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第 16回日本手の外科学会評議員会記録

会長九州大'下 1'41 己 l!~人数段 ・ II(州 1 48 ~ド 5)J 7 11・Ii，1l，uldi民会ft'iil司際会，議室

西尾会長 辺くなりましたが，たにいまから評滋員会

を開催させていた工きます

最初の議題といたしまして新ii'f議員決定の{'I:. f'じめ

みなさまにご推薦をいた Yき，その業主流，履n在をお送り

いたしましてみなさまのこだ:見を1，;Jったわけですが，表

1にあります13名の方が推薦になったおります.1， 2の

方から疑問点があるというお話もありましたが，大部分

の方がf空成ということですので， 13名のブjを新しい評議

員としてよいかどうかということをおはかりしたいと思

います.前，送りましたので履歴は大体わかっていると

思いますが，阪大の小野教授と江川講師は田島先生の推

薦です.井上先生は久留米大学の助教授です.出永先生

は大阪医大の講師です.高沢先生は横浜市立港湾病院の

整形外科医長，長尾先生は東洋医大の助教授をしておら

れます. ILi恨先生は立川共済病院の主主形外科医長，慶応

の講師もしておられます.内西先生は及、応、の整形外科，

佼崎先生は福1，(;]医大の助教授です 機ms先生は*J~(医科

備:f'1の講師をしておられます.小林，光安先生は九大整

形外科の講師です 白須先生は東京!J:F医大の助教授で

す.なにかご意見ありませんか.論文が抗l信基準に 1， 

2Jeらないというようなこともあったと思L、ますが，み

なこ熱心な方で‘すしおI認めいた工けましょうか. (拍

手)どうもありがとうございました.

次に次JVI会長選出のfrですが，お1三Jeに次1"1の会長さ

んの名前がtI\ ていると忠L 、ます.みなさんに抗I!i~をお願

いしました結果，そこに出ておりますように伊丹教授が

14票， 池田教授が 3禁， 猪狩教侵， 玉)1教綬， 1二屋教

J受， 1瓜教綬ということで，その他「しばらく東);(にいっ

ていないから，東;j(でしたらばうだろうか」という，む見

もありましたが，伊丹先生が圧倒的なようです.なにか

ζJJ.見ありませんか.ご賛成でしょうか(拍手)それで

は伊丹先生にお願し、L、たしたいと思います.伊丹先生，

一言ご主主拶をお願L、し、たします. また新しく評議員にな

られた)jも，この会場にきていた Xいてよろしゅうごぷ

いましょうか. (拍手〕

表 1.

報告 事 項

1. 庶務会"ト鰍台

2. 第16ml総会運常t1i.

新評 議 員

A.選出;M;準

1. 現存よ控wから打slI:¥があった者

2 医師免詐取得後 10年以上

3 子の外科絞験後 10年以上

4 iii近 5年における業総 3M以上

B 新評，議員依嘱者

推薦者

1. 小野啓自11 医師免許昭31年田島達也

2 江川常ー医師免許 l沼28年間島主主也

3. ;11上 11，~t 医師免許 11召 29年 '11;1;城成L

4 宮ノ，i< i厄絡医師免許昭29年有原康次

5 高沢附犬医師免許昭31年上屋 11、有

6 長)~何;夫医師免許昭30年伊川!ぷ人

7. 111{良公夫医師免許昭37年池田亀夫

8 内問j官一郎医師免許町36年池田亀夫

9 松崎町犬医師免許同'{34年高咋直人

10 磯部 餓 医師免許 111132'1 庁池 ぬま花

11 小林 日 医師免許 11(j32イド丙j己 m人

12 光't:. )己犬 医師免許 11(1381f 西}己 m人

13 1'1匁'i 敏夫氏師免許 11(132午前'I'J.立の，:t

l後il会よりの 111しi返りとし て

次期会長被推薦者

伊丹波人数段 1 4 ~支 池田 亀夫教授 3京

猪狩 4仏教授 l;?J 玉井述二教授 1 ~~ 

土足弘 t守教J受 l;?1 jJJl fji助教授 1 !Jヌ3erぐ， 

WJ;({iJsIJfllm;t， ~ 1 :戻

伊丹 はからずも多数の方からのご抑!誌をいた工きま

して，非常に恐縮しているしだいです.私の所では，こ

こに出てきております室川助教綬が，非常にエネノレギヅ

シュに{.l')1をやっておりますが，私は1"'ドにヲ|かれて善

光キ参り」というところで，彼についていっているとい
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う久ー介ですけれども，片山先生の時代から私の教室にお

きましては. hand surgery についてJド常な閃心をもっ

て今 11に宝っておりますので，せっかくですから学会の

お世話をさせていた￥こうかと存じます.それにつきま

しても未熟な者ですので.sF-いところに手が届くような

ご指導をいた工きたいと作じます.簡単でもが，これを

もちましてご挨拶に代えさせていた工きます(相手〕

西尾 ありがとうございました.どうぞお食']1:をして

いた X きたいと思います.なお評議員の批おのことで時

JUJが少し1[れた方がありまして，推l吃の手続きが取れま

せんでしたので，この}jは次期会長にrllし送らせていた

だくことにいたします

次に学会IJfJ催伎の件ですが，昨il会伐を 500円から

1，000 刊にあげていた￥きましたので， 開催地に現在ま

て20;;円ですが. 40万円くらい来年に足しあげられるの

ではないかと思います.これはあとの会~ I 報竹と逆にな

りまして111しわけありませんが，現在でもある程度の残

高がありますので，会費 1，000円になりますと相当の余

怖ができるのではなし、かと思し、ます.それで40万円開催

貨として必めていた工ければ結備と思いますが，し、かに

でしょうか. (拍手)ありがとうございました.

引き続き 「日米合同手の外科学会 j開催についてのこ

提案がありますので，田島先生か津下先生かどちらかお

願し、し、たします.

田島 A， 8， CII闘で私が一番名前が上になっておりま

すので，私から簡単に説明させていた工きます すでに

評議員の方々のお手元に予じめお考えいたにくために，

刷り物をお届けいたしました.昨年の新潟の学会におき

ましても，ちょっと評議員会にこのことをご報告いたし

ましたのですが，アメリカの「手の外科学会」ではほ工

定j倒的に会只よりなる旅行間を編成して.学術交流 ・

親|陀 ・ 観光~を派ねたフリーな会合を，いままでイギリ

スだとかスカンジナビア諸国の予の外科伝と介IfiJで開催

しており，大変好評て、あったようであります.ところで

日本も「手の外科」が盛んなので，次IIJjはぜひ 日本との

合Ir;j学会をもちたいというぷ望が先方からございまし

て，その IIJ能性につきまして主として Milfordさんです

が，昨年米津 F先生や私らを通しましてJI・公式の打診が

ありましたが，これにつきましては昨年新仰における本

H米合同予の外科学会(仮例。開催につ

いてのご相，淡

昨年.wi~Jにおける円本子の外科学会評議民会に て

簡単に ご報告いたしました日米合同手の外科学会|

(仮祢)実につきまして，きたる 5月の福岡における l 

N議員会の席上みなさまに再度おはかりいたしたく

好じます っきま してはあらかじめ今までの絞総な

どにつ立ご鹿島事レた"¥，、ておくほうがよろしいかと

考え，こ与に簡単にご E滋明中し上げ ます.

米国手の外科学会では，ほ f定期的に会員よりな

る旅行聞を編成し，学術交流 ・親|時 ・観光なども兼

ねた freeな会合を， 今まで英国ならびに λ カγ ジ

ナピヤ諸問の予の外科医と合同で開催しており好評 1

であったようであります.ところで日本も手の外科

が挑んなので次凶はぜひ日本との合同学会を持ちた

いという祁望があり，その可能性につき昨年米国

島. i'll下を通じ て非公式の打診がありましたが，こ

れにつきましては先回の評議員会にてご報告いたし

ましたとおりでございます.

その後*年 1月，米国 Fの外科学会に出席レたし

ました滞下.111内の同名に対し先方の Milford次期

会長より米在災現の希望が強く述べられました.米

国側の祁望としては 4月下旬から 5月上旬にかけ全

行程 2週間で，日本圏内 4ヵ所{立で移動学会を持ち

たいとのことであります この期日の形成などにつ

きましては円本側の指示に従い ， また必~経世tは参

加者が分担するとのことであります

fJ，.どもは この会をぜひ実現させたいと巧えており | 

ますが，日本手の外科学会との関連など，いろいろ

ご意見をl!弘わりたく好じます.よろしくご検討おぎ

下さいますようお願い申し上げます.

昭和148年 4月

日本手の外科学会評議員各位殿

団長J 達也 ・i1主下総裁

津山直一 ・山内裕tiJi;

望といたしましては， 4月の HUから 5月上旬にかけて，

全行程 2週間くらいで， 日本国内 4ヵ所くらいで移動学

会をもちたいというのが Milford先生を介しての先方

の街望です.このj切日や形式等につきましては， 日本側

の考えのとうりでよろしい また，必要な経'1'iは全部参

助者が分担するということです.実は津下先生，山内先

学会評議員会でも，ちょっと ご報告したとうりです.そ 生がお帰りになってから，こ与に名前を賞ねておきまし

の後本年の 1月にアメ リカ「手の外科学会」に出席され た4名の者がちょっと下相談をいたしまして，私どもと

ました津下先生，山内先生の両名に対しまして，今回会 しましてはこの会をぜひ実現させたいと考えております

長になられました Milfordさんから，来がそれを実鹿し が「日本手の外科学会」との関連等につきまして，つま

たいというぷ盟が強く述べられました.アメリカ側の話 り学会の公式な行がとするのは，非常にむずかしい面も



河曜日 会長さんとかRI島先生で試案のようなものはあ

りませんか.

田島 一応II;fC:合同の学会とし、L、ますと，大分前ιな

りますが，片山先生が1:幹事役になられまして， 11 米整

形外科合同会議をやったことがあります.あのときは片

山先生がきわめてエネノレギ ッシュ に，いっさいをお世話

されたような学会だったかと思いますが，決してそうい

うものではなくて，観光も兼ねておりますのでLI本の各

地で 3，4ヵ所くらい， 1日なり半日くらいのゆったり

した学会をやりたい それぞれの学会のインターバノレは

2， 3日くらいおいて，向こうの方も人によってはかな

り自由なプログラムを組んで，その次の学会に間に合う

ようにやるところにいく.それくらいで， 1~用は向こう

の旅行会社を通しいっさい手配するので，こちらのほう

にそういうことで迷感はかけない.大体そんな形を考え

ておられるようです.

河郁 私がお{，-;Jl、したのは日本側をどの範凶に絞ると

かし、ったようなことで，提案なさるからには案のような

ものがあるのだろうと思うのですが・・ー.そのお考えを

おや;JI，、したいということなんです.
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あるかと存じますが， そうかといってまったく mtact

というのもどうかということで，少なくともご協力を願

わねばならないということで，ことに本"'f:.会との関連に

つきまして，いろいろご意見を賜わりたいとイ長ずるしだ

いです.なおついて‘ですが，本学会の設立にごh!..力いた

だきまして，第 1回の会長をしていた工きました天児先

生も，非常に関心をおもちいた工きまして，:kは日米科

学協力 'J~業 CJapan U.S. Scientific Corf-拍rationProgram) 

というのがあって，それを利用することも一応の可能性

が考えられないわけではないが，その条件はきわめて咋

門的な討議が行なわれることで，ごく小人数でなければ

ならない.そういう会合をやれば，そのあとはもっと大

勢の学会をして も，いっこう差し支えないということな

んだそうです.このことも一応ご考応おき願いたいと存

じます.以上です.
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田島 さきほど津下先生からのお話で先方は 3，40人

くらい.奥さんも入れればもっと多数になるかもしれま

せん.他のニ13、見もあるかと思いますが，そうですので

大体それに見合うということになりますと，たとえば言、F

議員のレベノレ，それにある程度は評議員以外の方でも，

熱心なブJはおはいりになってもよろしいのじゃないか.

私個人としてはその辺を考えておりますしさきほどけi

したよ うに私ども 4:flで話し合ったときにも，大体その

くらいの範凶を考えておったようですが，沖山先生いか

ヵ:で、しよう泊、

津山 私は別に立見はございませんが「日本手の外科

学会」とはなれてやるとし、L、ましても，やはり12:11))はし

てもらわないといけないのじゃないかと!巴います.

Semiof1icialな)[手にならざるを得ないのじゃないか. そ

うしますと，この次の「手の外科学会」とはまったく別

の会期を設けてやるースタートだけでも近いほうがよい

のじゃないか.スタートとし、し、ますのは向こう似IJの1"1り

歩く旅行の始まり.そういったことも 1つの試案て、す

が，日本の「手の外科学会Jをちょっとのぞいて，それ

から日本中をまわるというのも， 1つの案ではないかと

いうわけですーしかし完全に of1icialに， Jomt meetlng 

のような形を取りますと， r日本手の外科学会」も非常

にやりにくいこともありましょうし。性絡が速いますの

で ， そこら少しili'~' の方法を考えなくちゃいけないと忠

西尾 どうもありがとうございました.これにつきま

してなにかご発言ありませんか. どういう形の会がよか

ろうか.津山先生，なにかζ さいませんでしょうか

津山 このたび学会にお出になりました津下先生か

ら，直接今回お話しになったことの実情を，ちょっとお

聞きしたいと思うのですがし、か工でしょうか.

津下 私よりも，あるいは山内先生のほうが適当かも

しれませんが， 向こうはかなり熱心で与して，会う人ごと

来年は日本にいきたい，というふうな希望もかなりあり

ました.と申しますのは Milford氏がこうし、 う方面につ

いて，アンケートをいっぺん取ったことがあるようでし

て，それによりますと 6，70人くらい希盟者があるのじ

ゃないかというお話です それに奥さんなんかもお出に

なるのでしょうから， かなりの数にはなるかと思し、ま

す. しかしこういう会をもちますことはお互いの意見交

換，親l佳，その他でも非常に有意義て‘はなし、かと思いま

す.いろいろまた，むずかしい面もあるかとは思います

が，そういうことで，さきほど田島先生からおっしゃい

ましたどういうふうに運営してゆくのか. r手の外科学

会」とのか Lわりはどういうふうにするか，とい うよう

なことが問題になるかと思います.スカ ンジナビアある

いはイギリス，そのほかいままでの会はそれぞれ評判も

よろしいようです.特に向こうは 4月の半ごろから 5刀

の初めよろを希望しているようで，さきほどのお話のと

うりです.どうかみなさまお考えいた Xきたいと思いま

す.

，旬・.，
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西尾 ありがとうございました.どういう形で開催す

るのが一癖よいか.特に「手の外科学会」との関連性と

いうので具体的な・・
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います CorporationProgram がこの評議員会程度の会議であれ

諸富 大変結構な案ですが回烏先生.(11下先生. iJl内 ばよろしいのか もう少し小さくなければいけないのか

先生あたりで，もう少し煮詰めた話はないのでしょう

か.マスタープランというか，基本fドJに大体どうやった

ほうがよいか，向こうにいって打も合わせてこられたの

だろうと抑:n!IJします.そしたら多少具体的に，そのフラ

ンに法づいて立見を述べたほうがやりやすいのじゃない

か.こう}J_tっておりますがし、か工でしょうか.

河郁 大手~やり方は 3 つくらいあるのじゃないかと辺、

うのです. 1つはし、まお話がありましたように評議員以

上でやる あとは評議員が推l11したみを加えてやるとい

うことで，なにもアメリカとこちらがいl数でなくてもい

いのではないか.これは学会と関係のあるやりブjになり

ます もう 1つは学会と全然、無関係に，しかるべき人を

あるいは捗っておやりになるというやり )jですね.ごく

少数に invitationを出しておやりになるやり )J，あと 1

つは移動学会になりますから，向こうと一緒に Jorntの

会に:_uる人は終始かわらない人もあり，あるいは開催地

によって半数以上はかわるというやり方もあるのじゃな

かろうか.私が考えているのはこの 3つぐらいがすぐ頭

に浮ぶのです その辺のところの nJ能性といったような

ことを，学会の理事会等で検討されて.~をお作りにな

ったらし、か工かと思います.

伊丹 来年のことでございますから，あるいは私があ

る程度，関係させていた X くようなことが起こるかと思

いますので，ちょっと一言述べさせていた工きたいと思

います.さきほどからお話が出ておりますように. 1"日

本手の外科学会」とまったく independent ということ

にもいかないし，また Jorntということにもいかないよ

うな感じがします.そのときに私が1"11本手の外科学

会」のお世話をさせていたピいている白抜Jになります

と，このお世話をさせていた工いているものとしまし

て， ー|・分 11米の介[I;Jの学会にはこ協}Jし、たしたいと思っ

ているわけです.したがし、まして. ~ 11，、ろいろなご怠

見を fcijっておきますれば，こ与に世話人として依ってお

ります田島先生，津下先生，津山先生. 1111付先生等と密

接な述係を取りまして，早急にあるフランを作り，また

「日本手の外利学会」の則 日と jointrneetimgの見11日

をどういうふうにするかという問題，これは広今 Hお話

を伺って，会場とかひにちというものはまったくわかり

ませんので，そういうふうなものも助案いたしまして，

早急にあるプランを作って，みなさまにこ相談"11しあげ

るということでいか工でしょうか.また，さきほど天児

先生からのこ教ボのありました， い わゆる Scienti恥

ということがわかりません そういうこともこ教示いた

だいてすふめてゆきたいと思います.

天児 11米科乍協力事業というのが，池III総JlliのH寺分

にケネディとの会談でできました. Exchange of Scho-

lars，下者の交換のほうの committeeに夜、はいりまし

て，大学:をやめるまで委員でいたわけです妨. ~EEll と

いった]jl伺はあちらとこちらの聞のA絡がJI:1f;によく

て，たびたびそういうものをやっているのですが，整形

はいままでやろうとしてもやれなかった Tumorをい

っぺんやろうとして勿力したのですが，アメリカでも政

府のやっている 'h楽ですから，島類をたくさん l臼させ

る.そうするとアメリカの臨床家は仲お金持ちですから

「そんなにI'r-知を提川しなければならんのならいい.自

分のなにでゆくから」というので，なかなか成11:しなか

ったのです 今度は lっと思ったのですが，よく内容を

検討しますと，これは特殊な咋門のディスカ ァションを

する場である だから両方とも 7. 8名が集まって，こ

ういうところて‘ゆっくりと検討をやってほしい.そうし

ますとアメリカ側は往復の運賃と滞在伎がアメリカの

NSF (National Science Foundation)から1:1:ます日本

側は 円本の乍術振興会のほうから出ます.会場資，通信

貨も11¥ますし， 1問のパーティの経費も出してくれる.

「これはし、 L 、なあ」と思ったのですが，人数の制I;l~が非

常に厳重で，ちょっと今同の会にこれを利用するのは範

凶ではないと忠 L、ます.た工上手に利用しようと思う

と，そうし、う会合をいっぺんやります そうしますとア

メリカから 7人程度の先生の往復の旅費と滞在貨が出ま

すから.アメリカ側にも多少し、L、のじゃなし、かと思いま

す.JJ(々 のほうも10人くらいは:Hます.それから及:会代

が多少11¥るということですけど，あとの先生には「おliiI

たちは，今 11はこ Lから'1ヨにはいるな」ということで

は，ちょっとむずかしいのじゃないかと私はM.t"、ます.

西尾 ありがとうございました.この 111米合同予の

外科学会」にご反対の方はないと思いますし伊丹次JVJ

会長がご払~'~になりましたように，伊丹先生とこの従案

をされました 4:1，の)j，さらにもう少し加えられまし

て，具体的な訴をす Lめいた工くようにしたらどうかと

思いますが. ，、か工なものでしょうか. (拍手〉

鳥山 こLまで話がきてこんなことを[11しあげるのも

なんですが• r:UI起になっておりますのは「アメリカ手の

外科学会」ですが，催かにアメリカには1971年にできま

した「北アメリカ子の外科学会」というのがあるはずだ
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表 2 日本手の外科学会会員l報告

(昭47年 2月 1日~昭48年 3月31日).

591，611円

635，675 

30，824 

1，258， 110円

200，000 rl 

357， 100 

111，300 

8，915 

21，000 

8，028 

763，343円

551，767円

表 3 第16因子の外科学会連~;;f; 'i'i. 

70万円

40万円

30万円

15万円

10万円

16万円

日万円

235万円235万円|

いと思いますけど， ¥，、かどなものでしょうか.

諸富 た工いまおっしゃったとうりです.この総会の

ときに西尾先生が会員のみなさまにお話しになって，一

応の了解を取りつけられたほうがよいのじゃないかと思

います.そしたらたくさんの人が拍手しますから，多分

大丈夫と思いますが・-

西尾 こうしづ計画がある，ということを今回は報告

するくらいでよろしゅうございましょうか.ではこの問

題はこれで打ち切らせていた工きます.

次に「その他」がありますが，その前に庶務，会計報

子?をさせていた Xきます.お手元の資料のように，昭和

47今 2) J 1日から 48-::1'-3 Jl 31 Hまでの繰り総し金が

591，611内，会貨が635，675円.現在「手の外科学会」の

人

前年度繰越金

会 費収入

利子

計

~51. 

出

学会!洞@'11i. 

印刷伐

通信'/!l.

(英文抄録送料を合む)

振替手数料

人件伐

文具 ・その他

計

高

46万円

|支出
抄録誌

会場併用 ・設備
y'i. 

ド1l 1~ 1j {-~ 

通い伐

人件政

事務'/!l.

雑't~

招待講師滞在校
等

20万円 i

20万円 1

10万円 |

30万円 1

30万円|

収入

参会伐
2，500門 x500人

=125万円

Fの外科学会か
らの iill't;J;t'l 

各病院よりの協
賛t1i.

広??料

LfLからの補助金

市からの補助金

と思います.構成メンバーが西海岸地方の方と，東海}-'I ~

地方のほうとで違っているように思し、ますので，その辺

のことがもし問題になったときに，どうなさるかという

ことをお考えになっておいたほうがよいのじゃないかと

思うのですが・・・・.

西尾 ありがとうございました.そういう面も十分考

えられまして，次期会長さんにお願L、するということで

よろしゅうご主、いますか.

津下 Tこ工いまお話がありましたが「第 2手の外:f"1学

会」というのが，昨年ごろアメリカにできたようです

これはそれほどはっきりした形態を取っていないように

私思います.大体形成外科関係の人が多いようでして

整形外科が中心になって運営しているいまの「手の外科

学会」に反発して， I第 2予の外科学会」を形成外f'lな

んかの方が中心になって，形成外科学会の前にもっと

いうふうなことがあるようです.しかしこれとのか Lわ

りで，それほど問題になることはないだろうと私自身の

感じでは存じております.それからさきほど，私ちょっ

と青葉が足りなかったのでありますが， Milford さんの

お考えによりますと大体日本 4ヵ所程度と申しますと

各地が 3，4日.もちろん東京地|ヌーで一番に会議をもち

たい.できれば-i'fi:最後の所に京阪神あたりをもってゆ

きたい.そして呑港とか，そういう所にゆかれる人は。

その会が終わってゆく 帰る人は似る その聞にどこで

なければならんというわけではありませんが，旧):;1先生

のほうでお世話いたどいて新潟とか，あるいは広島でも

つ.そういうふうにして，各地の運'れはその地区で行な

いやすい形態でやってもいい.あまり型にはまった連常

でなやて，ある;百、I床で、は気楽な運営でし、L、ということで

ありました.ちょっと追加させていた X きます.

西尾 それでは伊丹会長はじめみなさんに考えていた

だくということで，お願L、L、たしたいと思います.

豊島 その前に白紙でお受けするよりも，評議員会と

してはそういう提案に対し，非常に好意的に推進すると

いう方向に，基本的態度を決めて，総会におはかりした

ほうがよいのじゃないでしょうか.あとで知らんといわ

れでも困りますので.

西尾 ありがとうございました.協資するというくら

いのところで・・・・ こういう会がもたれるだろうという

ことを報告しまして，あとは実際に11なわれる先生方

に.お願いするということでよろしゅうございましょう

力、.

伊丹 どこまでも「手の外:f"1学会」が主備するという

のじゃなし学会は|必焚を惜まないという形のほうがよ

e
H

引
阿

支

残

『

一

『

-
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一
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表 4 現名芥会員および評議員.会員は 1，850名になっております.今3ドから 1，000円に

なりますので，この会代もずっとあがってくると思いま

す収入が 1，258，110門. Ji:: 1¥のほ うが学会11M備伐とし

て200，000/'Jl、たにきました.印刷115:357，100/'1，その他

で~ / . 763，343/'1，残JGが 551，767門になっております.

お認めいたピきますでしょうか。(拍手〉ありがとうごさ

いました.次に， L"ド間島先司:の会長のときにされまし

たように，第16同予の外科'γー会総会辺1':討Yとして，たく

さんの会伎をいた工きましたので， rうやむやになにに

使ったのやらわからんでは困るJということで，今年は

特に参加11~を2， 500円もいた工きました. 500人おw・まり
になるといたしまして 1，250，000円，いろいろな補助が

ありまして 2 ， 350 ， 000 円. 支出のほうも抄録i誌1~ と会場

出川 1~，その他で 2 ， 350 ， 000 門くらし、し、るだんうという

ことで， -)[::今 /" 1 の連'I:;S.~の規模をお知らせしようと }.!.lっ

ております.

次にもう lつおはかりいたしたいことがあります.そ

れは関節迎動範Dllの問題てもす. JI本格)fj外利'γ:会のほう

でいろいろ ζ 討論になっておりまして，大体の案ができ

ております.お手冗にお届けいたしましたが， これで

「手の外科学会」としてなにか修百二するところがある

か. これでし、し、かどうかということをご討議K~jl 、たいと

思し、ます 11J仏教綬に予じめお話いたしましたので，こ

れについて ζ 発言お似L、したいと!よい、ます.

河郁 '*は教形外科学会の先般の評議日会で肢位の友

示ですけれども zerostartlng system を取るというこ

とが決定されまして，それに基づき身体防雪委員会，nJ

語委tl会等にお願L、し、たしまして，作業を急いでいた工

いていたわけです このことは非常にifl要かっ尖際的な

名誉会員

天児民平11

上回文JJ

河野 ;1，:廿[

評議員

tn也リ'JM

るがlR J主ll:

元、崎TI 治

阿部 奇~l

，f{ f¥王政次

猪狩 t心

池111 氾犬

池谷 IE之

イ!川 ~"!.b<.

伊J'} W:人

ffr !接点逸

ffr IJtj忠J'J

伊藤鉄メミ

上羽炭火

内村 IEtiffi 

太田良災

大殿Ll3'1"iLilu 

附田 iF. 

岡野: 1:(;1j 

~(IA三大治

)111ゐ 弥

河'tu¥丈一I![S

米須正')'j

古賀 JI~{ ー

岩原資猪

片山良亮

水野枠太郎

小谷 勉 野崎 ~ -: 

児玉俊夫 服部 奨

近l箆鋭欠 福山 正

斎j簾哲夫 j藤111 fT也

佐藤孝二 J藤本 ;ぶυI

島 啓 /C Ih長l京 印l

鈴木勝己 」五 秀逸

鈴木良干 本川 jぶ{交

高!日出:人 !日J之|羽 :im
高i精1 武平 IIIi山 巌

IR烏達也 丸 e *'二

日| 述二 :00 険f1 

711下位哉 水谷 ]青地

上品~ 11、古 下I城 J戊 1=

7/t 1-1 1 直一 '白崎 71]年ajL

鶴田登代忘 '円:4: 孝男

*野修治 室!日長久

!改島 泰 森 裕太

t~山貞立 諸;;f 武文

永井三郎 Mi陥政m
斗リ11 正 矢部 裕

中町滋汗 山内裕tiJ~

内 新助 111 且l 芯 -/~

西J己篤人 渡辺好時

ことで， 1 JIも甲くこの制度をスタートしたほうがし、い ておりますので，その点ではこれでよいのじゃないかと

というわけで，できるだけ年度内に作業を終えていた r 考えるのです，た工手の外科の InternationalFederation 

きたいと希望しておったのですが，身体障害委員会の橋 の委員会で母折の個所の直角外転，直角内転というとこ

倉先生以上の大変なごは力で，大体他のところは試案が ろですけれど，直角外転のほ うを antepulsion，直角内

できあがってまいりました.たど手に関連しましたこと 転のほうを retropulsion というようにするということ

は， r手の外科学会」といろいろ打ち合わせをいた Xき， が，この InternationalFederationで決まってしまいま

またリハヒリテーションに関することは， rリハビリテ した 実はこの提案者は今度河電1¥先生の学会にもお出に

ション学会」のほうとご協議いた工いて政終的に決め なるらしいのですが， フランスのラピションという方

たし、という主行で，西尾先生のほうに昨日整形外科のほ で，私は非常にそれに反対したのですが，そういう定義

うの役員会で，お願いしたというわけです にすると決まってしまいましたので，それを日本語で直

田島 私今':VJこふでひととうり H見させていたにいた 角外転，直角内転と訳すといえばそれまでですが，そこ

わけですが，これは主としてアングロサクソン系の国が のところちょっと'}Iっか L るような気がし、たします.

非常に強力にす Lめておりまして， ドイソなどは非常に 西尾 他にこれにつきましてごな見ございませんでし

瓜抗したようですけど， neutral zero method が大休国 ょうか.その他にはほとんど問題はないのですね.急に

際的にいって趨勢になっていて，これもその線に準拠し お目にかけて，結論を出すことはむずかしいと思います
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けれど-ヘ 山内先生，この問題についてご討議になっ

たわけですか.

山内 一応，角度については橋倉先生のほうで検討を

願ってからするということで，いま，具体的にはなにも

手をつけておりません.

河郁 いま， 山内先生からお話がありましたが，実は

用語委員会と身体障害委員会のほうと，まだ十分連絡が

取れないようです.そのことはお急ぎになるように再三

お願いしているわけですが，一応試案がまとまりました

整形外科のほうて、は全会員にお見せして，ご意見を募っ

たうえで，それに基づいて最終的に決定したL、という考

えですから，またみなさまにおはかりする機会はあるわ

けです しかし非常に重要なポイントについてご意見を

お聞かせいたどきましたら，私のほうから橋倉先生のほ

うに伝達できるというわけです.

土屋 「日本リハビリテーション学会」でも今回君が

委員長になりまして角度の表示をやりまして，前向のと

きに zerostartlng sys tem は承認されたわけです• tこ与、

手については問題がむずかしう ございますので， 1"手の

外科学会」のご意見をまとめていた Xいて，それを採用

したいということで，手は保留しであるかと思うので

す.やはりそのときいろいろ問題になりましたのは，さ

きほどお話が出ましたように母指の外転，内転の問題

で，私もこれを見まして直角外転まではいいのですが，

直角内転になるとちょっと抵抗があるような気がするの

です. これは palmarabduction とか volarabduction 

一
『
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という言葉がありますから学側外転という言葉も，考

えてもよいのじゃなし、かという気がするのです.営似Ij外

転があると掌側内転というふうに，同じ言葉で使えます

からどうかと思うのですが，それは私見です. リハビリ

テーシ tンのほうのご意見も参考にして，お決めいたど

きたいと思いますが，どうぞよろしくお願いいたしま

す.

田島 私も直角外転，直角内転という決め方にはなに

か択抗がありますー直角というのはなにを基準にしてい

るのか さきほどの InternationalFeclerationで決まっ

た antepulsion， retro pulsionの anteというのは体の

前 anteriorつまり ventralのほうとし、う意味で ante

pu1sionとし巾、ますので， それなら土屋先生がおっしゃ

ったように掌側外転，掌側内転のほうがまだよろしいの

じゃないか.体の他の部分ではこの表示がなく，手独特

のところですので「手の外科学会」のほうで，いずれか

のぼうに決めればよいのじゃないかと思し、ます

西尾 「手の外科」のほうにそういう委員会がありま

せんので，まことに申しわけないことをいたしました

が，大体意見は一致するところだろうと思います.みな

さんまだご定、見がありますればお知らせを願い，整形外

科のほうとも連絡を取りましてま決定させていた工きた

いと思います.

今日は時聞がありませんので急ぎましたが，これをも

って評議員会を終わらせていた工きます.ありがとうご

さ、し、ました(拍手〕
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1.手指運動筋の筋電図学的研究

〈一般演題〉

(第 6報〉

晴対i沖

介では負荷を加えてもJI支位によっては筋活動を認めず，

riiなる MP回出lでは A group pallernを示した.ほ折

内転flJjは運動始めより Bgroup palternを示して，母桁

厨，出lの際には内転連動が不可欠と思われる所見を得た.

母指伸展:短母指外転筋および母指内転筋の筋停止部

は exlensorapparatus に移行して fl~}長|侍に関与すると

いわれているが，今r'lの実験では短母指外転筋は lPを

過 f~1肢にするか，しないかにより筋活動が異なり，母指

内転筋はれ何を加えても筋活動をポさなかった.

母指外転 短j~Jm外転筋および短母J行屈jlJ'j はともに

A gγoup palternを示した.

母指内転 :母m内転筋は当然関与した.また佐々木，

¥¥'ealhersby は忽母指屈筋にも筋活動を認めるとしてい

るが，今阿の実験では負荷を加えても内転に関与しない

結果を示した. 母指連動l時における lhenarmuscles以

外の筋の syncrgicpaltcrnは第 lザ-側骨問筋がすべての

母折述動に必ず関与し，また第 2，3， 4背側骨問筋もほ

一二瓶昭宏小寺号室明

我々は繊細な下桁述動の実体を究明する手がかりとし

て下Jfi連動に関与する筋群の協調動態について検討し縦

告してきた.

今同はI' T側お よび'手側 'I~ 間筋，第 1. 2虫様筋，短母

指原筋， 短母f行外転筋， I山行内転筋，小指外転筋， 短

小指屈筋の計14筋の inlrinsicmuscles について検討し

た

実験ブ11)，;は前101に準じ，前腕の同内，中間，1喧l外の作

肢{立における母指，示指，小f行の原RII. iql鼠L外転およ

ひ、|付転主li動について，また 2， 3のf具合動作についても

検討を加えた. 実験の紡果は各筋の syncrg1sm を解折

するに際して，便宜|二liill"II'iJ様に synerglsl の p川 lern

を 6groupsに分け，今[01はさらにl!l¥fll，:jで関与する A，

Bおよび D group ~.こ属するもので， (~j負を }J日えるとま

ったく作動しなくなる場合があったため.それに対して

は各 group記号の前に Gをつけて検汀した.

母指屈曲 :ttI母指fI:筋は MP，IPを同時に屈811する場

菅原和彦安藤
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間筋，第 1，第 2虫様筋は A group pattern を示し，

第 1背側骨間筋は C group patternを示した

示指内転 ・{41展と内転が合わさった所見がみられ，第

2， 3背側骨問筋，第 1掌側骨問筋，第 1， 2虫様筋は

{中展時とほとんど同じ patternを示したが， 第 1背側

什間筋は負荷を加えると筋活動が消失する GA group 

patternを示した 一般に示指連動の際には balanceを

とるために仁1"指の従続的動きが結果としてみられた.

小指運動 :小指外転筋および短小指屈筋は屈曲伸展内

転でほとんど筋活動を認めず，外転時のみ A group 

patternを示した. 小指連動の際には母指以外の指，特

に中指の従続的動きが balanceをとるうえで必要であ

る所見を得た.

以上 synergistの態度を報告したが，概して肢位によ

りその態度をかえたのは骨間筋で pinch の際にもみら

れ， balanccのとれた手の arch構成に関与する結果で

あると思われる所見を得た.

とんどが C group pattern を示し， 動きの大きな母指

運動を可及的に行なわせるには 他指の従統的動 きが，

balanccをとるため必要で、ある所見をみた.

示指屈曲 :第 1，2背側骨間筋および第 1学側督問筋

が Bgroup patternを示す以外はすべて Fgroup pat-

ternを示しまったく関与しなかった Lumbricalis1は

屈1111の際，周rll1の引金的働きがあるといわれているが F

group patternを示し gnpでは佐々木のいう positio・

ning， Forr回 t& Basm司jian のいうところの softgrip 

の段階では筋活動は認められなかった. しかし単に屈rU1

のみを行なわせると活発な筋活動を認めた.

示指伸展 {I~展に関与する といわれる第 1 の背似1出よ

び掌側骨間筋，第 1虫様筋は Agroup patternを示した

が，第2虫様筋も示指のみの伸展を行なう際，中指 MP

を屈出l位固定の必要から A group pattcrn かを示し

また，第 2背側骨問筋も C group pattcrnを示した.

示指外転指を伸して外転を行なっているため伸展と

外転が合わさった所見が得られた すなわち第1背側骨

--; 
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2.手根骨における力学的研究

一一有頭骨を中心に一一

藤原 朗 梁 復興 岩本由美子*

第13回，第15四本学会において Kienbock病の発生 '，'1 折が起こるとされており，以上の結果は，街頭'l~ にお

機転および舟状骨什折の発生機転を検索するため，月状 いては図 1bに示す矢印fiilに ジグザグ線の方向に背・折

骨を中心に力学的観点より考察を加えてきたが，そのと が起こる可能性があることを示唆している.

き行なった衝撃実験の結果から，意外に有頭骨骨折の発 次に同ーモデノレを同一条件下に荷量し，応力凍結操作

生頻度が高いことを知った.しかしながら臨床的には有 を行なった月状肯'の応力分布状態についてみると，手凶

頭骨骨折は稀にみる骨折であることから，今固有頭'，'J.を 節背屈位では図 2a に示すように，月状骨遠位関節商全

中心に手指骨の応力状態を観察し検討を加え報告した. 体に引張り，応力が現われ特に中央部に大きな値を示し

方法は前回と同様，応力凍結による 3次元光開i性実験 た

法を用いた.すなわち，屍体手より力学に関与する第 したがって図 2bに示すように，この肢位では月状骨

1 ~ 5中手骨，豆状骨を除L、た手指骨および焼 ・尺骨末 遠位関節面のどの部位からも骨折発生の可能性がある

端を取り出し手関節の動きを考慮して 3つの unit①第 が，特にその中央部からの骨折が起こりやすいことを示

1 ~5 中手骨，大 ・ 小多角骨・， 有頭骨，有鈎'庁， ②舟状 l愛している.

骨，月状骨， 三角骨，③旋 ・尺骨)に分け，おのおの骨 また，骨頭骨と比べると，その引張り応力の大きさは

間籾帯をつけたま Lで陰性モテソレを作成し，エポキシ樹 月状骨のほうが大きく，場合によっては月状骨のほうが

脂を用いて陽性モテソレを作成し，中手骨より焼 ・尺骨に 先にこわれる可能性があると考えられる

向って荷重できる装置を用いて炉中で手関節各肢位で負 次に屍体前腕26例を用いて衝撃実験を行なった いず

荷し応力凍結操作を行なったのち，約 2mmの厚さに れも実験前にX線上なんら奥常を認めなかったものを用

スライスして標準型光学系で観察した. いた.動的には Charpyの振子式衝撃実験装置を， 静

実験結果:手根骨の解剖学的関係より ，手関節矢状而 的には Amslerの万能試験装置を用いた.

のみについて述べると ，手関節中間位における等色線図 実験結果 7例26.9%に有頭骨骨折を認めた.そのう

は有頭骨近位部，月状骨遠位関節面中央および焼骨遠位 ち2例は他の手根'自に骨折の合併を認めなかった.実験

関節商主主側 1/3の部位には縞次数の高い等色線を認め 後， X線上有頭骨骨折を確認できたのは 3例のみで，他

た.手関節背屈位では有頭骨近位部，月状骨遠位関節面 の4例は苛性ソーダ水で煮沸し，鈍的に軟部組織を除去

や L背側の部位に紛i次数の高い等色線を認めた し，乾燥骨標本にして肉限的に初めて骨折を知った.そ

3次元光磁性実験法は解析がきわめて複雑で困難であ の骨折線は頚部に横走し，先の光卵性実験の結果と一致

るため，手関節矢状面に直角方向の応力は小さいとして している.

その面内の 2次応力のみについて 2次元的に応力解析を 以上， 3次元光都性実験法および衝撃実験法を用いて

行ない，応力分布のおおよその傾向を求めた. 有頭骨の力学的状態を解察した.

図 1aはその応力解析を行なったものを模式的に表わ 3次元光蝉性実験法では手関節背屈位において有頭骨

したもので〉ーく 印は圧縮応力，←印は引張り応力，長さ 頚部に横骨折の起こる可能性を有していることがわかっ

は応力の大きさを，方向は主応力方向を表わしている. た.さらに衝撃実験法でも同様の結果を得たが，骨折発

これによると手関節背屈位では有頭骨掌側および背側に 生頻度は予想以上に高く， X線上この骨折を見つけるこ

引張り応力が現われ，特に頚部に大きな引張り応力を示 とが決して容易ではないこ となどを考えると，臨床上そ

した.また，頭部から頚部にかけてその中央部に大きな の診断にあたっては，より細心の注意が必要であること

圧縮応力を示した. 一般的には引張り応力が起こる所に を痛感した.

ホ A.Fnjiwara， F. Liar】g，Y. Iwamato: 神戸労災病院稔

形外科〈干651神戸市主主合区節池通 4-18)
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a.手関節背屈位における有頭骨の応用分布. b.有頭骨矢状面での骨折を起こす危険な部位

図 1.

〉ーベ圧縮

←→引張
背側 一一- 掌官11)

中IliH立 i''r1IT!1，j

a.手関節背庖位における月状骨の応用分布 b. 月状骨矢状面での骨折を起こす危険な部位.

図 2.

3.握力についての考察(第1報)

庄 智夫 円尾宗司 藤原 朗水

手指切断患者，神経陵損傷患者あるいはリウマチ患者

等で，いくぶんの手根機能を残存しているにもか Lわら

ずその極力を Smedley の揮力青|ーでは測定し得ない症例

にしばしば遭遇する.そこでこのような症例についてそ

の爆力をより正確に知り得るために，我々は新たな掻力

計を試作し若干の症例について Smedley の混力計の

値と比較検討したので報告する

* T. Sho， S. Maruo 神戸大学整形外科;A. Fujiwara: :何

戸労災病院整形外科(干651神戸市葺合区箆池通 4-18).

実験装置

我々は直径 25mm， 31. 5 mm， 42 mm， 49 mmの4種の

太さの凶力青|を試作した.これは鉄製の円筒に slitを入

れ内側に paperstralOgaugeを鮎り ，被験者がこれを握

ったときにこれら鉄製の円筒にひずみが起こり，これを

電気的変化に変え voltmeler で読めるようにしたもの

である.

Block diagramは図 1に示すごとくである.

較正線を作製するにあたり ， 3方向より加重し計測し



定できた症例でーある.

症例4は脳出胤後機能訓練中の迎、者て‘手指の自動運動

に改活ーは認めるが Smcdley の探カ計ではまだやはり 0

を示す症例である

症例 5， 6 ， 8 は第 2 ~5 指， PIP， DIP関節屈曲不能

の症例で Sm吋 ley 握力計を保持することができない症

例である.

症例 7は母指CM関節縦断のため同傑保持不能の症例

である. 表 2に示す Smedleyの握力計と Cylinder型

極力計の差が著しい症例である.

症例 1， 3 Smedlcy の握力計では母指と小指とでの

みしか握ることができないが Cylindcl型では手学全体

で握ることができる.

症例 4~ 6 は鍵縫合後練習中の症例で PIP， DIP闘節

の運動制限がまだ残っている症例である.また， RA患

者の握力について早朝より正午まで、の経時変化を浪Uって

みると， 1例では Smedleyの握力言|ではまったくiJlU定不

能で・あったが， Cylinder型では morningstiJ1nessがとれ

るにつれて徐々に復力が増していくことが判定できた.

25 31. 5 42 49 

2 2 4 4 

2 6 3 3 

O. 1 O. 2 O. 2 O. 05 

5 4 3 2 

Cylinder 
25 31. 5 42 49 

直径mm
8 9 

4 4 

15 14 

5 5 

25 25 

20 15 

表 1.Smedley握力計で Oの症例
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1. ~:， 3 ， 4 指総伸筋)隙断
裂

2 母指MP離断

3. 2 ， 3 ， 4 指MP ~縦断
4 正中村I経断裂，凪筋

I臆断裂，術直後
5. 向上

6. 岡上

1 頚髄損傷

2 手指屈曲拘縮

3 筋奈緒症

4. 脳出血後遺症

5. ~J..~~~~~ 指 tt深指屈
筋!臆断裂

62，3指切断兼
4，5指屈曲拘絡

7 母親CM離断

8 手指挫滅後

9. 2，3，4，5指切断

No 

No 

表 2

科外芳三

たが， slit の位置をいずれの方向にしても 4種のJ;4!力計

ともに直線であった.

次に方向性について検討するために，これらの腕力計

を 450
ずつ slitの位置をかえておせてみたが slilの位置

によりその他は異なってくるが slilの位置を一定に保

てば一定した値を得，十分再現性のあることがわかっ

た.

次に極力計の太さについて検討をするために，前述の

直径 25mmより 49mmまでの 4種の握力計で正常人の

値を測定し kgで表示したところ，その平均値では25

mmでは 43kg， 31. 5 mmでは 43.5 kg， 42 mmでは 41kg

49mmでは 39.5kgであり， 直径 31.5 mmのものが最

大値を示したが他のものとの差は著明ではない.

次に手指損傷忠者についてみると，第 4，5指損傷忠、

者では直径の太いものに大きな値が得られ，直径の細い

ものには小さい値しか得られなかった.また正常人て‘

も，第 2， 3:ti1，母指のみを使って撚らせても同僚の傾

向がみられた.

逆に第 2， 3l"旨損傷患者では反対の傾向がみられ，直

径の細い極力計にて，大きな値を示し，さらに母指創傷

患者でも第 2，3指鼠傷患者と同様の傾向を示す.

以上より健康人においては 30mm程度のものが太さ

のうえで、は最適であることがわかったが，一方，手指損

傷患者では太さによって測定値にかなりの差がみられ，

その測定に際しては数種の直径のものを必要とすること

がわかった.

次に臨床例についてみたが，種々の手指損傷患者のう

ち特に Smecllcy 援力計では Oあるいは測定不能にもか

かわらず Cylinclcl極力計では測定し得たものを表 1に

示す.

症例 1は頚髄損傷の手指不全麻庫の患者で自動連動は

かなりできる症例である.

症例 2は前腕および上腕'f.i"折でギプス除去直後の患者

で手指の拘縦が強い患者である.

症例 3は筋萎縮症で Cylinclerの握力計にてやっと測

整

図 1.Block Diagram. 

巻 24・号 131060 
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し得る.

3) 形，太さ等についても一応の結論を得たと考え

る.

題演般

追加 武山健三 ()I頂天大整形)

我々は一昨年より手の指尖圧に注目し，独自でハン ド

ピースを作製し正常手，病的状態の手について測定して

きた.結果は本年の日整会で発表するが， 一般追加し

た 正常手では母指尖と示指尖に最も強い圧を加えるタ

イプに分けられ，病的状態の手では麻簿が指尖圧に影響

していることがわかる.

以上代表的な症例を列挙をしたが，臨床例については

今後，さらに検討を加えたい

結語

1) 手指機能障害のみられる症例Jの中には， 充来の

Smcdlcyの怪力計ではその握力の測定不能な症例にしば

しば遭遇する.このような症例の握力をより正確に測定

するために，我々は Cylinder型癒力計を試作し検討し

た.

2) Cylinder 型怪力~I では isome.ric に握力を測定す

ることができ，距離変化によりその力を知り得る充来の

Smedley極力51ーとはその機構が根本的に異なり，手指運

動障害のみられる症例についてもその微少な握力を測定

↓

『
円
出

の応用4.手指の機能改善における SoftTissue Apparatus 

-J-↓
F

『一-

重明*

以上のようなことから廠性麻薄手の手指学側部の軟部

組織の萎縮，硬化の強いことがわかる.次に softtissue 

apparatus装着による効果実験をしてみた.

1) Soft tissue apparatus 装着による pinch 力の変

化 Pinch meterを用い， 装着による pinch 力の変化

をしらべた結果，約15~25%の増加を認めた.

2) soft tissue apparatus装着による接触商積の変化 :

桜井-Montagna発汗テスト用紙を用い pinch時の接触

面積の変化をみた結果，著明な接触面積の増加を認め

Tこ.

川島希人矢野弘之米iiMi辰也水島

3)便性スポンジの思111じみ効果テスト 米満らが第 15

回本学会において発表 したごとく，硬性スポンジを義手

の手指掌側部に使用し “思11じみ"の効果実験の結果，

良好な成績を得た.

以上のような実験結果からも softtissue apparatusの

有効性がわかるが， 実際，鍛患者に使用してみて，日常

生活動作面で著明な機能改善を認めた.このことは soft

tissue apparatusの装着により“摘み円動作時の接触面

積の増大やピンチカの増強さらに“滑り止め"効果など

により国定性が得られ，物への“馴じみ刊効果の改善に

よるものと恩われる.製作にあたり，最初，母指，示指そ

れぞれ指尖より MPjointまでの長さとし指との接触

面は letherとした. これに硬性スポンジを適当な厚さ

' --< 

一--<

手指掌側部の軟部組織の萎縮，硬化等の病変が手指の

巧徹運動，特に“J尚み"動作時の物に対する“思11じみ"

の大きな障害となっていることに注目し，硬性スポンジ

を用い，仮称 softtissue apparatusなるものを作り，

実際，取患者に使用し，有効なる結果を得たので報告す

る.品lfl性麻薄手は基礎疾患に加わえ，繰り返しの外傷や

熱傷，さらに感染などが加わり，著しい機能障害や特有

な変形を呈しているが，これらの病変につき，次のよう

な検査をしてみた.

1)手指掌側部の軟部組織の硬度 Ophtalmodynamo-

met陀を用い， 指尖と distalfinger creaseとの中央で

2mm圧迫したときの力を測定した結果，健常人では約

35~50gm であ るが， 取患者の場合 70~80gm 以上と大

きな値いを示した.

2)指尖部循環動態 フクダ ・二段較正脈波宮|ーにて指

尖容積脈波を測定してみたが，健常人に比し多くは

plateau waveを示した. また手指乍i)W部の皮府湿の低

下を認めた.

3)病理組織学的検査角質層の hyperkeratosis乳頭

部の扇平化， 11ニ腺の萎縮，消失および血管腔の狭小化な

どを認めた.

* T. Mizushima， H. Yonemitsu， N. Yano， 

S. Kawashima:熊本大学整形外科.
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図 1.80ft tissue apparatus. 

Normal 

rJ三1)下1JE1Ji三-
Lep. krh 

1 寸 一一一+- 一一『与--

辛苦ξ吉宗三五て一 一

図 2.Plethysmogram 

a. Normal， b らい患者に多くみられた plateau

、lVave.

図 3. S.T.A.装着による銅貨の“摘み"あげ.

および型に加工し， TP joint部に績れをいれベノレクロに

て固定するようにした.しかしこのベノレクロでとめる

方法は癒患者のような両手麻郷の場合，装着がむずかし

くまた，装着時の安定性が悪いので，次にサック式のも

のを作った，これは装着もかなり容易で装着時の安定性

も良い さらにゴムパンドで固定するようにしたが，こ

れは少々変形のあるものでも装着しやすく，通気も良好

である. これらの softtissue apparatusは安価で， 簡

単に作れ，また，種々な形に加工できる.そのほか，硬

性スポソシの厚さを適当にかえることにより， R.O.M. 

の障害の改善また.ノミネや銅線を用いて，変形や拘縮の

矯正，さらには手指掌側部との接触商を粗面にすること

により表面知覚の irritationにもなると忠われる.その

ほか，知覚障害による外傷や熱傷なと・の防止にもなる

症例.45才，男子

15年前，左手の clawhandに対し Bunnell法により

clawed finger の矯正予術および母指の対立機能再建術

がされているが術後，段々，母指の swanneck deformity 

を生じ， tip pinch の絡行はできるが MPjointの sta-

bililyが忠く ，また欧部組織の萎縮，硬化が強〈巧徽

運動が著明に障害されているが soft tissue apparatus 

の装着により， ビーズ玉，丸エンピツ，さらに銅貨など

の摘みあげ、や頁めくり等簡単にできるようになり，日常

生活動作面で著明な機能の改善をみた.今回は願患者の

みに使用してみたが，そのほか，一般外傷をはじめ広く

適応があると思われる.今後，なお，材質や装着の問題

さらには cosmetlc な問題など種々の改善を加わえてい

きたい.

質問 山内 CJI原天大整形〕

Dr. P. Brandは sensoryfeedbackを失った手に対し

ての圧迫障害に対し，サーモグラフィーなどの研究をす

すめているが， この日Ij子による圧迫の合併症のおそれは

ないか またこの扇IJ子による sensoryfeedback の向上

といわれたが， どのような機転でいわれるのかつ

答 水島

1) 装着の問題においてサック式は通気が悪いのでパ

ンド式にしたり孔をあけたり工夫した

2) 掠i患者の場合，深部JJIJ覚が残っている場合が多い

ので，これらに J[山at.onを与える意味で硬性スポンジ

の厚さ硬さをかえたりすることにより ，sensony フィー

ド・バ ックの役割をすると思う

米満

1) 装着による種々の障害についてはご質問のとおり

である.その点に注意し，皮膚との接触面の材質に刺激

の少ないものを使用し，また，通気等のため，小さな換

気孔をつける等を考えている.

2) フィード ・パックの改善についてであるが，深部
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感覚の残存が多くにみられるので， soft tissue apparatus 

の装着により，接触面が広くあり ，また，圧のか Lる商

も広くなり，物の把握が容易であると考えるし.また

患者もそのように述べている.

5. Preiser病の1例

立沢喜平日 浅~ I 浩 堀 純市 藤井敏央*

手舟状骨の無菌的嬢死症すなわち Preiser病は，きわ

めて稀な疾患でありその報告例も少ない.最近，我々は

本症の l例を経過したので‘報告する

症 例.20才，男子.職業はスーパーマーケットの庖

員である.

主 訴 :右手関節の運動痛.

既往歴:生来健康であり，外傷の既往はまったくない

家族歴:特記すべきものはない.

現病歴:昭和46年 1月初めころより ，まったく思いあ

たる誘因もなく右手関節に運動時の鈍痛があり，たひナこ

び開業医にて冷:湿布を受けるもあまり効果はなく， 一進

一退の状態で放置していた.昭和 47，1， 23日，品物を

もち運びしているうちに疹痛が増強してきたので，翌日

当科を受診した.

来院時所見:体格は中等度で，栄養状態は良好であ

る.右手関節舟状骨部に相当して軽度の圧痛があり，わ

ずかに腫脹および熱感を認める.右手関節の運動痛と可

動性制限を認め，運動痛は自他動とも背屈にて著明であ

り，背屈 ・機屈 ・尺屈の順で可動性制|浪の度合が強く ，

また握力(右効き〕は右 33kg，左 50kgでかなりの筋力

低下を伴っている

臨床検査成績 ー血沈は 1時間値 3mm，Wa-Rは陰性

であり，その他血液および尿検査で呉常所見を認めな

し、.

X線所見右舟状骨は圧潰濃縮像を呈し，辺縁不正で

有頭骨との聞に変形性関節症の所見をみる.中央 1/3の

骨染は消失して畿腫線透明像の形成があり，不規則に横

走する亀裂像と嬢死様小骨片の散在を認め，また中枢側

1/3の骨硬化と婆絡が著明である. 他の手根骨には異常

をみない(図 1). 

手術時所見:昭和 47年 1月 28日，骨移植術を施行し

た.まず Russe の掌側侵入法を応用して舟状骨に到達

Y. Tatsusawa， H. A日 i，J. Hori， T. Fujii:南大阪病院整

形外科(干558大阪市住吉区東加賀屋IIIJl-60).

図 1.Preiser病のX線像(術前).

不規則に横走する亀裂像と嬢死様小骨が認められる.

図 2 裂臆様病変部の病理組織像 (H.E 染色).

骨梁の断裂を認め，骨小!箆内骸消失を認める部分がある

する.滑膜の肥厚増殖は軽度で，膿は認めない.中央陥

凹部の'百債~を行なったのち， 同側腸骨櫛より移植骨片

を採取し， 約 lOx6x 6mm大の骨釘を作成して主主随空

洞内に充填した.

組織学的所見 掻胞により採取した襲腫様病変部の病

理組織学的所見では，骨梁の萎縮と断裂があり，骨組織

の変性と嬢死を認める.髄腔内には線*!t性結合織の増加
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図 3.術後X線像.

軍事腫様透明像の縮小が認められるが，亀裂像はむしろ
明僚となっている

があり，頼粒状嬢死物質が存在する.一方，骨再生像は

みられない(図 2). 

術後経過:術後，右手関節を軽度背屈位でギプス固定

し， 4週後より手関節固定用装具を装用させた.術後11

ヵ月後の followupでは， 軽度の背屈時痛と背屈 ・検

屈運動の制限を残すが，腫脹 ・圧痛はなく，渥力も改善

している.術後5ヵ月で新たに建築の仕事に就職してお

り， 日常生活でなんらの支障も認めていない.X線所見

にて護腫様陰影の著明な縮小を認めるが，なお辺縁不正

と硬化像があり，亀裂像は偽関節様を呈しており，目

下，経過観察中である〔図 3). 

考察

手舟状骨の無菌的壊死症は， 1910年 Preiserによって

報告されて以来，外国における報告例は散見するが，我

々の渉猟し得た範囲では本邦における報告例は見られな

し、

本症の成因に関して定説がないが，症例の大半が外傷

の病歴をもつことは注目される. しかし 1937年 And-

rersen は我々の症例と同様に外傷の既往のない 26才男

子の症例を報告し，外傷以外にも本症の成因に関与する

なんらかの factorがあることを示唆しており， さらに

苅状骨の栄養J(r1管の特殊な分布状況を考えると，本質的

には栄養I(11行の障害や異常に基づく疾患であろうと推察

される.

ところで‘本症の診断にあたり，舟状骨二分像をきたす

他の疾患との鑑別が問題となるが， 1955年 Schererはそ

の原因疾患として， 1)先天性二分舟状骨， 2)外傷後偽

関節症， 3) Preiser病における病的骨折，の 3つの疾患

をあげている.そして本症は，鮮明な両側X線像の比較

によって先天性二分舟状骨との区別が可能であるが，偽

関節症との区別は，入念な病歴の追究によってのみ可能

であることを強調しており，本症例の場合も外傷の既往

がまったくなく手首を強く使用する機会もなかったとい

う病歴が診断の一助となった.

治療に関しては，我々は骨移植術を施行したが，臨床

症状の軽微なごく初期の症例であれば，非観lfLI的治療も

考慮の余地があろうと思われる.

結語

最近我々は Preiser病の 1症例に遭遇した.本症が

きわめて稀な疾患であるというだけでなく，本例の場

合，外傷の既往がまったくないところから，その病因に

|刻しでも，外傷以外の factorが存在することを示唆し

て興味ある症例と思われ，こ与に若干の文献的考察を加

えて報告した.

6.スポーツ外傷後の中手骨骨頭の無腐性壊死の 1例

米 満弘之 水島辰也 川島重明 矢野孝人*

骨端部の無腐性壊死についてはp ベノレテス病，キーン

ベック病，ケーラー病等で多く報告されている.我々は

今度，外傷後に起こった右中指の中手骨骨頭の無腐性壊

死と思われる症例を経験したので，こ与に報告し少し

く考察を加える.

ホ H.Yonemitsu， T. Mizushima， S. Kawashima， 

N. Yano:熊本大学整形外科.

症例.18才，高校生男性，野球部捕手.昭 47. 7. 

15日，野球練習中， 右中指突指， 右中指の MPおよび

PIP関節の腫脹，運動痛あり， 同年 7月 16日某医にて

副子固定を受く.同年7月18日;から 8月下旬に，野球練

習および試合に参加している.運動痛，運動障害，特に仲

展時に蝉緩現象があり，腫脹も消槌せず，同年9月11日

某医にてX線所見による右中指の中手骨骨頭の変形を指
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図 2
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度の腫脹，圧痛および運動痛があり，中指の仲良時に陣

後現象があるが，関節可動制限はなかった.X線所見で

は右中指'1'手骨骨頭の扇子化， 不規則な陥凹，一部辺縁

の骨・増男((， ，円'端部に波淡不王子の陰影がみられ，骨横径の

増大.'I'J"皮質の肥厚，関節裂隙の拡大等がみられる(図

2 ).第2ι1-'足骨骨頭にみられる第2ケーラー病と非常

に似かよっている

高校野球もシーズンオフて‘あったが，来春，某私大野

球部にはいることが決定し期待されていたことと，手根

部の機能を考え，観血的治療は行なわず，良肢位にてア

ノレフェンス固定を行ない安静を保ち，循環剤を投与し

経過を観察した.受傷後4ヵ月ごろには， 11jlll五時の弾援

現象もほとんどなく，腫脹も消総し，物を強く湿ったと

き，軽い疹痛を訴える状態であった.X線所見では骨頭

のf語、IL化は残っているが，濃淡不平が修復され，骨膜肥

厚は少しくみられるが，関節裂隙の鉱大はなかった

軽い自動運動とアノレフェンス固定を継続した.受傷後

約 5 ヵ)"1半では，運動痛もなく腫脹や伸居時の ~~ìiJ授音も

みられなかった

X線[象でも，骨頭修復が著しく， 1'J'~兵勾隆のfr出修復

がす Lみ，濃淡不平は消失している.背側部の隆起はそ

のま与残り庁変形を話している(図 3). 

いわゆる什端炎はその発生機序に関する解釈の相違か

らその病名も定まらず，種々の病名で呼ばれている.

第 3中手1l骨頭の無腐性壊死については， 1932年，

Dieterich によって， 7例の症例が報告されている.その

報告では症状， X線所見で中足骨における第 2ケーラー

病の症状と，非常に似かよっていると述べている.第 3

中手骨の無腐性竣死については Dieterich以来，報告は

見られず，わが国においても， 1958年，水谷らが，永ら

く力士生活を送った力士の手指に，離断性骨軟'1<]"様変化

がみられると報告しているのみである.

~!l~腐性媛死の発生機序については多くの説があるが，

どの説にも決定的なものはない.その中で， 1948年，名

倉らは秋'It性仮骨税を唱えている.それによると先ずな

んらかの原因により， 71・端部に 1次破壊が生じ， il吹骨下

骨組織の結合中絶が生じ，次に軟骨仮骨形成とil次官-内骨

化機転による 1次再生がみられ，その進行する途中に 2

次破壊が継発し，破接と再生とが錯綜する結果，縦断性

摘され，同年10月3日，当科を受診した.受傷時のX線 骨軟骨炎にずムむと述べ，その本態は原発壊死でもなく，

所見では，中手骨骨'頭に不明瞭な縦断性変化がみられる 推裂骨折でもなく， 一種の遅延性骨折再性の過程とみる

が，什頭の扇平化，関節腔の狭小等はみられない(図 べきであると述べている.この考え方は，いわゆる，官-

1 ). 端炎と称する疾患に共通するものと述べている Diete-

当科受診時の外来所見:右中指の MP関節中心に軽 richが症例報告を行なった 1932年にケーラーの外傷
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説 Axhausenの血管栄養障害説 Kappisの骨折説が

あったが， Dieterichは7例ともにはっきりした外傷の

既往がないことから，外傷説には疑問を投げている.

本症例においては Dieterich病に最も近いものと考

えるが，直接の原因は野球練習中の捕球失敗により，ボ

ーノレが中指の過 (111展に働くように当り，中手'I~J 骨頭にな

んらかの結合中絶が起こったものと考えられる.

受傷直後より完全なる国定，または索引等を行なって

いれば，名倉らがし、う 2次破撲は起こらずにすんだかも

知れない.

明らかにスポーツ外傷後に発生したと考えられる右中

指骨骨頭の無腐性壊死の症例報告を行なった.

追加 飯野(東邦大整形)

左第3中手指骨頭に発症した50才，女性の 1例を追加

する.症状発現は48才であるが， X線所見では，すでに

osteoarthritisの所見であった.これに対する治療法とし

てはなにが最適か?

答 米満

1) 新鮮例では，固定安静を完全に行なえば， aseptlc 

necroslsに移行しない状態で防止できるのではないかと

考える.

2) 陳旧例ではいまだ経験がなく，具体的治療法はわ

かりかねる.

7. Kienbock病の成因に対す る1考察

吉岡康裕 荻野 洋 江川常一

堀木 篤 七川歓次

Kienb凸ck 病とは月状骨の血行障害による無腐性壊死

であるとの見解が今日では支配的であるが，一方，月状

骨における限局性の褒胞様の変化，骨硬化像などの関節

症機変化を示すものは Kienbock病の 1つの型とみな

してよいのか，あるいはまったく別の病態とすべきもの

であろうか?

一般住民検診(和歌山県上富田地区，七)11ら，第14回

日本リウマチ学会)および健康老人(大阪市立弘済院〉

の両手の前後X線像をしらべた結果，月状骨における変

化は定型的な壊死像よりも，関節症様変化を示すものが

多く ， しかもその変化は月状骨の proXlmo・ulnarに多

いことを知った.

一般住民の構成は558名，男293名，女265名， 1116手，

年令は30~82才(平均52. 7才〉である.

健康老人の構成は107名，男42名，女65名， 214手.年

令は61~93才(平均74.8才)である.

月状骨の変化について分析すると，月状骨の proximo-

ulnarに限局して嚢胞様変化や骨硬化像などの関節症様

変化を示すものは一般住民群においては37手であり ，月

状骨に変化のあるもの55手中の67%に相当する.健康老

人群においては37手であり月状骨に変化のあるもの43手

* Y. Yoshioka， H. Ogino， T. Egawa (講師j)，A. Horiki， 

K. Shichikawa (助教授):大阪大学整形外科.

中の86%に相当する.一方，月状骨の扇平化を示すもの

は，一般住民群においては 4手であり，健康老人群にお

いては3手と少ない.

Variantとの関係については，今回の調査においては

推計学的には健康老人群の plusvariant においてのみ

有意であったーすなわち，健康老人214手中， plus variant 

55手で，そのうち 9手に月状骨に変化を認めた.

月状骨における栄養血管孔の位置と数，その大きさに

は個体差が著明であり，我々は月状骨における先に述べ

た病態の patho-mechanicを解明するために月状骨の栄

養血管孔と variantに注目し光弾性実験においてこれ

らの条件を作製し検討した.実験に際して，荷重はレバ

一方式を用い垂直方向に作用せしめた.

光弾性実験において，月状骨部の proximoulnarに応

力が集中し， 栄養血管孔に notch効果が認められるこ

と，しかもこれらの現象は手関節尺屈位において著明で

あることがわかった.

厚さ 2mmのラパーを関節面にはった場合，同様の

現象を得るためには約2倍の荷重が必要であり，これは

逆に生体において関節l飲骨の老化とともに局所に集中す

る負荷が増化することを推測させるる.

月状骨壊死の中には，光弾性実験における notch効果

すなわち栄養血管孔に対する圧迫の結果血行障害をきた
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手関節尺屈位における notch効果.図 2図 1.Minus variant における栄養血管孔と

notch効果.

が，ほかの肢位でも荷重条件においては認められる.

2) Kienbock病の発症には，血行障害による綾死だ

けではなく ，負荷の局所集中による関節症型の発症と両

者の移行型が考えられる.

追加 鈴木(関東労炎整形)

全国森林労働者約 670例の両手関節直接撮影X線フィ

ノレムを分析する機会を得，そのー題は第20回日本災害医

学会で中川が報告したがこ Lに2点につき追加する.

1) 振動障害による骨変化よりも加令現象がほとんど

と考えられた.異常所見としては尺骨下端，月状骨近位

尺側に変性所見が著しかった

2) Variantに関してはほとんどが Normal と(+)

Variantであり ，た ど南，北で、その比率に差があった.

発言 Swanson (U.S.A.) 

追加症例の治療は，私の Silasticimplantによる関節

形成術が最も良い.

し生ずるものがあると推測される. 月状骨の proximo-

ulnar における関節症様変化の発症は，光弾性実験の示

すように負荷の局所集中の結果生じたものと考えられ

る Kienbock 病は発症病理学的には壊死の型をとって

発症するものと，関節症の型をとって発症するものと，

両者の移行型が考えられる.

質問 問島(新大整形)

1) 栄養血管に対する notch効果は一定時間持続しな

ければ，骨の asepticnecrosisをきたす原因にならない

のではないか? 平常の手関節は dynamic にいろいろ

の肘イ立をとるので持続的圧迫は働かないのではないか?

2) Kienbockの病態として理論的に PrimaryOA 

であっても主て、ということだが，そのような例を実証さ

れたか?

答 弁岡

1) Notch効果は，手関節パ屈位において著明である

「
「
「l
二

の応用New Di妊erentialBlock 8.手の外科領域での

白ろう病を中心として一一

敏文

訓喜*

小池

大塚

汚よ郎

猛

坂上

怯井

一一ーカウザルギー，

芳郎

弘明

寺内

山岡

も違っている.疹痛や血液循環に関係する神経は比較的

細い.i!I痛に関係する神経は有髄性の Aa線維と無髄性

のC線維とされている.前者は後者に比べて線維は太

神経には種々の太さの線*11があり，それぞれその役割

* Y. Terauchi， S. Sakaue， T.Koike (麻酔科);H. Yama. 

oka， T. Matsui， K. Oht印刷 (整形外科):信州大学.
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く，伝導速度も速い.したがって Ad線維によって伝え

られる痛みを fastpain， C線維によって伝えられる痛み

を slowpainという.

Ad線維は針をさ Lれたときに感ずるチクリとした鋭

い感じの痛みであり ，速やかに起こり，速やかに消え

る. C線維が伝える痛みは， うずくような，にぶい，も

えるようなといった言葉で、表現され，はなはだ不快な痛

みとされている Ad線維の痛みとは反対に逃げの反射

を起こしやすく刺激の去ったあとにも長く尾をヲ|く性質

がある.刺激のあと一瞬遅れて感じられるのもその特徴

である.外傷に伴う病的な疹痛のほとんどは，この線維

によると考えられる場合が多い.一般的に太い線維は圧

迫や Anoxiaに弱く ，細い神経は強い.逆に局所麻酔剤

では，まず細い神経から blockされ，太い神経は遅れて

blockされる.我々は局所麻酔剤の中で組織毒性の強い

Dibucaine (Percamin)を用い， 細い神経の不可逆的な

block (Di仇 rential block)を試みて成功した. それを

悪性腫湯などの難治疹痛の治療に適用し，機能障害なく

著効を収めた 今回手の外科領域の患者に適用した症例

の報告とともに，我々の方法がなぜ効果をあげ得るか，

疾患〔カウサ‘ノレギー，白ろう病など)の発症機序の面か

らも検討したい.

表 1 方法.

l 持続硬膜外麻酔法 |局所麻酔法

1 濃度(デ I0.15% ほとんどの症 I O. 15~0. 5% 
イプカイ l ↓ 例はこの濃度 l 
ン) 0.3% で十分 l 

2 量 2~6 ml O. 5~2 m/ 

3. 回数 1~2回/日 1 ~3問/日

4. JW間 1~4週間

! 大多数は 3週間以内

方 法

使用薬剤は 1% Dibucaine水溶液(比重 1.037， pH 

4.6，食塩 5.0% および第 2リン問委ソーダ 0.1%)を 1%

Xylocaine (Lidocaine)か生理的食塩水で稀釈して用い

る.0.15% Dibucaineとして使用するときは市販の

Percamin Sを稀釈して用いる. や L高張食極水となっ

ているが，これは Differentialblockの効果を強めるの

に役立つと考えられる.方法は表 1のごとくで，硬膜外

麻酔法では悪性腫蕩以外の疾患では少なくとも 10日間

は， O. 15%の濃度を続ける.稀に 0.5%の濃度の Dibu-

calneを用いた例もある.

図 1
nn，、たとき Tinel'ssign様のある音!日立と痛みの

;走る方向

メダミ孟戸沼eiA-ZJlzzzr:ぞ Z全さ
三吉

削榊経の損傷回、
(c-線キ1'-優位)

↓ 

1J"lflHi倒神経書1¥位のC 線中IUじ
(c線判11'長1立で悶定)

1'1ろう病の発生

図 2.白ろう病発生のメカニズム.

「ーー一
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鞭うち症など，症例は多岐にわたり，その90%以上に有 と比べて局所症状は軽いが，疾患の triggcrpoin tとみ

効で、あった.カウザノレギーは 5例中 4例に著効， 1例有 られる疹痛の範囲は全身にひろがっているように見え

効，白ろう病は全 2例とも著効の成績を得た.カウザノレ る.筋や舵部をた Lくと図 1のような方向に走る Tine!'s

ギーは治療終了後，ほ;.:1年で 2f1Uは治癒， 2例は治癒 slgnょうの症状がしばしばみられる.また，肘部などに

傾向がみられ， 1例が再発の傾向をみせている. 生lを車Ijすと，すぐに痛みが感じられず，一瞬間をおいて

症例と結果

頚腕症候群，神経外科的手術後疹痛，頚髄症，防li旧性

ー寸

4 

『ーコパ『
白ろう病は治療終了後 3ヵ月で，治療前より軽快して

いる.しかし治療終了時点と比べると痛みが強くなって

いる.特徴は blockを繰り返すことでまず混党の減弱が

みられ，次いで痛覚の滅弱とす Lみ，その状態が長期間

固定することである.副作用は注入時痛，神経痛{裳疹

痛，発熱などで，症例の約半数に現われたが Predoniso

!one 1O~20 mg の注入がよく効き， いずれも一過性で

ある.軽度に筋力低下のみられた例も訓練により，回復

してくる.痛みが止まるためか握力などはかえって強く

なっている場合が多い. カウザノレギーおよび白ろう病

は，硬膜外!箆と triggerpointとみられる部分への block

の併用が最も有効である.

考察

症例から明らかに Dibucaineにより細い神経が不可

逆的に blockされる事実を見いだした.圧迫や循環障害

で起こる神経損傷はしばしばこの逆に太い神経の方から

-ー-、ι寸

1069 

みの性質は熱い痛みの場合もあるが，生緩い痛みと表現

される場合が多い.白ろう病の重症者は，カウザノレギー

痛みが感じられ，しかも痛みが長く残る感じがあるとい

う.これらはいずれも冒頭に述べたC線維によって伝え

られる特徴的症状である.図2のごとく体の各所の筋や

舵部に過度の緊張と振動が繰り返して加わった結果，神

経の断裂が起こり ，C線維が優位となり，しかも正常な

回復のないま iに固定した状態と考えると，白ろう病の

一見多彩と見える症状のすべてが理解しやすくなる.白

ろう病忠者21名の検診結果からも痛みが初発症状として

起こった例が多いこと，そのほとんどの症例に Tinc!'s

signょうの症状がみられることなどもその事実を哀付

けている. 鞭うち症や Epicondylitishumeri lateralis 

など，f也の疾患にもおそらくこれに類似した発病の

Mechanism を考えることができる.このように block

神経が大きな効果をあげるのは，C線維がl訟も細い神経

であることから当然、のことと考えられる.

結語

障害されることは重要なことであり ，block療法の効果 白ろう病がC線維優位の症状を示すことから， その

は，この太い神経と細い神経のバランスを保つ点にもあ Mechan山 nについて考察した.

ると考えられている. 白ろう病で考えられた Mechanism は多くの他の整形

カウザノレギーの原因についての通説は外傷部に起こっ 外科的疾患、〔鞭打ち症など)に適用できるとともに，そ

た神経線維の断裂により ，c線維優位の状態が局所にお れら疾患に対し，細い神経を不可逆的に blockする我々

いて長期間固定化されて生じるとされている.灼熱痛， の方法がなぜ効くかということをも説明していると考え

血管運動障害，栄養障害，発汗異常などがその主な症状 る.

である.これらの症状は白ろう病の特徴でもある.たど痛

9. Guyon 管内腫療による尺骨神経深枝麻貯の 1例

左海 宏夫 阿部宗sj!1 国島 郁男 有原康次*

手における軟昔g腫湯の中で，最も発生頻度の高いのは

ガングリオンである. また Guyon管およびその周辺

で尺骨神経低位麻痔の原因となる ものもガングリオソが

* H. Sakai， M. Abe， 1. Kunishima， K. Arihara (教授〉

大阪医科大学整形外科.

多い.最近，我々は，その圧迫原因がj腿鞘巨細胞腫であ

った 1例を経験した.

症例 27才，主婦.

主 訴 :左手指運動障害および左手掌部腫癌

現病庵 :昭 46. 5月ころより，左小指にシピレ感を党
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え，同年6月，左小指球部の腫痛に気付いた.次第に， 害を受けたと考えられた(図 1b， c) 腫療の基底は，横

左小指の伸展が困難となり， 1li:i47.1月ころには，環指に 手狼籾帯および小指外転筋起始部の一部より起こってい

も伸展障害をきたした.徐々に，症状は増悪し，昭47.6 た.肉眼的には，薄い被膜をもっ実質性腫療で，表面凹

月，当科を受診した. 凸不整で，灰黄色，寅葛色のまだらであった.割面はこ

局所所見:小指球近位部に約 2x2cmの弾性軟，皮膚 の2色が層状となっていた

との癒着なく，基底とわずかに移動性のある腫痛をふれ 組織学的所見:滑膜の繊毛形成，炎症細胞の浸潤，へ

た.腫癒の直上を圧迫すると ，環指への放散痛を認め モジデリンの沈着，そして多くの多核巨細胞の出現，泡

た.また，手関節税側にも 2x2.5 cm の同所見の腫癒を 沫細胞を認めた このものはズタン陽性の穎粒を胞体内

触れた(図 1a) 小指は外転位をとり，環指小指は claw tこ多数認めた.以上より，肢tt鞘巨細胞腫または，いわゆ

白ngerを呈し小指球筋群，骨間筋および母指内転筋に る Pigmer巾 dvillonodular tenosynovitisに相当するも

著明な萎縮を認めた.環指小指の伸展および指の内外転 のと診断した(図 2a， b). なお，子関節徒側の腫癒も，

は不能で， Froment's signは陽性であった. 肉眼的，組織学的にもまったく同所見であった.

検査所見:総コレステロール値その他の血清学的検査 術後経過 :術後 l週で clawingは改善され 2週で

に異常なかった発汗テストにも有意、の差を認めなかっ シピレ感消失した 4週 で Froment'ssign陰性とな

た.知覚障害は，環掌側尺側半分と小指掌側および背側 り， A.D.L.にも不自由がなくなった. そして， 9週で

末節部にごくわずかの知覚鈍麻を認めた.徒手筋力テス 筋力評価もすべて 4以上となり完全に回復した.

トでは，尺骨神経支配の手固有筋に著明な筋力低下を認 考 察

めた.筋電図は neurogenicpatternを示した Gessler(1896)が初めて， 職業性尺骨神経麻痔に特

以上より，ガングリオンによる尺骨神経低位麻簿と考 布な症状を記載し， Hunt (1908) はその詳細を述べて

え手術を行なった. いる.その後， Brooks， Seddon (1952)が，それぞれ，

手術所見 :腫療は Guyon管からその末柏、にかけ存在 ガングリオンによる尺骨神経低位麻痔を報告している.

していた.尺骨神経は腫癒によって，掌側に押しあげら Dupont (1965)は Ulnar・TunnelSyndrom at the Wrist 

れ扇平となっていた.浅枝は，や L扇平となっていた として報告した. Shea (1969)はその報告で，圧迫部位

が，ほ X水平に末梢に走っていた. 一方，深枝は，強い により ， 3型に分け， また， 136例を圧迫原因により集

圧迫を受け，扇平萎縮しており，腫痛の末梢縁で鋭角を 計分類している. 本邦では，豊島(1961) のガングリ

もって背側に向っていた.このため，深校が特に強い障 オンによる症例報告以来，津下(1967)，児島(1969)，

a.腫癌の存在，筋萎縮および小指の
Clawingがみられる

b 腫癒は Guyon管からその末梢にか

け存在していた.

図 I

C.深枝は強く圧迫され扇平とな
っていた(右の分校).
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a 泡沫細胞. b 核巨細胞.

図 2. E・H 染色.

表 1 本邦報告例の集計.

1) Ganglion 13 

2) Tenosynovitis 4 

3) Ulnar-artery disease 3 

4) Occupational neuritis 2 

5) Fibrous band 2 

6) neurilemoma 

7) unknown 10 

8) Giant-cell tumor of tendonsheath l 

36 

井上(1971)その他が，種々の原因による症例を報告し

ている.津下は障害部{立により 4型に分類した.本症例

は，軽度の知覚障害を認めるが，ほ>:"SheaのH型(深

校のみ障害される型)， 津下の E型(深校の小指球筋枝

分岐部またはそれ以前における障害型〕に相当するもの

で、あった また，圧迫原因については， Sheaの報告で

は19原因があり，ガングリオンと職業性のものがその半

数を占めている.今回我々が集計し得た本邦例は36例で

あった.その圧迫原因はやはりガングリオンが最も多か

った.腫痛によるものは，外国例では Ganglion39例，

Neurilemmoma 3例， Lipoma 1例， Hemophiliac cyst 1 

例であり，本邦では，カ、ンクリオン13例，外傷性動脈癒

3例，神経鞘腫 1例てあった〔表 1). 

車土 さ五
日 目口

我々は，主として尺骨神経深枝麻痔を号し，その原因

が Guyon管内に生じた舵鞘巨細胞腫による圧迫であっ

た稀な佐例を経験したので報告した.

10.浅指屈筋筋腹異常による正中神経障害

岡 一郎 藤田晋也 市水元雄

小川正二 土肥千I[ TI恒 真*

我々は昭43年より現在まで13例15手，右 9手左 6手に

手根管症候群を認め，うち10例12手に flexorretinaculum 

の切離を行なった.手術症例では表 1のように正中神経

* 1. Oka， S. Fujita， M. Shimizu:東北大学長111]'分院整形

外科;S. Ogawa:小川病院(干981-15角田市田1IIT73);S. 

Dohi 東北労災病院整形外科(干980イ1I1台市台の阪中 13);

M. Ishigaki:仙台鉄道病院整形外科〈干980仙台市五橋1).

のj工平化 7手，pseudoneuroma 5手， J，!iJ聞との癒着 2

手のほかに浅指屈筋筋肢が長く，手根管内まで延びてい

る所見も 5例 7手に認められ，そのうち 2例4手につい

ては手根管内へ筋腹の入り込むための手段管内の容積変

化によるものと単純に考えて先の本学会で発表したが，

他の3例 3手の症例から発症に疑義を感じたので報告す

る
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表 1.手術所見.

整形外科 1973年 11月

神経圧平化 7手

5手

2手

7子

Pseudoneuroma 

癒 着

?民t旨腐筋筋腹過長

症例 1.16才，女.

幼少時の火傷による左中指屈曲拘縮と示 ・中指聞の水

かき形成に対し当科で指間形成術と Z-plastyを行なった

が，約 1年後指を使いすぎた後手'主;より母 ・示指学;側に

かけて苦しくなり，さらに 2ヵ月後には指の屈仰のシビ

レがあり ，子関節掌屈位を保持していると母析から示指

のシビレが噌し，母 ・示指苦t側の知覚鈍麻，手根管部の

圧痛と母指への放散痛があったが，母指.GR筋萎縮はなか

った.その後 3ヵ月間症状にかわりなく ，手術で指の仲

良時中への浅指屈筋筋肢が手指管より '-1"服部から正中神

経の尺側々かぶさるように約 15mm手線管内に入り込

むが，ほかに正中神経の圧平化，周聞との癒着， pseudo-

neuroma形成等はなかった. 術後知覚障害は軽減して

おり，自覚的な症状は消失した.

症例 2.43才，男.

左手をついて立ちあがろうとしたとき急に左母指にシ

ピレを感じ， その後硬い物に母指'学~!l1をふれるとピリッ

としたシビレを感ずるようになった.その 3日後の初診

H与手i恨管より中枢部に圧痛あり，その際母J行の折Hu焼側

への放散痛が出，母指球筋は hypotonicで pinch力特

に母指小指聞の pinch力は右側の 1/2~.こ滅弱し， 母指

より環指僚側 1/2の掌仮IJに知覚鈍麻を認め，手根管より

中縦部に正中神経の障害があると考え.1ヵn後手術し

llii申l民

Median nerve 

CKLい
と/

M. flex. digit. superf. 
10 the liltle finger 

図 1.

た.手術では図 1のように指の伸展時示指への浅指屈筋

筋腹が尺側カミら正中神経を包み込むように約手根管内へ

入り込むほかに正中神経に異常をみなかった.術後知覚

障害は軽減してきている.しかし左側手術 2ヵ月後右側

にも左側と同様の症状が現われ現在経過観察中て‘ある.

昨年の本学会で我々が報告した 2例 4手ではいずれも

中指の浅指屈筋筋肢が異常に長く，指の{III展 ・屈IJiI時と

もに手指管内にあり， 2手では明瞭な正中神経の圧迫と

手指管の中継部での pseudoneuromaの形成をみ， 2手

では手根管内の筋服部は白く硬く， 日brosisを忠わせる

所見を呈しており，このためによる手根管症候鮮と考え

ることにあまり無理はないと思われた. ところが今回の

2症例をみると症例1では一般の手根管症候lr'fとしては

年令が低<，症例 2では急、性の発症をししかも手綬管

より中枢部にA，I-'神経の障害を疑われること，さらに発

症後それぞれ 5ヵ月， 2ヵ月半を経て手術所見上でいず

れも浅指屈筋筋肢が指の{III展時正中神経を包み込むよう

にして手根管内に入り込むほかには正中神経自身には異

常所見を見山し得なかったという点で，これまで経験し

た手根管症候鮮とはし、さ Lか異なっている.

3例目の症例は34才女で11年前分娩後左母指より中折

にシピレがあり，静脈注射で治療， 1年前流産後再び左母

指より中指にシビレが現われ，次第に紐結の際母指に力

が入らなくなってきた.初診時左手関節子T掌屈で母指よ

り中指のシピレが増強し，母指球筋萎縮と，営側で母指

より環指続側 1/2に知覚鈍麻を認めたが，手根管部に圧

痛はない.手術所見では図 2のように正中神経の手根よ

り中枢部での pseudoneuroma形成，手線管内でも神経

全長の圧平化を認め，さらに指の伸展時小指の浅指屈筋

筋腹が手叡管内に入り込むのがみられたが症例Ul，2の

ような正中神経との位置関係はみられず，一般の手根管

症候群と同様と考えられた.

そこで症例U1， 2のような場合を考えてみると，手根

伸展H寺15mm程度浅指屈筋が手根管内に入り込むが，

表 2.

筋腹一過長

| 持管内で狭窄され

| 仰の ischemia

手根管・より中枢部 + 
手根管内

で正中神経の

friction or 

compresslOn 

筋腹部の 日brosis

compresslOn 

" / 麻戸草



一般演題 1073 

単に筋l阪が長いということで手根管内で正中神経を障害

する因子になっているとするよりも，むしろ症例2のご

ときは Richardの pseudo-carpaltunnel syndromとよ

く似たもので，症例 1でも5ヵ月を経て小指管内で正lt

神経に所見がないことから表 2のように手根管より中枢

部て‘筋腹が正中神経に障害的にfiJj唱し、たのではなし、かと考

えた

11.榛骨ネ1:11経深校麻癖 9例の治験について

伊藤忠厚

渡辺 誠

池谷 正之

西川 英樹

石神 英世

肥留川道雄*

焼骨神経深枝は，その走向上の特徴から比較的外傷か

らまぬがれやすいが，深い車IJ創，広範な切w創，不用意

な手術侵襲等により， しばしば惹起される.診断は損傷ー

レベノレ以下の運動麻蹄と電気生理学的検索から容易であ

るが，治療には同時に損傷を蒙むった伸筋群のおかされ

かたにより神経修復のみにと工まらず，機能再建術の適

応が要請されよう.我々は純外傷性麻癖6例，腫蕩によ

るもの 1{7lj，原因不明と思われるもの 2例の計 9をあっ

かい，8例に手術を行なった. しかし神経幹完全切断で、

縫合可能と判断した症例はなく，神経剥離術のみを行な

ったもの 5 例，肱~移行術を同時に施行したもの 3 例，の

ちに行なったもの仔Uである(表 1). 

症例 1.電動ドリノレによるJli1Jfiljが原因で，損傷レベル

と刺創の方向が，検骨神経浅.深枝分岐直後の走向に一

致したため，知覚障害が大きな愁訴となった.神経剣自在

術後，知覚は 1ヵ月 ，運動は 4ヵ月で回復した

症例 2. 短万の刃先を前腕に突き立てられての損傷

で，機骨粗面遠位数 cmの骨問縁にはX線像で骨傷を認

め， 刃先が背側から'!jl~側に貫通したことを示す. 臨床的

には，両前腕骨聞神経麻痔で，深校は回外筋出口の分校

する個所で級痕にかこまれ-J)!J，となっている.広範な

stnppmgや mobilizationは行なわず，後日鍵移行術を

行なう予定であったが，受傷後6ヵ月から回復の兆候を

現わし， 9ヵ月で完全回復した.なお骨間膜を食通した

刃先は前骨間神経を完全切断し，正中神経幹は損傷を免

がれた稀な症例で、あった.

症例 3. ガラス片による切挫tilJで，後骨聞神経切断が

確認されたので，母指にのみ長掌筋縫移行術を選択し

他のf中筋群は4ヵ月後にほ 2完全に回復した.

* T. Ito(教授)，M. Iketani， H. Ishigami， M. Watanabe， 

H. Nishikawa， M. Hirukawa 日本医科大学整形外科.

症例 4 陳旧性 Monteggia骨折で尺骨は偽関節とな

り，初期治療て-受けたプレート固定後， ti'lf'中展障害をき

たした.受傷後 8ヵ月で来院したが指伸展は不完全て、こ

とに EPL，EIPが弱い.Boydの皮切により偽関節手術

と同時に神経剣離を行なった.本例では手術侵入絡を誤

ったために起こった損傷と考える. また Montcggia骨

折そのものによる深枝麻坪の危険性を考えるとき，その

観血的整復術には慎重に対処したい

症例 5. ラワン材積荷作業中， 折れてさ与くれた木材

が前腕背側を穿通して受傷，後骨間神経麻痔をきた し

た.手術時に連続性が確認されたが，木{jUでは骨間膜を

貫通して異物となって残っていた木片からの感染による

屈筋群拘縮の解出f~手術が主な治療目的であった.

症例 6 ケンカで刃物による傷害事l放で受傷し，7ヵ

月後に来院した.指{申筋群の挫滅，欠損が高度でーあった

ため，同時に肢~移行術を行なった. 先ず ECRB， Lを縫

縮してから.FCRを津下法に準じて EDCに移行，母

指には Riordan法による兼建を行なった. 術後の機能

は良好で，再び重作業に復帰し得た

症例 7目 73才の高令者で，数年来前腕fljl筋群に発生し

た腫癒による麻簿である.莱医による biopsyの診断は

rhabdomyosarcomaで，頑固な疹痛が手指f申展障害より

も愁訴として大きかった. 腫蕩により EDC，supinator 

が最も強くおかされ，深校は回外筋より末柏、では腫蕩組

織とー塊になっており肉限的には識別が困難であった.

前腕伸筋群を国外筋を含めて広範囲に摘除したが，骨間

!除，挽骨神経浅枝，腕挽骨筋は温存した Pronatorteres 

を ECRBに，他は前述の津下法 Riordan法により再

建した 術後 1年 6ヵ月の現在，再発はなく，腿移行術

の効果は十分ではないが母指の機能は良好となり，疹痛

も消失した.
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表 1. 

症例〕性別|損傷 1

原因
損傷レベル 損傷部の長I手術まで I 治療法 I受傷後ゲ l 合併損傷 その他

lさ (cm)のl切問 機能回復

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

30 8 荊l倉1) 渋 ・深枝分岐直後l 2. 5 

24 8 切創 l国外筋出口 1.0 

24 8 挫創 後骨聞神経 | 2. 0 

33 8 手術 | 囲外筋中枢 4.0 

~ I刺IJI) 後骨聞神経39 1.5 

35 
: I 削~ I 国外筋部

4. 0 

73 2 腫J})} 回外筋部 7. 0 

37 
: I不明 l吋入 口

5. 5 

23 8 不明 ? 

図 1 症例8.右前腕部での展開.

図 2 症例8.回外筋を開いたところ.

12 ~カ月 ( 剥離 I 6カ月 | 浅校損傷
2. 5ヵ月 剥離 9ヵ月 前骨問神経切断

1¥5ヵ月 I 腿剥移離fi' 4ヵ月 I EDC， ECU 一部欠損
7ヵ月 剥離 9 月 γ テギア骨折

カ 尺骨偽|悶節
4ヵ月 最1)再It 4ヵ月 感染，凪筋群拘縮

7ヵ月 腿移行 t旨イ~l筋群欠損

4 flミ 切除腿移行| 線維肉腫

I 4ヵ月 !最1)陥 のち 一 進行性?
腿移行 EIP肌 lmLも桝

一 I 放置 | 与『司1.、 ECRL， B ともに ~j l.，、

症例9では患者の同意が得られず手術ができなかった

が，症例8では発症後 4ヵ月で神経剥離術を行なった.

深枝が回外筋を穿通する箇所て‘わずかに絞犯されている

ようにも見え(図 1)国外筋を聞くと，その部位から末梢

にかけて神経幹は光沢を失ない， 三1':透明となり，約 5mm

にわたるクビレがみられた〔図 2) 術後回復の兆しな

く， かえって進行性となり 1年後には完全な drop

handとなった. 発症後 2年で腿移行術を施行して再建

した.術後の機能は良好で，現在 ADLにまったく支障

なく過している.

まとめ

1) 純粋に外傷性麻痔で，有連続性であっても回復に

かなりの期聞を要する症例がある.

2) 神経幹欠損や，分校の多いレベノレて、の損傷前腕仲

筋群高度挫滅を併う損傷では，同時に腿移行術までの

planningが要求される.

3) 症例 8， 9は non-traumaticprogressive paralysis 

として報告されている例に含まれる.症例では手術によ

って病因のレへノレと思われる箇所が確認されたが drop

handとなった. 本例では発症のしかたから， monone-

uritis て、あったと考えたい.

追加 平沢(京都府立医大整形)

機骨神経深校麻薄の興味ある 1OlJを追加する.症例は

19才，女子.頚肩腕症候群にて左犠骨小頭部付近にステ

なお組織学的確定診断は 五brosarcomaで、あった. ロイドの局所注射を受け，その直後に左手指および子関

症例 8，9は外傷の既往のまったくない特異な型の深校 節部の背屈が不可能となった.保存療法にて回復の徴候

麻薄である.前駆症状として肘関節痛があり小指，薬指 がなく 3ヵ月後に同部を展開した.撹骨神経深校が 2カ

の伸展不全に始まり ，次第に全指に及び，のちに手関節 所で‘切断されていた.この部分 2.3cm を除去して端々

伸展力も減弱する.しかし brachioradialis，tricepsはお 吻合致したところ，術後 5ヵ月目に手指および手関節の

かされず，知覚障害はまったくない. 背屈が可能となっている.局所注射による麻癖ことに



一 般演題

mechanical i町uryを示唆する 1例で、あった.

富田(慈恵医大整形)

我々も深枝麻鮮の症例は，開放創のものを除いて. 5 

年聞に18例経験したが，前腕骨骨折手術，続骨小頭切除

術.機火'1刊を合症の手術後などに発生しやすく，医原性

1075 

という点で注意したい.また，分娩直後に発生した例を

経験しているが，これは手根管症候群が，分娩直後に発

生しやすいことと考え合せて. Entrapment neuropathy 

という点で興味あることと思われる.

12. Tardy ulnar palsyに対する Medial

Epicondylectomy について

阿部正隆 星 秀逸 栃内秀宣 猪叉義男ネ

遅発性尺骨神経麻wに対する治療法の Iつとして，

1950年 T.Kingおよび F.Morgan は medial epi-

condylectomyを施行し. 16例全例に優秀な成績をあげ

ている.さらに1970年. C. Neblettらも 14例全例に好

成績を収めている.

我々は1971年以来. 8 {日jに本法を施行し，うち 3例に

Osborn の手術を併用した.これらについて，術前，術

後の神経学検査成績ならびに手術所見について述べる.

まず，手術法を簡単に説明すると kingは 2inchの

縦切開ではいり ，最n膜，屈筋 ・囲内筋提起始部および'FJ.

肢を縦切し，前後に separalCして. epicondyleを露11¥

する.露出した epicondyleとそれに続く diaphysisの

一部とをリ ューノレで削除し Aattにする. 日att になっ

たi商を止血ののち舵膜，骨膜で覆うが，余分の膜は

Case 
No 

1. H. S 

2 H.M 

3 K.T 

4. M.T 

5 S M 

6. Y. T 

7. S. H. 

8. N. T. 

Beefeあるいは overlap させる. この手術を l¥lforgan

は 5inchの皮切で行なっている.

我々は King& Morganの手術例 8{11j中3例は， 皮

切をさらに延長して Osbornの simplelongiludinal 

division of triangular aponeurosisを併用した.これは

術中， epicondylectomyを終えた時点で. IJサ関節を最大

屈曲させてみる.そのとき神経の長さが不十分のため，

急に折り曲げられる状態になることがあり ， それが

triangular aponeurosis による締めつけに関係があると

判断されたためである.

各症(11Jの発病原因，権病均]間等を概略を友 1fこ示し

た.症例 2，3，8の 3例は Osborn手術併用例である

(友 1). 

術前の神経学的検査成績は表 2に示すとうりである.

Age Sex 

Case of neuropalhy treated by medial epicondylectomy 

Cause Date 
Operation 

表 1.

一寸

49 恥1.

56 M. 

51 M. 

24 F. 

43 M. 

57 M. 

64 M. 

57 F. 

権 Combinedwith Osborn's operation 

Duration 
(mos) 

12 External condyle fracture (Cubitus Valgus) I 10ー1971

10 Y External condyle fracture (Cubitus Valgus)* 11-1972 

? Osteoarthritis* 1-1973 

15 Y External condyle fracture 1-1973 

4 Y Trauma (Cubitus Valgus) 1-1973 

v
'
v
'
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・
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U

キ M.Abe (講師)，S. Hoshi (助教授)，H. Tochinai， Y. 

Inomata 岩手医科大学整形外科.
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表 2. Preoperative disorders in cases of ulnar neuropathy. 

Case 
No 

1. H. S 

2 H.M 

3 K.T 

4. M.T. 

5 S.恥4

6 Y.T 

7. S. H 

8 N. 1 

Paradyses thesias H ypesthesias 
1.Jenervauon 

Paresis | PL0temn凶t凶 1~ら|hs s割l口W 巴dVelo叫 Y

+
+
+
+
 

not done not done 
十
+
+
+
+
+
+
+

+ 
+ + 

+ + not done 

not done normal 

+ +
+
+
+
 

+ 
normal 

+
+
+
 

+ + 
normal 

表 3.Resuits of medial epicondylectomy for ulnar neuropathy 

Case 
No. 

Paradysesthesias Hypesthesias Paresis Rei…ation I Restored Veloc町

less + + 
less + + 
less + + 

+ not tested 

less + + 
less + + 
less + + 
less + + 

1. H. S. 

2 恥1.H. 

3. K. T. less 

4 ル1.T. less 

5. S 恥1.

6. Y. T. less 

7. S. H. 

8. N. T. less 

全例に dyseslhesiaが認められた(ぷ 2). 2， 3の症例 さいため，術後の疹痛も'1理く ，固定期間も短かし、ことな

について手術所見を中心に供覧した ども，本法のすぐれた点であろう.

症例 1.尺骨神経溝のところで，}H頭内側縁の骨林が しかし我々は medialepicondylectomy後の神経の

関節包を介して，神経を後方から庄迫していた.本伊ijは 移動の状態を直視下に観察するよう心がけている.もし

medial epicondylcctomyのみ行ない，関節校の切厳も も 肘関節屈曲位で，神経が不自然に折 りrlilげられるよ

行なっていない うであれば，積駆的にその原因を除くべきでありその原

症例 2.medは1epicondylectomyのみでは神経の roll 因が関節枝にあるときは関節枝を切離しまた tnanguー

が不十分で，関節枝の切隊と Osbornの手術をも迫力日 lar aponeurosisによる絞ゃく部に原因があれば Osborn

した. の simplelongitudinal divisionを併用するなどである

症例 8. Epicondyleclomy施行後，肘関節屈曲{立にす むすび

ると ，triangular aponeurosis の絞めつけによると考え 1) King & Morganの med凶 epieondylectomyを

られる神経の折れ曲がりを生ずるため Osborn の手術 8例に施行した.

を追加した 2) Medial epicondylectomy後， 術中，肘関節屈曲

全症例に dysesthesisの減少あるいは消失がみられた. 位とし，神経の走行をみると， lriangular aponeurosisの

これは多くは術後 2， 3日で顕著となった.また筋力の 絞めつけによる折れ曲がりを示したものが 3例にみられ

改普もすみやかで，早いものでは術後 1. 2週で改善の た.これには Osbornの simple longitudinal division 

徴をみている(表 3). を追加した.

King & Morganの手術は，神経輸を剥離，髭出する の全例に dysesthesia の改善が 2， 3日後にみら

ことも少なく，したがって癒着等による術後のやっかし、 れ，筋力も 1， 2週で改善の徴がみられた.

な問題からまぬがれることができる.また手術侵襲が小
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質問 三浪(北大整形)

1) 高度の低位麻陣所見を呈しているものに対して，

本法がどの程度これを回復させるか術前に予想できる

色、

2) 習慣性尺骨神経脱止|例に木法を行なった場合，術

後尺骨神経の動きはどうなるか，かえって Friction

euritisを起こしてこないか

赤堀(岡山済生会病院整形)

1) 遅発性尺骨神経麻癖に対する手術的療法の予後は

術前における麻痔の進行程度が大きな影響をもつが，先

生はどのような基準により判定されたか また同一程度

の症例に対し本法では前方移行術より ，よりすぐれた手

術効果を期待できるか.

2) 変形性関節症による症例では本法により関節より

の刺激がむしろ強まるのではないか.

三浪先生へ

1) 尺骨神経脱臼による症例に不可逆性変化の症例が

みられるか.

2) 神経伝導速度測定時手関節より pickupまでの桝

時延長があれば少なくとも運動麻痔の回復が期待でき

1077 

答 阿部

三浪先生へ 尺骨神経習慣性脱臼に対しても epi-

condylectomyをやり，でっぱりをな くし 日altにして

やれば，目的を達すると考えている.我々も 1例経験し

ており ，本法をやろうと考えている.

赤訪1I先生へ

1) 私どもが経験した症例は，経過の良好なことから

みて，Neuroplaxiaが大部分で‘あったと忠われる.

2) 前方移行(皮下〉て、行なわれたような症例と比較

して Medialepicondyleιtomyのほうが特にすぐれて

いるということはない しかし前方移行では職業的な

制約，癒着等による幣害をきたすことがある一方 King

の方法では，手術侵襲が小さい，術後固定期間の短縮，

術後の回復がすみやかであるなどの利点がある.

3) Osteoarthritisの と き epicondylectomy 後，

Aponeurosis periosteunで cover し，神経はこれらの

上に rollするので， capsule に接近しすきるということ

は考えていない.

発言 Swanson(U.S.A.) 

遅発性尺骨神経麻痔の治療は， なるぞくく，神経を

ず，我々はこのような場合腿移行術を併用している releaseしすぎないようにするべきで， その点は演者の

意見に賛成で、ある.
4
4
2
E』
E
1
4
i
l
l
-
-
1
l
i
-
- 13.上肢における末梢神経損傷 194例の経験

平沢泰介 小田良之輔 1-1'谷勝也

藤井敏央 諸富武文*

|沼41.5月より昭47.8月までの 6年 4ヵ月の院に当教室

を受診した末梢神経損傷患者 301症例のうち，上肢にお

ける神経損傷194症例についての統計的観察を行なった.

上肢における神経娯傷は全末梢神経損傷例の64%を占め

ている.

図1のごとく男性が女性の 2.5倍を占め，女子におい

ては年令的な頻度の差はなく ，男子では20才代にピーク

を示し，数年前の諸家の統計と比較して10才代の症例が

多く，これは若年者の交通災害の多発にあいまってい

る.

神経別の頻度をみると図 2のごとく ，挽骨相1]経損傷が

* Y. Hirasawa， R. Oda， K. Nakatani， T. Fujii， T 

Morotomi (教授〕。京都府立医科大学整形外科.

段も多く Spielmyer，日高らの指摘のごとくである.腕

神経治麻廊は右側に多発し単車による事故がこの大半を

占めていることは興味深い.また同時的傷としては正中

神経と尺骨神経との損傷が多いことは松森らの指摘して

いることと一致している.

原因別にみると図 3のごとく，交通災害，労働災害が

多く約半数を占めており ，医療行為によるものがこれに

次いでいる.

全体の25%を占める交通災害についてみると，腕神経

叢麻痔が27{71J. 56%を占め，上腕骨骨折などに併発した

侠骨神経損傷が10例，20%とこれに次ぎ，正中神経と尺

骨神経がおのおの 5例となっている.

全体の13%を占める医療行為による神経損傷には注射
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図 4.成因別症例数.

シエロソンとホスタカインによるもの各 1例ずつ，不明

2 I1IJであった.また川瀬らの報告のごとくに焼'Ii'神経麻

簿が多く，下肢におけるイノレガピリンによる麻叫が減少

しているといわれている現在，上肢て、は抗生物質による

神経麻叫が依然、として多発している.

成因別にみると図 4のごとく，骨折，打撲，切創によ

るものが過半数を占め，牽引，圧迫によるものがおのお

の16%にのぼっている.

圧迫例をみると睡眠によるもの17例， 60%と多く，そ

の大半は桃骨神経腕;痔が占めている.そのほか，手根管

症候群 6例，腫湯8例，ギプス 1例， リュックサ ックl

f日lである.

British Nerve lnjuries Committeeによる Standard

を中心にして follow-upできた 127例について予後調査

を行なった.

保存的療法のみによるものは70例， 55%であった.腕

神経叢麻痔のうちでは Rootavulsionに比較すると分娩

麻簿13例については保存療法にて比較的良好な結果を得

ている. 1睡眠や注射による焼骨神経麻簿はその約80%が

保存療法にて軽快している

手術的療法にて治療した症例は57例， 45%であった.

Root avulsionによる腕神経叢麻痔は肋間神経移行術に

て3例，比較的良好な結果を得ている.正中和11経損傷は

手関節部の切創が多く，縫合術にて比較的良好な結果を

得ている.尺骨神経損傷は肘関節部での外傷が最も多

く，縫合術，前方移行術にて良好な結果を得ている.

によるもの13例，手術による もの11例であり，ギプス国 民傷の程度，年令など種々 の factOlが予後に関係し

定による神経麻癖は l例にすぎなかった.注射による麻 受傷後治療開始までの期間を考慮に入れると表 1のごと

縛の内訳をみると抗生物質によるもの 4例，感胃剤 2 くなる.

-WU，メチ ロン，ノアロン，カノレボカイン，睡眠剤デキサ 保存的療法においては受傷後 1ヵ月以内に治療したも
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率に認められた.

大学としみ特殊性のためか陳旧例が多く ，予後を不良

にしている傾向があり，受傷後 3ヵ月以内の専問医の早

期治療が亡者まれる.

質問 須藤(横浜市大整形)

1) 副神経損傷例があったがその原因，治療について

おしえていた工きたい.

2) 私どもも最近 2例副神経麻粋を経験したがその原

因については不明のもので、あった.

答 平沢:~頭部リンパ節摘出後の麻痔で治療は特にな

し、.

追加 津山 (東大整形〕

我々も数年前に副神経叢損傷の数症例を東北整災誌に

のには著効，有効例が多く， 3ヵ月をすぎると無効例の 報告した.その中に特発性と思われるような症例があっ

占める割合が多くなっている. たが，ょくしらべると下肢対側に産性があり Hemiplegia

観血的療法については受傷後 3ヵ月以内のものには良 alternansの Schmidt型のようなものの不全型と思われ

好な回復が期待できるが，1年をすぎると著効，有効例 たので追加する.

は減少し予後は不良となる傾向にある 答 平沢

結語 我々が経験した副神経麻痔は耳鼻科よりの紹介例でし

今回の最近 6年 4ヵ月の統計で‘は交通事故による若年 た.頚部での悪性腫蕩摘出のために Laryngectomyを

者の神経損傷が多く ，医療行為による神経損傷も依然高 行なったときに損傷されたものである.

ー_，

14.回外，囲内機能再建について

津山 直一

高橋雅定

前腕の能動的な囲内，回外力の欠如，回内 ・回外拘縮

は上肢の内 ・外転，外 ・内旋の代償動作によって代償し

きれないときには，日常生活動作の障害となるところが

大きい.過去約10年余に我々の経験した症例数は，総数

32例で， 回外能再建を行なったものは Polio10，腕神経

叢損傷 8，分娩麻痔 1，脳性麻痔 1，その他 1，ロ十24例

であるが Polio10例中 5例， 腕利l経叢損傷8例中全例

は Steindlerの肘屈筋形成術後の後遺症としての回内向

縮または回外力不足に対し行なったそのである Ste-

ホ N.Tsuyama (教授)，K. Tabuchi:東京大学整形外科;

T. Hara， M. Takahashi， N. Mochizuki， B. Sumiya: 

都立広尾病院整形外科 (干150東京都渋谷区恵比寿2-34)

団関j 健一

望月 直哉

!京 徹也

角谷文祐本

indler手術におけるこの種の後遺症を予防するために多

くの変法があるが，昨年度の本総会においてくわ しく述

べたように，手指屈筋囲内筋共同起始部を利用する)J，j屈

筋形成には不可抗力的後遺症といってもよい Steindler

手術後で肘関節 90'屈曲位では完全回外可能 にみえる

が，肘関節の屈曲度を増すにつれて，前腕の囲内が起こ

り， 口に手をもってきたときには掌が下方をむいて，食

事や，水のみ動作に不便を感じるという .

これらに対する回外能再建として図 lのごとき尺側手

根屈筋を前腕背側皮下を斜めに境骨末端に向けて移行

し，その力によって境骨を回外位に引く SteindJer司 Green

の手術，円囲内筋を骨間膜に伴った窓を通して背側に出
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Steinder Tubby-denischi Hara (1I) 

(F.C.U一一台 ) (Pronator一→ ) (F.C.R.一一￥ )

a 同外機能再建

甘切り術 Zancolli Hara 

(B iceps一一歩 ) (F.C.U.一→)

b.回内機能再建。

図 1.

し，挽骨を'，l!f外側よりまわった場所に新らしく付着させ

回内筋を回外筋に転換する Tubby-Denischi法と，同じ

く同方法を桃側手根屈筋を用いて行なう原の方法，骨切

り術により良肢位に境骨を捻転する方法および囲内拘縮

を起こす回内筋l鍵を切離，解離する手術などがある.

判定規準は表 lのような規準に従ったが，経験した症

例数とその成綴は表 2に示すごとくで，移行筋腿を骨間

膜を通して腕什の国外{立をとらす部位に再付着せしめる

手術がすぐれている.この方法には囲内筋拘縮の解離術

を合わせ行ないうる利点があるほかに，回外力としての

作用効果がより大きいためと考えられる.この種の骨間

膜の窓、を通す腿移行は挽側手根屈筋，長等:j拐を利用して



表 1 判定基準.
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優 :回内 ・外の再建が45。以上可能なもの

良 団内 ・外の再建が45
0 以上であるが 日常生活動

作に有益になったも の

不変 :まったく無効のもの

不可:術前より改怒または機能障害の進行 したもの

」
表 2.

囲外能再建 優 良不変不可

Tubby-Den;schi法 11 5 3 2 

Steindler法

F.C.R移行法

4 2 2 

4 3 

骨切り術 1 ' 1 

解離術 4 I 1 3 

24 11 9 2 2 

囲内能再建

骨切り術

F.C.U移行法

上記 2法併用

6 3 2 

内

4A
せっ'u

一
n白

「ーー」

も応用できる.

囲内能再建は polio3 OU，腕神経援損傷 1例，分娩腕:

癖 3例，その他 1例の計 8例である.手術法としては図

1 ~.こ示すような方法があるが，成績は表 2 のごとくであ

って骨切り術で良肢位をとらせ，肩関節の外転，内旋に

より補足するのが最も確実と恩われるが，この手術を行

なうときには成長終了後に行なうべきであって骨成長の

可能性のある小児期に行なった症例はすべて，数年のう

ちに再発して回外位にもどっている.能動的には，尺側

手根屈筋を皮下を通して機骨に移行する方法も可能で，

囲内骨切り術と併用すれば良い成績をあげ得る.

回外筋である上腕二頭筋健機骨付着部を方向転換して

囲内筋に変更する手術は経験はないが理論的に不確実と

思われる.

まとめ

1) 回外能再建は尺側手線屈筋を用いる StcinrIler-

きく加わるように作るべきである.

3) 開窓'行・間膜経由腿移植は挽側手根屈筋，長掌筋に

も応用できる.

4) I!!]I付能再建は俄骨段、転骨切り術が最も確実である

が，小児Jtfjに行なうと再発する可能性がある.

5) 尺側手根屈筋使用による能動的囲内能再建も可能

で，囲内骨切り術と併用すれば，良い成績をあげ得る.

6. ZancolIi， Owingの上腕二頭筋艇を回内筋に変更

する手術は，経験はないが理論的に不確実であると忠わ

れる.

追加 上屋(横浜市大整形〉

当教室では分娩麻痔約80例のう ち強い回外拘縮が4例

あった.しかし Bicepsの筋力が弱L、ときは Zancolliな

どは使えないので，そのうち 1例に対し F.C.Uを付着

部で切離し前腕前面を斜めに横切って挽骨末端背側の

籾帯組織に縫着する手術を試みた.骨間膜および末梢検

尺関節の releaseを十分に行なってから腿移行を行なう

必要がある.症例で‘は拘縮が残ったために，囲内O。まで

可能となったが， ADLの改善があり患者は満足してい

る.今後症例をふやして検討をしていきたい.

須藤(横浜市大整形〉

私どもも回内同外能の機能再建術を主として分娩麻痔

について行なっている.手術期までできるか き、 り ROM

exerClse をさせているがどうしても強い回内 ・国外拘縮

が残っている.手術によって一応 useful と考えられる

効果をあげることができるが，こうした強い拘縮をもっ

た症例はむずかしい.強い回外拘縮を伴った囲内能再建

のために骨間膜切離と FCUの徒側手関節背部への移行

とを併せて行なった 1{JiJを追加する.

発言 原

因外拘縮，囲内麻痔に対し，確実な方法は骨切り術で

あるが，幼小児期では腿移行を併用しない骨切り討すは再

発が将来起こってくる.

我々は尺側手指屈筋を前腕掌側皮下を通し俊骨背側に

移行し回内効果をはかる症例を 2例，うち 1例は，骨・切

り術と併用し良い結果を得ている.

答 津山

尺側手根屈筋を利用して皮下を通し挽骨に移行する手

Green法より ，可能な限り Tubby-Denischi法のほうが 術は演説の中で我々も行なっていることを述べた.強い

望ましい. 拘縮は腿移行だけでは治せないと思う .骨間膜まで解離

2) Tubby-Denischi法施行にあたっては， IITI内筋の するような手術も合併症の危険性が大きく現実的でな

付着部を'目・朕部分を含めできるだけ長く採取し，骨間膜 く，良肢位への続骨捻転骨切り術が必要と考えるが，小

関窓部分を十分大きくし新付着部を続骨に回旋力が大 児期に行なった骨切りはほとんと.変形再発をきたしてい
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今年度H盤総会で教室の近藤が報告予定であるが，高度

j{リ縮は成人Jt1Jに骨切りを行なうほかないこともある

科合ト耳三

る.我々は骨切り術と上記鍵移行を併)i-Jしているがこれ

がよいのではないかと考えている . 分娩陥~p草については

整巻 24・号 131082 

15.頚髄削傷患者の上肢機能とその治療

頚髄拡i傷患者にとって， 1:-.肢は，ある場合には自分の

体を運搬する足でもある.今回，我 々は単なる手として

ではなく， 上肢全体としての総合的な機能の観点から

観察し，再建手術を試みた症例についても検討を加え

た.

我々の経験した頚髄損傷患者は25名て二そのうち 3名

は産性が強く ，それ以外の22名， 42肢について筋力 3以

トを有する残存筋をしらべてみるとぷ 1のごとくで，上

j民二頭筋以外にj院院11'筋しか効いていないという ものか

ら， 指の clawingだけにとどまるものまで各レベノレの

ものがみられた.

残存機能

頚髄損傷辺、者の上)政機能は残存筋によってk1iされる

ことはもちろんであるが，それ以外に雌性のお1!!ri・強

さ，jl[僚の有1!!fi・回数，麻 p草筋の tightncss，凶節の拘

縮度などが凶係してくる 手指にはまったく筋力がなく

ても巧みに代frt機能を発仰し，麻粋筋の tightnessによ

って naturaltenod回 ISができあがり 11常生活を楽しん

でいるものから，筋力がすべて 3以上あるのに産性が強

く，八DL の劣るものもある.したがって，治療にあた

っては，個々の症例についての注意深い長期の観察が大

切である.

手術に先だって

頚髄損傷患者にとって大事なのは前腕をロープに引っ

かけて起きあがる s ベットに手をつく，物に手をのばす

といった動作である.この場合， }Jiの屈筋はもちろんで

あるが，上腕三頭筋もかなり必要性のあるもので，臥位

でのリーチ， 予をつっぱるときなどに重要である.前}f9i!

の回外よりも囲内のほうがより必要性があると忠われる

が，I!'!II付にはある程度重力が役立つのが幸いである.中

椅子のドライブには，最低， }付の屈筋と手首のや11筋を 1

つ必要とする.再建手術にあたってはこれら基本機能を

ネ T.Doi， Y. Muranushi， H. Ogino， K. Okada: 1，J，ケ 百

厚生年金病院整形外科(干573枚方市4哨・ 3074).

孝三水

頚髄損傷患者上肢の残存筋

Triceps (+) 27 (肢〕

B.R. +Sup. +P.T. +E.C.R. +F.C.R. +LE. 
+I..F. 

R.R. +Sup. +P.T. +E.C.R. +F.C.R. +LE 

B.R. +Sup. +P.T. +E.C.R 十F.C.R.

RR. +Sup. +P.T. +E.C.R. 

Triceps (ー) 15 (肢〉

B.R. +Sup. +P.T. +E.C.R. 

B.R目 +Sup. +E.C.R.L.E. 

B.R. +Sup. +E.C.R. 

B.R 

i主:B.R. : brachiuradialis 

L.E. long extensor 

n
w
d
R
d
n
y
a
q
 

2

1
i

弓，

t

F
D

P.T. : pronator tercs 

L.F. : ong flexsor 

j1uJI:lI v
l
，
 

f
 

表 1

荻野嘉彦.Ht 照夫土井

手術術式.

母指屈曲

母指対向述。j

手術数

2 

つL

1
4

の
4

q

L

・，A
q
L

1
A

つム

''ム

1
A

(力源)

Biceps 

P.T. 

F.CR. 

B.R 

F.C.R. 

B.R. 

P.L 

E.C.U. 

E. dig. V 

F.C.R 

中心に!，iミ例の検討をす ιめるべきである.

表 2

拘縮解脱手術

肘関節屈曲拘縮

前IJm回外拘給 (Sup.→ P.T.)

手関節屈曲拘絡

腿移行

(再建機能〕

肘関節伸展

手指屈曲
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第 5 ・6頚推損傷で，手指屈曲は筋力 2でピ ンチ，グ

リップとも不能であった. 深指屈筋の再建に円回内筋

を，長母指屈筋には!以J俊竹筋を移行した.さらに母指の

oppositionの再建には小指固有伸筋を用いた.術後，手

をつくとし、う動作のため， 母指の opposition再建がゆ

るんで rotationがや L不十分となった. ピンチ， グリ

ップなどの改詐は明瞭であるが，手指の{rt展制限は患者

の不満足とするところである.

そのほか，我々の手術症例の検討から，

1) 産性の強いものは，弛緩性のものと同様に抜つて

はならない.

2) 上腕三頭筋の再建術は，我々の場合，たまたま灼

縮解雌に際して行なったものであるが，考lむに入れてよ

いものである.

3) Tenodesis効栄を考えて，手指屈筋のT'Hl!には縫
合時の筋緊張を弱いmこ， また excursionの少ない筋

でも 卜分力源として利mしてよい

4) 一般に，下院l節fT屈を制限するよ うな再主l!手術は

好まし くない

5) 円囲内筋，手板屈筋を腿移行の力源、として佼ー用し

でも，車約子生前に影響しない.

むすび

手術によってc;j(i!¥;されると思われるJι例をなお数多く

残しているので，今後も慎重に再建手術について検討を

す Lめたい.

題演般

質問・発言 平川 (中国労災病院整形)

演者も指摘されているが，四肢麻叫に対する上肢機能

の再建手術は特に慎重な検討を要すると忠う ところで

頚髄損傷例を保存的に観察した当院の予後調査では，年

余を経過すると受傷時に比べてかなりの改善をみるもの

があるが，手術時期はどのように選ばれるか? また析

の仲肢を刊挫した症例lはないか? 作iJI，、たい.当院では

pronat. teres-+flex. poll. long.， flex. carp. rad.→ext 

poll. long.， bI羽 hiorad→ 自ex.digit. prof ext. carp. rad. 

long→ext. digit. comm の腿移行術を数例に行なって

いるが，手関節の背屈力強化を訴えて反省させられる症

例もあり，手術時JUJは早くても l年，移行制!の力と数な

どを検討すると適応、が予怨外に少ないことをなげいて

いる.

矢部〔名術大整形)

1) 肘屈筋より上腕三頭筋が大切な場合がありうると

のことであるが，私はやはり肘屈筋のほうが大切である

と考える.Mに拘縮がなければ. fljI展位または過仲展位

手術症例

手術を行なったのは 6症例で，手術術式は表 2のとお

りである.

症例 1.33_，J-.男子，

第 6 ・ 7 ~椛聞の脱臼骨 折 であり，銭存筋は}jすの府

筋. 1旦|外筋および僚側手根伸筋のみで初期には渡性のか

なり強かった症例である.両側とも肘関節拘縮あり，イIjl

展は 900
までで，左はさらに前腕国外 ・手関節屈曲拘縮

を示した.すべて拘縮解隊術を行なったが，月J関節では

拘縮の主因は上腕二頭筋にあり，二頭筋切艇の際にその

腿を上腕内側をまわして上腕三頭筋腿に縫着した.術後

2年以上経過した現在，右肘関節伸展は筋力 3+で，移

行した上腕二頭筋の収縮を強くふれ筋電図の茨づけも得

られた. 臥位での リーチが可能となり ，坐位での体の横

倒れをある程度前腕て、つつばることができる 左肘の場

合は移行した上腕二頭筋は筋力 3ーで解隊術の効果だけ

にと Xまった.左前腕の同外拘縮に対しては，阿外筋を

侠骨付着部で切離すると同時に，萎縮変性を示した円1"1

内筋を筋腿:移行部で切断し，末梢側の)腿の部分を骨聞を

まわして回外筋と縫合した.これは，その後，筋電図に

よってl'可外筋は問外のみに働いており，回外筋の延長術

にとどまった. しかし 囲内は可能となっている.

たまたま，この症例は手指が軽いにぎりの位置に拘和討

を起こしており，開きができないという欠陥を残しなが

らも，グリップの太さを加減することによっていろい

ろ 道具の作用が可能で， かえって usefulな状態とい

える.術後， ADLの改善が著しい.

症例 2.54才，男子.

第 6 ・ 7 頚宇佐損傷で俊 ・ )~側の手根屈筋 . {rll筋とも，

さらに総括仲筋まで効いていたものである.腕機'行筋を

長ほ指屈筋に，機側手根屈筋を深指屈筋に移行し，母指

叩 posltlOnの再建には長掌筋を力源として用いた.やt>j

後， 強い spasmusのためか尺側手板屈筋の下て‘oppo-

nensplastyのための移行腿が断裂，再手術にあたっては

)-.!.側手根i中筋を力源として用いた

術後， 2年 8ヵ月円の現在 oppositionは良好でピン

チカもあり手としての機能改善を得たが，手行の背屈が

100
と制|製されている.これは年令， 経済力の点からベ

ット上のカマボコ生活に満足している症例で，普通の症

状では問題となるところである.

症例 3. 32才，男子.

第6・7頚椛損傷で，深指屈筋のWkl!に!腕侠骨筋を移

行した ADLの改善，患者の満足度ともに著しい.

症例 4.37才，男子.

寸

斗
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で上腕三頭筋の力がまったくなくとも push upできる

カミらで、ある.

2) 平川先生がし、われた fingerextensorの再建につ

いてであるが， C6寸 間損傷においては Zancolliの te-

nodesis法， Lipscomdの E.C.r・.1. を移行する方法があ

る Motorが少なければ前者，多ければ後者を行なうべ

きと考える.

答 土井

平川先生へ

1) 手術時期の問題:以前，当学会において，この問

題について discussionされたことがあり，受傷後 2年お

くべきだという答がでている.我々 2年では少し長すぎ

るように思う .我々の場合は最もはやいもので受傷後 1

年半である.はっきりした結論をまだもっていない.

2) 手指仲良再建の症例はまだない.

矢部先生へ

1) Triceps再建には問題があるという質問 に対 し

て :Bicepsは大切なのはいうまでもない.一般に頚髄損

傷患者の再建手術の場合，大切なのは手術によって得る

ものと ， 失なうものとの比較である Bict'p~ 切離によ

って肘の屈曲力にはほとんど影響していない.そのうえ

で triceps の機能を獲得しているので問題ないと思う.

2) 手指伸展再建に1)¥:1して 同様の考え方で再建を考

えている.

16.手根管症候群を呈した Desmoidの 1例

佐々木信之 阿部正 隆 岡田 行生*

手恨管内で正中神経が圧迫されて起こる手根管症候群

は決して所なものではない. しかし，関節リウマチ，付

着部痛，顕腕症候群あるいは単なる!即納炎と誤診するこ

とが多いので11・立が必要である 我々は最近，前腕屈筋

から発生した desmoidiこより ， 手恨管症候1t'fを呈した

症例を経験したので報告する.

症例 47才，!J:性.

既往歴 ・家族}笹 :特記することはない

主 訴 1週前から右肘関節痛およびイ7手以指p示指p

中指のシピレ感が増強した

現病歴 -約10年前から右手関節部が左に比べ太く，と

きどき痛みを感じていたが放置していた.なお，症例は

l口約10時間の和裁を30年間続けている.

ヨ|毛院時所見 :手関節部で右が左よりも 2cm 太く，知

覚鈍麻は手1jt，母指，示指，中指末梢部にみられた.

Tinel's signは手関節掌側に認め，右手関節の背屈400，

掌側 40。と制限され，背屈を強制すると指のシビレが増

強し，痛みを訴えた.右側母指球筋の萎縮も認め，示指

から小指の屈曲力も張くなっていたが，母指対立運動は

さほど障害されていなかった(図 1).X線で、は特に認め

るような変化はなかった.

* N. Sasaki 河南病院整形外科(〒020!l昼間市東中野字百目
木105ーの M. Abe (整形外科)， Y. Okada (第 l病理):岩

手医科大学

図 1 右側母指球筋の萎縮を認める.

手根管症候1tfの診断でステロイド剤，局麻剤の注入を

4回行なったところ，自覚症状は少し改善をみた 手根

管内除圧の目的で手術を行なった.

手術所見:Wr叫 creaseとprox.palmar creaseに一致

する皮膚切闘で， 横手i恨籾帯を切離すると腫揚がみられ

たのて、切聞を手当i~および、前腕に波状に延長し展開した.

腫蕩は黄白色を量し部性軟であり ， 末梢では d凶 al
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図 2.腫蕩肉眼.

黄白色を呈しタコの足のような感じ

図 4.組織像

palmar crease部まで，中枢側では筋腿移行部を越えて

存在していた.正常筋内との境界ははっきりしなかった

が，健自体への浸j問はみられず，剥離することができ

た.正中神経は腫蕩に包埋されており圧排のため，ffii平と

なっていた.摘出腫湯はタコの足のような感じで約50g

あった(図 2). 

組織学的所見 :太く粗剛な謬原線維の増殖を主体とす

る組織であり，線維はlil白子様化を伴い，細胞成分は比較

的少なし血管や脂肪組織を含んでいる.筋線維がや L

束状の集団をなして残存している部もあるが(図 3)，場

所によっては線維性組織の中に横紋筋線維が孤立性に包

埋されており，萎縮，変性に陥にっているのもみられる

(図 4).これらの所見から前腕屈筋から発生した De-

smoid と考えた.

術後は指のシビレ，疹痛は速やかに消失したが，術後

6カ月の現在，なお指屈曲力の減弱は残存している.

考 察

Desmoidは一般に妊娠や外傷後に腹直筋に発生する

場合が普通である.しかし腹壁以外の四肢，頭部，頚

部などからの発生も稀にみられ， extra-abdominal 

desmoidと呼ばれる.

手関節部の正中神経の neuropathy は1854年 Paget

により報告されて以来，多くの報告がなされている.手

根管症候群の原因論を考察する場合には系統的疾患も考

えなければならない.文献的には関節リウマチ，粘液水

腰，痛風，肢端巨人症， Lerische pleonosteosisなどのと

きの本症合併例が報告されている.界女比については

Kremerは 1・5，Phalenは 1: 3と述べており ， 閉経

期の女性に多発しており，また両側性の発生例も多くあ

り，これらは手根管症候群は系統的疾患の局所的表現と

して理解すべきだと考えられている.

局所的原因としては横手根籾帯下で屈筋腿鞘炎による

肥厚や 自brosisが原因となる場合が多い.また，手根管

部の骨折，脱臼および関節症や，脱!，Ytfi.血管の異常など

解剖j学的変異に基づく報告例も多い.

一方，手根管部の腫場としては reuroma，pseudone-

uromaなどの神経腫が一般的であり， また血管腫，

Recklinghausen病，ガングリオン， sy口ovialcystなど

の 1例報告も見られる.最近， Tompkinsは tumor-likc

condition (chondromaと 白hromatousnodule の例)

によって手根管症候併を呈した 2{71jを報告している. し

かし自験例のように Desmoidが原因が手根管症候群

をきたした症例は検索範囲ではみあたらなかった.

むすび

我々は47才，女性の前腕屈筋から発生した Desmr柑

により ，典型的な手線管症候群を呈した症例を経験した

ので報告した.

質 問 石井(北大整形〕

この腫湯の特徴は，再発率が60%ときわめて高率であ
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り，腫蕩が大きれば大きいほど，また発症年令がAfけれ 答 佐々木

ば若いほど発生本が高いといわれている.この症例も腫 Desmoid tumorsはけっして転移することはないが，

協はかなり大きいようだが，再発に対してなにかの考応、 局所での再発がしばしば問題となる.症例で指屈曲力の

をはらわれたかどうかおたずねする. 滅弱が残っているのは再発ではなく，腿の癒着が原因と

忠われる.症例において再発に対する工夫は特にない.

17.手{rll筋腿断裂を伴った TenosynovialChondromaの 1{71j

阿部宗昭 |司烏有1I男 服部良治*

)陛靴に生ずる軟'l'l"性(あるいは'I'J・11吹'円件)腫摘はきわ 症例.68才， !)-).体的良好なi.!!!夫.

めて稀で，本)11でのi比報告砂IJは 2WIJである我々は仲筋 主訴有環指のや1
'
展障害.

l腿断裂を主訴として来院した患者の断裂悦服t'YirfI)すに存在 外傷日正 20才ーごろ，柔道で右手関節を捻挫，以来農業ー

した軟竹腫の例jを経験したので報f与する. で鍬をもっときなど，しばしば手関節痛をきたしてい

~ ~ 

図 1

" M. Abe， 1. Kunishima:大阪医科大学整形外科;R. 

Hattori 高槻赤十字病院整形外科〔〒569高槻市大字奈佐

原943).
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図 2.

現病歴 昭47.8月，タオノレをしぼろうとして右手関節

背側に疹痛を感じ，同時に右環指の伸展障害をきたし

た.某医にて{中筋l健皮下断裂の疑いで当科を紹介され，

2ヵ月後に当科を受診した.

局所所見:右環指は屈曲位をとり伸展は不能.小指も

a. 

b 

C. 

図 3

軽度の伸展障害を認めた(図 1a).手背と前腕遠位背側

皮下に 2個の小腫痛を触知した.手背の腫痛は約30年前

より気づいていた.最初の数年は少し大きくなったが，

以後は特に大きくなるようすはなく，自覚症状もほとん

とーなかったので放置していた.

右手関節はわずかに腫脹し ROMは健側の約 1/2で
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中等度の拘縮を認めた.また手関節背側中央に骨性の隆 考察

起をふれ，手関節を学屈すると，背側に突出してふれ 関節滑膜と同様，間業系に由来する厳~，y，円滑膜がなんら

た. かの契機で，骨あるいは軟骨を形成することはよく知ら

X線所見:手背と前腕遠位端に大小 2個の境界鮮明で れた事実である. しかし関節滑膜由来の骨軟骨性腫癒は

石灰化 した腫癌陰影を認めた.手関節には OA様変化が synovial osteochondromatosis (Ja!fe)として，時にみら

あり，椀骨遠位端に骨透明像を認めた.月状骨はAirl平と れるのに反し， 肱~!pf'J滑映由来の骨軟骨性腫癒の形成はき

なり，側面像では掌背側に 2分されていた(図 1b). わめてf:ffiで，本邦では本学会において，福沢，狩谷らの

手術所見:総指{中筋の環小指鍵は断裂し末柏、断端は 例が報告されているにすぎない.外国例は福沢らの集計

手背中央に，中枢断端は仲筋支，飴のrl'枢側に退縮してい によれば29例である.

た.断裂腿の腿聞は著明に肥厚し，環指鍵の中枢および 名称に|渇しては古くは腿輸の腫協の 1っとして Oste-

末梢断端の腿鮮i内に大小 2個の遊離した軟骨様腫療を認、 ochondroma (あるいは Chondroma)の命名が多く，腫

め摘出した(図 2a). 固有小指i申筋腿は lntactであっ 蕩性の性絡を思わせる名称で報告されていた.一方，

たが，中析のNIJ樹脂土第 4区岡内で約 1/3が摩耗されて Ja恥，Lichtenstein (1958年)は tenosynovialchondro-

いた(図 2b). 仲筋腿の断裂および摩耗の断裂および matosis (osteochondromatosis) と命名した.彼らは腿靴

摩耗は背似Ijへ突出した月状骨に原因し，さらに腫胞の存 の synoviallayerは関節滑膜の synoviallayerとana-

在が，断裂を促進させたと考えられた 環指の断裂腿の logousな関節にあるとし metaplasticな骨軟骨形成説

修復は長掌筋量ttを用いた遊離稀植を行ない extensor をとり ，腿科j内に軟骨，あるいは'斤軟骨形成が認められ

retinaculumは中継側の半分を切IJfJした. るものに限って上記の名符iを与えている.既報告例では

術後経過 :環指の伸展は良好に同復し，術後 8ヵ月の 腿m と pedicle を介して辿絡していた腫術は多いが， 血~

現在，再発なく原職に復帰している. 午内内に明らかな軟骨・形成を認めたものは非常に少ない.

腫癌肉限所見 白色光択のある硬い軟骨様腫紛で，高IJ 成因に関しては今日 metaplasia説が支配的であるが，

簡も一様に白っぽく出血はまったく認めなかった(2 外傷説をとなえる者もおり，他方 Geschickter，Lewis 

c ). らは，)附の付着部近くには胎生.IWの precartilagenous

病理組織学的所見:腫癌は線維性の被膜を有し， 3閑 tissueが存在しこれがなんらかの原因で骨軟骨を形成

の石灰化を伴う軟骨組織で構成されていた(図 3a ). すると述べている.腿符jに明らかな metaplぉtlCな変化

軟骨細胞はあまり多くなく ，ほとんどが小膝内に l個の を認めた報告が少ないことをみても， 単に metaplasia

波縮した核を認めた.基質の PAS陽性物質はあまり多 説だけで成因を説明することは困難であろう.

くなかった線維性の被膜にはほとんど血管は見らない 我々の経験した症例は，外傷歴を有しているが，これ

が，軟骨陪に接する商は細胞が perichondriumのよう は手関節の変化，特に月状骨のキーンベック病様変化と

に配列し，細胞成分も多く ，外用より軟骨を形成してゆ 関連づけるべきものであった.旋の断裂は背側へ脱[.1突

くところがみられた(図 3b). 全体として退行性変化 出した月状骨による attrition が主たる原因と考えられ

を呈 しているが，被膜線維の軟'，'j'形成を認めるところも る 一方，腿鞘への attrition が軟'骨形成に関与したこ

あり，増殖能を持った軟骨腫と診断した. とも考えられるが，それを証明し得る確たる資料はなか

一方，腿!滑膜は紙毛様の増殖，血管の増生， '1ま度の小 った.

円形細胞の浸潤， 自brosis等， 非特異性慢性炎症所見で 我々は手の伸筋腿腿軒j内に発生した石灰化せる軟骨腫

あった しかしこの部分には軟11"への metaplasiaを思 を Marphy(1958年)の名称に1¥4じ tenosynovialcho・

わせる変化は認められなかった(図 3c). ndromaとして報告した.
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18.教室における手の軟部腫療について

平川 訓己 古瀬清夫 福 嶋泰夫 前山 巌*

昭29.1月より昭47.12.31日まで19年聞に，鳥取大学整

形外科を訪ずれた手の軟部腫湯は169例て、あった.WHO 

の HISTOLOGICAL TYPING OF SOFT TISSUE 

TUMORSに従うと，ガングリオン152例， 血管腫3例，

I血管腫には MuぼUCCl症候群と診断された l例および，

ガングリオンを合併した硬化性血管腫の 1例を含んでい

る.脂肪腫 3例， 断端相p経路 2例，Palmar Ii bromatoses 

(Dupuytren拘縮) 9例であり，すべて良性の腫坊で

あった.これらの騒揚について統計的観察を行ない，

Xantholibroma様の組織像を示した Palmarlibromato-

sesの組織像について述べる.

ガングリオンは 152例で，男性36例 (24%).女性116

例 (76%)で女性に多くみられ. Stoutらの74.5%より

や L多かった.年令は，男 l才から52才，女 2才から65

才で平均28才て‘あった.発生部{立は，手関節部 116例，

手背部46例，指10例で左右差はほとんどなかった 血管

腫は11才の男. 25才と31才の女の計 3例であった.25才

の女は右手背部にガングリオンを合併した硬化性血管腫

て、あった.また 31才の女は内II次'月腫を合併していて

Mu町ucci症候昨と診断された.脂肪腫は 3例で.5才¥

68才，69才の男ばかりであった.断端神経腫は. 21才の

男と45才の女の 2例であった.それぞれの発生部位は表

1に示した.

Palmar自bromatosesは9例で42才ーから 70才まで，平

均61才，男8例，女1例でそのほとんどが男性であっ

た.発生部{立は表に示すごとく ，左右足は認められない

が，両側ともに 4指. 5指に多くみられる Bunnellに

よると40才から60才の患者が60%を占め，男性に多く，

発生部位は. 4指42.0%，5指35.6%.1指は 2.5%で

ある.我々の症例ではほとんどが 4指. 5指であった

が. 1指に発生したものが 1例あった.拘縮は図 lに示

すよ うに両第 5指に強く，左 3，4，5指 PIP関節部に結

節の形成がみられる.我々は 3例に手術を行なった 手

術時各症例で，手学;腿膜は索状に肥厚し皮膚と強く癒着

していて剥離は容易はなかった.我々の症例中，索状に

* Hirakawa， K. Furuse， Y. Fukushima (法師)， I. Ma. 

eyama (教授):鳥取大学整形外科.

表 1

17J5lhl日b.'血管腫脂肪麗 |路 神

症例数 ，152 I 9 I 3 ， 3 I 

3 1t 16 | :| =--_1斗土l正士
( z符:)I !凶ぽ刷云話r刻!?判5つ1

4
マ切W?おおU員話♂;?引引刊O

け州山l卜ド
1孔山1リ2お5

… 
: 

|「手刊吋吋関吋て九叫てt乍川1凶イ什6j[
手背 4必6'宮2手右 il右手指 1 ;左左 2指

3手右;

図 1

肥厚した鍵膜が結節を作った症例が 1例あった(図 1). 

組織学的に Xantholi broma 様の像を示し興味ある症例

で‘あったのでその組織像にふれる

挺膜の索状部の皮下組織では，脂腺周囲を結合組織が

とり囲み，円形細胞浸j聞がわずかながらみられた.挺膜

部は結合組織が増殖し，なかば痴痕様となった部分もあ

った(図 2a). さらに拡大し鍵膜部をみるに， 結合組
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図

織のみで特に所見は得られなかった(図 2b).結節状に

なった部分の組織像(図 2c) は Xanthofi bromaにみ

られるように巨細胞と泡沫細胞の出現とそれをとりまく

線維組織の増殖をみた.さらに銀染色でみると泡沫細胞

をとりまくレオクリン線維がみられた(図 2d). Palmar 

日bromatosesの1つの型なのか， あるいは Xanthoι

bromaの合併したものなのかL、ずれとも判断できない

が，興味ある所見と考えられる.

まとめ

我々の手の軟部腫蕩 169例中，ガングリオン88.9%，

血管陵1.8%，脂肪腫1.8%，断端神経腫 1.2%， Palmar 

fibromatoses 5.8%であった. ガングリオソは女性に多

く76%，平均年令 28才，発生部位は手関節が多く 76%

2. 

で，大体諸家の報告と一致している.

血管腫，脂肪腫，断端神経援はそれぞれ 3例， 3例，

2例と症例が少なく，統計的結果は得られなかった.

Palmar fibromatosesは9例で， 男 8{同L !.c1(71Jで男

性に多く，平均年令は61才であった.手術例は 3例にす

ぎないが，腿膜切除術と Z形成術を併用して満足する結

果を得ている.デ ュプイトレン拘縮の発生原因に闘して

は諸説があるが定説はなく， Scholzの総括的な説が一般

的のようである 1例に組織学的に Xantho日bromaの

要素の強い部分を含んだものがあったが，Palmar日bro-

matoses との関連性に関しては，文献的にも不明で，興

味ある所見て、あった.

我々の症例には悪性腫蕩は l例もなかった BunneJl
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これまでにも手の腫湯の発生頻度については本学会に

おいて東大の456例，新潟県立がんセンターの197例につ

いての統計的観察がなされている.このいずれの報告を

見ても， 欧米の統計に比べて Xanthomaと inclusion

body の発生率がきわだって低いようであるが， このこ

とに関する先生のお考えがあったらご教示即品、たい.

題演般

および北島によればその頻度はそれぞれ3.6%.3.4%で

少ないようである.

教室における過去19年間の手の軟部腫蕩を統計的に観

察し Xanthofibroma様の組織像を示した Palmar

fi bromatosesの組織像について述べた.

-< 

J 

石井(北大整形)百発

19.指列移行にかわる第 3または第 4中手骨

全切除術について

第3指あるいは第4指の基部における単独切断をよぎ

なくされた場合，一般には指列移行術が行なわれ，第 3

指には第 2指列を，第 4指には第 5指列の移行術が適応

とされている.我々は，指列移行術を施行することな

く，忠折の中手骨を CM関節にてl縦断，全摘後 deep

transverse metacarpal ligament を縫着して隣接指の接

近を計った 4症例を経験し，満足すべき結果を得たので‘

報告する.

症例は，軟骨腫 1例，先天性動総脈接 2例.外傷 1例

の計4例で， このうち症例 lは第 4指列，他の 3症例

(症例 2.3. 4 )は第 3指列における中手骨全切除例で

ある.現在，術後最長 7年 7ヵ月 ，最短l年に及んでい

る

症例 1.36才，男子.軟骨腫

13才のころより右環指中節の腫熔に気千lくも放置，腫

癒は除々に増大し，当科初診H寺，右J3iH行は基節より中節

にかけて鳩卵大の腫蕩が存し.X線上，基節骨および中

節骨は，什皮質が一部破壊され，膨降する (図 1). 

昭40.4FJ.手術を施行する.学側より原筋腿，事11経，

血管を切断し deep transverse metacarpal ligament 

を患指に接して切縦する.背側より，仲筋鍵を切断r.第

4中手骨を骨間筋より剥離して，その基部で切断する.

しかしながら，第 3. 5中手骨骨頭の十分な接近が得ら

れないので，さらにCM関節で、離断する.この操作によ

り，隣接中手骨骨頭は容易に接近し deeptransverse 

裕*部矢守藤斎
「
「

「
寸
一
-

-一一

図 1.右環指軟骨腫，術前.

metacarpal ligamentを寄せ合わせ， がっちりと縫着す

る.中手骨を切除した間隙に，剥離した筋肉を補填し，

背側の筋映を縫着する.

術後7年 7ヵ月の現在，手の機能はまったく正常で，
* M. Saito:慶応義塾大学整形外科;Y. Yabe (教授):名

古屋保健衛生大学整形外科.
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図 2.右環指軟骨盤，術後. 図 3.右環指軟骨腫，術後.

日常生活に不自由を感ずることなく.美容的にも，患者 術後約 1年の現在， ADLはまったく改善され，美容面

は満足している.X線上，第 5中手骨の境側への平行移 でも満足すべき結果を得ている. x線上，症例 2と同

動がみられる(図 2，3). 様，第 2，第 4中手骨基部の接近はみられない.

症例 2. 21才，男子.右中指先天性動静脈痩. 症例 4.57才，男子，左中指切断.

小学校 1年のとき，右中指基節僚側の暗赤色の腫癌に 昭46.11月 左中指基節部を電気人リノレで切断し，

気付く.腫癒は除々に増大し，他医で4回の手術を受け 2ヵ月後，同様な方法で第 3中手骨を全摘する.

ている.昭45.6月，当科初診，中指切断端は汚ない潰蕩 術後約 1年の現在 ADLの支障はなく， X線上p 中手

を形成し，手背には著明な静脈の怒張を認める.血管造 骨間距離は術直後と比較しまったく変化していない.

影で，特有な動静脈痩の所見が見られる. 考察

昭45.8月，症例 1と同様な方法で，第 3中手骨を切除 指列移行術に関しては， Bunnellをはじめとして

し，動静脈痩を完全に摘出する.術後 2年5ヵ月の現 Slocum， Graham， Peacock， Chase， Gottlieb，三浦らの

在，動静脈痩の再発もなく，機能的に満足すべき結果を 報告に接するが，いずれもその機能面，美容面での優秀

得ている.X線上，第 2，4中手骨基部の接近はみられ 性が強調されている.我々は，指列移行術にかわる方法

ない. として，擢指中手骨を全摘して隣接脂の接近を計り，ま

症例 3.65才，男子.左中指先天性動静脈痩. ったく遜色ない好結果を得た.術前，いずれも十分に使

約10年前より左中指先端の暗赤色の腫癒に気付く .初 用することができなかった患手は，術後間もなく機能的

診時，左中指末節は壊死に陥いり， MP関節より末梢 にほ E正常な手としての役割をはたすようになり，現

は，陵矧，湿疹状で，手背には静脈の怒張がみられる. 在，指の屈伸，内外転， 3本の指によるつまみ動作は，力

血管造影では，症例 2と同様，特有な動静脈痩の所見を 強く行なうことができ，洗面動作も正常となる.手掌の

呈している. 狭小化による機能低下が心配されたが， ADL上， 支障

昭46.12月，症例2と同様の方法で手術を施行する. を訴える症例はない.握力も術前に比して，かなりの増
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加をみ， t行が 1木足りないにもか Lわらず，術後 7年余

を経た日j'fylJ1では，左右ほ工同等を示す.また美容的に

ふ 一見して指が 1本足りないことに気付く人は少な

く，忠者は満足している

X線上，出例 lの第4け1手1'1'全切除例において，第 5

1ド手r，'jの挑Mへの平行移動がみられたが，他の 31A例の

第 3'1'手什全切除例には，その傾向はみられない

車土 き五
回 目ロ

木手術は， t日列移行術に比して

1) 手術手技が簡単であり，同施転位，筋アンバラン

ス等に対する特別の配慮を必要としない.

2) 長期の固定を必要とせず，早期の社会復帰が可能

である.

3) 機能的にも，美容上でもまったく遜色なく ，すぐ

れた方法;で、ある.

質問 坊、坊1(岡山済生会病院整形)

1) 環指切断例において長期経過後小指CM関節に疹

痛を生じることはないか.

2) rl"J.JiH行切断に木手術または metaccarpaltranspo・

sitionを行なう場合， 手'挙中高の減少の欠点を考え慎重に

適応、をきめる必要があろう .

答 斎藤

1) 第 4中手骨全切除例では(術後 7年余を経た症例

では)，第 5中手骨が第 3中手骨仮uに平行移動している

のが， X線上みられるが，動揺性，圧痛等はまった く認

めない.

2) 手等;の狭少化と可動性を有する 1個のMP関節の

lossに伴う軽度の ADLの低下は認められる(特に水の

はいった洗面器をもちあげられないというような).我

々の症例では術前の状態がかなり悪く，まったく良く改

善されたといえる.患者の職業，性別等よく考慮 して

metacarpal resectionを施行すべきである.

20.手指犯持力再建の工夫と経験

吉良貞雄 中日以秀人 野l刀 昌信 秋吉隆夫*

母折の欠損あるいは障害は把持機能に致命的な da-

mageを与えるため，種々の再建方法が試みられている

が，損傷の typeや程度も異なり，年令的社会的背景も

逸っているものを画一的に取り扱うことは好ましくない

と思う.こ与に示す4症例はそれぞれに適した工夫と

ideaを活かすことによってほ工満足すべき把持力の再

建と増強が得られたので，その経験について述べてみた

し¥

症例 1は受傷後 1ヵ月を経て母指 1P屈曲不能と

pinchカ著滅を訴えて来院.原因は長母J行屈筋艇の挫滅

部分欠JJlによるものであった.

術中， MPJ部位に切断短縮せる示桁屈筋粧を発見し

引き出して profundusのみを母折に移行してみること

にした.図 1のごとく thenarspaccを通して既存の

pulleyを利用して未節骨へと移行間定した.第 2t行列の

切除で 1sl. digi lal spaceも十分となり手の棉好も良く

なった.

ホ S.Kira， H. Aihara， M. Noda:必下病院政形外科(干570

守口市日吉町);T.Akiyoshi:;京都府立医科大学整形外科.

図 1. 示m深指屈筋腿移行による長母指屈筋腿

の代用.
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母指の環指， 小指による tippinchも可能となり ，環 組織の疲痕と母指内転拘縮が著しかった.左手である

指との ~ide pinchの力は漸増した. し，感覚のない母指を作るより短かくても感覚のあるも

本例は遺残膝を利用することによって母指の pinch， のが良いと考えて， 第 l指間部背側皮!円切聞にて Ist

grasp の改善を計った例であるが IP関節拘縮例であっ interosseus muscleを第 2中手骨起指部と transverse

たため IP屈山機能に対する真の適応については検討で fibers移行部で長IJ離，切断して母指内転灼縮の弛緩を行

きなかった なった.

症例 2は 2才足らずの男児で，示指は切断され，母指 第 1中手骨を十分外転，対立位に引き起こし K-wire

基節骨骨折と雌断端の固定のための k-wire車IJ入のま 2本で固定し， 第 1中手骨頭部は advancement法で

す母指尖はミイラ化し，掌側軟部組織の壊死を認め 1st.digi ta! spaceは apdominalpedicle Aap で cover

debridement後には深部組織の露出をみてしまった. した.

一、一

一←一一一ーー/

ー、
‘、一一一ー一、ー、ー

lndex 

図 2.Palmar skin advancement. 

知覚の欠損による再損傷や発育過程での影響も考えて

abdomina! Aapなどの遠位有茎皮弁を避け，図 2のごと

く proxima!pa!mar crease と proximalvo!ar thumb 

creaseによって囲まれた部分を贈与部として advance-

ment gra[tを試みた.

同時に第 2中手骨頭部を切除し firstdigita! spaceの

拡大を計った. 2年後には母指は短かく肥大したものと

なっているが知覚にはまったく異常はない.

把持機能も良く保たれている.左手てあったことと示

指の欠損のあったことを考慮して知覚の温存という点に

重点をおいて pa!maradvancement法とも称する方法を

工夫してみた例である

症例 3は 55才女.掃除婦で床みがき機 po!isherに左

母指を捲き込れ欠損.X線写真からもわかるように軟部

3週後に pedicleを切離 K-wireは約 2ヵ月で抜去し

たが， !st digita! spaceの再拘縮をみることなく 十分な

る支持性と形態が得られた. コップ，茶腕の把持も可能

で元職に復した.このように第 1中手骨を引き起こすだ

けの短い造指によってもほ工満足のゆく母指再建ができ

ることを知った.

症例 4は加熱 rollerによる miserableな重度損傷で

あるが，全指の切断あるいは離断を行なって手背手掌の

debridementを行なって abdomina!pocket法にて skin

coverageをした

この際，症例 1からヒントを得て pollicislongus 

tendonなど後日利用できそうな屈筋腿をできるだけそ

のま与の状態で，埋没固定しておいた.切断後 1年を経

て小指基tfllの骨露出をみて来院

植皮部の皮府の移動性はきわめて良好となっていたの

で，第 2中手骨を基部まで切除して mitten typed hand 

を作成した.同時にあらかじめ埋没しておいた遺残長母

指屈筋艇を引き出して母指内転筋横頭と斜頭の間を通

し，虫様筋下に第 4中手骨部に縫着固定し把持力の増強

図 3.長母指屈筋脱Iの第4中手骨への移行.
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に役立てた(図 3). 

現在では spoonも使用でき るし なんとか文字も書

けるようになっている.

以上4症例は第 1線病院では時に遭遇する caseであ

るが，その都度損傷の程度をみきわめ， 利用できそうな

ものを残しておいて onestageあるいは twostage に

reconstructionするこ とによって知覚，機能をImt存再建

できたものである これらはごく小さな ideaの寄せ集

めにすぎないが今後 caseby case さらに検討，工夫を

重ねてゆきたいと思っている.

質問 三浦(名大分院整形〉

症例 lで flex.dig. prof.を使用しているが Lum-

bricalisよりは sublimusを使用すべきだと考える.

赤堀(岡山済生会病院整形〉

長さを保てるから.

答 吉良

三浦先生へ:lndexの flexortendonを引出した際に

F. dig. prof. のほうが母指への移行に十分なるリーチ

を有していたのでこれを使用することにした. この際

Lumbricalis M. の剥離は力の減弱を変想してほとんど

行なっていない.

赤堀先生へ 15t metaca中 alboneを引き起こすだけ

の母指再建は理論的にはいろいろの意見があると思う

が，老令者で左手であったことと患者が長期複雑な手術

を拒否したための便法である.手としての機能はほ X満

足すべきもので元職(掃除婦〉に復しており，患者は非

常に喜んでいる.

松井先生へ:Proximal palmar crease と proximal

volar thumb creaseに囲まれた部分の advancementを

4 母指は知覚と同時に指長が重要であるため bone- 利用 した理由はすでに indexfingerが切断されており，

graft-pedicle graftに2指長を延長し islandpedicleで 1 st digi tal spaceのひらきが目立ったので，知覚の温存

知覚を温存することがのぞましくないか. に重点をおいて施行した. 2年後の状態は知覚には異常

松井(信州大整形) はまったくなし患手も良く使用している.母指の皮膚

症例 2に対しては neurovascularisland flap の適応 の移動性は十二分にあり，後日母指の延長も可能と考え

で‘なかったか. その理由としては， 1)年令が 1才であ られ，場合によってはその際に neurovascularisland flap 

るから，知覚の switchingが期待できるし 2) 母指の も必要となってくると思う .

21. Colles骨折に続発した指屈筋腿断裂の症例

長野芳宰

Colles骨折後の長母指伸筋臆断裂はさほど稀ではない

が，指屈筋l腔の遅発性断裂の報告はきわめて少ない.我

々はすでに第13回本学会においてその 1例を報告しそ

の稀な原因について考察を加えたが，こ Lに新たな H列l

を追加し，発生機序についての考え方をいさ Lか訂正し

Tこし、

症例. 18才，男子転倒して右手を突き Colles骨折

を起こし，某医で徒手整復後ギプス包帯固定を約 1ヵ月

受けた.その後次第に右母指を屈曲し難くなり遂に屈曲

不能となった.次いで示指の屈曲力も低下したため，受

傷後 4ヵ月目に来院した.

入院時所見(図 1):右母指 1P関節および右示指

* Y. Nagano:今給察病院整形外科(干892鹿児島市下竜尾
UIJ4-16); N. Imakyure:鹿児島大学整形外科.

今給繋尚典キ

DIP関節の自動的屈曲不能.右示指 PIP関節屈曲力低

下.

X線所見(図 2):典型的な境骨末端変形治癒骨折で

骨折部は掌側に鋭く模状に突出している.

手術所見(図 3):骨折部は方形囲内筋より末梢で同

筋に被われず，掌側に鋭い模状の隆起を形成しこれを

削り平坦にした.鍵輸は黄色を呈し肥厚していた.長母

指屈筋腿!および示指深指屈筋提は骨折部を中心に断裂

し約 3cmの間隙を認め端々縫合を行ない得た.示指

浅指屈筋腿は約 1/2径が摩滅し，滑膜性腿鞘で被覆し補

強した.病理組織学的に病的断裂の所見はなかった.術

後の機能は良好である.

考察

前回，この遅発性断裂の稀な原因を，川村らも述べて
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図 1.

図 2.

いるように，機能解剖学的に説明した.すなわち，什折

時，指屈筋l凶は強く末梢に引き込まれた状態で骨片によ

り損傷されるはずで，同部は日常J行を使うときはrj'A誌に

引き込まれており，摩滅されることは少ない.かつ，)附末

梢断端が強く末梢へ退縮している事実から，骨折時に 1

次的に損傷を受ける可能性のある部位より末梢の健常な

鍵が断裂するのであり，このように健常な旋が断裂する

のは，受傷時に方形回内筋が大きな損傷を受け，かつ転

位が大きく骨折部に鋭い模状の什隆起を形成する場合に

限られるからだと考えた.しかし本症例では， 'iJ'折部を

中心にして中継および末梢断端が存在し，末柏、住rr端もあ

まり退縮しておらず，骨折時の部分的断裂が方形回内筋

に被われていない鋭い骨性の模状隆起のために摩滅さ

れ，遂に断裂を起こしたものと推測される.前回報告し

た症例と異なり l次損傷部位で断裂が起こったのは白・

折時に指を軽く担った肢位で転倒した Lめ鍵があまり強

/~契状のすl'p括起

♂ - J; If; I叫内筋

J..--J:セlllf肯I:lli窃腿

目ーーボJ肝1主J行届筋最E

~ー に 、ぷfl1i民指屈筋腿

図 3.

く末梢に引き込まれておらず， この 1次m傷部位が"J折

部で繰返し機械的刺激を受ける部位であり，遂に断裂し

たものと考える.

このように遅発性断裂の機序は個々の症例により検討

する必裂があると思われる

質問 赤堀(岡山済生会病院整形)

1) 通常皮下l健断裂の場合なんらかの誘因により突然

自動運動が不能となる場合が多いが木症例のごとく除々

に症状が進行するのはどのような mechanismによるか.

2) 皮下腿断裂では fibrosisが広範囲で debride後

end to end縫合の困難な場合が多いがこの症例では縫

合部 tenslOnは強くないか.

3) 骨突出部 carpalligamentの処置はつ

答 長野

1) 本症例では，骨折時 1次損傷部位が引続き摩滅を

受け，循環障害，変性をきたし遂に断裂したと考える.

右示指浅指屈筋腿は約 1/2径が摩滅しており，放置すれ

ば断裂したものと忠弘摩滅が進む過程で屈曲力が低下

していったものと考える.

2) Gapが約 3cmで端々縫合が可能であった.術後

の機能は良好である.

3) 横手線靭帯は一部切除し，縫合部がひっか Lらな

いようにしTこ.
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22.手指 PIP関節掌側板再建術の経験

国昭*

術 式

1) Middle finger creaseを，+，心に山型皮切を加え，

皮弁を反展，屈筋腿の阪s輸を十分に露出する.

2) PIP関節の直上で，腿輸を約 1.5cm程度切除す

る.新鮮例では始めから鍵鞘に断裂がみられるが，陳旧

例て、は断裂1.市と皮下組織との聞に癒着がみられる.

3) 深指屈筋鍵を徒側に排除，浅指屈筋艇の停止部付

近を露出，その尺側の)健を停止部で、切離，その中枢端を

反展する. 以上の操作により. volar plateが露出さ

れ，肉芽組織や級痕に被れたその断裂が見えてくる.

4) Volar plateの尺側縁を全長に亘って初離，遊離

状にする

片山竜二山本泰次富田景久室田

5) 整復を容易にするために volarplateの断裂部

に付着する帯状の骨片を切除，また，中節骨基底の骨折

部も十分に新鮮化し，のみで volarplateの再停止に便

|関節所見併用した手術

側副籾帯形成

側副靭帯形成

側副靭帯形成

11 

| 手術までの期間

3ヵ月

2 11 

3 週

2. 5週

1ヵ月

1 遅

5ヵ月

2 か

1年7I! 

2. 5週

1ヵ月

2 11 

l年 lか

2 I! 

例.

原因

転倒

ノミスケソト

転 倒

野球

l倒れてき 川 で|
転 倒j

野 球

空手

転 倒

手指 PIP関節の背側脱臼は， 日常しばしばみられる

外傷であるが，整復が容易であるためか，軽く扱われ.

後日屈曲障害や疹痛を訴えて来院するものが多い.

明らかな転位を示すものの診断は容易であるが，この

脱臼のほとんどは， volar plate の付着部での剥離骨折

を伴うので，すでに整復されていても，組Ij方X線像で小

骨片を認めれば，診断できるものである.

従来，その再建法として Adamsの crisscrossvolar 

graft法や，似Ij副靭帯の一部を利用する Kleinert法など

の報告があるが，手投はし、ずれもきわめて繁雑である.

著者らは初め，浅指屈筋腿による動的)腔性固定術を

Wiley法に準じて行なっていたが，最近では，volar plate 

を側縁で遊離することにより pull-outwire法で容易

に修復で、きることを知り， もっぱら本法を行なってい

る.

t旨

旬
日

己
白

γ

t

f

/
 11 

1，ミ

右

le 

右

I! 

左

かか

右 示 グ

グ | 左 小。 I

* K. Murota (助教授)， Y. Tomita:東京慈恵会医科大学整

形外科:R. Yamamoto， K.Katayama:東急病院整形外科

(干145東京都大田区北千束1-45-6).
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+ 側副靭帯形成
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町号 |術 後 | 間
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6 1 11 5 11 
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16 9グ ::t
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利なように，骨扉を起こす.

整形外 科

表 2.術後成績.

1973年 11月

周径 運動制限
変形 動揺性 | ト- "，，_ . TY-_-L-! X線所見

l 術側 健側 [ 関節角度 V'ant-出 b
tA'J JW ，_.， cx.. and Heiple 

~mm ~mm lm_~o Omm 

l70グ 69グ [ 跡町 O 庁

環70ノヶ 66 グ 165-970 43 // 
小61 Iγ59 か 165-1200 25 庁

48 グ 51 グ 170-860 6 グ

54 1/ 55 グ 160-90. 15ρ 

59 Iγ55ρ 148-900 47 庁

50 グ 49 か 170-900 0 庁

44 グ 46グ 170-960 5 グ

60 グ 55 グ 150-90. 10 庁

64 11 60 か 154-1320 97 グ l ー

- ， 51 11 50グ 156-126" 72 グ l関節裂隙狭小
V .L " VV  ... vv  -.... "-'V I ""' " 骨 萎 縮

C. 

g. h. 

図 1.

6) Pull-out wire法で断裂した volarplateを原位

置に固定.浅指屈筋の切離部を縫合する.

ある.なお，側副靭帯断裂の合併している場合には，改

めて midlateral皮切を加え，その再建術を行なう.

後療法:術後 3週でキルシュナー鋼線を抜去，自動運

動を開始. 5週で Bunnell鋼線および外固定を除去し，7) 最後に直径 lmmのキノレシュナー銅線を斜に刺入

して. PIP関節を経度屈曲位に固定し，さらに，アノレ 4

シーネで外固定する.

以上によれば，新鮮例，陳旧例の別なく修復は容易で

自他動運動を自由に行なわせる.多くの症例では，術後 E 

8週ごろから指屈の伸運動範囲は，ほ X正常となり，痛 | 

みも訴えなくなる I
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症例 (表 1) 

手術を施行したものは， 17例， 18関節で，ほとんどが小

指，環指の受傷例である.原因は，大部分が転倒や球技

による突き指によるものであり，受傷から手術までのWJ

聞は， 3週以内の新鮮例が 5(7IJで，他はいずれも陳旧例

であった. 併用手術として， 6関節に Milford法によ

る側副籾帯形成術を行なった.手術時に症i71J16に徒手矯

正不能な拘縮を，また，症例17に関節軟骨の剥離を認め

ている.

成 績(表 2)

今回調査し得た症例は， 11例， 12関節で，明らかに運

動痛を訴えるものが 1例，寒冷時や力仕事の後で，なん

となくだるいという程度の訴えのものが 3例で，他に愁

訴を有するものはなかった.

変形や動揺性を残したものは 1例もなく PIP関節の

周径にもほとんど変化をみるものはなかった

運動制限の有無を，関節角度と V'ant-Hofand Heiple 

法で検討してみたが，症例 6，10， 16， 17の4i71Jを除

き，いずれもほとんど正常債を示した.これら 4例は，

みな比較的高令者ーであり，しかも陳旧例で、あった.また，

そのうち 2例は手術時関節に異常所見をみたものであっ

た.しかしこれらの症例も術前と比較すると，運動範

閤，広痛などの点で著しい改善がみられている.

結語

以上， 手指 PIP関節の volarplateの修復法に関す

る著者らの方法を紹介したが，本法は手投も簡単で，新

鮮例U，陳旧例を問わず，適応し得るものと考える.

質問 上羽 (京大整形)

Volar plate は掌側籾帯と呼ぶよりは学側板と呼ぶほ

うがよいのではないか. Volar platcは腕帯というより

はメニス グスに近い構造をもつからである.

鈴木勝己 (関東労災獲形〉

最近報告のある extensionblock splintingの経験はあ

るか

答 室田

上羽先生へ

常側籾帯と抄録に記載されているが，ご質問のとおり

学側板のことである.

鈴木先生へ

演者にはその経験はない.

23.示指 MP関節背側脱臼の治療

一一 整復障害因子について一一

津下健哉 渡 捷一 吉村 理 平松広夫キ

示指MP関節の背側脱臼は比較的織であるが，ひとた ていた.来院時の所見は図 1のごとくで， X線を見ると

び発生すると徒手整復が困難で，しばしば手術療法が必 中手'ri骨頭に一致して深い滞状の切れ込みが認められ

要となる.その原因として Kaplanは中手骨骨頭の井桁 た.手術は始め掌倶l切開ではいったが整復困難のため背

状絞掘について述べ，手術として主主側侵入路を推奨した. 側切開を利用して仲筋肱~を縦に裂いて関節に達しこれ

我々の今日までの本脱日経験例は14例であるが， 9例 を開くと骨頭に深く喰い込んだ靭帯様構造物を認め，こ

目までは Kaplanに従い掌側侵入路をとり ，その問弁桁 れの切厳により整復が容易となった.

構造なるものに常に注意してきたが，必す・しもこれを明 第11例目は14才男，体操の時間に受傷して習日来院し

らかにすることのないま L今日に至っていた. たが， X線上骨頭尺側に骨折片を認め，また種子骨がM

ところが10例目として次の症例を経験した.すなわち p関係のほ X中央部に移動しているのが認められた.

10才女児， 3ヵ月前の受傷で，直ちに近くの医師により 本例も先の例にならい仲筋鍵を裂いて背側より関節腔

背側切開で整復を試みられたが成功しないま L放置され に達したが，底面に volarplateとその中央に種子骨を

* K. Tsuge (教授)， S. Watari， S. Yoshimura， H. Hira. 認め，また骨頭尺側の結節部には骨片が存在して側副靭

matsu:広島大学整形外科. 帯を以て基節骨と連絡するのを認めた.整復は volar
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図 1.
第1O(iiIJ日症例jの術前所見

図 2
X線所見でIJ"手骨骨頭に深い溝状の切れ込みが認

められる.

図 3.
第 11例目症例の背側侵入路による関節腔の状況.底面
に volarplateがあり中央に種子骨をみる また尺{I!IJ

には骨片を認める.

plateの尺側像で deepmetacarpal lig.の移行部を切り

volar plateを阿骨間に圧し込んで整復せんとしたがな

お十分で‘なく，精査すると先の例のごとく骨頭背側にひ

っか与った切帯様構造物を認め，これを切離することに

より脱rlを整復，あと骨片をキノレシ ュネノレに鋼線で固定

して創を閉鎖した.

第12例は 9才男児，友人とのl宣I撃が原因で受傷， 3週

後来院したもので背側侵入路で手術したが，第11例と同

様底面に volarplateと01'央は種子骨を，また尺側結節

i'ft)に剥縦骨折を認めたが整復困難のためこれを別出後整

復を行なった.この例においては骨頭にひっか与った靭

帯は認められなかった

第14例日は10才男児でパスケットボーノレ中に受傷.直

ちに近医により手術を受けたが成功しないま.1.40日後来

院したもので同じく背側切開で侵入，関節腔を聞くも以

前の手術のためか腔内が搬痕に満され，細かい整復障害

因子をゆ]らかにすることはできなかったが，結節l'jj¥の;(;lJ

離骨・折をt認めこれを切離，減痕化した plateも一部切除

して脱CIを整復した.

以上のごとくで

を考える場i合守'次の 3つ，すなわち1)volar plateのひ

っか L りと種子'I~ の問題， 2)初帯様構造の骨頭へのひ

っかふりの問題，それに， 3)骨頭火側結節部の骨折の

問題が考えられるようである.

先ず volarplateの問題であるが，これが脱n時基節

骨とともに背側に転移して骨聞にはさまることは明らか

であるが，同時に転移した種子骨がちょうどクサピの役

をして volarplateの整復を障害することが理解され

る.

次に中手骨骨頭にひっか与った籾帯構造物の存在は 2

例に認められ， 1例については深い務状の切れ込みを形

成していたが，これがなにに由来するものかについて先

ず考えられるのは Kaplanの natatorylig.であるが，位

置的にも，またその強靭さからも natatorylig.とは考え

にくく ，..fJi:々は super自cialtransverse lig.そのものと考

えるのが適当と考えている すなわちMP関節が過仲展

されると palmarfasciaは全体が末柏、方向にヲ|かれ，そ

こに'l~・頭が仲ひナこ横走靭帯の聞を破って皮下に飛び出す

こととなり，こふにひっか L り現象ができるもので，こ

れがあれば徒手整復に不能である.そして骨頭のほX両

側部に一致して thenarcreareの一部にひきつり現象を

みるのは以上の原因によると考えられる.

次に尺側結節部の骨折は背側侵入路をとった全例に認

められたが，かなりの頻度に発生するものと考えられ

る しかし小児では軟骨部の別離骨折としてX線に現わ

れにくいため診断に当つては十分注意しなければならな

い.しかもこの骨折は学側侵入路では発見しにくく，も
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し発見し得てもそれに対する処置が困難で，この点背側

侵入路が有利といってよいであろう.

以上のごとくで示指MP関節背側脱臼整復障害の因子

としては volarplate と在E子骨のほかに，これは全例に

認められるとは限らないが初帯によるひっか L り.また

結節f，f~の骨折などがからみ合って原因をなすと考えら

れ，従来の考えには訂正の要があると考える.そして手

術に際してはいずれの侵入路を とるに しろこれらの因子

を考慮しながら操作をす Lめることが重要と思われる.

質問 平沢(東邦大整形)

JJi:々も背側脱臼を経験し，術後第 2MPの ulnar

daviationが起こったが，このような症例はなかったか，

またこれに対する処置をお教え願いたい.

答津ド

MP関節背側脱ι|の際，JI1は尺側偏位をとるが，その

原因としては協骨側副靭帯断裂というよりもよ:側におけ

る deeptransverse metacarpal lig.のひっぱり による と

考えたほうがよいのではないか.明らかな院側側副靭帯

の断裂側は認めていない.

質問 田島〔新大整形)

この脱臼の原因が Kaplan のいう井状構造による絞

犯というより Cartilageplate の介在が主であるこ とは

本学会て、以前に討論された.た Xいま供覧された症例は

陳旧例が主だったため 2次的結合織増殖が起こっていろ

いろ修飾された病態が現われるとし、う要素もあるのでは

ないか.

答 津下

整復障筈因子が volarplateにあることは明らかで，

これは当然、全例に認められるわけであるが，このほかに

種子骨の問題，初帯構造物のひっか L りの問題，骨折の

問題があるわけで，これらをよく考慮すれば背側侵入路

をとるのも，また学;側侵入路をとるのもよいであろう.

24.最近経験した手の舟状骨骨折18例について

伊藤忠厚 川辺宗次郎 池谷正之 福田 誠

中原義文 肥留川道雄 比企健男*

過去 3年間にあつかった手の舟状骨骨折18例につき報

告する.症例は男子， 16例，女子， 2例で，青年男子に

多く， 判明せる受傷機転として，手関節過背屈に起因す

ること診断にあたって，舟状骨特殊X線撮影が必要で

あること，受傷後，数ヵ月以内に発見された症例では，

保存的治療により，骨癒合が得られることなど， ほX従

来の報告どおりであった(表 1). しかし今回の報告で

も偽関節， 7例を含み，骨折の発見頻度としては，いぜ

んとして高く，その治療上 2， 3の問題点につき検討し

Tこ.

症例

Mazetの分類による新鮮例，亜急性例には，私たちの

治療方針として，全例ギプス固定を 2ヵ月ないし， 4ヵ

月施行した.症例 1から 4まで，新鮮例で，臨床症状は

定型的であるが，初診時，X線像では骨折線は微細でそ

* T. Ito (教授)， S. Kawabe， M. Iketani， M. Fukuda， 
Y. Nakahara， M. Hirugawa， T. Hiki:日本医科大学整

形外科.

の判読は必しも容易でない. しかしギプス固定 4週後の

X線像では，骨折線に一致して，濃厚陰影が出現し，

Run巴のいう calci自edbandをみる.すなわち良好な

治癒過程を示し(図 1上〉これら，全例が2ヵ月前後の

外固定を追加し治癒に至っている.

症例5から11までの 7例は受傷後 2ないし 3ヵ月経過

した亜急性例である.全例が明白な受傷既往を有するに

もか Lわらす¥初診時から打撲，捻挫として見すごされ

てきたもので，骨折の急性症状を欠く以外，かなりの手

関節運動痛を自覚して来院した.この時期のX線像は特

徴的で，獲腫様像，帯状の吸収像，透明像として現われ，

Trojanはこれらを cysticchange vacuolationなどと表

現し，遷延治癒時期に特異的所見であるとしている(図

1中，下).症例11では遠位 1/4部の骨折で，遠位骨片は

2つに分かれて転位し，治療を途中で放棄したためか，

受傷後 2年の現在，偽関節となっている(図2上)， 他の

症例は 2ないし 4ヵ月のギプス固定で，骨癒合を得るこ

とができた.自覚症状も強く，発見されやすい選延治癒



回 初診まで| ム |手関節
原因 Z期間 | 骨折型 i 処 置 l骨癒口 |機能

転倒 ¥ 1日 l 腰部 ・横 | ギプス 固定 8週 ¥ EB I 優
転倒 111日 | 遠位1/3・検 | ギプス 固定 8週 I EB 1 俊

転倒 I 1日 l 腹部水平斜 | ギプス 固定 12週 I EB I 優
転倒 I 1日 l 腹部 ・横 | ギプス固定 12週 ; @ | 優

8週 腰部 ・機 ギプス固定 8週 I EB 俊

10週 腹部 ・横 ギプス 固定 16週 EB 良

10週 中枢端 ギプス固定 12週 @ 俊

10週 腰部 ・機 ギプス固定 16週 @ 俊

8週 l 遠位1/3・水平烈 ギプス固定 8週 @ 俊

8週 ! 遠位1/3・横 ギプス固定 8週 l ① 俊

4 週以後放置偽I~I I 

8週斗一途&1/4 1 節形成 一I e f仁
不明|再受傷 腹部 ・水平斜 放 置 I e I 優

不明再受傷 近位 1/3 放 置 e 良

不明偶然 近位 1/3 放 置 θ 優

不明再受傷 腹部 ・横 放 置 θ 日正

交通事依直後 腰部 ・横 放 置 P 良

転落偶然 腰部 ・横 放 置 θ 良

転落 約 8年 腰部 ・水平斜 F 術 ① 俊

1973年 11月
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2. 

時期にこそ，保存的療法の良い適応になるといえよう.

次に偽関節例について.今回あつかった18例のうち，

7 {ylJが偽関節で，過去に私たちが報告した症例との集計

頻度でもおよそ半数近くが偽関節で発見されている.

症例12. 13， 14， 15は外傷の既往がまったくなく，再

図

図
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受傷により発見され，症例13では，走行鮮骨折 と同様の臨

床症状を呈し，数ヵ月間ギプス固定療法を受けていたが

骨癒合が得られず，当科を紹介されたものででる.症例

16は月状骨'周聞JJl~臼整復後の放置例，症fý~ 17はボクシン

グ選手で，腕立て伏せができないために受診し発見され

ている.症例18は約 8年前の転落事故ののち，手関節痛

が続き，X線像では壊死様所見が高度で，特に近位骨片

の圧ii'i:化が著しい.しかし 手関節の自動運動域はきわ

めて良好で，偽関節症の複雑な臨床像の一端をうか工う

ことができる.本例は偽関節例のうち Il!t-の顕性症例

で，患者の強い希望もあり， Rune法による骨移植術を

行ない， 術後5ヵ月で骨癒合を得た(図 2下). 他の症

例では，積極的な治療を要する程の愁訴はなく，放置観

察中である.

まと め

従来難治性とされて きた手の舟状骨'再折18例の治験に

つき報告した.

1) 舟状骨骨折は手根骨骨折としては全倒的多数をし

め，また他の骨折に比べても，頻度としては決して少な

くない.したがって特殊なX線撮影も必要不可欠である

が，臨床症状からもほ X診断可能で，手関節外傷例!の巾

から本官・折を見落してはならない.

2) 骨折が新鮮例，l!lf急性例で発見治療を受けたもの

1103 

は，ほ I全例が良好な治癒過程を示し，ことに遷延治癒

時期における保作的治療は成功率がきわめて高い.

3) 舟状骨骨折が偽闘節が発見される頻度はいぜん高

く，中でも潜在する偽関節の再受傷による発見例には的

確なX線診断と，臥重な治療方針が望まれる.

質問 立沢(南大阪病院整形〉

発表の中に，外傷既往の明確でない偽関節の形成がみ

られるが，この発生機転をし、かに考えているか? 舟状

骨の解剖的，機能的な特殊性から考えても骨折をきたす

には，かなり明瞭な外力の作用を前提とするものである

と考える.

答 池谷

1) 舟状骨偽関節の中には，外傷の既往のない，

unknown etiologyともし、うべき症例があることはすで

に報告した.従来これらについて，その病像は 2分舟状

骨 Preisel病，外傷性偽関節の後遺症として扱われて

いる場合が多い.しかし明確な鑑別はむずかしいと思

う.

2) Pre問 rの報告は posttraumatischerarefizierende 

Osteitisとなっており ， なんらかの外傷と関連性を有す

るものと考えたい.

25.上肢における Groinfiapの症例

時
間
国

臣

有

博藤斎 二見俊郎

寛 真角

McGrcgoI' (1972)は， ソケイ部で superficialcircu-

mflex iliac vesselを含んだ flapを groinflap として

発表した(図 1). 本邦でも， 1972年日本形成外科学会

東京地方会，第 43回例会でナロン ・南条らが始めて

groin flapの症例を紹介している Groinflapは，従来

の固有血管を含まない abdominalflap， chest flapに比

べ，かなりすぐれていると考えられる.

我々も最近，上肢における groinflap の6症例を経

験し若干の知見を得たので，そのうち 3例について報告

ネ H.Saito(講師)，T. Futami， M. Itomitsu， S. Todoroki， 
H. Aritomi， S. Masumi (助教授)， M. Yamamoto (教

授):北里大学整形外科.

糸 満盛憲 轟木積也

昭吾 山木 真

する.

症例

症例 1.35--1'の男性.交通外傷による.-{_i前腕上 1/4の

挫滅後遺症で骨膜の上に graftingされた薄い中間層

植皮片は，ときどき法第を形成した術前に A.femoral日

の動脈撮影を行ない， super白cialcircumflex iliac artery 

の走行を確かめ，搬痕と中間層植皮片を切除して生じた

皮膚欠損に，inguinal ligamentを中心として長さ 34cm

幅 8cmの groinflapを作成した.

この flapの長さと幅の比は約 4:1で，従来の固有血

管を含んでいない singlepedicle flapの比率 1: 1， 
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図 1.
矢印は super日cialcircum日exiliac vesselを示す

bipedicle flapの比率 2.5: 1に比べかなり長いのであ

る Flapは histaminwheal leslで血行状態を確かめ

た うえ delayの必要なく 2週後に切断した Flap切

断後における上肢の固定は，ギプス固定でも良いが，弾

性包帯とバンソウコウ固定で十分だと忠われる.

Groin flap切断後，約 5ヵ月を経過しているが flap

1973年 11月

図 2
aは術前，bは術中，cは術後約 5カ月の状態

特有の盛 り上りも見られず cosmelic，color match に し，長さ 20cm，幅 6cmの groinflap で皮府欠損を被

も満足できる(図 2a~c). なお donor siteは下着に った.

かくれるので，scarが目立つことは少ない Flap切断後のあまった部分は donorsitcにもどすよ

症例 2.52才のム性.製麺機に右手を巻き込まれ，右 うに努めている.症例 1，症例 2と同様に flapは外観

母指，示指学:側の deglovinginjuryで， 母指の distal 上，color matchに満足できる.

phalanxが一部切断された.Washing and debridement 考察

後， 直ちに groinflapで母指，示指掌;側の皮膚欠損を Croin flap以外に収幹で固有血管を合んだ 日apは，

被った Flap切断後， 約 5ヵ刀であるが日ap の生着 Bakam仰 nによって開発された deltopectoralflap (D-P 

も良く，母折，示指の機能も良い flap) や Shaw& Payne (1946) が考案した hypo-

症例 3.31才の男性. 交通外傷による左手背純資IJ後退 gastric flapがある.前者は flapに pcrforatingbranch 

症で，伸筋腿の損傷を合併した.級痕を十分に切除し of internal mammary arteryを含んでおり， 本邦では



一 般演 題 1105 

図 3
Groin t1apの donorsiteは下着に隠れるようになる

Donor siteの scarがノくンドにあたらないように処矧

する.

結語

卜.肢における groinIrapの政例合報fh-し， groin fJap 

の長19r， ~\ï所について検討した

発言 ナロン，ニムサクロン(償浜市大形成〕

J比々の教室にも昨年 4) Jより GroinAapを使い初め

てから10例を経験をしたが，この中に 9例は上肢に使用

をした.すべて満足すべき結果が得られた.

A;l近経験した熱傷新鮮例の l例をスライド(省略〕で

お見せする.高熱による heatpress in j uryであって受

傷後 6日円，当科で初診時の状態.次は D己bridement

後， gron frapで directに印、erをした状態.次は 2

週間後切り離して，同時に第 3，4指間も形成した

Donor siteの処理に関する問題について，我々はバン

ドにあたらないようにするため，上のほうを十分剥離を

主として回井らによって，頚部食道および口腔の再建に して縫縮をしたが，下部のほうには欠損を作って，中間

利用されている.後者は super日cialepigastric vcssclを 府植皮をする工夫をした.術後パソドにあたって痛いま

含む，児島らによって手部搬痕拘縮の再建に好んでflJ¥，、 たは，tL'J:疲形成などはできなかった.

られている. 質問・追加 児島(慈}~U医大形成)

Groin Aap は， 1972年 Smilh& McGregor らのm One slageでチ ューブにし手に応月lし得る方法には

持1]学的研究に基づいて， IriJ年 McGregorが発ぶしたも Shawの刀法と groinflap法がある それぞれ長所と

のである この Aapは， ソケイ mlの super日cialcircu- 欠点があるのでf主例によって使いわけをしたほうがよ

Il1flcx iliac、cssclを含んでおり，一般の abdominal い.たとえば皮府，皮下組織の薄い手背には groinflap 

flap， cheslAap と較べ.次のような利点が考えられる. が良いが， 第 l指間裂隙の形成には Shaw法が良い

長所 McGregorは Shaw法では騎より上方に flapをつくる

1) 従来の問布j血管を含まない Aap の長さと幅の比 ことは不，，[能と述べているが，我々の経験によると臓の

率を越えて， 長くてかなり大きな flapを作成できる. 上方より 日apを起こしても大丈夫である 切り離しは

2) Groinは一般に J'atが少ないため， Aap 特有の 2週でよい.

盛りあがりが少なく cosmetic，color malch に満足で 質問:欧米人に比して坐高が高い日本人には groin

きる flapは不利だと考えるがし、か工か.

3) Donor siteが下着に隠れるので scarが目立つ 追加 藤井(長崎大形成〕

ことは少ない(図 3)， 手のj文弁による resurfacingに際しては， one-stageで

4) Flap が十分に長く作成できるので， J二!肢をil程度 行なえること， 固定肢{立が楽であること，また Aapが

に動かすことが可能となる bulkyでないことが必要で， groin-flapはこの利点をも

以上の利点に対して，次のような groinAap の短所 っているようで我々も行なっていますが，Shawの Aap

が考えられる. を手関節のほ工全周に及ぶ皮膚欠損々傷でtlの露出した

短所 屯聖書症の患者に行ない良い結果を得たので、報告した.

1) 多毛の人 GloinAapとShawの flapとはそれぞれ特徴があり，

2) Groin に搬痕がある人 caseby c剖 C に使用されるべきであると考える.た工手

3) Donor sileがパンドにあたりやすいので， donor の固定肢位は Shawの Aapのほうが来の場合が多いよ

，iteの処理にn立を要する. うで、あった.

など見るべき短所は少ない. 答 斎藤

上肢は信 11~部分の多い所であるため groin flapの良 ナロン先生へ

い適応となると考えられる Groinflapの donorsileに対しては， 先生の発表さ
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れた方法が良いと考えられる.我々も先生の方法で行な 無についてご数示即応、たい.

ってゆきたいと考えている.多数の groinRap症例を McGregor (1972)は delayの必要なく groinRop 

興味深く拝見した. を2週目に切断すると報告している.

児島先生へ 藤井先生へ

1972年，先生が手部搬痕拘縮の再建に用いて発表され 1946年 Shaw& Payne の開発した Rap は， super 

た， Shaw & Payne (1946)の日apを数例行なった 日cialepignstric vesselを含んだ Rapであり， Shawに

経験がある.症例によっては良い方法であると思われ よれば superficialepig出 tricvessel の長さは約 5~17

る.我々も症例によって groin flap， Shaw & Payne cm であり，長い Rapが作成できないこと， abdominal 

Rapを検討して用いてゆく予定である Rapは 加 が多いことにより Rap特有の biscuit様，

質問・児島先生らが好んで用いている Shaw & Pa- 変形がある.症例によっては良い方法であると考えられ

yne (1946)の 日apは groin Rapと同様に血管を内臓 る.我々も症例によっては検討して Shawの ahdominal

しているが， 1) Rapの切断時期， 2) delayの必要の有 Rapを用いている.

26.指尖開放性損傷治療における機能的予後の

経時変化について

亦#til 治

尚田 博

一一 第 1報断端1次縫合例

何j京戸縦

佐藤 準

三輪泰彦

百Ii上征男

李 家富

那須 亨二*

我々は第12四本学会において日ngeトtipinjury 287折

の予後を報告し損傷指尖を正常に復することが困難な

点，指により要求される機能が異なるため各指別の治療

法を考慮すべきであることを述べた. 一方，修復指尖は

時とともに変化し，適応，代償も加わって予後の変動が

予想されるので今回さらに 3年を経過した同 1症例を対

象に第 2回調査を行なった.前後 2回の直接検診を受け

た症例は103名156指， うち断端1次縫合106指，各種植

皮50指である.なお今回は時間の関係上断端 1次縫合例

のみに止め，植皮例の検討は後日にゆずる.

l:;;1;;22ヵil計

断端 1次縫合後痛覚についてみると 3年の聞に半数以

上の予後が変動して改善，増悪が相半ばしており， 2回の

調査を総合検討すると，受傷後 1年以上を経過すれば正

常例の割合に大きな変動がみられない.また評価変動の

内容をみると最初正常で、あったものはあまり変動せず，

過敏より鈍麻，鈍麻より正常への移行がや L多いが，正

常，鈍麻より過敏への移行もあり痛覚に関し経時的変動

水 O.Akahori， S. Kawahara， Y. Miwa， K. Ri， 

H. Takata， H. Sato， M. Uragami:岡山済生会病院整形外科

(〒700岡山市伊福町);R. Nasu:川崎医科大学整形外科.

痛覚 1 i i i :! ? l i l Jli 

党 |;i|;|1:lI:ljljj

改善 10 10 6 2 28 
二冊別|不変 4 17 18 l 40 

憎悪 1 。 1 1 3 
改善 5 7 3 2 17 

レター ・|不変
テスト

9 15 17 2 43 
対1惑 1 1 5 。7 

は不定で最終的な予後の推定は困難であった.

触覚もほど同様の傾向がみられる.

2点識別能では改善例が40%を占め増悪は例外的であ



は改善が困難で， 2・3個の場合は改善が期待できる.

初療時ほとんど全例にみられる断端痛は 1年以内に半

数以下となり第 2回調査時の変動は約30%で，強い断端

痛は例外的である.

縫合部搬痕の傷つきやすさも l年以内におちつき以後

あまり変動がみられない

次に指尖軟部組織の状態をみると，力日療時多くの症例

にみられる白brosisは6ヵ月以内に椛快し以後改善した

ものは 1割程度で増悪はほとんどなく， 1年以上を経過

すれば軽度の fibrosisが 40%前後にと工まる.

以上をまとめると protectivesensibilityでは評価の

変動が大きく予後推定が困燥であるが，受傷後 l年を経

過すれば正常， ほ工正常併が 50%程度となっている.

tacti le gnosisでは 3年後の評価変動はあまり大きくない

が巾等度障害例は正常に復する可能性がある.

断端部の状態は受傷後 6~12 ヵ月でほ 2固定し約半数

がl正常'となり，以後もわずかながら経時的に改善してい

る.

患者自身の評価に他覚的所見を加え総合的に検討する

と3年を経過して約30%が改善しているが，経過年数と

の関連性は少なく，共通して関与する要因もみあたらな

い.これは指により必要な条件が異なるためであり ，指

別に検討すると母指における tactilegnosis， j~'l小指 に

おける知覚過敏のごとく予後に大きな影響をもっ要因が

みられる.このように指別に大きな影響を与える条件を

検討すると表 3に示す指別の治療方針は大過なきものと

考えられる.
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表 2

改善

不変

咋i 怒

易損傷性

断端if百

『
「
h

『」
1

3. 

母指知l覚障害に留意し，指長の温存をはかるべき

で， 断端EIL胞による l次縫合， または volar

Aap advancement法， crQ日-fingerAap + island 
pedicle Aap法が適応となる.

示指 :必要以上に再使用を考えず，他指による pinch

に障害の少な L、指尖形成を第 1に考え，十分骨

短縮のうえ，良好な皮府による断端 1次縫合を

行なうべきである.

中指.断端痛と運動障害を残さぬよう，従米どおり

必要なだけ骨短縮のうえ 1次縫合を行なう.

環 ・小指 grip機能を最大限に保つためには，骨短

絡をさけることが第 1であり ，その処置は volar

flap advanccment法，cross-finger Aap法を用

いてでも指長の温存をはかるべきである

る.2回の調査を総合検討すると 1~2 ヵ年で約50% と

なった正常群が経時的に増大し変動は段階的で受傷 2年

以内の 8~5 mm 若手は大体正常になると J~I待できる.

Letter testもほ X同様の傾向がみられるが， 0.1個識別

可能例が常に 20%前後を占め，増加する 4・5個例は主

として 2・3個例からの移行である. すなわち， letter 

testでは 1年以上を経過し 0・1侶識別可能に止る場合

表

一→

追加 倉田(広島鉄道病院整形)

我々は fingertip i吋uryに対して， 1970年に Lieら

が発表した hypothenarregionの skinを利用した遊離

全回植皮法を行なっているが，すぐれた方法だと考える

ので紹介する. この方法を用いると cosmetlcにも

funclionalにも良好である.すなわち tlpから pulpに

かけての自然な膨隆が得られ，指紋も正常に近くなり，

色調も周囲と同じになる.知覚も早期より得られ， 2PD 

もほとんど正常である.断端痛，神経症状も認められな

い.皮府は少し乾燥気味ではあるが，発汗はみられる.
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27.母指尖損傷に対する 1次的皮膚修復討すの経験

安藤義治 松川弘彦 林 弘道*

母指尖損傷は，他指に比較して少ないが，母指尖損傷i

によりその知覚脱失をきたすことが問題である.知覚回

復のために従来いろいろな方法が試みられてきたが，今

回，我々はインド人 Joschiにより報行された母指掌仮11

の皮府を直接 slide させる興味深い方訟を 4WIJに行なっ

たので，その経験について報告する.

手術の適応となる症例は，母指の lP関節より迷位部

での学仰l皮府損傷がある場合である.

手術方法として，まず図 1a， bのように正確なデザイ

ンをすることが重要である

すなわち， (a)のようにほ桁1，I，jfJ!11の側正中級は'千似11M;

l'ftlをむすぶことによってできる fJapとこれを移動させ

て生じた欠損部を埋めるために第 2小手部背fJtJ1にの(b)

ような長方形の flapをデザインする.次に(c)のよう

に移動すべき fJapを十分に泊ー立深く undermine して

血管神経来を温存したま L遊縦して fJapを末梢へ移動

することによって指尖部を閉鎖する.約1.O~ 1. 5 Clll 

の移動が可能で‘ある.新らたにできた欠煩部を埋めるた

めに第 2rl'手郎背側に先にデザインした flapを作る.

この flapは，十分脂肪組織をつけることが大切であり，

通常の幅と長さの関係を無視しているが，主題死を起こさ

ない.作られた fJapを約 900

回転して (d)および(e ) 

のように縫合する.第 2中手部背側の欠損部は 1次的に

閉鎖して手術を終り，術後は蝉性包帯を使うが，厳重が

固定は特にしない.

症例 1.16才，男.オートバイの抑除中誤ってチ ェー

ンに左母指を巻き込まれて受傷し，背が露山している11'，

i戒告11があった.肉芽のあがるのをまって中間j円相皮をし

て4週後に本法を行なった.術後， 1年目の現在学似11の

一部にわずかな知覚鈍麻があるが運動障害はなく，爪に

軽度の変形をみるが患者は非常に満足している.

症例 2.20才，男.プレス作業中，誤って右母指尖を

挫滅し IP関節より遠位部で綾死を起こしたため 3]!N後

に切断し，そのま.1.本法を実行した.術後，1年半の

本 Y.Ando， H. Matusda・東京警察病院整形外科

(干 100東京都千代田区富士見町4-10-2)，H. Hayashi・共

立蒲原総合病院整形外科(干 421-32，¥1岡県R草原都蒲原 IIIJ
137). 

現在爪の著しい変形と指J.!;'i部の軽い変形を除けば運動及

女fJ党とも良好で ADLの障害はない

まとめ

母折尖学側の知1:R:脱失は，つまみ機能に大きな昨~1;.を

起こす その知覚を再び獲得すると同時に母指の短縮を

可及的に防く品意味で、本法を試みたところ，従来行なわれ

ていたブj法に比較していくつかの利点があることを必め

た.すなわち， 1)母指の良好な知l覚を得ることができ

る. 2)新鮮例及隙旧例にか ιわらず 1次的修復ができ

る.3)治療日数が短かく ，患者の'，'，'，:jl(Jが少ないの，LZ

めるべき後遺疾状，ことに運動~;If，あるいは皮J@の脱

形などを主主さない.5)母桁の短縮をi段少限にすること

ができる などである.

以上のように，本法は母指尖全Io減資11に対する機能再建

手術として試みてi速し、 1方法と考え.その経験を報告し

た

質問 室田 (慈大整形〉

IP関節よりも末梢部での切断例では， 布lil支をしなく

ても，闘節を曲げることにより volaradvance must 

flap法で，倉11を被えるのではないか.

発言 回島 (新大整形〉

本法も良い方法と思うが， advancement flapが尖端

にと X かず， 一番大切な折尖を別な遊離移植で covet

するようではこの手術の rnentが失われてしまうのでは

ないか.

質問 三浦 (名大分院整形〉

母指未節の amputationで指学反府の損傷が広凡でな

い|浪り単に voJaradvancement (Moberg) で十分に

coverが可能である. 掌面皮府欠mの広い症例で fjap

を anvanceした場合，神経J血管束のやl'展による障害(知

党)はないか.示指援側に創を造ることによる sidc

pinchの障害はないか.

答

室田先生へ

aavance法のみの症例をもたないので‘なにもいえない

が， one stageに行なえることに意議を認めた.

凹島先生へ
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and vessels 
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C. 

図 I 手術術式.

展示した 2例の政例も指尖の欠引がjぶかったので，中

間層他皮を使ったが pinchmotionに必要な営側知覚

部の covしrageができた.

三浦先生へ

1) Neurovasculal' bundle の過や11肢障害は十分考え

られる.我々の 2例も l年後，知覚鈍麻があるが，それ

ばかりとは考えられない.

2) 第 2中手部の scarは sidepinchに影符を与え

ていない.
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28.予後よりみた指尖創の処理法の吟味

飯野竜吉 、ドV{ 精ー 吉田武晃*

指尖部の損傷は，労働災害や家庭内の仏枚としてはな

はだ発生頻度が向く，しかも折尖部という非常にill裂な

部分の損傷であることから，そのW，'H:l<性，重要性が繰り

返し強調されているにもか Lわらず， 今だに ITIJnOI

injuryと見なされて，比較的交易に処位されている例も

多い.我々は第13四本学会において，子叡切断例の F後

を検討し報告したが， 今ド'1は DIP以ドの指尖部損傷

例についてその治療1.tとF後との|刻係を検討してみた.

症例は， 101例，128m， このうち新鮮例は88例，隙川

例は13例である.受(U年令は 1.-tから最高26才までで20

才代に多く，ことに16.-tから26.-tまでに， 60{Jlj (60%) 

と ~ ' I ' している .

指別の発生頻度は図 1のごとくて¥単指損傷は84例，

複数桁損傷は17fyl]であった.

治療法別の分類は表 1に示す.

今10卜 予後の判gJjした ものは， 35秒1]. 45指であるが，

その中で比較的症例数の多い断端 l次縫合群と遊離船広

群とを比較してみると，寒冷時の疹痛やシビレを訴える

ものは，遊離槌皮群に多く ，11常午前のうえで小使であ

るとするものは 1次縫合群に多い.これは指の短縮およ

び爪の欠損や変形によるもので‘あった.外見が気になる

というものは遊再隊監植皮君群1下tに多く仁， j有椛柏f正泊{白il広文片の色素i沈化;f可11

の変形等がL原京因としてあけげ、られた. Abdominal Aap等

の有茎値皮は， 6:t旨に行なわれたが，外見，知覚等，い

ずれも不良で， しかも関節約縮を残している.

Kutlerや Alasoyらの発表している Y-Yadvance-

mentは， 6指であるが， 5 ヵ刀 ~ 8 ヵ月といまだ経過

期間が短いためか，寒冷時の悲痛やシビレを訴えている

ものが半数である.

次に，い くつか症例をあげて検討する.

症例 1.48才，男.左母指のプレスによる挫断創に対

し，残っていた学似uの皮弁を利用して 1次縫合が行なわ

れた.断端に経度の圧痛があり，温熱に対して過敏でーあ

る.こまかし、物をつまみあげることができず必要なとき

には，示指と中指を用いている.二点識別闘では，主主倶IJ

は広範聞に lOmm以上， 背側は 7mmと，健似uのそれ

* R. Iino， S， Hirasawa， T. Yoshida 東邦大学整形外科.

表 1.治療法別分類.
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表 2 なんらかの知111:異常を訴える症例.

断端 1払:縫合 9/18例 50.0% 

遊航船皮 10/15 66.7% 

有法植皮 3/6 50. 0% 

v-Y advancemenl 6/6 100.0% 

ぞれ 3mm， 4mmに比して不良であるが，これは，治

療法というよりも Pressi吋ury という受傷原因に問題

があったと忠われる.

症例 2.40才，男.左ボ指中指の cleancut 町 uryf.こ

1 次縫合が行なわれたものである . ノJ ~m脱似IJ の work i ng

surfaceに知覚鈍麻を訴えるが，二}，';(識 })IJ1湖はぶ折 が

5mm (健側 2mm)， '1'+行が 4mm(3mm) と比較的

良好である.

症例 3.53才，労.右環指の挫断創に対し，中間層遊

離植皮を行なった.受傷後 2年の現在，指腹部および爪

に変形を認める しかし，t)IJが尺1J!lJであるためか，あま

り不自 巾を訴えておらず， 二点識別闘も 4mm(健側

3mm)と良好である しかし握力の低下を訴えており

gripに際しての尺側指の重要性を示唆している.

症例 4. 42才，男. 右第 2指より5指まで degloving

injuryに対し Mu町法による abdominalflapを行な

った 関節可動域は比較的良好で・あるが，知覚障害は高

度で 1年 5ヵ月後の現在，ほとんど右手を使っていな

L、

症例 5.32才， 男. 右示 指の cleancut injury に

volar V-Y advancementを行なった. 5ヵ月後の現在，

知覚異常を訴えているが，二点識別闘は 4mm(健側
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7 

20 

68指

(57!91J) 

12 

60指

( 44例)

図 1 指別発生頻度.

3mm)と良好である.

症例 5.32才，男左環指の cleancut i吋uryVこ

volar V -Y advancementを行なった. 7ヵ月後の現在，

知覚異常は訴えないが，前者と対-Wi，的に二点識別闘は，

6mm (健側 2mm)と不良である.

この 2例は，椀側指に尺側指の特殊性を示すものと思

われ興味深い

断端一次縫合群と遊離植皮群について後側指と尺側指

とを比較してみると，シビレ，断端痛，外見，不便さ等の

訴えは僚側指の損傷例に多く ，続側指の主要機能である

pinchの重要性を示唆している. しかし隣接指が健常

な場合には. 全例が隣接指を pinchに用いている点，

治療法の決定に際し，考慮されなければならない.

指尖部損傷の治療において，知覚の再建は重要な

pomtである. しかし Mobergや Brodyらによれば，

tactile gnosisは決して回復しないとされており，我 の々

調査によっても，強く圧すとシビレるとか寒さを最初に

感ずるなどのごく軽度の訴えを含めると，いずれの治療

法においても50%またはそれ以上になんらかの知覚異常

がみられ，自覚的にまったく異常を訴えず他党的にも

Frey's hai，'や pin-prickによる検査ではは， 成績良好

と思われたものが二点識別闘では，健仮IJに比し大きい値

を示しており，いずれの方法によっても，知覚の再建に

は限界のあることを知った(表 2) 

年令，性別，職業等も予後の判定に際して考慮されな

ければならないことが痛感された.

29.工場労働者の指切断に関する意識調査

西源三郎 杉浦 譲ホ

高度な指の開放創の初期治療において，単に切断して

そのまム可及的に 1次縫合を行なうか，あるいは，各種

* G. Nishi， Y. Sugiura: 山田赤十字病院整形外科(〒 516

三重県度会郡御薗村大字高向810).

植皮術により指長の温存をはかるかの半IJ断は，時に，跨

践することがある.すなわち，個々のケースにより，機

能的，社会的，美容的適応を常に考慮し，このうちのど

の要素に重点をおいて治療すべきかを決定する必要があ
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受けたことのない健常人 572人中，母指より小憎までの

右側では，それぞれ. 96.5弘 95.5%. 94. 1%. 92.0% 

88.3%. 左側では. 96.0%. 93.7%. 93.0%. 90.7%. 

87.4%で左側よりも右側に， また小指側よ りも母指側に

指長瓶存希望者は増加の傾向を示す. 年令別について

は.30才未満と30才以上との指長温存111望者には大きな

差はない

次に.DlP関節より末梢において強い挫滅を受けた場

合の指長温存~.望者は，健常人 558 人 '-1". 表 2 の ご とく

であり. DIP (lP)関節レベルより指長侃存希明者は増

加しているが， 年令別，左右差に|均 しては.DIP (IP) 

関節レベノレと川様の傾向を示している.

以上は健常人であるが，すでに労働災害により切断指

をもっ43人の意見は，表3のごとくお Lむね健常人と同

様の傾向を示した.

考案

労働災当としての指の外傷は，多発する外傷でありな

がら，従来ともすれば minorinjuryとして安易に処即

される傾向が強い.実際.t行に高度な挫滅を受けた迎、者

に局面した場合，医師の側としては，指長の温存をす L

めても患者の側で切断を強く希望するものが時に見受け

られる.これは患者が早期の社会復川を望むためとも思

われるが，一方，使用者側の折の外傷に対する中子悦

(minor injuryだとする).および労働体系の問題点な

ども加味されているものと思われる.

しかしア ンケー トの結果にみられる ご と く知覚陪

害，関節拘縮の残存，および長期の治療期間の必要性に

もか Lわらず，圧倒的多数が指長の温存を希望してお

り，これに沿った治療方針も考慮すべきと思われる.

しかし各指にはそれぞれ個有の機能があり，これに

応じた考慮も必要である 意識調査では，母指側よ り小

る.これらの判断は機能を兎視する医師の側よりなされ 指側にゆくに従って，指長温存の重要性は減少している

るが，患者の希望をも十分考慮する必要がある. そこ が，機能のうえからは，母指は知覚のあるできるだけ長

で，我々は，常に高度な指の外傷の危険にさらされてい い指が必要であり，示 ・中指では，断端痛，知覚および

る工場労働者に対し，指に高度な挫滅を受けた場合，ぃ 運動障害を残さぬよう，必要なか ぎり骨短縮を行ない，

かなる治療を望むかについてアンケートにより調査を行 潔 ・小指では，その指長が Grip機能に深い関連がある

なったので，その結果について報告する. ため，骨短縮はできるだけさけるよう処置されるべきで

対象は，前述の工場労働者 615人で，年令は18才より ある.

61才まで，平均年令は31才，すべて男子のみである. 結 語

なお，利き手を右として処理した. 工場労働者 615人に対し，指に高度な挫滅を受けた場

始めに. DIP (母指においてはIP)関節より末柏、に 合，いかなる治療を望むかについてアンケートにより調

高度な挫滅を受けた場合，知覚障害関節拘縮の残存，お 査を行ない次の結果を得た.

よび長期の治療期間の必要性にもか Lわらず，指長の温 1) 指長温存の重要性は，母指側 より小指側にゆくに

表 1.DIP関節 (母指では IP関節) より末

梢レベノレの指長f昆存希望者(%).

[-!lual 30才未満 30才以上 ! 
(572人〕

右左右左 右 [ 左

指:97. 4 1 97. 1 I 95. 4 I 94. 7 96. 5 1 96. 0 

t旨 ，95. 8 I 94. 5 95. 1 92. 8 95. 5 93. 7 

t旨 94.8 94. 2 93. 2 91. 6 ' 94. 1 93. 0 

指 I93. 2 I 92. 6 90. 5 88. 6 92. 0 90. 7 

指 88.7 88. 3 87. 11 86. 3 88. 3 I 87. 4 

母

一水

中

環

小

表 2.PI1'関節より末的レへんでの指長iM存爪

'ii者く%).

Total 
30才未満 30.}"以上 (558人〉

|布 |左右 | 左 右 6二

9 刀，; m 96. 7 94. 7 95. 3 93. 0 96. 1 93. 9 

'1' 指 95.3 93. 0 I 94. 6 92. 2 95. 0 92. 7 

早i'i :fli 93. 7 92. 0 93. 0 90. 7 93. 4 94. 1 

4、 t旨 90.7 I 87. 7 I 89. 5 I 88. 4 90. 1 88. 0 

表 3.切断指をもっ者の11'1長引，，¥{r:ぷ明者(%)

Total 43人ー

DIP (11')関節 1'IP I則自N

;{i !，二 {i !L 

母 JH 97. 7 97. 7 

刀t J旨 97. 7 97. 7 100 100 

中 J旨 97. 7 97. 7 100 100 

環 m 95.3 I 95.3 97. 7 97. 7 

90. 7 90. 7 93.0 93.0 

存を希望するものは，表 lのごとく ，指に高度な挫減を 従って減少する.



2) 年令による指長温存希望者の差はあまりない.

3) 診療中に見られるように，切断を希望するものは

比較的少ない.

発 言 戸:illi(名大分院整形〉

般演 題 1113 

障害を有する指をもった症例の意識調査はやっておら

れるか.この群の調査も施行対比せられると，より興味

ある結果がみられるのではないか.

答 聞

やっていない

30. 'f.における関節形成術

上羽康夫藤川 主 尚 *

過去 5年聞に私たちは16手25関節に|主l節形成術を行な

った.形成術を行なった部位は手関節 2，母指のCM関

節2，IP関節 1，指の MP関節 14，PIP関節6であ

る.

手関節形成術を行なったのはいづれも関節リウマチを

もっ女性で，関節形成術とともに制限切除術およびパ'，')

遠位部切除術を行なった.

手根什近位列切除例では，術後しばらくはIIJ動域をの

していたが， 2年 6ヵ月経過した現在では手関節はまっ

たく 動かなくなっている.

イ'1'筋立;干li (extensor retinaculum) を利用 して手関節

形成術を行なった.すなわちゃ11筋支帯を機骨ならびに)~

骨から切離し， リスター結節に付着する部分のみ残して

問Vllの軟部組織から剥離する.もちあげた伸筋支帯の遠

(行部 1/2を末梢掌側に反転し，続骨と手線骨との間に介

在させつつ，手関節の学側関節包と縫合した.この症例

では舵移行術を同時に行なったので，術後 4週間ギプス

を固定行なった(図 1). X線(象では術後次第に骨変化

が強くなってきているが，術後可動域は次第に増し，術

後 6 ヵ 刀 自では背屈40 0~掌屈 15。の可動J或をヰj している

(図 2). 

母指 CM 関節に行なった形成術はいづれも大菱形廿

刻出を行なったものである術後 CM関節の動きは次第

になくなり，術後 5年 6ヵ月経過した症例でも関節の安

定性はよく，疹痛もなく ，患者はその結果に満足してい

る.適応、をよく選べば信頼できる術式であると考える.

母指 IP関節に形成術を行なったのは， MP関節が

すでに固定されていたので少しでも IP関節の動きを残

すために闘節形成術を行なった.この例では術後3年ヵ

-
↓4
「

ー_，

ホ Y.Ueba， S. Fujikawa:京都大学整形外科.

6月経過した現在でも'f，(定性は良く ，j冬痛はなく 300

の可動成を有している. しかし母指の lP関節には安

定性が強く要求されるから，この関節に形成術を行なう

ことは一般的には困難であると考える.

関節形成術が最もよく 用いられるのは析の MP関節

である.Silastic Implant Arthroplastyを行なったのは

関節リウマチあるいは外傷によって MP関節の運動障

害をきたした症例に行なった Resection Arthroplasty 

は外傷により 強省をきたした MP関節に行なった. こ

の症例では示1:1，小指に Resecton Arthroplastyを行な

い '1'1行， 広H行には SilasticImplant A叶 lroplastyを

ねなった.j ， i ~例数は少ないが， Silastic Implant Arthro-

plasty と RcsectionArthroplasty との平均可動威を比

較すると， 前者では屈曲 9~35 0 ， 後者では 11~45 。 で，

動きに附しては両者の問に大きな差を認めない.

第 2中手1"1"骨頭を'I'JL竹で置換したのは， 27才の男性

で中指，JJj'i指はすでに切断されており ，しかも布手示指

の MP関節がやtl展位で強直していた症例である. 術後

1 年 9 ヵ月で屈曲 32~52 0 の可動域があり，機械工とし

て(動いている(図 3). 
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a 術 前.

b 術直後.

c 術後6ヵ月

図 2 仲筋支帯を用いた手関節形成術.

基節'I'J'基部を腸骨片で置換したのは，当時 6才の少女

で‘右小指基節背.~こ腫蕩があったので，その部を切除し，

腸骨片を移他したものである.術後 5年 2ヵ月の現在屈

曲O~60 0の可動域をもっている .

PIP関節の形成術としては SilasticImplant Arthro-

plas ty を行なったものでは O~50 0 の可動淡をもち，

Resection Arthroplasty を行なったものでは屈曲可動域

-- ~ a. (~J nll 

b 術直後.

c 術後1年 9ヵ月.

図 3.中手骨骨頭を中足骨にて置換.

はO~50 0であり ， 同じ可動域を示した. これらの術式に

対し， 9"節骨'口'J氏から 3mmの薄い骨片を切除したもの

では，術後 4 年 6 ヵ月の現在O~92 0の可動域をもってい

る
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結語 杉浦 CiJ-l回 目功、病院整形〉

Implant Arthroplastyの発達によって最近では指にお Silaslic implantはかなり長期間 ankylosisであった

ける関節形成術が非常に行ないやすとなった.しかし 指に対しでも行なってよいものか， またその際 excu-

Implantはあくまで異物であるから若年者への使用には rsionは得られるか

当然、慎重であるべきであろう. 1側の関節軟骨が残って 木野 (名大分院整外)

いる場合には，半関節移植術も考慮すべきだろう 現在 我々は18才男性の プレスによる大菱形'，.1紛砕骨折に対

の関節形成術では無痛で，正常な可動域を持ち，安定性 し Swansonの silasticimplantを用いたが， Jti.なる

があり，かつ恒久性のある関節を得ることがなお困難で 大菱形骨・の切除だけでは母指が短縮し，不安定になるの

ある.今後関節移植術や人工関節によりさらにす ぐれた ではないかと思うがその点いか工か.

関節形成術の開発が期待される. 答 上羽

立沢先生へ Extensor retinaculumの distalhalfを

質問 立沢(南大阪病院整形) interpositionに用い， proxinal halfはまた， 元のように

RAにおいて wristの arthroplastyを要する症例は Extensor tendonの retinaculum として使用している.

extenrorのカが弱化しているが， retinaculumを利用す 鳥巣先生へ Ulnardriftが wristarthroplasty後に

るため，これを多少でも切離するとさらに伸展カが弱〈 起こったのは， やはり distalulnaの resection も関係

なるのではないか? すると考える.これを防止 するには ulnaを切断する

鳥巣(九州労災整形) l~cl や flexar carpi ulnarisの処置を考慮するつもりで

手関節形成術をされた第 2例日は術後 6ヵ月自のX線 ある.

写真で手根骨全体の ulnarswiftを起こしているが，そ 杉浦先生へ :MP関節の強直に対しても周聞の筋力で

の原因とか今後の対策とかをこ‘教示願いたい.同様な現 保存されていると考えられる場合には関節形成術は行な

象な慢性関節リウマチの手術で尺骨遠位端を切除した際 えると考える.

に起こることがよくある.また手板骨が ulnarswiftし 木野先生へ :Trapeziumの resectionを行なって，母

てくると漸次中手骨の尺側偏位をきたし力の低下をき 指の長さは機能障害が起こるほど短かくならない.

たすと思うがし、か 2か.
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〈切断肢再接着 microsurgery;T

31. Microsurgeryを凶用した遊離自家筋肉移植の実験的研究

龍~"- .b込隆 ヨ、iJl: 進

奥111 J1J.:: 1以本

完全に遊出Ifした筋肉を移flfiしようとする研究a，すで

に1800年代後WJより多くの研究者によって，実験的にl試

みられてきたが，阻血にIN¥，、筋肉組織は.1(ll液供給なし

にl工作:.liし得ず，一部の例外を除L、ていずれも完全な決

死に陥り，結合組織によって íì~換されて失敗に終ってい

る.枚々は， microsurgical techniqucをJIJ¥，、て筋肉の

栄建 l血管ならびに ~II鮮の縫合を'(iなって，筋肉を移11ftし

ようとして次のごとき dた験をわなった.

実験方法

ネン ブターノレ附;昨卜に f;j>:'f!1O~ 1 5 Kgのiif純Jocλ;の

)()JjIJn'l筋を そのう栄養1[1管と支配神経つきで完全に遊離

する.動W~に鈍主| を挿入して ， へパリ ン加l低分子デキス

トランてー科1ilfrtし， l'iJI貯性あるいは兵19i性に移植する.

|口Jf河内:移舶は，一度採取した大腿/1'(筋をもとの位置に

!ザ移tlllし，見所性移摘は 1 上腕二ぽ[J政i外側頭部， W~腹筋

内側.ru1，'mおよび)i-ts!lJ大腿同筋{，41にわーなった 移拙筋のJ(ll

符と 11勿fTすべき Ifll管は， yキial周辺の筋栄養l(Jl竹とし，神

経も I，;J様に移拙/，kの筋校を選んで縫介した.

l吻介を行なった動 ・静脈外径は， O. 7~ 1. 5 mm神経は

O. 5~ 1. Omm で 1，吻介は手術月)~I以顕微鏡下に 9 0， 

10-0 mono自lamentnylon糸をIII¥，、て1iなった.

成績

~験例数は7 1例で，そのうち In1J9r性移航は58例，_W一所

性移植は13伊lであり，それぞれの生活例は45例(78%)，

8例 (62%)であった.

術後観祭WJ聞は， 1，引9i性移Mが最長 lイ".4ヵ)]，見所

性移航で‘ 5ヵ凡である.筋生検にて組織防本を作製し，

H.E.染色， ワンギーソン染色，鍍銀染色をほどこし，組

織学的に，また同時に筋電図学的にも検来ーを加lえた

術直後，筋線維の浮腫，間質への多桜白血球やリンノ、

球の浸潤がみられる.

1 ~ 2 週日では，筋線維は萎縮し始め， 筋線維聞の空

ホ Y.Tatsumi， S. Tamai， N. Sasal1chi， Y. Hori， 

H. Okl1da， l-I. Sakamoto， T. Takita 奈良阪科大学牧

Jf.手外科

笹| 付 信 行 保利

博志 田 北武彦*

北〈
廿
〔
比
日

図 1 術後 1年 目の移航筋肉.

図 2.術後 1年口の移植筋肉の組織像 (H-E染

色 x400) 

~~1附ト川
O.5mV 
IOmsec (1，j(査Il.4ゥ)j

図 3.術後 1年 4ヵ月日の筋'屯図.
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胞の山現，結合織の増生，筋何核の増加がみられ噌筋線

維問には脂肪の沈恭が認められる.筋電閃では， fJi似の

小さい fibrillationvoJtageがみられる

5週日では，筋線維束の径が減少し大小不同がめだ

ち，筋，'(irJ該は卵円形ないしは円形を呈してくる.また筋

線維の一部に結合織化した部分もあり.M子様変性.J坊

の断裂などが散見される. 筋電図では 自brillation voJ-

tageの unitが増加lし. complex NMU voltage， low 

amplitude NMU voltageがみられる.この時期]には';11

気刺激に対して明らかな筋の収縮が認められる.

しかし完全遊雌筋肉砂粧を人体に応用しようとする際

には，なお以下の様な問題が残されている.

1) 移植筋肉の選択 :骨格筋はその血管，神経支配か

ら積々のタイプに分類されるが.donor筋肉 としては，

1木の動静脈と神経により支配されている単品市な筋肉が

最適である，さらに donor筋を奴取することによって

致命的な障害を残さないととも留沼、すべき点である.

2) 移植床の条件:筋肉移植を受ける部位，すなわち

移槌床に吻合に適した血管と神経が(f.在することも必須

条件で，血管径のアンパランスは|吻合部狭窄やJ(Jl栓形成

2ヵ月 nになると筋線維の径の減少は，や Lその科J.1t の原因になる end-to-endの吻合が不"J能のときは，

を増し，結合繊，筋t稲核の増生が著明となり，筋線維IHJ end-to-sideの|吻合を行なわねばならない.

に脂肪沈着がみられる.筋屯図では.complex NMU 3) 移植筋にかかる張力 筋肉が働くためには一定の

voltage， low amplitude NMU voltagcが混在してみら

れ， unlt数が増加してくる Fibrillation voltageは減少

してゆき，筋は電気刺激で容易に収縮する

3ヵ)Jnでは，筋線維の萎縮は. 1 ~ 2ヵ月日ごろと

あまりかわらず，筋ift図で normalNMU voltageがλ

張力が必要であり，過度の緊張がかかれば|白血をまね

き，弛緩しているときはその機能を十分媛揮できない.

そのためには筋肉の部分移i1i'1の適用も考慮せねばなら

ず， これは機能l亘l復における重要なれ日題として今後の検

討を要する

られるようになり. fibrillation voJtage のlU現は少な く 結 語

なってくる MicrosurgicaJ technique を応用 して，イヌの大腿直

5 ヵ 刀口で、は移植筋肉の神経組織に再生il~h索を多数d、 筋の完全遊離筋肉移植を行なった.

める， )初電図では. normal NMU voltageがみられる

1年 4ヵ月日になると肉眼的には正n'の外観を"~:し

組織像では，横紋，縦紋も明瞭で正1;~ の像を認、める j<iI' 

経横断面の鍍銀染色て‘縫合部より中枢と末約側で比較す

ると ， 末梢部でわずかな線維組織の増~I : と '111"索の減少を

認めるも大差がない. また筋線維聞に subterminalnc-

uronが認められ.筋電図でも normalNMU voJtage 

71例に同所性ならびにJ4所性に移植を行ない，生活し

た51例組織学的，筋電図学的検?転を加えた.

同所性および民所性移植筋はともに術後 5ヵ)J 11に

は組織学的にも筋電図学的にも良好なl日l復が得られたこ

とは.今後。臨床面へ応月1する可能怖を示唆しているも

のである.

を示す. 質 問 i皮利井(東)~(作察病院形成〕

異所性移植における組織像は，同所性のそれとほ X同 人間の筋肉にはいる neurovascularbundJeには，通

様の所見を呈し. 5ヵ月 nの筋電図では. normaJ NMU 常 2本の静脈がはL、るが (1本の動脈および神経と別

voltageがみられる に)recipicntの関係で 1/1>:しかl吻介できないと考えられ

考察 る場介が多い.これでも成治がーl'分に期待できるであろ

移植1191は術後 3ヵ月日ごろまでは手術操作，阻血なら うか.

びに!日山l'経などによる種々の組織変化が混夜して認めら 答 玉;)1:(奈良医大整形〉

れる.筋線維の denervationalrophyは術後 2週から 5 人休において筋肉移組を行なう際，もし栄養血管のう

週日でピークとなるが，術後 5ヵ月をすぎると筋肉は， ち， t'rl'脈が 2本あれば，どちらか太L、ほう を吻合する.

構造上ほ与正常となり，筋電図でも移植筋の神経再生が もし，移植床にl吻合に適した静脈があれば 2本ともl吻合

完成していることがうか Xえる してやればさらに良いと思 う.
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32. Microvascular Techniqueを応用した血管柄付-

遊離植皮術の実験的研究

中西忠行 中川道彦 内西兼一郎 矢部 裕*

皮府，皮下組織を含む遊離皮弁の栄養血管を受皮部血

管と直接吻合することによる血管柄付遊離植皮は無理な

肢位での固定を必要とせず，手術期間を短縮し従来の有

茎植皮の欠点を解決する新しい方法である.

1963年 Goldwynはイヌの腹部遊離皮弁を血管吻合に

よって同所性に移植する実験を行ない，その後 K山 eck，

Strauchはそれぞれイヌ ，ラッ トを用いて腹部皮弁を頚

部に移植することに成功している.

我々は microvasculartechniqueを用い，四肢末梢に

対し血管柄付遊離植皮を一段階手術が行ない，臨床応用

の基礎として次のような実験を行なった.

実験

実験動物として平均体重 11kgの雑種成犬頭を用い

た.まず腹部より血管柄付遊離皮弁の採取を行なう. Jlu 

部皮膚には浅腹壁静脈の走行が透見でき，これを含めて

長さ 5~lO cm，幅 4~6cm の皮弁を作図し，鼠径部側の

浅腹壁動静脈を傷っけないよう注意しながら露出する.

動脈の外径は平均 O.8~1. 0 mm， 静脈のそれは 1. 0~

1.2mmである.両血管をほ工皮切線の高位で切断し，

腹壁筋膜より表層にある皮膚，皮下軟部組織をー塊とし

て同筋膜より是IJ離し血管柄付遊離皮弁を得る.

採取後，直にポリエチレン ・チューブを皮弁動脈断端

より挿入し動脈内壁を傷つけないよう注意しながら皮

弁の潅流を行なう.潅流液にはへパ リン加低分子デキス

トラン液を用いる.

次に，前肢または後肢に移植床の作成を行なう.前肢

の場合は尺骨動脈および頭静脈枝を，後肢の場合は前腔

骨動脈および伏在静脈外枝を露出し， それぞれ皮弁と同

大の皮膚切除を行なう.これら血管の外径は動脈が1.2

~1. 4mm，静脈は 1. 3~ 1. 5mm である.移植床に皮弁

をあてがい血管の位置関係を定め|吻合にとりか Lる.

縫合は 9~O ないしlO~O ナイロン糸を用い，手術用

顕微鏡下に手縫，結節縫合による.

* T. Nakanishi， M. Nakagawa， K. Uchinishi:慶応義塾

大学整形外科;Y. Yabe (教授〕・名古屋保健衛生大学整形

外科.

吻合の方法は端々吻合，端側政j合，あるいは一方を端

端吻合， 他を端側吻合で行なうなど症例に応じて選択

する

血管l吻合が終りクリ ップをはずすと，皮下軟部組織よ

りの出血を認め，著明なものに対しては結事与を行なう.

動静脈の位置関係に配慮しながら皮弁周辺を縫着し手術

を終る.術後軽く圧迫包帯を施す.対照として10例に血

管吻合を行なわない遊離皮弁の移摘を四肢反対側に行な

う.

結 果

血管柄付遊離移植群27例のうち21例に皮!乱 皮下軟部

組織の生着をみる.術直後，全例にI軟部組織よりの出血

を認め血流再聞は良好である.生着例では術後 4，5日

まで軽度の腫脹を認めるが， 2週間後にはほとんど消失

し 1ヵ月をすぎると皮弁の皮下肪脂は適度に吸収さ

れ，発もを認め，色素沈着もなく移植床に完全になじん

でくる.

生着例中数例に皮弁の血管柄周辺部が一時痩死に近い

状態となり，その後次第に回復してくるのを認める.こ

のような例で、は潅流操作に際しても血液成分が洗い流さ

れず，この部分を支配する血管の分校が血管柄切断高位

より中枢にあると考えられる.

血管l吻合によって再開された血流は必す.しも生理的と

はいいがたく，端々l勿合で得られた血流が正常を上まわ

り，皮弁の動脈がはげしく脈打ち，術後 1週間程発赤腫

脹することがある.静脈に狭窄がある場合，術後数日間

浮腫状態が続くが，いずれも 2週間目には回復してい

る.

対照として血管吻合を行なわず移植した皮弁は 2， 3 

日目全例壊死に陥り，部分的生着もみられない.

次に失敗例につき検討を加える. 6例の失敗例中 4例

は術後 2，3日目チアノーゼをきたし，うち l例は著明な

腫脹を伴い，4， 5日目に壊死脱落する.血栓形成が術

後 1両日を経て起こってくるものと思われる.残る 2例

は術後2日目すでに壊死に陥っており，対照群とまった

く同様の経過をたどったものである.縫合直後，血流再
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図 1.動静脈とも端側l吻合した皮弁.

図 2.血管柄付遊離植皮後 l週.

図 3 皮弁マイクロ ・アンギオ グラフ ィー.

関は良好であったものの，皮弁の縫着操作時血管の閉塞

をきたしたものと考えられる.顧みて，血管外径の差が

著しく縫合に問題があったもの，動静脈の位置が不適当

で過度の緊張や蛇行のあったものに血径を生じやすい.

考 察

血管柄付遊離植皮は Krizeck，Strauch，本邦I辰野らの

実験があり ，それぞれに成功を収めている.これらの実

験ではいずれも血管柄を股動脈のレベルまで追跡し，

patch grafrあるいは端々吻合で処理している.

一方，我々は皮弁の採取にあたり皮切の高位で浅腹壁

動静脈を切断しJ(Jl管柄とした.これは大血管に侵襲を加

えない点でより臨床応用に供するものと考える.

Microangiographyにみられるごとく，浅腹壁動脈よ

りの分校は多数あり，皮膚，皮下組織を十分に栄養し移

植皮弁として適している.このことからも我々の失敗例

は血管の狭窄，蛇行，過緊張さらには動静脈における血

流量のアンバランスによる血栓形成と考えられる.

本実験で術後 4日以降に血栓を生じ壊死に陥った例は

なく，この聞の血栓形成の予防対策は縫合技術の向上と

相{尖って今後解明してゆかなければならない課題であろ

う.

奈良医大整形外科，玉井進講師のご指導に感謝する

追 加 波利)1:(東京著書察病院形成〉

演者が示された Goldwyn，Krizeck， Strauch らの流

れを吸む実験は microvascularsugery を利用した組織

移植にとっては，非常に興味ある実験と考えられるが，

これを直接臨床に応用し Shaw'sftapや groinftap の

移植にむすびつけることは困難である 我々はこの問題

を解決するために，日夜努力をしているが，今回 2例の

興味ある症例を追加する.

症例 1 全頭皮欠損の患者で， 頭蓋骨の大部分が

penosteum を欠損している. これを完全に coverする

には巨大な有茎皮弁が必要であるが tubc以外では不

可能であろう. 短期間の coverが望まれるので， 我々

は， Omentum (m付or)を腹腔より採取し，流入する

gastroepiploic vesselsと superficial temporal vessels 

とを吻合し revascularizeすることにより Omentum を

vascular bed としこれに Skingraftをかけて良好な

結果を得た.

症例 2.右側頭部の軟部組織の大量欠損である.

m 出 ulocutaneouscompound gra氏 (gracilisを利用〉

を oneslageに microvascularanastomosisで移植し良

好な結果を得ている.

答 中西(慶大撃形〉

本実験は臨床応用への基礎であり，いまだ人体への応

用は行なっていない.現在，臨床面では有茎植皮で処理

している.近い将来，臨床に保ってゆくつもりである

が，動物実験で 100%の生着が確立されてからにした

L、.
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追加 常多(長崎大形成)

我々も Goldwynの遊離島状皮弁によ る移植実験を行

なっているので追加する.方法l主演者のものとほとんど

同様であるが. 1支弁の大きさは 6x 14 cm (面積にして

約 4倍〕であった

33.上腕部完全切断再接着の 1例

IIJH T，J; 

tth木 Hi仁

千稀弘章

浜州千fJ¥

森トー i雪伍

柏木t，~之売

今)1: 克一

庄市l 米作

荻原 ー湖水

u:々は， Jほ.iu:Lt:上腕近位fmの完全切断に対し切断!伎の にて経時的に観察したところ，13日U， 脈波が Aalと

再接着fAiiを行なった.術後 7ヵ月の現在生活状態および なったため動脈造影を行ない，縫合部近位部で狭窄像を

運動，知党の川復状態も良好である 1I腕j完全切断再桜 認めた.直ちに倉IJを聞いたところ，狭窄部に1(11栓形成を

来の成功例は，我々がしらベf~. t.こ IlJ.，[りわが I'~では初めて 認めず，また，分岐部直下の焼骨尺骨両動脈に若切lな

と忠われるため報f与する， 公認めたため，この部位も含め動脈外膜長IJ隊術を行なつ

症 例. 31，..f， ')1. I沼47.9.12日んて手を印Apl]ローノレにどき た.この後脈波はH寺問とともに回復してきている(図 2) 

き込まれ肩峰下約からMにかけて斜めに引きちぎられ50 術後. J(ll位形成予防.jfll位溶解および末.jf!ih'i環改善の口

分後に来院した 直ちに切断肢の冷去11.洗浄，潅7Atを開 的でヘパ リγ，ウロキナーゼ， レオマクロデヅクス匂を

始し動脈造影を行なった.その結果，桃'，'1"，尺'fJ'おのお

の3ヵ所の，!lj・折にもか Lわらず動脈釘傷をほとんど認め

なかったためI引業着術に附み切った.切断l肢には上腕三

lIJ.'l筋および背側の皮!白が広汎に付着し， 1ー腕竹は!願 1:司;

で切断され関節軟1~J'が鼠山していた(図 1 ).動脈内アト

ム管より自重点飽不Il.rfll液200mlを海流し. riijl仇'，'J析を ラ

γ シュピンにて髄内固定した.一方，他のチームにより釘l

管麻酔下に切断中枢端の処置を進めた 中.m端は高度に

f生滅され，皮膚は大きく剥脱されていた 什折部以下の

上腕骨中間'I~J'片を付着せる汚染された筋肉とともに切除

し，広汎な Debridementを行なった I([l流は，_Iて腕動脈

に伴行した静脈，次いで上腕動脈を縫合し，受傷後 6時

間後に再開された.続いてさらに 1.本の伴行静脈と焼側

皮静脈を縫合した.続骨相l'経の端々縫合は可能であった

が，正中相l'経はJ肢簡に至るまで株滅され，また尺1ci'神経

は，尺側手品1}，毘筋下までサ L ラ状に引き敏かれていたた

め，やむを得ず王'1'事l'経遠位fmと尺廿伊l'経近位部との交

叉縫合を行なった. ドレーンを好i人，術後JR尖容積l派波

ホ Iく Tamura.C. Hamanishi. K. Imai. S. Matsul11oto 

S. Morishita (捲形外科)， T. Shomura， H. Chitane (第

2外科〉 神戸市立'1"央市民病院 (干650神戸市生田区})II納

111)'); M. Kashiwagi・和歌山赤十字病院幣形外科〔干640

和歌山市小伝I)jtiillり);K. Ogi wara・ 荻原整形外科医院

(干650神戸市生田区山本通り3-73)ー

〆
/ 

f-J: ijIij ."jfl ij)j 

リ-'1;1)断された上骨ii頼部

図 1 断端略図.
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さらに増大するものと思われる.1962年 Maltらによる

上腕再段着の成功以来 Engberによると1971年までに37

例の上肢再接着が報告され上腕部では 11例を数えてい

る.再接着を行なう適応として Maltや Balasによる

と，上肢であること，反対側が受傷しておらず，また，緊

急手術を必要とする頭部， 胸部， )JW~~等の損傷がないこ

と，受傷後 6時間以内に冷却，潅流が開始されまたは血

流が再開されること ，数回~十数回の手術操作と長期間

のリハビリテーションに肉体的，精神的に耐え得ること

等が述べられているが，さらに重要な点は受入れる病院

側が麻酔医を含め直ちにチームを編成し長時間の手術に

対処できることだと思われる.本症例では切断中枢端の

掩滅が著しく当初最接着を臨時したが，こ Lまでこぎつ

けることがで‘きたことをふり返ってみるとき，次に述べ

るような再接着成功の必要条件がみたされていたためと

考えられる.すなわち受傷後 1時間以内に来院し直ちに

冷却，潅流が開始されたこと，上腕骨中間合片を切除し

縫合部の緊張を少なくし得たこと，滅張切開として，前

腕多発性骨折の観血整復時の皮j首切聞をそのま L利用 し

たこと，術後の経時的モニタリングとして指尖容積脈波

を用い，これにより早期に血管狭窄を余知できたこと.

当日，神戸市内の整形外科医のカンフ ァレンスが当院で

開カ通れており多くの医師の助言と協力が得られ，神経血

管縫合に熟達した医師を含むチームを編成できたこと等

である.また後の 4症例の経験からも，血管は縫合直後

より約4週まで常に血栓形成の危険があるため経時的モ

ニタリングが必ず必要であると同時に，一方血栓溶解剤，

血液凝固阻止剤等の使用は非常に慎重でなければならな

いと痛感している.今後も我々は良き適応、に恵まれるな

らば，そこに非常な困難を覚えつ与もなお再接着術を続

けてゆきたし、と考えている.

図

O.lmV 

図 3.再接着後 204日目の筋電図(随意、収縮時).

併用 した.特にへパ リンの使用に際しては， 前腕の多発

性骨折を考慮し，創出血の減少した術後 3日目より，血

液凝固時闘を測定しつ L投与したが，倉iJ出自の増量とそ

の圧迫により，接着部の広汎な皮!内嬢死をきたし，11回

の創洗浄と皮府移殖を必要とした.術直後からの肝機能

の悪化のため抗生物質を打ち切りそのため痩孔をきたし

たりし最終的な骨固定は行なっていない.術後 145日目

より，手関節の背屈，手指の屈副lを認め，現在各筋に筋電

図で良好な随意収縮波を記録(図 3)，筋力も3+~ーを得

ている.知覚機能に関しては， 小指を除き各指で DlP-

cre部 C まで、は痛覚触覚の識別が可能で‘あり ，指先まで触

覚(+)である.最近 1ヵ月間の爪の生長をしらべてみる

と健側との差をほとんど認めない.考察，事故による四

肢の切断は，神戸市で最近9年間に 440例あり，我々も

木症例以後現在までに前腕切断を2例と指切断2例の再

接着術を経験した.このうち 3例は神戸市外の患者であ

ることも考えると，切断肢再接着に対する要望は，今後

一「

_'-
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本症例において問後着術を行なうにあたり大阪市立大学豊島

助教授ならびに， 奈良県立医科大学玉井講師より貴重なご助言

と励ましのお言葉をいた工いたことを深く感謝する

追加 小林(孤波厚生病院外科〉

今度私たちも右手関節完全切断例の再接着術を試み，

成功したので・迫力日報告する.症例は37才女性で，本年 1

月7日に電気鋭にて右手関節部にて完全に切断し，約30

分後にショック状態で来院した. j'iIJの挫滅はそれほど高

度でなく，血管，神経，艇は十分に識別できた.まず挽

骨，尺骨動脈末梢側にポリエチレンチューブを挿入し，

へパリン加低分子デキストランにて潅流し， Angiogra-

phie を行ない，閉塞のないことを確認した 次いで

Kirschner wircにて骨・を固定し， fj~骨動脈より手縫にて

血管吻合を行なった.次いで静脈 5本， )ミ1]'動脈の11闘に

血管吻合を行なった.この時点では，接着手の色調は十

分な赤*を帯ていた なお受傷より血流再開までに約6

時間経過していた.その後続骨，正'1'，)て骨神経を縫合

し，前腕に減張切開を加え，その許11へ自家皮Jl雪片をi壁崩t

移植した.腿縫合は患者の状態を考え， 2次的に行なう

こととした

術後は経過良好で，色調，皮膚温ともに健側とあまり

差はなく，術後30日目には腫脹もほとんど減退し， 66日

目には母指球部を圧迫すると痛みを感ずるようになり，

3ヵ月日にはまず正中神経領域より知覚が現われだし，

次第に広がり， 4ヵ)11=1には掌側の約 3/4は知覚がある

ようになった.爪は術後 2ヵ月日まではまったくや11びな

かったが，その後次第に伸び始め，4ヵ刀では約 1/2が

新生している 今後は可及的早期にl此縫合を行ない，機

能回復につとめたい

34. Microsurgeryの応用による切断指再接着の経験

生田義和 渡

ι，.崎哲郎

捷一 小山鉱三

毛利知満 吉村

平松

理本

宙
山

1872年 6月より 1973年 4月日までの11ヵ月間に，指お

よび手の完全切断18例を経験した.

男性14例，女性4例で圧倒的に男性に多く，年令は 2

才から66才であったが， 20才以下はわずか 3例で，比較

的高令者が多い 受傷原因は，電気鋸によるもの 7例と

最も多く，次でプレス 6例，その他扇風機，自動包装機

等によるもの 5例て、あった.

指の分類による切断数は，表 1のごとく，示指12，中

指10，環折 8，小Jfi6，母桁 3，手掌 2の順であった.

総数 41指に刻し 22指 (53.7%)の再接着を試み， 16指

(72.7;めに成功した.

切断された部位による分類では表2のごとく，中節が

最も多く 15例，基節5例，中手'符部 217IJで，再接着成功

率は中枢になるほど高くなっている.

最も末柏、での成功例は， 60才男性の中指で， プレスに

より DIP関節で縦断されたものであり，最も細い血管

は， 2才女児の示指背側静脈(約0.4mm)であった.

* Y. Ikuta， S. Watari， K. Koyama， K. Hiramatsu， T. 

Nakasaki， T. Mori， S. Yoshimura:広島大学整形外科

再接着に成功した16指のうち 1指は， :5:1指を示指とし

て移植した34才男性の症例が含まれている.切断指再接

着には多くの問題点があるが，主なものは次のごとくで

ある.

1 切断された指の保存方法

私たちは，指を生理的食塩水に浸しこの容器を氷片

を入れた容器に入れて， 2 0 C~40 C に保存している こ

の方法で，最高 8時間 5分で動脈血再IJfd通を得た症例に

成功している. しかし生食中に浸すべきか否か，抗生

物質や消毒剤の混入や制度の問題は未解決である.

2 骨折部の固定方法

キノレシュナー銅線による固定は簡単であるが，癒合不

全をきたしやすく，私たちはきわめて小さい累子とボノレ

トを作製しこれを用いた圧迫固定により好成績を得て

いる 癒合不全には11'移植を行なっている

3. 血管縫合に関して

使用する材料は， 120μの針に 30μ のナイロン糸であ

るが，約 1.0mmの血管にの単純結節縫合を行なってい

る.縫合は最初に動脈，次いで静脈の11頂で行なってい
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切断指

何 JB

表 1.
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示 t旨

rj' t旨

王提 t旨 8 

I 22(53切 16(72.7%) 

小指

手掌

合計 41

表 2.

切断部位 ヱ竺上 生

手'字(小手骨) 2 

似指 (IP関節)

((2占節骨)

指~ ~2 :附)
1 (DIP関節)

l (本節骨)
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2

0

3
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5 

15 

1 

0 

る縫合すべき 1([[管の数は，一般的には動脈 l本に対し，

静脈 2本以」てといわれているが，私たちの涼例では，動

脈 2本にl'rM派1;lドの場合も，おのおの l本ずつの場合も

あり ，縫合数そのものにはあまりこだわっていない.確

尖な縫合であればおのおの 1本ずつであっても必ず成功

すると考えている

4 腿の処置

版~は，切断のf，f~位がたとえ No man's landであって

も可能ならば 1 次的に端々縫合を行なう.術後，血~長IJ離

術や血n多他術を行なった症例もある. 1 次的i佐雌出~移植

はねなうべきでないと考えている.

5 神経の処置

神経も 1次的に縫合可能ならば行なうべきと考えてい

るが，もし欠仰があり，端々縫介が不可能な場合には，

神経移舶を1jなうべきである.この場合，示 ・中 ・環折

は挽側を. IJt行および小指は火側を優先すべきと考えて

いる.

6. 術後療法

手術中より開始したへパリンの点滴絡i1二は術後少なく

とも 10 日間持・続させ，血液凝固時間を 15~30分にコ ント

ローノレしている. これと同時に低分子デキストランを 1

日 500~ 1 ， 000 cc と抗生物質を投与している. 経口的に

1123 

はなにも投与していない.

7 再接着の適応と予後

切断された指を再び接着すべきか否かは，大変むずか

しい問題であるが，現在のところ，高度の疋1動障害は残

るものの，欠JJlより，なるべく正常に近い指の数がある

ということと，知覚も予j切に反して回復が良く，患者も

不満を訴える症{1IJもないため，切断された指は，できる

かぎり再接着すべきものと考えている.

結語

私たちは切断された 41指のうち.22指の再接着を試

み. 16指 (72.7%)に成功した

現在.lLたちの血管縫合成功の最小直径は，約 0.4mm

で，成人中前の DIP関節部分，小児では MP関節部

である.この縫合可能な限界は練習を積むことにより ，

もっと拡げることも可能があると考えている.また，再

接着に成功した忠者はすべて生着に満足しており，知覚

も回復してくる場合がほとんどであり，切断された指は

すべて再援活を試みるべきであると考えている.

質問 波利jドCJ.lu支持察病院形成)

外傷の場合，静W~が damage されていることが多く

動脈のみしか発見できないこともある.このような場

合，演者にし、かなる純聞を再接着の指標とするか.

津山(:m:大整形〉

ネIjl経縫合を同時に行なう理由はなにか.早期 2次的和11

経縫合ではいけないのか?

追加 波利井(東京特察病院形成)

サノレの Halluxto thumb の one stage Nicoadonis 

opeを氾力nした.

答 生問 (広烏大学整形)

動脈. j'(1)脈ともに持滅されている場合も多いが，たと

え縫合すべき静脈が発見されないでも，動脈縫合は行な

うべきである !削派が発見て‘きなかったため，動脈のみ

を縫合し. 24時間後に静脈縫合を行なった 2才女児の経

験がある.

玉井(奈良医大整形〕

津山先生へ:切断肢再接着の際の神経縫合は，一般状

態が許す限り 1次的に行なったほうが良い.

2次的に行なうことは，かなりの困難を伴い，かつ，

神経縫合時期が遅れると，それだけ，その支配領域の筋

肉の変性が強くなる.
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35.完全切断肢の再植など電篤な血管損傷を伴う

上肢損傷 17例について

上道 哲

岩見 洋

柿木英佑

李 瞬成

私たちの共同研究者で‘ある大阪市大の井上 (現川崎医

大)， 豊島らが， 左手関節部完全切断例に対してこれを

再他し成功したのは昭38.10月のことであり， 今年で10

年自になる. コップや本をもったり， liilliや自動上liの運

転もなんらの不安なくできる 以来，私たちは，重篤な

血管鎖傷を伴う上肢損傷17例 (大阪市大11例，高津病院

6 {列11)を診療した.すなわち，完全切断肢 6例 (成功 3

例)， 一部の皮膚や一部の神経のみにてかろうじて連続

性を保っているほとんと.切断肢 5例 (成功4例)および

その他 6例 (成功 5例〕である その他とは，神経 ・

骨 ・ 筋いずれか 1 ~ 3 者の合併損傷を伴う重篤な血管損

傷を意味するが，ほとんど切断肢例よ りも解剖学的損傷

の程度がや L限度なouである.もちろん単純な血管損傷

のみの症例は含まれていない(表 1). 

性別は男15人，女 2人で右11伊U，左6例である.損傷

の原因は， プレス，シ ャーリ ング，グラインダーおよひ

スクリ ューコンベアなどによる工場災害が13例(約80%)

で，当然、これらの機械を多く取り扱う青年男子が B例

(約50%)を占めている.

最近，広島，奈良，神戸，富山など各地から相ついで

切断肢(手 ・指〉成功例が伝えられるようになり，切断

肢再植手術が広く一般化されつ Lあると思われるしこ

れらをもとに，その手術方式，適応，予後などさらに

解明されつ Lあると考えられる.この意味で，今回は主

に高津病院における最近の完全切断肢再植 2成功例(右

手関節部例と右肘部例)について中間報告しあわせて

切断肢再植の適応について私たちの考え方を述べてみた

L、.

症例 1.38才，男 昭 46.3. 26日，シャーリングで右

手関節部を完全に切断された.切断端の debridement

を行なった後，まず Kirschnerwireで手関節部を固定

* A. Uemichi， E. Kakinoki， H. Takenaka， S. Kohno 

(外科)， H. Iwami， S.Ri， M. Kusunoki(整形外科):厚生

会高津病院 (干542大阪市南区瓦町5-6-2);Y. Toyoshima 

(助教授):大阪市立大学教形外科.

竹中秀裕

楠 正敬

光野重茅

豊 島 泰*

表 1.重篤な血管損傷を伴う上肢損傷例.

~泊i Et名~'.岨叫官 阪市大 高津病院
~ I ，j十

酬の酌主"I C昭3ド叫(昭44~4向

426  
完全切断 /'，....T..T..J.-.c 1 '¥ I “ I C成功 1 ) ， C成功 2) 1 C成功 3) 

4 I 1 I 6 
ほとんど切断/'...--T!-TI.-.c ....， '¥ ! r~T.t...... .， '¥ I I (成功 3) I C成功 1) I (成功 4 ) 

ill篤な血管損
mおよび神経 336  
・筋 ・骨いず (成功 2) C成功 3) I (成功 5) 
れかの損傷

卦 11 I 6 17 
I (成功 6) (成功 6) I (成功 12) 

した 次いで，手背の皮下静脈 2木を吻合，侠骨および

尺骨動脈をそれぞれ吻合した.神経は，正中神経を縫合

した.さらに，必要な屈筋挺群を縫合しイ111筋腿群は一

束として手闘節部伸側に固定した.前腕屈側に減張切聞

の意味で筋l瑛切闘を加え，同部に植皮を行なった.術翌

朝，再値された手指が蒼白となり，動脈(吻合部に血栓を

生じたため，挽骨動脈の血栓易Ij除を行ない，再吻合を行

なった.再値された手の浮腫は顕著になったが，そのた

めに血行障害も起こさず，術後20日日ごろより浮腫は消

退した.術後 2年の現在，各指を別々に動かすことはで

きないが，全体として動かすことは可能で，文字を書い

たり，物をもったりすることができる (図 1). 

症例 2.49才，男 昭 47.10.4日，ロー ラーに右前腕

を巻きこまれ，右Jlサ関節部で完全にひきちぎられた.肘

関節を屈曲位にて Kirschnerwireで固定したのち，深

部動脈2本と皮下静脈 1本計3本をそれぞれl吻合，さら

に上腕動脈を吻合した.正中神経は縫合したが，検骨お

よび尺骨神経はひきぬきが著明であったので縫合しなか

った.減張切聞の意味で，上腕中央部から前腕中央部に

かけて筋膜切聞を行ない，同部に他皮を行なった.術

後，再植された手 ・前腕の浮腫はあまり顕著でなく，創

の感染もなく治癒した.術後7ヵ月の現在，右肘関節屈
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可処

a.術前. b.術後.

図 1.38才，男.右手関節部完全切断例.

図 2. 49才，男.右肘部完全切断例.

伸運動は90~llO Oであり，指も軽度に照的させることが

できる Tinel'ssignは前腕および手掌全体に認められ

る.再植された手の爪は健側のそれと比べて成長率が半

減しているが， 1ヵ月に約 2mm成長している(図 2)

さて，切断肢の再植手術に必要な技術は，骨，臆，神

経および血管などいずれをとりあげても在来の技術とは

なんらかわることがない.これまでこの種の手術が広く

普及しなかったのは，血管外科の一般への普及がまだ十

分とはいえず，さらに，再植時に骨，提，筋，神経，血

管など専門技術を総合的に行なわねばならない繁雑さな

どがあげられる.もちろん，切断の汚染 ・挫滅なと.のた

めに，手術の適応と考えられる例が比較的少ないことに

もよるが，このような外傷をとりあげる第一線病院で，

簡単に切断端の処置がなされてしまうきらいがある.切

断肢の再植には，傷者の全身状態，年令，切断端の挫

滅 ・汚染の程度，切断肢の保存の状態など厳しい適応が

従来より報告されているとおりであり，その機能的予後

の良いことを約束されている症例にのみ行なわれるべき

であることには論をまたない.しかし実際には，外傷

直後の緊急手術であるため，全身状態を確認したのち，
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局所所見によってのみ再植手術の適応を定めている.局

所所見すなわち切断端の挫滅と汚染の程度である.機能

的回復には，もちろん神経再生に関する因子が最も大切

であるが，完全に切断された上肢がとりあえず生着しさ

えすれば，後日， 機能の面から数次に及ぶ計画された追

加1手術によって，程度の差こそあれ，日常生活に役に立

つ乎になり得ることを強調しておきたい

36.切断指再接着とその問題点

玉:11二 進 小必 重雄 笹内信行 保利 喜英

竜見良陸 奥 田 寿夫 柏木 博 三 )1 穴夫ネ

昭40.7月に，左母指 MP関節部完全切断再接着に成功

(世界における第 l例)して以来，昭48.3月までの 7年

9ヵ月間に取り扱った切断指再接着の症例は，図 1iこ示

すとおりである 患者の年令は，生後20ヵ月の幼児から

66才の老人に及び， 受傷機転としては， 電気鋸， J来世rr

機，プレスによるものが多い.切断部位は，中子部から

末節までで，長IJの状態は，いわゆる guillotineamputa-

tlonから中等度の挫滅切断まで多種多係で， }坐滅汚染

の高度なものは再接着の対象から除外している.完全切

断再接着失敗 8指中の 6指は，いずれも DI1'関節より

末梢での切断でp これらは mlcrosurgeryによる再接着

よりもむしろ compositegraftの適応であったといえ

る.不完全切断例は，一昔[1の組織によって連続性を保っ

ているが，そのま Lでは生着し得ない末梢の[lll血症状を

認めたものである.これらの 1例で，環指を示指断端に

移植した例が含まれている.

症例 1. NT例， 46才，男性.

プラスティ ック銭断機による右母指，示指， 中指基節

部完全切断例であるー各指とも，付固定，仲筋腿縫合の

のち，掌側動脈 l木，背側静脈 2本をl吻合，さらに掌側

神経 1本，母十日外転筋腿を縫合して再接着を行なった.

全所要時聞は 8時間て‘あった血管修復には 10-0mono-

filament nylonを用いて miclosurgicalanastomosisを

施行した 術後 1ヵ月日より理学療法を開始， 50日目に

母 ・示指聞の webplastyを施行した.術後 7ヵ月の現

在，各指ともに 2-1'-D は O.8cmと良好な神経再生を

認め，示 ・中指に対して屈筋挺移植を予定している.

症例 2.K S例， 37才，男性.

* S. Tamai (講師)， S. Komatsu， N. Sasauchi， H. Hori， 
Y. Tatsumi， H. Okuda， H. Kashiwagi， N. Mitsui 奈

良医科大学整形外科.

アノレミ プレスによるイiG]:指中子郊の guillotineampu-

tationの再接着成功例で，本症例では， 民筋艇の 1次

縫合を施行した.さらに，早期理学療法開始を目的とし

て，スクリ ューを髄内釘とした強固な固定を行なった.

術後 3週日より思学療法を1)lj始し，再接着後 3ヵ月の現

在，知l覚も次第に回復し，屈筋!腿になお癒着が残ってい

て IP関節の運動性は不良なるも，ピンチ力は満足すべ

きものである.

上記 2仰lの再接着母指は，機能的にみても，満足すべ

き成績であり ，その意、美はきわめて大きいといえよう.

症例 3.SK例，36才，女性.

プラスティック絞断機による DIP関節より末梢の

multiple amputation で，右中，環J行，左'I，j行に再接着

を施行した 右中指は動静脈 1本ずつ，神経 I本を修復

他の 2指は動脈 1本のみ修復したが，いずれも 2日LIよ

り血行停止し壊死に陥った.興味あることは， ;{，中mは

静脈還流不全から 2次的に動脈閉塞をまたして wct

necroslsとなり， イ1環指は早期動脈閉塞で mumrnl日ca-

tionの様相を呈し， これは，指尖部の composilegrart 

の失敗例の外観と類似している.

症例 4.S N例， 46才，男性.

鉄板にはさまれて丘中，環指 DI1'関節部を切断した

症例で，両指とも再接着を行なったが，環指は失敗し，

中指のみ生着した

症例 5.TO例， 20ヵ月，男児

ミシンベノレトによる左小指 1'11'関節離断で PIP関

節固定，伸筋腿， 深指屈筋鍵を 1次縫合し，外径o.3 

mmの動脈 2本，静脈 l本l吻合し再接着に成功した.

術後 3ヵ月日の現在，外見的にも健側 と大差なく ，知覚

も次第に回復している(図 2，3). 

症例 6. 1 A例，22才，男性.
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図 I 切断指再接着症例.

昭和40年 7月から48年 3月の 7年 9ヵ月間に取り扱った再接着症例数と切断部位. ()内は失敗

例数.不完全切断の l例で，潔指を示指に移植
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電気ノコギリによる左示指基節部完全切断，中 ・環指

の不完全切断である.示指切断指を持参しなかったの

で，環指を遊縦移植した.術後，偶発症のため，一時的

に全身状態が著明に悪化し移植指のl血流不全をきたし

たが，全身状態の改善に伴って次第に回復し，皮膚の一

部壊死をきたしたのみで生着している.

復を得るためには，さらに検討すべき多くの問題があ

る.

考察

切断指を再接着することによって，満足すべき機能回

1) 切断指の潅流

賛否両論があるが，この操作によって蒋接着の可能性

を知り得る点に意義がある.動脈内への鈍針婦人は

atraumatlcに行なえば，さしたる問題はない.

2) 骨接合法

早期にリハビリテーションを開始できるように強固な
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図 2 左小指関節完全切断例.

T. o. O1J. 2ヵ月 ，男児.

図 3.術後 3ヵ月日の再接着指.

固定を行なう必要がある.竹幹部の固定には太い髄内釘

が有用であろう .

3) 微小J血管l吻合

これは切断指再接着成功のカギをにぎるものであり，

外径 0.5mm前後のl血管をl吻合できる技術が'&i.>.lとされ

る.

4) 神経縫合.

できるだけ 1次的に縫合すべきできる.神経縫合を行

なわずに spontaneousrecanalizationを期待できるが，

神経再生は 1次縫介にまさるものはない.

5) 屈筋滋~処理

指を構成するすべての組織の切断という特殊性から，

屈筋鍵の処理は問題の焦点となる. 2次的腿移植にも困

難な問題があり，可能な限り ，深指屈筋鍵の 1次縫合を

試みている. 場合によっては DIP，PIP 関節固定が適

用されてよい.

6) 術後管理

血栓形成の予防が最も重要で，約10日間へパリン投与

を行なう. この際，局所ならびに全身管即ーに注意、を怠つ

てはならない.

手士 号五
日 周ロ

過去 7年 9ヵ刀間に経験した切断桁再桜清 21例 27折

(成功18m. 失敗 9指〉のなかから-;'ftlliE{9"IJを紹介し

問題点について検討を加えた.

質問 田村 (事11戸中央市民病院整形〕

1) ほJ行lP関節の distalの切断で compositegraft 

を行なったが壊死に|給った，Composile gra仇 成功の条

件についてお教え膨れ、たい.

2) 再接着術後1O~ 1 3 日で脈波の平坦化をきたしたの

で、l血管治影を行なったところl血管の狭窄を認めた.この

ような場介 reexplorationする必要があろうか.

~主島 CI波市大整形)

11本で，1，くからこのn:]題をやられている玉)1先生に う

か ピいたい.切断手再生のチームの編成，教育，器具の

規約などについての ご I~~ 'J) されていると思 うがそれにつ

いてご教え願いたい.

追 加 生田 (広仏大整形)

1) 動脈および!?予脈の縫合の限界は O，4mm程度まで

であり，成人では母桁では IP関節部， 指では DIP関

節，'ftIてーある.

2) 再接着術不成功の原因とその解決策

( 1 ) 血管縫合不能 a)切断自Ijの状態;Debride-

ment，骨短縮 b)術者の技術;練習による技術の向卜

(2) [(Jl t~形成 a)術後10日間のへパ リン投与.

b)保品1およびパンピング.

(3) 原因不明:処世なし

3) 1'J'の癒合不全は決して稀なものでなく mlcro-

screw， micro-bolt & nutが使いやすく固定性も良好で

ある.

答 玉チ|二

田村先生へ 1) Composite graft 時には，末梢まで

血流が通るのに 2 ~ 5 日聞か L るから ， その問，冷却し

ておけばよかろう .また，指紋がきっちりと合うように

正確に縫合 しなければならない.

2) Vascular spasm は， 交感神経ブロ ックによりあ

る程度の効果がある 日数がたってから起こってくる血

管の閉塞は，周囲組織の液痕拘縮によることが多い.こ

の時期によると， col1ateral circulation もできあがって

いるから，あえて再手術の必要はなかろう(もちろん阻

血症状がなければ).

豊島先生へ :切断指再接着をやるためには， 4 ~5 人
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ることをほこりとして一致協力することが大切であろ

う.

ffilcrosurgery 切断肢再接着

の ffiicrosurgeon を養成せねばならない.ナースの教育

も大事で，特に，手術器械の取りあっかし、方を教えてお

くことが大切である. 病院全体が，切断指再接着術をや

一寸判↓

ー-<

-< 

こ
↑F
E

一一一

-一-
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〈腿再 建〉

37.腿修復j切の Collagen形成状況の経時的変動

光安元夫

-
K明
ド

ι
b
1
 、

ノ
IJ 
11日

大宮建白11 片井憲三

清水万喜~I :. 松崎 1If!夫*

健編傷部の同聞に生じた線維芽細胞による collagen

形成により損傷!腿は修復されていく 形成された colla-

gen は，同時に修復j腿の滑動性を~Il害する憾着の原因と

なる.可能性がある修復腿癒着防止法としては， l.挺縫合

法を含んだ手術手技の改i1;;， 2次的腿移植を IJIj提とする

人 I~取Hfl造成法，腿修復の化学的制御の可能性の有無等

が問題となろう 腿修復の化学的制御の可能性を追求す

るために， 腿修復時の collagen 形成状況を検討し

collagen線維の分子|札分子問先日橋をlij{害するとされ

ている aminoacetonitrileを投ケーし 腿修復に及lます影

響を検討してみた.

実験方法

1) 動験動物 国型飼料で制育した 2.5~4. 1 kgの家

兎の~î)'{1具]節を，軽度背屈位で Kirschner 鋼線で固定し

た後に，長~i1 屈筋艇を筋腿移行部より約 2cm 末梢仔uで

切離縫合し，術後 3 週間下腿より ~II まで Gips 固定をわ

ない以下の実験を行なった.一部家兎で舵縫合後21~29

日まで aminoacetoni tri leを 50mgjkgjdayの割で，皮

下に投与した.

2) 3H-prolineによる microradioautography: 術後

21日の家兎に 540mcijmmoleの specificactivityを有

する 3H-prolineを， 0.2 mcijkgの害1Iで耳静脈より静注

し， 24時間後に殺し)腿縫合部を採取し，サクラ NRM2

の dipping法で， H-Eの後染色を行なった.

3) 3H-proline の取り込みを指僚とした collagen

形成状況の検討:腿縫合後 7 日 目 ~70 日 目の家兎で，同

様に投与された 3H-prolineの 24時間後の量的な取り込

み状況を， I腿縫合部，縫合部周辺組織，屈筋支帯泌を係

取した後に PaccardTricarb Sample Oxidizer で燃焼

させ， 3H-proline をトリチウム水とし scintillator に溶

解させ， Beckman Ls・100liquid scintillation system で

組織 mg当りの D.P.M.を external standard法で算出

*M 恥1itsyasu:K. Ohm;ya， N. Katai， A. Kobayashi 

(講師):九州大学整形外科; M. Shimizu， A. Matszaki 

(助教授):福|尚大学整形外科.

した.無処置側の長~I[屈筋!舵を屈筋支帯部，縫合担当部

で録取し， コントローノレとした.

4) Aminoacetonitrile投与の全身的影響および腿修

復部での 3H-proline取り込みにあたえる影響 Amino司

acetonitrileを投与した家兎で，全身所見と体動変動を経

時的にチ ェックした.また， )j主骨の骨X線像，肝臓，大

動脈，背1m皮府， 腎臓の組織所見を合せ検討した. ま

た，腿修復WIの collagen形成に及ぼす影響は，術後 21

~29 日 と， 術後2 1~33 日まで aminoacetoni t ri l e を投与

した後に， 29 1] 1=1， 33日日に 3H-prolineを投与し前述

の方法で取り込みをみた. また 21 ~29 日まで amino

acetonitrileを，投与した後に 7日間投与を中止して36

日自に 3H-prolineを投与し， 同様に取り込みをみた.

5) 臆修復時の総着形成状況および aminoacetonitrile

投与の癒着防止に及ぼす影響の検討:長靴屈筋艇を縫合

部より中枢側で縫合部を開くことなく切離し足眠中央

部で長駈屈筋腿に Bunnellの埋没法で糸をかけ， その

両端を滑車を介して容保にく L り ， 溶~中に水を流し込

み引き抜きに要する重量を求め癒着形成の指傑とした.

無処置長E止屈筋鍵と腿縫合後， 1週， 4週， 5週の長祉

屈筋艇を対照とし， aminoacetonitril e の投与を術後21~

29 日までと 21~33 日まで 50 mgjkgjday行なった家兎

を aminoacetonitrile投与群とし対比してみた.

実験結果

1) 3H-prolineによる microrad ioau togra ph y :腿縫合

後21自の腿断端聞は，エオジン好性細胞，貧食細胞，ヘ

モジデリン穎粒が散在する幼若な線維細胞を主体とする

肉芽組織によりみたされている.これらの幼若線維細胞

の主として胞体中に一部間質中に grainを認める. 肉

芽組織の血管中には，特に grainを認めない.挺縫合

部での 3H-prolineの取り込みは， 主として幼若線維細

胞に取り込まれているものである.

2) 3H-prolineの修復鍵での取り込み:静注された

3H-prolineの24時間後の取り込みは，表 1のことくであ

った.挺縫合部での取り込みは 7日目より増加しだし，
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表 1.3H-prolineの取り込み

恒竺7日|旧 |勺 _l_2竺」ー35R 一一_I~日 _\ 706 

腿縫介。{lJ

!地縫合部

縫合部品l辺組織

屈筋支郁朗1

腿側

171 

393 

69 

574 

520 

257 

500 

874 

161 

423 

108 

332 

389 

362 

360 

393 

259 

170 

254 

268 

188 

140 

縫合相当部

屈筋支郁朗i o I 72 I 53 1 

84 

65 

137 

106 

DPMjmg Tissue 

表 2.ANN投与後の 3H-prolineの取り込み

| 術後2 1 日 ~29 円!i n I 
|術後投与群 | 「一丁一 l川 ~33 1'111]] 

29日11 1 3511円 | 投与群

縫合部 147 148 1 531 

縫合相当部 51 40 70 

腿周組織 I 97 I 170 631 

縫合脱届筋 139 62 I 347 
支格部 V_ I 

無処置腿廊筋 59 1 44 61 
支持部 1週間投与中止

DPMjmg Ti岱 ue

表 3.ANN投与の癒着形成に及はす影科

11雌縫合後 ANN投
!健縫合部 1 'j・Jn(2111より 50

l両院処置1 mgjkg) 

l lh可7五司 5週正I8日 lEE可
0.85 6.2以上 5.0 3. 6 1.9 

きilll1. 3 1.2 8.0以上 3. 9 2.30 

1.3 2.58 
kg 

1.72 3. 95 

除き O.2~0. 1 kgの体重減少をみた 12日間投与の 5;:j~ 

では， 2羽を除き O.1~0. 4 kgの体重減少をみた 12日

間投与の!自作J'X線像には特変をみなかった.肝臓，大動

脈，皮Ii可， 腎臓の組織所見も異常をみなかった. )舵縫

令部における 3H-prolincの取り込みは，表 2 のごとく

で， 腿縫合部での取り込みは増加している. 術後 21~

29日まで aminoacetonitrile を投与した後に 1週間投

与を休止した家兎の36日目の鍵縫合部での取り込みは，

9日間投与例と大差ない Aminoacetonitrile の投与は

)腿縫合羽I3H-prolineの取り込みには影響を与えない.

4) )腿縫介r;Hの癒着形成状況.前述の方法で引き抜き

に~・する重量の多μを!腿縫合 rrf5癒着形成状況のJ同僚とし

てみた(表 3) 無処恒長凶A屈筋腿では 1kg術後で引き

放けた.縫介舵では， )陛縫合後 1週をすぎると，一部で

は類、処置版t引き抜きより多くの重量を要すようになり，

4週， 5過を経過すると 5.0kg以上の重量を引き後き

に要するようになる 一方，鍵縫合後 2 1~29 日まで，

aminoacetonitrileを投与した例では， 3. 6 kg， 3. 9 kg， 

で引き抜け， 2 1~33 日まで投与した例では， 1. 9 ~3. 3kg 

の重量で，引き絞けた Aminoacetonitrile投与例では，

引き絞きに2，gする重量が，著しく少量で良いことを知っ

た

14~28 円かけ，増加が著明でその後次第に減少するが， 考 察

70日後も，なお，取り込みの増加は継続している.直接 艇の dryweightの86%は collagenで形成され，

の外科的処置を加えていない屈筋支帯部でも増加がみら collagenの約22%が prolineか取り込まれた prolineの

れ， 35~42 日にかけ増加が強い l健縫合部周辺組織での 水酸化による hydroxyprolineより構成されている. か

取り込みは 7~2 1 日かけ著しく培加する.脱'縫合部に比 かる構成体の特徴より 3H-prolineを示際として， 腿修

べると早期に一定化していくようである. 復状況を検討してみた. 投与された 3H-prolineは，

3め) Ar町mllloωacαetωon凶1吋itrile巴投与の影響 :Am百1Inoωacαetωon川】叶itrile m巾n凶Icro印r‘a紅吋di旧oa叫utωog伊ra叩ph抑y より， 主に挺修復古部官て

を 1I仁口=1 5印O mgダjk匂《匂g の割で術後2幻1~29 日かけ投与した 7 羽 維創細IIJ胞泡に取り込まれた物か，一部は間質中に取り込ま

と， 2 1~33 日まで投与した 2 群で，投与則聞に亡神した れた物かのいずれかであることがわかり，投与された

家兎はなかったが，活動性は低下するようである.投与 3H-prolineの舵修復部の取り込みの多少は， 修復部

期間中の体重の変動は， 9日間投与の 7羽では， 2羽を collagen 形成の activityの指標となり得ることがわか
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図 1 股修復時 3H-poline取り込みの変革b.

Days pos(-op 

る.血n修復ffl~の co llagen 形成は， 術後141'111ころより

増加が著明となり，術後70日でもなお， collagenの形成

は継続していることが， :lH-prolineの取り込みよりわか

る. 縫合 lii~ 日H辺組織での 3H-prolin e の取り込みは術後

7 日 ~ 35 11 にかけ増加が強く， 1.附縫介部に比べ早く一定

化していく.手術処置が加わっていない屈筋支帯1mの長

~II 屈筋腿での 3H-proline の増加が， 術後35~42 円 かけ

大きいのは興味深い(図 1).舵筋合音11，1此縫合r:flIJbj辺

組織の collagen形成の時間的なずれを利川]し 血t周組

織に新生された collagenの架1iffi形成を aminoaceto-

nitrileで間二与することにより，鍵修復後の術政li生の獲得

を得られないかと考えて本'k験を行なった.前述の引き

抜き実験の結果でみるように，一応の満足で‘きる結果を

得ることができた このことは舵修復の化学的制御のliJ

能性を示すが，組織学的には著変を認めなかったが，

aminoacetoni tri le投与家兎の活動性の低下は，今後臨

床応用を考[0するときに問題点となろう . さらに alTIl-

noaceton山 ile投与が修復鍵 tensile strength に与える

影響と aminoacetonitrileの有効な投与iE， 投与方法，

投与時Wlの検討が今後必要であると考えている.

質問 岩|土1(名大整形〉

1) 3H-prolineを用いる鍵縫合i'mに お け る collagen

形成をみる実験で，測定に用いられた)院のサンプリング

はどのようにされているか，腿修復の初j切には浸111液も

みられると思うが，

2) Directに 3H-prolineのとりこみだけで collagen

の形成を論ずることは無理のように思う.なぜならば，

3H-prolineの制。乙 また，分解に基づく，低分下 3H_

prolinc含イl物質も存在するであろう . それに浸IU液'1-'

にはI'J溶性の collagen も存在すると思う.

藤)1:(慈忠医大，整形)

1) Aminoacctonitrile を局19iに注入した後 cros-

slinkingを形成する precursOlの成生がどの程度lil[害さ

れたかについての生化学的検討をなされているか?

の iほ近，我々はヒト 'il'および関節軟廿の insoluble

collagenについて cross-linking の分離|寸定を試みてい

るが maturatlOnに伴ってこの crosslinking以外に，

ベプチド鎖 '-I~の lysine と周囲組織中の中性糖との結合

といった他の不溶化のー担をになうと思われる結合の増

加を認めている. したがって癒着を考えるとき，単に

collagenの cross-linkingだけでなく， 上記のような結

合をも同時に考え合わせ検討されるべきと思う.

鴇田(慶大整形〉

滑動性の大小， すなわち癒着の多少と，肢n縫合部の

3H-prolineの取り込みの相問はどうか?

答 光安

岩問先生へ :1) Sampling が燃焼法にて 3H の ac-

tivityを測定した.

2) ご指摘の点問題とはなろうが microradioaulogra-



-
1
1
4
1

コ

phyの所見を参考にすれば，腿修復刻の collagen形成

状況の activityの卜分の指標となり得ると考える.

藤井先生へ:1) 癒着の発生を腿縫合部に生じた

collagenに原因をもとめる考えより，今後，ご質問の不

溶性 collagen， 可溶性 collagen等化学的に分隊してい

くことが必要であると考え，現在検討しつ与あるところ

である. しかし， か与る方法による chemicalconlrol 
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が，臨床的に使用できるか否かのめどには，本実験はな

り得ると考える.

鴇田先生へ :1) Collagen形成状況と癒着の関係は，

今回の方法では，末約引き抜き部で，糸が切れるために

対比できない.取り込みと癒着形成の相聞は，本法では

もとめにくい.

38.屈筋腿損傷の癒行に関する研究

一一(第 1報)in vitroにおける腿の増殖について一一

叶
石井清一 三浪三千男 薄井正道

線田弘敏 岡 岡IJ*

」

目 的

鍵の癒着の問題は手の外科に残された大きな問題の 1

つである.切断艇の修復機序についてのこれまでの基礎

的研究を見ると，艇の周辺組織が主役を演ずるというの

が一般的である しかし腿自身の増殖能力についてはま

だ多くの不明な点を残しているところから，この問題に

検討を加えてみた.

実験材料および方法

iJ!'f卵2日目より瞬化までの鶏)座を災体顕微鋭 Fで音Ij検

し.H.E.および Masson染色で得られた組織像から腿

の分化の過程を観察した.

次いで実体顕微鏡下で腿として採取できる12日目以降

の艇を組織地養して m vllroでの腿の増殖を観察した

組織倍養は無菌的に採取した屈筋艇を Hanks塩類緩衝

液で、数回洗ったのち十分に調11切し，カノレチャー ・チェン

ミースライドの中央に幼若潟の plasmaと chickembryo 

extractで固定した. 次いで'10%牛JUl消添加 YLE組織

培養液を加えて炭酸カ持ス餅卵加で静位培養した.細胞の

増殖は定期的に位ポ|差顕微鏡で観祭したが，必要に応じ

て H.E.それに Masson染色を行ない増殖細胞の性状

と増殖様式を観察した.

結果および考察

鶏佐における鍵の分化は，鶏匪10日日になると指列の

形成を認めるようになるが，この時期にはl陛の存在はま

* S. Ishii (助教授).M. Minami. M. Usui. H. Umeda. 

T.Oka:北海道大学整形外科.

だ不明l阪である.その後. :t行の形成は急速に進行し10日

nには実体顕微鏡下で透明な屈筋l腿を分離することが可

能となる 15日11以降では指の先端をピンセットで末梢

ブJ向に引っぱり DIP関節で離断することによって，深

J行屈筋舵を末節骨に付着したま L完全な形で引き抜くこ

とが可能となる.

腿の分化に伴う組織像の変化についてみると .f行列が

ψjらかになる鶏JJ五10日目では，間集組織の細胞群から特

に細胞成分の畳'点な部分が分離し出~の形成を予測させ

る.15日I1前後では艇の形態は組織学的にも整い，

lenocyleは collagenに凶まれながら線維米を形成し，

個々の線維束が集合して舵を構成する. しかし細胞成分

はまだ豊富で collagenの発達がとぼしいことは附化 4

後日目の腿に五っても同様であり，成鶏の肢~とは趣を異

にしている.

組織i音養では， 一般に情義 2 日 11 より巌~組織からの細

胞の増航が認められ，大主~の fibroblast Iike cellが放線

状に配列して旺厳に増殖する. しかし培養 7日Hになる

と細胞内に空胞が形成され.培養1011日で多くの細胞は

変性を起こして脱落する.この 自broblasllike cellの増

殖能力は附卵日数を経るにつれて衰えてくる傾向を示す

が， 21 R FIの鶏l圧にも旺感な増殖能力の残存が認められ

る.

次いでl踏の分離が確実に可能な17口目鶏阪の鍵をシャ

ーレに固定したのち必要な部位を細切し，腿の各部分か

ら遊出してくる細胞の形態を観察した.この装作にょっ
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図 1
舵組織から遊山してJ曽殖する 3種Uiの培長細胞

て，上記の大型の日broblastlike cellの外に，胞の表層

より遊tHする epitheliallike cell，それにl健の縦割l罰よ

り腿の走行に平行して場殖する小型で、や L円形の 自bro・

blast like cell の増殖パターンが明らかに異なる 3種類

の細胞を観察したことは興味ある事実であった(図 1). 

Epithelial like cellは舵の周辺の細胞と術援な関連性

をもち Masson染色では線維性の部分と epitheliallike 

cellは明らかに異なった組織成分て、あることを示してい

る.艇の組織像との比較によって，この細胞が艇の表)習

に配列している epltcnonあるいは synovialmembrane 

由来であることをうか工わせる.

次いで鍵の線維束をその走行に沿ってさばいて，

collagen v;こ用没している tenocyte を分離して培養する

と， 小型の 日broblastlike ccllが増殖している像を各所

に観察することが可能になる.両端の長い<U'E毛状の突起

は特徴があり. lenocyte由来を示唆している.

以 上の2種類の細胞がいずれも噌殖能力が低いのに反

し，大型で旺盛な増殖を示す 日broblastlike cellは，

tenocyte山来と思われる細胞とは明らかに区別でき，

endotcnonあるいは!館内を錯走している結合繊細胞由来

を疑わせるがまだ断定するまでには宅っていない.しか

し invitroで腿の断端部から遊出してくるこの細胞は

前養 5円日には両院rr端断官sの問岐を完全に埋めて発育

し，胞の癒fTに人ーきな役割を演ずることを示唆してい

る.

結論

著者らは胞の組織f??養を1Jない，艇の周辺組織を除外

した形態での胞の増殖能力を検討した 胤:組織から遊出

し， しかも明らかに一定期時の哨殖を続ける 3種類の細

胞を観察し得た.これらの期"胞が腿の修復時にし、かなる

役割を演ずるかについては今後さらに検討が必要であ

る.

質問 山内(llIfi天大整形)

大変興味ある研究であるが.今後，臨床的意味づけを

行なうのに，どのような方向で研究をす斗められる予定

ヵ、

鳩町(慶大整形〕

私どもも切断服筋艇に，'fil分横切実験で¥光学顕微鏡 F

に観察しp 総着なく!舵修復した場合その主役は cpitenon

と考えているが.1健修復の|欲，切断高{立により修復速度に

差があるように忠われるすなわち vincula，mesotenon 

に近い部位では，早く速い却位ではj!互い 私どもは常に

vincula， mcsotenonに近い部位は修復の主役たる eplte-

nonの層も厚く. blood supply も豊富であるので修復

が早いと考えているが，電顕上，腿表而の徴主fl)構造は，

部位によりちがし、は認められたか?
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39.腿の再生，癒着に関する走査電顕的研究

一 一(第 1報 〕正常腿および切断腿における再生の観察←一一

高杉 仁 井ヒ

ー一寸

「↓
↓J
l可

赤堀 治*

鍵損傷の治療に当つては，なお多くの困雑な問題が残 2号絹糸を用いて doubleright angle 法にて縫合し

されている.その再生についても ，1.陸自身の再生か，周 ギプス固定を行ない，経時的に観察した.

囲組織によるものか，活論を得ていないように思われ 1週間では，縫合糸に析出したフィプリン，赤血球，

る.その解決に当つては，正常腿ばかりでなく，損傷腿 炎症性細胞が沈着しているのが見られる. 2週間では，

の再生 ・滋着についての基礎的研究も必須と考え，我々 縫合糸表面を著しい線維成分に包まれた表層細胞様細胞

はヒト，ニワトリの腿および健作j滑膜表面を走査型電顕

で観察し，その微細構造を検索し，いさ込かの知見を得

たので報告する.

材料として， ヒト，ニワトリの屈筋腿を用い，採取し

た新鮮標本は，まずその表面を生理的食塩水で洗縦し，

グノレターノレアノレデヒド，オスミウム酸で二重固定する.

次いでアセトン脱水，臨界点乾燥法により乾燥資料と

しさらにその表面に薄い蒸着をほどこし検鏡する.

1.正常騰の観察

ニワトリの屈筋腿の滑膜性腿鞘の内層の表面よりの観

察であるが，腿線維の束に沿ってくびれが見られ，表面

に細胞が本規則に並んでいるのが見られる Vinculaの

あたりのものは，肢E鞘の折り返しているのが見られる

腿表面は 7~8μm 径の表層細胞によって被われている.

その細胞成分は低く隆起し細胞聞は陥凹を形成し，術

援しないことが多く，さらにその表面は O.I ~O. 2μm 径

の穆原原線維と思われる繊細な線維の網目に被われてい

る.線維の方向は腿束の方向に対して，平行とかいった

規則性はなく本規則のようである. この鍵表面をヒアノレ

ロニダーゼで洗って見ると，修原!京線維の走るようすが

はっ~りしてくる.

ヒトの鍵表面は，ニワトリの場合と同様で，低い細胞

成分の隆起と繊細な線維の網目に被われているのが見ら

れる.一方，腿鞘滑膜面の外層は，さきの内層の細胞と

形状が少し異なり ，:1;;Ii垂状の細胞性隆起によって被わ

れ，細胞間はより離開し，惨原原線維と思われる線維が

細胞聞を不規則に交叉する.

2 腿の再生の観察

実験 1.成熟メンドリの深駈屈筋腿を切断し，直ちに

寸
」
1
1
|
」

* H. Takasugi， H. Inoue 岡山大学整形外科;O. Ak油 on

岡山済生会病院整形外科 (〒700 岡山市伊福1-17-18).

が被い， 3週間では，再生表層組織が埋没してしまう.

この表層細胞様細胞は，その形状から 五broblastと思わ

れるが，いづれから由来するものかはっきりしていな

い. しかしさきにお自にかけた滑膜性艇輸の表層細胞に

形状が似ている.

実験 2.ニワトリの深祉屈筋艇の表層約1/3を切除し，

その表面の再生修復を経時的に観察した.実験 1と同様

の，線維成分に包まれた表調細胞様細胞が，切除部周辺

から被うことによって再生されている. 3週間もする

と，膜様のものでまったく被いつくされてしまってい

る.脆'中間切除例と保存例の比較を行なったが，表層の所

見に|其lしては，あまり差異はみられなかった.

艇の再生に|対しては，多方面からいろいろと検索され

ており，臆自身よりの再生よりも，腿周閤組織よりの再

生を主とする意見が多いように思われる.我々はヒト，

ニワトリの正常腿の表層構造，ニワトリを用いての腿の

再生 ・修復について，走査型電顕による腿表面の観察結

果を述べたが，再生時出現する 品broblastは，その形状

からして，滑膜性艇I(<fjよりのものではなし、かと考えられ

る.しかし修復に伴う癒着の問題，健と周囲組織の関

係，細胞の由来性，Jfrl行の問題など，なお解決を要する

ものと恩われる. 走資型電顕による艇の観察は，腿の

再生研究の 1つの有用な方法であると思われるので，今

後，騰の内部の観察，光顕所見などをあわせて検討して

ゆくつもりである.

追加 高杉仁

今回は腿鞘滑膜面のみの所見について検索しこれを

発表したもので‘あって， 今後鍵自体の表層構造，内部構

造，損傷部位による差異などについて追求してゆきたい

と思っている.
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40.指屈筋j陛損傷の修復と滑走に関する実験的研究

一 一 (第 2報)滑膜性醐省内における縫合腿の強度 (tensilestrength)の経時的推移一一

山屋彰男 鴇出征夫 矢部 裕*

目 的

我々は第 l報で滑膜性臆革命|付における屈筋腿修復を成

功させるために ， ① atraumatlc な手技，6;肱~納の温

存，③患祉を屈曲し他祉を伸展位とする tensionredu-

cing position 固定が必要であることを強調した.今回，

我々は固定JWIHJ，後療法の決定に重要な縫合院の強度

(lcnsile strenglh)を計測し，その経l時的批診とともに

縫介法， 1陛中rlの処置が腿の癒合の強さに及ぼす影響を観

察する.

実験方法

尖験動物として生後 2~3 ヵ月体重 1. 5~2. 5 kgのブ

ロイラー幼若;:，(}1 80 羽の第 3 Jl，止深ぬ~屈筋腿を使用する.

縫合法は No42直針付ワイヤーを用いる sunnell埋没

法と， 7-0 1111主|付ナイロン糸を用いる doubleright 

angle 法にマットレス縫合を加味した同変法および

pinningすることなく 結節縫合のみ行なう Verdan変法

とする.浅E止J:i!筋l健を切除し深E止屈筋粧を第 2~II:節制帯

性総!靴1'1';J.tで切断し縫合する.

全{YIJに lcnsionreducing position 凶定を 4週間行な

う.各縫合群を腿'Yflilul存群，切除群に分け，その 6群の

tensile strength を6週間にわたり各週ごとに計測する

~IIJ定法はパネ秤りを利用した tensile slrenglh測定装置

を使用し， 1地周囲組織を除き縫合)腿のみとして採取し測

定する.一定速度で増加する水量にて加1m:し腿が完全雌

断した重量を kgで示す

実験成績と考察

図 1aは各縫合法における tensilcstrengthの逐週的

変化を示しているが一般に縫合後 1 ~ 2 週においては平

均して tensilcstrength の増加は少ないが 3週以後著明

な増加をみる.

縫合時 Verdan変法は O.11 kg， double right angle 

変法は 0.75kg， sunnell埋没法は 1.35 kgの tensile

strengthを示す Verdan変法における tensiIc strength 

は以後逐週的に増加lし3週で他の 2jf下より強くなる.

* A. Yamaya， M. Tokita:度応義砲大学整形外科;Y

Yabe (教授〉才"片屋保健衛生大学!i'i形外科

kg 

7 

6 

一一一 BunneIlJ".没法

ー--Verdan変iJ、

。
。

。

一一一一一」I 2 3 4 5 6 jl!i 

図 1.縫介法 ・Gap症例と TensileStrength 

の関係.

Bunnell 埋没法は 1週後に 1.2 kg低下し， 以後 3週ま

で徐々に増加し 6週で Verdan変法と等しくなる.

Double right angle変法に前2者の中間的t-w移を 示

す.なお，いずれも 3 ~ 4 週でほ工体重をうわまわる

tensile strenglhを得る.凶 2aは V白・dan変法術後 2

週の組織(象であるが epitenonより肉芽の侵入がみられ，

新生 collagen とl腿束との聞に一部結合を認める.図 2b

は BunnellJ型没法術後 2週である.EpitenonのJJ巴j享と，

l従縫合全域内の腿束に程度の変性をみる. 1腿接合部の肉

芽組織は前者よりなお幼若の感がある.図 2cは Verdan

変法術後 3週であるが癒着も少なく tensilestrengthは

3.2 kgと強い.図 2dは Bunnell埋没法術後 3週で縫

合域，特に血f切離部と両縫合端に著明なJJ巴厚， 癒着と肉

芽の形成をみる.肉|眼的にも腿の変性を思わせる所見で

ある.この tensilestrenglhは 2.2kgと前者より弱い.

なお， か Lる Bunnell埋没法においてはdllJ定時， かな

らずしも切離部で雌断するとはかぎらず縫合部末梢端 ワ

イヤーのむすび目のある部位で離断する症例が多い.
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図 2.

図 3.
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Bunnell埋没法では変性腿組織の置換と広範聞な修復

を要するので新生舵組織の成熟度が遅れるものと考えら

れる.腿鞘の有無と tensilestrengthの関係は各縫合法

における鍵鞠温存，切除聞に有意の差はみられない.

癒着の程度と tensilestrength の関係を術後 3~ 4 過

において観察する.癒着程度例 22例中 tensilestrength 

がその各過における平均より弱L、ものが8例，強いもの

が14例で，ーブJ.癒着高度例19例では tensilestrength 

が平均より~~~、ものが 15 例，強いものが 4 例となる.

一般に癒着が高度であるほど tensiles trengthが弱く

なる.離開せずに tendoncallusで、連続を保っている gap

形成例の tensilestrengthと各縫合別の tensilestrength 

を比較すると図 1bのようになる.すなわち黒点で示し

た 8例の gap形成例についてみると術後 2週では有志

の差はないが. 3週以後では明らかにほnsilestrength 

は弱く. gap のない症例と比べて 1 ~2 週の遅れをみ

る 図 2eは doubleright angle変法術後 3週における

gap形成例の組織像である。 Gap中央部における tendon

callusの幅は細く細くかっ線維成分にとぼしく両端部に

比して未熟である.当然 tensilestrength も母唱し、ものと

想像される.

図 3aは doubleright angle変法術後 5週例で後療法

開始後 1週であるが癒着の剥離を思わせる小出胞を認

め. ten剖 lestrengthは 6kgである. 図 3bは Verdan

変法術後 5週後療法開始後 1週の組織像であるが血Hflと

の癒着の長IJ離を恩わせる所見がみられる. 図3cは Bu-

nnell 埋没法術後 6週後，療法開始後 2週の肉眼的所見

であるが，薄く透明な再生 mesotenonを認める 図 3d

は Verdan 変法後 6週，後療法開始2週であり 明らか

に艇の滑走を示唆する再生 mesotenonを認める 以上

の所見を総合して atraumaticな手技と tensionred u-

cing position回定，腿靴のf品存により， 癒着.gap形

成が少なく tensiles trength は早期に強化される 3~

4週から開始される慎重な後療法により縫合部は離断す

ることなく，癒着のみとれ滑走をもっ胞の修復が可能と

なる.

質問 山内 CJI頂天大整形〕

1) 今後の)総縫合はどうあるべきと考えられるか.

2) 先生方の tensionrelieving position を臨床的に

やられたか.その成絞は.

答山屋

Tensile strengthについて 3縫合法中一番 trauma-

tlCと考えられる BunnellJi~没法では 1 週目低下をみて

おり，ご質問のように腿に対して縫合法がより trauma-

trcであればあるほど tensilestrength の低下も大きく

上昇も少ないと考える.

T.R.P. 固定について 臨床応用例が少なく今後症例

をかさねたく思う.母f行を除く.f也指に対しては gapfo-

rmationを防止する有効な固定法と考えている. しか

し示指に関しては解剖学的に筋肢で分断tしている症例

もあるため健仰!で確認のうえ同固定を行なうべきであ

る.後療法の開始も T.R.P.での passiveAexion はl腿

接合部の離聞の危険も少なく earlymotionがI可能であ

り，総着の少ない腿の修復が期待し得るのではなかろう

台、

矢部

Te白ns引ionredu山c口mgpos幻ition図定による nOman'、s1凶a剖n、
内指屈筋筋e腿断裂の p仰E口lma町rys制utωur陀e 臨床例は 6{:伊例折列lで，未

だ発表の段階ではないが. microsugical techniqueによ

り，まったく 花常の運動域を得ている case もある.さ

らに浜必の河野名芥教授の suggestlOnにもより， 小児

では，まったく縫合することなく .tension reducing 

pontlonのみで癒合可能となるものもあると考える.

追加 渡辺(新潟大整形)

小児例の母折の屈筋腿断裂で，特別の!肢位を保持しな

くて正常に近い原rll1の可能になった例を経験している.
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41. Rodにより形成された Pseudosheathとその中に移

植された腿の血行についての実験的研究

吉津孝衛 田島達也*
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非理想的な条件における noman 's land 領域内の遊

離腿移植術後できるだけ癒着障害を回避しその成績を向

の liningcellとその周囲に粗結合織の形成が認められ，

本質的には同じで、あった.Hydron例では 2週目にすで

上するため1936年 Leo Mayer は先ず celloidin tube に 1~2 層の lini ng cellが認められ，その周聞は siliconc

を埋没しその周囲にできる滑膜様組織 "pseudosheath" 例おけるよりもさらに粗な結合織となっていた.なお，

内に遊離脱を移植する方法を試みた. 1959年 R.E.Car- lining cellとその周囲の結合織が分離している所見が多

rollが Siliconerodを使用して以来この方法に対する くこれは組織の増殖が弱くより正常な synovialmemb-

関心は非常に高まり臨床報告も少なくない. しかし raneに近い構造をよ忌していると推定される(図 1). 

1) このようにしてできる “poendosheath'，は形態 この結果から現在 Dacronで補強した Hydronrod 

的さらに機能的に正常滑膜とどの様な相違点があるの を作成し同様の実験を行なっている

か. 実験 2

2) Pseudosheath内に移植された腿が surviveする サノレの前肢のn.N 指において屈筋鍵，腿愉除去後に

ためには血行路としての mesotenon ないしは vincula Silicone rodを implantして pseudosheath の形成を

の形成が必要と考えられるがはたしてそれが形成される はかり. 3週間後 rodの遠位および近位端レベノレすなわ

→ のか. ち指尖部および前腕遠位部に小切聞を加え Siliconerod 

一→ 3) Pseudosheath の構造は永続的に保たれるのか

等の基本的な問題が解明されねばならない.我々はこれ

らの問題の解明のため次のような実験的研究を行なっ

た

実験 1

アメリ カ等ですでに臨床的に用いられている Silicone

rod とチ ェコで開発され生体にきわめて inertであるこ

とから医学商への応用がアメリカで研究されている

Hydron-rod を用いこれらをウサギの}Ju壁に担II没し

2，4，6，8，10週後形成される pseudosheathの性質を肉

眼的ならびに組織学的に観察した.

結 果

肉眼的にはし、ずれの週のものも rodを包むように柔ら

かな結合織映が形成されており ，中に液の貯;留は認めな

い.この pseudosheathは rodの周閣を smooth に動

かすことができ.Hydron例のほうがこれらの傾向がよ

り顕著であった 2週目の silicone例では組織学的に

は.rodに接する内膜面にはっきりした liningcellが

認められず，その周囲に形成されている結合織内には軽

い細胞浸仰が認められる. 4 週日以降の例では 1 ~ 4 府

キ T.Yoshitsu. T. Tajima (教授) 新潟大学整形外科

除去と同時に 8cm の長さの遊離 palmarisJongus，また

は sublimisを移徹した.その後遊離舵移値後 3，5， 7， 9 

週目に血管の走行を明瞭にするため siliconerubber 

compoundを注入し移値艇と pseudopheathをー塊の標

本として嫡附して検討した.

結果

腿移舶の際 rod)司聞に形成される pseudosheath は

厚さ 1~2 mm の柔らかな半透明様結合織で. rod との

聞に円滑な glidingが認められわずかな黄色調の液も

認められた. 組織学的には一層の liningcellとその周

囲に比較的厚い結合織形成が認められる. 1健移植後の

自動可動域は DIP~j節を除き PIP， MP関節共に 2週

間目すでに fullrangeであった. 次に術後いずれの週

の標本でも pseudosphcathを聞くと鍵の光沢は正常で

完全な survivalを示していた 掌側では pseudosheath

と癒着なく深府すなわち背側に pseudosheathに移行す

る薄い結合織膜を認める.その形態からこれは再生した

mesotenonと考えられた (図2). さらに周囲組織は非

常に looseなためl健を強く学側に引きあげると pseudo-

sheathも容易に中央部に寄り “再生 mesotenon" に続

く膜としてもちあげられた.この“再生 mesotenon'，は

経過とともに長くなり 4週日は正常の vinculalongaと
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a. Silicone:{711:2週目.

、

a 

...... e 

‘a・. -

b. Hydron例 2週目

• 

下一 咽一
l品、.'‘・4 h -

、.

ιSilicone 例4週目 d. Hydron例8週目 .

図 1.

図 2
掌側では pseudosheath と癒着はなく ，深層すなわち
背側に pseudosheath に移行する薄い結合議朕 "me

sotenon.like structure"の形成を認める

同じく 約 1cmの幅を示 した. “Pseudoshea th" および

“再生 m田 otenon" に認められる血管は. pseudosheath 

内では“再生 mesotenon'，の基部より transverse に走

り互に branchを出し netsを形成している.“再生

mesotenon"中では verticalに走り移植艇に達してい

る. 2週日の標本で“再生 mesotenon'，中の血行はすで

に血管の符;な部と釈な部に区別され，経過とともにこの

傾向はより明らかとなり ，密な部分は正常の vinculaと

同機に基節'行中央部に限局している傾向にある.組織学

的には遊離脱移植後採取したいずれの標本でも“pseu-

dosheath"から“再生 mesotenon'，への lningcellの

移行が認められる. 3週間目の固定除去後直例では“再

生 mesotenon" は厚く短いが 5週目すでに周囲の組織

は非常に loose となり “再生 mesotenon'，基部の結合

織は蛇行し十分な蝉力性を恩わせさらに “再生 meso-

tenon" もその長さを増し正常の m白 otenon~，こ類似して

くる(図 3). 

考案ならびに結論

1) Pseudosheath内壁の liningcellは Silicone例，

Hydron 例ともに正常の synovialmembrane と非常に
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b. Pseudosheathから再生 m田 otenonへの liningcell 

の移行が認られる.

再鍵

. ， 

• 

B. 3週目の固定除去直後例

J 、、
町-a・

〆〆J

d 再生 m田otenonも，その長さを婚し，正常の
m田otenonに類似してくる.

C. 5週目.

Potenza の説と共通な点があるしTこほうがよいとし、う

ものと思われ興味深い.

3. 

質問 川田 (慈恵医大整形)

私どもも Silasticrodを使用しての 2stage の ope-

rationを行ない， いわゆる挺鞘様組織の血行状態を

Micropaqueによる microangiographyにより検索して

いるが，造影はなかなかむずかしいものと思われる.

さらに術後，組織の浮腫等のある場合，それより末梢

に造影剤ははいりにくいと思われるが，その場合考慮す

べき点があったら，おしえていた Xきたい

切断肢に compound を注入しておられるようである

が， Heparinで潅流しておられるのか.

注入の圧，速度，温度の条件は?

動脈よりの注入で静脈への帰りの考慮はつ

発 言 A.J. Swanson (U .S.A.) 

Silicone rodは条件の惑い指には，良い方法である.

4ヵ月ぐらいのちに艇を入れ換えるが， rodの末梢の骨

の接合に問題があり Hunterのやっているような方法

ょくにており Hydron例はその傾向がより顕著で、ある

ように思われる.

2) Conwayのいうように pseudosheath内の移慌舵

には“mesotenon-likestructure" が形成され pseudo-

sheathからこの“再生 mesotenon"への liningcell 

の移行が認められる.この“再生 mesotenon"は最初は

厚く短いが経過とともに正常の vinculaに近い構造を呈

してくるものと思われる.

3) 実験期間が約 3ヵ月という短い期間であるため

“pseudosheath"および“再生 nleSOlonon'，は長期間例

ではどう変化するのか実証はしてないが，臨床的にうま

くいっていることから腿の glidingが保たれている限り

これらの構造は永続しているものと推定される.

4) この techniqueは lessthan idealな症例に対し

て有効である.すなわち 1st stageにおいて synovial

membraneに似た pseudosheathをつくり， 2ndstage 

において増殖結合織である.Pseudospheathを intact

のま L最少限の侵襲で遊離臆移植術を行ない得ることで

ある.これは，遊雄腿移植術の際鍵B簡はできるだけ温存

図

一

→ 

こ
「
E
二
一
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が良いと思う.

答 吉津

2) Microfil を入れると fingr tipの skin が pink

colorとなってくることをより大体めやすをつけている

1) 我々は Siliconerubber compound (mic印刷〕を

入れている.これだとかなり末梢の細い血管にまではい

っているものとおもわれる.

3) Perfusion後動脈より入れている

4) Veinのほうへの mlcro日lの infiltrateのについ

ては特別考慮はしていない

42.指屈筋!腿再建における虫様筋および Pulleyの

役割lに関する実験的研究

上 -H 康夫 小 l京安喜子*

手の屈筋腿損傷特に noman's land における原筋股 実験標本・過去 5年間に恕性j盛揚または外傷によって

再建術において 1 次的厳~縫合でも， 2次的な腿移植術を 切断された本の上肢をflh、た.

行なった場合にで‘も正常な析の屈曲運動を持び1"1復する 't験))法 :手の仰木を尖験台に|判定し，手術l時と同じ

ことはなかなか困難である.正常な指屈曲運動の|可復を 皮切jで指屈筋腿j，虫様筋 Pulley を麗山し， 近位手ザ:

IlIlむ主な因子として第 lには修復した屈筋腿!とj巧IJll組織 の広Ii守 ， 手当主血~膜は切除した.繊手仮初帯は甑存し，そ

との癒着，第 2 には屈筋版t~，こ 11付随した組織損傷に基づ く れよりも中幅にすべての指屈筋艇に絹糸を掛け，その糸

機能障害を考える必要があるー の他端は滑I!iに通したのち鐙りにむすびつけた.錘りの

屈筋腿に付随した組織 Iflfまを 50gから 1kgまで変化させ，それぞれの重量に

たとえば虫様筋や鍵鞘のJH俗が指の屈曲運動を制限す 対する指関節の}ffilll!角を計測した

ることは経験的に知られてし、る.しかしどの組織がど 実験結果:虫係筋ならびに pulley を正常な状態に溢

れほど損傷されるとどれほどの屈曲障害が起こるかは明 イーしたま与で深指1i.TI筋腿を牽引するとそれぞれの指によ

確にわかっていない.今回の実験は虫様筋および腿鞘の って数値の偏差は多少あるが，指関節の屈Illj角は類似し

損傷が指の屈iJu運動にどれほど影争中を与えるかを調査す た屈曲傾向を示す.すなわち 50gの牽引では PIPおよ

る目的で行なわれた び DIP関節は屈曲を開始するが， MP関節は屈llilを始

二ココ師三oIloog 200g 300g 400g 500g 

6Eー--， 111 6;_寸 112 67 ___ 寸 112 67 __  寸 112 68 ___ 寸 112

76 76 --ーーーーー..J60 ー回目ーーーーーーー..J81 -ーーーーーーー_J 62 

600g 700g 800g 900g IOOOg 

図 1.指関節基準屈曲角.

ホ Y.Ueba， A. Ohara:京都大学撃形外科
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fz:7:1:2;: 
without lumbricalis with shortened lumbricalis profundu5 I cm 

(700 g) elongated 

profundus 2 cm 

elongated 

(SOOg) 68 ~ 112 

-ーー一ー一ーーー-'82 

5 tandard 

In ma則 mumfle則 on
83 114 

71 __..-1 107 _ーー...， 108 67 ___， 

一一一ーーー一ー...J87 ---一一I 73 一一一一一-'82 

wはhout without 

middle pul¥ey 

図 2 単一組織の損傷における指岡山角.

without 

distal pulley 

大の屈曲角を示す.示指，中指，J3詩指聞に

は多少の差異はあるにしても，同じ指での

相互間にみられる差異とほとんど同程度の

もので、あった.しかし小指においてはや L

'/1;なる屈曲角が認められた. それゆえ，

ノJと・中 .)3[1指をすべて同ーの指として取 り

扱い，関節J句縮があった 1本の));1指を除く

5子14指の関節屈曲角平均値を“深J行屈筋

)腿牽引による指関節基準屈曲角H と名づけ

た(図 1).この基準屈曲角を基本とし，種

々の条件下での指関節屈曲角の変化をしら

べて比較検討した

指の中の pulley は便宜上 3つに分け

た.すなわち基節近位 1/2部にてるものを

proximal pulley 基節遠位 1/2部にある も

のを middlepulley中節 にある もの を

distal pulleyと便宜上呼ぶ.

1個だけ pulley が欠除しているときに

は指全体の屈曲度はよく保たれている.特

に distalpulleyが欠除していても指の屈

11.11角はほとんどかわらない middlepulley 

が欠除しているときにはMP関節の屈曲度

は少し減少する.この傾向 は Proximal

pulleyの欠除が加わるといっそう明僚に

なる.Proximal pulleyが欠除していてもmiddlcpulley 

が存在していれば指全体の屈曲度はほとんど障害されて

いない.もし指関節の屈曲角変化を無視して指先から手

pro則 malpulley 

s8 ___.. 112 

-ーーーーーーーー-'82 

.ta相 dardpattern in m・xiffiumflexion 

二ブJ
thout lumbricalis 

一_..， 113 
63'-- ， 

一一一一一一一一_J80 

、、 30
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曲目-戸司ーーーーー177 J: 
profundus I cm・longated

profundu5 + proxImal pultey (+) + with shortened 

I cm elongated middle (ー) lumbricalis 

distal (ー)

図 3 種々 な条件下における折原 r~1角.

めない lOOgの牽引によって初めて MP凶節は屈IJUし

始める. その後牽引の重さを増すに従がって MP，PIP 

DIP関節のいづれもが屈曲度を増し， 1，OOOgでほ工最
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掌までの距離のみを論じるならば.指の屈曲はまったく

正常であるように見える.

虫様筋を切除すると MP関節の屈曲度は減少するが

PIPおよび DIP関節の屈曲はほ工正常であるから，:tii

全体の屈曲運動はあまり強く制限されていない.

手掌より浅指屈筋旋を切除すると，虫様筋は以前より

もさらに弛緩する.その弛みは 2.5cmにも達する.弛

緩した虫様筋を短縮すると ，深指屈筋腿を牽引した場合

に PIP関節および DI 関節の屈曲度は著しく減少し

指全体としての屈曲運動は非常に制限される. そして

700gの牽引を加えるとほ父最大の屈曲値を示す. それ

以上の牽引をかけると， 3例中 1指で虫様筋の断裂が起

こった.

も著しく制限されるのは虫様筋の短縮， pulleyの欠除お

よひ.深指屈筋艇の延長が重複した場合で、ある.この 3つ

の条件が重った場合には. MP関節の屈曲度が少なくな

ると同時に PIPおよび DIP 関節の屈山運動が強く障

害される(図 3). 

結 語

指の屈llij運動の障害は指屈筋舵の癒着がまったくなく

ても，組織損傷に基づく 解剖l学的な変化のみによって惹

起されることがこの実験によってわかる. しかも 1つだ

けの組織損傷では指屈曲運動の障害も比較的軽度である

が，し、くつかの組織損傷が重複した場合には指屈的運動

の強い障害が発現することがわかった.

深指屈筋艇を虫様筋の起始部より distalで 1cmだ 質問 山内 (JI頂天大整形〕

け延長した場合には指の屈曲運動はほとんど障害されな り 2年前のご発表の結論との関係はどうか.

い.しかし 2cm延長すると MP，PIPおよび DIP 2) 実験で，虫様筋を引っぱらず passiveなものと

関節のいづれにおいても屈曲度の減少が見られる. 3指 して，深指屈筋鍵のみ引くとしづ設定に無理はないか.

中l指においては800gで，他の 1指では500gの牽引で 答 上羽(京大整形)

虫様筋の断裂が起こった(図 2). 虫様筋の切除によっては MP関節の屈曲度は減少す

組織の障害が重複した場合，たとえば虫様筋切除と るが， PIP， DIP jointはよく屈曲するので折全体の屈

pulleyの部分欠除とが合併ーした場合とか虫係筋短縮と IllJ度はあまり悪くない.しかし虫様筋が短縮された場

pulleyの欠除とかが合併した場合にはいづれもかなりの 合には PIP，DIP関節の屈1111度は少なくなり指全体と

指屈曲運動の制限をきたす.しかし指の屈曲運動が最 しては屈曲は非常に恵、くなる.

43.子根部での外傷による総指伸筋腿皮下断裂

伊藤祥弘 鈴木勝己 高橋定雄

岩谷力陳 信成*

従来， EPLの皮下断裂や Malletfingerはたまたま

遭遇するし報告も数多く見られる.しかしリウマチ

や骨折に起因する断裂を除くと，外傷による総指伸筋艇

の皮下断裂は報告例が少ない.

今回，我々は右手背の腫癒形成ないしは，指伸展不能

を主訴として来院した症例を検討したので，その原因，

治療法，職業との関連性および成績について報告する.

昭40年から 7年間の，手の仲筋腿損傷は Malletfinger 

を除き約 110例で，そのうち皮下断裂は入院治療した 3

例と道院治療した 1例，計 4例と少数てあった.

* M. Ito， K. Suzuki， S. Takめashi，T. Iwaya， S. Chin 

関東労災病院整形外科(干211)11崎市木月住吉町).

症例は表 1のごとくで，すべて陳旧性で，初診医では

見逃されている.

症例 2，3，4は，はっきりした外傷を受けた後に発生し

ているが，興味を引くのは症例 lで，患者は，手関節を

中間位に保持し，常に総指イ中筋鍵を緊張させた状態で，

重さ 3~4 kg の塗料入り容器をもち， 1日約 5時間の吹

っけ作業を行なってきている.

症例 1.昭44.3年月ごろ(経験 5年目〉より，右手関

節背側に痛みが出現し，仕事を続けていたが47年 2月ご

ろ，右手背部に腫)民運動痛があり，莱医で tendo-

vaginitisの診断のもとに加療を受けていたが， 10日後，

手関節の学背屈不能となり，同年 3月31日，来院.右手
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¥とと1
1. T. T 4. H. Y 

年令性 29才 8

職 塗ソウ エ種

2. S. G 

20才 8

建設技師

44才 8

機 械 工

27 王1三

3. K. T 

ゴム工場工員

一一一一…

8 年

| 右

E 完全断裂
E 

J 不全断裂

左

1I.不全断裂

2 年 35 年

右 右

裂断全不W
且
》

{
v
v

原因

治療までの期間

治 療

不 詳 | 鉄板山さまる

1 3 年 L 竺 L
1:産自除他、クリ， I 腿移行術

18 日

表 2.治療後の成績.

症例
T. T H. Y 

.............._， 

可動域 可 不可 可 良

ilJj 力 可 不可 百I 良

握 カ 可 可 可 百J

タッピソグ 良 良 良 良

自覚症状 不可 不可 良 良

自発痛 C+)~Cー) . Cー〉 (ー〉 (一〉

運動痛 (一〉 〈ー〕C+)~Cー) : Cー〉
圧痛 (一〉 (ー〉

Bow string C+) C+) (ー〉 (ー〉

消l 定 不可 不可 可 良

背部に，ニ速球状の腰痛があり， EDC II ~ V， proprius 

1I， Vともに筋力 4程度で EDCの不全皮下断裂の診断

にて入院.

諸検査の結果，全身状態に異常なく， 4月17日手術施

行.

友商より触れた腫癌は，lig. carpi dorsaleの遠位部に

おける EDC を中心とした滑膜性増殖によるもので，

EDC IIは約 8cmの長さの索状物で連絡され. EDC 

nr， N， Vは一部分がさ Lくれだっており， lig. carpi 

dorsaleとの機械的摩擦を思わせた.なお propriusは

正常であった. EDC nを ELPと端側縫合し， EDC][， 

N，Vはささくれた部分を滑らかにし lig.carpi dorsale 

を閥 5mmほど残して. z状延長を行ない Pulleyと

して残した.

病理組織所見では，艇は少なくとも組織学的には病変

ゴムローラ tこよる ボール盤による

1 ヵ月

腿移行術 保存的

表 3 患者による評価.

T. T 1 s. G K. T H. Y 

職極変11:':無 無 無 無

仕事盈半減 |操作にぶレ

満足

Bow-stl'ing 
蜜力低下

Bow-string I 

なく， synovial suface では血管の拡張があり，紋毛は，

fibrousに肥厚し，血管の発育が良い，炎症所見はみら

れなかった.おそらく反復する外力によって生じたもの

と思われる.

治療後の成績:ぷ2のごとくで，あまり成績は良くな

し、

患者による評価:表 3のごとくで，満足度の点では，

手術例3例とも不満を訴えている.握力低下， bow-string 

伸展時の愁訴が主な理性|である.

考察

庖筋腿に比して，仲筋腿裂はその解剖jの特性から比較

的良好な結果が得られるとの報告があるが cleancut 

に近い伸筋腿断裂に比べて，手根部での外傷あるいは過

労に基づくと思われる症例では，以外に腿自体の蛇滅も

広範囲であり，また臆の変性を伴っている場合があり，

加えて lig.carpi dorsale の問題を考えると， 必ずしも
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良い結果が得られるとは思われない.

さらに多数指損傷の場合は，挫滅の程度にもよるが，

条件はさらに悪くなると考えられる.我々の手術症例

職業上の特殊性に起因するものか，今後検討を加えた

L、.

は，すべて多数指損傷であり，症例 2では FCUを症例 質問 江川(阪大整形)

3では ECRLを力源として用いているが，筋力のノミラ 私たちも昭44年の本学会に皮下断裂の症例について述

ンス，胞の滑動範聞の問題および分離運動の点で欠点が へた.初療の他医において見のがされて修復手術が遅れ

あり ，力源の選択は必ずしも容易ではないと思われる. ることは演者の症例と同じである.これに関連して他動

Lig. carpi dorsaleが損傷されている場合は bow-string 的仲展性が低下して力源筋として用られなくなり移行術

の発生を余儀なくされ，治療成績を悪くしている. に迫られることになる.演者が移行術を行なわれた理由

症例 1では，同業者にも，手関節部の痛みおよび頚， としてこのような仲張性を検じて，それに基づいて手術

腕の症状を訴えるものが多く，予防的意味からも，今後 方針を決定しておられるかをおたす・ねする.

調査検討を加えたい.症例 2，3，4が，アクシデントによ 渡辺(新llJ大整形)

るものと思われるが，安全対策が不備な点もあり，発生 演者は， tendon transfclを行なっておられるが free

を予防するための働きかけが必要のようである tendonbridge graftでなく tendontransferを用いら

まと め れるのはなにか理由があろうか.

1) 手根部での外傷による EDCの皮 F断裂 4例jを報 答 伊藤〔関東労災整形)

告した. 江川先生へ:我々の手術例は多数指損傷で， tendon-

2) 単指損傷の場合は， 比較的成績が良いが，多数指 transfer したもののみで， 単指損傷における端 々縫合

損傷の皮下断裂では，変性の程度，手術力法，力源の選 の経験はない.

択 Pulleyの問題で，必ずしも治療成績がよいとはい 渡辺先生へ Tendontransfer の優秀性をいっている

いがたい. だけではなし多数指損傷の場合は当然利用するべきブJ

3) 症例 1の塗装工の場合，同業者の中で手|共l節背側 法だが，単指損傷の場合には EIPの transferとか

の痛みや，頚，腕に症状を有しているものが多く，その tendon graftも当然、考慮されると思う.

44.長母指屈筋腿断裂に対する筋)健移行部剥離による

腿前進術の経験

畑'1' 生稔、 森本良伶 湯浅美仁 正木良策

古川泰生 原 学 中野 謙 吾 本

長母指屈筋艇は，手関節(ftI以遠を滑!良性!腿革f'jに被わ

れ，基節骨部に初得性腿粕が存在しており， 2個の屈筋

縫が走行する他の四指とはその解剖学的構造を若干奥に

している

このため長母指屈筋腿の断裂に対しては，たとえ 2次

的修復であっても，すべてのレベノレて、端々縫合で十分で

あるとする見解や，損傷部位に応じて単純な!健前進術や

* S. Hatanaka， R. Morimoto， Y. Yuasa， R. Masaki， Y. 

Yoshikawa:三重県立大学塩浜病院整形外科 M.Hara 

桑名市民病院整形外科(干511桑名市大字北別所字福地
435); K. Nakano (教授〕 兵庫医科大学整形外科.

健延長術，あるいは遊離腿移植術等が行なわれるべきで

あるとする考えが存在している

しかしたとえ新鮮例であっても，損傷{ftl位やその程

度によっては，端々直接縫合例の成績は必ずしも良好と

はいえない.たまたま母指 IP関節の運動制限が他の指

の指節間関節のそれに比して日常生活上余り支障をきた

さないため，一見術後成績が良好であるとみなされがち

な一面があるように思われる.実際は IP関節可動域に

相当な制限を残すものが多く ，陳旧例においては当然こ

の傾向は強くなっている.
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図 1 手術方法を示す.

a.伸展位

b.屈曲位.

図 2.症例 4.術後.
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このような点から，長母指屈筋が半羽状

筋でその筋鍵移行部が長いという解剖l学的

特長を利用して，この部で厳~を末梢にずら

す形の腿前進術も行なわれており ，すでに

第 1回手の外科学会のシンポジウムで，津

下によりその 1例が報告されている.最近

我々の経験したこのような手術症例を以下

に報告しつ_I.，若干の考察を加えてみたい

(図 1). 

症例供覧

症例1は54才女子で，イJ母指基節骨部近

{立端をカラスで切離したもので，受傷後約

1ヵ月で手術を行なった.母指外側皮切で

断端末fl'1側を確認した後，前腕部で長母指

l前筋を露出し，その筋腿移行部をいったん

5{;!]離した後， 約 3cm末柏、にずらして再縫

介を行ない，中手省部に存在した断端中枢

{W]を引き11¥して末節骨に固定した.術後 3年の現在日常

生許可に特に支障なく経過している.しかしこの症例の場

介手術jll与の IP]対節屈|由度合の調節が強すぎたことや，

li削除却の予術創lに絵、着障害を残したため，その仲展が不

|ー分である. また， lP関節他動屈曲に対する自動原IJll

1交の比率は65%で，術後成績は不満足といわざるを得な

症例4は19.-]-.y.・ fで，占て母指基節'，rj'I=lljc泌をガラスで

切縦したものであり ，受傷後 1ヵ月半で手術を uなっ

た.同様な方法で筋腿移行部を約 3cm末村jに移動さ

せ，断端中枢側を末節骨に固定した 術後 5年の現在，

IP 関節の{111肢は舵側とほ工同程度に可能である.その

屈曲も良好で，他動屈曲度に対する自動屈l山!支の割合は

80%で，満足すべき結果を示している(図 2). 

京fyU5は33才男子で，左近位手学皮!内線の領域を電気

似てむi傷したものであり，受傷後5ヵ月で手術を行なっ

た.t折端末村j側は籾'jil-性舵中rlの中枢側に位置し，その近

{立端は手線管内に均1没して著しく短縮していた.前腕筋

量~修行部で約 5cm!雌を前進させ， 母指の屈伸によって

縫介郎が制術性l泌物と手根管内にはいらないよう調節し

つ_I.，'1'予竹部での端々縫合を行なった.術後 1年の現

布母指 IP1刻節の仲}畏はほ工良好であり ，その屈rlllもま

た良好で他動屈曲度に対する自動屈rUl度の需IJ合は85%を

ノJ'している(図 3). 

考察

第 l中手骨部遠位端から基節中央部に至る領域で，ほ

ぼ鋭利な切創によって生じた長母指屈筋)腿裂陳旧例に対
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a.仲良位 b 屈曲位

図 3 症例 5. 術後.

して行なわれた，筋腿移行部における舵前方移動の成績

はほ工満足し得るものである.成績判定は術後 1年以上

5年までの経過で，Boyesの判定法に従い，その75%以

上を優とした.同様な損傷例である症例 2， 3も優では

あったが，すべて 80%以下で‘あって80%以上の IP関節

可動性を得るのは，かなり困難な印象を受ける.

一方，上記のごと き症例には直接端々縫介で十分であ

るとする見解も強いようである.しかし供覧した症例

とほ X同じレベルで，同様な損傷程度の陳旧例に直接端

末節骨に至る長い移植騰を使用した場合の成績が，手掌

部から末節骨に至るより短い艇を移植した症例に比し

て，より優秀な成績を示したと述べている点である.こ

のことは，筋腿移行部での腿前進術の成績が良好なこと

とよく符合するものと考えられる.

この子術は， 前腕部での簡単な操作で通常 5cmまで

確実な胞の前方移動が得られ，癒着障害も少なく，した

がってほ指の伸展制限も比較的軽度である利点をもって

いる.しかし，術中の IP関節屈曲位の調節が，柔軟な

筋肉と一定の硬さをもった血~との間で行なわれるため，

不確実になりやすく，えてして屈曲が弱くなりがちであ

り，この点仲良jl;UI製が少ないという利点と裏腹の関係を

なす場合がある.また症例1111こ見られたごとく，前腕部

に癒着障害を生じたり，ピンチ力が弱まったり，ときに

正中神経障害に基づく一過性の知覧障害をきたすことも

あるので，注意する必要がある.

長母指屈筋腿裂の再建には，もとより損傷部位やJ員傷

程度，あるいはまた年令，職業等によって適格な治療法

を考慮すべきであるが，本法は中手'11"速位端から基節骨

音11に至る領域での損傷例，特にその陳旧例には有用な方

法である.また通常遊離腿移植が適応とされる中手'自部

の損傷例でも，症例 5のごとき応用も時には成し得るも

のと考える次第である.

々縫合を施した場合の成績は，我々の場合，同じ判定法 質問 渡辺(新潟大整形)

でし、ずれも60%以下である.た父山根らも指摘するごと 1) 腿前進術を行ない得るのは 5cmが限度でそれ以

く，ピンチ力もあり ，通常の日常生活には支障はない 仁は行なえないものか.

が， IP I'TJ節のイ111展障害を訴えるものが多くみられた 2) 母指以外の折の屈筋!陀に対する本手術の適用に関

すなわち日常生活上さしたる不便がないということと， する見解はつ

IP関節の可動性が良好であるということとは必ずしも 答 畑中

一致しない点が，長母指屈筋腿裂の機能再建においては 1) 5 cm までの延長は可能であるが， それ以上は筋

留意すべき特徴てあろうと思われる. 線維から鍵への力の伝達が弱まることが考えられるの

Boyesは，遊離脱移植を行なった症例で IP関節可動 で，5cm までにと工めたいと思う.

性が80%以上を示したものは，症例の35%であるとして の他の屈筋艇では，筋腿移行部の解剖j学的構造が異

いる.この論文において注目すべきは，筋腿移行部から なるので，困難かと思う.
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45.小児における指屈筋腿修復の経験

藤田 晋也 同 一郎 清水元雄 牧野睦夫キ

小児の指屈筋j健損傷は，我々の指屈筋腿損傷経験例全

体からみて決して少ないものではない.小児の受傷原因

として，コップ，牛乳瓶，せと物などによる切創が大部

分であるが，鋭利な刃物によるものも少数ある.時には

皮l留の切創が小さくて医療を受けずに創が治癒したり，

子供ながら隣接する指で損傷指に重ねて他動的に屈曲さ

せたりする知慧を持っていたりして，長期間屈筋健断裂

に気付かれないこともある.

治療に当つては，対象物としては小さいため，手術そ

のものはもちろん，術後固定にも成人よりもかなりの慎

重さを必要としさらに計画的術後療法がむずかしいと

いう不利もあり，成績に危倶を抱かせる点である.この

点から，我々はこれまで行なった学童期前の陳旧性屈筋

腿断裂の修復例20例28指のうち，経過の確認できた15例

19指についてその成績をまとめてみた.

手術時年令は， 1才が 2{目1]， 2才 が5{同U，3才が l

例， 4才が 3例， 5才以上が 4例である.受傷後手術ま

でのWJ聞は 3ヵ月まで 1例， 1年以内が11例， 1年以上

が3例である. 損傷部位別をみると Zone1が2指，

Zone 2が12指， Zonc 3が3指 Zone5がl指， Zone 

6が1指であり， Zone 2が最も多いが， 経験例全体で

みると，その次に多いのは Zone6である(図 1)， 

手術方法の内訳は表 lのごとくであるが，遊離脱移ffI'(

8指のうち 2指は Zone3のもので， 6指は Zone2の

ものである.浅指屈筋腿移行 4指のうち 3指は Zone2， 

I指は Zone3の損傷である.端々縫合 4指のうち 2j[i

は Zone2，他の 2指はそれぞれ Zone5，6のものであ

る. Two-stage tenoplastyは Zone2のもので，深指屈

筋腿前進術は Zone1のものである.

遊離)腔移植のうち Zone2ではできるだけ損傷指の浅

指屈筋艇を前腕まで切除して移植肢~としたが， 6指のう

ち1指を除いて健側の75%以上の可動域が得られ，一応

満足すべき結果といえるが，我々の成人での経験例に比

べて，full rangeないしそれに近いもののないのが気に

なり，これは DIP関節の可動性特に伸展の制限のある

キ S.Fujita， I. Oka， M. Shimizu 東北大学長町分院整形

外科;M. Makino:東北公済病院形成外科 (千 980仙台木

櫓丁10)

図 1 損傷部位一指数.

手術方法

遊離腿移植

表

浅指屈筋Jlt移行

端一端縫合

1. 

Two stage tenoplasty 

深指凪筋鍵前進術

計

指数

8 

4 

4 

1 

2 

19 

ことのためであった.長母指屈筋鍵以傷の 2指のうち l

mは，前腕の筋腿移行部で、の advancementを行なった

もので約80%の可動性が得られ，他の 1指は他医で一度

遊雌腿移植に失敗したもので，手術適応に迷った例で，

45%の可動域を得たのみで‘あった.

Sublimis transfer OUでは，受傷後 3年6ヵ月 4年と

いうのが含まれ，手術までの期間が長いものでは，筋腹

の contractureや発育障害を考慮してこの方法を行なっ

たものだが， Zone 3の損傷ではほ .>:100%の可動域を得



1150 巻 24・号 13 整形外科 1973年 11月

表 2. 

自動運動域(%) 指数

100-75 12 

75-50 6 

50-25 

25以下 。
計 19 

たが Zone2の3例ではいす.れも 75%から 50%の問可

動域しか得られなかった.

端々縫合の 1例では，正中神経狽傷と小指の向原筋

監t環指の浅折JITl筋!院の損傷を合併した Zone6のもの

で， )腿に対しては小指の深折屈筋)胞のみの縫介を行な

い， 100%の可動域を得， Zone 2の指では約80%，Zone 

5の1指では手術所見から1m待した良結果は得られなか

った.

Two-stage tenoplaslyの1例は， f，j(jiiiiの屈1111拘縮がと

れず，軟部組織の搬痕化の強いもので.日J動性がないよ

り，多少でも自動可動性のあったほうがよいと考えて手

術に防み切ったもので， 白rststageで crossfinger f1ap 

を合併し結局は50%の可動域を得たに1Lまった

Zone 1の深指原筋腿単独断裂に対する advancement 

法指では，それぞれ30
0
，60

0
の自動可動域を得たが， 1 

指で術後 PIPI)l;j節の屈1111が10
0

程度減少し 2折とも ζ

く軽度のやI1展制限を残した.

これらの小児例で術後の可動域の土問加の係相をみる

と，術後 6週で大多数の例は健側の40%程度の可動域を

得るようになり，大体 2ヵ月くらいまでに急激に可動性

を増す傾向が強<，成人の経過例に比べてこの速度は少

し早いようである.

遊離腿移槌の l例で，)隙移植後約 l年で pulley再建

を行ない良結果を得たのがあり ，また sublimistransfer 

の1指で， 11ヵ月後に艇長Ij離術を行なったが， 手術所見

の上から期待したほと・の効果は得られなかった.

以上の成績を総合してみると，表 2 のように健~lljの ÎI

勤可動域の75%以上を獲得したものが多く，小児に対し

ても良い成績が得られると考えてよいと思われる.た 工

2， 3 の l;~、で‘述べると，先ず成績判定の問題であるが，

小児では自動運動域を確認するのが必ずしも容易でない

ことである.またこれと関連して，診察時には可動性が

よいが，日常その指を使いたがらないと訴えられること

もあり ，手術時相I1経損傷を見出せば，これらにも処院を

しているが，このことは知覚障害の存在するためであろ

うかとも考えている.術後適応な固定位を維持すること

もなかなかむずかしいことで，我4通常小児にはギプス

固定を行なっているが，手関節や折を屈1IIIf立に固定しよ

うとすると ，j行節以l節を余計に屈曲することになりやす

いようで，このことは，我々の症例で伸展制限が運動域

を減少させているのが多いことに関係があるかも知れな

いと考えている さらにこの伸展制限の予防する，しか

も小児にも利)11し得る device が必要と思われる.なお

術後6年ないし10年くらいを経た 3例を診て， t行の長さ

の成長には&はないが， j行節部の軟部組織の委縮があ

り， "T動性の初Wlの11jlj限が固定性の関節拘布Iiになってい

るのが認められ，これも小児の手術例の問題であると忠

われる.

46.小児屈筋!腿断裂の治療成紡の検討

小林 慶二 内西兼一郎 )1ニ11 傑

111板宏夫 矢部 総*

慶大整形外科手の外科班において過去10年間に治療を 59指について検討した結果を報告する.

行なった10才以下の小児屈筋腿断裂のうち，政短4ヵ 受傷時の年令別頗度は 5才以ドが29例と大多数を占め

年，最長8年 8ヵ月にわたり術後成績を調査し得た34fJU ている その受傷原因は，ほとんどがカラス容総などの

ホ K.Kobayashi 伊勢俊応病院整形外科; K. Uchinishi， 鋭利なものによる c1eancut i町uryで，このことが小児

S. lnokuchi: 皮応義塾大学整形外科 H.Yamane 立)11 の場合の特徴となっている.
共済病院整形外科(干190立川市錦IIIJ4-2-22); Y. Yabe 
f教授〕 名古尾保健衛生大学整形外科. 受傷より手術までの期聞は平均10ヵ月，放長4年11;カ
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表 2a.Zone別成績.

~ 成総
叉onN Excellent Good l MPoor  

4 4 。 。
H 5 4 10 8 

E 。 。 1 1 

W 4 。 2 

表 2b. Zone nにおける術前の状態と術後成績.Zone [[ 22 (9IJ 2 7 j行

ーー-ー
術前の
状態 1 

冶 l治療内容

腿移柏

成総1 17 ，， ~~ 1 
I :-;....."L-Good I Fair I POOl Ilent ~~~" 1 

『 ー、
¥ 

¥ 

Zone [[[ ¥ Zone IV 

2 (9IJ 2桁 ¥516117桁

1 

000 '0 10 

A 端々縫合 O 
Sublの Advanc1 

。
o 0 

lo 
00  000'0 Zone V 

3 f刊15f行
B 

腿移植

端 々 縫 合

) 政 移 地

C 端 々 縫 合

Tenolysis 

D )能移将i

oooboo 

l ioo o 
丁一一←

U 

Zone V[ 

図 1.損傷部位別頻度.

寸

表 1.術前の手の状態と群別例数.

1 ~"''''h~ ~ I I指骨の骨|関節の狗| 指神経の l n:;;...s-ff\~n'r- \~ Fl ~~~ I | |癒痕の程度|折，その| 例数縮 !損傷 11'lN7..lX: -_/ 'l::c. f>C- I ~II' ..... ---'1 
j π且 l

A I - I - I 軽度 I - I 16 

B ー |ーまたは+1中等皮 1 1 6 

C + Iーまたは+:中等度以上1- 7

D + 1+または++ グ + 2 

表 2c. Zone II における 3才未満と 3才以上の術」

後成績.

3才以上

間 IGood I F什 Poor

44%3 I 4 I 5 

ヰよ?

月で primaryrepairを行ない得たものは 3例にすぎな

い.手術時の年令は 2才. 3才. 4才に集中している.
3才未満

m傷部位別にみると. no man 's landである ZoneII 

が22例.65%を占め，きわめてその頻度は高い (図 1) 以下 Zone別に術後成績を検討する(友 2a) 

成績判定は指では Whiteの基準に従い， 母指では健 1) Zone 1: 6指に Advancement を. 1指に端々

側と，也、側の IP闘節の可動域の比率によって判定した 縫合を. 1指に Pulvertaftを行ない，全例 Good以上

たにし指尖手掌問距離は成人との指の長さの差を考r&・ の結果を得ている 小児の場合，かなり無理して Advaー

して. Hage らの方法によって以下のごとく補正する ncementを行なっても原dtl拘縮を残したものはない.

L: 7. 2(cm)=X : X' 7.2は 200例の成人の折の長 2) Zonc III: 2例とも longgraftを行なったが，

さの平均. 結果は Fair以下である. 1例は術前の状態がDであっ

L 患児の折の長さ たこと .1例は longgraftするには短かすぎる palmaris

X 指尖手学問距離 longusを使ったことが影響している.

X'補正値 3) Zone IV: 5例 7指とも端々縫合を行なってい

さらに術前の手の状態を廠痕. 1共l節拘縮，神経m傷， る.術前の状態がDであった 1例 2指が poorである以

再手術，骨関節損傷の有無，程度により A.B.C.Dの 外は満足すべき結果を得ている. この部では sublil1lis

4詳に分けた (表 1). を切除して. profundusのみを縫合することを原則とし



1152 巻 24・号 13 整形外科 1973年 11月

ているが，示指ではある程度運動性は犠牲にしても，で useful recovery という点からいって，患者の協力が得

きれば両鍵とも縫合すべきである. られる年令まで手術を延期することは好ましくない

4) Zone V: 3 t到U15指にみられた. 5指に端々縫合 結語

を. 10指に腿移植を行なった.指の!:f:曲はかなり改善さ 以上，我々の教室での主として Zone11を中心とし

れたが，各指の独立運動は悪い. た小児崩筋腿断裂の治療成績を分析した結果を報告し

5) Zone II : 22例 27指で，いずれも 2次的修復例で た.

ある. 20指に腿移植を. 5指 に 端 々縫合を.11行に

sublimisの Advancementを. 1指に Tenolysisを行 質問 支部(長崎大整形〕

なった.成績は表 2bのごとくほ工術前の手の状態に玉|λ 小児の)院修復術のむずかしさは患児の理解力の不足や

行し.Good以上は33%である これを教室での主とし dressing，外四定のむずかしさなどを含む術後管理の商

て成人の屈筋腿断裂 (ZoneII) の成績と比較すると後 に問題があることもある.またリハビリテーションの過

者で Good以上が 35%であり ，小児と成人での成績に 程では思児を取り巻く家族の患児に対する接し方(患指

明らかな差はない.したがって小児であっても術前の状 がなにか特別な桁であるかのような過度の受護的な扱い

態がC群.D群であれば人TI鍵折入による二段階の手術 など〕にも注立を払う必要があると考える.

を考慮、しなければならない. 追加 江川(阪大整形)

鍵移植例と縫合例との比較は縫合例が少なく，結論を あとの48番での私の発表の中に小児例についてもふれ

述べる段階ではないが. Zone IVに近い損傷であれば， るが，小児かならずしも恋い成績ではないが. 3才以下

proximal p叫leyを切除して profundusのみを縫合し のほうがや L悪いようである.過保護の親の心Jlllは大切

屈曲位を強めた固定肢{立により良好な結果が得られる. な問題でなおざりにしてはならないと思うが，理性ある

小児の場合は患者の協力が得られないため系統的な後 親によるリハビリテーシ ョンへの協力はやはり必要だと

療法は行ない得ないことが多いが，我々は一応 3才以上 考える.私どもは親が key-jointを固定して指先に低抗

であれば後療法の協力が期待できると考えている.この を与えての自動抵抗運動をでのつまみ，にぎり訓練など

年令前後に手術を行なったものの成績を比較すると. 3 に加えて指導している.

才未満の群のほうが成績が劣り p 小児といえども後療法 答 藤田(東北大整形)

は争M後成績に影響する因子となっていることは否定でき 確かに屈筋腿損傷の子術をしたのだから原山運動を強

ない(表 20. ~されることが，かえって使いたがらないという心理も

2指以上にわたる多数指損傷は ZoneIIでは 5例 10 あるかも知れない.また，少し不自由な指はむしろ使わ

指である Good以上が 3指30%あり，良好例について なくてもよいという心理もあるかも知れないしあるい

は単一指鍋傷と差はないが Poorが5指で半数を占め は知覚の障害が残っているのではなし、かということが気

ている.多数指損傷の場合は術前の手の状態がいずれも になっている.

B以下であることが成績不良因子となっているが，一方 とれと関連して，小児の屈筋臆断裂の成績が後療法を

多数腿の修復のみならず，多数の神経縫合をも同時にー 特に行なわなくてもよいのは，痛みがなくなれば，すく、

回の手術で行なうため，ともすれば装作が traumatlcに 子供は動かすということも あるかと考えている.

なりやすいとしづ手技上の問題もある. 小林

次に ZoneIIのうち. 19指の指の長さと術後成績を その件に|刻しては検討していないが.JiJ親と患児の後

比比較検討すると，成績と指の生長とはさほど相関して 療法に対する理解の程度は成績と忠指の使用状況に影響

いない.むしろ血管神経束の損傷と忠指の使用状況とが すると考える.

影響しているようである. 患指の使用状況は術前経過期間の長短によることが最

術前の経過期聞は他党的な子術後成績にさほど影響し も大である.術前経過期聞が長いと容易に他指による代

ないが，その期間が長いと幼少児では容易に代償動作を 償動作を覚えたり，隣接指による trickmovementを行

おぼえ，た とえ他党的な成績が良くとも忠指を使用しな ない，術後，患指を使用しない傾向にある.

い傾向にある.したがって他覚的な成績は劣っても，
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47.屈筋腿損傷例の予後調査

32: 6 

20 : 18 

50 

武晃*

45 

吉田

20 25 30 

司令

図 1 屈筋腿!煩傷症例の年令分11i.
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表 1.Zone II鎖傷例の治療別分類

Verdan法を含む endto end 

Free tendon graft 

Advancemcnt 主主

る.

症例 7.33才，男. {j~H旨鉄材による切創で受{刻表 3

ヵJiで FDS切除， free gl'aft施行.術後 2{:ド， D1Pは

175。の屈曲位をとり成績は良.

症例 11.48 _..Jr，女. 左示指，カ Eソリによる切創l

2ヵ月後， FDS切除，end to end施行約2年後.DIP 

は1200
屈曲位をとり 10

0
の可動域を認め，成績は良であ

った

症例 29.36.-1"，男. お中 ・環 ・小指，包丁による切

創，宮IJは化膿，受傷後約6週で切診 scar著明のため，

有茎植皮後 freegraftを行ない術後 7ヵ月ではあるが不

可の成績であった.

術後 scarの状態 jointの Stl仔ness，seathの状態から

みて適応をあやまった症例である. 

• }'，I(:々 の症例は少数であるため，手術I術式にある効果の

良否の結論はILlせないが，概して DlP の屈曲灼縮をと

る例が多かった.このことは術後の固定肢位ならびに

移納縫の tension にも関係すると思われるが tCl'minal

lnSCl'tlOn の方法，部位にも問題があるのではなL、かと

考える. 我々は pUll-Ollt法による FDP付着市に埋没

する方法を用いてきたが，これらの点を屍体により検索

した

101拠

161健

2腿

我々は過去に経験した屈筋腿損傷例例について，その

治療成績を調査したのて‘報告する.症例は多くないた

め，統計的観察をせずに個々につき検討を加え，合せて

屍体による検索を試みた.

38例中，男女比， 左右差，年令は図 1のごとくで，15 

~30才代が多く幼小児は 5 例であった. 受傷原因はガラ

ス，刃物等による cleancutが26例，地語IJ等によるもの

が12例で Wl'ist'9~Mの損傷例 6 例を含む 10 例が新鮮例

で， 他の28例が陳111例であった.

損傷f部位は機能解剖学的および治療上の特殊性からす

でに知られているごとき 6つの zoncに分けて 検 討し

た.

成績判定基準は Whiteの基準に従った.

1) Zone 1: 1例のみで、あったが，症例は28才男.

左中指を鉄材に狭まれ受傷， 約 1ヵ丹後 distal inse-

r(lonの部に pull-out法により advanccmentを行ない

術後約 6年，成績は優であった

一般にこの部の損傷には advanccment訟が良いとさ

れているが，中枢端の eXCUl'Slonの良否が問題とされ，

これが得られない場合には手常部の癒芯ーを剥離するか筋

l腿移行部での延長術を必要とするといわれているが，こ

の場合の虫犠筋の態度も問題とされている.

2) Zone II : 20症例 28股でこのうち，新鮮例 3例3

艇で治療法は炎 1のごとくである.

症例 2.27才，男。右中 ・示・環指の包丁による切創で

約 3ヵ月後，示指に対し Pulvertaft 法による free岨gl'aft

を行ない，中 ・環指は c1eancutで eXCUl'SlOnが良好で

Zone IIの境界部でーあったことから Bunnell法による

end to cndを行なった.術後 3年，示指は D1Pで165
0

の屈曲{立をとり ， IP続度の屈1111障害を残したが成績は

良，中環指はそれぞれ優良であった.

症例 3.5才，男.右環指.ガラスによる切創で受傷

後直ちに来院したが， chiasma人口市で FDPのみ断裂

direct sutUI'Cを行ない plllleyを開怒としたが，手前後約

1年 DlP の屈1111障害を認めるが良で，隣接指による判l

えで支障をきたしていない.適応をあやまった症例て‘あ

事!i一平沢

4
t斗川
1
4
1
『
『
寸

1
4

ー→

一→

本 S.Hira日 wa，R. 1ino， T. Yoshida:東邦大整形外科
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FDPの栄養は Vinculalongs brevaにより補給され

ていることは Jam田 -Smith をはじめ諸家により証せら

れている.この部を free-graftのとき切離することにな

るが，一方 terminalinsertionは distalphalanxの'掌面

に広がり DIPの volarplate に接して付着している.

このため FDPの付着部に埋没すると volarplateに損

傷の危険があることが考えられる.

また，pulleyを切除しないで FDPを牽'JIすると，ほ

とんど bowstri ngi ngしないが Barton の説に従って基

節部，中節部に pulleyを残し牽引すると bowstringing

を軽度に認める. また. FDSを切除しでもこの浮きあ

がりはさして変化はないしかし FDPの Vinculabreva 

を切離すると originalinsertionでもかなりの bowstr-

ingingを認めることは brevaは FDPの浮きあがりを

抑制する働きをもつのではなし、かと考えられる.そして

terminal inserti仰 を volarplate を損傷しないように

distal insert iこしたときには当然、 bowstringingはかなり

著明にt認められる.臨床的にも bowstrir叩 ngが起こる

と可動域の減少になるので，今後，これらの点を考慮し

て実際面に応用してゆきたいと思う.

そのほか皮切に関しては枚々は Bunnell，Pulvutaftを

用いているが，最近では Burnerの zlgzagが良いとい

われている.しかしc1eancutなら creaseに一致した

横切開で行ない得ると思う.

Proximal sulurcは原則として川trlaeingsulureを行

なっているが山様筋による被覆はできるときだけ施行す

るとし、う程度にと￥めている.

3) Zone 111 : 5例で 1例を除き， 陳旧例で全例に

end to endを施行した.

症例 37. 20才男.アンプ。ルによる切創新鮮例で end

10 endを行ない pulleyを開窓したが，術後 bowslringing

を生じ 6ヵ月後 pul.longによる pulleyを形成し術後

5年再び bowstringingを生じているが成績は優であっ

た.

4) Zone IV : 4 17"U 5 I凶 :1艇に endto end 2腿に

free graflを行なった.

症例 27.1才 3ヵ月， 男. 左示J日をヨーグノレトの)似

によって切創，約 1力月後 FDS1;IJI徐 FDPを Bunnll

t去により縫介，術後 4ヵJJ.成績は優であるが後療法は

困雑て‘あった.

5) ヌoneV， VI :この部の損傷は多数腿損傷が多く，

また，相11経.uJl管損傷が合併するため，予後は不良とされ

ているが，我々も10腿 2神経，断裂例に数回の tenolysis

を行なったが成績は，不良の症例があった.

症例 14.3才， 男. 6腿!l神経断裂例術後 5年 6ヵ

月で優.

症例 28.12才， 男. 6舵2利l経断裂例jで術後2年 3

ヵ月で，わずかにパ骨収11経領域にシビレ感を残すが成績

は優であった.この部の頃傷例は，術後のJ(ll腫形成が成

績を左右する大きな因子であることを痛感せしめられ

た.

以上，我々は屈筋臆損傷例の予後を調査したが，手術

術式の適応のあやまりが成績低下の大きな原因となって

いる点を反省し，数々の問題となる点を今後の臨床面に

応用したし、と考えている.

48.手の屈筋腿断裂手術症例の検討

井上 博 宮城成圭 山中健輔*

昭37年より昭46年末までの10年間に行なった手の屈筋 調査症例の概略

臆断裂に対する手術例 70例， 103鍵中30OU47艇について 損傷腿(深指および長母指屈筋〕は母指より小指まで

術後 1年 1ヵ月より 10年5ヵ月，平均4年6ヵ月経過の それぞれ 7，11，13，9および7艇 で Zone別分類では

予後を調査し得たので，その結果を報告し，若干の検討 Zone 11 20腿， Zone VI~ VIIが 19艇でその他は計 8

を加える. 鍵である. 術前の傷害度を Hunterによる Boy四変法

* H. Inoue (助教授). S. Miyagi (教授). K. Yamanaka 

(講師〕 久留米大学整形外科.

の分類でみると Grade1 goodが 24腿， Grade 2 scar 

5腿， Grade 3 jointおよび Grade4 nerveはなく，

Grade 5 multipleに属するものが 18騰であった.各



成績および症例の検討

鍵固定術の 2陵および他の 1腿以外の 44鍵につき

ROMによる評価で成績を見ると， MPを含めての場

合と IPのみとでは優良群が前者では72.7%であるのに

対して，術者は61.3%で，不可群は前者の 2.3%に対し

て後者の 20.5%と増加し， IPのみの判定が厳しい結果

をみた PIPおよび DIPの個々の可動域では PIPで

は優良群は24腿 64.8%であるが.DIPでは向鮮は 51.3 

%と低下し不可群は前者が 6鍵16.2%であるのに対し

て DIPでは17腿45.9%と増加しこの傾向はZoneII 

の症例に著明で PIPでの不可群が4/20(20%)である

のに比して DIPでは12/20(60%)と激増して成績低

下の大きな原因をなしているものと思える(表 1， 2). 

可動域の減少は単に IP 関節のみならず MP ~こも起

こり，健側との差を百分比で求めて，これを損失率とす

ると. 20%以上のm失を有するものが19/44. 43.2%で，

損失率と成績 (IPのみで判定したもの〕との関係では，

成績の悪、いものほど MPの煩失度は大きい (ぷ 3).術

前の傷宮度と成績とを ZoneIIでみると Gradc1， 2llf 

の聞には IPのみの評価では著明な差はみられなかっ

Tこ

Zone IIにおける成績不良例をみると，与t在ならば当

然 Silasticimplant使用による lwo-stagt、T術の対象と

なるがごとき重度の Grade2にl戒するものに通常の腿

移植を行なったもの，感染により急速に総着を生じて強

い屈曲位をとったもの.包交時のミスにもよるが，末納、

側の pull-out法固定に使用した Nylon糸の強度に起因

すると思われる腿縫合部のひきさけ例 prllnarysutllre 

を失敗覚悟で行なったもの，術後すく退院し 6年閉まっ

たく診せなかったものなどがあげられる.私たちの症例

では DIPの ROMが悪かった例が多かったが， 不nJ

群に属する 2腿の縫剥離の際，最も癒着の強かったのは

切除した浅指屈筋腿付着部での遺残物と移植l鍵との聞で

あり，その部の剥離で他動的伸展はかなり改善された.

末梢側の固定材料については mono自lamentnylon， 

monofilamcnt stainless-wire， mllltifilamcnt stainlcss-wire 

を使用したが Nylon は実験的に最も組織反応が少ない

とされている ((Adamson;1971， Srugi; 1972)が， あ

まりにも強すぎ， またゆるみやすいようであり， mono-

filamcntが最も操作がしやすい印象を受けた.ボタンと

糸のゆるみの防止にアメゴムをおいて，それにしめつけ

ることでその点は解消された.

母指の ZonellI，IVの修復は 4鍵であるが IPの可

動性は悪くても MPの損失が少ないものはほとんど慾

1155 建再健

表 1.調査例症の ROMによる評価.

k~I … i 
100~75. 1% I 13(29.5%) I 17(38.6%) 

75~50. 1% I 14(31. 8%) I 15(34.1%) 

50~25. 1% I 8(18.2%) I 11(25.0%) 
25%以下 l 9(20.5%) I 1 ( 2.3%) 

(3腿は判定の対象外)

合 MP成績

表 2.Zone IIにおける PIPおよび DIPの

それぞれの可動性.

2 (10%) 

5 (25%) 

5 ( 5%) 

12 (60%) 

DIP ¥| 
l8〔4m

5 (25%) 

3 (15%) 

4 (20%) 

PIP 
成絞~ 

関節

優

良

可

不可
寸
斗
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日
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日

仏
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E笠0%1以上損失)_x 100=33. 3% 
27 (優良群〕

10 (20%以上損失)x 100=58. 8% 
17 (可不可群)

nf 
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表 3

j衿大またはなし

~10% 

~20% 

~40% 

40%以上

Zoneに対する手術術式は Zone1では DIP固定術，

Zone IIでは縫移植鍵14鍵(1臆は後日l縫製l離， 13長掌筋

腿， 1長駈併1筋鍵).端々縫合 5腿(1腿は後日雌斜l離)，

腿前進術 l舵， Zone IIIでは 3艇に対して腿前進術，

腿移値，端々縫合. Zone IV ~ VIIでは端々縫合などが

行なわれ. Zone VI~VII ではさらに正中 ・ 尺骨神経に

対する手術や麻簿手に対する再建術が6手術行なわれ

た.

成績の評価

各関節の屈iljl角 (ROM)や， その和を健側の百分比

で表わし. 4 段階に分けたが，優は 100~75. 1%. 良は

75~50.1%. 百Iは50~25. 1%. 不可は25%以下とした.

」

→ 
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訴がない.またI印Pは良， MPの損失度が 6臼4.3タ%百もあ 示唆するものでで、あつた.

る10叩nggr悶af1仇'tt使吏用例でも ADLて

は母指の keyj片0印1日10川ltが MPや IPでで‘なく CM joω111川、ltで 私たちはまだ手に対する ffil児cros叩ur略ge白]'γyの経験もなく，

あることを十分思わしめる retainingligament，特に渡辺が述べたごとき transverse

多数の!院が同時に煩傷される ZoneVI~VII におい retinacular ligamentの処置についても経験がない 現

ては，端々縫合が不可能な程の損傷(我々の症例では 1 在行ないつ Lある two-stage手術にしても婦人後の反応

例 4艇が該当した)以外は ROMについてはあまり 間 性炎症と思えるものがなかなか鋲的しないこともある.

題はなく，評価はむしろ神経麻縛に対して行なわねばな また本法に Kessler(1972)の pedicledtendon transfer 

らないものである. の応用など経験を重ねてゆきたいことが多いが，手の外

端々縫合の際に Kessler法(1969)を行ない，後日腿 科の先人がたてた原則を忠実に守りつ-"，小さな努力を

剥離を行なって縫合部を確認したところ，他部に比して 積み重ねて成績向上に努力したい.

癒着がきわめて少なかったことは Kessler法の有用性を

49.大阪大学整形外科における最近 15年間の

腿断裂手術症例の検討

江 川常一 堀木 篤 吉岡 康裕 多国浩一

加藤次男 泉類博明 土井照夫*

。/ 1
大阪大学整形外科において，昭32年に手の

外科グノレープを発足してから昨年末までに15

年余を経た.この間手術した!健断裂の症例は

/0 I ~一一一一一一 E 一一一一一→トG---:--ーF-→←一一一一一 P一一ー一一一+
100卜 一一一一~ー十一一一「一一一一一ト一一一一←←ーァ一一一-~;"，，_;;:;

348例477}健である.年令は 1才から68才まで

~/ --~ 
l 斗_"コ:::~
l-.-'--_~....; _ . パ

'/ :_--
/ /-， / 

/，/ / 平均24.9才，受傷から手術までの期聞は 3時

間から18年で平均12.4ヵ月となるが，これは

10年以上のもの 9例など長期のものを含んで

50 ト一一一一一一一一一一一ー ムバ ー -~ =.=./- --~一一一一一一一一一一ー
/ノ"，--

_.，;>' / : 一一一 舵lt!，![ 
，門戸一 / 

〆プρシ.;;-- 〆i ; -一一-一--端品々事従町I:{介? 

J 
ペ=ア7 ~ 

いるので約半数は 3ヵ月以内に来院し手術し

ている 観察期間は遠隔成績調査も含め最長

9年10ヵ月，平均14.9ヵ月で3ヵ月以下のも

のを除外して以下のような検討を加えた.

。ヒ二二二;ー=一一一~ i 一一」
300 250 200 180 150 100皮

成績判定基準として，示~小指については

MP， PIP， DIPの3関節の可動範囲の和を

とり 200。以上を優， 1 80~ 199 0 を良， 150~179 0 を可，

1500以下を不可とした. 母指については MP，IPの2

関節の可動範闘の和が1100以上を優.90~ 119 0を良 . 70 

~890 を可， 700

以下を不可とした.

これによる成績のまとめを，示~小指の屈筋!健修復に

* T. Egawa (講師)，A. Horiki， Y. Yoshioka， K. Tada， 

T. Kato， H. Senrui 大阪大学専在形外科;T. Doi:犀ケ

丘厚生年金病院整形外科(〒573枚方市中古 3074). 

綜 u可動範囲

図 1.屈筋腿(示~小指)修復後の成績のまとめ.

ついて示したのが図 Iである 鍵移植群では優，良.

可， 不可がそれぞれ約 1/4ずつであるが，端一端縫合群

はこれよりすぐれ，優だけで半数を占めた.前進術はこ

れよりや LすくAれた成績を示した 母指の屈筋艇は全体

にこれより良好な成績が得られた.

イ中筋艇の成績は屈筋舵より全体的に良好で，示小指で

は移植群でも優が半数を占め，端一端縫合群では全例が

良以上の成績を得た.母指の仲筋)健はこれよりや L劣つ
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図 2.年令と成績の関係，原fIJiJ.腿(示小折).

腿移fl(i

す品々 縫1~

仁ゴ E 区三2lcB F墜趨 P

図 3 縫合材料と成績の快l係.

た

以 |ーはそれぞれJ尽なった条件を有する症例すべてを包

含したまとめであるが，こ Lで成績に附与する因子を考

えてみたい 受傷から手術さらに術後にかけて，年令，

受傷から手術までの期間，受傷原因， 合併症，手術術

式， 移槌腿材料，縫合材料， 力源筋の選択， 術者の技

量， リハビリテーシ tンの質と量，患者の意欲など多く

の条件が互にからみ合っている.このうち来院時すでに

決定されてしまっていていかんともしがたいも

のについては，せめて成績の見通しをつけるこ

とができるように，改善の余地のあるものにつ

いては，できるだけ良い成績を得られるように

以下のごとく分析を加えた.

1) 年令:図 2に示すように才以下では良以

上の成績が多く， 47才以上ではすべてが可また

は不可に屈した.

2) 受傷から手術までの期間-新鮮例で多く

見られた良以上のものは日数とともに減少し

6ヵ月以上経ってから手術したものでは成績不

良例がほとんとeて-あった.

3) 受傷原因:鋸は最も不IlJが多く，鎌，オ

ノなどと庖了とはほ工同程度に不可が多かっ

た.J白fの優のうち 3/4はケンカによるもの

で，これに対し料理中に傷ついたものは成績不

良て‘あった ガラスではかなり良かった.

4) 介併症:感染，骨折， t潟節拘縮を伴うも

のには不可が多く，次いで多数舵同時損傷や神経m傷を

伴うものは成績不良であり，合併症が重複したものほど

成績が恋く， 5つ重なったものでは不可のものだけであ

った.

5) 受傷のレベノレ:端々縫合群についてみると，屈

筋舵では手関節， 前腕で切れたものは成績が良く no

man's landでの縫合では半数が良を示した. イrt1筋舵で

は全体に成績が良く，なかでも前腕のものはほとんどが
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優に属した. つひとつを改善すべく努力すれば， より良い成績に近づ

6) 移植礎材料全部で 155の腿移植中，長掌筋腿， くことのできるいくつかの間題点を示唆したものと考え

足指仲筋腿，同種保存腿では優と良の合計と，可と不可 る.

の合計がほ X半数ず与となるが，浅指屈筋融tではこれよ

り劣った.優と良の比王将て、は長学筋艇が最もすぐれ，次 質問 波辺〔新内大学整形)

いで足指イql筋腿， IffJ種保存!陀，浅tl'i屈筋!健の I1頂となっ 1) 艇の advancementは何 cmくらいまで可能か?

た 2) Free tendon gra仇の donorとしてなにを用いら

7) 縫合材料:端々縫合，移植とも絹糸より鋼線を用 れるか， palmaris long.以外にはなにが段通とお考え

いたもののほうがすぐれていた(図 3). か?

の力源筋の選択:第15同日本手の外科学会に報告し 答 江川

たように近位断端を牽引してその他動的伸展性を検し 1) 示~小指に対する前進術の限度は約 1cmとして

少なくとも 15mm以上の仲展性のあるものを力源とし いる.

て用いた 15mm 以下のものに対しては腿移行術を行 2) 移植挺の選択:長掌筋腿が使える場合はまづこれ

なった.まだ症例が少ないが仲展性と可動範囲の聞にか を使う.これが使えない場合は浅指屈筋艇が取りやすい

なりの関連性があるかに見受けられた. が，さきほとツJミしたように成績が良くない.た工例数が

9) 術後の訓練:周筋l隠移傾群では運動開始後，徐々 少ないのではっきりいえないが同じ浅指屈筋腿でも切れ

に可動範囲が改善し約3ヵ月でほ工上限に達した.この っぱなしで筋がちぢんでしまったものの腿は悪いが，ど

時期にまだ不可の戚にと Xまっているものはその後の経 こかに総着して指は動かなくとも筋が動いているような

過中も改善がみられなかった.端々縫合群ではこれより 例ではこの艇を用いても良い成績のような気がしてい

や斗早く約2ヵ月で上限に達した.悪い例も少なかっ る.いま示した成績からは長掌筋鍵が使えないときは

た.前進術の群では端々縫合群より改善の速度も到達す 足指伸筋鍵を用いるのが良いということになるが， I司

る成績も良かった. 種保存腿も必ずしも悪くないのでもっと使ってよい，特

f申筋腿の場合は屈筋腿より早く改善が見られた. にi中筋腿にはどんと。ん使ってよいという方針をとってい

これから，最初の 2， 3ヵ月の訓練が重要なこと，癒 る.

着剥離の時期としては 3，4ヵ月以後が良いということ 3) 移植腿のほうが細いときは編み込み縫合をしてい

がわかった. る.渡辺座長のご指摘のようにこのほうが端一端縫合よ

以上，腿断裂修復に関する数多くの因子について分析 りは癒着が多いような印象をもっているが比較した数値

を加えた.それぞれの条件がからみ合っているので単純 はまだもっていない.

な結論に導びくことは困難であるが，可能なもののひと

50.手屈筋腿修復術後にみられる “Intrinsicplus" 

finger現象の考察

諸橋政横 菊池俊一郎 伊藤 肇

田中秋介 蛇谷 勉*

手の屈筋腿修復術後，指を屈曲させようとするとかえ

ホ M.Morohashi， S. Kikuchi， H. Ito， K. Tanaka， T. 

Ebitani 鶴岡市立壮内病院整形外科(干 997総岡市馬場町

2-1). 

って IP関節の伸展が起こり MP屈曲， lP伸展という

“intrinsic plus linger"現象を呈する症例がある. その

典型的なものを“paradoxicalphenomen"と呼び， 屈筋

聴力が虫様筋を介して指背鍵膜へ移るためと理解されて



症例 1 Avulsion 

4 オ ~ Typical intrisic plus finger 

症例 2 Pulley欠損

26オ ~ Lumbr. scar 

症例3"Graft" 

lHt 

adhesion 

脆再建

主例4Ext. apparat→Dors. dislocat (P-トP-Ievel 

36:H 

19~ t Flex-Ext 丁目slOn→Separate

Ju'f'刊6

20l' t 

Prof.+ Subl→Adhesion 
↓ F 

gliding 

図 1.代表症例と発症機序.

いる.そして「遊離移植艇の長すぎ」が大きな原因の l 考え pulley作製と虫様筋切除である程度改善.
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つといわれている.しかし実際上そのようなものがどれ 症例 3 遊離移値鍵中枢縫合部での癒着が原因で癒着

だけあるだろうか? 線維伸展許容範閤を越えると正常虫様筋の収縮によって

我々の経験で‘はたしかにこの typeの現象を呈するも この現象を呈する.腿剥離により改普.

のはあるけれども，その発生が別のメカニズムで起こつ 症例 4.遊離腿移植後，腿剥離，虫様筋切除を行なっ

たと解釈されたり， 1.附癒着などと鑑別困難な症例もあ たもので，高度の swanneck1¥'1 intrinsic plus現象を呈

る.これらの検討を行ない屈筋謄修復術成績検討の一面 する MPを他動的に伸すと PIPで単発して屈曲する

をとらえたい. 発症機序は saggitalbandを含めた hood の癒着， 桁

症例 背腿膜の PIPレベノレにおける背似IJ転移 PIP関節掌側

過去 10年間に行なった屈筋舵修復術後いわゆる 関節饗の過伸展である. 指背健膜の掌側移行固定 (Lit-

“intrinsic plus finger"現象を呈したものは16例ある llel法に準ずる)， PIP学側関節軟骨板の中枢)j向への

そのうち典型的な“paradoxicalphenomen" といえる づ|き寄せ固定を行ない改善

もの 4例，非定型的ではあるが明らかに一定の指屈曲角 症例 5 遊離臆移植後屈曲で本現象を呈したので虫様

以上に力を入れてゆくと MP屈曲，IP伸展という形に 筋部での臆剥離， 5mmの臆短縮および虫様切除を行な

かわってくるもの12例に分けられる. ったところかえってこの現象が増強し， MPでの屈曲も

代表症例と本現象発生の原因 (図 1) 約15。で制限され DIPの高度屈曲位が目立つようにな

症例 1 遊離腿移植後，末梢付着部の縫合不全が原 った.指背!隠膜の PIP レベノレで、の背側転位が場長され

因，再縫着で解消 て屈伸両艇の緊張による機能分離がその機序と考えられ

症例 2 指基部 MP関節レベノレで‘の pulley欠鼠によ たので、 DlP関節1700

固定を行なったところこの問題は

るbowslringingと虫様筋廠痕による.その発生機序を 解消された.



仏
、
山

:

n
 

科

Length-Tension curve 

タト耳三整巻 24・号 13

~量、
Paradoxical Ext 

1160 

E
Z
Eト

‘トーーーー

《…e
 

h
 

d
 

A
A
 

、、、、、、、、 1
、1

、， " 
l、，、，
1 J~ 
l〆、

〆 ( ¥ Pass川 tens¥on
、 一一....ー一 一一一 一一一 一

， 一一一一一 ，..一、i
r 一一一 • 、

d認、
Adhesion， Distal of.Lumbl.， 

図 2. Length-Tension. Curve. 

のアンパラ ンスが起こり得る

また， 一方)雌修復後の虫様筋が指の伸屈のパランスを

保つのにどれだけの役割 りをはたしているかを考えてみ

る必裂がある. この筋は屈筋腿に付訴して中枢へ移動

し，また筋向身の収縮能も大きいとされている.その長

さと全張プJの関係については Eyerらの lenglh-tension

curveで表わされるという(図 2). 理論的には虫様nJJ

の癒lt搬痕が強ければ tOlaltension の立ちあがりは?

則かつ:';'1，カ ーフ恥を J111 くはずで，屈筋)健全体の総IIや ~l~様

見方より rl'服部での滑!frb距離不足ではこの現象は起きに く

い. また事~1!.係筋の自動収縮を起こすことのできない

新鮮屍体実験でも， その付着部の中継移動は carpal

tunnelまで引き込まれる伸展性をもっ一方， 筋」木ミ柏梢、訓部1 

での約 lcm縫縮でで、lは主出舵主の1小l'枢方向牽引でで‘ら く に llltr噌

nSl児cpμl川u出s現象を起こし得ることからみてもこの筋の萎

縮痴痕とこのE現見象の発生の関係を覗い知ることができよ

う.さらに虫様筋が正常に働いている局麻下で屈筋腿移

植術を行ない，術中移植艇の長さをかえてみながら指屈

曲を命ずると“rcstposition"より約 3cm以上移随腿

を長くしないといわゆる paradoxical phenomenは生じ

‘ト一一一

症例 6.1三掌.，切での 4， 5深指屈筋)雌縫合後指の屈曲

運動がす Lむにつれ，ある時点から IPがi並に伸展して

くる 浅J日J:筋腿の木梢新端が深指屈筋血~さらに gliding

AoOl と[.";;，':11で総着 し 一定距灘中尉)J向へl腿移植が行

なわれたI時点で虫様部の収縮が指背舵!民伸展へ働らくと

いう機Jtであった.1.腿剥l離浅指屈筋腿除去で機能回復し

た.

考 察

症例lで、ぶしてきたようにその先生原悶を整.flIlすると，

浅指厄1MJ粧の欠射している形態でJHを rlllげ ようとしてい

るとき， ある時点で指背腿l伎のほ うに actlveにせよ

passlveにせよ強い張力が加わって屈 ・{rp腿緊張のノ〈ラ

ンスがく ずれ後者がすくれれば inlrinsicplus現象が起

こり得る したがってこの現象は最初から屈筋粧が虫様

筋付着，':11以下ぶ梢で弛緩すると起こるとし、う従来の文献

上考えられているような例ばかりでなく，たとえば

pulley欠仰のときでも関係指関節 〔特に MPから!腿ま

での距離心大小によっτ，一定の滑i脱出lュ雌のもとで，そ

の|見!節の!日JL出角は大きな影響を受けることが什算上説明

され，こ Lに虫係筋の1動きや搬痕が関与すると{'"屈両健
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図 3."Intrinsic plus" 

発j，E例の!京附診断l.tと我々 のJ，i'例

ない.実際手技上これだけ長い移植艇を用いる人がいる

だろうか?

次に問題となるとは臨床例で MPを屈RIIすれば IP

は伸展するという例に遭遇したとき，この現象が癒着な

ど)ffi筋艇の滑動距離不足の結果，折の各関節の屈曲角度

調節として生じているのか (MP，IPの屈曲角総手'[1はか

わらない)， 他の原因すなわち屈筋肢の滑動距離と{rtl筋

j従，I陀膜機構の緊張度のアンハランスによって生じてい

るのか，の鑑別が重要な点であるー高ij者によって一見こ

の現象が起こる場合は IPの他動屈曲に際して無事E抗で

あるに反し後者による場合は指自動屈曲の力を強めるほ

どは)ffiIlhの傾向を示しは他動屈曲に祇抗して伸展すると

いうことが必須の条件となろう. しかし後者の場合のす

べてが虫様筋の totaltension の過強度によるためと決

めるのは早計で，症例に示したようにたとえば IP伸展

機機の背側転位のためにこの現象が生ずるような場合も

あることに注意しておく必要もあろう.いずれにしても

指屈曲の力を強めようとすると MP屈曲 IP伸展位を

とってくれば形態としては“intrinsicplus現象刊とし

て便'Il:J.まとめて分類してもよかろうと思う. しかし前

者の催者などの例との間に混合弔!のあることも事実で，

これが臨床上非定的なものとして)<J31されるものと忠わ

れる.これらの点を考慮して我々の症例の発生原因診

断法をまとめてみると(図 3)，やはり activeflexion 

testでは液着との鑑別をつけにくいことが一見して特徴

的であるけれども passivestretch test を行なってみる

と両者のたはよく 11:¥てくる 我々の16例は表のようで松

も多いのはやはり'.u様筋を含めてその付着部周囲の捻行

政痕であった.

以上の臨床例検討から，屈~í)匝r修復後， MP屈出]， IP 

イtll展という "intrinsicplus finger"現象の起こり得るこ

と，それはJI:定型的なものを含めて種々の機rs:によるこ

とに十分留意すべきであること， また“intrinsicplus 

finger"を見たときに直ちに既成の概念で処理すべきで

ないということを強調したい.

むすび

1) 屈筋健修復術後 "intrinsicplus fingcr刊現象を示

す出例がある.これは従来いわれている“paradoxical



1162 巻 24・号 13 整形外科 1973年 11月

phenomenon" ばかりではない. bricalisはや L引張られた状態にあると考えられる.

2) この現症を示した16症例の発症メカニズムについ したがって freetendon graftを行なう場合には wrist

て考察を行なった. r遊離移植腿の長すぎ」によると思 neutralをよりもや!.. Aexion位で行なうほうが安全で

われるものはみられなかった (a.一方，虫様筋付着部 あろう .

付近の癒着搬痕がこの現象を発生させる原因となるこ 矢部(名衛大整形〕

との多いことを指摘した). 術後指を屈曲させると MP関節は屈曲するが， IP関

め このこと (a)は，屈筋腿修復術に際して留意すベ 節は延び，かっ MP関節を伸展位におさえれば IP関

き重要な点の 1つであろうと思われる. 節は屈曲する Caseの場合，やはり，“Intrinsicplus" 

自ngerという名称を用いてよろしいのか.

質 問 上羽(京大整形) 答 諸橋

Free tendon graft後に指屈曲が十分でない症例は 上羽先生へ :Lumbrical M.に明らかに Scarなどな

Zone IIの proximalhalfで2本以上の F.dig. prof.が い場合はあえて切除しない.指間部皮府に Scarがあっ

切断されたものに多いように思う.これは Lumbricalis たり lunbricaltest( + )で、あけたり lumbricalM.そ

が煩傷されている場合には切除したほうが無理であろ のものに損傷のあるものは切除する.

う.麻酔下では Lumbricalisよりも F.dig. profundus 矢部先生へ:ご指摘のようなものは atypicalと名ず

の muscle tonusほうが強いと考えられるから Lum- けて発表した.
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手の機能解剖学上の 2~3 の問題

一手・指の動的バランスについて一

田島達也*

手の「機能解剖l学」のうち，未解決でむずかしい問題

を含んでいるが手の外科の臨床と密接な関連があるため

強い関心が持たれている「手指の dynamicbalanceJの

問題を取りあげる.

1. 鍵の AmpUtudeと MyostaticContracture 

!院移行術や遊離)腿移植術などに際しては!腔の amplitu-

C!eとその位置が最も大切な問題となる.

A. Amplitudeの種類とそれらの相互関係

1) Active amplitude in situで特定の筋鍵が自動的

に紋大収縮，最大伸展する際の amplitude.

2) Passive assisted amplitude in situで全麻下など

で他動的に関連する(諸)関節を最大伸展する際に現わ

れる amplitude.

3) Proper maximal amplitude 前 2者の amplitude

は①その筋腿や協同筋の amplitude，②関連する諸関節

の ROM，⑥腿に付着する mesotenon の可動幅， ④措

抗筋群の tonusに規制される それらの規制を排除す

るため艇を切り筋に電気刺激を加えて最大収縮させ，ま

た 「重り」を筋の聖者.性の範囲内で最大限にかけて伸展す

る際の amplitude.

斎l僚のサノレによる実験では以上 3種類の amplitude聞

には図 lのような関係がある. J限移千j手r-iの際関節可動域

の総和がノド米の {立 i[l~におけるよりも大きくなる所に移行

されたM'j艇の amplitude は本米の位置における active

amplitudeより大きく迂る可能性がある.た工し proper

maximal amplitudeより常に小さい.

B. Amplitudeの計測と推定

1) 特定の 1関節の ROMに相当する amplitudeは

術[1'In SilU の艇においても断裂遠位腿断端においても

:主制1)できるーFDP艇のように幾つもの関節 (DIP，PIP， 

MP，下関節)を跨 く艇においては，例ノrの関節 ROM

に相当する amplitudeの不11より全体的 amplitudeは小

さいことに花芯、を援する.

ホ T.Tajima (教授)新潟大学整形外村，

B 

C 一軒

St R.P. T.P 
A 

←べご~
図 1.Amplitudeの種類と相互関係.

A: Active amplitude in situ. 

B: Passive assisted amplitude in situ. 
C: Proper maximal amp1itude. 

Co 最大収縮点 5t 最大伸展点

T.P.:腿が切離されている状態における自然退縮}，'J，.
R.P.:筋が restingposion のトーヌ ス状態にあり，

車tが連続性を保っている場合 T.P点のとる位置.

2) 特定の腿の insituにおける全 amplitude も術

中実測できる. この実視u値から propermaximal am-

plitudeを推定するには， 実測値/0.7~0. 9として算出

する.手術においては amplitudeの「長さ」ばかりで

なく最大収縮点と最大伸展点の位置をマークしておく必

要がある

3) 断裂している近位腿断端の位置 (T.P.)からこの

筋がさらにどれだけ収縮，伸展できるか推定する必要が

ある.それには近位!腔端を最大仲炭したときの T.P か

らの距離(X)をI){I)ると，その距離のO.5~0. 8倍 T.P，か

ら収縮できるものと考えてよい(すなわちこの場介の

amplitudeは 1.5~ 1. 8X). 

4) 断裂している艇の筋 amplitude を推定する際の

障害は myostaticcontractureである その性質として

は伸展制限が著しし最大収縮点はや L短縮する程度な

ので amplitude は6週以上断裂していた場合本来の70

%前後になる.それがどのような条件でどの程度可逆性

があるか今後検討される必要がある.

11. 指の動的バランス

Finger balanceに関連する要素として以下の 3群が考

慮される.
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図 2
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WT 

折背!出版を椛成する Extrinsic系 (EC)と Intrinsic

系 (Lumbricalとintero留に由来する wingtendon) 

のハラ ンスー

A.各指関節における屈伸筋のバランス

MP関節では EDCjFDP，FDS， Intrinsic (イ中筋/屈

筋〉

PIP限l節では EDC，IntrinsicjFDP， FDS 

DIP 関節では EDC，IntrinsicjFDPがパランスをと

っている.

B.指背鍵膜を構成する Extrinsic系 (EDC) と

Intrinsic系 CInteross.，Lurnbrical.)聞のバランス

1) Extrinsic系は centralslipを介して PIP関節

伸展に働く.このとき wing tendonは相対的に弛緩す

る(図 2). 

2) 1 ntrinsic系は wingtendonを介して DIP 関節

flll展に|動き，この際 Extrinsic系付着部は相対的に弛緩

する (図 2). 

3) I荷系が同時に円滑に働けば両 IP関節の円滑な伸

展ができる. もし両者のバランスがくずれ Extrinsic系

が相対的に弱力になれば boutonnierc変形， これが相

対的に強力になれば swan-neck 変形または槌指変形を

生ずる.

C. Intrinsic筋群，Lumbricales& Distal Inteross. 

と ProximalInteross.聞のバランス

I n terosseus 筋は voJarまたは dorsalに位置を占め

るかでなく ， その付着鍵が主として distalの wing

tendonに移行するか， proximalで phalangealinsertion 

及び cxpansionhoodになるかで作用も異なるので

volar & dorsal interosseiでなく distal& proximal 

Interosselに分類すべきであろう.

1) Lumbricalesの作用は筋電図学研究などで IP関

節伸展であることが明らかである (IP関節仲良時

dynamic tenodesis的効果で MP 関節屈曲力も多少は

生じる).

2) Distal interossciの作用も Lumbricalisと同じく

IP 関節伸展に働く .た工し MP関節仲展H寺にのみ{動く

(Bunnell ら〉のでなくその屈曲時にも働く (Longら〉

と考えられる.

3) Proximal inteross口の作用は MP以l節屈Illlといl

闘節の側屈 (stabilizatioのである.

111. 指のバランスに関与する筋膜系

筋肉のように力源のない筋膜も指のパランス維持に重

要な役割lを演じている.

A. PIP関節部

1) Transvcrsc retinacular lig.は PIP関節fljlJ渋l侍

wing tendonの背側l悦臼による swan-ncck変形を防

ぎ， PIP凶節屈l凶は wingtendonが学;仮1]に牽引される

ことで容易になる.

2) Obl叩 leretinacular lig.は基指廿 pulleyに起始

し PIP関節:'];{lll]を通り中筋で wing tendonに移行す

る. ドLjlP関節の屈伸を tenodesis効果によって link

する機能が Landsmeerらの研究で注Uされているがそ

の発育程度は個人差が大きくその機能は重似できないと

する考え (Harris) も強い.

B. MP関節部

1) Expansion hoodは EDC と lnlerosseaの pha-

langeal insertionの間 sagittalbandは EDC と深鎖

中手籾借(または MP凶節学副靭帯)聞に張り一応昆;

5J1jできるが機能的には EDC を stabilizer， EDC によ

る MP関節fllj展を容劾にする一連の構造と考えてよい.

このことは MP関節の RAに対する滑朕切除後 EDC

の ccnlralizationを行なう際など考地;すべきである.

2) MP関節郎筋膜系のパランス構造(図 3) 

MP朕l節学副初市 cartilageplate の左右縁は深航中

子初'Ji;による側方牽引力， 側副籾市や saggitalbandに

よる背側牽引力，pulleyによる掌側牽引力の集中点

(force nucleus)になっている. これら一連の筋朕系が

MP関節の迎動を効果的にまたそのあらゆる肢位におけ

る安定性の維持に役立っている.この筋朕系の基木構造

の維持は MP凶節さらに指全体の動的パランスの維持

に重要である.

IV. RAにみられる手指関節のバランス障害

A 手関節

境屈を生じやすい.それは手関節尺側の slabilizcrの

作用をもっ ECU が学側脱臼 し， また尺側側高IJ籾併と

みなされる lriangular!ig. (Kaucr)が変性，弛緩する

ためである.
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_ Central slip 

............ Expansion 
Hood 
/ Wing tendon 

/ 

寸
_ _Collateral lig. 

lfan-like portion) 

図 3.

B. MP関節

jjJ:'1JIU (Ini)脱臼と尺屈を惹起する. それは MP関節

の構造および手関節倹屈により FDが MP関節部の

pulleyの近位端を尺側に押すためで，尺側 1n terosseus 

筋の収縮は尺屈の原因ではなくて結果と推定したい.

C. PIP関節部

1) PIP関節自分に滑膜炎があれば boutonniere変

形を呈しやすく MP関節掌側脱臼のある場合 swan-

neckを生じやすい.

D.母指の変形

MP関節の腫脹で EPBが弛緩し (extrinsicminus) 

代償的に IP関節が過伸展する型と ，CM 関節炎でこの

関節が亜脱ιlし第 l中手骨が内転し 2次的に IP関節ま

たは MP関節が過伸展する型に分けられる(Nalebuff)

おわりに

上述の手指の dynamicbalance の問題 1つをとって

↓↓↓ 

一「↓↓

も人間の手の機能はきわめて複雑でデリケートであり，

いったん障害された機能を完全に回復することはむずか

しい. しかし人間の手は一面，人聞の大脳と|司線きわめ

て機能代償がよく発達することも認識しておく必突があ

る.それは人間の手が発達した大脳に支配されているた

めと考えられる.

質問 津山 (京大整形)

筋の amplitudeは固定されているものか. たとえば

Steindler手術などで手指屈筋共同起始をかなり大きく

中枢に移動しても肘も手指も完全伸展できるようになる

例もあるが，そのような例では LeoMayerのいうよう

に筋の amplitude自体が変化し， 実際に増したか， 筋

!復長が大きくなったかであると思われるがし、か Xか.

答 田島

Active amplitude in situが，たとえばその腿が本来2

つの関節を跨いでいたとして，それが3つの凶節を跨ぐ

ように移行された場合など，講演中のベたように Passive

assisted amplitude さらに可能性としてはその筋腿の固

有の amplitudeまで増大することがあり得ると考える.

特定の筋腿の固有の amplitudeが完全に一定している

かどうかについては理論的にはある程度の幅があると考

えられる.その理由は(1 )結合識は長い間 tensionがか

かっていれば stretchする性質があること， (2)筋肉炎

の amplitudeを計測する際 maximal s trech の点を~単

位の限界としてもこの限界を決めることがむずかしいな

ど十こよる.
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51.当科における手先天性奇形例について

山口 径1 宝積 豊 黒坂武司 恰山 建宇

鳥決j 泰仁 武内 鉄夫 須藤 j反目*

我々は昭36年より47年までの12年聞に当科を受診した

手の先天性奇形例について統計的観察を行なった.この

分類は Barskyに準じ，総数 256例で，男152例，女104

例である.

症例の分類は表 1のとおりであるが，このうち興味あ

る症例を紹介 し，特発性切断， 絞~IT輪症候Jt'F， Symbra-

chydactyly， brachう叫 ndactyly，ectrosyndaclyly 等につ

いて述べる.

症例 1.13才，女子， 短指症. 第 2，3 I行の基節骨と

中節骨との短縮性変化と brachy h yperphalangy を特徴

とする Vidaltypeのものである.

症例 2.12才，女子，Symphalangism.両側第 2指か

ら5指までの PIP関節の癒合を認める. 遺伝関係は認

められなかった.

症例 3.2才，女子.左ぶらぶら小指(日oatinglittle 

finger). 文献上この名利は見当らなかったが，Barsky 

の症例て‘は 4， 5指が欠損していて f10alingfingerのつ

いているものが報告されており， ectrodactylyのー型と

なっている.

症例 4. 2才， 男子ー左第 5中手骨欠J貝.4， 5指の

合指症を合併，Barskyの症例に同様なものがあり ，

partial eClrodactylyとなっている.

症例 5.4才，男子，左単指症.尺側が欠鎖して母指

が残っており，文献的には挽側が欠損して小指が残って

表 1 当科における子の奇形例.

合指liE

多指症

短指症
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'
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Floating lbumb 
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単指症
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第 5中手骨欠損

巨指症

Arthrogryposis 
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のそ

合

いるものが多い・ 絞似輪として分類したものは，合指症や切断を合併し

特発性切断は16例で絞犯輸を伴 うもの 4171片含んでい たものを除いた.単なる絞犯輸は 3例のみであった.

る.断端に軟部組織の凹凸を認めるものも切断症に含 Pattersonは絞犯輸を 4型に分類しているが， 前述した

め， 爪を認めて指の形態を思わせるものは小指症に入れ 3例は第 2型に属する.Ectrosyndactyly の症例の巾に

た Barskyは小指症という項目を設けてない. は，絞tJ[j輸を合併するものが8例あり，これらは 3型に

特発性切断と小指症とは Aplasieか Hypoplasieとか 属するが，このうち 7例は 3，4，5指の指骨の欠似と合

の ;fH~であるとも思われるので厳密に区別することは困 指が著明にみられた 〔図 1). 

燥であるー 第4型に属するもの，すなわち較施輸を伴う切断は 4

キ A.Yamaguch， Y. Houzumi， T. Kurosaka， K. Hiyama， 

T. Torigata， T. Takeuchi， N. Sudo:横浜市立大学整

形外科.

。iijにみられた.

Barskyは Polの Symbrachydaktylie を2つに分け

て，中節の短縮と合指とを合併するものを brachysynda-
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c 

E 

ctyly と呼び，指節の欠損と合指とを合併するものを で，このうち Polの Symbrachydaktylieに相当するも

part凶 ectrosyndactylyに入れている.た工し， Polは の3例であり，絞犯輸を伴うもの 8例である.

中節の欠損とみないで，中節が痕跡的に退化して末節の 次に Symbrachydactylic と絞似輸を伴わない cctro・

骨端絞様となり，同化性 2節となっているとし、う見解を syndactylyとの関連について述へる.

とっている. 図 2の症例 1， 2は Symbrachydaktylieに相 当 する

Brachysyndactyl y は 10{JIJですべて片側性である.大 が，症例 1では中節'丹の短絡がみられ.拡例 2では中節

胸筋欠損を伴うもの 5例である.合指の程度は高度のも が骨欠損しているので partialectrosyndactyly に相当

のでも DIPの高さであり，諸家の報告と一致してい し，第 2，3指がより短縮している症例 3では 2， 3折

る 列の指骨の欠損が苫切であり， ectrosyndactylyである

指骨の欠損と合指症を伴う ectrosyndact yl yは 17例 症例 4では 2，3，4指が痕閥、的となっているが指の形態

¥7" 
e 

図 1.
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り行
a 

竹n
を保っている.

これら 4例を比較してみると，症例 1では第 2桁より

5指までの'1'節骨の短縮のみであり，症例 2では第 2，3

指列の短縮がより強く，症例 3では 2，3， 4指に指骨の

火以が強くたり，症例4では 2，3，4折がJj{跡的になっ

ている.すなわち，症例 lから 4にゆくに従って 2，3， 

4j行の指什の欠mが高度となっているーこれらを一連の

奇形とみなすと，症例4は Polの向皮伊IJともいえる.

Birch-Jensenは Polの高度のものをJIニ定型性裂?と

呼んでいるが，症例4は3，4，5指が民跡的となってい

整形外科

。
《
け
d

o
o
h
l
H
 図 2 
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りη
b 

。ヲ)D 

て川

て， 'i'手'，'J"も欠mしているので Birch-Jensen のいう非

定型性裂予ともいえる症例であるが， 我々は ectro-

syndactylyにいれた.

出EWIJ5は第 2， 3， 4指が MP関節の高さから欠民し

ており，指の痕跡もない.外見上は非定型裂すーと類似し

ているが，中手r"Jの欠損がなく，軟部組織の切れ込みも

ないので切断続にいれたものであるが，狭義の ectroda-

ctylyという項目にいれても良いものと思う.

杉浦，仁l'沢らが指摘しているように，中央指刈の形成

不全はあっても指節形態が痕跡的に残っていて指問裂|涼
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が MP関節の高さより中枢に及ばないもので機尺側の

残存指列の形態にも明らかな形成不全が認められる場

合，裂手， Symbrachydactylieの高度例，特発性t'J断，

ectrodactyly等のうち，どの項 Hに該当するか鑑別が困

難である.

Barskyの分類では，合指症を伴う partialectrodactyly 

の中に Polの Symbrachydaktylieや，絞JlE輸を{半う合

指症等の別の成因と思われるものがはいっており，形態

的で分類しやすい反面，原因別に考えると不適当と思わ

れる面もでてくる Polらの考えを入れて，もう少し発

生学的に分類したほうが良いのであろう.なお症例を増

して今後より適当な分類をしたいと考える.

追加 倉田 (広島鉄道病院整形)

上肢先天奇形の分類に関しては， 1968年 Swanson，

Barsky， Entinらで構成する lnternal Federation Co-

mitteeが発表し， 1970年に Flattがさらに詳細に発点

した分類試案があり，これについては第13図形成外科学

会で発友した.

Pathogenesisが完全に解明されていない現在，奇形を

完全無欠に分類することは不可能である Swansonら

の分類試案は一見l男解に分類されたように思われるが，

種々問題点がある.

1) 分史(j試案は記抜方法が繁雑であるので，もしこの

分類を使用するとしたら，この繁雑さをなくすために，

より簡便な方法を考案した.

2) 複雑な病像を呈する奇形があって，どのカテゴリ

ーに析するのか判断に苦しむものがある.

3) 三指節母指は Frazelらの末節fi総合不全説に

よれば Arreslof Developmentに入れるべきである

が Hassらの母指多折症の l恒!)'J説によれば， Duplicalion 

に入れるべきである.

発言 田島 (新潟大整形〉

たピいま発言者の述べた InternationalFederationの

採択した分類は一応すでtこ決定されたものだが，形態的

分類と histogenesis的分類が混合しており復雑であり ，

私の教室でも Flattの分類によって尖際いくつかの症例

を若い医員が分類してみる試みを行なったが，相当まち

まちの答えが出て，その実際性が疑われる.私は「分類

は Communicationの手段で皆んながなにを定、1床する

か疑門の余地なく理解し合わねば怠味がなし、」という立

場から現段階では純粋型態学的分類が良いと信じ私の試

案(公表してなし、)について Flattと個人的に検討し

彼も私の主張を認める考えになりつ Lある.

Dr目 A.Swanson (U.S.A.) 

この分類は Flattの分類ではなくもともと私が考え発

表したものである.これを InternationalFederationの

先天異常分類小委員会(委員長 Dr.A. Flatt)が正式に

採択したものである.アメリカ手の外科学会も正式に採

択している.むろん完壁とはいえず90%効果的である.

弘はこの分鎖が広く 利用されることを望みたい.

丸毛(悲恋医大形成〕

術1移の分煩はむずかしい.弘は現段階では米国 (Flatt

ら)の形態のみからする分類法と Muller，Werlhe-

mann， 'vVitl， Birch-Jensenなどの発生学的見地からす

る分類法との両者を合せ)甘いてゆくべきと思う. !fiJじ形

の奇形でも Symbrachydaktylie と忠われるものと

Spalthandと思われるものでは手術H与の所見がまった

く具なる.したがって l例， 1 {J1jの症例を大切にし将来

の完全な分;ijjを11さして，研究してゆくことが望まし

L、

答山口

手の奇形の分史(iに!)!jして多くの発言があった.形態的

分煩か，成凶'I}IJかとし、う質!:iJr現段階では形態を優先し

て分類し，一部)京凶の解明しているものをとりいれるほ

うが良いと考えるJ.

52.手先天性奇形の治療についての検討

三浦隆行 前田敬三 木野義武 中村 委主吾キ

手指の先天性奇形の治療には，将来の発ア了と機能を考

* T. Miura (講白!i)，K. Maeda， Y. Kino， S. Nakamura 

名古尾大学分院撃形外科.

えた治療が必要jて‘あり ，さらに忠児の将来の社会環境に

ついて未知のま L治療法を選択しなければならないとい

う困難な問題を作っている.このこ とからはなるべく成
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長を待期して後に手術を行危うことが唱ましい しかし 実施した.

ーブjて、は形態的異常による早期手術の希望，奇形の存在 症例は基節，中節の折l'J発育不全の著しい合指症であ

による発育障害.手の機能の確立の時J~Jなどを考えれば る.これに対し第 lj行列との合指を示す第 2J行列を'1_'子

手術手伎の改善により早期治療を可能とすることもまた 骨含めて切除裂予を形成することにより把持機能を再建

重要な謀越である.私たちの先天性奇形手の治療例から した.術後 5年さらに形成指間部に tetraheadralZ-

比較的新らしい子術について報告し検討を加える plastyを1JIIえた.

1. Digital transferの応用 4. Tendon transferの応用

1961年 HenrikSゆilandは‘'on-lopplasly"という 名 特に19:指の機能不全に対してはしばしば tendontra-

#1、で多数指切断の手における機能再処法として neuro- nsferが適応となる.

vascular digital transfer を行なう刀法を発友した. いわゆる claspedlhumbは長期間の似性 splintの装

Acrosyndaclylyの 2例に対し，指分雌に際し本法を実施 用によりなんらの機能障害も残さず治癒する場介もある

した. が， 中には長期間の splinl装用にもか Lわらず， 母指

小JRは基節竹のみで，中 ・.Bfl指の木村imuは廿1也、合し， のfill展，外!I去の障害が永続する症例があり，筋腿!の形成

I'd 1iilに深い絞侃輸がみられる.この中折背側に小塊状で 不全がみられる これに対し1964年 Broadbentらによ

存在する瓜指を 1側の neurovasculatarband とともに り発表された固布示桁{II';拐の移行術を皮膚の形成ととも

小指の尖端に移行した. に行なった. 2症例とも舟指の伸展，外転は改持され

次の例は母指の基節部の一部を~すが外見上機能的な た

ち;):j行をもたない症例lで，ぷ指，中指問の分離を1jなうに l手指形成不全症の症例では，その軽度のものでも/:v:j行

際し，ノJ'指をその neurovascularband とともに母指の 沫筋を欠除し，母指の対立運動が不能である.これに対

尖端に移行した. しては opponoplastyが適応となる. 1例に対して Sub

2例ともこの手術により l婦は不足するが手としての Nを利用し良好な成績を得た.

形態も比較的整い，機能的にもかなり満起できる結果が 次の症例はさらに高度の形成不全(自oatinglhumb) 

得られた. であり母指化手術の適応と考えられるが，両親の希望も

2. Opposing Z-plastyの応用 あり固有小指伸筋を利用しての opponplastyと皮的'の形

1972 {p Shawは指間水掻き形成の手術法として 成を行なった.Opponoplastyの方法として小指外転筋

“interdigital butterAy Aap"法と名付けて opposll1g を使用する Littlerの方法は母指球特有のふくらみを与

Z-plastyを利用する方法を発表した. えることができて望ましいと考えられるが，これのみで

症例 lはιI，m，環指の合指症である. これに多少 将来良好な発育と機能を得ることは困難であると考えら

modifyを加えた Z-plastyを行ない生じた折側面の皮膚 れ，再手術の必要性も考慮して固有小指伸筋を利用し

欠仰は全J~j笠隣組皮により閉鎖した. た.これにより母折の安定性が得られわずかながら母指

!，F.{;列U2は先天性屈指症の症例でl'iJ様の手術をまず示 の使用が"T能 となった.

J行， 'I-'J行と J~Ui1， 小JH間に 1jない.統いて， rl'j行， JJ;Hi1 5. Pollicisation の応用

r:川1日川1リlと1:判JJ行九， ノ不下引J折行1'/間iれ川:リjにも行なつた これにより J桁行削(1仲11小|ドI)}以4の11佑制制1お相例;1河|リJ ì汗手 j泌』抗~' L;J:j桁行削j，iιi

|限製もかf必£り必改【?苫g;されたが，中十指行のfl例仰iリ小|ド1以はなお不イ-分てで、あ 応となる.

った. 典型的な内反手の症例lに示指の母指化を行なった. し

症例 3，主巾指，広Hi'iの合指症である.これに士、Iし従来 かし示m，仁l'指は術前より可動性なく，機能を失つ桁で‘

の Zig-Zag切聞と本法を組介せ， 1文j向。欠社1ffHに全層遊 あったため術後の機能的改善はほとんどみられなかっ

離Ml支を行なう巡i応の拡大をI試みた 4例は術後いまだ た.

μ浅く 今後のJ旬縮発生の有無に注 Hしたい. 次のほm形成不全症の症例に対しては， i''f仮Usliding・

3. Phalangisationの応用 Aap法， Littlcr 菱形皮弁法と二度にわたる手術を行な

Phalangisationは1852年，すでに Hugie，により創始 ったが同H寺に腿移行等の処置を加えなかったため再び母

されいわゆる mittenha吋の治療法として広く知られ 折の内転灼紛をがし， nJ!動性もなく実用的な子ではなか

ている. いわ ゆる9'手甘を指骨化する phalangisation った. このため示桁のほ指化と 同時にほ折を'J~ Ji1ýlJに診

の定義とは異なっているがこの与えJjを応川した治療を 行した.この務1ij行は機能的にはむしろ障者となるもの
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ではあるが，母指化による指数の減少を避けることがで

き家族は一応満足している.

次に Littl er 法による母指列欠m例に対する母指化1~1

の症例では，母指球部の欠損，裂手状形態に対するなん

らかの改普が必要である.

53.手の先天奇形におけ る遺伝学的検索

倉旧利威 力川 忠j変 平松広夫 津下健哉キ

1956年に Tjio& Levanによって人類の染色体数は が認められたが，両親や同胞には異常は認められなかっ

46個であると決定されて以来，染色体研究は飛躍的発展 た.染色体検査では異常は見出されなかった.

を遂げ，先天異常患者では，その原因の究明と診断の確 症例 2.15才，女.両環小指合指症.

立，治療方針の決定，さらに予後の判定に，また染色体 妊娠歴:特記すべきものはない.

異常児を放出した夫婦にあっては遺伝相，淡のために欠く 家族歴 :父親に同様の奇形が認められた.同胞には異

ことのできない重要な子段の lつとしてfヒ11さ れ て い 常はなかった.染色体には異常はなかった.

る.先天奇形は以外と多く，発生頻度は，全国産婦人科 症例 3.8ヵ月，男iIl，j裂手， jjlij裂JL

調査によると， 出産児の O.7~0. 8%， しorkによると 妊娠歴・特記すべきものはない

1. 22%と報告されている.そのうち筋骨格系の奇形は. 家;放医 父親に両裂手が認められた.~Ioj親や子供の染

Neel Iこよれば 30.9%，森山によれば 32.2%と報告され 色体に異常はなかった

ている四肢奇形のうち主なものの発生頻度は多指~JI 症 症例 4. 3 ヵ刀，女而l裂手f，~j裂足.

33.7%で:I¥iti't1 :;f当り7.7，合1i'l応10.7%，欠指症5.2%

裂手4.2%で，これらは合わせて出産 1万当り 3.1の割合

で発生するとされている.1.1i:々 は整形外科領域における

先天奇形の遺伝学的検?伝を行なっているが，そのうち上

肢先天奇形で，遺伝|対係の認められたものについて報告

する 1958年から1970年の12年間に経験した卜肢先天奇

形の忠者総数は 495名であった j立伝性奇形と考えられ

ているものには，多J旨症，合J旨症，短指症，欠指症，斜

指症，屈指症，三指節母指，鼓樗状母指，裂手，先天性

指関節強直症などがある. 495 fjUの中で，遺伝性が認め

られたものは，合指症5例，裂手 2例であった.なお多

指症にも遺伝性が認められる症例であるように思われた

が，乳児期に切除を受けているために本人(親〉が知ら

ないこと，手術創が認められでも外傷によるものと信じ

込まされていることなどの理由で，もう少し検討する必

要があると思われたので今回は省略した.

症例の一部を紹介する.

症例 1.2才，男.雨中環指合指主主.妊娠)震には特記

すべきものはない 家族院で，父方の伯父に同様の奇形

ホ T.Kurata， T. Rikita， H. Hiralllatsu:広島鉄道病院号車

形外科(干730 Jム)::iili三葉の'llJ;K. Tsuge(数段):Iム仏

大学整形外科.

妊娠腔 :特記すべきものはない.

家族際 :母親に両裂予が認められた 両親や了供の染

色体に異常はなかった.

1定例4，5では，手足の形態は実に変化が大きく，同

一人の左右でも異なっていた.親は裂手だけであるのに

子供には裂足を伴い，親よりも重症で・あった.

考察ならびに結語

整形外科領域における先天奇形は多く，中でも多指

症，合指症，裂手等は穆透率が高いとされている.合指

症は遺伝性，家族発生を示すことがあるが，この場合，

表 1 遺伝性奇形

多指症 不規則優性.劣性型もあり

合指症 不規則優性 Y迷[均i町三表型模写

短指症 常染色体性優位

クt 指症 常染色体性優性

~f 指 jJE 常染色体性優性?

周指百l 不規則俊t'l

指節母m 似性(不規則優判〉

放が状刈指 不規則鋭利一

俊 子 不被則他十1:

先天t'l指11l1f1ij強也もl' 単純i変性
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図 1

両側性，対尚、的な総合指を I己す Penroseは父系i町三は 散発例では，胎児発生過程での胎内環境要因によって発

II:J;系冶伝よりも強いと述べ Davis，German らは合指 現し，妊娠初期に，流忠，切迫流産等に擢忠すると奇形

痕のうち18%に家族性が認められたと報科している.我 の発生率が高いように思われる これらに関して，治療

の々j，E例では17.8%で，父系遺伝 4{YIJ. 母系逃伝 1{yljで 医学の重要性もさることながら，予防医学の発展も宅ま

あった これらの事実から遺伝性合指痕の dominant れる.

geneは性染色体にあるのではないかということが推測

される 裂手も遺伝性が認められ. Birch-Jcnsenは41.6 発言 上屋 〔横浜市大整形)

%と報竹しているが， パーセ ンテー ジが高すぎるように 逃伝性合指症の dominantgeneが性染色体」てにある

思われる. Barskyは 16%.我々の場合は 5.4%であっ というお話であるが，もしそうであるとすればX染色体

た.多くの報告者は遺伝性で優性であるとしている. かY染色体ということになる.Y染色体については人類

以 l二のように遺伝性が認められ，外表奇形があって の疾患でははなはだ稀とされており .X染色体について

も，染色体異常を示すものは少なく ，牧野は先天奇形 は，患者が男の場合は母系への偏りがみられなければな

580余例の細胞遺伝学的究研から外表奇形と染色体異常 らない. 一般には常染色体性優性泣伝と考えられている

との関連のはっきりしないものが大部分であったと報告 と思うが，性染色体との関連ということになると重大な

している.これら奇形は遺伝子レベルでの異常と考える ことなので慎重なご検討をお願いしたい.

か Hamertonが述べているように染色体に異常があっ 答 倉田

ても，現在の技術では検出不可能で，正常と見倣 されて ご指摘のように dominantgeneがY染色体にあると

いる可能性もあると思われる 遺伝性とは考えられない 断言て・きないので，今後十分検討したいと思う
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54.手の奇形と皮膚紋理

松井 猛 山 岡 弘明*

手の掌側の皮膚は.足)底部の皮h旬、と同様，構造上特異 が，通常手根骨部にあるべき腕三叉線が欠如しているの

な性格を呈している すなわち，他部位には見られない が特徴的である.右母指球は形成不全が著明で， 2才に

降線を有している「図 1).この降線の性状の分析を対 母指化術を受けている.皮膚紋理では左側同様，腕三叉

象とする分野は皮膚紋理学といわれ，その一部である指 線を欠いている.

紋はふるくから個人識別に用いられている.また皮府紋 症例 2.8才，女子.両側五指症 (図 2).両側とも

理の異常は胎生期の発育障害と密接な関係があるとされ 4才で母指化術を施行されている.皮膚紋理では両側と

ており，最近では臨床的に先天異常分野において皮膚紋 も)腕三叉線が認められない

理学の重要性が認められてきている.我々は手の奇形患 症例 4.19才，女子.両側三節母指症(図 3). 

者の皮府紋理を分析し 2， 3の知見を得たので報告す 母指球の形成不全はなく，皮府紋理でも母指が三節で

る. あることを示している.指三叉線は第 2~5 指基部に認

対象は過去 1年間に紋理を採取し得た手の奇形患者 9 められるが，腕三叉線がや i遠位にずれている.

人で，両側擢患例 5人，片側例4人である. 症例 6:9ヵ月，女子.重複母指.

以下，代表的な症例について述べる. 機側の母指は尺側のそれに比べ約半分の大きさであ

症例 1. 3才，男子 Holt-Oram症候群. る.しかし指紋では続側母指が徒側陥状紋を呈するのに

左 目oatinglhumb は生直後に切除されて母指は欠損

しており，母指球も認められない.皮府紋理では，第 2

~ 5 指は各指の基部に正常と同様に指三叉線が存在する

反し，大きいほうの尺側母指は弓状紋である.

症例 7. 2才，-9:子.右第 3，4指合指症.

指三叉線は総合していない第 2，第 5指に正常の位置

t : Axial triradius 

Oermal ridge configurations 

図 1.35才，男子の皮rlh紋型.

持 T.Matsui， H. Yamaol叫信州大学整形外科.
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図 3.両側 3節母指症.

に認められるが。総合している第 3，4桁ではその中間 腕三叉線を欠く症例では母折化術の適応となろう

に桁三叉紛lが 11闘存在するのみである. 症例 6においては，太いほうの尺側の重復母指は弓状

考察 紋であるが，細いほうの母指が蹄状紋を呈していること

Mulvihill らは皮膚紋理は胎生 1 3~ 19 週における手の から， Mulvihillらの仮説によるとこの細いほうの指が

局所表面解剖の直接的な結果であると述べている.彼に 発生学的には dominantで，形態学的にも機能的にも成

よると皮膚降線は成長方向に対して直角に平行に配列さ 熟度が高く，母指球筋もこの細いほうの指に付着してい

れるという. さらに彼らは胎生期の padと成熟した指 ることが想定され， 手術の planing の参考資料の 1つ

紋との関連を想定し， padが高いと渦状紋となり ，pad となろう .

が低いと弓状紋になり，ねじれが生じると附状紋になる 症例 7の癒合している 2本の指はそれらの基部に 1個

という.すなわち，複雑な紋様を呈している部位は胎生 の指三叉線を有するのみである Penroseは指掌におけ

期の pad形成が高度であったということになる. る蹄状紋と三叉線および指の数との関係を「三叉線の数

症例 1， 2のごとく母指球の欠如あるいは著明な形成 +1=蹄状紋の数+指の数」なる公式で表わしている.

不全例では，腕三叉線が認められなかった.この所見は この際，渦状紋は 2個の蹄状紋とみなされている.症例

pfei仔口らのサリドマイド児の皮府紋型の分析結果とー 7においては蹄状紋は10個，三叉線は13個であるから，

致しており，腕三五〈線を欠くことは発生学的に母J行が著 J旨の数をDとすれば iI3+1=1O+DJ となり， 指の数

しい形成障芹を受けていることを示している.幼小児で は4となる.すなわち，癒合している第 3，4指は 1本

は手指の運動機能を正確に把院しがたいこともあるが， として数えねばならず，これらの指の泌合性は胎生期か
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ら強かったものと考えられる.

結語

各種の手の奇形J患者の皮j宵紋理の分析結果を考察をく

わえて報告した.1支府紋理学は手の奇形の発生過程を推

定するのに有効な手段であると思われ，さらに治療上の

参考資料の 1つとして取り上げられる価値があろう.

追加 倉田(広島鉄道病院整形〕

i支府紋理は:tFlの動きによって生じたり，変化するもの

と考えていたが，いろいろ検討してみると大脳皮質の分

化に関係があるように思う.発生学的には， 18週の胎児

になると主要な紋llliが発現するといわれている.しかし

母体の環境によって影響されるようである.これについ

てはそンゴリズムが代表的である.また皮下組織，特に

'行絡の発達によっても影響されるように思うたとえば，

5指手と 3指節母指との違いをX線学的にみると， 31旨
節母指では，中手'汁の発育線は proximalに存在する

が， 5指手では，第 l中手旬・の発育線は， proximalと

distalに存在することから区別すべきだと考えている.

以上の点から両者に皮膚紋理の相違があっても良いと思

うしこれによって奇形が区別できるということは興味

深いことである.

答 松井

指紋が大脳の発育と関係あるとの意見だが，私の知り

得た知識からは指紋と大脳の発育との直接関節はないと

思う Mentalretardationを持つ Down症候群など，

手以外の他臓fJに先天性障害をきたしているときは，降

線の形成が~~\，、ょうである

55.裂手症の治療に Metacarpaltransferを応則した 1症例

檎山建干 高沢晴夫 黒坂武司

武内鉄夫 大木田勝子*

裂手症はその奇形の程度が多嫌であるため種々な治療

法が行なわれている.最近， 1例ではあるが metacarpal

transfcr法を応用し，形成術を行ない，術後経過は短か

いが，形態的，機能的に満足し得る成絞が得られたの

で，その経過と現在まで、に当科を受診した広仰lについて

若干の考察を加えて報告する

症 例 3才， JJ. 
家族歴 ・既応、歴とも異常を認めない.

左手はrl寸J行が欠mし， 示指と環mの聞は MP関節の

レベルまで聞いていた.X線学的には，Y字型をした第

3 rl"手ilが残っていた.

裂|波部はn動的にも，他動的にも狭くすることはでき

なかった.

-:{i手は発7守ー不良な中指が MP関節で能似IJに偏位し，

PIP関節で廊ilil・尺側偏位の拘縮があり，中指と環指の

聞は MP関節まで1m¥，、ている 環折 ・小折問には'丹性

の合指症があった.X線学的には第 3，第4中手骨IMJに

発育不良な「ド手骨があった.

fItl47. 11. 16日，左手に対して metacarpaltransferに

埠 K.Hiyama， H. Takazawa， T. Kurosaka， T. Take 

uchi， K. Okida:横浜市立大学整形外科

よる形成術を行なった.皮切は Barskyの述べる方法に

従った. 示指の MP関節は第2中手骨と第3中手骨の

杭側の MPものと， 環mの関節は第 3中手骨の尺側の

ものと第4中手十!とによって，それぞれ関節が形成され

ていた.

中指のM'!初腿は明らかなものはみられず，日brousな

帯状のものを認めたにすぎず，その;:.fミ梢nllJは示指と昔話指

の f'~筋腿!についていた.

屈筋腿jは術中見える範聞では認められなかった.第 3

中手骨からの背nllJ'fi'間筋は，その基部から協側および尺

側の中手骨骨頭にそれぞれ付着し， Y字型の分校部にも

痕跡的に'['1間i!}iと思われる組織があった.

Y字型の第 3'1'手骨を骨膜下に~ U: し，示J行，翌日桁の

MP fYiJ節からそれぞれ切離した後，基部でtj切りを行な

って末相官I1を切除した.彰統しいて，第 2中手骨什.をその基部

で骨切りして第 2r巾1"手7官3

tlOl1を力加加11比えて指屈|曲出に際して示t折行， J.Jj'iJ旨が互に cross

over が起こらないことを確かめてから 2木の K-wire

て、固定した.さらに，第2学側骨間筋をその起始部から

はがし，第 3中手骨の基部腕似IJに移行した

術後 6週間ギプス固定を行なってから後療法を始め，
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a.左手の術前X線像 b.右手の術前X線{象。

図 1

図 3
我々 の症例のうち metacarpaltranofel の適応があ

ると思われた症例.

図 2.術後3ヵ月のX線像. を矯正し，経過観察中である.

考 察

5ヵ月後の現在，形態的改善はもちろん，機能的にも， 昭36年以来，当科を受診した裂手症は. 12例16手であ

指屈曲時の crossoverがなく，一応満足な成績が得ら り，両側例 4{JIJ.片側例 8例で男女比は 9対 3であつ

れている. た.Barskyの分類に従って分類すると typicalform 11 

また，右手に対しては，その後，過剰な中手骨を切除 例. 15手 atypicalform 1例. 1手で、あった.Typical 

し，第 2.第 3の CM 関節を切離して，中手骨全体を form手のうち， 中指のみの欠損 7手，中央指列全体の

寄せたが， 多少の crossoverはさけられなかった. さ 欠損 3指，そのほか，環指の欠損や，示指，中指が欠損

らに，発育不良な中手は基節骨で骨切り術を行ない変形 した例が 5手であった.
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これらの症例のうち，我々が手術をした症例は本例以

外に4例， 4 手で，手術時年令は 2 ~ 5 才であった.

術式は Barskyが述べる中手骨骨頭を引き寄せたもの

2手，過剰中指骨切除+Barsky法 1手，過剰中手口切

除+骨切り術+Barsky法 1手であった.

この手術症例の術後経過をみると，形態的には改普さ

れているが，指屈曲に際して多少とも示指，環指の

cross overがみられ，機能的には必ずしも満足し得るも

ので、はなかった.

我々は，以前に心環指が'自髄炎のため短縮した 6才，

男子に melacarpaltransfer により，形成術を行なって

形態的，機能的改普が得られた症例を経験したので，裂

手症に対しても，その形態的問題と術後の crossoverの

問題とを onestep で改善し得る方法と考え，本例に試

みた.

本例の治療経験からすると， metacarpal transfer は

裂手症のうちでも，中指のみの欠損で，第 3中手骨が残

存している症例に対して適応があるものと考えられ，こ

の点から，我々の症例について検討すると，表に示した

如き 6手などは本法を試みてもよいのではないかと思わ

れる.

以上，裂手症の 1例に melacarpallransfer を応用し

た症例を中心に報告したが， 本法は crossoverの主因

である中手骨骨頭を引き寄せる際にみられる MP関節

の rotaUonを control できること，また， '1ニI手骨全体

を移すために，中手'1~1・骨頭を寄せすぎて MP 関節で，

示指， J)日指がそれぞれ挽fJW，N側に側位することも予防

できることなど利点があり ，今後症例を歪ね検討してゆ

きたい.

56.手部奇形の 3例

片桐 耳大

凶堀 実

丸山 俊章

上村正吉

平沼 晃

萩原信義

藤巻悦夫

門馬 満

柏木 武本

手の奇形の分類については種々あるが，成因による分

類ができれば最も良い.しかし実際には不明の点が多

く，結局は外観上の特徴や類似により分類しているのが

現状である.しかし実際の診断にあたり， しばしば分類

上の位置づけに困難する症例に遭遇する. 今回我々は

“長さの異常"“分離不全"を特徴とする， 3症例につ

き検討を加えてみた

症例 1.8才8ヵ)1，男子.:1i手，第 1子.妊却'IL分

娩に異常ない.

家族歴で従妹に L.C.C' をみる以外特記すべきことは

ない.

外観所見-七手は媛小化を反し，全指の短指を認め，

特に 2， 3指に著明で， 向指聞に水かき形成を認める.

同側の胸筋欠損を認める(図 1). 

X線所見 2~ 5 Brachymesophalangy， 2 ~ 5 '1'節

* N. Katagiri， M. Uemura (教授)， E. Fujimaki (講師)，

M. Nishibori: I昭和大学整形外科 A. Hiranuma， M. 

Monma， T. Hagiwara， T. Kashiwagi: 日本鋼管病院族

形外科 (干210川崎市大島町ト79-1)

骨骨端核は早期癒、合の傾向を示す. 2指の中節骨と末節

骨癒合を認める.第 1中手骨偽骨端核を思わせる像を見

る(図 2). 

以上より Sy口'lbrachydactyly(pol) と診断，合指症に

対し指問形成術を施行した.

症例 2.2才4ヵ月，女子.左手，第 1子，妊娠.分

娩，家族歴に特記すべきことはない.

図 1 症例 1. 
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図 3. 症例 2.

明
図 4.tiE例 2.

整形外科 1973年 11月

図 2. j，'1二例 1. 

図 5.佐例 3.

外観所見:左手は緩小を示し，手服部までしかなく，

その先端に爪を有する桁末節と思われる短かいJi'lが5本

認められる.胸筋欠損，絞犯輸はない(図 3). 

X線所見 :1 ~ 5 j行未節骨の点状陰影を認めるが，中

節'，'J.，基節'，'J'，rl'手'，'1の什陰影は認められない(図 4). 

我々はこの症例は Symbrachydactyly の~.~ 皮例と診

断，経過観察中である.

症例 3.2才1ヵ刀，男子.両手，第 1子.付親に自

然、および人工流産の既往がおのおの 1回ある.妊娠中は

異常なし鉛子分娩である.

家族歴に特記すべきことはない.

外観所見 :右手は前腕遠位端. :t行基節部に絞犯輸を認

め，それより末梢はボーノレ状に腫脹，その先端に析を!ι
わせる 5個の突起物を認めるが2爪はない.左手は 2，3

指は短かく爪は認められない.同2mは先端介J行を[7::

し，中叙部にはゾンデの通る指問孔を有する.また 3J行
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の基節 ifllに絞P~輸を有する(図 5 ). 

X線所見 . 右手は 1 ~5 指基節骨基部

陰影を認めるも，それよ り末梢指骨陰影

は認められない.椀骨，尺骨遠位端発fi'

不全がある(図 6). 

左手は 2t行末節骨は点状，中節竹は短

縮，'，'J'端核早jgj癒合が認められ，基節什

は'I:tA程て‘絞Pli.狭小化を示す.3mは基

節中央にて絞犯され.遠位端は欠1H.そ

れより末梢指11は欠損 している.

なおふ;症例は右内反足，イヲ~，↓頚を合併

している.胸筋欠煩はない.生後 2ヵJl

I"'f，布II削除絞犯輸に対しZ形成術を施行

以後腫脹は急速に消退， 経過観察中であ

整形外科

る.以上より congenitalconstriction 

band syndromeで右側は l.ymphedema

type，左側は Acrosyndactyly と診断した

考察

合J行を_l徴とする“分離小全けと短指または末梢形成

不全等をjミ徴とする“長さの異常刊を併せ持つ手の奇形

の分m.位置づけに際していくつかの問題点があると思

われる.症例lは Polの定義した Brachymcsophalangy

皮!仔性合J行，片側性権忠側の媛小手.I，;J側の腕筋欠損の

5つの条件を満足し，また. phalangeal reduction 2， 3 

指に高度に現われ，合指の程度は挽側に高度で，退化の

程度と{Tj行の程度の間に平行性があると述べていること

図 6 症例3

1973年 11月

l
MO
N
 

O
円ハ

υ〈

2
1
i
1
1

3
ロ
ハ
冶
。
イ
ー

末WiirHのfJI目t¥'i障害等発育の障害となるものは除去し，合

指に対しては指間形成にて機能形態の改苔をはかること

はもちろんであるが，機能的にはまったく無価値と思わ

れた末梢f.rilの骨や秋郎組織の突起物が，将来役に立つこ

とが経験されており，早期に軽率な判断によって切断す

ることは特に讐成せねばならず，長期jにわたる観察のう

え，似mな判断のれに手術適応、を決定すべきものと考え

る

追加 家常(悠IS医大形成)

とよく 一致し.~I~形的な Symbrachydacty l y (pol) と考 Symbrachydactylyのカテゴリーは 今nなお切らかで

える.r.E例2は一見末梢形成不全を}.!.1わせるが，爪を有 ない.大胸筋欠般に合併する手の奇形は Polarissyndaー

すること，各mはほ工完全な指末節状をさ詰しており，そ typlyから Adreiriaまで種々のものがあり， また同一

れより '1'枢部での合指であると考えられ.X線像で末節 表現型の予の奇形が大胸筋欠損の合併なく発現してお

'f'J'の点状陰影を全指に認め，発生学的に考え，手部末節 り，両者は手の奇形に関する限り区別することはできな

廿'百十亥防~t去の :~ ¥現後における骨核分化障害により 引き起 い.私は Symbrachydactyly症例を経験し.Poland に

こされたものと考えられ，胸筋欠損は認められないが， 準ずる症例を typ凶 symbrachydactyly，その他のものを

Symbrachydactylyの高度例 と考えられる. 症例 3は絞 atypical symbrachydactyly として発表している 症例

犯輸の存在，爪の欠損，先端合折でH'i間孔の存在.X線 1は Molius症候1if'であり ，大小胸筋欠凱および乳房欠

像にて折骨の中枢側の骨・核残存等より末梢形成不全と考 損と typicalsmbrachydactyly を呈している.

えられ，倉田 Patlerson らの congenilalconstriclion Molius症候i洋は symberachydactyly の病因を考

band syndrome，右は Lymphedematypc.左は Acro- 察するに重要であると考える.症例 2は atypical

syndactyly と考えられる elipithand， paseudo-Iobster clow hand ともいわれて

以上より雨者の鑑別に際し，爪の有無，絞犯輪，先端 いるものである 4指の指節骨は癒合 し monodactyly

合指，権忠手の媛小化，上肢の正常発育に関する胎生学 を呈し，5指は Biphalangyである.症例 3は peripheral

的知識をそなえたX線所見の精読等により短指か，末梢 hypoplasia型で， 5指は Biphalangyである. これ ら

形成不全かをみきわめてことが重要である alypicaltypcは symbrachydactylyのカテゴリーに含め

治療に関しては絞犯輸に対してはZ形成術を施行し， るのが妥当と考えている.
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57.巨指症の治療成績

嶋 良宗 笠原慶一 納田 務 竜神正彦*

巨指症は手の奇形のうち比較的頻度が低いといわれて

いる.我々は，過去12年間に 5例 (9指(泊。，1上肢)

の症例を経験した.

このうち 3例の遠隔成績は第 9回日本手の外科学会に

おいて一部報告した.

これに最近 2例 Hllを加えて，興味ある点を有する症

例について報告する.

症例 1.19才，男子.

生来，無症状のま L生後 1年半で有上肢ならびに母指

示指の肥大に気っき， 3才のとき前腕から手掌にかけて

脂肪組織の切除を受けた.その後， 10年間経過観察， 13 

才のときには母指の肥大と示指は尺倶IJに大きく湾1]担し，

肩関節から末梢全体が著明な肥大を示していた 母指示

指間の pinchは不能で，上肢長も増大しj副主も健側の

約 2倍となっていた X線像で骨肥大を認め，さらに皮

膚温で IOC内外の低下を認めている.Angiogramで挽

骨動脈が蛇行状となり， A-V fistu!a等は認められない.

この症例に対して，示指の脂肪組織切除と掌側の

digita! arteryを手術中に切mし， 結殺をし，湾曲に対

して '>Vedgeosteotomyを行なったが血行障害のため指

の一部嬢死を起こし これに対して有基植皮を行なっ

Tこ.

引き続いて，肩関節，上腕，前腕部の手術を行ない，

多量の脂肪組織切除と太くなった正中神経を出し，

branch はできるだけ切除し神経周囲の線維組織と

epineuriumの自brousになった部分を可及的に切除する

にと工めた Thenarregionに対して侵襲を加えてみる

と正中神経の主幹は太く， branch も太くなり，術野の

範闘で axon を傷つけない程度に細く皮むきを行なっ

た.母指に対して短縮のため脂肪組織の切除と， MP関

節を切除し K-wireで固定して fusionを行なった.

digita! nerveはそのま Lにしておいた.さらに 6年後の

現在，植皮と一部切断した示指は発育を完全に停止し

太さにおいても増惑は認められなかった.母指はたとえ

MP関節を fusion し epiphysisを切除しているにも

ネ S.Shima (教授)， K. Kasahara (講師)，T. Nouda， 

M. Ryujin:和歌山県立医科大学整形外科.

か Lわらず，増大し続けていた.

症例 2 生来中指環指の合指症があり ，生後3ヵ月で

分離手術を行ない.その時期から巨指に気づき始めた.

その後1年間経過観察し指の太さ長さともに増大してい

った(図 1). 

こムで興味あることは，合指手術のときに受けた環指

の槌皮側は肥大の程度が少なかったことである.中指の

合指切離側はむしろ肥大は強くなっていた.こムで ang・

iographyを行なったと ころ，中指尺側， 環指俊仮ijの動脈

が欠損していた.これは合指症およびその手術のために

欠領したものと考えられる.れれに対して整容は環指尺

側と thenarregion に対して脂肪組織と正中神経の細

小化と digita!nerveを切除した. 次に反対側から中節

'1'1・基節骨の epiphysisを残し短縮骨切りを行なった. こ

の肥大の少ない面では digita!nerveは 見出せなかっ

た.中指に対しては Barsky法を用い，突側の脂肪組織

切除と同時に爪の整容， 側面で骨を細く ，1ヵ月後に反

対仮IJにも同様，脂肪組織切除と骨の細小他を試みたが，

肥大側ではやはり digita!nerve が肥大していた.長さ

についてはほ工満足であったが，太さにおいてまだ不満

図 1. 症例 2. X線像.

中指，環指の相対側血管は欠損している
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a 術前 b 術後五年後(切断〉

図 2.

足であった.

症例 3 これは小指の肥大で，肥大の程度は少なく，

折の長さは健側と同じで周囲が大きいだけであり，手術

は肥大側からJJ日肪組織と digitalnerve の以')1徐のみを行

ない.7年後でも再発を認めていない.

症例 4 生後10ヵ月の男子， 左第 2足W-IIの巨地lで，第

2足祉は外側に向って著明な肥大を示している.(図 2)

これに対して，爪と末節骨・を含めて切断し. '-1"節句・を納

〈けづって digitalnerve も切除し，皮)何で断端形成を

行なった. 6年後の現在，第 1足也l:の外側肥大を残し，

第a止の基部で広く肥厚し足ぬl:の先は三角錐形となり，

長さと太さに関しては増加していない.Digital nerveや

median nerveの epineuri山 n の線維化増殖がこの疾忠

の原因に関与しているととは以上の事実からも明らかで

ある.症例 2や 4のように digitalnerveが太くなら

ず，欠損しているか，正常の太さの場合には，その側の

肥大や肥大の進行する事実からも明らかなことである.

その意味から，単なる皮下増殖脂肪組織の切除のみでは

かならず再発し，治療とはならない.Digital nerveを含

めて神経を切除することは本疾患の radicalな治療法と

考えられる.主主例 1に示したように肥大神経(正中神

経)周閤の線維組織を可及的に切除する

場合もなんらその予後に好影響を与えて

いない.合指症分離手術時に用いた植民:

と digitalnerve欠損は他の部分に比し

て肥大抑制作用を有することも注目に仰

する.

結局，治療で段重要な principleは

digital nerve を含む肥大神経を切除し

て，そのうえで折の整容をすべきであ

る Barsky法はあまり大きな巨指では

所J~Jの n 的に沿わず，不満足な結果にな

りがちで，軽度なものには良好な手術訟

である.また，あまりに大きい巨指では

digital nerve 切除に異なる整容的な芯、

味での切断術が適応となる.特に足駈の

症例では，肥大事l'経を切除して，切断す

る方が良いように思われる.

手術n与WJfまできる ISJ~ り巨指の進行しない早期に digital

nerveを切除し，特に骨肥大が起こらない可及的早期に

行なうべきであろう.

発言 山内 (11回天大整形)

肥大神経の切除を強調されているが，症例の'1'には必

ずしも有11経の肥大のないものもあり，また神経の肥大が

あっても • '1'枢似.Uは正常の大さ，外観となっており，組

織学的にも，神経外 ・内の線維化が肥大の主原因であ

り，神経線維の数の異常とは考えにくい.この点で.0:

指痕に， 一般的に神経切除を強調されるのは疑問に思っ

ている

答 笠原

Digital nerveの肥大は我々の症例でほとんど肥大し

ていた.これによって巨指症の原因が digitalne町、
commone nerve の肥大によると考えているが. digital 

nerveが原因なのか，巨指があれば digitalnerveが肥

大するのかは明らかでないが，切除することにより巨JI'I

発育，再発を抑制し得ると考えている.さらに巨指症自

体が neurogeneのものか，他に原因があるのかわから

ない現在.3ro事11経原性の巨指もあってもよいと思う.

「
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58.巨指症に対する私たちの手術方法の成績検討

星 栄一 周島達也 渡辺好博*

巨指定に対する手術法としては Barsky法のように

爪 ・指frl'経血管束などに侵襲を加えることなく指1'1.を切

除することによって，指の短縮をはかる方法は安全であ

るが，指の太さや爪の大きさを減少することができない

ので，形態改善の効果は不 卜分である.そのほか津下法

などいくつかの方法が発表されている.

b 

d e 

図 1 私たちの手術方法.

a 皮切:背側部皮raと爪の一部を切除する

b 深部組織の操作 ・1)末節指'，'j遠位端は爪切除レベノレで切除する のDIP関節は斜指の矯正と

J旨の短縮を兼ねて切除後関節固定術を行なう 3)銭面皮下の)J旨j防屈をできる限り除去する.

4)要すれば，末節J旨骨の側面をi切る
c 手術完了図.

d，e.中手骨基部の短縮骨・切り術:この際 deeptransverse metacarpal lig. の切離が必要

ネ E.Hoshi， T. Tajima (教授)， Y. Watanabe (助教授): 

新潟大学整形外科.
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表 1a 幼小児秒.IJ(手術時年令17才未満).

成拡{

長さ太さ その他

良 不* ~・母:示指縮小

良 良 ~中指短縮
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才
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才
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表 1b.成人伊iJ(手術時年令17才以J.).

成鍛

長さ Aさ その他

良 良 ~斜指矯正

良 良

術 後 経 過

13iド6ヵ月

13iド5ヵ月

F術i侍年令

19才

19才 6ヵ月

J行

'1、

'1、

4 

レ
江
花

ト
仁か

t

女

女

j，j'例主性 号

5 

6 

著しく肥大していた 術後11年 5ヵ月の現在，長さのρ

ランスは良好であるが，母指示指を細くする必要がある

症例2は生後 9ヵ月で布環指に対し DIPの関節固定

術ム爪とil吹部組織の部分切除による縮小術を行なっ

た. しかし指の大きさもまだ大きく， DJPの付総合も

不完全であるので5才8ヵ月で再手術により，仁l'手'口-

の短縮とDIPの再固定術を行なった.l&切の手術から 7

:11会 4ヵ月の現在， イi仁I'mに hyperdactyJyの傾向が生じ

ているので，その川紛を予定している 指の関節運動は

良好でピアノを滑っている

症例3は5二.f9ヵ月で左中指に対し， DIP I刻節の固

定，末梢指"・1")進位端の切除，爪 ・軟部組織の郎分切除を

fJなった f~Í後 7 年 2 ヵ月の現在， 多少太さが 11立つ

が，この例では i回のみの手術で長さは良好なバランス

を得ている (図 2). 

症例4は， 2ヵ4月の Curtins'syndromの男児で，

左第 2，3， 4桁右第 2，3j旨に巨指がある.中手骨の短

縮骨切り体if，近位指付の模状骨切り術， DIPの関節固定

術，爪，軟部組織の部分的切除を行なった.術後 l年ま

では長さも太さも良好なノ、ランスを保っていたが，その

後転居したために経過観察がて-きず，今回術後 3i.f. 2ヵ

月で調査したところ，長さも著しく増大していた.しか

し今後成長が停止するまでに再手術を行なうことによ

り，形態の改善は可能であると考える.

症例 5は19才の成人例て¥左示中備に対し爪，秋{ffl組

織の部分的切除と， 末節指骨遠位部切除， DJP関節固

定術，近位指骨の模状骨切り術を行なった.術後13年半

の現在，長さ太さとも良好で，中指に斜指の傾向があり

矯正rli切術を予定している.

症例6は19才6ヵ月で左示指に対し，爪，軟音11組織の

私たちも， 11{1和38年第 61"旧本形成外科学会総会にお

いて， 1 [1 '1 の手術により長さと太さを IHJII~iに改善する方

法を発ぶした.

手術法 (図 1) 

まず斜析を呈するI'.':!側に指の全長に及 ..&~ 1Jlú.)j11: 'I'YW司

をおき，爪の遊離縁および皮切仰lを部分的に切除して，

lまピ疋常の爪の大きさとする.次に皮切側の事11経血管来

をm傷しないように，折学:面皮下の異常に発達した脂肪

府をできるだけ完全に切除する

次に爪J位向在縁のVJ除 レベノレで末H'lt行"'J・述{立;'ftiを切除

し， DIP t刻節而を71・端線を含めて模状に切除して， j行

を短縮し斜mを焔正して DIPI其l節固定術を行なう.脂

肪周の切除のみでは太さの縮小が不寸分な場合には，皮

切側で末節指骨および中節折什をできれば PIP関節レ

ベノレに烹るまで部分的に縦に切除してl崎ji'i'ilを調11くす

るー以上の操作て、指の太さが減じて生じた余分の創縁背

側I支!内'を帯状に切除し，倉IJ縁を縫合する (図 1c) 

必要に応じ'1'手什基部で短縮i'J"切り術を追加すること

もある この際には receSSlQnを容易にするために c1eep

(ransverse metacarpal lig.を切離する (図 1c1， e). 

術後，成人例では指)J主に血行障害をきたすことがあ

る 小児例では成長が停止するまでに必要に応じ手術を

繰り返す.

症例

私たちは，昭34年より昭和45年まで中こ上記の方法によ

り6例11折の手術を行ない，最長13年6ヵ月 .最短3年

2ヵ月の追跡調査を行なった(表 1). 

症例1は 7才10ヵ月で左母指の皮下脂肪切除手術による

縮小と， 左示指の斜指を中節指骨の模状骨切り術により

矯正した.正中神経の肥大があり，母J旨の指固有神経も
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図 2 症例U3 . 
a. 5才9ヵ月の術前の状態.

b 手術方法

C.手術直後の状態.
d 術後7年 2ヵ月 (13才)の状態.
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部分切除と，末節指骨遠位端の切除，中節指骨の模状

fJ'切り術， ct手11'の短縮骨切り術を行なった.本症例

は術後8年 Hに巨指症て、あったことを相手に隠して結

婚しており ，残念ながら今回の調査には応じてもらえ

なかったが，術後13年後の現在形態機能とも良好であ

るとの問符を得た.

まとめ

以上私たちは 6例11指に手術を行ない，小児伊jでは

症例4を除いては長さのノ、ランスは良好である.症例

も今後成長が停止するまでに再手術を行なうことによ

り形態の改善は可能であると考える 小児例でも症例

3 (図 2)のように， 1回の手術だけで長さのパラソ

スが良好に保たれている例もある

指の太さにl刻しては， 小児例で、はI飲部組織の切除の

みにと Xめ，指'l~'の部分的縦切除は行なっていないの

で，多少太い感じもするが，ほ X満足できる状態であ

る.成人例では 1回の手術で長さおよび太さの良好な

パランスを得ることができた.神経肥大の所見は，症

例 1にしか認められなかった.

私たちの手術法では， 1回の手術である程度のバラン

スのとれた縮小が得られ，小児例でも 1@]の手術のみ

ですむものもあった 爪の縮小も同時に可能で，形態

改芹の効果は大きく MP，DIP関節の機能の損うこ

ともない 小児例で、は成人になるまでに必要に応じ手

術を繰返すことによりパランスのとれた指とすること

ができるなど，種々の利点があり推奨できる手術法と

考える

追加 津下 (広大整形)

巨1'1'Tの原因は不明で多くの症例jにおいて神経肥大を

みるが切らかでない症例も 2，3認められた. 特に足

折のそれにははっきりしないこともあるようである.

また神経切除をすれば成長が完全に停止するかという

とそうではない.したがって骨 ・関節に対する症例も

当然必要となろう 治療はなるべく早い時期に始める

ほうがよいと考えられ，異常に大きい指については切

断を考@:したほうがよいこともあるであろう.
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59. Ectrodactyly (Barsky)の種々相と治療の難点

山111飽和Ii 井上 博 チI:'f 1笠俊*

子J旨のJi:.天性奇形のなかで Barskyがt!tllljしている

ectrodactylyあるいは partialectrodactyly に該当する

抗例を取りあげ，その奇形要素の臨床的特徴と治療後の

機能 1.形態上の F後を検討した.

過去10年間にJJi:々が経験したこの磁の奇形は12例で，

その慨時は六にぷすとおりであり， 日oatingthumb 1 

(J1j. llil同U i:向上短合指症 2例，ク'(1行を(下った合J同i二1

1J11.裂手 2例， 4!?発性J旨切断 1例， acrosyndactyly 4タIj

である.しかしこのなかには奇形安来の解釈上，分類

が閤嫌な'LiσIjもあった.

症例 1.M. W. / 14...y， 男. 

. {j手のいわゆる 日oatingthumb で，第 [111予骨の近

[立 f'r11欠mと trapezium 位速の radialcomponentの

hypoplasiaが認められ. Blollthの分類の第 3皮に相当

する対抗位で第 211"予目との間に'月移有((をわなったが，

舟指の発育がJgく，術後 9:'1::ト 5ヵJ1の状態では"必指の

使用頻度は低く. graspll1g Iこは有用であるが， pinchに

際してはぷ ・11二'f行間で代償している.しかし片側lであ

るため，)-!際にはさきほど不在日を訴えていない.

症例 2.T. H.， 5才，女.

/正示 ・11'・!3;if-nJよ 同指には短縮とともに爪をイiする

*fií'j ':~1の Ooating が認められ，さらに小指には campto

dactylyがある.X線上は medialcomponcnt の hypo-

plasia の所見をみる Float した末節部の切断後 4年

6ヵ月の刻在日常生活における機能上の訴えは少なく，

形態 1:cosmetic gloveの装新をする子定である.

症例 3. K.A.， 15才，9:. 

右中 ・ jJ，i該当折の欠指を伴う合J行症，裂子弟~似の奇形

で分Jlii困難な'Li~例であり，不指と隣接する奇形折聞も指

問形成が忠く . X線所見で，第 3・411"子'r'lは基節部の

1都|の deltaphalanxと関節を形成し， 欠指を認める.

他側手にも合折がある.示指と隣接する奇形mとの指聞

に指間形成を行なったのみで，経過観察中であるが，

delta phalanxが関与している MP 関節に巾等度の屈

曲障'占があり，今後に問題を残している.

斗K.Yamanaka G昨自jij，H. lnoue (助教綬).T. lde:久

留米大学盤形外科.

症例 4.'1'.S.， 1...y， 'J~ 

両側裂手，イヲに第 3 指列の欠J:Uと同 ì';j\の t躍し、J行問主~I涼

があり .kにほ ・示m合指と ιl'・環桁間裂隙を認める

が，機能的には良好であり，形態上の改普のため，右手

には軟部組織の処理だけで左手には91手'I¥j.r，nの部j糸によ

る引き'釘せを行ない，双)Jともl支府は trimmingのもと

に zig-zag に縫介した.術後 2 年で，屈出111寺の抑制7.J~の

cross overもなく機能的な問題はないが.91手'1'1'1日!の引

き為'せを行なっていないイï~lIJJ旨列聞にや L 雌15f1 してきた

傾向がある.

症例 5.S.O.， 33.-t'，ム.

左中 .J~U行の絞純輸を「ドう特発性切断 . PIP関節郎述

位の指節欠Jflと基節部中央にfJ，j指とも絞jli!:輸があり，機

能上の問題は少なく ."!s.容iの訴えにより絞如輸に形成

術を行ない cosmeticglovcを装用させた.

症例 6.T.M.， 7ヵ)1.男.

;{i示 ・111・環J行の acrosyndactyly，示 .JJ;U旨がIl'JiJ上

に crosso¥.crした形で未端は総合しており， websの近

位部には Sll1US tractsが存在している.また隣接母J行と

左第 1){j行に特発性切断を，左示 ・中 .:mm.左下腿，

左第 2から 5足指に絞侃輸を認める.X線所見で才7母J旨

末節);;.の欠以とぷ ・11'・環指に中指あるいは末節'汁の欠

損があり ，基節'1';に末梢に向った集合化が認められる.

指間分離は 21司?と分けて，全層移値とともに行ない，忠

指の発育には期待がもてないので，後EI. 指間を深める

必要があると考えていたが， 3年 6ヵ月後の状態では，

患手による;!;字はもとより ，欽などの使用もでき，日常

生活聞において， 利き腕としての機能をはたしている.

なにしろ症例が少ない点と前腕より近位の奇形合併例

を除外したため障許程度が軽くとらえられた傾向は否定

できないが，枚々が経験した症例を検討していえるこ

とは， Barskyがし、うところの ectrodactyly あるいは

partial ectrodactylyの奇形は， 主とも従ともつかない

Jr~で，ほかの種々の手の奇形(特に合指奇形〕と合併し

ている例が多く，分類上の解釈が困難である場合が頻々

であり ，なかでも partialectrodactylyは単独で発現して

いない限りは，奇形要素分析上の 1つの termとしての
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表 1. Cases of Ectrodactyly or partial Ectrodactyly (Barsky). 

1) M. W. 14 yrs. malc 

2) T. H. 5 yrs. female 

3) R. H. 1 yr. fen山

4) E. S. 1 yr. female 

5) K. A. 15 yrs. fcmale 

6) M. H. ! 6 mths. male 

7) T. s. i 1 yr. male 

8) S. o. I 33 y瓜 femalc

9) K.N. 4m山 fcmalc

10) S. H. ， 7 mths. male 

11) C. S. I 9 yrs. femalc 

12) T. M. 1 7 mths. mal巴

so-called floating thumb 

brachydactyly 

brachysyndactyly 

brachysyndactyl y 

syndactyly with oligodactyly 

cleft hand 

cleft hands 

congenital amputation with constriction bands 

acrosyndactyly 

acrosyndactyly 

acrosyndactyly 

acrosyndactyly 

ま!.J立l伐させざるを得ないが，機能的予後では，この種

の奇形の欠似とし、う不利は，その後の訓練と生活上の布

用性により，代償的にしろ. }-想外に改善されていた.

従属的意義が強いと考えられる.

治療商では，欠t員そのものに対する適切な補充が不可

能な現在では，合併奇形の改善だけをはからねばならな

い場介が多い.ために形態上の欠11'1という点では.その

ll
1
4
ill-
寸一
円
↓
一
一

一寸

の臨床的および災験的観察60. Acrosyndactyly 

毒ま吾*

には問題があったかもしれない 症例は 4才 7ヵ月男

二T 左示 ・中 ・]誌小指の acrosyndact)勾 である 3才

時環指を小J行に移行した.これにより小指の動きがよく

なり小析とのピンチも有用となった 症例は 31"1に分け

て折の分離を行なったが示指中指問には汁性総介がある

ため'百ーが琢Hlしたので¥示折の尺側の皮Jd欠損部はわ禁

制皮で COVCl した.症例は左示J行中m残1111小指の acro-

syndactylyでm小指の分離はまだしてないが指の外転は

できるが，内i伝はできない. (，I~例は示街がg官11]に (j ，J位し

ているが指間分離によって示折の尺側偏位は矯王され

た.折ミ例は村 1:らの分煩によると ，左示中環小指の立体

的総介のタイ フに属するが，示指および小指の分類に際

しては，斜位方11'1のX線廠影が重介した指尖がどの指の

ものか確認するのに有用であった.症例は左示'tj旨の

acrosyndactylyとほ指の基節骨中央での切断があり，示

指を母指へ ontop plasげした.以上の臨床経験より枚

々は木炭j心は，他の指奇形より早い時期]の手術により竜

合した指を分離独立させ，指の院側およびパ側偏位を焔

'1'村略行三浦

J行奇形の'1'で合指症は珍らしくないが， 一般の合指症

とは成|々的に異なるとみなされる acrosyndactyly は絞

犯輸を伴う先天性四肢欠損の;部分現象と考えられるが，

成立頻度は低く症例報告は多くない.我々は acr田 ynda-

ctylyを含む四肢欠損奇形を臨床的に観察するとともに3

同様の奇形を rat胎仔に成立させて成立機序の検討を行

なってきた.先天性四肢欠損については， UD4["1本学会

で発点したので省略し，今回は， acrosynd~ctyly につい

て報告する.過去10年間名大整形外科，同分院整形で経

験した絞似輸を含む先天性四肢欠民は59例で，そのうち

acrosyndactylyは9例10手あり全例に手術を'1jなった.

症例は 7才男子，イi示指中折J3;U行の acrosyndactylyで

あり，絞純輸の Z-Plastikを行なった後，稲原法により

3 j行合指症の婦問形成術を行なった.術後 4年経過した

現在， '1寸削こ atrophyがみられるので本症例に対し首jj

Hit法を用いたのは，指のJ(Jl行不全がある acrosyndact)付

キ Y.Kino， T. Miuraもす時白!i)， S. Nakamura: 名，'，屋大学

分院整形外科・同環境医容研究所.

j安武木



1188 巻 24・号 13 整 形 外科 1973年 11月

正し，早くから乳幼児が形成した手指を使うことができ

るようにすることが以後の手の機能獲得に好影響をもた

らすものと考える.しかし当然のことながら手術時期を

早めることのマイナス面もあるので，我々はこれを補う

ために，指神経分隊等の細かい手術時には，手術用顕微

鏡を使用している.重合した指の分離には，村上らが述

べているように指間孔の部分から指を分離し始めること

が重要であるが，術前に多方向から，特に斜方向からX

線撮影して卜分に指尖の状態を解読しておくことが大事

である 術後の経過は最短 1ヵ月より最長 4年経過して

いる.日常生活は奇形手の使用に熟達して不自由は少な

いようであるが. tki力が健側の1/2ないし1/3しかない.

MP関節の屈曲仲展および指の外転は可能であるが. I付

転は不能の症例が多いことは本疾患の解剖l学的特徴によ

るものである.

先天性四肢欠損の成凶に関しては，いろいろの説がし、

われてきたが，我々はすでに発表したように動物実験よ

り，指放線形成後から指間陥凹形成のころまでに，環境

悶子の変化により末楠循環系の異常が起こり ，指間陥川

部に出urlが発生し切断に至ることが判明したが，なかに

は acrosyndactyly を思わせる例もある そこでラソト

胎仔に前同と同様~f水穿刺を行ない，本奇形の成立過税

を観察した.実験方法はすでに発表したので省略する.

今回は妊娠末期より 11¥産後の変化を観察した.羊水穿刺

後の胎令20日の組織襟本では，指尖f部のIHurl壊死により

指骨の癒合傾向，すなわち示指は尺側へ偏位し.lJjH行は

焼側へ偏位しているのがみられたがこれは立体的措:合タ

イ プに移行すると忠われる.また，同様の:r~水穿刺後の

胎令日の組織標本では，指尖部は11:¥J(rr壊死て‘切断され.

癒合傾向がみられるがこれはヂ面的総介タイプに移行す

ると思われる.これら指尖部の癒合状態を立体的に観察

するために軟骨標本で観察したところ人体例lと同様の指

尖部の欠損および癒合傾向がみられた.総合指の発育状

態を調べるために出産後の奇形仔を観察した. IH産 3週

後の正常の ラット の指に比べ，同時期]の羊水穿刺例では

人体例とよく似ており，母指小指を除いて7J"・中・見出旨は

総合している 出産 3週後の ラゾ トの桁奇形をX線療彬

で観察したところ.人体例と同様に指尖部の総合と欠損

がみられた.なお臨床観察では内反足 3例兎麿 ・11益裂

2例がみられたが実験で‘も同様の合併が多くみられた.

これらの観察結果より acrosyndacty仰は絞釦輸を伴う

四肢欠煩奇形と成図的な別箇のものでなく，原因の lっ

として発生途次の指問陥凹部の11:1血が考えられるが，足

岐に出血が広汎に起これば切断に移行し，足板の尖端に

限局していれば acrosyndactylyが起こりやすいように

思グ

追加 倉田(広島鉄道病院整形〕

第141司子の外科学会で. congemtal constriction band 

syndromcについて発表したが.15年間に 40名 55手の

本症を経験し，そのう ち.acrosyndactyl yは. 16名20手

で全体の40%を占めていた.

受胎日と妊娠初期の状態を正確に調査した結果.16名

中9名が，感17，流感，切迫流産，貧血等に擢忠してい

て.critical periodにほ工一致していたことなどから，

推測の域を11:¥ないが，これらが胎内環境をかえたのでは

ないかと推定している

木野先生の臨床例ではL、か工だったか.

質問上司;J(京大整形〕

ラット胎児内で桁問陥凹部に出血がみられた頻度と正

常iラット新生児にみられる頻度とは同じであろうか.

追加 津下 (広大整形外科〕

さきほどのお話しの巾に情性癒合とレう 一言葉があった

が，私自身の経験によればX線上骨性総合のごとく見え

ても単一なるの癒合でメスにより分類可能で完全な骨性癒

合の場合を見たことがない この点についてのご見解が

あれば教え願いたい.

答 木野

倉田先生へ.奇形にむすびっく特定の疾患はないが，

|気道感染，つわりのひどいもの，薬物服用などがみら

れた.

上羽先生へ :動物実験において，羊水!#'車IJおよびその

コントローノレにおける四肢欠損の頻度については臨床整

形外科および先天異常に発表しであるが，四肢欠損が多

発するのは胎令 15日であり. acrosyndacty はきわめて

少ない. コントローノレには acrosyndactylyはない.

津下先生へ :!:¥，，;床がJには指尖部の骨性癒合があり，

bone saw にて切離したものがある 実験的には骨性癒

合のあったものはみられなかったが，その傾向は十分に

認められたので本疾患に骨性総合があってもよいと思

う.
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61. Acrosyndactylyの 12{71j

山内総雄 'I:t村修司 具;m '0';'明 1'1イl 正|兆ネ

末梢部が総介し， cl';js 811が離1mした合指症の 1つのタ

イプである Acrosyndactyly はJ行の奇形の中では稀なも

のとされている.その名称については，Bunnellが初め

て“acrosyndactylism"と命名したが， そのほか， 形態

より Terminalsyndactyly， Fenestrated syndactyly と

も呼ばれ，また，その成因を指定して Exogenoussynda-

ctyl y， Amniogenous syndactyl y等とも 呼ばれている.

我々は附44年より 4年間に 122例の子の奇形を経験し

たが.その中合指定は22例を数え，さらにその'-1'10例に

本症を発見した.これに関連病院で経験した 2例を加

え，12例について報告する.

性別では男 3(71)， 女 9例で男氏比は l対 3である.妊

娠の経過についてみると，妊娠 3ヵ月までの初期になん

らかの薬物を服用したもの 6例，長期の旅行をしたもの

l例， X線検査を受けた もの1例，これらの既往を認め

ゴ ないもの 6例である.薬物服用例では感冒，腹痛，虫垂

炎の疑などでそれぞれ対症療法として短期間処方を受け

たもので，他に黄体ホノレモンの使用が I例みられる 分

娩では帝王切開 1例を含む早期破水および微弱陣痛が 4

例， 9ヵ月での早産 1例，正常産は 7{ylJで，約40%に異

常分娩がみられた 怠児の出生順位は， 1位 5例，2位

6例， 3位 1例である.母親のj占Y己分娩までに自然また

は人工流産の経験のあったものは 6例である.忠児には

全例，四肢に絞侃輪または特発性切断を認めるが，合併ー

する奇形としては内反足 1例，両胸鎖倒節脱臼例を見る

のみである.

家族歴では諸家の発表のごとく，全例とも家族内発生

を認めない(表 1). 

治療は，当科で手術を行なったもの 9仰1)， 他医で手術

を受けていたもの 2{日ij，ほか l例は手術を希望しないた

め， 経過観察中である.

手術時期は 1回FIの手術を 6ヵ月未満て、行なったもの

1例， 1才未満で行なったもの 7例， 1才以上で''1iなっ

たもの 3例であった.

以上述べた12例， 14手は矢部らの分類によると，立体

ホ Y.Yamauchi (助教筏)， S. Nakamura， N. Sanada， M. 

Sh iraish i: I1頂天堂大学整形外科.

的総合をぶすもの 8T，平面的癒合をノJ;すもの 6手であ

る

症例 1 初診時生後 2ヵ月， !J..子，第 1子.

母親は流産の経験 1同であるが，妊娠より分娩に到る

まで特に異常を認めない.右第 2，3， 4指が平面的に癒

合し，指恨部背側に 2個の孔があり， ゾンデを通すとほ

ほ学側に向って直角にjffiる.癒合した指は全体に小さく

発育不全を示しているが，各指は独立した運動が可能で

ある また左第 2，3折は基節中央で切断され，第4指

に絞釦輸を認める.そのほか全身に異常はない.手術は

1 161日，生後 l才 3ヵ刀で右第 2，3指聞の 2回目はさ

らに 8ヵ月後に右第 3，4指聞の分離形成術を行なった

術後約 l年では，第 2，3折の DIPおよび PIP関節の

図 1

図 2.
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表 1

1 tt I !ffWP. I 出生家族 -e-拘の性 | 妊娠 | 分娩|流産|順位|歴 |忠手l長態 1 絞釦輸

1 萩OさOり |女 + |1 | i右 |平田i的 1左4指

右下腿
2 土O 智01女|薬服用| ー |ー I 1 1一両 |立体的右 5指

左 4指

左下腿
一 左 J 立体的 |右足関節

右 l此

4 伊O 恭01女 l薬服 用 2 左 |立体的 |両足関節
I :A I旅 行"-' .LL I ~/.... v-r w:) I左 2，4 )'11 

II-::f IH1-rd._.a...1 I n o:::r;;: I 左 1祉5. 坂 o 0 女 一 |早期j破水I+ 1 3 I 両 |平面的1..，}t;1JIY.)(./J'-' I v I I I'"""'J I I i-li-IUJ I 1可2~ 5 WII 

| 両胸鎖IYJ
6 背O 茂01女 |薬服 用1 二 + 2 ー 右平面的 |竺， 3 JI1左 2，3， 4拘 J 脱臼

7 野OしOぶ女 ー|一 |-l2|一 |左 |立体的 127九1I 左3指

1"" ，.， 1 .左下腿
_j _ 1;1tt;: nn 1:01早 Vl:: 1") -{- I 'ill';r.;M， I :;: ~ ~~ -f- ，j IJ.LI右 5指

8 小o J~ O 1 女 |薬服 用J(9カ月) + 2 ー右 |平面的 123品川町|右 2，3，4此 |内以足

9 川O:!lEO子 女 薬 服 用|早川水 2 Li 平田l的 |左下腿 右4，5削

司 右下JIill
10 野O 下O作 1 VJ 1 ー |ー + 1 ーん丘体的左4，5祉 左 1WII 

11 相ο 益。女 ー I 2 1ー |左 i立体的 127E M ，3Yll 

左下腿
早期破水+ 1 右 平副iil~ 右 3，4指

IFI 薬服 用
3. 岡O 也:I'~' I ヂ 1 ~(;I::~s_ fr.:;' 1

| 直線撮影|

12 橋。 l
y
 

uy 
uJ 

ム
リ
ド

自動運動は不能であるが，第 4指は DlP，PIP関節とも

に可能で，日常生活ではほとんど普通に使用している.

症例 2 初診時生後 9ヵ月，女子.第 1子.

母親は妊娠 3ヵ月目に腹痛のため薬を 3日間服用した

ほか特記すべきことなく，正常分娩て、あった.左手は第

2指が第 3指の背側へ交又した形で‘癒合し，指根部背側

に 1個の孔を認める.絞如輸は右下腿および左第4111.

右第 4，5 :t~に，特発性切断は右第 2 ， 3 t行に存在し，右

足指にも acrosyndactylyが見られる，そのほか合併する

奇形はない.手術は 2才 6ヵ月で‘右下腿絞似*tnの形成，

さらに 1ヵ刀後に左第 2，3指間分離，第 3，4指間の形

成を行ない.術後約 2年ではまだ第 2指と第 3指の交叉

する傾向があり， 運動性は MP関節のみ認められる

症例 3.初診時生後1.5ヵ月，男子第 1子.

母親は妊kiJi2ヵ刀で虫垂炎の疑あり，数日間抗生剤を

/IR用. 7 ~8 ヵ 月 ごろ 2 回腹部単純撮影を受けている

分娩は早期破水，微弱陣痛をきたし干行王切開を受けた.

左手は全指指尖ffllで癒合し，ー塊となりボーノレ状を呈し

ており，背側に 3個の子しを認める(図 1) . 絞:j!~輸は左下

腿，右第1l'止に，特発性切断は左第 2j行に存在するほか，

全身に奇形を認めない.手術は生後 6ヵ月で総合した指

尖部を分縦し，指仲展位にてキノレシ L ナー鋼線で固定，

| 特別i切断 iその他合併記

左2，3指

|右 2，3指

|左2WII 

右 4指

|左 1，2WII: 
右 2則

左 2，3日11

皮Ii可欠損部に'1-'1片]層遊雌他皮を行なった.術後 3ヵ)1で

は webの形成良好で、，指は MP1対節がよく動き手をIJfJ

くことが可能であるが，手掌に孤i痕拘縮が強くまだ一|分

とはいえない(図 2) 

考察

Acrosyndactyly の成因については現在まだ確定的な

ものは見当らないようであるが，ほとんどの例に絞犯

輪，特発性切断を伴 うことから，これら先天性の四肢の

奇形の成因と関述して推察されている.

Pattersonは皮下組織に局所的な欠陥があり， これよ

り 2 次的に潰療が生じ末梓~iiilが癒合すると述べ， Streeter 

は皮下組織の壊死は poorgerm plasm によるものと

している.

Browneは羊限切孔のため胎児部分の圧迫が起こり駿

死.fifi.合が生じるとし. Torpinはさらに fibrousstring 

による切断につき述べている.

実験的は先天性奇形を作り出したものに McElory，

Baggらの研究があるが， 妊娠ラ ットの羊水安刺により

四肢に種々の脊形を発生せしめた木野の研究は興味深い

ものである.

そのほか. Ballantyncらの母体外傷説. McKenzic， 

Potterらの)開抑圧迫説などがあるが，現存はほとんど省



先天性奇 形 1191 

りみられないようである 3)発育不全の指尖分離では可能な限りこれを温存する

治療上の問題点としては，指末梢の癒合部， 'I'i似の こと，である.

Webbing，指間孔，絞犯輸などあるが，我々は手術に当 給 語

り次の 3点に特に留意した.すなわち 1)外見上折が忽 まだ症例は少ないが，近年この acrosyndactyly が増

い場合は，できるだけ中枢側に webを作ること. 2)指 加している傾向があるように思われ，昭和44年より 4年

が立体的癒合を示す場合， X線写真を検討し臨床的な桁 聞に経験した12例につき報告した.

列をよく見きわめて，分離を誤らないようにすること.

62.椀骨欠損症の治療経験

吉川 l陽 一 荒木修身ネ

チの奇形のうちで，母指を含む桃子l'および挨骨側手指

'l']， ~~;のいわゆる Radia l component の異常による脊形

は，美容的障告のみならず，機能的にもきわめて重要な

陣容をきたすものである 特に検骨欠損による内反手は

生命維持的な意義を有しており，その治療に関してはき

わめて困難な問題を合んでいる.古くから多くのl学者に

より種々の手術的療法が考按されているが なお決定的

な満足すべき方法はみられない.

我々は最近. :{;'~骨欠損による内反予の 1 1予IHこ1969"1 

Thomas L. Delormeが報告した，髄内室Iによる長WJ川

矯正位保持の方訟を施行して生後 7年r::].本法施行後 3

年間経過観察を行なっているが，比較的良好な経過をた 図 1 初診|時X線像

どっているので報告する.

症例.7才，男児. 損し尺骨自体も椀側に湾曲している.

昭 41.6. 20日生れで. :U~は満JVJ1(.@'てあった生後 治療経過 :最初は保存的療法として. ij次郎組織の拘縮

直後より右手関節の内反に気づき，他医に診察を受けた 除去の目的で変形従手矯正術とギプスシネ一等を使用し

ところ，多少成長するまで放!nしたほうがよいといわ て手関節を可及的矯正{立に保持した.生後13ヵ月ごろに

れ，枚々の外来を訪れたのは，生後10ヵ月日て‘あった. 手関白i'iift;のN{tliJの余分のl幻自・切除手j(fを施行して，手関節

家族歴:兄弟 2人で，弟が 1人L、るが正常健康であ を正常に近い位ii1に保持し経過観察した.

る.ほかに逃伝的関係はないが，母親が結婚前にX線に 生後 1年半のとき Riordanの尺骨正中化を行なった

|民j係した仕事をしたことがあるほか，妊娠中に薬剤jの使 すなわち. )亡什を可及的正しい位置に相対せしめ尺骨と

)Ij等の既往はまったくない. 示折'1'手'1'1・との問をキノレシ ュナー銅線 l木にて固定し

初診時所見イIf]iiJ腕は反対側に比して小さく，手l湖節 た.削除'iに母指は親の強い~望により切除することなく

において著切な内反位を呈し，母指は痕跡的に小さく糸 その基底部を可及的広くして縫合した目

のような柄により連絡していた. 術後 2年半にして，右前腕は漸次椀側に湾rUIし，手関

X線所見(図 1) 手関節部にできわめて強い内以{立 節部は再び内反位を呈するようになった.

を呈し捺骨は全欠損し母指は仁l'手'11'.m骨ともに欠 術後 4年のころにT.L.Delormeの報告した方法によ

*M. Kikkawa. O. Araki:国立米子病院整形外科 り手術を行なった.すなわち，中指の MP関節より中

(干683米子市皆生 1806-2) 手骨の髄内にできるだけ太いキノレシュ ナー鋼線を挿入
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図 3.

考察

機骨欠損による内反手に対する外科療法は， ，11くから

図 2 髄内釘固定後 2年半のX線像. 多くの学者により数多くの方法が報告されているが，い

まだ決定的に満足すべきものはない.本症に対して，手

し，次いで手闘節を展開して尺骨未満の'1'央部を通るよ 術的侵襲を加える場合，まず内反位にある予を I[しい位

うにして，そのキノレシュナー銅線をさらに尺廿髄内に挿 置に保持すること，次いで尺骨と手根骨との聞に機能的

入して竹皮質を通過するまで，または， JH頭まで挿入し な関節を形成すること，さらに手術的操作により尺竹の

て固定する.尺骨の湾曲の著明なものは背切り術を行な 成長障害をきたさないこと等の困難な問題を有してい

って国定する この髄内釘固定は長期間施行し，骨成長 る T.L.Delormcの報告した方法は，手術操作が非常

に伴ってキノレシュナー鋼線が短くなるとそのつど取り替 に簡単で，手の11油方向の矯正は確実で，長期間矯正位に

えるのである.我々の症例は，第 1回目固定後 7ヵ月日 保持するため内反位の再発はみられなく，美容的には非

で，キノレシュナー鋼線の短縮を来たし，鋼線の刺し替え 常に良い結果を得ている.

を行なった.現在，固定後 2年10ヵ月(図 2)を経過し 挽骨欠損による内反手の患者はJH凶節および肩関節の

ているが，キノレシュナー銅線の刺激によるものか，中指 機能障害を合併している場合が多く手闘節を矯正位に保

中手廿・の骨皮質に膨大と非薄化をきたし渡腫様変化をき 持したために，かえって ADLに支障をきたす例が報告

たし，中手骨ー骨端核に変形を認めるも，尺'庁末端は旋骨 されているが，我々の症例は，肘関節および肩関節の可

末端の如く幅広くなり，手関節の安定性は十分となって 動性は良好で‘あったこと，また右側だけの片仮~例で‘あつ

いる.肉眼的にも(図 3)手関節の内反変形はほとんど たこと等により，手関節矯正にての支障はまったく認め

認められず，美容的には非常に良好な経過をたどってい られない.

る.
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63.内反三rに対する TransepiphysealFixation 

(Delorme法〉の経験

室旧景久 浜田良機 伊藤秀Jj 高柳慎八郎本

続'局欠損による内反手の治療に関しては，従来から種

々の試みがなされている.しかしまだ十分に信頼でき

る方法はなく，また，近年では，早期からの矯正法と，

それに続いて行なわれる子の centralizationが望ましい

とされてはいるが，その遠隔成絞の報告はない.

I長近，著者らは， Thomas L. Delorme の考案した，

centralization した手を，可及的太い髄内釘で ，可及的長

j切聞に亘って火什末梢端上に固定する transepiphyseal

fixation 法を， .-1>: i~ ~の 1 fJljに試み， .!JI.1'F:のところ良好な

成績を収めているので報告する.

症例 . 6.t，ム f.l'可側先天t'Hf~竹欠J員症による|人l

反手，l'句側先股脱

既往j候:正常分娩て¥母親は妊似'1'呉4常なく，特に薬

物を使用したと L、う j沈往はない.生後 3ヵ)J.某医で1山1

1三の変形に対して， 軟部組織の releaseoperationを受

けたが，その後).iJd位されていた目

家族歴:特記すべきことはない.

初J診時所見 i吋前l院はきわめて短かく，手は強い脱原

f立をとり，尺1'J"小耳目が背側に突出していた 変形を焔正

しようとすると，挑例の娘痕が緊張し i程度の整復隣室J

を示した 月、j闘節は両似.1]とも 150。以上の伸展はで、きない

が，屈曲は正常.母指はや L小さいが，他の指とともに

機能障害はなかった.

X線所見・ 5才時のX線像では， l'可側とも俊骨に完全

に欠損し， )ミ骨には変形はないが，きわめて短かく月

端伎がみられない.手t艮骨， ，~，手 1'1'.指骨には異常はな

L、

手術時所見:省側に対し，先ずがE側の娘痕上に 2つの

Z状皮切を加え，その末梢端を延長し，手背をまわり中

指の MP関節のiiL'=に止めた. 皮弁ーを反展し， 皮下の

搬痕を切離すると同時に，屈1~1いずれの艇か定かではな

いが， 緊張の強い腿を 2，3切離，矯正を容易にした

次に，手の関節包を横切し，尺骨小頭を露出した.しか

ド K.Murota (以J教授)， Y. Hamada 東京慈恵医科大学整

形外科;H. Ito， S. Takayanagi: 栃木県立若草学悶 (〒

320宇都宮市若車町 504).

図 1.

しこのまムでは，これを近位手恨列の中央部に固定す

ることが困難であった そこで月状骨を摘出した.次い

手まわしの;i:(tで，第 3'1'手'，1骨頭から骨髄肢を通り，手

線列の中央部にいたる孔をあけ，直径 3mmのラッシ ュ

ピンを抑入，尺骨末梢端の巾央部にも同じように，熱を

発生しないように錐で、ゆっくり干しをあけ，この孔に手板

部に出したピンをさらに打ち込み，予を|劃定した.

術後，ギプス固定を行なわず， 3週 Hから積極的に機

能訓練を開始した. しかし X線上髄内釘が正しく挿入

されていなかったので， 1ヵ月半後にピンをJJナ頭から末

梢に向って打ち直した.この際，尺廿と手桜子IJとの聞に

は，すでに強固な結合織の癒合が存在し， l)i~F I操作に困

難を覚えるほと'で‘あった

Jë~IIJ には， 3ヵ月後に同様に手術を行なったた Xし，

皮切は挑側のものと .1三rYoj節郎のものとを別々に加え

た.

経過:術後の経過はきわめて順調で.左:tiの子と

も，それぞれ術後 2ヵ月 ごろからなんの支障もなく，自

由に使用している.なお，左側は術後約 6ヵ月でピンが

故けてきたので，fl.t頭から打ち直し，ピンの頭を軟鋼線

でi'l・膜に固定した.

現在，右手は術後 2年 9ヵ月，左手は 2年6ヵ月であ
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図 2.

るが，手の安定性はきわめて良好で，変形の再発傾向も

なく ，上肢は全体としてそれほど短いといった感じを与

するということは，機能的にみて一見不利であるかに思

えるが， 子関節がどうしても stabilizeされない挽什欠

J:n症の場合には，やむを得ない処置である.手の機能は

kcy jointである手関節が stabilizeされて初めて発向i

されるものである.骨 ・[品l節そしてこれをとりまく軟部

組織が正しく配列され，機能を包むことにより，上l伎の

発育も促進され，再発の原因となる筋肉の拘縮も発生し

なくなるのである.

Jiii.後に本法の適応であるが，著者らは当然のことなが

ら， JjJ関節に迎動制限がなく ，手の続屈変形を徒手的に

-1 '分矯正し得るようなjIi~例であれば， "J及的中JgJに手術

すべきであると考えている.

Dclormeはi'uii内釘をなるべく長期間，おそらくは，

:)C育が停JIーするまでおくようにとノ示唆しているが，著者

らの再手術の所見では，それほど長期l間，固定する必要

はないようである.

f，:士 号五
iIi白 白岡

先天性能'Il欠狽による内反手に対し Dclorme の

えないほどである transepiphyseal fixation による cenlralization を試

X線像でも，骨の長I~b成長の良好性を哀占きするかの み，良好な成績を収めている 1例につき報告し，いさぶ

ように，ピンはかなり中枢に移動している.因に，途中 か考察を加えた.

からではあるが，経時的に品JiiJlの尖端から第 3中手'行F基

部までの距離をX線計測した経過では， 1 "f.SヵJ1の開 発言 111烏(新潟大整形〕

に左右ともそれぞれ約 10mm の成長を遂げ，その速度 この方法はニューヨークの Sayreが始め，近年 Rio-

も直線的である rdanが再評価し popularizeしたもので Delormeは図

ADLの面では，術前にできなかったドアーの開閉， 定法を少々 modifyしただけで，もし iDelorme法」と

排便後の処置，衣服の着脱なども自由にできるようにな いうような表況が不注意に外凪語にs沢されると問題があ

り，他の園児たちと全くかわりなし活発に生活してい ると思うので申しあげたい.

る A.B.Swanson (U. S. A.) 

考察 この方法は決して新しいものでなく ，田島教綬のいま

本症に対する理想的な手術的療法は，変形を十分に矯 の発言のごとく， Sayreにより発表され，その後 Lidge

正し，しかも手全体としての機能および美容面が改善さ により注目され， Riordan ~;こより popularize された.

れるものでなければならず，また，当然，上肢の発育を 適応は，二l二庭教授のいわれたように， JHの自動屈出lがIIJ

障害するようなことがあってはならない.このために， 能なものに|浪られる.必要あれば，火原力増強のために

Sayer， Slcindlerらの初期のころの centralization から 腿移行術も併せ行なう.過去15年間やっているが pi日

bifurcation operatlOn， tibia graft，日bulagraftそし て は，いきなりあまり太いものを入れると廿端障害をきた

subperiosleal ul nar transposi tion 等， 多くの方法が考 すおそれがあるので，初めは，創11自のものを入れる.折

案されてきたが，いずれも不確実で，最近では， Riordan れてもかまわない.必妥あれば太Hのものに入れかえて

などのように centralizationの優秀性を再認識するも ゆく.

のが多くなってきている. 質 問 土屋(績浜市大整形)

今回， 著者らが追試した Delormeの centralization 焼骨欠損に内反手を伴うものはサリドマイド奇形のう

には，本来の前腕の長さを最大限に利用して，変形を矯 ちで辰も頻度が高いパターンである.M近，すでに12才

正することができ，しかもその発育を障害しないといっ 前後の年令に達したサリドマイド児20名ほどを検診した

た利点があると考える.手関節を長期間にわたって回定 が，乳児Jt)Jに内反手の矯正手術を受けたものはすべて変
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形が再発し手術を受けない患者とほとんど同じ形態と

なり ，むしろ内反手の程度は強くなり，それと顔へのリ

ーチのためにフノレに利用している.このような所見をみ

ても，私がかつて強調したように， JH関節の屈曲が障害

されている者や ADLに第4，5mを利用するパターン

の患者に対しては内反下の矯正は行なうべきでないと考

えている.

演者のあi例はともにサリドマイド起因でなく， JH関節

の機能も良好であるということであるから矯正手術の迎

比、と考えてよいと思うが，この適応の決定に当つては

JH関節自動的屈rUIが可能であり，第 4，5:1"行が dominat

という patternのない人に|浪るべきであると思う.

答 古 川(1同立米子病院整形)

機骨欠似に対する内反手はサリドマイド奇形とは多少

おもむきを異にしていると思われるが，確かに肘関節の

機能障害がある場合は手関節の美容而のみにての矯正は

鋲ill:に行なうべきであると思われる.我々の症例は肘関

節および肩関節に機能障害はまったく認められず，また

片fJlIJて、あったため，矯正を行なった.

今後，経過観察してゆきたい.

'七問 (慈大整形)

お説のとおりと思う 適応で一番問題になるのは，周

囲の関節の運動性であるが，サリドマイドによるような

症例でも十分に適応を考えてやれば，行なっても差支え

ないと考える.

64.尺側列.榛側列欠損症例の検討

'1'村純次 原瀬瑞夫 1l見隆夫

笠井正二

前回，我々は退行奇形の 1つである裂子肢について述

べた.今1"1は，外観的には問機に指数の減少をみるが，

発生学的にはまったく )I~なり Müll er が骨原基の附害と

した欠損ili:，母指形成不全，尺骨 ・続'，rJ.欠損などの退行

変化を尺fJllJyl]，僚側列に分けて検討した.

尺側列欠凱および形成不全症例(表 1) :男6例，女 2

例の 8例10手で，両側性 2例である.外観上，尺fJlIJ3t行

列の欠如 2例，尺仰IJ2指列欠狽 2例，小指列のみの欠損

2例である.その他，欠損指がないにもかムわらず， X

線上，中手'iiは4本で，小指は形成不全や外転変形およ

び4/5指間の wcbの上昇などの所見を認め， Mullclが

欠JJ:¥症に至る l過程と考えたし、わゆる第 4/5中手骨癒合

症を 3例4手にみた.この 3例中症例 6は，第4 ・5中

手骨が完全に癒合しゃ L太く， 他の2例は'1'枢の部分的

癒合にと工まり，末刷部にはなお成形不全を呈する第 5

仁l '手刊を~す(症例 7 ， 8). 

尺'白欠損例は，完全欠損 1例(症例 1)，末梢似IJ約1/2

の部分欠狽 1例(症例 2)で，ともに外反手を呈しそ

れぞれ，尺側 2桁列および 3指列が欠損している.その

他，症例 3 ， 4 に尺~I~J'の形成不全を認めたが，これらも，

キ S.Nakamura， M. Harase， T. Satomi， S. Ka日 i，E 

Marumo (教授):東京慈悲会医科大学形成外科.

メL毛英二キ

それぞれ尺側 3:t行列および折タIjの欠損をみる.その他の

j ，i~ (yiJの尺骨は，ほど正常である.

介併応では， 1濯患手に合折をみるもの 3例，合祉 2

例，上腕骨，挑什癒合 1例 (J;E例1)， 内反足 1例，そ

のほか，尺骨の;';il分欠損に伴い俊11'は変出lし，杭'1'1小頭

が脱ιlを示す症例などをみる.

家族歴では，症例 3の母親に不全唇裂をみたが，その

ほか，特記すべきことはない.

治療は，症例 1 ~3 に対し合指の分離， 症例8は4/5

cl_1手骨癒合部を骨切り術で分離しその問|療に'IJ移植を

行なったところ，小指の外転変形は矯正され， i~i後 3 年

の現在，機能 ・形態ともに良好である

t5~側列欠鼠および形成不全症例u (炎 2):男 12例，女

6例の18例31手で，尺fJllJ列と同様男に多く ，また，両側

性が13例と過半数を占める.一見，片側性とみえる場合

でも詳細にみると，大半が訴えのない反対側にもほ指球

筋に軽度の萎縮を認め両側性であることが多い. しか

し，家族歴では，た!.:'1例に，父および父の妹に母指形

成不全をみたにすぎない.

母指形成不全の程度を Mulletの分類に従って分ける

と， 1型11手， n型12手， lH耳%手， N型 2手である.

両側性の症例では，左右とも I型の症例はなく， I可側E
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尺仮IJ列欠損および形成不全症例.

(ー〉

IV /V中手
骨分離

家族歴

合指
分離

介指
分離

r.J: {干指
不全唇裂 i 分離

(-) 

(ー〉

(ー〉

術市
d

表 1.

l 欠損指列 1 "，.m. I 
1 "' 1/" "" "，， 1上l波形

症例 |初 診年令性別lll | 欠Z!肘 1外反手|成不全
中手骨指 1 

1 • 4 中 |左 IlIT川 lEIVV|(+〉i骨癒合(+)1 (附 I1/1I合指
!才 ・ヵ月 I r. 1， ...，t- 1 

l 境骨

I 1・2 O 両 ZWJWJ2jzj1小頭(+) (件〉両 lI/lIT合指 震冒望
"'J-..l V V -'1-l ¥. /1脱臼

i J- 7げ i右 IlITIVV可lVV (土)ー(ー〕 ι) (ー〉 lfR
L-- i2 8 右 lVV而 (土訂正日(-)(ー〉 話ij12EE212 
5 I 1 .・ o 'i'左 V- V (三玉川 1口 !(ー〉 工)一 -
6 1・7 O 丘 v (-) (一〉 正常 (ー) (ー) (ー) I 

7:5;7 8 間以Y合1( 〉1(ー)正常 I(ー)1 (ー)ZZ』日合同

8 1 ・7 O 左 14Y合(-) (-) 正常 (ー)I (ー)I (ー) ! 

妊娠歴合併奇形

2 

1 f 
(j;dyIJ 5) 

1 T 
4;I'W1J6 

2 T 
"i'f91J 7 

1 f 

(4，1I"IJ 8 

1'1) 

図 1. 小指列i断 r~変化 (Müll er による).

男リW 司'J111 I~I~ II }~I~ 

司'J

J 

子

図 2

2 千6 

母指列退行変化 (Mullerによる).

下12 T 11 fylJ数
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iil' f9iJ 1初診年令|性h|l|欠損指列 !俊民肘 !内反手!rl-i
1 一一l欠損 1"'-"--'--1 ';:;_'"" 

中手骨 指 I/'JH I 分類 l

lな.TI81右 IJfi不 ld不 I(ー)1正常 I(ー)I 1 I 

I ~ ~ 1 + I -+- 1 1 " ， .".-，"，. 1 ， ，1 

10 7・7 ; o I t: I形不 l形不 I(ー〉 正常 I(一川 n 

11 I 1 . 0 o 左ムムミI(ー)I正常 I(ー)I n I 

1 1 1 n I 
2・1 'i' 両形不形不 (ー)正常(ー)|F l 

(r>l) (r>l) I 1 1 

i _L I _L ， 傍 尺 ，，. ，1 n 1 

丙形不形不 ，(ー) .m':':'.~ ':-，_ I (ー) 1 I | 骨癒合1 '- / I T I(r> l) (r> 1) I IJ m'.D 

1 1 n 

1 2 • 9 げ ，両 |形不 |形不 I(ー〉 正常 1 (ー〕 1 1 | (ー)
!(r>l) '(r>l) 1 I 1 I 

I 2 • 3 I 'i' I ~ I，~~ I，~~ I (-) 1/ i (-) I y ~j M W I ~IJR~ I 
:J.'('，/-":-I l' '¥ I i '¥ I JI tt:i'i n:!r: ，r.t;'初期 |

2・3 I 平 |両形 不 |形不 1(ー〉 グ I (ー)1 'i 顔麻癖 i | 
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]型2例， n型と I型 6例，1II型と I型 4例，両側W型 1 きたしむしろ， 2/3 j旨!日]のピンチがより有用であると

例である.片仮1)性の症例では I型 H列1]， n型 2例， 1II型 いう E型の母指に対しては，骨移植術 5例母指化術 1

2 fylJである{同!と全f71Jに予術を施行している.骨・移倣術例では，術後

協骨欠損は，部分的欠損 2例，全欠鍋 2例で，その l 最長14年間のものがあるが，その後の母憎の発育はほと

例に母指列の完全欠損をみるが，他の症例では，完全欠 んどみられず，母指と他指の不均衡が著明で，再建母桁

狽をみるものはなく，多少なりともほ指が残り，一応 5 とのピンチは不可能であり，細かいものは指間でピンチ

指の手を呈す.この点，多数指欠加の多い尺側列とは大 している.以上，経過観察例および手術例を検討した結

いに異なり，対照的である. 果， Buck， Gramucko， Blauth， Witt らも強調している

この場合の退行過程を詳細に検討すると，小指列では ように，木症に最もすぐれた予術法は示折の母桁化であ

仁11手骨が中枢より骨癒合を起こしながら欠J員していくの ると信ずる.

に反し，母J行列では中手官はfl'癒合を起こすことなく， 尺側，携側両辺縁列形成不全症例J(表 3): 2例lを経

その中枢部が次第に細くなり ，やがて消失し末梢へと及 験し， 1 例は合指の分離を，他の l例は母指 ・示折の'ii

ぶ.このうち手部の変化の差異な興味深い(図 1，2)， 変形に対し矯正句・切り術を行なった

内反手を呈した症例は 5例で， l{:列]を除いていずれも

I先骨の欠mを伴っている.

合併症としては，顔面に麻痔をみた 3例 Fanconi痕

候群，腎欠損，近依焼尺骨癒fT，多指 3節母111，先天l投

脱各 1例である.

木痕の治療は尺側例欠損と J~なり，付指機能のT写~が

絶対に必要である しかし片側性か両側性か，また，

効き手か否かなどにより手術の適応はきまる.我々は I

型11例に対しては 1例も手術を行なうことなく経過観察

中である.これはかなりのほ指機能がなお残存し 11常

生活上，特に不使がなL、からである 他方， n砲のほ指

に対しては， 1/211'手骨聞の boncblockを行ない， 母

析の対立位向定をはかった 1例，第 l中手骨部に'1';.移植

を行ない第 2cl-I下骨基部へ対立位問定したもの 1WiJ，車n
移向術 1例と12例中 3例に手術を行なっている Bone

blockを行なった例は，術後しばらくは可能であった

1/2指間のピンチが 7年後の現在では不可能で、あり，そ

れにひきかえ，示指は代償性に程度の外転対立位変形を

発言 111付(慈大形成外科)

Ulnar club hand の治療については，高度な症例の

経験なく，我々は手術例をもたない

Radial， ularいずれの抗日例も同様に，本症のような

regressive malformationsでは，医師の似1)からのみ，一

見使いやすくしたからといって，急速に発育が促進する

とはいちがいにいえない. 我々の radialclub handの

手術例でも， 10年を経過した今日，坐日とと肢長の差は

ますます著明になっている.土原教授も 113されたよう

に，この桶の治療に関しては，慎前でありたい.

発言 田島(新潟大整形)

Club hand を伴う後fl'欠損に対して現時点における

一番す くAれた治療が ccntral izationであると同様，尺t1-

欠引に対して現時点でー苔すぐれた治療は onebonc 

forcam 造成，すなわち尺什近位却と俊~FJ 近位部を接合

する部分と考える.それぞれ典型的症例lを供覧した.

65.いわゆる先天性屈折症の検討

室田景久 富田 泰次 池崎良三 長尾悌夫*

先天性に手指に屈曲変形を示す疾患としては， Down's 

syndrome， 18 trisomy syndromc などの遺伝性疾患や，

ホ K.Murota (助教皮)， Y. Tomita， R. lkesaki: 東京慈

恵会医科大学路形外科;Y. Nagao (助教授)聖マリア γナ

医科大学)整形外科.

Marfan's syndrome， Arthrogryposis multiplex congenita 

などの系統的疾患、があり，さらにまた，単に手指の変形

を明ーの症状と して出現してくるものもある これらは

従来，おもに形態学的に分類されており，その定義もIIJ
昧であるため，診断，治療に当る臨床家の間で，混乱を
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表 1.
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群 IJIEOlJ
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年令|性 !権息指 ! 手術時所見

l泣伝号最

1 20，女 i左 V 浅指周筋異常 I ? 1-
I 2 I 1 I男い か
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が仲びて，屈筋厳~腿!'\li'jと retinacular ligament ~こ付着し，

拘縮の因をなしているものがあり， 2 {1IJに浅桁屈筋の異

常，すなわち，発育の悪い浅指屈筋厳sが，腿!愉ないしは

子学院膜から起こり，まったくや11縮性がなく，これが拘

縮の原因となっていた，そして他の 1f7IJにはまったく兵

常所見がみられなかった

111斤に対しては， 217Uに手術をfjなったが， 1 f7Uはま

ったく所見がなく ，他の 1 例にも版~輸の)j巴厚といった 2

次的変化以外に，これといった所見はなかった.

H'rに対しては， ~I ，j伊、何 IJ行に変j診を認めた乳児例に対

して予術を行なったが，左-;(iともまったく異常所見はな

く，/Ii.It'T<rJの部分的切除を千Jなったにすぎないが， 術後

数ヵ月にわたり矯正を続けたところ，治癒した.

遺伝関係(図 1) :著者らの知り iltた範聞では，1Jl下

にはまったく遺伝関係がみられず，これに反して， J[ 

trr. urに属するものは，ほとんど全痕例に優性遺伝と

思われる濃厚な関係がみられた.そして症例のほとんど

が引で、あったが，家系凶からでは，!;..の患者もかなり存

Z生しているようで‘あった.

招いているようである 合併奇形 E群の症例 1，6に指以外の合併奇形を認

症例 (Jて 1) めた.症例 lは， 3須賀，イI筋性斜里民，両肘関節の軽度fljl

Jtt近5年間に，慈恵医大整形外科手の外科外米で，い 以降得，x市平足， pa I mar crease の形成不全，中節の狭

わゆる屈指広と診断されたti~例は，合計15例であるが， 小化， t照りほji'i，折問の wcb形成，1'fJ:指の longcxtensor 

著者らは使'ILlこれを 3群に分けた.すなわち，片側あ の欠飢， swan neck変形，校側の lateralband の形成

るいは両側の小指のみに変形が限日しているものを I 不全などを介併しており， j ，i~例 6 は， j行聞の web 形成

群，両側の小指の変形が最も強く ，環 ・中指，あるいは palmar creaseの I本化などがみられ，その母親も母指

示指にも変形のあるものを ffiJ洋，これらいずれにも属さ と示指間に wcb形成があり，握り舟指変形を日し，右

ないものを 11Mとした}ヰに合多桁症を示 していた.

u洋に属するものの症例数は 6例で， 男 2例，女ー 4 考察 (表 2)

f71J， 1例が両似IJ例で，他はすべて左小指に変形がみられ Camptodactyl yは従来，手術の PIP関節に限局して

た. みられ， 小指のみに限局する場合と，小指に最も強い変

E群に属するものは 3171Jで，男 2例，女 1{11]，すべて 形を示し，隣接する環 ・中指にも /U現する場合があると

両~!lJ1生で、あった. 定義されている.しかしこの両者を同一疾，也と考える

E群に属するものは 6例で，全例が男で，両側性の擢 }，'.i、に矛盾があるものと思われる.この点に閃して， 1969 

，皆、例であった.これらのなかには，ホ小指の変形と，両

側の湿り母指を合併したもの，両側の中 ・環指だけに変

形をみるもの，両側の中指のみに変形をみるもの，ま

た，むしろ掠り母指症というべき症例ではあるが，指に

も軽い変形があり， 家族内に camptodactylyを示すも

のが多発しているといったものが含まれている

手術所見 手術を行なった 7例につき，その所見を述

べる.

I群に属するもののうち 4例に手術を行なったが，そ

のうち 1例に小指外転筋の異常，すなわち，その停止部

表 2.

1) 1群に属する ものの多くは，筋騰の異常によっ

て発生するもので ili伝関係がみられな L、場合が

多¥"

2) n. J[群にl売するものの多くは，手術をしても，

l次的な変化を認めがた く，話量w.なi立伝関係を示

す場合が多レ.

3) J[群のなかには，他の合併奇形を有し，検討を

要するも のがあ る.
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図 1 遺伝関係.

年 Courtmancheは， 3例の手術経験からこの定義に疑

問をもち，小指に限局する singletype と，多くの指を

おかす multiplelypeとを分けるべきであると述べてい

るが，著者らもまったく同感である.

小指に|彼局してみられる第 I群は，おそらく，浅指屈

iIJJや小指外転筋，そして著者らのj，主例ではみられなかっ

たが，虫係筋のn常などによって発生してくる先天異常

で， 少な くともiU伝関係のみられないものであり， II群

E群にj属するものは，手術によってもなんら 1次的な変

化を摘み得ない先天異常で，しかもきわめて濃厚な遺伝

関係を有する扶，皆、である.

E群 とlU'fはきわめて類似した浜忠と考えられるので
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あるが， .sl群のなかには，症例U1や6のように，他の合 追加 作下(広大整形)

1Jt-奇形を有し， camptodactylyというよりも，なにか他 スライドに示された症例の中に中指，また環指の屈曲

の先天異常の範時に入れなければならないものもときど 拘縮のみの症例があった ようである.我々 も時にか Lる

きみられる. 症例をみるが，これは屈指症という よりも先天性障援指

この 2例については，現在なお検討中であるが， 1972 が存在しこれが習慣性となったと考えたほうがよいの

年 Sallisらが報告した digitotalardysmorphism に似 ではないかと考えている.

た疾患て‘はないかとも考える. 答 室田

結 語 江川先生へ在、どもの，手術的に異常を認めた症例は

以上，最近経験した 15例のいわゆる camptodactyly いずれも女性であった.今回は発表しなかったが，浅指

について，種々検討してみたが，本症を診断，治療する 周筋の異常によるものが， 他に2例ある し，これが，最

場合，先ず遺伝関係の調査と，合併奇形の有無を確実に も多い原因ではなし、かと考えている.大部分は，その起

診断することが，最も重要な点ではなし、かと考える. 始部の異常で palmarfasciaや， tendon sheathなど

から起始していた.

質 問 江川 (阪大整形) 津下先生へ :m:p，fに属するもののうち，両側中指に変

小折の屈Ul1拘縮のうち浅指屈筋腿の付着異常による2 形を認めた 1例に手術を行なった.腿締切除に続く ，術

例を経験した.浅指屈筋鍵が通常の付着をしたほかさら 後の矯正マッサージによ り治療したが，いわゆる腿納炎

に PIP関節を橋わたししたような形で基節骨前面にも による屈指とは異なり，術'1'には，風t輸を切除したにか
寸
4 付いていた.このような症例をおもちであろうか

1 

-4
↓1
4
 

かわらず，完全に矯 II~ されなかった.

66. Arthrogryposis multiplex congenitaに併発した

骨癒合症 (第2報〕

室出景久 卜小野田11争夫 伊藤秀芳 高柳'~!八良1;キ

iは近，著者らは Arthrogryposismultiplcx cong印刷

と先天性fl総合症という ，きわめて織な 2つの疾患が合

併した 3症例を経験したので報告する，なお，症例 1

は，第11回日本先天異常学会ですでに発点したものであ

るが，その後 symphalangism の存在が判然、としてきた

ので付加した

症例 1. 11才，男子.Arthrogryposis multiplex conge-

mta上肢型と，両側全手根骨焼刊-癒合症，symphalangism 

の合併(図 1). 

既往歴 -や L難産で、あったという以外，特記すべきこ

とはない.

家族歴:異常はない.

現症 :両側上肢はきわめて潟11く，肩関節は内挙内旋

* K. Murota (助教授)，A. Shimoonoda・東京慈恵会医科大

学整形外科;H. Ito， S. Takayanagi:栃木県立若草学園

(〒320字都宮市若草町504).

{立，月、I関節は120
0

(立に拘縮し，自動運動は不能であっ

た.両手関節は 40。尺屈位に強直し，母指は内転位，指

の MP，DIP関節は他動的にわずかに動くが， PIP関節

のIlJ動性はまったくない.阪窟， J!ナ宮部の鍛袋形成はな

く， palmar crease の形成も不良であった.

手部のX線像では，両側 とも全手根骨・が-!:lI!となって

癒合し，個々の手恨竹を識7J1jできない.この竹塊は挽1i'

の骨端該とも癒合している.また，各指の PIP関節に

symphalangism がみられる. そのほか， 全身のX線像

には異常はない

症例 2. 16才，男子.Arthrogryposis multiplex conge-

mta上肢型と，両側性月状骨，三角骨， および， 舟状

骨，大 ・小菱形骨癒合症の合併 (図 1). 

本症例は2年前の調査でp 月状骨，三角骨癒合症と診

断され，抄録のほうにはそのように発表されているが，

最近の調査でさらに舟状骨，大 ・小菱形骨癒合症の存在
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図 1

表 1， J¥rthrogryposis Illultiplcx congcnita にfJI5d
した'1'1'の先天異常.

o jlt，甘形 Ij，'d:列数 村i (行者

l路主計上欠主~ 2 
Jamcs (1951) 

Swinyarcl ('1 al， (1963) 

J a nws (1951) 

l¥1cacl ct a! (1958) 
仙骨欠主1 2 

Ellman ct al (1953) 

Friccllandcr ct al， (1968) 
協 )~ 'l't総合 j，Î ' 2 

l¥1cad et al， (1958) 間 ~H!骨癒合 j ， l '

大腿骨骨llJi
7プラジ ー

1 I Swinyard cl al， (1963) 
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図 2

F恨骨総合位 6 Orlin Cl al， (1967) 
れる . そのほか， 全身のX線像には;l~常をみない.

症例 3， 8才， 男子. Arthrogryposis multiplex con-

genita _I:. 下肢型と両官lW~，尺'，'J '癒合M~の合併および

が判然したものである I，I'J側性|什以足(図 2). 

日正往l笠・家族IW:'A常はない. 既往J快:I付反JLに対して，現在治療'1'.

現 tE:両上肢の発育はきわめてJgく， )放沼部， )].Ji笥 家族m'異常はない.

r;Hの鍛袋はみられない.)j.J関節仲良位，手関節45
0

，立屈 現 i，j~下肢の発育はきわめて恋く， I什反足に対して

(立に拘縮しているが，わずかに可動性がある 手恨の変 両官llJに手術が施行されている.)J.J関節の屈伸は良好であ

形は症例 1とまったく同様であるが，折の向動的原{I)I]重 るが liij腕はイj'l'間位， k. 500

回内位にある.版寓，)J.J 

動はかなり白 111である Palmarcreaseの形成は不良で 窓の鍛袋， palmar crcasc の形成は不良で，母指と示指

ある. 聞に web 1~Jえがあり，母指は内転位をとり，f[iも中節

手{)ilの X線(~では ， j，lJMともに)J状骨と三角'1'1"， J当状 以下がきわめて細い.

竹ーと大 ・小菱形'I'J'とがそれぞれ総合しこの 2つの竹見 X線所見:左右とも偵尺'，'1間に癒介がみられる.その

と有頭骨¥布一鈎'，'1間の裂隙はきわめて狭くなっている. ほか，全身のX線像には異常はない.

また，左第 4'1-'予'，1'，右第 3，4中手'IHこ短縮広がみら
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考 察 の聞に Orl川 らは 6例，著者らは3(YIJとし、う症例を粁

八rlhrogryposismultiplex congenila に股関節脱臼や 験し得たという '1T-ゴさから，この合併をt[i.に偶然、で‘あると

内反足などが合併するこ とはよく女jJられているが，これ

らはし、ずれも 2次的な変形で. "'J白身の先天災'前が合iJf

することは，きわめて稀とされている ゴ害者らの渉猟し

得た範DHで・は， )族長'持・欠煩 2例 (James1951， Swinyard 

ct al. 1963)，官11村欠:1142例(James1951， Mead et al 

1958)，続 .N付総合症 2伊iJ(日Imanct al. 1953， 

Friedlander Cl al. 1968)， Uii雌骨癒合京 1例 (i¥1cadCl 

al. 1958)， 大l腿u骨什"11頭アブラジ一 1i:仰例列列1](σSw刷 11川nya剖rdct a叫l 

1ω96臼3)，手担桜A必J['I竹i

すぎない u夫1，(1)
Arthrogryposis multiplcx congenila の合併奇形とし

ての 'I~j'癒イ;-J， íての発生頻度につき ， 調 ftの判然している文

}軟によると Meadらは 40例中 1{JI]， Fricdlandc，らは

45 i1iJrI' 1例， Gibson は 114例司， 1例もなかったと報竹

しているが，いずれにしても稀な介iJf奇形であるー

次に， arthrogrypo山 口1ultiplexcongenila と. '，'j癒

合症という，ともに関節の運動を際芹する 2つの疾患が

合併するということが，まったく似然、であるのか，ある

いは互いに関係があるのかという問題であるが.短時日

は考えにくいのである

Hesserは， 基本的な|見l節構造は，巡動を伴わな くて

も発達するが，それ以 上の発育分化には，規則的な胎児

の関節運動が必要であると述べているが，著者らもこの

観点から， ili:症な arthrogryposismulliplex congcnilaが

あり，胎生途上から運動性のまったくない関節では， 2 

次的に'1・1・総合症が発生する可能性があるのではないかと

考えるものである おそらく， arlhrogryposis l11ultiplcx 

congelllta の症例に対して， もっと綿密に調作ーが行なわ

れるようになれば，このような!，i'例が増えるのではない

かと考えている.

以後に，著者らの症例1]1， 2にみられた}'似什総合の

形式は， 196811'. Iミochli川 Zcitlcr らが多数の報告例に

基づいて， {'F!品目した分主t11<にも見られない珍 しいもので

あることを付け加える.

結語

以上，arthrogryposis multiplex congenila に 'I~J 総介自主

を合{Jfした似i]を報侍するとともに，本有EのIN:I々に|長lする

著者らのli、比と述べた

67，多数指令指椛の丁中j;j

鈴木伝平 児島忠雄 家'I~ I~' 敏弘

浜 弘毅 和田秀tJU メL主張二本

皮膚性合指症手術は1810年 Zeller，Rudtor釘erらに

よる改良に始まり，多くの報告を見る その手術法はほ

ぼ完成したように思われるが，多数折にわたる介J行政に

対しては，なお問題点があると考える . 我々の合1l1 tj~に

対する手術法はすでに発表したとおりであるが，同係の

方法を多数指合指症に対しても行ない，良好な紡果を得

ているので報告する 最近 5年間に手術をわなった手の

先天性合指症は52例57子126指聞であり，このう ち3桁

間以上に合指を有するものは， 35例40手109指11日である

手術時年令は最小 2ヵ月，最長11才で，平均は 2年 3ヵ

月である.症例は図 1bのごとく合短指古0 5秒i]， Acro-

syndactyly 9例，皮府性合指症の多数指にわたるもの

ホ S.Suzuki， T. Kojima (助教俊)， T. Ietsune， H. Hama， H 

Wada， E. Marumo (教授):東京慈恵会医科大学形成外科

4例，竹性 令指 j，(4例，アノレトログリポーシノス 2(YI]， 

Spoon hand 1例である.我々が常用する手術i'i、は図 l

aのごとくで，1'f{JIIlt行間部に矩形皮弁を作成し，常{1lI1に

3f{J弁を作り， -j行は皮弁で，イ也111には遊雌令:}円値皮を

行なう.なお， í' 'f ßllJ );[i形皮弁の幅a少な くとも 7~8 ml11

以 |ーとなるようにしている. 合指が PI1'I民j自iiより木j:j'j

に及ぶときは，チグザグ皮切を行ない， 1 j行は皮介で，

他J行は遊離全肝植皮を行なう この際HI1の両似IJに遊縦

植l支を行なうことはさけ， 1 指のー側に対しては，その

基部を皮弁で被えば，末梢部には遊雌舶j支をするように

配慮する.遊雌舶皮の採l支部としては，一般に臥任部を

用いており，術後の固定は，多指にわたる介指症の場介，

lIe over lt:.は用いにくいので綿花およびガーゼによる圧

迫固定を行なう .各J円以l節の固定は O.8~ 1. 0 111mのキ
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図 3

ノレシュナー鋼線を指尖より刺入して行なう .症例J1， 2 行ない，その後 2固にわたって指基部の形成を行なって

指より 5tnまでの合指を示す合短折応で，合指のレベノレ いる.術後 5年 1ヵ月経過したが良好な予の発育をみて

は， 2・3および 3 ・4指聞は DIP関節， 4・5指聞 いる.

は PIP以Illi'iまでである。生後 1年 5ヵ月で 2・3指間お 症例 3. 2指から 4指までの合指症で， 2・3指聞は

よび4・5指聞の形成を行ない， 10ヵ月後に 3・Hi'i間 DIPレベノレまでの合指， 3・4指聞は折尖自11までの介

の分離を行なった.この際 2指の尺側は3tRからの皮弁 指で末節部は什性合指を有する 生後 2年4ヵ月で 2・

で被い， 3 J行の僚側は遊雌全層植皮， HI'iの尺側は 51行 3 J旨聞を分離し， 10ヵ月後に 3・4指聞の竹性合指部を

からの広弁，そして 5指の僚側は遊離全府植皮となるよ Thomson法を用いて分離， 引き続いて中枢側の指間形

うにした 本来なら 3折徒側末梢部は， 2指からのI支弁 成を行なっている.合指が多数指にわたる場合，一指の

で被うべきであるが， 2折の発育が1f、いため， 2指のr.;_ 両ffUlに同時に手術佼援を加えることは危険とされ，我々

{WIは全部皮弁で、被っている 術後 1年 4ヵ刀の現在.水 も前述のごとく 2/"/に分けて手術を行なってきた しか

かき形成，拘縮の発生等まったくみられない. しながら合指の程度が軽く，血管，神経，腿等の解剖j学

症例 2.Acrosyndactylyで 2指から 5J1'iの指尖部お 的異常に注意をはらうと同時に，術後の臆張に配慮すれ

よび指基部の合折症である.このような佐例では放置に ば，同時に手術可能な例もある.図 2のごとく 3指聞の

より ，指の発育抑制，変形の増大をきたすので，早期手 合指の場介， 1行間基部を背側矩形皮ft-で形成し， '1'央指

術を必要とする.本症例は生後 2ヵ月で指尖部の分離を の基部両側縁は，隣接指掌側から作成した 三角弁で被
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い，両隣接指に生じた皮府欠{員部には，それぞれ遊縦桁l

l支を行なうようにする.4:法による症例は合短指症 6

f1!j，アノレトログリホーシス l例の川 7(yljで，イtj行のレベ

ノレはいずれも DIP凶節よ り PIP関節までのもので

2.3.4指聞の癒合をみた例である.手術時年令は松小

1年 3ヵ月，最長 5才で， いずれも 2指パnllJに遊河川i

皮， 3指基部両{llIJ縁はそれぞれ 2桁， 4 j旨掌側からの皮

弁で被い， 4 j旨挽側は遊離植皮を行なっている.図 3は

本法によるデザインの実例で、ある.いずれも術後にJ:JJ題

となる循環障害が発生せず，経過は良好である.1・2

折間に合折が及ぶ場合， 我々は Dorsal sliding flapを

用いてきたが，ノド法は指間部の形成が不十分なことが多

く，かつ手背部に比較的大きな廠痕を残し，整容的にも

問題があると忠、われるので， 11氏近はi''j'{I!IJ矩形皮弁を!日L、

て行なっている 以 上孜々が行なった多数指合J削，E107 

J行間中，我々の方法で行なったI，i=(y'!jは79指問て、あるが，

水かき形成をみた例はまったくない. J比々の多桁にわた

る合指症手術に対する考えを総括すると， 1) 1 J行のー

似ijは皮弁， 他{lWは遊離植皮とする の 1mー側全体にわ

たっての植皮はさけ，基部に遊雄他皮を行なえばそのぷ

梢は皮弁で被うようにするの ACJ'osyndactylyでは従米

いわれているように，早期手術により良好な折の発育お

よび変形の予防が可能て‘あると考える. 4) 3 J日にわた

る合J同Eの手術を同時に1jなうには，rl'央mの基部を広

介で被うことにより "I能と与える

追 加 鈴木

1) 先天只A常に対する 'I'.J切手術は将来の)G育に恕影

響を及ぼさない場介にのみ行なわれるべきであると考え

る. この点より今後 follow upを取ねて結論を得た

し、

2) 我々の方法で行なった山例て‘は水かき形成をみた

ものはない，手術法により解決できると考える，

答 ヨL[;

1) 手術年令は注;百、して行なえば生後 1.-tぐらいでね

なってもよいと考えている Symbrachydaktylieの手は

発育がjgいためかかえって水かき形成を起こしにくいと

}t!.tう.したがって普通の Syndaktylieより，早い時期に

下術してもよいと考える.

2) J.Kかきの形成の原因は指聞の形成が不十分なこと

と， j削lIJ縁に縦の級痕を残すことが主なFl!.lllと考える.

現在のところ，背{llIJJ7可角弁ーで'jl'i聞の形成を行なっている

が，その隔は 7~8 mm であることが必裂と考えてい

ー-r.>. 

68.母指多指症の術後変形の予防について

尾郷 1ll{* 

母指多指症の術後変形には，lPJの焼屈あるいは尺

屈，MPJの内転拘縮， 母折の発育不全，残存骨片等い

ろいろあるが，設も頻度が高くかっ F防の困難なもの

は， IPJの焼原あるいは尺屈変形といえよう 焼側の

過剰指を切除すると IPJは焼屈し尺側の過剰指を切

除すると尺屈する.その出現さ事は約 50% といわれてい

る.1) その原因は， 皮府の廠痕11リ縮による場介もある

が，多くの場合は残仔腿のパランスの異常と考えられ

る.

典型的な母指多指症の術後変形である IPJ焼屈の l

例を，関節固定術の際に詳さにしらべたところ，長母J行

屈筋*l!が末節骨基1fl1の僚側面に付着し，長母tI'ljljl筋!院は

* K. Ogo:東京答察病院形成外科(干102東京都千代田区'，_J

士見町 2-10-41).

末節'r~J '背而検側得りに付着していることが認められた.

そこで 4例の基節型I.:j:指多折症例において，それぞれ

の初問手術に際し，腿の付着状態をしらべてみた 第 l

例はt;H)!IJ母指がや L小さく，尺側 1lJ:指の IPJが手t-i前か

らわずかに焼照を示す興味深いことは長l¥J:j行原筋腿は

1泊、 14:の幹として 2倒の法節骨の中rHJを走り ，IPJの

レベルでほ1:"1直角に 2本の終校に分かれ，各校が末節'，']

~部の midl ateral linc よりもわずかに吹側寄りに付お

し 長1':;指(11'筋艇は'1-'手'白'のレベノレで‘ 24:存在し，各本

節'，Iの背耐を走り ，末節背基部の背面正'1'線から少しお

互い寄りにす.れた位置に付着する(図 1，2).したがっ

て，どちらか一方の母折を切除して残った母Ji'iの屈筋腿

および伸筋)腿を放何すると. 24:の腿!の張力がともに

IPJの偏側に強く働く.そして幼児期のやわらかL、関節
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図 1

2. 
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は成長とともに変形を余儀なくされる.そこで残した母

J行の照筋および仲筋)胞の張)Jが，仏d側のみに片寄らない

ように直してやれば，術後変形は予防できるのではない

だろうか.残った母折の腿のノミランスを保つには. 2つ

の方法が考えられる 第 Iに，残った母指の屈筋および

{III筋鍵を片寄った位置から切縦し，常面および背l雨正I-t

線上に移行する方法と，第 2に切除した母指に付着して

いた断端を残った母指の対側に移行し.lJPに働く力が

均等となるようにする方法とである.第 1の方法は少し

Transfer I)f the Tendon attachment 

図 3

く複雑でもあるので，第 2の方法を試みてみた.もちろ

ん母指球筋世sの移行も同時に行なう. この例の lPJ は

術前にわす.かに焼屈を示していた 術後約 2ヵ)Jでは術

lIIT程度の焼屈が再現したが.次第に良くなる傾向をノF

し，術後 1年 6ヵnの現在では，変形をまったく認めな

第 2の例は，院側のf:J指が非常に小さく，尺側母指の

ll~J は変形を起こしていない.屈筋!雌および伸筋!腿の{、j

新状況は，まったく第 1fJJjと同じであった.挽側母指を

切除した後，同様の!雌処理を11ない，術後 8ヵ月の現在

まで変形山現のようすはまったくない.第 3の例は基節

骨が bifidityを刀、す例で術前の lPJ変形はない. この

例においても鍵の付着状況は同じであった.続側母指を

切除し，同様の!此処県を行ない，これも術後 7ヵ月の現

在まで，変形出現のようすはない.第 4の例は，術両ijに

すでに高度の IPJ変形がある.艇の付着状況は同様で，

同様の!躍処理を行なった 術直後には真直て‘あった lPJ

が. 2週間後には術前のffjに戻り .術後 6ヵ刀の現在も

改善の傾向は認められない.

考察

艇の移行により，術後に lPJにか Lる力を均等にし

ようとする試みは，過去二度発表されている. lLJ内らは

1965年に，切除した母指の長母指{I!I筋鍵を尺側に移行し

た1例を発表しているが，府1筋腿についてはふれていな

い.堀部らは1972年に長母指屈筋)此および長母指{III筋l院

を移行した 1例を発表しているが，艇の付着異常につい

ては述べていない.著者の行なった方法は，長母JH屈筋

腿およびI'l1筋粧の付着異常に倍抗する力を与えようとす
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ることに主眼がおかれている.もう 1つの可能性とし

て，腿の付着1m位を直接正中線上に移動する方法も考慮 発言 山内 CJI阪天大整形〉

中である. 切除析の EPLの移行は，その後もっとめて行なうよ

今回の方法の欠点としては，J健制lが1800
阿転した状態 うにしているが，いわゆる Z変形となる大きな要因削除

になるために， 術後の IPJflexionの機能不全が考えら のみではなく，術前に斜折が強いものは，これをもって

れる.現在のところ，患者がすべて幼若であるため，そ も，あとで'1'1切り術が必要となる.1つの要因であろう

の検査は困難であるが，第 2例においては lPJの actlve とは思われるので，できたらぜひ追試していた工きた

AexlO日 が認められる.今回の経験は単に 4例にすぎず， い.

follow-up も比較的短いため結論は山せないが， 一応4 なお， 本年の米国手の外科学会で Kleinertらは，

例中 3例には成功したと考えている. まったく同じ腿移行術を発表していたが，それとともに

まとめ 切除折を自Jet日apにして残存指の太さの修正を計って

基節型母指多指症においては，長母指屈筋腿および長 いる.これはぜひ試みたいと思っている

母指令11筋腿はともに正中線からずれて付着する.その加 答 尾郷

算された艇の張力が偏側に強く働くことにより術後の変 長母指屈筋脹~の校分れの角度は variat ion があっ

]診がくると考えられる.切除した母指に付着していた腿 て，ほとんど直角に近いものから，かなりなだらかな角

端を対側に移行することにより， IPJに働く脱力のバラ 度を示すものもある.しかしそのことよりも強調した

ンスをとることができる.4例にこの手放を1]なった.

最長および最短 [ollow-upは1年 6ヵJJと6ヵ刀 .4 (71) 

中3例において術後変形の予防が可能で‘あった.

いことは，その付着部位が， 非常に midJateraJJinc に

近い，ということである.

69. Floating thumbに対する機能再建術

欠ー泊1 裕 斎藤 守 月 村 泰 治 水

Floating thumbそのものを使用したは指再建術の報

告については Bars均等散見するが，良好な機能をもっ

た母指の再建はかなり困難で，一般には示指の Pallicisa-

tlOI1がよりす ぐれた適応と考えられている.

今回我々は再建母指 CM 関節部の運動性彼得によ

り， ほ X ノJ~mの Pollic isa ti ol1に匹徹すると}~われる機

能を獲得した FJoatingthumbの2例を経験した.

症例 1.4才，男子.

左t:Jf行は図 1a， bのごとくボ指 MP関節部挽側にイJ

若し，小指より小さな末節'，i;.，基節什，中'}'i'J'什頭のみ

が存在する.下板骨は 2伺:1¥現している Pinchは示 ・

中指間で行なう.

昭44，7J1， !;(~ 1回の手術を行なう FJoatingthumb 

基部に輪状の皮切を加え，さらに手学彼倶IJへ延長する.

* Y. Yabe(教授):名古屋保健衛生大学捻形外科;M. Saito: 

慶応、義塾大学整形外科;T. Tsukimura (闘長):浜松整肢

療設闘(干433浜松市三方原町).

同母指を支配する 1本の神経血管束と背側の静脈1:本を

温存し，同母指をいくぶん中枢で対行位に移柏する.第

2中手付基部から第 l中手'白'汁頭にかけ，自家腸骨jiを

架橋移他し，キノレシュナー銅線で固定する.手'手続側の

皮骨欠m部に対し，腹壁からの有茎植皮を追加する.皮

介は 3週後に切離する

術後 3ヵJJ.iJ指の形態は良好となり，移他'11"も生着

する.しかし也、者は自動運動のできないほ指を使おうと

せず，また対立位への同定は子掌をついたり，ホケ ット

に手を入れるなどの動作で，かえって不使を感ずるよう

になる.術後 1~下，母指基部に広痛を感じラlE院する.図

1 cのごとく X線像で移植1'Jと第 2中手廿聞に透明像が

存在する.ギプス固定により骨癒合は再度完成する.

昭46，8刀，第 2回の手術を施行する.先ず第 2中手71・

に癒合する第 1中手1'1'基部を切除する 左側第 4中足什

末柏、 1/2を採取し，同骨頭に合わせて，大多角中j'ffsの軟

骨に深さ 6mm程度の穴を堀る.母指をいくぶん長めと
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図 1 症例 1. 
a， b 11術前， c 11第l回手術後 l年で出現した透明像 d， e， fは第3回手術後 1年5ヵ月を経た現在の状況.

しかっ対立位になるよう配慮して中足骨を移植する

同年12月， 第 3回の手術 multiple tendon muscle 

transferを行なう. 環指浅指屈筋腿を長母指屈筋へ，小

指固有伸筋鍵を長母指伸筋へ，長母指外転筋腿または短

母指伸筋鍵の遺残をそのま L長母指外転筋へ移行し，小

指外転筋を母指対立筋へ移行する.

最終手術後 l年 5ヵ月を経た現在，図 1dのごとく，

X線上移植'白の生着は良好で管状骨化する.移値中足骨

の骨端線には閉鎖傾向がみられる.外観上母指の太さは

小指を越え， Hypothenarは陥凹するが Thenaremine-

nceが出現する(図 1e).各関節ことに CM 関節の運動

性は良好に保たれ，移行筋艇の機能分離により十分な対

立位もとり得る Pinchも力強い(図 1r). しかしなが

ら，母指殊に第 1中手骨が内転位をとることと，生来示

指には中指に向う回旋傾向があるため，rl"指との Pinch

がより良好である.なお，左第H止は第5祉と等長とな

り， X線上中足骨末梢切断端は丸みをおびる.機能的障

害はなく，疾走可能である.
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図 2.症例 2.
a， bは術前， c， d， e， f I:t.第 2回手術後 1年 8ヵ月を経た現在の状況.

症例 2.12才，女子.

右母指は図 2a， bのごとく，小指よりわずかに細 く，

末節骨，基節骨，中手骨骨頭のみが存在する.手板骨は

8個存在し，小さいながら大多角骨も存在する.

昭44，9月，第 1回の手術を行なう.症例 1と同様の皮

切を加え，母指を対立位に移動する.腸骨陵より太めの

骨片を採取し，大多角骨と第 1中手骨骨頭聞に架橋移値

する . 手空全焼~lUの皮膚欠損部に対し ， 右下腹壁からの有

茎植皮を行ない， 3週後に皮弁を切局在する.

昭 46，8月， 第2回の手術，すなわち症例 lに準じた

multiple tendon muscle transferを行なう.

第 2次手術後 l年 8ヵ月の現在，移植骨は完全に生若

し(図 2d). 美容的にも機能的にもきわめて満足すべき

結果を示している (図 2c，e，f). すなわち外観上母指

末梢部はいくぶん細いが，基節の太さは小指を越え，

Thenar eninenceのふくらみは特に対立時に増して美容

的効果をもたらす.母指 CM関節部の運動性， ことに

内外転，対立， Pinch等いずれも良好で， 術前示 ・中指

問で行なった Pinchは日常生活で特に意識することな

く母 ・示指問で行ない，再建母指を自然にかつ自由に使
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いこなしている.

考察

CM関節の運動性をもたない Floatingthumbの再建

は単に美容的効果にとどまる経験を得た.昭45年著者は

渡米し， Riordan教授から中足骨骨頭移植による CM

関節運動性獲得について教示を受けた.その結果は症例

1において示したが，本法は大多角'白部に骨核の出現を

みない 4へ 5才以前の幼小児に適応、があると考える 12

才の年長児である症例 2においては大多角'自が存在し

これと第 l中手骨骨頭聞に骨移植を行ない.大多角骨中

枢の intercarpaljointで十分 CM I主l節に代償する運動

性を得ている.

さて，その他本法術式の特徴については多々あるが，

時に Littlerの小指外転iiJJを母折対立筋へ移行する術式

の採用は美容的に効果がある.

両症例とも，生来母指をまったく使用することがなか

ったにもかムわらず，術後再建母指を意識することな

く，自分のものとして使用している.使用することが便

利であれば， 12--1'であっても機能転換がなされるものと

考えられる.

結 語

外観上，少なくとも小指に匹敵する太さをもち，中手

骨骨頭が残存する Floatingthumbにおいては，本法の

適応があるものと考える.

質問 宝積(横浜市大整形〉

4才時に中手骨が比較的残存する右ぶらぶら母指に腸

骨片の移舶を行ない，同時に slidingflapを行ない指聞

を広げた.

質問 1) Tendon transfer はどの時期に行なったら

よろしし、カ¥

2) 将来砂槌骨の成長が則待できないので，相対的に

母指が小さくなり，大きな問題とはならないか.

答 矢部

先生の Caseは，演者の症例 2と同じで，大多角官が

存在している.まだ太めの腸11・片を長めに大多角甘から

中子骨illiJiに移航する.十分対立位におき，欠損部にヰT

茎植皮する.

Multiple tenden transfer は Dr.のいうことが聞き

分けられる 4~5 才になれば可能と考える.

将来，長径成長障害のため，長さが短かくなれば，f;J:

指延長術を中手骨で行なう必要性があるかも知れない.

70. Floating thumbお よび 自vefingerに対する

Pollicisationの検討-

高沢晴夫

宝積

土屋弘吉 山口 智

豊 烏潟泰仁*

我々は昭和40年以降現在までに 5本指症2例， 4手，

ぶらぶら母指 3例， 3手計 5例， 7手に示指の移行によ

る pollicisationの手術を行なったので報告する.

症例 1.両側IJ5本指症，女児.

3才のとき両側にそれぞれ pollicisationを行なった.

7才で両似IJとも再手術，中手骨の中相側を切除，骨頭を

直接手根骨に固定し，母JHの短縮をはかった.

11才の現在，ピアノは両手でひけるが，右側は移行し

た指がもともと形成不全であり，そのうえ，:m尺骨癒合

の左国外が可能であり，字を書いたり，ハシをもったり

* H. Takazawa， H. Tsuchiya (教授)， A. Yamaguch， 
Y. Houzumi， Y. Torigata:横浜市大整形外科.

はすべて左手で行なっている.

症例 2 両側本指症，男児.

2才のとき pollicisationを， 始めに左側， ついて右

側に行なった.術前機能の恐い右手は術後も母指lまあま

り使わず，もつばら左を用いている.

症例 3.両仮|民H旨形成不全， 9)， 

16才で形成不全の強い左側母指(ぶらぶら母指〕に対

し，その切除，示指の移行による pollicisation を行な

った.術後 5 ヵ月では MP 関節 45~100 0 ， IP 関節 O~

300
の自動運動を認めた.

症例 4 左側ぶらぶら母折，女児，

3才のとき pollicisationを行なった.
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討を行なった.

皮府切聞は示指移行後のfI1問股が 1-分の広さをもつこ

と，'T予骨の操作がしやすいこと，骨間筋の付着部を末

梢にずらすのが容易にできること，術後，母指球に適当

なふくらみをもたせるようなゆとりがあることなどを考

慮して行なうべきである (図3). 

j，E似1)1のイ!では移行した指の形成不全のため皮膚の余

裕が少ないので，背似uの slidingAapと遊離値皮を必要

とした.

ぶらぶら財指では Edgarlol1らに準じ切除する母指の

皮11町を利用できるような切聞を用いた.

神経は'1'継側までよく分離することが必裂である.

血管は隣接指へ分れる校を結紫し切り離すが， 5本指

症では血管の異常があるので血行障害によく注意を払う

べきである.

指を/lJ:指にする際はや L短かめに短縮したほうが外観

上はよい.中手骨の短縮は竹幹部の切除，あるいは末梢

の什JiJiのみを残して'I"，rg側を切除する方法がある.これ

はほ指化する指の長さによっても左右される.

廿幹部を切除し'目JiJ1と'1'枢端を回定する;場合は/J:Ji'lを

対立位のi追い位置にすることがむずかしい.また，CM 

関節のj品(111展をきたしやすい.

中手'IJの骨頭を直接，手恨竹に固定する刀法は母J旨を

対立にするのはより容易である 我々 は'自立nの断面をト

リミングしたり ，あるいは手根骨の挽 ・QJ;側よりに固定

する)i法などを行なっている.

そのほか，基節'I~ の， r'，fgと中子'自の末Jむを切除し~

節1'1'のAミザiとlド手骨の'1-'枢を直接固定する方法を症例 2

の才ï~!lJに1iなってみた . fI1の長さを調節することは容易

であったが，対立位にするため斜めに<1'手骨に固定し

た.術後の経過につれ 3年後の現在，新しい母指の中手

骨は当然のことながら徐々に真直ぐになり，肢位が怒く

図 2 症例5.術後. なってしまった.

筋，舵の処置では Riordan らは'tJ'間筋をその付着部

術後 1年10ヵ月の現在，不自由はまったくなし新母 を末梢にずらすことにより，第 1背側骨間筋は短母指外

指をよく使用している. 転筋，第 1 掌側骨間筋は母指回転筋とし，総指1~1筋腿は

症例 5.両似uぶらぶら母指，女児. 切断し，中枢端を基節'行'の基部に付け，長母指外転筋と

7{i側に対し 6才11ヵ月で pollicisationを施行，術後 6 固有示指伸筋腿は短縮して短母指伸筋とそれぞれした.

ヵ月と経過は浅いがすでに母指を使っており， pinch も 我々は1f間筋のみをその付着部と末梢にずらし lateral

可能である(図 1，2). bandに縫合した. 短母指外転筋，母指内転筋として働

以上， 5例 7手に pollicisationを行なったが，本手 くと同時に母指の MP関節のstability を良好に保っこ

術法は， 1)皮l内切開， 2) 神経，.[[11管の処置， 3) 中手 とを期待した.

1'1'の切除方法，4)固定肢位，その方法， 5)筋， )此の処 付IJfjj肱t屈筋)躍にはなんら操作を加えなかった 2， 3 

辺!の 5項目がその要点と考えられる.これらについて検 の症例jで MP関節の自動仲展がや L不十分で、あったが，

8.術前 b.術後.

図 1.症例 5.右ぶらぶら母指.

寸「
4

1211 
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機能上の支障は特に認められなかった た.

本手術について種々の検討を加えたが， 5本指症は当 質問 1:手術」ー問題となるこのような兵常は先1.:1:.の症

然のことであるが，ぶらぶら母折のような形成不全の強 例でみられたか?

い母指に対しでも，たとえ指の数が l本少なくなる欠点 質問 2:母指の外転，対向を可能とするため opponoー

はあっても，機能的にはもちろん，形態的にもかなり良 plastyを考える必要があると考えるがし、かにかつ

い結果が期待できるので広くその適応があるといえよ 答 高沢(横浜市大整形)

う.その手術年令は 2才から 3才が段も良いと思う 1) 血管をとりまくリング様のものは明らかには認め

なお，今後さらに改善できればと思われることは，新 られなかった.

しい母指が十分な母指球のふくらみをもつこと，指間腔 2) 対立筋形成術を症例 lの右例に行なったが失敗て‘

に皮府のゆとりがあって外転が十分にでき，その上にき あった.

れ込みが深くならないこと pinchが完全な pulppinch 新母指の CM 関節の動きに回旋運動があまり期待で

になるため母指の回旋が十分で、きるようになることなど きないので，この状態で tendontransf，引 を行なっても

である. 無理ではなし、かと考えている

質問 三浦(名大分院整形〉

神経環を形成しその聞を動脈が貫通する症例を示し
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71.電動義手の研究

一(第 3報〉 反省と今後の課題ー

山内裕雄

昭和42年より，アメリカ ・フォコメリア児を対象とし

た電動義手の開発研究を，東大工学部 ・東京電機大工学

加と共同して行なってきているが，今岡は，これまでの

研究の反省点を述べ，今後あるべき動力義手に対する考

えと研究の現況を報告する.

反省点

フォコメリア児の 3Pを例にとると， 操縦梓式の無接

点スイッチ方式は， コントローノレに大変効果的であった

が，義手重量は 3，320gであり(表 1a).人間の雨上肢

平均重量が体重の12.6%であることを考えても，患児に

は大変重く，長時間装着には不適であった.力は， ロッ

ク機構が完全でないため，滑りやすし能動義手のフ ッ

クにも劣っていた(表 1b).速度は，小型モータを用い

て，なるべくトノレクを出すため，ギヤ比を大にしたた

め，総じて遅く，この力と速度の点では，炭酸ガス義手

のほうがすぐれているようである(表 1c). 

機能の点では，表 1bのごとく組大動作は可能である

が， 細かし、動作になるほど困難であり， あまり ADL 

上の著明な改善は得られなかった.残念ながら，対象と

した両患児ともに，現在電動義手をほとんど使用してお

らず，不完全な段階で，た X徒らに患児に夢のみ抱かせ

た結果になったことを反省している.

問題点

研究の初期段階に，臨床的必要性に迫られ，機構作り

に追われたためもあって，患児のニードに合致した義手

に関しての，基礎的研究がなおざりにされたきらいのあ

ること，重量 ・力 ・速度が不満足でふあること，上肢全体

の機能を代償し，動作種類を増すためには自由度が不足

であること，自由度増加のためには，重量のほか，より

よい制御性が必要なこと，外観も問題であること，など

があげられる.

現在および今後の研究方向

極端に簡略，単純化し，動く自助具的なものとして実

用化する方向と逆に，さらに高度に機能化し，多目的的

なものとする 2つの方向が考えられる.多自由度化すれ

* Y. Yamauchi (助教授)・順天堂大整形外科.

内

訳

表 1.

a. 

総重量

義 手 本 体 ! 

ソ ケット

定 j原

4，790 g 

3，320 g 

790 g 

680g 

b. 把持カ

ノレ ク 5kg-cm 

把持可能重量 500 g 

肘屈曲カ

ノレ ク 17kg-cm 

Itん引可能重量 ! 700g 

前腕回転カ

ノレ ク 2.8 kg-mc 

c. 速度

屈曲 10.50 rad/sec I 4. 4 sec/125。
肘 !垂直方向 |一一一一ート一一一一 一一一一一一

1 1中展 10.51rad/町 I4. 3 sec/125。

i屈出I 10.55 rad/sec I 4.0 sec/1250 

部 i水平方向
I.~ _. ! l 

何i 展 10.48 rad/sec I 4. 5 sec/125。

liij 腕部 i囲内+回外11.75 rad/町 427m/W

主7日記 -I-~-百戸o叫州五両面7

ば重量も大となるため，抜jえ置き理の精密;作業用義子な

いし機械として使える可能性もあり，またその原理を動

力上肢装具として利用もできるが，義手の最低条件とし

て体に装着し移動できることが必要であるので，高度

の機能が得られたら，これを小型化 ・簡略化 して，実用

度の高い義手に帰納することも必要である.

我々は，第 2の)j向をとることにし，現在，かなり欲
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図 1

a 

b 

図 2.

張ったj実下のフロトタイプを試作している(図 1).自由

度の点では， 上肢の機能を再現するためには， Rancho 

armのごとく最少 7自由度が必要で，肩に 3自II:t度，n.J 
屈 fr~ • lul内回外 ・手関節屈伸 ・手先兵開|羽の計 7自由良:

とし，肩の 2自由度は日exitヲleshaft による駆動，肩 ・

1973年 11刀

11ナのJil:lfiJ1は 1個のモータで，差動歯車により分離駆動

し，JIす屈曲の際の電力抵抗を転滅するため， spri ng assist 

としてあるー現在はこの設計基礎となった実験用薮下を

用いて制御方式の検討を行なっている.

'1笠ik化には，五i手重;位の大きな部分を占めるモータを

サマリウム ・コバノレトを用いたコアレス ・モータとし，

効率の l旬とと電流消費量の低減を得た.また，構造mlf~

を比重2.70のアノレミ介金から比重1.81の Mg合金に，外

殻をtt;(化ビニーノレから FRP~こ代え，これら素材の材料

強度試験も併せ行なった

手先J~は，差し当り Otto Bock 社の小児mml助義下

部品を)日いることにした

ー・香のn:J題は多自由度の制御であり，これには， 1) 

多筋'，!i:桁令， 2)比例位置制御， 3)パターン化 ・プログ

ラム化，4)身体他部位の動きによる ;I;IJ街J，

などの )j式が考えられるが，現在はt(Bの方

式を検討している これは，図2aのプロック

図のごとく ，桁令スイッチよりの情報をパノレ

スに変換し，カセットテープレコーダーにス

トアし，これをメモリーとして再現させるア

ナログ ・フィードパッ夕方式と，モータ fill!伝

ilIl!Jに設医した shartencorterからの信号をハ

ノレスに変換するデジタノレ方式(図 2b)の方

式を作り，主動作は自動制御にし，高Ij動作は

manualで微調整するものであるが，日Ij動作

は身体で行なわねばならぬため， [主H守の動き

を検知するためのカーボン ・センサの開発研

究も併せ行なっている.

これらの研究はいまだ実験室段階であり，

l臨休応用の面からは，一時的にせよ遠ざかっ

たものであるが，この他にも力源の再検討 -

:f適空間 ・リンクの設定など，多くの問題が

ある.筆者はこの工学者との共同研究にあた

って，臨床家としては恵、者のための義手を作

るのであって，ロボットの手を作るのではな

いという自覚を，常にもたねばならないと痛

感している.また，対象とした， ill症上l技欠

損児のためには，義手のみでなく良い自助具

や各穐の machine まで含めた広い人間工学

的アプローチと，より良い教育 ・社会的環境整備がぜひ

とも早急になされなければならないと考えている. 匡
ト
「
1
1
1
1

発言 13:)1" (熊大整形)

熊大研究班の考え方の 2，3について述べる.
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ないかと考えている.

4) 自由度の問題からも，両側切断の場合等はー倶IJを

能動とし，他方は最少の機能をもっ補助的なものにして

しまうという考え方もあるのではないか.

答山内

まったく同感であり，いまだ実用化されていない現状

を反省したわけであるが，現段階ではやはり自助具的な

ものをも併せ作るという方向も同時にとられるべきもの

と思う.

先天性奇形

1) 山内氏の述べられたことは正に我々の脳みと同じ

である.

2) 自由度を増すとロボ ットになる可能性をもっし

情報源が多くなると精神的，肉体的負担が大きくなるの

で，最少限にするほうが良いのではないか.そのために

は自助具あるいは禄械の工夫をして，それを用いてゆく

のに必要な最少の自由度を得るようにするとL、う考え方

もあると思う.

3) 把持力という点では， Soft tissueとか see-saw機

構のような，機構的なものをとり入れることも必要では

コ
斗
斗
寸

コゴ↓
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〈痘性麻痩〉

72.癌性麻煉手の手術経験

横林宜博 ~t:J 1二 寛 植田雅博 大谷真杉*

脳性麻癖児の治療は上肢にかぎらず機能訓練を中心に

行なわれるべきである.しかし針。Ijによっては変形が強

くなり，手指の機能を一階恋くしている場合に直面す

る.我々はこのような症例に刈し. 1962年以来手術的に

改詳しようと試みてきた.今回は手術後 2 年以 I~.ー経過し

た211"について検討し得たので報告する

手術対象は，東大寺整!伎闘でがl療した脳性麻粋児で，

1:肢の障害のため手関節に変形が生じ，手指の機能に著

しい障害をきたしたものである.全例 Spasticityを本態

とする16名.21手で. }十麻縛7名 7手. 9名14手であっ

た.手術方法 Green の変法による!謎移行術 5例， J腕侠

骨筋由主移行術 1例，手関節屈筋群の起始部解離術12171].

固定術 3仔Ij計21例であった.

脳性持軍縛児の子の機能を評価する場合，脳障害の程度

により症例も非常に異なっているので特に困難である.

~Jt々の手術の目的が手関節の約締を操作することにより

手指の機能の改善を計ることであるし個々の症例によ

りまた，おのおのの筋の機能が非常に異なっているの

で，手間節とJ旨の運動を主体として表 1，2，図 1に示

すごとく変形形式と判定基準を定めた ROMを中心に

step by st叩式評価法で onestcpでも上昇すれば手術

効果は認められたものとし上昇度により効果を判定

し，下降するもの不変のものは悪化もしくは無効例とす

る.次に表而電極誘導法による筋電図検査で，基本波形

を中心に観察し，安静時放電 stretchrdlex，伸張を加

えている聞の状態，波動性， I司JtlJ性および相反性につい

てしらベこれを術前術後の評価に採用した.

手術時年令は 6才ーから最高12才 2ヵ月，平均12才5ヵ

月.術後観察期聞は最短2年最高10年 9ヵ月平均 5年 8

ヵ月て‘あった.

成 績

臨床的評価:手術前における変形術式は l型 0，n型

O. 1Il型13，N型81711て・あったが，術後では I型3，n 
型6， 1Il型 7，N型5となり変形形式の改善がみられ

ド Y. Yokobayashi， H. Kitai， M. Ueda， M. Ohotani・3巨
大寺整肢闘(〒630奈良市雑司111]"406-1)

た， Stageで考えると術前で最も良いものが， 3.5，惑い

ものがl.0平均2.5であったが，術後では平均 3.6となり

術商Jに比べl.1 stepの改善を示した.体I式別にみると!腿

移行術では3.1から4.6とl.5 stepの上昇改善，回定術で

は0.2J二井にと Xまりほとんど改蓄されていない.解理

体Tでは術前の機能がj恐かったにもか Lわらず l.1の上昇

を示し手術が比較的有効なことを示している.結局全

体的にみると70%は有効で、あったといえるが30%は無効

であった.

筋電図学的評価:安持時放電はfAii前術後とでは，変形

の程度にも関係なく有意の差は認められなかった.これ

は麻鮮の木質に変化がないことを示している.手関節の

背JITH時に1i1J筋群の形)電図は変らないが屈筋群の放電の減

少がみられた.これは臨床的改善度とは比例してない

が，手関節の背屈運動が容易になった症例に認められる

傾向はみられる. 他動的伸張時に屈筋若干:にみられた

stretch reflex は全例に消失または減少をみた. この場

合 ph出 lCUllltは全17IJに消失していたが tOnICumtは

9 t日119'3例に減少をみたものの残りの 6例には依然とし

て続いていた.この pha引Cの消失とともに tonlCUl1lt 

の減少する傾向は臨床成績の良いものほど明瞭であっ

た.相対的な wavepattcrnはあまり変化なく成績との

関係はみられなかった.

まとめ

手術適用については，脳性麻痔児の場合は末梢神経麻

痔等に比べると筋の機能の評価が困難で，手術の決定は

特にむずかしい.手関節を徒手的に矯正するかキeプスや

装具で数週間矯正位を保持することにより，手指の伸展

力の改善がみられる症例は適用であるが， しかし変形

が強すぎたり屈筋群の spasm が強い症例ではこのよう

な矯正のみではきめがたく， EMG検査が参考になる.

EMGでは手関節の自動運動時に，屈筋伸筋聞に程度の

差はあっても相反性の認められる症例が良い適用とな

る. 他動的{申展時に屈筋群に phasicと tonic unitの

出現がみられでも phasicunitの明瞭な症例ほど適用

となり tomc Ul1ltの要素がきわめて強く伸張を加え
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Deformity Operative procedure l Cases 

Flexion deformity of the wrist 

Release of the Aexor-pronator origin 

Transfer of the Aexor carp】 ulnaris10 thc extensor carpi 

radialis 

Transfer of the brachioradialis to the extensor digitoru日1

Arthrodesis 

12 

5 

3 

Total 21 

表 2.Criteria used in grading for the deformity of the wrist. 

Stage Grade of deformity 

5 

4 

3 

2 

N2 

1 

11 

111 

Vl， 

N2 

Grade and 
stage 

Cases 

2 

Procedures 

1 I 

1 :…tlOn 

Preopera tion 1 ，..... ，..... ___ I 

1 ~~ I ~ I! 
A 1 1 ITTTKDSMyl AIKMYO  T N N 

TKMMKKJ  KMS M K: TMTNHK  J K T 

Release of the flexor-Pronator origin Tendon transfer l A口hr枕 sis

図.-1.Evaluation of the hand function afler operations. 
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ている/1:]'11絞くような症例lは適対!とは考えられない. 反対象、j杉が起こる.

手術)j法では，解雌術は変形形式加担がi白川となり 3) 失なわれた機能を同復することは，特殊な仰lを除

IV 1~!でも EMG で少しでも 11j 1筋に )t<: ~liが必められ，屈 いては，悶難である.治療の原則は変形を矯正して，残

筋併に phasicと tonic unit のJMI!が IY j らかなj~~例は fがする機能を有効に利則することである すなわち変形

11j1)Iゆ群の淋在能))がj切符できるので迎月lと巧えられる. を矯刀ーして機能)J支{立におく.その刀法ーとして bracingや

胞移行術の.i0i川は 11または nJ1~!であるがこの '1 ' でも F閃 r術がJIj，、られる 手術として次のような簡単な刀法が

iliJを'1'問位まで矯11ーしたとき，桁の11jリ肢ができるような {~.fi I' (I'~である a)腿切り術. 1腿延長郁r.筋解雌. b)以1

j，j'{Yljがi!):良の適用である. 1三関節目il~体i(i脳性腕;沖Y己の 節の|陛ド1:回定lA;jおよび ~IJljillb術 . c)関節回定術.

J;I/) {t (t iflk ，'(i;組織に対する Ilfl.胤!術後の以後の下段として採 4) アテトーゼ 限局したアテトーどでは権，む筋に血t
J I1すべきもので，できるだけ避けるべきできる 切り術を行ない. .A-くWiI附を月j¥，、て供i節の舵性|占l定術を行

なって良成績がmられることがある.

発 言 1)十勝 u;(:大整形) 5) ~ij(j!草筋は 11 1 1筋および屈筋ともに電気刺激に敏感に

1) 似性麻j!I，L例に筋の緊伝だけでなく， しはしば秋!拘; 以比、するから，刺激装計による機能1"1復は有望なjW;，;で

州が{t1Jfすることがある， .人一脳皮質のJlli!fjbftiに附'占が限 あると考えている.

)，けーるとI欧州(叫が起こり]IIj運動官:iの昨，与が加lわると強 質問 .1:~J'J (;;(大盤形)

， '1'ドf1nij(JNが起こる.J，i{71jの大部分では. i:走者の障害に 手の動きを simclify するために arthrodesis もよく

よると考えられる JII¥，、るが，胞移行体Iのほうがよく JFJl、られるか，

2) i<Î{i生帰H~，'では，筋i作は 11j 1筋 In とJ: ri )Ì}il作とに分か 答横林

れ，このi可筋1trが相 I!X神経支配によってうど /dこ~x縮と弛 )陛務行 lt.i( 主Ií'{(j)、に脳陣宮山にとっては N;i 後の機能の~，p

n¥i1が起こり，型にはまったJllillbがわなわれる.個 々の筋 倒がつけがたくむずかしし、 しかし，障害の著しいもの

のや必!の阪iJ2運動はで、きない.したがって. 1例の筋を は」白川とは考えていないが，筋の相l)x性の良好なものは

J古抗筋に砂行しても機能の柱、換は起こらない しばしば 脳陣宮児でも泊)11と考えている.

73.脳性麻叫(上j伎の再建手術について

多111 i{l;. . 小型f 1，序良11 iL川 7ii 

|ニ)1:)照犬 )1上 切j生*

枚々は脳卒'1'後の)¥-麻J!l，iを'1'心 とした約20例の雌性)# '(jーをfjなった 約締を除くことについては全fI'11に布効で

ji平上肢のTf}佳子術をすでに発表しているが， 卜)伎のそれ あった.拘紛が除かれ肩前挙が可能となった例では，補

に比べてj戎絞がlBい.今回我々は，再ill手術の成績を向 助手からより突m的な手へと一段の進歩がみられる.し

上させる 11的で手術随行例，未手術例について観察し かし足、老が布令者で・あり，運動能力の低下，余病i)j一発等

た.術後 followupしたものは11(911で心長7イドJ A主W 1 の偶発'Jト故により安静を余議なくされると容易に拘紛の

年 lヵJJ']i均 4"1ーである. 再発が起こる.したがってかなり activityの高い，Q!‘者に

1. 肩の手術について 手術を施行するべきであると考える.反転移行された大 戸

肩の手術は内1伝，内旋位の拘縮を除き，併を前挙させ 胸筋前部は，肩前挙に働いている.

ることを 11的 として，肩甲ド筋)限切りと大胸筋の反転移 すなわち IIIi腕，予の tendontransfelと比べて，

斗 K.Tada. K. Ono (教皮). T. Egawa (講師i):大阪大

学~定形外科 T . Doi:星ケ丘厚生年金州院整形外科(〒573

枚方市，l'引3074);A. Inolle 聖I :J>!性nLi~ (干546大阪in;.U
住~Ift三 111坂IWJ 5-26)， 

tenodesisの効果としてではなく，不十分ではあるが，

dynamic tendon transferとして働いている. カ1J1電図に

おいても沼IIIi挙のときに大胸j坊に放電がみられ，三角筋

の1動きをしている(図 1).これは屈筋から仲筋への切り
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図 1

かわりとは巡って， 作用の phaseや， 作用方向が似か

よっているためであると考えている.肩の灼縮を有する

患者にとってー香問題になることは肩運動時の疹痛と火

服着脱等の不使である.したがって肩約締をのする上

肢はほとんどが廃用肢となっている 巾栂似1)関節程

controlの能力を残している人まを考えると，このような例

では川より distalの機能は十分とはいえない. したが

って，肩の手術を施行することは I起用)l支とはならない

までも補助肢への進歩という点で大きな立味をもってい

る.このような考え方から，まずJFîの機能再~を手術計

画， リハビリ テーシ ョン計画の第 1段階とするのが順当

である.

2. 肘，前腕の手術について

肘，前腕の手術としては上腕二頭ifi'iを 1l員l節筋に変更

する方法，屈筋囲内筋群の解離手術，原筋からイ~I)Ì万への

)陀移行術等の手術を症例により個々 に，または1Jt-J1lして

行なった.一般に脳卒中の患者にみられる flexionsyne-

rgyにおいて， }Jt屈曲を起こさせる主肉となるのは上腕

二頭iliiがある. したがって肘を屈曲させないで smooth

な rcachを達成するために bicepstendon を上腕筋腿

膜の縫合した 術後の症例において synergyの中での

肘屈曲を完全に断ち切ったものは 1例もみられなかった

が， 全例に syncrgyを弱める効果がみられた 一見良

好な動きをしているようでも机の上のものを取らせる等

の目的をもった奴げFをさせると， JJJ屈曲してきて.忠肢

の動きは synergymovcmentsに左右される このよう

な患者の筋'芯図をみると reach において正常ではほと

んど作用しない， 卜:1抗二頭Jij'jおよび flexorgroupがi動

いて f1exionsyncrgy をy包こしていることが観察される

(図 2) したがって今後手術において上腕二頭筋の処Jlll

をもっと synergyを弱める方向へ考えねばならない.

前腕回内， p以l節"?脂，子指屈曲の synergy を断ち

切るためには|可内屈筋鮮の解離手術を行なっている こ

れは Pageの原法に準じたものである.術後の症例にお

いては，前)腕の[111内，手関節の掌屈. f，J指，指の原山に

ついてはその activemovementsは残っており，さらに
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synCl'gyを伴って動くとはいっても. synel'gy supprc-

SSlonの効果は卜分得られている. 患者の満足度も高い

ものである しかし指仲筋がほとんと.の場合効レていな

し、かまたは筋力が弱し、ため，再び屈筋優位となり gnp

は容易にできるが release が不可能という状態になる

場合もある.それに反して，術後前腕の回外，手関節の

背屈した肢位をとる患、者がみられたが，これは過矯正の

ために伸筋優位となったと考えられる. しかしこのよう

な例においても .HJ~囲内筋を残しているため随意的な

同内は可能で‘あるが，手関節の掌屈は不能である この

状態の患者は ADし のうえではかなりの不便を訴えるー

なぜなら，高ii腕を団内させるためには synel'gyを使って

上肢全体を肩から動かさなくてはならないからである.

母指については長母指屈筋は解離されたが， lhumb in 

palm変形が差是存するものがかなりの症例にみられ grip

の障害となる.このような症例については最近では手当主

部で短母指屈筋の解離を追加している.

考察

再建手術の成績の良い患者，または手術は施行しなか

ったが麻癖の程度の軽い患者を観察すると，意外に，皆、側

上肢を使っていないことに気づ く.以下その理由を考察

也、...，...噛軸

-.，.一一 100μY 

図 2. 

してみた.産性麻緋忠者の 上!伎の動きは，すべて，

synergy movementsという共同運動に支配されて， た

とえ手術的にその synCl'gy がおさえられても，完全に

これを断ち切り smoolhな動きを得ることが困難であ

る.1例を示すと「下を前に出すJ.iJJ，Jをl旺lげる」等の

簡単な命令を出すと忠肢はその命令どおり独立運動がnf

能であり， 一見 smoolhな動きをもっている.ところが

机の上の物を握る. .tJLの上にエンピ ツを治って字を書く

等の目的動作をさせると synergyが表われて.jJ.tが屈

曲している.このため患者は物をつかむために肩から上

肢全体を前方に動かさねばならない (図 3)，このよう

な現象は他にもみられ，たとえば坐位では患側上肢をよ

く conlrol しており， 独立運動可能であるが，歩行さ

せると s勾ync白rg許y を伴つて Man川nnトWc白rn古叩111礼i比ckc住e の型に近づづ‘ 

いてくる.このような現象から著者としては患肢を実用

肢として使用することができない.

結論

肩 • JH，前腕，手各個の運動を可能とし，さらに改善

させ，その積み重ねによって頚性麻痔上肢の機能再建を

はかるのが，現在までの整形外科的ア プローチの方法で

ある. しかしいままて、述べたことにより，このア プロー
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チの仕方には synergymovements を断ち切れないとい ならない.また，この限定された H標であると ，枚々の

う限界がある.したがって現在のアプローチの仕方では 行なった方法によって， イー分これをはたすことが可能で

再建手術の 目標を限定した機能，動作の改善におかねば ある.

74.片麻陣手の手術的治療について

阿部 績 田川 宏 厳 琢也 二ノ官節夫

望月 直哉 平方義信 藤田 勉*

脳卒中後片麻痔患者の手の変形および機能障害は実に

多彩で， た とえばピアノのトリノレがうまくし、かないとい

った軽度障害から，豊型的な Mann斗Vernicke変形で廃

用手になっているものまで，ほとんど連続的ともし、L、得

* 1. Abe:三楽病院整形外 科 (干 101千代田区神田駿河台

2-5)， H. Tagawa (助教授)，T. Iwao， S. Ninomiya， N 

Mochizuki:東京大学整外形科;Y. Hirakata， T. Fujita 

IA教湯温泉成人病研究所(〒 386-03長野県小県郡丸子IIIJ西

内1291).

る変化が見られる.これの分類はいろいろあって，

Zancolliや小野，土居らのものは有用だが，境界線 |ての

ものには分類に困難を感ずることがある.

我々は手のみの変形を とりあげて分類する場合に，十l

常用いている intrinsic(+)(ー)の概念をそのま L簡単

に応用 して表 lのように分知している.片麻痔において

は intrinsicmusclcのみの産直が起こる ことは先ず考え

られず， intl'insic( +)といってもそこには当然、， extnnslc 
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表 1.Classification of Hemiplegic Hancl. 

1) 1 ntrinsic +， (Inlrinsic> EXlrinsic)・ 5.4%

2) Extrin目c+， (EXl川町>J nlrinsic).…21. 4% 

3) 1 ntrinsic +. Extrinsic +. (1 ntrinsic 

宇 Extrinsic) ……...... ・・・ ・・・ 60%

4) 1 ntcrmediate， (Brunnstrom's Stagc 

5.6 or Flaccid typc) ・・・ ・ ・・ ・・・ .13.4%

(+)の要因もはいっており intrinsicmuscle の産直の

ほうが強いというだけの状態であり， また exlrinsicの

小でもや11Mと屈筋のバランスが変化すれば形もまたかわ

ってくる 鹿教湯温泉療養所. I，;J成人病研究所に入院中

の)J.!，者112名の調子守では 1型 5.4%. 2}担21%. 3型60

%. 4型13.4%で. 3型が最も多い.またなんらかの知

覚障ぢのあるものは74%に及ぶ.

1 i¥1!は intrinsicspasmが exlnnslcspasmより村j;Xf(i均

に強い形で，目iU芯;性や知l覚が 31l!より良い(71]が多く. jW 

りミ?ーの制111.1[があるにしても， 比較的機能が良い Swan 

ncck変形ゃい]'伝母指があれば intrinsic rcleaseや正'1'

神経)ill動伎の block等も行なわれるが，胞移行術等のもY

極的適応はない.2型は比較的多いもので intrinsic(ー〉

というより cxtnnslCの特に原筋併に底値の強い例が

多いので， 手|比1Ri'i.PIP凶節.D1P 1Y:liWが加1111し， 相

対的に EDCや EPLの緊張も増すので MP閃節が過fljl

艮位となり，驚子が生ずる.この際，起こりやすい MP

関節の過fljl炭拘紺iはリハヒリテー シ J ンの大きな障害と

なり， 布Iì装具等で純正を~ I っても {'I' 々効栄があがらな

い.屈j初1作の随意;性が多少ともあり，知l覚障告が少なけ

れば. Jil1)iJi!Jl.gの延長 advancementミ?の適応がある.

その後も intrinsicの不全状態が続くなら， 腿移行手M等

による intrinsicplastyを行なう必裂がある.また FPL

の筋力低 Fによる IP関節の不安定性があれば関節固定

術が行なわれる. 53才の右片麻抑男性の鷲子変形に対し

て，有li装J-!:を併用しながら先ず対立筋形成術を行ない，

6ヵm炎に fourtailcd tendon grafting を行なったと

ころ，筋力はふJ \，、が，つまみと • I~H行，ノドJ行間のw りが

できるようになった.また. 63--f Ji:J r)麻wの男性で，髄

立性，位置st等が比較的良いことから s日 ps，Brac-

hialis， Pronator tercs， FDS FDP， FPLを切離し Bra-

chioraclialisを ECRLに.FCUを ECRsに移行した

が. 3 {F後には強い変形の再発が見られた. FCRを残

したことも原因の 1っかと考えている.

第 3の cxtrinsic(+) intrinsic( + )の型は1，1，j)Jの筋桜

直がほ;:~~;しいか，差があっても問題にならぬほどの強

表 2.Operali、eMethocls. 

Type 1...... I n trinsic rclease operation such as 

Littler's op.， adductor relcasc， el.c， 

Type2・・・・・・Tenotomy，elongation and advancemcnt 

of FDP， FDS， FPL， FCR， FCU and 

Pronater teres， 

Opponoplasty and four tailccl tcnclon 

gra[ting or transferi ng. 

Tenodesis or arthrodesis of lPJ， 

Type 3・・・・・・Tenotomy，elongation and aclvancement 

。1"FDP， FDS， FPL， FCR， FCU and 

Pronater tcres， trans[erring of Brachio・

rad凶 isto APL. Arthrodcsis of J町，

Typc 4......Dcpcnds on lhe deformity 01" thc hand 

and lhe voluntarity 01" muscles. 

い産直があるもので. JH.子関節は崩1111(立，手は脳りこ

ぶし状になり ，凶節の拘縮も生じやすい.この型は知覚

脱失や随芯;性欠除を伴 うものがほとんどであり，たとえ

随意性が多少あっても massAexionのみで.fiIl筋-lif.の

随芯:性はほとんどない.いわゆる廃用手で'!-<fJiのZI脱に

もじゃまになれば屈)iJi群の解離術を行なって美容上や日

常勤作の改込zを計るべきである.解雌すべき筋は Biceps，

Brachioradialis， FDS， FDP， FCR， 1'CU， FPL， Prona-

tor tcrcs， P L ~~;広範に及ぶ， が. fl主直の強い場合は筋

の aclvancemcntだけでは不十分で，筋)附砂行部におけ

る延長術や血tt停止部における切離術のほうが11効な場合

がある.凪1)]位変形はそれ自体が控直の強さを支わす場

合が多く. Prona to1' teresの切離やl腿移行を千Jなっても

矯正が不十分なことがあり ，矯正ができてもそれより末

梢の子自体の機能再建は凶難である.切離筋を ftl l筋監~に

移行することは補強のため，しばしば行なわれるが.lJiJ 

な変形を生ずる場合もあり，注意が必要である 71才の

~ï片麻w-の強度な袋、形に対し PL の切応It FPL， FDS， 

FDPの VY延長. Brachioraclialisを APLに. FCR 

を ECR，ECR， FCUを ECU に移行する手術を行な

ったところ，術後数ヵ月は形もよく， AI"衣が*になった

が. 1年後には手関節が背屈位をとり . 1年半後には日

によって手凶節背屈 90。近く，また指も!:TI出l位をとるた

め，かえって不便を感ずるようになったので， ECRLお

よび s，ECUを停止部で切離して良い形に戻すことが

できた.

第4の中間型は麻jJliの回復が良好て、特有な変形がない

か，小~号らの弛緩型がこれに属し， 緊張のない状態では

drop handや restingposit ion をとる.随J~、性が良い
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場合には再建術の対象となるが，同じ形でも随意性がま 質 問 福沢(横浜市大整形〉

ったくない場合もあり，分類上に多少の難点がみられ 1) 適応を決めるにあたり ，知的水準の低下のある患

る.また，個々の筋緊張の状態がパラバラで名状しがた 者の場合，どの程度考慮されているか.

い変形を旦し，分類はもちろん再建の)j法を見出すのが 2) 知的水準の低下と術後成績との関連について.

困難な例もある. 答阿部

以上，各型に対する手術法について概観したが (表 手術の適応については，種々述べられているので，演

2 )，要するに片麻痔に対する手術的治療はリハビリテ 説中には述べなかったが，意欲消失や智能の低下があれ

ーシ 日ンの補助手段であり， ADLの改善に少しでも寄 ば術後の訓練に協力が得られず，術後の評価も喰い違う

与すれば良いのであるが，特に手では筋の re口procal ので，手術の適応とならないことが多い.

controlや敏速繊細なjill動が不随意性や失調性によって 答多国(阪大整形〉

失われているので，手術による大幅な機能改普は困難で 知的レベノレの低下のみられる症例では，回復意欲の低

ある.!ru!移行術や変形矯正を行なってみても患者の意欲 下，意志そ通の不自由分さを同時にもっている.このよ

が欠除していたり ，知覚鈍麻等があれば患者は健側ばか うな症例に対しては手術を行なっていない.

りを使い，手術の目的がまったく失われて，医師の独り 質 問 上羽〔京大整形〕

よがりに終っていることもあるので，手術の適応決定に

は厳密な評価が必要である 術前補装具等を使って術後

の手のj診をj心者に認識評価させるのも良い方法ではない

かとJf_tう.

Dr. Swansonへ :Muscle releasing operation を行

なうときに tenslOnはどのように決定するか.

答 Dr.Swanson 

Wristでは flexion300， thumbでは lateral pinch 

ができる程度の musclepowerを残す.
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75. リウマチ手における金療法の効果

田 中 清介

慢性関節リウマチ (RA)に対する金療法は Lande

(1927年〉により始められ， 今日では RAのif(要な治

療t.tの lつとなっている. しかし RAに肢も罷辺、しや

すい手に対して，全療法が及ぼす~科についての報行は

見られず，我々は今r"に の点について検討をJ)IIえた.

用いた金~Jは gold sodium thiomalaleであり，投与

法は原則として 1週日 10mg， 2週日 25mg， 3週以後

は50mgを仮週統けるいわゆるアメリカ方式をとってい

るが，副作JTIのIl¥現したとき，あるいは J([[中金濃度が

400 dl以上の高似をぶすときは滅泣することにしてい

る 症例jは21例で，全例 ARA基準による classicalあ

るいは dcfinilCR八であり，年令は 20~66 才 ， 平均 45

才である 月1阿血中金濃度を金投与11'(rIIjのI血液を採っ

て， Ur( r吸光分析日告にて測定するとともに，臨床像の評

価のために morningsti汀ness， 目主う，;.J 促力，赤沈，関

節指数土手の Lansbury評価を行ない， 同時 に CRP，

RAT の測定と検尿を行なった.

Lansburyの評価法によって得られた値は症例間のノ〈

ラツキが大きいが，投与した〈訟の総量の推移に合わせて

みると ，明らかに 1つの傾向がみられた.Lansburyの

判定仙は金総量 500mgで減少し 700mg以」てで、は明ら

かに有立の効果がみられた Lansbury判定仰より金療

法が有効と思われた政例は17{j1Jで・無効は 4例て‘あった.

Lansbury 判定他を構成するもののうち予にI:XIAのある

Morning sti汀nessについて先ずみると， イi?総量 500mg

以上で減少し，1，000mgでは有志差がみられた怪力は

水銀マノメーターによる測定で，治療開始より増大し

700 mg以上で市立jEがみられた. 関節桁数は総投与量:

以後減少し 700mgて、は有意に効果がみられた. 関節

指数のうち手のみの関節指数をみると，令ー総量の塙加と

ともに減少する傾向がみられた.ifi動擢忠関節数て、も

700 mgからは明らかに減少傾向がみられたが， 手の活

動障j心関節数には大きな変動はみられず，結局手では関

節指数は減少傾向があるが擢忠凶節数は減らないので

指|長l節ががIりに〈いということになる.Morning stiffn岱 3

本 S.Tanaka (講師)，T. Ueo・京都大学整形外科.

上尾 ill. 二本

や1*1宙i'i指数では金総量 500mg以後で改葬がみられる

が，磁力，JflllX， CRP， RAT等の客観的にd!IJ定 IIf能な

項目では令療法初期より効果がみられた J([l沈{怖は 1時

間47.5mmが総監 1000mgでは 25.5mmとイTJJ.に改持

され， CRP， RATは投与総量の増加とともに(ー)が別

加し，(+1)以 l二のものが減少している 手の 八DL と

して̂ ，k;'を使う，ナイフで皮をむく，茶を花 く¥タオノレを

絞る，ボタンをはめるこ手の動作は金投与総吐のW/)JIIとと

もにしやすくなるが，タオノレを絞る動作は必後まで問難

のま L残る傾向がみられた.

金療法により R八の症状は全身的には著しく緩解し

てくるが，上述のように活動権患関節数は下ではかわら

ず，そのため金療法'1-'1こsteroidの凶節|引1:入を必要と

した例が例21
'
1
'
16例， 76%にもみられた 金療法開始前

から必要としたものは13例であり， このうち 9{例列列Jは金総

量5印O∞Omgまでで、の〈金h効果のi出:u現前に4

た毎週の投与i旦D乱-ρカが;5印Omgカかミら 2お5mg以 卜に減じたため

に特に stc町roidの|閲対節内注入同数が1地首えたとj忠忍われる例

が4ψ似例|リlにみられ，維持療法に移ってから必要とした例は

10例にみられた.またリウマチ手では予凶節7Ts!IJで1ljl筋

健作i内での lcnosynovitisによる11由民をきたし， ひいて

は最~断裂をきたすことがある . また di s lal palmあるい

は桁基節，中節での屈筋!腿革fi内での tenosynovilisによ

り， j行の運動障害 triggerfi ngerをきたす.枚々の例

では!腿断裂をきたした例はないが，手背， 子'子'での le-

nosynovi lisは金療法中でもみられ，そのため 9例に腿

WI村への注入を行なった. さらに再三にわたる slcroid

の関節内注入にて軽tk:する傾向がない 5{1IJには 198Au

の関節内注入，すなわち radiationsynovcclomyを行な

った.なお，全JOJ間にわたり steroidの局所投与を必要

としなかった例は 3例にすぎなかった.

長期金投与の場介 50mg月 l同の投?では血沈，

CRP， RAT ~'j\の値に rebound の傾向がみられること

を吉沢らは報竹している しかし隔週 25mgあるいは

50mgの投与では血中金濃度は 100r/dl以上，あるいは

200 r /dl以 1-.に保たれており，臨床来状でもはっきりと
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した rebollndはみられない. しかし維持療法に移って わらず， Stageは進行する例が多い.このような例には

から， 99mTc pertcchnetateによる関節シンチグラフィ steroidの注入に頼るより杭極的に外科的療法を行なう

ーにより rebollndがみられた例があった. べきである.また，維持療法を行なっても.その効果で

以上総括すると， 金療法は RAの全身症状の緩解に 永続的でない.

ははなはだ効果的であるが，子に関しては活動擢忠l刻節 質問 1: ステロイドのI~I節注入を繰り返すより，松崎

数は減りにくく， また tenosynovitisにも有効でない 的に手術療法を行なうべきでないか.

したがって手指の変形やj{~縮を予防するために steroid 質問 2:金総量によるものでなく，投与Jm問により効

の局所投与， radiation synovectomyが必要であり ，場 果を検討しているのか.

fiによっては外科的治療が必要であろう. 答 回'-1-'

立沢先生へ :ご発言ーのような臆断裂をきたした例は終

追加・発言 立沢 (J江府医大整形〉 験していない.むしろ健l断裂や変形を予防するためにも

演者は積極的な腿開内へのステロイド剤の注入が腿断 ステロイドの局所投与は必要と思われる.

裂や変形防JI二に必要であると述べているが，このJJ、見に 長尾先生へ:1)現在のところ金療法'1'に外科的療法

はまったく反対である.その理111は 1)病変を修飾し， を行なった例はない.出t'Y.fi内ステロイドの注入により広

必要な外科的治療の timingを返らせること， 2)ステロ 状は数ヵ月間で緩徐が噌しまた，ステロイドの関節内

イド剤注入が腿断裂の原因とはり得ることなどである 投与で症状の再発を繰り返すl其l節には radiationsyno-

;jl: 々は!従'Ï~l内注入数時間後に発坐したステロイド~Jの注 vectomyを行なって効果をあげている

入が直接の原岡と思われる仲筋腿!断裂の例を追加した 2) Gold sodillm thiomalateになってからの例は最

質 問 長尾(岡京名古屋病院主権形〕 長 3年になる.

金療法の効果が 1~ 2年続くことはすでに明らかであ の X線上症状が進行しないためには令身的および局

る.しかしそのWJ問中も数個関節に依状が残存する例 所のコントローノレを十分に行なうことが大切である.

がない.か Lる例の経過をみると全身状態が良いにか L

76. Arthritis mutilansの手における解剖所見

長尾悌夫 室田景久 富田泰次 井川誠司ホ

1913年 PierreMarieと AndreLeri により初めて

報告された Arthritismlltilansは，予 折骨に高度の

osteolysisをきたし，ために手指が短縮して opera-glass

hand と呼ばれる特異な変形を示すことで知られてお

り，本邦における報告は比較的少ない

tl<:々は，Arthri tis mlltilansの>>J!)間的な 1例を経験し，

長期l間観察を行なったのち，剖検する機会を得た この

疾病の特徴的所見である telescoping signの mechanism

につきいさ Lかの知見を得たので報告する.

j心者は死亡時74才の女性で， 18才のころから関節摘が

本 Y.Nagao (助教J受).聖マリアγナ阪科大学整形外科 K

Murota (助教授).Y. Tomita:東京慈恵会医科大学幣形
外科;S. Ikawa: I'iII立台東病院経形外科(干 111東京郎台
東区千束 3-20-5).

あり，関節リウマチの診断のもとに治療を受けていた

が， f1p，28年ころから症状が増悪 Lて疹痛は漸次身体各所

の関節に波及し，遂には疹痛と変形のため歩行も困難と

なり，昭34，10月都立台東病院に入院した 入院後も症

状は一進一退を繰り返したがほとんど床上で経過し，

ankylosisを呈する関節が増えるにつれて疹痛は軽快し

ていったが，遂に歩行するに至らず， 日 1i~.諸動作も介助

を要するようになり， しばしば尿路感染を反覆して全身

状態は漸次悪化し心不全を併発して，昭46.10. 29日死

亡した.

手指の変形について

手指の変形の出現時期については，はっきりした記載

がないが，台東病院時にはすべに典型的な opera-glass

handを呈していた
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図 1.

図 2

図 3.
MP関節縦断固での telescopingsignの発生状

態を示す.

左手は全指が著明に短縮しているが，短縮は中手骨，

基節flの部に著しく，中指，環指，小指は尺側に屈曲し

ている.民()内は横走する深い~~を形成していて，たるん

で. )，'ij径を増しているかのごとくに見える.

右手は|日lじく全指に短縮をみるが，ことにほ指，ぷ

桁，中十円に著明で，かつ点手よりr."ii/変であり，焼側に屈

IIIIしている.皮府は)，-:下と |司じ く横定する深い壌を形成

している(図 1). 

|同j側とも. :t旨をオミ柏、側に牽引すると長さをj曽し. )品径

は細くなり，正常に近い外観を II~するいわゆる lcl esco

ping signを認める

X線j所見 :1，I，j扇関節.l'刷、j関節，同膝以l節. 1，I，jh!.1対節

は ankylosisを包し，ことに足指什はほとんど癒合して

見となっている.

|山jMの大腿竹頭は oSlcolysisの所見を示し，本来の形

態は消失して似感状となり，ことにイislIJは大転r.小伝

子ともに消失して I'.)jに脱rlしている

下|民l節は1，I，j側ともg，i'J・遠位端に oSlcolysisが認められ

るが，桃子恨|刻節は ankylosisを114し，下級什は相Ti.に

癒合してー塊となり，子被小手関節も ankylosisを'，!:し

ている.一方， 中手竹は全指とも。;単位端で osteolysis

を起こして短縮し，また基節'内は中~端;主位端ともに

oSlcolysisを起こしており MP以¥Jil!i'iは全指. PIP 1刻節

は小指を除きすべて破綾吸収されて関節の形態をと rめ

ていない. DIP 1苅節はすべて ankylosis を呈している

(図 2). 

左中指，環桁，小桁の解剖所見:1支Ii可・はJI:薄で、あり，

皮下脂肪は少なく， digilal nerveおよび digitalarlery 

は著明に蛇行している.イrJl筋阪ttは中指，政H旨では折の側

方屈rtllに巧に/1頃応して屈曲しているが，小指では固有小

指伸筋匝~が尺似IJに脱 F I しており， 総指イヰ1筋鍵は MPよ

りrJ-'枢，股間結合の位置で並行裂している.屈筋IIillは腿!中fl

が破撲されて， 著明に側方屈I加を示している MPおよ

び PIP関節の部で，あたかも by-passroute のごとく

それぞれ屈側に脱転しながら走り，小指では深指屈筋脱

が，浅指屈筋腿と交Xする {ff~で断裂している MP 関節

は~て掌側脱ιlを起こしており，中手"'J'頭は関節包を破

って背側に突出しており ，基節骨は中指では約 30
0
挑側

に，環指では約30。尺側に， 小指では約 1100 尺側に屈1111

している.側副制fffは明らかではない.関節包を切除す

ると，中手骨頭はI.*J節軟骨がまったく倣壊消失する先調11

りの似体状を呈し，基節1']'との聞に関節を形成せず，関

節j臨も存在せず， 1山j者の川は結合繊性と ![.'-われる索状物

によって連絡されている.基節竹も|長l節l飲11ーはまったく
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消失している PIP関節は小指は ankylosisを起こして 今回， この疾病の特徴的所見である telescopingsign 

いるが，中指，環指は堂側脱臼を早:し， '1'指では基節'11 の発生機構につき，解音IJ所見から解明を試みた 当初

に対し ・1200
，J~HRて、は約60。尺側にJif\ rtli しており， MP  は， tTおよび関節とし、う支持組織が破壊!汲収されたた

関節と同じく， Ixl節軟'けはまったく破壊消失して梶棒状 め，軟部組織が全体的に収縮して，指を末梢側に牽引す

となり ，関節腔を形成せず，結合繊性に連結されてい ると，あたかもカメラの蛇11)1を引き伸ばす感じで，皮

る Ji守， 1文下組織，関節包などがやl'びて指長を増すと考えて

J行を末梢側に牽引すると， いわゆる tclescopingsign いた ところが，皮肉および軟部組織は予期したような

を呈するが，この際， 1主的および軟部組織は全体的に仲 状態で伸展したが，政媛吸収された関節の部ては，先述

展する.しかるに MP関節では，根俸状になった両骨 せるごとく， fj'端聞を連結し，しかも折り畳まれた状態

端は脱臼して短縮転位を示しており，牽引すると，あた にあった結合織性の索物が，長軌方向へ伸展することに

かも折り畳まれたようになっている両骨端間の結合織性 より指長を増すという，軟部組織とはまったく異なった

の索状物が長前[1方向に仲展する(図 3). PIP関節でも 態度を示すことを確認した.

同様の所見をみるが，その程度は MP関節に及ばない.

病理組織学的所見:両骨端聞には線維組織の形成が高 発言 松本(福島医大整形〉

度で，一部には穆原化も著明であり，同部にはリンパ球 Arthritis mutilans の剖検報告は従来ないと思われる

を主とする細胞浸潤が認められる. J(U管の周囲にも組織 ので，非常に興味深く拝聴した.

の増生が著しく，管腔の狭小化が顕著である.一部には たXし Arthritismutilansの概念については，私は 1

線維J!iX什組織も1M在している 竹端硝子軟骨は破壊消失 つの単位疾忠とは考えていない Arthritismutilansは

し，線維軟'目の羽生をみる.什皮質は;:)1，務化 し脂肪髄 関節リウマチからも Psoriatic arthropathy からも起こ

をみる. るのである.これらの慢性関節炎に起こる 1つの関節変

考 察 化であると思う.したがって本症例は関節リウマチ亜性

Arthritis mutilansの木態については， まだ定説とい の A.mutilansと考える必要はなく，関節リウマチそ

えるものはないが，独立した疾患ではなく，関節リウマ のものであって，この変化を起こしたと解したい.

チの:ilE型であるとする説が強いようである.しかし 答 長尾

essent凶 0町 olys町 acro-osteolysis との関係において混 Arthritis mutilansの本態については， 一般の関節炎

乱をまねいている点も少なくない. にも見られることがあり，関節リウマチの亜型とするの

我々の症例は，その臨床経過からみて，関節リウマチ はあたらないとのご指摘であるが，私どもは症例も少な

の川砲と考えるのが妥当な症例と思われる. く，本態についての意見はさし控えたい

77.外傷例における Implantarthroplastyの経l

吉 松俊- 立川冨也

中野桂吉 児島秀明

我々は 2年前まで RA，外傷に起因する種々の関節強

直，拘縮に対し，いわゆる resectionarthroplastyを施

* S. Yoshimatsu， T. Tachikawa， M. Kurita， T. Machi・

da， K. Nakano (専整形外科);H. Kojima， M. Hiroi (理

学診療科〕。同:ill毛'b'T-病院(干389-08長野県更級郡上山田

1lIT); Y. Ohonishi 史地中央病院外科 (干387更柏市杭瀬

下77)

栗ILI 正憲 町旧 嵩

広井 誠 大西雌太郎*

行してきたが必しも満足できるものではなかった.近年

Swanson typeあるし、は Calnan-Nicolletypeの implant

を使用する機会を得たので、外傷例に限って述べてみた

L、.

症例.12症1fU，18関節，男子4例10関節女子8例 8

関節，年令は21才より65才にわたっている.

1ff~ 位:PIP関節は17関節， MP関節は 1関節である
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人 E関節の種類:Swanson typcは15関節で，全例 PIP されているため， 日本人の PIP関節にはや11筋粧の処理

関節である Calnan-Nicolletypeは 3関節に使用し， の}，'X、より No.7また， さらにより小さいものを作製す

うち 1例は MP関節である. るのが好ましいと考える. すなわち現時点では PIP関

術後観察JVJ問 26ヵ月より 2ヵ刀， 平均 12.2ヵ刀であ 節には Swansontypeのほうが使用しやすい.

る.使用出汐uのうちわけをみるとJi'i節'，'1折による強Jl'(， 結語

拘縮 9WIJ 9以l節， 11:中尺'，'j判11経不全麻wによる折節供!節 我々の経験は外傷例においては小数例であるが，八DL

屈 àli強 l丘 l 例 4 関節，指押え滅創後の強II'~ 1 WI] 4関節， の改~，'(~.;にこの種主tiの人に民|節は十分使用に供するものと

postlraumatic arthrilisによる強IU1 {9"1]1凶節である. 考えている

成 績

1) 修痛:術後の円発痛，運動痛は全WIJにみられなか 追加 三浦(名大分院整形〕

った. 中手'1'1・の広凡なJn傷に対して従来，腸什または"J動性

2) 以J節百J illJJJ或 : 術後の，~均白!ft!;関節 "J illJJ減は PIP を期待しての'1'足1']'の穆植が行なわれてきたが，このう

関節は MP関節は l例のみて、60度で・あった このうち ち足骨到にも駿死変性が起こり可動性を失う場介が多

桁節関節!日i日'，'1'折例における PIP 関節の ROMは平 い. 1 {yl]rl'足什の'丹'幹部を silasticjoint と併用して移

均600，また折別では第 2指550，][ j行650

である 航した.中 ・珠W¥'の MP関節に限って考慮してもよい

3) 術後合併j，i~ : x線上 looseningは術後26ヵ刀の症 手術法ではないかと考える.

f7Uでも認められなかったまた stemの破船，感染も認 発言 上羽(京大整形〕

められなかった Nicolletypeを PIP 関節に用いるのはかなり危険で

考 察 あると考える.この prosthesisが何年もつかである.ゆ

1.1<:々 は指節関節脱fl什折のほかに神経倒傷後に発生し えに若年者にはutわぬほうがよい.もしこれを!作もう

た PIP関節不良!技強直， 指j~，滅創後の凶節鎖直にも人 または感染によって刻il¥しなければならぬときには，

.T.I刻節を使用 ADLの改正をはかった.脱r1'1'1"折例に対 PIP関節の強い lateralinstabilidyがくるであろう .

して充来の rcsectionarthroplastyとY己なり術後安定し 答小川

た ROMの維持が認められた しかし術前の閃節周間 Mr. Nicolleは iPIPに関しては現在のところ安心し

組織の不利な条件もからみ， ROM 900

の改岳例は認め て用い得る人 E関節および implantがないので repa・

られなかったが ADLの面より |・分効果があったと考 lecment operalionや anhroplasty よりも arthrodesis 

えられる. 今回依った症例は PIP関節が多数例を占て のほうが安心できる結果が得られる」と述べている.そ

いる.本関節の手術に対しては伸筋腿の処JlIlを卜分慎重 の理由は術後の lateralinstabilityの発生にあると思わ

に級う必'Jl'!があり ， 1年前より Calnan が述べるごと れる.

く， central slipをV字型に cutあと縫合しやすくして 吉松

いる PIPWJ節に対しては Calnan-Nicolletypeは使用しに

Swanson typc， Calnan-Nicolle typcのキHjJ¥!;については くい.もし使用するなら NO.7またはこれより小さいも

外傷例に対し比較するのに小数例であり悶燥を感んずる のを作製する必要がある.我々の 2例はいずれも老人で

も，大いさに関して CalnarトNicolleが MPI児島初こ No. あり，失敗した場合のことも十分考慮してゆくことが大

1，2，3，4， PIP IXJiii'iに4，5，6，7と述べているも cncapsulate 切である.
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78.外傷お よび関節 リウマチに対する SilasticJ ointの使用経験

内西兼一良[1 津布久雅男 矢部 裕*

Swansonの Sil出 ticJoint導入によって，炎症，外傷

などで以傷破壊された指関節に対し，その可動性の獲

得，変形の矯正，疹痛の緩解と，種々の手術的改普が得

られるようになった.我々は，外傷および関節リウマチ

例にこの手術を行い，その成績を検討し，若干の知見を

得たのて‘報告する.

Silastic Jointを挿入した症例は， 12例 22関節で，う

ち外傷 61111. 関節リウマチ 6例である.手術時年令は 8

才より 54才にわたり，外傷では20~30才代， リウマチは

50才前後に多く，男性6例，女性6例である.挿入関節

は PIPでは， 外傷5関節， リウマチ 13関節 MPで

は，外傷3関節，リウマチ13関節である 術後期間は 2

年 9ヵ月から 4ヵ月で，平均11ヵ月である (表 1). 

治療成績

可動域についてみると PIPでは， 60~4 1 0を獲得し

たものは 2関節， 40~2 1 0は 3関節， 200以下は l関節で

ある.可動域14。の症例 1は{中筋艇の欠損と広範な縦痕

形成があり ，fill筋践の再建が必要であったものである.

症例3は，中 ・原 ・小指 PIP関節'j]'折例である， 中指

a.術前 b 術後

図 1 症例8.51才，女性.関節リウマチ.

示指から小指まで Silastic]ointを婦人し，ほ指に11

K.wireによる良肢位仮国定を行な った 尺側偏位の

改善 母指の良肢位の獲得疹痛の党解により， 著しい

ADL改善がみられる.

* K. Uchinishi， M. Tsubuku 慶応義塾大学授形外科;Y

Yabe (教綬〕 名古屋保健衛生大学整形外科.

表 1.
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に関節悶定祢Iを行ない，広1・小指に SilasticJointをjJfi

入する.j行 í!~1支!町は搬痕化し，1中筋腿は娘痕に包埋され

ているが，断裂はない.環指 PIPの関節軟'r1'は消失し，

尺側骨欠損があり stem脱臼の危倶があった.術後 6

ヵ刀，可動域は~Hi'i 32 0，小指58
0

と比較的良好で， 1111筋

腿の存在が重要であることがわかる.

MPでは， n[動成 60~4 10を獲得したものは 4関節，

40~2 1 0は9関節， 200以下は 3関節である. リウマチ例

では， 術前の屈伸域が90~ 1 50 0 と in trinsi c plus (:立をヰI

心としているのが，術後は 140~ 180 0 と良肢を中心とし

て得ている 尺側偏位，疹痛はし、ずれも改善がみられ

る.症例U8は，示指から小指まで SilasticJ ointを挿入

しp 母指には， K-Wireによる良肢位の仮固定を行ない，
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肋障害の原因の 1つとなることから，

11<:々は.~干斜に'll切りを行なうのが

よし、と思う.

Slem の挿入に際し， ひ・ったりはい

った例では側方動揺性はなし、が，可動

性は不十分で，適当に余裕のあるよう

に reammgすることが必要である.

人仁IJJ節といって， Silastic jointは中

間好:入膜の感を免れず，その体部での

原イ11'に加えて.Stem と骨問の displace

も関与することが考えられる.

外傷例で，皮府の搬痕化，周凶軟部

組織の肥厚，級痕，伸筋腿関傷のある

ものは，当然成績不良で，木術式の良

好な適応となり得ない.関節リウマチ

世~Jでは同時に，滑膜切除とや1 1筋腿脱r l

の修復をも行なう.

後療法は， 2週間のギプス高lJ子四定

ののち，自動運動を開始する 適立後

療法指導を行ない経過を観察する. リ

ウマチ例では dynamicsplint をi!l!川

する

A.D.L.の改善と患者の満足度

外傷例は，術前強直のものが多く，

20~60 0 の可動性の獲得にても忠者の

満足度は高い. しかし探力の改苦 ，増

加は小卜分で，手J行動働者では!瓜峨復

出tfは困難で、ある.

リウマチ例の火側!日位は，表明に改

汚しているが， IIJ動践の増JJllはI_!)Jらか

でない. しかし 川lrinsicplus f立ーから

の良肢位を中心とした可動性の絞得に

より，指のJD'¥1t1 'ilJlのバランスが改善さ

屈伸筋)踏の良好なバランスを獲得し， NMf而位の改善と れ pinchのための母指再建と相侠って，機能，美容の

相{失って， useful handとなり得た.外傷例は，いす.れ 両面ときに忠者の満足度は高い.

も術自ij強l丘のため，可動性の獲得は十分ではないが，著 適応について

しい ADLの改善がみられる. 外傷例では， IIf動性の5!!i:f与を主眼とするが，示折から

側)J動照性は PIP 2関節 MP 4関節にみるが， 小指までの MPおよび gripに関与する 111・小指 PIP

軽度である 術後極力は一時低下するが，漸次川復して に適応があり，わずかでFも側)j動揺性のみられることか

くる. nJ動域の推砂は，ほ工 6週間で固定することが多 ら，母指 MP，示指，中指 PIPでは pinchに際しIIJ動

性よりも安定性がより必必であり， 1共l節|川定術のほうが

手技について よいと考える.

Silastic j ointを挿入するに際し， 骨頭特に'学側を十 関節リウマチ例では，パ側偏位の改汚と良肢位を'1'心

分に切除する必要がある. 学仮IJでの block竹形成が屈 とした可動性の後得を企図するが示指から小指までの
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MPが適応になり MPが良好なときに PIPも考えら

れる.f:J指 MPは関節固定がよいが， 一時の仮固定で

の良好な例を経験した.

結語

Silastic Joint 州入により "f動性のilQi!Jのみならず，

変形の矯正，筋)ill!の良好なパランスがnられ，正しい適

応をJ:1!!んで行なうことにより， A.D.L の著しい改普が

みられるー

追加 山内(llItUミ大盤形)

PIP関節の外傷f71jに Silasticimplant を少数例入れ

ているが，いまのところ演者のいわれるように，筋腿が

正常であることが絶対の条件と思う .適応、を厳絡にすれ

ば成績は良い

79.人工指関節によ るRAの子の再建術

チ|ニ上 回良11

並fr'r滋之

諸富武文 立沢喜和

秋吉隆夫 市田正成本

我々 は|民JRi'iリウマチならびに外傷例に対し Swanson，

Calnan-Nicollcおよび Flatt型人 1:州民l節を用いて全

置換術を施行し現在まで401具l節の経験を得た，今1"1は

IYoJ節リウマチの代表的なk例をあげその経験を報 fifす

る

症例 1は38才火性で， 9才l時より juvcnilcR八 に擢

忠し， 23才時より手指の変形が現われて高度の Button

hole変形をldしており， MP関節は破壊され背仮IJに脱

1'1し.ほとんど原山不能でありそのうえ運動痛を有して

いたそこで n ~ 1V指 MPI.liiJ節に対して Swanson型人

工指関節を挿入した 各 MP関節を展開すると側副籾

帯は萎縮し中年に尺側 2指においては痕跡程度に残って

いるのみであったが，側副籾市形成術は特に併せ行なっ

てはいない.術後 2年を経た現状では，可動域は 80
0
に

回復し，運動痛もなくなっている. しかしその経過中，

術後 1{Ieを経たX線{象ではJ};1J'i守の axisrOlation がみら

れた.これは環指および小指の MP1見|節では術 liijの

ulnar deviationが尚度で， そのうえ照的拘縮をきたし

ていたため十分に矯正位に安定しなかったためと忠われ

る Swanson教綬が報告しているように， できるだけ

側副籾併を温存するかあるいは新しく形成する工夫が必

要であろう 固定例の左官!IJにおいては， MP関節の高度

の破壊と)j)~r 1がみられ，ほとんど屈ullが不能て、あり山側

同機の変形がみられた. これに対しても H 指~Vj行の

MP関節に対し Swanson:11)人工指関節約'換f~Tを実施し

ド S.Inolle (教授〉 岐.f，:術科大'下整形外科; T. Morotomi 

(教授)， Y. TatslIzawa， S. Namikawa， T. Akiyoshi， 

M. lchida: J?:lftl府立医科大学盤形外科.

たが，'11'切除を1il小限にと工め，JR43・関節近位端部の幅

広い I~H分で人 じ指関節を支えるような形で折人した結

果， }込側偏位の矯正も良好で， "r!fi}j域も 900
近くまで回

復し，運動の述度，加J)とも増強され，外観とともに機

能l自の同復も良好であった.

症例 2は当時57才のVi性で， すでに 10年前より RA

に罷j必し 左手は swanneck変形をきたしていた. こ

れに対し MP関節レベノレで、の intrinsic releaseと示指

MP関節の Swanson型 implantを挿入したところ，

術後機能の|円|復と変形の矯正は良好で，日常生活に大し

た支障はなかった ところが次第に PIP関節にも高度

の変形および関節の破撲が起こり ，その破壊の状態は特

に中節骨側に著明であった.そこで， PIP関節にも

Swanson型人工指関節を挿入したが，側方への屈曲と

述動制限が著明で MP関節の尺側似位の増強ととも

に，手の機能は著しく障"fされている.この経験より，

PIP， MPの 2関節に同時に破壊が認められる場合には，

それらの関節相互の運動の協調性が失われているので，

人工指関節の置換は MP関節にと Xめ， PIP関節に対

しては固定術を実施するほうが良いことがわかった.

自主例 3は55才女性で，約 17年前より RAに擢忠、し，

特に中指およびf約百の PIP関節は破壊のため，屈曲は

不ftで‘著明な)Jミ痛を認めた.この症例に対し Swanson

型人_l指関節を挿入し術後 2年を経た現在，屈l出は約20
0

の自動運動しか得られず， そのうえ自動運動では MP

関節が屈曲すれば PIP関節が屈1111しない状態である.

また Swanson型人工桁|潟節は designも日木人には向

かない点があるので， PIP関節には本人工指関節はす
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術前の状態 術後 2年，屈曲.

図 I

伸展の状態を示す.
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PIP および MP関節に人工指関節を何1人するため， J，~ 

節竹内で stemが重なる そこで Flatt)札 Calnan.
Nicolle尽〈等を併用して salvageopeとして突焔した
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すめられない.そのほかMP関節に CaJnan-Nicolle型

ならびに PIP関節に Flatt型人工指関節位換術の経験

があるが，症例も少なくまた追跡、JUl間もhltJミく ，今何は

術後成績を論議することはできないが，下J立の商から経

験を述べると， Calnan-Nicolle型は MP快l節用の最も

小さい型を用いても日本人にはカプセノレの部分が大きす

ぎた Flatt型は子想以上に容劫に姉入できたが， 今後

の経過が懸念される.

区室週郁iliij
E塁ITJ術後

図 3
MP および PIP関節においては相II(IHIの協，J，'，j迎1VJの

1"11.反が"I!l!IJJ或の改持より重要である

まとめ

我々は関節リウマチ，也、者の MPおよび PIP閃節の

計34関節に主として Swanson型人 u行|見Iifl'iを用い，さら

に Calnan-Nicollc型 FJall型人J.:J町長JMを使用し，術

後 5ヵ月から 2年7ヵJ1の経過を観察した.その結*図
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3に示すような成績を得た. 民l節nJ動戚は MP関節に

おける改善が著しく，握力および運動の速度が増強した

ため， 日常生活における機能が改善された.現在のとこ

ろ外傷例を含めて. Implant自身の折損や sinki暗をみ

た関節はない.

i<士圭E
.，‘岡 田ロ

lJi:々は欧米に比較して人工指関節置換術は少数例て、そ

のうえ短期間の臨床経験しか有していないので結論を山

すには至らないが，こ Lに中間報告として枚々の経験を

報告した.

追加 蘇(関西医大整形)

M.P.関節に対し Swansonの implantを用いて do-

ctor side からはきわめて好成績を得たものと判断した

caseか自覚的に術後成績の不満足を訴えたケースがあ

った.この症例から我々は implant関節形成術の適応

は予想外にきびしいものがあることを感じている.

答 諸富

あらゆる手術には indicationを十分に選定すること

が必要て-ある.ことに関節の授動手術においては関節を

形成する筋，阪~等の5者組織の状態をよく検索して術後の

機能の改蓄に対する寄興が十分なければいけない.

関節挿入物はそれが破凌等をした場合，あるいは挿入

された骨関節に異常(たとえば骨折，あるいは化般を起

こした場合 salvageの手段を知ってから手術にとりか

かるべきでありム'易な使用は厳につ与しむべきであろ

う.
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〈特別講演〉

Flexible Implant Resection Arthroplasty in the 

Upper Extremity 

Alfred B. Swanson， M.D.， F.A.C.S. 

& G. de Groot Swanson， M.D. 
くU.S.A>

One of the most interesting challenges of reconstru-

ctive surgery is 10 reslor function to the joints of the 

hand and the upper extremity. Appropriate treatment 

includes synoveclomy， release of lcndons and joints， 

rcconslruclion of tendons， arlhroplasly and arthrodcsis. 

Allcmpls 10 replace joints wilh O1etal implants have 

met with mixed success and limiled acceptance for in 

O1ost cases thc bone has not tolerated the metal 

Bone absorplion and metal corrosion have negated 

many of the early good results obtained. However， 

the concept of proslhetic joint replace01ent is excellent 

since restoration of early motion with some joint 

stability has obvious advantages over resection arthro-

plasty or joint fusion. The development of synthetic 

materials which can be used in the human body has 

provided new approach to joint reconstruction by 

reseclion arthroplasty， especially in the upper extre-

mlty. 

Priciples of implant resection arthroplasty 

The basic concepts for using 日exible implants for 

arthroplasty surgery di釘er仕001the total joi川 repla-

cement idea. These di仔erences are tmportant to 

understand for lhe propcr application of these implants 

in the selection of patients， corrcct surgical and posto-

perative techniques. The ideal arlhroplasty should be 

mobile， stable， pain-free and durable. The f!exible 

implant is a dynamic spacer used as an adjunct to 

resection arthroplasty. The use of a well designed 

flexible implant with appropriale operative and posto-

perative technique will help to: 

ホ JohnA. Hartford Foundation， Inc. 

料 Silastic(R)， Dow Corning Corporation， Midland， 
Michig回 .

1. Obtain more predictable results im01ediately and 

later. 

2. Improve the range of motion 

3. Provide better relief of pain. 

4. Achieve greater stability. 

5. Facilitate rehabilitation. 

The perfect implant requires proper design and the 

develop01ent of the ideal implant material. This 

requires a compromised balance of: 

1. Engineering principles. 

2. Anatomical factors. 

3. Physical characteristics of material. 

4. Patient's needs. 

Flexible Implant Characteristics 

Since 1962 we have carried out a full time research 

project・forthe develop01ent of f!exible i01plants for 

reconslructive surgery of the extremities. The use of 

silicone rubber for implants to replace diseases or 

destroyed join岱 wassuggested by our previous expe-

rience in developing an intramedullary-stemmed sili-

cone rubber implant to cushion the end of long bones 

in lower extremily a01putations to improve their 

weight-bearing characteristics. Since that time we 

have designed， developed， tested mechanically and in 

laboratory ani01als 23 different silicone rubber impla-

nts.材 TheO1ost frequently used flexible implants in 

hu01ans include those 10 replace the metacarpophala-

ngeal and proximal interphalangeal joints of the 

fingers， the trapeziu01， carpal scaphoid and lunate， 

the ulnar and radial heads， the wrist， elbow and 

shoulder joints， the tibial plateau， the日目tmetatarso・

phalangeal jo凶 and10 control the bone overgrowth 
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problem in lhc juvenile ampulee. Thc implants are joinl space gradulaly narrows and sti汀.nessand sublu-

made in a varicly of sizes and can be sterilized by xation may result. Excellent results do occur， however， 

aUloclaving. if an adequate supporlive fibrous joint capsule develops 

Flcxiblc implanl.s have bcen used in more than during the period when a guarded range of progressive 

10，000 palicnls in most counlries in the world and motion is starled. 

carcfully cvalualcd in our own clinic and in 293 ln lhe finger joinl arthroplasly， il is difficult to 

participaling Field Clinics. The results of our clinical， obtain the propcr amount of Aexion-extension， appro司

rocnlgcnographic and biochemical evaluation of lhcsc priate lateral movement and rcduclion of dorsopalmar 

implants has demonstraled lhal silicone rubber・iswcll subluxation necessary for a good rcsult. Therfore，onc 

lolcratcd by thc host lissucs and that it has been bOlh of the mosl important functions of a Aexible implant 

physically and chemically stable. The silicone rubber3 is lo acl as a dynamic joint spaccr lo provide sufficient 

arc hcat-stable， do nol appear to deteriorale in time， internal slability to mainlain lhc alignment and spacc 

lhcy have excellenl Acxion characterislics and force- bctwcen lhc bone ends whilc carly motion is startcd. 

dampening propcrties but will tear if a laceration Early mOlion is essential lo promote the devclopment 

occurs in the surfacc. Correct design of lhe proslhesis 01' a ncw functionally adapled fibrous capsulc. The 

can greatly improvc the Aexural durabilily 01' the fingcr joint siliconc rubbcr inlramedullary stemmcd 

siliconc implant. Machine-testing has shown lhat a implant is a Rcxible hinge that acts as an inlernal 

onc-piecc， hcal-vulcanized implant has much beller mold for this important phenomenon which wc havc 

wear advanlagcs lhan a hand-carved or hand-molded named the "encapsulalion" concept. ln thc early 

implanl or onc lhal is reinforccd wilh Dacron or slages of healing， lhc orienlation and lhc lension of 

olhcr malcrials. The n】cdical-gradc silicones wilh lhc developing capsule are eXlremely imporlant. 

which wc arc dealing do nol producc lissue reaclion ln fact， lhe immediale postoperativc posilioning and 

、、h"npropcrly slcrilized and should not be confuscd control of joinl movcment during the自rstsix to eight 

、、 ithinduslrial silicones lhal have addilives which may weeks afler reconslruction by dynamic bracing and 

be loxic. Thcy are as biologically inert as any ma- physiotherapy arc as important as surgery itself. 

lcrial known and， bcing sortcr lhan bone， they arc Because lhc implant becomes so wcll stabilized by 

口Ol50 likcly lo slimulalC uonc aU50rption as Illclal lhe encapsulalion process， it is felt lhat no otherfixa-

implalll5. tion 01' lhc implant is required and， in fact， is con-

Dcvclopmenl 01' a llcxiblc， hcal-moldcd silicone traindicaled. Fixation of an implant with crosscd 

rubbcr implanl for .MP  and PIP joint arlhroplasties pins， cemenl or a Dacron covcr on the intramedullary 

has procccdcd lhrough many changes in design. Eight slems has led to early breakage of the imp!anl at lhc 

ycars of lesling wcrc involved in the developmcnt of junclion 01' lhe stem and lhc central portion such as 

lhc final design. The lalest model has been machine nolcd in our earlier cascs and mechanical lcsling. 

lcsled for morc lhan 600 million Acxions without vVc havc demonstrated lhat lalcral stabilily could not 

cvidence of breakdown. be oblained simply by自xinglhe stems of lhc Aexible 

Concept of Fixation by Encapsulation implant and， in fact， it becomes decreased in lime 

“'joint Resection十Implant+Capsule because of bone absorplion. We have now rcmoved 

=New joint" most of these implanls and found that the Dacron in 

Simple joinl rcscction arlhroplasly works well in thc a synovial lined cavity causes severe inAammatory 

hand if lhc joint space and alignment can be mainla- reactions which in turn cnlarges the joinl capsule and 

incd. This can fi.equenlly be achieved only by prolo- results in instability. An implant should cause no 

nged poslopcralive fixation wilh pins and external in日ammatoryreaclion if it is to be long tolerated. 

support lhal may decreasc lhe expected range of The smooth Slems or our Aexible implanls are in-

mOlion. ln a considerable number of these cases， the cluded in the encapsulation process and lhe implant 
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glidcs onc or two millimetcrs on Aexionextension postoperative thcrapy; ( 7) a coopcrativc patient. 

movements. A slight amount of piston movemcnt Specific indications for cach procedure are listed 

of thc stems incrcascs the life of the implant becausc separately. 

forccs that are developed around the implant on The Metacarpophalangeal joint 

Aexion and cxtension movements arc not conccntrat- lndications: J ndications for Aexible implant arthl・0-

ed in onc particular area but rather sprcad over a plasty of this joint arc a fixcd or stiff joint， roentgeno-

broader scction. The surrounding bone is also pro- graphic evidencc of joint destruction or subluxation， 

tected from cxcessivc stress. Gliding o[ thc implant ulnar dri[t not correctable by surgery of the soft tissues 

also allows a greater range of motion to occur and alone， contracted intrinsic and extrinsic muscles and 

permits the Aexible implant to find the bcst position associated sti圧 interphalangealjoints. Excessive ma-

with respect to the axis of rotation of the joint. A nual labor and awkward hand weight bearing such 

rigid implant or one fixed tightly would not have as occasionally occurs in some crutch walkers should 

this advantage. The gliding， Aexible implant， therefore， be avoided after surgery. 

is subjectcd to less strain and in turn causes less Surgical technique: The techniquc described bclow 

stress on the surrounding bone. is for a rheumatoid hand. A transverse skin incision 

Preparation of the implant is made on the dorsum of the hand ovcr the necks 

Mcdical-grade silicone elastomers are extrcmely of the metacarpals. The dorsal veins which lie 

inert， but， if contaminated by Iint，自ngcrprintsand betwccn thc mctacarpal heads are carcfully released 

other foreign materiats， they can cause a foreign body longitudinally and retracted laterally. The radial 

rcaction. Every cffort should bc made to e1iminate portion of thc cxtcnsor hood is usually stretched out 

the chance of contamination throughout thc entire and the extensor tendon displaced ulnarward. A 

procedurc. The implants should be handled with longitudinal incision is madc over the ulnar aspect of 

instruments rather than gloves. The following c1ea- the cxtcnsor hood parallel to the cxtcnsor tendon. 

ning and sterilization proced山 屯e15 rεcommcnded if the Thc hood and capsule arc carefully dissected from the 

implants become contaminated and are not sterilizcd undcrlying synovium， preserved and retracted to the 

before packaging: radial side to expose the metacarpal head. 

1. Boil the implants in distilled water and a non- Thc neck of the metacarpal is transected with an 

oily soap for 20 minutes. air drill， motor saw or cutting forceps leaving part 

2. Rinse thoroughly in distilled water. of the Aair of the metaphysis. The head of the 

3. Wrap in lint-free c10th 01' place in a c1ean metacarpal is then grasped， the collateral ligament 

open tray and autoclave by one of the following and capsular atlachments are incised and the head 

methods: with the attached synovial tissue are removed “自 1

a. Hign speed instrument sterilizer 3 min. at masse". 八 pituitaryrongeur is then used to complete 

2700F. the synovectomy of the joint cavity 

b. Standard gravity sterilizcr-30 min. at 2500F. A comprehensive so[t tissue release is essential so 

c. Pre-vacuum high-temperature stcrilizcr-normal that thc base of the proximal phalanx can be displaccd 

cycle at 250
0 

F. dorsal to the mctacarpal. This may require divisio日

Surgical Technique of the palmar platc and thc collateral ligaments at 

Arthroplasty and reconstructive surgcry of the upper their attachments to the proximal phalanx. The 

limb requires consideration of the following factors: insertion of the ulnar intrinsic tendon is identified 

( 1) Good general condition of the patient; ( 2) good and pulled up into the wound with a blunt hook 

neurovascular status; ( 3) adcquate skin cover; ( 4) and， if it is tight， it is sectioned at thc myotcndinous 

suffi(.ient bone stock; ( 5) possibility of a functional ju川 tion. Thc tcndons of the abductor digiti minimi 

musculotcndinous system; ( 6) availability 01" good and Acxor digiti mll1lml are identi自ed on the ulnar 
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aspect of the 白fth metacarpophalangcal joint and 

sectioned taking care to preserve the ulnar digi tal 

nerve. 

Thc intramedullary canal of the metacarpal is 

prcparcd with a curcttc， broach or air drill with a 

special smooth leader point* that prevents li'om cut-

ting through the cortex of the metacarpaL No bone 

rcsection is performed at the base of lhe proximal 

phalanx except for trimming of marginal osteophytes 

Too much reaming of the canals should be avoided 

especially in patients with thin bones. Test implants 

are used to select the proper size. The stem of the 

implant should自twell down into the canal so that 

the transverse midsection of the implant abuts against 

the bon巴 end. The largest possible implant should 

be used (usually sizes 4 through 8). Reshaping of 

the implant should be avoided because modi白catlOn

might crcate mechanical weakness. Shortcning of the 

end of lhe stem is permissible. 

A rectangular hole is made in the thc joint surface 

of the proximal phalanx with an osteotome， knife， 

broach or air drill and the inlramedullary canal is 

reamed in the same fashion as for lhe metacarpal 

The end of the bones should be free of any sharp 

points that might damage the implant surface. 

The wound is thoroughly irrigatcd Wilh saline to 

rcmove all debris. The implants are inserted with 

blunt instruments using a no-touch tcchniquc. The 

proximal stcm of the implant is first inscrtcd into the 

metacarpal intramedullary canaL The distal stem is 

then f1cxed and guided into th巴 proximalphalanx 

with thejoi日tf1exed and distracted. With the joint 

in extension there should be no impingement of the 

bone ends on the implant. lf so， eilher the soft tissue 

rclease or bonc resection has bccn inadcquate. 

The radial portion of the sagittal libcrs of each 

extensor hood is reefed in an overlapping fashion to 

bring the cxtcnsor tendon slightly to thc radial side 

of the center of the joint. From thrce 10 live 4-0 

Dacron sutures are used with a buried-knot technique 

Occasionally in patients who havc an inadequate 

first dorsal interosseous muscle or a tcndcncy for 

* Hall International， Inc.， Santa Barbara， California 

判 PopeBrace Co.， Kankakee， IIIinois. 

pronation deformity of the index linger， a reconstruc・

tion of the radial collateral ligament of the meraca-

rpophalangeal joint is indicated. A distally based 

f1ap is made from the radial half of the palmar plate 

and related capsular structures which are separated 

from the underlying intrinsic muscles and f1exor 

tendons. This f1ap which would be 1 1/2 to 2 cen-

timeters in length and 5 to 8 millimeters wide， is 

attached around the radial aspect of the neck of the 

metacarpal to a hole in the dorsal-radial cortex of the 

neck of the bone. 

The skin incision is c10sed with 5-0 nylon sutures 

and two small drains made of strips of silicone sheet-

ing are inserted under the skin. A voluminous con-

forming hand dressing is applied with a narrow 

plaster splint fitted to the palmar aspect. During the 

postoperative period， elevation of the hand and forearm 

is maintaincd with a special sling attached to an 

inlravenous stand. 

The wound is inspected on the second day and the 

drains are removed. On the third or 日fth pos tope-

rative day， a light dressing is applied to the hand 

and forearm and the dynamic brace*本 isfitted to 

allow the patient to start日ngermovement through a 

protected are of 0 to 90 degrees of Aexion. The joints 

have a tendency to tighten up during the second 

week after surgery. Therefore， early f1exion-extension 

movements in a slightly radially deviated positio日 are

encouraged wilhin the limits of the patient's pain 

and fatigue. Goniometer readings of joint f1exion 

should be recorded. If the patient does nOl reach or 

maintain 70 degrees of f1exion， the f1exion cuff should 

be used one to two hours three to four times a day 

to encourage f1exion passively. The extension part 

of the brace is usually worn nighr and day for three 

weeks except by the patients who may require inter-

mittent f1exion assistance. The brace is then worn 

al night for approximately three more weeks and 

sometimes longer by patients who have a tendency 

for extensor tcndon lag or recurrent deformity. 

sracing should be continued until the patient has a 

suitable range of motion. A carefully controlled 

follow-up and rchabilitation program should be 

provided including passive and active movements for 

」
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at least three monlhs postoperatively. Surgical Tcchnique: A longitudinal S-shaped incision 

Su1'ge1'y on a rhcumatoid cxtrcmity should not last is made over the dorsum of the joint laking care to 

more than one and a half to hou1's. Thc sleps 01' protect thc dorsal vcins. lf surge1'y of lhe Aexo1'-tendon 

the su1'gical technique mUSl bc carcfully followed. mcchanism is also indicatcd， a mid-laleral incision is 

The longitudinal arch of lhc hand must bc 1'ebalanced uscd. The cxlenso1' mcchanism is cxposed by blunt 

including the w1'ist joint or collapse deformily of the dissection. The cenl1'al lcndon is inciscd longitudinally 

digits using temporary Kirschner wire自xation01' thc f1'om its insertion on the base of lhe middle phalanx 

proximal interphalangcal joints as necessary. Othcr p1'oximally along the distal two thirds of lhe proximal 

associated reconstruclions of the thumb， proximal phalanx. Each half of the exlensor mechanism is 

distal interphalangeal joints， thc wrist and eibow may gently dislocatcd palmarward as the joint is Aexed. 

be performed at the same sitting depending on thc The collateral ligaments are released from their 

time involved. Frequently other a汀ectedjoints 01' the attachment to the proximal phalanx， but the distal 

lower extremity， such as the knee or foot， can be insertion of the central tendon must be left intact. 

operated simultaneously by another surgical team. If lhe extensor mechanism cannot be dislocated， the 

Pro討 malInterpahalangeal joint hcad of lhe p1'oximal phalanx is seclIoned lransversely 

The p1'oximal intcrphalangeal joint can bc disablcd through the ncck with an air drill and then 1'emoved 

by rheumaloid， degeneralive and traumatic a1'thritis. picccmeal. The collalcral and accessory collalcr.J 

The dcfo1'milies prcsenled are usually a swan-ncck ligamcnls arc complctely 1'clcased Ii-om lhe proximal 

deformity， a boutonniere dcformity or a fixcd flexion phalanx. 八dequalerclcasc of the joinl is cssential for 

or exlension deformity. Trealment 01 lhe deformities a good resull. lf therc is a flexion conlracture， lhis 

of the interphalangeal joinls is challenging， not only may rcquire cxcision 01' the collateral and acccsso1'y 

because of lhe dcstn川 ion of lhe joints， but also collalcral ligaments and lhc palmar 1山 te.

because of the oftcn associaled muscle imbalances， Thc intramedullary canal 01' the proximal phalanx 

Restoralion of a slable， mobile， pain-frcc proximal is carcfully reamed and shaped with Ihc smoolh lcader 

inlerphalangeal joinl is an important consideration to tip burr lo acccpt the reclangular stem of lhe implant. 

restore rcasonable hand function. The distal inter- The inlramedullary canal of the middle phalanx is 

phalangcal joint should also be placed in the position prepared in a similar fashion. The base of the middle 

for best function. phalanx is nol resecled bul osteophytes， if prescnt， are 

Indications: Implalll 1'eseclion a1'th1'oplasty of lhe l1'immed. 

proximal inle1'phalangeal joinl is indicated for de- Implant siz口othrough 3 are mosl frcquently used. The 

stroyed 01' subluxated joint丸山仔enedjoinls when simple largest implant sizc that will fit properly is selected. 

soft tissue release would be inadequate. The implant is inserted in the same fashion as for 

Resection arthroplasty for severe disability of the the metaca1'pophalangeal joints. There should be no 

proximal interphalangeal joint using an intramedullary impingcment of the implant by lhe bone enrls during 

slemmed Acxible implant has becn successful if enough passivc exlension 01' the joinl. Thc cxlcnso1' mccha-

bone slock is prcscnl and if an adequale lenclon nism is broughl logelhc1' and suturcd Wilh 4-0 01' 5-0 

mechanism can bc rcconslruclcd. An arlhrodesis 01' Dacron or othcr nonabsorbable 印 刷 rc uSlng an 

lhe indcx proximal inlcrphalangcal joinl in 40 clegrees invcrtecl-knol lcchniquc. J f lhc ccnlral slip has been 

01' flcxion and implanl reseclion arthroplasty of lhe cut， it should bc r('allachccl lo lhc base of thc micldle 

other fingers woulcl bc prcferable for a man cloing phalanx wilh a sulurc passecl through a small clrill 

heavy work. Thc more slable index fingcr can be hole. A small clrain is inscrtcd in lhc wouncl ancl a 

uscd 1'01' pinch aClivilics ancl thc Acxion oblained from voluminous conforming hand drcssing is applicd. 

arthroplasty of lhe olher digils shoulcl facililate gra- The wouncl is inspeclccl on lhc lhird poslopcralive 

sping. day ancllhe clrain removed. An aclivc cxercisc program 
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is slarted supporting the proximal phalanges with a 

brace， cast 01' olher exercise dcvice. Flexion and 

extension movemen1s are encouraged as fully as possible 

wi1hout causing pain 01' swelling. Small aluminum 

splin1S are 1aped on lhe fingcrs 10 hold lhem in 

extension a1 night for lhrec 10 six weeks aftcr surgery 

Occasionally passive flexion cxcrcises wi1h a Aexion 

cu釘 or dorsal strap may be ncccssary 10 increase 

flcxion starting 1hree weeks af1er surgcry. 

Recons1ruction of a swan-neck deformi1y: Thc 

rccons1rucLIvc procedurc for a自xed swan-ncck dcfo・

rmity varies slighlly from that for a non-deformed sti庄

proximal interphalangeal joint. Thc central tendon 

is separated from the dorsally displaced Jateral tendons 

which ar巴 allowedto relocate voJarward. It is then 

divided in a step-cut fashion and rclcased from the 

proximal phalanx. After insertion of lhe implant， the 

cut ends of 1he cemral lendon are reapproximated 

Wilh inlcrruplcd sulurcs with a buricd-kno1 1echnique 

1hcrcby lcnglhening it. lf lhe dislal join1 is severely 

Acxcd， il 回目xedin extension by an inlramedullary 

Kirschner wirc to increasc 1hc flcxion forcc on 1he 

proximal phalanx during 1hc carly poslopera1ive 

pcriod 

Pos1opcra1ively， 1he proximal in1crphalangcal joint 

is held in 20 degrees of flexion wi出 asmall 1apcd-on 

aluminum splint for approximalcly 10 days. Activc 

flexion and ex1ension exercises are 1hen slar1ed with 

the proximal phalanx suppor1ed. Hyperexlension of 

the reconstructed joint must bc avoided for 1he first 

hole. r n 1he olhcr mC1hod， a Jateral tendon， usually 

the radial one， is attached to the inser1ion of the 

central 1cndon to reinforce iし lfpassive Aexion of the 

dis1al inlerphalangeal joi川 cannot be accomplished， 

thc lateral tendons may be released proximal to the 

inserlion of Landsmeer's ligament to corrcct the 

hyperexlcnsion deformily of the distal joint. 

Af1cr approxima1cly ten days of immobiliza1ion of 

the finger with a taped-on aluminum splinl， guarded 

flexion movcments are allowed. The proximal inter-

phalangcal joint is held in extension part 1ime for 

three to six wceks according to the degree of cxtension 

lag 

The Basal joints of the thumb 

Arthritic changes at the base of the 1humb can 

seriously interfere wilh normal function of lhe hand. 

The disabili1y may result most frequently from osleo-

anhrilis or rheuma10id arthritis and also from 1rau-

ma1ic arthritis. Pain and swelling at the base of the 

1humb are 1hc mos1 common complain1s. As 1he 

disease progresses， inslabili1y， crepi1ation， deformity 

and loss of motion and streng1h are also noted. 

Adcluc1ion contrac1ure of 1he first mc1acarpal and 

swan-ncck clcformity of 1he thumb may also bc seen. 

A stucly of the roen1genograms of pa1icnls selec1ed 

for reconslruc1ive surgery of 1he 1humb demonstrated 

that lhe ar1hri1ic changes most仕equentlyoccur at the 

trapezio-mc1acarpal joint but that the trapezio-

scaphoicl， trapezio-1rapezoid and trapezio-seconcl me-

tacarpal joinls are also involved in a significant number 

three to six weeks to obtain a sligh1 Acxion contracture of cascs. Thc trapezium was lhe cen1er of the 

ancl maintain the correction of 1hc hyperextension arthritic process in all cases of osteoarthri1is ancl of 

deformity. trauma1ic arthritis. Rheumatoid patienls may have 

Reconstruction of a boutonnicre cleformi1y: 1n a a similar localized involvement of the basal 1humb 

boutonniere deformity， implant ar1hroplasty must be joints. They may also have severe absorp1ive changes 

accompanied by reconstruction of lhc ex1cnsor me- of 1he trapezium ancl base of the mctacarpal which 

chanism. 1n a rheumatoid clefomiry， lhe central produces a result not unlike a resection arthroplasty. 

tenclon is usually lengthenecl and 1hc lateral tendons lf 1he joint is reasonably stable， mobile ancl pain・

arc clisplaced volarly. The connecling fibers are free， no surgery is inclicated. 

strctched out. Two me1hocls of reconstruc1ion have We have designed an intrameclullary stemmed 

becn usccl. J n one， the allachmcn1 of 1hc central silicone implant to preserve the anatomical rela1ionship 

1cnclon 10 1he base of 1hc midcllc phalanx is rcpaired after excision ar1hroplasty of the trapezium by acting 

by su1uring the strctched-out central lcnclon to 1he as a space印lcr. The stem of the implant is fitted 

base of 1hc micldle phalanx through a small drill in thc in1ramcdullary canal of thc first mC1acarpal and 
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its concave basc seats over the scaphoid bone. The that will comfortably 日tinto the space left by the 

implant is available in日veanatomical sizes and has resection of the trapezium and allow full stable thumb 

been mechanically tested to 150 million compression circumduction is selected from one o[ the nvc availablc 

and sheer stress movements without failure. sizes. Thc stem of the implant should 日tsnugly 

lndications: Trapezium implant resection arthro- The base of the implant should seat propcrly on the 

plasty is indicated in presence of the following con- scaphoid bone. lnfrequcntly shortening of the proximal 

ditions whether the disability is duc to degcncrative， end of the nrst mctacarpal is required to further 

post traumatic 01' rheumatoid arthritis: dccomprcss the joint spacc. 

1. Localized pain and palpablc crepitation during The stem of the implant is insertcd into the 

circumduction movcments with axial compression intramedullary canal using a no touch tcchnique. lt 

of the thumb. is important that the collar of the implant be in 

2. Loss of motion with decreasc of normal pinch intimatc contact with the base of the metacarpal to 

and grip strength. avoid wobbling. The thumb is held in abduction to 

3. Radiological evidence of arthritic changes of place the implant well into the recess left by the 

the trapczio-metacarpal， trapczio-schaphoid， trap- trapezium removal. 

ezio-trapezoid and trapezio-second metacarpal Jt is esscntial that th巴 implantbe thoroughly secured 

joints， singly or in combination. by thc capsuloligamentous structures at the end of the 

4. Unstable， stif干orpainful distal joints of the surgical procedure. These structures should be care-

thumb or swan-neck collapsc deformity. fully preserved during c1isscction. Before inscrting the 

Surgical Proωdurc: A 日ve to seven centimeter implant， the anterior capsule ancl ligaments should be 

curved radiopalmar incision or prcferably a longituclinal inspectcd in the depths of the wound for inadvertant 

raclial incision centered over the trapczium parallcl to tears; thesc must be suturccl securely to provide a 

the extensor pollicis brevis tendon is used. Thc nrm supporting capsule on the volar surface of the 

branches of the supcrncial raclial ncrve are identined implant. 1 f there arc only mild or modcratc destructive 

ancl carefully retractecl. In joint capsule is inciscd changes 剖 oundthe trapezium， the normal capsuloliga-

longitudinally and reAected by sharp dissection from mentous structures will suffice to maintain the implant 

the base of thc metacarpal. lt is vcry important to in posi.ion. The dorsal raclial capsular structures are 

preserve the capsule for its latcr reclosuγιThe brought together tightly over the implant and are 

dissection is carried c10se to the bone to avoid injury carcfully sutured wi th 3-0 Dacron or other non-

to the branches of the radial artery， overlying tenclons absorbable suture material using multiple interrupted 

and the capsuloligamentous structures both palmarly sutures ancl an inverted knot technique. The proximal 

and c1orsaIly. reAection of the capsule on the scaphoid should be 

The trapezium is then removecl either piece-meal incorporatecl in this repair. Adequate exposure of the 

01' en bloc inclucllllg its medial portion. Any osteo・ capsulefor suture placement is obtained by proximal 

phytes or irregulariues on the dlstal encl of the retraction of the radial artery. If the capsule is loose， 

scaphoicl are trimmed to eliminate any block to proper it shoulcl bc imbricated. If it is thinnecl out， it shoulcl 

seating of the implant. The base of the metacarpal be reinforcecl using a portion of the abcluctor pollicis 

is squared 0仔 with a rongeur leaving most of the longus tendon. This tcndon is split in half 5 cms. 

cortical and subchondral bone intact. The intra- proximally from its insertion to the base of the first 

medullary canal of the first metacarpal is prepared metacarpal. A tenclinous slip nve centimeters in 

to receive the stem of the implant. The canal should length composed o[ one half of the split tendon (Ieft 

not be opened morc than necessary to 自tthe stem attached at its distal end) is placed dorsally directly 

easily. This must be done carefully to avoid perfo- over the implant and unclcr the weakened area of the 

ration of the lateral walls of the bone. A size implant capsule which IS plicated 01' overlapped ancl suturecl 
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over the tendon slip. The remaining portion of the Sufficient abduction is essential to assure proper 

tendon is then pulled back over the capsule and seating of the implant. If the metacarpophalangeal 

sutured in place with 3-0 Dacron. joint hyperextends仕om10 to 20 degrees， a Kirschner 

A slip of the Acxor carpi radialis tendon may be wire is placed obliquely across the joint in 10 dcgrees 

used to rcconstruct an ulnar oblique ligamcnt between of日exion. The wire is extracted when the cast is 

the仏 stand second metacarpals. This is especially rcmoved four to six wccks after surgery. If hyper-

important in paticnts who have had subluxation of cxtension of the metacarpophalangcal joint is greater 

the metacarpal off thc trapcχium with stretching out than 20 degrces， stabilization is an absolute nccessity 

of this ligament and in patients who will be expccted cither by palmar capulorrhaphy or by fusion. 

to do hcavy work. Strong pinch forces rcquire stability Postoperative Care: Thc patient's hand and forearm 

of thc base of thc metacarpal to prcvent sublux- are placed in a voluminous con[orming dressing with 

ation and a simplc capsular repair may not be ade- a roll of cotton or Dacron batting between the first 

quate. The Aexor carpi radialis is exposed either by and second metacarpals to maintain 40 to 60 degrees 

extending the initial longitud川 alincision in a palmar of palmar abduction. A plaster splint is appli巴dover 

proximal direction or through a scparate incision. this drcssing. 八 scaphoidtype forcarm cast is applied 

A slip日veto sevcn centimctcrs long and eight to after 3 to 4 days and worn for 4 to 6 weeks. When 

twelve millimeters wide日ormeclof the raclial portion the cast is removecl， abcluction and opposition move-

of thc Acxor carpi raclialis is preparccl leaving its ments of the thumb are cncouraged. If therc is a 

clistal inscrtion at thc basc of the scconcl metacarpal tenclency for aclduction contracture， a roll of soft 

intact. The slip is CI 出 e伐ct印cα吋CIp伊)1"0印似x山〈

through the carpal tunnel of t山h】e日exorcarp戸1 r司acl出la討li目s plastic is g♂IV刊entωo the paticnt tωo holcl acros由sthe palm 

1ωo be withclrawn into the ar陀ea left by t山hc resect比ecl of the hancl ancl the thumb web space. As far as 

trapczium. It is then furthcr c1issectecl longituclinally the arthroplasty is concernecl， full unguarclecl move-

什om the main Acxor carpi raclialis tenclon. With a menωare usually possible in six to ten weeks. 

small hemostat a tunnel is clcvelopecl uncler the capsule The Carpal Scaphoid and Lunate bone 

ancl the tenclon slip is brought arouncl thc base of F1exible implant resection arthroplasty for c1iseases 

the mctacarpal bctween thc capsule ancl the bone of the carpal scaphoicl ancl lunate bones has been 

and pullecl tight to provicle a check ligament between successful in our c1inic for the last 5 years. If 

the basc of the sccond ancl first metacarpals. Thc intcrcarpal stability ancl a good capsuloligamentous 

slip is then suturccl to the capsule， passecl unclerneath systcm is prcsent， long term goocl results can be 

the insertion of the abductor pollicis longus tenclon obtainecl. The町 implantsact as a spacer to maintain 

and sutured across the dorsal capsule. the relationship of the adjacent carpal bones but， 

The insertion of the abductor pollicis longus tendon because ligaments cannot attach to the implants， they 

is advanced distally on the metacarpal as the c10sure must be supported on all sides by bone or a firm 

is completed. The first dorsal compartment is rou- capsuloligamentous system. 

tinely released longitudinally to improve the moment The scaphoid and lunate implants have a stabilizing 

force of the abductor pol1icis longus and the extensor stem that fits into an adjacent carpal bone. The stem 

pollicis brevis as well as to relieve the仕equently of the scaphoid implant is inserted into the trapezium 

associated tendinitis in this area. and the stem of the lunate implant into the triquetrum 

If there is an adduction contracture and the angle bone. The trapezium and the triquetrum bones were 

between the白rst and second metacarpals does not selected for fixation points because there is the least 

reach 45 degrees or more， proximal release of the origin intercarpal motion between these bones and the 

of adductor pollicis muscle from the third metacarpal replaced one. The main function of the stem is to 

can bc done through a scparate palmar incision. help provide stability during the early postoperative 
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period. Adequate capsuloligamentous support around a drill or a curette to accept the stem of the implant 

these implants is essential for early and late stability which should be directed at an angle so that it will 

and must be obtained at surgerγ If there is a collapse be anatomically oriented. A size implant that will 

deforITUty of the wrist as may be scen following severe comfortably fit into the space left by the excision of 

hyperextension injuries of this joint with associated the scaphoid is sclected from one of the five graduated 

damage to the carpal ligaments， thc scaphoid and sizes available for each the right and left carpus. 

lunate bones， instability will continue unless the Before inserting the implant， the antcrior capsule 

ligamentous structures are repaired. After soft tissuc must be checked for inadvertant tears. These must 

healing and completion of the encapsulation process， be repaired. After insertion of the implant， the dorsal 

the tendency for rotation or dislocation of thesc capsule is securely I'epaired with 4-0 Dacron using 

implants decreases. an inverted knot technique. A firm capsuloligamc-

The Scaphoid Implant ntous support around the implant is essential to obtain 

Indications: Scaphoid implant resection arthroplasty good results in scaphoid replacement implant arthro-

is indicated in the following conditions: plasty. A small drill holc may be placed in the distal 

1. Acute fractures radius to help secure the capsular c10sure 

A. Comminuted The Lunate Implant 

B. Grossly displaced 1ndications: Lunate implant resection arthroplasty 

2. Pseudoarthroses， especially with small proximal is indicated for: 

合agment 1. Avascular necrosis， Kienb凸ck'sdisease. 

3. Preiser's disease 2. Longstanding dislocations 

4. Avascular nccrosis of a仕agment Thc procedure should not be uscd in cases where 

5. Failures due to previous surgery arthritic involvement is not localized to the lunate 

The procedure should not be uscd， of course， in articulations if complcte rclief of pain is to bc expected. 

cases where arthritic involvement is not localized to 1n cascs of longstanding dislocations or old cases of 

the scaphoid articulations if complete relief of symptoms Kienback's disease， the space for the lunate may be 

is to be expected. Any situation where loss of support marlほdlydiminished and proper fitting of the implant 

for the implant or instability of the carpus would be may be diflicult. Loss of integrity of thc capsular 

present is a contraindication for the use of thc structures may be a contraindication to the implant 

implant. 1n cases where therc is severe diminution procedurc unless the relationship of thc caroal honcs 

of the size of the scaphoid through longstanding can be rcstablished and the ligaments rcpalred. 

disease， there may be inadequate room for placing Surgical Procedure: A five to seven centimet目

the implant. dorsal logitudinal incision is used for surgery in 

Surgical Procedure: A five to seven centimeter volar Kienback's disease. When the lunate bone is dislo-

or as preferred dorsolateral incision is made the cated， a volar approach is suggested. Care should be 

super日cialsensory branches of the radial nerve and taken to avoid the super日cialsensory branches of either 

the radial artery must be meticulously preserved. the radial or ulnar nerve. The wrist capsule is trans-

The joint is approached between the tendons of fh.e verse1y incised between the third and fourth dorsal 

extensor pollicis longus and extensor carpi radialis compartments and carefully preserved. Exposure is 

longus. The capsule must be carcfully preserved. made between the extensor pollicis longus and the 

Positive identi日cationof the scaphoid bone must be extensor digitorum communis tendons. 

made using roentgenograms if necessary. The scaphoid The lunate is removed en bloc or piecc-meal wtih 

bone is completely removed en bloc or piece-mea1. great care to avoid injury to the palmar radiocarpal 

Any bony fragments left behind may compromise the and ulno-carpal ligaments. Positive identification of 

result. A hole is fashioned into the trapezium with the lunate bone must be made using roentgenograms 
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if necessary. A hole is made in the triquetrum bone Surgical Technique: A six 10 eight centimeters 

to accept lhe slem of the implant. A size implant longitudinal incision centered over lhc ulnar head is 

lhat will comfortably fit in lhc space left by lhe made laking carc 10 preserve lhe dorsal cutaneous 

resection of lhe lunate is selected什omone o[ the four branch of the ulnar nerve. The exlcnsor retinaculum 

available sizes. of the sixth dorsal compartment is inciscd in such a 

Before inserling the implanl， integrity of the anlerior [ashion as to preserve a narrow radially based distal 

capsuloligamcnlous structures must bc verified， tears Aap and a broad ulnarly based proximal Aap. If a 

or weaknesscs must be rcpaircd. The postcrior synovectomy of thc dorsal compartments is indicated， 

capsule which is preserved during dissection is tightly it must be αrried out at the same timc. The extensor 

sutured with nonabsorbable sutures using an inverted carpi ulnaris which is usually subluxatcd palmarward 

knot technique. H necessary， two small drill holes off the ulnar head is retracted. The ulna is exposcd 

may be placed in the d】stalradius to help secure the subperiosteally at thc neck， retractors arc placed 

capsular c1osurc. to protcct the underlying structures and thc ulna 

Postoperative Care Scaphoid and Lunatc J mplant is sectioned at the ncck with an air drill. Thc 

Arthroplasty: A voluminous conforming dressing in- periostcum is not stripped off the distal ulna but 

cluding a posterior molded splint is worn for thc first rnuscular allachments on thc anterior surface of thc 

wcck. A short-arm scaphoid typc cast is thcn applied ulna arc rcleased over thc distal two centimeters. A 

and worn for four to six wccks. Full wrist activity synovectomy is performed. Thc cut edge o[ the distal 

is rcsumed at twelve wceks. ulna is trimmed with a rongeur. Bone irregularitics 

Ulnar Head Implant Replacement that may be prcsent， especially at the undersurface 

Arthroplasty o[ the ulna， arc smoothened. Thc intramedullary 

Resection of the distal end of thc ulna and rcpla- canal of the ulna is prepared to reccivc the stem of 

cement with an intramedullary-stcmmed silicone rubber the implant which is available in six sizcs. The stem 

implant has dcfinite advantagcs over simple resection of the implant must日tsnugly in thc intramedullary 

methods. Less bone is removcd and the physiological canal and the cufT must fit loosely over the bone. 

length of the ulna is maintaincd 10 help prevcnt ulnar Manipulation and inscrtion of the implant must be 

carpal shift and provide greater wrist stability. A carried out using a no-touch technique. A nona-

smooth articular surface [or thc radius and carpus is bsorbable suture passed through the cap of the implant 

provided to allow freer movements o[ the distal and through a drill hole in the distal ulna holds the 

radio-ulnar and carpo-ulnar joints. The ovel匂ing implant in place. Sutures should not ordinarily be 

extensor tendons glide over a smooth sur[ace. The passed through silicone rubber implants because of 

incidence of bone overgrowth is decreased. Reconstru- potential tear propagation. However， in our experi-

ction of the ligaments is possible including the rero- ence， this capping ulnar head implant does not undergo 

uting of the important extensor carpi ulnaris tendon much Aex， compression， shear or rotatory torque loads 

over the dorsum of the ulna. The cosmetic appearance and， therefore， the advantages of the suture outweigh 

of the wrist is improved. the disavantages. The rctinaculum of the sixth dorsal 

Indications: The ulnar hcad implant replacement compartment can bc used as a chcck ligament to hold 

arthroplasty may be considered for disabilities of the the dorsally displaced ulna in a reduced position. 

distal radio-ulnar joint in rheumatoid， degenerative The ulnar portion of the cut retinaculum is sutured 

or post・traumaticdysfunctions of this joint. Specific over the the ulna into the soft tissues of the radius 

indications include pain and weakness o[ thc wrist and the retinaculum of the白fthdorsal compartment. 

joint not improved by conscrvative treatment， insta- A small strip of retinaculum can b巴 uscd to sccure 

bility of ulnar hcad and roentgenographic evidence the extensor carpi ulnaris in a dorsal position over 

of dorsal subluxation and erosion of the ulnar head. the ulna. Digital cxtensors which may occasionally 
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be ruptured as a result of the ulnar head syndrome entered through a dorsolateral approach between the 

should be repaired. anconeus and the extensor carpi ulnaris muscles taking 

On the third postoperative day， the volar splint is care to preserve the motor branch of the radial nerve 

changed to a short-arm cast Wilh the hand in slight which passes at the radial neck. The radial head is 

dorsiAexion and radial deviation for lhree to 日our I'esecled at the epiphyseal metaphyseal junctioh， under 
weeks. the protection of retractors， preserving the annular 

Radial head Implant Replacement and quadrate ligaments. A synovectomy of the elbow 

Arthroplasty joint may be performed at the same time. The 

Resection of the radial head is indicaled fOI‘certain intl'amedullary canal of the radius is prepared to 

types of fractures and for disabilities seωndary to recicve the stem of the implant. The implant cuf1 

rheumatoid 01' degcnerative art':lritis. A significant should overlap the radius and the stem fit snugly in 

number of these cases develop dysfunctions of lhc the canal. A choice from the thrce available sizes 

distal radio-ulnar joint secondary to the shortening of should provide proper fit of lhe implant. The implant 

the proximal radius. A limiled resection of the radial is inserted using a no-louch technique and blunt 

head at the proximal melaphysis and replacement instruments to avoid contaminalion with foreign ma-

Wilh a radial head implanl has decided advantages: terials or injury to the implant. The prosthetic head 

( 1) It prevents bone forrr削 ionat the proximal end should articulale snugly but smoolhly with lhe capi-

of the radius. (2) It ma川 ainsthe physiological tellum on flexion， exte間 onand rotation movcments 

length of the radius to prevent proximal dis lacement of lhe joint as noted during passive movemenls of 

of the radial shaft while providing a smoolh articulaling lh巴 forearm. The capsule， anconcus and exlensor 

mechanism for lhe radiohumeral and proximal radio- carpi ulnaris muscles are sutured using nonabsorbable 

ulnar joints. (3) It provides an improved stahility， sutures and a buried-knot technique. A drain is 

joint space relationship and range of motion. (4) insertcd in the wound. A conforming dressing includ-

It facilitates postoperative rehabilitation. Exccssive ing a posterior plaster splint is applied. 

postoperative immobilization which could compromise Postoperative Care: On the lhird postoperalive day， 

the range of useful molion is not requirecl. the plaster splint is removed and guarded progressive 

Indications: The radial head implanl arthroplasty movements are allowed. Full activity is resumed at 

is indicated in dysfunctions of the racliohumeral joint six weeks. The early postoperative movement facilitates 

in the following clinical condilions: rehabilitation and increases the range of motion. 

1. Pain and limitation of movement secondary to Wrist Implant Resection Arthroplasty 

incongruity of the joint surfaces. A flexible intramedullar-stemmmed implant has been 

2. Roentgenographic evidence of joint destruction successfully used in our clinic as an adjunct to 

or subluxation. resection arthroplasty of the radio-carpal joint of the 

3. Replacement following previous resection of lhe wrist. This procedure has allowed us to avoid wrist 

radial head for rheumatoicl， degenerative or post- fusion in patients with an unstable and subluxating 

traumatic arthritic conditions. wrist joint secondary to rheumatoicl arthritis. 

4. Primary replacement following radial head Indications: The wrist implant arthroplasly is indi・

resection for fracture. cated in cases of (1) instability of lhe wrist due to 

The radial head implant arthroplasty is contraindi- subluxation or dislocation， (2) severe deviation of 

cated in growing children with openecl epiphyses， in the wrist causing muscle tenclon imbalance of the 

clislocations of the radius on the ulna that would not d砂 町 (3) sti汀ness of lhe wrist in non-funclional 

allow a radiohumeral articu'ation ancl in the presence posilion ancl (4) sti汀ncssof a wrist where movcment 

of inadequate bone stock. is a requiremcnt for hand function. 

Surgical Proceclure: The radio-humeral joint is Surgical Technique: Through a gcntly curvecl or 
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straight dorsal longitudinal incision， the extensor ing or transfer as necessary to obtain wl'ist extension 

retinaculum is opened in the fashion illustrated in without latel'al deviation. Rupt山 官d digital extensor 

figure. Pal't of the proximal carpal row is usually tendons al'e repaired if indicated. 

absorbed and displaced palmarward of the radius. Thc wound is closed in layers and a small drain 

The remaining portion of the scaphoid and lunate is inserted subcutaneously. A voluminous conforming 

bones are resccted taking care to avoid injury to thc dressing including a plaster splint is applied. Aftel 

underlying tendons and neurovascular structures. The 3 to 5 days， a shor t arm cast is applied with the wrist 

distal end of the radius is squared 0汀sothat it will in neutral position and left in place for approximately 

fit against the distal carpal row. A portion of the 4 to 6 weeks. The patient is then startecl on an exercise 

base of the capitate and the tl'iquetrum arc removed. program to obtain an active range of motion 

The radiocarpal subluxalion shoulcl be completely 

reduced. Because the d凶 alcarpal row is important 質問 平111(中国労災病院整形〉

to maintain the stability of the metacarpal bases， it 尺骨遠位端切除後は必ず implantを応用されるか?

is preferable to shorten thc d則 alradius l'ather than その理由はいかど?

remove more carpal bones to completely reduce the 矢部(名衛大整形〉

racliocarpal subluxation. The intramedullary canal of MP関節への approachで extensorが ulnalへ脱

thc radius is prepared to receive the proximal stem 日している場合 extensorの ulnarから approach し

of lhe implunt. The distal stcm 日tsthrough the ているようであるが， radialからはいるほうが，より

capitale bonc into the intrameclullary canal of the popularと考える Ulnar よりはいる利点はなにか.

lhird metacarpa1. The distal ulna is trimmed back 立沢(京府医大整形〉

to about onc centimeler from the clislal end of the Ulnar headを resect し endprostherisを insert

radi山 andan ulnar head implant is used to cap this した後 ulnar-headを stabilizeする方法は，我々がす

bone. The proximal stem of the wrist implant is でに発表した方法と類似しているが，その方法は paper

introduced 日rst. Once the implant is in place， になっているのか? 我々は 1971年すでに paperにし

extension of the wrist on passive manipulation shoulcl ている(英文をも含めて).

be possible. Usually a space of one to one and a 答 Swanson

half centimeters of separation belween lhe bonc encls 1) Ulnar endの切除術には全例入れている.これに

is adequate. The capsulo-ligamentous structurcs a町 長さを保つとともに，軟部組織の形成を容易にしかっ

sutured ovcr lhc implant passing the sul山 田 lhrough 骨断端と ，腿!との摩擦とを防止する.

small drill holes in the dorsal corlex of lhe radius to 2) Raclial heacl implantについては，昨年8月に出

assure good capsular fixation. This should allow 45 た本に書いている.

degrees of Aexion ancl extension and 10 clegrees of 3) MP関節での hoocl は常に尺側からはいってい

ulnar ancl radial cleviation on passive manipulation. る.このほうが，挽側の hood を強化出 くる.Implant 

The extensor retinac凶ar Aaps are closecl as shown は一部露出されることによるが，これにかまわない.数

on figure. The pull of the wrist extensor tenclons 日で coverされてくる.

should bc evaluatcd ancl rebalancecl by either shorten-
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80.慢性関節リウマチにおける手の病態

-x線学的変化を中心に一

細見壮太郎 武部恭一 小林郁雄 柏木大治

(欠〕

81.慢性関節リウマチ手関節の X線学的検討

-x線所見と滑膜切除の時期について一

堀ff!¥和好 磯部 鏡 荒井孝和 佐々木Jl!;:孝*

近年，慢性関節リウマチ手関節に対し積極的に滑膜切

除術を施行する傾向が強く ，特に骨変化の生じていない

時期に将来生ずると予想される骨軟骨破壊を防止する目

的で行なういわゆる eal匂 synovectomyが推奨されて

いる. しかし考えを一歩す Lめて，いつ，どの時期に滑

膜切除術を行なうのが肢も理想的であるかについての検

討はなお不十分である

1969年の Ranawatらの報告以来，手関節造影が手術

適応決定に際して単純X線像以上に大きな意義をもつこ

とが認められつ Lある.

我々は 1965年以来，当科で治療した classicalまたは

definiteの慢性関節リウマチ (RA)患者のうち 170名

(男20名，女150名).313関節の単純X線像について，特

に boneerosionを検討し. 33名 61手関節に対しては

Arthrographyを施行し骨変化との関係を検索した.

単純X線像について

初期変化として osteoporosis. 軟部陰影腫脹， 関節裂

隙の変化がみられ，次に boneerosion，速位検尺関節

脱臼，挽手根関節亜脱臼，骨性強直，変形性関節症様の

変化が認められた. bone erosionの発生部位別頻度は

図1に示しているが. Stage 11に分類した caseについ

てはその頻度を右脇に示した.

Bone erosionは俊尺側の籾帯付着部近辺に多く，全

ホ K.Horibe. A. 1田 be. T. Arai. N. Sa日 ki 東京医科目主

科大学整形外科.

体として尺骨主状突起iSjlに段も多く. 186関節 59.4%に

認められ，舟状骨榛倶~巾央部，大菱形'月，腕骨とJl状竹

の関節部等にも多く認められた. Stage IIでは尺骨主芸E状

突起部と焼側の籾帯付着部に多く認認、められた 挽，行と jバj 

状宇句骨i「，の関節部および遠{位立 t焼先尺関節剖部:の C∞omp戸re白ss仙1¥、v
erOSlonは比較的進行してカか、ら認められ， 杭骨と月状't!l・

121 
~ S，-S. 
亡二コ S，

80 

186 

図1.Site of Bone Erosions (313 Wrist Joints). 
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A. Infolding or corrugated pattern of the synovium. 

B. Communication between the radiocarpal and thc radioulnar 

jomts 
43 

70.5% 

C. Communication bClween the radiocarpal and lhe micl-carpal 

jOl11lS. 

34 

55.7% 

D. Communication bClween the racliocarpal ancl lhe carpomela-

carpal joints. 

16 

26.2% 

E. Communicalion betwcen lhc extensor or the Acxor tcndon 

sheaths and the wrist joint. 
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57 jts 
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19 

31.1% 

図 2.Arthrography. 

Total 61 Wrist Joints (33 Cases; m : f=7 : 26) 
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図 3. Arthrographic Findings and Stages. 

Artbrograpbyについて

Arthrographyは現在来院中の33名 61手関節に施行.

造影剤は原則として60%ヨード剤 (2~3 cc)を桃子根関

節腔内に注入.

61手関節の造影像を Ranawalに従って分類すると図

部では検骨遠位端尺学;側にが起こり，月状什は徒骨にく

いこむように尺掌側にとり，i!l!脱臼を起こして骨性強直

へと進行する傾向があり ，ーカ，遠位焼尺関節部におい

ては骨性強直を認めることはほとんど見られず， flliに尺

骨末端と手根骨との聞に竹性強直を起こすようである.
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2のごとく でAは滑膜鍛壁の増加で'611)1;]節中571:1l:1節96.4 部分に著明にあり， discは破壊されており，造影剤の貯

%， Bは述位協尺関節との交通像て''47関節70.5%，Cは 留していたイf頭ft，小菱形骨部に synovlaによる骨佼

midcarpal joinlとの交通1象で34関節 55.7%， Dは我々 触所見を認めた.

が追加lしたもので広範聞な intercarpallig.の依擦のた 症例 4.52才.女性. Classical RA， Stage 2. 

めに MC 閃即座にまで造影剤の流出を，認めるもので， 単純X線{象で，杭廿}I;状突起， 尺骨茎状突起に bonc

16関節26.2%，Eは屈筋腿，仲筋)健の)駐中Iiへの造影剤の erosionを認め，第4中手'月中継端，有鈎，有UJi骨にも

流11¥所見て"19関節31.1 %~こ認めた.これらの所見は個々 bone erosionを疑わす所見がある.造影では単純X線{象

の症例において種々の組合わせでみられ，これをA詳， でわかりにくい midcarpaljointの滑膜増生像が著切で

AB.jjF， AC群， ABC群， ABCD群と Others(StageIV ABCDEのすべての所見を有している.

のもので造影剤の流入が骨性強直で阻止され十分な診断 考察および結語

が困難なもの〉とに分類し Stageとの関係をみると図 3 単純X線像で boneerosionを検討した結果は Marlel

のごとくである. と同様の傾向を認めた.初期では境尺側の ligamentの

次に単純X線像と Arthrographyとの関係をみると， 付着部に変化が起こりやすく，特に Beanらも述べてい

単純X線像でも撮影方法によっては，かなり初期の骨変 るように尺骨茎状突起周辺の軽微な骨変化に注意が必要

化 (boneerosion)を見つけることは可能と思われるが， である.

bone erosionを疑う部分に synovlaの増殖， 造影剤の

流入をみることがあり， bone erosionのわかりにくい

四 rlystageで病変の強い部分， および病状の程度を知

るうえで Arthrography は非常に有効な手段と思われ

た

各 typeの症例について

症例 1.28才，女性. Definite RA， Slage 1 

判長J.ui'i症状は 1年半前からあり ，単純X線像では軽度

の osteoporoslsを認めるのみであるが，造彬で synovia

のi首生を認め A lypeとした.

斗

1
41寸
コ
|
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Ranawatは60関節の R.A.の wnstの arthrography

から図 2の ABCE の所見を述べ，それぞれ90%.70% 

70%， 20%と我々とほど同様の傾向を認める さらに我

々は前述の造影像を図 3のごとく分類し，次にこれらに

対する手術方法を考察し施行している.

A-type はし、わゆる earlystage で保存的に治療し，

必要に応じて synoveclomyを施行している

AB typeに対しては，尺骨骨頭を切除し， 遠位脱尺

関節および当l，:1}lIJの synoveclomy を十分に行なうことを

原則としている

症例 2.23才，!;.性， Classical RA， Slage 2. AC Typeには遠位俊尺関節の造影を追加しその部

約 1年前より両手関節症状出現，左手関節では尺骨・茎 の滑膜増殖の程度を知り， radiocarpal， intercarpal joint 

状突起音sに bonecrosionを認め，造影で synovlaの増 の synovectomyを可及的に施行している.

生と肱~'Ï<Îiへの造影剤流出を認め A (E) Typeである ABCおよび ABCD および ABCDETypeでは尺骨

右手関節は尺竹主主状突起部に boneerosion を認めるも '月・頭を切除し広範囲に入念な synovectomyを施行する

侠骨手線関節は比較的変化に乏しい.造影では遠位機尺 症例により dorsalretinaculumによる stabilization

関節との交通と synoviaの増生があり ABlypeであ を追加lしている.

る 右手|支l節の手術所見て、は俊尺関節部の synovlaの増 以上，我々は慢性関節リウマチ患者の手関節の単純X

生が著明にあり，尺骨骨頭部に boneerosionを認め， 線像および arthrographyを検討し手術方法の選択に

d町 は残存するも続骨'よりに孔が聞いており，造影所見 ついて考察，実施しているが，まだ術後経過年数が短い

とよく 一致している. ため，将来その結果を報告したし、と考えている.

症例 3.20才，女性. Classical RA， Slage 2 

約 6 カ月 I~j，両手関節に発症.右手関節の単純X線像 質 問 小川(関西医大整形〉

では boneerosionは不明であるが，造影では midcarpal 我々も RAの手のX線像を経時的にしらべている.

jointと交通し，synovlaの増生像もあり AClypcであ 先生方の調究対象の中に発症時以来経時的にしらべてお

る. 1己1"1)(.J節でも iiJ.純X線像で boneerosionを認めな られる例があれば，次の 2点についてご教示願いたい.

かったが， 桃尺関節および miclcarpalとの交通と 1) 先づ最初に現われる RA性のX線的変化はいか

synovlaの増生像を認め 八BC typcである 左手関節 なる変化で，どの部分に現われるか?

の手術所見では synoviaの増生，特に尺骨'，'J'頭を囲む の いわゆる preerosive changeのうち真の eroslOn
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に移行するものはどの程度か. どのような preerosive ドで供覧し追加した.

changeがどのような eroslonになるのか. 答

追 加 鳥巣(九州労災整形〕 小川先生へ:発症後長時間経時的にみて骨変化がほと

手関節の凶節造影は radio-ulnarの初期変化を他党的 んど，見られない症例jについては，今回調査したものは

にとらえるうえで有効な方法であると思うが， radio- 過去7年間のもののため，今後検討したい Erosionの

carpalの初期変化 をとらえるのには Arkeless (1966) 初期像，“Preerosion"の状態を見ることは今回調査 し

が述べている動態綴影が有効である.慢性関節リウマチ た通常X線像からは困難である. しかし撮影方向の検討

患者の手では尺屈させたとき月状骨が協骨に slideinし および Rowley の述べているような拡大撮影， 工業用

なくなる所見が得られる. フィノレム等を使用すると，通常の 2方向撮影で判明しに

また，月状骨と舟状骨との聞の separallOnが起こって くい“erosion を発見することが可能であると思えた.

くることも初期変化であると思う arthrographyを併用することも肝要と思う.

立沢(京府医大整形〉 鳥巣先生へ :我 も々 ulnardeviationに関しては同様

Rheumatoid wrist においてアノレトログラフィ ーが病 のことを考えている.Late stageに近くなると， Radius 

態の抱握，あるいは手術の適応の決定に有用であること と Lunatum の聞の関節面に erosion が起こりやすく

は日本手の外科学会(1970年)， 日本リウマチ学会 (1971 なり月状骨が境骨にくいこむ所見がみられ尺掌側へ亜脱

年〉すでに報告したところであるが，今回は，滑膜切除 臼する傾向がみられた Arklessが述べているような

後の術前，術後アルトロクラフィ一所見の変化をスライ cineradiographyも将来検討してみたい.

82. JH関節リウマチに対する鴻膜切除術と関節形成術について

こ浪二千yd 石井 t，'fー 浅井Jf大 薄井正道水

我々はこれまでにIH関節リウマチに対して独自の刀法

を用いて積極的に滑朕切除術と凶節形成術を行なってき

た.それぞれの適応は，悲痛が主体をなし滑朕の肥厚が

著明なものに滑膜切除術を行ない，一方，炎症症状が消

惚し機能障害を強く訴える症例には関節形成術を行なっ

てきたー

滑脱切除術の症例は， 8 {日U，10関節で女が 7例と多

く， Stage IIが 2闘節で残りの症例は StageIIIであ

った.平均年令は40才 6カ月であり ，観察期聞は 2年 5

カ月である.一方，関節形成術の症例は， 9例， 10関節

で女は8例である.全例 SlageIIIであり，平均年令は

37才6カ月 ，観察知i聞は平均12年 1カ月である 肘関節

におけるリウマチの病年は，滑!民切除例が平均2年11カ

月であるのに対し形成術例では 7年 6カ月と 2倍半長

いのが特徴であった.

手術時の皮切は外側J型で，尺側手線イrl1筋とJl、j節の問

18.0' 170・ 自
160' 

150' 
140' 

100' 

80' 

60' 

より関節内に達し，内外上果よりそれぞれ屈節群および 図 I 術前， 術後の可動域の比較.

* M. Minami， S. Ishii (助教授)，M. A日 i，M. Vsui:北

90' 

海道大学整形外科. 伸筋群を，}H頭より上腕三頭筋を骨膜下に剥離し広く関
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a.関節形成術の女性例の平均可動域の比較 b.35才以上と以下の平均可動域の比較.

図 2.

節を展開する 侠骨小頭は必す.切除しているが，これは

回旋運動の改善と広範な滑膜切除を行なう目的からであ

る.さらに形成術では，尺骨および上腕骨の一部を切除

したのち上腕11~末端を形成し OMS J換で被覆している.

滑膜切除例の術後成績を検討すると， Stageとは関節

なく全例に疹痛の消失が認められ，滑膜切除術の除痛効

果は著明て、あった.また術後のX線変化をみると改善し

たものと ，変化のなかったものおよび地悪したものがほ

ぼ同数ずつ認められた.

さらに術前術後の屈伸運動を分析すると明らかに改善

したものはわずかであり，可動域で比較しても術前 54
0

て、あったものが術後 310

と減少しており，この減少の程

度が大きいことは予想外であった.これを個々の痕例に

ついて分析すると可動域が増加したものはわずか関節に

と工まり，このうち 2関節は StageIIであり残りの Stage

IIIの症例も術前の可動域がかなり混存されているもの

でもあった(図 1). Stage IIIで術前の可動域が低下して

いる症例に対しての滑膜切除後の機能は満足できるほど

改近、されないという印象をもった前腕の同旋運動では，

回外回内ともに改善された症例は少なく，続甘小頭切除

が必ずしも回旋運動の改善にはつながらないと思われる

が，手術に際して完全な滑膜切除を行ない得る利点があ

るので焼骨小頭の切除は行なうべきであると考える.

一方，関節形成術後の成績を検討してみると，除痛効

果の点では滑膜切除例と差は認められなかった.術後の

運動性をみると伸展屈曲ともに増加したものは約半数に

のぼり， したがって可動域も当然のことながら術前 22。

で、あったものが420

と増加していた.

我々はこれまでにリウマチ以外の疾忠によって肘強直

をきたした47症{到U47関節に同様の形成術を行なってきた

が，これら他疾患の形成術と術後の可動域を比較する

と，他疾忠では平均570
であるのに対し， リウマチでは

420
と明らかに成績が劣っていることは興味のあること

であった 両者の症例を比較したとき， 著しく異なる点

は他疾患では男が40例と圧倒的に多くしかも平均年令も

リウマチより 10才若いことである.そこで両者の女性例

のみの可動域を比較してみるとほとんど差はなく，また

他疾患の35才以上と以下の可動域をみると35才以下の若

年者の成績がすぐれていることを認めた(図 2) このこ

とは，我々の形成術が男性でしかも若年者に妓も良い成

績を残すことを示唆しており，性と年令の要因は形成術

後の成績を大きく左右するものと思われる.さらに リウ

マチが全身をおかししかも常に進行性であることのほか

疾患、にはない特異性が術後成績に影響することは十分に

推測できる 一方47才，女 StageIIIで術前可動域が両

肘とも 500
と低下している症例に対して，我々は右側に

滑膜切除術を，左側lに滑膜切除術と形成術を同時に行な

い，術後の成績を比較したところ，除痛効果では両者の

聞に差は認められないのに対し，術後の可動域では形成

術を行なった左側が明らかに良く，しかも患者の ADL

の満足度は高かった.この事実から，我々は雨症例の術

後の ADLの満足度をしらべたところ，明らかに形成術

例を行なった症例のほうが満足度は高かった. しかし

Stage IIIで機能の低下している症例に形成術も同時に

行なうべきであると即座に結論づけることはできないと

思われる 適応の部分でも述べたように，両者のX線上

の Stageは同じであるにもか Lわらず， 滑朕切除例は

疹痛のため関節周聞組織のスパスムスから拘縮がかなり

存在することは明らかであるのに対し，形成術例では穣

病期間も長く疹痛もないため不自由ながらIJ.Jを使用する

ことによって筋力も回復しつ与あり，拘縮の程度も軽い

ことは十分推測できる.このように手術時において，ま
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発言 森(関西医大整形)ったく条件の異なる症例に対して術式の選択を画一的に

決定することは困難であり，今後症例を重ね十分に検討

していきたい

1) 肘の滑脱切除術については海外でもまた本邦でも

種々の方法の提唱があり試行中で，いまだ一定の術式へ

の集約をみていない.た!.:synovectomyとして clinical

追加・質問 立沢(京府医大整形〕 に用い得るためには原則として①消炎効果(2疹嬬消退

上肢の機能障害の著 しい関節リウ マチに対して肘の 巣，③ ROMの改浮，④炎症への prophylaclicな効

resection arthroplastyと尺骨末端の resecuonを併用 果，その他の条件を満足させねばならぬと思う.

し，洗顔， ドアーを聞けたりすることが可能になった 1 2) 形成術については本人の皮弁を中間拘入朕として

例を追加した. 使用した Hassの変法を先来来日した Vainioが来日介し

質問 !Jtの arlhroplastyにおいて， liiに resectIon た.この方法を用いて一応小数例の例外を除いて満足す

arthroplastyをやるべきか prostherisarthroplastyを ベき結果を得ている.

やるべきか， ~、かに決定しているかご教示願いたい. 答三j良

質問 長屋(国立名古屋病院整形) 立沢先生へ:我々の行なっている形成術はすべて

関節リウマチにおける例は両側擢患例が多い，手術適 aresection rthroplastyであり. 中間膜として， OMS 

応は反対側の条件を考慮に入れて決めるべきであると考 膜を挿入している.

える. 長屋先生へ:反対側の肘の障害の少ない症例が多かっ

先生の症例の反対側 01，手術側〉の条件ーをし、かに考慮 たので ADLの点では反対側はそう問題ではなかった

に入れて手術を行なっているかおたす.ねしたい. 河野先生へ:OMS膜刺激は否定できないが，いまま

河野 (聖隷浜松病院整形) で，これによる障害はなかった.現在では量を少なくす

切除関節形成術後に中間挿入膜を使用されることは怠 るため，上腕骨末端のみに被覆している.

義あることと思うが，かつて私たちが OMS膜の実験を 森先生へ:我々の滑膜切除後の可動域が悪いことを反

ゃったとき膜を包む組織に強い細胞浸潤をみたことがあ 省し，さらに良い結果を生むために検討したい.また，

る 臨床応用でこの膜を中間挿入したあとこれらの影響 形成術は，可動域を得ょうとすれば，動指性をきたすの

で浸出液を/:l:'，しあるいは痩孔形成をみたような症例はな で，この両者の兼ね合いがむずかしい.

かったか.

83.慢性関節リウマチにおける手関節再建術

小林郁雄 柏木大治水

慢性関節リウマチにおいて手関節は炎症の好発部位の 形は，新しく形成された焼骨・端関節商の掌側を棚状に形

1つであるが，この場合手関節の支持性 (stabilization) 作ることによって矯正される.我々は昭和46年以来木法

が障害されることによって手の機能は全体として低下す を追試し，慢性関節リウマチの手関節再建術を行なって

る. Stageの進行した例では，手関節の拘縮，変形さら きた.本法の術式としては，手関節背側でゆるやかな S

には亜脱臼が加わり，手の機能は著しく障害される.と 状皮切ではいり，横切帯は境側で横切し，尺側て温存す

りわけ有痛性の掌屈位拘縮は少なからずみられるもの る.境骨手根籾帯は切除し，型のごとく尺骨頭切除なら

で，通常 ADLの障害が強い. びに手関節滑液膜切除を行なう 挽骨端を展開し新しい

1970年， Albright， ].A.ならびに Chase，R.A. は慢 関節面を形成するが，この際掌側に約 3mmの幅の骨棚

性関節リウマチにおける手関節の障害に対し palmar- を作り，手根骨の掌側への脱臼を防止する.我々の経験

shelf arthroplasty を発表した. 掌側への脱臼による変 では術後の椀骨関節面の傾きは榛骨軸に直角に近づいて

水1.Kobayashi， D. Kashiwagi (教授):神戸大学整形外科. いる，しかしながら本手術法にも 2，3の欠点がみられ
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図 3.RAにおける手関節再建術手関節可動域.

什端に荷換する手関節形成術を行なった.続骨人工骨頭

の関節面は境'円軸に対し尺側ならびに掌側に片寄ってい

る(図 1) この人工骨頭置換による子関節形成術の特

徴は， 1)人工骨頭の挿入が簡単で容易に安定した関節

面を作ることができる. 2)尺骨頭ならびに関節円板に

よって形成される関節面に相当する部分をもつために手

線骨の尺側への脱臼を防止する .3)手線骨を削ること

によってより良好な迎合性を得ることが可能である .4) 

術後早期より手の使用が可能であり，患者の負担を軽減

する等である.

Radial end prosthesis 置換による関節形成術の術式

としては，尺骨頭ならびに滑液膜の切除を行なった後，

t克側ならびに尺側の機骨手根靭帯を付着部で長IJ離し，手

関節を強く'';t屈して掌側へ脱臼させる.次いで掌側の撹

骨手根籾帯を骨膜とともに中叙側へ剥離し挽骨端全体を

広範に露11¥する 通常抗骨端は破壊ならびに変形が著し

い Bonesawを用いて徒骨末端を約 1.5 Cmの厚さで

悦'，';制lに|白ー角に切除し， rad凶 endprosthesisを何入す

る.手以Jiil'iを整復し，迎合性ならびに運動性が良好であ

ることを確認する.適合性が恐ければ予根汁の~;';Hを削

って矯正する 横靭帯は， Straubの方法に従って伸筋

腿の下方で人工骨頭を覆うように縫合する.術後は手朕l

節背屈位でギプス固定を行ない，術後 31::1目より手関節

の運動を開始する図 1は52才女性に行なわれた radial

る.すなわち，第 1に協骨端の再形成が似雑でかなりの end prosthesis置換による手関節形成術後のX線像であ

時聞を必要とすること.第 2に手服部の尺側偏位を防ぐ る.人工骨頭挿入後の手根甘の安定性はきわめて良好で

ことがむずかしいこと 第 3に手恨郊を温存する必要が ある.本例の術後 1年目の手関節可動域は，術前と同様

あるために良好な適合性が得にくいことなどがあげられ 25
0
で，手関節ならびに手の機能改善が著しい(図 2). 

る. これまで手関節形成術を行なった症例は慢性関節リウ

我々は以上の経験を元にして，より容易にまたより良 マチ 7例 9関節である.このうち， palmar-shelf arthro・

好な適合性をもった関節を作るために，コバノレトクロー plastyを行なったもの 4例 6関節， radial end prosthesis 

ム合金性の radialend prosthesisを作成し， これを協 による置換を行なったもの 3例 3関節である.術後観察
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期間は 1年から 2年，平均 1年 5カ月であった.このう prosthesis置換術は慢性関節リウマチにおける手関節の

ち人工骨頭置換例は平均11カ月であった.これら関節の 機能障害に対し有用な方法と考えられるが，その適応を

44%に術前不良肢位拘縮が認められた.また33%が伸筋 列挙すると， 1)有痛性の不良肢位拘縮，2)著しい関節

!健断裂を合併していた.同時に併用した手術は伸筋鍵手 破壊， 3)尺骨頭切除による手根骨の尺側偏位または脱

術ならびに中手指節関節の滑液膜切除であった.術後の 臼， 4)指関節の変化が強く，手関節の固定が望ましく

可動性は，関節の50%に可動域の減少がみられたが，全 ない場合等である.手関節固定術は手関節の機能を改善

体としては平均 6
0 の減少で、あった(図 3).成績として するすぐれた方法で、あるが，これは術後長期間の固定を

は，術後89%に疹痛が消失し 78%に ADLの改善が認 必要とすること，また必ずしも骨癒合が容易でないこと

められた.特に， radial end prosthesis置換例は早期に などを考えると ，患者の負担を軽減し，早期にリハビリ

リハビリテーシ ョンが可能て、あった. テーションが可能な手関節形成術は慢性関節リウマチに

これまて‘述べたように，手関節形成術特に radialend 対しもっと積極的に行なわれてよいと考える.

84.早期手関節リウマチにおける滑膜切除術と尺骨

末端固定術の併用効果について

一術後 2年以上の followupー

諸富武文

並河滋之

立沢喜 和

堀 純市

井 上 回 良1I

浅井 浩*

我々は，早期手関節リウマチに対して滑膜切除術と尺

骨末端の stabilizationを併せ行なった 25関節の術後成

績を調査したので報告しまた， リウマ手における尺骨

末端の背側脱臼の様式について新知見を得たので併せて

報告したい.

手術症例

京都府立医科大学整形外科にてリウマチ手に対して滑

膜初除術を加えた 65関節の中で， 尺'，J'末端を stabilize

し， 2年以上の追跡調査し得たものは23名， 25関節であ

る.15関節を直接検診することができた.手術当時の患

者の年令は21~63才，平均42才，女19名，男 4 名で，右

12関節，左13関節である Steinbrockerの stage別に

分類すると， stage 1， 16関節， stage II， 8関節， stage 

I1I， 1関節， stage IV， 0関節で，早期例がほとんどで

ある.いづれも，基礎療法，ステロイド剤の関節内注入

療法によって長期間の症状の改善が得られなく，かつ遠

位梶尺関節に不安定性が認められ，また，アノレトログラ

フィ一所見で関節内面の山1"1波状像が見られた症例であ

キ T.Morotomi (教授)，Y. Tatsuzawa， S. Inoue， S. Na. 

mikawa， J. Hori， H. Asai:京都府立医科大学整形外科.

った.滑膜切除術を同時に施行している.

我々の行なった術式および後療法については紙面の都

合で省略する(整形外科， 22， 911， 1971年を参照).

術後成績

術後追跡期聞は 2~4 年 3 カ月，平均 2 年11 カ 月であ

る.

疹痛について :25関節のうち， 24関節に自発痛，運動

痛の減少が認められ，しかも，そのうち15関節は無痛あ

るいは無痛に近い状態である.

ADLについて:20関節に改善が認められ，悪化した

ものはまったくない.

手術に対する満足度:有りと答えたものが23関節で，

なしと答えたものが 2関節て、あった.

不安定性について:尺骨末端の Roatingの状態によ

って不安定性を検討してみると， 15関節のうち，改善さ

れたもの10関節，改善されないもの 5関節である.

運動域について 一般に，回外，尺屈戚は改善されて

いるが，背屈，掌屈域は不変なものが多く，焼屈，囲内

域は古Ij限される傾向がある.しかしこれらの運動制限

は ADL上支障となっていない(図 1). 



リ ウ マ チ 1255 

:|民 :|三

l三喜
30' 

20・ト メ--------
20" 

10' 

。 。
H:ijjij Wi1主 (~:i liij H.i1五 (4'fliij 捕i1圭

??屈 プj':1白{ 枕'til

100' 100' 

40・ト 90 三重 90' 

羽l重 80' 80' 

20' 70' 

/ 
70' 

----r 
60' 60' 

。 。
判。iIIIJ PIヴI去、 (~・i lì iJ 刊行主 N.iliij 術後

尺1:1¥ ['!JI"J 1111'1ト

図 I 運動域(関節目).

以上，総合的に判定してみると優18例，良 6{Y1]，可 1 比較的コントローノレしやすいためもあろう .

例，不可なしと良効な成績が得られ，再発のため，後 さて，我々は，手術経験より尺骨末端の背側様式につ 。

日，尺骨末端切除術などを追加した症例はまだない いて新知見を得た.すなわち，リウマチ手の或例におい

考察 ては， 一般に外傷性脱臼のごとく水平に背側方向に脱rl

リウマチ予の滑膜切除術に関する欧米の論文ならびに するのではなく. )込骨末端は外施を伴いながら脱臼して

最近の本邦の柏木，長屋，中村らの報告においても.)< ゆく この脱rlのメカニズムには尺側手恨1111筋股が重要

什末端切除術 (Darrahの手術〕の併用を術挙してい な stabilizingfaCIOJの lっとして関与している 同腿

る.それは • r骨膜切除術のみの症例に比べて，症状の再 は他のや11飲i鮮とはJ'&なり. 1Ell筋支帯によって固定されて

燃が少ないこと，かっ. )ミ骨末端を切除しても，特記す おらず，この腿にリウマチ病変が加わると，解剖学的特

ベき俳害が併発しないという理由からであろう. しか 殊性より手の凶外運動によって同腿は学側方向に転位し

し，早期の例に対しても routmeに尺fi-末端を切除して やすい状態になる.そのうえ fibrocarti lageの断裂，

も良いものであろうか? 我々の尺骨末端切除術を併用 後尺靭待の弛緩などの因子も加わって，尺骨末端は背側

した40例のうち 4例に手関節の尺側偏位をきたし，手 に脱じ|してゆくのであるが，尺側手板仲筋艇は癒活のた

指に著しい機能障害を訴えている.これまでの報告を見 め1 grooveから逸脱できず， 同鍵の'事;側方向への移動

ると，早期の症例は比較的少なく，また遠位焼尺関節周 とともに，尺骨末端は外施を余儀なくされるものと思考

辺の増殖滑膜ならびに不安定性に対する処置については する.したがって遠位協尺関節の stabilityを得るには，

まったくふれていない.我々は早期の例において，細心 早期に尺'l~~末端背側の強化をはかるとともに，同腿を背

かつ十分に滑!皮切除の徹底を期すとともに不安定な尺骨 側に移動することが必要である.この術式はこの目的に

末端の stabilization を試みてみた.平均年カ月の追跡 適ったものといえよう .

調査では，術後成績はきわめて良好であった.これは， 結 語

早期の例においては，金療法などの保存的療法によって 我々は，早期のリウマチ子25関節に対して滑膜切除術
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ならびに我々の考案した尺骨末端の stabilization を併 その他の記，1主があり，我々も氏らの方法を madifyして

せ行ない，術後 2 年~4 年 3 カ月，平均 2 年 11 カ月のjJj 自家法ともいうべき方法を工夫し，先般「手術」にも発

跡調代の結果，優18，良 6，可 1，不IIf0例と良効な結 表している

果を得たので報告した. 答 立沢

我々 の万i'Aーは fascialAapを用いて，尺竹末端を抑え

発 言 森(閃西医大整形〕 ることが主な手伎で，かつ同時にを軟部組織でどきいた

Ulnar cnd resection のあとで ulna を í'~ß!lJからはt り，縫合することなく背側に保持することが LI的であ

carp ul. tcndonや darsalretinaculumを用いて圧迫ない り，他のititiIf者のブ]tJ;.とは大分ニュアンスが!N.なると考

し回定的に操作する方法は古く Lipscomlや Gschwend えている.

85.慢性関節リウマチの手関節に対す るいわゆる

滑膜切除術について

一特に遠位横尺関節の処置について一

鳥巣岳彦 川 鳥真入場開亮*

疹痛除去，機能改善，パンヌスによる凶節破駿防止等

の目的で，こL十数年盛んに慢性関節リウマチの滑朕切

除が行なわれており，その効果の一般的評価は良好であ

る.

しかし滑朕切除の時期やその予防的効果に|対しては今

なお議論の多いところである.滑脱切|徐の問題点の 1つ

に手術手伎の問題がある.手関節は少なくとも 3つの関

節，すなわち radiocarpal、radioulnar，intercarpal joints 

よりなり ，しかも滑膜性腿輸に凶まれているために，完

全な滑i皮切除はなかなか困難である 機能を温存し，炎

症の再燃を防ぎしかも患者を十分満足させるのに技術的

に改ためるべき点はなし、かどうかであるー

手凶節のいわゆる滑膜切除の際に， )~'l'l'.ì主位端を切除

したがよいかどうかに関し長年議論されているのもその

ためである.現在では関節破擦のある場介，)辻'1'1"遠位端

は切除したがよいというのが大方の意見である.しかし

)~骨迷位端を切除しなければ滑膜の可及的な全摘ができ

ず，前腕の|旦l内回外時の疹痛も除去できないのであろう

か. 尺'目.~主位端はそれほど簡単に切除してもなんら危快

はないのであろうか.これらの点を9'心に我々の症例を

検察したので報告する.

症 例

lti近 3年間に九州労災病院にて行なわれた慢性関節リ

ウマチの手関節のいわゆる滑膜切|徐術は表 1のとおりで

オ T.Torisu， M. Kawashima， A. lwabuchi: )L州労災病

院~世}r~外科 (干800 北九州市小企l玄必原) .

表 1.手術前のX線所見.

|滑脱切除ならびに |滑脱切除ならびに
|刊切除川社 |制切除(ー尺骨
遠f¥'[端切除) 速位端切除〉

Stage 2 

Stage 3 

Stage 4 

-
A

ni

F
D
 

唱

i

n
u

ゥ
，

句
ιaa

13 18 

表 2 術後成績

| | | 可動域1年痛の】炎lliのl 鐙))
~~JYr 1再燃 |掌背屈f 回旋 低ド

制限 |制限 |

将位協やお h3/131 1/13 I 9/13 I仰!7/13 
速f":端切|徐)
滑脱t;JJI徐な らびに
骨~切除(ー J".竹 ， 18/ 18 1 2/18 110/18 I 2/18 1 1/18 
遠他端切除) I 1 

表 3 術後X線所見.

|新たな骨|手闘の|中手骨の
性総合 尺仰l移動尺側偏位

制官主主需品長可万l~í 4/10~1O 
滑脱切除ならびに丹肘]除 I4/13 I 1/13 I 0/13 
(ー尺骨迷イ占的]ミ) 1 ~/ . v 1 ./ <v  I 

ある.今11'1はポIに滑)限切除ならびに骨堤切除 (synovecto-

my and dcbridement)を行なった31関節について調傘し
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図

た.術後の経過観察期間は 1例を除いてすべて 6カ月以

上である.

これら31以l節の術前X線所見を各 stageに分けること

はなかなか困嫌であるが，ほとんどが中等度以上の関節

破壊があり，手術時滑!皮切除だけでは不 |ー分で， パンヌ

スにより破壊された軟骨を掻1腿l廻E除去しし，，irt

辺縁を tri‘inlmin噌gしなければならなかつた吉症官例で、ある.

j尺辻，信.).述卓位端を切除しTた4群としなカかミつたI刑!刊1一て‘以凶j節節i~破皮嬢の程

度はほ工同じて、あつたと考えられる u友毛2)

術後の悠痛や炎症の再燃などは全身状態がいかに上手

にコ ントローノレできているかに大いに関係するうえ，慢

性関節リウマチは多発性の関節炎であるため lつの関節

の手術方法の評価は近接の関節の状態によっても影響を

受るためその判定はなかなかむずかしいのであるが，い

ずけにせよ術後疹痛の寛解はすべての症例に得られた

(表3).尺骨遠位端を切除せずとも 18関節中16関節に

炎症の鋲静が得られ同じく前腕の囲内国外運動も良好で

あった.尺骨遠位端切除群中関節に握力低下をきたして

いるがこの内 5関節が術後中手骨の尺仮IJ偏位を起こして

いることは問題である.

なお， 31関節中19関節に掌背屈制|吸が(特に草加制限

であるが〕起こっており，その多くがX線所見で、新たな

骨性癒合を起こしていた.握力は増強しでも子関節の等;

屈制限は問題があり，より早期の手術すなわち関節軟'局・

の温存されている時期の手術が手関節においてものぞま

れるわけである.

1. 

今回の調査で新たにX線撮影を行ない得た症例は31関

節中23関節であるが，ほとんどすべての症例に'舟変化の

進行が認められ，また図 lのように尺'1'1遠位端切除後に

手叙骨の尺似I].f事動や中手骨の尺側偏位が増強されている

ことは，術式選択のうえで留意すべきことである.

考察

最近5年間の本学会においても手関節の滑限切除の

際，広捕の除去，炎症の再燃防jlニ，同旋障苫の除去には

尺骨遠{立端切除が必要であるとの意見の傾向にある.特

に stageのす Lんだ症例ではその意見が圧倒的である.

しかし，こ与で明確にせねばならぬことは slagcのす

すんだ関節ほど，手根骨のjミ側移動 (ulnarswi的や焼

屈偏位 (rad凶 rOlalion) による月状骨の旋骨末梢関節

面からの尺似IJへのはみだしの頻度は高いのであるから

(図 1)，尺'口-遠位端切除にあたっては注意が必要であ

る.

諸富，立沢らは iDarrahの手術後，尺側偏位や不安

定性の合併を惹起した経験より，関節破壊の少ない時JUl

では尺骨末端を stabilizeする方針である」と述べ，森，

小川らは「大部分の症例では尺側骨頭を残し，その切除

を必要とするに至れば 2次的にこれを行なう方針であ

る」と述べている.千回，長屋らの行なったアンケート

結果で35%に外観が手術前により思くなったとの訴えが

あり，ほ1:'4人に1人が術後握力の減退をきたしたとい

う報告は， '~'l重な術前検討の必要性を我々にも示唆して

くれているものと考える.
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我々は尺骨遠位端切除後著しい握力の減弱と中手骨の 除へ併用して行なっている.

尺側偏位をきたした苦い経験を教訓とし，現在では中等 昨年行なった報告中，尺骨切除部の変形を美容的に不

度以上の関節破壊のある症例でも，尺骨遠位端をきれい 満とした症例が多かったと述べたが，これは手術成績中

に trimmingするだけで切除することなく，術後の疹痛 占める要素としては少なく，この点のみへ強調して批判

の除去や回旋運動の改善などに閲し好結果を得ている. をすべきでないと考える.

今後さらに症例を重ね経過を観察したし、と思っている. 尺'口遠位端切除をX線上まったく変化のない時期に行

結語 った症例はほとんどない.これは手関節の滑膜切除は

1) 我々の手術成績は従来の慢性関節リウマチに対す stage 1に行なうことに対し批判的であるからである.

る尺骨遠位端切除の有効性を否定するものではない. 答 鳥巣

2) しかし滑膜切除が十分行なえなし、からとか，前腕 先生の病院での良好な手術成績の結果には敬服してい

の回旋制限があるとかだけで，安易に尺骨遠位端を切除 る.枚々の発表は尺骨遠位端切除の有効性を否定してい

してはならないー滑膜切除の可及的な摘出は尺骨遠位端 るのではなく，より，患者も満足する手術方法のためにも

を切除せずとも，切除したと同じ程度に可能である.ま 努力が必要であると考えている次第である.そのためア

たその術後成絞も良好である. ンケート結果の一部を引用させていた工いたことご理解

3) 術後のHOJの低下，外観上の問題に闘し，パ廿速 いただきたい.

{立端を切除するにあたっては術前の慎重な配慮が必要で 発言 森(関西医大〉

あり， X線(象での手恨骨の尺{)[Ij移動 (ulnarsw i的やt;~ R.A では ¥VrIstの大部分は拘縮型(または stiff

原偏位 (radialrotation) 等の所見はこの点で重要であ な typeまたは強丙型〕だが，少数ながら動揺型もある

る. ので，そのような typeでは尺骨末端の切除は極力控え

質問 長屋(国立名古屋病院整形〉 るべきである その点演者の示されたX線的考察に同感

私は過古4年間に80関節の手関節滑膜切除術にjて骨切 を覚える.

86. リウマ チ 性 Swan-neck変形の成因と 治療に対する考察

小川 亮恵 西村秀樹 西 崇男 比嘉邦男

松矢浩司 武林真仁 森 主 主 太*

関節リウマチにおける swan-neck変形の原因は従来

考えられていたよりもさらに複雑なものであり，その変

形の進行と固定化にも種々の因子が関与すると考えら

れ，この変形に対する治療もこれらの原因の病理学的解

明をまって始めて可能であると考えられ，決して単純な

ものではない 今回は少数ながら現在までの我々の経験

に基づき swan-neck変形の発生と治療について考察を

加えたい.

1. R.A.性 swan-neck変形の発生機序

R.A.性 swan-neck変形の発生に関与する因子として

intrinsic mllscles の R.A.性変化による ischemia，

* R. Ogawa (助教授)， H. Nishimura， T. Nishi， K. Hト

ka， K. Matsuya， S. Takebayashi， M. Mori (教授〉・関

西医科大学整形外科.

日brosisあるいは MP関節の病変 (synovitis)による反

射性の spasmや MP関節の亜脱臼等があげられてい

る. しかし実際には MP関節に synovitisあるいは掌

側斑脱臼等の変化が存在しないにもか Lわらず本変形が

認められることがあり， Harrisonは PIP関節の volar

compartmentあるいは volarplate周辺の R.A.性肉芽

の存在が原因となり得ることを指摘しまた， Nalebuff 

も digitalRexor tenosynovitisによる flexionlagが関

与することに気付いている.

我々の経験でも以上の報告にほ立一致した所見を得て

いるが， さらに D.I.P.の RA性変化による mallet

lingelに swan-neck変形が続発したと考えられる例に

も遭遇している.

以上の因子の 1つあるいはいくつかが原因となって本
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表 1. 

Swan-neck | 滑践切除 側副靭帯 癒 着 指屈筋
症例 手術指

変形の進行度
イ申側 屈側 部分的解離 仲側 |屈側 E建輸炎

T.T. L. 2 advanced + 
// // 3 // // + 
1/ I! 4 I! I! + 
// R. 2 I! 可能

// // 3 I! I! 

S.O目
I! 2. // 不能 + 

S.K. L. 3. miJd 可 能

変形が発生し次いで intrinsicmuscles の収縮，イ~I展

機構の癒着，学'側関節包に対する背~ll]包の短縮，関節包

内外の癒着，側副籾帯の短縮等により非可逆性の変形に

陥るものと考えられる.

2. R.A.性 swan-neck変形の治療

従来 PIP，MP関節等に著しい変化のない初期では

LittJerの JateraJband 町 Jease，uJnar deviationを伴う

例には uJnarproximaJ intrinsic release， MP関節屈曲

位でも PIPに屈曲制限の存在する例には JateraJband 

mobiJizationと Swanson，Littlcl らの tenodesis，voJal 

capsuJar reefing等が行なわれ. advanced caseでは

MP関節では resectionarthroplasty， impJantation， PIP 

関節では arthrodesisおよび arthropJastyが行なわれ

てきたようである.我々も過去において少数例ながら初

期例に lateraJband releaseを，や L 進行した例に

tcnopJastyを行ない，術後 1時変形の矯正をみたが次第

に変形が再発し，可動性も不良であった.

最近 Harrisonは miJdな swan-neck 変形に対して

lateral band molilizationを行ない，これを同側の浅指

屈筋腿の 1部で作成した pulley で掌側に保持する手術

を行ない，同時に volarplateの背側で acce田O1ylig 

を切開し volarcompartmentおよび volarpJate の

周辺を観察し本変形の発生あるいは進行に関与する 1

次性あるいは 2次性の因子となる肉芽組織，綴痕，癒着

等があればこれらを除去している.

我々は advanceddeformityで PIP 関節の屈曲が著

しく制限されている指でも関節を構成している骨-組織に

著しい変化がない限り変形を固定化している因子を可及

的完全に除去して変形を矯正し，その矯正位を維持する

ために Harrison法を応用すればかなり良好な成績が得

られるのではなし、かと考え totalsynovectomy伸展お

よび屈曲機構の癒着剥離，時には collateral ligament 

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

の部分的解離.volar plateの切除と Harrison 法の併

用により有望な成績を得つ Lある.

3.手術経験

1)手術内容および手術所見

advanced deformity 6指. mild deformity 1指に手

術を行なった advanceddcformityの例では術前 PIP

の屈曲が著しく制限され，手t>i中全指に extensormecha-

nlsm の癒着がみられ， volar compartment 内には比較

的新鮮な肉芽組織あるいは搬痕，癒着等を認めた.屈曲

を可能ならしめるために側冨1]籾帯の部分的解離を要した

もの 2指， volar p!ateの切除を行なったもの 1指であ

る Digital Aexor tenosynovitisは3折にみられこれを

切除した.術前に自動的周曲がかなり可能であった

advancecl caseの2指および mild case の 1指では

dorsal synovectomyは行なわず volarsynovectomyと

Han‘ison法のみを行なった(表 1). 

2)手術症例

症例 1.68才，男子. Classical RA， stage 111， Class 

111， 両仮1]のすべての指に著しい変形があり， 左示中環

指には， total synovectomy，さらに示 ・中指には colla-

teral lig の解離を行なった.右示中指は術前屈曲がか

なり可能であり， dorsal capsuleに著変を認めなかった

ので volarsynovectomy のみを行なった. いずれも

Harrison法で矯正位を保持しているが，術後変形は矯正

され， 術前屈曲不能で‘あった左示中指の PIPも有用な

可動性を得ている.

症例 2.33才，女性. Classical RA， Stage IV， Class 

111，右示指に変形があり， PIPの屈曲が不能であった

が totalsynovectomy と extensor mechanism および

volar plate 周辺の癒着剥離により可動ならしめ，

Harrison法を行なって術後 tippinch も可能となって

し、る.
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症例 3. 31才，女性. Classical RA， Stage IV， Class 

III， mild de日ormityを有する左中指に volarsynove-

ctomyと Harrison法のみを行ない，術後変形は完全に

矯正され，百:常な機能を有している.

結語

R.A.における swan-neck変形の発生頻度eは決して少

なくないーMildcaseで、機能附宍を伴わない例では必ず

しも手術の対象とはならないが，他方， -I-E度以上進行

すれば忠者の訴えや医師の判断で従米種々の矯正予術が

試みられてきたが，いずれも常に満足し得る結果を得る

とはかぎらないように忠われる

我々は swan-neck 変形の発生の州理を各桁I)!I節およ

びその)，~j辺組織について広く検討し特に PI P 関節の

周辺部の病的な変化が病的メカニズムの発生原因となる

と考え，それらの病的原因を可及的 |ー分に検索，発見

しこれらを除去することが単に変形のみならず機能的

改苔をもたらすことを少数例ではあるが上述の自家手術

症例において知り得た.いまだ定例も少なく，術後観察期

間も短いので後日症例を加えてその成績を報告したい.

発言 井上(岐阜歯科大整形〉

以前より Littlerの intrinsicrcleaseが木邦人に予

期どおり効果を発仰しないので， PIP レベノレで lateral

banclを rclcascすると変形の矯正はの良くできるが，

PIP 1X1節の可動域の改普を得なかった.そこで palmar

sideの州変を考えていたところ， 小川先生のごJckを聞

き，なるほどと思ったので発言した.

答小川

我々の経験はいまだ症例も少なく followup も短い

ので， advancccl swan-ncck変形に対する治療法として

はたして満足すべきものか存かの決定は後11にゆづりた

し、

本席では従来 swan-neck変形が MP関節の変化によ

ると考えられていたのに対して，それ以外の種々の因子

があることを強調したかった.

87. PIP関節の totalsynovectomyに関する我々の

新術式とその問題点

森 益太 小川亮忠

佐藤利行 浜田

第13回本学会において我々は PIP関 節 に お い て も

total synovectomyが必要であることを述べ， Lipscomb 

法に準じた totalsynovectomyの手術法を紹介したが，

その後遠隔成績を調査した結果，消炎効果に関しては満

足すべき結果を得ているが，なお術後の機能に不満足な

点があることを知り ，さらにこの点を改良する必要があ

ることを昨年度の本学会に報告した.

今回は Lipscomb法に準じた totalsynovectomyの

問題点と，その後の改良法および今後なお検討を要する

と感じている 2，3の問題について報告する.

第四回本学会に発表した我々の totalsynovectomy 

とその手術成績の概要

第13回木常会に発表したごとく先づ dorsalsynovc-

キ M.Mori (教j受)， R. Ogawa (助教授)， T. Shibata， M 

Takebayashi， A Hamada， I. I-lirata: 1)(1同氏科大学整

)移外科

柴田大法

彰平1I1

武林真仁

厳ホ

ctomyを行ない， 次いで 1側の collateralligamentと

volar plateの 1部を切離し， PIP関節を側方に脱臼せ

しめて volarsynovectomyを行なう術式を用いた関節

の手術成績は表のごとくで，術後 instabilityが3関節

に見られ，可動性の制限はかなり高率に認められてい

る.この成績不良の主な原因は collaterallig.の切離と

その縫合にあると考えられるが，さらに volarplateの

損傷に伴う flexormechanismの滑動性の障害も原因と

考えられた.

その後の我々の改良法

以上の理由により，さらに術式の改良を試みた結果，

collateral lig. の切離を避けるべく以下のごとき手術法

を用いるに至った.

皮切は PTP 関節背{)l~の横切開を用いる(図 1 ).す

なわち， PIP関節の部で middle日ngercreaseに一 致

してがけ刊!IJより PIP関節の背側を通り尺掌側に及ぶ皮
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Tl'ansverse skin incision 

図 1， Transverse skin incision 

Undivided collatral liι 

Retinacular lig 

図 2
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で小満足な症例があった. したがってごく最近では前述

の術式をさらに 1部改めつ Lある.すなわち dorsal

synoveclomyを行なう際に centralslip とlateralband 

の聞を切離して侵入することにより ，synovectomy終了

後，この部の縫合が必要となり，そのために centralslip 

と lalcralbandの聞の均衡が障害される可能性が考え

られ，ことに，両者を緊密に必要以上に接近せしめて縫

合した際には， PIP 関節の屈曲制限が当然予想せられ

るので，この approach を阿側の lateralbandの外側

からの侵入法に改めるほうがより明ましいのではなし、か

と思われる.

また， ~) 2には術後の仲民位て‘の固定が嵐山障者の主

な原因の lつとなり得るとも考えられるので，術後の固

定肢{立を 30~40 の三|三屈曲位に改めるべきかと考えてい

る.

以卜の 2点の改良を段近の手術例にl試みているが， m
在なお観察期間も短かく， j正例も少数であるので，さら

にj;j:例を重ねて検討する所存で、ある.

結語

B羽L在

1り切j刀Jを加え，皮 Fの小血管をt損員弘傷JしなLい、ように f儲Y羽L立立しつ としての座を占めている すなわちその消炎 .島鋲:江i痛効果

つ'倉創創lリlを中キ栂区側および末梢側へ開き P刊IP 関節の背凶と およひび、 p戸re肝ve引en川llIv問eef恥T長e町Cαtに関しては一応の言評干刊{価面を得て

jパ辻側面とを官霞長l山uせしめる.先づ do印rs叫a叫1syγn印0仰ve目clomyand いる. しかし'常に良好な成績を期待するためには可及的

capsulectomy を行なうが cenlralslipと両側の latcral alraumalic に可及的広範囲の切除が必裂である この

bandsの聞を鋭的に聞き dorsalcapsuleに達し， capsulo- 条件を満足せしめるために我々は PIP 関節についても

synovectomy の形で背側関節包を collateralligaments 不断の努力を続けてきた 比較的限られた数の症例では

の部まで完全に切除する. 次いで PIP関節を屈曲せし あるが，過去 4年間の間に PIP関節の tOlalsynove-

め， collateralligamentsの下層に肉芽組織があれば，これ はomyの technicに関して再三に及ぶ、術式の改良を行な

を鋭的あるいは鈍的に摘出する。 Volarcompartmentの ってきたので現時点における実施状況と現在までの成果

synovectomyを行なうには側副初帯の cordlike portion の概要を報(りした.

を切離することなく accessoryligamentの部で， ¥'olar 

plaleに平行に切闘を1)11え，小さなメスあるいはハンチ 発言 A，B.Swanson (U.S，A) 

を用いて volarcompartmcnt の肉芽組織を摘出する Swan-neck変形の故大原因は 日目01' synovl tlS であ

(図 2) り，この処置が大切である.変形の矯正には， PIP関節

術後はキノ~'/ュナー綱線等で固定を行なう必~ーはな を屈曲位に保つ術式であれば，なにをやっても効果はあ

く，圧迫包帯を行ない， 仲展位で splintにて約 7HIHJ る PIP関節のような小関節の滑膜切除は， たとえ完

回定し以後自動運動を行なわしめる. 全にとったとしても，あまり成績は良くない.

新術式の手術成績と問題点 立沢(点都医大整形〕

以上の手術法を用いて totalsynovectomyを行なった 我々は PIP関節においてはすべて dorsal より滑膜

関節は 7関節にすぎないが，比較的短期間の観察で・はあ を切除している 助手に析を牽引させ，術者の母指で掌

るが，いずれも消炎および鎮痛効‘果に関しては満足すベ 側 を押し掌側 pocket部の増殖滑朕をもモスキート到|

き結果を得，collateral ligamentを温存しているので， 子で十分にとることができる.術後 2年以上経た例は15

術後の後療法も比較的容易で，さらに術後の instability 関節であるが，経過は良好で，学側より切除する必要を

の発生は認められなかったが，やはり術後の可動性の点 感じていない.
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答 森

私も約 5年前まて、k.'>:いま立沢君の追加されたと川じ

方法で P1Pjointの synm.ectomyを行ない一応満足す

べき成績を収得していた. しかし volarcompartmcnt 

を dor日|からではなく volal' sicl(‘から approach し

〈教育講演〉

さらに徹底的に volarsynovectomyを 行なうほうが良

いように感じて，種々と術式を工夫して今日に宝ってい

る.本11発表した方法が従来の dorsalsyno，.cctomyに

比べてすぐれているかどうかは今後の検討にまちたい

千の外科に必要な基本千術千技

r-f I、健 哉*

下の外科の手術手以の基本については， -Jrl同二の日本

整形外科学会の研修会でもその大田告を述べたが，今回は

主として， I決阿を用いて手術の準備から実施上の諸n
当 K.Tsuge (教綬) 広島大'γ整形外科.

意，後療法等につき述べ，また手術のJ，~本をなす山内移

植(遊雌 ・イI本)，骨折の悶定， 胞の縫合 ・砂値， 神経

縫合等の実姉状況を供覧するとともに，それぞれの問題

点につき気のついた点を述べた.
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第17回日本手の外科学会総会ご案内

昭和49年 5月19日(木) ・10日(金〉

国立教育会館虎の門ホール (点京郎千代田[え霞ヶ 1x:J3の 2の 3) 

電話 (03)580--1251 ({に)

時

所

日

場

;寅題募集

次のごとき主題について演題を必集L、たします.

1) 末梢神経麻煉に対する再建術

2) ほ指再建術

3) 手関節に関する問題

4) 手の外科に関する基礎的研究

一般演題の係択につきましては，会長にζー{工ください.

;寅題締切り 昭和49年 1月20日(必着)

所定の抄録用紙 (800字)をご使用のうえ， ド記あてにご送付ください

干 105 ょp:);{ 1111港区西新僑3~25~8 東京慈、TJ:t会医科大学整形外科教室

電話(代)03-433-1111 内線 2582

第17四日本下の外科学会会長 伊丹康人

くお 知らせ>

第 47回日本整形外科学会総会ご案内

第471ill11本整形外科学会総会は下記の要領で行なわれます.会員のみなさまに多数ご出席くださるようご

案内"Jしあげます.

~è 

昭和49年 4 月 4 日(木 ) ~ 6 n(U

利l戸文化ホール(神戸市生仕|医楠IlIr5丁目 )

1 )骨折の保存的療法

2 )膝内障と類似疾患

その他の企画 1 )外人特別講演 2組

2 )招待講演 8題

3 )招待展示 約20題

4)研修会 6題

連絡先 :〒650神戸市生田区楠町7丁目 神戸大学医学部整形外科学教室

TEL (078) 341ー 7451(内線 363)

第47四日本整形外科学会総会会長 柏木大治

ほか近接 2会館

期

場

題

会

A
宮
、王
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顧 問 前回和三郎
編集後記

編 集

飯野三郎児玉 俊夫

津山直 一 小 谷勉

安 本特集は第16~' 1 日本手の外科学会総会 (48年 5 月，於博多)での発点論

文集であって本来は fl本子の外科学会誌総会号の立味をもつものであり，;1>:特

集に載せられたものは短くとも原著発表に准じて扱われるへきものであるが，

手の外科の基礎的問題から稀有な症例報告，新しい診断，治療法の創案，長い

年))を経た統計的観察等々が87題の多数の発表論文に盛られており ，ijJ院rr肢再

J友芝i-microsurgery， 1.院再往，先天性奇形， 産性麻沖["1'-， リウマチの各 t題とも充実した内容の発表が多くわが国の芽

の外科の成長を感ずるものが多いが， Swanson氏の Aexibleimplantの応用に関する特別講演も手の外科にシリ コン

樹脂の implantの応用を創始された氏よりじきじきに聞き得る政重な寄稿と考える. しかしなにより円を見はらせる

ものは切断肢-f1f接才7の成功例の増えていることであり， すでにし、くつかの教室ではノレーチンに行ない得る域に達して

いるようで， ちょうど10年前昭和39年の子の外科学会で大阪市大グノレーブ2が中同J-.ili.の再J妾着例に次いで， それより

良い成績をもって成功された発表をjι者の:ti7U供覧を 11にして我々が驚きと喜びをもって聞いたことがまことに感慨

深く 111L、出される. これはまさに mlcrosurgery の整形外科へのj(t入， その技術をマスターしたことに負うものであ

り， mlcrosurgeryは alrInstrument surgery と並んで近'1整形外科の治療技術 1-に革命的な進歩をもたらしたものと

いえよう.わが|司の整形外科領域に microsurgeryを導入しその成功率を0-:jめるために不断の努力をしてこられた方

々に深く敬意を友したい 筆者の教言Jからも入!，b後間もない新人を奈良医大整形に同内留学してそのJ主体jを学んで川

ってもらったが，出j}る早々切断m丙接着の適応例があり，彼の子により見事に成功した. Microsurgery は 20才代から

修練すべきものといわれるが， まことに視力も確かで， 指尖にふるえのない若者の活躍すべき領域であろう. 一般に

血管外科は四肢の整形外科のうち長く 一般外科におくれをとってし、た分野であるが， 本号に帰せられた数々の切断!政

再絞着成功例を見ると jfll管外科の領野で、も整形外科が一般外科に追いつき追い越しつ Lあることを力強く感じる.

宮町 木誌と交換誌としてrl'国より，中学医学357ぷ(ChineseMedical Journal)が1ft月活られてくる. 冒頭に毛語録

の一節が掲げられているが，断肢3 断手指再植(切断iJ政再接着〉の成功例の写真が輝しくwげられていることが多い.

中国では各地に切断紋再接着センターがあり， 事，，&が起こるとすくに切断肢を冷凍し 忠者とともに飛行機などを利

用して可及的速かにセンターに送り短時間 I}~に再接着手術が受けられる態勢ができている巾， 下肢の再接着も十分成

功し再接着した下肢で起立，歩行可能になる仔1)も多いということを段近中国の医学を見学した友人より聞かされた.

中国が高度の mlcrosurgeryの技術をもっていることが企!像され，早く学術上の交流が可能になり，知識や技術を交

換できるようになりたし、ものと考えるとともに，わが国にも切断肢:tJ-f接着の成功本を山める態勢をと Lのえる必要が

あることを感じる

た工当然、のことであるが再接着して非機能的な手や桁を形だけつけるようなことには熱"1.'すへきでなく I等接着に

よる機能の得失， 他の方法による機能再建の可能性等々は十分考慮しなければならないであろう. こ Lにも整形外科

医の真{田iを発作fすべき問題が含まれていることを強調したい(津山直一〉

定 (~fi 800円 干 64円 | 購読お申込みは前金で一一為主主または振主主で南江堂あ

i前期 3，900円(臨時増刊号 600円をふくむ) I てご送金ください.ご転居の際は新旧のご住所と「整
半年~~;~:~:' :~:~ ，'_''''1~J:1 ， .~ ~ ::: ~~ '""-- <-J/ 

l後期 4，100円 ( 11 800円 か ) I 形外科」の文字とをご記入のうえハガキでお知らせく

1カ年 8，000円( か 2f1ll1， 400円グ ) ださい(前金申込みの方は送料本社負担).
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