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第 17回日本手の外科学会評議員会記録

会長 東京怒窓会医科大学 ・伊丹康人教授 ・Ils和 49年5月9日・国立教育会館虎の門ホーノレ

伊丹会長 それでは，大分時聞がおくれておりますの

で，さっそく評議員会を聞かせていた Xきます.お食事

をしていた丈く前に，重要な事項を片づけさせていた工

きたいと思います.

まず最初に，物故会員に対しまして黙協をお願し、し、た

したいと存じます.

皆さんご存じのように評議員であられる島啓吾教筏，

伊藤京逸先生がお亡くなりになりました.黙躍をお願い

したいと存じますので，お起立をお願L、L、たします

(¥終結〕

ありがとうございました.

次は，次期会長の選11=¥の件ですが，議題のほうからい

きますとあとになっておりますが，先に決定していた X

いたほうが，次期会長が評議員会の進行状況をご参考に

なさると申しますか，いろいろ議題になりますことを参

考にしていた xきやすいのではなし、かと思いますので，

次期会長の選挙を先にさせていた rきたL、と存じます

例年ですと，拍手でご推選いた X いてすむという感じな

のですが， 実はアンケ ートによりますと，お手元にお配

りしてありますように，いろいろなご推薦がありまし

て，すぐ挙手とし、うわけにはいかないよ うです まこと

におそれいりますが投票用紙をお配りしますので，ご推

選の方をお書き込みいた xきたし、と存じます.過半数と

かそうしたことを申しませずに，多い方をご推選すると

いうふうにさせていた父いたらと思いますが，し、か立で

しょうか.

〔拍手〕

では，投票用紙を配ってください. アンケートをとり

ましたときの資料と歴代会長さんの資料をお手元にお配

りしてますので，それをご参考にしていた Eきたいと存

じます

では，お食事を始めていたどきまして，その間に開票

いたします.時間の関係でお食事をしながらす Lめさせ

ていた Xきますー最初に，報告事項として庶務会計報告

を，手の外科学会の事務所のほうの西尾教授にお願いし

表 1

報告事項

l 庶務会計報告

2 手の外科学会国際連絡会議 (InternationalFedera 

tion of the Societies for the Surgery of the 

Hand) 

代表者会議報告

3. ROMに関する件

4 日米手の外科合同会議に関する件

議 題

l 評議員に関する件

2 次期会長選出の件

3 各種委員会設置の件(国際委員会，用語委員会〉

4.学会誌の件

5 会費値上げの件

6.その他の件

表 2 日本手の外科学会会計報告

(昭和48年 4月 2日~昭和49年 4月 1日).

収入の部

前年度繰越金

会費収入

利子

言十

支出の部

印刷費

通信~'i

学会開催費

人件費

国際手の外科学会会費

払込料金

事務費

雑費

差引残高

561，765円

1，310，066 

58，349 

1，861，833円

571，000円

182，590 

400，000 

37，600 

23，485 

18，621 

7，930 

980 

1，242，216円

619，617円

たいと存じます.どうぞお願L、L、たします.

西尾 それでは庶務会~I 報告をさせていた泣きます.

ト

同
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お手元に「日本手の外科学会会計報告」というのがござ

いますが，まず，会員数は現在 1，860名です 大体 300

名ぐらい入会されま したが 3年間未払いという方が

300名ぐらいございま して， これを退会とみなします

と，大体会員数は昨年と同じぐらいです

それから会計ですが， 収入の部が，前年度の繰り越 し

金が 551，767円， 会費の 収入が 1，310，000円， 利子が

58，000円. これで 1，861，833円になっております

支出のほうは，印刷費，これは英文:旬、録でございます

が，これが 571，000円，通信授が 180，000円，それから

学会開催貨を今年から 400，000円にしようということ

で，慈恵医大のほうに，わずかですが 400，000円差しあ

げてあります.それから人件費と申しますのは，学会の

会費をもらったり いた しましたり， また雑誌の発送の人

件費です.次の国際手の外科学会会費と中しますのは，

あとで山内先生がご説明になると思いますが，国と して

の加入と，それから一部のメンパーの加入ということで

23，495円払ってあります. それから払い込み料金と中

しますのは，振替の手数料です そのほか事務費，雑授

がありまして， 1，242，000円になっております.差 し引

き619，617円でございます

以上簡単ですが，庶務会計の報告を終わらせていた X

きます

会長 ありがとうございました.たピいまのよう な会

計ですが，いか立でしょうか. ご異議がなければ，ご承

認いた Xけますでしょうか.

〔拍手〕

どうもありがとうございました

た 2いま次期会長の選挙の結果がわかりました.現在

こ与にご出席の評議員の方が， 56名です その方から

投棄をしていたどきまして， 猪狩教授が 26票， その次

が玉井教授の 17票となっております. 猪狩教授にお願

いしたいと思し、ますが，し、か Xで しょうか.

〔拍手〕

では，お食事中まことにおそれ入りますが，猪狩先生

は，こちらのほうでお食玉~j:をお願L 、 L 、たします.

では，猪狩教授にはあとからちょっとごあいさつをい

たrくこととしまして，次に，手の外科学会国際連絡会

議の件につきまして，山内評議員にご説明をお願いした

いと存じます.

山内 時聞がございませんので，簡単に説明させてい

たXきます.

手の外科学会国際連絡会議という会に理事会のような

ものがあります.デレゲートの会ですが，いままで 1年

表 3 手の外科学会国際連絡会議 (1nternational 

Federation of the Societies for the Surgery of 

the Hand)代表者会議報告.

1.出席者 (水 代理〉

U.S.A.: Barsky 

France: Tubiana 

German Speaking: Millesi* 

Canada: Williams 

Italy: Bedescki* 

G.B.: Stack 

Brazil: Pernet 

South America: Firpoホ

South Africa: Boonzaier 

Japan: Yamauchi* 

欠席

Israel 

Portugal 

2.前回の議事録の確認

3.新規加入について

Swissが可決された (GermanSpeakingと会員

の overlapがあるが Canadaの例もありよかろうと

のこと).

Australia， Dutch， Columbia， Caribianヵ、らも力日

入の approachがあったが正式の申し込みはいまだ

なされていない.

lndiaはあと 2年待つ.

4.会計

あまり虫カか通でないのて

に収めてほしい 今f後灸年 l回 Bulletinを出すことに

し，これに各国での手の外科学会の予告を載せること

にしたので， Mr. Stackに連絡してほしい.

個人会費を 50centにする.寄付も WHOから得

るように，本部で受入れ体制jを作る. Terminology 

が400部残っているので， 50 centで申し込まれたい

5.次期会長

Tubianaの任期が終り，ぜひアジアにとの声もあ

ったが結局 Buck.Gramkoに決定.

6目次期開催日

SICOTに多分合わせたい.

7.各種委員会報告
Bibliography: 10$で出しているので Dr.Adams 

に申し込むこと 係りは引き絞き Adamsにやっても

らう.

Terminology:ほ工終了，
Classi自国 tionof Malformation:一応できあがっ

たが minorchangeはあり得る

Evaluation of normal function これが完成しな

いと病的なものの評価もできないので急いで作る.
Millesiも参加
新たに paralytichand evaluationを作る Chai. 

rmanに Brand日本からは Prof.津山を舷した

8 名簿

各国から up.to.datememberの listを提1.1¥する

ように
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半ないし 2年に 1回聞かれております.私も 5年ぐらい

前に一度代理として出席いたしましたが，今回は，本年

1月下旬，アメリカ手の外科学会のときにありましたが，

日本ではまだはっきりとデレゲートがきまっていないと

いうような事情もあり，私に代理として出ろという仰せ

がございましたので，出席させていた泣きました.

その会で、の協議事項はこ与にプリントされてあります

ので一々申しませんが，徐々ではありますが，動きつ与

あるといったところであります.各種委員会がありまし

て，このなかで，かなりす Lんでいるところとまだ全然

す Lんでいないところがあります 徐々にこういうよう

な事業ができてくると思われますが，現在の時点では，

まだ国際的な手の外科学会とし、う学術集会を開こうとい

うような具体的な案は芽ばえていないようです.

先ほど西尾先生からお話がありましたが，個人会授が

年 50セントに値上げになりました. 日本の会員として

登録されている方の分はいま立てかえ払いになっている

そうで，また事務局から連絡がいくだろうと思います.

それからフェデレーシ ョンの会長は 3年に 1回交代

することになっておりますが， フランスの Tubianaの

任期が終わった際，いままで， ヨーロッパとアメリカで

やっていたので，ぜひ今度はアジアにもっていったらど

うだというような戸がかなり強かったのでありますが，

私 1人では決定もできませんので，結果的にはドイツの

Buck-Gramkoになったわけで‘あります. また， 3年た

ちますと，今度次期会長はまたアジア，そして，ぜひ日

本にというような戸があるかもしれませんので，こ Lら

へんの受け入れ態勢というものもある程度考えておく必

要があるのではないかと考えます.

それから次期開催日でありますがこれは来年 SICOT

がありますので，たぶんそれに合わせてフェデレーシ 汀

ンの会をやりたいということです

これで大体終わりですが，最後に一言私の印象と，今

後のこれに対する我々の受け答え方についての意見を，

少しいわせていた立きます.各国では一応常任としての

デレゲートがきまっておりますが， 日本では必ずしもこ

れがはっきりしていないという点があります.デレゲー

トになりますと 1年半ないし 2年に l回開方通れる会に

出席しなければならないと L、う経済的，時間的な11;IJ約が

LHてまいります しかし毎回遠う人が出席するという

のも，なかなか事務引き継ぎがむずかしいこともありま

す.それから各種委員会で，その委員会のメンバーとし

て日本からもかなり出ていらっしゃる方もおいでですの

で，そこらへんの意思統一，連絡ということもかねて，

この学会ないしまたは別個に，インターナシ ョナノレフェ

デレーシ ョンに対しての相談をする 1つの委員会とい L

ますか，なにかそういうものが得られれば，今後大変会

長さんもやりやすいのではなかろうかというように考え

ますので，それだけつけ加えさせていた Xきます.

会長 どうもありがとうございました.た Xいまの山

内先生のお話に，なにかご発言ございませんでしょう

台、

諸富 実はフェデレーションのことですが，片山先生

のころだったと思いますが，第 1回がシカゴのアメリカ

手の外科学会のときありまして，天児先生，片山先生の

推選で，私が代表として出席いたしました そのときは

会則の話でして，いろいろ意見がt+~ て大体の会則をご報

告していた Xいたわけで、す それから第 2凹円はパリで

ありました ところが先ほど山内さんがおっしゃいまし

たように， ヨーロッパ，アメリカの人は動きやすいので

すが，我々は非常にゆきにくい点が，経済的にもまた時

期的にもありますので，これをなんとか考えていたどく

ように，十年さんで努力をしていた泣きたいと存じます

私は 1回目と 2同日にいって，あとは津下先生もおい

でになったかと思うし，田島先生もおいでになったかと

思いますが，はっきりした決まりはございません.その

都度いろいろかわっているような次第です.

会長 どうもありがとうございました.このフェデレ

ーションの問題は，いま諸富先生が申されましたよう

に，随分前から評議員会で常に問題になりながら，まだ

デレゲートもきまっていないし，また会議においでくだ

さる方が自弁でいかれるようなことになっておりまし

て，なんとかこの会議あるいは， この次の会長さんにお

願いしましてきめていたどきたいというふうに思ってお

ります. 自弁でいつまでもいっていたどくのも非常に心

苦しい話でありますしあるいは全額ということもなか

なか会計上困難であるとすれば，あるいは川り道の旅費

だけでもお払いするとか，ゆきっぱなしでは困りますか

ら，なんとかお願いしたいものだと思います.

また代表のことにつきましては，あとでお話を申しあ

げたいと存じます.

その次は， ROMの問題ですが，この前からいろいろ

ご連絡を申しあげましたように， 日整会のほうからいろ

いろありまして，評議員の方のご意見をも;JI，、まてしそ

れをまとめて日整会のほうに連絡いたしました.たどこ

れをまとめるにつきましては，どうしても手の外科学会

としまして， ROM の委員会と検討委員会を作っていき

ませんと閤りますので，実は私が， 津下先生， 田島先

「
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生，山内先生，室田先生の 4人の方に検討委員をお願い

いたしまして，皆さまから集まりました意見を検討して

いたどき，それを答申したわけで、ございます

た!，:'， これはなかなか日本語でやりますと非常にむず

かしい問題がありますので，今後とも検討していた工か

なくてはならぬと思います したがし、まして，この検討

委員会の委員として，先ほどの 4人の方になっていた工

いておりますが，今後次期会長におかれましては，さら

にその委員の検討をしていた X くと同時に，委員会の活

動を推進していた X くというようにお願いしたいと存じ

ます

それからその次は，日米合同会議ですが，この点につ

きましては，皆さまに何回か連絡をしておりますので，

ことさらに申しあげることはございません.た!，:'，なか

なか数というものがつかめませんので，大変コンフュー

ズして現在までに至っておりますが，どうぞ皆さま活発

にご参加L、たどきたいと思っております.

それから東京会議は 11日に聞かれまして， 11日の夜

パンケッ トがございますので， どうぞ多数ご参加I~ 、たど

きたいのですが，数の関係がありまして 9円，今日中

で締め切らせていた Iきたいと思し、ます.まだ余裕があ

りますので，ぜひご都合のつきます方は今日中にお申し

込みをいた工きたし、と存じております.

その次は，評議員に関する件でございますが， 川島先

生と永井先生，本川先生の御 3人が，評議員の辞退を申

し出られました目皆さまいろいろな関係で， ぜひと もや

めさせてくれと，こういうようなお話で，理IdJとしまし

てはごもっともかと思われますが，ご賛成いた Xけます

で、しようカミ. ~、カミムf でしょうカぇ

[拍手〕

どうもありがとうございました.

それから，新評議員でこ'さ。いますが，お手元にその資

料が届いていると存じます.これは，田島会長のときで

ありましたか，評議員とし、う資絡といムますか，そうい

うやかましいものでないとしましでも，ある程度の基準

を設けておく必要があるというわけでお作りいたどいて

おり，またそれは，こ与にありますような評議員からの

推薦のあった方，医師免許証取得後 10年， 手の外科経

験 10年，それから最近 5年間における業績 3篇以上，

こういうようなものですが，大体この履歴書を拝見しま

すと，初めて手の外科の報台をされてから 10年，と い

うところに少し難色のある方もなきにしもと思いますけ

れども，大体この基準にははいっていらっしゃるように

思いますので，いかどでしょうか.この方々をご推薦申

→ 

表 4

1974年 11月

1 歴代会長

第 I回天児民和

第 2回水野祥太郎

第3回岩原寅猪

第48 河野左宿

第5田中自木大治

第 6凶児玉俊夫

第7凹佐藤孝三

第 8凶諸富武文

第 9回片山良亮

猪

宙
寅
左

原

野

岩

河

a
毛
利

亮

A
E

民

良

誉
旧
ん
山

恥

天

片

。，“

3 現評議員

青池勇雄

阿部綴

池田亀夫

伊丹康人

伊藤鉄夫

上羽康人

太田良笑

小野啓自11

河!JlII文一郎

小谷勉

小林品

局啓吾

鈴木良平

田島達也

津下健哉

鶴Ill~代志

鳥山貞宜

中川 J[ 

西 新 比1)

JJlA部奨

藤本態司

本川広俊

丸 毛 英 二

水谷兼対

宮本孝男

森益太

矢部総

山根宏夫

赤星義彦

有原康次

池谷 JE之

伊藤京逸

井上陣

内西兼一日11

大恨田恒雄

柏木大治

来須正男

児玉俊夫

斉藤哲夫

白須倣夫

1'，可岸直人

J~ 井 達二

土屋弘吉

東~阜修治

富永通裕

中国T謙吾

内 l五篤人

福島正

藤原朗

前之国三日11

松崎昭夫

宮城成圭

光安元夫

諸富武文

山内俗雄

渡辺好博

第 10["1 伊藤鉄夫

第 111"1 津下健裁

第 12[!.!l津山直 一

第 131"1 上回文男

第 14]]小谷勉

第 151!.!.1回烏達也

第 16悶西尾篤人

第 17凶伊丹康人

上回文男

水野祥太郎

亦tJUl治

猪狩忠

石因究友

伊藤忠厚

磯部鋭

江川常一

岡田正三

川島弥

古賀順一

近藤鋭矢

佐藤孝三

鈴木勝巳

高瀬武平

日沢晴夫

津山直 一

豊島泰

永井三郎

J壬尾悌夫

野崎寛三

!除 凹晋也

星秀逸

Jiii山 巌

三1iI11盗行

宮崎淳弘

室 凶景久

諸橋政植

山凹愈吾

しあげてはと思いますが，ご異議ございませんでしょう

か.ございませんようでありますれば，拍手を願いたい

と思います.

〔拍手〕

ありがとうございました では，この方々に評議員に

なっていたピくようにいたします

それから評議員につきましては，コミは 3年間評議員会
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ます.

今回名誉会員の推薦がと'なたかございますでしょう

か.ございませんければ，また次期会長さんにひとつご

検討をお願いしたし、と存じます.

それからもう 1つは，各種委員会の設置の件ですが，

これはフ ェデレーションの問題と関連しまして，どうも

日本では代表がきまってない 諸富教授が何回かおいで

になる，それから田島先生，小谷先生，たくさんの方が

入れかわり立ちかわりおいでいた X いて，最近は田島先

生が何回かおいでいた工いて， したがって，凶島先生の

ところに辿絡がくるというようなことになっております

しことしは山内先生にいっていた工いたと，こういう

ことになっているのでごさいますが， どうも少しいろい

ろな点で， 事務的な問題でも因りますので，なんとかお

1人というわけにちょっといきかねると思いますので，

デレゲート団を作ってその団長をきめていた x きまし

て，その方がお世話をしていた X くというふうなことで

はいか Xでしょうか なにかそうしませんと，いつもこ

れが問題になってことが運んで‘いきません.デレゲート

団というふうな考え方，なにかご意見がございましたら

またお聞かせいたどきまして ・・ では，ご意見がござ

いませんければ，デレゲート団を作って，団長をきめて

お願いするというふうにさせていたにいてよろしゅうご

ざし、ましょうか.

表 5.

A 評議員選出規準

l 現評議員から般薦があったもの

2. 医師免許取得後 10年以上

3. 手の外科経験後 10年以上

4 最近5年における業績 3 :ei以上

B 評議員候補者 推薦者

l 小川亮恵医師免許昭和33年森 益太

2 立沢再利医師免許昭和37年諸 宮武 文

以上 前年度よりの申し送り として，

3 石井市 ー 医師免許昭和37年怯 肝誠 夫

4 阿部 JE隆医師免詳昭和37年猪狩 忠

5 南条文Ilil医師免許昭和33年洋山直 一

C 物故評議員

島啓 71 伊IE事京 逸

。評議員辞退者

川島弥 永井三郎 本川広俊

表 6

次期会長被推薦者 (アンケートの回答より〉

1日:H 忠教授 6梨 土屋弘吉教授 I柴

I~ 井達二。 も" 宮崎淳 iJLグ 11/ 

白木虎吉。 2 1/ 河屯11文一自11 1/ lλ 

池田亀夫 H 2 11 森崎 :青木 ρ 11/ 

ifh岸直人か 2 // 鈴木良平グ 11/ 

矢部 裕 ρ 21/ 若草 益太グ 11/ 

鳥山貞宜 1/ 11/ 来型f修治グ 1 1/ 

小野啓郎か 11/ 

投票結果

猪狩 J也教授 26巣 土屋弘吉教凌 2票

I井達 ニ グ 17汐 iT木虎 17グ 11/ 

池田亀夫グ 6 1/ 小型f啓郎グ 1 1/ 

矢部 裕 ρ 2グ 東野修治グ 1 1/ 

をご欠席になりますと，評議員からはす.されるというよ

うなこともございましたり，また，いままでの評議員会

の中で実際に手をやっていらっしゃる方を評議員にすべ

きだという考え方と，それから手の外科というものは，

1227 

〔拍手〕

では，そのようふうにさせていた工きます.

それで突は，これは私個人の考え方ですが，いままで

諸富先生は大分前に何回かおいでいた Xいて，大変ご苦

労いた父いたのですが，最近では田島先生，津下先生，

山内先生という方にご足労願っておりますが，新会長の

ほうでさらにまた適当な方をお選びいた立いて，団長を

その委員の方のなかて、お選びいたどいてというふうなこ

とではないか Xでしょうか.

〔拍手〕

vr↑L
lF1
「
ト
FK

整形外科のなかでは大きなサプデビジ 汀ンの 1つである では，どうぞお似し、し、たします

か仏教育問題もあるので，教育機関の整形外科の主任 それからこのデレゲートの出張貨ですが，11:1張費も開

教授は，全部この評議員にしてほしいというような立見 催される場所によりまして，いろいろ高かったり安かつ

もございます たりということになると思いますが，いままで一度です

新設大学がたくさんできてきておりますしそういう か，お支払いしたことがあるようですが，お支払いして

ところにおきまして新しく手の外科の教育という問題を いないのに，初めから全額とし、うわけにもなかなかし、か

考えますときに，こうし、う問題もまた今後頭において考

えていっていた Xかなくてはならぬ問題かと存じます

が，このへんのところは次期会長さんにお願し、L、たしま

して，きょうはこのへん終わらせていた Xきたいと存じ

ないでしょうが，片道だけでも学会のほうから補助をす

るというふうなこと なんだか今日の西尾先生の会計報

告を拝~しますと ， そのくらいは出るのではないかとい

うような感じもいたしますが， ~、か工でしょうか 半額

十ー

ドー
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を差しあげるというようなことでは・・・ . 話しいた Xけますでしょうか.今後のあり方につきまし

諸富 会計の問題もありますし，それからまだいろい て，どういうふうにしたらいし、かということをお話しい

ろの意見をもっておられる方もあると思いますので，そ たどけますと

う急におきめにならなくて，米年あるかどうか知りませ 野崎 私，この 2年前日本医師会の社保委員になり，

んけれども ・・・ ・ 来年はどうですか.山内さん，あるん 今回の医療費改訂に際しまして整形外科はもちろん，手

ですか. の外科， リハビリテーション，それから形成外科な どの

山内 SICOTというところで…・・・ 面に関していろいろ提案してまいりましたその一部が

諸富 あ Lいうついでのときはまあいいんですよ.そ 今回の緊急改正に取りあげられましたが，種々の事情で

うじゃなくてするときが困るんです.だから，ケース ・ 佐藤孝三先生にノミトンタッチをいたしすべていままで

パイ ・ケースでいろいろあるわけですから，もう少しお 佐藤先生にご相談申しあげて発表しておりますので，ひ

考えになって，次期j会長と西尾先生あたりで考えられて とつ佐藤先生の方からご報告願いたいと存じます.

はいか工でしょうか 佐藤 野崎先生，大変うまいことをおっしゃるもので

会長 いま諸富先生から，いろいろな関係があるので すから ・・ 私は新参でこれからと思っておりますが.

慎重にというお話ですが，ではそういうようにさせてい いままでも神条川県の場合は，日整会のほうの社保委

た工きたいと思いますが， ¥，、か Xでしょうか. 員会で，手の外科のことはできるだけ組み入れてやって

〔拍 手〕 まいったつもりです.今後もなにかありましたら，でき

圃 では， l_e~長伎の問題につきましてはそのようにさせて るだけのことはいたしたとと思います.

いた工きます なお，外科系の社会保険委員会では，手術の問題，特

それから次に，用語の問題です これは日整会の総本 に手の外科では手術が問題になりますが，いろいろな案

先生のほうから，いろいろの手の外科に関する用語をな を作っております.従来，手の外科が一般の外科の先生

んとかきめてくれというお話がございました.しかしこ にどんどん行なわれていました時代，水町先生の時代で

れもなかなか大変な問題で，こちらのほうに用語委員会 すが，あまり高くすると乱用されるおそれがあり，患者

ができておりませんので，返事を申しあげるところまで さんが被害をこうむるであろうということもおもんばか

に手の外科学会としてはいっていない，したがいまし って，あまり点数をあげないような傾向がございました

て，早急にこの問題について取り組むようにしますか が，最近のようにだんだんスベ、ンャライズしてくれば，

ら，という返引を差しあげております.どうぞ次期会長 当然スベシャリストが行なうものは，それだけの価値を

のほうでご配慮をお願いしたいと思っております. 認めてもらう方向にゆくべきだと，これは原則でして，

それから次は， 学会雑誌の件ですが，これは代々の評 そういったブ1向で，いまいろいろと検討中で ございま

議員会議安録をみますと，はっきりしないま Lにいろい す それだけを申しあげておきたいと思います.

ろな英文がi上lされましたり日本交が出されましたりして 会長 どうもありがとうございました

きておりますが，このへんで一応検討すべき時期にきて ほかに議題としまして，会費値上げの件がございます

いるのではないかと思いますー段近では，学会雑誌の発 が，これは学会誌を出すかどうか，あるいは先ほどのデ

行は大体その学会自体でするという趨勢になってきてお レゲートの旅費を:Bすかどうかなどといったいろいろな

りますので，年 1回手の外科学会から発行するというよ 問題がからみ合いまして，早急にきめかねると思います

うな形も，今後検討すべき問題ではないかと思います ので，次期会長にお願L、L、たしたいと思います

これは毎阿の評議員会て‘問題になっている点ですので， それで大体今日の試議員会を終わり たし、と存じます

次期会長のほうにお願L、し、たしましてお取りあげいた X が， 5荷狩新会長にちょっとごあいさつをお願いしたいと

ければと思っております. 存じます.

次に社保の{tjニでございますが，これは野崎先生，佐藤 猪狩 ごあいさつを申しあげたいところでございます

先生といろいろご努力なされてきた点でございますし， が，実は私ごとですが，ちょっとイタリーにいっており

また，手の外科学会のほうの評議員の方も，日整会のほ まして，帰ってきたらすぐ出てこいという会長さんのご

うの社保委員にはいっていた Xいておりますので，予の 命令で，まだ頭の中が混乱をいたしておりましてポ一つ

外科学会のほうの考え方も十分反映されているとは思い としておるところでI-!-'，てきたということに相なりまし

ますが，このへん，野崎先生か{J，:)族先生，少しなにかお て，ほんとうに狂乱をいたしているところです.せっか
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くですので，できるだけ努力をしてみたいと思し、ます.

たどいなかのことですので， 2年たちますと新幹線もで

きます.それから自動車の東北道路も完成しますので，

あと 2年たったらとは腹の中では思っておりましたが，

またそうし、う機会もごさ手いますでしょうから，道路がで

きたあとと前とひとつごらんいた Xくつもりでお出かけ

をいた Xければ，大変ありがたいと思L、ます.

たXいまいろいろのことで出てまいりました諸富先生

や田島先生，あるいは津下先生，i$山先生，それから脱

会長，それから西尾先生の方々のご指導をいたどきまし

て，できるだけ努力してりっぱな学会に盛りあげるよう

に努力してまいりたいと思いますので，ご協力のほどお

願い申しあげます. (拍 手〕

会長 どうもi時間の関係でかけ足です Lめてまいりま

したが，なにか特にご発言 しておきたいとお考えの方ご

ざいませんでしょうか.

野崎 会費値上げの件....

会長 会費値げの{牛は，先ほどの会計報告の話ではな

んだかとんとんのようなのですが，デレゲートの旅費で

あるとか，あるいは学会誌をどういうふうにするかとか

いうような問題で，値上げという問題が出てくると思い

ますので，次期会長にお願いしたし、と思し、ます.では，

よろしゅうございましょうか.

では，これで評議員会を終わらせていたにきたし、と存

じます. どうもありがとうございました
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〈一般演題〉

1.裂手27例の検討と考察

多国浩 一 江川常一 堀木篤 泉類博明*

表 1 症例一覧表.裂手についてはその分類，奇形発生学的な位置づけ，

治療方針などについて多くの報告がみられるが，いまだ

定説をみない 大阪大学整形外科において昭和 36年以

来，13年間に経験した裂手は 27例， 41手である.その

内分けは両側例 14例，片側例 13例， 男子 18例， 女子

9例である(表 1). 各症例のX線像を検討してみると

いわゆる裂手のなかにもいろいろのタイ プがあり，それ

ぞれ発生学的な態度を表わしているものと考えられる.

No氏名 | 年令 |性 |腕 |分類 |裂足 |手術年月日

分類 (図 1) 

Type A: 13手.第 3中手骨の全欠mがあり， 他の中

手骨および指節骨は正常のもの目

Type B: 3 手.第 3 中手;I~ の 全欠加が あ り， 第 2，

第4中手骨およびそれより distalが太いもの この グ

ノレー プは本来第 3中手骨の要素が第 2列または第 HIJへ

移行してしまったものと考えられる

Type C: 5手. Type A と typcB の中間型で第 3

'1-'手'庁が第 2および第4中手骨に移行している途中のも

のと考えられる.第3中手骨はV型またはY型をなす

Typc D: 3手 第3中子骨には ほとんど欠損をみな

いが，基節汁の態度が合指症的なもの

Type E: 4子第3中手骨は本来の位置にあり MP

より distalの欠損したタイ プである

Type F: 3手.第 3中手骨は第 4列あるいは第 2列

へ傾き MP関節では 3つの骨で関節を作っている. さ

らにその基節骨より distalは太くなっており， 骨性合

指症的な態度を示すもの.このタイ プの裂手については

丸毛らが第 16回日本形成外科学会において発表してお

り，骨性合指症と断定すべきか裂手とすべきか問題を提

起している.

Type G: 6手 Type F とよく似ており， 第 3中手

骨は第 2または第 4列に傾き， 薬指または 示指の MP

関節で JOIntを作って いるが， それよりも distalは太

くないものである

Type H: 3手 Cross-boneの存在するものである.

* K. Tada， T. Egawa (講師)，A. Horiki， H. Semrui 

大変大手陰惨ヰ科

1 T.K_ 

2恥1.N 

3 Y. N 

4 U.H 

5 H 0 

6 Y. K 

7 J . 1 

8 0.0 

9 K. T 

10 M. 1. 

11 K.U 

12 M. S. 

13 T. T. 

14 T. K 

15 T. T. 

16 S. N 

17 H. Y. 

18 N. 0 

19 S. Y 

20 S. 0 

21 K. T 

22 T. 0 

23ルI恥f

24 H. T 

25恥1.T. 

26 H. T. 

27 M. 0 

6 6/12 

3 8/，2 

9 

4 '/'2 

111 /，2 

3 3/，2 

2 7/，2 

6 

9 

1 

6 8/，2 

7'0/'2 

610
/，2 

13 

10 

10 

511
/，2 

29 

28 

18 

11 

3 "/'2 

14 

5 

15 

色 右 F (ー)

8 右 E (ー) 1971. 12 

♀ 右 F (一〉 1968. 1 

♀ 右 F (ー〉 1971. 1 

色 両 右E (+) 1973. 9 
左E

色 丙 右G (ー〉 1973. 10 
左G

8 右 H (一) 1973. 9 

8 右 C (ー) 1973. 3 

♀ 両 右C (ー) 1967. 3 
左A

色 両 右A (ー〉 1974. 4 
左H

2 右 A (ー) 1974. 4 

3 右 A (ー〕

色 両 右D (ー〕
左C

8 両 右A (-) 
左C

g 両 右H (一)
左G

色 両 右A (ー)
左A

8 右 G (ー〕

8 両 右A (+) 
左D

♀ 右 G (ー〉

8 左 (ー〕

8 右 B (ー) 1974. 4 

♀ 両 右 A (ー)
左A

8 両 右A (ー) 1972. 9 
左E

8 右 C (ー)

宮 両 右A (+) 
左A

♀ 両 右G (一〕
左D

8 両 右 B (ー〉 1961. 4 
左 B



一般演題 1231 

¥7円
a b. C. d. e. 

f. g. h 

図 1.X線所見からみた分類.

このタイプのなかには中手骨の全欠損するものから，中

手骨が正常にあり， その他に cross-bone がみられるも

のがある

Type J: 1仰1外観上は裂手を豆:するが， 発生学的

にはどのようなことが起こったのか判断不能なものであ

る.以上を総合すると発生的な立場から裂手を 2つに大

別して考えたい.

1) Dcvelopmcntal arrestと思われるもの…・・・

Type A， E. 

2) Disturbance of differentiationと忠われるもの・・

Type B， C， D， E， F， G， H. 

手術所見 (図 2)

2，第 471Jにl波線維を出し連絡している.屈筋艇はさら

に興味深く IJミ指屈筋!健に一部 員brousな連絡をもつ

が，大部分の脱線維は示指{中筋腿と連絡している.

Type C:イIj'筋胞は:1酎行のそれと連絡をもち， 停止部

はZf~側からまわってきた屈筋艇と loop を形成してい

る.屈if1J艇も同燥の態度である.

Type E:屈筋l舵， 11j'筋j院ともに他の指の艇とは連絡

をもたず， MPのレベルで arrestが起こったと考えら

れる.

Type F: Type G も同様の子術所見を'1する 中指

の屈筋!比伸筋腿ともに薬指の)院と 自brousな述絡をし

ながら，一部の腿は屈筋艇とや1'))万艇とで loopを作って

手術を施行したのは 13例， 18手であり，そのおllow いる

up期聞は最短 1ヵ月 から辰長 12年， 平均 3'9二2ヵ月 Type H:屈筋腿 ・仲筋腿ともに仁1"'手骨骨]iJ(の部で停

である. 止しているが，示指の原筋腿 ・仲筋舵と連絡している

Type A:手線骨の遠f立端において屈筋!比例l筋)胞と 以上の手術所見を総合してみると， X線像と屈 ・仲筋

もに停止しており， 仲筋腿は示指，薬指のそれと!段状に 艇とはそれぞれ同じ態度を示すことがわかる.したがっ

連絡しているが，屈筋腿は他の指の臆とは連絡をもたな てX線所見によって，裂手の大体の艇の走行を鍛定し，

い. さらに予後の判定，手術時期の決定などの参考にできる

Type B:仲筋腿は CM 関節部で停止しているが，第 ものと忠われる.
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手術方法および成績 追加 中村(順天大整形)

著者らの行なっている手術方法の要点は以下の 3点で 裂手の治療では形態異常のみならず機能異常に注意す

ある ①皮膚の design;示 ・薬指聞の広l何'弁を利用し， べきと考えるが，演者はどのようにしてておられるか.

皮膚縫合はZ形にする. ② Transverse metacarpal lig 私の例では 4才，女児，左手で，環指~小桁間の裂手

を自家腿を用いて再建する.③母 ・示指の皮府形成;z- で，裂手としては軽症であるが，球 ・小指に驚手変化を

plasty，術後 followupできた症例は 13乎であり， そ 認めた.このような場合皮府形成と同時に問問筋の再建

れについて術後成績を述べる Pinchのパターンは手術 術を要する.

例において 13手中 11手に正常の母 ・示指聞の pinchを この例では環指，浅指屈筋腿を用い， この!陀を 2分

獲得している.しかし非手術例においては 13手中正常 し，一方を環指尺側，他方を小指焼側それぞれのlateral

のパターンを示したもの 6手， 示指 ・薬指聞の lateral bandに移行する方法をとった. 術後 2ヵ月半で，鷲手

pinchを行な うもの 3手 ， そ の ほ か 薬 ・小指聞の 変形は消失し小指の内転が可能となった.

pinchなどの異常なパターンを呈するもの 4手がみられ 質問 倉田(広島鉄道病院整形〉

る.術後の示 ・薬指聞の開きについては第 2および第 4 Birch J ensenは 42%， Barskyは 16% に遺伝関係が

中手骨は良い位位を保っており， 12年間の長期間にわ 認められたと報告している.我々は 44例 63手の裂手を

たる followupにおいても聞きすぎはないが， 指先の 経験しているがそのうち 2例 (5.4%) に遺伝関係が認

聞きすぎが 6手に残っている.術後残存している変形と められたが，巡伝性の認められた症例があったか.また

しては PIP関節における radiald巴viation が 13例中 染色体学的検索をされているか.

9{日jにみられ， 年長児では関節面が俄側へ傾いているの 木野(名大分院整形〉

がみられる.これについては intrinsicmuscleの問題， 右手に congenitalconstriction band syndromがあり，

collateral lig. の問題， PIP関節自身の問題など種々の 右足に裂足を合併した(中足骨 6本)症例を経験して

要素を含んでいるため，その成因については断定はでき いる このように減形成 (congenitalconstriction band 

ない.今後これに対する手術方法を検討しなければなら syndrom) と過形成の症例の合併はなかったかおたづね

ない したい
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回 答 多聞 3)広島鉄道病院 ・倉田先生へ:①遺伝関係のみら

1 )名大分院 ・木野先生へ :演者らの症例のなかには れたものは 2例であり. 1例は兄妹問. 1例は祖母 ・孫

紋似輸を伴うものはみられなかった 紋犯輸は発生的に 問である.②染色体の検索は行なっていない.

は focaldefectとして分類されており，裂手とは発生的 発言 丸毛(慈大形成〉

な態度が異なるものと考える 1)我々も30数例に及ぶ Spalthand を経験している

2) )1領天堂大 ・中村先生へ:Intrinsic muscleの欠損 が，そのうち 3例に家族発生をみている

や形成不全は裂手においてよくみられ，そのために講liIi 2)演者発表例中 Spalthandに分類するか. Ossare 

中に述べたごとく. MPJまたは PWJ での deviation Syndaktylieに分類するか困難なものに対しての考え方

が起こるものと考えている.しかし現在のところ，その については最近の形成外科雑誌に発表したとおりであ

再建手術などは施行していない 今後対策を検討しなけ る.現在私はこの奇形は Spalthand に含めたほうがよ

ればならないと考えている いと考えている.

2.上肢の血管性腫湯の経験

高杉仁 赤堀 ifi 菊iJl以行*

血管性腫湯は日常の診療においてしばしばみられるも

のであるが，その分類や発生については統一されたもの

がなく混乱している 今回過去 10年間に岡大整形外科

および関連病院において経験した上肢特に前腕より手部

に及ぶ血管性腫蕩 22例について検討し報告する.

血管腫 17例，動!i1'脈jJ1l3 {JIJ. 血管筋腫 2例で， 男子

7例，女子 15例である 血管腫といっても，整形外科

とし、う立場から母斑といった表在性のものは含まれず，

皮下またはより深層に及ぶものが対象となる.すべて上

肢に限局したもので，全身的なものの一部としての上肢

の症例は含まれていない 年令は 7ヵ月より 62才まで

で，患者がなんらかの異常に気づいたときを初発年令と

すれば，出生時より 52才に及んでおり， 血管筋腫の 2

例lを除けば，その 75%のものが生後から 15才までに発

jJしている.

分類は広くは病理学的所見に基づく諸家のものがし、

ろいろ用いられているが，我々が主として扱う皮下また

はより深層に及ぶものについて，主として血管造影の所

見をもとに，動静脈痩の有無により，血管腫と動静脈彼

* H. Takasugi:岡山大学一盤形外科; O. Akabori: 岡山済
生会病院整形外科 (~700 岡山市伊稿町); M. Kikuyama: 
岡山市民病院整形外科(<<!f，700岡山市天瀬32).

の 2つに大別し，その治療方針，予後について検討し

た すべて手術的療法のみを行なっており，保存的療法

は行なっていない

血 管経

男子 4例，女子 13例で，手部に限局するもの 10例，

発生部位は皮下 15(91). 筋肉内 2例で，筋肉内の 2例は

方形回内筋と上腕三頭筋にみられたものである ほX完

全に摘出したと思われるもの 15例， うち l支府移縞術を

併用したもの 2例である. この 15例のうち 1例にとり

残しと思われるダイズ大の腫癒をみるものがみられた

が，ほかに再発はない 経過観察知j問は最長 10年，最

短 1年である.部分切除にと xまった残りの 2例は，い

ずれも前腕の照側皮下および屈筋聞にびまん性にみられ

た的脈状J([l管)匝で、あるが， 術後 10年および 3年 9ヵ月

の現在，軽度の腫脹を残すが，地恵の傾向もなく機能障

害も認められない X線上の所見としては，静脈結石の

みられたもの 2例，部分切除に終った 2{ylJでは検骨ない

し尺'f'1'辺縁の不整がみられ，また，方形囲内筋より発生

した症例lで尺骨末端部の斑状骨融解像がみられた.

症 例 20才，女子.14才ごろ左手背に無痛性腫癒

があるのに気づく. 16才ごろより母指球にも腫癒をみ

るようになり，圧痛を生じてきた.動脈造影では主要校

，_ 
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との連絡はみられない 腹癌は皮下より手固有筋の間に

あり，短母指外転筋と屈筋の聞を手掌に広がっていた

術後8年 8ヵ月，示中指間にダイズ大の取り残しと忠わ

れる腫熔がみられる.

動静脈獲

3 O1Jあり，すべて男子である.

症 例. 5才生後3ヵ月ごろ，左肘部より前腕，母

指球部にかけてびまん性の腫脹と肘部，母指球部に圧痛

あり 上肢長に差はない.血管造影にて肘部と母指球部

に動静脈波を認める 肘部の動静脈撲の輸出入動静脈を

求めて，これを結殺しようとしたが発見がむずかしく，

皮内皮下より深部組織に及ぶ血管腫を可及的に切除し手

術を終る.続いて母指球部の手術を予定しているが，将

来増悪してくるものと考えられる.

症 例 28才 3年前より左!!rn指聞に指頭大の腫

癒あり，他医にて手術を受けたが，その後::;}，に増大し小

児手拳大となる 母指内転筋と第 1'叶間筋の間にある血

管腫は一部搬痕化しており一見として摘I-Uした. 5年 3

ヵ月後の現在，再発や機能障害をみない

症例 12才 5才のころより右中指の屈似IJに腫脹あ

り，左中指より少し長いことに気づいた.動!狩脈波あり

摘出術を施行したが，出血が強く指動脈の結当与を行な

い，このため指尖と屈側の皮膚の嬢死を生じ，有茎皮府

移値術を行なう指の短縮と可動制限を残す

考察と結語

治療に|渇しては，限局性の血管腫は，血管造影所見の

もとに，手指の機能障害を残すことなく完全に摘出する

ことができる.同時に皮内にも血管腫のみられる例など

も，皮!町移植術などを併用すれば可能である しかし深

部組織にびまん性に広汎にみられる血管麗は，その切除

によって機能障害を生ずるおそれがあり，存在する障害

の状態，予後を正しく判断し似重に切除範囲を検討す

べきである しかし強いて完全摘出を行なわなかった 2

例のように，腫脹 ・疹痛など改善をみており悪化もみら

れていない

これに対して一方，動静脈疲の場合は， 主幹動静脈聞

に短絡をつくっている限局性のものは，機能障害を残す

ことなく治癒せしめることが可能であり，また理論的に

は， IliIJ血行校を狽傷することなく輸出入動静脈を結査とす

ることにより治癒せしめ得るはずであるが，手において

は血管分布が複雑で，術中その滞を正しく探して適確な

処置を行なうことは困難なことが多いと忠われる.特に

多数の動静脈痩があり，それより末梢部に広汎なJ(ll管腫

のみられる場合は，血管造影によってみられる動的脈法

のある部位も手術時に発見がむずかしく，血管!座長l体も

広汎で切除が困難であり予後は不良である.術後変形や

機能障害を残したり，切断を要する場合も考えられる

以上整形外科的に日常扱かう血管腫について，基bi'絡脈

桜の有無により 2大別し，そのおのおのについて検討し

た 動静脈楼が局在せず，末梢に血管麗のみられる場合

は，恨治はむずかしく，末梢部のI血行，手指の機能を供

量;に検討して治療すべきである

3，白ろ う病の newdi百erentialblockによる治療と

その臨床的意義

寺 I1-J万郎 小出切徹太郎 萱場訟郎

大塚訓点 絵 :)1 猛 山岡弘明*

我々は，細い神経線維ほど局所麻酔剤にブロックされ

やすい性質を利用して，和Il、神経を不可逆的にプロ y ク

ホ Y.Terauchi， T. Odagiri， O. Kariba (麻僻科):N. 

Otsuka， T. Matsui， H. Yamaoka (整形外科j 灯州大

学格形外科

する，いわゆる Di汀erentialblockを試み，成功したの

で報約する 使用薬剤は7!?性の強い局所麻酔剤 Dibuca-

ine (Percamin)を用いた. 方法については昨年の下の

外科ヴ会，整形外科学会等に報侍したので省略する ノ〉

1"1我々が経験したi'Iろう病の治療症例を報告し介わせ
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て，この白ろう病の治療がもっている臨床上の重要な意 硬膜外麻酔療法後，この疹痛の部位がはっきりしてくる

義を明らかにすべく，検討を試みたのて‘発表する ので，局所ブロァク療法の併用がしやすくなる この現

方 法 象は治療により，局所のC線維優位の状態がいくらか緩

使用薬剤および方法は，原則的には昨年本学会で報告 和したためとも考えられる.昨年本学会において，痛み

したのと同様である.た工し今回は重症者では頚，腰部 がとまるためか握力はかえって強くなる場合が多いと報

の 2ヵ所から硬膜外に持続カテーテノレを入れ頚胸腰部を 告したが，その後の結果からみて，痛みと関係なしに筋

広くプロックする.注入はそれぞれ 1日l同で十分で， カ乃上昇がみられることがわかった.その顕著な 1例は

治療終了前の 1~ 2週間は 2日に 1!交の注入とするとき 硬膜外麻酔前の握力は 16kgで麻酔直後民ブJは低下し

もある 治療期聞は 4 ~ 6 週間と長くなっている 返院 たが，数時間後は 44kgとなり，麻酔の影糾がとれる

後，症状に応じて硬膜外麻酔や局所のブロックを繰り返 につれて極力は再び低下してきたが，もとの 16kgま

す.この場合 1% Xylocaineで， しかも 1~ 2週間に

1度でよい.

症例

症例はま1-5 17IJで， うち 3例はチェンソーを使用して長

期間伐採の仕事に従 'J~ し，労働不能の状態にあった.こ

れら 3;r，ともに労働'1'Jt~後も症状は毎年増悪を続けてい

た 第 4例は労働'-1'止勧告に従わず，チ ェンソ ーが重く

てもつことができなくなってから来院した.第 5例は女

性でメIj払機使用で発病した 両手，両足に白ろう現象が

みられたが前記 4例と比べると軽度である〔た工し，白

ろうがJの一般的分~iでは重症群に属する).

チェンソ ー使用の 4名にみられた症状を列挙すると，

修痛 (C線維性)，シビレ， 知覚異常(温覚低下， 痛党

低下等)，血管運動障害(四肢のレイノ一様症状， 他全

身的)，発汗異常， 栄養障害， 四肢の運動障害，筋力低

f，筋盤整，頭痛， %t聴，耳鳴，不|民，その他 l例には

腹部膨満，便秘，狭心症様症状もみられた.治療巾およ

び治療中止後，これらの症状はすべて緩解したが，特に

疹痛，知覚異常，1血管運動障't-4，筋))低下等に著効がみ

られた. 2例は治療終了 l年後も治療 lìíj より症状は改~

していたが，本今一 2Jj， ITf!l'l'の治療を試みさらに軽快し

ている.他の 3仔IJも同様に軽快，特にl{同lはほとんど1!眠

症状となり， j自の職業に従'hしている.

考 察

11ろう荊の多彩な佐状は昨年本学会て、報告 したごと

く，木村'1神経担i傷のためC線維優位になった状態と考え

るとJm解しやすい

1f1症者ほと持病状は全身に広がっている 腕を冷しでも

手のCIろう現象は生じにくいが全身を冷やすと，手の白

ろう.w.象が生じやすいのは， 白ろう病患、者の tnggel

pOll1lが全身的であることを示 していると思われる.

I~I ろう病の疹痛の特徴は神経生理学の分野で無髄神経

である C線維が伝えるとされている悠痛の特徴そのもの

である.その 1つとして局在感の|凌昧さがあげられる.

ではさがらず，退院時には一定 して 30kg以 上の服力が

みられた

すべての症例に四肢のだるさの消失や減少，筋力の増

加，手足の動かしやすさ等が認められた これは細い神

平=

.x ~ 

J，，)麻市IJii人

H年r.t]

図 1.硬膜外麻酔後にみられた白ろう病4包

者の握力の変動.

経線維が痛みだけでなく，四肢の機能にもI)!'j係が深いこ

とを物語るものである 図 1に示すごとく ，使朕外麻酔

後の筋力の変動は，まず麻酔が深くなるにつれて筋力が

低下し，その後，太い神経線維が麻酔から醒め，細い神

経線維には麻酔の影響が長時間残ったため，筋力が上昇

すると考えられる.筋カの増加が細い線維の プロックに

起因するという我々の考え)jからすると，麻酔のか L り

始めに紺!¥，、神経線維のみがブロックされているl時期に一

過性の筋力上昇がみられるはずであるが，これは短時間

で，麻酔の広がり方や，効き方に差があるのでこの時期

の筋力上対はつかみにくいと考えられる.また，細い線

維のみプロックする低波度の局所麻酔剤を用いれば筋力

の上刀のみがみられることが怨像され得る.この図 1が

示すことは重要でト，他の筋力低下のみられる疾患でも，

この現象がみられたら，神経ブロックによる治療の可能

性をもっと考えられる.腹部膨満や狭心症様症状も重症

者にみられることがあり，我々の治療により，これら

の症状にも改普が認められる このように不可逆的な

Differential blockにより， 白ろう病の多彩な症状のす
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べてが軽快するということはきわめて興味深い. 外麻酔後，図 1の現象が見出された，治療した筋委縮性

結 語 側索硬化症の 1例は治療終了時点で握力が右 2kgが 11

我々の白ろう病に対する治療体系は疹痛や循環の改善 kgに，左 1kg以下が 4kgと改善ーした. この結果は

のみでなく，四肢の機能や筋力の回復にも有用であり， 筋委縮症の発生に関しでも新しい見方が必要なことを示

他の多くの疾患に対しても適応をもっと考えられる している.なんの治療法もなく，希望のない日々を送っ

追加 著者(寺内)により筋萎縮性側索硬化症や進 ている筋萎縮出の忠者のために，早急な追試，検討を希

行性筋萎縮症，その他原因不明の筋萎縮症の患者に硬膜 望する

4.偏麻庫産性手に対する手術

一一(第 1報)手掌部における神経ブロ ックについて一一

回 '1'lIi'f人 野島元雄 藤井充

別府靖紀 松家豊*

産性手の再建手術に関して，その適応，術式など，手if!

純論議され，特に偏麻痔による産性1三は，病態の多様

性，上肢の連合反応および共同運動などのため，きわめ

て困難な場合が多い.

この際， W芯、すべき点は，このような産性手は，指固

有筋のj.!s縮，退縮が手指の原伸機能の随意性の発現阻止

に大きな役割を演じているものと考えられる.そこで，

我々は，か Lる観点から，上述産性手の産縮の寛解をは

かり，訓練プログラムを円滑に遂千Jさせる円的で，

Braun (1973) らに準じ 子学部で フェ ノーノレブロッ

クを施し，同時に手掌部を拡大するようにした. 以下

12症例につき， 術後 3~6 ヵ月を経過した現在，その

成績の概要について報告する

症例は，脳血管障害による侃麻iu{j主性子 12ffE例で，

発作後 1 ~4年(平均 1 年 4 ヵ月〉を経過し，年令は，

37~71 才(平均 59.0 才)， 性別は， 男子が 9t日IJ， 女子

3は例て-あった.

術前における病態は， Brunn Strom Slage 3~6 に属

し，手，手指関節には，産性手にみられる典型的な屈曲

jA縮，母指には，内転拘縮が認められ，これらの半数近

くに軽度の知覚障害が存在した(友 1) 

* H. Tanaka， M. Nojima (助教授)，T. Fujii， Y. Beppu: 

徳島大学整形外科 Y.Matsuie: 国立徳島療護所 (<J!，776

麻他市鴨島町敷地1354).

子N，j法は，手学，'mに横切開を施し正中， )込'[I'判1'*手ーを
露 11\し，低波度フ ェ ノーノレ (2~4 %)溶液を約 2ccず

つを，それぞれの神経翰内に的確に注入して，同時に原

筋文裕，長4主筋を切縦し手掌管の拡大をはかった

術後は，程度学原位にて，ハンドボーノレを把握させ

て，直ちに機能訓練を開始することを原則とした.術後

における成績判定には，術後約 2ヵ月を原則として疫縮

の1iM，手J行Jm11j'に関する随豆;性の発現を 主体とし，

A.D.L機能の改訴に加えて総合的に判定し， 図 1のよ

うに，著先b，イf効，不変の 3段階に分けたが，術後の成

績は，著効 3{yIJ，有効 6例，不変 3例であった.

さて， 著効 3例は， 前述 stage5以上に庇していた

が，指図七百万には， jr[縮が著明であった

しかし忠者の生活志、欲も旺盛で，知覚障宮も欠如

し，術後は，手の基本的動作 (pull，release， grasp)を

中心とした機能訓練の結果， 2ヵ月内外で，そのいずれ

の症例もが，jA縮の寛解がみられ，母指，手mill.!動の随

立性が発現し， A.D.L.機能の改善が得られ， ドアのノ

フ'操作ができるようになった(図 1a，恒例 11) 有効

6例のすべては，上述 stage3~4 に属し， 上肢におけ

る共同運動も諸められ，その前方への挙上運動が比較的

良好で、あった.術後は著効例に比し，母指，手，手指関

節の佳紛のJ'l )o/~皮は劣り， しかも緩徐であったが，術後

2ヵ月ころよりほとんどの症例に粗大物保持把握が可能
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表 1.

I WL~， n{lj I阿川手|術後刊現在|Brun-m | 限息側 1~~'..::~~~~ I 知覚障害 |成績判定| 過 |までの経過 stage I /'".><.0 M'" ~"" I 
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1 尾O春O 60 色 左 3年 1ヵ月 1年 4ヵ月 4 + 有効

2 沖O宗O 53 色 右 1年 1ヵ月 6ヵ月 3 + 有効

3 竹O敏O 41 8 右 4年 6ヵ月 5 著効

4 新O十O 59 色 右 i年 6ヵ月 3 + 不変

5 矢O寅O 63 2 左 l年 8ヵ月 6ヵ月 3~4 + 有効

6 笠O仲O 62 色 左 2i手9ヵ月 7ヵ月 5~ 著効

7 真。ト O 71 甲 右 2年 2ヵ月 8ヵ月 4 ~ 有効

8 林 00 37 色 右 5ヵ月 6ヵ月 5 ~ 有効

9 丹000 66 8 右 1年 6ヵ月 8ヵ月 4 ~ 5 有効

10 藤000 61 甲 左 1年 3ヵ月 8ヵ月 3~4 + 不変

11 河O延O 67 8 右 1年 1ヵ月 6ヵ月 5~6 著効

12 上OIEO 68 3 右 l年 6ヵ月 3 + 不変

a.症例 11.著効例.上，中図は術前，

下図は術後 2カ月で， ドア操作が可

能になったー

b.症例 l 有効例上図は術前，中，下

閃は術後.母指内転が消失， lateral 

pinchができるようになった.

図 1

C.症例 8 上図は術前.中図は術後

2カ月で手指伸が可能となり，下図

は粗大物保持抱屋が可能になった

となり， ゆっくりではあるが lCleralpinch もできる

ようになった(図 1b， c). 

以後に不変 3{7ljについては，すべて， y.，子 J行凶節j~~

縮が著切で，随意性もほとんどなく ，1ft用手に近い状態

で、あった. しかし術後，手関節の屈曲経縮は軽減し，

図 2のように衣服着脱の際に，主II通しが容易になった.

なお知覚障害については，争liT前，術後の推移にほとんど

変化がなかった.さらに，術後，症例の半数に手袋"，前
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図 2 症例 2.不変例.

上凶は術前 手 ・手指関節に強度のj)[織があるー下図は

衣I!Ii!の布Ii通しが容易になった

腕域に疹痛を訴えたが，一過性であり，混熱療法によ

り i消返させることができた

まと め

以上，偏麻IVi性下に対する手学部における フェ ノーノレ

神経ブロックの成績の概要を報併した 従来，渡性上肢

に対する神経ブロック法，特にフ ェノーノレブロック法

は，鎖什上m;. )肢窓，前腕部など上肢高位が選ばれ行な

われてきた しかし我々は，上述のごとく，手関節お

よび手指固有筋の窪縮，退縮などの克解を円的として，

特に手挙部で，正中 ・尺骨神経を箆11:'，し，低淡度のフ ェノ

ーノレ溶液を神経鞠内に緩除に注入する方法を採用した

本ブロ ック法の特徴は，簡易で毒性の低く，かつ安全

に錨行することができる.さらに直視下で行なうために

確実に指固有筋の神経遮断を行なうことができる.また，

上述実施例の成績が示すように，術後の知覚障害，疹痛

の発生に闘しでもほとんど影響を与えず随意性の発現に

有効的に作用するものと考えられる 問題となる本法の

適応については，実施例の成絞より B酌r口u山11川nn

の5以上すなわち'上肢関節運動に共同運動的要素が少

なく分離運動が可能にして，精神面に降需のないもの

が，最も良い適応、と考えられる. しかし不変例の成績

にみるように術前，手指の拘縮がきわめて著明にして随

意性のほとんど認められないものにおいても，術後屈筋

産性優位を軽減させて，廃用手防止の一助となり得るこ

とがわかった また，本法の産性究解効果は，術後 3 ~

6ヵ月間であり，永続性に欠けるうらみはあるが，その

間，機能訓練を円滑に遂行させることができる.さらに

障害度の改善をはかるため，筋鍵移行術などの再建手術

を適確にかつ有効に追加することも可能であると考え

る.後日，この報告を重ねたい.

質問 赤痢(岡山済生会病院整形)

1) Intrinsic muscleに対する blockにより主として

intrinsic muscleに起因する手関節， 指関節の屈曲拘縮

が改善する mechanism はどのように考えられるか

2) フェノーノレプロ ヅクは一過性と考えられるが，そ

の後の処置はどのようにされるか.

回答 野鳥

1 )本神経ブロック の効果機序は intrinsic muscles 

の底縮，拘絡の緩解をはかり，子をいわゆる単純化し，

long tendon の効果，随意性の発現をJ~J待するわけであ

る

2)効果の永続性については 3ヵ月くらい〔低波皮の

ため〕と考えられるが，その聞に訓練の円滑化，他の機

能再建術などの“手"を考慮することができる.

問中

1 )に対するフ ェノーノレの効果期間に関しては，我々

の場合. 3 ~ 6ヵ月間あったと思う この聞に産直など

の寛解をばかり， 機能訓練として， なお indicationの

問題にふれると. Brunn stage 5以上，分離運動の良好

なもので手関節以下に残存した拘縮が最も効果が期待で

きると，思う

2)について，すなわちメカニズムについてお答えす

る intrinsic muscJesの拘縮を軽減させて， ブロック後，

多少手指において long tendonのみにして手指の単純

化をはかったものと考えられる このとき，多少 Claw

wedの傾向はでるが，手指の屈仲に際して大きな障害に

はならなかった.
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5.手およ び指関節におけるいわゆる石灰性沈着腿炎の8例

黒 坂武司 高沢晴夫 槍山建宇 鳥潟泰仁キ

子関節およびJi1関節に急激な疹痛をもって発症する決

忠として比較的まれではあるが，いわゆるわ灰沈着性l尚一P

炎がある 我々はこれら 8例を経験したので報告する

症例 1.42.-f， 主婦 2 11前より ;{il三の痛みを感じ，

次第に増強し当科を受診した.右手側節)~{lllJに発亦，腫

脹および}l:痛を認めた.X線所見でイヨ).c_'円末端背似[Jにダ

イズ大の辺縁不規則な石灰沈着像があり(図 1)，局所の

安静とJ'JL炎症斉IJの投与により経過をみたが， 3週後にも

なお症状が改善しないので，手術を1]ない，大日iと手恨

骨の間にある小指頭大の腫癒を摘出した 病理組織学的

所見で、は1iiJj了ー化巣にイ l灰化の認められる結節性の変化

で，炎症変化はほとんど認められなかった 術後疹痛は

たどちに消失し術後 11ヵ月の現在症状なく X線所見

にも異常は認められない

症例 2.72才， _1:婦 来院 3IJ前より左手関節に強

度の疹痛があり X線所見では左豆状'白!学g側に小指頭

大の才7灰沈着{象を認めた(図 2) 初診時ステロイトの

局注を行なったところ，疹痛は著明に軽減し以後抗炎

jlj却jの投与と公的で 1ヵ月半後にはほ主治癒したが，軽

度の拡状は 4ヵ刀間続いた l年半後の現在臨休的にも

X線上もまったく異常は認められない

症例 3.45..J"， 女子 メイドー 急激に!r.予関節の激

痛をもって発症し当 H来院した.小変形竹の背側にイil.夫

図 1.j定例IJ 1. 

-;{ iF!.:白末焔j金(立;刊lに辺紘不脱J!l1な石灰沈着{象をふゐ.

沈着像を認め，ステロイドの局注 1101で1ti状はとれ， 10 修痛があり， x線像で両側 MP関節背除{JlIIiこれ灰沈ri
日間で、治癒をみた 2年9ヵ月のX線J9r見ではイ-1灰ix活 像を認めた ステロイドの局il'5団施行し治癒をみたー

像は認められない. しかしその後も {i に 1 回程度同 iri~に疹痛が 11 : JJ2してい

症例 4.23才，女子.m:務員 6ヵ月前より右子供i節 る 4年後の現在， j客痛はなく X線所見でも異常を認め

痛があり他医で保存的治療を受けていた.X線J9r見では ない

大多角'，'1.の'学側にイゴ灰沈着がみられる 症状の改汚をみ 症例 6.28才，男子検代技師 3目白ijに発症し，左

ないため，来院 4ヵ月後手術を施行し大菱形科学院側 母指 MP以l節背側に石灰色七万像を認め， ステロイド局

の石灰化巣を刻出した.術後愁訴を残したが， 1 -::1'-8ヵ 注 2回で治癒した. 5ヵ月後のX線日ir兄でTi灰沈着(象は

月の現在X 線像ではまったく再発は認められない. みられない.

症例 5. 33才，!J:子.薬剤師 3年前より両側示指に 症例 7.30才，男子 1週間前より疹摘が出現し，イi

* T. Kurosaka， H. Takazawa横浜市立港湾病院整形外科

("lJ 231 横浜市中区新山下問J3-6-7); K. Hiyama， 

Y. Torigata 横浜市立大学整形外科.

中指 PIP関節挙協側にイi灰沈着{象をみる. 高[J木固定，

抗炎症剤投与で 4日間で軽快した.

症例 8.30才，看護婦 3目前より修痛が出現し左ほ

ドー
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図 2.症例 2

1正豆状'門学尺側tこ:w灰沈着{象をみゐ

m MP I刻節)'(側に石灰沈着[象を認め， ステロイト局注

5 [ r~で液状の改善をみた 5ヵ月後の現在，修痛はまっ

たくないが，なお石灰沈着(象がみられる

以上， 8 OUをまとめると，年令は 23才から 72才まで

平均 38才であり，性別では女性が 6{日lと多かった.

発生1m!立は，手関節周辺の 4WUでは大変形付のザ・側，

小菱形'1'1・の背倶U，立状，11l.の掌尺s[lJ. )'('I'J'末端であり，そ

の他はほ指 MPIYiJ節 2例， 示指 MP関節 1例2t行，

示指 PIP以j節 1{7iJであり(図 3)，治家の報告例lにみる

好発部{立とほとんど大差はみられなかった

本症は;Z

されており，枚々の症例lでも 8171Jとも急激な発症をみて

いる しかしj詳細にしらべると，それ以前にも多少の修

泌がみられたものが 3例あった，すへてが痛みの既往な

しに急激に発泌するとは限らないようである.

臨床所見で、も大部分に発亦，腫脹を2するが， これら

があまり著明でない例もみられた.

治療にあたっては，安静， :V'L炎症剤の投与に加えてス

テロイドの局注が有効であり，た!.:1同の局注でほピ軽

快した{y1jもみられた

8 WUrlr 2 Wljは保((的治療のIlli}NをlLEめ，観1(/げfゴにわな

いが;癒した.なお保存療法後のX線七の変化は症状の軽

図 3.発生部位

快と比例することはたしかであるが，消失までにはかな

り長期間を要するようである 我々の症例では最短で約

5ヵ凡後には完全に消失している. しかし 8例中 7例

はその後の followupで石灰沈新像を認めた例はなか

った 8伊IJの石灰沈着性腿炎について，その臨床所見，

X線Jーの変化，治療経過について検討を加え報告した

追加・発言 滝川 C.*大整形)

我々は;n348回整形外科集談会東;;(J也力会において，

子に発生した急性右灰沈着症として，演者と同様な症例

5 OUを報告した 名称の混乱を避けるために，Ti灰沈活

をハソキリと同定できた場合以外は，イiJ火沈着性!総炎と

いうよりも， ::{I灰沈着症とするほうが穏当ではなかろう

カミ?

牧野(束)~(氏大整形)

弘どもも第 14回および 15回の本総会で本症について

報行した 私どもの経験から本旋は腿内に発生した石Jj(

沈芯ーがなんらかの原因で破れて腿周囲に出たために

Crystal induced inflammation 類似の急性炎症症状を

惹起したものと考えている. なお latent'!¥:!の胞内石灰

沈着の組織像では炎症所見をまったく認めなかった.

追加・質問 鳥巣(九州労災病院整形)

秋川組織に沈おした石灰像を認めた場合，それが単に

局所的な病変なのか，あるいは全身性疾，患の一部分症状

なのかをたえず問題にする必要がある 軟部組織の石灰

化を起こした場所に炎症症状発作を伴える偽性副甲状腺

機能低下山の 1例を報告するとともに，疹痛発作発生の

機序につき後見解をうかどいたい.

また，発表のなかで組織像て、炎症症状を認めなかった

と述べられ，さらに抗炎症剤で症状が克解したといわれ

たがその作JI]機序についてお教え願いたい なお， 14 

['!Iの総会でも1::]題になったが， 日本誌の病名が適当でな
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いと思うが，学会で統ーした用語は決められないもので duced chemical inAammationであるとしているものが

あろうか 多い.

回 答 熱波 3 )症例 1は発症より 3週後に石灰沈着巣を刻出した

1 )我々の経験した症例中に， 全身疾忠、の部分症とし ものである.いずれの症例も発症時には炎症症状を有し

ての症例はなかった ており， 抗炎症剤投与の意義は十分存在すると考える.

2)演者は路痛の発生原因についての私見を述べるほ 4 )病名については Tendinitiscalcarea， Peritendi-

どの経験はない 症例を通じていえることは，はげしい nitis calcarea， Bursitis calcarea， Periarthritis calcarea 

疹痛のあるときのわ灰沈着{象はX線吸収性が高度である 等が使用されている.孜々の症例は，すべて多少の差は

が，疹痛が軽りとすると陰影が淡くなってレくことは事実 あれ炎症症状があった. tJ't例どおり， “し、わゆる石灰沈

である.文献的にはカノレシウム結晶による crystalin・ 着性腿炎"なる名称を使用した

6.中子手根骨癌について

前田敬三 -t:11旧名夫 石川 JLL也

青木正人 柴田秀 伊藤|清夫*

本邦ではまだあまり注目されていないが，第 2， 3中

手骨，小菱形'ij'，ヰjliJ[骨間に骨線形成があり， ときに圧

痛，運動痛などの症状を起こす 疾患がある 1931年に

Fiolleが carpebossu と名づけているが， 英語の文献

ではいろいろな名称で知られている. 私たちは carpo-

metacarpal boss (Artzら)をそのま L訳して，かりに

'1'子手根骨癖とした 現在までに 11例を経験している

(表 1). 

|付沢は男子 8例.女子3例で，年令は 15才から 58才

に及び，辺、側は右 8例， 左 3f7Uである 骨線形成があ

っても無宿状に経過し Kienbock病， 外傷， DeQuer-

vain )位~，y，rJ炎の際にX線撮影でみつけられた例も ある.

庄痛，手関節の運動痛などが著明な 2例に手術 (，庁林切

除)を行なったほかは保存的治療で経過を観察してい

る.

症例 3は， 36才の男子で， 私たちの症例中最大の1'1.

線形成を呈していた.右手関節の疹痛，腫脹などの症状

は保存的治療で治癒した(図 1). 

症例4は， 42才の男子で，圧痛，右手関節の運動札

ホK.Maeda， H. Wakayama， C. Ishikawa， M. Aoki， 

S. Shibata， H. Ito:名古屋第一赤十字病院盟主形外科(<<!)453 

名古屋市中村区道下町 3-35).

易疲労性などをきたした例である，手背の腰癌は 5年前

からあって，長Jmにわたるとと もに症状が著明なために

骨腕切除を行なった 術後 1年，圧痛を軽度に認める

が，症状は術前より改"~ーされている(図 2)

中手子根骨癌は， 9番目の手銀骨として知られている

styloid boneの存在する位，uに一致するために， Zimmer 

の指摘以後，原因の主なものとされてきた現在，原因

として考えられているものには， ① styloid bone の病

的変化， ②長 ・短協側手根仲筋艇を介しての'白・膜炎，

③中手手恨間机l帯の損傷の繰り返し，④ OA，③不明

などであるが， 外傷の既往，手を頻繁に用いる職業との

関連も述べられ，また，利き手に多く発生しているなど

の点からも局所への繰り返される刺激が原因としての重

要な役割をはたしているように考えられる.

症状としては，①腹痛部の圧痛，自発痛， ②手関節

の運動痛，易疲労性， 握力減弱， ③腫癌周囲の炎症症

状，④伸筋腹~の弾騒などのほかに腫痛のみを訴えて来

院する例もあり，さらに本人の訴えはなくて， 他の疾患

で撮ったX線でfj・~形成の認められる場合もしばしば存

在する.

診断としては， ヒ記症状があって x線により第 2，

3中手骨基部，小菱形'舟，有頭骨聞に骨JWR形成が認、めら

'""ー
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図 2 症例 4，

れれば特効である。

治療としては，軽疲例は局所の'心怜により府例はほ工

消泌するが，m炎鎮痛剤の投与のほかステロイトの局n
なと'が効果のある例もある 手術しても 再発する例があ

るので， 手術はすべきでないとの)C!，見もあるが， fi料が

1王

ぶ

子関節痛， ステロイド局注ほか保存的治療

11 子供l宣nの服股， Jo!if;、，運動痛，保有:的治療

予"14"の股納，庄焔， 運動痛，易疲労1''1=，手術(骨MIi切除〉

Kienbりck病に合併

手関節痛，保有:的治療

1/ 

1/ 

1/ 

左

右

左

右

左手挫傷に合併

DeQuervain脱輪炎に合併

手背の腫鰍，放置

手背の腫焔，運動痛，屋力滅弱，子術(骨耕{切除)

1/ 子|刻節w傷に合併

大きく ，症状が著明で長j切にわたるものは切除の適応と

なると考える.

質 問 畑中(兵時医大整形)

在、も，手を多用する忠者に carpomelacarpalbossの

j ， i~ 汐ijを経験しており，職場転換でその自発桁 ， 11::痛が消

返した 演者の手!JI;jj，j3例で，J0:痛と直J支16i占R:I共|係をノJミす

ような手術庁『見または組織所見があれば，ご教示願いた

し、

滝川 (京大強j拶)

1 )み;扶，也については， 本多I1においてもすでに tfD6

回日整総会において，伊藤京逸氏が剣道家 132名につい

ての考察を発点し， うち 69手のX線所見より 5Jlilに分

類しているが， ご存知か ?

2) Carpomelacarpal bossは， 訳出すれば手-*'1'手

骨痛とでもいうべきであろうが， Osgood-SchlallCJ病や

外什艇など"'J'性腫癌 〔すなわち甘癒)を主徴とするv.:.:也、

との|対.lli仁あまり適切な瓦柴とは思えない むしろ.

Fiolle州とでもしておいたらどうだろうかつ

追加 伊沢 (111日天大佐JJ}) 

我 も々 carpalboss 2伊ijを経験したのて‘迫力11させて

し、た工く

1 ) 20.{'， !x f， _t~ ， 特に外傷のJlH上なく約 l年

liiiより布1三千'i'ifllの腫痛に気づき，来院，X線および局所

出状より carpalbossと診断し疹痛著るしかったため手

術療法を行なった

2) 36 ，，1"， ~1 r会社員 特に外傷の既11ーなく 約 2年

前より 左手-I'í' iii l の腫熔に気づき 1!lUá~状に経過するも，

MJI疹焔著しくなったため来院.ステロイド剤il入にて

良好な結果をifJ.た.なお 2例とも styloidboneは認めら
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れなかった。

回 答 前回

1 )手術所見から特に疹痛の発生に関係のある点は判

然としなかった.

2)“'1'手下+JHJ箱"としたのは Artz らの carpo-

metacarpal bossをそのま斗訳してifj1ifr、としたものであ

って，日本認の名称がどのようであっても特に意見はな

し、

7.椀骨遠位端粉砕骨折治療の考案

泉 恭博 平川寛 村瀬邪之 瀬尾 Z計

挽骨遠位端粉砕骨折は牽引により一般的に容易に盤復

位が得られるが，反面その強復位の保持が困難であり，

治療後に変形治癒を生じ，機能障害を伴っていることが

多い

Gartlandの分類の Group3 (粉砕骨折で骨折線が関

節面を含んでいるもの)，および手関節の脱臼骨折にラ

ケット ，ギフスも応用し良好な結果を得たので，その実

際と結果を検討し文献的考察を行なった.

症例

昭和 47年 4月から昭和 49年 4月までの 2年間に当院

整形外科を受診した新鮮骨折 15例 (男子 11例，女子 4

例)に本法を行 なった 年令は 21才から 81才，平均

57才，治療後最短 2ヵ月，最長 22ヵ月， 平均 9ヵ月で

ある(図 1). 

手技

局麻下に第 2， 3 '1'子'iJ"の遠位にその長'liulを断切る方

向で)~側から 2mm の Kirschner 銅線を経l支的に帰

入，在Ii臥位で肘関節直角位とし前腕の長軸方向に懸垂，

上)院は約 2kg の対向牽~Iを行なって整復位にあること

をXfJilで確めた後，数 日後，同様な肢位で上腕からlitr腕

(茎状突起より約 2横指中似)まで巻いたギブス包，H?に

8番線を1111げたラケット型の作をとりつけ， これにコム

バンドで銅線を連結して整復位を保持しつ斗 ，翌日から

各指と手|均節の運動を開始する.数日間は銅線の周辺に

痛みがあるため運動は制限されるが，次第に軽減をみ

る，牽引はがt'iT，手根あるいは予恨間関節裂降、が十分に

鉱大する程度とする。約 6週間で'1'1"癒合を確 認 し てか

ネ Y.Izumi， H. Hirakawa:中国労災病院幣形外科 (<fi;737-

01呉市広IlIr1477): M. Murase， Y. Seo 広島大学整形

外科

ら，ギブス包帯と牽引を除よーして， iffit熱療法を行なう

成 績

1 )変形 ー外見上軽度の変形を 2仔IJにみたが他はほと

んど変形を半IJ別できない程度乃ものであった(図 2). 

2)解剖学的目、Hlii: Mac Scheckの判定基準に従っ

た Radialtilt; Excellent (l8~23 0 ) は 10 例 Good

(lO~17 0 ) は 5 {7IJ， Poorは l例もない Dorsaltilt; 

Excelleut (6~ 1l 0) は 3例， Good (0~6 0 ) は 3 例，

Poor (一。)は 9{7IJであった， Length; Excellent ( 10~ 

13 mm)は6例， Good (5~9 mm)は 6伊Ij， Poor (5 

mm以下〉は 2例である Total anatomical resultは

MacScheckの 24例では Excellent 3例 12.5%， Good 

15例 62.5%， Poor 6例 25%， 我々のた例では Exce-

lIent 2例 14%，Good 10例 71%，Poor 2仔ij14%であ

った，なお l例は尺'月-遠位端切除術を行なっているので

除外した

3)機能的評価 ・Garfland の判定基準に従うと 1例

に協側JITiに 10'と制限をみたほかは令例，彼の1t準 Ci''f

屈 45
0
，'デ'府130

0
，徒側屈 15

C

， )~側屈 15" 回内 50
0
，

回外 50つを 1也えた，すほわら3 背JITl 60~85 0 (平均69
0

)，

字:屈 50~70 0 (‘ド均 620
)，悦側屈 1O~35 0 (、ド均 240)，

尺側屈 20~55 0 (、I;.J勾41')，凹|付外では 50υ以下の症例

はなかった.

4 )握力 ・飽似1)との比は平均 68%であり， 50%以下

が 4{7'IJあった U~')'l'~主位端骨折すべてのl刊のものにみ ら

れるとされているが，我々の症例では飢祭10J問も短かく

さらに改善されるものと忠われる

5) fT併症 (a) J事 I\I.UU~関節障官，⑥ Carpal Tun-

nel Syndrome，① Sudccks Atrophy，④長ほJI11rll筋!腿

断裂， @ 感染，⑦拘縮，⑧尺骨茎状突起'門折，⑤五
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8. K.T. 34才，男子

Functional result 
D.F. P.F. R.D. U.D. Term 

60 50 20 40 8 m 

Grip 

36/42 kg 

b. C.O. 70才，女子園

Functional result 
D.F. O.F. R.D. U.D. Term 

80 70 30 40 15 m 

Grip 

13/16 kg 

図1. 代表砂~J. 2仔IJ

十肩等があげられる 我々の症例では 2例に遠位続尺関

節痛がみられた.

また. )て'11'茎状突起骨折は 12例 (86%) の高頻度に

みられ，そのうち 75%は為関節を 7-:したが， その他の

合併症の発生はなかった.

長所および短所

本法の長所として考えられるものは. @ Kirschner銅

線姉入方向， 牽引の方向を変化させ 目的にかなった方向

に，また随時牽引力を調節できるから整復位保持が確実

である.⑥治療中に子関節や指の運動が可能になり，

拘縮の予防が可能である.①高度に粉砕骨折した関節

而の適合性の改善も期待でき，内固定の使用不能な症例

にも適応、がある.@骨折部に直接ギプス包帯を巻かな

いため，安全に.X線 コントローノレも容易である.次い

で短所と思われるものは， ③銅線周辺の感染.~肘関

節の拘縮，①牽引がゴムであるため， その牽引力が不

正確である @鋼線を挿入するため各指の ROMに多

少の影響がある.@では抗生舟lの投ケを行なわなくても

銅線刺入部を清潔に保つよう注意すれば感染例がない.

@では 6週間で全例骨癒合をみているため拘縮を生じた
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A. X-P. Evaluation 

E. Excellent ¥ 1 1 I 
G. Good ¥ ¥ 1 
P. Poor(points)" I 

C. Length 
normal ave.12mm 

B. Radial tilt 
normal ave. 23' / 

E. 18-23¥ 0) ¥ I ¥ I 
G. 10-17"( 1) I I I 
P -JO"(2) 11 I I 

D. Dorsal tilt 
normal ave.11' 

E. 6ι11。川 1
G. 0 -6'川 )1 ¥ 
P. - 0 ' ( 2 ) '~ 

Functional result 

Res山 |
Dorsi-Flexion 

Palmar Flexion 

Grip 

Degrees 

60~85 (ave. 69) 

50~75 (ave. 62) 

Ave. 68% 

Total anatomical result 

Result No. of cases Point Ranges 

Excellent 2 (14%) O~ l 

Good 10 (71%) 2~3 

Poor 2 (14%) 恥10rethan 3 

Comparison of end results in our series with 

those of gartland 

Our Series I Gartland Series End Result ....T'-'UI rU~ll \....;:' n/ 

1 No. of Fx. % 1 No. of Fx. % 

Excellent 

Good 

Fair 

Poor 

12 (80%) 

3 (20%) 。
。

1 ( 4%) 

14 (54%) 

10 (38%) 

1 ( 43五)

(Iess than 50%; 4 cases) 図 2.成績

例はない.@では現在パネ棒を応用し始めている resultとしては Gartlandは 26例'1'， Exce!ent 1例，

考 察 4 %， Good 14秒'U54%， Fair 10例 38%，Poor 1例 4

挽骨遠位端粉砕廿折には約 10種類の牽引 (Weinber・ %に比し本法を行なった我々の症例では Excelent12 

ger Apparatus， Rogen Anderson ReduclIon Apparatus， 例 80%，Good 3 {ylj 20% て、あった 本邦においても西

Finger trap等〉とギプス包帯が行なわれている. ま 尾，坂上，小林，川島，木住里子らが報告を行なっている

た， 変形の再発防止には Steinmann pin， Kirschner が，ギプス固定以外の試みはみられない，また成績もこ

Wlreが使われている， しかしこの骨折には観血的整復 の型のものは不良とされている 内西，鈴木らは遠位協

術は困難であり，その報告は少ない.成績に関しては 尺関節障吉について種々検討しているが，この影響は少

Gartlandは 60例，MacScheckは 24例を基にした判定 なかった.

基準を作成しているので彼らの基準に従った Tota! 

8.手関節付近骨折の統計的観察

音川 暢 ー 荒木修身 福島美歳 初島明ネ

手関節付近骨折は，続骨末端骨折，手恨骨骨折， N骨

茎状突起骨折等日常しばしばみられる什折であるが，な

キ M.Kikkawa， O. Araki:国立米子病院整形外科 (w 683 
米子市習生 1806-2); Y. Fukushima， A. Fukushima: 

鳥取大学整形外科

かて、も 1814年 Collcsによって定型的協骨末端骨折が報

(与されて以来諸家により多くの報告例がみられるが，我

々は過去 10年間鳥取大学整形外科 および国立米子病院

整形外科を受診した|見l節付近の骨折患者について統計的

観察を行なったーColles骨折を Gartlandらの分類に従
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例で，予後をしらベ得たものは 56例で、あった.

成績

1 )初診時から治癒までの期聞は約 2/3が 6ヵ月以

内，最長 11ヵ月，最短 1ヵ月半を要した.

2 )患者の自己評価による治療成績

悠痛のあるもの 11例，動きの1互いもの 13例，変形の

あるもの 15 例，手指の力の~~\，、もの 16 例， 腫脹のある

もの 5例，神経障害のあるもの 11{7IJが Colles骨折 45

例中にみられた そのほか舟状骨骨折 2例に疹痛 があ

った.これを表2の川島らの分類によると， 優 66%.

良 21%. 不可 13%であった Coll白骨折のうち Gart-

landの分類の E型. 1II型に成績が悪いものが多かった.

形態学的成績

表 2のようにX線像より測定した Dorsaltilt Radial 

De、riation，Shorteningの総括からみると表 1のごとく，

優 61%. 良 17.8%. 不可 21.2%であった.

考察

手関節付近骨折の患者 136名. 141例中.56例にアン

ケート調査および‘直接検診によって予後調交を行なった

が. Colles骨折では，高令者で GroupII. IIIのものは

予後不良で，治療期間の延長と整復固定が困難で再転位

の危険性が多かった 一方，患者の 日常生活における自

己評Ul日と形態学的な計測との関連で，形態学的計測で不

良のものでもそれほど]_]常生活には苦痛を訴えないもの

もある また逆に Group1で形態学的に良好なもので

も，患者の自己評価からすると不良なものもあった. し

たがって忠者の自己評価と形態学的計測は必ずしも一致

しない.X線像で不良なものでも患者自身は苦痛を訴え

ていないように思われるのは，形態学的に不良でも日常

科タト耳手

って 3型に分類し. j発骨末端'I'J端線自，m開. Smith'庁折，

手線骨11'折も加えて. 1967年川島らの報告に従ってア

ンケート調査および直接検診で‘予後調佼を行なった.

調査対象ならびに調査方法

過去 10年間に鳥取大学整形外科および国立米子病院

整形外科外来をおとづれた手関節付近骨折の忠者は 136

名.141例て‘あったこれらを性別よりみると男子 76

名，女子 60名で多少男子に多くみられた た右別にみ

ると左側 67例，右側 64例，両{日U5仔uで左右はほとんど

みられなかった 年令別にみると. 1 ~1O 才代が 4 1 例，

50~60 才代が 36 例で. 2つのピークを示し， 全体の約

半数を占めている 30才代が最も少なく 8例で、あった

骨折乃分類をみると，協骨末端'Î~・折が 119 {7IJで最も多

く約 80% を占めている 小児の撹'円遠位骨端線離開

は7例で、あった 手恨fJ'骨折は 15例でそのうち舟状骨

什折が 11秒IJみられその大部分を市め， その他有頭骨骨

折， 有3鈎与'I~口~1

れl{例例R列lす.つあつた.焼骨末端'I ~r折はほとんどがや1 I展骨折

で，屈曲什折はわずか 3例であった 尺骨茎状突起'H"折

および脱臼の介併例は 4例あった GartJandの分類

に従って.X線像より分類すると Group1 70 例，

Group 11 35例. Group III 14例であった み;骨折の

治療はほとんど徒手整復による保存的療法でfjなった

後骨遠f立骨・端線路F開は 7例で. 1 (71jだけ観血的整復を必

要とした 子根'骨骨折は 15例でどI'!:例ギフeス悶定による

保存的治療を行なった 以ヒの杭例について，表 2にノJ'

すような川島らの方法によるアンケート調介ーならびに直

接検診と治療終了時のX線像による形態学的成績を判定

した l自'接検診し得たもの 32例，アンケートのみは 24

整巻 25・η 131246 

ゴ pi寸不 可 iτ:態:的計 |不可

l iiトイペ Jペ: l7 j l25 I1 81:11 (;

~1'L+.:;t，品叩 UrJ I 4 4 1一 I 4 I 一一

54 1 1 I 5 I 

(13ん!(よ%〉lJ%)1Jm

Follow up 56例についての治療成績.表 1

CoJles 'i'l' J1f 

Smith 'i'yJ斤

12 

(21. 0%) 

37 

(66.0%) 

56 

折手 恨 'Fr 竹
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患者自己評価成績判定基準

表 2.(JII島らによる〕
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1 }.f.~、

2 }，I，( 

3 }，'，( 

1 6~18 山

12~ 1 5/!. 

11 点以下

形態学的成絞判定基準

Dorsal tilt 

3点

正常最大 ー 10 0~+ 9 0 2点

段小 21
0 

+ 10
0
以上 1 )，'1， 

Radial Deviation 

20
0
以上 3点

正常絞大 34。 1O~19 。 2点

政小 19 ~ 9。以下 1 .I，'J， 

Shortening 

(平均 日05mm 7… 3/ 

正常 I民大 19mm 1 ~ 6 mm  2点

最小 7mm Omm以下 1 .'.'1， 

8......_， 9 }，I，i， 

5 ~ 7 .山

不可 4点以下

生活にI1闘応してゆくのではなかろうか また俊骨末端骨

端線離聞は，変形もなくて可動性も良好であったが，こ

れは Aitkenの分類による I型が全例て骨・折線が骨端軟

骨線にか与っていなかったためと考えられる 舟状骨骨

折に疹痛のあるものは中栂部骨折で仮関節形成したため

であるー この他の手恨骨什折は全例ギプス包帯固定によ

る保存的療法で全治しているが， 一般に稀な骨折とされ

ているため一般外来での正面，側面のみのX線像では骨

折線の不明瞭のものが多く，手関節部に直達および介達

外力が加わり，疹痛，JJ副長が続 く場合にはX線撮影方向

を考慮して詳調11に検討する必婆がある.

9，外傷 によ り生じた広範囲中手骨欠損に対する修復の経験

原 学畑 '1'生稔中野謙吾 田 'I~ 肇ホ

段近我々は，脱穀機に右手を巻き込まれ，某病院で右

手背広範囲皮府欠損，右示指以下の中手'，'j'欠損の診断の

* M. Hara : 桑名市民病院整形外科 C~ 511桑名市大字北別
所字沼地 435);S. Hatanaka， K. Nakano (教授):兵庫

医科大学整形外科 H. Tanal日・松阪市民病院整形外科

(~ 515松阪市民生H汀1550)

もとに治療を受け，約 4ヵ月経過した 4才，男子の右手

背廠痕拘縮，右示指以下中手骨広範囲欠損の症例lを経験

したので，いさ Lかの文献的考察を加え報告する.

来院時所見

4才，男子.右手背は強い級痕形成と母指の運動は良

好である以外，ぷ指以下の指は MP関節で過伸展位を

与-ー
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R. a.術直後.

寸

b. b.術後 l年.

c. c. 

図 1. 図 2.
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示し，MP関節， PIPl関節の屈Rll運動は不能である.ま

た，特に中指は短縮を認める.

X線所見

母指は正常，ぷ指以下では示指の中手骨末端が約 0.5

cm 残存している以外，中手骨は完全に消失し，特に仁"

指は基節句で 1/2まで欠損している.チ根'自は健側に比

しゃ L小さいが残存している(図 1). 

手術所見および結果

右手背の廠痕を切除したところ，深部の癒着が強く手

背が伸びず，癒着をていねいに剥離するに， 1申筋鍵，

intrinsic musclesは減痕すら認めず 屈筋l腿は中指の所

で搬痕化している以外，癒着は強いが，ほ 2温存されて

いる 小児である関係上，移植骨を腔骨骨片ときめ，両

腔骨より 0.7x O. 7 x 10 cm の腔骨片を 2本採集し， 先

ず示指には手線骨に孔をあけ，骨片の一端をさし込み中

手骨骨端にも孔をあけはめ込み stainless-steelwireに

て中手骨骨端と縫合する.中指，環指， 小指も中枢は手

i恨骨に骨片を挿入し，中指のみ基節骨骨・端と， J3i1指，小

指は MP関節にて stainless-steelwireで縫合する. 手

背の皮膚欠損部は腹壁より有茎倣皮術を施行する.約3

週間で腹壁より切離し術後約 1年余の現在，形態は良

好で，母指示指問ではなんの犯持も可能で，字を??くこ

とさえもできる また，母指 ・J3，"i桁，I手指 ・小指間での

軽い物の抱持は可能となる しかし母指 ・中指聞の把持

は不能である(図 2). 次に生理学的検索について， 指

尖容積脈波ならびに皮膚混測定を行なう 桁尖容積脈放

では機能的にもおとる中折で健側 2.4mV/V，忠側 1.1

mV/V と差を認める以外， 他指ではほとんど差を認め

ず，血流は良好である また皮h守温表定ではほとんど差

位を認めない 手学:皮膚温冷却負荷テストにて患手は冷

他f¥!lJ h!.¥，相，11

付州ヤ"LI出~小川L.J¥.

m川¥jし"¥..'1;刈 W 山

内ゾ仇λJ門 '1'桁~

ハゎJ"f'\--rt- 政H行~九

NV治 r州ハパ¥ry九
8.指尖容積脈波

24.3 22.0 
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b.手'子・手背指先部の皮1!111ffi.分布(室f阻 23.00C).

カッコ内は健側皮膚組を示す

図 3.

却されやすいが，回復はきわめて良好である(図 3). められでも移植骨の長径および航径成長は必ずしも平行

考察 せず，ことにこの症例のように小児であることより現在

Ollierの実験ならびに臨床的研究以来，骨欠損部，仮 のところ，生着は良好であるが，長径成長が望めないの

関節に自家骨片の移他骨に対する生物学的な面において で，今後の骨移憾の追加時期，方法に問題を残す

なお未解決な点を残しているが，骨欠損には現在でも自 2)支持性 :このような腔骨片移植法では大きな腸骨

家i'i'の移植法が治療の原則である. 片移備に比し，支持性がや Lおとるが，移植法でも述べ

1 )移植方法 :骨全体におよび欠損には wholcgraft たごとく J_J常勤作に十分な支持性が得られた

〈河1!i.[1)"寸手'口， j行骨欠損には Julianおよび著者の 1 3 )関節可動性:Julianおよび G.Miyakawaらは

人仁!こ:野らも腸骨を用いて成功している しかし今回我 それぞれ中手甘広範聞欠損，示指第 1節の欠煩例に腸fi'

々は小児である関係上，腸骨より大きな骨片採取が困難 片移舶を行ない'骨生着，関節可動性の良好なることを示

であること，ならびに骨盤に与える将来の影響を考慮し しまた， Ill~?，はイヌの実験で関節を含む1ì・端移他を行

て，一書障害の少ない!j:J1.'F1"片を使用し生着に成功した ない術後4ヵ月で 75。のnf!IVJ性を得たと報告している.

が，我々の第 7回手の外科学会で報行した上肢における 我々の症例でもぷ指は少し中手t1"骨頭を残すためか，

全'1')'移他術の F後調査により移植骨片の良好な生着は認 示指の MP関係はほピ正常である. 中手'行・を完全に欠
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損した環指， 小指は MP関節を wlre縫合したが， 軽

度の関節可動性を保っている. しかし中指は基節骨の一

部まで欠損しているので骨癒合も不良である.

き状態となり得たので，いさ Lかの文献的考僚を加え

て， こ ~dこ報告する.

4)筋機能中手骨欠損では intrinsicmuscleの起始 追加 内西(慶大整形〉

部と longextensorの欠損が問題となる Landsmcer 中子骨の広範な'1'央部欠損では，中手付顧の短縮落ち

によれば intrinsicmusclesの起始部が 3とおりある. 込みにより knuckle の不揃いが生じ， 健~(ij指 MP ま

① Phalangeal insertion基節骨基部に付着するもの， でも機能障害が生ずる.これを防ぐため， 頚部にて K・

② Wing tendon insertion. Wing tendonを形成し long Wlreによる transversfixationを行ない，短縮を予防し

extensorとともに基節骨基部に付着， ③ Mixedinsertion てのち，再建している.

背側骨間筋は 2つの筋腹よりなり 1つは phalangeal 陳旧例では，その延長が困難であるが v指では，我

insertion し， 他が wingtendon insertion となる. こ 々の考案した指延長器を用いて延長成功した例もある.

の症例は中手骨は完全に欠損しているが，現在のところ 短縮位での固定が生じないように初期治療が大切と考え

clow hand変形はない 今後機能訓練が必要と考える る.

次に longextensorは MP関節で関節包と弛く 結 合 質問 赤痢(岡山済生会病院整形)

し基節の末梢で l本の medialextensor bandと2本 1 )小児のため当然、生長していくが，その後の治療討

の lateralextensor bandとに分かれ medialextensor 画ば?

band は med凶 interosseousband と合流し medial 2)各中手官を個々に再建しておられるが. 1コの

extensor lendon を形成し中節骨基部に付着 lateral bone blockを移植する のも 1法と思われる.

extensor bandは lateral interosseous band に合流し 回答 原

lateral extensor lendonとなる 両側の laleralcxtensor 1 )について， ぷ指は別として中指以下の MP関節

tendon は合流して terminaltendon となる Long に対する手術も考えなければならないが，現在のとこ

extensolは単独で MP 関節 PIP関節 DIP関節を伸 ろ，その方法についての考えはない.

展することができる 上記のことより longextensorで 2 )大きな boneを砂値した ほうがし、与のではない

は日常生活にまで支障をきたすほどの障害はないものと かということであるが， 支持性は大きな bone のほう

考える. が良好と考えるが，小さな子供であるので，匂・盤よりの

結語 骨片採集は今後の成長等を考慮、して，障害 の少ない

今後いろいろの問題は残すが，現在のところ満足すベ tibial boneを使用した.

10.母指 MP関節の lockingについて

津下健哉 渡捷一 様坪宏之 河村圭了*

母指に過{ljl展が強1tlJされると MP関節の背側脱ιl
が，また，側方偏f立が強制されると側高IJ籾帯の断裂が起

こることはよく知られているが，この関節の locki暗 現

象については今上|までほとんど知られていないようであ

る.た X久留米大の対二上らは数年前種子fl'の|伝入例とし

* K. Tsuge (教授).S. Watari. H. Makitsubo. K 

Kawamura:広島大学整形外科.

て8似lを報告， うち 3{7IJに手術を行なったが原因は不明

で‘あったとしている.

我々はI反近&Hi1MP 関節の Jocking k例7例を経

験， うち 6仰lに手術を1jないその原因をほ X切らかにす

ることができたと考えるのでこ与に報告する.自主仰lは令:

例男了 であり， しかも 20才代が大部分を市め， 原因と

してはパレーボーノレ等球技により母指が過仲良されたよ
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Patient 

l) S.K 

2) T.T 

3) K.T. 

4) S.恥1.

5) S.Y 

6) H.M 

7) H.S 
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Couse Hospital visit Treatment 

27 8 L Vollayball 7 days Operative 

23 8 L Softball 47 days Operativc 

27 8 L Softball 2 days Operative 

10 8 L Baseball 1 days Operative 

20 8 R Slide 7 days Operative 

16 色 R Vollayball 3 days Operative 

26 色 R Baseball 6 days Closed 

うな場合に発生している 以下経験症例を紹介する 初帯を切り，これを闘いたところ中手骨骨頭機側の部に

症例 1.27才，男子.バレーボーノレ中左母指 MP関 陥凹部があり，この部にひっか A りが起こっていたもの

節が過伸展され，以後この部の疹痛と腫脹，屈曲障害を と考えられた.軟骨商，また種子骨軟骨にも erOSlQnが

きたし 1週間後来院した MP関節は軽度過仲良位をと 認められたため種子骨を切除して創を閉鎖した

り， IP関節J主屈曲位をとっている また， 側面では 症例 3.27才，男子.バレーポーノレ中の事故で受傷

MP関節)1.軽度尺側1扇位の所見を示しており， X線所見 後直ちに来院した 局所所見は先の症例とほ工同機であ

としては種子骨の阪入様所見が認められた。 り， X線所見も同様て、あったため種子骨の lockingが考

手術は MP関節側方の側正中線切開ではいり， 種子 えられ，manipulationを行なったが整復不能のため直

骨のfJ[lJ方に切聞を加えて関節佐を開くと ， lockされて ちに手術を行なった.手術所見としては中手骨骨頭挑側

いた種了骨が releaseされたが， この際， rl-'手骨'口頭院 の部に深い滞状所見があり，これと基節骨との聞に種子

fJ!IJの却に oSlcophyteの所見が認められ， これと基節'骨 '自が lock していたものと考えられた

J;l，ii'(iIとの問に鶴子rli・が lockされていたと考えられた 症例 4.16才， 男子 ノミレーポーノレ中の外傷により

よって oSleophyteを切除，定IJを閉じ手術を終った. 発生したもので，母指は特有の肢位をとり，症状はまっ

症例 2.23才， 男下 ソフトポーノレ'1'の 'li:，ttxで近く たく同様であった また，手術所見として同じく '-1'手竹

の医師で湿布iなどを受けていたが良くならないため 47 骨頭俊fJ!IJの部に滞状の陥山部があり，これが原因と考え

U [1に米院した所見は症19IJ1の場合と同燥で， MPI刻 られた.

節は程度過1111).艮位をとって屈曲不能であり， 一方， lP 症例 5.10-1"， 男子. 野球中の外傷で来院時所見，

関節は屈rltl位を とっていた X線所見はやはり種子骨の X線所見とも」てに述べたとほ工同様である

i長入所見をぷしていた 手術は先と同様の切開で関節を 手術は型のごと く側正中線切開ではいったが中手骨骨

開いたが，なかなか種子骨が releaseできないため側高Ij 頭の焼側の部に ridge状の骨の突出部があり， これに

図 I 症例 3 27才，男了 図 2

来院時所見 手術所見で中手すけ
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J"， 

図 3 症例 3のX線所見

collateral lig. の一部がひっか与って lockingを起こし

ていたと考えられ，この 口dge を切除して整復を 1jな

い，のち籾帯の修復を行なった.

以上のごとくで母指 MP関節の locking と考えられ

る7症例を経験， うち 6例に手術を行ない全例につき中

手骨骨頭の境側部に骨1iJR形成とか溝状陥凹部，また骨隆

起を認め，これらに靭帯がひっか与るとか，またしばし

ば種子骨が依入して lockされることにより発生すると

考えられた さて MP関節が過伸展されると一時的に

腔内に陰圧が生じ，ために種子骨は吸引されることが想

像されるが，たまたま骨頭に上述のごとき変形が存在す

るとこの間に種子骨がかみ込まれるとか籾帯のひっか L

りが起こって lock現象が起こるものと考えられる

さて，母指以外の指の MP関節の lockingについて

はよく知られているが，母指のそれについての病的機構

を明らかにしたのはこれが初めてと考えられる.そして

本症の詳細はいまだ世界の文献にその記載をみないよう

であるが，母指外傷の 1つの新しい病相として新たにつ

け加えられるべきものと J官、Iう.

追加 藤巻(順天大整形〕

主主ou. 24才， 次子 坐位より右母指をついて立ちあ

がる際に MP関節過伸展となり， 疹痛とともに朗IHI不

能となった 受傷後8日目に来院.X線上，椀側の種子

骨が|阪入している像を呈し局麻下に整復を試みたが整

復不能のため手術施行 手術時，中手骨頭には骨頭の形

態異常， 骨~形成は認められず vol a r plateの遠位部

の部分断裂とともに種子骨が関節裂隙に依入しているの

が認められた種子骨を摘除 volarplateを修復し

現在屈曲制限は認められない.発生の機序が今までの報

告と違うため，追加した

井上(久留米大整形)

本学会で報告した 8例のほかに 2例を経験した. うち

1例は関節造影で造影剤の漏出と，掌側への造影剤のは

いりの悪いのがみられた 手術所見は尺側寄りからは異

常所見なし民側からエレバで掌側におしつけるごとく

にすると clickとともに可動性は改善され，中手骨骨'頭

の焼側に骨~のごとく突出した部分がみられ，解剖学的

異常の存在が確認された

発言 小林 (九大整形)

1 )私たちはすでにこの l例を報行している (臨床盤

形外科. 3. 65. 1968) 

2 )このときに保存予を用い発生メカニズムを調合ーし

たが，単純な MP過fljl展，種子骨正.i8. MP屈IJJlでは

発生せず，さらに accessarylig の背側牽引を加えても

必ずしも locking は起こらない. 最後に flex.poll. 

long. の牽引を加えて， 初めて完全に lockingが起こ

る. このことは強い flex.poll. long.の牽引で)健 ・腿鞘

が尺側に動く必要があることをノRしている.

3 )第 1中手骨骨頭の形態は，ほとんど全例に椀骨隆

起(あるいは結節)が認められ，これが必ずしも先天性

のものではないと考えられる.私たちは normaldevia-

tlOn 内の第 1中手骨骨頭の特異性だと考える.

追加・ 質問 藤沢(三重大整形)

過去 7年間に. 5症例. 6関節の本症を経験した.第

1例目は，飛び箱運動中，両側に発症した興味ある症例

である. 4例は観血的整復を要し 1例は強い外転 ・屈

111]にて整復された症例である. Lockingの定義に関して

は. 1967年，田島先生のお考えをもとに， 我々も症例

を検討したが， もし，定義について考えておられたらご

教示願いたい.

回 答 津下

沢山の追加をいた Xき感謝する.母指中手骨骨頭の変

型については単純X線像ではなかなか発見が困難で，開
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帯，種子骨などのひっか L り現象を総括して呼称してい

る.蝉発指は含めない Volar plate のめくれ込みもと

きに認められるようである.

題演般

節造影の利用が必要であろう また，病理解剖による広

汎な調子tも必要なのではなL、かと考える Lockingの定

義については特に考えたことがないが，関節周 囲の f:JJ

11. PIP関節掌側脱臼について

一一特に徒手整復不能例を中心として一一

整復され，同時に脱臼も整復された central slipの付

着部には断裂はみられなかった これら所見は 3例に共

通であった.整復された状態で局所をみると. .t!e側の

lateral bandと centralslip闘の dorsala poneurosisに

縦の裂け目が生じていた

脱臼の機序解明のため受傷時に加わったと推定される

外旋力，すなわち強いねじりで基節骨を固定して PIP

以下に加えると，前述の縦走する断裂部の離閥は次第に

宮城恒夫*福島賢人問 中繁徳、

きわめて稀な手指 PIP関節掌側脱臼の 5例を昭和48

年 3月より 9月までの 7カ月間に経験したので報告 す

る.

↑専井上

下
回こ
門巴
固
いニ
ピ

戸
司

d 

その度を増しつ;. central slipが次第に尺側に移動し，

遂には尺~!IJ願部を越えて骨頭掌側にはまりこみ，中節骨

末梢関節商と基節骨骨頭の連絡を完全に遮断してしまう

ことが確認された

整復後の縫合は dorsalaponeurosisの縦の断裂部に

のみ 5-0nylon糸で行ない， 側副初手持の修復はしなか

った 術後の外閤定は 2週間で肢位は保存例と同様であ

る.

予後

保存例の 2例はまったく正常の可動域を有していた

が，手術例では PIPに伸展および 屈曲制限 があり，

DIPでは 2例に屈曲が制限され. ROMの商からでは

不満足である ADLの面からみると， 寒冷時の疹痛や

こわばった感じを訴えているものもあるが，特にこまる

ことではないとのことであった.

切断指を用いての実験

左新鮮切断指を用いて，皮膚剥離後に用手で基節~・を

十分固定し，中節以下に強い右まわりのねじれを加える

と cenlralslip の尺側 (臨床例は布手指)の dorsal

aponeurosisに強い緊張は起こるが断裂は生じないの

で，メスで小さな縦切を加えて同様なねじれを加える

と，この裂け 11は治大し1 centt叫 slipは術中の所見と

同じく !!Ki;iHを越えて:手側に落こんでしまい，EE出した焼

症例

すべて女子て¥年令は 14才より 37才までである.受

傷機転は全例が洗線機の脱水機がまだ回転中に手を入れ

て指が布にからまれ，捻じられて受傷したもので，全例

とも1"1転)j向は時計まわり，すなわち右手に対して外旋

である 受傷折は石、指が 4例，中指が 1例で総て利き腕

のれである(ぷ 1) 

初診lI，jの変形は共通で. PIP以下は屈出1.外旋，協屈

している.x線所見も中節骨の著明な'主側脱|三|の他に外

見上みられるのと同じ変形が認められる.

治療は全例に徒手整復を行ない. 2例は成功し. 3例

は手術へと移行した.なお徒手整復成功例は1!{1i麻酔であ

る この成功例は MPおよび IPを軽度屈rtll位てーの外

固定を l例に 2週間. 1例は中節骨基底部骨折のため 1

ヵ月間行なったー

手術所見

示 ・中指ともにfT尺側縦切開て、はいると，皮下に直ち

に基節骨骨.liJiが現われ，尺側に付着部より剥離 した側副

初帯が付着し什頭の尺側をまわって掌似IJにめくれこん

だごとくに centralslipが介在している.後側のlateral

bandはかなり俊側に局しているが， なお骨JiJ{の背僚側

にあって. bulton hole状紋犯とはなっていない(図

1 ) 小筋鈎て:"iJ頭の末梢より centralslipをひきあげ

るごとくにすると容易にI，;Jslipは基節骨廿以を 越えて

キ H.Inoue (ω教授).S. Tanaka. M. Fukushima 久¥'11
米大学格形外科;T. Mi yagi : 宮城病院 C~824 -06 福|刈リI ~

川Jllltl¥i$回urJl.工).
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表 1

1974年 11月

~I:I性向|受同iiiiZ3254吋言語lZL|問裂|介叩高| 予 後

問幾「 2H「l 手術 協ba側ndlat 1年1ヵ月経過動ti'r関節なし
l l~ 右 水こ機まれにまる き 数回格復操 ンカソ 失敗 イj とce.central 
才 ♀示指 ( 9日

(尺侃IJ)ntral slip slip 16日 PIP: - 18~70 0 (総 :0~ 1100 )

(時計姐り):作を受ける 手整復
日) との問 DIP: 0~300 (健:0~85 0 ) 

2 1 1~ 右
当 日 手術

;ff 
術後 2ヵ月の状態のみ判明

♀ jJ.、指 同 上 数回格復繰 向上[t1J上 ( 6日 14日 PIP: -20~85 
才

作を受ける 目)
(尺側〉 DIP: 0~30 0 

3 1~ 右
手術 1年1ヵ月経過，動矯関節なし

♀ 中指 上 同 当
日 |塁手整

向上 ( 5日
有a

16日 PIP: ー 15~95 0 (健 :0~ 105 0 )
才

目)
(尺側〉 DIP: 0~70 0 (健:0~700 ) 

10ヵ月経過，動揺関節なし
右

♀示指 同 日 向上 成功 30日 PIP: O~ 1200 (健 0~ 120 0 )
DIP: 0~85 0 (健:0~85 0) 

上 当 日 同上 成功 14日 PIP:0~ 108 0 (健 0~110 0 )
DIP: 0~70 0 (健:0~70 0 ) 

註。症例4は中節骨基底部尺s[lJの骨折ありー

a. 

Central slip 
か内¥tLこん人'川jうf

図 1.症例 2の術"t所見

ι日

側~~j {jHには側高Ij籾帯の断端が付着している. Central slip 考察および結語

の付着部での断裂は起こってない。この状態で反対側の 術中の所見では Spinnerの例や実験のごとく central

~lIJ高Ij初幣(この場合は尺側〕を検するとまったく傷害さ slipの付着郊で乃断裂はみられなかったが，私たちの疲

れずに残っていることが判明した Johnson. 能登，福 例の予後調11'で手術全例に仲展制限がみられた三とは，

沢，室l司らの伊lのごとく， [n[転方向似Ij (この場合はが~ l"jJ腿の付后rmに軽い緩みを生じてし、たのかもしれず，国

側)の dorsalaponeurosisに縦D断裂をつくり ， l'iJ側 ii.::J政{立は PIPイ'1'展位のほうが妥当であったかもしれな

の lateralbandを同様なねじり操作でもって 凶節内に い.

介在させんとしたが起こらなかった また， ccntral slip 本邦での鰍告および例数は学会で‘の.ihl!JII判titiや会械を

と lateralbandとの間での buttonhole状紋似も生じ 含めて 91'， 11 例であるが，私たちの症例と l，iJじく介在

なかった. 物が cenlralslipであったものは， 箆烏 (1968)，，HJ二



(1972)による 2例であり， 脱水機にiWltsIす

るもの 4報告者 6例中，村上の症例のみが病

的所見で一致した Johnson (1966)の略図

は福沢ら (1971)も引用していると思 える

が，共通した諜りがみられる.

一 般演題

図 2.

1255 

b c 

私たち;;1:.脱水機による傷害で脱臼は起こら

ず， PIPの lateralinstabilityのみをきたし

た 1例をlJIJに経験したが，この症例，手術例

および切断指を用いての実験を総合して，本

症の発生機転を次のごとく結論したすなわ

ち，急激 な強 い指ηねじれによって先ず

dorsal aponeurosis (ID:J転方向と反対側の)の

縦の断裂と側高IJ机l帯の剥離あるいは断裂が起

こり，ねじれの地強と共に既述の cenlralslip 

焼制IJの dorsalaponeurosisに断裂が起こり(a)，central slip は

基節骨骨頭を越えて関節内にはL、りこむ (b).尺担IJの dorsalapo. 

neuroslSを断裂させてI，;J様なねじりを/JIIえて もcentralalipの介

入も起こらねば lateralbandとのI/:Jに buttonhole状紋犯も起こ

らないや). 

の凶転プj向へわ{同位と，遂には骨頭を越えでの関節内介 が， また， Joinl町 unyof thc handに Eatonが略図

入を起こすもの，すなわち rotation injuny あるいは などを付して説明があるのみで，これらの説明も一|分に

twist injuny と呼べるものである (図 2). 実態をつかんでいるとは思われないし 一級の文明傷~I{-

本傷害についての記載は成書では外傷外科全占にi:1!下 ともいえる本脱臼にi1:Flする必要がある

12.陳旧性 PIP関節背側脱E-l骨折 (4例〉の治療と予後

山 '1'1建輔 JI: l 博 ，~，: 111健 治*

P刊IP1以閃主対l宣節N-/汗'f(J似側側!目山t別!脱凶rl十'， '什"

態などにより占左三イ1されるが'新鮮時の適切な処置を逸し

て，iIJI(旧化すると 1)1;:1節周囲組織の癒着，割反痕化などが加

わってその対策:;tJI 常に国幾となり，すでに~f~剖学的な

らびに機能的に好成績を期待しがたくなる.

我々は 4例lの隙旧性 PIP関節背仮IJ脱ιI-，'J・折を経験

し， 2 例に観 IÍ[[J'I'~整復術を，他の 2 例には凶節同定術を

行なったので，予後の検討を加えて報告する.

症例 1.K.N.， 35才， 男子(図 1) ソフ トポ ーノレに

て右環指を軽度屈曲l位で突き指受傷し， PIP 1対節にi伯

仲展変形を認めた

近侠でア ノレ ミ高J]子陸|定を受けたま.1. 1ヵ)J後米航し

た.患部の腫脹強く， 修痛のため PIPI其l節のilI{!助はほ

とんど制限されていた.

ネK.Yamanaka (諮問!i)，H. Inoue (幼教授)， K. Yoshida 

久留米大学盤形外科.

術前 術後 1年 1カ月.

図 1.K. N_ 35才.

ドー

「ー
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術後. 術後 1年 1カ月

図 2.5. O. 54才

受傷後 34口1=11こ観血的整復術を行なった PIP関節

機側の mid-Iateral切闘ではいるに，掌側をはじめ関節

河凶組織の癒着は強く，また背・折片は中節'fj-関節面の約

50%に達し，転移したま L骨性癒合していたこれらを

剥隊後整復し pull-outwire法にて内固定するとともに

再脱臼防止のため中 ・基節骨を Kirschner銅線で一時

固定した.術後 4週で銅線を抜去し， I~I 動運動を開始し

た.術後 1 年 1 ヵ月の状態は運動範凶 0~50 0 ， 極力 48

(健側 51)kgで， ごく軽い運動痛があり， ADLで洗

面，食事(ハシ使用)，書字にや L不便を訴えている.

症例 2.T.M.，36才，男子

ソフトボーノレによる衝撃を屈曲位にあった右示指指先

に受けて受傷し，近医で整復後アノレミ副了間定により治

療していたが 4週後のX線検査で，なお PIP関節の

!日t臼があるとしてがi介され米院した. 受傷後 31日で観

Jfll的整復術を行なったが，骨片は中節11.関節面の 2/3を

占め，残存関節軟骨に eroslOnがみられた.関節および

'!I")十周閤組織の癒着を剥離し整復した後 Boyes や

Wilsonらの方法に準じて Kirschner鋼線で骨片を内固

定し，また，前例と同様一時固定を行なった 術後管理

も前例とほど同じであった 術後 1年 5ヵ月の状態は運

動範閤 0~60 0，担力 45 (健側 43)kgで，指の過度使用

後の腫脹を訴え， ADLでタオノレしぼり， ボタンかけ，

書字に若干の不便ありとしている.

症例 3.5.0.， 54..j-.，男了(閃 2) 

落下してきた材木に思わず予をIHし左ノj斗行を突き指

し， PIP関節の過伸展変形をきたし， 近医で整復困難

といわれ，バンソウ膏包帯による強度屈曲{立固定を 4週

ほど受けて治療したが，その後も腫脹，疹痛著しく受傷

後 5ヵ)1にて来院した 手術時所見ですでに中節骨関節

l簡の不整を形成したま L掌側骨片は癒合し，正常な軟骨

面はまったく認められず，関節周囲の搬痕化も著しいた

め， Kirschner銅線 1本の刺入に Zuggurtungを併用し

て関節固定術を行なった.術後 1 年 1 ヵ刀 I~ の状態では

PIP関節角 400， 極力 38(健側 39)kgで， ADLにて

洗面，ボタンかけ，紐むすびにや L不便を訴えている.

症例 4.K.K.，54才，男子.

ソフトポーノレにより軽度屈曲位にあった右中指指先よ

り突指し，PIP関節に bayonet変形を起こし， 近医で

徒手整復不能のま Lアノレミ高J]子同定を受け 4週目に来院

した.手術時所見で'デ:側'11"片は細分し中節'百'の残存関

節面は 1/3程度ーであり，整復不能なため症例 3と同様に

して関節固定術を行なった.術後8ヵ月の状態では PIP

関節 20。屈山位で，極力 37 (健側 44) kgで ADLに

て食事，ボタンかけ，書字に若干の不便を訴えていた.

考察

孜々の 4症例はすべてかなり大きな掌側骨片をもった

不安定骨折の陳旧化したもので、あった これらの治療に

あたって，まず関節商のアラインメントの改苫を試みる

べきであることは論をまたないが，外傷附にすでに生じ

た軟骨面の障害と関節内のその後に起こってしまった変

化はいかんともしがたく， 加えて 五brouspulleyの後

壁部，側副靭帯，さらには背側関節包からイIjlI窃腿にまで

及ぶ広範な関節周囲組織の癒着， 搬痕化が観瓜l的整復

を困難にしそれに続く機能改善を妨去 Bunnelや

Boyes， ¥ヘ'ilsonらの方法に準じて整復， 内固定を行なっ

た症例1， 2 においても 50~60 0 の運動範四を得たにす

ぎず，成績不良であり，指関節中段大の運動範聞を要求

される関節に不本怠ながら関節固定術を行なった症例

3， 4とのrl¥Hこ， その予後評加における満足度や ADL

のうえでほとんど差が認められなかった.

また障害mよよる迎いはあるが，巧級運動上の不満で

は，全例とも小さなネシをまわす際の不便さを訴えてい

た

我々 tにこ， Eatωon町1，McCue，室回らの幸報H告にある骨片切

除後乍t似例側11刊11私紋{を a吋dv刊an町lCH暗 する方法の経験はないが， 我

々が行なった骨片の整復と内固定をする方法では陳旧例

で関節聞の障常が大きく，周囲組織の癒着，減痕化が強

い例に適応できて多少の PIP関節運動を獲得し得て

も，閃節固定術にまさるといえるほどの予後や成績はWJ
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〈手の外科に関する基礎的研究〉

13. ヒトの手指関節運動の基礎的研究

一一 (第1報) 3関節の運動111買序について一一

新凹豊彦 山内 裕雄 斎 j除之男*

指関節 implantの研究で痛感したことに，指関節の

日常勤作における運動度に関しての基礎的データの乏し

いことがある.そこで我 は々， 日常生活における指関節

の使用頻度の測定を大目的として，指の運動解析の実験

を行なっているが， 今回は， 指屈曲 ・伸展H寺における

MP. PIP. DIP関節の運動開始 ・終止)1闘序ならびに，

経過中における関節の角度の変動につき報告する.

J行関節屈l性l角摂IJ定には，機械的 ・光'学的 ・電気的など

種々の力法があるが，本実験目的は日常生活においてな

るべく 拘束条件の少ない状態で，長時I::J観察することに

あるので，経I侍的観察およびデータ処Elの容必な電気的

刀法によることにした

予備実験として，五与し、ゴム!肢にカ ーボン と高分チ材 を

塗付 したセンサにより， j行背皮!何の長さの変化で角度を

!日l接的に検出する方法や，一種のインダクタンス ・セン

サによるものなどを試作，実験したが，取り千lけ位置に

よる計測値のばらつきが問題で，結局 Long，森貞らの

報告しているような平行 4辺形リンクを述結し 小型ポ

テンシオメータで角度を直後，電気的にとらえる方法と

した.

実験方法

lKuの小型ポテンシオメータを 3コ取り付けた平

行リンク角度計を指宵に接着し， BLl節 J)iff}Jきによるメー

タの向転角度を抵抗変化分として取り 11~ し，位電池を電

源として，屯ト|コ変化に変換しこれをヘンレコーダにて

J前記する)j法と，さらに多情報処理を 11的とし， ']i圧変

化をハノレス幅変換機によって 1mm/secのノ、ノレス帽に

変換し，これをビ ィデオ|司詰lやカセ y トテーフレコーダ

に入れるか， または直銭テ'コーダをAiし， 'rli算機処Ei!す

る)j式とした(図 1) '<li't'i~機としては O KITAC 4300 

C をmいm これに指の角度変化を AD変換し 5皮I/lJ

* T. Nitta， Y. Yamauchi (助教授): lI ~i犬1 .1 大下4柱形外科;

Y. Saito: .!.tU;('il!機大学 l学部 (~ I O I 点京郎千 1 \:; 1111メ糾i

1I 1 ~i1 I I1J2-2 ) . 

図 1

隔のスケーノレで，プログラムして，角度変化を打ち出す

ようにした

角度計の プレー トは， t!'iに密に接着されているが， リ

ンク機構と， ホテンシオメータに軽度ながらも存在する

摩僚により， プレートと指との平行関係が保たれている

かの判定のため，実験指を 16mm11央曲iにとり，これを

モーシ tンアナライザによって検定した結果. ぷkは

50以ドであることを確t認した.

今1"1の実験では，正常成人男 r16 ~れの l に 'l' j l1を対

象とした.

実 験 結 果

i'I然、に肘をJ:r!llli.fill泌する際，常E滅的には， 31品j節が

ほ叫:引"'iにJili!WJをIJfJ始するかにみえるが，ヘンレコータ

上の波形のl!.ちあがりI時点，飽和時点を訂測すると，ズ
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表 1.
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pMD 3811!MDP 2411 

! _ !__ !MDP 40か|
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3)当然ながら，ズレは素早く屈伸すると著明に減少

するし， I1頂序も少し く変化する.

4)各運動時の代表的な運動開始 ・終了順序のノミター

ンの百分率をとると表 1のごとくで，屈曲時には mpd-

dpm，伸展時には mdp-dpmとなるのが約半数にみら

れ， MP関節の運動時間が最大である.

5)マムシ指のような病的指では， JI厩序 ・ずれ ・カー

フともに大きく変化する.

電算機処J!llをした指関節屈曲角度の変動カ ーブでは，

PIP関節 ・DIP関節のカーブは，決して平行ではなく，

段大屈fJJr角は，中指では PIP，MP， DIP関節の順に小

さいのが一般的で， これらは Landsmeerの retinacular

lig.によるといわれている PIP・OIP関節聞のリンク

機構が，必ずしも機械リ ンクのように厳密なものではな

いことを示唆していると考える.

以上，我々の計測方法による結果を報告したが，いっ

そうのデータ集積と機能解剖学的意味づけは今後の課題

として残っている.また指関節の使用頻度については，

次報以降で発表する予定である

1
 

pa 
I
 

nr 

j
 

nr 
I
 

nu 

ー一一ー一一...Paper 2∞mm/s配

図 2.Y.Y. Fast flexion and Extension. 

レが認められる.たとえば図 2の例では，屈尚開始で，

MP関節が先ず山り，それに 35msec遅れて PIP関節

が山り始め，次いで 15msec遅れて OIP関節が最後に

Aaり始めている. これを使宜上， M-P 35-D 15と記載

することにし多数指の反復運動をさらに簡略化して処

理するために，ずれがく50msecならば 小文字， 三50

msecならば大文字で記すようにした

被検指 それぞれ約 10回の反復屈伸での結果は，

1)同一指でも，反復運動中，ときに順序が異なるこ

とがあり ，これは p，d聞に多い.

14.握力についての考察

朗*

の困難な症例lに遭遇する か Lる1，'，'例についてその短力

をより，Ei確に知り得るため，枚々は新たな梶力討を試作

した. その有用性および特徴は第 161'"'1本学会で述べた

が，今同はこの服力討を使用し，臨床例について検討

しい さ Lかの知見を得たので報告する.

藤原円尾宗司

日常しばしばその似)]測定

* T. Sho:県立淡路病院整形外科 (<<11>656洲本市卜:)JII&I-6-
6); S. Maruo (講師):兵庫医科大学整形外科，

A. Fujiwara:神戸労災病院格形外干↓ (窃651相1'); di 1f{t 
区筒池通4-18)

智矢圧

手指HH易忠者等において，
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復力測定に際し 25mm， 31. 5 mm， 42 mm， 49 mmの

直径を有する 4 種の爆力~I を{史用した 正常人について

は太さによる測定他はほとんと.みられなかった

指切断症例について

第 2 ~ 5 指の 4 Ji'i切断のうち. 4指とも MP関節で

離断した症例で、は Smcdleyの侶カ計では測定不能であ

る.一方. Cylindcr型極力計で最高健側の約 65%の力

を有し， まだ物をもっ機能をかなり残していることを示

している.

また，基節骨切断例. PIP関節離断例では Smedley

握力計の測定値よりも Cylinderの測定値が大きな値を

示している.

母指切断患者のうち. C.M.関節離断の症例は母指球

がないため Smedleyの握力計では測定不能でトあった

しかし Cylinder型での測定値は健側の 50%の復力を

有していることを示しまた. M.P.関節離断例でも高

い値を示している.

神経麻痩例について

焼骨神経麻抑例で，高位，低{立損傷のいずれの症例に

おいても約 50%握力の低 Fをみる，

J亡骨神経J制キ例でも約 60%腕力の低 卜をみる.

正中神経J制卑例は全例手抗原筋腿断裂を伴っているた

め 先験的に正rl'神経を下関節部にてブロックし調千五し

た(図 1).正rl'神経ブロックにより短力はブロック前

と比べると 75%に低下している さらにこれらに )~'l~・

神経プロ ック を加えると短ブJは低下し約 55%の他を示

している. これらのことからすべての Intrinsic muscle 

が麻痔すると知覚脱失という点を考慮に入れなければな

らないが， 健状時の 50%近くの擦力低下をきたすこと

がわかる.

浅深指屈筋臆断裂例について

1指の浅深指屈筋挺断裂で指関節の拘縮のみない症例

については，各指聞に大きな差はみられないが，母指，

小指では担主力の低下は少な くtド指の屈筋腿断裂例では底

力低下が幾分大きいようである.

多指屈1初版E断裂例について封i傷指の数と据力の関係を

みると. Smedley握力計では 4指m傷例は d[iJ定不能で

あるが CylinderJ型復力計によると . 2 J削~.~傷秒'IJ と 11~lの

うえでは大危なく約 50%の似)Jを残していることがわ

かった(図 2)， 

手指拘縮例について

3桁以 |の拘縮のみられたものでは Smedlcy刻fs)J

計の測定は困難となり，全般に拘縮の桁の数が噌すに従

って Smedley!1ii)J計の測定11f[と Cylinder J附Mカ.iIの

、J
H

ハり

3
F
I
A
り

ー

-

(
 

80 

60 

40 

median ne円 eblock 
TのW1J

20 
median and ulnar 
nerve block 
Tの仇:1J

図 1.
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図 2 浅深指屈筋l舵院rr裂指の数と似力の関係.
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図 3.手J行拘縮症例.

iJ!lJ定値の光興が顕著となる (閃 3). 

考察

切断例についてみると. Smedley W.力 ~I によりかろ

うじて測定し得たのは第 2 ~5 桁のぷ節'Iï・や L 末中fißlIJの

切断例である. したがってこの症例よりみて，基節'11よ

りrl"枢での切断は Smedleyj1;1力，11ーでの測定はまったく
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不能である 一方， Cylinder相では MP関節離断例で

もその測定は可能て、あった.

拘縮例について

Smedley磁力討を把持したとき，さらに測定'1ヨのX線

を撮ってみると，その握力測定に際しては MP，PIP関

節にかなりの動きが要求されていることがわかった し

たがって MP，PIP関節の拘縮のみられるものでは，

Smedley据力計により握力を測定することは適当では

ないように思われる.

浅深m屈筋断裂例についてみると 1桁断裂似lでは保力

低下は著しくないが， 4指損傷例になると健Mのが)50%

にまで低下している

神経麻痩例について

挑骨神経麻縛例では約 50%の脳力低下， 正中神経損

傷では 80%， 尺什神経損傷例では 70% まで低下し，正

中尺骨両神経プロックし lntrinsicmuscleの機能を完

全に取り除くと， 約 50%にまで低下する. すなわちそ

れぞれの杭例で蔽もブJの出し得る太さの円筒を握らせた

とき， Long Flexorと 1ntrinsic muscleはほ x同程度

の力を什1し合っていることを示しているのは興味あるこ

とである

結語

1)新たに試作した Cylinder型握力計を用いて手指

損傷忠者における螺力について検討した.

2)母Jfi，手指基節句'中央部より 中枢の切断例， 3指以

上の指関節拘縮例， 多指屈筋腿損傷例では Smedley)間

握力f.1による燈力測定は不能であるが，か Lる!;i二例にお

いてもいくぶんかの爆力を残存していることを知った.

3) 1指の浅深指屈筋健損傷例の握力低下は著しくな

いが， 4指の浅深指屈筋腿損傷例ではその拐力は 50%

にまで低下する.

4)単独神経損傷例では，後骨神経麻w例のJ"W:;!)低下

が最も著しく，次いで尺'1~1 神経腕;的仔11，正中神経麻j!liï.例

の JI原になるが，正中尺'I~J'両神経ブロックにより ， 完全に

Intrinsic muscleの機能を取り除くと， 約 50%にまで

探カは低下する.

発 言 小林 ()L大整形)

Sublimisを抜去した後にj縫移植を施された例でピンチ

力を計測されているか.

15. ピンチ力の検討

中野謙吾 円尾宗司 古川泰生 藤井敏男*

指機能の定量は，労災保償判定，手の機能1，'1復観察守ー

の目的をもって種々試みられてきた. しかし特につまみ

の力測定には繊細!な動作に対する精巧な~1. 6:{を得ること

が困難であることと，個人差が多いことで結論を得るに

至っていないようである

近年ピンチ計の試作は籾[J谷， iUII，小野，荻原らによ

り行なわれ， ゴムマリ等の空気圧と水銀柱を組合せたも

の， λ ネを 利用 したもの， さらに抵抗線型 straingage

を利用したものが報告されている.

著者の 1人円尾は昭和41年藤原 ・村田とともに半導

体歪計を用いて臨床応用可能のピンチ計を作製し， 46 

年につまみのメカニズムについての論文を発表した.:[比

* K. Nakano (教授)， S. Maruo (講師)，Y. Yoshikawa， 

T. Fujii:兵庫医科大学整形外科.

々はこの簡便なピンチ ~ Iーをさらに改良して ， つまみ力に

よる計の誤差を紐!廷に少なくした 今同は正常人のピン

チ力の実態とそのメプJニスムをよりくわしく検討して，

2， 3の空IJ見を得たので鰍竹する.

なお，指の機能は従米さまざまの名称，分類で表現さ

れている.表のごとき縦約ーがあるが(表略)その統ーは

困難であるので， A主Aは Swanso口らの最近の意見等取

り入れたj除JJ，(，円尾らの分類によった すなわち指尖で

つまむ tippinch， 指腹でつまむ pulppinch， 示指側

|而をは桁でつまむ keypinch， 示中母指 でつまむ 3

pulp pinchに便宜上分類した.

研究方法および対象

前述の半導体歪引を用いたピンチ計により tippinch， 

pulp pinchを示指， 中指についてそれぞれ行ない 3

ト
』
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pulp pinch と keypinchも合せて測定した ，n訊IJは んど相関関係がない.

10才代より 60才代に至る 1，300名であるが，イi側円形 ピンチ力の分析

グラフ(図略〉にノ五すごとく，母指の形状によりその ピ ピンチ力のメカニズムについては多数の機能解剖l学的

ンチ)Jの援が認められるので pulppinchに際して 180 研究が行なわれ，指およびその中枢部関節の固定と，指

度{IIJ展位にロァクされるもの (Extensiontypeと仮称〉 のつまみ運動とに分けられている Lanz，Kaplan， 

と f.P.凶節の適度伸展するもの (HyperExtension型 Bunnell，め成古に明記されているほか Littler は Ex-

と仮称)に分けてみた 男女とも約半数が Extension trinsic M の!I支位固定と力源としての役割jを明らかし

型で， 1/4が Hyper型である なおピンチのメカニス た，江川，小野，Mc Farlaneらはそのピンチ関与を解

ムを知る参考として Dempsterの EMGが筋への負荷 明している.さらに円尾は筋電図により筋の関与を分析

と相関関係ありとの理論より，表面電極または埋没電極 した 突するに指を釘抜き型または，ヤットコ型に固定

による筋電図検査を行なったが，特に今回は Extension する intrinsic M.と ExtrinsicM.があり， つまみ運

型と Hyper Extension型との ピンチ力の差異を検査す 動については等しく母指内転対立を行なう筋群が働くも

るため，母指対立|付転筋群と深指原筋の筋電図に重点を のと思われる.後者は主として M.adductor pollicis， 

おいた M.lumbricalis， M. interosseusである しかしながら

健常人ピンチカの傾向 ヒトの母指には過度伸展する IP関節と 180
0
仲良位

ピンチの形よりみて，力は KeyPinchで段も強く ， でロックされるものがあることは前述したが，そのピン

次いで 3pulp pinchであり，ノj、j:1， '1'指による各tIp チカの差は可なり著明である.すなわち HypcrExten-

pinchと pulppinchにはほとんど 淫がない 年令別 Slon型が特に 3pulp pinchにおいてより強))であつ

にみると ，Charlesは 18才 65才をlJlにして比較的著 た.これをカ学的にみると，図のごとく力の)j向がまっ

明な差を認めている 我々も 20，30， 40代 でほとんど たくかわって Extension型においてはほ指内転対立筋

→ 

庄がないが， 10代， 60代で著明な ピンチ))の減少する

のを知った. 4 ~ 5 kgの差である.性別lにみると，

Charlcs は 30~60 ボントの差を以って男子が強いと述

べているが，我々も 2.5~3. 5 kgの業を認めた.民力と

の|刻.lliはわずかに認め，荻原乃論文も同じであるが有志

のズではなく， また，左右差もなく，体重，身長とはほと

:r.平が強力に{動くのに反して Hyper Extension別におい

ては指原筋:r.lがより強く働くことになる すなわち

Extrinsic M.の運動関与によってピンチ力を増し， 特

に 3pulp pinchではその影響が倍加されるものと推

定される.

筋電閃によってもこれが明らかで Flexordigitorum 
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日
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f〈f〉a

Pulp Pinch hyper p.p. ext. 

図 3.

と母指対立内転筋群との E.M.G.が，逆の振幅を示し

ている.また 3pulp pinchにおける筋電図をみると，

ピンチ力の増大に比して Adductor，Flexor digitorum 

の振幅がともに小であるのは，力が示 ・中指に分散され

ることを証明している さらに kcy pinchにおいても

Extrinsic M.の力源関与が推定される すなわち Flexor

poll icis longusは Littlc.によればピンチの力源になら

ず，指の固定に役立つものであるが， key pinchにおい

てはこれがブJ源としても関与している

Flex. poll. longusの筋電図もこれを示し

Froment's Signもこれを証明しているの

ではなかろうか. Key pinch は他の形の

Pinchに比 し故大のピンチカを示している

が，これは肢位固定の容易確尖さととも

に，長母指屈筋の作用によるものが大と思

われる.

結語

以上，我々は改良された半導体歪計を用

いて正常人のピンチ力を測定報告した

質問 見松(刈谷豊田病院整形)

左右両側ともに障害されている症例の検

討を行なうとき， その人の正常値(健常

値)が必要となる，沢山の正常人を測定さ

れて，この症例ならば，ほ Xこんな値であ

ろうと思われる基準となる指標がみつかっ

たかどうか?

発言 田島(新大整形〕

Pinch力の検討は無意味とはL、えない

が，母JRおよび相手指の CM，MP， IP 

(PIP・DIP)関節J) stabilizationの適否

その他復雑な条件によって支配され，その

J-_ pinchしたものを tactilegnosisのコン

トロールによってうまく manipulateでき

るか否かによって pinchが布効に働くかど

うかが規定されるという要素を重視せねば

ならないと考える

回答 中野

見松先生へ :この平均値を臨床に応用す

ることは個人差が大なるゆえに困難であるが，各年代で

参考にはなると思う 目また，個人への経過を知る ことは

できる.

岡島先生へ:各筋肉のパランスにより協同作業により

ピンチが成り立つことはた工いま 田島先生がし、われたと

おりであるが，これのメカニズムを分析するために単純

化 し stabilize.と mortorに分け，また，筋を単純に取

りあげて検討した.
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16.物体把持時の指尖圧分布およ び時間的推移について

武山健三 今井立史 山内 裕雄 鈴木広美*

我々は一定の粗大動作における各指尖圧に注目

し，その指尖圧を測定し正常人の粗大動作時の 5指

尖悶相互関係および病的状態すなわち筋，知覚異常

のこれらに及ぼす影響について検討する目的で実験 kg/cm' 

を行なってきた その一部は第46回日本整形外科

学会に報告 した その後さらに知覚神経の失われた

指における指尖圧変化および種々の疾患についてし

らべたのでこれまで得た知見をまとめて報告する.

実験 方法

モデリング ・コンパウンドにて 5指尖の中央に小

型圧変換器を埋めこんだハントピースを作製した.

初期には抵抗線歪ゲージその後半導体歪ゲージを用

いた.このハンドピースに重錘を取り付け，これを

もちあげさせ動ひずみ討にて計測した 対象者は育

年男子 20名であり神経プロ ックは手関節部に正中，

尺骨神経をブロ ック したものと，指神経のみをブロ

ックしたものの 2通りを行ない， また各種疾辺、につ

いても検討した.

実験結果

段大垣りの場合は母指，示指，中指の 3指尖庄は全体

の約 75% で、あった 握りのパターンについてみると母

指に最大にカを入れるパターンと示指に最も力を入れる

パターンとに分類することができた.正常手において重

錘を可変した場合についてみると重量の増加とともに指

尖圧も増加し握りのパターンも約 3kgで最大鐘りの

パターンに近ずく 神経ブロックを行なって手袋;から指

尖にかけて知覚が失われた場合は明らかに正常に比 して

強く圧をかける傾向がある.

可変重量;と指尖圧についてみるとプロ ックされた各指

尖庄はし、ずれの場合も可変重量とともに指尖圧は増加す

るが明らかに強い圧を加えるのがわかる また，ブロッ

ク手における指尖間の関係をみると正常手に比し一定の

パターンをとらない プロック 予5指尖相互の関係につ

いてみるとある場合には中指尖に圧をかけ重量がかわる

* K. Takeyama， R. lmai， Y. Yamauchi (助教授); 

H. Suzuki 順天堂大学整形外科.
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5kg持ち上げ時各指尖の関係

正常手 ブロ"J'f. 

(指尖)

図 1.

と今度は環指尖のほうにより圧を加えるというように，

カの加え方に迷っているようにみえる.感覚が量的に滅

弱しているために，感覚のフィード ・パック を普段なれ

ている程度にはっきりと感受しようとしていることが想

像される.また，もち続けているときの指尖圧について

みると，正常の場合に比し動揺が激しくなる傾向を示

すーこれは感覚の量的減少による握り制能の低下のため

スムーズに力 を加えられないためと想像する(図 1). 

視覚を遮断した場合と， しない場合についてみると，視

覚を保った場合は指尖圧の減少の傾向があり，視覚はカ

を強く入れすぎる傾向を押えるように働くものと思われ

る 以上は手掌全体の知覚をブロ ック した場合である

が，次に指神経のみのプロックについてみる 3kgも

ちあげ時についてみると，いずれも指尖庄は低下してい

る(図 2) これは桁のみの感覚脱IUではその感覚央ー常

のためより正常な部位で感覚を感受しようとするためと

指尖部の異常感覚のため指尖にブJを入れるのを避けよう

とするためと怨!像される.ちなみに第E指 1本をプロ ッ

クした場合についてみると正常では 3kgもちあげ時 1.4
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1.5 

正常手

1.0 

0.5 

図 2

ヨ ~I1

ニζ3kg持ち上げ時--ーI

指神経プロ>7手

kgの指尖土lミをノJミすが， ブロックした場合には 0.4kgと

この指のみが著明な指尖圧低下を認める 次に 2~3 の

症例を供覧する.慢性関節リウマチのため 2僧と 5指の

機能障害を認めた症例について，その指尖圧をみると正

常のパターンは乱れ障害指の著明な低下を認める.ま

た，比較的正常な機能を保つ 3本の街尖圧はもちあげ重

量に比し強くほを加える傾向にある これは機能的残存

指が代償的に働くためで‘あろう .

次にパーキンソンについてみるといずれも治療により

外観的に異常を認めない症例である 指尖FF.分析につい

てみると図 3の下の正常予とほ X同様の分布をボしてい

る. しかし波形をみると症例 1. 2とも斜線でボした部

分のごとく， もちあげ準備状態ですでに指尖}r:の上昇を

認め， もちあげ終了後も指尖圧が 0とならず桁尖圧がス

ムーズにコントローノレされていないことがわかる この

現象は正常手にはみられず原疾患による筋緊張異常に基

づくものと思われる.百J変重量と指尖!とについてみると

ミーキンソンの場介， もちあげ重量を可変しでも指尖圧

があまり変化せず全体として強く撮る傾向がある

i;士 雪玄，.同 回目

我々は以上の尖験の目的を主として，感覚フィート ・

バ ック系の呉常に対する動作筋の態度をしらべることに

ザシ
ヰこここ
すむ〈

おいたが，多数の徴少圧センサーが現段階では得られな

いため指尖圧のみに|浪つての解析を行なった.これによ

り以上の結果のごとく基本的動作時における指尖圧分布

および感覚系の乱れにおける指尖圧 1~2 の病的状態に

おけるそれを解析する手がかりを得た 今後はこの解析

法の臨床面での応用の可能性およびセンサーの小型化，

多チャンネノレ化ができれば，手の感覚と動作との関節を

さらに厳慌に解析て‘きるものと考える.

質 問 :11二口〔慶大整形)

指尖圧分布を計測する場合，ハンドピースの大きさ，

形状，材質により結果はかなり変化する.すなわち，各

信尖と手掌および物体との角度，母街と他指の対向f立位

|対係，物体と手掌:の接触の程度等の因子が考慮されねば

ならない.母指，i_J-;指. 1.1こ:指の圧分布の合計が 75%を

占めるとの結果は一般的にいえることかつ また，知覚

麻痔手の把持に対し，視覚が関与すると述べられたが，

指尖圧をコントローノレする vissionfeed backを仮定し

た場合，被験者は視覚による情報としてなにをみている
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とお考えか.以上 2点についてご教示願いたい.

回 答 武山

質問 1~;こ対する回答 : ハンドピースは 1 人ずつ手の型

をとり，その指尖部にトランスジューサを埋め込むので

指尖に当らないということはない. もちあげ時指尖とト

ランスジューサとの聞の滑りの問題はある.

1974年 11月

質問 2に対する回答 指尖圧は必ず開限と閉限時とも

に測定しているが， I!lll浪時の測定値にノζ ラツキがあり，

繰り返しもちあげさせるための学習効果が認められるー

したがって正縫な結論は出せず visualfeed back等今

後の問題と思う

17.指屈筋腿鞘内における屈筋腿一次縫合術に関する基礎的研究

一一一特に健鞘、の治癒機転に与える影響について一 一

小林勝 占津孝 衛 勝 比政寛*

1960年 Verdan，1967年 Kleinertらの臨床例D報告

以来“NoMan's Land"内の屈筋随一次縫合術が1+nさ

れるようになってきた しかし，これには検討すべき多

くの問題が含まれている.なかでも腿鮒の処理と融n縫合

部の治癒機転の凶係が重要と思われるので今回は次の 2

点にIMIして行なった実験結果について搬告する.

実験 I

目 的 : 実際の手校上腿輸を切除することなく屈筋血~

ぬ胤
ぬ
潤
川
岬

繍
閣
胤
ー;川'~ (Ü ('11:分切|;J:

図 1 舵s附の処理.

令l、U)ドJ、

縫合を行なうことは困難である.そこでまず屈筋腿縫合

後，腿鞘を縫合閉鎖した場合とl健鞘を部分的または広 をl旦l復しているが断端部には結合織の侵入はなく glト

範に切除した場介のl院縫合部治癒に及ぼす影響を検討 ding Aoor側で軽度の VJSC口 almembranc の JI山手が版~

した 断端部にみられる. 2週では parietalmembrane LlJ米

方法:指屈筋腿の構造が人類によく類似する成熟日 と思われる肉芽組織が血~縫介 1mに侵入している 腿断端

本ザノレを用い全麻のもとにfJ指を除く 41自の深指J:E筋艇 部をうめている肉芽組織内の Fibroblastには舵断端部

を指中節中央部で切離し 4-0Nylon糸による Double に垂直なものと鍵の長II~h に 一致するものが認められ

right angle sutureを施し， 3週間ギプス固定を行なっ glidi暗日oor側では 11巴序した V肌 eralmembraneによ

た.腿幣の処理については一次修復群，部分切除詳，全 り鍵縫合部の辿続性が回復する 3週てt主肉眼的にも艇

長切除の 3群を作る(閃 1) 術後 1， 2， 3， 4， 5， 縫合ffllと!河聞組織の癒着，血管憎舶が著明で組織所見で

および 6週後に肩関節より離断， J液箆動脈より Micro自l も!腿縫合部の結合織で周囲組織と強く癒着しているが腿

Compoundsを注入して舵縫合却の血行をみる手段とし 縫合部以外の滑膜腔が明瞭となる. 4週で穆原線維の不

た. その後， 腿縫合部D肉眼的 組織学的検索を1jな 規則な連続性がみられ， 5週， 6週では新生した謬原料l

った 維は長軌に一致して報び gl凶 ng日oor やJJill，)'ifl修復部と

結 果 の癒着も組になってくる

1 ) 血~革rr一次修復群・ l 週では修復した腿鞘は連続性 2)腿，m全長j;lJl制作 1週では|勾|仮的に glidingAoor 

から血管のft広な vincula様組織の腿縫合mlへの侵入を

* M. Kobayashi. T， Yoshitsu， M. KatslImi:新潟大学教 みる.組織所見で'千:~{Ijには皮下結合織 111* と忠われる
形外科 1勾:5f組織のもt入を認め， gliding Aoor Mには visceral
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図 2 血t靴全長切除 5週円
Gliding fl∞rからI!it縫合部に segmentな血

1 iが認めムれる.

membraneの程度のIIE厚を認める 2週では肉眼所見

て、屈筋舵全長がl血管増舶を伴う肉芽組織で包まれている

のがI泌められ，組織所見でも鍵縫合部は全周結合織で埋

めつくされる 4週では臆縫合部における結合織の血管

の数は減少し腿周囲に滑膜性 membraneとtffll英肢の再

生を認め， 1.陀の長l触に沿った穆原線維の新生は不規則で

ある. 5週および 6週では肉眼的に gl凶 ngfloorと)陀

縫合部の癒着は限局して vincula様となり腿，mとの癒

着も軽減する(図 2). 

3)腿革首都分切除昨 1週では出t縫合fmに血nm切除郎

周辺の皮下結合繊より I血管の巴:京なl勾非組織が佼入して

くる 2週では血n縫合部に全問から Fibroblastが慌に

増殖し縫合糸問辺にもi曽舶がみられる. 3週では!腿縫合

部に侵入したが;介織はすべて長'jilh)j向に配列し!舵表面と

本米の parictalmClllbraneの移行部に滑映のおりかえ

しがみられる 4週ではl血管の数は減少してくるが腿縫

介，"mと純明j欠Hlf;ilの川の癒着はまだ強い しかし縫合部

以外の併映肢はIYJI僚である。 5週および 6週では肉眼的

に)此''(iriと肱t縫介;，mの癒着も減少し， gliding日001 とも

scglllcntalな1(llfjをノドす vincula様の癒着ーを残すだけと

なる

結 論

拠一次縫介の治癒機I1出土!挺革nの処理法によ るイlJむき2は

必められない

実験 11

日的，もうひとつの重要な問題は血ll'i¥ffの .ffHである

Vincula Longaの

J~f\i~rm て' υH的f

、喝さき

Vincula Longa:l) 

j~f\'( ì'm で υ')1相I

ち竜さきぽ

後
日

H

ザ

oo
pb

u円
1
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=争 仲ii圭
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図 3.

Mesotenon， すなわち vinculaを通しての血行状態が

腿断端縫合部の治癒に影響を及ぼす"J能性が考えられる

点である. Bunnell は実際指屈筋!政の断裂レヘノレにより

腿の血行状態がちがい， ときは部分的展死を起こすこと

が癒合不全や高度癒着の原因となること，またイ二i回はサ

ノレにおける vinculaの結主主により屈筋艇の 一部に阻j加

をきたすことを証明している そこで屈筋且tの断裂レベ

ノレ，特に、inculaとの位!I'I的関係が臆断端にどのよう

な差を生ずるかを検討した

方 法 ・成熟I1本ザノレを全麻下で舵鞘切除後，深指屈

筋腿を vinculaLongaの遠位部で切離した群は術後 18

n， 35日nに vinculaLongaの近位部で切離した群は

術後 18日Hに ITIlcro自1COlllpoundsを 注入し屈筋腿近

位切断端乃肉眼的，組織学的検索を行なった(図 3). 

結果

1) Vincula Longaの近位部で切離した場合，肉眼的

に断端部はや L細く弾頭形となり，組織所見で、は断端rm
からの謬原線維の増殖は認められず vIsceralmembranc， 

特に gliding日001 側からの増殖により断端がカ パーさ

れそこから結合織が断端に侵入する.

2) Vincula Longaの遠{立部で切離した場合，肉眼的

に断端部はや斗純lくなっているが vinaulaの付着部付

近は舌状の乳白色のうた起でつながっている 組織所見は

術後 18日では 残った vinculaからの肉芽組織が)雌断端

を包み， 3511ではこの|士stに 111米する結合織が弾頭形

になり丸味をおびた断端に伝入する像がみられる.

結論

腿切断端の所見は屈筋拠能rr裂レヘノレが vinaula付着

部の遠位であっても近{立て、あっても本質的差はない こ

の所見はl腿縫合部の治癒機転と本質的に同じものと解釈

される

追 加 問|王1(成大整形)

私たちは prilllarydirect su ture に際しl健!'(i~fを瓶イがし

たほうが癒着の而でも腿修復の面でも有利と考え，でき
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るだけ温存するようにしている. しかし演者のいうよ

うに，技術的に鍵輸を温存することが困難なことが多々

ある. 我々 は， 固定肢位をとったとき， 縫合部と腿輸、

損傷部が一致するときは鍵鞠切除し， 一致しない場合，

つまり伸展損傷のときは温存し縫合部が腿鞘内にはい

るようにする. その際，鍵縫合部中枢を temporalyに

Verdan法のごとく pll1 で固定して縫合操作を容易に

し， dressingを行ない Tension reducing positionをと

ってから plnを抜いてギプスシーネ固定を行なって

いる.

18.腿の再生・癒着に関する研究

一一(第 2報〕健鞘滑膜の部位的特徴とその再生について一 一

高杉仁井 上

我々は前回の本学会において， ヒト ・ニワトリの腿お

よび腿翰滑膜表面の立体構造およびニワトリの切断l健の

再生経過を走査型電顕を用いて経l時的に観察し，これを

報告したが，今回さらに鍵鞘滑膜の部位的特徴を走査型

電顕および組織化学を用いて検索し，また， 一方ニワト

リの腿および腿鞘切除後、ンリコンロ ッド婦入時における

pseudosheathの再生経過を観察したので報告する.

採取した新鮮標本は，まずその表面を生理的食塩水で

洗浄し， グノレターノレアノレデヒド， オスミウム酸で二重固

定し，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

した

1.腿鞘;骨膜の観察

前回にすですこ述べたように，阪E革円滑膜の内層 (visceral

layer) の友商は. 直係 7~8 μm の前半な紡垂状の表層

細胞によって被われ，その細胞間|玖は筏接しないことが

多く，さらにその表面は O.1~0. 2μm径の修原原線維

と思われる繊細な線維の網目に被われている また，外

層 (parietallayer)は内層の細胞と形状が少し異なり，

や '>.::hみをおびた細胞が増してくる Vinculaの部分で

は，表層細胞はむしろ内層の細胞に形態が似ており，よ

り腿輸腔に突出している.その表用細胞の表面をよく観

察すると，径 O.1~0. 3μm くらいの矧粒様突起がみら

れる.このような突起は関節滑膜の表周到11胞にもみられ

る組織化学的にはこれらの細胞および細胞聞はムコ多

糖蛋白陽性で，滑液産生能を有しているものと思われ

* H. Takasugi， H. Inoue:岡山大学整形外科‘ O.Akabori 

(医長): jlTtJ山済生会病院整形外科 C~700 岡山市伊福IIIJ).

赤 堀治 *

図 1.Vinculaの部の腿鞘の表層細胞 (5，000倍).

る. paralenonのヒダ状滑l換の部分また vinculaの部

分にのみこのような頼粒様突起をもっ細胞がみられ， )凶

鞘滑膜も部位により機能分化があるのではなL、かと忠わ

れる (図 1). 

2. Pseudosheathの形成

メンド リの第 3~I上深指屈筋腿を用い， これを浅指原筋

腿!付着部より末村jにて約 1.0 CI11切除し， 同時に屈側の

)Iill-r.f!を切除する 次いで直ちに 1.0~ 1. 5 cmのシ リコ

ンロ ッド2号(直径 2111111)を挿入し皮府縫合を行ない，

ロ y ド}，'i:lUHのj泣靴の再生機能を経時的に観察した. 1 ~ 

2週日では著しい線維成分に包まれた表層細胞様細胞が
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のヒダ状滑朕の部分は，むしろ内層に近いものを示し

しかもその表層細胞はより鍵納腔に突出しその表面に

穎粒様突起を認めた 組織化学的にも，これらの細胞は

関節滑膜の表層細胞のような滑液産生能を有しているの

ではなし、かと思われ， j縫鞘滑膜も部位により機能分化が

あるのではないかと思われる.

シリコンロ ァド挿入により形成された pseudosheath

の表層の観察では， 3週間にて一応 sheathの形成は完

成しているものと思われる 再生時出現する表層細胞は

自broblastと思われ， その形状からして腿周図組織より

のものではないかと推察される.

手の外科に関する基礎的研究

← 

バ

同

1H凶
・

H
E
-

-H
-
E
戸
『
同

一
回
同
』

同
『
巴

H
.三』

質問 矢部(名古屋保健衛大整形)

!雌および腿輸の等;側を背側との滑膜聞に，差異が認め

られたかどうか 掌側と背側ではかなり滑走に関する摩

擦に相違があると考えるので.

回答 高杉

背側，屈{)lIJと別々に検討はしていない.

腿!-)¥sjの内層と外層では細胞の形態，細胞間隙などや L

異なっているわけであるが，滑動性の大きい部位の細胞

は 日atであるということは所見としてみられる. 機能

とむすびつけた検討は行なっていない.

や L不規則なようすで現われる この表層細胞様細胞は

その形状から 日broblastと思われ，形の上から先の滑膜

性腿革~jの表層細胞ににている 3週間後11.細胞の形態も

ほピ整い腿鞘としての表面の構造がみられるようであ

る Vinculaの近くのものは先に述べた頼粒様突起がみ

られる

5週間後の pseudosheathの内面は細胞の大きさ形状

になおばらつきがみられるがさきの基本構造に近いもの

がみられる

7週間後では5週間後のものとあまり変化はみられな

いが，や L円形に近い表層細胞が線維成分の聞から鍵鞘

腔へ高く突出しているのがみられるーまた，先に正常!健

輸の観察で述べたような寂i粒傑突起も敢在している.

9週間後ではほ工正常の腿納表面の立体構造が認めら

れた.シリコンロ ッドの表面を観察したが，その表面に

はまったく細胞成分を思わせるものはみられなかった.

3 まとめ

肢~の再生に関しては多方面からいろいろ検索されてお

り，j雌自身よりも腿周囲組織よりの再生を主とする意見

が多いように思われる. 今回走査型電顕を用いて， ヒ

ト ・ ニワトリの正常舵監~鞘の部位による表層立体構造の

検索を行ない，内層と外層では細胞の形態に多少の相違

のあることを認めた.とりわけ vinculaまた paratenon

損傷鍵癒着防止の検索19. 

『
同
一回
]戸

竹 l鳴 康 弘

大宮建郎本

小林 品

松崎昭夫

光安元夫

清水万喜生

有するか否かについて電顕的観察を行なった.

実験方法

その 1 正常腿I(~jおよび Pseudosheath の電顕的観

察 切断肢における正常腿鞠と Siliconrod周囲に形成

された Pseudosheathの一部を採取し Glutal-aldehyde

溶液および四酸化 Osmium溶液で前 ・後固定を行ない，

Exthanol J二女'1系列の脱水を経て Eponに包理し，電顕

標本を作成した

その 2 腿修復WJにおける Collagen各分画の形成状

況の経時的変動.体重 3kg前後の成熟ウサギの長蛇屈

筋出~を切離，縫合後に， 3週日， 4週目， 6週日と経時

理想的な腿修復法の開発のためには良好な滑動組織の

再建と，新生 Collagenにより形成された腿組織と周辺

との癒着形成をいかに防止するかが問題となる 腿修復

の化学的制御 の可能性を追求するために，臆再建時の

Collagen各分l亜の形成状況の経時的変動について検討

を加え，併せて現在臨床的に用いられている Silicone

rodによる Pseudosheathが正常な鍵鞘と同様な構築を

キ M.Mitsuyasu， A. Kobayashi (講師) 九州大学整形外

科;Y. Takeshima， M. Shimizu， A. Matsuzaki (助教

授)・福岡大学整形外科;K. Omiya:九州中央病院戦形外
科 (<!!>8 1 5 福岡市大q~ij草原882).
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的に 3H-Prolin巴を O.3mCijkg静注し， 55時間後に屠

殺した次いで縫合部肉芽組織，縫合部中枢端および対

照として無処置の艇を採取し， Collagenを Prockopの

方法により，中性塩可溶性，酸可溶性，不溶性の 3分固に

分離しおのおのを 口紙に吸着させ SampleOxidizer 

で燃焼させた後に BeckmannLiquid Scintillation Sys-

tem にて，各組織 lOmg当りの取込を算出した

実験 結果

その 1 正常版H~I および Pseudosheath の電顕的観

察対照として観察した切断下肢の足駈伸筋腿の腿鞘か

ら採取した電顕標本では，車E革flの内腔に面した表層には

2種類η細胞の配ダIjがみられる.すなわち胞体内に多く

の空胞 (vacuole)と微小空胞 (micropinocytoticvcsicle) 

を有し，細胞縁から多くの長い偽足様細胞突起(自lc-

dsda)を出した，いわゆる滑液JJ英細胞僚の比較的大型の

細胞と，より粗函小胞体が発達し紡銭形をなす線alt芽細

同 胞とがみられる . これらの細胞府の表l而には，j8.径 90~

200Aの微細線維乃浮遊像が認められる ヴj，調1I胞屑

の外側には方向性を有する修原線維束の走行がみられる

(図 1). 

ガラス片で受傷後 4ヵ月日に Siliconerodを仲人し，

3ヵ月後に腿移績を行なった症例lでの Pseudosheathの

電顕像では，J地'¥'islJコ内陸に面した表層には 1 ~ 2 府の細

胞配列がみられるが，これらの細胞は基本的には紡銭形

で¥両極に向って長い細胞突起を出した線維細胞のみか

ら構成され，その細胞突起が互に重なり合って Pseudo-

shealhの内墜を形成している その表層には対照例で

みられたごとき微細線維の浮遊像はみられない これら

の内壁細胞府の外側は，きわめて豊富な穆原線維の増生

と，それらの問に敢在する疎な線維細胞とから成ってい

る(図 2) 近医で腿縫合術を受け指間部拘縮を伴う搬

痕化の強い症例で， Silicon rod 挿入後 4 ヵ月 二I~ を経過

した例より採取した Psendoshcathの電顕像では，細胞

間質の大部分は増生した穆原線維で占められ，その聞に

点在する線維細胞は一般に小型で，核および細胞質の電

子密度が高い 細胞間質を占めるこれらの鯵JJj(線維の

方向は方向性がなく不規則 に交錯している (図 3)

Pseudosheathを構成する細胞および細胞間物質はほと

んどすべて， これらの豊富な修l京線維と，t長少化したわ

ずかな線維細胞から成り，対照として観察した 11'.常取t靴

の内壁にみられた，滑膜細胞係の細胞や，他の遊走細胞

は認められなかった.

その 2 腿修復Jt，fJにおける Collagen各分 l由lの形成

状況の経時的変動. 中性駐日J溶性 Collagen分画での

* 

* 2μ 
炉岨ー幽・ーーー且・・・・噌

Vc 小笠胞， fi:微細線維， キ 目ill・腿翰間佐。

図 1.

* 

* 

* 
5μ 

Fc 線制i細胞， Col 修原線維，キ.腿 ・偽鍵革問問腔

図 2

Fc 線維細胞， Col: H草原級制l

図 3.

3H-Prolinc の取り込みは，無処置l雌に比べて 3 ~ 6 週に

かけて，縫合部中継端，縫合部肉芽組織ともに増加が IJ
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立つ 特に縫台部中枢端では 3週目に著しく増加し， 4 橋形成の推移に関する検討が今後必要であると考える.

週， 6週でも軽度の増加をみる 縫合部肉芽組織でも 3 質 問 伊藤(慶大整形)

週でや L多いが， 4週， 6週と減少してゆく.酸可溶性 Silicone rodによって形成された pseudosheathの

Collagen分Iflijでは， 一般に取り込みに著変をみないが liningcellに synov凶f1uidの分泌能力がないと考えて

4週日で縫合部肉芽組織での増加が日立っている 不溶 よいか

性 Collagen分Irlliで"，1，責任処陪群に比べて処置群で、の取 発言 高杉(1判大整形)

り込みの増加が著明である 特に 3週 ・4週で多く， 3 我々の走査電顕による pseudosheathの表問の観察

週円でわ縫合f'rjl肉芽組織で、の増加がみられ，縫合部中枢 では，細胞の形態から正常の!長~ipf'ì表層細胞と同じものと

端では 4週目に Peakをみる 考えられる細胞がみられ，また滑液産生能を有するの

考 察 ではないかと忠われる穎粒様炎但が散在するのがみら

現在臨床的に用いられ令効な効果をあげている Sili- れた.

conerod も，それにより形成された Pseudosheathを電 回 答 竹山

顕的に観察すると，正常腿鞘との聞にはかなり構築に差 拡たちの観察症例は Siliconerod挿入後約4ヵ月時の

が認められる ゆえに陵修復を行なうに際し，修復鍵周 pseudosheathに限られているが， その所見では， 鍵

閤に形成される癒着を化学的に制御する可能性が残され 偽腿鞘間腔側ろ pseudosheathの内壁細胞は，微細形態

ていると考えられる.第 16回手の外科学会で発表した 上，線維細胞と同定される細胞より成り，正常の鍵鞘内

ごとく(整形外科 24巻 13号)腿縫合部での 3H-Proline 壁を構成している 日lopodiaを多数有し vacuooleや

の Collagenへの取込は，術後 14日目から増加する- pinocytotic vesiclesを有するようなし、わゆる synovial

方，縫合部周辺組織での取り込みは 7日目より増加して cell様の細胞はみられない また， 一般に滑膜の細胞表

いる この取り込みつ Peakの時間的なずれを利用して， 屑にみられるような徴科I繊維の浮遊像なども観察されな

am i noaceton i tri leを投与することにより縫合総が容易 いことから Pseudosheath内壁を情成している細胞に

に';1き肢け，ある純度の癒着防止作用を認めた 今|口lの は，分泌能力;工ないのではないかとm.定する

実験で， )陛縫fT却で新生した Collagenの名分Illljへの ノUJI

3H-Prolineの取り込みを経時的に検討した結果， Colla IU島先生へ:)腿縫合部および周辺組織て‘の癒着は生物

genの然橋を阻JIーする Chemical1 nhibitorを使用する '子・的な過程であるが，腿縫合1(1)と周辺組織とで 3H-Pro-

ならば，少なくとも縫合後 3週以内に投与することによ lineの取り込みに約 1週間の時間的なずれがあるので，

り腿癒着防11:の効果をあげる示唆を得た.さらに有効な その差を利用して chemicalに inhibitできないかと

投与法の決定のためには，投与量による Collagenの架 考えた
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20.屈筋腿癒着に関する研究

(第 3報 〉屈筋腿修復過程に及ぼす周囲組織の影響についてー一一

梅出弘敏 石 :JIニ清一 三浪三千男

浅井正大 薄井正道 岡 剛*

いわゆる noman's landでの屈筋健損傷の治療にお

ける最大の問題は癒着の問題である 周囲組織との癒着

は修復部に血液を供給するための不可欠の過程で、あると

する考え方が一般的であるが，術後の成績を悪くする主

要な原因が癒着であることもまた確かで、ある.

腿周囲組織をかえることにより癒着の部位程度および

腿の治癒過程にどんな違いが現われるであろうか.我々

は白色レグホンの第 HI上深指屈筋腿を用いて，周囲組織

の速いが舵治総J曲線にどんな違いをもたらすかを組織学

的に検索した

:k験群をA， B， Ci作に分け，それぞれに異なる手術

操作を加えた.すなわち A群ではまったく mtactな!凶

作fI付に縫合i{jlをi泣き，B併では)凶作j外で縫合することに

より縫合iiilと bonyAOOI との接触を断ち， C 併では)雌

I(ifJを完全切除して縫合した また lenSlonを除くため

に足底部に小切聞を加えて処置1駐を切断した(図 1) 

各群につき経時的に癒着のiffl{立程度と艇の癒合のすふ

み具合を肉眼的および組織学的に観察した.

このA群のようにまったく mlactな腿鞘内での腿修

復過程を観察した報告はまだない 我々は臆鞘遠位部に

あけた窓より鍵をノレープにして引き出し切断縫合の後，

冗の腿鞘内に引き戻すことにより，まったく lI1tactな

健鞘内での治癒過程を観察し得た

腿鞘内縫合例 4日目では，縫合部に限局する epltenon

増殖と，滑膜との癒着を認める l週目では epltenon

の反応はいっそう強くなるが癒着は依然として縫合部に

|技られる 6週日には切断縫合部は完全に鯵l京線維束で

架橋され，癒合は完成している 縫合郊の滑膜は再生し

vincula 部に軽い癒着をみるのみである

血n'"fJ切除例では volal側と dorsal~lIJ の 111.j~!IJより旺機

な災政性i勾牙が縫合綿にはいり込み，風n令長にわたって

強い癒后がみられる

キ H.Umeda， S. Ishii (助教段)，M. Minami， M. Asai， 

M. Usui， T. Oka: Jtift.i道大学経形外科

a. ~建鞘 l付

b. lIlt附外

C 且tMJ;iJI司、

図 1.周囲組織の条件.

一方，腿鞘外縫合例でも両側からの肉芽侵入が強く，

全長にわたる癒着形成をみるが， dorsal側においては，

腿と腿鞘との聞に介在する脂肪組織によって，癒着はし、

くぶん looseにみえる.

Bony floorと処置鍵の接触を断つことにより癒着の

程度を弱くおさえることができることは， 1970年メキ

シコの Araico らの長母指屈筋鍵皮下移植に関する論文

に臨床的に示されているが， 我々もまったく独立に no

man's landでの遊離腿移植に際して， 腿鞘によって

bony floorをお斗いかくすことを考え， 本実験と平行

してすでに数名に対して腿鞘外移植を行なってきた.現

在経過観察中である.

さて，fiij!&のごとく ，組織学的所見では舵鞘内縫合抑

の癒」守は少なく，腿~~J外訴と切除訴のそれは高度にみえ

たが，はたして組織学的所見と実際の腿の滑動性とが玉|λ

1 jするかどうか疑問である 我々は縫合部を含む 1.5cm 

のブロ y クから縫合艇を ';1き技くのに要するプJを測定

しこれを総1f"tl¥:として 3併の腿滑動性を比較した.
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図 2.癒着量の術移.
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iftlが現われ， しかもこの部の細胞が epltenon部のそれ

ときわめて似ていることがわかった かつまた，この部

の細胞が血管と密接な関係を有していると思われる所見

も敢見された.これらの所見は膝内結合繊細胞の重要性

を示唆するものと考える.

追 加 鴇田(慶大整形〉

車.I!智I内腿縫合は癒着も少ないので，癒着を介しての血

液流入がないので一見挺修復は遅れるように思われがち

である 鍵鞘切除し癒着が多いと腿周閤よりの血流が

鍵にはいりこみ，そのためか，縫合部をrt通する縦走J血

管はほとんどみられない 一方，舵干の温存し癒着のない

例では，縦走血管の発達がよ く，すなわち正常に近い状

態になっている 実際 Tensilestrengthの面よりみて

も!健鞘温存して癒着のない例は，ギプス固定除去時期

の3週で，J健作I切除癒着例に比べ強い 以上から我々は

腿革'fJを温存したほうが，縫合艇の癒着の面でも修復の面

でも有利であると考えてる 腿鞘内の腿の修復の際，我

々は縫合部に近い m回 otenonが血液流入路として最も

重要な似Jきをしていると考えている

演者の A群で m回 otenonは損傷されていないのか?

mesotenonの腿修復への役割について ζ意見はいか工?

発言 畑中(兵庫医大整形)

腿の再生過程においては epltenonが 重要な役割lをは

たしており，健束間結合織の態度にも注目する必要があ

るとする演者の見解に賛成である.これらの組織には

国

ιト
』
ト
ド
』
]
F

院の癒合がすふむにつれて各群とも癒着誌は明らかに precollagen目白bel としての細網線維成分が立富に含ま

増大するが， 3群の聞に差を認めることはできなかった れており，発生学的に胞の分化過程でも， JM化に対して

しかし腿治癒の全過程には一度生じた癒着が運動によっ 一定の先駆的な役割をはたしていることはすでに報告し

て解離してゆく過程が含まれるはずであり，この段階で たとおりである.鍵の再生過程でもこれらの組織の役割

3群の聞に差が生じる可能性があり，興味あるところで を追求することが腿癒合の解明にfA12Uするものと考えて

ある この点については今後さらに検討の予定である いる.

(図 2). 田島 (新大整形)

)健治癒過程に[共|する問題で，現在なお意見の一致をみ Flexor shealh内で flexortendon repairが行なわれ

ない問題は)院修復に関与する細胞の起源についての問題 た場合 synovialsheathの visceralmembrane ないし

である Epitenonがきわめて旺盛な増殖を示しこれ epitenon iこ1LI;fぐする新生結合織が癒合に重要な役割を

が主体となっていることには異論はないようであるが， はたしていることは十分理解されるが， これまで多

腿内部の結合繊細胞に増殖能があるかどうかという点に くの先人の実験で腿縫合部を plasticsheetで被覆し

はまだ問題が残されている. 我々はまったくll1tactな paratenonからの新生結合織の縫合部への侵入を阻止す

腿粕内での!健治癒過程を組織学的に観察することによ ると，縫合しにく Lなるとし、う結果がでていることから

り，この問題に関して興味ある所見を見出した paratenonの結合織侵入は不要なものと断定してよいか

Epitenonが旺盛な増殖を示しこれが治癒過程の 主 否かが問題となると思われる

体であることは我々も確認で、きた。 しかし術後 2~3 回 答 梅田

週になると切断端部の腿束間にもかなり目立つ細胞増殖

ヤーF

Intact鍵鞘内縫合例の場合を艇をノレー プにして引き
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出す際に proximalvinculumの tracllonのために， 血行を障害している可能性は否定できない.

2l.指屈筋腿損傷の修復と滑走に関する実験的研究

(第 4報);，骨膜性腿鞘内における移植腿の態度

福岡利之

山屋彰ヲJ

伊藤恵康

内西兼一郎

鴇 m征夫

矢部裕*

我々は指屈筋腿損傷の修復に閲して第 151L_l]，第 161li1 定する 次いで深泊|屈筋舵を PIP関節高位で切断，

の本学会において実験的研究の報;つを1Jなった。すなわ 7 -0ナイロン糸で 4針の結節縫合をfjない血邸内温存群

ち atraumaticな手術手技，腿'rff温存， tension-reducing とする.鍵鞘切除群は zlg-zag皮切を1)11え!此I(ffを切除

posltlOn固定により切断された指屈筋胞が)!;J四組織と癒 後，温存群と同様な方法で健を切断再縫合する 術後同

着せずに治癒し得ること， j健内血行を障'，'よしない腿縫介 IIIを tension-reducingpositionに 3週固定， 次いで軽

法が術後の癒着を軽減し， tensile-strengthの|→flーも速 度の白 ・ 他動屈曲運動を許すべく全~II を照iJll 位とした

やかであることを知った さらに第 4711J1日本整形外H Boxing-glove型ギプスに 2週固定， 除去する， 以 lの

学会総会において指屈筋腿縫合の血管の態度を匁Iるため ように処置したニワトリを遂週的に屠殺し第 l報，第

Micro-angiographyを行ない， 癒着の少ない取n'rfjllul.i'{ 3械と Ird様なブj法で肉眼的， 組織学的および Micro-

昨では縫合部付近Jftl行中枢側の mesotenon，epltenonの angiographyを行ない観察する

Ifll管が術後 51=1ごろより拡張してくる 3週ごろより血 結果

行末H刊!IJの血管のl曽生鉱張もみられ， 次第に増大して Jm'叩'fj温存群:術後 1週の中枢縫合部では1fll行中枢側の

6 ~ 7 週ごろより縫合fji\の貫通血管も著しくなり修復が

完成される ー)i，腿鞘切除併 traumatlcな燥作をし

たものでは， 術後 1週ごろより l健縫合部に癒着が始ま

り，周閤組織からの血管進入をみる. この血管進入は次

第に増大しクシの商状に著明な血管新生がみられること

を知った.

今回はi滑膜性出nml付における屈指舵の移植実験を行な

い，その修復の態度について検討する.

実験方法

実験材料として生後 2 ~ 3 ヵ)J. イ本 If(2 ~ 3 kgのブ

ロイラー幼若鶏約 90羽の第 3山|深山|周J行!胞を使用する

手術方法は第 3~II 深h'll屈筋艇を付着i'mで切断， No 42 

stainless wireを guide として艇につけた後， PIP 1刻節

高位で浅~II~屈筋腿を切除，傑日11)回筋)踏を IliJ i'ri¥で，}1き払ー

き， 1，;JJll1!に付着する Vinculaを腿にJ1l似を加えぬよ う

に切除し再び!腿l(if'j内に還納 pullout wireで末節'i'J・に1，1;1

ネ T.Fukuoka， Y. lto， M. Tokita， A. Yamaya， K. 

Uchinishi: ~応大学整形外科; Y. Yabe (教授〕。名古h;

保健待fj三大"r:1在形外科.

Ifll管の払仮と mesotenon よりの進入血管の拡張が顕著

である また，移MI院中央部および末梢縫合部付近の一

皮切断された Vincula，mesotenonの部より血管が鍵の

表層を被うようになる しかしながら Vinculaからは

なれた所の移値腿中央部には血管がみられない.この腿

表層の血管は術後 3j昼前後で判然とする 中枢縫合部血

宅

S.P. 3刻、

図 1.血f'"fli鼠存i作3週.
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図 2 健鞘温存群 8週

行中枢側の血管が縫合前lを越え移植腿を末梢にのびる.

損傷された腿鞘ならびに m白 otenon，vincula より血管

が進入，最li1ミ府を縦走血管となり中枢，末梢へとのび!躍

中にも進入するが艇中縦走I血管は利然としない また，

末梢縫合部の院rr端より周囲組織からの血管進入とその付

近の滑膜m傷部よりの血管が中村正へとのびてほ工砂値比'

全長の友情を被う(図 1)，組織学的にも術後 l週に

vinculaの切断端部と glidingfloorの l11esotenon断端と

の間に新生計千11失組織による先日橋形成をみる 3迎ではJiiJ

断端に42千百な I([l管を伴う新~I :，滑服組織とともに vincul a

の!腿係却にもT'ド|がみられる 術後 5週になると縫介/111

に刺し、)陛下↓ l縦ノ仁1Íll1~;が II '，.IJI.し， 7~8 週で移l1Ii血ßほ工全長

にみられ修復が完成する(閃 2) その1(11'(jはl11esotenon

が主体をなす

肢s'rrJ切除Jry;: i~j後 1 j担で舵のほ工全j羽より微細11な新ti"_

血管が腿ぷ府に進入してくる 3週前後では移植腿!のほ

ぼ全長にわたって， )健へ垂直の血管進入がクシの備状に

みられる(図 3) しかしながら陵中の縦定l血管はほとん

ど認められない このクシの商状の進入は縦走血管が判

然、とする 6 ~ 7 週以後も持続し縦走血管も腿鞘f鼠存詳

図 3，血t符i切除群 3週

「クシの術」状血管進入

と比べ少なく，刺し、傾向がみられる

移植縫にクシの歯状に血管進入が顕著な健制切除f，平の

|勾限所見は胞の全周にわたって高度に癒着し，腿の滑走

は望むべくもない ー)}'，前述した中枢，末梢縫介部お

よび vinculaの 3ヵ所より主な血管進入をみる血t，y，rJ切除

群では癒清も佐微で， 白 ・他動運動により l11esotenon

の日cndary lcnolysing effectが惹起し滑走が可能にな

る.

考察ならびに結語

癒Ziの高度な!凶作J¥)J除li('で;;1:， ，舵刷開組織より新ノ1".I([l

管がクシの{;k{状に11:.iJ1.し，出tcl'の縦定1([[管はj凶作JI鼠イn作

より少なく，紺Il、傾向がある このことは十分な滑走を

噌めないとともに，寸づ〉な強度をもっ修復も:i1正延すると

考えられる ゾ}，癒おーの少ない駐E革cJi昆存併では似傷さ

れた mesotenon，vinculaを中心に血管が進入して移紅i

腿の1(ll行を支配する この部の新生 m白 otenonはl蛇の

excurSlonに応じて1111長し滑走することになる. 必要段

少限の癒着が滑走をもっ移他艇の修復を可能にする

トー
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22.シリコン製人工腿により形成された腿鞘様組織の

運命に関する研究明 1報〉

川田 英 樹 室 間 最久

富田泰次 谷

近年，手指の局筋鍵およびその滑動装置である挺鞘

が，高度に損傷された場合の再建法として，シリコン製

人工鍵を用いる，いわゆる two-stageprocedureが，す

でに実用の段階になっている. しかし，人工艇の周開に

形成された腿鞠様管腔は，恒久的に)健鞘としての機能を

保持し続けることができるかどうか， また，そのために

はどのような条件が必要なのか，などの点についてはま

だ十分に解明されていない.

これらの問題を解決するために，まず人工肢~を挿入す

ることによって，いわゆる腿干の様管肢を作り，その中に

虫~を移行し， 自111に滑動させた場合と，'t持動させなかっ

た場介とについて，検討してきたが，今1"1は， _jに )~HÎì

保管肢の形成される過程，ならびに胞を修わした場合の

変化について検討した

実 験方法

体重 1.5 kg前後の白色レグホン系幼，{'，'鶏48羽を用い，

下腿のアキレス艇の内下方に直径 2.0mmの silicone

rodを帰入し，その末檎端を果部'11')]莫に縫合し，さら

に， 0-5ナイロン糸で pulleyを作った.この方法を用

いると，足の運動に伴って rodが活動するのがみられ

る 4週後には，かなり厚い鍵鞘様管股が形成されるの

で，この時点で，第 2祉の 屈筋艇を下腿{fsから引き抜

き，その末梢端を rodの中枢端に固定し，再び末梢の

皮切に'JIきIHし，腿の末梢端を適当な lensionで果部骨

膜に縫令する.反対側にも同様の繰作を加えるが，阪tは

'ilH英に縫合せずに，管腔|付に遊離のまふ政慨する.

胤!j.fl係組織の経時的な組織乍的変化については，光マー

顕微鏡，.42合町1電子顕微鏡を用いて検討したが， )派符

系については contactmicroradiogram プレパラ ート

(C.M.R)を作製し検討した この標本の f'I製にあたっ

ては，股動脈からへハリンIJII'I照的食取水を11入後，ゼ

本 H.Kawada， K. MlIrota (同教佼)， K. Suzuki， K 

Kushida， Y. Tomita， Y. Tani， Y. Okubo・東京怒..J1侠

科大乍軽形外科.

鈴木清之 串田一博

吉彦 大久保康一本

ラチン加マイクロパック を注入し 10%ホノレマリ γで固

定，パラフィン包埋して， 100μ に薄切した.

結果

正常!路革向 :組織像では， その内面に 1屑の細胞層と，

周囲をとりまく 血管に富んだ組な線維組織がみられる.

C，M.R.では，表層の細胞層内，およびそれに向う漏れ、

l血管がみられ，より深層には大きな 血管が存在してい

る 300倍走査定顕像では，腿絡の内面に血管の隆起が

みられ， 一様に細胞と忠われる紡錘形の小隆起がみら

れる

1) )民!-Y<ri様管}@の形成過程 Silicone rod 掃入後， 1 

週の組織所見では，粍lな線維性結合織がみられ，巨細胞

があり， )謬!京化はきわめて軽度で，血管の新生ーもあまり

みられない 1，000 倍定住電顕像では〔図 1)， j市平な

楕円形細胞様隆起をみるが， 一般に起伏にとぼしく平坦

である.

2避では， I惨l京化がかなり半IJ然してくるとともに，血

管の新生も処々にみられ， C.M.R.では，表層，深層と

もに 1([管がみられる

4週の組織像では(図 2)，表層に 2 ~3 層の細胞が

配列 し，その周囲を比較的血管に富んだ線維性結合織が

とりまき ， 腿~ÎIに類似した管腔としての形態が整ってく

図 1.Silicone rod 婦人後 l週の Microangiogram
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図 2.Silicone rod挿入後 4週の組織像 (H.E.x 200) 図 3.Silicone rod 挿入後 4週での Microangiogram.

る C.M.R では， 表層内に長軸方向に走る豊富なj血管 る

がみられ(図 3). また， 1，500倍走査電顕像では， 多 2)鍵翰様管腔の内面は，普通の鍵鞘のそれと異なつ

くの頼粒状の隆起がみられるが，紡錘形の隆起は少な たものである.

し¥また， 電顕像では， 抗broblasrと謬原線維がみら 3)木実験では，腿納様管腔の血管系は siliconerod 

れた. 4週以後は，謬原化がさらにす Lみ，管l益の|付面 挿入後 4 ~ 5 週が最も発達し，以後，次第に減少する傾

は，線組織を思わせる細胞の突起が散見され，その下層 向を示した

にはエオ ジンに染まる細胞に富んだ結合織が形成されて 4)腿革rl様管!箆内における艇の機能の有無により，管

いる しかし1(rt管の数は 4~5 週を境として，次第に減 腔の血管系の配列に差があるように思われる.

少してくる傾向がみられる.

2)血II移行後の変化移行艇に機能を与えた滑動鮮の 質問 光安 (九大整形)

4週の組織所見では，移行l従および周聞の血ll'I<rJ様組織は 1) Pseudosheathに生じた細胞の性状は先ほど発炎し

温存されており血管もみられる C.M.R では，舵およ たごとくであるが，か Lる細胞が腿拶値による機能性役

び管腔様組織内に長qqi!方向を走る rirt管が農宿にみられる 得でいかなる変化をぶすのであろうか，お教えねがし、た

が，移行車~が滑動しないようにした遊離群では，規l[IJ性 い.

のある l血管配列にみられなかった 回答 川田

まとめ ご質問は，夜、たちの尖験の 2番目の課題となるものと

1) Silicone rod によって形成される腿桁様管!陸は， 思われるが， あまり例数がないので例数をかさねて次回

組織学的には，自broblastと線維性結合繊からなってい に発表したい.
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23.屈筋腿縫合お よび腿移植の問題点に対する最近の試み

生 |日義和 津 下健哉 波比一

松石頼 明 垢i 司 郎本

手学部および指の部分での屈筋腿煩傷に対する腿縫合

あるいは肱~移値術D成績ィ主必す.しも良くない.その最 も

大きな原因は，縫合あるいは移植された腿!と周囲組織と

の癒着である したがって，良好な成績を得るために

は，車ttの癒着を防止することが最も大切である.

肱ttの癒着発生の機序はし、まだ不明の点を多く残してい

るが，その主役は組織ろ損傷，I-H血および長Jm聞の折の

固定である

組織の創傷をできるかぎり少なくするためには， 一|・分

な視野で下術を行なうことと，傷つけないですむ組織を

慌存する技術が安求される この 2つをc忠実に守れば，

もう lつの問題である /1¥1((1も少なく，術後の凶定JQJ問で

ある /1¥1((1も少なく，ひいては術後の回定wwrJの矧縮をも

，ijることができる

以上の問題点に対して 1は近試みている 2， 3のJji}、

を述べる

1 皮膚切開について

手令部では 3本の手掌皮府線に、ド行，指ではiI!IJil二，II¥)J 

1mを月]いるのが常識とされてきたが Dupytren拘縮乃

手術に用いられていた zlg ~.zag 切|淵を， 融ttの手術にも

用いられることを提唱しその多くの利点が強調され

(Bruner， 1967)て以来，次第に舵手術の皮切として普

及してきた. 側正中切開乃短所として，屈筋縫への直達

進入法でないこと， lateral bandsや collaleralligamenls

等を倒傷するおそれのあること， 神経やlf1l管の背側枝を

切断すること，指から手掌:にまたがる連続した皮切を加

えられないことなどを Brun引 はあげているが， Clela-

nd's lig や Grayson'slig も切断しなければならなく

なることも追加したい。すなわち，:f.L、たちの 目的とする

組織の似傷と ，/1¥1侃をできるかぎり避けるためには，側

11'小切IJFJよりも， zlg-zag切IHJのほうがすぐれている.

この切開Jj訟において最も lleなすべきことは，級f良灼縮

をきたさないように， )支弁の先端が大体 Ncurovascular 

bundleのj((1:にくるようにすることである(図 1).ま

* Y. lkuta， K. Tsuge (教綬).S. Watari， Y. Mat叩 ishi，

S. Hori: IぶβJ大学教形外科.

図 1

た，tH前lをできるかぎり少なくするためには，皮Ir可切IJ日

のあとはなるべく指''f，:側の l上中線を深部に向つてはいっ

ていくことが唱ましい (図 1). 

受傷時ゎ切tilJや線i痕が， 2つの指手;側皮Ji町線の間にあ

る場合には， これを延長して zlg-zag切開としたり，

縦切開と併用する場合もある.

一方， }腿縫合後の治癒過程に関しては， 19世紀以来，

多くの研究があり議論されているところである.すなわ

ち，Ammon (1837)， Seggel (1903)， Garlock (1927) 

らが主張するごとく，最初外鍵鞘の増殖が起こり ，後に

出s細胞の増舶が起こって腿端聞が癒合するという説と，

Adams(l860)， Skoog(1954)，内藤(1925)，1"1倉(1925)，

伊藤 (1951)，長野(1955)，平松(1955)らが主張する

ごとく，阪~[1身は修復に関与することなく，外側!納ある

いは， }腿周聞の結合織にfA来する結合繊細胞によって修

復されるという説である.いずれの説が百二しいかはー慨

に論じられないが，少なくとも縫介された!腿断端のlfl1行

陳台と， }，';11Ill組織の炎山性反応の;1&(，リこ/1・イlされると忠

われる この!即断端の r((11j障害は，現在までに発表さ

れ，臨床に応用されているいかなるJj法によっても，多



少なく， J健院fr Y~品ろ血行は他の縫合方法に比較してはるか

に良く瓶存される

縫合材料は，ナイロン糸の 4 ~ O または 3~O で鋼線

では 36番か 38醤を用いている ストレインゲージによ

る張力倹食で実用にl耐え得ることを確認している.縫介

糸の最終的な結然部位は，図 2のごとく A，B，Cのいず

れでも良い弘たちは，この刀法を Inlralendinous 

lendon suture (I-T法)と名命した

図 3 は右IJミ街屈筋量~損傷に対して， トT法を用いて

1279 手の外科にl長lする基礎的研究
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縫合しているところである.

術後の固定は，図 4のごとく，手関節は中間位とし，

指の屈曲をや L強くして，自動運動ができるようにし

伸展のみを制御する 運動は術直後より開始し， 2週間

前後で -1
fT側副子も除去する 小児の場合は，腿縫合を行

なった指に対する外)Jが加わらないような特別な配慮が

必要である.
~.士 E

"ロ iic

1 ) 手および指における血~の手術に対して zig-zag

切聞のイI用性を強制した

2) J腿のr(rr行学的観察より，最g縫合には断端の血行を

できるかぎり障害しないことが大切である

3)血g内l[[l1Jをできるかぎり温存する Jnlralendinous 

図 3.

少起こってくるし縫合部に露出した糸に対する反応も

否定できない.

私たちは造影剤や墨を用いて艇の血行分布を観察し

て，腿の治癒に対する重要性を認識すると同時に，縫合

却の世g内血行を，可能なかぎり温存しかつ縫合糸がEZ

11:¥せず， しかも舵の張力に十分耐え得る縫合方法を考案

して臨床に用いている.

図 2にボすごとく，まず縫合しようとする腿断端から

1. 5~2. 0 cm はなれた場所に小さな縦切/Jflを加えて腿の

小央官〉一部のみを縫介したのち，この縫介糸の封;6を融tの

'1';)とを通して断端に引き!日したのち，おのおのを結主とす

る この方法を用いると，縫合糸によって絞犯される腿

は断端よりはなれた I-I'~よとの一部分のみで，組織の損傷は
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法を考案し，臨床に応用している. 須川 (東医歯大整形)

4)腿縫合後の固定は，手関節を屈曲しないで中間位 術後直ちに手指を動かすことは癒着および関節拘縮の

とし，指はや L屈曲を強めにし，術直後より自動屈世l運 予防に良い方法と考えられるが， 患者に activeに屈曲

動を開始させている. させることは，癒合部に tensionがか L りすぎ縫合部離

5) Atraumaticな手術により行なわれた舵手術て"fi， 解を招かなし、か最近紹介されるようになった Kleinert

早期に運動が開始でき，指の拘縮や鍵の癒着が発生しに 法は，背側よりギプス，シーネを当て，指の完全伸展を

くい block しつ>.， 怠指の爪に Nylon-loopを作りゴム輪に

5)手の外科においては microsurgicaltechniqueを て舟状骨方向に固定しておく. そして actlveextenslOn 

応用すべきである. だけを許し activeflexion をさせないことにより，縫

合部に tensionを与えないで， しかも艇に glidingを与

質 問 伊藤(慶大整形) えようとするものである目

我々慶大整形外科でも 5年前から可及的に ZJg-zag 回 答 生田

皮切を用いるようにしている.その裏づけとして Mi- 1)伊藤先生へ:掌側の指動脈より，かなり大きな分

crodissectionと microangiographyを用いて検索して 技が，背側，掌側に出ている.したがって，皮切を入れ

いる. た後は，なるべくこの血管系からはなれた部位を切離し

指動脈から distal，volarへ分岐した血管は gliding て鍵に到達するのがよい

臼oorへ向う 側正中切闘ではこれらの血管を切断しな 2)須川先生へ:切断されて放置された腿の断端の血

ければならない Vinculaへ向う血管の走行に関して 管は一時的に退縮あるいは消失するようである. したが

Weeksの教科書と少しく異なる感があるので， 先生が って!腿縫合後も，正常に近い tenslOnを与えていたほう

この点に関してご存知のことがあったらご教示額いた が良いと考える 一方，小児の場合に屈曲のためのゴム

を用いると指の屈曲拘縮をきたす危険性があるために，

長尾(マリア ンナ医大整形) 弘たちは自動運動のみとしている.腿の縫合部断裂の危

先生の新しい縫合法の tensilestrengthは従米の各縫 険性があり私たちも初期の症例に l例に経験したが縫合

合法と比べてどの程度か Kessler法は tensilestrength 操作によって解決できる.

が強いので縫合術直後から自動運動が可能といわれてい 3)長尾先生へ .実験的には， 3 ~ 4 kgに耐え得る.

る 先生も縫合直後から自動運動を許しておられるので 断裂を起こすのは縫合材料で，結数部が段も多い.縫合

かなり強い tensilestrengthが必要と思われるが 糸が腿の表而に露出しないことが Kessler法とまったく

異なる点である
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24. 85Krクリアランス法による血管柄付遊離植皮後

皮膚血流の経時的変化

青木善 昭 芦田多高男

内西兼一郎 富田

昨年の本学会において，我々は血管柄イナ遊離植皮術を

Microsurgical techniqucを用い， 一段階で災施するた

め，イヌの下腹壁皮弁を血管柄付で前肢に移1泊する実験

を行ない， 27例中 21例の生着をみた 今回これら移柏

後皮弁の皮膚血流の経時的変化を知る円的で 85Krに

よるカテーテノレ形半導体検11-¥器を使用し皮府血流を測定

し，有茎皮弁と比較する.

実 験方法

体重 12kg前後の雑筏成犬を使用する 下腹部より下

腹壁動静脈を血管柄とする 3x 5 cmのj支弁を採取し，

前肢へ一段階で遊興住移舶する Microsurgical technique 

を用い動静脈各 1木ずつ縫合を行なう . この皮弁に 29

ゲージマイクロシリンジを用い，直径約 4mmの膨疹が

できる ように 85Kr溶解生理食品1水を 0.1ml皮内政射

する 測定部の固定には十分留意し，プロープの先端を

膨疹から約 5mmはなし，減衰UJl線を自動拙記させる l 

回の減衰曲線tIli記時聞は最長30分までとする 測定は術

'1'西忠行 中川 道彦

勧矢 部 裕 *

直後， 8~ 12 時間， 24 U与問，36~48 U寺間， 1 ~ 6 週まで各

週に行なう なお対照として Mi処置健常皮膚および有

茎皮弁につき同様な方法で皮JI可血流を測定する. 100 g 

組織中 1分間の皮膚・1ftl流地 (F)は Lassen らの公式を

用いる K伯には Ketyが 2'Na クリアランス法を行

なった際考案した公式をm~、る.減衰曲線を片対数方眼

紙にとり T]2を算出し， K値を得る.!!fl46回日本整

形外科学会総会において， 富田らの 85Krクリアランス

カー ブ法によるl幻首血流測定法によれば，減衰曲線をJI

対数方眼紙にプロットすると急速相と緩徐相とに分か

れ，し、くつかの:t!l[由により，緩徐相がより正確に皮府凶l

流を表わすとしているが，過J(U流状態においては緩徐利l

が測定しにくふ ::~J，、速相においても相対的血流量を表わ

すことになるので， こLでは我々は急速*13をとる

結 果

1)前肢正常皮!日J(U流について

8例測定し，その平均K値は 0.500である.
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一一 生着例

/ ¥ 0.7 現死例
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図 2.血行動態.

図 1.生着例の血行動態

2)有茎皮弁の皮!宵血流について 考察

術直後の K 値は 0. 1~0. 2と有茎皮介部である左煎径 血管柄千l遊離皮弁の血行動態を経時的にみると，術直

部正常皮!内 の平均 K 他 0.25 の 40~80% で， 1 2~48 時 後のK値は多少の差はあれ全例低下する 8~48 時間後

間後まで著明な変化はみられない 肉眼的にも汗腫は非 では徐々に血流改善がみられるものもあるが，多くの肉

常に軽微である 1 ~ 2 週後K値の増加lを示すものもみ 限的に浮Jl重の高度にな る 8~48 時間の一時期K値の低下

られるが， 4週までの経過で漸増 し， ほ工正常に戻る をみる 1週後のK値はjF常より大となり， )白血流状態

3)血管柄付遊雌皮弁の皮府血流について を示し， 2 ~ 3週まで続く この成因の解明には，なお

I血流再開直後のK値はO.1 8~0. 4で，正常例に比して 血管等の組織反応、の観点より検索が必要である. 4週以

36~80% である . 8~48 時間後のK他はわずかに増加を 後になると， K備は正常に戻り，肉眼的にも周囲組織と

みるものもあるが，一時JPlK値は 0.077等と著明な低llr( なじみ，浮腫もまったく認められない また，嬢死に陥

を示すものが多い 肉眼的に浮腫の極JUlに一致し，その著 った例の血行動態は術直後非常に低下し，以後 48n寺間

明なものほどK他の減少本は大であるー 1週後には浮腫 まで増加する傾向はみられない 3~ 4 日目で皮弁の壊

の改笹が認められ， Kllf(は O.66~ 1. 73と正常に比して 死が起こり始めるパターンをとる.生若例と壊死例とも

平均 213% と増加を示す.4 ~5 週にな ると O. 37~0. 49 比較すると，生着例のK値は一時段低仰を示すものの，以

とほ X正常他に戻り，肉眼的にも周囲組織となじみ，作 後徐々に正常値近くまで増加する傾向がみられるが，壊

腫もまったく認められない. 死例ではそれがみられない したがって，術直後より 48

4)縫合後血流があり，その後嬢死に陥った皮弁ーの皮 時間までのK値が徐々に増加する傾向があるかどうかが

府血流について 皮弁生着の予後を判定するうえで 1つの目安となり，正

縫合直後K値は 0.058，0.049と低値を示すものと， 常{直にほど遠く，増加する傾向のみられない場合には，

0. 346 と比較的高値をノJ~すものがある. しかし 8~ 1 2 時 適切な処置を講じなければならない.縫合直後 K値が

間後のK他はO.061~0. 084といずれも減少し生着例 0.086 と ~I，常な低他を示したにもか L わらず， 以後徐々

の同時期と比較すると明らかに差を認める その後 48 に増加し生着した例や A逆に術直後 0.346と比較的高値

時間までK他の増加する傾向はみられない.肉眼的には を示したにもか Lわらず， 8時間以後非常な低値を示し

皮弁の色調は比較的良好であるが，皮l内温は低 Fしてい 壊死に陥った例もある.このことは，皮弁血管と受皮部

る f手腫も少ない. 3 ~ 4 1:1日に皮弁の壊死が明らかと 血管との外径差，位置関係等とと もに，麻酔，環境泡な

なってくる.また，皮l荷温と K値のIHJには相闘が認めら と.の諸因子が1fll流維持に大きく影響を及ぼすものと考

れ，皮府温が低下すると K他も低くなる傾向にある える.
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25. Microvascular surgeryにおける開存率の

改善に関する関験的研究

一一MgS04および Sil回 ticCuff法について一一一

野本lIit仁 常多勝 己 奈良崎保!Jj

San恥-fateo

Microvascular Surgeryの最近の進歩は，外径 1mm

以下のJ(ll管縫合による組織移植や再接着の新しい臨床面

を閉し、た しかしたえまざる trainingや改普された

Microscope，総械，糸の使用にもか斗わらず， 90% の

開存率を得ることはし、まだ困難である

1972年， Aclandは， MgSO.の局所使用が，その強

力なJ'i'L凝固および血管拡張作用によって， 小Ull管の

thrombosisを防ぐことを報告した しかし，彼が指摘

したごとく， MgSO.の存在は SuturelineよりのIH

血時間の遷延をもたらした

我々は，MgSO，によって引き起こされる出血を減少

させ， さらには，縫合数を減らすことにより多くの時間

と努力をはぶくため Suturelineに適用する Silastic

Cuffを工夫した.

O. 7から 1.3mmまでし、ろいろな内径の tubeを

Silastic medical Adhesiveより， 注射針を利用して作成

した クラン プ除去前に，血管外径に一致した|付径をも

っ Tubeを選び， これに縦割を加え縫介部に適用した

(図 1) 

実験方法

体重 270~330 gのラヅト 20匹を， 4グノレーツに分け

た 動脈は， グループAにおいて， MgSO，および Si-

lastic Cu仔 を用い， グループB (cntrol)においては，

両者を使用せす.端々縫合した 静脈は，グノレーフにおい

て， MgSO.および SilasticCu圧 を使用し， グループ

D (cntrol)においては，両者を使用せず端々縫合し

た 各グループとも 10例ずつ縫合を行なった.

腹腔内ネ ンブタ ーノレ麻酔下に，下腹部より大腿中央に

かけて長い縦切IJHを行ない，大腿動的脈および神経をか一

;曹、深く分離した. 2 % Xylocaineの局所使用と 1(11管塗

の軽いマ ァサージにより Spasmを除去したのち，外膜

本 H.Nomoto， K. Tsuneta， Y. Narasaki， S. Mat回， H. 

J. Buncke 長附大学形成外科

Harry J. Buncke* 

図 1

図 2.

を長IJ縦し，このi時点で血管外径をiJ!IJ定した.緑色バ ック

グラントのもとに，Schwarzのタラン プをかけ femo-

ral vesselを epigastricVesselと deep femoral vessel 

の中央で離断した 切断端血管腔をへパ リンカ日生食水に

て洗浄後，Aclandの 7V 43 monofilament Nylon糸に

て interruptedsutureした 縫合数は，グループAで全

例 6針， グループ B では 7~8 針を要した.静脈は， グ

ループC で 6 ~ 7 針， グルー プDでは 7 ~ 9 主|を要し，

Controlに比べ SilasticCuff法では， 1 ~ 2主|の縫合

数を減らすことが可能である.縫合終了後，グループA

およびCに対し， liij:iLsの SilasticCu圧を縫合部に適用

した.クランプ除去後， Cu仔 の両端および裂隙より :1~
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血を認めることがあるが， 湿ガーゼによる圧迫にて 1

分以内に止血 する(図 2).止血確認後直ちに， 20% 

MgSO，を縫合部に適下する SilasticCuffは，創縫合

前に除去する. グループ Bは McLcanにより紹介

された Saran vVrap Cuff法にて gapよりの 出血 を

controlし， グノレープDは， 7 ~ 9 針と多数の interru

pted sutueがおかれたため，出血に対し， controlの必

要はなかった.

術中，術後を通 じ， systemicな anticoagluant， vaso・

dilatorは投与しない.大腿動脈外径は，O. 7~0. 9mm， 

大腿静脈は， 0 . 9~ 1. 2mm である . 術後 1 週から 5

週日に閲存を確認した

結 果

グループAの開存率は 100% (10/10)， グループBは

90% (9/10)であった.静脈については，グループCの

開存率は 100% (10/10)， グループDは 80% (8/10)で

あった 動脈縫合における 100% の凶作:'tSは，control 

の90% と比較して， また， 静脈縫合の 100% の開存率

も， controlの 80% と比較してイ-J怠の差があると考え

る(表 1) 

まとめ

1([[流再開後，最初は開存しているが， 2， 3分以内に

縫合部で1([[管腔が次第に plateletthrombosisでふさが

れ，最後に， 血流が完全に遮断されるのをよく経験す

る我々は，MgSO，が，platelet thrombosisを防ぐの

みならず，それを破壊し I血管腔を再開通させる強力な

i動きをもつことに着目した あたかも“Magicwater" 

のように作用する.我々は，MgSO，を使用しその最

大の欠点である gapからの 出血を防ぐため Silastic

Cu仔法を工夫した Silastic Cuffは，縫介数の減少を

可能にし，無駄な時間と手聞をはぶく 適当な知力性と

裂け目をもった SilasticCu仔は，血管壁とよく適合し，

pulsationとともにや11縮する.また， 装着， 除去も容易

である.

この方法を用いても，動脈に閲しては， グランフ除去

後 1分間ある程度の出血を認める. この際， Cuffの周

闘を締結するとl1i血を防ぐ効果はあるが， Cuffの強力

性を犠牲にする結果となる CuffのJ与さと硬度の改善

が， H¥JIIl予防と縫合数の一段の減少に役立つと考える.

我々はI A'v，こ， 100% の開存本をもち得るとは忠わな

い. しかし， MgSO，および SilasticCuffの使用が，

100% のl;fJ存本に近づく 1つのすくAれた方法て‘あると

考える.

表 1.Results of Present Series. 

Artmv|A (with MgSO and Cum1010 100% 

• I B (without MgS04 and C8uff)1 9/101 90% 

Vein |C(with MgS04and Cu仔) 110/101 100% 

1 0 (without MgSO， and Cuff)1 8101 80% 

追加・ 質問 石田 (琉球大整形)

① 体重 2~ 3kgのウサギの尖験から私の経験では縫

合部からの出I血量の多少と血栓形成との聞には関係がな

いと思っている ② Techinqueは別として血栓形成に

は縫合部を通る血流量が最も影響する ③ また縫合部に

か L る tensionが強すぎるのが緩すぎるものより 1(rl怜を

作りやすい④直径 lmm科度かやふ細いl血管の端々縫

合では局所的楽剤の使用はまったく不使用例との聞に差

がない③ Veingraftなどで縫合部にか込る lensionが

~~\..、場合( gra仇 が長すぎて屈曲する場介でも)術'1'継

続して局所にヘハリン加生食を流すようにしている と他

のどの薬剤使用例よりも縫合部の開存中が尚い(100%)

これに対し実験動物(ウサギ)での全身的抗凝固剤の使用

は有効でない感じがする ⑥縫合部の検ff.は術後 l ~

2週間内にするべきである それ以 lになると一度形成

されたJ([[伶が fiburolysisによって消失する場合があり

得る. ⑥演者l土局所ヘバリン継続洗斤?と硫i唆マグネシ

ウム使用の間に差が認められたか

高知11 (北大盤形)

私たちも MgSO，の血栓形成に及ぼす影響を般かめ

るため，次のような実験を行ない，有効であるというが1

果を得たので追加する.

外f予約 lmmのウサギの耳静脈を用い， Jfll管の 一部

宮 山 tし，1O~0 Nylon糸にて， 1針のみ縫合を行な

い，血流T'Jj}日と同時に，縫合部に 6.3%MgSO，を l

秒 111向のスピードで 15分間滴下し，その後 10分間放置

した後，血管を切りとり，管!笹を開き，の大きさを計測

した また，同じウサキ'の反対側の耳静脈を controlと

して使用し 生理食脱水を同じ時間滴下し， 1，Ioj者 20例

ずつ行ない thrombusの大きさを比較してみた

|局者の絶対他をプロ ット し， 比較したところ MgSO，

使用計のほうが thrombusの大きさは小さく 5%以下の

危険率で有12廷のあることがわかった

Control側と MgSO，使用側の thrombusの大きさの

差をみると， 平均 0.22mmのたをノ1:じた しかし 5

例において controI倶IJのほうが小さいという結果を得，

l針縫介とし、う簡単な操作でも techinique の立とが大
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以上の結果から， MgS04の局所使用にて，thrombus 

の形成を小さく 抑えることができると考える.

質問 1・出JfIlを防止 する目的で silasticcu仔を用い

ておられるが， 出血をおそれる理由はなにか私たちの経

験では， 出血量と血栓の大きさとは相関しないと思う

11'. 
質問 2: MgS04を臨床的に使用されているか，使用

する場合最も良い投与方法をどう考えておられるか，ま

た，毒性については確かめておられるか.

1) グランプ除去後， 遷延する出血， 血腫を認めた例

の開存率は明らかに悪いと思う

2) MgS04使用の 臨床例はもたないが，使用法は小

動物と同様でよいと思う MgS04は Epilepsy，hypo 

para thyrodism 等による産聖堂等 の治療薬として各国で

市販されているものである

3)へパリン加生食は，断端腔の clots除去にのみ使

用し，縫合終了前後には使用していない.

巨
匠」
コ
ロ
同国
.司
口

F司

ー
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〈指定発言〉

26 手の基礎的研究について

浮下健哉*

手の基礎的問題に関する演題に対して発言の機会を与

えられたことに対し会長はじめ符さまに厚くお礼申しあ

げる

さて，こ Lで述べられた問題は大きく分けて手の運動

とかピンチ握持に関する演題と，屈筋阪tの修復に関する

演題，そして microsurgeryに関する演題の 3つ で あ

る 私にとり第 1の問題にはまったく知識がないので，

主としてあと 2つの問題について発言させていた工く .

その前に臨床医における基礎的研究の忠、義につき 'IL素

考えていたことなど少しく述べてみたいと思う

私が手の外科を始めたのは約 20年ばかり前のことと

なったが，当時最も私の心をとられた点はわが国の論文

中の症例数が海外のそれに比してあまりにも少ないこと

であった そして昭和 33~4 年ごろアメリカで 1 年間を

すごし向うでの予の外科専門医の生活にt産する機会を得

たが，この際，最も感じたことは彼らの症例がし、かに多

いかという点で，彼らは 1日中子の手術を行ない，手の

外来をみ，そして文献を読んで 1日中手のことのみを考

えて仕リiをしている点で，これであればいかにこちらが

努力しても彼らのレベノレに達することは絶対に不可能で

あろうと考えた次第であった. したがって帰国後私は臨

床に微し，臨床の経験からなにか新らしいものを得ょう

と努力してきたが，そのためか今日では症例数も欧米の

それに比し，あまり遜色のない程度となり，また，それ

ぞれの症仔肋ミら多くのことを学ぶことができた. ところ

がこ L数年来今 IJまでの方針に少しずつ疑問をもち始め

たのも事実である もちろん今日までの方針が間違って

いたとは考えないが，それは臨床のみでは進歩に限度が

あるという点で，症例が増えるに従い，忙がしさも加わ

って無意識のうちに同じ間違いを繰り返していないかと

いう点である.

こ与において基礎的研究の重要性を痛感しているもの

であるが，それは今回の第 2の問題，腿の癒着とか舵移

植の問題におし、て特に重要と考える.臨床例を重ねて間

* K目Tsuge(教授) 広島大学整形外科

題点に道i歯すれば基礎的研究を行ないその解明に努める

ことはきわめて当然であり，また重要である.この際注

意すべき点は，臨床経験から問題点をみつけた人と基礎

的研究を行なう人が別人の場合には折角の研究結果が正

しく 判断されないとか，誤まって埋解されることも否定

できないということである したがって臨床家は常に臨

床を頭に拙き臨床と対比しながら法礎研究をすること

が，特に大切ではなかろうかと考える

艇の諸問題については今日まで多くの研究がなされて

きたが Pulvertaftも述べているごとく， 術日ijのJ9r見か

ら予後を予測することはなお困難であり，これはl腿損傷

に対するかなりの経験をもつだれでも等しく抱いている

感怨ではないかと恩グ予後の予muできない手術，それ

は宵目の手術であり ，そこには解明されざる要因が存在

することをノメすものであろう その要因も今日までの臨

休経験からかなりのことは判明してきたが，なお不明の

}，'，(も少なくない たとえば縫縫合の手術であるが，その

術式はlJi巾確立されたものとしてあまり考慮が払われる

ことなく今 IJに雫っているが， Bun川r町 11法は完成した縫

合法法-であろう泊か、 !陀'rfi1付では Vcrdan法が最も良い方

法なのであろうか i泣近で(iKcsslcr法等も注目されて

し、るが，他により良い)j法はないのであろうか

腿の基礎的研究には Mason，AlIen， Flynn以来の縫の

癒合に関する研究，また，腿革fl内での癒着先生等に関す

る Potenza，Linsayらの研究があるが， lilt近作に私が興

味を引力通れたのは矢部らの研究で， Bunnell法で縫合し

た場合，当初の tensilestrengthはかなり強いが数 1=1後に

は非常に弱くなるのに対し， Vcrdanの筒q'l_な縫合では

絞初は弱L、が次第に強くなり ，3~ 4週を経過すればよ

り強くなるという点で， これについては昨年 Urbaniak

もほ工同様のことを述べているが，これらを考慮すると

き，腿断端の修復には局所の循環がきわめて電要であり

Bunnell法ではかなりに血行障害をきたして断端壊死が

発生することを示していると考える そこで技々は先に

生聞が述べたごとく intratendioussutureともいうへき

拠縫合を行ない，臨休的にもほ工良好な成綴を得つ Lあ
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るところで，このように腿縫合同体についても今一度再 対必要となろう.

考慮してみる必要性を痛感する 以上のごとくであるが，これら 6項目を注意しでもな

陳|日症例における腿移植の問題，また siliconerodの お， 良結果が得られなかった場合には 3 ~ 6 ヵ月後にお

使用の問題にも多くの未解決な問題が含まれており，癒 ける腿剥離術が適応と考えられる そしてIIill量IJ離術は自

着の発生はし、かにして起こるか，移撤艇のIfrl行はいかに 分の手術の失敗の原因がどこにあったかを，明確に教え

回復するか等，解明すべき多くの問題点があると考える。 てもくれる非常にありがたい手術であり，動物実験以上

癒着なしに血行は回復しないが，癒着が発生すれば艇の にしばしば有意義であることを痛感するものである.特

滑りは得られないというこの矛盾をどう克服するか こ に局所麻締下で患者に指の屈伸を行なわしめながらの腿

の際 Smithのいう lT1esotenonの考えはきわめて重要 剥離は効果的であるが，この際，注意すべきは，以上は隠

となろう. しかし理論的には正しいと考えても完全な納 移植が先の 6項目に忠実に行なわれた場合のみにい L得

得にはなお一抹の問題点のあることも否定できない. る点で，粗雑な操作での鍵移値は全面の癒着を形成して

移植の予後を不良にするものとしては，①移植さる 剥離術は無意味であり，予後も不良であることを忘れて

ベき艇の可動性が問題となる すなわち手根管内での腿 はならない.そしてこれらの積み重ねによって初めて予

の癒着は確実に除去することが大切であるが，この際滑 測できない手術を予測できる手術にする可能性が得られ

膜の肥厚と癒着形成への病理の解明が重要となろう ② るものと考えるそして最後に mlcrosurgeryの問題であ

次は広義の paradoxical phenamenon ともいうべき問 るが，これは最近の医学における 1つの大きな進歩とい

題で，虫様筋周囲から lateralband 移行部にかけての って過言ではない しかしまたある意味では手の外科

癒着形成が力の分散に作用して屈筋の力が十分に移植騰 において古くよりいわれていた atraumatlcということ

に伝わらず，ヲIl、てはこれが癒着形成に作用する点であ にも相通ずるものであって，本法は切断肢の再接合とか

り，これは予期せざる失敗の大きな要因をなすものと考 組織の移植のみでなく，我々が日常しばしば遭遇するー

える.⑨また，この部での腿縫合にしばしば用いられ 般外傷の処置に際しでも，また整形外科一般手術の際に

る interlacingsutureは腿組織の壊死範闘を広げ癒着形 おける組織の取り扱いの際にもきわめて重要であって，

!V<:の原因をなす点も忘れてならない ④ 次に 3週間の 煩傷組織はミクロの単位で正しく修復することによって

固定期間中に発生する指関節拘縮の問題で，特に中年以 のみ良好な機能的結果が得られること，そして組織はす

後の患者に重要であり，固定期間中における他運動によ ベて生きることが必要であり，そのためには血行が必要

る拘縮の防止が重要となろう また，⑥固定肢位につい て、あること ，それは先の腿縫合，移植の問題についても

ても問題があると考えられ，今日まで用いられた手関節 同様であることを忘れるべきではない.これらの観点か

屈曲位での固定でよいかどうか.これであれば縫合部へ らして mlcrosurgeryを特殊悦することなく，外科医た

のプJは少なくなろうが，術後筋力の回復は遅れ，したが るものすべてこの問題に関心をもっ必要があり，特に今

って健の滑動にも遅れが起こる可能性が否定できない. 後の若い医師はすべてその手技に修熟しておく必要があ

⑥そして最後に，これはまったく基本的な問題である ることを痛感するものである。以上，手の基礎的問題の研

が，確実な止血という点て、出血が癒着の原因になること 究につき発言の機会を与えられたのを機に関連する 2，

は明らかであり， bipolar coagulatorの上手な使用が絶 3の事項につき平素考えていたことの一端を述べた
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〈末梢神経麻痩に対する再建術〉

27.神経移行術後の機能回復についての考察

一一 確率論的および実験的アプローチから一一

松悶英雄

島津晃

山野慶樹 広瀬保 森口富英

小谷勉 笹岡正雄 近藤正樹*

Root avulsionを伴う非回復性の腕神経叢損傷の主とし

て全型麻痔に対して，1964年から副神経と肋間神経を

用いて麻縛肢の知覚 ・運動の再建の問題にとりくんでき

た.その結果，本術式は有用な方策であることがわかっ

てくるとともに，この良好な機能回復をもたらす過程に

ついて解明の必要性が痛感されてきた そこで今回，実

験的および確率論的な検討を加えたので報告する.

1.実験的神経移行術の形態学的検討

1 )対象および実験方法

2. 5~3 kgの成熟ウサギの大胸筋筋枝(p)および焼骨

神経 (R)を用い，鎮骨下のレベノレにおいて，P-P， R-

R， P-R縫合を行なった PはRの 1/2から 1/3まで

のイi倒神経を含む.縫合は顕微鏡下で行ない， epineural 

sutureまたは， V状切断， T字縫合である(図 1).再

生状態は 50~60 日後， M波および光顕によって検した。

2 )結果および考察

P-R の縫合部において， 再生神経は 2~3 木の神経

米となって通過後，その末梢では 151<:に収数し，一線化

の分布を量するようになる.さらに縫合部からほ!:2cm 

の末梢において， 有鎚神経の数はもとの 2.4~5 倍に増

加する この傾向は， R-R縫合に比して著明である.

ウサギの tncepsからはM波が導出された かふる事実

から，末梢側が単一の神経束からなるとすれば，直径の

異なる神経縫合後，再生線維の分布は図 1に示すように

なることがわかる.

縫合部を通過した線維の分布は一線化の傾向をとり，

さらにその数を著明に靖加してゆく したがって，臨床

的に挑~I'J"神経へJl}J悶神経，副神経を縫合した場合 ， いつ

も tncepsが回復することは， このような「しくみ」に

よるためと抗察される.

* H. Matsucla， Y. Yamano， T. Hirose， T. Moriguchi， 

A. Simazu (数段) 川似，11;&科大学柊形外科;T. Kotani 

(教授)，M. Sasaoka， M. Konclo・大阪市立大学~形外

科.

ハ
ロ
パ
⑨
川
(
)
川

0
110

岡

市

一

一

町

φ
山内
)て

図1. Morphological basis for functional rcgcner-

ation at and below the site of suture (P-R 

n， transfer)， 

2 縫合部における確率論的検討

神経再生による機能回復に影響する要因として， ① 

再生 axonが Schwann細胞柱にはいる確率 (p)，②再

生神経線維の sprouω の数 (x)，③ 1Schwann細胞が

受け入れる axonの数 (n)，④末梢効果紫との機能的

結合の有無などがある.これらの確率論的な意義につい

て以下論じてゆきたい

1) Sproutsの数 (x) と機能的回復の確率 (f(x)) と

の関係(図 2) 

縫合術が理想的な場合には， Pは末梢野の Schwann

細胞と結合織との面積比で与えられるとみなしてよい

図2における Pは電顕像から endoneurialtubeの占め

る面積比をそれぞれ求めたものである， 1Mは lmoto-

neuronを， m は M の Schwann細胞を表わすとすれ

ば， 少なくとも 1コの M の sproutが m にはいると

機能|りIfUをもたらすのであるから， 1コ以上はし、る確率

(r(x))を求めれば機能回復の確ギを求めることになる.

そこで xコの sproutsのそれぞれはいる確率 Pと失敗

する俗本 q=l-pとの関係をみると， p十q=lである

から，その篠半分;{!iは 2項分布をとる.
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(p+q〉x=2Jf〕px・qx-r

= (~)qx+(D C.qx-l+G) p2・qx-2…G)px

→ → f(x) 

=qx+f(x)=1 

f(x) = 1 =qx=l-(l-q)X…… e・e・-…(1 ) 

( 1 )式に種々の Pを代入したのが図 2のグラフであ

り sprout を 4 ~8 本 出せは， ほ;;;.100% のrnl1uを得
ることがわかる したがって sproutingが機能阿復に

いかに重要であるかが推察される このような考えブi

は，末梢野に知覚 ・運動の 2種類の Schwann細胞柱が

ある場合にも適用することができ，た ;:-mの面積比を小

さくすればよい(たどし， 各 sproutが独立でなければ

多項分布をとる)

2) 1 Schwann細胞が受け入れ得る再生 axonの数

(n)と機能1"1復 (P(n))との関係(図 3)

再生の無髄の 11与 J~Jには， 1 Schwann細胞は多数の axon

(nコ〉を受け入れるが， このうち 1本でも末梢と機能

的結合をするならば maturatJonを起こして機能回復を

もたらすと考えるならば，少なくとも 1本以上はいって

おればよいことになる. したがって， 1 schwann細胞が

1本以上のいl一機能の aXQnを含む確率を求めればよ

い.区13において，迎動M，知覚 S，交感神経Cの 3種
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の6通りのうち成功する 'Jト象は MM，MS， MC の 3

通りで，その俗本は 1/2となる。これを一般式で表わせ

ば，すべての。M虫は3縄の異なるものから nコとる重複

組合せであり，成功する・Jc象は (nー 1)コとる事象で

ある。 したがって，図 3のような確率分布をを得ること

ができる 受け入れる axonの数が多いほど，その機能

1"1復の確ょド (P(n))は高まることになる

3 )実験的神経;移行例 (p-R)の確率論的検討

実験 5において中枢側の有髄神経が 600本，縫合1":11を

通過した直後の再生線維 1，000本が認められたため，

1，000本以上が通過すると tricepsが機能的に同復する

ものと仮定する そこで 1，000本以上はいる事象がほ X

100%に成功するためには， 何本の sproutsが必要であ

るかを計算すると ((p+q)600x)， p=I/2の場合，各

axonが4本， pを少なくみつもって 1/3にした場合に

は6;4;の sproutsが必安である これは一般の神経再生

時に起こり得る普通の現象と考えられる。他方，pが小

さいほど sproutsの数を取さねば成功しない. したがっ

て， sproutsの数にも限界があることから， こふに縫合

術式が問題となってくるのである.

まとめ

1 )神経移行の縫合部を通過する再生神経について

は，こ Lで論じたように，一般の神経縫合における確率

論の適用によって理解できる

の axonが運動の Schwan細胞 (m)にはいる場合を考 2 )この再生 axonは，そのすぐ末梢野で一様化の分

えるーもし 1コの axonしか受けはいれなければ，すべ 布および著明な分校の傾向を呈する.

ての事象は 3通りである Mがmに入る事象は 1通りで 3)これら 2段階の過程によって，臨床上の良好な機 F 

あるから，成功の確率は 1/3である 同機 2本を同時 能回復は説明され得る

に受け入れ得るならば，M M， SS， CC， MS， MC， SC 
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28.肋間神経移行に よる手指の知覚の再建

田村 清

森下昔伍

斎田坦男

井上紀彦

石岡勉

大室耕

松本禎仁

藤田仁

川ブj実彦*

昭和 44年秩以来非凶復性上腕神経叢麻j専の症例に東

大法に準じて肋間神経移行術を行なったが，筋皮神経へ

の移行により前腕焼側の知覚は全例回復したが，肘の屈

曲に関しては優の成績を示す症例もあったが中には筋力

E以下にと工まる例もあった 昭和 46年下位型分娩麻

捧児において正中 ・尺骨恥!神経へ肋間神経を移行したと

ころ，術後約 21カ月で全指の知覚が獲得され， 各指の

弁別も可能となった.

このことから移行神経としての肋間神経の性状を確認

することが必要と思われ，肋間神経連続切片で各分枝の

推移を追求した 肋間神経の皮h雪性分校としては胸骨外

側縁より皮下に現われる Rr.cutanei ventralisと前肢

筋線付近で胸壁を貫いて皮下に山て前後 2校に別れる

Rr. cutanei lateralisがある.筋性成分としては， 1)前

皮校との分岐点より胸横筋へ出る細い校， 2 ) 胸'I~ 外縁

より 3~6cm 外側で肋間筋へ出る枝， 3)前!妓寓線付

近で外側皮枝が出る直前で肋間筋へ出る校， 4)後方部

で+.に外11力間筋へ出る枝があるが，本手術に利用できる

ものは 1)， 2)の枝だけであり， 1)は非常に細く ，

2 )が主体;をなすと思われる これを第 5肋間神経連続

切片でみると胸骨縁部で胸横筋への紺I¥，、校が出て，次い

で胸骨縁より 4cm および 5cm の部で計 4本の分枝を

しているが， これらの筋枝の総局|は神経断面積で肋間神

経終校の 4割に満たない 次で終校と外{Jll]1文校を比較す

ると第 5肋間神経では外側皮校は終枝の約 1.5倍の断面

積を有し したがって第 5肋間神経では肋|視神経移行術

に利用できる筋枝成分は全体の 16%以 Fと忠われる

このことから肋間神経移行術はむしろ知覚の再建に適当

ではなし、かと考え，非回復性上腕神経i妥麻糾1によって手

指の知覚を失った症例に本手術を行なってきた.今同は

* K. Tamura， N. lnoue， S. Matsumoto. S. Morishita， 

T. I shioka: 神戸市立中央市民病院整形外科 (~ 650神戸

111'1:.1111メ:))11納111)"): H. Fujita， Y. Saida 大津亦十'(病院

戦形外科 (~ 520大津市長等 1-1-35);K. Omuro， J 
Shikata: I 司 立駈路病院整形外科 (~ 670姫路市本IIIr68).

外但IJ皮枝の分岐部付近.

術後 lif以上の 3)定例lの結果を報告する.

症例 1.3才，女子.生下時より右上肢は下位型分娩

麻簿としてマ ッサージを受けているが，前腕以下の知覚

運動麻仰の改持はない Root Avulsionを疑って myelo-

graphyを行なったところ C6，8，T，の meningoceleを

認めた.手術は第 3， 4肋間神経を正中神経に，第 5肋

間神経を尺'汁神経に移行した.術後 l年 9カ月で各指の

触覚痛覚は回復し各指の弁別も可能となる. 3年 3カ月

の現在 over-response，異所知覚はなく， 手に触れる対

象の輸事rlも了解し 2PDは 15mm以上のためらの回

復とした.本例では現在短母指屈筋の{動きで‘ほ折ぷJ旨聞

に軽い物を挟むことが可能である.

症例 2. 21才，男子.自動車事故の後左I，Jの外転， JJ..t 

の屈曲は可能だが前腕以下の運動知覚はまったくない

myelogram は C7~T，の meningocele をぷし手術は受

傷後 4年のとき第 3，4，5肋間神経を正中神経に移行し

た 術後 10カ月より左手が冷めたし、外気に|以露される

と前胸部の冷感として感じ始め 2年 4カ月の現在手;弘

母指，ノjミtHの痛覚， fn¥'L覚はあるが異所知覚性で，痛みも

8gで感じる深周航覚のため S，の回復と考える

症例 3.17才， 男子 i科卒事故の後左上肢全型麻縛
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表 1.手術症例

F術までの期間 I F術の方式 |追跡則附 | 結 果

1 T3.，ーIE中神経3年(分娩麻痔) 1 
I L →)~ 'lr-神経 1 3 "1三3Jl 1川 S2j'JiiJjj)恥1.abd. pol. brev. 111 

3年叫 |い→日11経 」…ドol'Q S I 

7i下「
N M. I 21 I 

F K  1-171 I T2，3，4終紋→上l腕二liIi筋
4月(事故〕 | TM  皮校一正判iI経 I 1 {f' 4 H I知覚 SI運動 M.biceps brachii 11 

をきたしO1yelogra01 は C7~Tl の 口leningoce l e を 1)えし

た 受傷後 2カ月で上腕神経叢を Exploreしたが断裂

像はなく，左!1旬鎖乳突筋の筋力低下，左横隔膜挙上の臨

床像からも麻燐は非回復性と考えて術後 4カ月てが]間神

経移行術を行なった 手術は 2， 3， 4肋間神経終枝を

筋皮神経の上腕二頭筋筋校に， 3， 4肋間神経外{jjll皮校

は正中神経に穆行した.術後 1年 4カ月の現在肘屈闘は

n，知覚は手学の徒側および母指尖端に呉所知覚として

3gの痛覚が同復し SIと考えるが今後さらに改善され

ることがWl待される.

考察

F定例]l， 2はJド阿復性の下位型麻j!l，iと診断したが'支傷

より 3， 4年経過しているのでその同復に危似を飽きな

がらも知覚神経細胞の生存を考慮して，手指の知覚同似

を目的に!UJ問事11経移行術を行なった 術後成績はiiEfyll1 

では兵所知覚なく各指の弁別能も良好であるが 2PDの

回復は 150101以上Jこと工まっているのは本手術による

知覚回復の限界かと忠われる 症例 2では知覚101復の程

度は低いが術前 4年間は知覚全脱失のためときどき火傷

していたのが手術後 1年からはなくなり，患者は痛覚，温

度覚の岡復により自己の手という感じを取りもどし手術

の結果に満足している.非同復性の全型麻婦に対しては

症例 3に行なったように少ない筋枝成分を十分活用する

ためには肋間神経終校を上腕二頭筋筋校へ直接縫合し，

外側皮枝は手指の知覚の回復に利用することが妥当と思

われる この際外仮IJ皮校を集束しても正中神経幹に比し

てずっと細いため正中神経を O1icrosurgicaldissection 

しその適当な Funiculusに集中的に縫合することも考慮

してよい手技と思われる

結 論

1 )移行に用い得る肋問神経の大部分(約 803めは

皮!育成分である.

2)肋聞神経移行術は知覚のInl復にも利用すべきであ

る.

3 )この際外似IJ皮校も利用すべきである

4 )肋間神経移行により得られる知覚は li01iledであ

るが usefulである

29.上肢末梢神経縫合術後の局在識別の錯誤について

内村正英 光安元夫 小林 口
111] 

河崎可昭 大宮建郎 今井 55:三本

上肢における外神経，y.rl縫合術等のあと， I時に知覚の定

位錯誤の発生をみることは以前より論じられており，こ

のような知覚の錯誤はきわめて締なことと考えられてい

キ M.Uchi01ura， M. Mitsuyasu， A. Kobayashi (，講師〉，
Y. Kawasaki， K. Omiya， K. Imai:九州大学格形外科

る この原因を神経縫合iftl位やJ員傷部位における知覚神

経再生線維の過誤辿絡に求めるならば，さらに高頻度に

この発生をみてもよいのではないかと思われる 神経再

生の障害の要素に misdi陀 clion，inter-funicular lissueへ

の迷入 axonのまくれこみ等があげられるが misdト
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図 I 損傷部位との関係

rectIonは神経機能改善にとって重要な要素と考え， い

かにして misdirectionが生じるか， 発生した過誤連絡

はどのような経過を示すのであろうかと考え，以下の検

討を加えてみた

対 象

昭和 35年から昭和 45年までの九大銭形外科における

卜肢神経腕;W治療例中，神経縫合， 36例 50神経， 神経

剥断L 35仔IJ40神経および神経移柏 2例 2神経をこ1'.休に

検討するとともに，ウサギ坐'1'1神経の切断t縫介術後にお

ける再生物li索の状況を定位錯誤の考察の参考資料とし

た.

結果

一応， Highclの基準をもとに術後成績を検討してみ

た 神経剥雌術の予後は表 1のごとくであり，術前の状

態に左布される 神経縫合術においては正中神経で S2+，

M3，尺骨神経で S2+，M2を usefulrecoveryのめやす

とすると，正中神経では 72%， 尺骨神経では 78%とな

った(図 1). 

症例 1.57才，男子右尺骨神経低位麻舟

昭和 37年 7刀22日，窓、カラスでお古Ij腕尺側中枢側を

切る 昭和 38年 2月71オ，神経縫合術を行なう 10年

後の今11， S"M"の回復をみるも図 2のごとき知l覚の定

位錯誤をみる.

症例 2.30才，男子 右正中パ竹神経低位麻州.

1if1;f1138 oド7JJ 8 n， ガラスで 予|対節'1'継似IJを切る

1'.P.L.， 1'.D.S.， F.C.U.および F.C.R.の)雌断裂を伴

っていたが，神経縫合術は即 11f jなわれる 8 Jl 15 11， 

l隙縫合 その後手関節屈側の自IJ治癒不良のため 9月 26

11行本相([1文を行なう 10年後， iE'I"神経， J~' l'l 神経とも

に S2，M.の回復をみるが図 2のごとき錯誤を認めた.

症例 3.26才，男子 ;;(i f;t'I'LIE中神経低{立麻N，l.

表 1.神経華11離術の治療成綴

一一 I 哩記竺到ftEF副竺士~~
接骨神経 I12 I 6 I 4 I 2 I 
lfe中村1統 5 2 2 

)~骨神経 18 3 7 6 2 

，ir 35 9 I 13 10 [ 3 

|府和 38if 4 JJ 5日， プレスに右前腕をはさまれ liij

)腕開放'IYlfrをきたす 7刀 16EI， 'l'l'接合術 11月7

11，正中神経縫合術を行なう 10年後，指関節の拘縮著

明なため評ulliは S3，M2 である.知覚の錯誤は図 2のご

とくであるが，経過中その範囲は狭くなっている.

症例 4.26才，男子右正中尺骨神経低位麻jli，[

昭和 38年 9月 30FI，ベノレトコ ンベアーに右前腕中央

部以下をまきこまれる 創処置後の痩孔形成が長期間続

く 昭和 39年 4月 14日，尺骨神経の有茎神経片移槌を

行なう 10年後，正中神経は S3，M3と回復している

が，図2のま目覚錯誤をみる

症例 5. 28才，男子正中尺骨神経高位麻jJl，I.

昭和 44年 4月 10日，ベノレトに右上腕をまきこまれ

る J腕動脈倒傷を伴う 4月 10口，上腕動脈|吻合ft-t.

5JJI0ll， iF.rl'神経縫合 6月 1511， )込什神経縫合

51下後， lErlc，神経はら，M 41 火ti神経はお， .M3 の|円If!L

をみるが図 2の錯誤を認めた.

症例 6. 36.-.J'， 1)J了¥イliF.中尺'，'j.神経(町立麻j!l，l

|桝和 44年 10J J 23 11，カラ スで右前l腕末相官1I1をYJる

II{{和 45イド 9月 12円，1山j神経縫合 3年後， jE中神経は

S2+， M" パ"'J・神経は S2+，M3の|口l復をみたが， 閃 2の

知覚J:'r ， ~kを :認めた.
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¥ a- f '，じ (\)~i% ，，'i

4;!'.i9l) 1 J.E iyl) 2 1;，'i列3
(Hri是11:1" (術i圭101'.'1ι) (術後10:下)

神経麻j~[をきたす 創治癒がおくれ，約

1カ刀後，i，ld神経の縫合術を試みるも，

十分な断端の対応が得られず.やむなく

神経幹問距離を 1cm 残したまムテ アロ

ンj血管で然橋した ところが 9ヵ刀後

にはN骨神経はお， M3の回復がみられ

た この症例は卒運にもこのような戸|復

をみたのかもしれないが，神経再生状況

に示唆を与える. また， ウサギ坐'白'神経

による実験では. Bungner bandに誘導

される再生劇h索は，発芽は 1本でなく，

数本みられる. 一方， 末枠jの Schwann

管内も，手さぐり状態ではいりこんだ再

生線維が数本認められる.とのような再

生商h索の合自性が外神経鞘縫合にこだわ

らせる所以である.

4;1'(刈4
(i~;i1圭 JO:I'-)

4，'!'.i少1)5 4;1'(，，) 6 
(i~ ，Iiを 4 q.'n (1)I'ilを3q') 

図 2 局所識別の錯誤.

考 察

前述のように知覚の定{立錯誤を 6例. 7神経に認めた

が，これは外神経愉縫合例の 14%に当り，従米考えられ

ていたほど稀なものではないと思われる.各症例の共通

点は縫合部に日brosisが強かったことである 神経別の

発生頻度は正中神経で 28%，尺骨神経で 9%となる.

また，神経剥離術例にはこれを認めなかった 縫合時，

軸転が加わりやすい外神経鞘縫合法においては misdi-

rectlOnの可能性が常に存在するといわねばならない

axon levelでのより正確な対応のために [unicularsuture 

の必要性が論じられている 我々の前述の府例にみるご

とく. funiculusでの機能分化が比較的完成している低

位損傷例の予後が一般に考えられるほど良好でなかった

ことは [unicularsutureの必要性を考慮させる しか

し， funicular levelのみの対応がすべてに優先すること

ができるだろうか こ与に興味ある症例を供覧する 10 

才，女子の症例で，ガラスで右!液笥部を受傷，協甘jミ'1

定位錯誤の改善は Sperry の cross-

InncrvatIon の実験， 肋間神経移行術，

また，neurovascular island flap 法での

知，}t定(立の獲得等の報告から再適応、の ..f

能性も 1-分考えられる しかし， neurQ-

vascular island flap 法の報竹を参考に

すれば，まったくの知覚脱失mlでは定位

鈴訟の改善は憎め得ないようである こ

のことは Aapの知覚と残存した忠指図

イlの神経線維との関述が知覚の再適応に

|刻ザせしめる要素であり，このためには

圧覚を利用したリ ハビ リテーシ ョンの，意識が認められる

ようである. 我々 の症例では年令は 26~57 才で，知党

の回復はら~S3 で，運動は M3~M，である また，

それらの職業は工員 3名，調理土 2名，公務員 l名とな

り，いずれも日常動作にさほど不自由を!感じていないこ

とが本人の努力を欠く原因にもなったと考える いずれ

の症例でも，前述のごとく定位錯誤が戻らない要素の一

因をなしたと考えられる 知覚の定位錯誤はなかなか中

枢での対応ができに くいと忠われる.

質 問 三百Ii(1'，大分院整形〉

局在識別の誤認はいわゆる doublesensation として

あるのか? すべて刺激部以外に志日E、されているのかフ

回 答 |付村

1) Neurovascular island fl ap 法のごとくまったく )I~

なった部に misdircctionをみたかの質問に :抗傷神経内

での Misdirectionのみしかみられなかった.



1294 巻 25・号 13 整形外科

2) Double sensationの有無は，我々の症例では認め られなかった

30.上肢末梢神経損傷に対する再建術の経験

特に腕神経叢損傷を中心として一一一

上平用 山崎 亮二本

1974年 11月

我々が現在までに経験した上肢の主な末梢神経麻痩は 機能再建術を行なった症例は境骨神経損傷が 4例， )く

426神経で， 348神経は外傷に基因していた. しかも諸 骨神経損傷 3例，正中神経損傷が 1{7IJであった.我々は

家の報告同様償骨神経損傷が最も多く ，次いで尺骨神経 焼'li"神経損傷に対し Riordan法，尺骨神経損傷に対し

損傷，腕神経叢損傷，正中神経損傷，その他のI1闘であっ Zancolliの MP関節掌側籾帯閤定術をしばしば試み，

た.これら損傷神経の修復術を試みなければならない症 好成績を得ている.

例も決して少なくないが，その治療成績は必ずしも満足 2 )腕神経叢損傷に対する機能再建術

できるものではなく，再建術の適応となるものも存在す 腕神経波踊傷の診断に際して，主な障害部が神経線お

る. よび神経幹部，神経東部，個々の神経却にあるか，神経

機能再建術の適応症 根および幹部でも非|口IW性の節前担i傷を伴うか否かを判

我々は神経m傷程度を，運動 ・知覚機能 ・神経幹伝導 定することが大切で，我々は個 々の主要神経について検

試験，筋電図検作ーなどの成績を総イ干し非変性l胆， ~~H分 俗し，完全変性型である場合できるだけ早期に神経援を

変性型，完全変性型の 3型に臨床的に分類し(格外と災 展開精査している 始め全型麻仰を II~: していても上位恨

外， 21， 1 86~ 189 ， 1972)， 開放創lによる完全変性砲と 離脱の場合，下位恨支配域の麻熔症状は軽快してくる傾

部分変性型，閉鎖性外傷による完全変性型の高位損傷 向がみられる 下位線離脱の場合，上位根は tractlOn

は，損傷後 3週間以上経過している場合，直ちに神経障 による節後損傷を伴い非回復性節前 ・節後混合型麻痔と

害部を展開精査している なる症例がほとんどを占めるが，上位根は axonotmesis

展開の結果，神経幹の断裂がみられる場合，神経修復 要素をわずかながら混在していて，支配筋に不完全なが

をなすべきことは当然として，有連続性損傷の場合は障 ら回復を認める症例もみられる 神経叢の展開は癒着絞

害隣接部において，誘発神経活動電位の導出や神経造影 犯の除去による治療効果も否定できないばかりか，損傷

術など試み，切除修復すべきか展開にと工めるかの判断 部位，程度の確認に役立つ。その結果非回復性の部分裂

の一助としている したがって神経の欠損，切除が広範 あるいは全型損傷かの判定ができたなら，それぞれに適

図で修復不能な症例， traction InJury と考えられる症 した機能再建術または神経移行術を早期に行なうよう努

例，損傷レベルによるが損傷後 1~ 1年半以上経過した めている(表 1) 

症例，修復術後一定の latentpcriodを経過しても 1<:11復 i )非同復性iff5分地腕神経叢損傷に対する機能再建術

徴候のみられない痕例を原WJとして機能再建術の適応と 91，'1"例(手術同数 14回)に機能再建術を試みた.

している hil苅節:肩凶節の'Iji脱臼がみられる症例に良肢位にお

上肢末梢神経鍋傷に対する機能再建術 ける府関節同定術， 三角筋の筋力低下による挙上障当に

近年において |て肢末梢神経ifHtjに対して試みた機能再 来Iし Batcman法をそれぞれ 1f711にfjない，良好な成績

kl!術は肋間神経修行術を含めて 19刈;例であった を得た.

1 ) 1!~'骨神経担i傷などに対する機能再建術 J卜I凶節 :5椛例において SteindlcrAexorplasty を行

なった. 5 {7IJ中 4例は満足すべき結果を得たが，残りの

ホ M.Kamihira， G. Yamazaki 鳥取大学専字形外科 1例は不満足な成績であった特にJ腕二頭筋などがし、
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表 1.腕神経叢狽傷に対する神経修復手術 ・機能再建手術.

症例数 神経手術

損 傷 部 位 型 機能再建手術
節前節後 剥謝t術縫合術移植術

a 肩関節固定術 1伊j

イ白帽筋鍵移行術(Bateman法)1例

上位型 2 4 3 b. Steindler flexorplasty 3 {9IJ 

c Steindler flexorplasty 

千111経根 +腿移行術〈手関節屈曲再建)1似l
および
神経幹部

d. 母指対立 ・母~示指屈曲運動再建

下位型 2 1 2 
+腿固定術(手関節筏屈位矯正)

1例
e 手関節固定術 l例

全 型 | 6 4 筋皮神経への肋間神経移行術 2例

神経東部 1 ( 1 ) 1 

個々の神経部 2 ( 1 ) 2 

( )同一症例に対する併J庖伊IJ.

Steindler f1exorplasty 
(lyear 6months after injury) 

E.M.G. volunt. cont. 

M. biceps brachii 

M. f1ex. carpi uln 

村トiトトil州1{トァi

仙'UV;r"~仰~'YIJyIA~.~~}v'~~)l\戸川l Ii 

図 1.胸神経叢損傷に対する機能再建手術

(29-Year-old Male) 

Steindler flexorplasty 
+母 ・示 ・中指屈曲運動再建
母 ・示指中手骨間骨移維i術 H日l

くらか機能を保っている場合に，まった

く健全な屈曲筋群を移行した症例の成績

はすぐれていた(図 1) 

手関節:良肢{立における子関節悶定

術， 1~屈再建のための腿移行術， および

税JITl位矯正のための腿回定術がそれぞれ

1例に施行され，いずれも満足な結果を

得た.

手の指 母指の対立運動を主臼的とし

て， 1.院移行術と第 1. 2中手廿間'目移紅i

術がそれぞれ l例に行なわれた また母

指の屈曲運動再建が 2例，母指以外の指

の屈曲運動再建が 2例に施行され，ほ 工

期待どおりの成績を得た.

機能再建術を単独あるいは数種併施す

ることによって非回復性部分型腕神経淡

損傷患者に予期以上の ADLを獲得させ

ることヵ:で、きる

ii)非回復性会型腕神経波損傷に対す

る機能再建術

2症例について，第 3， 4 J山間神経を

筋皮神経へ移行した.

非回復性全型鍋傷に対し， 1963年

Seddonおよび Yeoman は前腕切能frの
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図 2.Root avulsion に対する神経移行術 (17-Year-oldMale). 

のち尺骨神経を遊離架橋移植片として肋間神経と筋皮神 運動と同期したスパイク放電は滅少し，逆に随意、収縮力

経とを縫合し，!H屈曲に成功した本邦においても小谷 は増強し，放電活動も旺盛で，運動機能の転換が認めら

らは副神経外枝を上神経幹に，第 2， 3肋間神経をそれ れたが，知覚の回復は認められない〈図 2). 

ぞれ中 ・下神経幹に移行(1964)，また，津山らは第 3， 結 語

4肋間神経を直接筋皮神経に移行し好成績を得ている. 我々は可能なかぎり神経修復術を行なっている. しか

我々も非回復性全型損傷に対し，いくらかでも機能再建 しながら腕神経t負傷のごとく高位損傷に対しては，より

をはかる目的で、肋間神経移行術を行なっている. 早期に回復性か非回復性かを診断し，非回復性のものに

症例は全型 rootavulsion Myelogram，神経叢展開， 対してはそれぞれ適応する機能再建術を行ない， ADL 

術後経過から非回復性全型麻癖と考え，受傷 6カ月後， の向上に努めている.

第 3， 4肋間神経を筋皮神経に移行した移行 4カ月後 最近経験した上肢末梢神経特に腕神経叢損傷の機能再

の筋電図検査にて，上腕二頭筋に呼吸運動と周期したス 建術を中心に報告した.

パイタ放電がみられた 14カ月の現在，安静時の 呼吸
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31.槙骨神経高位麻姉に対する腿移行術について

上 羽 康夫 山本潔 藤川重尚 須藤容章*

私たちは過去 6年間に続1i'神経高位麻痔 10症例に対

して)随移行術を行ない，そのうち 9例の追跡調査をし

たー手術時における患者の年令は 16才から 36才までの

聞に分布している(表 1). 

9症例のうち男子は7人で，女子は 2人である 手術

から調査までの期聞は 3カ月から 5年 5カ月にわたり，

平均術後期聞は 1年 10カ月である.

神経麻簿をもたらした原因としては，上腕の外傷によ

り侠骨神経が広範聞に損傷されたものが 4例あり，上腕

での Fibrosarcomaとか aggressiveFibromatosis など

の腫疹刻出時に槍骨神経も広範に切除されたものが 3例

あった.非常に強い疹痛を伴った Neurofibromatosisの

症例では，痛みをきたす続骨神経を上腕で広範に切除し

た.注射後麻痔をきたした症例には，先ず神経剥離術や

神経縫合術が試みられたが， 1年経っても神経麻痔の回

復がみられなかったので腿移行術が施行された.

脳!移行術としては，手関節伸展運動のためにPronalor

teresを Extensor carpi radialis brevisに移行した.指

の MP関節伸展のた め には，最初の 1{7~では Flexcr

Carpi ulnarisを用いたが，残りの 8例においてはすべて

Flexor Carpi radialisを Extensordigilorumに移行し

た.

母指の仲展を得るためには， 走向をかえた Extensor

Pollicis longusに Palmarislongusを移行した.

Flexor carpi radialisを移行する際は骨間膜の孔を通

して，前腕遠位部背側にて ExtensordigitorumとSide-

toend Sutureとを行なった.

Palmaris longus と Extensor pollicis longus とは

End-to-end Sutureを行なった.

術後成績

腿移行術後には特記すべき合併症はなく 6カ月以上

経過した症例て、はほ に目的とした機能改蓄が得られ，忠

者も満足している.

手関節可動域は術後 3カ月までは明らかに屈曲が制限

* Y. Ueba， K. Yamamoto， S. Fujikawa， Y. Sudo:京都

大学整形外科.

表 1.

症例 |年命|性別[術後期間 |原 因 |術式

小O孝O
川O三O

小O益O
小O裕O

新O泰O

入O俊O

-0栄O

小o 1E 

田O 栄

17 8 5年5ヵ月 上 腕腫湯 ‘ 
18 8 4年6ヵ月 外 傷

調院本

23 8 2年3ヵ月 外 傷 本*

23 8 2年3ヵ月 注射後麻痔 調ドホ

16 g 1年3ヵ月 上 腕麗蕩 *本

21 8 6ヵ月 外 傷 本*

36 官 3ヵ月
Neurofibro- 本*

口1atosls

18 8 3ヵ月 上 腕盛場 調伝*

31 8 3ヵ月 外 傷 本本

本 PT→ ECRB. FCU→ ED. PL→ EPL 

料 PT→ ECRB，FCR→ ED， PL→ EPL 

J 40ト①

ij 20 
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nu
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20 Follow-up 
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801 
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⑤ 

図 1" 術後の関節可動域.



1298 巻 25・号 13

されていた 6カ月以上経過した症例てー

は日常生活に差しっかえない程度の可動

域が得られている 6カ月以上経過した

症例の平均伸展角は 50
0

であり ，屈IUJ角

は340
で‘あった.

中指の MP関節可動域を測定すると

術後 3カ月までは MP関節の伸展が不

十分なものもあるが， 6カ月以上経過し

た症例では O。までの伸展は全例できた

のが，それ以上の伸展ができる症例はな

かった 6カ月以上経過した症例の平均

可動核は 0~70 0 であった(図 1 ). 

握力は全例において著し く低下してい

た右手が手術を受けた場合には，握力

は左手の 1/2~ 1 /3 に低下 し， 平均握力

は左手の 44% しか得られなかった 左

手の手術を行なった場合では，その平均

出力は右手の 15%にすぎなかった.

筋屯図を用いて移行した筋鍵の機能交

代の状態を検索した Flexor carpi ra-

dialisを指の仲筋艇に移行した場合，移

行して得られた機能(Acquircdfunction) 

は折の MP関節仲展運動である.日をIJ日

かせて桁の 動 きをみながら MP関節の

仲良運動を行なわせた場合と日を閉じて

同じ運動をさせた場合とに分けて Flexor

整形外科

EMG 

ACQuired function 
(Finger extension) 

Original function 
(Wrist flexion) 

EMG: 

ACQuired function 
(Finger extension) 

Original function 
(Wrist flexion) 

1974年 11月

Flexor Carpi Radialis 

With Open Eyes With Closed Eyes 

a.入O後0.術後6ヵ月.

Flexor Carpi Ulnaris 

With Open Eyes With Closed Eyes 

b.小O孝0.術後5年5ヵ月.

図 2.

carpi radialisの筋電図をとってみた ulnarisでは，指の仲展運動に際しては大きな actlOn

次に Flexor carpi radial is のもとの機能 (Original potentialを認めるが，手関節の屈曲運動ではもはや

function).すなわち手関節の屈曲運動を行なわせて，開眼 action potentialを認めないー

の場合と閉限の場合の経時的な筋電図変化をしらベた. この筋電図による検索より推測されることは術後 3カ

術後 3カ月日では Acquiredfunction，すなわち指の 月目では移行された筋を支配する中枢神経系はまだ混乱

伸展運動をさせても Originalfunction である手関節屈 し，新しい機能を行なうにも，またもとの機能を行なう

曲運動をさせてもきわめて小さい actionpotentialしか 場合にでも移行筋の収縮は不十分で、ある.術後 6カ月経

認められなかった 過すると移行された筋腿は新しい機能を行なうことがで

術後 6カ月経っと Acquiredfunctionである指の 仲 きるが，元の機能を行なう場合にも筋収縮を起こしてい

展運動を行なわせると ，かなりしっかりした大きな ac・ ることがわかる. しかしときが経つにつれて移行された

tion potentialが認められるが， Original functionであ 筋は新しい機能を行なうときにはよく収縮するが，元の

る手関節屈曲運動を行なわせたときには小さな Action 機能を行なうときにはまったく反応しなくなるものと考

Potentialを示すにと rまっている えられる(図 2)

術後 1年 3カ月経っと指を仲良させた場合には大きな 結語

Action Potentialを認めるが，手関節原1111運動に際して 挑'l'l神経高位麻緋に対する!胞移行術は， 1899年に

は小さく，頻度も少ない actionPotentialを示すにすぎ Frankeや Cappelenによってすでに行なわれ，その後 50

ない 極にも及ぶ手術法が発表されている Pronatortcrcsを

腿移行術をしてから 5年 5カ月経った Flexarcarpi Extensor Carpi rad凶 isbrevis， Flexor carpi rad凶 ISを
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Exteasor digitorum， Palmaris， longusを Extensorpoト

licis longusへ移行する方法は 1969年津下により発表さ

れている.

私たちもこれと同じ手術を 8例に行なってほ x満足す

べき結果を得た.腿行筋が新しい機能を習得する期聞は

ほ!.:6カ月であることが筋電図により知ることができ

た

質 問 津下(広大整形〕

私の方法につきご追試をいた rき厚くお礼巾し上げる

とともに Riordan法についてのご経験も あればこれと

の比較してのご芯、見をお聞かせ願いたい

渡辺(新大整形〉

術後成績のうち，析を完全屈曲した状態における手関

節の掌屈角度はどの程度か.

回 答 上羽

指の仲展には Flexorcarpi ulnaris よりも Flexor

carpi radialisを用いるほうがすぐれていると考える.

Flexor carpi ulnarisを用いた場合の欠点は， ① 手関節

の焼屈が起こる. ② 筋が周囲の筋膜からも起始してい

るので，十分な excursionを得ょうとすれば前腕の近位

部まで筋の剥離を行なわねばならず，皮切が非常に長く

なる ③ 筋の華IJ離が不十分であると手関節の照的運動

制限をきたすこともある (め 尺骨の尺側を回して移行

した Flexorcarpi ul na risの筋腹が目立って前l泌が醜く

なることがある.

Flexor carpi ulnarisを用いた場合にはこれらの欠点

を除くことができる また Flexorcarpi radialisの ex-

cursionは 40mmであり Flcxorcarpi ulnaris 33mm  

よりも長いので手関節可動域も広くなる

32.正中 -尺骨神経麻座に対する機能再建術

矢部裕 吉沢英造 斉藤守 内丙兼一郎

小林慶 二 鴇田征夫 山根守夫*

昭和 38年以来，我々が鍵移行術等の機能再建を行な

った正中，尺骨利1経麻痔症例は 109手に及ぶ 在中神経

麻薄 28，尺骨神経麻癖 16，正中 ・尺骨両神経麻痔 65手

であり，疾患別では頼性麻癖 71，外傷 28，cntrapment 

neuropathy 4，その他 6手となる

知覚機能再建について

頼性麻1耳I手においては幸に指の軽微な深部知覚が残存

している症例が多い 外傷 28，Entrapment neuropathy 

4，計 32手， 39神経に対して行Bなわれた知党機能再建

は表 1のごとくで， 39神経中カ ッコ内の 33神経は受傷

または発症後の 9カ月以上を経たもので intrinsicmu-

scleの回復はj別待できず，主に知覚回復を目的として手

術を行なったものである.N.V.T.F. 1例，不明 6伊lを除

< 32神経中， S2+以上，いわゆる useful recoveryをみ

* Y. Yabe (教綬)，H. Yoshizawa (J山教授)，M. Saito仔，'Ii

師〕 ・名 -;!íffi保健待i~三 大学整形外科; K. Uchinishi， K. 

Kobayashi， Y. Tokita:慶応義敏大学整形外科;H. 

Yamane (院長〉.42岡第1病院整形外科 〔⑨668盛岡市立

野町工

た1定例は 13神経41% と当然のことながらその予後は一

般神経縫合術に比して不良であるが， Sl~S2，すなわち

protectlve sensatlOn 程度の回復においても， なにか物

をつまんでいる感触は存在し，運動機能再建とあいまっ

て usefulhand化している.

一方，So 特に正中神経領域に全知覚脱出のある麻Iv~

手では，運動機能再建術を行なっても 日常その手を使用

することは少なく，手の総合的機能は一段階落ちる.運

動機能再建に先立ち，可能な限りなんらかの手段をこう

じて，知覚再建に努めるべきであろう ー

運動機能再建について

正中神経麻痔 28手は全例低位麻薄である 疾患7]IJで

は，頼性麻簿 17，外傷 7，手根管症候群その他 4手とな

る.表 2のごとく，必要とする母指対立機能再建術は

Riordani去に準じて行なったものが15手と最多で， Brand 

法が 7手と次ぐ.外傷例では指屈筋艇が同H寺損傷されて

いるものが多く wrist extensOI または 日時erextensor 

を力源として使用することが多くなる いずれの方法に
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表 1.知覚機能再建術

手術方法

。 2 4 

2 8 6 

l 4 1 。。 2 。 2 。
。。( 1) 

~t I 3~ 側 I 3 I 16 IC4gd 6 

おいても原則に過がなければ，予後は良好である. しか

しながら Riordan法は srand 法に比して，移行院

の走行がより短母指外転筋の走行に近く，より十分な

palmar abductionが可能となる.

尺骨神経麻痔 16手に行なった手術方法は忠者の要請

に従って異なってくる.綴性麻只IではlV， V指の鷲指の

矯正を希望し，外傷では pinchtこ力が はいらないこ

とを訴える. 鷲指矯正は Fowler法 6，Brand法 4，

Zancolli法 4，Tenodesis 2と全例に行なっているが，

Zancolliの Capsulodesis を行なった 4例中 l例に再発

をみている

母指内転機能再建は 5例に施行する.力源は Exti.p. 

2， Brachioradialis 2， Ext. p. b. 117IJとなる Brachi-

oradialisは力源としていくぶん力が強すぎる感がある.

しかしながら術後いずれの症例においても Fromentsign 

が消失しかなり力強い pinchが得られている

正中 ・尺骨両神経麻痔 65手中 2例の高位麻緋を含む

疾患別では頼性麻簿 50，外傷 19， その他 2手となる.

低位麻痔において必要とされる機能再建術は母指対立，

母指内転，鷲指矯正となる.

65手全例に母指対立機能再建術を行なっているが，

鷲指矯正は綴および外傷性麻薄手ともに指関節に拘縮の

残存する症例においては適応がなく ，49手に行ない，

さらに母指内転機能再建術は 5例にのみ行なっている.

その他症例に応じて，母指内転拘絡の releaseを8手，

母指 MPまたは IP関節の固定術を 7手に施行する

外傷例では指屈筋腿煩傷を伴う高度の挫減創， 電撃

傷， Volkmann拘縮等がほとんどで，力源に屈筋腿を使

用し得ない. 母指対立機能再建に wristextensor を使

用したものが 4例， Ext. d.q.p を使用したものが 8f7]J 

と多いが，移植艇を必要としない後者は，手技も簡単で

結果もすぐれている.

表 2 運動機能再建術.

RZl 再建手術 | 綴 |外傷 |その他|計

母:指対 立 17 7 4 28 
正
中( Riordar司法 ・変法 10 3 2 15 

神28 Brand法 ・変法 5 。 2 7 
経手

そ の 他 2 4 。 6 '-' 

尺 鷲指矯正 4 8 4 16 
骨(16 時:指内転 。 4 1 5 
神手
経) li-lll指外転 。 l 。 1 

母指対 立 50 13 2 65 

正 Brand法 ・::l2法 33 。 34 

中 Riordan法 ・変法 11 。 l 12 

尺 もVristextensor 。 4 。 4 
d国w E. d. q. p. 2 8 。10 
両

神6(5 
そ の 他 4 1 。 5 

経手 鷲指矯 正 42 6 49 
、』ノ 長よ指 内転 5 。。 5 

瀬性麻薄手における母指対立機能再建術では Brand

法およびその変法が最多で，す ぐれた対立位への Rota-

tionが得られている. しかしながら術後移行舵の停止部

でその l尾の断裂またはゆるみを起こしたものが 6例あ

る.末梢尾の断裂であれば MP関節が過仲良し， IP関

節が屈曲する swan-neck型変形，中枢尾の断裂て‘あれ

ばその逆の l川 rinsicplus型変形を招来する， その他

E.p.l.の断裂をみたものが 1例ある.これらはかなり強

めの緊張で移行した症例に多い. また Riordan法では

術後徐々に母指 MP関節の焼屈変形をきたしたものが

2例あり， suppleな母指では， 内転機能再建を必要と

する

鷲指矯正術 49手の内訳けは E.c. r.l.を力源とする

Brand法 21， J[指の sublimisを力源とする Brand変

法 13，Ext， i. p.および Ext.d. q. p.を力源とする

Fowler法 8，Brachioradialisを力源 にしたもの 1例，

tenodesis 6例となる 機能的予後は Brand法がすぐれ

ている.

さて，最近 Brandが行なっている手術， すなわち第

1次手術として Ext.c.r.l.を力源として鷲指を矯正し，

2次的にW指の sublimisを母指対立へ， Vt行の sublimis

を母指内転へ移行する方法を 4例に試みた 特に力強い

palp pinch C図 1)が得られ，す ぐれた方法と考える.

追加 津下(広島大整形〉

正中・尺1]'雨林経麻癖の clawfinger変形の矯正には
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図 1.最近の Brand法によるj級生麻痔手の術直ii.
術後
特に力強い palppinchが可能となる

可能なれば手根管を通しての fourtailed tendon gra氏

を利用している. この際力源は長続側手根{中筋か腕挑廿

筋を利用する 悶指対立再建には手根伸筋，また，示 ・

小指固有伸筋を使用するが， この際母指Jこ swanneck 

変形が発生するとか，ピンチ力が十分回復しないので内

転筋の再建， または MP関節とか IP関節の固定術が

必要となる それに橋爪による長母指屈筋を用いての

IP関節の腿固定法もよいであろう.

質問 山内 CJI関天大整形〉

Brand旧法を行なった例で，特に外傷後の例では，

tenodesisとなりやすいこの点，どの程度 activetransfel 

になっているか.

渡辺(新大整形)

鷲爪変形に対し舵移行術を行なった場合 eXlcnsor，

flexorいずれを用いた場合のほうがより成績が良かった

か.理論的には gripした場合手関節は背屈(立に保つの

で， flexorを用いた場合のほうが移行舵に tenslonがか

かつてよいと思われるが

回 答 矢部

山内先生へ 泌(痕が強く ，拘縮のあるような症例では

dynamic tenodesis action も当然加わってくる 癒痕が

なく suppleな手であれば， 完全に moterとしての役

目をはたしている.

渡辺先生へ :① 鷲指矯正術で E.c口.r.を用いる Brand

のほうが目指の Sublimi凶sを用いた Bun町r町 II変変、法より結

果がすくぐvれている. 理由は不明であるが， Sublimisの

ほうが Excursionが長く， M.P Stabilizer となりにく

いのではないかと考えている ② 移行した E.c.r.1の

力を強めなければ carpaltunnelの中を通して移行す

る Brand新法がある

津下先生へ まったく向感である.

』

炉ー
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33.末梢神経麻俸に対する再建術について

津 山 直 一*

1.末梢神経損傷における修復術の適応

開放創を伴う末梢神経損傷では，ほとんどが神経幹の

断裂かそれに近い修復を必要とする損傷であって展開修

復術を試みる適応がある.問題は開放創を伴わない閉鎖

傷による場合で，我々の経験では損傷原因によりほ工予

後が決まるといえる.骨折に伴う 神経損傷は従来の説と

異なり，我々の統計では断裂が高度挫滅を伴い展開修復

術を要する型の損傷が多い l路神経;径の牽引損傷では引

き放き損傷は自然、回復の可能性も修復術の可能性もない

ので，次善の策を早期に立てて無駄にときをすごすこと

のないようにすべきで，そのためには従来たびたび報告

してきたように，脊髄造影術による根礎破損傷のほか，脊

髄神経根近傍より分校する神経領野の麻jJ草の存在(長胸

神経，肩甲背神経，胸背神経，肩甲上神経，胸筋神経)，

脊髄や11経後校域の知覚，運動 (傍脊柱小筋の脱神経像〉

麻jJ草， 横隔干rjl経麻簿，軸索反射の有無(ヒスタミン 3重

反応，寒冷血管拡張試験など)， ホノレネノレ徴候， 脱知覚

領野 (ことに正中，尺骨神経の指神経分校域〉の知覚神

経活動電位の証明などの総合判定が重要で，所見陽性で

あれば機能再建手術，ことに全型であれば肩関節の軽度

外転位固定，肋間神経移行による筋皮神経支配の再獲

得，前腕切断義肢装着または手関節固定などがある程度

有意義な機能回復の手段となる.引き抜き損傷でない節

後の牽引損傷では受傷後 I年ないし 1年半は回復の可能

性を期待すべきである 注射麻熔は今日使用される薬剤

では多くの場合自然治癒が期待できるが坐骨神経高位の

注射麻簿は成人では予後が不良である.脱臼，打撲，圧

挫創に伴う有連続性損傷，圧迫麻痔には種々の程度の神

経線維の損傷が混在し経過は一概にいえない.神経幹

を構成する線維のうち有連続性要素，局在性伝導障害

(Neurapraxia)要素の存在をみつけることが予後判定に

有意義で，臨床的な徒手筋力テスト ，知覚検査ことに固

有支配野の痛覚脱失の有無の診断のほかに補助的診断と

しては神経幹伝導試験が，最も有意義で強さ期間曲線，

本 N.Tsuyama (教授シ東京大学整形外科.

筋電図，発汗試験または直流皮膚抵抗値測定，知覚神経

活動電位の潟!士i，運動，知覚神経伝噂速度測定などが上

記判定に資し得る不完全変性像または最小の有連続性線

維の存在をみるときには，少なくとも回復待機可能期間

の保存的経過観察に合理性を与るものである.

2.修復不能な末梢神経損傷に対する他神経の交叉

縫合移行術

引き抜き全型損傷の腕神経叢麻jJ年に対する我々の肋間

神経の筋皮神経への移行術の成績は，我々自身が当初に

期待したよりもはるかに良好で，徒手筋力テストで 4の

段階以上の肘屈曲カを再獲得したものが少なくない 第

3， 4 ij.J聞神経をケーフツレにして筋皮神経に移行した場

合のケーフツレ中に含まれる全神経線維数と筋皮神経中の

全神経線維数を計測した結果はほど前者 11こ対し後者 4

~5 の割合である このように少数線維数で大きな収縮

力を再獲得できる機構は興味ある事実であって川崎医大

義形の松岡氏の指摘されるような移行神経の線維が分校

して多数の末梢W~I索に連絡する機構は十分考えられる

今後さらに研究を期待したいものである 我々は動物の

坐骨神経につきその構成脊髄神経摂をいろいろな程度に

切離し構成神経線維数の減った坐骨神経の支配を受ける

筋の筋力回復とその機序について研究を行なっている

が，明らかに末梢神経筋接合部近傍よりの筋内神経線維

側芽形成が脱神経筋線維に再支配を与え，運動単位の神

経支配比が 3~4 倍に増大する事実をみている このよ

うな筋内における代償性再神経支配機序も考応、すべきで

あろう

全型腕神経叢麻簿の場合，肩甲帯を支配し得る11ft:ーの

筋である僧帽筋への高Ij神経を除いて移行するのは合理的

とはいえないのではないであろうか.

我々も神戸市立中央市民病院の田村氏のごとく下位型

の完全運動，知覚喪失のある 4才少女の 1例に 3，4肋

間神経ケーフツレを正中神経幹(上腕部〉内に移行し 2

年後に正中神経知覚野の触痛覚の有意義な回復，発汗の

回復を認めた 1{yljを経験している. 運動は浅指屈筋 3-

深指廊筋 3-，腕側手根屈筋 3程度に回復しているが，
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mass movementとしてしか動かない. 呼吸筋のような の知覚再獲得の目的で侠骨神経浅枝をケープノレとし手根

単純な動作を支配する神経で正中神経域の最も複雑，巧 部の正中神経幹内 sensoryfuniculiに移行縫合した 3例

微な運動を行なう筋の支配を行なわせることには大脳皮 て‘は有意義な知覚の再獲得をみたが，局在識別は数年後

質運動領野の面積からも無理があると考えられるが，ま も錯誤があり，焼骨神経領野と認知していた.このこと

ったく知覚を喪失した手に protectivesensationだけで は知覚には運動のような転換の起こりがたし、ことを物語

も再獲得させる可能性としては今後期待できるであろ るものであり，融通性のある支配機構を欠くものと思わ

う.随意肋間神経を筋皮神経に移行してIH周筋の収縮が れるが，触知する部位がどこであるかは通常意識にのぼ

回復した後，かなりの間，せき，くしゃみなどに際して らず，触知する感覚の質のほうがより重要であることか

の不随意的月、I屈曲，肘の随意、収縮時のIH屈筋の運動単位 らも，このことは実際に交叉移行術を行なう際の障害因

の筋電図上の活動の intervaldiagramに認められる呼 子となることは少ない.

吸リズムの存在と，訓練，慣れによるこれら不随意要素の なお，肋間神経を筋皮神経に移行しても後者の運動の

消失，随意、支配性の良好化は同様に今後興味ある研究対 みならず知覚もある程度回復するという，上肢縫合によ

象と考える 運動機能は拾抗筋の移行時の機能l伝換の容 る交叉移行術の経験から再生指h索はかなり自ら手さぐり

易さにみられるごとく末梢神経の交又移行でも容易に起 で適当な己れの相手を見出す能力を具えているものと推

こり得るもののようであって，大脳の随意運動支配機構 察され，いえかえれば imicularsutureを行なうに当つ

の融通性を波い得るが，正中神経の修復不能な広汎損傷 ては知覚束対知覚束，運動東対運動束という確証がない

( 1例は外傷による正中，尺骨神経欠損， 2例は悪性神 限り ， この選択の自由を苦手い misdirectionを決定的に

経"(!fjJ毘切除による神経幹欠損〉に対する正中神経知覚野 する可能性のあることを再考すべきであろう
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〈母指再建術〉

34.母指再建 術

一- Neurovascul町 islandflapその後の知見一一一

長野昭 鈴木勝己 高橋定雄

伊藤祥弘 岩谷 力 11'川 太 郎*

母指基節1i'1/2より近位での母指欠損に対する機能再

建には種々の方法があるが，我々はそのなかで皮筒植骨

法と neurovascularisland f1ap とを併用して行ない，

その一部はすでに第 10回本学会で発表してきた.

今回は， ① 皮筒および islandf1apの知党の状態，

(I'-移植骨の吸収， ③ donor finge r 航皮t~ilの予後， ④ 

患者の満足度について検討を加えたので，あらためてこ

こに報告する

症例.昭和 38年より昭和 48年までの 10年間に当

院にて行なった皮筒植骨法と island Aap の症例は 17

例で，全例男子て、受傷原因はすべて工場災害によるもの

である そのうち今回直接検診できた症例は 11例で，

受傷H寺年令は 19才より 41才で 20才代が主体であっ

た.症例jを表 1のごと<2群に分け，さらに第E群とし

て皮筒jr(i什法のみの例を対照とした.Island f1ap施行後

の経過年数は 1年 3カ月より 10年で， 平均 4年 6カ月

であった. Island Aapの donorsiteは環指尺側 6例，

環指抗側 3例， 中指検側 1{71]，Wilson's法 1例である

結 果

皮筒の知覚は皮筒形成後 2カ月を経過すると近位より

漸次回復しているが，全例知覚鈍麻があり ，二点識別覚

は測定不能であった. I. II群で 3g重-fi'i!市党計で皮筒

を刺激し，その局在性を検査すると ，図 1のごとき応答

が得られ， 母指基部周囲と islandf1apよりの知覚神経

の sproutll1g が認められる 両者の sproutingの速度

には特に差が認められなかった.

発汗は皮筒全体に認められるが，正常指よりは著しく

減少している. Thermogramでは islandf1apの部分の

み正常温で，皮筒の皮膚温は著しく低下している.光電

容積脈波では I群 2例， 1I群 1例でプラトー型波型が認

キ A.Nagano， K. Suzuki， S. Takahashi， Y. Ito， T. 

Iwatani， T. Nakagawa:関東労災病院整形外科 (e211 

川崎市本Jl住吉IIIJ).

表 1.

Method 
of cases 

|山d附 ar 
Neurovascular island flap 9 

E 
Tubed pedicle 

2 Neurovascular island f1ap 

E I ~::，~:d_.!:~~icle 
Bone graft 2 

められ，その振幅は正常の 1/3ないし 1/4に低下してい

た.皮筒の廿取hに対する固定性は著しく惑い. これは

island f1ap施行と derattingによりある程度改-&してい

る

移植'自の長さをみると， 4年以上経過した症例では，

最初の 21f問で'1)'吸収が著明であった. 8年以上経過し

た症例でu下とE群とを比較してみると症例数は少ない

が，III群では著明な tapering様骨吸収が認められた

(図 2).Island f1apの知覚は術後しばらく知覚過敏を

示すが，半年から l年で ADL上問題なくなってくる

二点識別覚は 5mm以 内7例 10mm以 内2例， 30 

mm以内 2例であった 触覚，痛覚は 10例に軽度の鈍

F eel as. donor 

F eel as thum b 

図 1.Sprouting. 
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N. V.I.F. ( + ) N.V.I.F.(ー〕

図 2.Shortening of grafted bone. 

上 討す直後，下:術後8年

麻が認められ， 1例は高度で、あった コインによる組滑

テストでは皮膚の固定性が悪いため，コインと皮膚とが

一緒に動き表面の状態を 十分に区別できない Island

Aapの位置覚は donorのみ 6例， 母指 1例，両者 4伊j

て、あった Switchingが起こっていなくても全例 ADL

上なんら不便を感じていない.両者と答えた症例は I群

の 4年以上経過した例と l年 4カ月を経過した E群の l

例であった.この E群の例で手関節frjiで尺骨神経を

blockしてみると母指とし、う感覚が強くなり， さらに手

関節部で正中神経を blockするとその感覚が著明に減

少した. Donor fingerに対しては全例全層遊離植皮を

行なってあるが，植皮部はどの例も知覚脱出していた.

6例は寒冷時における同部のひ工われを訴えていた.

原職復帰は 2fJ11のみで，利き手でない場合には単なる

assistant handとしてしか利用していない. この手術の

利点として，指が 5本ある， 書字の際，支えとなる， pinch 

の調節がある程度できると述べ，欠点として皮膚の固定

性が悪いため細かし、動作ができない.皮筒が太い，寒い

と痛むなどである 全体としてみれば造母指の評価は高

いが， island Aapの価値を認識している例は少なかっ

た.

考察

皮筒植什法による造母指の場合問題となることは皮膚

の固定性と移植骨の吸収である.皮膚の固定性が悪いた

めコインテストでみられるごとく第 2の目としての役割l

りを十分にはたしていない. 当初 islandAapを行なう

ことによりこれを改善できると考えたが，術直後は良く

ても，使用しているうちにまた，増大してくる 正常指

にある skinretaining 品目 の欠如と脂肪周が厚いこと

が主因であるが，後者は defattingや groinAap など

を行なうことによりある程度改善し得るが，前者に対し

ては良い方法がない

骨吸収に関しては，血行不全，知覚欠如，廃用性萎縮

などが原因として考えられている Island Aapを行なわ

なかったE群で骨吸収が著明であった点より考えて，

island Aapを行なうことは予想どおりこれに対してあ

る程度のfq平決となると思われる.

Switchingに関しては今まで述べられていることを要

約すると，幼児，母床のそろっているもの，5年以上経

過例が switchされやすいといわれている. 我々の症例

で母指と答えた 1例は 2点識別覚 30mm， 高度知覚低

下があり ，正確な switchingが起こったと考えるのは問

題がある また両者と答えた E群の 1例も islandftap 

の switchingよりは母床自体の感覚によるものと思わ

れる.母指手掌面皮膚欠損に対して islandAapを行な

った例では sw山 hingがわりに早期に起こるとしづ報告

もある.これに反し，我々の少ない経験からは，皮筒植

骨法と islandAapを行なった場合 sw山 hingは 5年以

上すぎても起こりにくいように思われる. Switchingの

起こり方には母床自体の感覚が大きな影響を及ぼしてい

るようである.

結語

① island Aapの知覚は大略良好である.CZ:皮筒植骨

法に islandftapを行なった例では switchingが起こり

にくい.③ islandAapを行なっても皮膚の固定性が悪

いため，微細な物体の識別は不可能であるが pinch力

の調節ができる.④ islandAapによって移植骨の吸収

をある程度軽減させることができる ⑤ donor finger 

の植皮部の障害を訴える例が多い.

し
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35. Island pedicle法による損傷母指の知覚再建

赤堀治 三輪泰彦 大関真爾 永橋正和

長谷川頼彦 松村秀樹 越宗義三郎*

母指が損傷を受けた場合，指長，運動性，特有の軟部 が. 我々は知覚検査に light touch sensation， coarse 

構造とともに知覚を再建することが機能上必要とされ touch sensation， pain sensation， letter test 2 point 

neurovascular island pedicle法がこれに対する有効な discrimination testを採用している. Picking up testは

手段であることは言をまたない 我々が過去 2年聞に母 正常の構造を失っていることの影響が大きく ，指として

指再建に本法を用い 7 年~6 カ月を経過して予後調査し の総合的な機能評価には有用であるが，知覚自体の評価

得た症例は 18人目指である. うち 10指は挫滅切断， には不適当と思われ，今回の発表では除いた 発汗テス

6指は deglovi時 でいずれも二次的に islandpedicle法 トは tactilegnosisと直接関係がないと思われるので施

を施行した.残る 3指は指尖部皮府欠損に一次的に本法 行していない.

を施行している.大部分は工場災害であり，農耕機械に Light touch sensation は(+) 12指， ( -) 7指，

よるものなどもある coarsetouch sensationは正常 5指， 鈍麻 7指，過敏 7

予後調査時，患指はよく使用されており，健測の補助 指，うち中等度以上の過敏3指，pam sensa tlonでは正

も加わって日常生活，職業上重大な障害はないといわれ 常 5指，鈍麻 5指，過敏 9指，うち中等度以上 4指であ

ているが，知覚がまったく正常に復した症例はなかっ った目この 3種の知覚はかならずしも関連しておらず，

表 1. Result of sensibility test ( 1) amputation. 

Protective sensibility Tactile gnosis 

I ~ ， I I 2 point discrimination I Subjectiv巴Patient I Light touch I Coars巴 touch1_ 1_ I L. jJV lIlL U .. I ~~: 1IIIIIIaLlUll 

I ~~~.~- '~~-"I Pain sensation I Letter test I test I巴valuation
sensatlOn I sensation I 1<4mm:5-8mm:9mm< 

1 K.H. I ( +) I = = 4/5 I 0 I Good 
2 H. S. I ( + ) ~ ~ 2/5 0 I Fair 
3H.6|(-J)| 十 T 不 r----1/5----r --------;---------~---0--l-p;;~ 

4 K.K. I (+) = = 3/5 0 I Fair 

---~- - !'-~._l-----~土 ~-__J__.___立 _ _ _l_一ーす:一一ーし 2/5一一一l_一一一ー一-"一一_9__ _ _，_一一一一 L~n_~n_~竺 -
6 S.T. I (ー) = = 3/5 I 0 I Good 
i-i:-i.-j----T;:)---T -.----，;;-----T 千 r----2/4 ----， --ó--~--------i------T Fai; 
8 T.N. I (-) A ↑ .1/5 : 0 I Poor 

9 M.T.I (ー) 小|ホ |つ o I Good 

10 M. 1. I ( +) I ↑ I = I 3/5 ! 0 I Good 

o Subjective evaluation 

Excellent:正常，またはほ工正常にて ADLにほとんど支障なし

Good 多少の障害は残こすが ADL上大きな支障なし
Fair なんらかの障害が残こり ADLに支障あり

Poor:障害が大きく，あまり使用できない
o Letter test:思仰1/健側環指

* O. Akabori， Y. Miwa， N. Obuchi， Y. Hasegawa， H 
Matsumura， G. Koshimune 岡111済生会病院整形外科

(<<!!> 700 IIIi]ILi市伊福ト17-18).
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表 2. Result of sensibility test (n) pulploss. 

Protective sensibility Tactile gnosis 
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表 3. Result of sensibility (lll) degloving 

Protective sensibility Tactile gnosis 

Patient 1 Light touch 1 Coarse touch 1_ 1 ~ 1 2 point d~::~imination 1 Sub附附
1 __-' --.~ - --"1 Pain sensation 1 Letter test 1test I evaluation 

sensatlOn 1 sensation l' _... --"-----"I-Hn .n'l < 4mm i 5-8mm : 9mm< 

14主 ?J .. .. ~ ::-:ーし J一一一__-lJ一 一ーし一一一.-lJ..__ .. _L_Y~一一一1. ....__ j一一一._L_Q._Lぞそlr
15 A.E.I (ー) 小 | ↑ 3/5 : 0 : I GωO∞0吋d 

一泊L誌b-J7王一r-一一一-一一-一一一一:-了[ζλjy-一一-一一一一一 [ 一一一一一一一一一一一一 枠作一一一一一一一一一-一''1'''一一-一一一一-一-芥汗一一一一一一-一一-一一-一一一一一-一Tγ-一一一一-耐O討jλ4正i一一一一一一一一'1下-一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一了;

.一一一一一----一 .一一-一一一一 一-----ートーーー一..-一一一一一一一ーート一一一一 一一一一一一一一→ー一一-----ー・ 4 

17 E.G.I (+) I ↑ | 千 2/5 I i 0: I Good 

18'T.H. I ( +) = 小 I 4/5 I 0:  I Good 
19 U.N.I (ー) ↓ I ャ r""3/4' --T" n --: '"  o .. - :... .... .. rF-~il: 

o Subjective evaluation 
Excellent:正常， またはほ r正常にて ADLにほとんど支仰なし

Good:多少の降雪Ii残こすが ADL上大きな支障なし

Fair:なんらかの障害が残こりADLに支障あり

P∞r:障害が大きく ，あまり使用できない

o Letter test:忠側/陸側深指

触覚正常で高度の痛覚過敏を残す症例などもみられる. れない Tactile gnosisを移摘し得ることは本法の大き

3年を経過して 2巨lの followupを行なった 8症例で な利点である しかし 一方 tactilegnosisがあまりよ

は protectivesensibililyは経時的に改普 しており ，特 くても比較的評価の高い症例やその逆の場合もみられる

に知覚過敏は漸次軽快の傾向がみられる.この変動の原 ことから，この点が母指機能再建の絶対的な条件とは思

因は，第 1に神経長IJ離I時の技術的問題であ り，第 2に移 われない. これは示指からの tactilegnosisで代償され

行する皮弁が大きいほど指尖部の知覚が良好である点よ るためであろう .

り，神経幹から早く分離する神経線織があり，これが切 知覚が正常に近く再建された場合それ自体に対する

りはなされ，その一部が徐々に再生すると考えられる. 患者の評価は高いが，指長， pulpの構造，疹痛， 爪の

知覚に関する患者自身の評価について検討すると正常の 有無などの要因も関与するため，知覚の良否と機能上の

ものが満足としていることは当然であり，知覚過敏の症 総合的な評価は必ずしも一致しがたい たとえば poor

例が障害を強く訴えている.このような過敏例は初期に の 3例についてはその理由をみると，短縮 3，内転位拘

多い技術的未熟によるもののほか，高令者，挫滅が前腕 縮，皮弁の日brosis，知覚過敏，不安感各 1となってい

に及んだ京例 15，16のごとき 白brosisの強い場合にみ る.

られる・ 知覚の switchingに関しては，我々は完全にきりかわ

Taclile gnosisについみると， letter test 4~5 コ識別 った症例lをもたない. しかし l例において環指としては

可能 4指， 3~2 コ 10 指， 1 ~0 コ 4 指で あ る 2 point 感じなくな ったが， island flap と残存母指の感じはま

discrimination testでは正常とみなされる 4mm以下 ったく兵質であると答え，この感じを母折とみなすこと

4 ti1， 5~8 mm 10 ti1， 9 mm以上 5指である Tactile により現在不自 rlJはないとする 1例がある Switching

gnoslsにI*Jしては，術後 1~ 2年以後改善の徴候はみら が局所ではなく，中枢の問題であることを考え合せると
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非常に興味深い症例と思われる.一般に年令が若く移

植皮弁が良好で，早期より積極的に使用された症例の

switchingがす与んでいる.

以上まとめると，

1) Neurovascular island pedicle法はすぐれた知覚

再建法であるが，なお正常に復することは困難である.

2 )がいして若年者，周囲軟部組織の fibrosisの少な

い症例の成績がすぐれている

3) Protective sensibilityは経時的に改善し tactile

gnosls は 1 ~2 年で固定する.

4)患者自体の評価には他の要因も加わるため知覚検

査成績と必ずしも一致しないが，知覚過敏が大きな障害

となり， tactile gnosis正常例の評価が高い.

5) Tactile gnosisを移植し得ることは本法の大きな

利点であるが，母指再建の絶対的な条件ではない.

要するに islandpedicle法はすく命れた知覚再建法で

あり，さらに pulp特有の軟部構造を移植し血行をも

改善し得るので，広範囲の母指組織欠損に対しすぐれた

適応と考えられる.

追加・質問 松井(信大整形)

第 1例 31才，男子 造母指術後， N・V 凶andf1ap 

法を施行した. しかし力強い pulppinchで母指皮膚・

のずれが起こり ，j~持力の低下が認められている.

第2例 41才，男子競輪選手造母指術を行なった

が，術後約 3カ月後，さ与し、な外傷から母指掌側に黄色

ブドウ状球菌の感染をきたした N-Visland白apによ

る血行改善を期待し，病巣掻順術を施行し， N・V island 

f1apを母指の骨の上に直接移植した.幸い感染もおさま

り，移植した f1apは移動性は少なく， ハンドノレをしっ

かり握ることができ，競輪選手に復帰した

質 問:造母指術後， N-V island f1apを施行する場

合，この f1apの固定性が悪く pinchの際， 皮膚がず

れて把持力の低下が起こりやすい. この点について良い

方法があったら，ご教示願いたい

追 加 藤巻 (JI頂天大整形〕

我々も以前より islandf1ap法を用いているが， 初期

のものは f1apが小さすぎ.後で退縮することがあった.

母指再建術を行なった症例では， tip pinch より key

pinchのほうが良効と考えるため，母指前面全体を包う

ような Neurovascular island f1apがよいと考え大き

な 日apを用いている. 知覚の点で， 大きい f1apのほ

うがよいという 意見に賛成だが，事;1指の皮膚欠損が大き

くなることと ，浮遊感が残ることがある. どのような大

きさが理想的であるかお教え願いたい

前田(名古屋第一赤十字病院整形〉

1) 3才，女児で，左母指を機械の歯車にはさまれて

受傷.骨移植とともに中指尺側よりの Neurovascular 

island f1apを行ない， 5週後，light touch， pinprickと

もに完全に母指を他指と区別し switchingが完成したと

考える症例を経験した TPDは現在 4mmである

2)母指へ Neurovascularisland f1ap を 行 な う 場

合，できるだけ同神経支配域である中指尺側を donor

areaとしてし、る.

3) Donor白ngerのみでなく ，他指にも指輪などをは

めて常に刺激を与えたほうが switchingが容易になるよ

うだ

渡(広大整形〉

我々は造母指筋症例 19例に N.V.I.F 法を行なった

知覚面で訴えのあったものは 3例で，高令者の 2例は

paresthesiaがとれず， 1 1J1Jは遅発性尺骨神経麻痔ーの合併

て、あった.残り 16例は tactilesenseは良く保たれてい

る Switchingの生じたのは 5才の小児 1例で、あった.

また，興味あることは，時日の経過とともに拡大してく

る傾向のあることで，拡に伴なって知覚の質が低下する

こともなく tactilesurfaceが治加することは有利と考え

ている

回答 長野

Donor siteについて:我々の症例において，母指と

donor fingerとを pinch させた場合 pinch している

とし、う感覚が消失し，逆に donorfingaをなにかにより

つま Lれているということを訴えていた.その点より考

えて， donor siteは pinchの機会の多い中指をさけて，

原法どうり環指尺側が望ましいと考えている.

皮膚の固定性について:Defattingによりある程度減

少する，また， island f1a pを行なうことにより術直後

はよいが，使用 しているうちにまた増大してくる.現在

我々は良い方法をもたない

赤t1d

1 )移行した islandf1apの hypermobili tyの対策 :

Hypermobilityは細い摘みあげの障害の大きな原因とな

るがより解結策がない.必要に応じであまった皮府を切

除することと， f1apを移植骨に縫合することで，できる

だけ少なくしている

2)日apの大きさ:正常に近い知覚を得るためにも，

できるだけ大きいほうがよいので，我々は原則として中

節より末梢を f1ap として使用している.
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36.母指対立運動再建術におけ る長母指Jnl筋腿

translocation法の適応

室町長久 富 川 泰次 川 IJI英樹キ

1967年， Makinは長母指屈筋が効いているが， 母指

球筋が麻癖し，対立運動ができないような症例に対する

機能再建法として，長母指屈筋粧の translocation法を

報告しているが，本法は著者らの経験では，基節合の斜

¥と
a. 

d. 

、~
b. 

e 

図 I

キK.Murota (助教授)， Y. Tomita， H. Kawada 東京慈

窓会医科大学整形外科.

f 

め'首切り部から艇を引き絞くことが，それほど容易でな

いこと，術後 IP関節が動かなくなること，また，とき

に骨切り部で偽関節を形成し，母指が太く敵1診を呈する

ものがあるなどの欠点のために，用いられる機会は意外

C. 

に少ないように思われる.

著者らは，最近本法を改良し，重度の

麻縛手に対して積極的に応用し，良好な

成績を納めているので報告する

手技 (図 1a ~ f) 

まず，母指の pulpから母指球にかけ

て zlg-zag 皮切を加え ， 血~:簡をほ工全

長にわたって聞き，長母t旨屈筋粧を 卜分

に遊離する

次に， MP関節の背側に縦皮切を加

え，イ中筋!腿の側縁で骨膜および関節包を

左右に最IJ離，さらに，両似IJの仮IJ副籾帯を

切除して関節を脱臼させる 骨l咲の剥離

は艇の lranslocationを容易にするた

め，中枢および末梢に向って可及的広範

囲に行なう

次に，第 1中手骨骨頭を谷型に，基節

骨基底部を山型に切除し， fj-切り部がぴ

ったりと接触するようにする Volar 

plaleを切除すると， !.腿を学側方通ら背側

に容易に引き絞くことができる.

腿を末梢では基節骨の尺-slIJ縁，中枢で

は第 1中手廿の続側縁に沿うようにずら

し，両骨の切除而を互に接合させたうえ

で 2本の紺Il、Kirschnel鋼線を X状

に刺入し，このI*J節を機能的l段位に固定

し，最後に骨膜，関節包，血~膜などを縫

合する.

しかしこのま与では母指の IP関節が

次第に照的してくる傾向があるので，著

者らは， 阪~の癒着による IP 関節の te・

r-
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nodesis効果を期待し， 5週間にわたって，この関節を

Kirschner銅線で軽度屈曲位に一時的に固定する.後療

法は，一般の舵手術における場合とまったく同様であ

る. なお， MP関節を固定している Kirschner銅線は

8週後に抜去する.長母指屈筋が麻痔している場合に

は，中枢部でこの腿に対して， 各種の鼠n診行術を行な

う

症例1. 14才， 男子.ポリオによる右上肢麻癖(表 1) 

an宅

Fh
u

n
t
u

ιυ

唱

ょ

の

L

q

L

q

ru

。b
q

O

A
Aτ

小

O

A

o

a

o

a

o

ポリオによる
右上肢麻痔

腕神経叢麻痔

~a 撃症

顕髄損傷によ
る四肢麻痔

送力筋

尺側の深指屈
筋

尺側手根屈筋

l腕榛骨筋

腕境骨筋

環 ・小指の深指屈筋，尺~1~1 神経支配の intrinsic muscles 

を除き，右上肢のすべての筋が麻縛していた. すべての intrinsicmuscle， long ftexor，および母指の

まず， 手関節の固定術を行ない， 3カ月後に trans・ long ex tensorが麻簿していた.受傷後 6年カ 2月自に，

l ocate した長母指屈筋舵および機~tI1の深指屈筋腿を効い translocateした長母屈筋血nに腕侠骨・筋，深指屈筋!蛇に長

ている尺側の深指屈筋艇に側々縫合した. 徒側手根イ申筋，第 1， 2背側骨問筋に固有示指伸筋を移

当初は，}Hを支えれば，軽い物体をもてるところまで 行した.

改善したが，術後 3年 5カ月の現在，徐々に力が弱くな 術後 3カ月では，かなり強力な side pinch が可能

り，術前の状態に戻りつ Lある. で，車精子操作も，術前に比べると楽になっている

症例 2.26才，男子右腕神経:i'tt麻時. 考察

ベノレトコンベアーに右上肢をまきこまれて受傷，尺骨 以上の症例より ， 長母街屈筋血~の trans location法に

神経支配の筋のみかなり強力に効いていた よって再建される母指の対立機能はきわめて良好である

手関節の固定術に引き続き，受傷後 2年目に trans- ことがわかる

locateした長母指屈筋艇に尺側手根屈筋を，挑側の深指 手の把握機能を再建する場合，先ず母指の stabilityを

屈筋1lillに尺側の深指屈筋を移行，同時に母指と不折の対 考慮しなければならないので，重度の麻癖手に対して

向面に doubleneurovascular island graft を行ない opponoplastyを行なう場合，当然、母指の MP関節を固

さらに 2カ月後には， J:)腕三頭筋の二頭筋への移行術も 定する必要が生じてくる.この際，切除した関節而を通

追加した. して同H与に長母指屈筋腿の translocationを併用するこ

術後 3年 7カ月の現在，ピンチも強力で，軽作業，自 とはきわめて容a)" かつ合理的であるーさらに，母指の

動車の運転などに際し，ほとんど不自 由はない MP以J節を固定せざるを得ないような重度の麻粋手にお

症例 3.23才，男子. iil.j]三の電峨症. いては，長母指J1TI筋自体が麻fNしていることが多く，も

数回にわたって他皮を施行，受傷後 l;r11カ月 けに しこの筋に対して腿移行術を1jなえば 1つの 1110to1'

左手に対して，長母指屈筋腿を translocateした後，欠 で母指の屈曲と対立運動が再建できるのである. したが

拡HiI~を pl a ntaris tendonで延長，腕焼骨筋を移行した って， 木法は利HIし得る 1110torが少ない重度麻itl"手に

また，指の屈筋胞に対しては silicone 1'od technique 対して，有用な手技を考える.

で freetcndon grafl を行ない，長協倶IJ手根 1ljl筋血~を移 結語

行した. 母指 MP関節の固定術と ，長母指屈筋艇の transloc-

術後 4カ月，指にはかなりの拘縮がみられるが， side- ation法とを併用した， 著者らのほ指対立機能再建法に

pinchは可能である. ついて述べるとともに， 本法は，利用し得る motorの

症例 4.26才， 男子 第 6頚縦圧迫骨折による四l技 数に制限のある重度麻薄手に対しては，きわめて有用な

麻癖. 方法であることを強調した.
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37.母指対立機能再建術の検討

津山 直 一長 野昭 阿部綴 栗 村 仁

原徹也 屋宜公 木村博光*

麻痔の原因，組合せ，力源選択の可能性等に基づき種

々の母指対立機能再建術を行ない，その成績を検討した

結果を報告する

対象はポリオ，腕神経叢損傷，正中神経麻的，正中尺

骨神経合併J削専 Volkmann拘縮その他計 86手術であ

る.手術方法は他の力源筋腿移行による能動的対立機能

再建，手根関節背屈I時に母指が対立位を取るような能動

的対立位脱性固定および対立位母指骨性固定に大別され

BunneJl i:!; 9 
f量6，良2，弓;，，[ 1 

ThompsoniJ、 1
1ぜ1

Riordani)，18 
阪12，1'<5.1、"J1

Phalen-MiJler法 6
f~2 ， 良 3. ヂ，，[1 

図 1.

* N. Tsuyama (才女授)，A. Nagano， I. Abe， H. Kurimura 

東京大学整形外科;T. Hara， I. Yagi， H. Kimura:都立

広尾病院終形外科(<!;!O150東京都渋谷区恵比/12-34) 

る.これらの手術の成績を著者らの定めた判定規準すな

わち母指の対立がすべての指と強い指腹つまみができる

ものを優，第 2，3指と指側つまみができるものを良，第

2指とかろうじて指側つまみができるものを可，つまみ

のできないものを不可とし，これによって判定した結果

は図 1，2，表 lに示すごとくで概 して能動的対立機能

再建のほうが雌性または骨性固定に比べまさっている

近位，遠位それぞれの正中神経損傷あるいは母指球筋

のみの麻梓，正中火骨神経合併麻蜂あるいは他の掌内固

有筋の合併麻緋の場合は条件が異なり，また腕神経叢麻

痔や Volkmann拘縮の場合も問題を複雑にするが手術

法と個々の成績から注意を.'J[!すべき点をあげると次のご

ときものがあり得る

E. D. Q 

』

Makin法およびその変法12 第 5桁凶作1111iiJj.jHi'6 
1憂5，良 3，n[ 3，不可 1 (，畳 5，良I

E
rト
ト

r-
1地性能動 1;';1~ 5
"[3，司、"[2

廿性土、J.iLGi: 1，1;1 i.と14
良7， r，[ 5 ，司、"1'2 

図 2.
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表 1.その他の方法

長後側手根イ申筋移行

長掌筋移行

囲内筋移行

示指固有イ中筋移行

2 (可 2) 

1 (俊 1) 

1 (優 1) 

1 (良 1) 

能動的対立機能再建は一般に力源が強力で術前に拘縮

がなく ，pulleyその他によって牽引方向を正しく選ぶ

限り，良い成績を期待できるが，年を経るうちに pulley

が挽側に移動し，移行縫がゆるみ lateralpinchのみし

かできなくなったものが l例あり， そのほか pulley部

に癒着を生じたもの 2例， pulleyの断裂をきたしたも

の2例があり，すべて失敗の原因となっており，強固な

pulley作製と癒着防止に対する考I症が必要である.力源

として浅指屈筋腿を用いたものの中に年を経てJ3;i指近位

指節間関節に swanneck変形をきたした例があること

も注意を要するであろう.尺側手板伸筋を力源として掌

側に移行し短母指伸筋腿にむすぶ Phalen-Miller法も

すぐれた方法で高位正中神経損傷などに応用できるが，

術前手線伸筋力を過大評側したため移行後下垂手が発生

し成績が不可となった 2例があり， 他の手根付i筋腿も手

指屈筋再建に用いる場合など特に注意、を裂する.

Makin法は長母指屈筋の走向を変更し，母指基節の

尺側から背焼側にu回させ，長母指屈筋力で対立能を得

させるすぐれた着想て、あり ， 長母指屈筋が~ä\' 、場合，著

者らの経験では他の力源を用いて長母指屈筋を再現した

うえ，Makin法を行なうことも可能であり，その際長

母指屈筋凪nを一度切離し基節の骨切り術を行なうことな

く皮下をiI回， 走向をかえる方法も行ない得る.

著者らは正中神経の広汎な欠似例で神経端 縫々合不能

の2仰lに正中神経領野の知覚を回復させる目的で焼骨神

経浅校を手根部で正中神経内の知覚線維東に交叉移行を

行ない， 運動回復のためには 1例では第 2，3指深指屈

筋綻を尺骨神経支配である第 4，5指深指屈筋脆?と 側 々

l吻合して指屈曲能を再建したうえ，腕侠骨筋を力源とし

て長母指屈筋を再建さらに長母指屈筋を Makin法に用

い，他の 1例には腕使骨筋移行により深婦屈筋を再建の

うえ，長続側手線伸筋鍵移行で長母指屈筋を再建し，こ

の長母指屈筋を用いて Makin法を行ない両側ともに正

中神経領野の知覚獲得と母指対立能再建に満足すべき成

績を得ているこのように Makin法は応用の広い方法と

いえるが，警戒すべき失敗の原因と して移行腿が中手指

節関節軸より中枢側を通るときには中手指節関節の伸展

背屈拘縮を招き，母指は対立を起こすが指尖は他の指に

着かないため，つまみの目的を達し得ない場合があり，

十分迂回移行腿の位置に注意を要し，必要ならば中手指

節関節の固定術を併用すべきである 浅指屈筋艇の母指

への付着には Riordan，津下， Brandらの考案のごと

く，指節間関節や中手指節関節の過伸展過屈曲を防ぎ母

指の廻旋能率を高める等の考慮、が必要であるが長母指屈

筋がiJ~\'、ときには指節間関節の過伸展が，長母指イ中筋の

弱いときには過屈曲が起こり得るので指節間関節の固定

を前提として適応を遠ぶべき場合もある.

能動脹s性固定は主としてポリオに行なったが子板関節

が動指性であったり，前腕の回外拘縮のあるものには効

果をあげ得ず，また力強いつまみは当然、不可能であっ

て，小児に一時的に行なう程度の手術というべきであろ

う.麻薄手の母指骨性対立位固定には第 1.n '1-'手'社間

架橋背移舶と第 l手根中手関節固定を併せ行なう厳重な

方法ーを採るべきと考えるが，術後対立位に固定された母

折がポケットに手を入れる際にひっか Lる 平らなもの

の上に~!jl;を置けない等の訴えのあるものも多く， 他の方

法を取り得ないときにのみ対立位保持用副子などを用い

てみたう えで適応を考慮すべきである.

発言 津下(広大整形)

母指対立再建には種々の方法があるが，それぞれの利

点をよく迎解して caseby caseで選定して ゆくのがよ

いであろう.私は最近拘縮のない，しかも力源があまり

ないような場合に Enna法を使用している. 方法は短

母指伸筋を MP関節部で切離し， これを手凶節的側に

引きぬいたのち， #~側手根屈筋腿にひっかけて母指球皮

下を通して元の部に再縫合するもので，操作が簡単であ

り，力源を失わない利点がある.
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38.五指手症の手術成績

阿部績 巌琢也 二 ノ宮節夫 奥津 一 郎*

五指手症は先天性奇型のうちでは比較的数が多く，そ

の変形の特異性から数多くの問題点をもっている.手術

的治療法には母指化術に用いられる方法をすべて用いる

ことができる. Barsky， Littler， Riordan， Zancolli等

々，種々の方法があるが，決定的な方法とし、L、得るもの

があるかどうか判明しない

私たちは昭和 33年以来，計 14例 27手の症例を経験

致している これらの出生年度は，昭和 33年度 1例，

36年度 3例， 37年度 4例，38年度 3例， 40年度 2例，

45年度 1例と，昭和 36年から 38年までを中心として多

く，昭和 45年度以降は 1例 もみていない このうち手

術を行なったものは 8例 14手に及ぶが， 今回は追跡が

可能であった 7例 13手について報告する.

術後の経過年数はは最長 9年，最短 2年半である こ

れらの症例に対する調査として， ADLに関しては，つ

まみ，握り ，ボタンかけ， なで，書字 Toiletwork， 

はじき等について， また，美容上の問題に関しては，母

指の太さ，母指球，母指の位置等についてしらベ，表 l

のような結果を得た.美容上の問題で満足しているもの

は l例もない 15才女子で精神的な問題すら生じてきた

例もある

現在 13才の女子で左右同形の 5指手症である 尺骨

の重復はないが，近位撹尺関節の形成不全があり，内

旋，外旋のltlJ限がある 4才のとき左に Barsky，5才

で右に|司じく Barsky法を行なったが，術後それぞれ9

年および 8年の現在，機能的には非常に良好で，握り，

表 1.

x
 

ε
 

pδ e
 

σo 
A
 

e
 

ミ

a
 

C
 

Deformities Operative technics 0 1 ADL 
|Yrs ah 

pe. I C…k 

恥1.A. 12 早 Bilat. 5日ngered r; Barsky (modified) 8 Excellent Unsatisfied 

CDH  1; Zancolli 9 Excellent Unsatisfied 

TH. 15 早 r; 6 fingered r; Barsky+skin graft 9 Excellent Unsatisfied 

1; 5自ngered 1; Zancolli+IPJ-d岱 凶 8 Excellent Unsatisfied 

A.N. 13 ♀ Bilat. 5日ngered r; Barsky d Excellent Unsatisfied 

Rad-uln. dysplasia 1; Barsky 9 Excellent Unsatisfied 

恥1.0. 11 8 Bilat. 5 fingered r; Barsky 8 Fair Unsatisfied 
Manus varus 

K.N. 12 ♀ Bilat. 5自ngered r; Barsky 8.5 Excellent Unsatisficd 

1; Barsky + DIり-desis 8.5 Excellent Unsatisfied 

H.T. 12 甲 Bilat. 5自ngered r; Zancolli + opponoplasty 7 Excellent Fair 

1; Zancolli (mod.)+opp. 8 Excellent Fair 
plasty 

T.K. 4 色 Bilat. 6白ngered Bilat. transfer of 2nd dgt. 2.5 Fair Unsatisfied 
to 1 st metacarpal 

手術時年令は大部分が 3才から 4才で，術式はBarsky

法が最も多く，それと Riordan法の中間的なもの，

Zancolli法によったもの，骨短縮術に Littlel法を用い

たものもある.

キ1.Abe:三楽病院整形外科 C<<!!>101東京都千代田区神田駿
河台 2-5);T. Iwao， S. Ninomiya， 1. Okutsu:東京大

学整形外科.

つまみはもちろん，バスケット ，鉄俸， ピアノ等でもき

る 左の第 1MP関節に脱臼があるので，power pinch 

の際， unstableになる. しかしそれより問題は母指が細

く，長くみえることで，これは母指球部の萎縮よりも気

になるとの訴えがある. 次は現在 12才の女子で左右対

称な 5指手症である 4才時に右， 5才で左に， Zancolli 

法およびその変法を行なったが，不満で‘あったので，後
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に骨短縮術を行ない， さらに Riordan法による対立綻

形成術を行なったところ，良好な機能を得，刺繍，ピア

ノ等を得意としている 外見上は完全に満足ではない

が，比較的良いほうに属している.た主ごしこの例は母指

屈筋が強力でないため，pinchの際，多少の不安定性を

残している. このように第 1回の手術では良い結果が得

られない場合でも，根気よく修正を行なえば良い結果に

到達することができると考えている.

次は 4才の男子で，尺告の重複のない 6指手症であ

る 1才および 2才時に，第 I中手骨基部に第2指を移

行している.第 1指は 印lctedgraft として皮膚欠損を

被う のに用いた.この例はほかに心室中隔欠損，斜頚，

停溜皐丸，臼蓋形成不全等の奇形があり ，家族歴は不備

ですが Holt-Aram Syndromeを思わせる症例である

術後 2年の現在，第 2中手骨の骨l傑よりの'sJ再生がみ

られて運動制限の一因をなし，援り，つまみはもちろ

ん，左手では対立位保持ができないために，機能的にも

美容上も不満をもっている

以上，2， 3の例を報告したが，手術の巧拙を除けば

どの術式を選んでも手術結果にはあまり差はなく，大事

なことは固有手筋の処理もさることながら，移行指の中

手骨の短縮度と ，し、かに正確な対立位に中手骨を移行さ

せ られるかにか Lっている.

Barsky法は手術結果は大旨良好であるが， 皮弁の先

端が細くなりがちで，まわした皮弁の先端が綾死に陥る

例がある

15才女子の例では左手は Zancolli法および IP関節

固定術を，右には Barsky 法プラス slidingskin graft 

をしてあるが thenarwebの形成は不満足で， 対立伎

が十分にとれず，side pinchがやっとできる程度である

のに ADLには不自由を感じていない

以|二のような問題点をまとめてみると， 表 1のよう

になる 機能上の問題は比較的容易に解決できるとして

も，美容上の問題が最も解決がむずかしく，諸先生のご

意見を{，れ、たい

39母指化手術の検討

-Buck-Gram.cko法について一

土屋弘吉 高沢 Il，'i夫 宝杭豊水

Bunncllおよび Littlc.が外傷による母指欠損に対し

て示指の移行により母指機能を再建する方法を発表して

以来，先天性の母桁欠損，ぶらぶら母指， 5本指症など

に対しても同じ考えが適用されるようになり Barsky，

Riordan， Edg白 ton，Blaulh， Buck-Gramcko，田島らに

より種々の改良が加えられ，現在では機能的にも形態的

にも著しく良い結果が期待されるようになった.

我々はこれまで， 5症例 7手に対し，主として Lilller

法による低指化手術を行ない，その裂点を昨年の本学会

で報告したが，従来の手術法ではなおいくつかのあき足

りない点があることを感じた.すなわち第 lに，中手干i

の短縮が不十分なためにできあがった母指が不自然に長

くなること ，第 2fこ皮!釘の形成に無理があるために指間

水K.Tsuchiya (教授)，H. Takazawa， Y. Houzumi:横

浜市立大学整形外科

に深い切れ込みができやすいこと，第 3Vこ筋 ・)院の処理

が不適当なために母指球のふくらみが得られないこと，

第 4に'-1"手指節|刻節の可動域が大きいために形成された

母指の手恨中子関節が過{'I'展となりやすいこと， 5lH に

ほ指の対立位が不 卜分となり lateralpinch となりがち

であること，などをあげることができる これらの欠点

は移行すべき指の形成不全や拘縮の程度に左右されるこ

とはもちろんであるが， また，手術方法によっても左右

されることはし、うまでもない.

Buck-Gramcko法はこれらの欠点の 1つ 1つを補うた

めに細かし、対策が考慮されているはなはだすく内れた手術

法であり，その要点はおふよそ次の 4点に要約される第

1 fこ示指を神経血管柄付きの指としてその基部で手から

遊離 させる.第2Vこ第 2中手骨は遠位端および底部のみ

を残してその大部分を切除短縮し，示折を他の指と対立

させるように分l司しして，中手指節関節の過伸展を防ぐ



1315 母指再建術

-
F

V
」
F

e

」
F

図 2.

-
-

-
-
ト
，

t
」
F

-

司
司

図 3

Buck-Gramcko法によるほ指化手術を施行した.

手術時の経験から，十分の大きさの皮弁が得られるの

で遊離値皮は必要ないこと， したがってぶらぶら母折は

初めから切除してしまったほうがデザインがしやすいこ

となと'がわかった

この患者は手術後 4カ月目の今日では，最初に手術を

行なった右手を利き手 2回目に手術を行なった左手を

補助手として，片手動作，両手動作ともに円滑に行なっ

ており， 日常生活動作にはほとんど支障を感じていない

〔図 3)

本手術法の難点をあげれば，皮弁の尖端の鋭角部が綾

死に陥りやすいことであるが，注意すれば防ぎ得る問題

である目

Buck-Gramcko法は， Littlel法に Riordanの考えを

とり入れた変法であるが，他の手術法と明らかに異なる

特徴は，皮切のデザインと第 2中手骨小頭を屈側に回転

するアイデアとである.

一般に母指化手術では，母指対立筋の形成が考J芯され

ていないので，十分な対立位が保たれるためには， 1三恨

中手1*1節での対立f立の1']・性癒合が必要である Buck-

ために '-1" 手'，';小頭が 70~80 0 屈側を向くよ うに Inl転させ

て手根'11に縫合固定する(図 1)第 3に筋 ・胞の処iFIで

あるが，総指令11筋は主主節什のJまi百lに縫着して長母JH外転

筋のi動きを常ませ，固有示指イ付加工短縮縫合して長母Ji'l

仲筋に転換させる 第 1背側l'j'問筋はその付着部で切離

し中手骨の短縮に応じて末梢にずらし，挑側の laleral

bandに固定して短母指外転筋として働かせ， 第 1学側

骨閑筋はその付着目fflで切離し， 同様にして尺~!Ij lateral 

bandに固定して母指内転筋に転換させる。 第 4に皮切

に対する工夫であるが，手背側皮膚弁を大きくとるため

に縦の切開線は従来の術式に比べてずっと掌側に偏り，

また示指基節'H背側中央に縦走する切開線を加えて，こ

の線を聞に 2つの皮弁が形成されるようにする(図 2). 

以上が Buck-Gramcko法の概要であるが， 次に本法

によって手術を行なった症例について述べる.

患児は 7才女児，両側のぶらぶら母指の症例である.

初めはぶらぶら母指を利用して造母指術を行なう予定

で，左右ともに狭窄部に皮弁形成を行なったが， 4年後

になって方針を変更し 6才のときに利き手である右手

に対して Littler法に Riordan法，Buck-Gramcok法

をとり入れた手術を施行した 左側に対しては依然、造母

指術を予定していたが，右手の母指化手術の結果が満足

であったために，本人および両親が強って左側にも母指

化手術を実施することを希望したので， 7才のときに

図 1

5ト
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Gramcko法では手根中手関節での骨性癒合が不十分と

なり勝ちなので，いっそう十分な対立位の闘定に留意す

べきである.

以上 Buck-Gramcko法の特徴ならびに突施上の要点

を述べた.

発言 矢部(名衛大整形〉

私自身， Buck-Gramcko法は，土屋教授の指摘された

とおり，調IIかし、配慮が払われており，現時点において，

最もすぐれた Pollicizationの方法と考える.

40.先天性母指形成異常に対する再建術の検討

茨木 邦夫 田 島達 也 渡辺好博

胡顕宗 恩団長明 三 浦 競 郎水

今回はまれな母指の奇形および重複母指を除いた先天

性母指形成異常に対して私たちが再建を行なった 43例

50手の予後からみた問題点について述べる目

1. Floating thurnb 

私たちが再建術を行なった症例は 8例 8手で，そのう

ち7例は忠児の両親が floatingthumbの切断および示

指の pollicizationを承諾しなかったため股'Jj'または腸

'f'l移櫛と有茎植皮の合併による floatingthumbの再建

を施行した(図 1a， b). 

小児期では再建した母指本来の phalanxはある程度

成長するが，移植骨は成長せず逆に吸収されるため術後

数年で sizeun balanceをきたす(図 1c). しかし骨端

線の閉鎖期近くになって再び骨移植を行ない SI Z ~ の

balanceをとることができる(図 1d ). このような症

例では造母指術で再建した母指より知覚の点ですぐれて

いるので pollicizationを希望しない患者にとっては実

際的再建法の 1っと考える.

なお hypoplasticな第 l中手骨を elongate する場合

には大きな腸骨片を第2中手骨に接して移植しその僚側

端に hypoplasticな第 1中手骨をのせる方法が移植骨の

吸収を防ぐことができすぐれているように思う(図 l

e ). 

2. Five-fingered hand 

私たちが pollicizationを行なった 日ve-fingeredhand 

は8例 11手である.

ホK. lbaraki， T. Tajima (教凌)，Y. Watanabe (助教

授)，K. Ko， N._Omda， K. Miura 新潟大学整形外科.

1965年以前の母指化術は第 I中手骨から内転筋群を

切離し， PfP関節の短縮固定，および第 1中手間腔の卜

分な palmarabduction を得るために dorsalsliding 

skin flap法を行なった.

予後調在では第 l指間腔の不自然、な形態，母mの不十

分な短縮，不十分な rotatIOnなどの欠点があり機能 ・

形態とも必す.しも満足とはいえない.

1966年以後は Barsky の皮切または dorsalsliding 

skin flapに第 1中手骨を骨頭のみを残して切除し MP

関節を新しい母指の CM 関節にして大多角骨に対立位

に固定する方法を行なっている.一方，第 l中手骨切除

後に起こる extensorのゆるみは reefingまたはゆるんだ

部を切除後端々縫合し balanceをとり ， 骨問筋は my-

otendinous junctionで切離して， その断端をより末梢

の wingtendonに縫合することにより母指外転筋 ・内

転筋として利用する(図 2a， b) 

その予後はほ工満足すべきものであるが，母指球筋の

正常なふくらみがないことに対する形態的不満，術前か

らFPLの機能が認められなかった症例は術後も同様で，

こまかL、仕事をしにくいなど母指巧徽運動の障害を不満

としている.

Pollicizationの皮切は近年いろいろの方法があるが，

どの方法でも第 1中手間腔の十分ゆとりある巾は得られ

ないように考えられる これも先天異常に対する手術的

再建の限界の 1っと考える

3. Complete loss of the thumb 

私たちは 1例 1手に pollicizationを行なった.

再建法は five-fingeredhandと同僚である.
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a. Preop. b. Tibial bone graft+ 

abdominal pedicle. 

c. Postop. 10 years. 

d. Regain proportoin by 

second bone grafting. 

e. Grafted bone not ab. 

図 1.Floating thumb. 

4. Hypoplastie thumb 

この範暗に属する症例は程度の差はあるにせよ母指内

転拘縮および母指球筋の萎縮を合併する なお 一 部 に

flail jointを呈する{71jもある これらの異常の程度の差

に対応して私たちは以下のような再建法を採用してい

る.

1 )内転拘縮が特に著しい Hypoplasticthumb 

これに属する 5例 6手に対し私たちは deepfasciaの

切離，母指内転筋群の tenotomy に私たちが考えた

dorsal sliding skin flap法， または dorsovolarsliding 

skin flap法を(図 3a~c) 合併している

第 1指閉経の levelが正常に近い例では，この方法で

第 1指間腔の満足すべき輪郭を形成できるが，第 1指間

腔の levelが異常に浅い例では深くした指問腔を dorsal

sliding skin flapで coverする際に第 1指間部に不自

然に鋭い切れ込みができやすい欠点があるので，む しろ

有茎植皮を用いるほうがすぐれていよう

2)母指球筋の欠損または機能不全を伴う Hypoplas-

ト

ド

ドー

「ー
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tic thumb. 

これに属する 3例 3手に対し私たちは浅指屈筋l蛇を用

い opponoplastyを行ない満足な結果を得ている

3) 1)，2)両者が同程度に合併する hypoplasticthumb 

これに属する 15例 18手に対しては先に述べた第 1指

間腔の再建と同時に opponoplastyを行なっている

4) Flail MP  jointを合併する hypoplastic thumb 

8 OiJ 8手に MP関節の著しい instabilityが認められ

母指の機能を著しく障害していた.それに対し私たちは

opponoplastyの目的で transfer した浅指屈筋胞の末端

余剰部を利用し両似IJの側副籾帯の再建を行なった. しか

し全例満足な stabilityは得られていない そのうち 2

例に遊離縫で8字帯状移植による籾幣の再建を行なった

が満足な stabilityは得られなかったので最終的に MP

a目

a. Preop. 4 years old. b. 8 years after pollicization. 

図 2. Five-fingered hand. 

b. c 

図 3.Dorsovolar sliding skin Aap. 

関節固定術を行ない stabilityを獲得した 予後調査時

気づいたことは passiveな instabilityが あっても強力

な pinchに際し stabilityが保たれている， いわゆる

“latent instability"とMP関節が unstableなため力強い

pinchのできない“manifestな instability"がある点であ

る 前者に対しては必ずしも手術的安定化の必要はない

と思われ後者に対しては最も確実な安定化は fusion と

考える.

5. Rarual hem.imeliaの部分現象としての母指形

成異常

私たちは radialhemimelia 7例 7手をとりあつかっ

ているが，これに対する手術的再建はまず第 1に尺骨末

端の centralizationで wnstを stabilize し2次的に母

指を再建することは異論がなかろう.私たちの radial

hemimeliaの例中 centralizationtこ続いて母指再建を行

なったものおよびこれから行なう必要のあるものは 3例

3手である 再建法は母指形成N~li;の type に応じて再

建すみ

追加・質問 三浦(名大分院整形〉

1 )母指として使用する指の機能に対する期待と，母

指化手術の問題につき質問

2) Littlerによる小指外転筋の移行により対立運動

の再建と同時に cosmetlcな改善もかなり期待できる症

例を追加.

発言 矢部(名術大整形〉

私自身，母指は stabil町 と cosmeticな蘭が大切で，

かなり hypoplasticな母指であっても，この点に留意し
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て，再建手術を行なえば usefulthumb となり得る.運

動性は CM 関節が最も大切と考える

三浦氏の追加されたごとく， Littlerの A凶. d.q.の

母指対立への移行は cosmetIcな面でもすぐれており，

外傷による正中神経麻縛の再建よりは Hypoplasticth-

umbにより適応があるものと考える

回 答 茨木

三浦先生に:私も function の面からは pollicization

が最も良いと考える. しかし 突際には忠者および両親

のほとんどが functior】がみられない指でも残してくれ

といわれる場合が多い. 一方 cosmeticな商からいえ

ば指が 4本しかないということは決して cosmetlcとは

し、し、ヵ:tこし、

41. ~icrosurgery による Hallux-to-thumb transferの経験

玉井進 小松 重雄

龍 見 良隆 奥 田 寿夫

1898年， Nicoladoni によって行なわれた “pedochy-

rodactyloplasty"の欠点をおぎなうべく， 1964年，

Bunckeはサノレを用いて， mlcrosurgeryを応用し， WIIを

手に， one-stage iこ移植する実験を試み， 臨床応用への

可能性を示した.その翌年， 上海の Yaoが，臨床例で

toe-to-hand transfelの 5f71jに成功し， Cobbett， Buncl叩，

Tsai，らによって， 相次いで成功例がもたらされ，手指

再建術の新しい術式として注 目されてきた

我々も，切断指再接着の臨床経験を生かして，昭和48

年 6月28日， 本邦最初の hallux-to-thumb transferを

行ない，成功したので報告する.

症例は， 45才の家庭の主婦で， 約 2年半前に， 労災

事故のため，左母指基節部にて切断した 家事全般にお

ける不自由はもとより ，就職を希望しでも採用されない

なと'のために， 母指再建術を希望して昭和 48年 3月 27

1 当科を受診した.慎重な話し合いの末，左足の母llil

を移植することになり(図 1).念のため血管造影を行

なって，吻合すべき血管の存在を確認した

6月28日，全身麻酔下に手術を行なった 1st stage 

は，左母指断端の剥離である 上腕に駆血帯を装着した

のち，皮膚切開を加え，慎重な剥離をす Lめ，移植に際

して必要な，背側皮下静脈，焼骨動脈背側校，掌側指動

脈，掌側指神経， tfe骨神経浅枝，長母指屈筋ならびに仲

活 S.Tamai (講師)，S. Komatsu， U. Sasauchi， Y. Hori， 

Y. Tatsumi， H. Okuda， H. Kashiwagi， N. Mitsui:奈

良医科大学整形外科.

笹内信行

柏木 博

保利喜英

三 井 宜 夫*

図 1 術前の左手と左母駈.

筋鍵などを露出した.こ Lで，へパリン 5，000単位を静

注 したのち，駆血帯をゆるめて，断端から出血させ，動

静脈にはクリッ プをかけ直した.

2 nd stageは，本手術の最も重要な操作である左足母

祉の切離術である. 背側に flapを有する皮膚切開を加

えて，移植に際して必要な各組織を温存しつ_¥'，剥離を

す Lめた 長母WiI屈筋艇は，足関節部にて切離し，末梢

へ引き抜いた.背側中足動脈は，皮膚の 日apに含めて，

できるだけ中枢で切断した MP関節を縦断して，完

全に遊離したのち，中足動脈よりへパ リン加低分子デキ

ストランにて漉流した

3 rd stageは，母指断端への移植手術である 移植日11

の基節骨関節面の軟骨を airtomeにて除去し，手の母

十』
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指の什断端に適合させて， 2本の Kirschner銅線によ

る αosspinning fこて固定した. 仲筋艇を縫合したの

ち，背側の動脈吻合を行なった 挑骨動脈背側校と，背

nllJ中足動脈をl吻合して血流を再開させたが，動脈座般の

ため，末梢までの良好な血流が得られなかった 1%キシ

ロカインを滴下し，外膜剥離とマッサージを行なって，

ょうやく皮府の色調はピンク色にかわり，静脈からの血

流の戻りもよくなった 3本の背側皮下静脈をl吻合し，

さらに掌側の動脈吻合を追加した.挙;側，背側各 1本の

神経を縫合したのち，長母~I上屈筋腿を手関節上部まで引

き抜いて，手の母指屈筋艇と端々縫合した

ゴムドレーン 3本を挿入して， 皮府を閉鎖し， bulky 

dressingを行なったあと ，castにて固定した全手術時

間は 9時間である.

術後，へパリン，1日， 20，000単位の点滴静注を開始

したが， 10時間 自に指の血流が慈くなったので，再開

請IJしたところ，血腫による圧迫のため，背側動脈に血栓

形成が認められ，この部分を切除して，自家静脈移植を

行なった 5日目にも，循環状態の恵化をきたし，動脈

の内腔を洗浄したのち，再l則合してことなきを得た.そ

の後は，背側皮l仔の一部壊死による troubleのため，数

回にわたって皮同形成術を行なったほかは，順調に経過

し， 39日日より activeな理学療法をIJfJ始した. 3カ月

口に略治退院， 3 . 5 カ月日に抜~r術を施行した.

術後 10ヵ月 EIの現在， 知覚の1m復は， ほX正常であ

るが， 2-point-discriminationは 1.5 cm である lP関

節のロI動性は約 50と不良であるが， MP  関節には約50
0

の可動性がみられ， MC関節での内外転も正常である

(図 2) たに，朝，起床時に冷たい風にあたると，指が

硬く膨れると訴えているが， これは， 多分， vasomotor 

の回復不良によるものであろう .術前不能て‘あった家事

万端，特に裁縫が上手にできるようになり ，患者は大い

に満足している.

本手術の適応、に関しては Bunckeは，血管壁の加令

的変化のため， 45才以上には危険であると述べており，

その意味からも，術前の血管造影は必須のものである

手術に際しては，適切な皮府切開，似重な移植WII:の剥

離，特に， 1血管の操作に万全を期することが大切で，厳

重な術後管理を行なって，常に偶発事故に対処できる体

制をと Lのえておくべきである

追加・ 質問 諸橋(鶴岡荘内病院整形〉

1 )術後 accidentが多かったようだが， 切断指再接

着の場合と違った要因があるのではないか ご教示ねが

図 2 術後 10ヵ月日.

五IIむすび縫裁などの巧綴運動も可能である

し、Tこし、.

2)安全度において Clarkson手術はまだ有用であろ

う 術後 5年の症例を示した Angiogram でも malnの

arteryからの re-vascularizationが起こっている

五号 斜l民〈台湾〉

1 had performed 4 cases of toes to hand transplante 

tion. 3 cascs of toe to thumb (2 grcat toe to thumb， 

1 sccond loc 10 lhamb) 1 case of second and lhird 

toes to index and middle自ngers.Operalion and post 

operative course werc smooth. and lhe rcsults wcre 

salis factory. 

追加 大麻(東京竺察病院形成〕

Toe-to-Fingcr transferを 1例を追加lした

症例は 12 才，男子で幼少時の外傷により第 2 ~ 4 折

の PIPlevelでの切断である この ind、xflllgcr f.こ，

第 2跡をその MP にて切離し，1stdorsal metatarsal 

arleryと dorsalcu tancous veinを Donorvesselsとし，

手における commondigital arteryと dorsalcutaneous 

velnを Donor vessels として， これら血管を Micro

vascular tecniqueを応用し吻合して移植に成功した.

同時に神経および腿の縫合を行なっている

3カ月後の現在，知覚の回復は良好で lPjoint の

activeな運動も多少可能で将来有用な指になるものと確

信している.

回 答 玉井

1 )血流再開時の accidentは，.IfIl管径の差によって，

急激な血流再開の刺激により ，vasospasmを起こしたも

のである

2 )術後の accidentは， dorsal melatarsal artery fこ

生じた血柱形成で， 背似IJAap下にできた血肢による圧

迫が原因である.
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3)したがって，手術に際しての皮膚切開，術後のへ パリ ン投与に再検討を要する

42.当科における母指再建術について

二浪三千男 石 11:清 一 浅井正大

部井正道 高 知l直司 梅田弘敏*

我々がこれまで行なってきたほ指再建術は Cocked

Hat， Tubed Pedicle Graft， Pollicization， Phalangiza-

tion，など 36例に及んでおり， さらに最近母指 Repla-

ntatlOnの l例に成功している しかし Replantation

を除いてはこれらの方法は既に一般化されている.

一方，母指再建術にあたって興味の対象となるのは外

傷の多様化による複雑な損傷例であり，今回は特に従来

の定型的な方法を採用する ことができなかった症例につ

いて我々の再建方法を詳細に述べると同時に術後成績に

ついても報告する.

15才，女子で右母指を CM関節をかろうじて残して

切断していると同時に示指を損傷されている症例と 一

方， 右母指の切断と中指の MP関節の高度の破壊が認

められる症例はそれぞれ Pollicizationのよい適応であ

ったが，患者の強い希望によりあえて造母指術を行なっ

た.術後の成績を分析してみると前の症例では母指の

CM関節がかろうじて残されているにもか Lわらず予

想外に母指の動きは良好であった.一方，後者の症例で

は再建された形態に患者は十分満足しているがピンチの

機能はなお不十分であり，患者の満足度と我々の要求す

るものとの問にギャ ップがあることを知った.

さらに我々は造母指術をする際チ ュープの作製は一次

的に可能なチューブと母指とを接合する方法を愛用して

おり，これによって治療期間の短絡をはかつている目

一方，全指を関節で切断した症例には当然 Phalangi-

zationが適応となる.この際我々はさらに私'極的な方法

として示指を抜 くだけにと工めず，これを母指の延長に

利用することによってさらに Phalangizationの効果を

高めている 全指を切断した 24才，男子の症例に対し

キ M.Minami， S. Ishii (助教授)， M. Asai， M. Usui， N 

Takahata， H. Umeda 北海道大学整形外科

ては，示指を母指へ移行した この際，特徴的なことは

示指に神経血管柄をつけたま L母指へ移行しており ，こ

れによって母指は実質的に延長されたばかりでなく，同

時に知覚の再建も可能であった さらに 39才男子の症

例に対 しでも同様の方法で母指の再建をはかつており ，

このような Phalangizationと母指化術を同時に行なう

方法はきわめて有効であると考えている

一方，母指と同時に環指を基節骨で切断した 24才男

子の症例に対しては，切断された潔指を神経血管柄をつ

けたま L母指へ ontopした 術後の機能改善には著し

いものがあることから，たとえ小指であっても母指への

移行は可能であることを知った.さらに母指と中指の中

手骨で切断した症例では中指を同様の方法で母指へ移行

した.この結果形態および機能の明らかな改善をみてお

り，この経験から短い切断指でも母指への移行が可能で

あると同時に損傷手に残されている無用の機能を母指再

建に利用する重要性を知った

いうまでもなく母指の知覚は運動機能と同僚にきわ

めて重要である 我々のこれまでの匁]}t再建例は Ne-

urovascular Island f1ap 法 10例 Radialinnervated 

Cross finger法 4例であるが，これら 2つの方法はすで

に日常用いられている 一方では広範な控滅のためこの

ような定型的な術式の採用が不可能な症例がある.

26才男子の症例では有茎椛i皮によって形態および機

能の著しい改善をみたが，母指の知覚再建にあたっては

損傷があまりにも高度であるため従来の方法を行なうこ

とは不可能て‘あった.そこで我々は損傷をまぬがれてい

る尺骨神経背似IJ校の利用を考え，先ずこの神経に沿った

皮膚でローノレを作り ，この中に神経を包み込んだ 2週

後ローノレの循環障害を防ぐ目的で作った手関節部の有茎

部を切離し さらに 2週後小指基節背側部の有茎部を切

離したあと母指へ移植した 知覚の再建を確認した 2週
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後にローノレの中の神経を遊離し皮下に埋没した. 1年 9 我A は特に 8症例の母指再建術について報告してき

カ月後の成績は神経血管柄付組皮と比較して劣つてはい た Pollic四 tionの適応と思われる症例に対する造母指

るが ADLの面で著しい改蓄をみている 術は日本人の特殊性を考えたときすてがたい方法であ

一方，37才男子の症例は同様に母指の知覚再建がき り，我々の 2症例においてもある程度満足できる結果を

わめて困難であった.本症に対しては母指と対向する指 得た.一方，高度に損傷された手に対する母指再建にあ

に知覚を再建することを考え，先ず同側の大腿外側皮神 たっては，損傷された手に残されているあらゆる機能を

経を求めこの神経を含んだ 2枚の皮弁を起こしたあと， 最大限に利用することを我々はー貸して基本的な方針と

この神経と尺骨神経背側枝および指神経とをそれぞれ縫 しており ，特に母指の運動機能と知覚は表裏一体である

合し有茎とした. 2週後に腸'百・片を移植し， いわゆる という考えに立って両者の再建に常に配慮してきたこと

Mitten l-Iandを作った 術後 4カ月では手の尺側に40 を強調する.

%の知覚のILJ現をみており，さらに経過を追っている.

43.母指再建例の検討

児島 忠 雄 '1'村 純次 後藤健吉 !丑見隆夫

杉田尚~ 古岡信彦 丸毛英 二*

前なる指尖rmm傷て‘局所皮11ーによって修復した:jIf.例を

除き， w:mのi'J}gを行ない， 9カ月以上経過した政例を

検討し問題点を述べる. Pringlcを参照し， runctional 

d叫 bilityC以下 FDと略す〕を 5段階に分けた 1

No disability， 1 r: Slight disability， J II: Moderate di-

sability， lV: Scvere handicap， V: Physical amputation. 

1 母指化術 C1i.1 a) 

5{91]で， FD 1I : 2例， m : 2例， V: 1例である.

症例 2 左中手骨中央部切断，術後 8年 4カ月，ボタ

ンをかけるのにや L不自 由のほか日常生活に不便はない

(図 la，b). FD は 11と判定

症例 3 右母指 MP関 節切断断端は搬痕で被わ

れ，第 l中手'行の内転拘縮をみる. 術後 5年 11カ月，

IP関節の屈曲折。縮のため， tip to pulp pinchで， 73字

には指先を使用しないが野球の投球は可能である FD

Eと判定

FD V の症例 5は示指の高度の変形があり，母指化術

と同時に有茎植皮術を行なったが，指の固定肢位の不良

と CM 関節の可動性がまったくないためピ ンチは不可

キ T.Koj】ma(講師)， ]. Nakamura， K. Goto， T. Satomi， 

N. Sugita， N. Yoshioka， E. Marumo (教授) 東京怒恵

医科大学形成外科.

a. 弘。

図 1.

能である.このような損傷を母指化する際， CM 闘節

の運動性をよくしらべる必要があり，十分な対立位に固

定することが大切である.また，以上の症例より正常に

近い母指の機能を獲得するには示指が正常の機能を有す

ること，母指断端に折~痕がないこと，第 1 中手骨の内転

拘縮がないことなどが必要と考える.整容的な面からみ

ると，ある程度の不伶好さをまぬがれない 以上の点よ
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a 同 m化術

症 例(年 令 | 判 切断部付 観察則問 I F.D 
1 25 8 右中乎'1干r!，yと 3年 H 

2 18 8 左 " 8年 4ヵ月 H 

3 29 8 右 MP!民l 節 5年11ヵ月 E 

4 18 8 右 " 11ヵ月 E 

5 16 ♀ 右 " 9ヵ月 V 

b. Cocked hat法

liE竺己主|性! 門 竺 土 I観 察 期 間 同 日 示 計最終X線像 I'汗吸収 |如l 党 IF.D 

28 3 左 基 節 骨基部 5年 2ヵ月 1. 5 cm 0.6 cm 高 度 S 4 E 
宮 左 1/ 1/ 1.0 1.0 ほとんどなし S 4 E 
8 右 1/ 2王手10ヵ月 1.8 1.3 軽 度 S 3 E 
8 右 // I年 3ヵ月 3.0 3.0 1/ S 4 

8 左 MP関節 1年 4ヵ月 1.8 1.8 ほとんどなし S 3 V 

0

0

9

8

 

FD

つρ

1
A

つd

2

3

4

5

 

c Tubed Flap応用例

症例|年令| 性 診 断

|右 MP関節切断

2 ! 19 ! O 左中手骨中央部切断

3 ! 24 ! 色 |右 1:):f旨然減
MP !.ltl節目見日

: 11: 1 

空 右回;・示J旨掛滅

g 左はJ旨末節長起死

8 左官j指末節廠痕

d 重度民傷例，

症例 |年令| 性 | 診 断

1/ 

|観察 JUJf，，1 I 生，1 覚 ! F.D. 

4王手 5ヵ月 S 2 E 
4 "1三7ヵ月 S 3 II 

2 :(1三2ヵ月 S 3 III 

1/ 
S 3 ? 

E Switching? 
1 iF-11ヵ月 つ ? 

I年10ヵ月 !S3， 5ヵ月 で H 
switching 

P 

'-

併用手術

作移.ffi'[討を〔長さ 1.5 cm) 

骨移.ftt[術(長さ 5cm)
Radial inervaled cross finger Aap 

Radial inervatcd cross finger Aap 

Radial incrvated cross日ngerAap 

1 2 ♀ 左回~小指基節基部切断 熱 傷 有茎皮膚移植→/IH旨分離 6{f三
指分離

2 29 牢 右母指 MP関節切断 圧 挫 母:指分隊t 4年
示 ・環 ・小指切断「 有茎皮膚移植

3 18 宮 右母指 MP関節切断 熱 傷 有茎皮hli'移植→l辻指分離 3年 3ヵ月
示~小指基節部切断

4 31 8 右母指挫減 ・基節骨欠航 圧 挫 局所皮弁(示指背側皮府〉 1年 5ヵ月
示~小指控滅 骨移植

5 46 8 右l辻指末節切断 ・内転拘縮 圧 挫 母指分自I1・遊珂t敏皮 l年
示~小指中手骨切断 示指中手骨切除 ・中指延長

因原 手術法 | 観察 J~j 間

り母桁化術は快重に行なう必要があり，患者の希望 ・職

業によって決定されるべきであると考える

2. Cocked hat ;:去(表 1b) 

5例で，移植11の長さは最短 1cm， :Iu長 3cmで，

骨吸収をほとんと'認めなかったもの 2例，軽度 2例，高

度 1{yIJである FD 1 1例， ][ 3例， V 1例.

症例 1.左母指A主節骨基部切断 示指の屈筋血t断裂の

ため同時に遊離脱移植手Iiiを施行.術後 5年 2カ月，刊吸

収は高度. 日常生活にあまり不自由はないが調1Iかい仕事

は不可能である. FD 1Ilと判定
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表 1. e 先天奇形

整形外科 1974年 11月

|症例 |切診年令 |性 |忠側 1M伽 の分類 |手術時年令 | 手術法 |観察知]

Constriction 1 2年 ♀ 両 2年 1ヵ月 母指延長(骨移楠 2年 2ヵ月
-局所皮弁〉

band syndrome 
2 1ヵ月 色 左 4年10ヵ月 11 1年

3 2年 3ヵ月 2 両 左E・右 I 2年7ヵ月 骨移縞 3年 2ヵ月

4 5ヵ月 8 右 E 1年 11 1年6ヵ月

Hypoplasia 5 7ヵ月 宮 右 E 2年6ヵ月 母指化術 1年 2ヵ月

。f 6 2ヵ月 8 両 左 I・右E 2年3ヵ月 骨移値 11 

the thumb 
7 6年10ヵ月 色 11 左E・右 I 7年 1ヵ月 11 2年6ヵ月

8 5年 空 11 左 I・右E 5年 11 14年 3ヵ月

9 4年2ヵ月 空 11 左皿・右 I 5年4ヵ月 11 6年 5ヵ月

症例 4.右母指基部切断 断端の皮府が良好で 3cm

の延長が可能であった.その後， 母指内転拘縮に対し有

茎値皮術を施行 術後 l年 3カ月 ，骨吸収は軽度.日常

生活にほとんど不自由はない FD 1と判定

症例 1のように知覚が良好な例でも細かL、仕事ができ

ないものがある.このことは母指にはある長さが必要で

あり ，得られた知覚も正常母指のものと異なることに原

因があるのではないかと考える FD Vの桜例 5は右手

の母 ・示前の切断があるため本法を行なったが，うつ病

のためほとんど使用せず，手術の適応て‘はなかったと考

えられる . 症例 2 は示指も基節骨中央 i~lで切断されてお

り. 本法よりも第 1指間裂隙の deepeningを行なうベ

a. 

きであった.

3. Tubed sap応用例 (表 1c) 

6例で，FD II 2例， JI[ 3例，不明 1O1J 

症例 2.左母指中手骨中央部切断r.Tubcd flap施行

後，長さ 5cm のj場骨片を移槌. 1年後に radialincrv-

ated cross finger flap施行術後 4年 7カ月 ，ボタンを

はめるのにや L不自由なほか，日常生活に困ることはな

い FD IIと判定.

症例 4.右母 ・示指J坐滅:filj. 直ちに腹部よりの flap

を応用後に radialinnervated cross finger flap施行

術後 2年 2カ月，調H力ミい動f乍は不可能である. FD JI[と

判定

b. C. 

図 2.
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指内転筋の付着部を中枢倶uへ移動するか，あるいは横頭

のみを切縦し，斜頭を温存することが大切である.

症例 4.左手庄挫創 受傷後 19日，欠卸した基節骨

の部に腸'行'片を移備し，示指背側からの皮弁で被う 術

後 1年 5カ月 ，左手でのみをもっ大工仕事に従事する

(図 2a ~ c). 

このように損傷母指を再建する際，示J旨背側の皮!苛を

局所皮弁として応用することは有用な方法である.

5.奇形例 (表 1e) 

Constriclion band syndrome 2例に前述の局所皮弁

と骨移摘による母指延長を行なった.

母指形成不全に骨移植を行なったのは6例である 1 

例(症例 5)に Blauth法による母指化術を施行し，術

後 1年 1カ月，やふ lateralpinchであるが日常生活に

よく使用している.本症に対する最もすぐれた手術法

は現在のところ，示指の母指化であると考える.

母指再建術

本症例は flapを行なった部を母指として感じると述

べているが，幼児のため真の switchingか否かは不明で

ある.症例 6も術後 5カ月より徐々にほ指として感じる

ようになっている.しかし switchingが起こらなくと

も症例 2のように，日常生活にあまり不{更を訴えない症

例もある.後に知覚の再建を考慮した有茎皮弁 ・骨移植

による母指形成はある長さも得られ，指の数の減少もな

い利点がある.

4 重度損傷例 (表 1d) 

5例.

症例 2.右母 ・示 .JJ;1・小指切断 一塊となった手か

ら基節骨・を引き出し，有名皮弁で被う.術後 4年，箸を

もっ，ボタ ンをかけることはできないが，書字，ス プー

ンをもっ じゃがし、もの皮をむくことなどができる

本症例のように，一塊となった手から母指を分離した

症例は 4例であるが，第 1指間裂隙を深くする場合，母

母指再建術における問題点44. 

』

L
F
L
T
L
V』「

h
E
」
「
ト

に伴う形成母指尖の1主的ーのたるみは，爪のないことと相

伐って巧徽運動の障害となり ，ボタンの着脱に形成母指

を使用している者は l例にすぎなかった.著しい骨萎縮

• 

3 

• 

。

• 。。

2 

Post -Op. (years) 

図 1.Two-point dicrimination 

船山勇吉本
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木野義武

母指の切断または先天性の欠損に対して把持機能再建

手術を行なった症例は，母指の単独欠損 18例 20手，母

指を含む多指欠損 29例 30手である これを主として行

なった手術法別にみると， 1)造母指手術 13仰1]， 2) 

cockcd hta法 4{Y1]， 3 )造問手術 l例， 4)母J行化手

術 8{同J. 5) on top plasly 3例， 6)指化手術 21例で

ある.

1.造母指手術

Radial-innervated cross-finger法 (RICF法)7例，

neurovascular island Aap法 (NVJF法) 5例lいより 6

カ月以上の経過の判明した 6例および 4例を対象とし，

知覚の検討には母指掌側代断倉Ijに対する NVIF法の 2

症例を加えた.

X線像で移1liHl'の remodelingを明らかに認めるまで

には l年以上を要しこの remodeling完成までの問に

は全症例において移舶;llの短縮がみられる 移徹骨吸収

水 T.Miura G!昨{叩)，Y. Kino， S. Nakamura， Y. Funaya' 

ma:名ILi尾大学分院整形外科.

三 浦|径行
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をみた 3例は NVIF法の症例て、あった. 表 1.Sensibility of sensory flap. 

いわゆる doublesensationは早期より出現し，経時

的に母桁としての感覚は強くなるが完全に転換がみられ

た症例はない. しかし RICF法の術後 2年および 3年

の症例で大体母指として感じており ，尺骨神経支配域か

らの NVIF法に比較して転換は良好のようである.

一_I~VIF I RICF 

Pin prick による痛覚刺激は恵皮部に， 触覚は母指側

に強く感ずる傾向がみられる.さらに全例i;!i皮部に圧迫

刺激を加えながら植皮部を刺激すると母指としての感知

Swiching of sense 

Coin test 

Sand paper test 

Pin prick 

TPD 

poorer poor 

normal normal 

poor poor 

1~3 g 1~3 g 

6.3mm 7.5mm  

が良好となり ，術後知覚再教育のために重要な手段を示 術 5例中 2例では腕側の2指に可動性がなく，母指化後

l唆している も単なる形態的改善にとどまり機能的改善は得られなか

Coin testによる立体覚は全例識別可能であるが sand った 一方， flouting thumbに対する母指化手術では

paper法によれば識別能は低下しており正常な立体覚が かなりの機能が期待される

得られているとはし、し、がたし、 源覚は低下する症例がみ 3. On top plasty 

られ，冷党はほ X正常なものが多かった.痛覚も 1gで 広義の母指化手術に含められる Acrosyndactyly，母

感知可能なものと 3gで初めて 可能のものとが相半ば 指 ・示指の切断および火傷後の全折切断合指の各 1例に

し，RICF法と NVIF法との聞に差異はなかった. 実施した 特に合指を伴う母指と ~tl1の切断においては

2 }，I~J議別能をみると RJ CF 法では平均 7.5 mm であ 母指の延長と同時に第 2中手骨切除による指間腔の鉱大

るのに対し， NVIF法では 6.3mm と大差はないよう が達成できる好ましい方法である.従-*は単に第 2中手

であったが NVIF法による TPD15mm という特殊 骨切除による桁化手術を適応と考えていたかなりの症例

な l例を除くと 4.6mmと NVJF法がすぐれている に将来この手術が有用である.

形成母J行長は，手を揮った場合母J行の尖端が示指基節 4.指化手術

の背側より突山しない，元の母桁の lP関節までの長さ 可動性のある 1. 4， 5中手骨特に第 1付t手官を利用

が望ましい さらに CM関節の可動性もない母指化手 しての抱持機能再主~である 全指の切断または小指のみ

術の適応である由主例に余儀なく造母J行手術を行なう場合 を残す症例に適応となる.第 1中手骨が短い場合には可

にはさらに短いほ指の形成が望ましい 能な限り知覚の良好な皮"耳を利用しての延長が必要であ

2 母指化手術 る.全指が中手廿・のみを成して切断された場合， tf~ 2中

1側の Neurovascularbandにm傷ある場合も母指化 手'1，]"のみの切除では桁問l笹が狭く， 2， 3 <1'手'，'1'の同時

手術は可能である 創傷された指のある場合そのほ指化 切除による指化手術が行なわれる しかしこの桁問腔の

は本法の欠点である指数の減少とはならず側他ある方法 形態は把持に適してはおらず，さらに不動の第 3'-1'手骨

である しかしその鍋傷された指が切断などにより断端 が安定した把持に有用なため，最近では中手什のみを残

の知党兵常，特に痛覚過敏のある場合は有用なほ指を形 す症例でも第 2中手骨のみの切除にと工め，必2l!あれば

成することとはならないので十分な配慮が必要である. その間の軟部組織を除去しまず十分な指聞を形成，その

術'I'Jul管の屈曲による循保障害にも十分な注意が必要 結果第 1'1'手骨の自動運動が不良の場合は腿移行術を追

である.示指以外の指を母指化する場合，および指神経 加することが適当であると考える

を1'f)ffiして走る動脈の存在する場合には中継部まで剥離 第 1， 5の基節骨が一部でも残されている場合には，

を十分に行ない血管の屈曲による循環障害を避けること 第 2中手'11'の切除，第 3中手骨の延長，第 4中手背骨頭

が必要である 切除による threedigit handの形成も有用な手段であ

先天性の母指欠損に母指化手術を行なう場合，検側の る.

指の可動性に十分な検討が必要となる.我々の母指化予
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45.造母指術の諸問題

内西兼一郎 小林慶二 芦田多喜男 小池 昭

大場良臣 山根宏夫 矢部裕*

母指再建に用いられる管状有柄皮弁，骨移植に加うる

に NVIP法は， 現在一般に常用術式となっている. し

かるにこれらの再建母指は，必ずしも機能的，美容的に

満足できるものではない.

今回我々は，造母指術 19例の経験に省み，蒋建母指

の functionalrecoveryの点から，問題点を探ってみ

た.さらに 3例の Gillies法，9例の deglovingthurnb 

をも，比較検討した

造母指術 19例の内訳は，男子 15例，女子 4例，年令

は 12才から 46才にわたり，経過観察耳目聞は， 6年7カ

月から 4カ月である.

現在我々 は，比較的皮下)J脂!指旨肪の少ない)J胸j淘旬品泌iまたは腹)f部e百濡t部l 

管状皮弁を作i製製しし， これに I印P閃節高位までの長さの)腸湯

，骨i白~.吋，廿t

ら掌尺G似仰側IIJ全面を被う NVI印F法を施行する 2段階の手+制郁術jI将:可I 

を行なつている(図 1). 

問題点は次のごとくである.

1 皮膚の不安定性

皮JI'iの不安定性は precisionsensory gri p が制限さ

れ，つまみ動作，ボタンはめ，ネ ジ巻き， *J1むすびなど

が障害される.Working surface の islandflapのズレ

が主因である.有柄皮弁の採型が恵、く，皮下脂肪が多い

と指腹部の不安定性を生じ，また，移植骨の吸収により

二次的に指尖部の不安定性が生じる. 前者は de仏tteng

にて改善できるが，後者が問題となる.

2.移植骨の吸収

可及的早期に NVIF法を追加することにより，再建

母指の循環を改善し，ある程度は骨吸収を防ぎ得ると

はいうもののなお，全例に多少の1J・吸収がみられる.移

縦i骨の長さが， 30 rnrn以下のものは， 3~4 mrnの骨吸

収であるのに比し， 40~60 mmの長いものでは， 8~ 15 

ホK.Uchinishi， K. Kobayashi， T. Ashida， A. Koike: 

慶応大学整形外科 Y.Oba: 平探市民病院整形外科(⑮

254平塚市諏訪IllT20-22); H. Yamane:笠岡第一病院稔

形外科(<!!!>668盛岡市立野町);Y. Yabd (教授):各古屋

保健衛生大学整形外科

m mと吸収度は大きく指不安定性を生ずる. 症例 10は

MP高位の完全切断で，基節，末節骨を再固定し有柄皮

弁マ再建したが，末節基部以遠は消失している 症例13

は， 62mmの長大移植で術後 1年で 7mm短縮し，さ

らに 5rnrnの吸収が予測される.症例 5は， 28 mrnの

骨移植で 3rnrnの吸収はみるが， 7カ月で Remode-

llingは完成している.本例は 12才で，若年ほど早いが，

遅くとも 1年 6カ月までには Rernodellingの完成がみ

られる Gillies法では， 移植骨が短く吸収は 2mrn く

らいである 5mm以下の骨吸収では，皮膚が順応によ

り指尖不安定性は生じない(図 2)

3. NVIF ~去

第 14四本学会にて本法の成績を発表したが， 今回は

19例の造母指， 9例の deglovingthumbにつき検討を

加えた

T.P.D.は 9rnrn以下 10， 1O~ 15 mm  13， 16 mm  

以上 5である.造母指例では，それぞれ 6，9，4例で

dcglovingに比し若干不良である Double sensationは

ほ立 4 ~ 7 カ月に全例に認められ漸次消失する Parcs

thesiaは初期の例にみられたが，その後ほとんどなく，

手技的なものと考えられる，

Switchingは， 12才の例を除き pinprickでは認め

られない.しかし Iighttouchでは母指と感じ， ADL 

で誤認することはない

Sudornotor functionは全例に認められるが， 有柄皮

弁では，低下，欠損を示す

Pick up testは， 知覚，安定性， pinch力， 関節運動

域，発汗などを総合した母指の usefulrecoveryの判定

に有効なもので，碁石 20コを用いて施行した 健側比

で 1.5以下 10例， 1. 6~2. 0 6例， 2.1以上 3例であ

る.示 中指損傷で pinch不良の症例 18は4.0， Pa-

resthesiaの著しい症例7は 2.5，美容的な面で指カバー

を常用する症例 10では 2.7と成絞不良である. 再建母

指には，内転傾向がみられ，外転制限が本成績に影響す

るが，症例 9は骨移植を 20。外転{立に行ない，軽度の内

i伝障害は後遣するも，外転良好て¥健側比 1.1である
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a. Pre-ope. b. Pedicle graft with bone graft. 

C. N.V.I.F. d. Post-ope. 

図 1.Osteoplastic reconstruction witb N.V.I.F. 

8. 1カ月 b. 3カ月 c.5ヵ月. d. 7カ月.

図 2.Remodellingの推移.



いが，本来の爪を獲得したものもある

的要請は少なく ，美容的な問題である.

考察ならびに結語

再建母指が有用でない原因として，皮膚の不安定性，

taclile gnosisの低下，par白 thesiadouble sensation， tear 

scar， cold intolerance，美容的不満足などがあげられる.

このうち手技的改善により不安定性， par白 thes叫 tear

scarは防ぐことができ，積極的に使用することにより

double sensationは消失する Cold intoleranceは， vas-

cular f1apを行なってもなお認められるが， 漸次寛解

してゆく Tactilegnosis は T.P.D.で表わされるが，

これを可どる線維は太いもので，NVFで多少障害され

低下することが多い. しかし特殊の職業を除き，日常生

活ーでは特に支障はみられない さらにいわゆる「爪」を

作り，形の良い母指を再建することにより積極的な使用

が期待できる

今回の検討により，医師と患者の満足度に若干の違い

があることを知った.これらの忠者に対し母指を失っ

たことを早く忘れさせるような治療を行なうことが，我

々の勤めであるといえよう

1329 

爪の再建は機能

雪
日発定指

表 1.

Pick-up test 

Reconst tuumb 11い 5¥ 1. 6~2. 0 1 2. 1~ 

Oppos町 山b 1 10 1 6 1 3 

』
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l』
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!
卜

(表 1). 

4 爪について

美容的な面から，ほ工半数が爪を希望している 足祉

の爪移植，義爪などは，種々の点で煩雑である 我々

は，健側爪と同形同大の中間層遊離皮!苛移値により，の

つべりした再建母指にアク セントを与え患者の満足を得

ている. また，degloving thumbでは， 有柄皮弁切離

時に，爪根，爪床を掘り出し，若干の変形はまぬかれな
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〈指定発言〉

46.母指再建術について

田島達也本

類人猿のような高等な霊長類ばかりでなく 北米に生息

する opossumのような比較的下等な晴乳動物も機構的

には対立動作可能な母指をもっている(図 1) しかし

母指を実際に繊細精微なつまみ動作 (precisiongrip， 

pulp & tip pinch)に用いているのは人類のみである.

こ与に人間の手における母指の占める特別重要な意義が

ある.このことは手の外科に関する論文の中で母指に関

するものの比率が高い事実にも反映されている.たとえ

ば日本手の外科学会でこれまで(1958 年~1974 年〕に

発表された演題総数 921題中母指に関するもの 81題で

総数の 8.8%すなわち 1割弱に達しでも、る(表 1)

このように重要な地位を占める母指の手術的再建を必

要とする病態は 2大別できる.その 1つは完全または不

完全欠損(切断〕であり他は機能上の障害である.多数

例の統計をとると両病態は同等の比重を占めている.

母指欠損 (切断〉とその再建

母J旨欠損は先天w常によるものと外傷による切断に大

別される.

人間の母指は人間の手に特存のつまみ動作を可能にす

る不可欠の要素なので，その完全欠損に対しては手術的

図 I 対立できる母指をまったく対立動作に用いな

い北米の opossum(Encyclopedia americana 

による〉

ホ T.Tajima (教授) 新潟大学主主形外科.

表 1 日本手の外科学会でこれまでに発表された母

指再建に関する演題の分類.

1. Reconstruction for befect・..…・ー ……ー39

Hypoplasia 

Congenital 

Pollicization 

Bi自dthumb 

Floating thumb 
'
E
A
 

q
G
 

、
盲
目
目
目
目
目
目
目
目
1
1
1
1
h、
，
『
1
11
1
1
1
1
1
l

，ba，

n
U

氏
U

つG
q
d

唱
Z
A

etc. 

Trauma 

Pollicization 

Phalangization & 

tube pedicle & bone graft 

Replantation 

Others 2 
lJ. Reconstruction for dysfunction........... .42 

Sensation 7 

N-V island flap 

(Ad vancemen t) 

Motor 

Opponoplasty 

Contracture (imbalance) 

I描 tability

etc. 

Others 

co
 

。，u

、I
l
i
-
-
E〉
l
l
l
E
1
a
J

n
u
n
4
句

i
n
J

可

ム

吋

i

9 

Total 81 

(Total papers 921) 

1958~ 1974 

再建がごく特殊な例を除き絶対的適応、と考えてよい. し

かし MP関節レベノレ以遠の部分欠損(切断)例におい

ては，大脳の巧妙な代償機能によって少し馴れるとほと

んど不自 113なくつまみ機能を発揮できるようになるので

機能的立場からのみいえば手術的再建は絶対必要とはい

えないり このような例における手術的再建は，少しで，

も正常の状態に近ずけようとする心理的，整(美)容的

要素が大きいといえる.こ Lで注意せねばならないこと

はこのような形態の再建を主目的とする手術によって，

かえって部分欠損のま Lの母指が発揮できる機能を低下

させるようなことがあってはならないという点である.
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手術的再建法としては

1)母指以外の指を神経 ・血管束をつけたま L母指列

に移動する pollicization. 

2)有茎(管状〉皮弁と骨軸移植による造母指術およ

び局所有茎皮弁と，骨軸移植を用いる部分切断母指の延

長術

3)残存している示指列を除去して残存母指列と残存

中指列を含む尺側指列の聞を広くし，母指列と尺側指列

との聞の pinch動作を可能にする phalangization.

以上が代表的方法である.そのほか上記の 1)3)法

日

Inte-r国seusdors. 1 ----+ Abd. poll. br制

図 2.先夫性母指欠損症(および五指症)に対す

る pollicizationの要点.

ノ

a. b. 

のアイディアを利用した“on-top"法のによる母指再建

も可能である.

以上の諸法のうち，技術的に確実であれば最も機能的

にすぐれた母指を再建できる方法は pollicizationであ

る，特に小児の先天性母指欠損症例に対し 再建された

母指が手の他の部分とともに成長することを期待できる

方法としては本法以外にない.先天性母指欠損をもっ幼

小児において本法を応用する際の方法論上の画期的進歩

は W.Littlerの創始でその後 Stelling Riordan Buck-

Gramkoらの発表でその優秀性が認められている次の

ような方法王のである 母指化しようとする指の中手骨

を骨頭核のみを残して除去し骨頭核を大菱形骨と癒合さ

せることにより MP関節を CM 関節に， PIP関節を

MP関節に， DIP関節を IP関節化し， さらに骨問筋

も本来の付着部を切離して新しい MP関節レベノレに付

着して abd.poll. brev.， add. poll.の機能をもたせる

ようにする(図 2). 

管状皮弁と骨軸移植により，ある程度機能的な母指を

再建するためには 2 ~ 3 の問題点がある(図 3)

まず管状皮弁切離時に，その断端すなわち再建される

べき母指の先端を neurovascularisland Aap5) によって

被覆することが絶対に必要なことである.それは造られ

た母指の血行を良好な状態に維持し移植骨の吸収を防

ぎ，先端に母指としての機能に不可欠な tactilegnos目的

C. 

図 3 管状皮弁 ・骨軸移植による造母指術の問題点

a.皮弁の defatting不十分.Neurovascular island (白い部分)が骨に stabiligeされておらず廻旋傾向あり

ゆえに pulppinch非効来的 b.Defatting と同時に皮弁先端を骨に縫合図定 c.aの状態における欠

陥をほ工克服.

「
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を賦与するためである.また管状皮弁はできるだけ初め

から皮下脂肪を除去 defatting し，太い骨軸をしっか

り移植固定することも大切な要領である.次に繊細な

pulp & lip pinchを実際可能にするためには， 先端部

の皮!首が'肖・桶hにしっかり固定され回旋を生じないことが

大切な条件である このことは，正常な指では真皮と遠

位指骨骨膜との聞に放線状に張る線維膜が，指膜部皮府

を指骨にしっかり stabilize し， 物をつまみやすくして

いることを想起すれば容易に理解される.私はこの目的

のために移植骨の先端にいくつかの孔をあけ，これらを

通して真皮と骨を縫合によって固定するようにしている

が，永続的な皮膚の stabilization効果を得ることはな

かなかむずかしい(図 3参照).

五指症のように機側第 1指を pollicizeできる場合を

除き，いずれかの指を犠牲にしてそれを pollicizeせね

ばならない.このような場合日本では欧米諸国とちがし、

忠者が pollicizationに踏切ることをなかなか承諾せず

結局皮弁と骨移植術による造母指術ないし母指延長術が

実施される場合が多い傾向にある これはわが国では患

者が機能回復に徹するよりも，指の数も正常な 5本にな

り機能もある程度まで発揮できる母指をもてる方法を選

択する傾向が強いことを意味しており，こ Lに国民性の

一断面が現われているように思う

最近切離した自家第 1足指を mlcrosurgery用いて母

指列に移他するいわば画期的に飛躍した Nicoladoni法

の成功が Cobett，J.R.7)玉井進8)，台北の奈らにより報

告されている.この方法によって造られた母指の機能は

理論的には pollicizalio日による母指より劣ると推定さ

れるが管状皮弁 ・骨軸移植法などに比べると溢かにすぐ

れているといえる たr現時点では Cobett，玉井氏の

報告とも術後経過が必ずしも順調とはいえず不成功に終

る危険もないとはい L切れないように忠われる 本法が

きわめて安全に行ない得る時代が早く 到来することを希

望したい

障害された母指機能の再建

母指の機能障害は知覚障害と運動障害に 2大別され

よう .

1)知覚障害再建法

つまみ動作を効果的に行ない得るためには母指指腹部

の““tactilegnosis"を再建することが必要条件となる.

指腹部の 皮 府一一ーしたがってそこに分布する知覚の

receptors-ー が温存されている場合には神経の求心路を

再建する この目的で nerve grafting， nerve transfer 

( crossing)が行なわれる.最近 mlr.rosurgcryの導入によ

ってその成績は飛躍的に向上する可能性が考えられるの

がし、まだ多数例について多数の外科医によって立証され

一般に認められた段階には達していない 求心神経路の

再建が望めない場合，神経(血管)茎っき皮弁移植 (ne・

urovascular skin flap)が行なわれる. しかしこれも長期

の機能的予後は必ずしもすぐれているとはいえず新しい

位置覚や“tactilegnosis"が回復しない例の報告もあ

る.そこで J.Omerのような考え方10)すなわち neuro

vascular island flap に“tactilegnosis"が維持される

ことを期待して pulppinch を再建しようとするよりも

第 1指問腔の母指と示指の対向商に比較的大きな neur・

ovascular island skin flapを移植し比較的良好な知党

をもっ皮膚による sidepinchを再建するほうが実際的

であるという考え方も現われている.

2)運動機能障害の再建法

陳旧化した長母指屈筋!健断裂(特に MP関節レベノレ)

長 ・短母折イ11'筋)陛断裂(特に手関節腕!靴レベノレ〉に対す

る再建，狭手に対する opponoplasly骨折， 脱臼， RA 

などによる balance障害(変形)，外傷後内転拘縮など

が主要な運動機能再建の対象となる 日本手の外科学会

の演題としてこれまで母指の balancc障害がほとんど

取りあげられていないのは母指の RAに1主点を絞った

検討川にこれまでー|づ〉な関心が集っていなかったと考え

られよう.

母指再建についての私の考察

以上で母指再建の対象を概観したので最後にこれに関

する 2 ~ 3 の問題点について私見を述べたい

1)母指障害の評価法について

母指の形態的機能的障害の再建法やその goalを考え

る場合適正な障害の評価が前提となる これに関して日

本の労働者(ならびに公務員，船員)災害補償保険法に

規定された母指障害の評価は ① IP，MP関節の ROM

のみを問題にし実際の機能上大切な対立運動， 主主n!IJ外転

表 2.母指に関する日本の災害補償保険法の規定.

欠損

機能 |

障害

1側母指 9級 (350B) 

(l.P.J.より近位〉

1仰l全指 6級(670日〉比率 52%

1手〈手関節を含む)5級(790日) 44% 
1側母指指骨一部
欠損 13紋(90日) ca 400% 

両側母指 8級 (450日)(1側の128%)

l側母指用施 10級 (270日)

(I.P.J. R.O.M. 1/2以下〕

1仮IJ全指用廃 7紋(560日〉比率 48%
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表 S 長尾による手指機能レベノレ判定基準.

(リハビリテーション医学，10， 91， 1973) 

手指(末端〉機能1__ ""'- I 
レベル |意 味 | 可能な動作

Detach 

Push 

E王ook

Constrain 

Pinch 

Grip 

接触なし 1;袖を通す

押す I 1 kg以上の圧力で押せる

引っかけるI1 kg以上のカで引ける

拘束 |パチンコ玉10コを乗せる

弱L、固定 l歯みがきチューブのふたを
もたせ， 検者がチューブを
回すとふたがはずせる.ま
たは Pinch力で lkg以上

強い固定 水を入れたコップがもて
る ドアのノップがまわせ
る.金槌を使える

Manipulation 操作 檎みがき チュープのふたを
把持した指でまわしてはず
せる

Normal 正常 |形態的欠損なし，知覚脱失

!なし可動制l限なし握
力 20kg以上で 5指の分離
運動可能

の ROMを問題にしていない. (2¥指腹部の“tactile

gnosis"の存有を問題にしていない ⑤部分切断例にお

いては MP関節レベノレの離断で欠凱 100% とし健常な

例との聞に少なくも 4段階程度の gradingが望ましい

(アメリカの労災法などではそうなっている〕等欧米諸

国のそれに比しはなはだ不適切なま与の状態に放置され

ている(表 2) この事態については本学会としても強

い勧告をなすべきではないかと考える

2)母指再建の有効性の評価について

これまで母指再建に関しては技術的な面に関心が集中

しており再建された母指がはたして健常の母指と比べ

いかなる程度まで機能を発卸しているかについての適正

な評価が比較的なおざりにされていたことは否めない

この際“tactilegnosis"の存在と繊細な運動によって初

めて可能となる小さい物を11，、じりまわす(manipulate)J

ような動作ができること(表 3)，さらに撹側指でこの

動作をしながら尺側指で同時にものをにぎっていられる

ことが人間の手に特徴的な高度の機能発侮状態と考えら

れる(図 4)ーこLで考慮すべきことはこのような機能を

遂行するためには手の機構の再建を超えた要素の関与，

つまり次項で考察する大脳の機能が深く関与しているこ

とを考えておく必要がある.

3)人間においては 前(上)肢が歩行機能力、ら開放

され脳の意志による合目的な動作をし，さらに手の不十

分な機能を補うために道具を作り 出すようになったこと

図 4 人間の健常な手は pinch-manipulation

と power-gnpを同時に行なうことがで

きる (Patkin，M.・The Lancet， 1384， 

June 26 1965による).

が大脳の発達を促し高度は文明を築く もとになったとい

われている 手の発達と大脳の発達のいずれが先きであ

ったかは鶏と卵のようにむずかしいものであろう . しか

し最初に述べたように対立可能な母指をもっ類人猿や

opossumの手の機能を検討し さらに構造上欠陥があ

っても人間の手は大脳の機能が正常である限り代償機能

が著しく発達して相当の欠陥が克服されている実態をみ

ると，現代人においては大脳こそ母指を含む手の機能発

揮を支配していると認めざるを得ない.このことから私

たちが手術的母指再建を実施する前に母指のみならず手

全体としての機能状態をよく観察すること，さらに手の

機能状態を観察する前に患者の人間全体としての機能状

態をよく検討すべきであることを考えさせられる.

文献 1) Pringle， R.G.: Amputations of the thumb: A 

study of techiques of repair and residual disability Injury. 

3， 211， 1972. 2) Kel1eher， J.C.: Plast. Reconstr， 

Surg.， 42， 242， 1968. 3) Stel1ing， F.H.: J. Bone Joint 
Surg.， 45・A，637， 1963. 4) Buck.Gramko， D.: J. 

Bone Joint Surg.， 53-A， 1605， 1971. 5) Littler， W.: 

Neurovascular skin island transfer in reconstructive hand 

surgery， Transact. Internat. Soc. Plast. Surgeons 2 nd 

Congress London 1959， p. 175 1960. 6) Moberg， E.: 

J. Bone Joint Surg.， 40-B， 454， 1958目 7)Cobett， J.R.: 

J. Bone Joint Surg.， 51・B，677， 1969. 8)玉井 進ほか・

Microvascular surgeryによる hal1ux-to.thumbtransferの

経験，第17回日本手の外科学会総会誌， p. 35， 1974. 

9) Mil1esi， H.・J.Bone Joint Surg.， 54-A， 727， 1972. 

10) Omer， G.: J. Bone Joint Surg.， 52-A， 1181， 1970. 

11) Nalebu仔， E.A.: Bull. Hosp. Joint D旧，29， 119， 1968， 
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く一般演題〉

47.手指掌側癒痕拘縮手術の成績

大畠護 家常敏弘 鈴木振平 栗原邦弘

井手義登 金原憲治 鈴木英理子 丸毛英二ネ

手指掌側の搬痕拘縮に対する我々の手術法について

は，第 13回日本形成外科学会総会(昭和 45年)で発表

した.

すなわち，幼小児の手指の屈曲拘縮例では，指背側基

部の皮膚が正常なものが多いこと ，および指等;側の搬痕

の巾が割合せまいものが多いことより，このような条件

を満たす症例に対しては， ① 指聞の形成には， その背

側の皮l宵を矩形皮弁として利用する， ②指掌側級痕除

去後に生じた創面の被覆に対して，倉IJ辺縁の皮府を局所

皮弁として積極的に移動し，縫合線を皮膚鍛袋にできる

だけ平行にすると同時に，定IJ面を単純化し 植皮を容易

にするように考案したのて‘ある.

ところで我々の形成外科が開設以来行なった手指掌側

の搬痕拘縮手術例で，術後 1年以上を経たものは 56症

例， 63手である 受傷部位は指のみ 12手，指+指間 26

手，指+指nn+手学 25手である 原因は①火焔による

もの 1例，②接触によるもの，のうち①熱湯 ・熱汁に

よるもの 29例， CD燃料(炭火など〉によるもの 15例，

①帯熱物(ストーブなど〕によるもの 11例と，過半数

が熱湯 ・熱汁によるものて‘あった.受傷より手術までの

JVJ間は 39例が受傷後 l年以内に手術を受けており，そ

の際の年令は 33例が 2才までに行なっている

手術は表のように，指の部分については従来の山型切

開法による全局植皮例 75指，前記の我々の方法で行な

ったもの 65指である また指聞については， 49指聞に

手背あるいは手掌よりの矩形皮弁が使用されている

これら 56症例に対して追跡調査を行ない， 47例， 53 

手，約 84% が来院した. 術後段短 1年 3カ月， 最長 7

年の遠隔成績であるが 30例が 4年以上の症例である.

この 47症例のうち，我々の方法で手術した 20症例， 22 

手， 45指， 34指問についてその遠隔成績を述べる

まず植皮片の性状については，色調の変化を色相，明

キ N.Ohata， T. Ietsune， S. Suzuki， K. Kurihara， Y. Ide， 

N. Kanehara， E. Suzuki， E. Marumo (教授〕・東京慈

恵医科大学形成外科ー

表 1.手術の種類.

山型切開 ・全府摘皮法 75指

我々の方法 651γ 

指 I ~形成術 2311 

Cross finger法 111 

全尺植皮 23指間

指 |一<tI短形皮弁 49 11 

所 Z 形成 13 11 

間 | 界 重 複Z形成 6 11 

その他 13 11 

Eコ ，VI，)1H'症f~IJ

門司
臣室5l.f是 の々万法例

10 
.ju 

f91) 

数 5 

。
o -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 

l山l辺 氏1\ と の l-';~

図1. 植皮片と周辺部との差(明度)

度，彩度を円本色彩研究所の医学用標準色票によりしら

べた このなかで明度について，櫛皮片と恵皮部，植皮

片と周辺部について比較してみると，周辺部との比較で

明度の低下が 1ステップ 4例， 2ステップ 8例，3ステ ッ

プ8例であ り，この結果は，足背の火傷級痕拘縮に対す

る植皮例の色調が， 80%は 1ステップ以下であるのに比

して低下が著しかった(図 1)目植皮片の辺縁が肥厚性

となったものはない 水かき再形成は 3例にみたが，こ

れらはいずれも指問に矩形皮弁を用いず，指間部に斜切

聞を加えてその皮弁を掌倶IJへ引き，手学部の健常な皮府

と縫合するか，手当主の植皮片と縫合した例て、あった.術



そしてある人にはそれが堪えがたい心の重荷となる.

また，大して気にしない人もある.その色素沈着の程度

は人により異なる 一般に性格の問題も重要であり ，思

春期の人にも問題がない.私は約 20年前よりこの問題

を研究，種々の機会に発表してきた.すなわち人種によ

る色素頼粒のちがい，移植片の厚さの関係，また，日本

人における身体各部の色索願粒の程度等の組織学的研究

ならびに臨床的研究を行ない，それぞれ学会，雑誌上で

述べている.怪奇'果下部の皮膚および肘関節屈側部の皮

膚は毛も色素!顔粒の状態も手掌の皮府とほとんどかわら

ない. 演者も肘関節部 のものもお使いになってはいか

が.また，演者もいわれるように，被移植部の大きさ等

によって種々考案され，以上の注意もお考えいたどきま

すます成績の向上を期待する.

倉田 (広島鉄道病院整形〉

植皮部の色素沈着に対して，最近，皮膚科領域では

V.A酸が注目されるようになり， V.A敵クリームを使

用すると色素沈着がとれるとし、う報告がある.

答 大畠

茨木先生へ たしかに内果下部の皮府の利用は，皮!汚

構造の近似性からいってもよいと思う.我々も 2{Ý~に使

用し良好な成績を得ている

しかし Webstcrの欠点として， ① 足の内果下部は広

さに制限がある， ② donorを再び植皮で閉鎖しなけれ

ばならない，③ donorの創痕は軽視できない等があ り，

ことに ① に閲して我々の例のように最低 3.3cm2~最

大 39cm2の槌皮片を必要とする場合，vVebsterは当然

のことながら無Jlliである. よって我々は煎径部あるいは

煎経下部の皮l白'を恋皮部として利用しているー

諸富先生へ :第 13回1-1本形成外科学会総会 で我々の

手術法を発表した際，縫合線が多数指掌{ff~に生ずるた

め，辺縁縦痕が皮!百の鉱抗性をおとすのではないかと危

恨された 今回の発表て、皮膚の抵抗性について，まった

く心配がないと L、し、きれる結果を得た た丈し植皮J:-の

色素沈着については，遠隔調査をした全

不満を訴えており仇，場合によつては手背部の搬痕よりも

気になるという この術後の植皮片の色素沈若に対し

て，なにか良い解決法があればご教示いたどきたい，

倉田先生へ :A椴I1火むについては経験がない

我々には術後，植皮片に対しての一般的な注なとし

て，①手袋などを使用し，直射日光を当てない， ② 泥

いじりなどはなるべくさける， ③術後であるからとい

ってこわがらず，手をよく洗う， ④ 洗ったあと適度な

湿度を与える(クリームなどで〉等を行なっている.

1335 題演般

Eコ ，lJ;¥jN付，UylJ

医羽 我 の々 )fi.土(yIJ

15 

10 

F 
J 

WIJ 

数

』

』

L
V

{

ト

tv

回

後指の完全伸展が多少不十分だったものが 3例ある.植

皮片の硬度は全例軟かく，抵抗性もよく，鉄棒などの

運動に対しても十分に耐えている.移動性も良好で、あっ

た

このようなわけで，再手術を必要とした例は l例のみ

である.植皮片の機能を知覚の商よりみると，全例が触

痛覚を獲得している.温 ・冷覚は 2fJUに認めなかったが，

これは植皮片の生着の思かった例だった. 2点識別は検

索し得た症例のほとんどが指部で 6 ~ 7mm あり ， 正常

な知覚を得ている BPB法による発汗試験では， 3 fJU 

が陽性だった いずれも術後 4年以上の例である 皮膚

温は植皮片が反対stlj岡部より低いもの 11例，高いもの

8例，同じなもの 1例だったが，図 2のようにほとんど

の例が土0.5
0

C の範囲にあった

手の便利さは，いずれも健側と同様である.たど，整

容上の問題として，全例が柏皮片の色調に不満を訴えて

いた 今後考えなければならない問題だと思う.

最後にm皮ffl~について，我々は全例胤径部ないし大腿

上部より遊隊全用組皮片を採取している これらの部か

ら最小 3.3cm2，最大 39cm2の植皮片を採取している

が，採取後の恋皮部の廠痕は線状となり，ほとんど目立

っていない
ードード
1
ト

l

質 問 茨木(新大整形)

Volarの burnscar contracturcに対し，新潟大学で

は過去約 20例 websterの internalpedalから植皮して

いる.その予後では，柏皮部がどこなのかわからないほ

どであるので東洋人で特に色の黒い人には本法を考I菌、し

てよいように思うが

発 言 務官(京府医大整形〕

移樋皮片の術後色素沈着の問題は，手術を受けた個々

の人にとって気になるものである
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48.有茎植皮弁の知覚獲得の椎移について

奥津一郎 二ノ宮節夫 巌琢也

阿部績 南条文昭*

有茎植皮弁の知覚獲得についての報告は，旧くは 1934

年 Davisら，新しくは 1973年，本邦の難波によるもの

があるが，今回我々は，過去 10年間に前腕および手指に

対して行なった有茎植皮のうち，追跡可能て-あった 55

症例 58皮弁に対し，痛覚，触覚， 圧覚，温冷覚，部位

識別能，二点識別能，発汗試験，皮膚電気抵抗試験に関

してその遠隔成績を検討し，一部の症例jについては，そ

の推移を経時的にしらべたので報告する(表 1). 

検査方法

痛覚は， 3gmの痛覚計，触覚は， 1 gmの vonFrey 

Hair，圧覚は， 2gm圧覚計を，それぞれ用いた 温冷

覚は，試験管に温水および冷水を入れてしらベ，部位識

別能検査は 1gm von Frey Hairでふれた後，その部

位を被検者に指摘させることによってしらベた 二点識

5JIJ能検査には，ノギスを用いた 発汗テストは，桜井-

Montagra法発汗テスト紙を用い， 1文府電気抵抗は，テ

スターで測定した.なお，各知覚の獲得率は，E主介面積

に対する知覚獲得の而積の害1]合で示し，優，良， ;11，不

可に分けた. なお， i部位識別能および二点識別能検査

は，触覚獲得領域内で行ない，識別可能かどうかをしら

ベ，また， 二点識別能検査の成績は，手掌および指腹部

に有茎植皮を行なったもののみで判定した 演説時間の

関係上，今回はその概略を述べる

結 果

1)年令的検討 :10才ごとに年令を区切り， 各成績を

検討したが，痕例の少ないためもあり， 20才以下では，

成績に差をみなかったので，これを一括して取り扱か

い.20才以上の症例と比較検討した.

20才以下の症例は 1年以上の追跡例について述べ

る.痛覚，触覚， fftl位識別能の獲得はきわめて良好であ

るが，圧覚， 混冷覚は，これに劣る. また， 10mm以

下の二点識別が可能な症例は 55%てあった

21才以上の症例について. 1年未満の症例に比べ，

* 1. Okutsu， S. Ninomiya， T. Iwao， 1. A旧 東京大学整

形外科 F.Namjyo:虎の門病院形成外科〔⑤107東京都

港区赤反炎I町).

表 1.検討対象.

18 18 3年8ヵ月

21才以上 37 40 1年10ヵ月

L示 そ!立1 1前腕部 |ZJ副ZJキ

表 2，年令よりみた知覚獲得成績(優秀例〉

JY之三1 20才以下 21才以上

78% 22/28 

71グ 20/28

50グ 14/28

18グ 5/27

75グ 21/28

33か 3/9

痛覚

触 覚

圧 覚

温冷覚

部{立 ;~性別能

二人1，;、 l識別能

88% 14/16 

7511 12/16 

62ρ10/16 

69ρ9/13 

75グ 12/16

73グ 8/11

表 3 最終的な知l党獲得成績における皮弁のi'}-さと

知覚獲得の関係

皮弁の j亨さ

厚 め 手量 め

痛 党 93% 14/15 79% 22/28 

触 党 87 13/15 50 14/28 

圧 覚 40 6/15 54 15/28 

温冷党 38 5/13 35 9/26 

部位識別能 73 11/15 67 18/27 

二点識別能 38 3/8 46 6/13 

[話傍×叩oJ

1年以上の経過症例では，痛覚，触覚の獲得は良好で，

おのおの，優 78%，71% であった. また， 圧覚 ・温冷
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党はこれより劣っていた.触覚が獲得された領域で‘の部 の回復が周囲より皮弁の中心に向って認められることか

位識別能は良好であり ，全症例の 75%は識別可能であ ら皮弁周閤組織の癒痕の程度と関係があろう したがつ

った二点識別能については，時間の経過とともに改善 て十分に周囲搬痕組織を切除して，植皮を行なうこと

する傾向が少なく，ほ!.:'10% の症例が 10mm以下のこ が望ましいと思われた.

点識別が可能であったにすぎない.

20才以下と 21才以上の症例の優秀例をまとめると， 質 問 三浦(名大分院整形〕

一般的に若年者の成績がすぐれており，特に温冷覚およ 有茎皮弁における知覚の回復は受皮部の状況が最も関

ぴ二点識別能に関しては，著しい差が認められた.知覚 与していると考えられる.その点に関しての調査があれ

異常は 20才以下では 7人 39%，20才以上では 8人 ばお教えいた工きたい.

20%に認められ，むしろ若年者により多く発生してい 上羽(京大整形〉

る また，手掌倶u皮府移植例，感染t:1)に植皮を行なった どれぐらいの大きさの 日apまでが有用な知覚を得る

ものに多かった(表 2). と考えられるか

2)皮弁の厚さと知覚獲得の関係 1年以上の最終成 赤堀(岡山済生会病院整形〕

績で評価すると，痛覚，触覚は厚めの皮弁てー，回復がや 有茎皮!内移布11皮弁では知覚鈍麻に比し知覚過敏の少な

与すぐれていた(表 3) い原因はなんであろうか.

3)知覚獲得の]1阪序:痛覚の獲得が最も早く，触覚， 発 言 難波(長崎大整形〉

圧覚，温冷覚のl願におくれる. また，温冷覚について 我々の調査では flapは freegraftよりも知覚過敏が

は，冷覚のほうが早く回復するとし、う印象を受けた. 多く，いまのご質問の意見とは逆で、あった. しかし，こ

4)知覚の獲得方向:周囲より，皮弁の中心部に向つ の知覚過敏は testのうえの過敏であって，移植皮膚の

て回復し，植皮部の母床よりの知覚神経の再生傾向は， 総合的な感覚獲得という点からみると flapは freegraft 

認められなかった よりすぐれていることはもちろんであるーまた flapが ← 
5)採皮部と，知覚獲得成績との関係:特に認められ 知覚を獲得するために主要する期間は， bedによって一定

なかった. しないと思うが 1年半から 2年と考える.

6)受皮部の状況と知覚獲得の関係:多少存在し，電 Flapまたは free graftの感覚獲得は問。pientarea 

撃創や感染創においては不良て、あった. に支配される.神経，血管柄付き皮弁の場合も，皮弁に

7)発汗と知覚獲得の関係 :発汗の認められないもの ついている神経と皮弁の reClplentareaの両方の影響を

は，一般に知覚の獲得も不良で、あった. 受けるので移他部に神経支配が多少でもあるときは，

8)皮膚電気抵抗の所見:知覚獲得開始以前より，周 日apは両者の支配を受け， switchngが起こったとあや

囲の皮膚と大差を示さなかった. まることもある.

9)知覚回復開始の時期:痛覚，触覚の獲得は，皮弁 回 答 奥津

切離後 3~4 カ月のころより認められ， ほ!.:' 1年で最終 1)知覚回復の方向について:我々の経過観察症例に

成績に到達しその後には著しい改善は認められないよ おいては，すべて皮弁の周悶より知覚の回復が起こって

うであった. きている.母床底部より (Ex.皮弁の中心部〉の回復

考察 傾向がみられたものはなかった

最初に痛覚が回復して〈るのは，痛覚が，特定の受容 2)受皮部の状況と知覚の回復について :電撃宣1)等，

器をもたないこと ，また，細い神経線維ほど周囲組織か 周囲組織の神経および軟部組織の損傷が大きいと考えら

ら皮弁内に早く進入してくることと関係があろう.特定 れるものの，知覚の獲得は怒い 知覚の回復の方向から

の受容器を有すると従来考えられている触覚，圧覚等の 考えると，母床底部よりも有茎植皮を行なうときは，周

知覚の回復は，これよりおくれるが，特定受容器の再生 囲の組織を十分に新鮮化すれば，より良い成績が得られ

のための時間的す.れとも考えられる 一方，回復の良 ると思う .

い痛覚神経終末に対するある刺激闘値が， 移植皮膚で 3) 回復の早さについて:初めの 3~4 カ月聞は，皮

は，触覚あるいは圧党としてとらえられていることも考 弁周囲の搬痕組織を神経線維が通過するのにH寺間がか L

えられる

皮弁の知覚獲得が，電撃創や感染創で劣るのは，知覚

るため，知覚回復の傾向はみられないが，その後は， 1 

カ月 10~ 15 mmくらいの速度で回復する.

ト

←ー
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4)皮弁の大きさと知覚回復について:我々の所では，

大きいものは 10x15cm くらいのものを行なっている

が，回復は悪くない.前項 3)て、述べたような早さで回

復すればこのくらいの大きさでも約 l年から 1年半で皮

弁中央まで回復する た工し，前項 2)で述べたように

適切な周回組織の新鮮化が条件となる.

5)有茎皮弁における知覚異常の発生は 21才以上 20

%. 20才以下 39%に認められた. むしろ若年者に多く

発生していることは神経再生の能力の差の面から考え興

味深い.しかし時間の経過とともに知覚の異常は軽快し

ていき A.D.L上問題となる症例はなかった.なお知覚

異常と して多いのは痛覚過敏で，温冷刺激や触刺激を痛

覚として感じるものである

49. Vincula (腿紐〉の電子顕微鏡的観察所見について

荒井孝和 機部鏡 堀部和好 郎松寿*

Vinculaは腸管を栄養する腸間膜に相当して，舵の栄

養をつかさどる血管を含んでおり，舵への血液流入路と

して， さらには損傷腿修復時にはたす血液供給路とし

て，この Vincula中の血管の重要性が指摘されている

また. no man's land内での屈筋腿断裂に対して，最

近，屈筋)此!附革fJがほ工健常の府例には. Vinculaを温存

し，腿. )陀粕への栄養を保ちつ叫此を修復せんとして，

断端相互の directsutureが行なわれ良い成績をあげて

いる 今回我々は. Vincula横断面を電顕的に観察し，

手指構成組織の一部としての Vinculaの立義を形態学

的な面から考えてみたい.

舵移植術などの手術時に採取した Vinculalongaを

グノレタールアノレデヒド ・オスミウム酸にてこ重固定し，

Vinculaの横断面が得られるようにエポン包埋し超薄

切後，酢酸ウラン，タエン酸鉛にて二重染色し，電子顕

微鏡的に観察した.

Vinculaの表層は滑脱細胞により被われ，その下屑に

はほ工全周にわたって縦走する小血管が密に輪状に配列

している 中央部には Vincula中で最も大きな|今径を

有する 1本の小動脈 (Vinculararteryと呼びたしうが

縦走していて，その周囲を平滑筋層，線維性結合織層が

取り囲んでいる.以下これらの各部位についての電顕的

所見を述べることとする.

最表層を構成する滑膜細胞は. 1 ~ 2 層 ， 所によって

は数層をなしている.これらの細胞の配列は粗で互いに

* T. Arai. Y. Isobe. K. Horibe. S. Kyu 東京医科歯科大

学整形外科.

t 

， 1 
ふ

図1.

a. Vincula外壁を桃成する滑膜細胞は煽平ないし立方形

を呈している 滑膜下層には多数 の毛細血管 (Cap)がみ

られる N:核. Cp:細胞突起.L:阪Hj'iJ.佳， C: !謬!京線維.

b 滑膜細胞の鉱大像 よく発達した粗面小胞体 (Er)と，
Pinocytotic Vesic1e (矢印〕がみられる N:核.

接することなく，細胞聞に存する細胞間基質ともども

Vincula外壁を形成している(図 1a).この所見は関

節滑膜にみられる所見と同様である. しかし通常の関節

滑膜では.A型およびB型細胞の両者がみられるのに反
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図 2

a 滑膜下層に輪状に並ぶ毛細血管群の一部を示している.

内皮細胞から血管内腔に向かっての細胞突起(矢印〉が著明
である Bm:基底膜，N 核 b. VinclJla中にみら九る

神経線縦 Ax:軸索， Sch: Schwann細胞 C. 同組織の

拡大像で，Schwann細胞に囲まれて軸索(Ax)がみられる.
矢印 syhapticvesicle. 

し， Vinct山 の部では粗面小胞体の良く発達したB型の

細胞がそのほとんどを占めている(図 1b).細胞の型

は，線維芽細胞に類似して扇平のものから立方形に近い

ものまで種々である.これらの滑膜細胞の細胞膜辺縁に

は多くの Pinocytoticvesicleがみられ(図 1b，矢印)，

また細胞質突起が著明である(図 1a， Cp). 

滑膜下層には約 20~30 本の小血管が輪状となって配

列し，縦走している(図 1a Cap，図 2a) その太

さは内径約 5~20μ である.手術時の駆血操作のためと

思われるが，その内陸は狭くなっている.血管内皮細胞

はたがし、に interdigi tateして連なり Fenestrationは

みられない.核は大きく 形は不正である(図 2a， N) 

血管内腔に向かつて多くの細胞突起がみられる(図 2a 

矢印).細胞質内には微細な線維が良く発達しており ，

図 3

a. Vinculaの中央を縦走する小血管 (A)と縦走および横

走する平滑筋細胞層 (Sm)を示す E・磁性線維 b 血管
内皮細胞 (End)は細胞突起 (CP)割前P員に向つてのばし

ており，厚い基底膜(矢印〕により被れている C.血管を
囲む厚い結合織中にみられる弾性線維束 (E)ー C・修原線

維.

ribosome 頼粒，粗面小胞体も認められる. 内皮細胞周

囲はほ工会周にわたって基底膜により被覆されている

(図 2a， Bm).内皮下層の弾性線維束の存在は今回の

検索でははっきりしなかった 内皮細胞は間質方向に向

かつても多くの突起をだしている.この内皮細胞周囲を

1 ~2 層の平滑筋細胞が取り囲んでいる.

Vinculaのほ工中央部には，内径約 0.1mm の小動

脈，Vincular arteryが 1本縦走している(図 3a， A). 

その内皮細胞は前述の滑膜下層の血管と同様連続性に配

列しており， 細胞質内の微細線維， 多数の Pinocytotic

vesicle，間質に向かって根をはるように長く伸び、た細胞

「
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質突起(図 3b， CP)などが特徴ある所見である.厚

い基底膜(図 3b，矢印〉をへだてて， 4 ~5 層の縦走

する平滑筋細胞群， さらに 4 ~5 層の横走する平滑筋細

胞群が血管内皮を取り囲んで中膜を形成している(図 3

a， Sm). 血管内径の太さに比して，これを囲む平滑筋

層の厚いことが， Vincular arteryの特徴といって良い

ようである.内弾性板は観察できなかったが，平滑筋層

のなかには多くの弾性線維束が見出され，特に縦走する

平滑筋群と横走する平滑筋群との聞には，弾性線維が帯

状に走行している(図 3a， E). このいわゆる蝉性板の

部を平滑筋細胞の細胞突起が貫いている所もある.筋層

の外には， H参原線維と線維ないし線維芽細胞とが密につ

まった厚い結合織性の層があり Vinculararteryを保

護しているようにみえる. この厚い結合織性被膜内に

も多量の弾性線維束がみられる(図 3c， E). さらに

20~25μ の太さの神経線維も 2 本 ， この結合織性被膜内

に見出されるが，すべて無髄性である(図 2b， c). 取h

索内には synaptic vesicle (図 2c，矢印)， neuro日la-

mentがみられる. 滑膜下層の 小血管群に混在して径

5~1O μ ほどの神経束が数本みられるが， これらもすべ

て無髄性である

以上， Vinculaの横断面について，その電顕所見を述

べたが，中心を走る小動脈 Vinculararteryの血管壁

は多量の縦 ・横走する平滑筋と多量の弾性線維により構

成されていて，その収縮性，伸張性に対処していると考

えられる.また艇の位置覚などを司どると思われる神経

も Vinculaを経て)陸許jにはいりこむことが明らかとな

った Vinculaについては従来とかくその存在が軽視さ

れていた感があるが，改めてその存在の重要性を再認識

すべきと考える.

追加 ・質問 福岡(慶大整形〉

我々も舵への血液供給等の役割について今年の総会に

て発表した. Vincula longaには支持組織としての鍵様

構造をもっ腿様部と，腿への血液供給を司どる膜様部が

あると考える 電顕レベノレで、腿様構造があるかどうか，

また舵へ続く血管はどちらにあるか. さらに Vincula

long と Vinculabrεvaとの血管構造の相違について教

えていた立きたい

回 答 荒井

1) Vincula中央を走る小血管周囲を謬原線維， 弾性

線維の密につまった厚い結合織層があるが，挺の構造と

はや L異なるようである.

2)中央を走る径約 O.lmmの小血管が腿!鞘にはいり，

腔，縫鞘を栄養するものと考えられる.

3) Vincula brevaの電顕像の結論はまだ得られてい

ない.

50.慢性関節 リウ マチ手指変形に関する回筋腿滑

膜炎の役割 (第1報〕

長屋郁郎 南場宏通 宇野雅久

衛藤義人 神谷守 雄 千田豊*

慢性関節リウマチ患者で手折の変形は種々の機能障害

の原因ともなり，変形発生の予防は重要な問題である.

従来 buttonhole変形， swan neck変形発生の機転に

ついては， MP 関節， PIP 関節の滑膜炎が主因で，

intrinsic M の走向異常とその拘縮が重要な役割を演じ

キ1.Nagaya， H. Namba M. Uno， Y. Eto， M. Kamiya. 

Y.Senda・国立各古屋病院整形外科(-m460名古屋市中区

三ノ丸4-1).

この予防には MP関節， PIP関節の synovectomyが

有用であるといわれていた しかしながら長期間リウマ

チ患者を追跡してきた経験より，これら変形の発生進展

には，関節炎，仲筋機構ばかりでなく，屈筋艇の腿滑膜

炎もかなり関与していると推察される症例があることが

わかってきた. また，本邦においては，イ中筋腿屈筋鍵の

滑膜炎の発生頻度は低く，その程度も軽いといわれてい

たが，注意して観察するとその頻度も決して低くないこ
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とがわかった.そこで今回，屈筋腿腿革~í炎: (腿滑膜炎〕

の発生頻度を調査したので報告する

調査症例は当科リウマチ外来通院患者中より 250例を

選び，他覚的検査にて明らかに腿滑膜炎を有する症例に

つき統計的調査を実施した.

成 績

阪t滑膜炎の発生頻度は 250例中 144例 557指 (57.6

%)に確認した.各指別では左右とも，示指，中指，似

指， 環指， 小指の順で好発し， 左右差はほとんどよい

が， ~、くぶん右側に多いようである. リウマチ活動期で

activityの高い時期には， 2 ~ 4 指に同時に滑膜炎を認

めることが多いが actlvltyの低い緩解j切には， 1 ~ 2 

指に noduleをふれる例が多い.固定した変形を有する

例では大部分に屈筋艇滑膜炎を認めた 手術症例 5例に

ても，明らかに健滑膜炎の存在を確認し，中 3例には

MP関節との交通像を認めた 結論的には指変形の原因

の主は MP関節 目P関節の関節炎であるが，変形の

1341 

固定化には屈筋脆F滑膜炎が重要な役割を演ずるものと推

定される.

質 問 光安(九大整形)

R.A.の手の変形には，関節病変とともに Tenosy-

novlllSを加えた鍵病変による dynamicforceの役割が

あると考えるが， Swanneclく変形，ボタン穴変形とに

Flexor Tenosinovitisの病態にそれぞれ特徴的な関連性

があろうか，

回 答 長屋

指変形 Swanneck変形， Botton hole変形発生には

MP関節， PIP関節の関節炎が生体をなすのはもちろ

んであるが， long f1exerが関与することも無視できな

い.私見では， long f1exorの癒着廠痕が変形の進展の速

度に闘係していると考えている 屈筋鍵滑膜が両変形に

関与する率は今のところ不明である.

51.手関節部における屈筋腿損傷の治療経験

←ー

宝積豊 山口智 槍山建宇

佐々木崇 須藤成臣 横井勅洋水

我々は昭和 37年より昭和 48年までの 12年間に手関

節部の損傷を 47例経験した これらを Verdanの方

法に従って分類すると Carpaltunnel内の損傷 Zone

6が 30例，Carpal tunnclに近い Zone7での損傷が

17例て‘あった 受傷時年令は 2才から 61才に及び10才

未満は 6例であり，平均 31.2才て、あった. 性別では，

労働災害によるものが多いため 38例と圧倒的に男性

に多かった.左右差は特にみられなかった.

これら Zone6， Zone 7での損傷の受傷原因は表 1

のごとくであり，ガラスによるものが圧倒的に多かった

が，電気鋭によるものが9例と多いのが注目された.

損傷の程度により表 2のごとく 1，2， 3群と分けた

Zone 7では浅指屈筋舵までの断裂で 3群が 13例と大部

分を占めていた 1. 2群に属する深指屈筋)院に及ぶ多

* Y. Houzumi， A. Yamaguchi， K. Hiyama， T. Sasaki， 
M. Sudo， T. Yokoi:横浜市立大学整形外科.

数挺断裂は 4例と少なく，術後成績は良好であり ，

Zonc 7での損傷は問題が少なかったので， Zone 6で

の臆断裂例について主に検討した.

Zone 6 での損傷例では 2 ~ 5 指までの屈筋胞が断裂

した 1群は 8{7Uあり，浅指屈筋)此と深指屈筋胤'がそれぞ

れ 2 ~ 3 本断裂した 2 群が 15 例で、あった 3詳は深指

屈筋)健まで達しない比較的浅い部分での損傷で 7例あっ

た Zone6では手指属筋腿断裂に加え合併損傷として

は， 1群では全例に正中神経が断裂し骨傷を伴ったも

のが半数みられた 長母指屈筋腿の合併は l群で 6例，

2群で 8例あった

今回 Zone6での損傷例でらllowupできたものは

26 例であり，術後 2 カ月 ~10 年で，平均 3 年て、あった

術後経過の短いものは 3群に属するものが多く，経過良

好例で、あった.1. 2群の多数健損傷例はすべて術後6

カ月以上経過したものを対象にした

ト
ト
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P
E

トーー



表 1.受傷原因

整形外科 1974年 11月1342 巻 25・号 13

Zone 7 合計

t
i

。。
A
性

A
U
1

表 2.

1 Zone 61 Zone 7 

1若手浅指肌紡監t 深指凪筋匝l:，す
べての断裂

[長母指屈筋舵断裂 6 
合併 JTE中神経断裂 8 
損傷|尺骨神経断裂 5 

L骨傷 4 

2群浅指肌筋Ilillおよび深桁刷筋JJitI 
の 2~3 木断裂 | 

r J孟lせ指屈筋!此断裂 8 
合併 J1F.'I'.r押t経断裂 2 I 
損傷 IJミ 1 I 

l'l'f' 時五 2 I 

3群浅指JITI紡IYttおよび深fi1Jill筋の |
l 木断~
浅 f旨周筋!附および神経断~
神経のみの断裂

8例 l ~J 

7(列 13例

r、h
cl ~n' 1 30例|ロ

表 3.Zone 6の術後成績(指尖手学問ur雌〉

10凹 1CID 2凹 3叩 4CID 5Clll 6αD 7αB 

1群 1 

2群 4 4 2 2 

3群 6 1 

手術方法は大部分は浅桁屈筋肢~を切除したがなかには

そのま L放値したものもあった.深指屈筋)院は Bunnell

法で端々縫合した.長母J行屈筋!腿は端々縫合と遊日ff~lhl!移

植術がそれぞれ半数を占めた.

成績の判定は， 1， 2群では神経損傷の合併が多く ，

回復状態がまちまちで‘あったため，握力， Pinchカ等の

判定は困難であった また各指の分離動作も困難なもの

が少なくなく，今回は示指~小指が同時に自動屈曲した

ときの指尖手学問距離をもって判定した

この成績は表 3のごとくであり 3群は予想;!したとお

り成績良好であった.全例 2cm以内であり， 7例中 6

例は Ocmで‘あった. 2群では 14{7lJ中 10例が 2cm以

内であったが特に不良なものが 2例みられた. 1群では

ばらつきがあり一定の傾向はなかった.

1. 2群について，手術時期と成績との関係をみる

と，一次的に手術したものは 2群で 3例あり ，骨傷を伴

ったものを除くと Ocmで、あった. 3週間以内に手術し

たものでは後療法に失敗した 1例を除くと. 1， 2群と

もに 3cm以内で、あった 2~3 カ月で手術したものは

2鮮に 4例あり，全て 1cm以内で、あった 6カ月以上

経過して手術した 4例は 4cm が 1例で 他は 2cm以下

で、あった. このように我々の症例ででトは手術時期と成綴と

のl関潟係でで、は一定の傾向は得られなかつた しかしし，他院

て

が縫合されたり仇'太い Wireでで、骨骨，折部もろとも縫合され

て'当科で再手術した 1群の 2例は成績不良であった.

受傷原因と成績との凶係をみると，電気鋸によるものが

6例あり，このうち 4例が成績不良て、あった.他の原因

によるものは比較的良好て、あった.電気鋭によるものは

腿およびその他の軟部組織の挫滅，また症例によっては

合の損傷が強いことから当然の結果と思われた.

そこで骨傷を合併した 6{7Uについて検討すると， 3{日l

は成績良好であり ， いずれも受傷後 5カ月以上経過し

て，二次的に舵縫合〔端々縫合〉したものであった 他

の3例は一次的に l虻縫合した症例で，成績不良であっ

た.

この結果から推察すると，症例が少ないので断定でき

ないが，骨傷を合併した Zone6での多数!舵陀断裂例てで、は

骨の修復が完成し拘縮がなくなつたH与剖j朋切(受傷後数カ

月〕まて

れる.受傷時ゴ年|ド二令と成績との凶係をみると， 10才未満

の症例ではすべて成績良好であった.

ま とめ

1)昭和 37年から昭和 48年までの 12年間で Zone6， 

30 例および手朕JRi'i部に近い Zone7.17例を経験した.

特に問題のあった Zone6での多数l陛断裂について検

討した

2) Zone 6で術後成績を左右する因子として次のこ

とが考えられた.

④受傷原因は電気鋭などによる高度の挫滅を伴う例

では成績不良なものが多かった.(1)損傷腿の多いもの

ほど成績不良例が増す傾向があった.@骨傷を合併し

ているものでは早期に腿縫合した症例はすべて成績不良

で、あった.④誤った方法で初期治療を行なって，再手

術したものはすべて不良であった.
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3) Zone 6での鍵断裂例では. clean cutで損傷腿の

数が少なければ，手術時期は術後成績に影響していなか

った.

4)高度の挫滅を伴う多数臆断裂，特に骨傷を合併す

る症例では，什傷が十分に修復し拘縮がなくなる時期ま

で，たとえ半年以上待っても，早期に手術した症例より

はるかに良い成績を得た.

質 問 内西(度大整形〉

手根管部の多数)比神経損傷は，治療がなかなか困難

である我々は clcancutであれば sublim.を切除ののち，

腿， 祈神1経同時に.cr叩1I目凶s

しし， 二次的に)腿凶修復を行行Bなつている 可及的 p戸nma剖ry

52.遊離植皮を行なった手指伸筋腿損傷に

の応用Silicon rod 対する

」

ト
ト

1「ト
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裕*矢部内西兼一郎

の輸を示す皮府隆起をみたが 3週にてほど消失し平坦と

なる.術後 4カ月で rodを抜去し完成した pseudo-

sheath内に長掌筋粧を遊離移槌する. 術後 6カ月にて

MPJ の可動域は 154~120 0 となり軽度の伸展および屈

曲制限はあるが ADしは著明に改善された.

症例 2.47才， 主婦.昭和 47年4月30日自動車が

横転し， 右手背および前l腕挫創， 右示環指{中筋腿を挫

滅，断裂する.近医で意iJ処置ののち手背に遊離皮膚移舶

を受ける 昭和 47年 9月26日当科を受診する.示 ・環

図 1

手背皮l仔を含め広範な軟部組織損傷を伴った仲筋腿の

再建は，従米有柄枢i1:主術を施行してのちに腿移板iを行な

うことを'ffi・としている.最近我々は primaryresurfacing 

として遊離植皮を行なった同疾患例 5指に対して

Silicon rodを帰入し，さらに一定期日の後に腿移備を

行ない，満足すべき結果を得たので報告する.

症例 1.35才，男子. 会社員.昭和 46年 10月22日，

綿打機に右手関節より末梢を巻きこまれ，母指開放'I~J

折，示仁|こ1指を中手骨中央高位にて切断され，手背は広範

な皮脂欠損があり，環指{中筋鍵は欠損する.近医にて示

中指の院rr端形成後， 昭和 46年 11月 30日母指 MPJ固

定および手背への中間層遊離植皮を行ない昭和 47年 1

月20日当科を受診する.環指 MPJは120度の屈曲位を

とり自動伸展はまったく不能である 47年5月30日，

環指伸筋腿欠損に対し，遊離植皮々下に Mfすから手関

節部まで直径 3mmの Siliconrodを2本並列して図 1

のごとく 3条の短かし、横切より挿入する.術直後は rod

鴇田征夫

* 1. ~Tokita. K. Uchinishi 皮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.

repamがよいものと考えるが.神経， 提などの手術時

期，成績はいか立であろうか?

回 答 宝積

Caspal tunnel内の多数)健断裂では特に電気鋸などに

よる軟部組織の挫滅の強いもの，中でも骨傷の伴う症例

では，一次的に神経縫合， EE縫合(浅指原筋腿切除〉お

よび骨処理をしたものは概して成績は不良であった.こ

れに反して骨傷も治癒し，拘縮のない時期(受傷後 6カ

月以後)に二次的に腿縫合を行なった症例のほうがむし

ろ良好な成績を得ている.したがって挫滅の高度のもの

で多数臆断裂例では神経のみを縫合し， 二次的に舵縫合

したほうがよいと思っている. 今後腿縫合の方法などの

改善により成絞はかわってくると考えられるが.
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図 2

指の MIワ はそれぞれ 148
0
，126

0
の屈曲位をとり自動

仲肢はまったく不能である.同年 11月 22日示環指の手

背遊離植皮片直下にそれぞれ 4mmの Siliconrodを

挿入する. 3カ月後 rodを抜去し pseudosheath内

に長掌筋腿を用いて遊離腿移植を行なう.術後 1年の現

在示指環指 MPJ の可動域はそれぞれ 158~124
0
， 160 

~180 0 と著しく改善している.

症例 3.27才，男子.工員.昭和 47年8月 3日， 印

刷機械に右手をはさまれ，右手背挫創，示環指伸筋艇を

挫滅，断裂する. 同年 11月8日当科を受診し， 遊離皮

膚移植を行ない， 3カ月後直径 4mmの Siliconrodを

挿入する.さらに 3 カ月後長掌筋艇にて遊離車~移植を行

なう. 術後 1 年の現在 MPJ の可動域は示指 180~118 0

，中指 180~120。 でかつ両指の独立伸展も可能であり，

患者は原職に復帰している(図 2). 

考察

重度手指損傷の鍵再建に対し Hunterらのいう人工艇

を用いた twostage procedureは近年一般化 されてい

るが，大部分が noman's landにおける 屈筋腿修復例

'1;"1'刊 1

号~苦言ミ者室議詮予
ーーーーーーー... 

4，j'l仰12. 3 

-- ~盛王~寺事字 4爾す苛雷、》
-ーーーーーーー...... 

図 3.Silicon rocl折入 による皮W，皮下組織の

remodelling 

である Hunlerは1111筋l院修復， 腿移行術の応用も述べ

ているが，いまだその臨床例のくわしい報告はみない

通常，手背の挫滅，挫創によりj陀損傷が高度で皮膚欠損

を伴う場合， 一般にはまず遊離皮膚移植により pnmary

resurfacingが行なわれ， 後に二次的有柄皮膚移植，皮

弁切離，さらに数カ月後に鍵移植という 4段階の手術が

行なわれる 我々は前述のごとく， Silicon rodの応用に

より 3段階の手術で前者に遜色のない成績を得た.この

方法により手術回数を l回節減できるばかりでなく，手

術侵襲も少なく roclj可i入後移植までの間， 患者は軽作

業に従事できる また生着し，問11じんでいる比較的良好

な遊離植皮片を切除し有柄植皮を行なうことは恵皮部に

廠痕を作り関節拘縮を惹起しかつまた心理的，経済的

に負担がきわめて大きいことを考えれば， この Silicon

rodの応用は大いに利用価値ある方法といえる.

技術的には Siliconrodを基底と密着した遊離値皮片

下に掠:入するため，多少の困難さはあるが，前述のごと

く 2 ~ 3 カ所の短い横切を加えて順次挿入することによ

り血行不良の遊離植皮片の壊死は予防でき得る.症例 1

では伸筋血~の楕円形の横断面に合わせて 3mm の rod

2本を並列して挿入したが， tubeのつぶれもなく， rod 

による皮府隆起が平担化することを知った.この経験か

ら症例 2， 3ではや与太めの円形の 4mmの rodを使

用して， より tubeの大きい pseudoshealhを得た.こ

の平坦化とし、う皮下組織の remodellingは腿移値後の

tubeの管腔保持のうえで，きわめて好都合である(図

3). Pseudosheathの完成する約 3カ月の鍵移植の待

機期聞をおくことにより tubeのつぶれもなく十分な

excurslOnを獲得している.

質問 渡辺(新大整形〕

鍵移植を行なう場合は皮膚の状態は移動性のある血行

の良い皮膚であることが大切だと恩われる 遊離皮膚施

行部位にあえて腿移植を行なわれることについてのご見
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解をうかぽいたい.

山内(11頂天大整形〉

Silicone rodといっても，形状，太さ，硬さなどで，

臨床成績に大きな違いがでてくるようである.この点は

どうか.

回 答 鴻問

1)渡辺先生へ:手背の挫創で2例は 他院ですでに遊

離植皮を行なわれたものであり，他の l例は Siliconrod 

を応用するため，あえて有柄にしなかった.患者にとっ

て freetedon gra仕 を行なうために有柄皮膚移植をす

ることは心理的にも負担が大きいので， こ与に Silicon

rodの応用の Meritがあると思う.

2)山内先生へ Swansonのかたいスパゲティ型の

rodを使用した.始め管!益の太さを保つため伸筋腿の形

に似せるため 3mmの rodを2本並列したが，そのた

め盛りあがった皮府は 日attになり， そのため， rodに

よりできた tubeの腿移植後のつぶれはないことがわか

ったので，それ以後は 4mmの rod 1本を使用した.

53.上肢における末梢神経損傷

一一 ことに骨折 との関係について一一

小田良之輔 平沢泰介 中 谷勝 也

藤田隆生 諸富武文*

骨折に合併した末梢神経損傷は，その頻度は少ないが

無視してはならないものである. しかし，臨床的には骨

折のみに目を奪われて見逃されやすく，また発見されて

も損傷状態の把担や予後の判定に困難を有することが多

いものである. 一方，末梢神経損傷の観点からその合併

症としての骨折をみると，諸家の報告のごとく末梢神経

損傷の成因としての骨折は最も多いものの 1つである.

今回，我々は昭和 38年 5月1日よ り昭和48年 4月30

日までの 10年聞に当教室を受診 した末梢神経損傷患者

508名のうち， 上肢における神経損傷で直接または間接

的に宵・折と関係を有したもの 58名， 11% について統計

的観察を行なった.

男女比は 3 1と男子に多く ，神経別頻度は筏骨神経

損傷が 31例と半数以上を占めていたことは Seddon， maryのものは 33例， 57% であり ，Secondaryのうち

古谷らの報告のごとくであり，尺骨神経損傷がこれにつ 術後に神経損傷の発生したものは挽骨神経 12例のみで

ぎ，正中神経損傷は 6例にすぎなかった.これを骨折別 あり ，骨折治療中のギプスによる圧迫麻揮は正中神経 l

にみると，上腕骨穎上骨折が 17例と最も多く，次いで上

腕骨下 1/3の骨折が 14例と多かった(表 1). 

骨折に伴う神経損傷の発生機序により表 2のごとく

Primary， Secondary， Delayedの3型に分類した pn-

本R.Oda， T. Hirasawa， K. Nakatani， T. Fujita， T. 

Morotomi (教授〉・京都府立医科大学整形外科

ドー

表 1.

|境骨 |正中 |尺骨 |計
神経神経神経

上腕骨頚部骨折 1 1 

上腕骨骨幹部骨折く中央部
5 5 

下 1/3 14 14 

上腕骨瀬上骨折 5 2 10 17 

上腕骨外頼骨折 4 5 

上腕骨内頼骨折 3 3 

前腕骨骨折 5 3 4 12 

手根骨脱臼骨折計

言十 31 

トー

ト
ト

r
Fι=

例にみられたにすぎなかった.

これらを神経別にみていくと境骨神経損傷では上腕骨

骨幹部骨折が 19例と多く， このうち下 1/3の骨折が 14

例と約半数を占めていた このことは Holstein，野村ら

により強調され，その理由として，解剖学的にみて焼骨

神経が外側上腕筋問中隔を貫通する点に一致するので煩

「
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表 2.

機骨神経

竺ー後」ギプ二
成績

表 3.

保存的療法 手術的療法

苫 |有 lゃ|無

計 I 33 I 12 I 1 I 12 I 58 

12 有
効 l効 |効 i効

正中子中経

尺骨神経 使 骨 神 経

尺 骨 神 経

正中神経

3

4

2

 

n
4
n
4
 

Fhu 

Primary: 骨折l時前後に発生したもの

Secondary: 'I'J' JJrJJII!.氏l十』に発生したもの

Dclayed: 'll折後長期間たって発Fιしたもの

[3[8[6[2[7[4[9[1 

傷直後より正中神経麻j専を認め牽引療法を受けるも整復

傷を受けやすいとされている. されず 7日後本科へ転医.再び牽引療法するも整復不

症例 1.23才，男子.乗用卓どうしの衝突にて受傷 十分であり，麻稗は次第に強くなり，受傷後 10I:l自に

し左上腕骨々幹部骨折.第 3骨片を認め受傷直後より定 機骨動脈の博動を認めなくなり，直ちに観血整復術，神

型的使骨神経麻縛が発生 3日後に観血整復をかねて神 経剥離術および上腕動脈の血栓除去術を施行し，著効の

経の検索を行なうと第 3骨片により徒骨神経の圧迫を認 回復をみた.

めたのてで、これを2強在復し Ku叩nt町s託che町r釘にて固定しTたた二よ.術 尺廿神経損傷でで、は p戸rllna町ry 9 {例F列リと比較的少なく，そ

後 1カ月でで、麻1縛i専草はほ r回復しし， B断r口川lt山tlS山h 口metho吋dをもと の内市訳tは上腕骨!頼願上廿折 3例，内!穎i願領，廿折2f例F列U，~前íJ腕骨骨

にして作成した我々の判定2基t左E司埠準Ijてで、は著効の成績であっ 折 4仰jで、あった. ーブ'j，delayed， すなわち上腕骨!創部

た. 骨折後に外反肘を話して発生したj星発性麻痔が 12例と

症例 2.44才， 男子. 交通'Jc故にて右上腕'丹下 1/3 全症例の 20%を占めていた.

の ' 1~1・折. 救急病院にてプレート固定を受け，術後より俄 症例 6.32才，男子. 5才のとき， 左上腕骨外!lKl竹

廿神経麻体が山現 3カ月後麻仰の回復が得られず本科 折，これが偽関節となり外反11ナを呈する.約 2カ月JiiJよ

へ転医 プレートによる圧迫をi認めた症例でや1I経剥離 ・ り尺骨神経支配筋の筋萎縮および固有知}i領域の匁l党鈍

移動術を施行し， 6カ月で著効の|百l復をみた. 麻を認め来院.尺甘利1経riiJ方砂行術を施行し，や L有効

症例 3.13才，女子 石段より転絡し左上腕竹下 1/3 の成績であった.

の骨折. I立ちに観Ifll整復を受けたが，術直後より桃廿神 さて， British mcthodを基準として foLlowupでき

経完全麻叫が11¥現し本科へ転医 2週後に再手術を施行 た 40症例について予後調fEを行なった yl・射麻痔な ど

し，焼'討1'fll経が Wireにて完全に絞仰されてお り神経縫 に比較して全体的に予後は比較的よいが，巡発性麻粋の

合術を要した症例である 麻簿の回復は l年後に著効の 多い尺骨神経損傷は予後の怒い傾向を示していた(表

成績てあった 3). 

次に正中神経損傷では Collcs 'I'J'折による 3 例と~頭上 '白・折に合併する神経損傷には neurapraxia，axonot-

骨折による 2例がみられた meSlSが多く予後は良好であるが完全麻停があれば

特殊な例として neurolmeSlSの可能性は強く，早期の観血的検索が必要

症例 4.19才，男子.単車にて転倒し受傷直後より となる.また神経は断裂，牽引，圧迫，校蛇，癒着など

正中神経不全麻縛を認めた接骨医にて治療を受けたが の種々の機序によりJ:l.l傷をきたすために損傷状態の把撮

手関節部の疹痛および麻癖の回復がみられず本科を受診 や予後の判定は困難であるから，保存的療法で神経再生

し，月状骨を中心とする手根骨脱臼骨折に合併した症例 の徴候がなければできるだけ早期に観血的療法にふみき

であった. るべきと考える.

症例 5.9才，男子.転倒して左上腕骨穎上骨折.受
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石 上 義樹*

表 1 麻痔の出現時期.

|境骨神経糊|正中神経胸

初診時 9 

徒手整復後 1 

観血自力整復術後 I 

I 12 I 

左海宏夫有原康次

L 

」

「
』
R
B「
』

Eh--'r・... ，
 
..
 
EE胃
也

----E
h---E--B--PE.‘tLr'ド
』
炉
p

はいえないが，

(図 1a). 

正中神経麻癖例は，ほとんどの例で高位麻痔を呈し

た特に， FCR， FPL，示指の profundusは完全に麻

癖し intrinsicにも麻痔を認めた目経過中に，母指と示

指の屈曲障害だけが目立ち，一見 MotonSpinnerの指

摘した前骨間神経麻薄を疑わせるかのような症例もあっ

たが， Sublimisを検すると麻燐を認め，知覚も障害さ

れていた(図 1b). このような，母指，示指の屈曲障

害の回復は遅れる場合が多かったが，これは，肘関節前

方での前FI~ 間神経枝成分への損傷がより高度であるた

め，回復も完全変性型の経過をとり，母示指の屈曲障

害が目立つのであろうと考えている.

骨片転位と損傷神経との関係について

末梢骨片の転位状態と損傷神経との関係については，

前田(1935) と片山(1939)が，尺側への転位では挽骨

神経麻痔を， t;~側への転位で、は正中神経麻癖をきたしや

すいことを述べているが，その詳細についての報告はな

14 

運動枝に比し， 軽度な場合が多かった

計

小児上腕骨穎上骨折に合併する神経損傷は Volkmann

拘縮に代表される血管神経損傷に比し，比較的しばしば

ば認められるものである Volkman拘縮に比し，その

予後は良好な場合が多いが，神経損傷が非開放性損傷で

あるため，その予後が予見しにくく，治療方針の決定に

困惑させられることもしばしばある.今回，我々は，当

科および一部関連病院で経験した神経麻焼合併例に検討

を加えたので報告する.

症例

昭和 38年 4月より昭和 49年 3月までの 11年間に経

験した 13才以下の小児上腕骨頼上骨折 157例中，神経

J床癖を合併したのは 26症例である. うちわけは，

侠骨神経麻癖 12例 正中神経麻痔 14伊j

で，尺骨利i経麻癖例は 1例もなかった.また， 2神経以

上の同時損傷例は皆無で，全例単独麻癖例であった 合

併頻度は 16.6%(26/157)で，諸家の報告に比しゃ与

高頻度であった.

麻痩の出現時期について

表 1に示したとおりだが，続骨神経麻痔例は初診時す

でに麻癖を認めたものがほとんどであった 症例の中に

は他医で、徒手整復操作を受けたものもあるので，必ずし

も，すべてが受傷直後より麻癖があったかどうかは不明

だが，特にJ憐骨神経の場合は，受傷時の高度の骨片転位

により，一次的に損傷を受けやすいと考えられる.

一方，正中神経麻痔例は，初診時，徒手整復後および

阿部宗昭

そこで我々は 26症例の初診時の X線像の検討を行な

った.続骨神経麻1専をきたした屈曲型骨・折の 1例を除

く， 他の 25例 はすべて定型的伸展骨折であった. 側面

像では，全例，中枢骨片は前下方へ，末梢骨片は後上方

への転位を認めた.当初，中枢骨片の官ij方突出の著しい

ほど，正中神経は損傷を受けやすいと考えていたが，中

枢骨片がIHi告を買いた開放性骨折の 2例は，いずれも撹

骨神経麻煉をきたしており，必ずしも中枢骨片の前方突

出の程度と，損傷神経との相闘は認められなかった.

経過中に発見したものが，それぞれ同頻度て、あった.正

中神経麻縛例は，注芯;しないと麻仰を看過することもあ

るが，徒手整復時にm傷したり ，屈曲位固定による前方

からの圧迫によっても麻jJ¥iを生じることがあることを示

唆するものであろう

麻痩の病像について

腕骨神経麻癖例では定型的肢位をとり，手関節のや11

筋，指伸筋，母指の伸筋l洋はすべて麻痔を認めた.回外

筋は全例に検査を行なってはいないが，麻痔した例が多

かった 知覚障害は症例によりm傷程度が異なり一概に

ホ M.Abe， K. Arihara (教授)， H. Sakai， Y. Ishigami: 
大阪医科大学整形外科
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a.焼骨神経麻痔例.
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一方，前後像では，表 2Iこ示すごとく，末梢骨片の転

位方向と損傷神経とは一定の関連が認められた すなわ

ち末梢骨片が尺側へ転位すれば，続骨神経麻簿を(図 2

a )，続似uへ転位すれば正中神経麻癖を生じやすい(図

2 b) 

このことは，解剖学的な神経の走行とも関連してい

る.すなわち，侠骨神経は外後方より憐骨神経理事で上腕

骨に接して前方に出てくるため，末梢骨片が尺側へ転位

すると，中枢骨片の遠位端で圧迫を生じやすくなる.事

実，骨折に対する手術時に挽骨神経の sur~ical explora-

1974年 11月

a. 

b. 

図 2.Case of the Radial ncrve paralysis 

tionを 3例に行なったが，所見は共通しており，末納

骨片の尺側転位による伸展と ，中枢骨片の遠位端での圧

迫，挫傷であった.

一方，正中神経は尺側より前方にて‘てくるため，中枢

骨片の前方突出に加えて，末梢、骨片が俊側へ転位する

と，中枢骨j十による圧迫を受けやすい.他方，尺竹神経

は，肘関節部で，直線的走行をと るため，いずれの方向

へ転位しでも，損傷を受けにくいと考えられる.既報告

例でも，尺骨神経麻痔例は 2， 3の例外はあるがまれで

ある.
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Recovery of the Paralysis 園田ーーCasesof Conservative Treatment 

----Cases af Surgical E叩loration

o Time 01 Recovery Bcginning 

暗 Time01 Surgical E叩lorationMonlhs 
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図 3.麻痔の回腹状態.

麻療の回復について

26例全例に完全な回復を認めた そのくわしい経過

については，記載の十分な 18例について述べる(図 3)

回復の始まりは，鋭骨神経麻緋例て、は ECRを，正中

神経麻痔例では FCRを示棋にした.1ft骨神経麻梓例で

は 1カ月前後で回復を始め. 5カ月以内に完全に回復し

たー神経を explore した 3例と ， 保存例とは特に差は

認められなかった.

正中神経麻J!)i例では侠骨神経麻癖似lに比し，回復の始

まりも，完全回復もともに遅れる傾向があ

る.症例によって神経への損傷程度が一様

でないため，一概にはいえないが，損傷部

位から筋支配に至る距離の差によるもので

あろうと考えている.

正中神経麻痔例では 1~2 カ月の経過

観察で回復がないため. 3例に surgical

explorationを行なった. 3例とも術後 3

週以内に回復の始まりをみたが， neurolys日

によるものか，たまたま，回復の時期が一

致したのかは，症例が少なく結論を保留し

ている. 3例とも断裂はなかったが，前方

からの綴痕でかなり強く圧迫を受けており

(図 4).2 ~ 3カ月で回復のない症例には

surgical explorationを行ない，圧迫を 除

去 したほ うがよいと考えられる.

まとめ

過去 11年間に経験した 小児上腕骨骨折

157 f7lJ中， 神経麻痔を合併した 26例につき検討を加え

た.麻痔神経は機骨，正中神経に多く，尺骨神経麻痔例

は 1例も経験しなかった.続'白神経は一次的に損傷を受

けやすいが，正中神経は，徒手整復，屈曲位固定などに

より二次的に損傷を受けやすい.骨片転位と損傷神経と

は一定の相関を認め，末梢骨片が尺側へ転位すれば機骨

神経麻湾を，続側へ転位すれば正中神経麻簿を生じやす

い.回復は全例に得られたが，正中神経麻痔例のほうが

より長期を要した.

図 4.Surgical Explo日 tion時の正中神経の状態.

liij)jは級決で，後方は中枢骨片の突出した部で圧迫を受けていた.
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55.手根管症候群の診断ならびに治療の検討

鳥居孝昭 阿藤行央 佐藤雅人

峰島孝雄 佐藤勤也キ

先に第 8回および第 11回手の外科学会総会において minordamageを把握できる電気生理学的診断法，特

私たちは手根管症候群における臨床的ならびに電気生理 に sensorynerve action potentialがきわめて有用であ

学的検索を行ない，臨床的診断法とともに補助的診断法 り，しばしば臨床的診断の及び得ないものを補足 し得る.

えしての電気生理学的検査法の重要性を報告した すなわち臨床所見の出現頻度を検討してみると ，必ずし

本症においても臨床的診断が補助的診断法に先立つで も全例に異常所見は認めないが， これに対して sensory

必須であることはいうまでもないが，今回は電気生理学 nerve action potentialは全例に異常所見を認めており

的検査法が，臨床的診断の及び得ないものをどの程度に その診断的価値は大きい(表 1).臨床所見の程度と，

補足し得るか， また，第 11回総会において述べたよう 電気生理学的所見との関係を比較してみると，臨床症状

に，本症を 3群に分類し，その治療成績についても合せ の強いものほど，電気生理学的所見も慈く，かなり密接

検討した. な相関関係を示している.

症例lは， 20~68 才の 71 例 90 子で， そのうち男子 7 治療方針の選択と治療成績

{日U，女子 64例で，両似IJ性 19例，右側 39例，左側 14例 治療方法をできるだけ客観的にきめるために私たち

であった. は， 臨床症状に電気生理学的所見を加味して， 本症を

検査方法臨床所見としては，筋萎縮，疹痛，自.他覚 mild case， moderate case，および severcaseの 3群に

的知覚障害 Tinel'ssign，および wristflexion testを 分類した.以上の分類から治療方法として mildcaseに

また電気生理学的検査法としては sensoryncrve action は保存的治療を， moderate caseには保存的治療および

potential， distal moter latcncyおよび routincE.M.G. 軽快しない場合は手術的治療を，また severcaseには

を用いた.Sensory nerve action potentialは，指神経 当初より手術的治療を行なった(図 1). 

表1. Relationship betwcen Clinical Symptom and Classi日ed

Gr出 ~ _[ Muscle atrophy I Pain 

Groups with Electrophysiological Findings. 

Wrist 
flexion test 

Mild cases 

Moderate c 

Severe c. 

43% 

50% 

60% 

W
4
U
A
W庖

'
i

qtu

『
u

ヴ，
。。。。

1 rl…~ent 1 Tinel's引gnImp 

W
A
V
A
V
A
 

ιu
ハU
P

O

O
E
n
u

n
y
 

71% 
70% 

94% 

62% 

67% 

77% 

を刺激し手関節郊で活動電位を記録してその波形，振巾

および伝導速度を，また d則 almotor latencyは短母指

外転筋における M 波の responsetimcよりおのおの検

討した

診断について

一般に本症の臨床的診断は比較的容易である しかし

ながら非定形的な痕例の診断はかならずしも簡単では

ないため匁J}i， 運動機能の客観的障害， ことに知党の

保存的治療としては， splints固定， carpal tunnel内

への steroidhormone注入および薬物療法等を，手術

的治療としては，手根横籾帯切離術を行なった そして

保存的治療を 46手に，手術的治療を 44手に施行 した.

今回は，これらの うち経時的 に観察し得た 39例につい

てその治療成績を検討した

平均経過観察知l聞は2年 2カ月で，最長9年である.

治療成績は臨床症状が著しく改善したものを good，中

キ T.Torii， Y. Ato， M. Sato， T. Mineshima， K. Sato (助教授〕 日本大学整形外料.



一般演題 1351 

NO.of 
Affected 

S.N.A.P 

Nerve 

S.C.V. 30m/ sec or more 29 -・・・聞圃・・・・・Jlm2s5μV 
Mild cases 

D.M.L. 5m sec or helow ec 

S.C.V. 30m/ sec or below 26 Moderate cases O:M.し 5m sec or more 
E ・E ・- ljmωse，c ，v 

S.C.V. unable to record 
35 Severe cases 

D.M.L. 5m sec or more 

S.C.V.: sensory conduction velocity 

D.M.し distalmotor latency 

J 2.5μV 
Imsec 

図 1.Classi自cationwith electrophysiological finding. 

ド表 2. Follow up results. 

Lfと
Conservative Surgery 

Mild I Mode目白 ISevere Mo吋der悶削a似t刊S … 
E Good 6 1 1 7 15 

一ーL=0UZ司6巳“白。c巴PL K L Fair 1 1 1 4 

。 Poor 1 

=，bよ納よe寸bロ-コo Reternto 
5 1 4 2 normal 

」H仏与UD 也=J4》C = 
Improved 1 1 2 4 17 

凶2-eu aq o Unchanged I 

等度改善したものを fair，改普ーを認めなかったものを

poor，また電気生理学的には， sensory nerve conduction 

velocityが正常に復したものを normal，術前検査より

10m/sec以上改善したものを improvcd，改善を認めな

かったものを unchangedとした.保存的治療を行なっ

たグルー プでは 88%が goodであり， また，手術的治

療を行なったグルー プでは moderatccaseで 88%が

good， scvcr caseで75%が goodであった(炎 2) こ

れに対して電気生盟学的検査所見は，正常の 80% すな

わち 40m/sec以上となったものは全体で 77%で，治療

成績の goodとはほ工同様の割合である しかしながら

完全に正常値となったものは 31% にすぎず，これは電

気生理学的にはなお subclinicalな障害のあることを示

すものと考えられる.

次に治療前の症状の程度と治療後の成績を比較してみ

ると，症状の強かったものほど治療後の成績も思いよう

である.

最後に術後経過について検討してみると，知覚，なら

びに運動機能が速やかに改善する症例と徐々に改善する

ものとの 2つの段式が認められ，電気生理学的検査所見

はこれらの知覚ならびに運動機能の回復と密接な関係が

認められた.そして手術的治療後症状が速やかに改普す

る症例は，術 lìíjの~I:t気生理学的検査所見て司 distal motor 

latcncyがほ X正常であるにもか Lわらず sensorynervc 

conduction vclosityが中等度低下している傾向 がある

ように思われる

以上のことから電気生J~ ll èf:検査法は，臨床所見ととも

に木症の診断ならびに'Ifi械効果の客観的な判定にきわめ

て有用であると考える

ド
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十
1
↑
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発言 ・質問 団烏(新大整形〉

私は Carpaltunnel syndromeの診断，病態や程度の

判定， decompression後の回復過程等は臨床的な Neu-

rological synからかなりよく把極され電気生理学的診断

によって実際神経学的診断以上の結果を得ることはむず

かしいと考える. 診断上一番問題なのは cervicalspon-

dylotic radiculo pathyとの鑑別であろう. この際は電

気診断が役立つと考える. 私は cervicalspondylotic 

な radiculopathyと carpaltannel syndromが合併して

いる と考えざるを得ない症例を経験しているが，どなた

か同じようなご経験をおもちの方はおられぬか?

回 答 鳥居

田島先生へ:1)損傷程度の分類は，当然のことなが

ら，臨床所見に電気生理学的所見を加味して行なってい

る のCervicalspondylosisの radiculopathy と本症

との区別は，臨床的には困難なことが多いが，電気生理

学的検査，ことに指手関節の知覚神経伝導速度により，

明らかに区別できる.

56.肘関節部における尺骨神経の Compression

neuntlsについて

阿部正隆 中島 大 青山和義 上徳善也*

尺竹神経のM関節部における compressionneuritisの

治療にあたり ，神経の releaseを必要最少限度にと rめ

るようはかることが治療効果向上のうえで要求されょ

う か Lる見地から，我々は 1971年以来， 16症例 17肢

に対して King& Morganの medialepicondylectomy 

および Osborneの divisionof triangular aponeurosis 

をそれぞれ単独あるいは併用して施行している.

これまでみられた報告で King手術も Osbornc手術

もその成績の優秀さが判明 している

しかし我々の数少ない経験からも King手術を

日rstchoi仰 にすべき症例と Osborne手術を firstchoice 

にすべき症例とがあるように retrospectlveに感じられ

た.

今回は，これまでに経験した症例を検討し，術前に手

術法の決定上参考となる点はなんであるかを明らかにす

ることを目ó'~としTこ

各症例の発病原因，権病j凶問等の概略を 表 lに示し

た.症例 1， 4， 5， 9は King手術を，症例 10，12， 

13， 15， 16は Osborne手術をそれぞれ単独に施行して

いる.症例 2，3， 8， 11， 14は King手術と Osborne

手術を併用して施行した.

ホ M.Abe. H. Nakajima， K. Aoyama， Y. Uenori 岩手

医科大学整形外科.

術前，術後の諸検査成綴は図 1に示すとおりである.

術前全例に paradysesthcsiaがみられたが，術後 2， 3 

日で消失あるいは著しい改善がみられた このように

King手術， Osbornc手術あるいはこれらの併用のいず

れにおいても欠陥は今のところみあたらない

しかし，本定の発生原因によって，あるいは発生部位

によって，これらの手術法を使いわけることが手術佼裂

を最少限度にとどめることにつながると考えている そ

こで 2， 3 の j~1二例をとり あげて説明すると ， t定例 1は外

反JHもみられたが，主な原因は)¥!"il神経潜の高さで， JJ.J 

頭内側縁の'行車Rにあることが rctrospectlve に考えられ

た.'íl~味が関節包を介して，神経を内後方から圧迫して

いたので本例は King手術の好適例と思われる 症例

10は術前診断が Osteoarthritisであったが triangular

aponcuroslsの levclで尺'IJ"神経を取り巻くように gan-

glionが存在し，これがや11経を圧迫していた(点 2).こ

の症例は ganglion揃:1¥ののち， Osborne手術て、目的を

達した なお Osborne手術の際1 aponeUrOSlSを undcr

layerとして縫合し， 神経はその表面に出している.症

例 9の場合は ，recurrcnt subluxatioll であるが，保存

的療法で改善がみられず，)H関節の運動の都度， recurr-

ent subluxationとそれに伴って， numbnessを訴えて

いたその機序からみて King手術が適当と思われた

Cubitus valgusに起因したとみられる症例は，症例 1を
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表 1. Case of neuropathy treated by operative procedure 

Ca州 o. I Age I Sex I Duration I Cause 

1 H. S 49 3 1m 

2 H.M. 56 3 lOy 

3 K. T. 51 8 ワ

4 M. T. 24 ♀ 15 Y 

5 S.恥f 43 8 4y 

6 y. T 57 8 つ

7 S. H 64 8 5Y 

8 N. T 57 ♀ 5y 

9 S. A. 55 8 2y 

10 T. K 33 8 1.5Y 

11 K. Y. 65 8 

12 R. H. 37 色

13 H. K 56 8 

14 H.K 56 ♀ 

15 K. H. 55 中

16 S. K. 47 色

17 C. 1 47 色

。:Medial epicondylectomy 

ム:Osborne's operation 

9Y 

3Y 

5y 

6y 

1y 

4y 

3m 

External condyle fracture。

Ext. condyle frac. X 

Osteoarthritis X 

Ext. condyle frac 。

Trauma (cubitus valgus)。

Osteoarthrit目。

Os teoarthri tis 0 

Osteoarthritis X 

Ext. condyle仕ac.O

Recurrent subluxation of the ulnar 
nerveO 

Ganglion6 

Osreoarthritis， Cubitus valgus x 

Osteoarthritis， Cubitus valgusム

Osteoarthritis， Cubitus valgusム

Osteoarthritis x 

Osteoarthritisム

Trauma (blow)6 

x Medial epicondylectomy combined with Osborne's op口 ation

a. b. 

I ~山operatlOn 

10-1971 

11-1972 

1-1973 

1-1973 

1-1973 

3-1973 

3-1973 

3-1973 

6-1973 

7-1973 

11-1973 

12-1973 

12-1973 

1-1974 

3-1974 

2-1974 

2-1974 

Mfcll: M. flexor carpi 1I1naris G.: Ganglion Me.: Medial epicondyle 

T.l.: Triangular ligamer】t U，n.: Ulnaris nerve 

図 1. A ganglion pressing on the ulnar nerve. 
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除いて triangular aponeurosisでのしめつけがみられ

るものが多く，これらは King手術と Osborne手術の

併用あるいは Osborne手術をまず行なうべきと考える.

なお， 併用手術施行例中症例 2， 3， 8， 11は apone-

urosisの近位に pseudoneuromaを形成し さらに

fascial bandの肥厚が著明で、あった.これは divisionの

のち， Osborneに従って神経の下で aponeurosisととも

に縫合 し，神経は皮下脂肪組織に包まれるよう にした.

ま とめ

16例 17肢について検討した結果， 原因，部位に応 じ

て手術法を選択することが必要であると考える.すなわ

ち，

1)本症の直接の原因が尺骨神経潟に 突出している骨

練など比較的近位に存在している場合 King手術が適

「
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表 2.Preoperative disorders & their results in cases of ulnar neuropathy. 

Parad yses thesis E王ypesthesi as Paresis Denervation Reinnerva- Slowed 
Restored 

Case No. 
Pre oP.! PO吋 Pre oP.! PO吋 Pre oP'! PO吋

Potentials tlon velocity velocity 
(pre op.) (Post op.) (Pre op.) 

1 H. S. + 十 + 
2 H.M + + 
3 K. T. + + + 
4 M.T. + + 
5 S.M. + + 
6 Y. T. + + 
7 S. H. + + + 
8 N. 1. + + 
9 S. A. + + 
10 T. K. + + + 
11 K. Y. + + less + 
12 R. H. + + + 
13 H. K. + + + 
14 H. K + + + 
15 K. H. + + + 

+ + + 
17 C. 1 + + + 

当と思われる.

2) Triangular aponeurosisの高さに存在する骨練，

ganglionなどが原因のときは Osborne手術が適応と

なる.

3) Cubitus valgusが強い場合， triangular aponeurosis 

の所で日brousbandが肥厚し， 神経のしめつけの強い

not done + not done + 
+ + + + 

not done + + + 
not done + normal + 

+ + + + 
+ + normal + 
+ + + + 
+ + normal + 
+ + + + 

normal + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 
+ + + + 

+ normal + 
+ + + + 

normal + 

ものが多い.これらのうち， ¥，、わゆる“pseudoneuroma"

が大きい場合 King手術単独では，}H関節屈曲位のと

き，神経の走行が pseudoneuromaの近位端で不自然に

折り曲げられる さらにこのような症例については，

Osborne手術単独でも神経の滅張効果が不十分なこと

が少なくないので，上記併用手術がのぞましい.
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57.筋電図からみた手根管症候群ことに上前腕部の

伝導速度低下のみられる例について

山野慶樹

森 口宮英

楠 I[敬

島 津 晃

広瀬 保

前野岳敏

松田英雄

橋本務

豊島泰*

手根管症候群の補助診断法として， 一般筋電図，誘発

筋電図M波および知覚神経誘発電位が用いられている.

我々は一般筋電図と誘発筋電図M波の検査を routmeに

行なってきた.

一般筋電図ではフィプリレーシ ョンの有無，収縮時の

スパイク放電の頻度および complexN M U voltagc 

や giantspikeの出現について検索を行なった 誘発筋

電図M波は正中神経を手関節部， )J、j部と症例により!妓街

部で supramaximalの刺激を行ない， abd. poll. brevis 

から双極針電極で導出し，終末伝導l時間とともに前腕部

の伝導速度の測定を行なった これらの症例中，前腕部

での伝塁手速度に中等度の遅れのみられた例は 4例であ

った

次に症例について述べる.

症例 1.58才， 女子 数年前から右母指の脱力感に

Ir. 右

ごと -..， ..... 一一

気づいていた.母指球部の筋委縮は顕著で，母指の対立

運動は障害され，正中神経領域の知覚鈍麻があり，母指

球部の一般筋電図では収縮時放電は粗であった.終末潜

時は 23msecで前腕部および上腕部の伝導速度はそれ

ぞれ 40mjscc，43mjsecと中等度の遅れを示していた

(図 1).手術時の所見では手根部の中枢似~では神経はや

や太く ，周囲組織と癒着しており，また手線管内で‘は細

く絞犯されていた.術後 1年 6カ月では終末伝導時聞は

8 m secで前腕部の伝導速度は 55mjsecとなっている

症例 2.54才， 女子. 数年前から右母指の弱力， 母

指，示指，中指の知覚鈍麻に気づいていた 誘発筋電図

M波の終末伝導時聞は 10mjsecで前腕部の伝導速度は

40mjsecであった(図 2).手術時所見は症例 1とほ X

同様で，術後 10ヵ月で終末潜時は 8.5m/sec，前腕部の

伝導速度は 61mjsecとなっている

4ド『ムー

41 m/由仁

66m/sec 43 m/sec 

パト斗ー
一一ノノ噂 司ーへ、ー一日『ι --園、園町--

40 m/sec 

54 m/sec 40 m/sec 

一一ノ/ー 一....，..._一一 J ド」
戸司旬4・‘・'噸』圃供、聞，岡... 

10m/世 C

5m/盟 C 23 m/田 C

図 1.Carpa1 lunne1 syndromc. 58才， 女子. 図 2.Carpal tunncl Syndrome. 54才，女子

* Y. Yamano (講師)，A. Shimazu (教授)，H. Matuda (助教授)，T. Moriguchi (講師)，T. Hirose (講師):川崎医科大学愁

形外科;T. Hashimoto (講師).M. Kusunoki， 1'. Maeno， Y. Toyoshima (助教授〉 大阪市立大学整形外科

ド

L 
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γJ3: 

↓一一
61 m/田 C

8.5m/sec 

図 3.Carpal tunnel Syndrorne. 54才，女子，

術後 1年 6ヵ月.

考察

1956年 Sirnpson，Lambertおよび Henriksenにより

用いられた誘発筋電図M波による終末伝導時間のd{IJ定は

一般筋電図検査とともに手恨管症候群の診断に routine

に用いて，有用な方法である 一般筋電図におけるフィ

プリレーションは Marinacciの述べるほどは出現せず，

むしろ complexNMU など Neurogenicな patternが

11安となる Gilliattら(1958)により用いられた知覚

神経誘発電位は病早期では有用であるが，手術的療法が

対称となる症例では多くの場介，導11:¥困難て‘あった.

我々は双極主I'';R極を用いて一般筋電図を搬り，次いで

阿部位から誘発M波を導出し伝導速度，終末伝ij:);時間を

測定した.また，健側および尺竹神経の伝導速度を測定

し，糖尿病その他による neuropathyによるものを除外

した.

手恨管症候群の診断には終末潜H与が，健側と比較して

1 m secの延長するものおよび 5III secを越えるもの

を有意の所見としている.この終末伝碍時間にはせいせe

い 6m sccまでのもの， 数 m secから 10msccまで

のもの， さらに 10msec以上の延長を示すものに分け

られるが，自Ii腕部での伝導速度の遅れを示す 4例は終末

伝導時間はいずれも 10mscc以上であった これら 4

j，i会例はいずれも女子で， 43~58 才(斗λJ~J 51才〉であっ

たー また，)8州以来数年~ 1O 年を経過しており， /I}:j行

球部の萎縮はいずれも著明て、あった.

手根管症候.t"l・に上肢での伝導速度の遅延する症例のみ

られることをすでに Thomas(1960)は報告しており ，

手似管郎の病変により伝導速度の速い太い神経線維が選

択的に遮断され，もともと遅い剤11い線維が伐存して，こ

の線維による波形が導出されるためとしている.我々の

症例 1においてもM波の導出はかなり困難で，導出され

た波形は持続時聞が 5rn sec程度で短く， ほ1:'qí.~の

rnotor unitからの波形が導出されていると考えられる

したがって上腕および前腕部の伝導速度はこの Ul11l の

速度とみなされる.また Craggらは突験的に神経を

雌滅して，中枢側の伝導速度が遅れることを報告してい

るが，手根管部での圧迫によりこれに類似したメカニズ

ムによる障害がどの程度起こっているか今後追求すべき

問題と忠、われる.

さらに終末伝導時間の著明に延長する点については我

々は手恨管部の圧迫のみでなく，この部では周囲組織が

l此など血行に乏しい組織であることから，この部位での

や1
'
経への血行が障害されていることもかなり関与してい

ると考えている.

これらの症例の手術後，いずれも伝導速度および終末

伝ìf~時間の遅延は回復してきており，また，母指球部の

筋萎縮もかなり回復していることから，手術の効果は認

められる.しかし， Nij後 1年半を経過した例て、も，伝導

速度ιi正常範間内にl旦l復しているが，終末伝導速度はな

お数 m/secと遅延している これは発病以来長期間を経

過していること以外に，神経内および周囲組織がかなり

級痕化していることが考えられ，この部での同復が必ず

しもー|・分でないことをかlわしめる.

手術~U寺の所見および術後の回復状態から，これらの伝

導速度の遅延を示す症例に対してはよれに子板籾帯の以JIJ日

のみでなく intraneuralの neurolysisも必要かと考え

られる.

以上，手根管症候群で上肢 i~1の伝導速度の遅延および

終末伝導時間の著明に延長する 4症例について考察を力11

えて報告した.

発言 服部(山 11大整形)

手相~管症候群と Cervica l Spondylosisの radiculopa-

Ihyとの合併例を紋近経験した 臨床所見および筋電図

所見，神経伝導速度以IJ定値などからどうしても合併と考

えざるを得ない抗fylJであって，まず，額制iの手術を行な

いj，i状は軽減したが， Hl'i.管tiJ凶作のJ9r見が残存したの

で 1カ月あまり後，手線管部の子術を行ない低状は著

効を示した.以上より I，IJ者の合併と認めた.

山野

手恨管症候群では診断に臨床所見が優先するが，同程

度の筋‘菱縮を呈する五l~例でも誘発M放による所見にはか

なりの差がみられる. 終末潜時が 10m/sec以内とこれ

以上に分けると，前者では発病後 1年前後までが多く ，
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後者では数年~ 10年におよびこれらの例の上肢の伝導

速度は正1ド神経で中等度に遅延がみられる また，手術

後の回復もかなり差がみられる. 他の神経疾，也、， Ccrvi-

cal Spondylosisなどと鑑別 にも mentalな神経支配を

考慮した一般筋電図や，反対側，尺骨神経の誘発M波所

見が参考となる
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〈手関節に関する問題〉

58.慢性関節リウ マチの手関節に対する動態槻影法の検討

鳥巣岳彦 川 忠rc人*

慢性関節リウマチの手関節のX線所見として，骨 萎

縮，関節裂隙の狭小化，エロジオン等は初期変化として

大切な所見であるが stageのす Lんだ手関節のX線写

真では，手段骨の焼屈偏位，尺側移動，沈下 等の所見

が，手や指の変形との関連において重要である.これは

MiJlroy (1966)， Shapiro(1968， 1971)， Phahle(1969)， 

光安 (1970)，Stack (1971)等の報告で，慢性関節リウ

マチの手関節に起こる俊屈偏位が指の尺側偏位の発生に

密接な関連性があることが明確となり，手関節のX線写

真の読影にあたり，たえず動態的観察が不可欠のものと

なってきたからである.

今回我々は Arkless(1966) が述べた動態撮影法を試

み，その観点より X線写真を検討したので報告する.

検 査 対象

当院外来に通院中もしくは入院中の忠者のうち，患者

の納得の得られた 39症例 72手凶節で，その手関節の破

壊の程度は表 1のとおりである.

Stage 2の症例が多いのは初期変化をとらえようと意

識的に外観上変形の少ない手を選んだためである 対照

として健康成人8症例 16手関節を加え検討した.

撮影方法

普通のliij後，横録影のほかに，最大背屈，最大掌屈，

故大協屈，最大尺屈{立にて撮影した.

前後撮影では前腕を囲内 ・巨|外中Ii-r]位より 10
0
回内さ

せ，月状ti.iこ入射点を置き条件は 50kup， 100 mA， O. 1 

秒で 100cm の距離より撮影した. 積一服影では 50回外

位にして 55kup， 100 mA， 0_ 1秒で同じく月状'百に入

射点をおいた.

結果

1 )月状'白 ・舟状骨間の離閃ならびにエロジオンにつ

いて

慢性関節リウマチの手関節では月状什 ・舟状骨問はエ

ロジオンの好発部位の 1つであり，間帯の弛緩も早期よ

元 T.Torisu， M. Kawashima 九州労災州l先狭形外科(事

800-02北九州市小倉区お原).

表 1 検査対象.

1 )慢性関節リウマチ

lStage2 I三竺3己竺土
'il 29人 (52手関節〉

O 10人 (20手関節〉

計 39人 (72手関節〉

2)健康人 8人(16手関節〕

8 

4 

12 

り現われるため，この間の離開は初期変化として意義が

ある.

2)月状骨の俊骨関節面よりのはみだしについて

健康成人の手関節では月状'行は挽屈{立で俄'11末端関節

面よりはみ山し， 尺屈位ではほ工完全に関節面|付に滑り

込みうまく適合する 一方，慢性関節リウマチの手関節

では最大尺屈位をとっても月状骨がはみ Il~ したま与の状

態であることが少なくなく初期より認められる所見であ

る.

その原因として， ① 関節破壊がなくとも炎症による

疹痛のため尺屈が制限されている場合， αJ月状rl
7
j・・焼

骨間のエロジオンのため月状骨の円滑な迎きが障害され

た場合， ゆ 月状骨 ・舟状骨聞が離間しその問に有頭骨

が沈下してきた場合， ④ 切J帯の弛緩， 関節軟骨のJH薄

化などで手根'骨が全体として尺仮IJに移動した場合，など

をあげることができる

なお関節内ステロイド注入を頻回に受けたことのある

手関節では，関節破壊が著しい場合でも意外に可動域が

保たれている症例が目立った

3 )遠位使尺関節の離開について

遠位協尺関節は慢性関節リウマチの好発部位である

が，背側への脱臼を前後像でとらえることはむずかし

く，また横綴影でも侠骨と尺廿との重なりは，少しの!政

{立の変化で容易に変化しその判定がむずかしい.

動態搬影で離開が認められたのは特に最大尺屈{立をと

ったときであり表 2はその関節数である.
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表 2.

~司節破壊の日孟71-凡らλ 1 SI叩 4
----- 程民 1 /" 1~ :;'~-~ ' ð-:': \1 所凡 ¥¥  |(49手関節01(11手関節)1(12子|見l節)

月状'lt・}il状 I'y問雌 I 17 I 5 I 2 
1Jl1ならびにエロジオ
γ 

月状'，'fの悦'ftよりの l 7 9 9 
はみだし

機尺関節自ff.l)fl I 8 2 3 

沈 F 7 11 

使骨迷{立|民JtwlniJミ側 8 10 
のエ ロジオ γ

手根号州側亜脱臼 | I 5 

月特骨の背屈{立強直 5 9 

4)手根骨の沈下について

Collapseあるいは sinkと呼ばれるもので，関節破壊

のす与んだ末期の手関節ではよく認められる変化であ

る.この沈下の起こり方として，月状骨 ・舟状骨の離関

した聞に有頭骨がめり込んでくる場合と月状什が挑骨関

節面の尺側に壊れ落ちてくる場合とがある.

この沈下の起こり方の違いが手関節の挑屈変形の発生

に大いに影響すると考えられる.

5)腕il関節商の尺側のエロジオンについて

月状骨 ・続'白・悶のエロジオンはしばしば認められる変

化である.この聞のエロジオンのために月状'iJ'の円滑な

運動，ヰ1iFに尺屈の際の動きが障害されてくると ，手|同次手

i恨)~.全体が挑屈してくる要因となると考えられ重要な所

見である もちろん月状骨 ・ 舟状'l~ 間に離闘があれば手

根骨全体の変化は多少異なったものになることは前述の

とおりである(図 1). 

6)手根骨の掌側亜脱臼について

末期の手関節は別として， t1~骨末端の尺似IJならびに掌

側関節面に多少のエロジオンや破嬢{象が認められても，

必ずしも手骨根の掌側への亜脱臼を伴つてはいないよう

である.すなわち外観上は亜脱臼があるようにみえて

も，横撮影では radiocarpal jointは正常な位置凶係に

ある例が多い.表 2の統計もそれを示している.

7)月状fj・の背屈位強直について

慢性関節リウマチの手関節では掌:屈制限がしばしば認

められる所見であるが， その主なる原因は i川 ercarpal

より radiocarpalの変化が強いため，その1mで運動制限

がまず起こり，特に月状'百，佼干i間のエロジオンにより

現fJ次FJ状骨が背屈位に線維性の癒着を起こしてくるため

である なお，横撮影においてほJ節裂|療の狭小化，エ ロ

ジオン等初期変化を適確に描出することは困難である.

図 1.

椀骨末端関節而の掌nllJに多少のエロジオンや破擦が認め
られでも， 横撮形では radio.carpalの位置関係は正常

に保たれている例が少な くない

考 察

手関節の15e屈偏{立は慢性関節リウマチにしばしば認め

られる変形であり，これが指の尺側偏位の 1要因をなす

ことが， Shapiro，光安， Stackらの報告で明らかとなっ

fこ.

ではどういう機序で抗原偏位が起こるのかが次に問題

であろう.さまざまな因子が考えられているが結局EZ約

すれば，遠位協)<(関節に初発するリウマチ性炎症でj亡す~j '

頭が背側に脱臼するとともに， 一方では discの破綻で

尺側籾帯が弛緩する結果， )込側の支持が弱化し，手線什

が侠骨遠位端凶節而の傾斜に沿ってg側に滑り，その紡

果，)'.!_側と焼側の筋力のバランスが痩れ俊屈偏位を起こ

してくると考えられるのである.その他慢性関節リウマ

チでは intercarpal より radiocarcalがより早自に破接

されやすいとし、う事実も憐屈偏位の大きな要素であると

思われる.回内位で・は挽側よりの背屈が行なわれるとい

う解剖学的条件や，慢性関節リウマチでは早期より前腕

の回外制限が起こりやすいということも，上記の理論に

有利な条件で ある. また， Backdahl が caput ulnae 

syndromeの中で述べているように，遠位俊尺関節の disc

の損傷と尺側籾帯の断裂で，多くの症例に手関節の焼屈

偏位を認めたとし、う報告もこれを支持するものである.

しかしこLで問題になるのは じnshiedがし、うように

手線骨の尺側移動が挑屈偏位のための必要条件で、あるか

どうかである 我々の調査では手根骨全体の尺側移動が

起こっていても，有頭什が月状肯・ ・舟状'11'問にめり込ん

できた手では脱原変位は起こりにくいようである

Shapiroの統計もこれを支持している

最後に手.tJi骨の悦}瓜偏位や尺側移動を論ずる際に，
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掌側への脱臼の因子をどのように 処理するかである.

Straubは手根骨はまず尺側に脱臼しこれが中手骨の境

屈偏位を起こす 次いでー掌側に脱臼してくると述べてい

る.我々の動態撮影での検討でも，末期の手関節は別と

して，手根骨の尺側移動や俄Ja位変形が起こっても品質娠

影では掌側へのIIE脱日が明確でない場合が多く，したが

って手取廿の掌似IJ脱臼と桃屈偏{立や尺側移動との[Inに有

誌の関係は認められなかった.

結語

慢性関節リウマチの 72手関節について普通の前後 ・

績撮影に加え，焼屈，尺屈，守主屈，背屈の 4方向に動態

撮影を行ないその所見を検討した.この動態撮影法は普

通の前後像て・は抽出しがたいエロジオン等の早期]発見が

できるとともに手関節に起こる変形の発生機序の究明に

一助となり得ると思われる

質 問 三浦(名大分院整形〉

舟状骨，月状骨聞の距離はL 、わゆる習慣性舟状'i~')悦臼

にまで至らなくとも健常人でも国外位，回内位で相当の

相違がある この点に関しての知見があればお教えいた

rきたい.

長屋(国立名古屋病院整形〉

手|見|節変形の進展，特に尺側変位について尺側の制帯

弛緩が第 1袋素であるとのことであるが，手根骨のた:{llIJ

変位については挑側の滑脱炎による杭iJlIJ初帯の弛緩も重

大な要素であると考えている.この点についてX線的検

討からの知見があればお教え願いたい.

回 答 鳥巣

三浦先生へ : 舟状rl~J の露b きは手根'H'の中で最も複雑で

あり，舟状骨と月状骨の分離がどこまでが正常で，どこ

までが異常かの判定はむずかしいのはご指摘のとおりで

ある したがって我々はエロジオ ンの存存など他の所見

を合わせて離開ありと判定した

長屋先生へ :手根骨'が全体として尺側に移動するため

には徒側の初帯の弛緩も一因であるという君、見に賛成で

ある

59，恨性関節リウ マチ手関節の X線学的検討(第2搬)

.1!111 i知和 H. 磯部腕 荒井孝平1I

須 川勲 石::K:TIミ文*

我々は，第 16回日本手の外科学会において，311慢

性関節リウマチ手関節(以後 RAwrist) の単純X線像

と， 63 RA wristの Arthrography から手関節の syno-

vectomyの時期および方法について，我々の考え方を述

べた

今回は Ca中 alboneの位置異常を引き起こす一因と

して， scapho-Iunate intercarpal lig と焼骨学側に付着

する anleriorradio-internavicular-Iunate lig. と，それ

らの付着部および侠骨関節部の尺学{llIJの erosIOnにつき

単純X線像，手術所見，および子関節の解剖を加えて検

討した また ん lhrographyについては特に症状を認め

ネ K.Horibe， Y. Isobe (講師)， T. Arai， K. Sugawa. 
M.Ishizuki 東京医科歯科大学整形外科

ない各年令層の 96手関節と 136RA wristの造影像を

比較検討した.

1.単純X線像の検討

が~手根関節部において compressIOn erOSIOnを除く，

marginal erosionの好発部位は， 舟状'丹・(尺側)，月状

骨と挑骨掌側をむすびつけている籾帯の付着部に起こる

と考えられる 初JVJX線像で発見するには場所的に困灘

なことも多いが，現在のX線像を参考に過去のX線像を

みると Pre-erosionの状態をみつけることは困難では

ない.しかし初期の synoveclomyにおいてはこの部位

まで展開することはなく anteriorradio-inlernavicular-

lunalc lig.の状態を認めることはない 一方，Iatestage 

の手関節では，磁波され，その靭帯を確認することは不

可能である.
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になると考えられる さらに有頭骨は月状

骨舟状骨聞に陥入し，そのため，舟状骨

(尺{間Dは背側にねじるように回転して押

しあげられ，その結果，背宇方向のX線像

で舟状肯長I~hは短くなると抗ðllJされる.

一方， n!IJ面像においては，そのために舟

状骨は悦'I'J関節i伺に対して水平に 近づく

傾向を認める 図 1はその程度をぷわした

ものて、縦Ili"lは挑什'IIlhと舟状竹側l師像の中心

判lのなす角度 ()jj-状骨柄hとして表わした〉

である.横if!Ulは子関節の77屈のれ!込を焼竹

'I~hに対する第 3 '1'予骨7T側のなす角度でぶ

わしている.メ:線は正常の f~加角度の異な

る同一関節， 2枚のX線像の片j状竹角度を

むすんだものであり，背屈の角度が増すに

従って，舟状'it角度は減少する RA wrist 

では一般に正常手関節に比べて舟状骨角度

は大であり， RAの Stageの進行ととも

に図 1のごとく角度が増す傾向が認められ

る.また図 1のように最大尺屈位でも月状

骨が能骨辺縁よりはみでている症例におい

てはいっそう，苅;伏'11角度が増す傾向があ

る.

手関節に関する問題

。Stage 1 201刻印i

.. Stage II 55関節J

x Stage III 35関節

~最大尺届時でも刀状 tJ

が餓'I'J"尺i別端より尺fl!lJ
に伐 るもの
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その他，舟状什，月状骨聞の離聞は一般

に尺屈l時においてみられたが，その逆の症例もあり ，

RAの病像，病変部位の差異によるものと挑測される.

したがって RAwri sl では Pro~Supination の前後

像，fiX:大協尺原前後(象，側面の'1'間，~'t.・，背即位の 7 枚

のX線より手関節の状態を知ることができる.

2. Arthragraphyについて

RA wriSlの早期の状態を匁lり手術時期， 術式の参考

にするため 136RA wristの造影を施行し，表 1のごと

き結果を得た この表は前日発表した我々の分類方法で

個々の症例を Stageと Arlhrograνhy の関係で分類し

たものである.

次に正常手関節の関節造影を施行し，椀手線関節腔に

入れた ヨード剤の他関節股への流出の頻度を検索した.

対象は 3才から 96才までの正常子関節目名 96子関節

である 結果は表2のごとく 96手関節中 41関節， 42.8 

%に造彫剤の流LUを認め， これは年令の増加とともに

増加の傾向があり， このことから，小外傷， あるいは

Osteoarlhritis等の変化によるものと思われる. しかし

3才の Acrosyndactryの，也、者では両側ともに速位俊尺

関節に流出しており先天的要因も否定できない.

図 1.

このI(iJj帯の状態をみるため新鮮死体の手関節を解一1'11]す

ると ，Kaplan らの述べている radio-internavicular-

lunate lig.は舟状骨，月状骨聞の学側と悦骨関節部掌;

n!IJ (舟状'11'，月状'IHこ対する 2つの関節の中間部'引のllj)

の間にあり， その腕ザ:nllJには強同な Hcnleの初帯があ

る HcnleのI(!)j帯は舟状骨とまったく 19::1係なくその学nllJ
を走り有頭'目・と一部は刀状骨に付着している. なお，

scapho-lunat:e intercarpal Jig.の中央から背側にかけ穴

があいており，これは解剖l前に施行した造影所見と一致

していた.

RA wristにおいては， これらの初荷付着部に破壊が

起き，籾帯はゆるむ. 舟状骨の焼側は radialcollateral 

lig.等により強固に固定されているが，尺側では scapho-

lunate intercarpal lig.により月状骨と clorsalradio-

carpal lig.により徒骨背似11と， anlerior racLio-internavi-

culaバunatelig.により月状骨および椀骨'学側と固定さ

れているものの， 強固な Henleの切帯にはまったく閉

定されていない.前述の舟状骨尺側につく 3つの籾干tiは

比較的細くかっ薄いために早期に破嬢されやすい その

ため，舟状骨，特にその尺側は異常可動性を有するよう
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表 1.Arthrography of R.A. wrist. 
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A. 1n日e:Jldingor corrgated pattern of synovium. 

B. Communication between the radiocarpal and the radioulnar joints. 

C. Communication between the radiocarpal and the mid-carpal joints. 

D. Communication between the radiocarpal and thc carpometacarpaJ joints. 

E. Communication hetween the radiocarpal and the extensor tendon sheaths. 

(糾)Lymphangial signs in arthrograms 上図 ()がぶしている.

125 91. 9% 

111 79.5% 

73 53.7% 

17 12.5% 

30 22.1% 

37 27.2% 

表 2. Anhrography of normal wrist 1 
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No communication Total 

0~ 10 I 12 (12/14 85.7%) 
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40~60 I 8 ( 8/16 50.0%) 
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以上のごとく正常人の造影所見でもかなりの頻度に造

影剤の流出を認めるが，正常では RAwristに特徴的

な滑脱増殖所見，あるいは遠位焼尺関節の腫大， リンパ

管の造影は認められず両者の鑑別は可能である リンパ

管が造影される例は RAの炎症の強いものに認められ，

RA wrist以外には痛風性関節炎の 2関節にのみ認めら

れた.この所見は肘関節造影等においても同様であり ，

RAの炎症と相関関係が認められる.

結語

1) RA wristにおける carpalboneの位置異常の

一因として anterior radio-internavicular-lunate lig. 

scapho-lunate intercarpal lig の変化が考えられる.こ

の靭帯の周闘の骨破療により ，ゆるみが生じ，舟状骨は

proximalに rotationし側面X線像で焼骨軸に対して，

舟状骨軸が垂直に近づく. この傾向は RAの stageが

増すほど大である.
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2) RA wrist 136例の関節造影所見は第 l報とほど 認められたことから先天的要因も否定できない.

同様であった 4)他関節腔への造影剤jの流出は正常で、も，かなりの

3)正常手関節目名 96手関節に挽手根関節腔へ造影 頻度に認められるが，正常手関節では滑膜増殖所見，検

剤を注入し，他関節股への流出頻度を調査した.流出は 尺関節の腫大，リンパ管の造影は認められなかった.

年令とともに増加の傾向が認められたが， 3才の幼児に

60.アルトロ グラフィーからみた Rheumatoidwristの病態

一一特に滑膜切除術前後の変化を中心として一 一

立沢喜和 平沢泰介 山下文治 渡辺俊彦*

手関節の造影法が複雑な rheumatoidwristの病態の

把握，治療法の決定などに有用な手段であることは196!7

年 Ranawatらによって報告されて以来，本邦において

も我々をはじめとして 2， 3の報告が散見される ま

た， rheumatoid wristに対しても盛んに手術的療法が加

えられ効果のL、かんが諭せeられているが，術後，造影に

よって得られる多彩な病像はいかなる変化を辿るもので

るろうか.この方面の検索はまだなされていない.我々

は滑膜切除術を加えた rheumatoid wrist の 20関節の

長期jの追跡調査を行ない，また同時に術前後の造影所見

を比較検討した結果，興味ある知見が得られたので報告

する.

手関節に疹痛を訴える慢性リウマチ患者 77名， 137 

関節の造影所見を検討した結果， 7つのパターンに分類

することができた(表 1).なお健康人と同様な像を示

した例はわずかに 4関節にすぎなかった.撹手根関節腔

と遠位焼尺関節腔との交通{象を伴う両関節の凹凸波状

像， 拡張像が rheumatoidwristの早期より認められる

最も定型的な変化を示すものである 単純X線所見によ

っては抱えることのできない早い時期においても関節造

影によると， ① 滑膜の紘毛様増生および関節包の弛緩，

② triangular discの断裂および articularsurfaceの破

壊， ③ 関節制帯の弛緩，断裂， ④ 周囲肱~開への影響，

あるいは ③ 周囲リンパ管の状態を把握することができ

ることがわかった.

* Y. Tatsuzawa:松下病院整形外科(⑤ 570守口市日吉町

2-16); Y. Yamashita， T. Watanabe:京都府立医科大学

整形外科.

表 1.

Type of anhrographic finding 

1. Normal pattern 

2. Fine， corrugated pattern 

No. of wrist 

4 

126 

3. Radio-carpal & radio-ulnar comminucation 115 

4. Radio-carpal & mid-carpal communication 64 

5. Radio-carpal & tendon sheath 

commumcatlon 

6. Visualization of lyml>hatics 

Total， arthrogram 

14 

36 

137 

今回の調査対象は， 137の手関節のうち滑朕切除術あ

るいはそのうえ尺骨-末端切除術を加え，その後 2年以上

の追跡調査および再び関節造影を施行することがで、きた

19名， 20関節である.これらの 20関節のうち，早期の

2例に榛手根関節の滑膜切除術のみ，および 7例に悦手

根関節および遠位挽尺関節の滑膜切除を実施した 晩期

の 11例には尺骨末端切除を加えた. しかしこの 11例の

うち 9例は造影所見より焼手恨関節の滑膜切除は不必要

と思われたので手を加えていない.

これらの症例の術前後の造影所見を比較検討した結果

を代表的症例をあげて説明する.

1 )滑l民切除のみを施行した 9例のうち，症状の再発

が認められた 3例において挽手根関節腔を中心とした滑

膜紙毛増生像の増慈、がみられた(図 1). 

2)滑朕切除後良好な経過を辿っている 6例では一般

に椀手根関節腔あるいは遠{立挽尺関節腔の滑膜紘毛増生

像の軽減がみられた(図 2). しかも断裂手根籾帯の修

ー-

卜
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図 1.40才，男子.

首t朕切除術3年10ヵ月後， 症状の再発とともに造影所見

にて滑朕繊毛係l羽生所見が再び認められた.

図 3 術古ii.

滑股上松柏(担が認められるー

復像を忠、わせるものも認められた. しかし局所症状の

寛解と同時に滑膜増殖像の軽快が得られているにもか L

わらず，新たな手板問問帯の断裂へと進行しているもの

などさまざまて-あった ん liculardiscの断裂を思わし

める 7例に滑膜切除術を行なったが， 術後 discの修復

像が得られた症例はまったくなかった.

3)一方，尺骨・末端切除術をも加味した晩期の 11例

ではすべて，術前 triangular discの断裂を示す検手根

関節腔と遠位椀尺関節腔との交通像がみられたが，術

後，遠{立挽尺関節が造影されることがなかった これは

図 2.29才，女子.

滑膜削除約4年後，症状の軽快とともに術膜繊毛様i竹生
像と手線開靭有干の修復を思わしめる所見が得られた

図 4.

IJ:;膜切断:お よ び)~'，'1' --KV1i品切除後，遠(立1m亡|潟節!股が逃i与
されることはなかった

discが修復されたのではなく ，尺骨末端切除後，遠{立焼

尺|刻節が結合織で1ll換され，同関節が消失していること

を示しているものと忠、われる.これらの晩Jm例では続手

銀関節に滑膜切除に操作を加えなくても局所症状が忠化

することもなく，また滑膜増生{象の靖恵、も認められなか

った(図 3，4). 

考察

手関節造影によって rheumatoidwristの復雑な病態

を把揮することができた.さらに滑膜切除術前後の造影
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所見を比較検討した結果をまとめてみると ， ①局所症 晩期例でも尺骨末端切除術とともに徹底的な病的滑膜

状の改善に比例して滑膜紋毛様増生像の軽快がみられ 切除が行なわれるべきである.尺骨末端切除は，造影所

た.②術後良好な経過を辿っている早期例の中には断 見より判断すると，病変の著しい遠位境尺関節の劇出を

裂靭帯の修復あるいは新たに断裂へと進行しているもの 目的としたものであり salvage手術として価値のある

などさまざまて唱あった. しかし滑膜切除術後 discの修 手術である.

復を示す例はまったく得られなかった. ③尺骨末端切

除術を加えた例で‘は従来の遠位協尺日比一l節部には最早滑l良 質 問 長屋(国立名古屋病院整形〉

増殖はみられない 術前前後の arthorography の所見より，尺骨頭切除

以上の手術経験および造影所見より rheumatoidwrist の適応についてご見解があればお知らせいた工きたい

の滑膜切除術について考察を加えてみると，投手根関節 (特に早期例について).

および手根間関節の滑膜切除を早期に加えても再発がし 回 答 立沢

ばしばみられる.これは解剖学的に複雑で背側より病的 造影所見より尺骨末端切除の適応は決定しがたい.単

滑膜全摘出が技術的にきわめて困難であるためであろ 純X線像で遠位焼尺関節に関節症変化がみられ，臨床的

う.一方，遠位俊尺関節の滑脱切除術の予後は良好であ に疹痛を訴え，忠手でつり銭をもらいにくいなどの機能

り，早期より滑膜切除を積極的に加えるべき部位であり， 障害のある晩期例に適応があると考えている.

61.関節リウ マチ患者に対する手関節手術経験

森 義 明 上村正古 藤巻悦夫 菅谷修一

中井徹 大村和久 平沼晃キ

手関節は，関節リウマチの患者の寵患部位のなかで，

膝関節とともにおかされやすい|刻節の lつであり，疹痛

と運動障害のため， 八DLの低下をきたす例が多い.

このような症例に滑膜切除を施行するのであるが，尺

'円末端切除を併用すれば，さらに疹痛と回旋運動が改苔

される.

Darrachは， Colles骨折に起因する尺骨末端が背側脱

臼するのに対し尺骨末端切除により手関節の機能改善

されると報告して以来， RAに応用され，本邦でも幾多

の報告がなされてきた 我々も ，RA 患者に主にこの方

法を試み，良い結果を得た.また，腿裂合併例には，腿

形成術，関節破壊例には固定術を行なった.これらの手

術例を検討して報告する

ホ Y.Mori (講師j)，S. Uemura (教授)， E. Fujimura， S. 
Sugaya， T. Nakai， K. Omura: 昭和医科大学整形外科，

A. Hiranuma 日本鋼管病院整形外科 C~ 210川崎市大
島町 1-79-1)

調査対 象

症例は， 男子 4例， 女子 13例の計 17例 20関節，

年令別は 20才から 67才まで平均 49.8才，手術までの

擢也、歴は l年から 23年まで平均 5.9年 Stein brocker 

の Slage別は， 1 4関節，n 2凶節，J[ 2関節，lV 

11関節，術後観察期間は， 2カ月より 6年である.

術式は，①滑膜切除 3関節， ② 滑膜切除+尺骨末

端切除 11関節，③滑膜切除+尺骨末端切除+捺骨骨頭

切除 1関節， ④滑膜切除+尺骨末端切除+腿形成 2

関節， ⑤ 滑膜切除+尺骨末端切除+機骨骨頭切除+腿

形成 1関節，⑥滑膜切除十尺骨末端切除+固定術 3

関節である.

滑!艮切除+尺骨末端切除が大部分であり，尺骨末端切

除法も雑多で，長さ 1cm から 4cm に及ぶものもあ

る.また，運動障害が遠位境尺関節のみならず，近位債

尺関節にも障害が起因すると忠われた症例には焼骨骨頭

切除も併用した.

L 
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術後観察

術後観察は， 2カ月より 6年であるが疹痛，腫脹，運

動痛に対し著効を示す.可動域の変化は， 背屈， ~}~庭"

旋屈，尺屈が低下するが，回旋障害は改善された.イ巾筋

鍵裂合併例に)腿形成を行なった例は，いずれも経過良好

であった.続什切除例は，いずれも囲内位拘縮が強度の

ためだったのか，)q;痛の消失はみられたが，回旋運動の (18関節'-1')

改善は満足でなかった.鹿カは，増強される例もあるが

大部分は低下した. ている Darrachの手術は， Coll回 'I~・折の後遺症とし

X線的観察 ての尺骨の背側脱臼に対して行ない，機能障害，特に回

Stage 1から IVまで、の症例であったが，尺什末端切除 外制限の改善をはかるために試みたのである.

法も 1cmから 4cmに及ぶものもあるが，切除部位は RAは， RA特有なg'l'l'末端の背側脱臼が起こり，こ

最初は切除したま Lの状態で経過とともに断端は円型， の脱臼発生機序については本学会で発表されているとお

円錐型に変形する この経過は若年者ほど，変形が早く り特異な背側脱臼を起こす例が多い.境尺関節は，滑膜

きたす 炎が長く続くと荒廃し，関節の変形や鍵鞘滑膜炎により

尺側偏位を焼骨関節面と第 2中手骨の角度で計測する 腿裂を起こすこともある.単なる滑脱切除は， 尺骨掌似~

と， RA患者では Stageのす Lむにつれ減少をみるが， 商の滑膜切除が不完全になりやすい しかし Darrach

さらに手術施行例はさらに減少の傾向も示す手術直後 の手術を併用することにより完全な滑膜切除ができ， 尺

は，椀骨手根間，挽尺関節周囲の骨萎縮を認めるが，経 骨末端による機能障害が改善される 2つの利点を有して

時的に観察すると焼骨手根間関節裂隙の狭小化がす L いる.

み，次第に挑'自関節面の硬化像を示す.さ らに経過を追 手術法，特に尺i~l.末端切除の長さや'町民の処理法の報

えば， CM闘節裂隙の狭小化を示す例もみられた 告によれば，尺側偏位を防ぐために尺'白末端の処理法に

考 察 種々の工夫がなされ，支持組織である尺側々副靭帯を温

手関節の機能障害に対しての尺骨末端切除法は， 1880 存するため，尺骨茎状突起を残したり ，末端を円錐型に

年，Mooreによって初めて記載されているが，その後 試みたり している

幾多の発表があ り， 1912年 Darrachが本邦の術式と意 我々の症例は， 1~4 cm の切除であるが，この長短に

義について報告し，別名 Darrachの手術とさえいわれ 関係なく尺側偏位をきたしているが ADL ~，こは支障を

表1.術後成績.

(ー〉 (+) 

3例手墓 15例

17 

14 4 

痛

感 巌

巡動痛(運動制限)
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きたしていない て bearregionを coverできるし scarの関節内侵入

本学会や， リウマチ学会においても Stage1におい を防げる.また， loosing jointを妨げる. Capsuleの修

ては Darrachの手術をやるべきでないと 通説であった 復によって掌屈制限が起こることはない.なぜならすで

が， 我々の症例で， Stage 1 2例に Darrachの手術を に capsuleは synoviaの増殖により弛緩しているから

試みたが，術後 1年の経時的観察で軽度の尺側偏位の傾 である.

向を認めたが，これも ADLに支障をきたすほどの変 発言 ・質問 田島(新大整形〕

形をきたしていない.関節破壊例や不良肢位例には，閏 木野先生へ:私自身は RAに対する Syno、rectorr】yは

定術を行ない良い結果を得ている. 実際には capsulo-synovectomy を やっている. Joint 

本法において握力低下をきたす例が多いことは，握ぎ stabilityのために jointligamentsは残す必要があるが

りに際して支持，支点となるべき尺骨末端，支持組織の 真の capsuleを synovlaの parietalmembraneから剥

切除等が大いに影響を及ぼすので，術前に慎重に検討し 離することはことに小さな指関節ではむずかしいと考え

なければならない. ている.木野先生は jointligamentでなく解剖学的な

結 語 caf田uleを本当に残しているのか?

我々は RA患者 17例， 20関節に手術療法を行なつ 回 答木野

た.その主な方法は，滑膜切除と尺骨末端除法である. 田島先生へ:Radiocarpal joint および intercarpal

本法は，疹痛と回外位改善に対して効果がある. しか jointに横切開を加え先の細いモスキートで capsuleと

し手術により尺側偏位や握力低下をきたすが，いずれも synoviaを剥離する RAwristではこの剥離は可能で

患者の訴えとして ADLに不自由さはない. ある Synovia は軟骨，骨の移行部より capsuleを

proximalに温存して切除できる.Capsuleの修復はwrIst

の volarに敷布をおき wristjointや!..fIexIon pIsition 

で行なうが，弛緩した capsuleは切除することなく，

縫合時緊張を調節し縫合は 5~0 の Nylon (atraumatic

発 言 木野(名大分院整形〕

1) 単なる synovectomyをやっているのか capsu

losynovectomy をやっているのか また capsuleの

repalrをしているのかおたずねしたい.

術後の ulnardrIftや lunatum の ulnarshift は温

存した capsuleの修復によってある程度予防できるの

ではないかと考えている.また capsuleの修復によっ

1367 

← 
needle)にて行なった.

森

単なる synovectomyよりも Darrachの方法を併用し

たほうが十分な synovectomy が可能だ Capsulotomy

も行なう.

'
L
|
』」
七
』i
HE

症例

男子7例，女子 28例，計 35例で，右手関節9例，左

手関節4例，両側 15例の計 53関節である.手術時年令

は 19~65 才にわたるが， 40 才代~50 才代が圧倒的に多

く，術後調査までの経過は 5 カ月~6 年， その多くは 2

~ 3 年経過のものである.

62. RA 手関節部に対する手術症例の検討と反省、

南条文昭 広瀬 和 彦 河端正也 杉山正仲*

過去 6年間に手関節部に対しいわゆる Darrach手術

を行なった症例は 43例 61関節に及ぶが 8例は死亡そ

の他の珂由で除外し今回追跡、できた 35例 53関節につ

き，その現状に対して検討を加えたので‘報告する

" F. Nanjo， K. Hirose， M. Kawabata， M. Sugiyama: 

l}ëの門病院整形外科(~ 107東京都港区赤波葱町 2). 

ドー
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術後成績の検討

術前評価に関する資料が不足のため，今|司調査時の状

況の分析を，尺骨切除 3cm，2cm， 1.5cmの群，続骨・

近位端切除併行群に別け検討した.

1 )前腕回旋運動

尺骨端の切除量と関係なく改善され，53関節中回外

50例，囲内 45例は正常域を示 した 肘関節部に障害の

強い 3例では ROMの改善が得られなかった 焼骨近

位端切除併行例は全例良好であったことを考えると，近

位協尺関節の関与が想定される

2 )尺'!J'端について

症例の約 1/3に尺骨端の不安定性やクリックを認め，

これは尺骨端切除量とはさしたる関係がない.

手部の変形と しては 10~15 0 尺屈例が過半数を占め，

1=1'関節系のゆるみ，筋舵系の balanceの乱れが関与し

ているものと考えられる.

3) X線像

尺骨端の経年変化は，円錐型 17， 円筒型 14，新関節

形成型 21例と新関節形成型がや L多く，かつクリッグ

を伴う例はこの型に多い印象を受けた.

Radio-Carpalの関係変化をみると A-Pviewにて

桃骨関節商のなす傾斜角に関係があり，角度の少ないも

のでは，手根第 1列の乱れ，尺側 shiftさらに collapse-

fusionの型が多く，角度の強いものでは第 1列の関係は

保たれながら挽側に回転，尺側に shift，さらに collapse-

fusionを示す傾向がうか工われる. これに加えて CM

関節の変形が出現，手部全体の変形を呈するものと考え

られ，手郊の関節破潰の進行をみるとき，この dynamic

changesは興味深い.

4)手|苅節の動き

切除設や俊骨近位端切除有無とは直接的な関連はな

く，本手術が影響を与えたとは考えがたく， 主として

Radio-Carpalの変化に基づくものと考える. ザ'~)~屈不

能例が約半数にみられ，屈曲伸展がそれぞれ 30ω以下の

ものは症例の 1/3にみられた.

5)促カについて

Sphygmomanometer cu仔を利用して検在を行なった.

焼骨近位端切除併行例では 150mmHg以下と不良であ

り，尺骨端 2cm切除例では他と比べて や L良好(150

mmHg以上〉の印象を受けたが， 切除盆との関係は求

めがたい Stageの軽いものでは良好であるが Radio・

Carpalの動きの有無による差は求められなかった. 全

体的に力のはいりにくさを訴えることが多いので，筋鍵

系作動 balanceの変化，骨関節系の不安定性，手指の変

表 2.

A 

総合評価 3cm 2 cm 11. 5 cm 

22 9 11 

良 10 4 4 

可 10 5 5 

不 可 2 2 

A→いわゆる Darrach手術のみ.

B→椀'，1近端切除併行.

表 3.

A 

53 

2 20 

7 27 

2 6 

自覚的蒋仙i

3cm 12 cm 11. 5cml2王5

一 記竺I_:_上11 Iとと と
つ瓦よくなった I6 I 3 I 6 1 1 I 16 

l16 1 6 I 5 1 10 I 37 
力がはいら ない 7 3 
重いものもてない

こま治、 L、こ と 3 2 
できない

ク リ ック ，異荊]M.~ ， 2 2 
気になる

痛みがある 2 

A 叫、わゆる Darrach手術のみ.

s .桃'，'j・近端切除併行

3 

3 

1. ，卜t，手指などの炎I，E-変形が関係している
2. I "I ，)~-外の動きは良くなったが，力がはし、りに くく

なった・・多くの例で共通した意見であった.

7 

4 
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化などが総合的に関与していると考えられる.

6)手関節の変化

58関節'1'20関節に症状の遺伎を認め，滑!良切除不十

分によると考えられる焼側手線部の炎症再燃 7{71j，筋腿

系 bahnceの乱れによる と考えられる修痛 8例，手術庁

f栄作のまずさに由米するJIill・神経の癒着 腿の浮きあが

り， EDC J従の断裂続発などをみたもの 6例が主たるも

のて‘あった.

7)総介評価

前腕同旋 ROM，子関節部 ROM，尺骨端や手部の

症状有無，握力の状態を主体に.月、11刻節部の状況を考!&:

に入れ許価基準を便宜上決め good，fais， poorの 3段

階に分けて評価したが goodは 53関節中 20関節にと

どまり，必ずしも満足した結果を得られなかった 上肢

機能の一環としての評価はきわめてむずかしいものであ

ることを痛感した.

自覚的には，ADLに使いよくなったか満足している

かを問うたところ，満足したものは他覚評価iより下まわ

り16関節にと工まり， 37関節については，回旋はよく

なったが力がはいらず細かし、ことができずっかし、にくい

という訴えが大部分を占めていた

機能的にみて，撮力の損失は重要な問題点であり，手

部の変形矯正，安定性をはかることや機能訓練に対する

配慮など改めて考えなおす必要があるものと考える.

発言 ・質問 長屋(国立名古屋病院整形〉

1 )手凶節術朕切除術の予後成績を評価する場合，術

前または非手術側との関係で比較する必要がある.

2)仮力は全身の RA活動性との関係が深く一時期

の握力の変動で比較しでも意味がないと考えている

3)手関節の機能では，尺骨切除により，支持力に若

干の低下を訴えるが，手全体としては使いやすくなった

例が多いと思っている 以上 3点についてご見解を希望

する.

回答 南条

1) Capsuleを残すかどうかに対して:Capsule wall 

は Softlissueの強化のためにできれば残したい. た立

し!安定性を得られるかどうかは別問題と考える.

2 )握力測定に対して:左右比較するとしても正常で

ないので， controlとしてはかならずしもつかえないよ

うに考える.た工し比較することは大切である点はお説

のとおりである.

3)使いやすさ云々について :力がはいりにくい点に

は重いものがもてないことが含まれている.

63.手関節痛症例について

平沢精一 飯野竜吉 吉 田 武晃*

手以l節("fl痛，也、者の臨床検宗については，教室の系j野ら

が第 9阿東日本臨床整形外科学会に限告したが，その後

手の外科の立場より本症例lに再検討を加えたので報告す

る.

対応症例は，非炎j，E性，非騒似性のもので小外傷を誘

凶として疹焔を発し，ことに最大1'f屈時に強く，特記す

るほどの機能障害はないが，比'1度的長期間持続し病因の

つかみがたいものでその 43例， 52関節について検した

(図 1). 

リj子 20例 23関長m，女子 23{jl] 29関節で，左 16例，右

ホ S.Hirasawa， R. lino， T. Yoshida:点邦大整形外科.

18 {7U，両側 9例で、あった.

tJJ診時年令は 16才より 54才，平均 31才で， 20~40 

才代が約 70%を占め職業は，工員， 事務， 家婦の順に

なって，オ~.\.むね手を使う仕事が多い(図 2)

特に女子 23例中 10例は家婦で，しかもそのうち 4例

は両側性に痛みを訴えている 発症から初診までの期間

は種々で最長8年余のものもあるが， 1カ月以内 17例，

半年以内 21例， 1年以上 5例と分散している これは

手の使用上，目立った支障がないため，放置する症例が

多いためと考えられる 誘因として，捻ったり，重いも

のをもったりというはっきりした小外傷のあるものが約

1/4にすぎず，半約数以上ははっきりしたものをもたな
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43例 52関節

男子 20例 23関節

女子 23例 29関節

左側 16，右側 18，両側 9
初診時年令 16~54 才 (平均 31 才〉

20~40 才代.約 70%

図 1 手関節痛症例.

1974年 11月科外耳三整

図ロ

巻 25・号 131370 

例数

6 

‘乙

。

8 

臨床症状， 1)圧痛点， 2)運動痛.

旋回時 22例，掌背屈時 18例，椀尺屈時 3仰l

図 2.

表1. 職業別分類.

43例

にあった.

Dorso・volarer-Winkel をみると 60~87"，平均 72.2 0

で 70~890 のものが 40 例 80%であった Hergogは70

~79 0 のものが 17.7% としているが， 平尾は 41% で我

も々 50% と小さいものがや L多い傾向にあった.

次に Hans-Mau，Hultcnに従って挑尺骨遠位端相対

長 Variantを計d[iJしてみると Zero-variant36例 70%

と多く ， 次いで minus，plus-variant 8例ずつの!阪にな

っている. 諸家の報告と比較するとや.>. minus-variant 

が多いようである.

これらの計測l値を検討してみると前述の方形囲内筋付

着部と思われる部の陥門のある症例では， D.V 

さいものが多い傾向にある. このことは Radio-carpal

面が掌側に向き，ために尺骨が背側へ隆起をきたしてい

ることになる.次に検骨に対する手根骨の位置を計測し

てみると， R.U.W.の大きいものほど，月状骨は尺側に

偏位する傾向にあった.

前腕の旋回は検骨・小頭と尺骨小頭を軸としてまわり，

その筋力は Lanzによると，外旋時は M.biceps brachii 

内旋時には， M. pronator-teres が主体をなしている.

12例

11グ

10ρ 

211 

21/ 

6グ

回

財

務

婦

師

手

他

計

理

転

の

工

事

家

調

運

そ

A 
o 

いが，手の使用上の不注意が誘因となっているようであ

る臨床症状を分析すると ，尺側に疹痛を訴えるものが

半数以上を占め，特に前腕の外旋時に尺側部に痛みを訴

え，しかも重いものをもちあげたり手をついて立ちあが

るときに特に著明なものが多い(表 1) 

また，挽尺聞に雑音を認めるものが 6例もあった. こ

れらのX線像を検討すると挽尺関節に離開を認めるもの

が 14例 23% あるが， 内西によると， この部の lmm

以上の離聞は遠位続尺関節損傷の疑いが淡いと述べてい

るが，その検索に当つてはX線の照射方法，年令等を考

慮する必要がある

次に正面像において尺骨茎状突起の位置についてみる

と半数以上は尺側にあるが，中央 ・挽側寄りにあるもの

もあり，方形同内筋関与部の陥PIJを示し尺骨の捻れが認

められる.

方形囲内筋の付着部は尺骨遠位 1/4の掌側部に起始し

わずかながら末梢に向って走るが，ほ r水平に旋側に向

い， 1!ti，.遠位 1/4の掌面および僚側縁に停止するといわ

れているが，正面像でこれが認められることはかなり尺

骨の捻れがあることを思わせ，このことは，疹痛のない

健康人のX線像にても特に女子にこの傾向が強いようで

先天性の傾向もあるものと考える.次に Herzogに従が

って Radio-ulnarer-Winkelを計測してみると， 108~ 

1 27"，平均 115.6 0 で 110~119 0 のものが 4 1 例と約80%

て‘あった Herzog は 120~ 135 。 のものが 66% にみて

いるのに対し，平尾は 7.7弘我々は 8例 15%で平尾と

同様に R.U.W.は欧米に比し大きいものが少ない傾向
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一方， 末梢においては遠位挽尺関節は正常時には背側

遠位機尺籾帯が緊張し，尺骨小頭の背側脱臼を防止して

いると考えられている. Milch. Lipmannらによると， 追加 ・質問 内西(慶大整形〕

この靭帯は尺骨端の背掌側への動揺性や過度の遊間を防 追加 :回旋時疹痛を主訴とするものは比較的多いよう

止しており，撹尺関節の離開を防止するのは，関節円板 である.従来から distalR.U.Jの関節造影を行なって

であると考えられている. いるが，このような例で recessussacciformisの pooling

この関節円板は前腕外旋時には，その前縁にある掌側 または，狭小化などを呈することがある Discusart.は

遠位携尺籾帯が緊張して尺骨ノト頭に偏力を与え背側に挿 もちろん o.B である 臨床的には， d.R.U.J関節炎の

し込む作用をし'掌似IJ脱臼を防止し，内旋時にはこの逆が 診断のもとに Steroid注入，固定で改善することが多い

起こり背側脱臼を防止しているといわれている.実際に そのほか recessusより生じた ganglionも少なくないと

我々の症例も外旋背屈時に疹痛を訴えるものが多く ，特 考える.

に背屈時には尺骨端は尺側手根伸筋の押え込みがなくな 質問 :Ganglionの有無について

り，逆に尺側手根屈筋が働き尺骨を背側に隆起させる. 前回(名古屋第一赤十字整形〉

このことは空気造影でも明らかである.一方，最大掌J'~ 1)手関節痛の患者で肘関節に外傷，-f;f形のあった例

屈時の断層撮影で尺側手根屈筋の付着部である豆状骨を はないか.

観察するとかなりの移動性を示しこれが尺骨端に影響 2 )内西先生へ質問.遠位協尺関節が 1mm 以上離

を及ぼすことも考えられる. 解していると discusarticulal・ISの損傷が疑がわれるとし

また， Milch， Daridsonらは初帯構造の弛緩によって

脱臼傾向が増すと述べているが，その素因として前腕骨

の偏位，長さの不均衡，尺骨小頭の増大をあげている.

鶴海は遠位挽尺関節障害の原因として特に関節弛緩をあ

げ弛緩性遠位焼尺関節炎とし若年女子に両側性に尺骨小

頭の背側突出，際音，旋回時の痛みをきたすものは，体

質的な素因があると述べている.我々の症例も先天性の

素因があり ，しかも小外傷によって症状が発生したと思

われる症例もかなりあるものと恩われる 関節造影を 2

~3 に行なったが症例数が少なく，臨床所見との関係に

ついては結論はて‘なかった.

結論

我々はいわゆる手関節痛症例 43府例 52関節につき検

討を加え，機尺tmに痛みを訴えるものが多く先天性素因

がかなり関係し，小外傷により疹痛をきたすものが多い

ことを感じた.

ているが， 2mm， 3mmの離解があっても arthrogram

等でも関節円板の損像が認められない例が多いがどう

台、

回答 平沢

内西先生へ :我々の症例は一応臨床的に非腫湯性，

ganglion等によるものは除外し対称とした.

前回先生へ :)J.t関節部の損傷により，当然予関節痛を

きたすものがあるが，これらは除外した

内西

平沢先生へ :計測方法で，かなり違いがみられるが，

従来 2mm以上のものは離聞と考えていた. しかし年

令による差もあり， discus art. :tn傷が生じ ulnarhead 

disocalionを生じてくるようなものは， 5 mnl， 4 mm前

後のものをすべて palhologisch のものとはいえないと

思う. -EEE-----

ドー



「

1372 

64.手根骨!日。日について

沌川-~ 立岩邦房 上居通泰*

手恨11 脱 I~ 1は比較的婦な外傷といわれているが，保利

のj，E例を本邦第 1{71Jとするならば， その後の 50年間に

約 130例の症例が報告記載されたことになる しかし遠

隔成績についてまとまった報告はいまだないと思われる

ので，最近 20年間における自験例約 30例のうち追跡で

きた 25症例 27脱臼の成績を報告する

症例

症例は表 1に示したとおりであるが，限心、年令は 7才

から 6 1 才に及ぶものの，頻発するのは 20~30 才代であ

り，男子が圧倒的多数で女子は交通事故によるものわず

か l名であった.

受傷機転は，転落ないし転倒によるものに次いで工場

災害，交通事故がこれに続き，特殊なものとしてはスポ

ーツ外傷としての 4例がある Follow upは平均 5.5年

(6 カ月 ~20 年〉である .

判定基準

臨床的に， 表 2iこ示すごとき基準を考え，疹痛，知覚

障害のいずれもなく，可動域， 民力ともに健側比 75%

以上の場合を優とした.疹痛，まfI覚障で:はないが，可動

域ないし tllげJが健側の 50~75% にと x まるものを良と

し季節的に悲痛を生ずるものまたはぷ干の痛みを有ーす

るが平素気にならぬ程度のもので，知覚障}[.なしか，あ

ってもごく軽く， 可動域ないし脳力が 50~75% のもの

を可とした.一方，持続性の疹痛を訴えるもの，持続す

る知覚障害を有する もの，可動域ないし 雌力が健側比

50%未満のものを不可とした.

なお臨床所見を重視し，X線所見は参考にと工めた

治 療 成 績

上I\.~の判定基準に従って治療結果:を検討すると，表 2

下段のとおりとなった すなわち予処!どおり新鮮例の成

績が良く， 1凍旧。iJ(受傷後 3週以上を経過したもの〉の

成績は不良であった.

自験例においては，放置例に次いて;JI荷:H術の成績が怒

ホK.Takigawa 点京大学'W¥M外科; K. Tateiwa: )f;:生年

{l2rM河JJit盤M外科病院(<!j， 259-03利引川以足柄卜Jn¥i弘iuJ
b江田rl';~'上) ; M. Ooi:都立大l反病院整形外科 (<!j， 171東京

郎農砧I~Jjj'[大是正 2-8 - 1 ) .

表 1. 症例u(新鮮例/陳旧例)と治療法.

権問斤 |累計lzzi望:I j~:I\ I炉|附
月状骨mJDllI 7/8 4/o I 3/2 I 0/2 I 0/2 I 0/2 
脱臼

月状骨脱円 2/2 2/0 0/0 0/2 0/0 0/0 

1iJ状骨脱r'-I 1/1 1/0 0/1 0/0 0/0 0/0 

豆状骨脱臼 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 

小菱形骨脱 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 
臼

ギrliii骨脱臼 0/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 

有鈎骨脱臼 0/1 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 

その他 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 

計 ¥10/川7/0¥3/5 ¥ 0/4 1 0/2 ¥ 0/6 

総 H 1 27 1 

表 2.~ドIJ定基準正治療結果.

判定基準

1. ~さ痛 のイf i!!¥ 

2. 知覚障'，1[-の有無

3. liJi[(lJ域在住s!l1比 75;も

4. lhl;J健 ~IIJ比 75%

5. X線所見

治療結!.I!:

妥!良|

6 

1 I 9/10 

11 I 6/17 

12 115/27 

く ， 不 IIJ llFの大部分を占める • -]j，陳111例中良の 1例

とIIfの 3例は鋭1(11整復によるもの，他の良 1仔uと可 I例

は近{立手線列切除術によるものであった(図 1). 

なお，きわめて陥かつ興味ある経過を辿ったj，'I:'例があ

ったすなわちII{叩133年に屋恨から転落 して 刀状'FJ.I学

側脱臼をとと じた 47才の大工を，受傷後 13日自に徒手整

復を1Jなって治癒せしめ， 昭和 43年に追跡調査を行な
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a. Transstylo・transnaviculo-PerilunarDislocation. b. Proximal-row-Carpectomy. 
昭和43年，術前. 昭和49年，術後6年.

図 1. 41才，男子，教師.

ったときには成績優で、あった. しかるに昭和 47年に再

度転落事故を起こし今度は月状骨周囲背側脱臼をきたし

た. 2日目に徒手整復に成功したが，術後約 1カ月目に

X線上で早くも月状骨軟化症を認めたのでこれを摘出し

たが，その後の成績不可であった症例である.

考察

本疾忠の臨床的特徴の第 1は，隙旧性症例jの占める比

率が高く約 50~60% にも達し， しかもこれに対する治

療法に決定打のないことであろう 臨床的に一応満足す

べき成績を収めた我々の症例でも，厳密に判定すると

良ないし可の成績しか得られない(表 2) しかし

Jorgensen (1969)や Campbell(1964)は，本i矢忠に対

し近位手根列切除を行ない長期 [ollowした結果好成績

で、あったとしている.我々も関節破壊の著明な，従米な

ら当然固定術の行なわれたで、あろうと思われる症例を選

んで追試してみたところ，予想外の好成績であった(図

1 ). したがって， すべての陳旧性手根'i'J.脱rlに対して

first choice operationとして行なってよし、か任かはなお

向後の検討に伐つと しても，関節の重度l:lHgf知lとか他の

術式では満足すべき結果が得られなかった場合などに

は， salvage operationとして一考に値すると忠われる

次に， )1 状 ' l 'l' )~~ ι|整復後に月状'lli!次化hEを起こした症

例であるが， 従来 Bunnel，Bohler， Mac Auslandらは

報告例なしとし，Watson-Jonesはきわめて稀と述べて

いる. そして Caveは 1939年にその 1例を紹介報告し

ている.一方， DePalmaは， 陳旧性脱臼 (3週以上経

過の)に観血整復を強行すると月状骨軟化症を生ずる可

能性大といっている.いずれにしても，本邦においては

未報告であると考えた.

最後に，いわゆる月状骨脱臼以外の手根'円・脱臼である

が，頻度としては遥かに少なく ，Russell (1949)の症例

では 59 例中 9 例，本邦 50 年間で 132 手線'l~ 脱臼中14.4

%の 19例を示すのみであり， 自験例では 25例中 5例

〈延べ7脱臼〉であった.新鮮例の予後が良好であるに

反し，陳旧例の予後不良なのはいわゆる月状骨脱臼の場

合と同様である.

結 論

1 )手根骨脱臼 25症例 27脱臼を|臨床的に検討

2 )追跡J~J問は平均 5 . 5 年.

3) うちいわゆる月状'I 'l' JJl~r Iは 20例.

4)新鮮例 10f1IJの主主隔成績は良好

5)陳旧例 10例の述隔成績は不良(不安定).

6)重症例に要再建例では近位手根列切除が一考に他

する.

ノ10
口

7)再発月状什}Jl~r Iと統)(jKienbock州の症例を宇佐

8) いわゆる刀状'I'J ' )Jl~r I以外の手恨'削悦!と|例を報告

質問 田村〔神戸中央市民病院整形〉

月状骨脱臼も数例経験しているが，新鮮{71Jの徒手整復
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は割合容易のように思われるー陳旧例においては脱臼し

た月状骨による正中神経麻痔がよく起こるが貴症例では

どのようで、あったか.

回 答 滝川

月状骨脱臼に正中神経麻簿を合併した症例はお Lよそ

半数ほどと思う.

65.手根骨の力学的状態についてゆ4報〉

藤原朗 梁復 興 む木111美子*

我々は第 13，15， 16岡本学会において月状骨， 舟状

骨，有頭骨を中心に 3次元光都性実験法および衝撃実験

法を用いて骨折発生機転を検索し，その結果これら実験

が臨床所見とよく一致することを報告したが，今回はさ

らにこれら複雑な形態を有するものを種々の肢位で負荷

することにより ，その破断(以下骨折と呼ぶ〉の状態を

手板什全体について検索するため実験を行なったので報

告した.

我々は以前屍体骨を用いて実物実験を行ない，その結

果についてはすでに報告したが，この成績をみると動的

負荷突験法では臨床例にみられるような'FJ'折を再現し得

たが百rf'的負荷実験法では骨折を再現することができなか

った.これは骨以外でもいえることであるが，一般に変

形する国体では速い速度で変形を起こさせると ，それが

高度のぜい性を示すようになるためであり，臨床例にみ

るような結果を得ょうとすると屍体骨は動的負荷実験材

料としては適当であるが，般的負荷実験材料としては不

適当であることを示している しかし的(r~fl荷尖験法

には測定が容易であること，種々の肢位を保持すること

が容易であること等，種々の利点があり，手根什全体に

ついて'丹折の状態をみるには，この実験法を用いること

がより有利であると考えられる.

モデノレを用いて，静的負荷により実物の動的負荷の結

果を得る lつの方法として，ぜい性材料としての石膏に

より ，手根fjモデノレを作成し静的負荷実験を行なった.

実験 方法

屍体'1']' よりブy芋に関与する第 1 ~ 5 '1-'手骨，豆状'月を

除、L、た手根'Fjおよび続骨，尺'fj末端を取り UIし，手関節

の動きを考16.して 3つのユニット，すなわち， 1)第 1

ド A.Fujiwara， F. Ryo， Y.lwamoto:相|リゥ;災病院整形外

科(@!>651事1')-1市立合区能池通 4-18).

表 1 石膏の材料試験(石膏 :水 4:3) 

A. 圧 縮 試 験

a 

b 

c 

d 

e 

平均|

際司f'~ 偏差|

弾性係数 |最大破断圧縮強さ
(kgjmm2) I (kgjmm2) 

85.5 

109.0 

106.4 

0.89 

1. 06 

1. 12 

B 三}，'J，曲げ試験

I 5'~ 性係数 |同…り強さ
(kgjmm2) (kgjmm2) 

a 36.9 0.36 

b 36.4 0.35 

c 40.8 0.39 

d 33. 7 0.40 

e 43.2 0.45 

38.1 0.39 

標準偏差 3.38 0.035 

~5 中手'~1'，大小多角骨，有頭骨および有鈎骨， 2)舟

状骨，月状'rl'，三角骨， 3)続'H・尺旬・に分け，おのお

のの骨間切手作をつけたま Lのものをモデノレとし， シリコ

ンラバーを用L、て陰性モデノレを作成した.これに石膏を

流しこみ，多数の|場性モデノレを作成し実験に供した な

お，石膏の水との混合比は混合状態が良く，陰性モデノレ

に注入するとき操作しやすい比率として石膏 4，水 3の

割合を見い山し，すべてこの割合を用いた.取り出した

陽性モデノレは 600Cの乾燥器に 48時間入れ， その後デ
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表 2.実験結果.

l破断荷重 | 吋算 して破
(kg) 断荷重 (kg)

肢位

1375 

破断部位

背 屈 位 1 19.0 560.3 境骨掌側横書jれ

2 23.2 684.2 償骨掌側横割lれ

3 53.6 1580. 7 月状骨焼背側から尺掌側

4 25.4 749.0 月状骨 ・舟状骨間関節面

機背屈{ す l 19.2 566.2 苅状骨中央

2 35.0 1032.2 舟状骨中央

3 21. 0 637.0 舟状骨中央

4 29.6 872.9 舟状骨中央

5 14.0 412.9 舟状骨中央

6 27.6 813.9 月状骨 ・舟状骨間関節面

境 屈 位 l 22.5 663.5 月状骨掌仮IJ横審jれ

2 39.5 1164.9 月状骨掌側横割れ

3 43.8 1291. 7 月状骨中央横割れ

11. 9 350.9 月状骨 ・舟状骨間関節面

2 23.8 701. 9 骨状骨中央背側から榛掌側

1 30.5 899.4 月状骨 ・舟状骨間関節面

2 32.9 970.2 舟状骨中央

3 45 1327.1 月状骨中央横割lれ

4 20.5 604.5 月状骨 ・舟状骨間関節面

1 16. 7 492.5 月状骨中央縦割れ

2 20.0 589.8 月状骨尺背側から中央掌側

3 15.3 451. 2 月状骨背側横割れ

4 8.9 262.5 月状骨 ・舟状骨間関節面

榛一聞い問 |
中間位

尺屈位

シケーター内に保存し使用した.

実験に際し， 手関節中間位， 協屈位， 尺屈位， 背屈

位，挽背屈位をとるように，おのおののユニットを組合

わせ，掌側， 背側をシリコンラバー IK-61にて被い，

十分おのおのの肢位を保持するようにした後，負荷し

た.なお，本実験に先だち，石膏の力学的諸性質をしら

べるため棒状の石膏モデノレを作成し，圧縮試験および三

点曲げ試験を行なった.

実 験結果

4 3の比率で作成した石膏モデノレを使つての圧縮試

験および三点曲げ試験の結果は表 lに示す.

挽背屈位では 6例中 5例に舟状骨骨折が起こり，その

部位はすべて中央部で、あった挽屈位では 3例とも月状

骨の横骨折がみられ，その部位は 2例が掌側， 1例が中

央であった

なお，中間位に近い機屈位でも 2例中 1例に月状骨骨

折を認めた.中間位では 4例中 1例に舟状骨の中央に，

他の 1例に月状骨中央部での横骨折が認められた 尺屈

位では 4例中 2例に月状骨甘折が起こり，その部位は中

央部と背仮~部で，いずれも横骨折であった.背屈位では

4例中 2例に捺骨末端掌側部に横骨折を認めた(表 2). 

これらの石膏モテツレが破断したときの荷重は 8.9kg 

から 53.6kgで，これを骨の破断荷重に換算すると 262

kgから 1，580kgになり(表 2)，その多くは 400kgか

ら 600kgに分布しており，これは日常， 実際人体が受

け得る力の範囲内の負荷である さらに舟状骨および月

状骨の骨折部位およびその方向についてみれば，我々が

すでに報告した 3次元光世話性実験法および衝撃実験法に

より得られた結果とかなりよく 一致した.すなわち，舟

状骨については 3次元光磁性実験法において，続背屈位

でその中央部，中枢部に引張り応力が大きく ，骨折発生

の最も危険な部位であることを指摘したが，本実験にお

いても同肢位，同部位に骨折が起こり，日常経験する臨

床例と一致する結果を得た.次に月状骨についてみる

ド
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1
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l
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と，以前行なった衝撃実験よりもはるかに多く骨折を認

めたが，その骨折部位は 3次元光磁性実験で得た結果と

一致した また，挽背屈位を除いたあらゆる肢位でその

骨折を認めたことは，我々が以前述べたよ うに月状骨は

手根骨における力学的な要の役割をはたしていることを

示していると考えられる.

以上，ぜい性材料として石苛を選び，静的$'1荷実験法

による手線什のれ荷実験を行なったが，これらの結果は

今同まですでに報告した実験結果と比較的一致してお

り，手根'，'jのような複雑な桃造を有する対象物の負荷試

験のモデノレとしてはかなり有用な方法であり，この種の

尖験に広く Jlh、られてもよいと考えられる なお， "'J'と

このようなぜい性モデノレとの相似性については今後さら

に実験を重ね検討を加えたい.実験に際しご指導いた X

いた神戸大学工学部システム工学科瀬口靖幸教授，中川

昭夫先生に深謝する.

発言 藤原

私どもも第 13回本学会 より引き続き， Kienbock病の

成悶について実験的研究を行なっているが， 動的衝撃実

験の結果月状骨・骨折の発生をみ，また臨床例で月状骨骨・

折に引き続き月状'白の綾死をみた症例を経験したので，

什折がその発生の重要なる因子であると考え，三次元光

卵性史験を行なってきたが，その結果引っ張り応力の集

中する部位が衝撃実験，臨床例とよく一致していること

をしったこれらのことはやはり月状骨骨折が Kienbock

病発生の重要なる因子であることを示唆しているものと

考えている.

66.全国林業労働者手関節のX線学的検索

一一尺骨バリアン卜と手根骨の変化を中心にして一一

中川太郎

中向。 12之

鈴木勝己 高橋定雌

渡辺純三 進 藤 祐 三幹*

私たちは振動工久使用林業労働者の手関節X線 lニの特

民所見を分析する 1-1的で，会図的に両手関節X線写J'[を

検討することができたのでこ与に汗紛lを報仇する.

方 法

rI常診療上の一定の方式で侃影した振動工只使用手関

節X線写真 1，141枚，同未経験 181枚を， 30， 40， 50の

各世代，全国および関東以北ならびに九州，四岡の 2群

の地域別に分類し，① 尺'丹・パリアント， ② 月状廿 三

角骨，舟状fj'の変化について検索した.

尺骨バリアントについては，手関節前後像にて 2骨聞

の長さの差が lmm以内 ⑪ をパリアントとした 手根

骨の変化については，特に近位手根列に注目し，最も一

般的な前後像および側面像にて認められる童話腫綴変化，

骨硬化像，変形等についておのおのの変化を 0 ~ 4 の 5

段階に分類し，その合計点について検討した.なお，骨

* T. Nakagawa， K. Suzuki， S. Takahashi， H. Nakaji-
ma， J. Watanabe， Y. Shimdo:関東労災病院稔形外科

C~ 211川崎市木月住吉町).

折， 告i-)型等のあるものは除外した

結果

1 )火汁バリアントについて

左;:{iよく相関関係にある.おのおのの手関節では全国

平均で⑪パ リアントが絞も多く， 5 '，'1IJ強を占め，次いで

。バリアントであり ，θパリアントは 1%強にすぎな

い. 北では⑧バリアントが6害IJを越えるのに対し ji何で

は①バリアントが約 6割で順位が逆転しているのは興味

あることである.

2)手根骨の変化について

個々の手根骨で最も多く認められたのは袈腫様変化で

あり大部分を占めていた.個々の手線什での得点は，ほ

とんどが 2点までで 3点以上を占めるのは全体で 27手

根廿にすぎない.左右差については特に認められなかっ

たが，年代とともに所見のある者の占める割合が増加 し

ている.手根骨別では，月状骨が最も変化が強く，次い

で三角骨であり，舟状'白では変化が少ない.

南北差については， 2点以上のものの占める割合が，
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表 1 尺骨 VarIantC%) 

全国 :662名

?更[+
+ 
N 

34.4 

10.7 

0.2 

7.7 

45.2 

0.6 

1 45.3 1 53.5 

北:287名

Uぞ:1+_1 N 

+ 24.0 8.4 

N 9.4 56. 1 

0.3 

言十 33.4 64.8 

南 :284名

ひと|+ N 

+ 47.9 8.5 

N 12. 3 29.2 

1.1 

60.2 38. 7 

I - 1 

0.9 

0.3 

1.2 

1.7 

1.7 

0.4 

O. 7 

1.1 

42. 1 

56.8 

1.1 

32.4 

67.2 

O. 3 

56. 3 

41. 9 

1.8 

対照者では北のほうに多い傾向があり，経験者では南の

ほうが多い傾向である.振動工Jtの経験は，少なからず影

怖を与えている これは尺'目バリアントとも|刻述する.

g'l'J"バリアントおよび振動仁共の経験のイf1!I~ と手線'，'1

のX線学的変化の関連 勺λ リアントは数が少ないので

除外し，変化の少しでもあるものについて検討を加え

た。

月 状骨

⑧バリアントでは，経験の有無にか Lわらず年代とと

もに変化のある者の割合が増加している. ♀バリアント

では，経験者のほうがその割合が多く， 30→40代にかけ

て増加lし， 40→50代ではほとんど差がないのに刈し，

対照者では 30→40代では廷が少なく 40→50代にかけて

著明に増加している.

三角骨

経験者のほうが変化のある者の割合は多く，またその

中でものバリアントのほうが割合が多いが， 50代ではパ

リアント 問の差はない.対照者では，両パリアントとも

差がなく ，30→40代にかけて害Ij合に増加し 40→50代

では変化がない.

舟状骨

変化のある者の割合は前 2者に比して少なく大きな差

は出ていない

考察

X線前後{象で，月状骨が遠{立挽尺関節の尺側にまでは

み出す部分の割合は， ある例では最大佐屈位では 80%

強，最大gf:f:i立ではほとんどなくなっている 三角"'Jお

よび舟状'，'1は，いずれの場合も遠位脱火関節のいずれか

の一側に位前している.また，通常の渥り動作において

はや)..)亡}ffiしているが，振動工具使用の場合は{伝!jI1':によ

ってはがL府を強要されることがある.

今!日|広たちが得たデータでは年代とともにX級学的変

化が強くなってはいるが，この変化はパリアントによっ

て異なっている

月状骨では ⑪ ノミリアントの者は， 経験の有無を問わ

ず，年代とともに変化が強くなっているのに対し， EJjバ ド

リアントでは対照者は 40→50代にかけて， 経験者は 30

→40代にかけて大きな変化を示している この 40代で L 

のおのおのの差は 5%危険本て‘有意であった.これは振

動工具を使用することが付に影響を与えており， EJjノ壬リ

アントの者に対してより強く影響しているということで

ある.

一般に手に加わったブJは，手根骨→挑骨→骨間!民→N
)~.へと伝導分散してゆくとされている . 振動工具を{史わ

ない一般の場合では，や L尺屈している手に加わるブJの

一部は三角什→尺什をへて伝わり， σtノくリアントの者は

その分だけ月状'丹にか与る力が少なくなり，変化が少な

いのではないだろうか 振動工具を使用する場介では続

屈も強いられるために， 三角骨→j寸Viの力のほかにも月

状骨ーパ'1'1'への力が加わって， (1.'ノζ リアントの者ーは余計

に刀 ~kl'J の変化が強いのではないだろうか

ま とめ

振動一仁JL使用手|対節X線写真 1，141枚， 同米経験 181

枚を，世代， 地域;}IJに分類し，①尺骨ノζ リアント，Cii

月状骨，三角什，労]状骨のおのおののX線学的変化につ

いて分析し，次の結果を得た.

1 )尺骨バリアントは左右よく相関し，TYi北にて仰が

逆転し， θノζ リアントは全体の 1%強である.

2)手根ilの変化は友治相凶し加令現象のほか振動

工具の影響を受ける 月状'，'Jに変化が強く，次いで三角

fiで， 舟状'，1では少ない.

3) パ'1]'バリアントと手恨' 1~1 'の変化は ， 経験のない者

は⑧ノζ リアントの方が強く，経験者では①パリアン トの

ほうが変化が強い.

ドー

トー
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1974年 11月

i ~ 1=山~ J). 1: 

。

②バリアント

⑪バリアント
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.{f代

図 1 手恨骨変化.
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図 2.手恨骨 ・変化の推移

変化のある者のパーセ γ ト

発言 井上(久留米大整形)

昭和 47年の本学会で，私および後藤は森林労働者，

主に chainsaw使用者の手のX線所見につき発表し，

恭兵使用開始年令と関節症様変化とは明らかに相関関係

があることを述べたが，演者の協同研究者の鈴木先生

は，自分らの経験例から振動障害として特異な所見はな

いと断定する発言をされた.本日の講演内容は当時の発

言内容と異なっている.この発言は雑誌整形外科にも掲

1欲されている.このような場合には当然，前回の発言を

とり消していたどきたい.

回 答中川|

以前に発表したときには，尺骨パリアントとからめて

分析しない間の中間発表であったために， X線学的変化

(遠f立旋尺関節て、の変化を含む〉は特に差が認められな

かったが，今回，尺骨パリアントをからめて近位手根骨

列での変化を分析した結果では経験群と対称群とに有意

の差がでた た Xしこの変化の2というのは，特に臨

床上問題となる所見ではない
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とき結果を得ている 多数例の多くの factorを吟味

し，年令分布等の片寄りもあって分析が遅れたが，異常

所見の点数制jについても，どこまでをどうとるかによっ

て，相当に結果が動いてくる. したがって私たちの得た

資料からは，演説中にも述べたごとく，振動工具の影響

は認められるが，あくまで振動工具による spec凶cな

骨変化は得られていない.

Kienbock病の成凶に対する l考察(第2報)

手関節に関する問題

なお特異的所見という意味であるが， 2つの意味があ

り，医学的には特異的所見は特にみあたらず，主に関節

症様変化であるが，振動工具使用という面からみれば，

所見が多いということは特異的である.このことを申し

忘れたので誌上でつけ加えさせていたどく.

鈴木

振動工具による手根骨変化に関しては，演説にあるご

篤荻野洋 吉岡康裕 堀木

江 川 常一 七 川歓次*

67. 
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骨の変化は関節症線変化を示すものが多く， K同 nbock

病のいわゆる定型的な壊死像を示すものは少なかった

なお関節症様変化は月状骨の近{立尺側部に多くみられ

た.また二次元光弾性実験ではやはり刀状廿部の近位パ

側部への応力の集中がみられ，栄養血管孔を仮定してあ

けた孔への応力の集中すなわち notch効果をI認めた.

今回は若年者(電報電話局職員〕を対象とした検診

(124人，平均 32.4才〉の両手前後X線像での月状什

の変化などをしらべたが，月状'自'の近{立尺側に関節出様

変化を示したものは 3例で全体の 1.2%にすぎず，しか

も3例とも 40才代で今回の調査における最年長者であ

った(友 1). 

一方，私たちはすでに二次元光開性実験において認め

られた現象を三次元的に確かめるべく， 実物 3倍大のエ

ポキシモデノレ (AralcliteCY 230， Harclener HY 956) 

を用いて応力凍結による三次元光磁性実験および二重箆

光法によるホログラフィー干渉法実験を行なった

三次元光弾性実験は三次元i}i内にて垂直荷重し，応力

凍結操作を行なったのち，月状'rflをとりtI¥し前額面にて

約 2mmの厚さにスライスして浸漬法にて光学系(理

研〉にかけて応力の分布と notch効果を観察した. そ

の結果，月状骨の近位尺側部でしかも背側部に応力集中

を認め，栄養血管孔を仮定してあけた孔への応力集中す

なわち，notch効果を認めた.これらの現象は手関節尺

屈位において著明て、あった(図 1). 

さて，ホログラフィ ー干渉法はまだ多くの問題点を残

しているが，将来，光弾性法のように定着した測定技術

Kienback病とは月状'ij'の血行障宮による無腐性嬢死

であるとの見解が今日では支配的であり ，血行障害の原

因としては外傷説が，なかでも一次性骨折説が古くから

有力であるが，なお十分とはいえない

私たちは Kienbock病の成因に関する考察を加える

ために疫学的および力学的研究を行ない，その一部につ

いて第 16阿日本手の外科学会総会において発表した.

その概略は次のごとくである.

一般住民検診 (558人，平均 52.7才)，および健康老

人(107人， 平均 74.8才〉の両手前後X線像での月状

月状骨の近位尺側部への応力集中と

notch効果.

図 1

* H. Ogino: 星ケ丘厚生年金病院整形外科 C~ 573';枚方市

中宮3074);Y. Yoshioka， A. Horiki， T. Egawa(講師); 

K. Hichikawa (助教授):大阪大学整形外科.
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表 1 月状骨のX線所見.

Cystic change I 
osteosclerosis I FJattening Others Total 

Healthy elder!y persons (214 Hands) 

Population (1， 116 Hands) 

Operators (248 Hands) 

になるものと期待されている.

37 (17 %) 

37 ( 3.3%) 

3 ( l. 2%) 

ホログラムは，その而に入射した光波の振幅と位相の

情報を，参照波との !二渉じまの形で完全に記録する.参

照、波と同じ波面をもっ光波で、ホログラムを照明すると，

記録された光波とまったく同じ波商が再生される.この

再生された波商と他の波面を重ね合わせると光波の干渉

が生じ，ホログラムを通して鋭狽IJすると ，物体の像の上

に干渉じまが重ってみえる.この干渉 じまが物体の変形

量に対応している.

今回私たちの先述のエポキシモテツレを用いて垂直荷重

し，荷重条件も種々検討を加えて二重露光法により三次

元変位分布の定説的浪u定を行なった。その結果，)辻屈{立

での荷重により月状骨の近位尺側部に著明なひずみ(圧

縮と引張り〉を認めたが， notch効果については特に今

回の実験からは有意の所見が得られなかった(図 2). 

考察ならびに結語

1 )月状骨の変化は定型的な抜死像を呈するものは少

なく，近位尺側部に関節症様変化が多くみられ，年令と

ともにその頻度が増加している.

2)三次元光都性実験においても，二次元光蝉性実験

におけるごとく ，栄養l血管孔を仮定してあけた孔への応

力の集中すなわち notch効果が認められ，近位j込~lIJì'm

への応力の集中も認められた しかも三次元実験におい

ては背側部において応力集中が著明て、あった.これは月

状骨の構造が背側が掌側に比して薄L、ということにも起

因しているものと推測される.

3)ホログラフィー干渉法を用いた物体の 変形測定

は，今後整形外科領域においても有用な測定法と考えら

れる.今回の実験においても尺屈位での荷重により，月

状骨の近位尺側部の表面に著明なひずみ(圧縮とヲ|張

引を認めた

4)これらの実験結果が直ちに生体にそのま Lあては

まるとは考えられないが， 応力分布や notch効果に関

して大体の傾向は把握できるものと考えている.

すなわち，月状'首の近位尺側部における関節症様変化

は年令とともにその頻度が増加するが，これはこの部位

への応力集中の加令的変化によるものと考えられる.さ

3 ( l. 5%) 

4 ( 0.4%) 。
3 ( l. 5%) 

14 ( l. 2%) 。
43 (20 %) 

55 ( 4.9%) 

3 ( l. 3%) 

図 2 ホログラフィー干渉法における干渉じま.

中央が月状骨で矢向]~kの線は零点を示すー黒点11縞次数

を求めるためのものである.

らに，この部分に栄養卵管が限局して存在する場合には

繰り返し起こる効果の結果，血行障苫を きたし定型的な

壊死{象を呈するに至るものと推測している.

質問 上羽(;;(大整形〕

1 )実験に用いられた血管を想定された孔の位i丘と現

在まで Angiographyなどによって確かめられている動

脈の入り口と少し違うのではないか?

2)実験では月状'l"lの局所の変化を説明できると思う

が， 初期 Kienbock病にみられる月状'，'1全体の壊死像

を十分説明できないのではないか?

滝川 (東大整形〉

先生のおやりになった実験結果から，定型的月状骨軟

化症(扇平化， 分節化のす与んだ初j切ないし末期のもの

を定型的と考えた場合〕の形成を説明するのは飛躍があ

ると思うが?

回答 荻野

上羽先生へ:1)月状骨における血管孔は個体差があ

り，我々がしらベた結果においても，近位尺仮IJ部に限局

している例を確認している. また， 三次元モテソレに作っ

た血管孔は，関節面より少し中央部に位置している
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2) Kienb凸ck病の成因に関しては現在定説は明らか (骨折〉によるか degenerativechangeによるかが問

ではないが， 我々が考えている notch効果による血行 題であるが，私たちは degenerativechangeによっても

障害により起こり得る Kienb凸ck病もあると推測して 起こり得るとの立場に立って実験を行なってきた.

いる 2)栄養血管孔の位置に関しては 32体の月状骨標

滝川先生へ:月状骨における応力集中の加令的変化の 本をしらべた結果 3体に近位尺側部にのみ栄養血管孔

結果，関節症様変化をきたすと考える が限局して存在した.これらの所見を参考にして栄養Jfll

吉岡 管孔を作製した.

上羽先生へ :1) Kienbock病の一次的原因が外傷

68.椀骨短縮骨切り術による Kienbock病の治療成績

池谷 lE之 伊藤忠厚 中原義文 肥留川道雄*

昭和 44年以降，続'白短縮骨切り術により治療した

Kienbock病患者は 11例 11関節で， 術後最長 4年 6カ

月，最短6カ月，平均 1年 9カ月経過したこれら症例の

治療成績について報告する. 症例の内訳は男子 10秒1].

女子 1例で年令は 17才から 39才まで， 平均 27.2才で

ある. 利き腕側である右手権患が 9例と多く ，なんらか

の外傷(職業上も含めて〉と関連性を有するものは 10

名で，うち 1名は新鮮月状骨骨折後8カ月の保存的治療

によって軽快しなかったもので，定型的 Kienbock病

とはいいがたい.初診時の;悠訴は疹痛で，患者が手術に

踏み切った動機も全例が手間節痛である.術前の握力は

13 kgから 27kg，平均 21kgで健側の 55%，可動域

は背屈の平均が 40
0，掌;府!のふ|λ均は 29

0

で疹痛が大きな

制限因子と考えられる

手術方法および術後成績

挽骨の遠位 1/3部で約 4mmの水平短縮骨切りを行

ない， KU  compression plateでは側面で国定する. 術

後外固定は通常 1カ月間行ない，復職まて・の期間はおよ

そ3カ月である.骨切り部の骨癒合の状態は正常で，澄

延治癒，偽関節の傾向はなく約 1年後に plateを抜去す

る. 術後症例によっては braceを約 3カ月間使用させ

たほうがよい(職種による).

この手術による前腕の廻旋障害はなく，手関節の形状

もまったく正常で，ほ工全例に疹痛の軽減と握力の増加，

本 M.Iketani， T. Ito (教授)，Y. Nakahara， M. Hiruga-

wa:日本医科大学整形外科.

可動域の改善:をみるすなわち 11例中 4例に手関節周辺

に圧痛を認め，間欧的な痛みは季候の変化により，また重

労働のあと等に出現するが，安静時痛は消失し，労働に

は支障なく，原職復帰の状態も良好である.担主力は術前

より減少した症例はなく平均 8kgの増加を示し，症例

2では健側よりも増加した しかしなお健側比平均76%

である.手関節可動域も術前より減少したものはなく ，

背屈の平均は 480
，，;;;屈の平均は 430

となり， 年'屈の増加l

が著明である. これはX線計測から radiocarpaljoint 

での可動域の改善によるものである.次に月状'I<J"の圧迫

扇平化を示す Stahl'sindexで術liiL 後の比較をみる

と，-:N_に示すとおりこの系数で 5以上増したものは 7例

である Stahl's indexは X線側面像で月状廿の厚さ，

すなわち vcrticalheightと月状'1'1の背掌径， すなわち

horizontal diameterとの百分率で表わされ Brolinは

正常月状骨では 50以上であるという 今回の症例中，

新鮮骨折の症例 3と，比較的初期と思われる症例 10が

この数値で 50を示した.すなわち他の 9例は圧平化が

顕著な症例で，全例の平均で術前 39.4，術後 44.5とな

った また Hultenのいわゆる “variant"をみると，術

前 zero-variant5 {ylj， minus-variant 3例， plus-variant 

3例となり ，術後全例が plus-variantを示す. すなわ

ち約 4mmの携骨短縮骨切り術による variantの差は，

遠位挑尺関節部では平均約 2.4mmとなる(表 1). 

症 例

症例 1， 2はすでに第 15回日本手の外科学会総会で

報告した(図 3の 1，2). 症例 3は新鮮骨折例で保存

← 
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表 1.
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的治療の効果なく，短縮骨切り術により臨床症状は軽快

した X線像では radiocarpaljointの arthrosisをみ

る.症例 4では分節化した月状骨の海綿骨質改菩1象を認

め，症例 5では骨折線様裂|燃が消失し，症例6の女子

例でも月状骨学似1I1自に近い什折様裂隙が修復され 断

層写真で確認される(図 2). 症(J1j7， 8は 10才代の

Kienbock病で， いずれも竹質の改普像が顕著て、あり，

側面像では}i-:tft化した月状'，'1'の膨化を切らかに認めるこ

とができる(図 1) 

症例 9の 32才の例でもやはり 比較的巾い時.lDIからの

J1状刊のふくらみを確認できる症例 10，11は術後半年

内外の経過であるが， ことに後者では ulnaplus-variant 

が著しい.この症例にも短縮'I'J切り術を行ない，臨床的

にはきわめて成績が良い(図 3の 9，10). 

以上 11例についての治療成績を報告したが，挑'自'

短縮什切り術による月状骨への免荷の獲得が，壊死に陥

った月状骨の生物学的骨修復と相関するならば大変興味

深い示唆を与える手術法といえよう Kienbock病の病

因論はなお明らかではないが，これを骨折の後遺症とし

て，進延治癒， 1，為関節症に統発した什壊死であるという

観点からみれば，この手術の理論的妥当性が考えられ，

一方，駿死に陥った月状骨自体に直接侵裂を加えないと

いう点からもきわめて有利であると考える. したがっ

て， Hultenのいわゆる Niveau-Unterschied の正常化

を計るというよりは，徒骨の短縮による月状骨への積極

的免荷獲得に意義があると考える.
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質 問 滝川 (東大整形)

1 )免荷を目的とするにせよ varianteを矯正する

にせよ，尺'，']什切り術でもよいのではないか?

2)免荷効果以外の生物学的効果もあると思うが ?

術前 術後

図 l 正面および側面X線像.
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術直ij 術後

図 2.側面および断層X線像.

術前

2 

10 

図 3.M面線像.

術後

臨床症状の改善はむしろこのほうでは?

3) X線所見からすれば術後もやはり Kienback病

と診断せざるを得ないが? 完全に元通りに膨らむとは

思えない

内i7Li(慶大整形〕

挑'j'J・短縮術の Kicnb凸ck病に対して，有効である me-

1383 

chanism はどのようなものであろうか Plus-varianteの

改善による力学的改善は radiolunateの O.A.に対し

ては有効てあり， 先生の例で radrolunateの Jointspace 

の拡大がみられているが，循環の改善など生物学的期待

度はいかなるものであるか (bonenecrosis 自体のX線

像での改去は認められないように思われるが)?

東 (小川 口赤病院整形)

月状竹秋化症に対する手術として侠骨・短縮術がすぐれ

ていると考え 5年前より本手術を行なっている

質 問 1 )本手術と Variantの関係について，

ffilnus-varlantでは月状骨に加わる圧力を検骨を短縮す

ることによって減少されるが oもしくは pl凶 variant

に挽ii・を短縮することによっての効果をどのように解釈

して手術を行なっておられるか

2 )手根間固定術，症状が残っている場合も本手術が

適応になるか

回 答 池谷

*先生へ:1)すでに intercarpalfusionを行なった

ものには，あえて この手術をやろうと思わない.私は

radio-lunate fusion (諸橋先生がすでに発表〉を数例行な

ったが痛みがとれたので，さらになにか追加手術の適用

を考えたことはない.この手術の侵襲度からいえば，ま

ず短縮廿切り術をやって，良くないものがあれば他の手

術を選ぶことができる点，先生のお考えとは逆である

2) Kicnback病の本質論を論じようとするものでは

ない.た.¥:，本症を'ii'折の澄延治癒t日U，偽関節症と考え

れば，短縮'，J'切りをやって Entlastungを行なって治癒

に導びくという考えの妥当性がし、えると思う ー

3 )速位焼尺関節の正常化 (zero-variantが正常であ

るとして〉を~ I るものではなく ， 積極的な免荷獲得に意

義があると思う

滝川 ・内西先生へ :Ulnaの延長術は経験がない.

Viernsteinは，延長するより短縮するほうが軟部組織

に与える影響が少ないのではないかと述べているが，

ulna-lengtheningは手技的にもむずかしそうに思う

2) Osteotomyによる biologicaleffectは考えられ

るが，決定的な見解は私には申しあげられない.

発 言山内 (11頂天大整形〉

この手術法は，私自身はいまだ経験はないが， 先 年

Moberg先生が，長期成績が大変よく， Kienb凸ckに対

しての最普の治療であることを示されたのを聞いたが，

演者の成績をも拝見し，ぜひ今後試みたいと思う .

ト

「ーヒ

ト
・
ト
t
L
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69. Proximal-row carpectomy 

木野義武 三浦隆行 中村参吾

船山勇吉

Proximal-row carpectomyは 1948年 Stackによりそ

の手術成績が評価されて以来， McLaughlin， Crabbe. 

Campbellらにより支持されている. 一方，手関節の解

剖l学的構造を高度にかえる手術であることより，その手

術侵襲に対する懸念もあり，その適応範囲は特定疾患お

よび，権息後長期の症例に限定すべきである.

我々は過去 5年間に proximal-rowcarpectomyを行

なった 9症例につき，その術前術後の握力，関節の可動

域，疹痛， X線所見等を検討したので、報告する.症例は

表1に示すごとくである.職業は公務員の 1例を除き，

他は運転手，工員，スポーツ選手等で手をよく使ってい

る.疾患別に観察すると月状骨周囲脱臼は全例l凍旧例

で，初診時のX線撮影で、はがt骨茎状突起および舟状骨に

全例骨折を認め，尺骨茎状突起1i・折を伴ったもの 3例，

三角骨骨折を伴ったもの l例であり，全例 transscaphoid

perilunar dislocationのタイ フ。て、あった.

症例 1 大工で 10年前の受傷放置例で有頭'，'1の近位

ドームは陥凹していたが，術後 4年 2カ月，有頭'行・の近

位関節商はや与平坦となり，術前にあった仕事中の疹痛

はない しかしなにかのひょうしに瞬間的に疹痛が走

り，また，他動的に手関節最大背屈l侍軽い疹痛がある.

症例 2.工員.術後 2年8カ月H与，術前より可動範囲

は背屈掌屈の和で 40。改普され疹痛は寒冷時のみときど

きある，

症例 3 現場および事務術前背屈/学屈は 00/60

で

あったが術後 2.5年 60
0

/40。に改善され疹痛もまったく

ない.握力は術後 4カ月時 30kgまで増強.

症例 4 運転手右利き手を受{おした.術前の背屈/学

屈 12
0
/15

0
，椀屈/尺屈 OO/W に対し 1年 5カ月後 420

/

30
0
， 10

0
/42

0
おのおの改善された. 握力は術後 1カ月

16 kg， 3カ月 20kg， 6カ月 28kg， 1年 32kgと増強

安定してきた. 左手の握力は 35kgである 疹痛はま

ったくない

* Y. Kino， T. Miura， S. Nakamura， Y. Funayama 名

古屋大学分院整形外科 K. Maeda・名古屋第一赤十字病

院整形外科(fl!>453名古屋市中村区道下町3-35).

前田敬三*

症例 5.事務職，術前の握力 17kgに対し術後 2カ

月 20kg， 4カ月 23kg， 6カ月 25kg， 10カ月 30kg

と桶強されたが疹痛は最大屈伸時のみときどきある.

症例 6.工員 3年前に左利き手を Kienbock 病に

羅息した 術後の可動域は背屈掌屈の和で 15
0

，機尺屈

で 150
改善された. 握力右 28kg，左 27kg， ハンマー

使用可能となり疹痛なく原職に復帰した.術後 5年のX

線像で挽骨茎状突起関節面に deformance がみられ

る.ハンマーを使う職業のためか茎状突起未切除のため

に発生したのか不明で、あるが，現在のところ deformance

に由来すると思われる症状はない.

症例 7 自動車修理工. 術後背屈掌屈の和で 35
0

，握

力で 6kg改善され原職に復帰した

症例 8. 16才高校のフ ェンシング選手. 術後 1年6

カ月後大学でもずっとフェンシングを続けており，疹痛

もなく経過良好であるが，最年少例であり今後 follow-up

を続ける必要がある.本症例には舟状骨遠位 1/3を残

した.

症例19.肢{立の改善にと工まった

Proximal-row carpectomy 9 j定例の術前術後の可動j或

は表 1にみるように症例 1の 10年前の月状骨周閤脱臼

例で軽度の低下をみた 1例を除いて全例改善され，背屈

で平均 250，掌屈で 17。改善されていたが，健側と比較

すると，背屈は健倶ijの67
0

掌屈は 70
0

に制限されていた

また，機尺屈は健側と比べると挑屈制限が強く残った.

術後のt尽力は健側と対比すると図 1. 2のようである.

利き手を反対側の 10%増とすると術後の患側の握力は

受傷前の 80%に回復している.疹痛は術前より増強し

たものは 1例もなく， 全然ないもの 4例，寒冷時および

疲労時にときどきあるが，術前より軽減したもの 4例，

術前とあまり変化しないもの 1例であった.術後職業ーお

よび仕事の内容をかえたものはなかった我々は手術時，

続骨茎状突組は切除しなかったが，これによる椀屈制限

との関係は，症例が少なくはっきりしない.また，舟状

骨の遠位 1/3を2例に残したが全刻出例との優位の差は

みられなかった.また，遺残骨片や術後小さな化骨の発
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Age of 
Duration 

Length of Result 
Case 。f

Number 
Palient Original lesion 

symptoms 
follow-up I!叩 ぱ

(years) (years) (years) 
Pain tll.7np power πl0velnen 

1 31 Trans-Scaphoid perilunar 10 4.2 + 70% 90% 

2 30 Dislocation O. 2 2. 7 土 60 84 

3 20 Dislocation O. 2 2. 5 69 81 

4 23 Dislocatio日 0.5 1.4 53 79 

5 38 Dislocation O. 8 1.2 土 60 65 

6 33 Kienback diseasc 3 5 62 87 

7 27 Kienbock disease 8 3. 2 土 82 72 

8 16 Kienbock disease 2 1.5 81 72 

9 35 Flexion contraclurc of wrist joint 0.4 2. 8 土 20 。

りursif1exiull(園) じase Palmar flexion (・) Radial dcuiation (') Case Ulnar deviation(・)

川 7060 :'0 40 :，(1 211 10 ()↓ o 10 20 30 40 506070 80 5040 3020100 ↓o 10 20 30 40 50 

》 フ

3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 
円

EコNormal D After 臣窃 8efore o Normal 医~ After ~ 8efore 
operatlOn operatlOn operatlOn operatlOn 

a. b 

図 1.Range of Motion. 

R ight (kg) Case Left (kg) 

50 60 

') 

3 

4 

3 

6 

/ 

日

仁コ氏。1川 d 仁コ After ~ sefore 
operatlOn operatlOn 

図 2. Strength of grasp. 

生をみた症例もあったが，特に障害となっている所見は

なかった.術後 3 ~ 4 週のギプス固定，その後 1 週シャ

ーレとしリハビリ テーションを開始しているが，可動域

は比較的早く改善ーされ安定化するが，握力の回復は 6カ

月以上を要しているものが多かった.

Proximal-row carpectomyのこれまでの主な報告は

Stackの9関節， Crabbeの 20例，Campbellの 8{yiJ. 

Jorgensenの 25例等主である いずれも手術適用に舟状

骨偽関節，Kie出 ock病， 月状骨周囲脱臼等をあげてい

るが，有頭)~J'が無傷であることおよび deformance が発

生していないことを前提条件としている.また，同じよ

うな疾患に対し Steinhauserは舟状骨の近位 2/3およ

び月状骨を切除せる Transnavikulo-lun品目n resections 

arthroplastikの有用性を報告し，手根部の権思する個々
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のf;'を除去しでも可動性，悲痛および握力の改善はあま がよいと思う .

り期待できない.したがって適用のあるものには，まず 質問 須川(東医歯大整形〉

本手術を行なうべきであり，それで夕、メなものには関節 同法は広義の resection arthroplasly と考えられる

固定術をす Lめている.適用の禁忌には全身性の ench- ために distalrowで秋'1']'をかぶり示指頭大に突出して

ondral dysostosis， arthrogryposis， Sudeck症候群等の循 いる有頭骨のドームを切除したほうが，腕骨遠位端との

環障害のあるもの，炎症性疾患，麻痔性政忠および 70 関係がよりスムーズであり，その切除が同法施行上の

才以上の老人等をあげている. 我々は proximal-row Kcy-point だと 断言する人もいる.先生の 1 ~2 の症例

carpeclomyを 9関節施行し検討したが，適用を限定す で，長期 follow-upするなかに， ドームが僚骨と IJnpact

れば，術後しばらくの握力低下はあるものの有用な手術 に接するようにみえ，しかもそこに'行・変化がみられる X

と考える. 線所見を供覧されたが，そのような例に疹痛やinstability

が認められやすいということはないか.

発言 滝川 (京大整形〕 回 答 木野

Proximal-Row Carpectomy のアイディアは Stamm 有頭骨の近位ドームの切除はしてはならないと思う .

(1944)に priorityがあると思う. 有頭骨のドームの変形を術後起こした症例はない. 1例

池谷(日医大整形) 術前よりあった有頭骨のドームの陥11'1は術後，むしろ，

陳旧性の月状句周囲脱臼 (DeQuervain型〕に対して 平坦となった

月状'円刻出と舟状骨・近位半分の切除を行なって，良い成 池谷先生へ:Steinhauserのす Lめる Transnavikulo・

績なのて、追加発言した.なお，この手術は演者も述べら lunaren R田 ektionsarthroplastikの変法，舟状什の近位

れたが Steinhauser手術となっているが，私たちは，古 2/3の切除， 月状骨のおよび三角骨の切除を 2例に行な

い神'1'先生の手術書に書いてあるのでこれを応用 した. ったが，症例数が少なく ，舟状'自を全部切除したほうが

近位手線列を全部J筒除するよりは侵裂が少なくてよいと よし、かどうかはわからない.

思っている.特に舟状骨の遠位半分は残しておいたほう

70.手関節固定術の検討

小 林 tヨ
1/1] 上'Rf-博京

大符達 郎 片 井 憲 三

光安元夫

清水万喜夫*

我々は当科で種々の疾患により手関節固定術を受けた

症例につき，固定法，国定肢位，骨癒合状態，固定後の

他関節への影響，日常勤作等について調貸したので，い

さ斗かの検討を加え報告する.

昭和 33年より 48年まて、当科で行なわれた手関節固定

術は 17例 17凶節で，男子 12例， 女子 5{ylJである. 原

因疾忠別に分けると RA4例，外傷4例，巨細胞腫3

例，神経麻痔 3例，結核 1例，阻lfll性拘縮 1例，ポリオ

" H. Ueno， A. Kobayashi (講師).M. Mitsuyasu， K 

Omiya ，K. Katai・九州大学整形外科 M.Shimizu:福岡

大学整形外科，

1例である. 手術時年令は， 11才から 62才で平均 36

才である.このうち直接検診できたのは 12例， アンケ

ートによるもの l例，計 13例 13関節，男子8例，女子

5例が追跡可能であった 経過観察知j聞は，最短 10カ

月から最長 16年で，平均 5年 10カJJである.

神I式は，ほとんどの例で骨砂舶を併用 した radiocarpal

および intercarpalfusionが行なわれた，移植廿のうち

わけは，腸骨 11例，尺1']'4例， WNi' 2 {1IJ， 同積WIー骨 l

例で， 骨移椛iをしなかったもの 2例であった.また，手

J恨什を一部切除した例もある.内固定は，ステーフツレ，

Kirschner銅線，Screw 等を使用した.外固定期聞は，
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術 1前 術後

図 1.0津O子.34才，女子.腕骨末端巨細胞腫 ADL不自由なし

最短8週間より最長 9カ月で，平均 2カ月であるー 背屈 18.3
0
，挽尺屈は，挽屈 18。より尺屈 28。で，平均

尺骨遠位端を切除したものは 7例で，温存したものが 院屈 3.3
0

である 術直後の肢fすと 比較すると ，不変

10例である.切除した 7例のうち，RAが 4例，結核 5例， -15m減少 4例，背屈減少 4例であり，変位例は，

外傷，巨細胞騒がそれぞれ 1例である.固定肢{立は，背 Kirschner銅線または Screwによる固定例が多かった.

屈 50から 47。で平均 23.8
0
，撹尺屈は，焼屈 18。から尺 他関節への影響をみると，肩 ・肘関節に訴えはなく，

屈 26
0

で，平均尺屈 1.1。である. また CMJの不安定性もなく ，X線像でも著変を認め

手関節tijlの竹癒合は全例に認められた このうち再手 なかった MPJについてみると著しい傾向はなかった

術を要したものは 2例である 1例は， 41才の焼骨神 が，微調11な偏位を含め， 4例に偏位が認められた.その

経麻痔の症例で，受傷後3年目に手関節固定術を受けた 代表例を 2例供覧した MPJの不安定性のある症例で

が，骨移植せず，内固定が不完全で'丹癒合不全をきた は，手関節gsの悶定肢位が， MPJの偏位に影響を有す

し ， 術後 1 年 6 カ月目に1~ 移植および尺側手根骨を切除 るようである.

し，癒合の完成が得られた.現在術後 6年で，日常動作 固定方法と A.D.L の関係をみると，前腕の回旋運動

に不自由はなく ，タクシーの運転をしている. は 13例中 8例において良好でーあったー また， 尺骨'遠位

他の 1例は， 62才の巨細胞腫の症例で， 内固定が不 端を切除した 6例のうち 5例 (83%)が良好で‘あった.

十分なため癒合遅延をきたし，術後 3カ月目に'1'].移摘を 一方， 尺'í~J 非切除の 7 例中 3 例が回旋良好で，尺骨温存

行ない，癒合が完成した. 例で回旋制限を訴えるものが多かった.

34才の巨細胞腫の症例では，子以JW'iiiilの什総介は得 無痛性は， 13例中 10例 (77%)に得られたが， mm 
られたが，移植骨中枢側に仮関節を形成した しかし な外傷 2f日lおよび RA 1例が悠痛を訴えた

術後 14年の現在， ある;智度の可動i淡をヰiし泌焔もな 31才の外傷の症例は，手|期ilimilの粉砕'1'1折で，.lJL在

く，日常勤作にまったく不自 由を感じていないーまた， 変形を伐している.疹痛の程度は，車を運転できるあH主
遠隔調在ができなかった 39才の巨細胞服の杭がIJでは， の A.D.L.は残存し，t.::_'.:'， 霊iit物を挙上したあとに

j1~U'I'J 移舶を行なったが， 移植甘末.ff'ì側に骨吸収[象がみ 軽度の修州がある程度である 64才の RAの症例で

られ， 1年 2カ月後自家腸ftを移植し，癒合が完成した は，多発性関節摘がし、まだ残存し， 他側手関節にも障害

調査時の子関節の肢位は， 背屈 3。より 40。で，平均 を有する例であり，年令からしても実際上問題とはなら
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姓 名 性
手術時 調査時
年令 年 令

0崎 O助 色 62 78 

0津 O子 空 34 48 

0野 Oー 8 31 41 

0川 O包 色 41 47 

0水 O江 ♀ 53 60 

0口 O男 8 19 25 

0島 O雄 8 26 31 

O因 。 美

ー

27 30 

0崎 O昭 8 21 23 

0村 O江 ♀ 24 25 

0原 O二 8 16 18 

0野 O治 8 34 35 

7'/ケ ート回答

0瀬 Oゲ ♀ 62 64 

整形 外 科

表 1.症例 .

経過年数 病 名

16年 巨細胞腫

14年 1/ 

10年 神経師事痔

6年 1/ 

7年 結 核

6.4年 神経麻痔

5.5年 外 傷

3. 7年 RA 

2.2年 外 傷

1.4年 RA 

1.1年 ポリオ

10ヵ月 RA 

2年 RA 

表 2 遠隔 成績

1974年 11月

調査時の肢位

Wrist 
Finger MP  

Dorsal lD 
fl e;'i~~ I UevlatlOn eXlOn 

15
0 r 50 

(45~ 15 0 ) u 50 

10。 u 220 

30。 r 180 

40
0 r 110 

5指 uln.dev. EB 
15。 。。

15
0 r 4

。
4， 5指 uln.dev. EB 

15
0 。。

0~ 15 0 。。

12。 u 28。 2指 rad.dev. EB 
20。 u 27。 術前の rad.dev. e 
15

0 
u 120 

3
0 。。

|年令i病 名 |尺 刊除 |のギf無
Prona Supin. 

|終痛|
ADL不白由度

0回 O美 30 RA + 良 好 タオノレが絞れない

0野 O治 35 RA + 1/ な し

0村 O江 25 1ミA + 1/ タオノレが絞れない

0野 Oー 41 争11経麻1卑 1/ 包丁が使えない，字が@:11けな
い(手指 conlracture EB) 

0川 O包 47 ノγ Pron. 制限~Supi. 900 
な し

0口 O男 25 1/ 良 好 茶碗がもて ない， 肩 deseの
ため手と側JI!l部で把持不能

0原 O二 18 麻痔による ADL不能

0島 O雄 31 外傷 + 不良 + つまみ動作がでさない(手指
conlracture EB) 

0崎 O昭 23 M 良 好 + 1/ ( 1/)  

0水 O江 60 結 核 + 11 な し

0崎 O助 78 巨細胞J!iIi 10
0 

Pron.回 定 使用せず

OW 0子 48 1/ Pron. 00， Supi. 900 
な し

0溺iOゲ 64 RA + 良 好 + タオノレを絞れない

ない. 自体による不自由は訴えていない.外傷例では，手指拘

固定角度と A.D.L.の不自由度の関係をみると， 30。 縮を合併しそれによる不自由を訴えた 神経麻枠の症

ないし 40。の背屈位でも日常動作に不自 rt-Iは感じていな 例では，当然ながら麻癖による不自由を訴えるものが多

い. また， A.D.L.の愁訴を疾忠則lに みると ， RAで い. 25才の上腕神経叢麻縛の疲例では， 肩関節固定の

は， タオノレを絞れないという訴えが多い 30才の R八 ため，手学と躯幹の聞で物を持てないとの訴えがあった

の症例では，非固定側の病態進行のため，手関節郎に疹 が，手関節悶定自体による不自由はない.

痛があり ，日常の力仕事は固定側で、行なっており，固定
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まとめ 供覧した症例は 35才，男子.右旋骨遠位端部の巨細

1 )教室における手関節回定術 17例 17関節のうち， 胞腫に対し，摘出するときに手関節部関節軟骨を残し，

13例 13関節の遠隔成績を報告した. 自家緋骨を形成して手関節の残した関節軟骨の下に挿入

2)術式は. RCJ. ICJの画定を骨移植により行な した例で 3年を経過し手関節機能はきわめて良好であ

い，尺骨末端切除は痕例による.これによるCMJ弛緩 るー

はない 単に/~F骨移植ではなく ， 焼竹末端部軟骨をそのま与被

3)癒合は全例に得られたが 2例の再手術例と!日|什 覆したのであるが， 今後. O.A.変化等，経過を追うつ

移植中枢側の仮関節形成がある もりであるが，今後とも経験を重ねてゆきたL、と思う.

4)手関節固定肢位と MPJの肢位の変化の関係は， 手関節のこのような機能を温存した症例をおもちのよう

4例に変化を認めたが， 一定の関連性は論じにくいが， ならば固定例と比較してのご意見をうか Xいたい.

MPJの不安定性のある症例では手関節の固定肢位によ 回 答 小林

り影響を受けるようである. 田島先生に対して:Functionをもっ extensorがある

5) Radio-metacarpal fusionは行なっていないが， 場合，やはり dornalcarpal lig.を切除して固定術を行

特に C.M.J.の不安定性は生じなかった. なうが. extensor [unctionが低下した例はない.

6) 1ro、痛性は外傷 2例.RA 1例，に得られなかった. 光安

7)尺骨末端切除例では，前腕の回旋制限はほとんど 1 )排骨骨頭で radius 末端を置換した症例は 2例あ

の例で認められない. り，一応の可動性を有し良好な結果は得るが，この手術

8)手関節背屈肢位と成績との問には関係はない. の問題点は radiusの関節商と脈骨骨頭の関節聞の形態

9)術後愁訴ならびに A.D.L.は原疾患に左右される の差が考慮されるべきであろう. そのために proximal

ところが大きい carpalboneが， 新生の radiusと alnaの聞に進入す

るような感じをいだかされ， これが将来の O.A の原

質 問 田島(新大整形〕 因となるのではなし、かと考えている.手関節は動かしな

今回の予後調査で指仲展筋世~の手関節'1~似Illl庄市内部にお がら治したし、が，症例によりいたしかたない痕例があ

ける癒着障害はなかったか? る そとで固定術による ADLの影響を検討すべく調

追加 ・質問 作道(大阪成人病セソター整形〉 査したが，やはり有効な 1つの手術法であると考える

トー
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〈指定発言〉

71.手関節に関する問題について

主 ITI

手lYil節わ機能は，肩やIHや前腕D動きなどとともに，

下で物が掴めるための{立佐ずけをするものである. しか

しこの関節は手の keyjointといわれるだけあって，

手の機能に対して，特に他今関節にはみられないほどの

重要な，影響力をもっている.

この関節η肢位は，手折の運動，仕事に要する力など

といったものに応じて，絶えず，非常に敏感に， しかも

1!!f:立識のうちに変化するものである したがって，この

関節に疹焔，不公定性，変形，運動制限などが存在する

場合，その子の機能に及ぼす影響はきわめて大きいので

ある.

リウマチ手の滑膜切除術について

リウマチ手において，その機能を凱存するための作般

の手術のうち， 特にi"Ff1段切除術のもつ芯:義は， 主4Jm 61 

に述べられているごとくきわめて大きい また，この手

術の適応を決定するために，単純X*Ji(線影では発見 しが

たし、初JVj変化の診断法を，動態搬j;~や関節.ì~d;診などの技

術を駆使して開発した i'iiJ題 58，59， 60の1r演者の努

力は高く評価されるべきものと考える.

滑膜切除術には，術後の再発とし、う 問題があるが，こ

れを防止するためには，可及的完全に切除する以外には

ない.そのためには，尺'門・末梢端の切除術は止むを得な

い手技と考える また，手術?を行なう場介には，恵性

腫携の摘:1:¥術におけるがごとき慎重さが特に必要と考

える.

Unstable -wirstについて

i反近のX線診断学の進歩中こ伴い，手段l節irHに発生する

IX;也、や外傷のメカニズムといったものが次々と解明さ

れ，それに対応した治療法ーも発迷してきている しか

しなにしろこのtmは非常にt反対iな|対節的!えになってい

るため，外傷後，長jりl間にわたって桁みを訴えているに

もか Lわらず， X線 1-.J1I(;怨部の診断がつかず， J:.，U恨の後

i山II'あるいはいわゆる unstablewirSlなどの診断 のも

とにJ.&ii'i:されている例が多いようである ， .fi省は，これ

ホK.Murota (助教授): ~~京慈恵会医科大学整形外科.

'，' ノ'1* 
)Jl" ノ¥

らのうち，最も多いものが演題 63で述べられているご

とく ，述位焼尺関節の離聞であり， 次が舟状骨の rota-

tional subluxationではなし、かと考えているが， 後者に

闘しては特にみのがされている場合が多いようである.

その原因は舟状骨と月状骨との聞の靭帯の断裂であ

り， 月状骨周閤脱臼整復後の後遺症として，また，手を

侠骨柄hに対して強く団内位に陰った場合などにも発生す

るが， X線写真を健恨11と対比 してみれば，診断は容易で

ある.

携骨下端紛砕骨折について

本外傷は，近年，交通災害，産業災害の多発化に伴っ

て，才1:1f者にも比較的多くみられるようであるが，著者

らは将米発令してくる機能障3を考慮し，杭極的に手術

的整復を試みているが，学 '1TI，I.jMから似入， t行を使用

して'rJ-J:-を愛護(1サにまとめるようにしている. このよう

にしても，関節l而の再建がどうしても十分でない場合に

は，女性， 男性でも利腕でなければ proximalrow car-

pectomyを，労働者の利腕では， I*J節固定術を{l加す

るようにしている.

Kienbock病について

本症の成因に1)1;1しては，演題 65， 66， 67でいろいろ

と報告されたが，まだ決定的な説はないようである 治

療法に|刻しては，最近，手関節の機能を可及的温存する

とし、う立場から，月状1'1'・三角骨聞の固定術が行なわれ

ており， また， 今演題 68ですぐれた成績が報告された

続骨の短縮術なと'が行なわれるようになったが，著者の

出例はいずれもかなり病勢の進行したものばかりである

ので， これらの方法の経験はない 著者はもつばら，

1966 ije Grancrが搬(ifした刀法に準じて手術を行なっ

ているが 18j， i ~例のうち，以近 follow-up できた 10 抗

。1)についての成績を検川してみると，手|対節のJl(ify)筒聞

は i~ìi liijよりもさらに減少するが， lWブJはJ1YI加lし，焔みを

訴えるものは 1例もなかった.この成績は Graner自身

や， 他のiLil武者が述べているごとくきわめて縫'どなもの

というべきであろう.

関節の機能を再建するうえにおいて，先ず痛みを除 く
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ということが，なによりも重要であることを示唆するも 部の陳旧性の開放性脱臼骨折例であるが，骨折した舟状

のであると考える. 骨が腐骨化し， 痩孔を形成，また，臆断裂などもあって

舟状骨の偽関節について 高度の機能障害を呈していたが，腐骨摘出術をかねて，

著者は， 1970年以降， Barnard & Stubbins法に準じ 本法を施行した結果， 2年 8ヵ月の現在，掌 ・背周運動

て，関節症様変化が最も早期に出現してくる機什茎状突 範囲は 100。で， 片手で体を支えても痛みを発しないほ

起部を切除し，この骨を偽関節部に移植して良好な成績 ど Stabilitatは良好である.

を収めている.術後 1年 8ヵ月以上経過した症例は 10 本法では proximalrowの 3つの手根骨が全部切除

例であるが，:/i)(近 follow-upできた 5症例についての成 されるために，杭 ・j叫!11の側高IJ籾帯が均等に弛緩し，挑

績を検討するに，術後懸念された子関節の不安定性を示 '斤と右足t'l干官骨~l . との川のり以凶~J係が良好に保たれるということ

す刻応て秒仰例~μtは主 1 砂似例lリl もなく仁， 全例句，癒合に成功している プロ が， 耳走Z変要:なfぷ、xtJ

の力士を合み， ほとんど重労1働動従ゴ事王者でで、あるが， j筋高みを 骨のI司I'A厄忍 2/β3と， )パj 以状~'l'円J'だけを切除する St旬出ein川巾h市au凶I時seαr の

訴えるものはなくし， 1防阪4以(ij職改に復帰している Transnaviculo-LunarenReseklion-Arthroplastik法のね

Pro討malrow carpectomyについて らいも同じかと考えているが，木法に関しては，FI下迫

本法は，従来から動きのよくない弱L、手を作るもので 試中である

あるとして，敬遠されてきたきらいがあり，本邦でもほ 手関節固定術について

とんど行なわれていないようである. しかし 最近， 手関節の動きは，これを構成するいくつかの間節の動 ト

Crabbeや Jorgensenらのごとく，比較的良好な成績を きの総合されたものである.手の機能にとって不必要な

報告しているものもあるので，その真価については，な 関節などといったものは存在しない したがって，著者

お不明の点が多いようである. は，手関節固定術を行なう場合，可及的変化のあるfHl分

著者は，たとえ本法の結果が悪くても，手関節同定術 だけを固定し，その他の部分を温存するように努めてき

とL、う方法が残されているという現113で， 1970年以米， たが，このような試みは，少しでも関節の運動性を潟存

この方法を行なっているが，その成績は予処!に反して良 するといった点では合理的であるが，痛みが十分取れな

好である かったり，関節の不み'定性が残存するような ことがあっ

著者の症例は，陳旧性の月状'自'周囲!日1.1こ12仔1]，下関節 てはなにもならないので，厳密な適応の選択が必要であ

の脱rl'il:lJi'3例の計 5例であるが，特に興味ある例につ ると考えている.

いて述べる. まと め

l例は，間断なく手のアテトーゼ運動を行なう CP 以上，著者の経験を通じて，手関節に関する種々の問

患者であるが，手関節の脱白骨折のため，治療に困窮し 題点について述べたが，著者は，手関節部の機能を再建

ていたものである. しかし本法施行後，手の機能は受 するうえにおいて，先ず!I)(も重要な点は，痛みの除去で ト
傷前よりもかえって改去されている あり，次が|刻節の Slabililatの再建，次が運動性の再

また，演題 69では，本法の適応に関し有頭骨のドー 建，最後が美容上の配慮といったものではなし、かと信じ

ムの重要性について論じているが，この点に関しては， ている.

著者はそれほど怠には介していない，他の l例は手関節

← 
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〈一般演題〉

72.上腕部完全切断肢再接着の経験

碓 11二良弘

久富孝弘

森彬

内村 正英

田 中力

平宏章*

近年わが国においても切断肢再接着の報告が散見され

るが，上腕部における完全切断の再接着の成功例はいま

だ少ない 昭和48年9月，上腕部における完全切断の

症例に再接着を試み良好な経過を得た. いまだ end-

resultを評価する段階ではないが，主に初期治療および

その経過について我々の経験を報告する 症例は 21才

男子，受傷原因は右手をベノレトコンベアーにとられ， 上

腕I;j5で位、じり切られたものである 受傷後約 20分で来

院，来院時には切断肢を持参していなかったが，指示に

より約 10分後に持参した.切断肢の組織はかなり内滅

されていたが，相当の短縮を行なえば再接着を試みられ

る状態て、あった.直ちに切断肢の清浄化を行なった後，

上腕動脈内にビニーノレチューフを婦入し注射慌を用い

て抗生物質加へパリン生食水で潅流した. I'({，脈よりのtJI

液が血性でなくなったところでイリゲ-31ーによる点11!，j
持続権流に変更しそれを滅菌ビニーノレ，滅的、ンーツに

包んで周闘を氷で包み冷却した 次に，也、者側|相rWJの処 litl~

に移り，簡単な Debridementおよび 1-.1加'I'J'2 nTIの切除

を行なった そこで冷却中の切断l肢を取り 11~ し. 1吻合予

定の動静脈，神経を点検して，縫介の際の緊長状態を考

慮したうえで上腕'，，'を 1.5cm 切除した. PH友石は l泣初

上腕'，<:j をプレートにより凶定し，ゐ~I.，、て創的)脈，上腕動

脈の!阪でl則合した.血管のl吻合は J血管縫合用 60ナイロ

ンを使用し.12ヵ所の結節縫合を行ない，瓜l流再開時に

11.1 1 (1 1が著しかった所にさらに 3~ 4 ヵ所の結節縫合を加

えた.I(U流の再聞は受傷後5時間で行なうことができ

た 血流を再開すると切断肢仮IJ断端の無数の小血管より

の出Jfllが著しく，止血に努めたにもか Lわらず 11時間で

約 1，500ccの出.rfllをみた.幸い末梢の循Bil状態はきわ

めて良好な状態であったので，軽い圧迫包帯を施し，一

時的に手術を中断 し， 止血を待って翌日手術を再開する

ことにした 翌 日の手術再開時にはi上¥I(11はほとんど止ま

っていて，先に|吻合した動 ・静のげ11行J主良好であった。

ド Y.Usui. A. Mori. T. Tanaka. T. Hisatomi. M 

Uchimura. H.Taira 新日鉄八幡製鉄所病院整形外科(.，.

805北九州市八幡区春の町17).

尺側皮静脈の吻合，正中神経の縫合を行なった 翌々 日

上腕部背側の Debridementを行ない， さらに尺骨神経

縫合を試みたが，尺側皮静脈の凪l行を障害しそうであっ

たのではたさなかった.血流再開の直後から手指は赤味

をおびて健fJ{IJより暖かく，続骨動脈拍動は良く触診でき

た.腫脹はJfll流再開の直後から起こり始め，間もなく中

等度に達したが，前腕中央部まで行なっていた筋膜切開

をさらに延長するほどのことはなく ，患肢を挙上位に保

持していると. 4日目より次第に軽快し始め，約 2週間

でほとんど消槌した 皮l内'湿は最初健側より高温であっ

たのが，次第に低下していって 2週間で低温へと移行

図 1.

図 2.
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していった. 皮膚温と腫脹の消長には相関関係がみら

れ，側副血行の形成による静脈還流の改善が暗示され

た 容積指尖脈波は最初相当の乱れがみられたが 5日

目にはほど正常脈波に改善された.初回手術時に測定さ

れた出血量は 1，750ccで-あったのに対し 3，400ccの輸

血を行なったにもか Lわらず，血液検査はなお貧血，低

蛋白血症の所見を示したので，一般状態が落着くまでに

結局合計 7，200ccの輸血を行なった術後は感染および

血佳形成による循環障害の予防に留意し大量の抗生物

質ウロキナーゼおよび低分子デキストラン，ファーフ ァ

リンを投与した 約 8週間ギプス固定を行ない，骨癒合

が起こるのをまって，受傷 11週日に尺骨神経縫合時に

縫合部にかなりの緊張が認められた 受傷後 10週 で 院

側子根屈筋に始めて筋収縮の兆候を認めた.統いて深jl1

屈筋，長母指屈筋の11闘に筋収縮を認め，さらに 8週間を

経過すると明らかな関節運動を起こすまでになった.

ドー

図 3.

6ヵ月をへた現在，牛乳ピンをJ巴持できるところまで機

能の回復をみている. 一方，知覚は縫合部末梢側のごく

小範聞に，わずかな知覚の回復を認める以外は知覚脱失

の状態が続いている 受傷5ヵ月日に行なった動脈撮影

では上腕動脈吻合部はまったく正常の血行状態であるこ

とを示し再接着部の中枢側方通ら末梢側へ無数の側副血

行が形成されているのがみられた.

追加 田村(神戸中央市民病院整形〉

昨年本学会で報告した上腕部再生着例のその後の経過

を追加する. 1年 7ヵ月の現在，母指球筋筋力は H程度

であるが深指屈筋はW以上となり.mの屈伸は非常にス

ムースで，癒煮のため指の動きにくい前腕部切断とかな

り事情は只なるようである. 知J:rtは 2PDで母折 12

mm，示指 8mmに回復している

炉ーー
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73.切断指再接着後の機能回復

龍見良隆

奥田寿夫

昭和4ωO年 7月から昭布和]4ω9年 4月まで

玉井進

柏木博

小松 重雄

中村 義弥

保利喜英

三 井 宜夫*

指再接着の症例は 4引1例5幻7指でで、ある. 知覚回復の客観的補助診断として O'Riainの shri-

今同は，再接着成功例中，術後 1ヵ月から 1年 7ヵ月 velling testを行なってみたところ，知覚回復との 聞に

までの 21例 32指に追跡調査を行ない，外観，知覚， ある程度の相関関係を認めた.

shrivelling test，発汗， plethysmography， thermography， 発汗は， 術後 1 ~2 ヵ月日の症例ではほとんどみられ

運動につき検査を行なった. ず 6ヵ月をすぎる症例では認められるようになる.

知覚の回復は，中節部完全切断を例にとると，術後 3 Plethysmogramでは，一般に 2日目で再接着指は健

週目までは S。であるが，約 1ヵ月をすぎるころから， 側に比べて血流量が少なく，静脈環流の悪、い状態がうか

神経縫合部で Tinel's signが出現し始める. 3ヵ月で がわれる 2ヵ月日でも同様の傾向がみられるが 5ヵ

は ら~S3 まで回復するが， やはり神経縫合側に優位で 月をすぎると健側とほど同様の波形が得られるようにな

ある 5 ~ 6 ヵ 月日になると S3~S3+ に回復する . ー る しかし萎縮の強い症例では，術後 6日日よりも 1

次的に神経縫合を行なえず，spontaneous recanalizasion 年 7ヵ月の波形が不良で，健側と著しい差を認めた

をWJ待したj ， 'I~例て‘ も，約 6 ヵ 月日でおの 1"-1{裂をIJ"して Thermogramでは， 術後 1ヵ月で忠側の低視が上i立

いる. しかし神経1"1復の途上においては， 日常生活で熱 つが， 2ヵ月より 5ヵ刀自のhE例では健側と ほ父同混と

表 1. 術後日数よりみた知覚同復状況.

S4 • 。8 。。
S 3+ 。。 • • 。
S3 。 00 0 00. 。• • • 。。 • 。
S 2+ 。
S2 • 
SI 

S。

竺ネ| 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 
month 

0:完全切断指..:不完全切断指

* Y. Tatsumi， S. Tamai， S. Komatsu， Y. Hori， H. Okuda， H. Kashiwagi， Y. Nakamura， N. Mitsui:奈良医科大学整

形外科.
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gram， thermogramとの間には明確な関連

を認めることができなかった.

Thermogramで は，再接着指はかなり

長期にわたって， 健側よりも低温であるこ

とが 判明したが， これは plethysmogram

の所見とも関連があり，萎縮の強い指ほど

その傾向が強く出現する.知覚回復の満足

すべき症例でも，萎縮は残存し， plethys-

mogramで、血流量の少ない波形が得られる

ことからも，指の萎縮と血流量との聞には

明確な相関関係が存在することがうか Xわ

れる

a.2カ月目の shrivellingtest.再 b. 3カ月の thermogram.第2指の

現在，我々の教室における再接着の成功

率は約 81% とかなり好成績を収めるよう

になったが，再接着指の機能，なかんずく

運動能の点では， なお不満足な成績であ

る

接着指には、ンワがみられない. 萎絡が強く， 他指に比べて低温であ

る.

図 1.右第 2， 3， 4完全切断指再接着例.

イ[一一-一一-~ヘゾ
第 2指 第 3指

図 2.

なる.

運動機能の面では，受傷時の創の挫滅程度および切断

部位によりかなりの差がみられ，全併を比較検討ずるこ

とは不可能で、あった.

我々は原則として， 屈筋艇は PIP関節より末檎での

切断の場合は， }従闘定術あるいは PIP関節固定術を，

PIP関節より中枢での切断の場合は， 可能な限り深指

屈筋艇の primarysutureを行なっている

完全切断 10指，不完全切断 3指に対し，屈筋腿の

pnmary sutureを行なったが，MP関節 での平均自動

運動範囲は，母指で 250，他指で650

であるが，母指の

IP関節では 50，他指の PIP関節で 100，DIP関節で

8。と切断部より末梢の関節では満足すべき可動性は得

られなかった 症例を選んで腿剥雌術を行ーなっている

が，その時期，適応になお検討の余地が残されている.

一般に切断指は術後 3週目ころから徐々に萎縮傾向が

みられ，皮膚の栄養状態も健側に比べて悪く，爪は漸次

生えかわる.知覚回復と発汗ならびに shrivellingtest 

の結果はある程度平行するようであるが plethysmo・

同一レベノレで，すべての組織が切断され

ている切断指の再接着術における屈筋l此処

理と，術後リハヒリテーシ ョンには，さら

に検討が必要であることを痛感した.

追加 生田(広大整形)

切断手あるいは切断指の予後の問題のう

ち，重要なものは鍵の滑動性と知覚の回復

である

1)腿の滑動性に対する方法:し、かなる部位(たとえ

no ma~'s land)であっても必ず一次的に鍵縫合を行な

う.腿の縫合方法は， 今回発表した Intratendinous法

が良いと思う 術後はなるべく早期，できれば翌日より

運動を開始する この方法は，艇の縫合部と切断されて

損傷した周囲組織とが同じレベノレであり，癒着を起こし

やすいことに対する防御策にもなり得るし，関節拘縮の

予防にもなる

2)神経縫合に関して:必ず一次的に縫合する もし

不可能ならばより重要と思われる神経への神経移摘を行

なう .たとえば，母指，小指で、は尺側へ，示 ・中 ・環指

では挽側へ行なう

私たちの症例では指 MP関節部で、の切断で，最高 2-

PDが 4mmまで得られた.

3)指腹部の萎縮はすべてに認められるが， 日常生活

にはほとんど意味をもたない.

4) Heparin投与に関して :Heparinの主作用は血液

の抗凝固作用であるが，ほかにも種々のものが認められ

「

ト
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ている 私たちは，再接着術後 7日ないし 10日間持続

点滴を行なっているが，これを使用しない症例の鍵手術

よりも癒着が少ないように思うが，確認は得ていない.

追加・質問 須川(東医歯大整形)

1973年段階では Dr.Kleinertの所では 日目orは

primary sutureをすることが少なかったようで，後日

再建術をしていたようである た X し extensorは指の

捻れを防ぐ意味からも直ちに修復している.

生田先生へ :術後直ちに屈伸させるという話であった

が，縫合した血管，特に背側静脈に巡勤時 tenslOnが

かL り thrombosis形成の原因となることはないか.

回 答 生旧

須川先生へ:再接着直後に運動を開始すると血管縫合

f郊の再断裂の危険性があるが，縫合部とはなれた関節を

屈 rlllすることによって， いくぶんゆとりができると思

う.私たちは再断裂をきたした症例は経験していない.

石田(琉球大整形)

Melbourneの Mr. O'Brienの所でもすべての構造

物は primary に repairするようにしている.もしも

nesveの endto end sutureが不可能の場合には nerve

free graftも考慮している. Early active exerciseは術

後 2週間はあまり積極的ではなく，毎日の廻診時に軽く

active， passiveに jointを動かす程度にと工めている.

Flexor tendonの glidigは予想外に良い(しかし一番

大切なことは患者の motionの有無にあると思われる)

龍見

術後のリハビリテーシ ョンは，できるだけ早期より 開

始している 症例により術後 1日目より自動運動を開始

し 7~10 日 目からヒピテン混浴を行なう. 2週目より

装具を使用しての機能訓練を行なっている.

74.上肢における血管損傷例に対する microvascular

techniqueによる血行再建の経験

吉津孝衛 l勝見 政 1i 田島達也*

我々はこの 6ヵ月間に上腕動脈断裂を伴う高度伸滅17IJ

および Heatpress i吋ury例を含む新鮮不全切断例 7仔U，

陳旧性動脈J負傷 2例， Ifll符服切除後lfll行再生I!を行なった

1例の計 10例 の u政1([['(j障害例を経験し，いずれも

Microvascular anastomosisにより血行改普に成功した.

一般に Guillotineamputation， 軽度の挫滅切断例では

Il:J題な く再桜Jすに成功すると思われるが，今回これらの

症例rr興味ある数例について検討を加えた.

症例 1.32才，男子

1 st dorsal compartmentの tendonでのみ述続が保

たれていた press による高度の地滅切断創で，まずtf~骨

尺骨両動脈|吻合を行ない，次いで 3本の背側皮静脈l吻合

を行なった. うち l本は吻合端を約 2cmにわたり釘l離

移動してl吻合した

3ヵ所の静脈政治部上の露出部は 2x7cm の中間層

植皮で閉鎖し成功を収めた(図 1a). 

* T. Yoshitsu， M. Katsumi， T. Tajima (教授)・新潟大

学整形外科

症例 2.18才，女子.

50 ton 1400C が右手に加えられた heatpress injury 

で 3，4，5指は高度の挫滅とともに骨まで高熱が加わっ

ているため切断した.示mは両側の N.咽V.bundleが

MP関節ff告で切断されているにもか Lわらず遠位部の

血行がある程度保たれており， 協側に帳 1cmの比較的

良好な皮)j可が残存していたためそのま L生着するものと

思われた. しかし Debr仙 nent実施中急に cyanoticと

なり，より遠位部の1(11流維持が期待できなくなったため，

ぷ指 MP関節J<!.似IJで約 1cmにわたり引きぬかれてい

た prop.vol. dig. A.を Comm.vol. dig. A.にl吻合した

Venous returnは指背に残っていた数本の静脈に期待し

開放で生食湿布した後示指の生着が確実となり，残存手

の壊死範聞がはっきり した 1週間後 abdominalpedide 

で皮府欠損を被い再接着に成功 した(図 1b). 以上 2

症例のように高度挫滅切断例でも再接着が可能であり，

その際必要あれば静脈の剥離移動や静脈移槌を行ない，

さらに私たちは約 1週間 の Heparinizationを行なつ
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ているが， この期間中注意深い controlで一次的に

skin graftを行なっても十分生着が可能であった.

症例 4.32才，男子.

左前腕屈側部の挽骨尺骨両動脈を含めたすべての軟部

組織を切断した Glassinjuryで， 1ヵ月後当科受診.

遠位部の血行障害が著明であるため焼骨動脈に対しての

み 3cm の自家静脈移植を行ない，自他党的に著しい改

善が得られた(図 2a). 

症例 5.17才，男子.

パイク事故による神経麻!Jliーを伴う肘関節部の上腕動脈

断裂例で， 受傷時他科で血管l吻合術を受けたが完全にI.'fJ

~し 3 ヵ月後当科で上腕動脈から機骨動脈までM関節

を跨ぐ 20cmの自家静脈移植を行なった 24時間後右

上肢の著しい腫脹と阻血状態がみられたため再手術を行

ない heparinizationおよび止血不十分によると思われ

る大量の凝血を排除し，再び良好な血行を回復し自他党

的に良好な結果を得た(図 2b). 以上 2症例のように

mam arteryがたとえ断裂していても，かろうじて遠位

部が surVlveしている例はときどきある このような場

合経時的に側副血行量が増加するとして も， なかには肉

眼的に明らかに血行障害を認める例や寒冷， 仕ヲJ~ I'I"にの

み1(11行障害を認める例がある このような症例に対して

は血行再建の適応が十分あるものと思われる

症例 6.11才，女子.

右中指の proximalsegmentにおける血管腫の再発例

で 2才のとき 中指の proximalsegmentより distal

palmar creaseにかけての血管臆に対し同1JUJの N.-V

bundleを含めて摘出を受け示指からの cross日ngerflap 

で皮府欠損を被い切断をさけ得た例である.

今回血管腫は基節部の全周にわたって認めめられたた

め屈筋鍵，指7-'i'J.陸膜および正常の静脈 1本を含む幅 l四

の指背皮府を残してすべての軟部組織を切除した.次に

J~l指尺側 より is land flapを起こして，その N.-V.bun-

dleの遠位部を中指の中節部で本来の N.-V.bundleの

遠位断端と縫合し 1部全層植皮を行ない血行再建に成功

した.3週間後全層植皮片を示指続1JUJからの 8cmの flag

flapで置換し現在良好な機能を保っている(図 3). 

これまでこのような 1指の両側の N.-V.bundleを

結殺せざるを得ないような血管腫に対しては放置かある

いは罷患指の切断を行なわざるを得なかった

我々は Microvascularanastomosisを併用した island

flapを利用することによって 血行再建 と同時に神経，

皮膚も one-stageに再建することに成功し有効な方法と

考えられた.

1397 
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ド

a. 

b. 

図 1.Fresh case. 
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llY. Female 

a. 

b. 

追加 生田(広大整形〕

1)上肢の血管系には変異がある. したがって複数の

血管損傷時に，と.の血管を再建すれば末梢が壊死に陥ら

ないですむかということがわからないゆえ，損傷された

すべての血管は縫合されるべきである また，良行な血

行は，腿や神経の凶復にも好結果を与える.

2)手指の循環障害は，神経障害と相まって知覚異常

図 3.

C. 

を訴える患者が多い.

3)完全切断の場合の縫合すべき血管数について 1

本の動脈と 2本以上の静脈というのが通念となりつ Lあ

るが，動脈，静脈 1本ずつでも十分生着するし 2本以

上の静脈縫合との生着との差が認めがたい. 2本以上の

静脈縫合を強調するよりも，むしろ私は 2本以上の動

脈縫合の有利さを強調したい.

L 
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75.手の外科領域における freegroin flapの利用

波利~ Iニ清紀 大森喜太郎 村上不二哉

鳥居修平 大森清ーホ

我々は，1972年 8月より現在に至るまで約 70例の臨

床例において，細小血管l吻合術を利用した遊離複合組織

の移植 (Microvascularcomposite ti日uetransfers)を経

験してきた. 今回は， これらのうちより freegroin 

flapが形成外科， 整形外科ならびに手の外科において

多大の利点を有すると考えられるのでこれを報告する

我々の行なっている microvascularfree flap の手術

手技は，次の 4段階よりなる 1) Recipicnt sileの準備

および血管の露出，2) Donor flapの剥離挙上および血

管の鼠nu，3) Donorおよび Recipientvesselsの吻合

(microvascular anastomosis)， 4) Donorおよび Reci-

plent slteの閉鎖， これらの複雑な子術を手際よく遂行

するにはチームが分れて (Donorsit巴と Recipientsite) 

進行するのがよい.さらに freeflapの完全な生着を得

るには Donorならびに Recipientの胤管を損傷せず

に，正確に銀出することが必要で，術者がこれらの部位

の血管の走行を熟知していなければならない.

Anatomy of the groin region 

1972年 McGregor，Jacksonらは，そけい部において

superficial circumflex cliac vessels を i!qhにもつ axial

patlern flapを発表し， これに groinflap と名づけ

た. Free groin flapも原則lとして， この vascularsystem

を栄養動静脈として移植される freeskin flap である

が McGregorらの pediclegroin flap とは若干異な

る.すなわち groIn reglOn は superficialcircumflex 

iliac arteryと superficialepigastric arteryの2本の動

脈により栄養され， 前者は， 股動脈の首ij側而より出て

anterior iliac spineの方向へ Fascia lala の Fを走

る.これはさらに sartoriusmuscle の内縁で浅技と深

技に分れ， 深校はさらに sartoriusの deepfascia直下

を外側に走り laleral femoral cutaneous nerveと交

叉した後 subcutaneousfasciaへ出る. この 2つの枝

は，必ずしもその太さ強さが一定でないため freegroin 

* K.Harii， K. Omori， F. Murakami， S. Torri， S.Omori: 

東京管祭病院形成外科 (~ 102 東京都千代田区富士見2-10

-41) 

S.E.A. ""'S.C.I.A 
S. E. A. > S. C. 1. A. 

8 29 
10 29 

F.A. 

S. C.J. A. >S. E. A 
Common trunk 

5/29 

S.E.A.: Supericial epigastric artery 

S.C.I.A.: Supericial circumflex iliac artery 

図 1. Groin region における arterialpattern 

(我々の29例の Clinicaldissection)より.

日apを挙」てするときは， 両校を皮弁内に含めるように

挙上するのが安全である 一方，後者は C口briform仏-

sC1aより inguinalligamentの前面を通 り下腹壁に至る

が，重要な)，'~は両者の関係である . すなわち，我々の 29

例の clinicaldissectionでも示されるごとく(図 1)， 

両者は互に衝援な関係をもち，一方が太く他方が細いと

いう場合も多いが，両者の皮下における networkが密

なため，いずれか一方の動脈で，十分大きな皮弁が栄養

できる. その静脈はおのおの Vv.comitantesを有して

いるが，他に皮静脈が発達し，数本の静脈がー絡になり

saphenous bulbへ 1本に流入している場合が多く，こ

の部で一括して静脈を採取すれば十分である Donor 

および Rec】pientの動静脈が露出 できたならば，おの

おのに Heifetz'sclipをかけ切断する断端はへパリン加

生食水 (20I.U.j1cc) でよく流い凝血を除くが， 皮弁
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表 1.Analysis of our 7 clinical cases. 

pat |AM| 
name I Sex 

DamaEg11etd v area& 
deformity I Size山 p I Recipient ves叫 ID…ssels I Result 

N. s. 156m I Scar keloid 15叩 X8 CID 
1(ADJroi rsum of Thumb， 

st joint) 

M. s. I 34 f 
l:a(HDnogot ersrpusr) m ess ifnJ: UI Y 

8叩 X6佃

01' 2， 3， 4 

S. T. 132m I B吋 scarco…叶即 9叩

S. s. 113m I Flexion contr. 13αDX 10αB 
(Wrist joint) 

S. K. I 23 f l Hot press 。ifnjhuarny d 18αDX 11咽

(Dorsum of hand) 

K. s. I 21 f I Flexion contr. Loss of 15曲 X8 CID 
日ngers

S. K. 141m I Flexion contr. 15αD X 10ロE
A(Wddri1st tJi OInt) 

uctlOn contr. 
(Thumb) 

表 2. Advanlages and disadvantage写 oflhe free 

flap transたrs.

Advantages 

1) No tissue loss is expected compared with the 

conventional tubed pedicle or open Aap method. 

2) No nccd for heavy fixation of the operated 

area. 

3) Large amount of tissues can be transferred. 

4) No slaged procedure and short hospitalization. 

5) Direct closure of exposed bones， tendons and 

nerves in the emergency cases. 

6) No open wound remained at recipienl site. 

Disadvantages 

1) Thrombosis at the anastomosed vessels. 

2) Technical diAiculty in a small child 

3) Suitable donor and re口pientvessels might not 

easily be found. 

全体の潅流はしないーまた，術中，術後を通じ抗凝固剤

は投与しない

血管l吻合は手術用双眼顕微鏡下に 10-0mono日lament

nylonを用いて行なう.我々は原則として l本の動脈，

1本の静脈のl吻合により皮弁を移植している I吻合終了

後 clipをはずすと，すぐに flapの辺縁より小出血を

認める

表 lは，我々が過去に行なった Handsurgeryに応用

した Freegroin flapの詳細である Flapの平均の大

きさは， 15cmx 9 cm くらいで， 7例中 5例が完全に生

着. 2例が駿死を起こしたがおのおの super白口alnec・

Superf. rad. a I S.C.I.A. & V. I Pe巾 cttake 
Cut. V 

Comon dig. a. I S.C.I.A. & V. I Perfect take 
Cut. v. 

Rad. a. lSCIA&v…crOS1S 
Cut. v. 

S.C.I.A. & V. I Perfect take Rad. a. 
Cut. v. 

Rad. a. S.C.I.A. & V. I Perr.ヒettake 
Cut. v. 

Rad. a. 
SCIA l…ke 

Cut. v. 

Rad. a. Common lrunk I Partial necro，io 
Cut. v. & V. 

rosislparlial necrosisと程度は軽いもので‘あった 今戸l

は，これらのうち 2症例を供覧した.

考察

表 2~;こ示すごとく ， free skin flapは従米の有益皮弁

に比べ多くの利点を有している.すなわち pedicleのた

めに損失していた組織がまったく 利用 できる， donor 

slteと recipientsiteの聞の固定がいらず，早則自ft床や

運動練習， Rehabililationが可能となり，入院日数も著

しく短縮される.

Open woundが伐らず骨や腿移植と併用できるし，力.

ー感染を起こしてもその処置が適確 に行なえる Free

flapのうちでも free groin Aapは，そのうすさや

dona siteの二次的な綴痕が日すもたないといった点で，

手の外科において非常に有益な手段であると考え， これ

を報告した.

追加・質問 生田(広大整形)

私たちの immediatefree skin Aap transplantationの

症例のうち， 2 OlJを供覧した.ほとんどの場合，私たち

も groll1日apを利用している.最も問題となるのは.

donar siteの決定と縫合すべき血管の発見である.私た

ちは縫合しようとする血管の分岐部と思われる部分を圧

迫し，まず静脈を発見し，これを目安として動脈分校の

基部を identifyして Aapを起こすようにしている. ド

ップラ効果を応用した Flowmeterも利用でき得る.

質問 1)Donar siteの血管のみつけ方について.

2)術後 Defallingの必要性がある場合もあるので，

ト

~ 

ドー

← 
」
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縫合した血管と床からの血行との相関関係について. 験したこのうち groinの 仕eeflapは約 30例にのぼる.

3) Defallingの皮膚切開について. これ以前に我々は臨床例において， この部分の vascu-

発言 石田(琉球大整形) lar anatomyをしらべる機会を得たことは本手術を成功。Flap側の vessd のみつけ方はやはり proximal させるうえで重要な pointで‘あった この部分には

から追求したほうが安全と考える. というのは vessels superficial circumflex iliac arteryと super白calepigas-

は femoralartery、saphenousveinから出ると 2cm 以 tnc arteryがあり，両者の関係は本 日我々が reportし

内くらいで branchingを起こすので d則 al から flap たごとく密接である. しかし， 反面，この密な arterial

を起こして flapの hilusまできて vesselをみつけるの anastomosisがあるため， どちらか一方でこの皮弁を出

は危険と思う. それよりはかなり distalから追ってく 着させることができるのは主主である Flapを挙上する

れば必ず originがあるはずである. 際，O'Brienは medialsideより vcsselsをさがしてい

2) Recipient sideからの血行と flapからの関係は るが，必ずしも皮府の上より，透視できる皮的脈と

flap側 の血行がよいときには recipientbaseからの血 artery が従走していると限らないので， 我々が発表し

行が乏しいようだ. 3 cas自の groinrotation flapの柄 ているごとく皮弁の外側より，内側に起こし 2本の動

切離時の.on行はふつうの directabdominal pedicle graft 脈をさがすのが安全に思う.

の場合に比して良 くないようである G.Millerの経験 2) Recipient siteの vesselsとのl吻合は臨床例におい

であるが freegroin flapを下腿潰拐に行ない，約 2週 ては end-to-endで行なうのがより安全と思う 我々は

間後にl([[行障害が再発し flapの両外側 1/3を flap状 lmmの動脈と 4mmの動脈まで吻合しているが，経過

に起こして va忙 ularrevisionを行なったところ flap はよい.これ以上の外径差になるときは，他の recipient

状に起こした部分だけ necrosisに陥り baseに残した vesselsをさがすが end-toside anastomosisもやむを

中央 1/3が生存した.これらから考えて freegroin flap 得ない場合もあろう .

の血行が良好なときには recip悶】tbedからの凪行再開 3) O'Brienのごとく medialより皮弁を起こすのは

が起こりにくく flapの血行 が良くないときにはおそら 適確な flapdesignをするのがむずかしくなる.

く 2 ~3 週で recipient の血行が十分にはいるのではな のRecipientからの flapへの revascularizationの

いか 問題であるが， baseの性状により若干の相異がでる

回答 波利井 Baseの状態が良ければ当然、 revaSCl巾 rizationも良く，

1) Donor flap の挙上が本術式を成功させる重要な この場合は早期に l吻合部の Occlusionが起こっても

pointである.我々は 1972年より約 70例の臨床例を経 日apは生活ーする

76. Microsurgeryによる Hallux-to-thumbtransfer 

16mm映画 (25分)

玉井進 小松 重雄 笹 内信行 保利喜英

龍見良隆 奥田芳夫 柏木博 三 井宜夫ネ

本演題は，主題2ー演題 41の映画供覧であるので，

氷 S.Tamai， S. Komatsu， N. Sasauchi， Y. Hori， Y. 

Tatsmi， H. Okuda， H. Kashiwagi， N. Mitsui:奈良医

科大学整形外科.

抄録は省略する.

質問 滝川 (東大整形)

供覧されたケースは劇的な成功を収められたわけで、

あるが，万々がーの場合にはどのように救済するお考
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えか?

回 答 玉井

もし，移舶が失敗した場合には，可及的早く軟部組織

を切除し，骨のみ残して有茎皮弁形成術による造母指術

を行なう予定で、あった.

← 

ト

一一一一一くお知らせ〉

全国骨腫蕩および軟部腫蕩の登録について

t
iド
t除
F戸

昭和39年以来各施設整形外科の先生方および国立がんセンターのご協力のもとに，全国骨腫筋症例の登録集計

を実施しておりますが，今回新たに軟部!殴疲(悪性および再発をきたす症例〉の登録も始めることになりました.

登録カードは本年度分(昭和49年 1 月 ~ 12月〉から，先生方のご施設，地医センター，国立がんセンターにそ

れぞれ一部保管できるよう 3枚ずつリコピーとし今後の先生方のご研究にも役立てるように配慮されておりま

す.できるだけ多くの施設から登録していた Xきたく ，皆さま方のご協力を切にお願い申し上げます.登録をい

た立いた各施設には登録年度の集計結果表をお送りいたします.

なお登録の巾込みおよび業務の詳細については東京都中央区築地5のl国立がんセンター運営部調査課小島尚

忠宛 (TE L 03-542-2511，内線 421)へお問合せください

昭和49年10月

日本整形外科学会骨腫湯委員会一同

委員長 赤星義彦

トー
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77. Percutaneous Pinning of Bennet Fractures & other unstable 

Fractures at the Base of the Thumb Metacarpal 

L. W. Milford M.D. 

Memphis， Tenn. 

The so-called Bennett fracture at the base of 

the thumb is in fact， a fracture dislocation. This 

was first described by an Irish surgeon， Edward 

H. Bennett， Professor of Surgery at Trinity College， 

Dublin Ireland in. 1879. The original sketch 

shows the entity to be an intra-articular fracture 

of the base of the thumb metacarpal with the 

styloid being held in place by the intact strong 

ligamentous attachment. However， the shaft of 

this bone is displaced proximally by the pull of 

the abductor pollicis longus at its insertion of the 

radial proximal base of the intact larger fragment. 

This in turn， is pul1ed into adduction distally by 

the intact adductor muscle. Although it appcars 

to be a trival deformity， it was observed by Be-

nnett to take months to overcome the disability. 

The fracture itself usually heals in spite of the 

treatment but prolonged disability occurs when 

this is not treated properly. Several ways have 

been attempted for treatment， one of which is 

that of simple reduction and casting， however， 

this has the disadvantage of obscuring X-ray 

details with the wet plaster-oi二Paris cast on ob・

serving the intial reduction. It also has tendency 

to allow displacement after the reduction of the 

edema in the hand. 

The method of continual traction is also used 

for treatment in the past although this does re-

quire continual observation due to irritation of 

the traction pin in the thumb. Open reduction 

may at times be necessary but is not always 

necessary. However， accurate reduction should be 

sought for in this fracture. Closed manipulation 

and trans日xingwith a Kirschner wire percutane-

ously is desirable when it can be performed. It 

usuall can be used in the fractured during the 

first few days following injury and of course， may 

have the option of open reduction should this 

not be satisfactory. The technique is that of ma-

nipulative reduction under operating room condi-

tions with trans日xing with a Kirschner wire 

passing through the larger fragment of the shaft 

and transarticularly into the greater multangular 

01' base of the second metacarpal. X-ray control 

insures position to be satisfactory. This in fact 

does pull the larger shaft fragment into position 

and apposition to the smaller fragment. This is 

held with the wire while X-ray control indicates 

satisfactory pinning. If this in fact， is with an 

accurate reduction the pins are cut off under the 

skin and a cast applied for necessary healing time 

which is usualJy six or eight weeks. The pins are 

then removed and the patient begins movement. 

In a series here at Campbell Clinic， there has 

been followed twelve consecutive cases of日rst

metacarpal fracture of unstable type some of which 

were true Bennett fractures， others were commi-

nuted fractures at the base varying from the ages 

of 13 to 65. All patients obtained union， there 

were no open reductions in this series and no 



arthriric changes were noted in the joints follo・
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wing a observation time of two to five years. 
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78. Techniques for Arthrodesis of the Metacarpophalangeal 

or Interphalangeal Joints 

George Omer M.D. 

Albuqueque， Now Mexico 

Elective arthrodesis of a small joint in the hand 

is performed to restore stability or decrease pain， 

and should increase the functional power of the 

bone-joint lever system. 

A literature review indicates that technical 

emphasis is placed upon: (1) The method for 

bone apposition， such as a concave-convex surface 

or a白ttedflat surface， and (2) the method for 

immobilization， such as bone pegs， wire loops， 

or Kirschner wires. 

Results in consecutive cases over a three year 

period will be presented. Our technique most 

often utilized a V -shaped or chevron apposition 

of bone surfaces with crossed Kirschner wires for 

immobilization. 

発 言 須川(東医歯大整形)

Carrollの Concave-Convex法 (Stick& Cone)より

Chevron法を好まれるようだが Chevronを受ける方

の三角形の溝を作る技術上のコツがあったらお知らせ額

いたい. Carroll法では，軟骨'面を切除したあと Con-

vexにした骨端をそこに押しつけ squeezeするだけで

full-conta討 を得られると思うが.

ト

ト

ト
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79. Arthrography of the First Metacarpal Phalangeal Joint 

Philip H. Davis M.D. 

Barlington Vermont 

There is need for additional d iagnostic aids use-

ful in determining the extent of ligamentous-cap-

sular injury in Gamekeeper's thumb (rupture of 

the ulnar collateral ligament of the first metacar-

pal phalangeal joint). Open repair following this 

injury is not done in all instances， but with ma-

ssive capsular injury， or with entrapment of the 

capsular-ligamentous structures， failure to open 

and repair these structures will lead to a chroni-

cally unstable joint. Clinical findings of instability 
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are similar in the joint which will heal well with 

simple plaster immobilization or in the joint 

which without open repair will become chronically 

unstable. Arthrography represents an additional 

diagnostic tool which will assist the surgeon in 

deciding whether or not to repair the damaged 

structures. 

Method 

indicated a capsular rupture. Evidence of dye 

dorsal to the extensor tendon is indicative of a 

rupture of the extensor mechanism. The ulnar 

capsule and collateral ligament can be visualized. 

A dye filled space on the ulnar side of the joint 

which does not close when the thumb is in neutral 

is not only evidence of disruption but also that 

the ligament is trapped either under the proximal 

Following clinical examination of the acutely portion of the extensor expansilon or has turned 

injured unstable joint the dorsal aspect of the 

thumb is surgically prepared. One quarter to 

one half cc. of a 60 % solution of meglumine 

diatrizoate is injected directly into the joint by 

passing a small needle radialward to the long 

extensor tendon. The joint is gently massaged to 

coat all surfaces with the radiopaque material. A 

lateral x-ray as well as a postero-anterior film 

and a postero・anteriorfilm stressing the ulnar side 

of the joint are taken. 

Evaluation 

on itself into the joint. It is in this instance that 

open repair is indicated. Closure of the x-ray 

defect with thumb in neutral would indicate 

proper approximation of the torn structure withoul 

repair and could properIy be treated by gauntlet 

cast. 

Summary 

Arthrography of the thumb metacarpal phalan-

geal joint is a safe， simple diagnostic aid in de-

termini時 thetype of ligamentous同uryand type 

of treatmet indicated in the management of Ga-

Evidence of the dye within the soft tissues mekeeper's thumb. 

80. Surgery of the Thumb in Rheumatoid Arthritis 

Mack L. Clayton M.D. 

Denver， Colorado 

The thumb is the most important single digit subtypes of rheumatoid arthritis. One type ma-

of the hand and is estimated to be responsible for inly involves the joints in which ankylosis is quite 

up to 40 per cent of hand function; it is entirely likely to occur; the other involved mainly the 

necessary for grasp or pinch. The metacarpal-carpal synovial membranes of tendon sheath or bursae 

hinge provides mobility for circumduction of the and slowly destroys joints rather than causing 

thumb; its effectiveness is dependent upon the ankylosis. The destructive type gives rise to the 

length， mobility， and stability of the metacarpal. m勾orityof thumb and hand deformities. 

Working in conjunction with Dr. Charley Smyth， Anatomy 

Chief of Arthritis Clinic at the University of The detailed anatomy of the thumb， particularly 

Colorado， 1 noted there are two distinct clinical the extensor mechanism， must be appreciated to 
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understand the pathology of the many thumb or no motion of this joint. Fingernail pinch is 

deformities. largely dependent on flexion of the interphalangeal 

Treatment joint. Fusion of the metacarpophalangeal joint in 

In the conservative treatment of the rheumatoid 15 degrees of flexion and 5 degrees of abduction 

hand， 1 have used a simple cock-up splint for the with Kirschner wire fixation gave good controlled 

wrist but have had no real success with long-term stability of the distal joint which retained its full 

splinting of thumb deformities・ rangeof motion and no longer hyperextended 

Progressive deformity and loss of function， des- during active pinching. A method of fusion using 

pite conservative measures， are indications for a compression clamp will be shown. 

surgical intervention. A gain in function is my If the interphalangeal joint is laterally unstable 

aim; an improvedent in appearance is not enough. then fusion of this joint in full extension does give 

Surgery in no wav alters the generalized disease improved function All MP  joints limited， 10% 

process; it should be performed whenever indicated non-union in IP joints. 

unless the patient is in a very acute exacerbatωn. Funsion of just the metacarpophalangeal joint， 

It is not necessary or advisable to wait until the when the interphalangeal joint is laterally unsta-

disease is burned out or the sedimentation rate is ble， doeo not help. Fusion of both joints， when 
normal. markedly involved， has been recommended by 

The most common deformity of the thumb in Bunqell anq by Lipscomb and Henderson. 1 have 

rheumatoid arthritis is flexion of the metacarpo- had no experience with this procedure. 

phalangeal and hyperextension of the interphala- In an attempt to retaine some motion in a 

ngeal joint. This deformity is due to synovitis of 

the metacarpophalangeal joint with stretching of 

the capsule， the hood fibers， and the short extensor 

thumb with instability of both joints， 1 inserted 

two-pronged prosthesis (Flatt) at the metacarpo・

phalangeal joint and used a long distal prong for 

」
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tendon insertion. As the metacarpophalangeal joint fixation of the interphalangeal fusion. This patient 

loses extension， the hood slip~ distally and the had 25 degrees of motion at the metacarpopha-

distal joint hyperextends (intrinsic-plus position); 1事ngealjoint and good stability 12 years after 

in time the oblique fibers contract and keep the surgery. We have 8 cases. 

volar displacement of the lateral bands. The de- There is a general impression that arthrodesis 

formity is accentuated duri時 activepulp pinching. 正easyto obtain in rheumatoid arthritis. This is 

Fingernail pinch becomes impossible. Lateral ins-

tability may develop in either joint， but more 

commonly in the interphalangeal joint. 

Fusion of one thumb joint will often result in 

increased control and stability of the other joint， 

exactly as in a paralytic deformity. The metacar-

pophalangeal joint is of less functional importance 

than the interphalangeal joint and is the joint of 

choice for fusion， providing the interphalangeal 

joint has laωteαr叫 s杭ta油bi出lit匂y. Many people normally 

↑
}民
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not necessarily true; arthrodesis may be very di-

伍cultto obtain in a patient whose disease is of 

the chronic， slowly progressive type with primarily 

soft tissue involvement. 

The adductor muscle may be contracted to such 

an extent that the first metacarpal is drawn into 

the palm so tightly that the carpometacarpal joint 

is dislocated and the metacarpophalangeal joint 

is subluxated and hyperextended until the thumb 

can neither pinch nor grasp. The greater multa-

ト
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have less than 40 degreess of flexion of the meta- ngular was excised to reduce the carpometacarpal 

carpophalangeal joint. Most activities require little dislocation， to shorten the bone， and to restore 
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the metacarpal-carpal hinge; the muscles were With rupture of a long extensor， tendon reco-

stripped from the thumb metacarpal and a dorsal nstruction can be performed using the extensor 

capsulotomy of the metacarpophalangeal joint was indicis proprius or the extensor carpi radialis 

performed with temporary pinning of the joint in longus. 

30 degrees of f1exion. This patient obtained satis- With long standing rupture of the f1exor pollicis 

factory function of her thumb and retained this longus at the wrist and a carpal tunnel syndrome， 

for over five years. the carpal tunnel was decompressed. Since there 

Rupture of the tendon of the long thumb ex- was no chance to do a direct repair of the tendon， 

tensor at the wrist is due to rheumatoid synovitis the interphalangeal joint was fused to give stabi-

within the closed sheath with resultant impaired lity. This gave a good result ( 3 cases). 

nutrition of the tendon. Mechanical attrition of 

the tendon caused by its rubbing on the roughe-

ned Lister's tubercle may also play a part， but 

rupture can occur from tenosynovitis alone. 

When performing a tenosynovectomy at the 

wrist， an excellent procedure， the separate com・

partment of the long thumb extensor should be 

released completely from the sheath and the dorsal 

carpal ligament transposed beneath the common 

extensor tendons at the finish of the procedure. 

質問 森(関西医大整形〉

Dr. Claytonは演説中 ear1ystrge synovectomyに言

及されたが thumbの MPjointで掌側脱臼と掌側屈曲

拘縮の軽い症例では弘は latestage synovectomyを total

synovectomyの形式で工夫して変形矯正と MP関節の

stability安定性と可動性獲得を試みている.

なにか thumb の MPjoint の latestage synove-

ctomyについての見解はないか

81. Primary epithelioid sarcoma of the Hand and 

Forearm， a review of 13 cases 

R.S. Bryan M.D.， ].H. Dobyns M.D. 

Rochester， Minn. 

Sarcomas of the hand and forearm are not co・ wereepithelioid sarcomas， making this lesion third 

mmon; and we found only 101 cases of primary in frequency after fibrosarcoma and rhabdomyo・

sarcoma tr.eated at the Mayo Clinic between sarcoma in the whole series and first in frequency 

January 1949 and December 1972. In the same in the hand. In all 13 cases， the initial diagnosis 

time interval， 25 patients with metastatic lesions was misleading; and recurrence， metastasis or both 

of the hand or forearm and 6 with postmastec・ occurredin all but one patient. The lesion occurs 

tomy chronic lymphedema and forearm lympha- most commonly in the soft tissues of the hand， 

ngiosarcoma were treated. There were 85 primary forearm， and pretibial region growing along fascial 

soft tissue and 16 primary bone sarcomas and 13 or tendinous structures forming multiple nodules 
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which often underwent central necrosis and ulce- the epithelioid cells. The classic histologic pattern 

ration. Regional Iymph node metastasis was proven may remain obscure until the third 01' fourth 

in three and suspected in a fourth patient. Lung recurrence of the lesion or， in some instances， 

metastasis occurred in [our and was suspected in until a metastatic lesion is examined. 

two additional patients. Microscopically， the prin・ Theprotracted (up to 19 years in this series) 

cipal characteristic is a cell type that resembles but inexorable course [ollowed by most of these 

an epithelial cell and， secondly， the presence of tumors beiles their initial benign appearance. The 

microscopic nodules of such cells with central authors believe that radical local eXClSIOn should 

necrosis. A third characteristic is the presence o[ be the first operative approach to this tumor and 

spindle-shaped cells arranged about the periphery that one recurrence is reason for at least a 

of the nodules and appearing as transitions [rom forearm amputation. 

82. Present day treatment of Congenital Absence 

of the Radius 

Daniel C. Riordan M.D. 

New Orleans， Louisiana 

At present， the etiology of congenital absence 

of the radius is unclear and a review of the em・

bryology may be helpful. At 21/ん2 weeks fl“削ollowin

c∞onceptIOn町1ち， the embrγyo 1路s4. 2 mm  and is just 

beginning tωo develop a limb bud. At 3 weeks， the 

embryo is 4. 3 mm  and the upper limb bud is 

definitely evident and beginning to enlarge. At 

31/2 weeks， the 5.0 mm  embryo has developed a 

de白nitelimb bud into which cartilage and muscle 

cells are beginning to appear. By 4 weeks， the 

embryo has reached a 7.5 m m  size and the upper 

limh has developed an enlarged terminal end 

which is paddle shaped. At 41/2 weeks， the embryo 

ntadactyly {orm and the extensor and flexor mass 

o[ muscles can de日nitelyidenti白ed.By six weeks， 

the 14. 0 mm  embryo has assumed the recogniza-

ble human form with a [ully [ormed upper and 

lower extremity with a rather large head. The 

present day tel・minologyconcerning limb deficien-

cies can be shown as the segmental or interpolary 

typc such as congenital absence o[ the radius or 

ulna or the terminal absence of the distal part. 

The total gestation or [etal period of 36 or 37 

weeks are shown in this graph and the embryonic 

period during which the development of the em-

bryo occurs is a relatively small portion of only 
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is 9. 0 mm  in size and muscles can be seen mi- six weeks out o[ the total thirty six or seven 

grating into the developing limb. At 5 weeks， the weeks so that any deformity of the extremity will 

11. 0 mm  embryo has a recognizable skeleton o[ occur from three to six weeks following conception. 

the humerus， rad出JU凶sand ulna and the te引r阻'rr川r汀m山m】a叫1 Congenital absence of the r悶ad出lU山smay be pa訂rtla剖l 

end of the uppe町rextremity has developed a pe←- or c∞ompμlete and iおscharacter包ed by a radial 
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deviation of the hand and there may or may not 

be absence of the thumb. With the absence of 

the radius， the support for the hana is missing 

and the hand goes into radial deviation. A brief 

historical reviesw of the methods of correction of 

this deformity reveals that Sayre in 1893 pointed 

the distal end of the ulna and placed this in a 

hole in the carpus to centralize the hand over 

the ulna and then osteotomized the ulna. Mc 

Curdy， in 1895 made a notched end of the distal 

ulna and placed this into a hole in the carpus to 

lock the hand in position. Bardenheuaer， 1894 

split the distal ulna and inserted the carpus into 

the bifurcation. Ho汀ain 1894 left the carpus in 

its relation to the distal ulna and osteotomized 

the ulna proximal to this level to align the hand 

with the long axis of the ulna. Albee， in 1917， 

took a tibial cortical gra仇 and placed thi$ as a 

strut from the ulna to support the carpus. Anto-

nelli， used the ulnar half of the ulna and placed 

this as a graft similar to Albee， but made the 

gra丘町tendfrom the capitellum of the humerus 

10 the carpus hoping to make this act as a radius. 

In 1894 Romano， left the carpus in relation to 

the distal ulna but resected a trapezoidal section 

of the ulna and then rdocated' the hanせinproper' 

alignment with the ulna. Starr， in 1945， used 

external splints to position the hand after an 

osteotomy of the ulna and then placed a fibular 

graft from the ulna into the carpus. In 1949， 1 

attempted to surgically place the hand in its 

normal position over the distal ulna and follo-

wed this with a proximal fibular graft， including 

the epiphysis， and as a third stage did an osteo・

tomy of the ulna to correct the curvature. The 

long term results showed that the fibular graft 

would not continue to grow and the deformity of 

the hand gradually recurred. 

This case was done in 1949 with a surgical 

positioning of the hand over the distal ulna and 

a simultaneous osteotomy of the ulna. A second 

stage of a白bulargraft was then done and the 

ten year fo!low-up shows that the 日bular graft 

and' the distal ulna grew at approximately the 

same rate so that a“Y" shaped bone maintained 

the hand in satisftctory position although the 

forearm was extremely short. Other cases showed 

the recurrent deformity and it was thought better 

to use Sayre's method and centralize the hand 

over the distal ulna. At the present time， the skin 

incision is a“footba!l" shaped eliptical excision 

of skin and fat over the distal ulna followed by 

exposure of the extensor carpi ulnaris， extensor 

digiti quinti and the dorsal branch of the ulnar 

nerve. The distal ulna is exposed in a limited 

manner， the carpus exposed by increasing the 

deformity and exposing the proximal carpal raw. 

The proximal row of carpal bones is squared off 

to fit the distal ulna and a trial fit is made by 

flexing the elbow to relax the musculature. The 

hand is then dislocated and a . 062 Kirschner 

wire is drilled into the distal ulna and brought 

out proximally. The hand is then relocated and 

the Kirschner wire is then drilled retrograde 

through the carpus and into the third or fourth 

metacarpal and cut off beneath the skin. The 

closure of the skin is done with an absorbable 

suture and a long arm splint and pressure dre・

ssing is applied. An example of this method shows 

a four year old child pre-operatively. The x-ray 

shows a sma!l Steinman pin which is no longer 

used because it is felt that this may disturb the 

growth of the distal ulna. A one month photo-

graph shows the position of the hand to be exce・

!lent and two years later， this photograph shows 

the child wearing splints which should be worn 

until age 8 or 9. If the satisfactorγposition is 

maintained， the ulna wi!l enlarge and wi!l assume 

the shape of the radius and wi!l be adequate to 

support the hand and in most cases a wrist fusion 

wi!l not be necessaη人



1411 

83. Flexor tendon reconstruction using a gliding 

tendon prosthesis prior to tendon grafting 

James M. Hunter， M.D. 

may run free (passive gl凶 ngor be attached 

to a motor tendon (active gliding). 

( g) Predict the passive potential for the future 

(the distancc the fingcrtir comcs from tou-

ching the distal palmer crease) and note it 

on the patient's record. 

( h) Gliding of the arti日cialtendon is checked 

under vision beforc closing the incision. H 

binding or buckling at'e observed， it is co・

rrected before closure by 1) removal of a 

portion of the proximal end of the implant: 

2) dilating the scarred portions of th巴 自bro-

osseous retinaculum of the finger; 3) buil-

ding Jarger frce tendon gra仕 pulleys，or 4) 

buiJding larger free tendon graft pulleys. 

( i ) Post-operative care follows with the wrist 

and M.P. joinls in a moderately Aexed 

position to aJJow the formation of the pro-

ximal sheath in a elongated position. 

2. During the period between Stage 1 and 11， 

attention is directed towards improving thc guality 

of all soft tissue and joint motions of the hand 

by carefully supervised physical therapy. Periodic 

x-rays are taken to assure the location of the 

artificial tendon and conforming the amount of 

gliding motion. When the 1I1JUlモd hand is in 

optimum condition， usually a three to four month 

Sta耳e 11 is prepared. The situation 

tendon grarting should now be one of improved 

nutrition of the hand with a physiologic tendon 

bed. All ranges of motion are recorded prior to 

The Thomas ]efferson University PhiladeJphia， Penna.， U.S.A. 

During the past decade， research with new 

designs and fabrication technigues have resulted 

in a practical gliding tendon prosthesis that is 

used in Stage 1 of a two-stage program in all Icss 

than optimum tendon grafting situations. Thc 

prosthesis is designed to permil secure suture日xa-

tion to tendon. The ovoid shape and smooth 

surface of the prosthesis allows for easy gJiding 

and the production of a sheath of proper contour 

for a tendon graft. The indications for the surgery 

will bc carefully outlined following the properative 

assessment plan oC Boyes. 

following points in 

reconstructtOn 

technigue of staged 

contribute to improved 

The 

tendon 

results. 

1. At Stage 1， the entirc Aexor tendon system 

is evaluated. 

( a ) All scarred tendon material in sheath is 

removed. 

↑

ト

ト

F

F

「ト
ト
仁
L
E

(b ) All good sheath retinaculum is preserved. 

( c ) The three-pulley retinacular system is prel・

served if po岱 ibleand new free tendon graCt 

「
十
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Aexor for 

Stage 11 surgery. 

pulleys are added if necessary 

( d) Contracted 01" scarred lumbrical muscles 

are removed in the palm. 

(e ) Soft tissue joint contractures are released 

by methods described by Curtis and the 

artificial tendon is placed in the old tendon 

bed， attached securely to the distal phalanx， 

running through the finger and paJm to 

the distal one-third of the foream. 

( f) The proximal end oC the artificial tcndon 
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3. At Stage 11， the arti自cialtendon will be 

replaced by a long free tendon graft， using a toe 

extensor tendon or a plantaris tendon. 

( a ) The improved range of motion and pre-

dicted passive potential is recorded 

( b ) Through small incisions， distally and 

proximally， the tendon graft， with peritenon 

removed， is pulled through the new tendon 

bed on the end of the artificial tendon at 

the time of removal. 

( c ) The tendon graft is anastomosed distally 

to the distal phalanx by the Bunnell pull-out 

technique. 

( d) The proximal anastomosis is carried out 

in the distal one third of the forearm. Expe-

rience has shown that by-passing the palm 

is an important part of this new tendon 

technique. In the author's experience with 

extensive lI1Jury to the finger or failed sur-

gery， there has usually been scarring in the 

palm to a degree that would compromise a 

conventional anastomosis at this level. 

( e ) A Pulvertaft type of anastomosis is used 

in the forearm for Aexor digitorum sublimis 

anastomosis and the new tendon sheath， or 

the motor tendon sheath， is pulled over the 

anastomosis. The sublimus and profundus 

tendons have been used with equal success 

as motor tendons at this level. The excursion 

of the muscle is checked prior to selecting 

the proximal motor tendon. 

Post・operatively，the procedures [ol1w conventト

onal care for Aexor tendons with these anastomo_ 

ses being relaxed approximately 3 weeks. Guarded 

active motion is instituted during the fourth week 

and stretching and active training the graft during 

the 自fth week. Gliding motion usually occurs 

sooner by this technique than with conventionaJ 

tendon grafting. It should be pointed out， howe-

ver， that good results from the two-stage procedure 

will require careful attention to training and 

supervision arter tendon grafting. Stubborn fingers 

that have shown contractures and the tendency 

to stl汀nessmay require stretching and splinting 

intermittently after 5 weeks. Training the full 

active power ranges of the proximal and distaJ 

joints to the finger， using Bunnell Wood Blocks 

cannot be over stressed. The patient's working 

patterns of automatic Aexion， i.e.，日ngerentrap-

ment， can be a problem at this time and the 

patient must be constantly made aware of the 

importance of bringing his own motor power to 

bear on the new tendon graft. 

Results of 74 staged 日exor tendon grafts， all 

in the poor preoperative classificat削 1 (Boyes' 2， 

3， 5) have been analyzed. 

Summarizing all grades， 57 per cent came to 

within 1/2 inch of the distal paJmar crease and 

80 per cent came to within 1 inch of the distal 

paJmar crease. All cases in the good classi自cation

(Boyes Grade 1) were free tendon grafted by 

conventional methods and were not included in 

this series. The author feels these results suggest 

an encouraging trend in Aexor tendon surgery. 
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一一一一くお知らせ〉一一一一一一 一一一 一一一一一一一

昭和50年度 (第 8回)骨・軟部腫蕩研究会

期 日 昭和 50年8月 1日(金)， 2日 (土)

会 場 神戸文化ホーノレ ~ 650神戸市生田区楠町 4-26(電話 078-351-3535)

一般演題締め切り :昭和 50年 4月15日(必着〉

演題名.所属機関名，氏名(演者はO印)および問題点を付記した 400字以内の抄録を下記宛にお送り

ください，

症例検討会演題締め切り 昭和 50年 3月15日(必着)

一般演題同僚，所属機関名，氏名とその症例の臨床経過，検査成績，問題点を付記した 400字程度の抄

録と X線，または肉限写真，スライドおよび2種以上の染色の組織切片をそれぞれ5組ずつ下記宛にお送

りください なお，供覧決定の症例につきましては，のちほどX線写真(またはスライド)と H.E.染色

傑本の組織切片をそれぞれ 70枚ずつご提出いた xくことになります.

1!E例の採否は当方に一任願います なお.11寺節柄，種々変更が生じるかも知れませんのでご了承ください.

~ 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〔電話 078-341-7451(内線363))

幹事 柏木大治

第24回東日本臨床整形外科学会

以下のように計図しましたのでお知らせ致します.

日 時 昭和 50年 9月5日(金)， 6日 (土)

会 場 新潟市県民会館

演題申込締切日 :昭和 50年 4月末日 (官製ハガキで幹事宛)

抄録提出締切日 ・昭和 50年 5月末日 (演題申込者に抄録用原稿用紙を送ります〉

参加登録受付 (抄録誌および学会案内郵送)開始日 :昭和 50年 7月 1日

向上締切日 :昭和 50年 8月20日

お願い

1. 2つの主題を選ぶ予定です ご希望の主題および演者を昭和 49年末までにハガキで幹事宛ご推薦

くださし¥

2 学会の企画運営についてのご意見をおもちの方は昭和 49年末までに幹事宛ご連絡ください.

⑤ 951 新潟市姐H汀通 1-757

新潟大学医学部整形外科教室

幹 事 国島達也

ド
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顧 問 前田和三郎

監修 飯野三郎

編集 児玉俊夫津山直一小谷 勉

編集後記

女 「手の外科特集号」の編集にあたり，日本の手の

外科も欧米なみの高い水準に達したことをしみじみ感じ

させる それと同時に，手の外科のむずかしさといまだ

残されていて解決をみていない問題も，案外多いことに

気がつく.奇型， R.A.，腫湯，外傷などによる手の機能

の獲得 ・再建とコスメティックな改良は，はてしない努

力を必要とする.

女 手には人それぞれの生活がか与っていることから

巧徴性が得らねばならないことからますます高度の技術

が要望される.なにげない日常生活のなかで， ヒトの手

一一一一一寄稿のさだめ

のはたす役割は，注意すればするほど良くできていて，

それがさらに訓練によって想像もできないほどの働きが

可能となる.工学関係の人にはこのヒトの手の働きをさ

せる「機械の手J， つまり第 3， 第 4の手をつくろうと

している人もいるが，今のところ巧徴性 ・効率の良さな

どからして，これらの「機械の手」はヒトの手には及ば

ない ヒトの手の働きを基礎的に研究し手の外科の技

術的水準が高くなればなるほど， 目標はさらに高いとこ

ろに求められることであるよう ー

安 一般演題も多彩な発表が多いが，基礎的研究，末

梢神経麻痔の再建，母指再建，母J行再建などについてま

とめられた論文は特に教えられるところが多い.

女 今年は特に米国の手の外科学会との合同会議がも

たれたこともあって，特に意義深い討議が各所で展開さ

れたことは，読者の方々にもいまだ新しい印象として残

っていることと思う

(小谷勉〕

ご投稿は400字詰原稿用紙を使用し， 下記の枚数以内とし， 写真，図，表は原買IJとして ( )内に制限させていたxきます

1 )総説，論説 1 5~25枚 ( 1 0枚以内) 2 )原著，経験と考察，整形手術手技 1O~20枚( 7枚以内) 3 )小臨床室 5~

10枚 (5枚以内) 4)海外見IJfJ.学会だより 5~ 1 0枚 (5 枚以内) 5)きかし、と装具 5~1 0枚( 5枚以内) 6)整形ト

ピック 2.5枚 7 )診療余卓 0.5~ 1枚 8)そのほか整形外科およびその領域に関する臨床テーマ 1O~20枚 ( 5 枚以内〕

執筆に当つては，口語体，ひらがな横書きで，平易 ・明瞭に，新かな使い，新医学用語を用い，欧文，数字l:t.!f¥'にはっきりとお

書きください.外国語，外国人名は外国綴りで，外国名はカタカナで，数l止を示す文字は cm，cc， 1， g等を使用してください

なお，著者名には必ず常用されるローマ字綴りをお書添え願います.

文献の掲出は，引用文献のみにと工め，著者が2名以上の場合は筆頭者のあとに，ほか(日本名の場合)，et al. (外国名の場

合)としてください.年号は日本 ・ 外国にか込わらず西歴を用~'iす 記載順は，

(単行本の場合) 著者名:脅名，頁，発行I也名，発行年

〔例J 1) DePalma， A.F.: Surgery of the Shoulder， 2 nd Ed.， ].B. Lippincott Co.， Philadelphia， 1973 

(雑誌の場合〉 著者名 。雑誌名， ~，頁， 発行年.

〔例J 2 )村上弓夫ほか:整形外科，25， 27， 1974 

写真は鮮明なもので，できるだけ?密着焼のものを添付してください (35mm 型の場合は手札型程度に引伸して くださL、〕

ご希望によって彩色版も使用しますが，この場合は彩色版代と印刷代だけを著者に負担していた rきます

別冊は30部贈呈します.それ以上ご希望の場合は70部まで実費で提供します.

なお，原稿の採否については，改めて採用通知lまいたしませんので，ご了承ください

臨時定価 1，200円

半年(後期)前金予約購読料 5，800円 (7冊)

17月増 大号l
一以し， ju月臨時桶刊号j各 1，200円を含むー

干 52円 腕読お申込みは前金で一一為管または娠答で南江堂

あてご送金くださいーご転居の際11新旧のご住所と

「整形外科」の文字とをご記入のうえハガキでお知ら

せください〔前金申込みの方は送料弊社負担).
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