 40才以上にも

6例と半数にみられた.性別は男 7.女61fIJで有意の差

なく諸家の報告と一致する.発生部位は指の短小骨に多
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症例 'v
土

ム官
目。

年令

1 i忠重 ♀ 45 

2 宋 武 合 10 

3 111 辺 合 28 

4 ~ド 問 会 44 

5 伊 友 ♀ 19 

6 ー 箭 ♀ 55 

7 五十 111 合 19 

8 小 森 合 20 

9 伊 藤 ♀ 41 

10 ノl、 μ ♀ 13 

11 小 林 合 58 

12 耳石 柿 会 12 

13 佐々木 ♀ 20 

整形外科 1971年 10月

表 5.私たちの内軟骨脳出.EW'j.

発生部位 外 fVj | 釧 | 腫脹 治療 |再発

右tfi3 1行'1-'節'l'i' (+ ) (+ ) (+) C+A (ー)

右t1'i3tR基節'1'1 (+ ) 突きJi'l (+) (+) C+A (ー)

右耳'i5 r~， 指什 (+ ) 突き桁 (+ ) (+) C+A (一)

右第 59" ti'i什 (+ ) 突きJi'l (+) (+) C+A (ー)

;;(it1'i 5 t行基節骨 (ー) (+) (一) C+A (一)

才7 気~ 4 指中 節 'l'i' (J) (+)洗 i/J1 (+) (+) R (ー)

左第 l指末節i'l'j・ (ー) (一) (+) C+A (ー)

左第 1 中 t~ }H・ 不 191 C+A (ー)

オi!A12 指~，~節骨 (+)打撲 (+) (ー) C+A (一)

左!;fi4指基古ii骨 (+) 炎き桁 (+ ) (ー) C+A (ー)

;;(i!;fi 5指;M;i1↑i骨 (ー) (+) (-) C+A (一)

;;('i第 49"H'l廿 (一) (一) (+ ) C+A (ー)

l己第 5jl1;1，1;節骨 (+)打撲 (+) (ー) C+A (一)

J : Juxtacortical， C:掻腿，A:自家什移植，R 切除

なく ，Kerin (1958)によれば，1957年までにアメリカ国

内で手に転移を起こしたとして報告されたのは 23例に

すぎないとし，これらをまとめて報告している これは

手指に転移しても症状が山ないで経過することが多いこ

とと，他の疾忠、との鑑別がむずかしいことなどを転移例

の報告の少ないことの原因と してあげている.文献的に

は，Frenchが 1907年にi間医務の患者の手の軟部組織

への転移と，Chorionepitheliomaの右折の軟部組織へ

の転移の 2例の報告が最初 とされている. Handley 

(1906)が老婆の乳癒が中指骨転移を起とした症例 を報

告し，本症例はX線{象が実用に供される以前のもので，

疹痛と病的1'1'折で転移を確かめたと述べている

転移の原疾患としては，Kerinはその文献的考察より

23例中 10例がH市!匝鋭からの転移であると述べ，Cooley 

もその 50% は/1市癌の転移であるとしている.'1忌移部は

指骨末firi廿が多いとい). (Cooley)，また K巴rJnはその

中でも付指末節'J!J'が多いと記載 している

私たちは左外股j立にできた細網肉腫が8年の経過中に

上肢， 下J皮，頭室長に転移し，8年後には中指竹の骨破波

が強 く悲痛があるため，その中指11の手術を行なった症

例を経験したので，転移)陸揚の 1例として報告する.

症例.65才，男性.J1;'1 36， 10月末，品開が続き左鼻

腔Ji!:I回協の疑いで試験切JI徐を行ない(結果不詳)，翌 37

年 1凡， 再度症状が出たので大学病院耳鼻科にて再び試

験切除を行ない，制網肉j盛の診断fを受け 60COの放射線

治療を受けた.その後，陰茎fu.頭部， 左鼠係リンパ腺に

も11忌移を認めたが，JI百44年，精査のため当院内科へ入

く，発生側として:;(ifJllJ11例， 左側 2例であ ったことは，

偶然ではあ ったが注目に値する所見である(区16) ほと

んどの症例がなんらかの外傷を契機 として疹痛， J匝脹を

覚え，これを主訴として来科 している.治療は磁l限.~I' 

移植であり全例再発していない.

7) 11忌移腫筋 :手の転移服務は， その原疾忠の不明な

ものが多く ，JI.j関節より遠位への転倒盛坊の報告例は少
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図 7.65才，男性.細f綱除JI匝の什転移{象.
左第2<NI'Hi・のほかに布総尺什迷位端iにも転移を認める

図 8 細胞の形は大き く，円形・将i円形と不ぞろい.
比軟的核も明る く，大きい核小体がある (H-E染色).

図 9.個 の々細胞と銀線維の親和性が強く，細網紙ぽJ主のm
殖が著明である(鍍銀染色)• 

院中，骨転移を各所に認めたので当科へ紹介された.骨

転移のうち左第2中指骨の骨破壊像強く(図 7)，したが

って中指骨摘出，腸骨片移植術を行なった.摘出した中

指J I~l'骨髄は熊楠色のチーズ様の実質性で，弾性のある!医

務組織で置換され， 一部は皮質を破っ て，~;.膜下に侵入し

ていた.病理組織学的検査では比較的核が明るく大きい

核小体があり(図 8)， 長l~染色では親和性が強いことか

ら(図 9)，やはり細網肉腫の骨転移と診断した.

111.結語

私たちは過去 10年間の 197例の手の!自身症例の治療

経験について述べたが，欧米のそれと異なって巨細胞腫

の少ないこと，手の腫協には外傷がなんらかの誘因にな

ることがあること， glomus 媛疹や内軟骨j匝のごとく好

発部位のあることが特徴的であり ，今回はH寺聞の関係で

治療法についてくわしく述べなかったが，私たちの経験

からも文献的にみても手の腫療に関しては外科的治療

が最良である.

訂 正 ;郷田

先に提出した抄録中，巨細胞腫は軟部J匝疹に入れたが，

骨腫務より消していたずきたい.したがって，軟部服務

181例，骨.)民主務 16例と訂正する.

質問 西山(岡山市川崎病院整形)

1) ガングYオン最年少者 (2才 5ヵ月)の症例のガ

ングリオン発生部位，臨床的ならびに病理的特徴につい

てご教示願いたい.

2) 治療に当 っては，ほとんどが手術的に行なわれて

いるようであるが，娘築胞を含むと思われる base，す

なわち関節包または腿輸などをガングリオン襲胞ととも

に全摘出しているのかどうか.

答 堀田

1) ガングリオンの症例はほとんど外来手術を行なっ

ており，最年少の小児1ffIJ(2才5ヵ月)も外来手術を行

なった症例で，記載によると手関節背面の腫熔で家人が

心配して来科し，外来手術を行なったガングリオンであ

り，組織学的特徴についての記載なく ，残念ながらその

特徴的なことについてはお答えできない.

2) 手術法であるが，関節包を含めて可及的十分に全

摘をするように心掛けているが，古い症例に関しては明

らかでない.
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38. 榛骨遠位端部腫痩切除機能再建術施行例の予後

巌琢 也 阿部績 阿部光俊

栗村仁 山内 裕雄*

協骨遠位端部は前腕より手にかけての最も重要な構成

体であるため，こ〉に腫揚が生じ切除せざるを得ない場

合，いかなる再建術を行なうべきかについて判断にまよ

うことがある.我々 は， u15 32年以降，東大およびその

関連病院において経験した焼骨遠位端部腫疹のうち，病

巣切除を行ない，なんらかの機能再建術を併用した 12

症例について追跡調室を行なったので報告する.

症例の内訳をみると，年令は 14~51 才にわたり， 10 

代 2{fIJ， 20代 3例，30代 4例，40代2例，50代 1例で

あり平均 32.7才である 性別では男 5例，女 71?"IJであ

り， ie:;{，別では，右6例，左 6{fIJである.経過観察期間

は 6 ヵ月 ~13 年にわたり，平均 4 年 6 ヵ月である.腫蕩

の種類をみると，巨細胞腫揚が 10例を占め，軟骨肉腫

1例， aneurysmal bone cyst 1例である.これらの症

例はいずれもなんらかの疹痛をもって初発しており ，受

診時には!盛!援や運動制限を伴っているものが多い.

巨細胞腫滅が除骨遠位端部に発生する頻度は， Dahlin 

によると 155例中 13例であり ，阿部によると 130例中

9例となっており，諸家の報告を総合すると 10%前後

と考えられる.巨細月旬医務の治療法としては，外科的手

段がとられるのが普通であるが，掻l随や11は再発率が高い

ためさけるべきである.一方，切断術のごとき根治療法

も，後に7';;す障害を考えれば可及的にさけるべきであり，

切除術が最良の方法とされている.また軟骨肉腫や線維

肉腫においても悪性度の低いときには切除術で良いこと

もあり，他の良性腫坊により高度の病変をみるときにも，

これが適用されることがある.

症例 3.43才，男.右手関節痛を訴え来院し，巨細胞

腹筋の診断のもとに)陸揚を十分に切除， 右側のj~~骨上端

を焼骨と固定・靭帯形成は行なっていない.術後 5年4

ヵ月の現在，手関節は掌尺側へ脱臼し外観を悪くしてい

る.-nJ動制限も著明.軽度の疹痛があるがt j.Lt:字，バイ

クの運転等可能.

症例 6.37才，女左手関節痛で来院巨和U)I包腫協と

* 1. Iwao 点京女子医科大学整形外科 ;1. Abe， M. Abe， 

H. Kurimura : :東京大学整形外科;Y. Yamauchi (助

教授):順天堂大学整汗三外科.

診断し，アクリノレ樹脂性の人工骨頚置換術を施行した.

大腿筋膜により尺'目・と prosthesisとの聞に籾格形成を

行なった.術後 4年 7ヵ月の現在，外観は良好.可動性

は囲内 ・回外 1800，主主背屈 110。ときわめて良好である

が，軽度の疹痛を認める. Prosthesisと焼骨との接合

部に骨吸収像が目立ち，t定'~J の軽度短縮がある .

症例 7. 20才，女.左手関節に有痛性)由演があり来|涜・

巨細胞腫坊の診断のもとに，j盛疹切除と)-c:白・の centrali.

zatioJ1による関節形成術をj泡行.術後4年 7ヵ月の現在，

外観はほ ジ良好，囲内 ・同外運動は 180
0
，挙屈 40。背

屈不能，軽度の疹痛あり .

症例 8. 14才，男.病院骨末端に腫脹あり.組織所見

より軟骨肉l匝と診断し，服務切除と左，~ド骨上端の移続に

よる関節形成を行なった.約 l年後， 移植骨・に骨折と透

過像を認め!匝協の再発を疑い生検を行なったが，M、性所
見はなかった・術後 4年 2ヵ月の現在，手関節は背側に

脱臼し外観は不良. 1"'1内 ・回外運動 80
0

，掌背腐 35。可

能. 疹痛はなく学業，スポーツ等に普通に参加している.

症例 10. 39才，男.本例は昨年整形外科東京地方会

において小原らにより報告されたものであるが，右手関

節痛を訴え来院. 病理所見により aneurysmal bone 

cystと診断されて，切除後，左勝骨を移植した.この際，

跡骨骨頭を十分にけずって手根骨との適合を良くし，長

掌筋腿により尺'ì~・との聞に靭帯形成を行ない， 主主背側の

関節包を入念に縫着して脱臼を予防した. 1年後の現在，

外観は良好で疹痛なく ， 園内 ・回外 180
0

， 主主背屈 75
0

でj京職に復帰している.

術後成績

12症例のうち，手関節固定後短期間で切断した 1i?1J 

と，観察期間の短い 1例を除いた 10{fIJについて術後の

成績を観察する.

外観については，ほ正良好と思われるものは 4例で，

他の6例は不良である.疹痛については，まったくない

ものが 6例で，残り 4{flJには軽度ながら認められる.可

動性については，If!.!内 ・回外運動がかなり良好なものが

4例あり ， うち 2{flJは人工骨頭置換例である. 主主背屈運

動については，70。以上の可動域をもつものが 3例にす
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表 1.

症 例 いIJI 服 務 |受診前に受l
けた手術 再建術式 | 外観 I ~ 団内回l吋外運動屈運動 備考

1. S. T. 29 M 右 巨細胞腫jJJ 緋骨移植 悪い (ー) 600 450 

13 ~f 

2. M. K. 51 F 左 巨細胞服務 :tiullle 
1m骨移植 きわめ

(一) 80。 100 
内反手醜形 11 ~1え+付移植 て悪い

3. S. A. 43M 羊[ 巨細胞腫筋 mF骨移植
や〉

(+) 。。 450 1年後，4
5壬下 4ヵ月~l1f. い EDCij建裂

4. I-I. T. 38 F ;{i 巨細胞腫jpj
t蚤j限

I~J iln固定
i王 -:

(+ ) 100 200 3年後，切 5年4ヵ月+}fJ・移植 良い 断

5. C.羽r.49 F 左 巨細胞腫ELE
綴JIIe

Prosthesis 悪い (ー) 1550 32。 接合部のゆ
3年9ヵ月+'~l'移組 るみあり

6. A. T. 37 F 主五 巨細胞腫疹 Prosthesis 良い (+) 180。 1100 接合許I1のゆ 4!p 7ヵ月るみあり

尺'白・の tま-:7. S. K. 20 F 左 巨調1111包服務
centralization 良い (+ ) 1800 40。 4 {f 7万刈

8. 1. N. 14 M 右 軟骨肉脹 生検 JþH~'移植

9. K. O. 20 F 右 巨細胞艦疹
t蚤 Ir~

関節固定
+'I~・移植

10. H. S. 39 M 右
Aneurysmal 

緋骨移植bone cyst 

11. S. Y. 33 M 左 巨細胞服務
掻j限

H霊骨移植+竹移植

12. Y. U. 19 F 左 巨細胞服務 院l節回定

ぎず， 概して不良である • j)がはいらぬ，疲れやすい，

重い物がもてないなどの訴えがあるものは 7例あるが，

日常生活には不都合はないという 例が多い.なお切断{9IJ

を除く全例が手術に満足していることは興味深いが，こ

れは切断されずに済んだという安堵!\l.~il; ， 成績は不良で

あるにもか〉わらず，良い評価を与えたのではないだろ

うか.

腫'111切除後に行なわれる再建術としては，関節固定術，

関節形成術があり，後者には自家骨移植法，人工骨頭置

換術，尺骨の centralization，向種骨移植法などがある.

このうち主なものにつき検討してみたい.

人工'~J'頭置換術を 2 例に行な っ ているが， l{~IJについ

ては前述した. 他の l例は 49才，女・再発した巨細胞

j匝疹であり，切除後，術中にレジンを手でこねて形成し，

それを掃入したので，適合が不十分なため後に 2次的に

本式の prosthesisと交換する予定であ ったが，3年 9

ヵ月後の現在，患者は不使なく生活している.骨との接

合部に異常可動性を認め，X線では骨吸収像を認める.

との術式は，治療期間は短く ，手被骨との適合も良く ，

手技は簡単で，術後の外観，可動性ともに良好であり，

きわめて魅力的な方法であるが，接合部に問題が永続す

るという最大の欠点があるので，適応には慎重に症例を

や〉
(ー) 80。 35。 1年後，移

4 ~手 3 ヵ月悪い 植骨の'j:l-折

6ヵ)J後， 3 {p 5ヵ月
切断

良い (ー) 180。 750 1年

や〉
(ー) 70。 70。 1壬F思い

'骨癒合未完 6ヵ月
}戊

選ぶべきである.

関節固定術を我々は 3例に行なったが，2例は再発し

て切断となり，他の1例は観察期間が短いために，いず

れも術後成績を論ずるに価しない.諸家の報告によれば，

陛骨，緋11・，腸骨などから大きな骨片を移植して手関節

を固定し，良好な成績が得られているが，いずれも可動

域の記載が不十分である.これは比較的確実な結果が期

待でき，術後の外観は良く ，続発する関節症のおそれは

なく ，囲内 ・回外運動を温存すれば推奨される良い術式

と思われる しかし，可動性に関しては難点が多いので，

遁応は慎重でなければならないと考える.

Stewartらによ って紹介された緋骨移植による関節形

成術を我々は 5例に行な ったが，4 {9IJは手関節が脱臼し，

可動性も不良という結果となった.か〉る成績不良の要

因は，榛骨の手根関節商は手根骨を受け入れる凹形をも

つが，勝骨骨頭は凹みのない急斜面を呈するという解剖

学的な差異にある.

初期の不良成績を反省した結果，脱臼を防ぐため，

Parrishの述べるように勝骨を凹形に成形して手根骨と

の適合を良くし，関節包を移植骨に十分縫若し，伸筋支

帯の縫合にも留意し，尺骨との間に籾帯形成を行なって

解剖学的な関係を良くする必要があることが明らかとな
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った.症例 10はこのような注意を払ったため，ほ少満

足すべき成績を得ている.もとより症例数は少なく ，問

題は多いが，この術式にも明るい希望がもてたものと考

え，今後，症例を重ねてゆきたい.

質問 矢部(慶大経形)

我々は，このような場合 radiocarpaljoi ntの固定

術を行なっており，他の方法は行なっていない.これは

intercarpal jointで十分に日常生活に耐え得る運動性

が残るからである.尺骨小頭は切除する.~í市， 変形の

出現はま ったくない.演者の考えはどうか.

答 巌

手関節国定術を行な った例の，術後の回内 ・凶外運動，

掌背屈運動は，どのくらい得られているかについて伺い

たい.

我々も凶xEv討を今後行ないたいと考えているが，やは

り"J動性についての問題が多いように思う. I=I家骨移植

による関節形成術で良い成紋が得られる自信がついたの

で，この方法を続けたい 問題が生じてから，固定術に

麟み切っても決しておそくはない と考える.

39. 肘関節部外傷(第一報〉

一一統計的観察一一

口石将博

田中 治男

小 池 勝

清 田 卓 也

?竜宗章 西 堀

平 田道規 熊谷日出丸

安藤公信 佐々木孝

実 藤巻 悦 夫

平沼晃 上村 正吉 川 島弥*

緒言

手がその機能を十分に発揮するに必要な支持機能を営

む，上j腕と前腕の間にある肘関節の機能障害は，手の機

能に大きな影響を与える.肘関節部外傷後に発生する変

形や!H関節運動の障害，および疹痛などの外fお後遺症は

手の機能を障害するが，後l遺症ばかりでなく ，関節部を

通過する血管，神経がこの部の外傷により損傷されて惹

き起こされる種々の問題，特に上腕骨瀬上骨折に合併さ

れる Volkmann阻血性拘縮や神経麻療，および外頼骨

折後に発生する外反/1、fに起因する巡発性尺付利i経麻子市な

どはi直接に手指の機能障害に結びつく .これらの点より，

我々が今まで行な ってきた肘関節部外傷の治療を反省す

るとともに，今後に残された種々の問題を解明する足掛

りとするために，当教室で取り扱った過去 7年間におけ

るIlt関節部外傷267例の統計的観察を行ない，また予後

調査を行なって，この一部に予後成績を得ることができ

たのでこ〉に報告する.

* M. Kuchiishi， M. Koike， M. Hirata， H. Kumagai， 
H. Tanaka， T. Kiyota， K. Ando， T. Sasaki， M.Taki， 
M. Nishilコori，E. Fujimaki， H. Hiranuma， S. Ue-

mura (助教授)， W. Kawashima(教役):昭和大学整形

外科.

表 1.疾忠別分類.

治療法 Follow. 
症例数

非観|叫その叫例
血的的 1也

:~ 1 2~ . ~~ 29 

通!r:ii '1'; 折 11 i 4.1% 11 7 

上複介廿折 3 1.2% 1 2 
腕

48 18.1% 26 18 4 14 

内fiUJ上頼'J'l'Jir 5 1.8% 3 2 

内頼 '11 折 5 1.8% 3 2 1 マHゆ:ifl 折 26 9.7% 12 13 1 4 

'甘 鈎状突起竹折 1 0.4% 1 

挽(附]."t頭，'j折 10 3.7% 7 3 3 

骨 i~t'\・i 頚部什折 2 0.8% 2 

複 数 1i・ 折 9 3.4% 5 4 3 

JH 関節脱円 5 1.8% 4 1 1 

JHI~I 節脱 l司 "'1' 折 3 1.2% 2 1 1 

モンテギア竹折 7 2.6% 2 5 

焼 "'1・"，].llJ!脱臼 2 0.8% 2 

外 fお後遺症 52 19.4% 21 20 11 15 
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調査対象ならびに調査成績

昭 39~45 年までの 7 年間に当科を受診した)].j 関節部

骨関節外傷の患者は 267例で， 同期間の外来患者総数

40，234例の 0.7%，手の外科登録患者数の 10.7%に当

る.性別では，男 178，女 89，右 45%，左 55%，年令

別では 10才以下に多くみられ頼上什折，外頼，丹

数を占めている.受傷原因をみると転礁が約半数を占め，

次いで転倒 31%，その他となっている.疾患の種類をみ

ると表 1のごとくであり，頼上骨折，外頼骨折，Jl't頭骨

折，外傷後遺症が多くみられた 以上の患者に対して我

々の行なった治療法を大別してみると，非観血的療法

173例，観血的療法を行なった症例は 7717IJであった.

症例別で頼上'行・折は，ギプス 15例，徒手整復 40例，fE
引療法 18例と保存的療法が大部分であり， 1~血的療法

を行なったものは Holmbergの分類 皿 および IV型の

5例のみであった.外穎骨折で転{立の高度のものは，徒

手整復の成功率が低く ，観血的治療が多く行なわれてい

る.外傷後遺症では非観血的 21例，観血的 20例で，内

935 

反肘および外反))寸などに対する骨切り術 14例，関節形

成術2例，神経最IJ目!E移行術4例などとなっている.

MIJ損傷，合併症および後遺症

我々が取り扱った267例中で神経血管損傷のみられた

ものは， 副J:t.l依ー として肘関節開放性脱臼を伴う上l腕![j)j)V~

断裂後に発生した阻血性拘縮 1例，頼上'1'1析に合。iせる

神経麻癒 717"IJで，おかされた神経は，桟竹神経は 4，正

中神経 1，正中・尺骨神経合併 1および前骨聞神経と総

骨神経麻療の合併 1となっており，骨折型分類よりみて

E型 2例， IV型 5例となっており転位の高度のものに多

くみられ，発生H寺J~)は受傷直後よりあ ったもの 2 例， 他

は51::1以内に発生し，治療法別では受傷直後より の217lJ

を除いて，1 例は接'~1'師による高IJ子固定， 他 417"IJ は室長引

中に発生している.次に外傷後遺症 52例のj京疾患をし

らべると，頼上官・折に起因するもの 24例，内反JJサ17例

で最も多く，次いで外綴骨折後のもの 17例で，このう

ち外反JHが 10例あり ，8伊lが遅発性尺骨神経麻療を起

こしている. これら後遺症と治療との関係をみると 13

表 2. アンケート成績.

複

11 2 

~ I 131

1

1 1 ~ 
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例が接骨師で治療を受けており，中でも遅発性尺骨神経

麻癒4例はいずれも外頼骨折で，外頼骨片の仮関節に起

因せるものであった. 他の外科医 11例，整形外科医 5

伊lとなっている.

治療成績

アンケートならびに直接検診により予後をう"1り，保存

症例は 78{rtJ. このうち非観血的治療 52例，観血的治療

26 {rtJで，経過観察期間は最長 7年，最短6ヵ月，平均 4

年 6ヵ月である.アンケートによる成績で，直接肘関節

の機能に関与する運動性，変形および広痛につき，また

肘関節外傷が手指に及ぼす影響について， およびi¥DL

表 3 上Jriu'¥'J・瀬上'骨折の治療成制.
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からみた患者の訴えなどの成績をみると，表2のごとく

である.

我々の判定基準にしたがって総合成績をみると，優

44.9%.良 33.3%.TiJおよび不可 21.8%であり，外傷

後遺症の成績は必ずしも満足できず，治療法別でみても，

観血的療法においては外傷の重症度も高く，またその他

の因子もはいってくるため，その成績は劣る.直接検診

成績は症例数も比較的多い上腕骨類上骨折 28例につき

肘関節屈曲伸展障害の有無， 臨床的内外反角計 i~tJ. およ

びX線計測により，内外反角と側面像にての前方凸角を

調査検討した.その結果，表3のごとく屈曲障害(+)15 

例，伸展障害(+)9伊J.臨床的計測による成績で，健側

より外反増加 4例，内反を呈するもの 16{9"tJであった.

むすび

我々は 7年間のIH関節外傷の統計的観察およびその予

後調査を行ない，これら関節周辺の外傷は解剖学的治療

成績が生理的関節機能の成績に結び、っき，その予後を左

右し， また 2 次的な関節症発生の原因ともなることを~l

った.その合i:Jf症は直接手指の機能に影響を及ぼすので，

特に細心の注意を払う必要があり，また後遺症も肘およ

び手指の機能に大きな障害となるので，これらの発生は

できるかぎり防止する必要がある.以上の点より，個々

の治療方法および問題点につき，今後なお詳細な検討を

加える予定である.

質 問 中嶋(済生会滋賀県病院整形)

我々の病院畿形外科で過去 5年聞に加療した骨折総数

は1.659例あり ，上肢の骨折は 7141JiJ43%を占めてい

る.このうちJH関節部骨折は 6%を占める.症例は 55

才， 女子.上腕'~J.下端開放性複合'骨折. このような症例

に対し，私は関節商の整復を可及的，解剖学的に正しく

行ない.Kirschner銅線を用いて固定し，術後 3年の今

日，初め相当の機能障害を予想したが，JH関節機能は，

軽度の屈曲障害を認めるほかは良好な成績を示している.

このような関節内および関節周囲骨折に対しては，転位

をできるだけもとの位置に整復することが良好な機能を

得る道であると信じるが，演者のご見解をお伺いする.

答 口石

結論に述べたとおり，解剖l学的治療成績が生理的運動

機能をより良く改者できる.先生のご意見とまったく同

じである.

追 加 工藤(順天堂大整形)

肘関節の開放性j悦臼骨折に正中神経麻療を合併し，順

調な経過をたどって完全回復した症例を追加する.
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患者は 13才，男で，鉄棒から落ちて左肘を受傷した.

上腕骨遠位端は肘関節屈側の創外に露出し，前腕は後方

に脱臼して内外両上穎骨折を伴っていた.正中神経領域

に知党鈍麻 ・運動麻療があった.

たジちに全麻下に debrid巴mentと正中神経検索を行

937 

ない，上l腕'円滑車後方に逸脱した正中神経と骨折 ・脱臼

を整復し， 6ヵ月後に知党 ・運動ともに完全回復した.

上述のような症frl]fこも早期整復を行なえば，特に若年

者の場合には良好な予後を期待し得ると考える.

40. 肘関節付近の圧挫傷創により末梢神経麻輝をきたした症例

吉 田 元 久

木下:!J4治

はじめに

最近我々は，JIサ関節付近の強い圧挫傷により末梢神経

麻療をきたした 5症例を経験したので報告する(表 1). 

表1. 症例.

高沢晴夫

武内鉄夫

黒坂武司

槍 山建宇*

疹痛がなお続いたので:iE中神経最l]l1lfE術を行なった.さし

たる改善が得られなかったので動脈撮影を行なったとこ

ろ，上腕動脈は正常に比し著しく細くなっているのを認

手術 t
川疹

影
見

造
所

州

H
昨
川

血

回

開

伺
V症 争11終麻療 受傷原因

1 左正中事l'経麻療 神経最11離術
24才，男 左尺↑:j"神経l祥事草 約 500kgの鉄パイフーにはきまれた.

什片摘出術 + + 
2 

右尺'白神経麻療 神経最11雌術
27才， ~耳 コンテナと船の踏み板との 1111にはさまれた.

神経移動術 + 
3 

右正中神経麻療 神経最11隊術
35才，男 エレベーターのドアにはさまれた.

血栓摘除術 + 

4 左挽'H神経麻徳
荷物の升降機とドアの問にはさまれた.29才，男 ;;(i筋皮神経麻療 神経最Ij離術 土

5 
;;(i正中神経麻簿

20才，g:J ベルトコンベアにはさまれた.

症例1. 23才，男.転倒した際，約 500kgのパイプ

が3本ころがってきて左肘から前腕を圧挫主れた.受傷

1ヵ月後に Volkmann拘縮を疑われ当科を紹介されて

来院.左肘から前!腕にかけて疹痛が著明で clawhand 

を呈し，他動的に指を伸展させると疹痛の増強をみた.

正巾 ・尺1i神経麻療の診断のもとに理学療法を施行し，

指の伸展はかなり可能になった.しかし睡眠が妨げられ

るほどの強い疹痛がなお継続した.X線像で尺骨神経百年

に小骨'片があり，これによる神経の刺戟も考えられたの

で，受傷6ヵ月後に神経恭1]離術と骨片摘III術を行なった.

術後， 一時症状は軽快したが，正中神経領域のシピレと

* M. Yoshida， H. Takazawa， T. Kurosaka， T. Kino. 
shita， T. Takeuchi， K. Hiyama :横浜市立港湾病院

整形外科(横浜市中区新山下町3丁目)

めた(図 1).星状神経節プロックとカピラン，ユベラな

どの投与により症状の改善をみた.

症例 2.27才，男.コンテナ運搬中，すべってコンテ

ナと船の踏み板との聞に右肘をはさまれた.某院で尺骨

神経麻療の診断のもとに治療を受けたが，ij-tからがI腕に

かけての強い疹痛と 4・5指の屈曲拘縮を主訴とし，受

傷 7ヵ月後に当科を受診した.4・5指の屈曲拘縮は尺

骨神経損傷ーによる屈筋腿 spasmのためと考えられたの

で，尺骨神経ブロックを施行したところ，4・5指は他動

的に完全伸展できた.尺骨神経最1]離 ・移行術を施行して

一時改善をみたが，数日後，1t{;痛は再発し， 4・5指は再

び屈曲拘縮を呈した.なお動脈撮影の結果，特に異常所

見は認めなかった.星状神経節ブロックの効果もあまり

なく ，治療に困難をきたした.
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図 1.上腕動脈狭小化

図 2上腕動脈閉塞.

症仔IJ3. 35才，男.ホ)j.J関節をエレベーターにはさま

れ某医でれIJ縫合のみを受け，た￥ちに当科を紹介された.

正中神経J:nft5の診断のもとに倉1]を開いたところ，上腕二

頭n有の部分断裂はあったが，正中神経の断裂はなかった

翌日 ，ij-t関節より末納が健側に比し冷たく，協什!lI)J脈の

熔!]j}Jもふれなかったので動脈撮影を行なった.上腕動脈

の閉塞(図 2)が認められたため手術を施行， Fogarty 

のカテーテノレにより血栓摘除術を行なった.正中神経麻

療は約 4ヵ月後ほ Y完全に治癒した.

症例 4.左出骨神経麻療と右筋皮神経麻俸を合併した

症例であり ，受傷 1ヵ月後に神経争IJ離術を施行， 5ヵ月

後に軽度のシピレ i'i.~はあったがほジ治癒をみた.

症例 5.左正中神経麻療であるが，第 2指JIT¥筋のみに

症状が現われ，保存的療法にてほメ完全な治癒をみた.

以上我々は， /li関節付近の圧挫傷により発生した正中

神経麻簿2例，正中 ・尺'白神経麻療1伊J，尺什神経麻療

1伊IJ.桟骨神経と反対側の筋皮神経麻療 1例，計 5例を

報告した このうち症例 1，2の2例は Causalgieと恩

われる強い悲痛があり ， その治療に困難をきたした. 2 

1f1比も指の伸展が疹痛のため自 ・他動ともに強度に障害

されていた.症例 lは理学療法で指の官11J践にかなり改善

をみたが，症例2は神経1/<11同!E.移行令Frを行なったがあま

り改善をみなかった.この 2例とも相当に重い重量物に

よってM関節付近を圧挫されたため，神経損傷を起こし

て疹痛が発生したものと忠われる また動脈撮影の結果

では，症がnは上腕動脈の著明な狭ノト化が認められたが，

症例 2は上腕動脈の具常を認めなかった.症例 1におけ

る動脈の狭小化は受傷11寺内膜の損傷 ・血栓形成が起こ っ

た結果か， あるいは 2次的に血管運動神経障害による

vasoconstr ictiol1などが考えられ，いずれとも断定しが

たいと思われる. しかし，症例3は受傷'1'.期に!l"yj}派の兵
常に気づき，動脈撮影により血栓形成を認め，その摘除

術を行ない比較的良好な結果を得た.もし動脈の損傷に

半期に気づかず，そのま〉放置されたならば，あるいは

症例 1のように動脈の狭小化をきたし，疹痛発生の一閃

にもな っていたのではないかと考える.JH関節付近のj玉

挫により神経損傷を起こした症例に対しては，血管:系の

損傷にも十分留なすることが大切であると痛感された.

質問 渡辺(新潟大整形)

症例 2における， 4. 5指の屈曲拘縮の原因について，

筋電図検査およひ守手術時の筋肉の状態について，お聞き

したい.また simulatiol1に関するアプローチも必要で

はないか.

答 高沢

症例 2は，筋'?!4図上では中枢性の波形であり，J¥_.'行事11

経に絶えず京IJ1はが力11わっていたために，筋の収縮が起こ

ったためのものと考えた.
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質問 木下(中国労災病院整形)

カウザノレギーの成因として，動脈と神経幹の癒着によ

る純物神経系の異常刺戟を考え，正中神経損傷に最も多

いという事実をあげている人があるが，手術を行なって

両者に癒着がみられたか否か.

答 吉田

症例 1では軽度の癒着(正中神経と上腕動脈)が認め

られfこ・

41.肘関節強直に対する関節形成術の予後

一一手の機能に与える影響について一一

石井清一 三浪三千男 浅井正大

伊藤邦臣 松 野誠夫*

一般に肘関節形成術の結果は良好であるといわれてい

るが，これまでに術後成績を詳細に分析した報告は少な

い.我々は当科のIH関節形成術の予後調査を行ない，種

々の観点より検討してみた.

調査対象および方法

昭 23~46 年までの 23 年聞に. 50例 51関節の111関節

強直または部分強直に形成術を行なったが，その内訳は

男 32伊IJ. 女 18例である.左右別では，右 29関節に対し

左 22 関節であり ， 年令は 4~64 才の間に分布している .

結核，外傷によるものが 34例と過半数を占め，次いで

ロイ".関節症，化)政性関節炎が続いている.

術後成績の調査はアンケート，直接診察あるいは入院，

外来カノレテによ ったが，術後の経過観察期間は 2ヵ月 ~

20年8刀月(平均 3年 8ヵ月)で.10年以上の長期間

の観察は 5{ffIJに可能であった.

手術方法

初期に行なっていた posteriorapproachを，次第に

lateral approachへと変更し.B1P6年以降はほとんど

後者のみを採用している.上腕骨内外上穎に起始してい

る屈筋群と伸筋群，さらに肘頭からは上腕三頭筋出~を骨・

膜下に最IJ離して病変関節を露出し，関節を形成したのち

O.M.S.j肢を柿入する.O.M.S肢は 51関節中 41例に

使用している.その場合，以前は複胞にして挿入してい

たものを.B8 31年以降は上腕什の造形関節面のみをlii

層の O.M.S.j換で被っている.I雌や籾帯への手術侵襲を

最少限にと Yめることができるので，関節の安定性をそ

こなわずにすみ，しかも肘頭の骨切り術を行なわないの

* S. Ishii. M. Minami. M. Asai. K. Ito. S. Matsuno 
(助教授):北海道大学整形外科

で，早期より運動練習を行なえる利点がある.

結果および考察

術後の可動j或を年次別に分析すると.50。以上の可動

域を獲得したものは，昭 21~35 年までは 28 例中 13 例

であるが，昭 36年以降は 22例中 19例と大幅に増加し

ている.こ』で肘関節の機能を考えてみると，肘関節の

屈曲が 95。以上可能であると，口に手をやったり ，髪を

結うことが可能であり，また屈曲 45。以上の伸展が可能

であると用便の始末が容易になる.有J!fYJ域を 500

以上獲

得したものについて， その可動域が屈曲 45~95 。 の範囲

以上を示すものを検討してみると，満足のゆく可動減の

得られたものは 50例中 25例であり ./1836年以降では，

22例中 14例 (64%)である(表 1). 

術前の強直角度と可動域の関係では，術前，屈曲 40。

より伸展位で強直したものは術後屈曲障害を残し，術前，

表1. 術後 l戊絞，関節可lI~J Jjj.x .

…ケ昨li-13?叫JJ

L flJ;-lJ 
2 

1 
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屈曲 65 以上の屈曲位にあるものは仲版附害を践す傾向

を認める.手術の成功率が高いのは 21~30 才までに行

なわれた場合で，14例中 10fflJに満足すべきi'J!(YJ域を獲

得している.これよりも若年者，または正Ji令者でも成功

率は 50%か，それ以下であり ，年令の要因が大きいこ

とがわかる.原疾患については，関節症の成功率は明ら

かに苅率で，外傷，結核も比較的好成績を得ているが，

ロイマ，化!股性関節炎の成績は劣っている.

術後 5年以上を経過した 12関節について可動域の変

化を観察してみると，可動域の増加したもの 6例，かわ

らないもの 3例に対し，減少したり再強直に陥ったもの

は3例である.

術後の運動痛を，検討した 21名中 15名が訴えている

が，全例が我慢をすれば仕事を続けられるか，またはほ

とんど影響がないと答えてお り，それほど問題にはなっ

ていない.一方，動揺性については，検討した 21名中

13名が自覚的に肘がガクガクして困ると訴えており ，そ

のために軽いものしかぶらさげられないか，重い物をも

ってもプJが抜けてしまうと訴えているものが 18名の多

数に達している.他党的に動揺性を認めるものは，検討

O' 

120 

130 {iJJJJ:性 (-)
、ーーーーー一一ーーー、F一一ー-ー~

耐~J.í;tl' (+) 

a. rY>1節の"n引IJJr!(と動i行生。

'1-1はま った くガ 711:;しな い

少しガクガクする

ガクガクしてl吋る

+t ~、むのしかよりさげり れ ない 杉劣

カ.;;;'_.I)IHくてし よ らさげら れる

がすぐに )Jがぬけてし まう

nいは うの腕 とかわ りない

b. ，1，心者の自覚1定状.

図1.IHfl!1節の動揺性について.

11 

した21例中 10例である.可!WJJ或を獲得すればするほど，

動揺性は増1JIIする傾向を示し，特に伸展がより良好なも

のほど，lJ¥)J揺性は増加している(凶 1).

前l腕の回旋運動は，術後，明らかに改詳したものは 76

%であるが，大多数の症例は術後もある程度の障害を残

し，特に囲内障害を放すものが多い.術後，教し く低下

する強力は，11寺IHjが経過するにしたがって，ほゾ術前の

状態にまで改善するが， 自覚的に握力が弱くて図ると訴

えたものは 21名中 18名の多数に及んでいる.またlJサ関

節形成術が手関節運動に与える影響をみようとしても，

特定の所見は見当らない.

最後に，形成術の行なわれた患者 20名を選び，訴え

を検討してみると，ほゾ全例の 19名が日常生活や仕事:

に不便だと答えている.その内容をみると，M関節に動

揺があるために，lJ.Jのカや物を握る力が弱いと訴えてい

る反面，)H関節lの運動性についてもまだ満足していない

(灰I2). 

我々は，個々の忠者の境遇を十分に考えたうえで手術

に踏み切ることが必要であり ，単に"1動域のr'Mmにのみ

心を奪われることがあってはならない.

a. n匁201'，

'J.tl間町j"'"1 doJJJ.!<が'"11111
45-95・刀純1111以 !の b
"J 

I -_Ij~;/) uf1!)Jt~! ・ 止 :J I~' ぃ
むの

仲)1ii~Jli( 1 一品ii-)たLノ》

b. 11'，':';ゴ.11可申{Iι1¥ノ〉と H 、fJJ!ですか

l'他

: :. : ~ イ ' 1'，と

司、 f~ 1:::也 t.;.. t. い

C. '::/， tうた 凸.て イ、f'J.iですか

IIII:}Jか(tl.、 1)/j.. 1.、

111 :I' ~，申 5 ヵ :!t ~\ 

知'比内鈍いとよ二心かある

!けがえr7117する

111"有11
'‘

4却を j~: ゐ )J -!J".j:j l.、

手i1，)山あとから!これゐ

図 2 アンケートからみた患者の訴え.
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質問 三浦(名大分院整形)

適応の決定において，術前の筋力をいかに考えられる

か.また術前の筋力増強のトレーニングを行なっている

のかどうか.

答 石井

上腕二頭筋，上腕三頭筋の術前の筋力が，術後の成紛

に及ぼす影響は大きいと思われる 上記の筋群の筋力に

ついては，術前，十分に筋力増強訓練を行なっている.

質問 矢部(慶大整形)

10才代の成績が悪い理由について伺いたい.私は 14

~15 才の男子の形成術後. myositis ossificansにより

改悪した経験があるので，それらについても経験があれ

ばお聞かせいたジきたい.

答 石井

若年者の形成術の予後が悪い大きな原因は，患者の協

力が十分に得られていなかったためだと思う.

質問 河野(浜松聖隷病院)

1) 後方からの進入では N.ulnarisを直視下に山せ

たいので.N. uJnarisを損傷する心配はないか.

2) O. M. S.肢の煎IJ戟はないか.

答 石井

1) 我々の Jateralapproachでは，病変関節を骨膜

下に露出するが，その際，尺骨神経を損傷しないように

細心の注意を払っている. しかし合fJI:症のみられた 15

症例をみると，そのうち 9例は尺骨神経の一過性の不全

麻療であり. Jateral approachを採用する場合の最も気

をつけなければならない点である.

2) O. M. S.膜の京1]戟性の存在は，松IJIf助教授の実験

結果からも推察される.我々は，以前は複層にして O.

M.S.脱を挿入していたが，最近 10年間では上腕骨の

造形関節商のみを単層で被っている.

質問 柏木(神戸大整形)

むずかしい関節形成術の遠隔成績を率直に発表された

点にまず敬意を表する.

尺骨神経の麻療が術後に比較的多い点および外側から

の侵襲で，前腕の屈筋および伸筋の付着部を剥離するこ

とのむずかしさを考えると，後方侵入路よりもそれだけ

の利点があるのか.原則として桟骨小頭を切除するのか.

また.1/3が結核性関節炎であるが，術後，結核の再燃

はなん例あったか.

答 石井

Campbellの手術者にも，結核の関節形成術には十分

気をつけるべきだとの記載があり，我々も種々の検索を

行ない，活動病巣のないことを確かめてから手術に踏み

切っている.

争11後.J股協を形成したのは 17例中 2例である.

追加 栗村(東京船員保険病院)

Posterior approachを嫌われた理由はよくわからな

いが.N. ulnarisを恭IJ離して，またそこにもどした場合

に.adhesionが起こ って後療法時に palI1を訴え，術

後，成績に問題を残すことになるのではないか.

Arthropathy の際. posterior approach ではいり，

N. ulnarisを前方移行しておくことが，より安全で，

良い成績をあげることになると思う.

42. 手根骨単独骨折の経験

星秀逸 前 田 秀 也 田 沢陸夫ポ

表1.最近，手根骨単独骨折 33例を経験した・その内訳は，

舟状骨骨折 18例， 三角骨骨折7例，豆状骨骨折 3fflJ. 

大菱形骨骨折 1伊J.有鈎11骨折4fflJ (うち 1例は舟状骨

什折と有鈎骨体苦[1骨'折合併の非常に稀有な症例)である.

今回は舟状骨骨折を除いた手根骨骨折を中心に述べる.

|c吋SexlA副Side

性別，年令別，左右別については表 1のとおりで，男

性に多く .20~30 才代が過半数を占めている

* S. Hoshi. H. Maeda. M. Tazawa 岩手医科大学整形
外科.
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骨折像および受傷機転

手根什骨折の場合，その受傷状況をくわしく確かめる

ことはなかなか困難であり ， したがって受傷機転を明確

に述べることはむずかしい.

三角 ' I~l伺・折 :4 例は三角骨背側結節部'I'J・折で， 3例は

三角什体部'j'J'折である.受傷状況も，iI有者では手をつい

て転倒したものが多く，残る 1仔iJは自転車で停車中の自

動車に追突したものである.三角骨{本部骨折は，すべて

発動機のハン ドノレ，自動車のクランクの逆転による.

受is機転も背1llIJ結節部骨折の 3例は，手関節背屈，尺

屈強制位による機裂骨折で，残り 1仔iJはむしろ手関節掌

屈，機屈強制位での擢裂骨折と考え，骨i本部竹折は強制l

背屈位で，手掌からの外力により ，)i状骨，豆状'H'，機

尺'rJ'遠位世間などにはさまれた圧迫)H'折と忠われる.

豆状骨竹折 :1例は豆状i!'長刺!とほジ平行に走る械骨

折で，2 17IJは豆状骨関節面とほゾ平行に走る縦骨折であ

る.受傷状況は自転車で転倒したり，高所より手をつい

て転落したりして起こ っている.

受傷機t伝は，前者では尺側手根屈筋，小指外II去il1i， 豆

鈎靭帯，豆中手籾帯，横手根靭脊?などによる擢裂骨折で，

後者は，筋，靭帯などによる椛裂骨折という考え方は無

理で，むしろ庖逮外力によるものと恩われる.

大菱形骨~I'J 折:大姿形骨長制lにほジ直角に走る横骨折

である.受傷状況は発動機のハンドノレが逆転し，母指と

示指問を強打して起こ っている.

受傷機'1i，i;は母指外転位で C.M.関節Iにほ￥長'IQU方向に

外プJが加わり ，第 1，2中手骨，小菱形骨，分l状'自には

さまれた圧迫骨折と忠われる.もちろん，手関節部の直

達外力，1~j:栴対立筋， 短時指屈筋などによるm裂骨折も

あってもよいと思われる.

有鈎骨什折:1 17，Jは有鈎骨長軸にほ豆、直角に走る徽骨

折で，;;fζ例は丹l'状骨骨折を合併している. 1 17，Jは有鈎骨

{本部末約寄りの外側縁の付折で，残り 21f'Jは有鈎什鈎部

骨折である 受似状況は，有鈎骨体部骨折は自動車のク

ランクの逆転により起こり ，残り 3例は11忌務，転倒など

により起こ っている(園 1). 

受傷機転は.手T鈎什{本部末檎寄り外側縁の骨折は尺11¥11

手根屈筋， 中手手根籾宇佐などによる椛裂'I~ '折で， また鈎

部骨折も，短小指屈筋，小指対立筋などによる催裂骨折

と考えた.事笑，両17，JともX線像で剥向性型の骨折1象を呈

していた・有鈎骨体部1'1'折について発生機転を説明する

ことはむずかしい.とくに舟状骨骨折を合併している場

合， 軽々し く結論を述べることはできないが Fenton

の naviculo.capitatefracture syndromeの説に従っ

hamalp 

図 1 丹l 状骨，有鈎骨体制~'\'J 折.

HO!11atc Capitate 

恥
Ahe 

¥!  ¥ 
Naviculo-capitate Naviculo hamate 

図 2. 発~Iô機転 ( n av icu l o 一 h amat e fracture syndrome) 
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て解釈すると好都合である.すなわち，外力が;協什茎状

突起部に加わった場合，舟状骨の waistの部に様骨茎

状突起がノミ状に突き当り，骨折を起こし，この場合，

外力が強いときは舟状骨を介して有頭骨近位端に達し，

有頭骨骨折を惹起すると述べている しかし，有頭'白'は

主方体で構築的にも他の手根骨'に比べて頑丈な骨である.

したがって様骨茎状突起からの外力が舟状骨を介し，頑

丈な有頭骨をも介して有鈎骨体部近位部に加わった場合

には，骨折を惹起することは予測できる(仮称 naviculo.

hamate fracture syndrome). 特に有鈎骨近位端は三

角形状を呈し，横からの外力に対して損傷しやすいと思

われる(図 2).

治療

我々の症例はすべて保存的に取り扱い，合併症もなく

社会復帰している. もちろんisolatedf ractureで，将

来，変形性変化，i為関節i形成の予測されるものや，早期

の運動開始あるいは stabilityの維持の目的では，観血

的操作も企図されなければならない.また，特に豆状骨，

三角骨，有鈎骨骨折の場合，尺骨神経麻療や豆状骨骨折

に尺{JjlJ手根屈筋J~損傷を合併することもあるという報告

もあるが，か』る場合にも当然観瓜l的操作を要すふ

X線撮影方法

おのおの手根骨骨折に対してのX線撮影方法は，多く

の人々により 多彩な方法が提唱されている.しかし，臨

床的に手関節部外傷に対して，か 〉る方法を採用するこ

とは無理である.案外このことが実際にはもっと多いと

思われる手根骨骨折がみのがされている一因であろうか

とも思われる.そこで，最少限，手関節背j段，側方の2

方向搬影のほかに但l外，囲内での斜方向を加えた 4方

向搬影をすることを強調したい.

43.豆骨単独骨折の 11症例

本田 一 成 福沢玄英 三谷晋一 小川英一*

手の骨折のうち，指骨，中手骨のそれは多いが，手根

骨骨折の発生は比較的少ない.手根骨のうち，舟状骨卜，

月状骨については比較的骨折が発生しやすいが，豆骨・の

骨折はきわめて稀で，手根部外傷と合併するも のもあり，

単独骨折はさらに頻度が低い.我々 は豆骨の単独'白'折 11

例を経験したので，数少ない本骨折報告例に追JJIIしたい.

症例は自験例5例，横浜市立大学関係の整形外科より 6

例，計 11例である.

症例.19才，男，電気工.1966， 1， 17日，高さ 2m

のハシゴより転落し左手掌と右膝を突く.翌日初診.左

手尺側手根隆起に腫脹，圧痛，皮下出血あり，手の尺屈

が痛みのため制限される.X線上， 背掌方向で豆什に，

上肢軸に一致する縦方向の骨折.骨折線はや〉開き，尺

側骨片は;協側のそれよりや〉 大である.斜方向で豆骨関

Ui'i直iは三角骨と適合し病的所見をみない(図 1)・手関f，i'i

経度掌尺屈イ立にキ、プス包帯固定 4週. 4週後の X線所見

は，骨折線は末中布梓梢ド白'!端に開きを残すも骨

通院ぜず，5年後の followup 時，居所不明であ った.

症例. 28才，女，事務員. 1970， 1， 5日，階段をか

* K. Honda， G. Fukuzawa， S. Mitani， E. Ogawa :川
崎市太田総合病院盤形外科(川崎市駅前本町). 

け下り，すべって床に手の尺側を突き，ころぶ.即日初

診.手関節はほとんど腫脹なし背屈に制限あるも局在

的圧痛不明で，面IJ木固定にて帰宅.翌日受診時，腫脹，

自発痛増加し，豆骨に明らかな圧痛をみ，手の背 ・尺屈

制限あり .X線上，豆骨自hに沿う検骨折をみ，斜方向で

は線状骨折が立骨関節面に及ぶが，三角骨との適合は保

たれている(図2a). ギフ。ス包帯 4週固定後，骨折線は

不明瞭と なり，癒合をみた.受傷2ヵ月後，字を書くと

き，尺屈時に軽い~痛あり ， 豆骨に圧痛なく ， 以後， 'f客

痛は消失した.

我々 が今回集めた本'門・折 11例をみると(表 1)，男7

例，女 4例，年令は最低 19才， 最高 60才で，20才代

に最も多く 6例をみた.左右別では左手 5，右手6で差

はないが，女 4例はすべて右手であった 発生原因は隊

段，JV1J立などの高い所より落ちたものが多いが，舟状骨

骨折，月状骨・脱臼に比し，日常の比較的騒い外傷により

起こ っている.骨折型式は前述の症例のこーとく ，縦，横

2型の骨折がみられ，機骨'折8例，縦骨折 3例で後者が

少ない.治療期間はお 〉むねギプス包帯4週固定を含め

て 40~90 日を要し， 治療終了時， gripの弱まり ，豆骨

の圧痛，手尺屈時の悲痛を残すものもあるが，手関節に
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図1.縦骨折症例.

a.横'0-折症例.斜方向撮影にて診定

機能障害を残したものはない.

考 察

豆骨は近位手根列を形成する手根骨の 1であるが，機

能的に尺側手根屈筋に存する種子骨とされ，重要視され

ない.豆骨伺'折は 1911年 Deaneの報告をはじめとし，

Schneckは手根骨外傷294例中，豆骨1i折 13例， Snod. 

grass 171例中 1例， Bizzaro 123例中 1例， Anderson 

図 2

b.横骨折にて豆骨関節面不撃をみる.

79例中 4例， Persche 826例中 22例， Nyakasは 528

例中 6例と，多数の手根骨外傷を集計し，初めて本骨折

を発見し得，手根骨柄'折の3%以下 とされる.豆骨骨

折はしばしば Colles骨折，他の手根骨骨折または脱

臼と合併し， 単独骨折はさらに少なく ，Vasilas (1960 

年)の 13例でも単独骨折は 7例にすぎない目本邦の報

告はほとんど単独什折で， 1955年菅原の 1例をはじめと
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表1. 豆骨骨折症例.

945 

症例 |年令1性5J1円受傷嗣 l京因

1 19 男 1966年 はしご 2m より落ちた

2 41 男 1967年 3m より落ちた

3 30 男 1969年 歩行中ころぶ
4 28 女 1970年 階段より落ちた

5 21 男 1970年 ころぶ

6 60 男 1970年 階段で

7 26 女 1969年 たいこ橋ですべる

8 49 女 1970年 ころぶ

9 28 女 1970年 階段で

10 39 5丹 1966年 腕l立から

11 26 !Jj 1970壬F スキーでころぶ

し，北田 1171]， 滝田 1例，古谷2i日]， 磯部 1例，平尾 13

例，7!?柳2例と本報告までに 21例にすぎない.1962年

以降 9年聞に我々の経験した手根骨骨折は 54例 57骨折

で，有鈎骨を除く各手根骨に骨折がみられたが，最も多

い舟状肯'骨折 28例に対し，豆骨・骨折は 5例で，お〉む

ね 5: 1， Schneckの 10:1より頻度ははるかに高い.

従来この骨折は手背屈強制時の尺側手根屈筋の張力によ

るとされ， Vasilasは直達外力を強制した.豆骨には近

位端に尺側手根屈筋，逮位端に小指外転筋， pisohamate 

lig.， pisometacarpal lig を付し，本骨折は相反する引

き合いによる推裂骨折であると平尾らは述べている 本

報告 11例を加えた本邦 32骨折につき骨折型をみると，

型不明 2，粉砕骨折2以外は線状骨折で， 28例を算し，

徽骨折 23(豆骨末端 5，中央 17，近位端 1)，縦骨折 5，

|左右5JIJI骨折判 断 j切「円 治療終了時所見

左 縦 40日 尺屈11¥¥

豆骨院11m裂隙せまい

左 機 90日 撮りが弱い
掌屈?市

左 縦 38日 握力が弱い

右 横 90口 尺屈痛

左 被 60日 豆骨に圧Jli'i
豆骨関節ij!j:位聞大

才7 横 90 ~I 豆骨に圧縮
豆 ~i'末端'口-耕{

;;{i 横 38日 怒りが弱い，腫脹
立'f:J'関節而不整

右 横 45日 豆骨末端骨肱

右 検 ギプス後中止

主王 横 44 n 湿りが弱い

右 縦 35 n 是非屈1ifi

後者は直逮外力とみられ，横，縦の比は 4:1である.

豆骨はX線背主主方向で三角骨と重なり識別しにく h 頻

度の高い検骨折診定には Vasilasの semispineview 

が推奨され，我々は通例，手関節外傷にX線 4方向撮影

をroutineとしている.縦骨折は背掌方向でのみ注意深

く観察せねばならない.豆骨は ulnartunnelに隣接す

るが，本報告例には Howord の例のごとき尺骨神経

障害はなかった豆骨骨折の骨片転位は軽度であるが，

横骨折後，関節商不整を残す例では，Jenkinsの関節症

発生に対し，なお長期の観察を要するであろう .本報告

例は第 1線病院で診定され，本骨折の認識を新たにすれ

ば，従来見過ごされたであろう本骨折はさらに増えるも

のと思われる.

44. 放置した手の舟状骨偽関節の追跡調査

伊藤忠厚 池 谷正之 畑 昌 宏

滝田孝博 肥留川道雄*

手の舟状骨偽関節を長年月放置していかなる病変が起

こり得るかを観察し，その臨床症状を一定の基準で評価

* T. Ito， M. Iketani， M. Hata， T. Takita， M. Hiru ~ 

kawa: R本医科大学整形外科.

することは欧米の報告には散見されるが，本邦では，ま

とまった報告はない.実際問題として症状の軽微な症例

や，第 1線で活躍中の運動選手に，治療期間の長くか〉

る骨移値術を必ずしも絶対的適応と して選択できずに
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表1.

折 型 :VJ診年月 什折年令

右 11要 部 S. 36. 8 がJ3年

左 1要 部 1/ 36. 11 1/ 2.8 

2 右 近 1/3 1/ 37. 5 グ 3

3 左 腰 部 1/ 37. 8 グ 2.6

4 右近位部 37. 8 グ 2

5 左 l要 fi刊 1/ 38. 10 11 1. 6 

6 ;(i 近位苦I1 fノ 39. 4 1/ 1 

7 te水平斜 11要lIfl 。 40. lO 1/ 5 

8 ;{i H要 ml 1/ 40. 。4

9 ;(i 近 1/'3 グ 40. 2 。2

10 j王 |際 11刊i 1/ 39. 10 ク 2

11 1e 近 ]/3 40. 4 。10"ド?

そのま〉経過を観察してしまう消極的な方針を取らざる

を得ないことがある.

私たちは 1昨年の本学会で舟状骨偽関節の臨床像につ

いて，自然治癒の起こった珍しい症例を示し，保存的治

療の可能性と放置観察例の数仔IJを合わせ報告したが，今

回は，その後 followup し得た症例の X線像上の推移

と，手関節機能を調査したので報告する.舟状骨{為関節

29例 32関節のうち，積極的治療を行な ったものは 13

例で，そのほかは放置し，これらのうち 11例 12関節を

直接検診したが，受傷後，最短骨折年令は約6年，最長

骨折年令は約13年である.初診時の平均什折年令は 2.8

年で，11例中 10例が初診当時は現役の運動選手であ っ

たことも，本症が重要なスポーツ外傷であることを示す

と考えられる(表 1). 

症例1. バレーボーノレ選手，両側j汁状廿!腹部{為関節.

H百36，8)J初診，受傷後右 3年，左2<9三8ヵ)J経過，受

診の動機は再三にわたる再受傷によるもので，:J)!.在，受

傷後約 13年経過，両手関節ともに機能的にはま ったく

良好で，手関節運動時に偽関節1部は離|羽しない.左舟状

骨近{立'n・片に円形の陰影を認めるほか，右舟状骨と同様

に，その輪郭も正しく骨梁も鮮明で，手根間関節裂隙の

狭小化もなく ，変形化も認めない(図 1a) 

症例 2.パレーボーノレ選手，京近位 1/3jft)偽関節. ng 

37， 5凡主IJ診，受傷ー後約 3年経過，再受{i'jーにより受診

現在，骨折年令は約 11年， ADLに支障はないが手関節

背!日¥tlilJ限(1!&側の約 70%) がある. x M~t象で偽関節1守I1

は癒合傾向にあるようにみえ，同部はもはや離開しない

この症例の初診時には，手関節背機屈強制{立で偽関節部

現在受i1:i 自主古川手以!節 口約 IlJ11.1:のJnw
後年 )J 機能

約 13'1" 4竪 t正 (ー) | 版 関 係

1/ 12 1nf 俊 (ー)

グ 11 4盛 良 (土) 事務系

グ 10 無 優 (ー) 事務系

1/ 10 無 良 (ー) 教 師

1/ 8 無 優 (+) 営業関係

1/ 7 ~年 良 (ー) -~n: 務系

1/ LO 111， 俊 (+) ? 教 師

日 俊 (一) 技 師

7 11怪 良 (ー) 蛍業|苅係

fノ 8 4径 i廷 (ー) 教 J'uJi 

。15? II~ 良 (ー) 事務系

は離閉した.舟状骨の輪郭は鮮明，什硬化度を附してい

るが，関節l裂lij:(の狭ノト化や茎状突起の尖鋭化は認めない

(図 1b) 

症例 3.バレーボーノレ選手，左I1要1守s{;為関節. n[j 37， 8 

月初診，骨折年令 2年 6ヵ月，手関節痛を繰り返し受診.

しかし大学，社会人を通じて以後 5年 4ヵ月間，現役選

手として活躍，現在，受傷後約 10年経過，ADLに支

障ないが，手関節背屈制限がある.舟状骨の輪郭は鮮明

で1i'梁もl列Ilfjt， n寺として手関節痛を自覚する.

症例 4 バレーボー/レ選手，布近位 1/3部偽関節.昭

37， 8月初診，受傷後 3年経過，手関節痛のためーたん

競技を中止していたが，その後 4年間現役を努めた.現

在，受傷後約 10年を経過， ADL に支障なく ，手関節l

背!日j制|授を認めるが， 完全に偽関節を形成したま ~X線

像での著変は認めない

症例 5 バレーボー/レ選手，左腰部偽|品川i. IIg 38， 10 

)'J初診，受傷後 1年6ヵ)J経過.再受位Jjにより発見，1 

")/月間保有凶的治療を行ない，その後現役i握手を退いて 2

年経過後，偶然付癒合傾向を認め，再び選手として 3年

間活躍，受{v;後 8年でほぼ治癒のX線像をみる.手闘節

背屈llilJ限が多少残っている(図 1c). 

症例 6.ボクシング選手，右近位部偽関節.昭 39，4 

月初診，受{i'j後約 l年経過，まったく治療を行なわずに

放置し，痛みのためにボクシングはほとんどできなかっ

たという.現在はま ったく症状を向党しない.X線{象で

偽関節制lは完成された所見を示し，手関節運動時に離開

しない.舟状骨の輪郭，骨梁ともに鮮明である.

症例 7.重iltあげ選手，左水平斜偽関節，手関節捻挫
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a. 

b. 

C. 

で加療中，舟状什撮影により偶然発見された.既往には

5年前に骨折 (箇所は不明)を指摘されているが，その

後まったく加療を受けることなく放置，当科受診後も一

切の治療法を拒み，7年経過後の現在，舟状骨全体の硬

化像が強くなり，偽関節部の'商・梁も不鮮明で，その推移

ははっきりとらえられない.体育関係、の教師をしており，

ADLには差し支えない(図 1d). 

症例 8.バドミントン選手，右腰部偽関節.np. 40， 1 

月初診，4年前に国体選手として出場し受傷，現在まで

慢性手関節痛を自覚していた.当科X線技師で，仕事に

支障はないが，両骨片は尺屈で自IE関し，.協屈で接近する.

初診以来5年開放置，X線像上の著変はないが， 自覚症

状が強くなれば積極的治療を行なう予定(図 1e). 

症例 9.空手選手，右近位 1/3部偽関節.昭 40，2月，

右母指突き指で受診，偶然本骨折を発見された.初回の

図1.

d. 

e. 

f 

受傷は 1年 8ヵ月前に，握りこぶしで「かわらを割った

とき」だったという.現在，骨折年令は約7年で，手関

節背屈制限があるが症状はまったく自党しない.X線像

でも偽関節のま>，舟状骨輪郭も良く ，骨梁も鮮明で，

壊死所見はない.

症例 10.体操選手，近位 1/3骨折. 昭39，10月初診，

2年前に床運動で受傷. 1年間某医で加療したが，骨折

は治癒しないといわれ，その後現役選手を努め，現在受

傷後 8年経過，X線像は条件が違うので比較所見は述べ

られないが，舟状'百'全体に硬化像が強くみられる.

症例 11.会社員，32才，左近位 1/3偽関節.スポー

ツ歴はまったくなく ，約 10年前に左手を突いて転倒し

受傷.以来，持続する手関節痛と熱感を愁訴として各病

院を受診，その後症状は軽減したが，I沼40，4月，再受

傷により初診，ギプス固定を 1jJ月だけ行ない，以後治
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a 受傷後約7年， ai!側舟状骨.

療を放棄，受傷後 7年の現在，初診時よりも舟状骨の輪

郭は鮮明となり ，痛みはまったくなく ，手関節背屈，掌

屈運動が俊側の約 70%に制限されている(図 1f). 

以上，主として現役の運動選手の偽関節を放置観察し

たX線所見につき供覧したが， 本症が 10年前後経過し

でも，重大な手関節機能障害の原因となる器質的病変を

きたすことはないという印象を受けた.しかし，すべて

の偽関節が無症状に経過するわけではなく ，受傷後 7年

経過した大工職人の右手舟状骨偽関節では，疹痛のため

現在f相続中であり ，X線所見では健側と比べ明らかに近

位骨片の圧潰化が認められ，なんらかの探質的病変を思

わせる(図 2a). しかし手関節機能は健側の 85%まで

可能であり，次の症例は， 受傷既往のまったくない偽関

節であるが，手関節機能はきわめて不良である.本例は

Birknerの 2分舟状骨とよく似た形態的特徴を示すが

片側性である(図 2 b).さらに次の症例は，10年前に

受傷既往があり，放置していたものであるが，再受傷で

骨折が発見された.数週間の安静で機能はもとに復し，

手関節機能もま ったく正常と思われる.これら舟状骨偽

関節，bipartite と思われる症例における手関節機能の

総合判定はなかなか困難で，私たちはX線像での運動性

図 2

b.既往不明，bipartite (?)世JHJlI].

を，Bunnellの方法により，手根遠 ・近位列間関節と梼

骨手根間関節とで，11f.掌屈H寺，尺 .fJ~屈時， それぞれ

の可動域を計測してみたが，撮影条件によ ってバラツキ

や誤差が多く ，大略の目安となったにすぎないし，さら

に疹痛との関連性を考えると，その評価はまちまちにな

ると

次にX線像で偽関節部の推移を検討する場合，撮影肢

位の設定が重要な条件となる.LindgrenはPerschJの

撮影法を原則として用い，同一症例でも，わずかな方向

のずれが骨折治癒判定を左右すると述べており，私たち

も偽関節の骨癒合判定には，舟状骨が他の手根骨や協骨

下端と重複しないよう な肢位で最大の面積が投影される

条件を検索中である.一般に舟状骨新鮮皮下骨折では脱

臼を伴わないかぎり転位が少なく ， 毛髪様の裂I~~をみる

だけでも臨床症状は著明で，一方，陳旧'丹・折の再受傷例

でも臨床症状の著明な症例が多く ，その鑑別にはX線像

での綿密な検討が要求される. したがって舟状骨骨折を

発見して治療方針を確立する場合，ます'純粋に新鮮骨折

かどうか，偽関節の再受傷例であるかどうかをみきわめ

て可及的良い条件のもとに治療方法を検討すべきである

と考える.

45. 月状骨軟化症に対する silasticimplantによる置換術の 3例

高 田聡 山内裕雄 小野真道*

月状骨軟化症に対する観血的治療法として従来，骨穿

ホ S.Takada : I.m東逓信病院整形外科 (川崎市木月住吉町); 

Y. Yamauchi(助教授):順天堂大学整形外科;M.Ono: 
都立堂島病院強形外科 (東京都板橋区栄町). 

孔術，骨切除術，骨掻腿術，骨量T移植術，月状骨摘出術

が行なわれてきた.また近年，X線上，比較的骨破壊の

みられない).J状'首'軟化症に対して，柏本らの月状骨 ・三

角骨間固定術，月状骨 ・有頭骨 ・有鈎骨 ・三角骨1"1固定
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術，舟状骨 ・月状骨 ・三角骨間固定術がなされ，私たち

も月状'廿・有頭骨問固定術を行なってきた.さらに月状

骨の分裂破接のみられるものに対しては Graner法が行

なわれ，また MercerDuthie Hi pp， Riordanらは全

手根骨固定討すを行なっているが，両者とも術後疹痛は緩

解しても，可動i成が著しく障害され，手関節を常時多用

する本症患者には不使であり ，受け入れがたい点もある.

この可動域をよく保つには，月状骨を全摘出してしまう

のが良いが，月状骨摘出術のみでは術後関節面の不適合

を生ぜしめ，機能障害，さらには長い間には変形性関節

症を惹起せしめる.そこで私たちは疹痛が強く ，月状骨

自体が分裂破壊されていて，摘出が適応となるものに対

して，摘出後の間隙に Swanson型 silasticimplant 

による人工月状骨を充填し，最長約 3年間の観察を行な

い得たので報告する. 3例のうち 2例は他院にて，月状

骨 ・有頭骨問固定術を受けた症例の再手術例である.

症例1. 28才，男子，荷造り業.昭 42，6月，月状

骨 ・有頭骨間固定術を某病院にて受け，術前の疹痛は半

減したもの h 関節を過度に背主主屈すると疹痛が生じ，

荷物をかつぎあげることなど仕事上不自由であり ，可動

域もや〉改善はしたもの〉再手術を希望し，昭 43，2月

に第2回目の手術として月状骨を全摘出後，silicon巴

rubber implantによる置換術を行なった.

症例 2.49才，男子，農業.昭 43，9月，某病院に

て月状骨 ・ 有頭骨問固定術を受け， 術前の~痛は半減し

たもの h 過度に使用すると運動l時痛あり ，やはり仕事

上不自由であり，なお良くなりたいとの希望で昭 45，4 

月，silicone rubber implantによる月状骨全置換術を

行なった.

症例 3.48才， 男子，菓子ぬき型製造業.昭 45，6 

月来|涜.3週間ギプス固定するも疹痛緩解ぜず，変形高

度なため siliconerubber implantによる月状骨全置

換術を行なった.

手術術式

まず手関節背側寄りの横切開にて形のごとく月状骨に

達し，背側の月状骨を大部分摘出する.次いで主主側より

のS字状切開にてはいり ，掌側の残りの月状骨を摘出し，

トンネノレ状にあいた間隙を生食水にて洗い流し，小骨片

を残さないようにする. この間隙に implantを正しい

位置に挿入し，術中，十分に背主主屈して脱臼しないのを

磯かめ，掌側の deepcarpal ligamentを十分に縫合

し，再び背掌屈して脱臼しないのを確かめ，次いで背側

の carpalligamentを縫合する.術後 3週間ギプス固

定したのちギフ.ス除去し，弾性包帯にかえ，徐々に手関

節の運動練習を開始する.

たジし第2例のみは背1lI1J切開のみで月状骨を摘出した

手術成績

症例 1は，約 3年後の現在，R.O.M.は背屈 26。より

60'へ，掌周 100

より 25。へと著明に改善し，人工月状

骨の適合も良く ，異物反応による炎症症状はまったくみ

られず，月状廿昔11の圧痛もとれ，握力も 40と回復し，

日常生活はもちろん，物をしぼるとか， ドアのノプを開

けるとか，仕事上も荷物をもつことができるようになり，

図1.

図 2.
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ほとんどなんらの愁訴もなく，良好なる経過を示してい

る(図 1，2).症例2は，術後 1年 1ヵ月の現在， R.O.M. 

は術前 20
0

より 26
0 とわずかに改善するも，掌屈はほと

んどかわらず，可1!i)J域においては著明な改持はみられな

いが，疹痛は 7割程度減少し，復力は 23まで同復して

いる また術íìíïl，l!.~じていた背側の運動時痛は消失した.

ADLは特に不自由なく，普通の仕事はできるが， 10~ 

20 kgの重盆物をもっと手関節部に疹痛を生じる

症例 3は，術中 Tisch上では人工月状'青'の適合性は

良かったが，サイズの小さいほうを使用したためか，術

後.関節腔内で軽度学側に脱臼し，術後 7ヵ刀の現在，

手主主を突くと痛む.前腕の囲内回外で運動痛あり ， ドア

のノブをI3FIけにくしら筆記するのに力がはいらないなど，

日常生活でも不使を訴え，職業も現在は守1mをしている.

握力も 14と弱い.しかしながら術前にあ った掌側の鈍

痛はとれて，R.O.M.は術前背屈 30。より 55。へ，主主屈

20。より 27。へと改善し，サイズの不適合さえなければ，

本例も比較的良い成績を得られたのではないかと反省さ

れ，再置換術を行なう予定である(図 3).

2nd op. date ROM ADL Result 

A.M. 43.2.3 全;;Free excellent 

F. Y. 45.4.14 ζ Frec good 

S.O. 45.6.29 ι Stationary poor 

一---pre叩 一一一 postop

図 3.

考察

Si lastic implantによる月状骨置換術の経験は 3{fll 

といまだ少なく ，こ〉で多くの結論を出すことはできな

いが，3例の手術例から推察するに，従来の手術法と比

較して，iiT¥Ii}JJ戒がよく保たれ，サイズの不適合に十分注

意し，脱臼さえ起こさなければ比l険的末期の月状什軟化

症，すなわち分裂月状骨あるいは高度変形をきたし，も

はや手根骨間固定術の適応とならず，摘出を余儀なくさ

れるものに対しては，十分に適応になるものと思われる.

質問 平川(中国労災病院)

人工月状骨の安定性のため， 柄を capitatumに揮入

したほうが良いかと思われるが，演者はいかに処倍され

たか.

答 山内

Irnplantの stemはデザインの際，有頭什へと三角什

へとの 2種類を作ったが，実際，置換術を行なう|氏柿

入が困難なことがある.この場合は stemを切ってstem

なしで用いている. Stemをつけたほうが stabilityは

よいであろうと恩、う.

この点，実際の症例をおもちの神戸大の方のご意見を

伺いたい.

追加 藤原(神戸労災病院整形)

私たちも，この 3年間に， Dr. Swansol1の silastic 

implantを 8例の Kienbock病症例に使用した.初期

の症例では capitatumに向って stemを有するものを使

用したが，最近では triquetrumに向って stemを有す

る implantを使用している. この両者を比較すると，

後者では，術後の手関節の可動性は良好であるが sta-

bilityの点でや〉前者に劣る.そこで後者の implant

の stem の方向を1O~15 。 前向きに向けることにより，

stabiJityが良好となるものと思われ，改良の必要があ

るように思う.

追 加 柏木(神戸大整形)

Kienbock病をきわめてllLWIに診断することはむずか

しく ，我々の多くのj心者は，すでに多少X線変化をきた

した者が大部分であり， 10才代の前半に属する若い人に

きたしたものは稀である.患者は手を使う労働者が多く ，

自然治癒をきたした患者をもたない.しかし，その治療

法については手関節の可動性よりも疹痛を除去し，労働

に従事することに満足している者が多い.

演者の症例では Junatumと capitatumとが fusion

されているが，比11渋的早期のものに fusionを行なうと

すれば，むしろ triquetrumとの fusionのほうが好ま

しい. ごく早j切であれば，necrosisになった海綿'目'を

decanceJ lationをして腸骨からの spongiosa移他が良

いと考える.

答 高回

Silastic implantによる人工月状骨は， stem のある

ものとないものとあり ，この 3例の手術例はすべて stem

のないものを使用した.現在の経験のみでは sternがあ

ると，かえってstabi1 ityが悪いようである.

SiJastic impJantによる手術の時期は，月状骨が分裂

破l裂され変形高度である中期から末期にかりでの stage
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のものに行なって，初期変形のない骨硬化像のみのもの

は，月状骨のみの骨髄横目ie，すなわち excochleation後，

cancellous boneを充填している これと併用して月状

骨周囲の肉芽を摘除し， synovectomyを行なって良い

成績を得ている.

月状骨軟化症の自然治癒に関しては，臨床上，月状'庁

に一致した圧痛，および，わずかにX線上に月状1'J'の骨

梁の乱れと，骨硬化像のみられるものを月状骨軟化症と

診断するには多少問題がある.これに自然治癒といって

良いのかどうかわからない症例も中にはあるかもしれな

いと考えられる しかし，はっきり骨'硬化像の出たもの

では自然治癒はあり得ないと考えている.

老人の 10年以上経過した月状骨軟化症では，変形は

高度でも，ハンマーを振るうとか，重労働をしなければ

什関節炎によ る疹痛を起こすこと は案外少なく ，日常生

活では，たとえ可動域が悪くても，荷量関節ではないの

で，あまり愁訴は起こさないようである.

46. 神経血管柄っき指頭植皮術術後の検討

諸橋政m 菊池俊一郎 伊藤 議

吉津秀衛 原田彰*

神経に直接修復術の行な得ぬような例に対しての有力

な手段である neuro.vascularisland flapは，手の繊

細な知党機能までも獲得されるという点ですぐれた方法

であろう.しかし，この手術に問題点がないわけではな

い.中には術後，強い paresthesiaのために，あるいは

植皮片の知党にいつまでも donorの感じが残り， その

違和感のため，ADL改善の目的がかえって ADL障害

の原因となっている症例がないとはいえないことである.

1)はたして paresthesiaがどの程度と頻度に存在す

るのであろうか 2) orientation sensationはこれまで

いわれていたように switchされないものなのであろう

か. 3) これらの違和感がどれほど指の使用度に影響を

及ぼしているのであろうか. 4) もし以上のような点が

大きな問題となるならば， “価値ある手術"とはたして

いえるであろうか.

以上の点について私たちは，過去8年聞に行なった本

手術 17例に， これらの問題を検討してみた.

症例概略

術後8年から 1年までの症例は 17例 19指で， 3才の

男児に行なったものが 1例ある(表 1).母:指 12，示指

6例，同時に行なった環指の 1例もある.Donorには示

指中節部位 1例を含めて，正中神経支配皮膚の環指焼側

14伊IJ，尺骨神経支配皮府の環指尺fJUJ4例，梼骨神経支

配皮府の示指憐側基部(I-Iolvich手術)1例が用いられ

* M. Morohashi， S. Kikuchi， H. Ito， T. Yoshizu， A. 
Harada:鶴岡市立荘内病院整形外科(鶴岡市馬場町).

た.

術後成績

1) 表前知党(protective sensation)，発汗，picking 

up testなど(表 2)

JF.常・知党域からもってきた flapの触党は，大体正常

であった たジ痛党と温度党はや" labile例があった.

発汗はほジ正常にみられたが，術後，約半年はや〉昂進

の状態にあるものが多かった Stereoesthesiaについて

は，物体そのも のの識別能を硬，軟両質に分けて検査し

てみた Paresthesiaの強い 3例はもちろん，表面知党

や2点識別距離が正常でも，必ずしも stereoesthesia

も正常とはいえない Picking up testの成績も母指の

状況によりまちまちであ った.I-Iolvich法の 1例の知覚

は中等度以下に低下していた.

2) Or ientation sensationについて(表 3)

各種表面知覚，["かど」のあるものと， ないものに対

しての pressを加えてゆく圧党検査， さらに pinch，

gripをさせたとき， それぞれ，その実感が伴っている

かどうか，母指と示指など，対立指および母指と donor

との pinchの場合の感覚を検査した(この表で double

sensationとあるが，これは刺戟に対して donorおよび

recipientの両方の感覚を同時に感ずるものをいう). 

a) Switchされた症例について

i) 17例 19指のうち 4例4指が完全に植皮されたほ

うの指知党となっており，さらに 3例が pin.prickの

ときだけ double sensationがあるという状態で，ほと
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表

一
N
恥

Pre-op 
condition 

lyrs 
after op. 

T. K 20 L 2 4 U Volkmann' 8 y 1 m 

2 1(. N 18 R ::! 4 R Necrosed ling巴rtip 8y 

3 M. Y. 32 R 1 4 U Cicatrix， crush 7 y 11 m 

4 Y. N. 33 R 2 4 R Amput. neuroma， crus!J 7 y 8m 

5 1'. K. 40 
し 1 dors II Electric shor 

7 y 10m 
L 2 4 U 6 y 8m 

6 K. 1. 3 R 2 4 R Cicatrix， crush 5 y 6m 

7 C. 1. 39 R 1 4 R Cicatrix， crush 5 y 3m 

8 T. 1. 40 
L 2 4 R Amput. neuroma cicatrix 5 y 1 m 
L 4 3 U 

日 1<.1' 61 L 1 4 R Amput. nearly 4 y 8m 

lO K. S. 19 R 1 4 R Thumb los tubeped 4 y 8m 

11 M.W. 24 R 1 4 R fノ 4y 

12 S. S. 31 L 1 4 R !I 3 y 10m 

13 S. A 27 R 1 4 R Thumb reattach 2 y 1 m 

14 H. K. 60 R 1 2 (total) Thumb pollicization 2y 

15 Y.lく. 61 L 1 4 R Thumb reattach 1 y 7 m 

16 T. K. 35 L 1 4 R !I 1 y 7m 

17 K. S. 28 R 1 4 R Thumb pulplos ly 

R : Radial side; U : Ulnar side 

表 2. 術後成績.

Case Yrs. …Isweat 

Stereo. I Pick-up Sensory 

No. touch prick T ern10.arEsth. dis'c~-i p. l ;:， wea 
Origin.1 HardlS叫 Hard I Soft 

switch 

1 8Y 1mlNorml f l NOIln 
Norm. 4/日 J J (+ ) 

2 8y ク Norm.l !I 4mm !I 4/5 4/5 4/5 Norm. NI)rm (土)

3 7 y 11 m I !I !I !I 3mm i回 5/5 5/5 5/5 !I !I (+ ) 

4 7 y 8m fノ !I !I 3mm !I 5/5 5/5 !I !I (土)

5((12) ) 7 y 10m J J J 10mm J 1/2 1/2 1/2 !I !I 

6 y 8m J J J 6mm J 1/2 :~ / 5 3/3 J J 

6 5 y 6m N orlll.IN orm. Norm 4mm Norm. 5/5 5/5 5/5 Norm. N orlll (+ ) 

7 5 y 3m J !I J 5mm J 4/5 4/5 4/5 !I !I 

8((43) ) 5 y 3m Norm. ノ Norm. 4mm N orlll. 4/5 4/5 ，，/5 J rノ (+ ) 

5 y 3m J ノ J 6mm J 4/5 4/5 J !I 

9 4 y 8m Norm.INorm.1 Norm. 4mm Norm. 5/5 5/5 5/5 Norm. Nonll. (:f: ) 

10 4y 8m !I !I F 4mm B 4/5 4/5 4/5 J Q 

11 4y !I !I Norm. 5mm !I 3/5 3/5 / !I 

12 3 y 11 m '/ !I F 5mm !I 4/5 5/5 4/5 J rノ

13 2 y 1 m !I !I F 4mm !I 5/5 5/5 4/5 J !I 

14 2y Norm. F J 付十 5mm !I 1/2 。1/2 / !I 

15 1 y 7m Norm. F J 十件 4mm F 1/2 。1/4 J !I 

16 1 y 71百 ノ f J 制十 5mm N orl11. 1/2 。1/4 J J 

17 1y Norlll. f J 土 5mm ノF 1/2 1/2 1/2 J J 



表 3. Orientation-sensation. 

Yrs. Orient. sensation Pinch Grip 
Case 

afte. Recipient 
Feelin るE|||Tohpupm.fb . : 

Sensory (Confer) No. op. M lPin 14 prm lprm Thumb:Donor Feeling Paresth switching 
touch Inn-PflcK I cedge I sedge 

1 8 y 1m lndex F Recip. Recip. Recip. Recip. Normal + Normal Completely 

2 8y lndex F Recip Recip. Recip. Recip. 11 + 11 Incompletely (+ donor?) ( +donor?) (+ donor?) 

3 7y 11m Thumb Recip. Recip Recip. Recip. 11 + Thumb: Donor 11 Completely (+ donor?) (+ donor?) 

4 7y 8m lndex F Recip. I Recip. Recip. 
Recip. 11 + 11 Incompletely ( + donor ?)，( + donor?) ( +donor?) 

5 7y 10m Thumb ?(hypesth) ? (hypalg.) Recip.? Recip.? + Thumb: Donor Hypesth (-H-) (Holvich') 11 11 

6y 8m Index F Recip. Double Double 11 + 11 Incompletely (+ donor?) 

6 5 y 6m lndex F Recip. Recip. Recip. Recip 11 + Thumb: Donor 11 Complet巴Iy In fant 

7 5 y 3m Thumb Double Double Recip. Recip 
11 + Thumb: Donor 11 

( +donor?) 

8 5 y 1m Index F Recip. Recip. Recip. Recip. 11 + 11 Completely 
Ring F Double Double Double Double 11 Double 11 

9 4y 8m Thumb Recip. 
Double Recip. 

Recip. 11 + Thumb: Donor 11 (+ donor?) (+ donor?) 

10 4y 8m Thumb Donor Double Double Recip 11 十 Thumb: Donor 11 

11 4y Thumb Donor Double Double Recip. 11 + Thumb: Donor 11 

12 3y 10m Thumb Donor Double Double Recip. 11 + Thumb: Donor 11 

13 2y 1m Thumb Donor Double Double Recip. w 
十

11 (Double ?) 

14 2y Thumb Donor Double Double Double 11 Double (soft=donor) 
11 Paresth.(+ト)Thumb: Donor 

15 1 y 7m Thumb Donor Double Double Double 11 Double (Donor only!!) Paresth. + Paresth.(件)
16 1 y 7m Thumb Donor Donor ? ? (ー) Double Donor only!! Paresth. + Paresth. (-H-) 

17 1y Thumb Donor Double Double Recip. 
智 Double Thumb: Donor ( +donor?) 

ー

湾

鶴

岡

剛

由
間

ω
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んど switchされか〉っていた.

i i) この switchされた 4例はすべて術後，5~8 年

経過した症例であ ヮた.ほと んど switchされつ〉ある

3例も 5年以上，また患者がそれを認識し始めたのも，

そのころであるという .

iii) 幼児においては， この switchに要する期間は

ほジ 1年であった.

iv) Recipientは示指 3，母指 1例であ った.

v) Donorが尺骨神経支配のもの 3例，正中神経支

岡己のもの 1i711であ った.

vi) この 4例は'f'l'，Jf¥，屈筋腿や周囲軟部組織など

深部知党に関与するものがそろ っていた.

b) Switchされていない症例について

i) たとえ表面知党で orientationの switchが行な

われていなくとも，強い paresthcsiaさえなければ，植

皮された指を使つての pinch，gripをしているという

感覚はある.

ii) 一般的な傾向として，柔らかい刺戟や，いわゆる

protecti ve sensationは donorの感じ， ["かどJのある

ものを pressしたときは，dou ble sensation，それの

ないものを pressしたときは，植皮されたその指の感覚

をも っている.Pressをさらに強めると edgeの有無に

か〉わらず recipientの感じをもつようになる.そして

最後まで switchされないで残るのは pin.prickと「か

ど」のあるものを pressしたときであった.

i i i) Paresthesiaの強い症例 3例は， あらゆる 日常

作業に植皮片の使用をさけているし，その中の 1例は，

pinchしているという感じさえもなかった.移動神経校

走行に沿って，または神経分岐部位の paresthesiaや疹

焔症例は， このほかの例で術後 3~4 年続いたものもあ

ったが，ADLを障害する程度ではなかった.

考察

1) 表而知覚について

Murrayや Omerらは術後，年刀とともに多少女n:¥'tの

低下するものがあるというけれども，私たちの症例にお

いては，特にその事実はなかった.た-';'Holwich法の

ような方法は知覚低下があ って，本手術本来の目的にか

なっているとは恩われない.

2) 本手術における知覚改善と，手の運動機能改善と

いうことについて

たとえば pickingup testの成績を向上させるには

知党があったほ うが良いであろう .また知党に伴う発汗

や，pressに対する力の controlが得られることによ っ

て，その成績を向上させることができるのであろう. し

かし， この testは，指そのものの運動能力はもちろん，

訓練，視覚，物体の形状によって違って くることも十分

あり得るので，本来の角1党改善と手の運動機能と直接結

びつけることには疑問がある.また，いわゆる tacti le 

gnosls と呼ばれているものは，表而女!11tと立体党，さ

らに桁の運動機能までを同一次元で処理し，この手術の

効果を計るバロメーターのようにされているむきがある

が，正't;'~・な立体党には正常な表面知党が必要だというこ

とであって，症例にもみられるように recipientとなる

指の状況や運動能力の点で、欠陥があれば成績も下がって

いる.Island flapは知覚脱失部に確実にそれを与える

のであるから，これらに好影科があるのは当然であり，

island flapによ る protective s巴nsationの改善度，

イコール stereoesthesia改話:度や pickingu p test向

上皮ということではない.細かい指先の運動機能や，い

わゆる立体感覚が表面知党改善によって，どういう条件，

どのように影響を受けるかという問題で処理してゆくべ

きものであろう .そういう点で，こ の手術はあくまで女n
党の立と質という観点から評価すべきであろう.

そうすると本手術で，もし知覚の低下がなければ，最

も問題となるのは switchingとparesthesiaが ADLに

どれほどの影響を与えているかという点になる

3) Switchingの問題

これまで switchされないのでないかといわれていた

が，事実はこれが完成されていたものがあ った.それを

要約すると，①幼児，② borderのそろ っている もの，

③ 5年以上経過例が switchされやすい条件のようであ

り，どの指からどの指へという recipientの別や，donor 

の神経支配の別は関係ないようである.この事実から，

次のようなことが想像される. すなわち，switchに関

しては圧党や運動党が皮膚表而知覚の switchを導いて

ゆく要因の 1つとな っているらしいこと，その指を頻用

することが switchと深い関係にあるらしいということ，

orientationの認識や記憶というものが， その個人にと

って脳の中でまったく固定された機能ではないのではな

いか，ということである. しかし，この経路や mecha.

nismについては，大脳生理学上の問題でくわしい専門

分野の人に任せるほうがよいであろう .

4) Paresthesiaの強い症例について

3症例の詳細については省略するが，手術H寺，村i経に

対する処置の仕方と;値皮局所の炎症症状が主因と思われ

た.これらは本来さけられないものでなく ，個々の症例

に対する技術的な配慮で解決される性質のものと恩われ

る.なおほかに術後軽い paresthesiaが続いたり，植皮
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片の周囲に paresthesiaのある症例もみられたが，これ

らはある程度さけ得られぬ現象であろう .また移動神経

分校部や走行に沿って疹痛や paresthesiaのあるものも

前記 3イ71J中の2例は軽度で ADLを障害するほどでなく ，

2， 3年のうちに消失または軽快していた.

強い paresthesiaの残った症例 15に対する処置とし

ては，母指へ移動された neurovascularpedicleの神

経幹を切断し，その末檎侭!と受傷時切断された母指本来

の神経断端とを縫合した. 1年後，知覚回復は完全では

ないが，それまで支配していた強いparesthesiaと違和

感，環指への強い放散痛は消失し，それまで使用を極度

にさけていた母指自身を ADLに参加させるようになっ

fこ.

5) 本手術の総合的評価について

まず忠者に，この手術を受けてよかったと思うか，と

いう質問をしてみた.Paresthesiaの強い例を除いて，

全例が 「よかった」と答えている 特に術後年数を経て

違和感がなくなり， paresthesiaが消失して くるに従っ

て知党の獲得の有意義なことの認識が強くなっている.

さらに tubepedicleによる造母指術例では，寒冷時，

疹痛やチアノ ーゼの減少もこの手術の大きな利点である

と認めている.私たち自身，orientationの switchさ

れない例の使用時の違和感，強いparesthesiaがこの手

術の評価における 1つの疑問点であったが，これまで述

べてきたように，それは患者にと って大きな問題ではな

かったし，年月とともに switchされる事実も知り ，一

方 paresthesiaは技術的な配慮により解決され得る問題

と思われた.以上の点から，本手術は従来どおり高く評

価されるものであろう

むすび

1) 17例 (19指)中4例 (4指)に orientationsen-

sationのswitchが行なわれていた.

2) Orientation sensationの違和感のために ADL

が障害されていることはない.

3) 術後の強い paresthesiaは，手術手技上の問題，

個々 の指例に対する配慮により解決され得るもので

あろう.

4) 指知党の総合的な改善という函からみて，本手術

は従来どおり高く評価されるであろう.

質 問 矢部(慶大整形)

知党の switchingが完成した例に造伺指術の症例が

はいっていないのか.

答 諸橋

Tube pedicle.bone graftを行なった例で，完全に

switchingされたものはない.

質問 内西(慶大整形)

Switchingの判定には，非常に困難であったが，どの

よう な検査方法をとっているのか.ほとんど正しく認識

しているものでさえ，ふっと donorの感をもつことが

あるというが，switching未完成ではないのか，それと

も doublesensationなのか.

答 諸橋

Switchingされたと判定した検査法としては，目をつ

むらせて lighttouch， pin-prickをやると，まったく

母指以外のなにものでもないと答えたものを switching

されたとした.ご質問のように，ふっと他の指でないか

という感じを受ける場合は，まだ switchされていない

と判断される

47.母指機能再建術における neuro-vascularisland ftapについて

内西兼一郎 矢部裕 山 根宏夫

鈴木 三夫 高橋淳 *

知党を失った指は，たとえ皮膚，J此あるいは骨の再建

* K. Uchinishi， Y. Yabe (講師)・慶応I'Ii塾大学路形外

科 H.Yamane:平塚市民病院技形外科(エド塚市);M. 

Suzuki. M. Takahashi :芳賀同本赤十字病院盤形外科

0'1;岡市台urf).

が行なわれ，良い運動機能が得られているとしても，

functional useは期待できず有用な指とはなり得ない.

我々は制指機能再建の一対策として N.V. I. F.を施行

しているが，最近4年聞に 13例を経験し 11例をfollow

upした成績を報告する.13例中造母指は 7例， デグロ
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表1.

整形外科 1971年 10月

症例年令両[JI 
造母 指 |

デグローピング | 

デグローピング i 

デグロービング

デグロ ービング

デグローピング

造

造

母

母

デグロー ピング

百引司日

術後 ~PIIHI

3ヵ月

3ヵ月

5カ月

9ヵ月

HF-

指

指

1 ~F- 1カ月

H手 3カn
1年 11カn
2年 2カn
2'F-4カJI

3年 1カn

未調査骨"'1

指

指

表 2.知覚検査.

症例 |触党 I1市党

1 ↓ 

2 

3 N 

4 

5 N 

6 

7 ↓ N 

8 N N 

9 N N 

10 N N 

11 

(↓鈍麻，N 正常， ↑過敏)

ーピング損傷は 6例である 年令は 12才から 54才まで

で，男性 8，女性 5，右{l¥IJ8，左側5である.術後年数

はl年未満 5，1~2 年 4， 2~3 年 2， 3~4 年 2 である .

Donorとして環指を用いたもの 11，中指を用いたもの

2で flapの大きさは， d. f_ c_より末梢のもの 5，m. f. 

c_より末梢のもの 7，基節中央以下のもの 1である

これらについて，知覚，T. P. D.， switching，発汗，

抱持機能検査を行なった.

1) 知覚検査:痛党，触覚ともに脱失はまったくない

が，軽度の鈍麻を認めるものが多く 5例，正常なもの 4

1f[]，過敏なもの2例である.周囲皮脂における知j;.t発現

は軽度に認められ， sproutingによるものと考えられ

る.

2) T.P_D.: 5~6mm を示すもの 2 例， 10~15 mm 

6例， 18mm以上3例である.

3) Switching: 20回の痛覚および触党検査を行な

った.16回以上正解 (3)は7例， 15~12 回 (2) は 3

例， 11回以下 (1)は1例である・一般によく 母指を使

用する症例は 3となっている.術後 6ヵ月未満のものに

double sensationを示すものが 3例あり，それ以降の

ものにはなく ，経時的に消失するものと思われる 12才

の症例 8は，反射的に正解しているが，この例でさえ時

折環指と錯覚することがあるとい h 使用の際は母指と

して感じているが，生来の環指という観念はなくならな

いようである.

4) Sand paper test :粗，中等度，衝の 3種の sand

paperを用い，その順序を正しく当てさせる. 正解 10

~8 (3)は7例， 7~6 (2)は4例， 5以下 (1)はない.

5) Coin test :硬貨を用い， ギザ、の有無， 干しの有無

を各 10回ずつ問い， 20~16 正解 (3) は 3 例， 15~12 

(2)は5例，11以下 (1)は3例である・ギザの判定は

容易であるが，干しの有無はなかなか困難である.

6) Pick-up test つかみやすいものから順に，サイ

コロ，碁石，大豆の 3種を各 20コずつ用いて行なった.

被験者の健手の作業所要時間との比により判定し， 1. 5 

以下 (3)は5例，1. 5~2 . 0 (2)は2例，2_ 0以上 (1)

は4例である.

7) 発汗試験・ニンヒドリン試験にて判定した.正常

のもの (3)は4例， や〉減じているが発汗のあるもの

(2)は5例，まったくないもの (1)は2例であり，発汗

減少を示すものが多い.

8) 骨吸収造母指術を行なった 5例について，経時

的骨吸収の有無を X線像にて判定した.術後 2年で 3

mmの短縮を示す例があるが，著明な骨吸収は認めがた

く，骨改変の結果，指骨に似てく ると吸収も止まるよう

に恩われる.

考 察

Moberg (1955)， Littler (1956)により始められた

N. V. 1. F_法は，現在言者家により慣用されている.我々

は，その絶対的適応は造母指およびデグローピング損傷

にあると考え，施行している.

術直後は一過性の知覚過敏および paresthesiaを認め

るが，漸時消槌し約6ヵ月を経過しでも paresthesiaを

示すものは 1例のみである.本例は指をほとんど使用せ

ず，paresthesiaが大きな障害になっていると恩われる.

N.V.1.F.の sproutingは造母指の例においてさえも



D.は漸次改善してゆくが，満 1年以降の症例において

も成績がまちまちで，手術手技ならびに母床の条件が影

響を与えるものと考える.

Sand paperおよび cointestは特に独特の検査とは

いえない.

Pick.up testは1.F.の知覚が悪く ，1. F.と pedicle

flapの instability のあるもの，術後，日の浅いもの

などは成績不良で，その他に pinch力，母指の安定性，

関節運動域などが関係した総合的検査といえる.

Sudomotor functionは表在知覚に比ベ，や』おくれ

る傾向があり，循環不全，cold.intoleranceと関係して

いるといえよう.

Donorの部位に有意の差は認められない.

Flapの大きさは，大，中，ノj、3種行なったが，最近は

知覚ばかりでなく ，良好な血行の回復を考慮し，より大

きなものを採取し，指頭部および掌尺側を十分被うよう

にしている.

結 語

11例の N.V. 1. F.の症例を検討し， functional re. 

coveryの点では，ほ〉・満足すべき成績を示し，今後な

お paresthesia，cold. intolerance tactile gnosis不十

分などの問題点について言及した.
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軽度ながら認められている.

Switchingは脳神経生理学的に生じ得ることは考え

がたいが，その年令，使用頻度，期間によ って母指とし

ての認識能が増大してゆくものと考える.なお，従来の

switchingの検査方法に関しては凋題があり，検討を婆

する.

T.P. D は，tacti le gnosisと precisionsensory 

gripに必要な限界が 15mmというが，不良例3例を除

き，いずれも有用な母指となっている.術直後の T.P.
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48. 中手骨切除術と指列移動の検討

永井睦悌 清 水 正平 浜 11符委男 木村功*

老人に隈らず，手の高度挫滅創は予後が惑い.切断に

近い損傷を骨接合，皮膚移植して，その原形をと Vめて

も，機能は改善されず，みにくい手指となり ，長期間の

精神的苦痛が報われないことが多い.同じ程度の損傷

に，同一人が同じ方法で修復を行なっても，その機能は

異なっている.そこで外傷の程度，範囲，解剖l学的破格

から体質傾向まで原因が向けられる.時には切断指を紙

に包み，数H存間後，原形のま〉の復元を要望してくる仔11

もある.しかし，もし復元できる可能性はあ っても，機

能的に手指となるかどうかは疑問である.退行変性の途

をゆく老人の手の復元はますます困難となる 土井らは，

老人の手指の他動運動範囲は増強していると述べ，その

原因は，筋の退行性変化を一因とし，通常の 1:1常生活上

の手の使い方と変形につき述べている.実際，老人の手

を固定すると，短期間で M.P.関節の拘縮をみる 関節

や籾帯の弾力性の低下のためであろう .これに加えて，

手工業に従事している老人の手の変形が多い.高度挫滅

泊11に primaryreconstructionの採用は，老人に最も

適用となる.我々は，老人の挫滅された手に中手骨切除

術を数例に行ない，切除部位と関節の変化，および機能

につき検討した(表 1).

症例1.岩O例 63才，男，工員.

ローラーに巻き込まれ，右全指の基節部に挫お11. 特に

示指は一部の皮膚で連絡していた.創よりデサ、インした

補助切聞を加え，背側は母指側に，掌11111は焼側に弁状皮

膚を作成し，第 21二1"手骨は，軟部組織と'H'膜下に切向jE，

屈筋ilJiJ!を基部に引き出し切離，や11筋腿は!此結合を向性し，

切離して，中手骨を基苦11より切除した.上記作成した皮

膚弁で指間腔を形成し，この際，縫合線が境界面より離

れるようにして拘縮の除去に努めた.

症例 2. 牧O例.49才，運転手.

トラックより鉄板落下，左環指開放骨折，某医にて扇

状進引，皮膚移植，骨接合術，偽関節形成 6ヵ月後，

{中j段位拘縮のため，運転できず，環指切断を希望して来

l免関節包切I~ii. )1次官!I組織切目jE術を行なうも改話ーせず，

背学側面より71<かき部に三角弁を作成する皮脂切IJFlで、中

本 N.Nagai. M. Shimizu. K. Hamazaki. 1. Kimura 
:倉吉市消水整形外科病院(倉音市宮川U1r2丁目).

手骨を出し，llY¥部組織を十分最11離して，手根中手関節部

より離陸rrした.切除後の問膝は総指伸筋を 2分して中 ・

小指の!此結合にl此縫合を行ない，中 ・小指の運動ととも

に間腔が狭く なるように工夫した 術後，軽い屈曲制限

が P.1. P.， D. 1. P関節に認めたが，軽快し復職した.

X線で手根'1'1"とWJI徐問腔は完全に適合していた.

症例 3.危O例，58才，女，工員.

右小指挫滅創で来l涜，第5中手骨基fm部で)'(1Jl11斜面切

除.一部の小指球n古をmJ旨に移行.術後 1ヵ月，美容上

の改善をみたが，運動範囲はかわらず，手掌の幅が狭く

なった.

考 察

中手手l'切除部位と握力の関係を主張するものと，これ

を否定する例をもつものがいる.しかし，手掌の横幅

は，中手仕切除部位に左右される.中手骨と頭部を残す

と，手主主の帽には関係、がない.第 2中手骨は境側手根屈

筋，イ中筋の付岩部が骨底部にあるため，付着部の末梢で

切除しなければならない. しかし， 症例 lでは 3ヵ月

後，切除中枢端iが挽背側に屈曲し，松井らの主張する手

根遠位列の運動llidl方向に一致して転位している.手根中

手関節部の横転アーチを回転横断撮影装置でしらべる

と，小菱形什と有頭骨に角状のアーチと関節裂隙の拡大

を認めた.第 3中手骨を切除するとき，母指内転筋が問

題となる(区I1).第 4，5中手骨の運動は良好であり，

第 5中手骨切除に際しては美容的に斜面切除が適用さ

れ，小指球筋の移行は効果が少ない.切除後の中手骨問

腔の処置として，機中手籾帯の修復を考えなければなら

ない.骨頚下切除では，lt手骨相互の不安定性，隣接指

の回転偏{立が生じる.症例2では指伸筋を利用して横中

手靭帯の修復を行ない，手根中手関節の適合を認めた

結語

老人の高度に控滅された手に，中手骨'切除術を行ない

良結果を得たが，本法は職業，年令，損傷手の状態を慎

重に検討して行なう べきである.

追加 矢部(慶大整形)

演者も 1 19'11に示したように， 中指または環指の中手'I~J '

における指切断後の指列移動に関し，これを行なうこと



症例 |年令 |性 | 
岩 O 63 タj

f色 O 58 女

福 0 65 女

牧 O 49 男

沢 O 45 男

a.正常.

一般演題

表1.

病 名 術 式

右示m指基節部挫滅泊IJ 第 2中手骨基部切除術

右小指挫滅岩1] 買~ 5中手骨斜面切除術

右示拡t指挫滅創 第 2・3中手骨切除術

左君主指伸展位拘縮 第 4手根中手関節目佐断

左母指内転拘縮 ・骨露出 第 2 中手 '~l'切除 ・ 骨移植

b.手根中手関節離断

図1. 回転横断撮影.

指が 1本足りないとは気がつかないものである.

追加 永井
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なく c.M.関節で離断することは，手技も簡単にす 〉

め得るものと考える.この際.deep transverse meta-

carpal ligamentをしっかり絡着することが大切である.

A-V shuntの1f?IJを紹介し，握力の多少の減退がある

以外，機能的にま ったく障害はない.外見上も一見して

中手骨切除後の extrinsic muscle と intrinsic 

muscleのパランスの問題を検討してゆくべきである.

49. Metacarpal phalangizationの 1経験例

緒言

平招晃

阪 本桂造

柏木武

片桐歌

手の機能における母指の重要性については，今さら改

めて述べるまでもないが，母指がその機能を十分にはた

すためには，母指と，これに対向する指がなければ.なら

* A. Hiranuma， T. Kashiwagi. N. Hagiwara :日本

鋼管病院車産形外科(川崎市大仏間n;M. Nishibori， K. 
Sakamoto， K. Katagiri， M. Ando， s. Nishimura: 

昭和大学整形外科.

萩 原信義

安 藤光彦

ない

西堀実

西村哲*

我々は母指を残し，他の指が基部から切断を余儀なく

された 1症例について，中手骨指化術による把持機能再

建を試みたが，この 1小経験をもとに，術後 1年を経過

した患者のアンケート回答を参考として，この種の機能

再建術に関する問題点または反省点について 2，3述べ

てみたい.
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症例 作を再建する必要があるが，この場合には指を作るとい

42才の男子作業中ロー/レに両手を巻き込まれ，右 うことよりも，残された母掲の機能を十分に生かすとい

手は母指末節指腹部を末節骨先端の一部とともに斜めに うことのほうが考慮されなければならない.

挫断され，他の4指は基節骨の挫滅開放骨折と同時に中 この目的に沿う再建術として，中手骨指化術が最も適

手部より deglovinginjury を受け，左手は中指を末 当な方法であると考えられるが， この中手指形成におい

節で，環指は中節で挫断され当科を受診し，た正ちに ては，いずれの中手骨を切除すべきかが問題となり ，こ

brushing， debridement後に右手の奈IJ脱創は原位置に の点に関しては三浦が詳細に検討しているが，本症例で

もどし縫合され，骨折部の整復と高IJ子固定および左中指， は第 1指問腔が比較的よく保たれていること，示指中手

環指の断端形成術が行なわれた. 骨が完全に残されていることなどから，第 5中手骨を母

右手は経過とともに Nekroseとなり， 2週後に接死 指に対向する 1指として形成することが妥当であると判

組織の切除と骨折部より切断を行ない，:1JIJは被覆せずに 断し，第4中手骨の切除を行なったものである.

開放創のま 〉経過を観察したが，肉芽創の状況から *IJ しかしながら術後 1年を経過した患者のアンケート回

断して，さらに 2週後に残存基節骨の切除と肉芽おIJの 答では，現在でも把持力が不十分で，かつ把持痛があり，

scrubbing後に厚自の中間層による植皮を行なった. 日常の手の動作はほとんど左手で行ない，形成手はあま

植皮は 1ヵ月後に完全に生着し，その後 3ヵ月間は再 り使用されておらず，再建術の目的を十分に逮している

建術待期Wl聞とし，その問に，温浴中，自動運動を行な とはい〉がたい.

わせたのち，第 4中手骨切除による第 5中手骨指化術を 本症例において，形成手が使用されない原因が主とし

行なった. て把持力不足と把持痛にあると考えられ，この点 2次

術後2週目より母指と第 5中手'骨'白・頭聞の対立把持練 的手術に際して後日の機能再建術を考慮し，できるだけ

習を開始し，術後 1ヵ月で対立把持の間隔は 3cmとな 残存指骨を温存するとともに，断端は柔軟で移動性のあ

り， 2ヵ月自には 2cm に改善され，さらに 3ヵ月後に る植皮法を選ぶべきであったと反省させられる.

は接指が可能となったが，把持力はきわめて弱く把持痛 また患者は術前の手術に関する医師の説明が十分納得

も認められた できたが，その形態については物がはさめるようになる

しかしながら術後 4ヵ月に至り ，把持摘は軽度となり ので止むを得ないとしても，整容的には不満足であると

把持カはなお不十分であったが，一応，所持lの目的を遠 回答しており，中手骨指化術も前腕におけるクノレジケン

したものと考えて障害治癒とした ベノレグ手術と同様に，機能的にはともかく美容的に好ま

考 察 しくない面があり，医師の考えと患者の要望とが一致し

母指が損傷を免れ，他指がすべてその基部から失われ ないことがあるので，手術適応の判定には慎重でなけれ

た場合には，母指と対向し得る 1指を形成し，つまみ動 ばならないと考える.

図1.術前 図 2.術後(1 ). 図 3.術後(2). 
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追加 室田(慈恵医大整形)

このような症例で，もし基節骨の断端が残っている場

合には，on top plastyの適応があると考える.もし断

端部の癒痕形成が著しくなければ植皮を必要とせず，簡

単な手技と考える.

質 問 本田 (川崎市太田総合病院整形)

Metacarpal transferを行なうとき， neurovacular 

bundleの緊張のためか，母指に対向するような指軸

の曲がりが起こることがあり，か〉るとき，母指との

pinchをしやすいように指南bの回旋をはかるべきか，指

取hをま っすぐに移植すべきか，お教えいたジきたい.

質問 三浦(名大分院整形)

本伊!のごとき手術を施行する場合，Iffr端部の皮!世iの状

態が術後の結果に最も影響を与えるため，初期治療時に

2次再建手術を予定する場合，中間層植皮でなく ，有茎

植皮により皮膚の移動性を得られるよう考えるべきであ

る.

形成指問底部の形成も術後の疹痛に関与するので，そ

の点にも注意を要する.

術前に断端痛を有する症例の術後結果は惑い.争j~前，

断端痛を十分に除去する配慮が必要である.

答 平沼

お説のとおりである. 2次的手術時に，後日の再建術

を考慮して有茎植皮すべきと反省させられる.

また残存基節骨を切除したことも，それだけ指長を短

くしたわけで， もしこれを残してあれば， deep trans. 

verse rnetacarpal ligの切隊や回旋骨切り術などで改

善し得たのではなかったかと考えている.

50. 榛骨神経浅枝移行に よる正中神経領域知覚再建の経験

原徹 也 田淵健一 長 野昭 木村時子

津 山 直一 神沼誠一 古沢清吉*

今回，我々は直接神経修復が不可能な正中神経麻惑に

対し憐骨神経浅校を移行し，良好な知党機能を再建した

3例を経験したので報告する.

症例1.24才，男子.屋根から転落，上J!宛から肢衝

にかけ切創を受けた.受傷後，約 5年の昭 44，5月初診.

初診時所見では正中 ・尺骨両神経の完全麻療であった.

これに対し直接神経縫合を試みるべきかどうかを検討し

たが，受傷後長時日を経過しており，筋神経終末の崩解

が起きている可能性があり，かっ highlevelでの神経

縫合を行なっても神経再生にさらに長時間を要するなど

の理由により ，機骨神経領域を使って運動 ・知党の再建

をはかった.知党機能再建には機骨神経浅枝を束ね，こ

れを手関節の向さで正中神経の知党線維が多く走ってい

ると思われる部分，すなわち anterior.ulnar partへ

挿入するようにして縫合した.なお，正中神経の topo・

graphyに関しては，京都大学整形外科の論文，および

Sunderland の資料を参考にした正確な funiculus

* T. Hara， K. Takabuch :都立広尾病院整形外科(東京

都渋谷区恵比涛2丁目);N. Tsuyama(教授)，S. Kami 
nunla;東京大学盤整形外科;S. Fu rasawa : (焼津市立

病院獲形外科(焼津市三ケ名).

sutureと意義は呉なるができるだけ sensoryfuniculus 

の集合している部分へ縫合するようにはかった.

術後の経過 ・回復状況については，analgesiaの消失

は術後 9ヵ月である.術後 10方月で，物をつかんだと

き本来の挽骨神経域に感ずるのを，母指でも感じるとい

う感覚が初めて起こ ってきた.術後15ヵ月で pin.prick

で指先束IJj践を行なうと，刺戟部位の局在性の識別が薄く

感じるようになった.術後 17ヵ月後の昭 45，11月には

analgesia， anesthcsiaを認めず， また overresponse 

もない.術後 19ヵ月では，指尖刺戟部位に pin.prick

で痛みを強く J@<じるが，同時に本来の固有領野にも簿く

感覚されるというようになり，母・示 ・中指の指尖各機

側 ・尺側の計6ヵ所を刺戟して，どの部位を刺戟したか

の応答を求め認識機能の転換を検査すると，母指では正

しい判断が得られたが，示 ・中指では誤りが多 くなって

いる.次に指尖を軽く圧迫するようにつまんだ場合の応

答は pin.prickと大体一致している.

触覚は 1g.Frey 馬毛で感覚されるが，や』鈍麻を

示した 振動党は角的、占と同じ程度の回復である.温冷党

は混 ・冷の判断はできるが，指尖の局在性認識が怒く，

本来の筏骨神経域全体に強く放散する.直流皮膚'iu:気抵



表1. Case 1. 

整 形 外科 1971年 10月962 巻 22・号 11

ぷメと
刺依された桁の 指尖をつまむ

他 指 不 明
榛 ~UJ 尺 体 正 誤

機側 ••••• 00000 ••••• 00000 
母指 ••••• 尺仮!J ••••• 

挽 側 ••••• •• ••• 0000 00000 
000 

示指 ••••• •• ••• 尺側

検制.IJ •• ••••• C30C10D33 000 ••• 中 指 •••• • ••••• 尺 ~IIJ

表 2. Case 2. 

よ?と
車IJ;;9::された指の

挽似;J I尺側 |全体
{也t:1 不明

挽例l•••• • 
母指 • 

尺側 •••• 
ti仰Ji..... 

示11'1

尺似J'.....  

検側 ..... •• 
中m

抗値の低下を認めた.

2点識別は，母指では 25mm，中指では 30mm以上

である.

症例 2.49才， 男子.昭 44，11月，右上腕上 1/3の

正中神経幹に発生した malignantschwannomaで，広

範囲に神経を切除した.これに対し，知党および運動の

機能再建を行なった.知覚の再建は症例 1と同じ方法で

ある 回復状況は昭 45，3月に Tinelの圧痛点は各指

の proxymalcreaseまで延び，神経再生速度は 1.1mm

を示した. r沼45，6月には術後 7ヵ月で analgesia消

失.知党機能の転換については刺戟部位での痛覚認識と

同時に本来の固有域にも感党が残存するが，局在識別に

ついての検査は，症17"IJ1より良好であり，他の指への誤

認はな く，母 ・示 ・中指の識別が可能であり ，中でも母

表 3. Case 3. 

出IJ伐された指の 他 |不

刺戟制 ~I一瓦 側 I R fJUJ I全体 |指|明

•• •••• • • 母指 -・・・・1・・•• 
示指 • •• •• •• ••• • • • • 

--
h
引

υ挽

尺側

U
円中

jミ ~UI

指は挽 ・尺側の識別が明らかに良い.

触覚，vi brationはや 〉鈍麻を示し，温 ・冷は元来の

榛骨神経支配域に広く放散するなど症例 1と同様であ っ

た.皮膚電気抵抗値の低下を認める.

症例 3.27才， 男子.昭 44，7月左上腕上 1/3正中神

経に発生した malig.schwannomaにて同じ く広範切

除ののち，機能再建手術を行なった.なお対立筋形成の

予定でいたが，その後，患者の都合で延期している.術

後 17ヵ月自の診察I侍所見では症例 1，2とほν同様の

成績であり，本症例では母指の認識機能の局在性に比較

的誤りがあったが，触覚，振動党，温・冷，皮J面電気抵

抗値などについては前の2症例と同様であった.

実際，我々の症がIJでは，症例 1のように central

ajustmentがあまり良好でない症例もあるが，症例 2，3
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では比較的よく起こ っている症例を経験した.

知党の程度に関しては， Highetの規準によれば， Ss 

の回復であり，我々の東大式判定規準では良の回復が得

られたものと判定される.

症例 1のように受傷後長時日を経過した high Jevel 

の正中 ・尺71村1経損傷例，症{1IJ2， 3のように，悪性艇

坊で広範囲切除を行なったため，通常の freegraft， 

cabJe graftの困難な症例には nervecrossmgも1つ

の方法と考えられる.IsJand flapに比し麻療領域全体

に広く知覚の回復が得られる利点がある.認識機能の転

換についてもほ 出満足できる結果であった.我々の工夫

をこらした点は，従来のように単なる交叉縫合ではなく ，

funicuJar patternを理解したうえでの知覚部分への移

行は再生 axonの迷入や Jossを少なくし，またできる

だけ知覚終末に近い距離での縫合により ，神経再生のた

どる距離 ・時間の短縮を計った点である.

質 問 鈴木(長崎大整形)

この手術は受傷後なん年ぐらいまで有効と思うか.ま

た神経終末の再生はどうなるか.

答 原

運動終末は通常， J況神経後 1年半前後で崩壊するが，

知党終末は長く残り，数年後でも再支配可能と考えられ

ている.

質問・追加 岡崎(京府医大整形)

症例2に対しては，いきなり移行術を行なうのではな

く，神経移植を試みるべきではないか.

すでに第8回日本移植学会で教室の平沢が発表したが，

200万repのX線照射で処理した移植片 10cmを使用し

て，尺'口神経に移植し，好成績を得ているのでご追試い

たジきたい.

答 原

Gap 8 cmの freegraftの経験はある.この case

のように，Jateral cordの分岐部から大きく切除したも

のに対しては，次善の策として nervecrossingを行な

ったわけである.同種移植については，いまだ広範囲の

長い，太い神経について確実性が乏しいので，経験は今

までない.

51. 腕神経叢損傷に対する神経移行術の術後成績

小 谷勉豊島泰松田英雄鈴木隆

石崎嘉昭 岩見洋 山野慶樹 井上博夫

森口富英 李舜成 浅田莞 爾*

いとぐち

非回復性の腕神経叢損傷に対して，私たちは 1964年

以来，種々の術式からなる神経移行術を試み，麻療肢の

再建を行なってきた.限られた神経を使用するので，す

べての機能の再建は不可能であり ，おのずから限界があ

る. したがって移行する神経と移行される神経の選択が

問題となる.これらの成績を検討することにより，術式

の発展およひ。その適応について述べたいと思う.

症例と術式

移行術は 15症例に行なわれた.その年令分布は 20才

前後に多くみられる.受傷原因は単車による交通事故が

* T. Kotani (教授)， Y. Toshima (講師)，H. Matsuda， 
T. Suzuki， Y. Ishizaki. H. Iwami， Y. Yamano， H. 
Inoue， T. Moriguchi， S. Ri， K. Asada:大阪市立大
学整形外科.

多く ，ほとんどが traction-injuryであった. 13例は全

型麻療で， 2例は下位型麻療に属し，これらに対して，

運動および知覚の再建を意図したもの 12例， 知覚の再

建を計ったもの 3{1IJであった.運動再建のための移行神

経は，高IJ神経および肋間神経を用い，手指の知党再建に

は，肋間神経，その外側皮枝または上腕内側皮神経を利

用した.

受傷から手術までの期聞は， 1年以内が多く ，術後経

過は，最短7ヵ月から最長7年にわたり ，大多数が2年

前後経過している.

1) 運動の再建

i )則神経外枝の移行術

運動再建のため，高IJ神経外校の移行術を行なった症例

は8{1IJである.1例は上神経幹に 5例はJIM，ij;神経を除

いたのち神経東に， 2例は筋皮神経にそれぞれ移行した.
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成績の判定はj京・津山らの判定法に従い，術後 l年以上

経過したもので，筋力テスト 4以上のものを優，筋力 3

のものを良，筋電図上，回復の傾向を示すが筋力 2また

は 1のものを可，ま った く阿復の傾向を示さぬものを不

可とした.

副神経を上神経幹に移行した 1例は，術後 7年経過し，

三角筋および上腕二頭筋は優で，機能の分離はほず臨床

上可能となっている.機管神経に移行した 5例の上腕三

頭筋の成績は，優 2例，良1例であるが，前腕筋の有用

な回復は認められなかった.筋皮神経に移行した 1例は

優，他の 1例は術後 7ヵ月であるが，筋電図上，回復の

徴侠が認められてきている.

ii)肋間神経の移行術

運動再建に対する肋間神経移行術の成績は，優は 2例，

良2例，可 4例，不可 6例，そのほか術後期聞が短くて

判定不明のもの 2例である.各神経別にみると，挽骨神

経へ移行した優の例は，副神経が麻疲していたため第 3

~6 肋間神経を用いられたものである . 尺骨神経への再

生による尺側手根屈筋の回復は 4例中 2例において良で

あった(図 1). しかし，正中および筋皮神経への移行例

の成績は不良である.筋皮神経の成績の悪かった 1{fl]は

初期の手術であり ，第 2肋間神経のみを移行，他の 2{fl] 

は手術までに 1年 6ンJ月経過していたことによると考え

られる.

2) 知覚の再建

肋間神経による知党再建の成績は 15例中 11例に具所

女fI党の同復が認められた.触党，痛}tは鈍麻の程度にま

で回復したが，多くは paresthesiaを伴ってい る.な

お 3例において，手指への再生知党神経の密度を高め

るため，R1J問神経外側皮枝を内仮.1]前腕皮神経へ移行した.

これは将来，挽骨神経浅校，さらに正中神経の指村怪へ

と移行し，最終的には第 1~3 指の知党回復を意図した

ものである(図 2). なお 5才の女児においてのみ知党

の機能転換は認められたが，今回は詳述しない

考察

運動再建のため， liilJ神経と肋間神経は有用であること

が明らかになった.また，上腕筋の有用な回復には成功

したが，前腕筋の再建によると手指の運動をもくろんだ

初期の目的は達成されず，その試みは失敗に帰した.

前腕筋を支配している榛骨 ・正中および尺骨神経を比較

してみると ， intrinsic muscles を除いた extrinsic

musclesにおいては，後者が最も支配筋群が少ないこ

と，再生距時!tも短いこと，また術後成績からして，前腕

筋の再建にはできるだけ多くの肋間神経を尺廿神経へ移

図1.20才，男 受傷後7ヵ月において，日1)神経を機骨神経
に，第 4，5 Jめ附神経を尺骨神経に移行後3{I三である.
上腕三頭筋は 14J，尺似1)手根屈筋，尺側のj築指屈筋は

13+ Jに再建された.

行することが最適であると推論される. したがって，今

後次のような術式が推奨されるだろう(図 2).筋皮神経

が上腕骨骨頭部で損傷を蒙っていない場合には(時に認、

められるので検索を要する)，肘の運動再建のため，高1]

神経外校を鎖骨の前面において筋皮神経に移行しー前腕

筋の再建には第 3~6 RtJ問神経の筋枝および前皮校を成

績の良い尺骨神経に移行し，前腕尺似.1]手根屈筋と深指屈

筋の再建を計る.さらに，それらの筋枝よりも末梢の神

経幹に再生した肋間神経は 2次的に，近くの正中神経の

筋校に移行される.これら再建された筋肉は， 将来， 肱~

移行術によ って，指の運動の再建に利胤主れる.もし筋

皮神経が上腕骨骨頭部で損傷を受けているならば〉上腕

三頭筋の再建が副神経を鎖骨の前面で侠骨神経に移行す

ることによ って行なわれる

下位型の知党再建に対しては，挽骨神経の浅枝を尺骨

神経の浅校に移行される.以上のような術式の検討のほ

かに，基本的に重要なことは手術手技の改良である.同

じ術式を試みても，成績のばらつきが大きいことからも

特に留意さるべきであり，今後，microsurgeryの応用

が望ましい.

まとめ

過去7年聞にわたる私たちの種々の試みの術後成績に

ついて報告した.麻簿肢の再建で最も大切なのは，手指

の運動であるにもか〉わらず，これの再建には，いまだ

成功していない.今回は，それら術後成績の検討の結果，

なお手指の運動再建の高い可能性が残っていると推論さ

れたので，その術式についても述べた.



般演題 965 

B iceps 

3.運動の再建
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b.知党の再建

図 2.非回復性の全型麻簿に対する機能再建.

追加 ・質問 原(都立広尾病院整形)

私たちは，全型の腕神経叢麻療引き抜き損傷に対し，

肋間神経を筋皮神経に移行し，屈筋としての上腕二頭筋

の機能を再建している.

今まで手術を行なった件数は 27例であるが， 1年以

上経過したものについての成績は， 19 1r1j中，優 11，

良 4，百J2，不可 1，不明 1である.私たちは nerve

crossing を行なう際に，肋間神経を筋皮神経に縫合す

る理由としては，

1) 副神経を使用した場合，残存するほとんどl唯一の

肩甲帯支配筋である僧帽筋の機能低下をもたらす危険性

があり ，将来，肩関節機能再建に影響を及ぼす可能性が

ある.

2) 筋皮神経のほかの神経， または truncus，cord 
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などの部分に移行しないのは，異なったいくつかの機能

がそれぞれ転化し， centraI adjustment が起こるとは

考えがたい.手指の知党のみの再建を行なっても，指の

機能再建は不可能である.

3) 一方，上腕二頭筋の場合は，比較的単純な動作で

on-offのみであるためか，機能の転化が起こりやすい.

などの理由によるものである

質問であるが，上幹に移行した場合，三角筋と二頭筋

との聞に独立運動が可能か.

答 岩見

三角筋と上腕二頭筋の機能分離は可能であった.移行

神経として高IJ神経を用いたのちに，患者はその脱落症状

に対して気づいていない.また，肩甲'H.の運動性につい

てたずねても不便を訴えていない.

質問・追加 岡崎(京府医大整形)

我々の教室においても，非回復性の引き抜き損傷型腕

神経叢損傷に対し，神経移行術を行なった症例がある.

その 1例を示すと， 肋間神経を筋皮神経と正中神経に移

行し，運動は 8ヵ月後で筋力 3程度に肘関節屈曲可能と

なり ，知覚は神経移行部より 43.5cmの手主主部をた〉

くと肘関節と胸部に感じる程度に回復している.

1) 不全型の!腕神経叢麻療に対する手術適応の時期は

どのように考えられるか.

2) 肩関節固定を行なって，患者から，手があがらな

いので不便だと，苦情を聞いた症例があるが，ご経験は

ないか.

3) 異所知党はなん年ぐらい経過すれば改持され，

switchされるか，ご教示ください.

答 岩見

1) 神経移行術のH寺期が問題となるのは叢部損傷の場

合である.このH寺期の決定は，現在のところ，いろいろ

な検査によ ってもむずかしい.

2) 肩固定は主に全型麻療に対して行なっているので，

患者は手術結果に満足している.た正 1{9"IJ，水泳の際に

不便を訴えた例がある.

3) 異所知覚の問題は，移行神経問の解膏IJ学的支配と

異所知覚の出現が一致しない例があった.したがって，

今回はくわしくふれなかったが，これに関しては知覚の

機能転換の問題とからんで検討後に発表したい.

追加 松田

共同の発表者として，機能転換と手術l時期の問題につ

いて少しくわしく述べさせていたジきたい

私たちが移行神経に高IJ神経を用いるに踏み切ったのは，

かつて筋電図学会などでも発表したごとく ，小谷教授が

顔面神経麻癒 (20才，男)に対して，この神経を用い，

その後の肩の障害が少なかったからである.この例の機

能分離について述べれば，練習初期には，肩をすぽめな

ければ開眼 ・口笛運動などはできなかったが， 1年半後

には肩の運動を押えて，顔面筋のみの，上手な運動が可

能とな った.たジし，この例とても筋電図上または肉眼

的に筋収縮の連合運動がみられた.

5才の女児に対して，国IJ神経から上腕神経幹移行の例

においては，三角筋 ・上l腕二頭筋は肩をすぽめると同時

に収縮していたが，漸次，その連絡運動は分離されてき

て，肩の側挙を命ずると，肘屈曲の割合が少なく，肘屈

曲を命ずると肘は 50。まで屈曲できるが，肩の運動は少

ない.このように，三角筋と上腕二頭筋の使い分けが可

能となった例がある

なお，具所知党についてであるが，同一女児において，

不完全ではあるが部分的に指の orientationがわかるよ

うな機能の転換が認められた また，手指の運動がまだ

成功していない患者において，不完全な異所知覚の出現

でも，知覚脱出よりは良いと述べている.

手術の時期に問題が起こるのは叢部損傷の場合である.

Root avulsionと同様の非回復性の叢部損傷，回復性で

あっても有用な回復をしない場合，腿移行による再建が

望めないような，ほとんど全型に近い麻療の場合には，

神経移行討すの適応と考えている. しかし，叢部関傷が回

復性か非回復性かの鑑別は困難で，一般の末梢神経損傷

の回復期待時期よりも著しくおくれるものが多い.か〉

る非回復性の叢部損傷に対する神経移行術のH寺期の決定

はむずかしく，おそすぎれば時期を逸し，いつもためら

っている.私たちは一応，種々の検査の結果， 3ヵ月以

後において，explorationにより神経の性状，直接電気

刺戟に対する反応などにより，神経移行術の適否を決定

している.



52.興味ある術後経過をたどった正中神経縫合例

里子 村 進

小林 茂信

東問紀 彦

島厳

末梢神経損傷の回復後，再生神経線維の過誤連絡によ

り，交叉神経支配の生ずる場合のあることはよく知られ

ている.神経縫合1I;'fにおいても，もちろんこの交叉神経

支配の機会は常時存在し，運動枝に生ずれば個々の筋の

独立した運動を困難にする.では知覚枝に生ずればいか

なる結果を紹来するであろうか.

次に正中神経縫合後，局在識別能に異常をきたした 1

例を紹介し，その原因を考察する.

症例.31才，男子，建具職.

現病歴:約2ヵ月前，ガラス片が右手関節部省主側に刺

さり ，某医にて皮膚のみの縫合を受けた.創は 1次的に

治癒したが右手指の知覚 ・運動障害，握力低下を訴えて

来院する.

現症 :右前腕診側に約 4.5cm の線状癒痕が存し基底

部と硬く癒着する.母指球部に軽度の萎縮を認め，母

指対向，外転運動は不能であり，握力低下が著明であっ

た.E. M. G.検査では正中神経支配の母指球筋群 に

denervation vol tage を認めた.知党検査では正中神

経支配域に一致して知覚鈍麻および脱出を認めた(図 1)

治療ならびに経過:右正中神経損傷の診断で受傷2ヵ

月半後，神経縫合手I~を行なった正中神経は不完全断裂

で，その中枢および末梢側はそれぞれ腫大し周辺と強く

癒着していた.中枢側神経麗は健常な神経束の現われる

まで切除し，末梢側は癒痕組織を切除し細い絹糸で端々

縫合を行なった この際，両断端聞の軸回旋に留意した

が，癒痕と萎縮のため確実にはなし得なかった.

術後の知党回復状況では 7刀月"寺には痛 ・湿党は完

全回復，触 ・冷党は一部を残してほとんど回復していた

が，詳細に観察すると刺戟部位と感覚認知部位との不一

致，すなわち局在識別能に異常が認められた.術後 1年

8ヵ月でもそれぞれの感覚とも，この異常はなお残存し，

10年後の検索でも著変はなかった.Weber法により検

した結果の代表部位を示すと(図 2，3)，痛 ・触 ・温 ・冷，

いずれの刺戟にでも部位により定位の錯誤が顕著で，刺

* S. Nomura (助教授)，N. Toda(諮問I)，T. Hosokawa， 
S. Kobayashi， 1. Sima. K. Tatsuno : :金沢大学整形
外科.

細川外喜男

立野 勝 彦*

図1.術前知覚.

イr
図 2.

図 3.
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戟部{立をごくわずか移動しただけでも別個の遠隔部位に

定位され，ある指への刺戟が特定の指に定位されるごと

き系統性はみられなかった. また~ilJ戟部位を正確に定位

できても，同H寺に遠隔部位にも定位される場合があった.

この定位の錯誤は同一部位を刺戟しでも， WIJ伎の種類に

より~な ったパタ ー ンを示すことが多かった.

本症例のその他の知覚検査では， COll1による粗滑識別

は不能で 2点識別も固有領野での阿復は認められなか

ったヨード澱粉反応による発汗テストでは一部を除い

て全般にや』発汗低下が認められた.なお，運動機能で

は，筋力テスト， E.M.G.検査とも良好な回復を示して

いfこ.

考察

本症例の術後経過の一部については昭 38年，術後 1

年 8ヵ月時の状況をすでに報告したその際，この局在

識別能の異常は，個人差はあっても訓練により漸次中根

の順応を生じ，合理的な再識別機構の発現する可能性を

期待した.しかしながら術後 10年経過した今回の検査

でも，この異常は前回報告時の状況と著変がなかった.

これに類似した現象は， hetero.digital な neuro-

vacular island pedicle flap後の植皮片にも認められ，

Tu¥コiana(1961)は，10例の手術例のうち 4例では長年

月を経過しでも贈与指の感覚が残り，受容指の感覚は生

じなかったと述べている.この手術の場合は初めから形

態的な述接を保持していることが特徴であろう.

一方，末梢神経縫合時には，本来の終末臓器との機能

的な結合はま ったくの偶然にゆだねられる (Cairns & 

Young，1940).すなわち中枢断端よりの再生車111索は決し

て機能および部位の識別能をもつものではなく，無選択

的に手近かな Schwanntubeに侵入する. したがって

縫合時，軸回旋が生じたり，あるいは神経欠損が存する

と，たとえ正確な端々縫合を行なっても，本来の終末臓

器との機能的結合はさらに困難となり，逆に交叉神経支

配の機会を場大せしめる.

一般に低位神経幹内では，知覚 ・運搬J線維は独立した

神経線維束を形成する.たとえば前腕下端部正中神経に

おいても，知覚線維それ自体が受容部位による局在性を

示している (Sunderland， 1945). したがって，これら

線維束問に，仮に過誤連絡を生じ，かつ IfiJ- modality 

に関与した線維の交叉神経支配が成立すれば，本症例の

ごとき局在識別の錯誤をきたすことが十分予想される.

運動事l'経の交叉総合による逆運動は，訓練により中継

の)1国応を生じ，合目的運動へと再編成されるといわれる

(Sperry， 1947). 我々は，か〉る中枢での)1関応が，筋運

動のみならず，知覚の場合も当てはまり，局在識別の錯

誤も，訓練いかんでは改善されるものと予想した.さき

に述べた neurovascular island pedicle flap後の

reorientationが，手指の訓練により可能になること，

しかも精力的な訓練を行なうほど，その転換も速いとす

る報告 (Tubiana， 1961，諸橋， 1964) も中枢での順応、

が生ずる 1つの示唆を与えているからである.しかしな

がら本症例はいまだ十分なる局在識別能を獲得していな

いが，その原因は，識別の錯誤を積極的に是正しようと

する必要性が欠除していたことのほかに，錯誤の型が複

雑で系統性がみられなかったことにあると恩われる.

結 語

正中神経縫合後，知覚線維の交叉神経支配により局在

識別能に呉常をきたしたと思われる 1例を紹介した.神

経縫合時には，できるだけ車111回旋を少なくすることを常

に念頭におくべきである.

追加・質問 牧野(東京医大整形)

次の演題で私たちが報告する症例 1も正中神経縫合後

約9年経過し，かなり良好な回復過程を示しているが，

定位の錯誤がみられ，小指の榛側をふれると中指にふれ

たとJ惑じている.

末梢神経損傷回復過程における misdirectionは問題

となる点であるが，私は顔面神経麻療回復後に下部顔而

筋の運動に一致して眼険閉鎖が認められる(マリンアマ

ット症候群)興味ある 5症例を経験している.

顔面神経は，その支配筋おのおのがかなり異なった，

かつ独立された運動を要求されるので，はっきりした現

象として現われるものと考えられる.

正中神経絡合例においても当然，運動線維の交叉支配

現象があると思われるが，そのことが具体的にどのよう

な症状，あるいは障害として認められるか また神経剥

離あるいは保存的治療例においても，知覚の錯誤が認め

られた症例の有無についてご教示下さい.

答 小林

正中神経麻療の保存的治療および手術的治療例では，

本例 1例のみに発表したごとき知覚の異常所見を認めた.

運動に関する過誤運動は，臨床的には認めた経験がな

い.たジ実験的には運動 ・知覚線維の交叉縫合を行なっ

たとき，失fJ党線維が運動終末に達しでも，機能的な結合

は起こらないという報告がある.

追加 江川 (1坂大整形)

私たちも 1例，同様な例を経験しているので追加する.

10才の女子.5ヵ月前に左手首をガラスで切り，正中
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神経麻療を起こして来院，神経縫合した.経過を追って

いると，だんだん知覚が回復してきたが，部位の錯誤が

あった. 7年後，知覚検査に対してすらすらと正しく部

位を答えたが，それは感じた部位から頭の中で翻訳して

答えていた.10年後のある日，左示指をドアにはさんだ

とき，思わずその示指を引っ込めたことに自分で気づい

たということである.そのころから，知党検査に際しで

も正しい部位がわかるようになった.術後 13年半の今

日，筆でふれると正しい場所に感じていると同時に，他

の指に少しジンジンした!:LI?じを伴うといっている.

追加 田村(国立京都病院整形)

20才，男子.上l腕 1/3内側のロ ーラー挫創で正中 神

経麻療を示した近位似1Iの筋は 3~4 の筋カを示すので

保存的に経過をみたところ 6ヵ月ごろより回復し始め

た.受傷後 2年の現在，示指にふれると母指に感じると

いう.

53. 上腕骨短縮法により端々縫合を行なった

外傷性正中 ・尺骨神経麻婦の 2症例

藤 野豊 樹 牛 尾智彦 牧野 惟男 本 川 広 俊*

我々は断端の離開が大きく ，種々の近接法を試みるも

断端の近接が不可能であった外傷性正中 ・尺骨両神経麻

療の 2症例に，あえて上腕骨を短縮し，端々縫合を施行，

良好なる結果を得た.

症例1. 20才，女性.昭37，7月，ガラスにて左」ゴ路

上中 1/3境界都を約 2/3周にわたって切り，近医にて縫

合を受けたが感染をきたし，倉1Iは移1mして肉芽創となり ，

1ヵ月後当科を受診した.

来院時所見:上腕内側周辺に広汎な疲痕化を伴う不良

肉芽創，感染性疲孔があった.前腕の屈側に筋萎絡を認

め，手指は典型的猿手を呈し，受傷部以下の正中 ・尺骨

両神経領域には知党脱失があり(図 1)，手指の機能はま

ったく 廃絶の状態であった.

手術:ug 37，9月.切断神経の strippingを行なう

も周図組織の癒痕化が高度で，神経は移動性に乏しく ，

さらに両断端の癒痕化が広汎であるため，健常事11経線維

束が出るまで-¥jIJ除したところ，肘関節 90。屈曲位にても

なお 3cm の gapを認め，端々縫合は不可能な状態で

あった.そこで上腕骨を約 3cm 短縮し，神経の端々縫

合を行ない得た.

術後経過:知党と握力の回復は良好である.筋電図学

的には，3年 8ヵ月後の検査では手固有筋の一部に安静

時 fibriJlationvoltageをみるほか，すべての正中 ・尺

骨神経支配筋に N.M.U放電を認める.現在，術後 9年

* T， Fujino， T. Ushio (講師)，K. Makino (講師)， H 
Honkawa (助教授):東京医科大学強形外科.

目であるが，2点識別覚は母指尖で約 8mmとなお不十

分であるが，触 ・痛党の回復は良好である.握力は 13

kgで，かなり重い魔法ピンをもつことができる(図 2).

母指 ・小指ピンチも可能で(図 3)，肘関節運動の障害も

特に認めていない.結婚後，肉屋の主婦として，シュー

マイ作り等の複雑な作業も，なんら不自由を感じていな

いという.すなわち，この治癒成績は，British Nerve 

Injury Committee の基準によれば，正中神経では

M4+' S3+，尺骨神経で M.，らである.

~ 知覚脱失

a.術i'jir目

握力・左(忠側)0 

右(健側)26 kg 

図 1

医翠週 釘!党j<ti麻

b 術後 3'p8ヵn
握力 :左10kg 

布26kg 
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図 2

症例 2. 16才，男性.昭 45，1月下旬，ガラスにて

左上腕下中 1/3境界部屈側を約 2/5周にわたり切った.

受傷・後感染をきたし，近医にて加療中であったが，約 10

日後に当科に紹介され受診した

来|涜時所見 :受傷部にはl多関する感染創を認め，症例

1と同様，不良肉芽創が上腕内側に存在する.前腕屈側

に筋萎縮を認め，手指は猿手を呈し，受傷部以下のlE中

・尺骨両神経支配域に高度の知覚障害 (脱失)を認め，

手指の機能としては廃絶に近い状態であった.

手術:illJの2次的閉鎖を行なった後， DH 45，4，8 日，

神経縫合術を行なった

神経断端部の周囲に広汎な癒痕化を認め，神経線維束

の癒痕化も高度，かつ，広汎であったため，上腕骨を約

3cm 短縮し，初めて端々縫合することができた.

術後経過.現在，術後 9刀月であるが，手指の知覚お

よび手固有筋の回復はなお不十分である Tinelsign 

は手関節より末梢2横指まで存した.母 ・示指のピンチ

は可能である.手関節の屈曲は強力に可能で，回復評価

は BritishNerve Injury Committeeの基準で正中 ・

尺骨両神経とも M" S1の回復段階にある.

考察および結語

神経縫合に際して，jjfr端の近接が困難な場合，一般的

には，端々縫合を行なうために，関節屈曲法，神経遊離

可動化法，神経走行の移動，骨短縮法等の方法が試みら

れているが，それでもなお gapが過大であれば神経移

植法が適応とされている しかし，その成績は端々縫合

図 3.

に比べて劣ることは津山ら諸家も述べているところであ

る.したがって，骨短縮法による端々縫合が考慮される

が，実際の報告例は比較的稀である.

手の機能上，正中神経のごとき，きわめて精密な手指

の知党，運動の十分な機能的回復を計るためには，可能

なかぎり端々縫合を行なう必要がある.この点，我々の

症例のごとく上腕部における正中 ・尺骨両神経の損傷に

対しては，神経移植等を行なうよりは，むしろ上腕'l!'短

縮という犠牲を払っても，端々縫合による確実な効果を

期待することが得策と思う次第である.

さて，この骨短縮法の適応については，Seddonは骨

癒合不全，外見上の問題，手術時間の延長などの理由で，

2本以上の神経幹の切断例の場合のみに，この適応あり

としている.しかしながら，我々の症例では，骨・折部の

骨癒合不全，J!サ関節の特別の運動障害をみず，判的部に

おける正中 ・尺骨両神経の損傷で断端離闘の大なる場合，

積極的に上腕骨を短縮しでも，神経端々縫合が望ましい

とする津下の考えに賛成するものである.

質問 杉浦(大同病院整形)

1) 神経の欠損がどの程度あれば骨短縮に踏み切るか.

2) 肘関節屈曲などに際し，筋力低下はみられなかっ

たか.

答 藤野

1) 我々の症例では，ともに約 9cmに近い神経の欠

損例であり，諸家の報告があるが，これぐらいがその限
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界と思う.

皮切は axillarから前腕中央近くまで行ない，種 の々

近接法は試みるつもりである.

2) 筋力に関して，pinchカなどの具体的数値はない

が， 日常生活ーには特別の支障はきたしていないようであ

る.

54. Cialit保存同種神経移植の臨床例

土井照夫 江川常一 堀 木 篤*

我々は，Cialit溶液に保存した末梢神経の同種移植に

ついて実験的研究を行ない，良好な結果を得たので，昭

41年，第 9回手の外科学会に発表した.その後，現在

まで，臨床的に使用した症例が 10{7"IJあるので，今回は

その結果について報告する.

10例のうち，1年以上の経過観祭を行なうことができ

たのは 6例である(表 1).

このうち，初期の 3例はいずれも高度の挫滅訓練痕を

伴った症例で，Tinel徴候の前進を認めたが途中で停止

し，明瞭な知党 ・運動の改善が得られなかった.しかし，

次の 2{9lJは回復を恩わせる.

症例. Y. M.， 35才，男子，工員.正中神経，尺骨神

経および屈筋腿の合併煩傷で，裁断機にはさまれたもの

である.

3ヵ月後の手術で正中神経は端々縫合ができたが，尺

骨神経は欠損が大きくて神経弁反転法を行なった.受傷

後 1年 1ヵ月，尺骨神経についてはま ったく回復の徴候

がみられず，再手術を行なった.癒痕切除ののち，11. 0 

cm の Cialit保存同種神経を移植した(図 1a). 

移植後，Tinel徴候の前進を認めたが， 7:IJ月目 に母

指対立運動再建術を行なった際，尺骨神経剥南It術を試み

た.神経移植部は中枢側縫合部を中心にや〉膨l径がある

が，色調 ・硬度とも正常神経の外観を呈して，周囲との

癒着もほとんど認められなかった(図 1b). 神経鞘内部

には funiculusらしきものも認められた(図 1c). 

術後 1年 8ヵ月，Highetの判定基準によると，正中

神経についてはお，M4' 尺骨神経については S2+，M3 

である.筋電図所見では，短母指外転筋については fj.

brillation voltageがみられず，随意運動時ほ ジ正常の

NMU voltage が得 られた.第 1~3 背側背' I~司筋からは

* T. Doi， T. Egawa(講師):大阪大学整形外科;A.Horiki 
・大阪厚生年金病院整形外科 (大阪市都民1区上福島市 3丁
目)

安静H札 fibrillationvoltageがわずかに認められたが，

収縮努力に一致する 100μVのcomplexN. U. M. vol-

tageが得られた.

症例.K. II.， 36才，男子，すし職人.やはり正中 ・

尺骨神経，屈筋JIiJ!の合併損傷で，割れた一升びんで右前

腕を切ったものである. 5ヵ月後の手術で，尺'，;;"神経は

連続性があり ，神経剥離にとジめたが，正中神経に対し

ては 7.0cm の Cialit保存同種神経を移植した.

a. Cialit保存同種神経移髄.術中.

b.移植後7ヵ月自の移植片の状態

c 神経鞘内部の funiculus.

図1.症例 Y.M.35才， 男.
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一
似F-

左前腕の挫滅:GIJ

1. K. F. 
上腕'口頭上'白折 伸線機に巻き

19才，列
機骨1[VJ脈断裂 込まれた

正中村i縫 9ヵ月 8.0 cm 

正中神経院Ji裂
尺骨神経損傷

オifti・前腕の挫滅。IJ

2. K. K. 
肘関節脱臼骨折 {申線機に巻き

22才，男
上脱却J脈断裂 込まれた

正中神経 11ヵ月 12.0 cm 

正中神経断裂
尺 'I~' 神経tH fVi 一 一

巻き | 
正中神経 2 年 8.0 cm 
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症 作iJ 受傷|侍の診断

22 .. L !Jj 第 4'1'手 n.}
1[rl'神経断裂

右前腕挫:GIJ
同筋腿断裂
正中神経断裂
尺骨神経断裂

決断機にはさ
ま.l1，1:こ

込まれた

4. Y.M. 
35才，男

1971年 10月

せ々長の片植移
植移

数
ら
日

か
の

傷
で

受
ま

尺 'l~l'神経 1 '1三1ヵ)j

5ヵ月

6 年

11. 0 cm 

裂
似

裂

断

銅

剣

断

経

経

挫
鍵
神
神

腕
筋
中
戸円

前
屈
正
尺

右

男4

イ

H
6
 

円
台

υ

y

、‘
Fh
u
 

一

雄

一

副

一
び
込

一
一

笑

一
た
を

一
れ
腕

7.0 cm 

6. T.Y. 左11サ部挫f:IJ
48才，男 | 尺骨神経断裂

ワイヤーに腕を

引 っ掛けた
尺竹村1経 6.5 cm 

--♂尺骨神経

引
川
H
H付

rl、

片植金
少

f
s
n目

梢

s+

，

中

i
凶

正

調

〆
ノ

/
 /

 

a. xlejJの/，(の車IJ'iJi:で.m
1背側'I'l"問筋から誘発

筋'~11閃が記録された .

尺骨神経L

¥ 

b 手術によ って具常神経

分校を1i(I1IH.{した.

図 2ー症例 T.Y. 48才J Y3 

術後 1年 57'月，尺竹神経についてはら，M3， 正 lド

神経についてはお.M，の判定で，再 び す し が に ぎ れ

るようにな って復職している.筋'む図では，術前すべて

の小手筋から fibrillationvoltageを 認 め て い る が，

術後 1年 5ヵ月では，小指球筋および第 l背側骨問筋か

らは安静時放電なく，随意運動によっては N.M.U.vol・

tagc rと混じて 2mV 以上の giantspikeが得られた.

DJ指対立筋，短母指外転筋には fibrillationvoltageが

わずかに認められ， 随意運動によ っ ては 200~300 μV

の complexN. M. U. voltageが得られた

2 {?，IJとも:i1二小・尺骨神経合併ー損傷であるが，いずれも，

移植を受けた神経についても，普通，その支配域と考え

られる部分に， ~l-I t't ・ 運動， また筋電区lにも改善が認め

られた しかし.Rownt ry は第 1~3 背側'/' 1 '問筋の正
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中神経支配を約 1%に，短母指外転筋の尺骨神経支配を から側面IJ分校が代償的に伸び出して，脱神経筋線維を支

約 1%に認めており，支配神経を確定する必要がある. 配するようになるために生じるものと恩われる.

このために，我々は，移植を受けた神経の走行部を経皮 さらに検討すべき問題が多く，こ 〉には現在まで経過

的に刺戟して，誘発筋電図を記録するという方法をとり， 観察できた臨床例をありのま〉に報告した・

誘発筋電図を得ることもできたが，次のような最後の症

例があるので，回復と断定するにはなお慎重にならざる 追加 諸富(京府医大整形)

を得ない・ 我々の教室においても，昭 40年以来，神経移植につ

症例. T. Y.， 48才，男子，電気工・尺骨神経損傷で， いての実験的研究を行ない，その後，臨床例の観察を行

電柱から転落し，ワイヤーに右腕を引っ掛けたものであ なっている.

る・ Cialitについては，教室の塩谷(日整会誌 1969) も，

6年後，尺骨神経に対して 6.5cmの Cialit保存同 その効果について実験を行ない，昭 42，10月の第 20回

種神経乞上腕骨'内頼前方を通して移植した FI 本筋電図学会総会をはじめ， 第 41~43 回日本整形外
術後2年 6ヵ月，手掌全面に発汗が強く ，知党は S2+ 科学会総会などにて報告している.臨床例については，

の判定で，第 1背側骨間筋の筋力は 4であった 筋電極| 一部は第 43回日本整形外科学会総会にて，くわしくは

では第 1背側骨問筋で術前に認められていた fibrilla. n1 

tion voltageが消失し，随意運動 l時 5mVの giant している.

spikeが認められた. 最近では，いわゆる contactguidanceのためのより

図2のごとく×印の刺戟で第 1背側骨問筋から誘発筋 よき媒体を得るために，Cialit処理法に高圧電子線j照射

泡図も採取され，回復をきたしたもののごとく考えられ 法の併用を行なっている.一方，手術手技の改良ととも

た しかし，患者の手の尺側部での疹痛の訴えが強く ， に， nerve bankを設置して臨床例に備えている.

手術を行なったところ，中枢側縫合部の中枢側に神経腿 答 土井

が形成され，移植片は fibrous な索状物となっていた. 同種神経移植については長い失敗の歴史があるので，

神経刺戟装置によ って，肘部に正中神経から尺骨神経に 移植および成績判定についても特に慎重に検討する必要

はいる異常な神経分校があるのを確かめることができた がある.しかし，京都府立大学においても同じような処

(図 2b)・ 理の方法で良好な臨床成績を得ていることは，心強いか

いわゆる re.innervationvoltageは，健全神経線維 ぎりである

55. 遅発性尺骨神経麻癖症例の検討

箕田政人 井上博 横 田清司 福島賢人*

尺骨神経は，その解剖学的条件，特に肘関節部で表胞

を走ること，およひtJJサ関節の相互間の変化の影響を受け

やすい関係から，直接神経自体に外傷を受けることなく

神経麻療をきたすことが稀でない か〉る外傷と直接関

係のない尺骨神経麻療は， 1878年 Panasにより遅発性

尺骨神経麻療として報告されて以来，末梢神経損傷の中

でも独立した疾患となったが，成因についてはなお不明

な点が少なくない.私たちは昭 28~44 年末までに， 久

* M. Mita， H.lnoue (講師)， K. Yokota. M. Fukushima 
:久留米大学務形外科.

留米大学整形外科で経験した遅発性尺骨神経麻庫症例に

つき検討したので，予後の判明した 18例とともに報告

する

症例

昭 28~44 年末までの 17 年聞に当科を訪れた遅発

性尺骨神経麻療患者は 51名で，男女比は 39対 12で

男性が 3 倍強多い. 初診l昨年令は 5 才~77 才 6 刀月に

わたり，平均 32才 1ヵ月である.発症時年令は平均 31

才2刀月で，大部分が発症後 1年未満に受診している.

原因別にみると，過去にはっきりした外偽ーを有するも
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表1. 症世"J.

51伊IJ'"1'合 39例，♀ 12例

初診時年令 :平均 32才 1ヵ月(5 才 ~77才 6 ヵ月)

発症時年令:平均 31 才 2 ヵ月 (4 才~77才)

既往歴(外傷) 32 

外頼骨折 16 

上腕骨折 3 

類上骨折 3 

内頼'白'折 3 

肘関節i脱臼 3 

打 t業 4 
一 一一一一一

非外傷 19 

変形性IH I~J Lilj 症

ガングリオ ン

その他および不 1>>1

ハU

η
L

弓

t

1
 

の 32伊11，変形性Jl寸関節症 10例，ガングリオン2例，そ

の他および不明 7例である(表 1).外傷例では外頼刊'折

が 16例で一ばん多 <，上腕骨・折 3例，頼上骨折 3例，

内頼骨折 3 例，肘関節脱臼 3 例， 打撲~H 例で， 受傷よ

U. 外頼骨折後の外反目寸に多い形 b.変形性1J.j関節症に多い形
図1.

り発症までに最高 46年，平均 16年を費している.

臨床所見としては，知党異常を訴えるものが 41例，

筋 萎縮 36例， claw finger 26例，握力低下 13例，

Tinel's sign陽性例 13例と，発現症状は必ずしも一

定していなかった.なお遅発性尺骨神経麻療の原因の 1

っと考えられている川外反について，それを有していた

26例についてみると，その平均は 27
0

(労性 29
0

，女性

25つであ った.尺骨神経瀧の変化については，昭 36年

以来，私たちの教室で行なっている尺骨神経溝撮影法に

よると，外頼骨折後の外反肘例では急峻で浅く ，関節症

症例では浅く ，かつ不規則となっていることが判明した

(図 1)

表 2.

症年 | 左 原 外 | 発 | 手 経 |運知巧成

傷 | 痕 過動党紋
|性 右 よよ

発 手 I 年 |回回連

例令 )JIJ 凶 症 | 術 術 数 |復復動絞

1 I 11 ホ L 外穎'昨0'1 LI:>"l- 'rn lf fJTI " 'I~ 1 ".1""" IH1'切 り術

2 I 5 ♀ R I 11 I 6ヵ月 6ヵ月 。 1年 1ヵ月 5 I 3 I 5 優

J上頼切除術 2 
3 I 24 合 L グ 12年 4年 l神経辛IJ離術 7ヵ月 4 I 2 I 4 優

4 I 29 合 R I 11 I 21年 6ヵ月 11 I 5 q三3ヵ月 2 I 2 I 5 良

5 I 52 合 L I 11 I 46年 2年 上illIj切除術 3年 61J月 4I 2 I 3 優

J上頼切除術 5 
6 I 57 合 R 変形 性関節症 2年6ヵ月 l神経剃自It術 9ヵ月 2 I 514 良

7 I 27 合 R 1 11 1 5ヵ月 11 I 9年 7ヵ月 212 I 5 良

8 I 42 合 L 頼上 'il 折 38年 1ヵ月 グ 8年 2 I 2 I 5 良

J神経剥自It術
9 I 17 合 R 内穎 骨 折 1ヵ月 1ヵ月 l石灰沈治摘出術 1年 5 I 2 I 5 I t誕

神経細|離術 | 
10 I 22 合 R 茎状突起'I'i折 1ヵ月 1ヵ月 尺骨末梢鍬i切除術 4年11ヵ.fJ I 5 I 2 I 5 優

上穎切除術
11 I 18 合 L 関節内石灰沈着 6ヵ月 石灰沈着摘出術 4年 5ヵ月 5 I 5 I 5 仮

上瀬切除術
12 I 37 合 L ガングリオン 4ヵ月 ガングリオン摘出術 8年 9ヵ月 5 151 5 優

13 I 30 ♀ L 不 明 14年 3年 ! 神経最雌術 2年 9ヵ月 oI 0 I 0 可
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手術術式および手術所見

手術を行なったのは 31例で，発症より手術までは平

均 2 年で， 手術時年令は 5才~70 才 4 ヵ月にわたり平均

31才であった術式は内上頼切除術+神経奈1)離術 13，

穎上骨切り術+神経最1)離術 4，尺骨神経海改盤術+神経

剥離術 3，神経最1)離術 2，頼上骨切り術+内上頼-WJ除術

+神経最1)再!t術 2，内上瀬切除術+ガングリオン摘出術 2，

その他5である.私たちの治療法で特徴的なことは，神

経最1)再!t術に次いで内上頼切除術の多いことで，その術式

は， 1959年，T. Kingが報告しているものとほとんど

同じであるが，神経および小血管をほとんど損傷せず，

手術後も前方へ移行された神経は軟部組織でよく保護さ

れ，外傷や癒痕でおかされる危険が少ないなどの利点を

もっ簡単で有用な方法であると考えられたためである.

術中所見として最も著明であ ったものを各例につき 1

つずつあげると，神経斡の肥厚 16，周囲からの圧迫 ・

狭窄 4，周囲との癒着が強い 4，神経の班脱臼状態 2，

ガングリオン 2，骨片による圧迫 1，特別な所見なし 2

であった.

術直後から数日以内に自覚症の改善されたものが 19

例あり ，その 86%が知党異常の改善で，握力，運動障

害の改善されたものも，それぞれ 1例ずつあった.

予後:術後 7ヵ月から 9年 7ヵ月，平均4年を経過し

た 13 例と，初診以来 1~18 年間， 平均 6 年 9 ヵ月開放

置した 5症例につき直接検診した結果は，放置例5例の

うち，進行したものは変形性肘関節症の 2例で，他の 3

例は(内頬骨・折によるもの，月寸関節捻挫によるもの，原

因不明のもの各 1{~l)で)，初診時とほとんど変化はなく ，

改善の徴候もなかった.

手術成績は Highetの知覚 ・運動回復の基準と，

Mobergによる巧鰍運動の程度，および ADLによって，

優，良，可と判定した それによると優 7，良 5，可 1

で手術が奏効することを示し，また内上頼切除術を行な

ったもの，発症から手術までの期間の短いもの，術直後

から自覚症の改善されたものに成績の良いものが多かっ

た(表 2). 

考 察

遅発性尺骨神経麻療の発生原因として，外反肘による

神経の過伸展を唱える人が多い.しかし私たちの経験で

は，手術所見で神経幹の肥厚を認めた 16{?I)のうち，外

反肘を呈するものは 9例にすぎず，逆に 外反肘のない

25例に類似の麻療を認めることから，いわゆる神経の過

伸展による traumaticneuritisだけがその原因ではな

く，他にもなんらかの原因が存在するはずである.柏木

らは M.flex carpi ulnaris中での結合織の圧迫であ

るとし，神経様の状態を重視している者もいる.私たち

も，尺骨神経溝の状態をX線で観察した症例で阿部に変

化がみられたことにより，この神経溝の変化が麻療発生

に重要な役割をはたしていると考えている.いま，神経

溝が浅く ，急峻であれば，肘関節運動時に尺骨神経の尺

fJl.I)への棋すべりが絶えず繰り返され，いわゆる friction

neuritisが関与するものと考えられる. とするならば，

過伸展を緩和し，friction neuritisの危険を回避する

内上瀬切除術は，迎にかなった治療法といえる.私たち

の症例中，非手術例の 2/5ではその経過中増慈をみ，自

然に改善されたものは 1例もなかったことより ，また発

症後早期に手術をした者ほど予後が良かった傾向を示し

たことより，早期に適切な手術療法が望まれる.

結 E吾

遅発性尺骨神経麻療 51例について，臨床症状，尺骨

神経構の状態，術中局所所見，手術法，13例の術後成

績，および非手術例5例の予後について検討した結果を

報告した.

質問 後藤(北野病院整形)

上腕骨内上頼切除術は神経最1)離術を併用されているが，

内上頼切除術が神経剥隊に伴う神経栄養血管の損傷をさ

けるのが特徴の 1つであると息われるが，両手術を併用

された理由を伺いたい.

答 箕田

内上頼-WJ除術に神経最1)隣術が併用されたものは初期の

症例である.
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56. 尺骨神経損傷に対する術後成績の検討

竹中庸之 三好壮一 青木敏 武田滝彦

原田基 村上信 一 桜井啓一

笠原慶一 島村禎二 綿貫昭員IJ*

尺骨神経は，その解剖学的条件から，上肢の神経の中

でしばしば外傷にさらされやすく ，その損傷部位は/1寸関

節および手関節付近であることが多く，その予後は他の

神経に比べて一般に不良とされている 尺竹神経J負傷の

治療成績については多くの報告がなされているが，今1'21，

我々はIIP.36~45 年まで過去 9 年間に神経縫合併r，神経

条IJ離術を行なった尺骨神経損傷について，その治療成績

を調査するとともに，治療成績に影響を及ぼす因子につ

き検討する機会を得たので，若干の考察を加え報告する.

l沼 36~45 年までに神経縫合術， 神経剥離術を受けた

尺骨神経損傷患者数は縫合術 18例，剥出fE術 15例であ

り，今回予後調査し得た症例数はそれぞれ 12例，およ

び7例である.縫合術例は各年代にわたっており，比較

的若年者に多く ，最IJ離術例は中 ・壮年者に多くみられた.

また男女比では，いずれの場合も男性に多くみられた.

受{s原因に関して，縫合術例ではガラス，刃物など鋭器

によるものが多く，剥離術例では，外反肘による遅発性

麻療や異所性骨化による圧迫等 2次的に神経に障害が

及んだものばかりである.手術の時期について，縫合術

例では受傷より 1ヵ月以内のもの 21JIJ，2:iJ月以内 3例，

3ヵ月以内 3例 6ヵ月以内が4例で，今回予後調査し

得た症例については，全例とも 6ヵ月以内に縫合術を受

けており，受傷直後に神経修復を行な った1次縫合例は

l例あった.糸IJ離術例に関して，遅発性麻療によるもの

は，患者が尺骨神経域のシピレ感等，自覚症状を訴えて

から手術時期までの期間は 6ヵ月前後のものが多かった，

損傷部位に関して，縫合術例については低位型が 9例，

高位型が 3例であり，最IJ離術例では 1例を除き，すべて

が肘関節部のものである.術後経過年数は縫合術例，奈IJ

離術例とも 2例を除き 1年以上経過したものであり，治

療成絞は原則として直接面接のうえ，I-lighetの運動の

本 T.Takenaka， S. Miyoshi， S. Aoki， T. Takeda. 

M. Harada， S. Murakami， K. Sakurai・和歌山県立

医科大学整形外科;1<. Kasahara :琴 Jilliリハビリテー

ションセンター(和歌山市毛見字馬淵);Y. Shimamura， 

A. Watanuki・和歌山労災病院(和歌山市 J
1i展)

回復を 6段階，知覚の回復を 5段階に分けた方法により

判定し，而接し得なかった若干の症例については，尺骨

神経域の運動 ・知覚を把握できるようにしたアンケー ト

用紙により検討を加えた.成績判定については，従来ど

おり運動の回復では骨問筋に回復の及んだ M，+以上を，

知党の回復では，表而痛党は I!!]復するも paresthesia

の残る 8，+以上を usefuI recoveryとした.検査方法

として，運動回復については，主として徒手筋力テスト

により，適宜筋電図を参考とした.知覚回復については

痛覚，触覚 2点識別党，粗滑テストにより評価した.

術式別の治療成績においては，縫合術 12例中 useful

recoveryに達したものは運動で 6例 50%，知覚で 5例

約 40%であり，制高fE術7{flJ中，遅発性麻療5例につい

ては全例 useful以上であり，そのほかの 2例も同様

useful以上であった

治療成績に影轡を及ぼすと恩われる種々の因子のうち，

今回は年令，原因，手術時期などについて検討を加えた.

まず治療成績については，諸家の報告にもみられるよ

うに， 年令の若いほと'運搬~，知覚ともに予後は良好で，

5， 7， 11才の症例すべてが useful以上に回復してお

り， 30， 40， 60才代のものが申し合わせたかのごとく

予後不良であった(図 1).

受傷原因については，ガラスなどによる sharpcut 

wound 的な損傷によるものはその損傷程度が異なるに

せよ，やはり好成績を示しており ，一方，岩石らによる

crl1sh w011nd的な損傷によるものの予後は不良であ っ

た.手術時期については， 1~3 ヵ月以内に縫合術を施

行した症仔'IJ6例中，運動の回復において usefl1lに達し

たもの 5例，知覚では 4例といずれも良好であるのに反

し，0~1 ヵ月のものは 2 例ともl1sefu l に達せず， 3~ 

6刀月のものでも 4例中，運動，知覚とも usefulに達

したものそれぞれ 1{flJずつで，例数が少ないにせよ，や

はり諸家の報告と一致しており，手術H寺期については受

傷後 1~3 刀月が適当ではないかと思われる.最IJ目!Ê術例

については全例が L1sefulであ った(図 2).

私たちは末梢神経拡i傷を治療する際，種々の臨床検査
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とと もに，術前，原則として神経造影を行ない，手術方

法と部位を決定している.すなわち造影像から損傷部位

や損傷，あるいは変性の程度をできるだけくわしく知1)，

また縫合術の良否を造影像から判別するなど，最小の手

術侵襲で最大の効果をあげるように努力している.今回，
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図 2.手術i時期と予後 (M2+・52+以上に達したもの).

24-

尺骨神経損傷の手術成績において usefulrecoveryの

得られたものが，神経総合術例について，運動では 50%， 

知覚では 40%と諸家の報告と比較してや〉良好であり，

さらに神経最IJ離術では全例 useful recoveryを得られ

たことと，他の末梢神経損傷の成績と合わせ考えると，

私たちの神経造影を用いた治療法が，治療成績の向上に

効果があったのではないかと考えている.

57. 上腕骨頼上骨折に伴 う神経損傷

田 村清 問 中久重 大谷碧

松 村 友昭 石 田勝正*

過去 15年間に本院で入院加療を行なった小児上j腕骨

穎上骨折は 55例で，その 10例， 12神経に神経損傷を

認めた.権患神経は正中神経 5，機骨神経 3，尺骨神経

4であった.

55例の骨折転位型式を Aitkenにならって 5型に分

類すると，神経麻療は 4，5型に集中していた.すなわ

ち後方転位は 19例中 1{7Uのみ麻療をきたしているのに

対し 4型の後外方転位では 10例中 2例に， 5型の後

* K. Tamura， H. Tanaka， M.Ohtani， T. Matsu. 
mura， K. Ishida :国立京都病院盤形外科(京都市伏見

区深草向畑町).

内方転位では 12例中 7{7iJに神経損傷をみた(表 1). 

梼骨神経麻療は 3例とも後内方転位を示したが，整復

後 1~3 週で回復した(図 1) .

正中神経麻療のうち，後外方転位の 2{7IJは高度の正中

神経麻療を示した.症例3では，麻療は整復後も続いた

が，知党は 6週で回復し，母 ・示指の屈曲も，その後 1

ヵ月後に回復した.症例8は某医で観血的整復術を受け

て6週後に来院し，正中神経完全麻療，尺骨神経部分麻

療と診断した(図 2). 1刀月後にも回復の徴候をみなか

ったことから surgicalexplorationを行ない，骨折部

の近傍で，正中神経が断裂後に overrideして再接着し



たことを思わせる所見を得た.この部分を切除し funi-

cular sutureを行なった.術後 1年 5ρ月で S" M. 

の回復を得た 症例9は牽引療法中に母指 1.P.関節と

示指 D.1. P.関節の屈曲不能があることを発見した.

知覚障害は認めないことから，前骨問神経の単Mt麻療の

ように恩われた.骨癒、合後も麻療は続いたが，約 3ヵ月

後には回復した.一方，徒手整復後 1週以内に麻療の回

復した症例もあった.

尺骨神経麻療の 4例中2'IJIJは整復後すぐに麻療の回復

をみた.症例 5は上腕骨下位骨端線開住聞を観血的に整復

したが，術後尺骨神経麻療が著明となり，回復に 5週を

要した.正中神経断裂のあった症例8にみられた尺骨神

経麻療は，整復時に経皮的に市IJ入したキノレシュナー銅線

によるものと恩われたが，約 3ヵ月で回復した.

考察と結語

頼上骨折 55例中 10例， 18.2%に神経麻療を認めた

のは非常な高率であるが，これは 10例中 5例は， f也医

の治療後，その複雑な病像のため木院に転送されてきた

患者が含まれるためと考える.

骨折の転位型式と神経麻療の関係を考えると，後外方

転位は高度の正中神経麻療を呈し，後内方転位は除骨，

正中，尺骨の 3神経をおかした.後方転位 19例のうち，

たジ 1'IJIJ麻療をきたした症例4は強い回旋を伴っていた

4， 5の転位型式を示す症例の中でも，前額面，矢状回

のみ平行移動したものでは健常'であるのに反し，転位が

高度で回旋の加わったものでは，ほとんど神経麻療を認

め，軸の回旋が神経麻療の発現に大きな役割をはたすと

考える.

各神経損傷の予後を考えると，焼1'1.神経麻療，尺骨神

経麻痩は骨折整復後ほとんど良好な経過をとるが，正中

神経麻療は多彩な病{象を示した.や〉もするとみのがし

やすい前骨間神経麻療のみを示す病型の機転については，

転位骨折片による正中神経の後方の funiculusの直接

的損傷と考える. これは intraneuraltopographic 

atlasに敷桁してみると， 上腕骨頼部で前骨問神経成分

は正中神経幹の後方に局在していることからも裏づけら

れよう.

神経麻療を伴う 小児上腕骨穎上骨折加療の際，新鮮例

で完全麻療を認めたら，前方進入によるを見血的整復術を

行ない，血管神経も exploreすべきと考える. 不完全

麻療または新鮮例でない場合は，小児の神経再生能が高

いため，手術を急ぐ必要はなく ，また症例 3の回復状態

からも考えて 6~8 週の待機も長すぎないと考える.こ

の間， 徒手筋力テスト ， 筋屯|支|等で 1 .-. 1復の徴侠がないJf~

1971年 10月科

伊1).
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合はちゅうちょなく外科的手術で神経t負傷の本態を究明

し，適切な治療を行なうべきであろう .
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58.血管炎に伴う手指関節炎について

小松原良雄*

自己免疫機序が関与して起こると考えられる血管炎は，

種々の疾患に認められる所見であるが，血管変化を主病

変とするものには， 中小血管に広範囲の necotizing

angiitisを起こす periarteritisnodosaや，大血管を

おかすaortitissyndromeが代表的なものとして知られ

ている.これらの疾患には，循環障害の complaintsの

みならず，rheumatic complaintsを伴うことが多く ，

時には明らかな関節炎を認めることがある.

今回，皮下結節の組織像に necrotizing angiitisを

認めた男で，右母指1.P.関節炎を発症した仔IJと，aortic 

arch syndromeの経過中， 右中指 P.1. P.関節炎を起

こした女の例を経験したので，関節炎の所見を中心に報

告する.

症例1. 37才，男.昭 43，5月末，仕事の後の頭痛

と前腕の筋肉痛を主訴と して来院， B. S. G. 1 U寺間 19，

R. B. C. 438 x 10'， W. B. C. 7，400， RA test +， Waa. 

ler-Rose X 28， C. R. P. -， ASLO< 125，尿蛋白一，

血清総蛋白 8.0g/dl， AI. 72.8%， GI 27.2%，α11.7 

%，α2 6.0 %， s 5.8 %， r 13.7 %，免疫電気泳動で

IgG， IgM，α20 I1蚤度増加という検査成績で臨床症状に

も特異なものはなく ，抗炎症剤の投与で一時経決した.

2ヵ月後，前腕外穎部に近く皮下や』深い所に小指頭

大の硬結が筋痛とともに出現，組織検査で necrotizing

angiitisの存在を認めた.しかし経過は良く ，非ステロ

イド抗炎症斉IJのみの投与で症状は軽快，3ヵ月後には，

C.R.P. 一，RAー，Waaler-Rose X 14， B. S. G. 4と

なった(図 1)

7ヵ月間変化なく経過したのち，IIg 44，4月より再び

前腕，肩，足部に皮下結節が出没し，頭痛，筋痛が持続

するようになった.検査成績は C.R.P. ー，RA +2， 

Waaler-Rose X 56， B. S. G. 4， W. B. C. 6，000であ

った 5月 20日，突然単発性に右母指 1.P.関節炎が発

症し，2日後，滑膜切除を行なった.肉H艮的には滑膜は

著明な充血と一部に嬢死に陥った所見が認められ，組織

像では滑膜の繊毛性増殖，毛細管の増生と充血が著明で

あり ，明らかな滑膜炎の像を示していた.詳細に検討す

* Y. Komatsubara :大阪府立成人病センター整形外科

(大阪市東成区森町南 1). 

ると，やはり血管炎と思われる血管変化が見当り，滑膜

にも血管炎の存在を確認した(図 2).この例は，このあ

とステロイド療法では皮下結節，関節炎ともに軽快し，

昭 44，9月， ステロイドを中止した (C.R.P. ー，RA 

+ 2， Waaler-Rose X 14) このあと 1年間症状の固定

をみたが，昭 45，9月になり，左肘関節炎(単発)と皮

下 結節が再発 (C.R.P. 一， B.S.G. 39， W.B.C. 

7，400)し，ステロイド療法を再開，現在症状は軽快して

いる.x線像では，今日まで骨，関節の破壊像はまった

く認めていない.この症例の問題点をまとめると，

1) 関節リクマチあるいは他の勝原病とも考えられな

いが，組織所見では典型的な periarteritisnoclosaと

同様であるにもか』わらず内臓擢患がなく ，症状は軽い.

滑膜に血管炎を認め，皮下症状のみである clltaneous

form とも考えがたく，これは限局性の periarteritis

nodosa のようである.

図 1 症例 1.37才，男，皮下結節組織像.
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図 2 症例 1.右母指 1.P.関節炎およびi1J.Jl民組織{象.

2) 組織像をみると激しい変化であるが，臨床的には

軽く，関節炎は単発でしかも一過性で，関節リウマチに

おける慢性関節炎とは違った要素が考えられる.

3) 症状とリウマチ因子の出現との1111に関係がありそ

うである.以上3点である.

症例 2. 28 才， 女.昭 40 ， 6 月 ， 左鎖'~i' 下旬j脈狭窄

による左榛骨動脈の脈縛欠損，上半身低luLi土，炎症性所

見 (C.R.P. +， B.S.G.高度促進，発熱，易疲労性)， 

他の特異な病変(結核，梅毒，先天性変化など)は否定

される，などの諸点から，aortic arch synd romeある

いは aortitissyndromeと診断された症例であるが，

眼底には変化を認めていない.

ステロイド療法により症状は軽快，左挽骨動脈の脈樽

も回復，炎症反応も消失し，その後も少量のステロイド

の内服で3年半順調に経過した.昭 44年はじめごろよ

り全身倦怠，発熱，頭痛などの全身症状とともに右示指

P.l. P.関節の運動痛と中指 P.l.P.関節炎を発症した.

検査成績は B.S. G. 58， W. B. C. 7，400， C. R. P. +2， 

RAー， r-globulin 28.7%. 

同」一、~
に一一九一一;

人下一、一一、

包;・ . I~' 

守. . 

図 3 主L例 2.32才，女，右第3指 P.1.P 関節炎
および間決組織像.

Jls 44，5，29日，右中指 P.l.P.関節の滑Jl免切除を行な

った.明らかに浮腫状の滑膜の虫色:殖を認めたが，充血壊

死の所見はなく ，組織像でも炎症性変化は軽度で，1怪い

滑膜炎の像以外特異なものは見出せなかった.この例は，

その後，関節炎はまったく治癒し，他の関節iにも変化は

なく， I侍にレイノー症候の出現と中等度の血沈の充進，

r-globulin の増加が続き，エンドキサンあるいはステ

ロイドホノレモンの少量投与が続けられている.この例の

問題点は，

1) 関節Iの検査が症例 1と違い，発症後 5ヵ月経過し

た後に行なわれたためか血管炎の所見は見出せなかった.

しかし，大血管にI浪局した血管炎ではなく ，中小血管炎

の存在することも十分可能性がある.

2) r-globulinの高値は認めたが， リウマチ因子は，

経過中陰性であったことは小血管炎の乏しい説明になる

かも知れない.

3) 血管炎に伴う関節炎では，関節を破壊するような

慢性化はしないようである.
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59. 手指における localizednodular tenosynovitisの 2例

根 本 金重 亀 井 重郎 普積厚郎*

我々は最近 Jaft巴の，いわゆる localized nodular 

tenosynovitisと思われる 2症例を経験した.このうち

1例は，発生母地を同じくする ganglionと近接して併

発したもので，興味のある症例である.

症例1. 53才.病院炊事婦.約 2年前に左中指 D.I.

P.関節背恨.IJの!極熔に気づいた.この腫痛は料理の際に誤

って包丁で切り落してしま った半年後，今度は同関節

倹掌側に新たなj匝癌の発生をみた.さらに半年後，最初]

に腫癒が生じた部位に再び同様な腫癌の発生をみた.こ

れらの腫癌はそのま〉 放置していたが 1年後に背側の

服癌に近接して，その近位部に新たな腫癒を生じ，これ

は前 2者より大きくなる度合が迷く ，軽い疹痛も伴った.

結局，我々の外来を訪れたときには計 3コの脇矯が相隣

接してみられた.}極熔発現以前に向指の外傷はない.

臨床検査成績 :軽度の低血色素性貧血をみる以外，特

別の所見はない.

X線所見 :近接の骨にも異常は認めなかった.

昭44，12月，}盛溜摘出.境掌側のl極癌は黄色の結節性，

アズキ大の腫癌で，基底部は深指屈筋l腿翰と一部癒着が

認められた.背側遠位部の腹痛は，掌側の腫癒と結合織

性に連絡しており ，その増殖した結合織の中に，話:似.IJの

j盛痛と同様な性状を示す粟粒大のj極熔が散在してみられ

た.背側近位部の腫熔は径約 4mmの球形のもので，い

わゆる ganglionであ った(図 1). 

病理組織学的所見:掌側と背側遠位部の 2つの脹癒は

同ーの所見を呈し，この腫矯の主たる所見は xanthoma

cellの増殖である(図 2).一部では多核巨細胞が僧殖を

示す部分もみられ，核は細胞の末梢部に偏在する傾向を

もっている また xanthomacellの増殖がある一方，

硝子様変性に陥っている部分もみられ，この部分には軽

い慢性炎症性細胞の浸潤も認められる.その他へモジデ

リンの沈着とこれを食喰した組織球もわずかながら認め

られた.

症例 2.21才，女性. 8年前より右小指中節掌側に径

約 2mmの皮下腿熔に気づいた.わずかではあるが増大

する傾向があ ったが，そのま〉放置した 仕事に差しつ

ホ K. Nemoto， J. Kamei， A. Yoshizumi :岩手県立中

央病院整形外科(盛岡市本町通 1丁臼).

かえるようになり，我々の外来を受診した この症例で

も同指に外傷の既往はない.

図1.

図 2.

関 3.
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臨床検査成績，X線{象でも異常は認めなかった

昭 45，9月，腫痛摘出.腫痛は右小指中節掌側全体を

占め，基底部が一部深指屈筋腿翰と癒着していたほかは

全体的に癒着は強くなく ，容易に摘出し得た.結節性で

黄色を呈する腿溜であった(図 3).J匝熔の訓面では点状

の!出血斑が認められた.

病理組織学的所見:Xanthoma cellの増殖，多核巨

細胞の増殖，xanthoma cell の硝子様変性，炎症性細

胞浸潤など，症例 1とほジ同ーの所見を呈した.

以上の特徴的な所見より， Jaffe， Lichtensteinらの

いう localizednodular tenosynovitisと診断した.

考 察

本症は Jaffe，Lichtensteinらが 1941年に提唱し

た pigmentedvillonodular synovitis の限局型に属

するものである.本邦では第 8回手の外科学会における

岩下らの 3例，第 12回手の外科学会における山口らの

7例の報告がある.

本症は多彩な病理学的所見を特徴とし，そのために数

多くの名称で呼ばれている.また本来は病期によって異

なった組織像を呈することが知られている. Jaffeによ

れば初期には色素性繊毛の増殖に始まり，それがさらに

増殖して結節を形成する.この時期に多核巨細胞，i包沫
細胞 (xanthomaceJ 1)などがよくみられ，さらに病期

が進むと線維化，鯵原、化などの退行変性が起こるという.

本症は経過が長く ，発病より初診まで数年に及ぶこと

が多い.女性にや〉多く発生するようであるが，特定の

年代に好発するということはない.

我々の 2jfrJのうち，症例 1は同一!従軍自を発生同地とし

た ganglionとの併発例であるが，この例発が偶然のも

のか，あるいは因果関係を有するものか疑問が残る.

GangJionも localizednoduJar tenosynovitisも，そ

の成因については現在も明らかでない.この 2つの疾患

の併発は，はなはだ興味あるところであるが，この 1{frJ 

のみでは，その意義に言及することは困難であった.

以上，最近経験した 2例の localizednodular teno-

synovitisについて報告した.

60. 興味ある macrodactylyの 2症例

一一正中神経幹内脂肪腫との合併例一一

辻陽雄 山 中力 重広信三郎 玉 置 哲 也*

きわめて稀とされている，いわゆる正中神経幹の

intraneuraJ li pomaを伴った macrodactylyの2手術

経験例につき報告し，2， 3の問題について考察を試み

たい.

症例1. 20才，男子，農夫

5才のころから左第 3，4指が少し肥大しているのに

気づき，以後軽度ではあるが該指の肥大は著明となり ，

最近に至り ，palm gri p の障害と手関節背屈H寺の 2~4

指のシビレ感を覚えるようになった.

血管造影を行なうと，手根部の正中神経に一致して長

さ約 8cm，幅 2.5 cm に多数の血管新生像が，神経走

向に一致して認め られた(図 1a). 

また，これらの部位には Tinelsignが存在し，これ

らから正中神経斡内腿療を合併せる macrodactyly と

本 H. Tsuji(助教授)，T. Yamanaka. S. Shigehiro. T 

Tamaki:千必大学整形外科.

診断，carpal ligamentの切開と手学部の defatting

とを施行した.

正中神経は母指大に肥大し，黄赤白色，軟らかで，手

掌部では脂肪組織を思わせる黄色を呈している(図 1b) 

肥厚せる epineuriumに切開を加えると，funicuJ us 

は約 5mm横径に著しく肥厚し，互いに結合組織で密に

癒着し，手挙部では脂肪組織が混在し，手掌部全体に広

く浸潤している.術後 8jJ月の現在，指シビレl惑は消失

している.

組織学的所見 :神経11玲では perineurium は著しく

肥厚し coJlagenizationをみる.神経線車ft束聞には無数

の血管を含む結合織の明生がみられ(灰13上)，手主主部で

は，脂肪組織の腫疹性浸i問が著明である Angio・fibro-

lipoma と診断された.

症例 2.19才，女子，学生.

出生時より左第 3，4指の巨指に気づいたが，成長と
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a 症例 1. Angiogram (矢印 ー 血~1;新生像) . h.手術所見

図1.

... 

a. f，j~前. b 術後

図 2.

図 3.
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ともに著しく増強した(図 2a). 

指関節の屈曲は強く制限され，また， palm gripが

不能であったが知覚障害はない.

第 3，4指指fl'は著しく 太さと長さを明し，これは末

節に至るほど茶明である 血伶造影では，血匂:新体所見

はないが，巨大指への digital arleryは蛇行し太い.

本例に対しては前後 6固にわたる形成術を行なった.

B[{ 43， 12月， 第3指に対し桟側側切開により neuro.

vascular bundleを含めた defattingと末節什の切除

短縮， 取~移行術 ( 0. 1. P.関節包に loopとして付着)を

行ない， 同時に背側シャクトリムシ式爪移行術を行な

う. 1ヵ月後，同指に対し尺側侵襲により行なったが，

neurovascular bandleは正確に温存せしめた.その後，

1ヵ月半の間隔で第 4指に対し同様の形成術を施行ーした

が，両者を通じ，digital nerveは約 5mm横径に肥大

し硬度の増加が確認された.

昭 44，6月， 最終的に手掌部の defattingを行なっ

た.萎縮せる aponeurosisを含めて手掌全体に線維脂

肪組織の浸潤をみ，これらは carpaltunnelへと連続

し，正中神経幹へ連なっていることを確認した.この線

維脂肪組織中には肥大せる神経束が無数に存在し， その

剥離はきわめて困難である.一部これら神経を含めて脂

肪組織を摘除する.全手術を通し摘出組織の重抗は 100

gである.術後 2年 4ヵ月の現在，第3指尖に軽度の勿I

覚障害を認めるが，pinch， gripの改持をみ，すぐれ

た整容がみられるほ12b). 

組織学的所見 Perineuriumは著しく肥厚し，シュ

ワン細胞の増生が，線維束[悶には多量の fibro-fatty

tissueがみられ，これらは神経を中心として府状に配

列する傾向がみられる(図 3b).組織学的に fibr・o・

lipoma と診断された

総 括

JE中神経幹に発生せるいわゆる intraneu ral 1 i pOllla 

は Brunelli，Morley (1964)以来十数例の報告がみら

れる.このうち，明らかに先天性の発生が考えられる症

例 (Yeoman)もあるが，多くは原因不明とされている.

著者のしらベ得た 13例の本症のうち， なんらかの疹

痛，知党運動障害をきたしたものは 71r1Jである.組織学

的には， interfibrillary lipoma， lipollla， fibroli-

poma， lipomatous hamartoma， fatty infiltration， 

intraneural lipollla， macrodystrophia lipomatosa 

など種々の名称で呼ばれているが，症例 1のごとく 血管

増生をみるものも報告されている.本症と巨指症との合。i伊lは本報特例を含めて 4例にすぎない.

一般に macrodactylyにおける神経の所見は，Bar-

sky，津下らの報ずるごとく digitalnerveの肥大を伴

うものであるが，おそらく本報告例よりみても，これら

の変化は神経幹にまで及んでいることが容易に考えられ，

この点，本症の病態究明には，さらに神経幹の変化に注

目する必要があると考えている.

成人における巨指症の治療には，整容とともに知I}、tの
温存，運動枝の愛護が重要である.

整容については Barskyの方法をはじめ，各種のも

のが考えられるが，長さに関しては単に末節の短縮，爪

の背側有茎移行は簡単確実と考えている.Defattingは

1~2 均 月 の間隔で行なうが， 再発の危険がなければ 神

経の切除を行なわず，できるだけ知覚の温存に努めるべ

きと考える.これには microsurgicalな手技とともに，

術中の神経に対するモニタリングがなされねばならない

ことを痛感し，目下検討中である.

質問 斎藤(新潟大整形)

1) 私たちもなん例かの lllacrodacty1 yを経験して

いるが，その中には digitaln・ の肥厚のあるものと，

ないものとがある.本症の原因について neurof i bro-

matosisとの関連について議論されているが，演者の例

で cafeau lait spotなどの症状がなかったか.

2) 私たちの最近行な った症例で，1. P.， M. P関節の

volar carti lage plate が肥厚し tumor 様になり，こ

れが指の屈曲制限となっていたが，演者はこのような例

を経験されていないか.

答 辻

1) Von Recklinghausen病に対しては 十分注意を

払っているが，本症はま ったく考えられなかった.

2) 先生の示されたような volarcartilageの変化は

直接確認していないが，defattingのみで十分な R.O.

M.の改善をみたことから，おそらく変化ないものと想

定する.

追加 室田(慈恵医大整形)

我々の症例は，macrodactyliaはないが，手根管内

において正中神経が著明に肥大したものであり ，fibro 

fatty infiltration， fibrolipoma などに属するもので，

演者の示された macrodacty1 ia 1 i pOlllatosisと非常に

密接な関係をもっ疾患ではないかと考える.
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61. 第 1背側骨間筋に生じた desmoidtumorの 1例

宝 積 豊*

Extra.abdominal desmoid tumorは，本邦では 比

較的報告例は少ない.最・近，右第 1背側骨'flf]筋に生じた

desmoid tumorを経験したので報告する.

症例.40才， 男子.工員.Rg 42，3月，糸巻き器が右

第 1，2中手骨聞の背側に当った. 4~5 日間某医にて湿

布を受けた.同年夏より同部に圧痛および軽度のj堕脹が

生じたが，運動痛はなく ，仕事に支障がなかったので放

置した.その後，圧痛に加え，放散痛を生じたので，昭

45，3，4日，菜院受診，部分試験切除の結果 maJignant

synovlOma と診断され，切断術をす〉められた.5月

22日，当科初診した.

初診時所見.既往歴，家族歴に特記すべきことはなく ，

全身所見，血液生化学検査および胸部X線像に異常はな

かった.

局所所見右第 1背側骨問筋に相当する部位に弾性硬

の索状物をふれ，軽度の圧痛を伴った.母指の内外転制

限が軽度みられたが，関節，艇に異常はなかった.腫癌

は皮膚との癒着はなく ，移動性もまったくなかった.局

所の炎症症状はなく ，X線像にも特に異常はなかった.

以上より maJignantsynoviomaの診断に疑問をもっ

たので，再度の組織診断を兼ねて 5月28日，腫癒の

全切除術を行なった.

手術所見 :第 1背側骨問筋の表面は特に異常なく ，筋

府内に白色腿様の弾性硬の腹癌が筋肉内に限局し，筋組

織との境界は不鮮明であった.腫痛の中枢は第 1背側'舟

問筋の起始部の骨膜まで達し，末梢側は筋胤「移行昔jlまで

及び，その大きさは 3xL5xO. 5 cm であった.これを

正常筋の一部および骨膜を含めて切除した.

組織所見:腫癒の大部分は細胞成分に乏しい線維芽細

胞よりなり ，平行に配列されているが，交叉する部分も

あった.腫癒の周辺部にはリンパ球の侵入と，線維芽細

胞に取り囲まれた筋線維がみられた.これらの筋線維は

種々の程度に変性し，巨細胞もみられた.分裂像，核の

異形性等，悪性)盛疹を恩わせる像はみられなかった.

以上の所見より ，右第 1背側骨問筋に生じた desmoid

tumorと診断した，術後8ヵ月の現在，再発はみられ

* Y. Hozumi:横浜南共済病院整形外科 (横浜市金沢区六

浦町). 

図 1 手術所見

第 1背側制的筋筋層内の desmoidtumor. 

a.線車Iff芽細胞を主体とし，辺
縁部にリンパ球.極々 の程
度に変性した筋線維あり.

b.筋性巨細胞.

図 2.組織所見.

ず，機能障害もない.

考察

本症は全身の筋，腿膜組織より発生し，隣接する筋組

織内に浸潤する.腫癒と筋線維との境界は不鮮明で，筋

層方向を長軸として，椅円形に発育することが多く ，ま

た稀には骨膜，骨皮質ーまで浸潤することがあるといわれ

ている.

初発症状は神経，血管等を圧迫しないかぎり腫熔の触
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知によることが多い. 本例は受傷後数ヵ)~ でj麗熔の触知

に先立ち，総'，';-神経の知覚枝と思われる部位の圧痛が初

発症状であった.

Desmoid tumorの発生原因に外傷説と内分泌異常説

があるが，本仔.IJは外傷に無関係とはい〉がたい症例と思

われる.Extra.abdominal desmoid tUll10rの欧米の

報告例をみると，肩甲帯およびその周辺に多く発生して

いるようである.本邦報告例はいまだその数が少ないた

め，好発部位についてはなんともいえない また，しら

ベ得た範囲では，手に発生した報告はない.

Desmoid tUll10rの診断に当 って，特に大切なのは

f i brosarcoll1a との鑑別である.この鑑見lJは転移の有無，

!盛熔の境界が鮮明か否か muscl巴 inclusionの有無等

が明らかな場合は本例のごとく 比較的診断は容易である

が，細胞レベノレで鑑別せざるを得ない場合は困難である.

特に desmoidtUll10rは中心部，辺縁部でその組織所

見が異なるので，部分試験切除による診断では誤ること

が多いといわれている.本例でも，初回の部分試験切除

で ll1alignantsynov!OlTIaと診断されている

DeslTloid tUll10rの治療は完全摘出術がl唯一の根治療

法である.しかし解剖学的関係より摘出不能の場合にか

ぎり ，放射線療法，ホノレモン療法が併用されるが，その

効果は期待できない.

Desmoid tUlTlorの術後再発率が非常に高いのは，第

表1. 再発率.

再発

Musgrove 26例中 20(1'1) 73% 

Enzinger 

単純切除 23例中 14官1) 61% 

広範切除 6例中 3例 50% 

lIunt 

単純切除 33% 

相Hfi切除 6 {I'I)中 O例 0% 

1にi受潤性で境界が不鮮明で、あること，第2に隣接組織

との関係で完全摘出できない場合があるためだと思う .

しかし lIuntの報告は，Musgrove， Enzingerの 50

%以上の再発率に比較して成績が良いのが注日される.

彼は，)匝癌の周閉 1CI1lの正常組織を含めて切除した

症例では 33%の再発率で 3cITI以下 のj匝痛で 2cm

の正常組織を含めて切除した症例には，再発例はないと

述べている.

まとめ

外傷に引き統き手に発生した稀な deslTloidtumorを

経験したが，本症の組織学的特徴より ，診断および治療

が困難であることを焔N.1i;すると同時に，再発に留意して，

長期間の経過観察を行なう予定である.

62. 手指にみられた，いわゆる石灰沈着性健炎の 4例について

那 須耀夫 牧 野惟男 牧野睦夫*

手における，いわゆる石灰沈着性別!炎は比較的稀とさ

れており ，その多くは尺側屈筋腿の豆状'ji.周辺および指

屈伸筋!腿の手関節部に好発し，手指にみられたものは少

ない.

我々は最近，本症の 4仔.IJを経験したのでいさ 〉かの検

討を加え報告する.

症例1. 25才，男性，事務員.主訴はおl司指の激痛.

現病歴 :IIg 45，3，10日ごろより，キii辻指 1.P関節手:

{ll.IJ部に不定の疹痛を覚えていたが，3)1後より発作性の

本 T. Nasu， K. Makino :来京医科大学霞ケilli病院整形外

科;M. Makino・古川市立病院総形外科C"，Ji")1Jrli大柿宇

千平寺町). 

激痛が出現し，発赤ならびにj由民を認め，近医にて'I'HIi占

炎の診断を受け当科を紹介された.

初診lI~f所見ならびに経過右母指1.P.部全mにわた

る腫脹，発赤を認め，特に掌尺側部に著砂!の圧摘があり，

疹痛のために自他切J運動はまったく不能である. x線所

見では 1.P.関節掌尺側に大豆大，辺縁不規!(IJ，境界比

較的明lぼな石灰沈着i象を認めた 抗炎症鎮痛斉lJならびに

話1J木固定を施し，約 1週後には疹痛はほとんど消失した

が，その際のX線所見は石灰沈着像は拡大し，かつ淡く

なり ，さらに 1週間後には疹痛消失し，X線側[而像にお

いてのみきわめて淡き輪郭不鮮明の米粒大陰影を認める

のみとなった.
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図1.

図 2.

図 3

症例 2. 23才，男性，事務員.右中指 P.1. P.部に，

4目前より症例 1と同様の発作性激痛ならびに発赤，腫

脹が発生し，当科を受診した.

初診時のX線所見は，図 1のごとく， P. 1. P.関節掌

桜側に接して小豆大の境界明瞭な石灰沈着-像を認めた.

症例 1と同様の治療にて， 5日後には疹痛ならびに腫脹，

発赤は著しく軽快し x線像では，図 2のごとく ，石灰

沈着像は著しく拡大した淡き弓状の陰影として認められ

た.さらに 11日後には悲痛はま ったく消失し，運動も

まったく自性!となり x線f象においても，側而像にでき

わめて淡き点状陰影として残存するのみであった.

症例 3.20才，女性.事務員.約6年前より事務作業

後に布母指1.P.部に鈍痛を訴えていたが，約 1遡間前

より悲痛は急激に増悪したので当科を初診した.

初診!侍，1. P.関節部掌尺fJl_lJ部に著明の圧痛を訴え，

1. P.関節の屈曲は疹痛のために制限されているが，局

所の腫脹，発赤等は認めていない.X線像は母指 1.P. 

関節の種子骨に接して米粒大の石灰沈着像を認めた.約

1週後には同陰影は半米粒大かつ淡くなり 4週後には

症状も消失するとともにX線像においてもま ったく異常

陰影は消失した.

症例 4.69才，女性，1.民婦.右薬指 D.1. P.関節l掌尺

側に症例 1，2とほ正同様の発作性の疹痛，腫脹，発赤

が発生し当科を受診した.

X線像においては D.1. P.関節挙尺側に超大豆大，境

界明瞭な石j天沈着{象を認めた(図 3). 

注射針にて穿刺した結果， 0.5 ccの白い練り歯みがき

状の異常物質を得，プレドニン 0.5ccを注入したとこ

ろ，翌日より疹痛は軽快し，約 3週後のX線像では米粒

大の石灰沈着像が残存するのみであった.

考察

手指に発生した，いわゆる石灰沈着性総炎は稀とされ

ており， Kingらによれば，いわゆる石灰沈着性腿炎の

468例中，手指にみられたものはわずかに 1.7%であ

ったと述べている.また本邦においては岡島，高原らの

報告をみるのみである.

本症の石灰沈者の発生原因については諸説があるが，

なお不明といわざるを得ない.我々の症例においては明

らかな外傷既往もなく ，69才の高令者を除いては， 20 

才代の若年者で事務軽作業者であることは興味あること

である.

本症における急激なる発作性の激痛発生機序に関しで

も興味あるところである.肩関節においても石灰沈着像

を認める症例のすべてに疹痛を発生するものでないこと

は， Codmannらも指摘するところであるが，手指にお

いても石灰沈着が認められでも，疹痛などを認めないこ

とが少なくないと高原らも述べている.我々の症例は日

時の経過とともに石灰沈着が吸収され，ついには消失す

るという X線経過を示しているが，このことは肩関節，
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股関節等における，いわゆる石灰沈着性腿炎においても

認められることであり ，腿ないし籾帯内に沈着していた

石灰物質が腿周囲軟部組織に穿破，拡大し，その刺戟に

よって激烈なる症状を発生せるものと考えられる.

診断は特徴ある症状ならびにX線所見より本症の存在

を認識するならば容易である.

なお本症は比較的稀なものとされているが，本症の特

異な症状より，炎症症状として切開されたものもかなり

あると思われる.

治療としては，我々の症例のごとく ，保存的治療によ

って完全に症状の消失をみるので，当初から外科的治療

を行なうことは賛成できない.たゾ症例4のごとく X線

像にて石灰沈着像が局在している場合にのみ，穿京11，ス

テロイド剤の注入によって症状の緩解を早め得るものと

恩われる.

質 問 巌(東京女医大整形)

1) 我々も同様な 5症例をかつて発表したが，その後

の経験例を加えても 10例程度である.日常かなり注意

していても遭遇する機会が少ないことをみると，本邦で

は，比較的稀なものではないかと考えられる.また，

Carrollの報告では手関節周辺に多いが，我々はまだこ

の部に発症したものをみていない.なにか人種的差異が

関与しているのではないかと思う .

2) 名称、についてだが，石灰性腿炎というと腿の病変

と限られるが，現実には靭帯か，関節包か，肢か，石灰

沈着の部位が不明なものが多いので，むしろ急性石灰沈

着症という ほうが適切ではないか.

答 牧野

1) 私たちのX線像からは腿周囲の沈着と考えられる

像であるが，私たちの症例は発症前のX線撮影が行なわ

れていないので，これらの像は本症のX線像の特徴であ

る石灰沈着像の消失の一過程をとらえているのかも知れ

ないので断定できない.

2) 名称についてはいろいろの問題があると思う.し

たがって私たちは “いわゆる石灰沈着性腿炎"として報

告したなお，先生の提唱された急性石灰沈着症なる名

称、は，かえって誤解を招くおそれがある.本症の特徴は

石灰沈着が急激に起こるのではなく ，無症状の既存の石

灰沈着がなんらかの原因で急性発症を示し，X線像上，

石灰沈着陰影は消失するものであるからである.

答 那須

1) 人種によって発生場所が違うのではないかという

点に関しではなんともいえない.

2) 石灰沈着の部位については，我々は手術を行なっ

ていないので，断定する材料をもっていない.しかしな

がら X線所見より推定するならば， 以~内というよりは腿

周囲と考えるほ うが妥当ではなかろうかと思う.

追加 豊島(阪市大整形)

1) 脱実質の石灰沈着であれば，X線上，カノコのよ

うにみえるのではないかと思うので，沈着はやはり腿周

囲と恩われる.

2) 人種の差違について発言されたが，文献によると

milk drinker's syndromeなどともいわれているので，

食事内容の差もあると思う.

3) カノレシウム代謝についても検討すべきであろう.

63. 第4中手骨短縮症の治療経験

山屋彰男 谷回部貞男 中川研 二 矢 部 裕 *

足の第 4祉短縮症は手術方法も確立し，整形外科医が

日常茶飯に行なう手術であるが，第4~IJ手骨短縮症の手

術報告例はきわめて少ない.最近，我々は，第 4中手骨

短縮症の 2例に対して手術を行ない，多少の知見を得た

ので報告する.

* A. Yamaya， S. Yatabe， K. Nakagawa :済生会宇都
宮病院整形外科(宇都宮市旭町l丁円);Y. Yabe(都師): 

慶応義塾大学整形外科.

症例1. 16才， 女子.

主訴 :右環指の短縮.

家族歴および現病歴・家系中に特別の奇型はなく ，妊

娠出産にも異常はない.

現症 :体格栄養中等度，左第 4祉にも短縮を認める.

右環指は示指より短く， M.P.関節の屈曲は 115。と障害

される.その際，第4中手骨小頭部の陥凹を認め，M. 

P.関節屈曲時背側の関節裂隙は増大する.屈曲力は健
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側に比して弱い(図 1a， b). 

X線所見 :右第 4中手骨は健側より 1.3 cm短く ，小

頭は扇平を呈する(図 1c). 

図 1.

手術は，第 4中手骨の中枢骨幹端部における骨切り術

を行ない，右腸骨陵よ P採取した皮質2而を含む長さ

1.1 cm の骨片を移植し延長する.キルシュナー鋼線 1

本にて固定する.ギプス固定6週間，その後，鋼線除去し，

後療法を開始する.術後 2年 5ヵ月の現在，右環指は左

に比してなお 4mmの短縮があり ，指屈曲時，第 4"1"手

骨小頭部の陥凹をわずかに認める M.P.関節の屈曲は

術前より改善され屈曲カも増す.忠者はピアノを弾きや

すくなったと話し，美容的にも機能的にも満足している

(図 1d， e).術後X線所見は図 1fのごとくである.

症例 2.両側環指の短縮

家族歴および現病歴 ・家系中に特別の奇型はなく ，出

産も正常である.

現症 :体格は中等度以下で，全身的に発育不全を思わ

せる.外観上，両手とも環指は示指より著明に短く ，運

動性は M.P.関節の屈曲が右 1380

，左 135。と障害され

る.その際，第4中手骨小頭部は陥凹する.基節の皮脂

には，かなりのゆとりがあり ，指開排H寺のみずかき形成

は症例 1よりも著明である(図 2a， b). 

X線所見.両側第 4中手骨は，第 5中手 'II'より 1.4

cm 短く ，著しい発育不全を示す 第4中手43ソト頭は症

例 1と同様，正 ・側面ともに扇平となる.そのほか両小

指中節骨と両第 1中足骨'の短縮を認める(図 2c). llVJ脈
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造影所見で環指の固有指動脈は中手動脈の分岐部で著明

に蛇行する(図 3).左第4中手骨に対して，C.M.関節

間の延長骨移植を行なう .中手骨中枢端と有鈎骨末梢端

とを切除し，指を室長引しつ〉単鋭鈎を中手骨にかけてか

なりの力で引くと，約 2cm の延長が可能である よっ

て同長の腸骨片を移植し，キノレシュナー鋼線にて固定す

る 後療法は症例 1と同様に開始する 術後 3ヵ月の現

在，動脈造影にて環指固有指動脈の蛇行の消失をみる(図

3) .琢!tl'1は示指よりわずかに短いが，みずかき形成もと

れ，美森的に改善をみる.指の屈l幼はなお制限され，n 
下後療法中である(図 2d， e) 術後X線所見は園 2fの

ごとくである.

考 察

第 4中手骨短縮症は，主に思春期の女性にみられ，そ

図 2.

1 

l--♂.....-

c pre-op 

の主訴は機能面より美容的改善を望むものである.足の

第4Ji¥止短縮症と具なり ，美容的均整を得るのみならず，

延長による機能障害を残すことが許されないところに問

題がある.環指基節部の皮膚には，かなりの余裕があり ，

血管造影により固有指動脈は蛇行している・中手骨基部

において同部骨問筋とともに延長を計ることにより ，か

なりの延長改善を期待することができる.術後，環指の

循環・知覚障害は認めず，運動性，特に屈曲力は刑す.こ

のことから，固有指神経および指屈{rt筋出tにもゆとりの

あることが推察される.我々は 1.1cmおよび2cmの延

長を得たが，症例 2における術後の運動回復経過から考

えて，むしろ延長しすぎた気味がある また，C.M.関

節の固定にも問題は残る.か』る点を反省するとともに，

延長の程度は症例により異なるも，術野において無理な
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angiogram 
pre -Op 

図 3.

く延長し得る範囲にとジめるべきであろう.

追加・質問 石田(新潟大整形)

私たちも 1例に左第4中手骨短縮症を経験している.

中手骨骨骨，幹基部で骨切り術を行なつたが('f骨i

下に剥離し)λ，これのみで 6mmほどの問|防隙9到総;日{を生じ，指

を軽く遠位に牽引することにより，容易に 1.6 cmの中

手骨の延長が可能であった.術後の機能は術前に比し，

むしろ改善されている.しかし術中から気づいていたが，

intrinsic muscleの tonusは正常であるのに，総指イijl

筋(IV)の tonusが少し強く， M.P.関節の最大屈曲が

多少障害されている 術中には術後の練習で改善される

のではないかと考えたが，そのような傾向が認められて

いない.

1) 骨問筋の処理について.

2) 骨切りのみで骨切り部にどの程度の間隙ができた

か.

3) Intrinsic， extrinsicの tonusの balanceはど

のようであったか.

答山昼

1) 血管:造j;診による指動脈の蛇行皮膚のゆとりにより ，

指屈伸筋腿のゆとりが推察されるのではないだろうか.

2) 骨切りをしたのみでは自然延長は得られなかった.

3) Intr insicおよび extrinsicの tonusの高まり

は，我々の症例ではみられなかった.

追加 ・質問 原瀬(慈悲医大形成)

先天性阿側第3中手骨短縮症の手術例を追加する.

症例. 20才，女.中手骨末梢部 1/3でそれぞれ1.0 cm 

延長した.第3中手骨短縮症は外見上著しい醜形を示す

ので，延長により良い結果を得られると考える.一方，

第 4中手骨短縮症は，握りこぶしを作らないかぎり，そ

れほどの醜形を示さないので，原則として我々は強いて

延長は行なわない.

1) 第 4中手1l・短縮症手術の適応について

2) C.M.関節固定はさけるべきではないか

答 山屋

1) 第 4指の短縮は，第 H止短縮とは異なり指列の変

化はなく，指伸展時はあまり目立たない.しかし，握り

こぶしを作るときに，第 4中手骨小頭の陥凹が著明なと

きは， 第 5~3 の中手骨小頭の中間程度の膨隆を作って

やることが珪!忽ではないだろうか.

答 矢部

く石田先生へ> 1) 骨問筋の処置に関しては，中手骨

基部の骨切りにより骨陥]筋ごとそっくり末松へ移動すれ

ば，第 3，5中手骨法部をわずかに剥離するだけで十分

である.

2) 間隙は，はっきりとは確認していないが，症例 1

では軽く単鋭鈎を掛けて引くだけ，症例2は相当日虫く室長

引して，各1.1 cm， 2. 0 cmの延長をはかった.

3) 筋の balanceについては，症例2において long

extensor の緊張が強いように思われる.これは腿結合

の部によるものと考える

くj京瀬先生へ> 1) Indicationは患者の希望による

と思う 美容的のみならず，機能的にも改善をみるため，

試みてよいものと考える.

2) 確かに C.M.関節の固定には問題が残る.基 部

の骨切りによるものが良いと考える.
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64.翼状手の 1症例

牧野睦 夫 藤 田 菅 也 土肥千里*

最近，私たちは，先天性の翼状手の 1例を手術的に治

療し，かなりの改善をみたので報告する.

症例. 20才， 男子.既往歴，家族歴は特記すべきこと

はない.生来両手に奇形ありとの訴えで来院した.両手

は母指で M.P関節の屈曲拘縮と外転制限があり，その

他の指では，M.P.関節の屈曲拘縮と尺側偏{立があり ，

示指から小指にゆくに従ってその程度を地し，全体に指

裂が浅く，一見して，いわゆる風車翼手を呈しており，

左手に幾分程度が強かった(図 1) さらに両側の示指か

ら珠指までに軽度の swan-neck変形を認め，右の中 ・

環指では M.P.関節背側で総指伸筋が楼側に，左は示指

図1.術前.

本 M. Makino:古川市立病院整形外科(古川市大柿字千手

寺前);S. Fujita::東北大学整形外科;S. Dohi・東北ヲj-

災病院整形外科(仙台市荒巻字台ノ原).

で尺側に軽度脱臼しており ，それぞれ握ったときは，そ

の程度を増す Intrinsic muscleは全体に軽度の萎織

がみられ，筋電図検索で，背側骨格筋は尺似IJにゆくに従

って lowamplitudc N. M. U.で， spikeの数が減少

している.他の部位の奇形として，両側に凹足，外反母

E止があった.

風車翼手は，Boixが1897年に初めて報告して以来，

Jaequmainの報告まで欧米では 20数例の報告がみられ

る.その多くは家族的な発生を認め，また手と対をなし

て凹足や扇平足などの足部の奇形や，唇裂，口蓋垂裂，

illiJ湾症などの奇形を有するものが多い.私たちの例は，

しらベ得たかぎりでは家族的発生はなく ，また足部の変

形以外の著I:!J'Jな変化は認めなかった.

治療については，Boermaをはじめ，多くの人が矯正

装具装着，徒手矯正その他の保存的療法を行なっており，

乳児以外では，その多くは満足な結果が得られていない

ようである Hohmann & Dreyfusは2症例につい

て，母指に対し， m. addl1ctor pollicis と m.oppo-

nens pollicis を切離し，尺側偏位には ligamenta

accessoria collateral iaの短縮をみたので，これを切離

したところ，容易に矯正されたとしている.

私たちはまず程度の強い左手に対して手術を施行した.

皮切は，皮膚を slidingする目的で，図 2aのように置

き，palmar aponel1rosisを切離したところ， M.P.関

節の屈曲拘縮と尺側偏位をかなりの程度に矯正できた

この際，神経血管:束の軽い bowstringingをみたが，

Gobのい う浅指屈筋の脱輪の肥厚は認めなかった.

母指l陥の改善のため，母指内転筋，短母指外転筋を付

着部近くで切離し，長母指屈筋は前腕の筋腿移行部で

図 2.
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advanceした.次いで皮膚は図2bのように flapを小指

側に slidingして閉じ，手掌部母指側の皮J缶'欠損部に遊

離槌皮を施行した.術後，約 1ヵ月ギプス固定，その後

reverse knuckle bender様の弾性装具を装着させ，自他

!ftIJ運動を行なわせ経過をみた. 4ヵ月後には右手にも同

様な手術法を施行したが，sliding skin flapとpalmar

aponeurosisの切離でほジ矯正されたので，母指内転筋

と短母指外転筋の切関!Eは行なわなかった.左手術後 1年，

右手術後8ヵ月で，母指と示指の問の指裂が浅いため，

Z-plasty を追加した.3図は左手術後 1年 4均月，右

手術後 1年の現在の状態で，母指の M.P.関節の屈曲拘

縮と外転制限，示指から小指の M.P.関節の屈曲拘縮と

尺側偏位はよく矯正された位置にある. しかし握りこぶ

しの位置では尺側への侃位が残っている 示指から環指

の swan-neck変形は経くなっているが，総指伸筋の脱

臼は術前とほとんどかわっていない.

先天性風車翼手に対して手術を行な った Hohmannと

Dreyfusは， M.P.関節の尺側の ligamentaaccessoria 

collateraliaの短縮があり，これを切離したところ，尺

側偏位は矯正可能となったと述べているが，永続的な効

果は得られていないようである.Gobは浅指屈筋の肥厚

と腿翰の狭窄，すなわち polluxrigidusにおけるのと

同様な所見をみたことから，これが 1次的因子で，2次

的に尺側偏位が発生したのであろうと述べているが，こ

れを切降しでも偏位は矯正されなかったようである.

私たちは palmaraponeurosisの切離により ，M.P. 

関節の伸展，椀屈が可能となったことから， palmar apo-

図 3 術後.

neurosisの短縮とそれに伴う皮膚の拘縮が主因と考え

ている.

65. 習慣性指伸筋臆脱臼の2例

吉松俊一 白旗敏克 長島健治

小早川宏典 芦田 斥 也*

我々は最近，M.P.関節背側でのや1:1筋腿脱臼の 2例を

経験したので報告する.

症例 1. 64才，男子，農業. 3ヵ月前に，農作業でク

ワを振り降ろしたところ，急に右ノl、指背側に痛みを党え，

そのま〉放置していたところ，小指の疹痛と脱力感が現

* S. Yoshimatsu， T. Shirahata， K. Nagashima， H. 
Kohayagawa， K. Ashida :国立長野病院(長野県更級

郡上山田).

われ，ときどき伸展できなくなるとの訴えで来院した.

現在まで外傷を受けたこともなく ，遺伝関係も認められ

ない.

初診H寺所見:右小指を M.P.関節で屈曲させると，

long extensorが同関節の背側を越えて尺側に脱転し，

小指は軽度外転位をとる.指を伸ばそうとすると，脱転

した longextensorがM.P.関節の尺側で bowstring

状に緊張し，自然整復は困難であった.
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手術H寺所見 :ホ小指の M.P.関節の背側に縦皮切を加

えて侵入するに，expansion hood， sagital banclの機

側にIj'r裂部があり ，また，intertendinous fasciaは弛

緩していた.まず，断裂部を合めて sagital band，お

よび expansionhooclの様fJ¥l1を縫縮し，諸富らの方法に

より juncturatendineull1の一部を利用し， これを一

度，脱臼腿の下層を通して尺似.11に引き出し，再び桟側に

反転して，expansion hoodの様側に縫合した.現在，

術後 7ヵ月で再発は認めない.

症例 2.74才，男子，無職.左環指の弾発現象と疹痛

を主訴として来院した. 4ヵ月前より左環指に鈍痛があ

り，物を強くつかもうとすると痛みが強くな った. 2ヵ

月前からは，同指の M.P.関節を例lばそうとすると，3単

発現象が起こり，痛みも強くな った.なお，本人は現在，

肺結核に対して治療中である.

初診I時所見左環指 M.P関節l背伊IIIで， long extensor 

の尺側脱臼を認める.向指の屈曲位から自動伸肢は困難

で 1600 ぐらいで弾発音とともに整復され， tfiは伸展

nuc leus 

する.3週間にわた司て，環指を伸展位に固定し，jjill腎

皮質ホノレモンの局所注入を行なったが， '("台癒傾向はまっ

たく詰忍めなかった.

手術H寺所見 :M.P関節背側に縦皮切Jを加え侵入した.

Expansion hood， sagital bancl， intertendinous fascia 

等はいずれも非薄化し，弛緩していた.しかし，外傷の

既往を思わせるような)nj所の癒痕化，結核性肉芽等は肉

11録的にも組織学的にも認めない. Sagital bandの尺側

に減張切闘を加え，桜側の sagitalband， intertendi. 

nous fasciaを総縮し， J従が整復位に保持できることを

確認した.

考 察

手の longextensorは中手骨頭の convexsideの中

央に位置しているため，元来非常に不安定なものである.

また， volar plate， collateral ligall1ent， tansverse. 

ll1etacarpal ligament等と transverselaminaによ っ

てゆるく結合し，それ自体，M.P.関節の支持装置の一

部を形成している(反11).したがって，まして一部にな
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んらかの防蓄があると，容易にそのパランスを失い，脱

臼するものと思われる.Eduardo Zancolliは，手の強

力な把握時には第 5中手骨骨頭が主主側に下降し， long 

extensor は強く主主:尺側に牽引されることを重要視して

いる(図 2).症例 1はクワの振り降し動作で発生したも

ので，このとき強い握り動作を必要とし longextensor 

が急激に掌尺似IJへ牽引されて発生したものと考えられる.

もちろん患者が長年にわたって農作業に従事しており，

小指 M.P.関節の支持装置になんらかの変性がすでに存

在していたととも疑える.症例2では expansionhood， 

intertend inous fasciaの非薄化，弛緩がみられたが，

これらの原因がなんであるかは決定しかねている.

車古語

我々は局所所見の異なったイrl吻J血t脱臼の 2例を報告し，

それらの手術所見を報告するとともに，その発生機転に

ついていさ〉かの考察を加えた.

追加 室回(慈恵医大整形)

最近，我々は本症に対して transverselaminaを利

用して固定する方法を行なっているが，この靭帯は演者

らの述べているように， lt:側の deepfasciaと結合し

ているので十分に固定効果がある.利点として， 1)制

動する力が適当であること， 2)榛尺いずれの脱臼にも

応用できること， 3)他の指に影響を及ぼさない， など

で，リウ 7 チによる ulnardrift および外傷例を示す.

質問 三谷()II~府中央病院)

症例2の患者に INAHを使っていたかどうか.最近，

INAHに BAPNの作用があるのを耳にしたが，本患者

が，もし INAHを使用していれば， fasciaの非薄化と

関連づけられるのではないかとも恩われる.

答 長島

肺結核の治療中であるが， INAHの使用総訟について

は手元にない.

66. ローラーによる手の損傷 2例

大谷幸史 奥田哲草 荒木修身

木原太郎 塩谷彰秀*

ローラーによる障害は深部の組織がおかされるよりも，

むしろ表皮が強く隊害される場合のほうが多い.最近で

は，熱処理を目的とするローラー加工が多くなっている

ので，表皮の障害に火傷が加わり，私たちが治験したロ

ーラー障害のうち，興味ある結果を得た 2例につき報告

する.

症例 1.Degloving injury. 

ローラーにホ手を巻き込まれ，母指を含めて掌側は手

応宮中央部より， また背側は手関節部より degloveされ

ており，示指，中指の末節は挫断され，受傷直後に来院

した(図 1). この創を atraumaticに洗神奈し debride-

mentを行ない， 母指と他の 4指を分けて， 腹壁より

pocket graftにて被毅し，2~5 指は合指させファース

トミ ットの形の手とした(図 2). 

移植皮膚の着床後は理学療法にて各指の運動機能訓練，

ことに母指の機能回復に努力したが，各指の中手指関節

* Y. Ootani， T. Okuda : 111口労災病院整形外科(小野田

市大字小野FEI);o. Araki， T. Kihara， A. Shiotani : 
新大阪病院盤形外科(大阪市生野区巽西尾代JI/f). 

および指関節ともに，ローラーによる関節および関節周

囲組織の障害のため関節機能の回復ははかばかしくなく ，

たY母指の手根中手間関節 (carpometacarpaljoint)と

わずかに残った各指の中手指関節の機能により，母指と

他の 4指聞にて，はさむ作業が可能となり，物を握るこ

とはできないが，字が書けることのほか，洗面，食事，

農作業等の日常勤作にも不自由しない程度に回復し，現

在，生命保険の支部長として社会復帰している.

症例 2.左前腕表皮糸JJ脱(広範囲皮膚欠:tm.
前腕を印刷用ローラーに巻き込まれ，月十関節部より手

図1.
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図 2.

関節Iに至る前腕全体の表皮奈IJ脱で(図 3)，ちょうど婦人

の靴下がずり落ち，足首の回りでとジま ったような状態

になっていた この例で，deglovingの障害が加わらな

かったのは幸いというべきである.前腕は部分的に神経

および血管，ならびにl腿も露出していた・まず表皮の印

刷インクによる汚れを cleansingし，atraumaticに傷

を洗首謀したのち，剥離された皮膚が部分的に嬢死を起こ

すことは覚悟のうえでこれを引きあげ，皮下にドレーン

図 3

を挿入し，皮f街欠損部分の被覆を行なった.

予想したとおり ，剥脱表皮の一部分は壊死となったが，

壊死部分は蛋白融解酵素にて融解せしめ，また部分的に

はハサミで除去した.その下には良質の granulationが

できており ，この部分には中間層植皮を行なった・結果

として，手掌大の癒痕が前腕中枢-j)¥lJに残ったが(図 3)，

Jlll!および筋肉と表皮との癒着も少なく ，指の機能，手関

節，s寸関節の可動域も健側に比べて，まったく遜色なく

回復した.もちろん手のシビレ感も残していない.

考 察

手部の損傷，特に皮脂欠損では腿，神経等の乾燥壊死

を防ぐため，すみやかに被覆する必要がある.症例2で

示したごとく ，血液循環が断たれ， debridementを必

要とする状態の皮膚においてでも，J.腿，神経等を被覆し，

乾燥を防ぐ効果があるので，一時的にでも被覆に利用す

べきであるといえる.

症例 1は，機能的予後が悪いといわれる degloving

injuryであり ， また中手指関節の関節周図組織の損傷

があったので，これ以上の手機能の回復はむずかしいよ

うに思う.

Degloving injuryで示指を中手骨レベノレで切断し，

first webを拡大させる治療法の報告があるが，これは

母指機能がある程度保持された場合にとるべき方法と考

える また合指した指を分離すべきとの意見は，中手指

関節あるいは指関節の機能の良く ない場合は separate

しても意味がなく ，使いやすい手を作るという面から考

えると，分離は母指だけで十分と思 う.

結語

以上ローラーによる損傷の 2例を報告したが，deglo・

ving injuryでは完全に手の機能をもどすことはむずか

しし広範囲皮膚欠損であっても，その部位が腿の露出

が少ない前腕であれば，その予後は良好である.
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67. Degloving injuryの 1治!験例

中野 謙吾 畑中生稔 中 野俊郎

湯浅美仁 正木良策 吉 川 泰生*

1938年，Mac Collumが “wringerarm"なる概念

を提唱して以来，上肢における軟部組織の挫滅を伴った

皮膚剥脱倉IJの治療には，特別な配慮とさまざまな工夫が

なされてきている.なかでも，いわゆる手套状皮膚最IJ脱

創の場合には，広範な皮膚欠損をいかにして処理しつ h

将来の機能的予後に備えるかが本症治療上の基本的な課

題であり，この点に関して，若干の論議がみられる現状

である.

最近，我々が経験した手指の皮慮恭IJ脱倉IJの1例を以下

に報告して，一定の考察を加えてみたいと思う.

症例および初診時所見

19才の女子で，仕事中，左手をロ ーラーに巻き込まれ，

その直後に反射的に手を引き抜かんとして，母指を含む

全指のほ;:.M.P.関節以遠を手套状に剥脱されたもので

ある.環指の D.1.P.関節は離断され，深指屈筋!此，総

指w筋腿の一部に挫滅が強く ，中指，小指の末節骨が露

出している.その他，背側指動脈や固有掌仰l指神経に部

分的な断裂を認めるが，指の屈伸はほジ正常に可能であ

る(区J1). 

a. b. 

図 1.

治療経過

ショック症状の回復を待って，受傷約2時間後に創洗

* K. Nakano (助教授)，1. Hatanaka， T. Nakano， Y. 
Yuasa， R. Masaki， Y. Yoshikawa :三重県立医科大

学塩浜病院整形外科

搬を行ない，腹壁に大小2個の有茎皮膚弁を作成した.

母指と他の 4指をそれぞれ別個の皮弁で被覆して，腹壁

に生じた皮膚欠損には遊離全層植皮を補った.

術後約4週で有茎皮弁を切離して，いわゆるミット型

の手となし，約 10週にわたる十分な理学療法を行なっ

たのち，中指，環指の分離を行なった.以後，手術ごと

に理学療法を留意して繰り返しつ h 全層遊離植皮によ

る指問形成術を追加しながら，順次，指の分離を行ない，

約 1年後に全指の分離を完成した.この間，分離操作を

安全かっ確実とするため，中指，小指の D.1.P.関節は

離断した.したがって，母指には1.P.関節と爪を残し，

示指には D.1.P.およびP.1.P.関節を， また他の 3指に

は P.1. P.関節を，それぞれ保持した形で全指を温存し

得たわけである.その後，日常生活への患指の積極的な

適応を指導しつh 現在に至っている(図 2).

機能的予後について

術後 2年の現在，植l支部の通常の知党はきわめて良好

である.しかし 2点識別は最高 0.4cm，最低 1.5 cmま

でで，健側とはかなりの差を示す.立体感覚では，形や

硬さ，長さの識別が予期以上に良好で， 10円硬貨や小豆

の識別が可能であった.

温熱刺戟による発汗テストを行なうと，中 ・環指の発

汗がや〉不良であるが，他はお〉むね良好に発汗してい

る.たゾし，発汗潜伏時間や発汗量では健側に比べて機

能低下を示す

血管造影では指!fYJ}派の映像が不鮮明で，一定の循環|濠

害の存在を示している.事実，寒冷車IJ戟に対して患者は

強い疹痛を訴えており， 皮j苗温度も健側より O.5~ 1. 2 

oc f氏下している.

指の運動機能では，M.P.関節の機能が良好なのに対

して， P.l. P.関節には一定の運動制限がみられる.しか

し，母指の対向運動は小指まで可能であり，小さなつま

み動作から大きな把握動作まで，全体として権患指の機

能はよく保持されている(図 3).

本症例の場合，手掌，手背部が損傷を免れ，受傷後短

時間で創を被磁し，しかも効果的な指の分離をなし得た

ことが良好な機能を残し得た原因と考えられる.
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考 察

本症の治療に当っては，壊死を|妨ぎ感染を制禦するた

め 1次的な創の閉鎖が不可欠である.この際，指の損

傷程度とその機能的意義とを考慮して，適切な植皮法を

選択する必要がある.すなわち深部民傷。の少ない小指や

球指には遊離植皮の適応もあろうが，母指や示指には有

茎植皮を行なって，その機能保持に努めるべきだと考え

ている

茨木はその実験結栄から遊)~IE梢皮の有用性を説き ， 一

方，津下らは手掌手背部は中間屑で，指の部分は有茎l支

弁で被覆すべきと述べている. また もiVoughtcrによれ

ば，活者した遊離皮弁には 50% 前後の収縮が生じると

いう

今，手背や指背の皮脂のTiJ動性をみるため，各関節で

の皮!前の伸び率を計測すると，P. 1. P.関節部が 47.2%

で最も大きく ，肘関節や膝関節のそれより大である.

このように，元来，皮膚の可動性がきわめて大きい指

図 2

の部分の皮膚最11脱には，循環不全の配慮、からだけではな

し機能的にも有茎植皮のほうがより有利であるといえ

よう.

有茎植皮の際には，母指と 他の指とはそれぞれ別個の

皮弁で被離したほうが母指機能は保持されやすいと恩わ

オもる.

損傷された指は可能なかぎり混存し，またでき得るか

ぎり指を分離したほうが， ミッ ト型の手にと広めるより

は実生活上はるかに有利である.

本症の予後における問題点は，知覚障害よりも循環障

害に基づく愁訴が多いことである.I-Iardinは，血管箪

縮による循環不全が存在することを指摘し， Holevich 

は，この対策として，初めから D.1.P.関節の離断をす

〉めている.本症における循環障害については，初期治

療における小lIll作の外科的処置の進歩とも関連して，今

後に残された課題であろうと思われる.

追加 倉閏 (広島大整形)

症例.19才，男.右手 deglovinginjury皮下組織，

神経，血管，伸届筋股が比較的よく温存されていたので，

術後の機能障害を最少限にすること，有茎皮弁の面積を

できるだけ少なくするために，D. 1. P.関節以下を向性断

したのち，有茎値皮を行なった.その後 2回に分けて各

指の分離術を行なった.術後の pinch，grip， :;!}字，

fine movementは良好である. また女11党も良い.皮下

組織の損傷が少ないときは，できるだけ指分離術を行な

ったほうが良いと思う.

答 畑中

2点識別はいか Vであったか.私たちの症例では，ー
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般の知党は非常に良好であるが 2点識別はやはり劣る.

追加 石田(新潟大整形)

1) 広島大学で追加された症例は指尖部に至るまで軟

部組織が残っているが，このような症例ではかなり良い

P. I. P.関節の可動性を得ることが期待できるので，

distal phalanxをできるだけ残してやることが， 将来

かなり 小さいものまで，つまみ，援ることが可能となる

(たとえば，卓球のラケットもカ強く握ることができる). 

ゆえに c1egloveされた指を被援できるならば(たとえば

c10uble abdominal flapsで)，c1istal phalanxまで記長

したほうが良いと思う .D.l. P.離断例では grip能力が

かなり劣ると思う .

2) 遊離中間屑植皮例は，初期に外見もかなり良好で

あり ，機能もある程度回復する.しかし時間の経過とと

もに指尖部の軟部組織が萎縮し，骨端が皮下に出てきて

しまう.また，寒冷に対して敏感であるのは一般の de-

gloving例よりも強いようである.一般に pocketgraft 

後，遊間住中間層植皮を行なうのは，指尖部の条件をいか

に良くするかが解決されるまでは推奨できない.しかし

軟部組織が十分に残っている例ではprimarysplit skin 

graftを行なって良いと考える.もちろん指骨が露出し

ているものについては，有茎皮弁で coverするのが最も

良い方法と考える.

答 畑中

D. I. P 関節の処理の仕方の問題については，循環障

害への対処と機能的な考慮とが同時に行なわねばならな

い.損傷程度と指の機能を考えて，示指ならばできるだ

け残し，小指， 環j告は切除するようにも っていってはい

かジかと考える.

追加 中野

腹壁埋没後，中間屑にて被覆する方法は，新潟大学で

degloving injuryに対する治療方針にしておられると

考えていたが，た￥今のご発言によると，必ずしもそう

ではないようであるが，いかばか.

追加 大谷(叫旧労災病院整形)

M. P.， I. P.の関節機能が残っている場合，separate 

した指が指としての機能をはたす状態をみせていたジき，

大変参考になった.

68.観血的整復を要した示指 P.I. P.関節掌側脱臼の 1症例

福沢玄英 黒 )11 ー*

日常の診療において，手指関節の脱臼にはしばしば遭

遇する その多くは徒手整復が可能であるが，中には徒

手整復不能で，観血的整復を必要とするものがある.

観血的整復を要する手指 M.P.関節背側脱臼の報告は，

Kaplanの報告以来ときどき散見されるようになり ，私

たちも数例経験しているが，最近徒手整復不能で，観血

的整復を要した示指 P.I. P.関節自主側脱臼の 1症例を経

験したので，追加報告する.

症例.45才，女性，工員.

家族歴および既往歴 :特記することはない.

現病歴:fls 45， 10， 13日， 仕事中 pulleyのベノレ ト

に右示指および中指の P.1. P.関節より末梢を巻き込ま

れ，屈曲，回外を強制された.

初診時所見 :右示指はや〉短縮し，P. 1. P.関節苦11は

軽度腫脹しており ，中節背側に擦過創を認めた. P.1.P. 

* G. Fukuzawa， H. Kurokawa :横浜市立大口病院盤形

外科一(横浜市神奈川区大口通)

関節は約 30。屈r1lJ位をとり ，や〉機側に偏イ立し，D. I.P. 

関節は軽度屈曲位をと っていた.なお P.I. P.関節に圧

痛を認めた.x線像では右示指 P.I. P.関節の掌側脱臼

と中指基節'H'骨折を認めた(図 1).たゾちに徒手整復を

試みたが整復不能で， 3日後，観血的整復を行なった.

平市liI所見 :Kuhlenkampf麻酔下に阿1J¥l1より侵入する

と，たゾちに皮下に基節骨骨頭を認めた.なお尺側側面1I

靭有i-は断裂し， centril slipと尺側の lateralbanclとの

聞が切れ，尺側の lateralbandは基節骨骨頭と中節骨

基底問に介入し， 基節'1~1骨'頭は両者により絞犯されてい

た.尺側の lateralbandを引き出すこ とにより脱臼は

容易に整復された. 次いで断裂せる背側!比~膜および尺1)\11

側副籾帯を縫合， P.l. P.関節の再脱臼の起こらないこと

を確認し，創を閉じた (図 2).術後 P.I. P.関節および

D. 1. P関節軽度屈曲位で副木固定を行ない，3週後より

後療法を開始した.

術後の経過術後 3均月の現在， P. I.P.関節に腫脹を
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a.受傷H寺. b.術後.

図 1. X線像

戒すが，P. 1. P. 関節は 160~90。 まで， D.1.P 関節lは

180~40 。 まで運動可能となり ，似.lJ方動揺性もない.

考 察

手指 P.1. P.関節掌側脱臼は背側脱臼に比し， きわめ

て稀とされており ，したがって，その報告も少なく ，私

たちの渉猟し得たかぎりでは 1966年，}oh口sonの報告

以来，本症例をも含め 9例 10)悦臼を数えるにすぎない

(表 1)・これらの症例の平均年令は 34才であり ，男女

年令

報告者 忠指 治療方法

性

}ohnson， F. G. et al. 24才 右 徒手整復→手術
(1966) 男 第 5J:1 

:1:.¥':);占ら (1968) 20才
右 徒手整復→手術

男 第 2t行

能登ら (1968) I 3~才 左 徒手鐙復→手術
男 第 2t行

矢部 (1968) 27才 右 手術 ?
女 第 2指

丸 毛 (1968) 
17才・ 1王 徒手整復→手術
5時 貫~ 4 m 

Spil1ner， M. eJ. al. 45才 オ1 徒手整復
(1970) 女 賀}4J旨

11 
55才 1ミ 徒手整復
女 第 2指

11 
35才 オ1 徒手整復→手術
女 第 4指

1五 手術
第 2J行

福沢 ら(本症例)(1971) 
45才 オ1 徒手整復→手術
女 第 2m

比は 4:5で，患側は左3脱臼に対し右7脱臼であり ，

当然のことながら利手に多くみられる・また患指別では

手指6脱臼，環指 3脱臼，小指 1)脱臼で手指に最も多い・

10脱F=J"1" 8)悦臼は徒手整復不能で，観lILL的整復により目

的を達し，ほとんどがほ正満足すべき結果を得ており ，

残りの 2脱臼は徒手的に整復されたが， いずれもボタ

ン・ホーノレ変形を残している.

私たちの症例では P.r. P.関節の屈曲，回外を強制さ

表1. 報告例の概略.

手 術 所

絞 事E 物 1伏入物 l側剛
帯断裂

L. B. (尺仰1)，C. S. II¥J L. B. (+) (尺側)

L. B目(様似1)，C. S. JilJ C. S. (+) (検側)

L. B目(挽似J)，C. S. IMJ L. B (+) (協例J)

? 
Med. int. b P 

(挽側)

(MEd mt band 断裂) (一) 予

Med. int. band. (尺sjll)

C. S 断裂 手 (ー) ? 

? ? ? 

L. B. (尺似1)，C. S. 11¥j L.B (+) (尺側)
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、、
、、

Central slip 

Central slip 
/ 

I Lateral band (Ulnar) 

Ruptured collateral 
ligament (Ulna..) 

図 2 手術所見.

れ，掌側脱臼を生じ，Johnson の症例と同じく，長車~I方

向に牽引することにより ，変形は治るが，牽引をとると，

再び脱臼位にもどり ，観血的に整復を行なった.

P. 1. P 関節掌側脱臼で徒手整復不能な症例の多くは

ボタン ・ホーノレ機構によるものであるが，この場合，ボ

タン ・ホール構造および介入物にはいろいろのものが考

えられる.現在までの報告例のうち，手術所見の明確な

6伊191 5例は背側腿l肢の断裂があり ，JateraJ band と

centraJ sJipにより基節骨骨頭が絞掘され，1例は，

centraJ sJipがP.1.P.関節内に依入し，4例は lateraJ

bandが P.1.P.関節内に級入し，整復を障害していた.

自験例をも含め， いずれも P.I. P.関節内に介入せる

術後 成品!i

術後 仲展 L屈耐

6週 | 正 常

11 月 |170~180。 I.P.1J.)) 
カ 170~120 0 (D. I. P. 

1 if 

直後

6 ヵ月

3ヵ月

3ヵ月

完全に機能回復

250屈曲位 指尖~
(P. 1. P.].) 母f旨球まで

25
0

周IHI位
(P. I. P. ].) 

正常 1. 3cm 

1~0~ 900 (P. 1. P. J.) 
180~140 0 (D. 1. P. J.) 

変 形

ボタン ・ホーノレ
変 官2

ボタン ・ホーノレ
変 形

ボタン ・ホーJレ
変 形

IateraJ band，あるいは centraIsJi p を引き出すこと

により ，脱臼は容易に整復されており，本脱臼ではボタ

ン・ホーノレ機構よりも，むしろ P.I. P.関節内介入物に

より整復が障害されていると考えたほうが妥当である

また側副籾帯断裂は6例中 4例に認められたが，本脱臼

が屈曲， 囲内あるいは回外を強制された結果生ずること

よりして，容易に断裂するものと考えられる.

私たちの症例では，P. 1. P. 関節に屈曲，囲外力が働

き，その結果 P.1. P.関節屈曲{立で掌側へ移動している

Jateral band と centralsIip との聞が縦に裂け， こ

の断裂部から基節骨'百'頭は背側に転位し，さらに尺側側

副籾帯が断裂し，尺側の Jateralbandが P.1. P.関節

内に依入したものと考えられる.

なお本脱臼の予後については，早期に観血的整復を行

なったものはほゾ満足すべき結果が得られており，無理

な徒手整復~品作を行なうことなく ， 早期に観血的整復を
行なうべきである.

追加 本国()11崎市太田総合病院)

症例.31才，男.ug 38年にフォーク リフトの荷が小

指にあたり ，開放性 P.1. P 関節の掌側脱臼を起こ した

症例を追加する.本例は ext.digit.の縦裂があり ，こ

の聞に基部の headが突き出した症例で，縦裂を縫合す

ることにより整復位を保持できたが，結果的にはP.I. P. 

関節の可動性は決してよくなかった.

追加・質問 杉浦(大同病院整形)

症例. 17才，女子.右示指 P.1. P.の掌側脱臼.受傷

は脱水機による.手術所見では middJebandおよび

Iateral bandが介入していた

当然 flexorの癒着により ，再度なんらかの手術が必要

になると思われるが，この癒着を防止するには，なにか

良い方法はないか.
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屈側の変化については，手術H寺に確認していない.

術後成績については，術後 3ヵ月の現在，P. 1. P.関節

にj盛脹を残すが，0.1. P. 関節は 160~140 0 まで運動可

能となり，似11方動揺性もない.

追加 石田(新潟大整形)

1968年，能登の発表例の術後経過について，この場で

追加する.

患者は術後療法に対し疹痛のためか非協力的で，結局，

P. 1. P.， 0.1. P.関節の自動運動は Oであった.また tro・

phic changeあり ，ときに causalgia様の疹痛があり，

amputationをも希望するほどであ った. これに対し，

sublimis除去，profundus tenol ysisを行ない，cent. 

ral dorsal band， laleral bandの綴痕化 して dorsal

joi nt capsuleに癒着している部で tenolysisを行なっ

たが，結局は causalgia様疹痛が trophicchangeの緩

解に役立つたのみで， P. 1. P.， 0.1. P.関節の自動運動の

回復はまったくみられなかった.

69. 全手根 ・中手関節脱臼の 1例

室 田長久 山 崎誠 高 田 一彦*

母指以外の C.M.関節の脱臼は稀なものである・特に

母指を含む全指の C.M.関節の脱臼は，非常に珍しく ，

我々の渉猟し得た範囲では，6#"IJを数えるにすぎ、ない.

最近，我々はX線ならひ手に手術H寺の所見から，本症と診

断した 1例を経験したので報告する.

症例.63才，男，剣道師範.左手背部の変形と把握障

害，運動痛などを訴えて来院した・

6ヵ刈I清，単車で交叉点を通過中，前方から急に右折

してきたトラックをさけようとして，右にハン ドノレを切

ったが，間に合わず側面衝突し，その際ノ、ンドノレを握っ

ていた左手背部を， トラックのボデーにぶつけ，右前方

に転倒した.受傷直後，某医で左手の変形に対して徒手

整復を受け，2ヵ月間のギプス固定の後，理学療法を受

図 1

* K. Murota， M. Yamazaki. K. Takada:来京慈恵会

医科大学整形外科.

けていた.

初診時所見 :左手背部に母指を含む各指の中手骨の基

部に一致する '~i.性|盗起があり，圧痛およひ。運動焔を認め，

また，第 5中手廿の中央に背側凸の変形がみられた.各

指の M.P.関節は伸展位に拘縮し，十分に屈Ij1Jできない.

特に小指は周仰ともに著明に制限されていた(図 1). 

X線所見 前後像で第 5中手骨骨幹部に変形治癒什折

があり ，第 1C.M.関節は亜脱臼位にある.側面像では

各中手骨が重複してはっきりしないが，基底部の背側転

〆

図 2.金O井0，64才，男術前.
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位がみられる(図 2).各指の M.P.および1.P.関節に

かなりの拘縮があったので可及的に矯正し，約 1ヵ月後

に手術を行なった.

皮切は C.M 関節列の背側にゆるい孤状皮切を加えた.

Long extensorは転位した中手'，'1-によ って圧迫されて

いたが，特に癒着はなく ，脱臼した各 C.M.関節は疲痕

に被われていた.おのおのの関節の背側に縦切を加えて

関節前を露出したが，中手骨基底部はいずれも完全に背

側に脱臼し，関節腔内には癒痕が充満していて，整復は

きわめて困難であ った(図 3). 関節軟骨をほとんど破壊

変性し，光沢を失っていたので，関節面を切除し，関節

膝内にエレパトリウムを挿入して整復し，2本のキノレシ

図 3.

ュナー銅線を叉状に刺入して固定した.次に長 ・短母指

伸筋腿の問から，第 1C.M.関節に達したが，関節腔内

および周囲には液成組織が充満し，関節は亜脱臼位を取

っていた.しかし，関節軟骨は比較的よく保たれていた

ので，長掌筋JIlJ!を用いて靭帯形成術を行ない，整復位に

キノレシュナー銅線で固定し，術後 5週でギプスを除去し，

自動運動を開始した.術後 3ヵ月で，第5中手骨・の変形

治癒に対して骨切り術を行ない， 同時に M.P.関節の

kapusulotomyを施行した.術後 6ヵ月，小指になお屈

曲障害を残している.

考察

解剖l学的な関係から，母指以外の中手骨の基底部と遠

{立手根骨とは，単独に脱臼することは稀で，多くは 2~5

C.M.関節が同H寺に脱臼する. C.M.関節脱臼の原因と

して，階段から落ちて手を突いたり ，ボクシングなどで

強打したり，またオートパイで転倒して生じたことが報

告されているが，近年オートバイの事故によるものが多

いようである.

我々の症例もオートパイ事故によるもので， トラック

の側面に衝突し，手関節掌屈イ立で直達外力が中手什骨頭

部に急激に加わり ，握っていたハンド、/レが支点となって，

C.M.関節iに強い勇断力が働いて発生したものと考えら

れる.

母指以外の C.M.関節の脱臼は比較的機能障害が少な

いため，みのがされやすいものと考えられるが，近年，

交通事情の悪化に伴い，特に単車事故による外傷の 1つ

の型として注意を要するものと考える.

母指を含む全 C.M 関節の脱臼は， 1873年， Riving-

tonの発表以来6例を数えるにすぎず，稀な 611主-W1Jと思

われるので報告した.

70. ゴノレ フスイングに よる有鈎骨鈎骨折 の 1例

鳥巣岳彦 浜l崎文太郎*

手根骨骨折は舟状骨と月状骨に多く ，他の手根骨では 験を得たので，こ〉に報告し，骨折の発生機転， X線所

稀である・特に有鈎骨の単独骨折はきわめて稀で，全手 見，合併症，治療法について簡単に考察してみたい.

根'1']'骨折の 2%程度であるといわれる.私たちは golf 症例

で起こ った有鈎骨鈎の単独皮下骨折の 1例を治療する経 54才，男子.剣道5段をはじめ sports万能選手である.

* T. Torisu・福岡市鳥巣外科病院(福岡市大名2丁日);B. Golf歴 1年，handicapは 24である.その日は快晴に

Hamazaki:九州労災病院(北九州市小倉区碍原)• 恵まれ絶好の golf日和り .まず outより startしたが，
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その 3コース目，球は grcenまであと 70ヤードと近づ

いた.普通 pitchingwedgeの fullswingで 60ヤ

ードしか飛ば、ないが，えいま 〉よと wedgeを握り，思

いきり強く球を打ったという .球は見事に pin側. しか

し，その瞬間強烈な痛みが左手首に起こり，ガクッと音

がしたようであ った.手が全然使えないため， playはそ

のま〉中断せざるを得なかったという 翌日，当院外来

を受診.初診当H寺，手掌全体に腫脹あり圧痛あるも， X

線の 2方向撮影で骨折が認められないため，湿布だけを

行ない外来通院とした.本人は骨折がないといわれたの

と，きわめて多忙であったため，それ以来来院せず，入

浴もしていたという.しかし l遡すぎても痛みが取れな

いため，10日目に再度来院した.再診では小指球部に服

脹を認め，有鈎骨部に圧痛が限}.. )しており ，第 4，5指

の屈伸時に小指球部に疹痛を覚える. しかし知党異常，

Froment's signなどはない.今度は 4方向撮影を行ない，

斜位で有鈎骨鈎の骨折を認めた(図 1).骨片の転位が少

ないため前腕より M.P.関節まで， 特に第 4，5指は

D. I. P.関節までのギフ。ス固定を 6週間行なった.受傷

後6ヵ月の現在，第 4，5指にや〉力がはいりがたく ，

有鈎骨部を尺側より圧迫すると痛みがある程度で指の|鶏

排に異常はない.Froment's signもなく知党も正常で

ある X線上では有鈎骨鈎は骨体より遊離し，骨折部は

不規則となり，吸収像が認められるが硬化像はまだない.

現在元気に golfを続け，月1ft]で優勝もしている.

考察

受傷機転:この症例の場合，できるだけ飛球距離をだ

そうとして clubを長目に握っているため，clubの端が

左手の hamateに位置している(図 2).Golf clubを強

く握りしめ，力一杯 sWll1g したとき激痛を党えたこと

より ，球を打 った im pactの瞬間に clubのgrip先端が

小指球部に激しく作用したものと思われる.解剖学的に

は， 尺骨手根屈筋は piso-hamateligamentを介して

有鈎骨鈎にまで至るといわれ， impact時の手首の掌屈

に強力な筋力の作用も十分に考えられる. したがって，

この症例の骨折機転は直逮外力によるものであり ，強力

な筋力は副次的な作用であると考える

X線検査について ーすでに 1943年，Lewisは，手首

の外傷息者では 4方向撮影を routineにすべきだと述べ

ている.初診H寺の 2方向撮影は現在の医療保険fljll!支のも

とではやむを得ないが，疑わしい場合は必ず斜位を取っ

てみることが肝要である.手根骨の骨折で 2方向撮影だ

けで見落され，陳旧性となった症例は少なからずある.

図3は，普通の斜位像では骨折部が第 5中手骨の基部と

重なっているため，管球を 10。頭側に向けて搬影したも

のである.なお骨片転{立の状態をみるため， Hartや

図 1 左手の斜位協t 図 2.Clubのグリップ先端iが有鈎'，'I.ltfS 図 3.千千通の斜位協iでは有鈎骨と第 5rl1 
に位位している. 手骨主主部とが重なるため， 10' lfJi 

側に向けてt/ij影したもの.
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WiIsonは手骨包'撮影を強調しているが，受{j)jll寺は疹痛

のため手関節の最大背屈{立を取ることがむずかしい.な

おX線上で accessoryboneや種々なる variationを

骨折と見誤らないよう注意が肝心であり ，疑わしい場合

は必ず健側を撮影してみる必要がある.

合{;JI:症について:解剖学的に尺骨神経は立状骨と有鈎

骨とのH司， いわゆる GuyoncanaIを通過するため，有

鈎骨鈎の骨折はなんらかの型でこの神経麻痩を起こす可

能性がある.Howardらは手根骨骨折で起こった尺骨神

経麻簿6例を報告し，そのうち 3例が有鈎骨'鈎の廿折に

よるものであったと述べている.Bairdらは有鈎骨鈎骨

折の5:iJ月後に起こ ってきた遅発性尺骨神経麻療の症例

を報告している.私たちの症例では受傷後 6ヵ月の現在，

尺骨神経麻療はないが，第 4，5指に力がはいりがたい

と訴えており ，さらに経過観察が必要である.

治療法について :Kohlerらは骨癒合を起こさず骨片

が遊離することがあると述べ，Andressもその 1例を

報告している.私たちの症例では第 4，5指のil!JJきで小

指球部に疹痛を訴えるため，局所の安静を厳重にする意

味から前11先からM.P.関節，特に第 4，5指は D.I.P.関

節までギプス固定を 6週間行なったが 6ヵ月後の現在，

骨化形成はみられず遊間t骨片となってしま った.治療法

として初期に'li'折部の南It聞が大きく ，外悶定による整復

固定がむずかしい場合，保存的に治療をしでもなお疹痛

の取れない場合，尺骨神経麻療を伴 う場合などには当然

手術が考慮される.

おわりに

以上ゴ、/レフスイングによ って起こった有鈎骨鈎の単独

皮下骨折の 1例を報告し，その発生機転，X線撮影法，

合併症，治療法について簡単に考察した.

質問 本田(川崎太田総合病院整形)

演者の症例で有鈎什鈎が遊関1['骨片と なっているが，尺

側手根屈筋から豆骨を経て有鈎骨鈎へ続く連絡があるわ

けで，wristの筋力，可動性に影響はなかったか.

答 鳥巣

WristのlfVJきは徐々に回復し， 8ヵ月の現在ほとんど

障害はない.

71.外傷により母指 M.P.関節に不安定性をきたした症例について

山口 智 高沢 晴 夫 宝 積豊

渡辺昂 今 井 三 男*

我々は，最近，外傷により母指 M.P.関節に不安定性

を生じた症例を4例経験した.このうち 217'1は尺側の損

傷であり ，217'1は榛側の損傷であった これらの受傷機

転は，母指 M.P.関節に過度の外転，巨J;綻，内II去が加わ

って生じている.

症例 1. 25才， 男. 1968， 1月，作業中ボーノレ盤に左

母指を巻き込まれ， M.P.関節の外転，械側凶旋を強制

された M.P関節は楼側偏位し，母指がj発似l回旋して

いた.X線像ではilli:脱臼を認めたので，徒手整復を行な

ったが，整復不能なので観血整復を行なった.

背側JJ醐莫，関節包は癒痕化して弛緩し，尺側側副靭帯

は'1'枢付着部で癒痕性に付着しており ，断裂を思わせ，

関節内に一部陥入して整復障害の因子にもなっていた.

場 S. Yamaguchi C講師)， H. Takazawa Cmmi) ， Y. 

Hozumi， T. Watanabe， M. lmai :横浜市立大学整形

外科

背側腿膜，関節包の縫縮，側関l叙l帯の縫合を行ない，

Kaplanに準じて固有示指伸筋腿を長母指伸筋腿に移行

した.

術後 3年，200

の桟側偏位を認めるが，関節i可動域は

ほゾ正常に近く ，疹百nはない.

症例 2. 33才，男.10年前，階段から転落して左母

指の外転を強制された. M.P.関節は伸展時は正常にみ

表1.

症|年 |性| 戸11同 |受傷 |手術剖 |術後
伊~ I 令 1 5~ 1 職業 |自 l部位l 機転 1r判手術法 |経過

1125才男 工員左尺制11ボール盤 2511I籾腿f移E-修行復 3年

2133才 男会社民 左尺側 I1去佃l 経過観察中

3135才 男運転手 右 機側 ハンドノレ 1什・ 籾1W縫縮 1 ~f'. 

4118才 男会社口 左榛官UI 衝突 2 ヵ)~
lIJJlによる

2 'p 修復
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a.術前 b.術後.

図1. 症例 1.鈴O);JtO.

えるが，外転すると著明な梯側偏位を呈する.Pinchは

弱いが，疹痛がないので経過観察中である.

症例 3.35才，男. 1968， 2月， トラックの運転中

ハンドノレに手を取られて右母指をねじられた. 1年後，

M.P. ;協側の悲痛と機能障害を主訴として受診.X線像

で M.P.関節の尺側偏位を認めた.関節i包，背側l健l漠，

側面IJ靭帯の縫縮を行なった ギプス固定4週間，術後 l

年，ほジ正常である.

症例 4. 18才，男.1968， 6月， lji車で電柱に衝突.

図 2 症例 4.術前.

受傷2刀刀後，手術.椀側の背側腿膜，関節包は癒痕非

薄化していたので縫締 掌側へ転位した短母指外転筋!此

を背桟fl1IJへ縫合した桃似IJ側高IJ靭帯刷新裂は認められな

かったが，弛緩していた. た正し籾帯のf~復は行なわな

かった.術後，ギプス固定4週間，術後 2年 4均月不安

定性を放しており ，小指との対立運動が不能である.

考察

症例 1の変形は Kaplanの gall1ekeeper'sthull1bに

相当する. Gall1ekeeperとは猟の|祭，傷ついたウサギを

殺す役で，効き手でウサギの首を伸展するために母指の

M.P.関節に外転，桟側回旋が生ずるという.

Kaplanはこの変形に対して，背側腿)]英，関節包の断

裂により桜側侃位が起こり ，長母指令11筋!陀の桃側への脱

臼により旬桁の協側回旋が生ずるもので，側面IJ籾械の断

裂によるものではないとしている.このことを実証する

ため，死体の母指に外力を加えて実験し，似IJ副靭平日「の断

裂なしに同憾な変形が生じたと述べている.

この変形に対して背側腿11英，関節包を修復し，固有示

指伸筋l此を長母指仲筋!院に移行して良好であったと述べ

ている.

たジし，Stener， Coonrad， Goldnerらは側面1]1籾帯断

裂がなければ不安定性は生じないとい h 死体を用いて

実験的に証明している.

我々はこれらの説を機認するため，死体および切断標

本を用いて実験を行ない，次の結論を得た 尺sllJにおい

て背slIJI附|莫，関節包の断裂ではほとんど不安定性は生じ

ない.側面IJ靭帯断裂が加わると不安定性が生ずる.た 正

し併IJ畏位では，不安定性はほとんどない.さらに掌側板

まで切断すると不安定性が強くなる.

悦fl1IJでもほジ同様である.すなわち，背似IJ腿膜，関節

包の断裂では，不安定性はほとんど生じないが， {日IJ高IJ籾

帯断裂が加わると不安定性が生じてくる.

尺側，H'HlllJとも側面IJ籾祐:を残して背側!腿))失，挙fl¥1版を

切断しでも，不安定性はほとんどみられない.いずれに

しても Kaplanの説のような事実を証明できなかった.

側高IJ靭千Wllfr裂に対する治療は，Coonradによる と新鮮

例では保存的療法でも良好なので，ギプス固定を 4週間

行ない，その後，不安定性が生じた場合に籾帯の修復を

行な ったほうが良いと述べている . 固定期間は， 2~3 週

間では不安定性が生じやすく 4週間では良好であると.

我々の疲例はいずれも陳旧例なので観血的に行なった.

尺側fJllJ両IJ，Ym帯断裂に対して数多くの手術法がみられる

が，Strandellは新鮮例に対して籾帯を骨へ縫合して良

い成紛を収めている.際旧例に対して遊離脱移組，腿移
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行術などが行なわれている.

僚側に対して， KapJanは短母指{中筋腿により， Sutro 

は短母指外転筋肱tiiri進と側面IJ靭帯短縮により， Coonrad 

は背側腿!段，靭帯の縫合， 短母指伸if1j腿による修復など

を行なっている.

症例4では靭帯損傷が確認できなかったので，靭帯は

そのま〉として掌似IJへ転位した短母指外転筋取~を背似IJ寄

りへと縫合した.た ゾし短母指外転筋JIIJ!では悶定が不十

分であり，変形が再発したものと思う.伊llJ副靭帯を修復

すべきであったのであろう.

以上から母指 M.P.関節iの不安定性は，主として側面IJ

靭帯の損傷から生ずる. したがって，これの治療には側

高IJ靭帯の修復が必要であると思う.

追 加 矢部(慶大整形)

母指 M.P.関節 coJJateraJJig.の ruptureによる動

揺関節の症例を追加し，その修復手術として，私が111，年

CampbeJJ CJinicにいたとき，MiJfordが行なっていた

手術方法を紹介する.これは基部に中手骨の coJlateral

Jig.付着部の皮質に，おのおの背掌2コの小穴をドリノレ

で開け，pJantaris tendonをこの穴を通して M.P.関

節を架橋して平行に 2本，交叉して 2本，計 4本通す.

StabiJityは良好で，推奨できる方法と考える.

追加 室田(慈恵医大整形)

母指 M.P.関節の不安定性に対するJ籾帯形成術を，我

々も矢部先生の方法と同様に行なっている.先ほどの演

題 69での C.M.関節に対するものではあるが示した

72. 手の 外傷と基礎疾患

伊藤孝夫

安藤正

鈴 木 勝 己

伊藤祥弘

高橋定雄

近藤稔*

手の外傷患者の中にはすでに基礎疾患をも っているも

のがH寺々みられ，ことに，新鮮例では局所の処置にのみ

とらわれて必礎疾患の発見がおくれるきらいがある.我

々は治療法の選択，手技，治療成績など，反省させられ

た症例を経験したので総括して報告する

症例1. 59才，男子 昭 38，10月，脳血絵で右片麻療

となリ ，昭 39，3月，右上腕動脈より逆行性に脳動脈撮

影時，造影剤の漏れから右上腕神経麻療となり 当科を受

診した. 右上肢には中枢性の主主性麻療のうえに悦I I~; ・ 正

中 ・尺什3神経の麻療が加わったわけである.前者につ

いては他科入院中でくわしい所見が把握できていなかっ

た.まず神経最IJ間fE術は一応成功し焼骨神経，正中神経の

!艇に回復してきたが，尺骨神経領域のみ悲痛が著しく ，

臨床的，電気的にも回復の見込みがないので上腕で尺骨

神経を切除した.その後 intrinsic-pJasty(Fowler法)

および opponodesisを行なったが失敗し，現在， ワシ

手 (crawhand)に対する spJintを装着しているが，月

1巨|の通院に困難なほど脳軟化が進行しており ，内科的

にはなんらの投薬も受けていない.初診時，程度の不明

* T. Ito， K. Suzuki， S. Takahashi， M. Ando， Y. Ito， 

M. Kondδ ・関東労災病院捻形外科(川崎市木).J住吉町).

な右片麻療があり，末梢麻療の回復につれて痘性麻療が

漸次現われ，肱~移行の決定に苦しみ， また本人の i atro

genicな麻療に対する精神的なものもあって治療に難渋

した.

症例 2.35才，男子.基礎疾患に myotonicdystro・

phyがあり，家族歴で特徴がみられた.プラスチ ック成

型機によりホ手を圧挫し，たジちに来院した.倉IJの状態

から 1次的 poJlicizationの適応を認め，第 2指の中手

骨の遠位を少しつけて第 1指の中手付の近位に移行し，

対立位に K-wire2本で内閣定し，同時に右大腿からの

遊離値皮を加えて倉IJ閉鎖した.感染なく倉Ijは l次的治癒

したが，myotonic dystrophyのあることに救急処置時

まったく気がつかなかった・初]診時，局所処置にのみ専

念し，家族歴，既往歴の check，および全身的検査を怠

ったこと， poJ J icizationはしたものの十分に使いこなせ

ないでいること， grasp myotoniaによる受傷原因が想

定されることなど将来の職種のこととも関連して印象的

だった.

症例 3.45才，男子. 10年来の R.A.があり ，右11サ

関節，ホ手関節jおよび各指の関節にかなりの拘縮と筋の

萎絡があ った.R.A.の状態は stage!I， cJass IVだった.
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Press handleに右上肢を巻き込まれて，た正ちに来院，

右前!腕骨折と診断，整復ギプス固定を行なった.前腕骨

折の'H癒合後，筋皮神経麻療を発見し，受傷後 5ヵバし

て神経最11南側?をした.基礎疾患に R.A.があるため関節

の拘縮と筋萎縮が強く，筋皮神経麻療の診断がおくれた

こと，骨折の治療法と期間の問題，R. A.の再燃の警戒

などで考えさせられた 以上3症例と我々の経験した基

礎疾患として psychopathy，遅発性g骨神経麻療，出

血傾向などがある.

考 察

潜在または一部顕在している基礎疾患に関しては，本

人の精神的なもの，慣習的なものから隠されてしま った

* * 

り，ま ったく気づかずにいることも多く ，現代の社会情勢

からは余計に必礎疾患、の発見をむずかしくしている傾向

がみられる.一方それらの基礎疾患に対する確たる治療

法のないことが最も我々の盲点でもあり ，治療だけでな

く，職種と適性の川題から社会的な改善が望ましい.iJi

礎疾患のある handicappedが十分に安心して生活でき

る揚がほしいと思う.手の外傷を通してみるかぎりでは，

あらゆる疾患iが考えられるが，我々としては，より早く ，

より良い機能で社会復帰できるように基礎疾患を悪くし

ない治療と平行しての救急処置を慎重に考えて行なわな

ければならない

* 



ー一一一ー〔お知らせ〕

第 33回 日本臨床外科医学会総会

会 期 1971 年 10 月 26 日 (火)~28 日 (木)

会場 第 I会場 日本都市センターホーノレ

第E会場 砂防会館ホーノレ

第E会場 全共連ヒツレ

(3会場とも東京都千代田区平河町)

演題申し込みは締め切りました.

特別講演

1) 手術と医事紛争

2) 脊髄腫務外科的治療の動向

3) 小児頭部外傷の臨床

4) 肺がん治療の現況

5) 早期胃癌の臨床

パネルディスカッション

合併症を伴う治療困難な胆石症

シンポジウム

1) 熱傷の治療

2) 癌手術と制癌剤

3) むちうち症

4) わが国における小児外科の現況

5) 直腸痕の外科

6) 胃全刻後の再建術式

穴田秀男(東京区大)

辻陽雄(千葉大)

森安信雄(日本大)

石川七郎(国立がんセンター)

横山秀吉(横山胃腸科病院)

く司会〉 傾 哲夫(東北労災病院)

〈司会〉 林田健男(杏林大)

石山俊次(日本大)

兵頭正義(大阪医大)

g 若林修(日本大)

梶谷銀(癌研)

中山恒明(東京女医大)

総会会長 若林修

準備委員会 板倉岩雄

連絡先 〒173 東京都板橋区大谷口上町 30

日本大学医学部第一外科学教室内

第 33回日本臨床外科医学会総会

TEL 03-972-8111 (代)内線 2176~7
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編 集 後記

女 2つのニクソン ・ショックと ，台風，不気味な高

潮など，11本YIJ品は 「不安」に毅われて秋を迎えたとい

えば，少しオーバーだろうか?

巻 21・号 11・臨H寺増刊 「手の外科の歩み」に編集後

記を告さ， めぐりめぐって，今同の手の外科の臨H寺土問liJ

にも後記を'"g:くことにな った.

それというのも，第 14四日本手の外科学会に，たま

たま会長を努めさせていただいた縁ということもあるか

もしれない.

女 「手の外科の歩み」という視点からすれば，r手の

外科」そのものがわが国に定着し，一部の国際水準を越

えてシノギをけずる，超高度の専門家の話にう っとり 聞

きほれるl時代はすぎたし，広く普及した一応高い水準で，

わがものとしての「手の外科」を論じ，また読ませると

いった内容に変わってきても良いのではないかと考えて

いる.

その点では，臨H寺地刊は読みごたえのある内容をも っ

ているし， 11*の手の外科学会も次のH寺代に入 り，さら

に大きく躍進するカマエを見せてきたことが感じとれな

いだろうか?
(P. T. K.) 

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なもの，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:rl~.

2) 原著 ・経験と考察 ・整形外科手術手技 ・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) 学会だよリ (400字詰，5-10枚)

5) 本日の;検討，きかいと装具 (5-10枚)• 
6) 整形トピック ス(2枚半)，せいけい随筆 (2-10枚)， 

診療余市 (0.5-1枚). 

7) そのほか整形外科およびそのjJ~域に関するいろいろ

の臨床テーマ.

寄稿について 口語体 ・ひらがな横枠で平易 ・明|僚に

かならず新かなづかい，新医学用語を用い，欧文，数字

は， 特にはっきりお脊きください.外国語~は外国綴り

定 佃i ￥ 480.00 〒 24.00

予約購読料 (慨f.i) 1年 5，760.00 

グ ( " ) 半年 2，880.00 

(臨時閉干IJ号は別途精算いたします)

で，外l'fil名はカタカナで，数i訟を示す文字は，nl，じ01，

111111，μ， L， mL， kg， mg等を使用のこと.

なお著者名にはかならず常用されるローマ字綴りをお

書きそえねがいます.

そのほか図 1，阿 2，ー一一表 1，表 2， 症例 1，症例

2，一一第 3指，第 4指一一第 12胸椎 (BW.VII)，第 5

腰椎 (LW.V)などの用例におしたがいください.

写真は鮮明 ・美麗なるものをいたジきたく 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

(35 1111引 裂の場合は手札型程度に引伸して ください)

ご希望によって彩色版も使用しますが，この場合は彩色

版代と印刷代だけを著者に負担していた正きます.

別冊は 30tfllをjm蛍いたします.それ以上ご希望の場

合は 50部lji{立で実貨で提供いたします.30部以上ご希

望の場合は，あらかじめ原稿に部数を朱記してください

購読おql込みは前金で一一為替または振替で南江堂あ

てご送金ください.ご転jJJの際は新|円のご住所と「終

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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