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第 22回日本手の外科学会総会を担当して

第 22回日本手の外科学会総会を昭和 54年 5月 29，

30日のl'日日，東京の国立教育会館で開催いたしました

日本の手の外科も今や世界的水準に達したといってもよ

いと思われ，このHωmにおいて，従米を反物し，また検

討を行ない，さらに発展の1主礎を固めるべきではないか

との考えの下に，いろいろ訂阿をす Lめ開催いたしまし

t.::.. 

〔外人の招待講演およびシンホジウム〕 本会の特徴と

考えておりますことの一つは，外国から紹く斯界の権威

者に，た父単に講演だけをお願いするのではなくて，さ

らにシンポジウムにおいてシンポジストとして参加して

いたX き，十分に討議をつくしていたX くことといたし

ました. したがって，シンポジウムのテーマもこのよう

な目的に沿って選択をいたしました.

すなわち，その一つである 11'の機能再建術」につい

宅は，その方面の権威であり，私の古くからの友人でも

あるニ ューヨークのコロンピア大学整形外科 Carroll教

授を招きました したがって， Carroll教段にはこのテ

ーマに 関連して“Construclionof a useful hand after 

severe trauma"なる演題の 卜ーに招作講演を願い，続いて

上羽康夫氏(京大盤形〕司会の下に 6人の γ ンポジス

トとともにこのシンポジウムに参加してもらいました

この企画は大成功で， シンポジスト問の種々の討論を

教授がそれぞれに締めく Lって結論を出すというような

結果となり，聴衆にもわかり やすく ，非常な充実感を得

たと思っております

また他の一つのシンポジウムのテーマとして「切断

肢 ・指再接着術」を取りあげました.マイクロサージャ

リーの進歩発達によって，切断)波 .tl1の再接訴が可能に

なってからかなり久しいので， 一度各方面から検討され

るべきであろうとの考えから，前者と I，d様にマイクロサ

ージャリーの権威者である カリ アォルニア大~・形成外科

Buncl司 教授に “The role of microsurgery in hand 

surgery"との演題で講演を願い，続いて玉井進氏 (奈良

医大整形〉司会の下に，やはり 6人のシンポジストとと

もにシンポジウム参加を願い，iiij者と同様な成功を収め

ることヵ:できましずよ

〔ラウンドテーフツレ ・ディスカッション〕 さらに本会

のもう一つの特徴として計画したものに，文字どおりの

円卓討議があります 一般演題では時間的制限があり ，

興味ある問題については十分に討議をつくしえない嫌い

があるので， 一会場をラウンドテーフツレ ・ディスカッシ

ョンのみの会場とし，討論者全員最初から円卓に若いて

いたにき，司会者の 進行によって取り巻く会員ととも

に，ー|ー分のH寺|悶を'J.Iiやして討論していた X くことにしま

した そのテーマとしては，演題の'1'から類似のものの

多く ，かつ興味あるものとして次の 2題を選びました.

その一つは「腿修復の基礎」で， 司会を石)1ニ消一氏

(北大整形〉と内四兼一郎氏 (慶大整形〕にお願いし，

10人のディスカッサーを中心に，他の一つは「エントラ

ップメント ・ニューロパティー」 を取り あげ，司会を佐

藤勤也氏(n大盤形)，原徹也氏(都立広尾病院盤形)に

お願いし， 11名のディスカッサーを'1.'心にそれぞれ 2

時間にわたって討論を展開し、たしました これはf想外

の反伴と好評で，聴衆が部屋にあふれ，他の会場が空に

なるといった状況でありました

〔特別講演，教育講演〕 特別講演としては，新潟大学

の向島達也教綬に「手の外科最近の進歩」と題して，世

界の予の外科 に|対する トピックスをお話しいたX き，広

島大学の津下他政教授には「前腕における多数原筋臨~神

経同時引傷の処i白」とし、うむずかしい問題に対して教育

講演をお願し、し、たし，いずれも実り多いものでありま し

た目

〔一般主Ii題J rl'し込み 141題の中から 136題を採題し

たしました.その項目別内訳は，:JL天脊形 (16題)，外

傷性疾)J!-(16題)， 骨 ・軟部腫蕩 (15題)， 子|刻節の問

題 (11題)，屈筋服n術 (10題)，末梢神経損傷 (9題)，

マイクロサージャリー (8題)， 麻jl平手の問題(3題)， 

リウマチなどその他 (5題〉でありました.

ノ子阿は非常'に盛会であったとの好評を各方面からいた

だL、ており恐縮に存じておりますが，会期中これだけの

人数が集まりながら，講演'1"はほとんど廊下に人がみら

れず，珍しい身象だともいわれました.これは休庖!時間

を十分とったことと，学会に引きつけるものが多かった

のではなし、かとも自讃しているような次第であります.

ともかく ，大過なく本学会を終えることができました

ことは，会員枠様のご協力と，本教室の池谷助教授を中

心とした手の外fl班ならびに教室員および教室同窓諸兄

のご援助と心から感謝し!亨くお礼[13しあげます.

(第 221旦l日本手の外科学会会長 ・伊藤 忠 厚〉
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1. Construction of a useful hand after severe trauma 

R.E. Carroll， M.D. * 

A clean cut severing the hand may be considered must be paid to the formation of a firm base against 

for replantation by anastosmosis of the vessels and which the mobile element can pinch. 1t is much 

nerves. Should this fail to survive， an alternate method better to have this combination than attempting to 

of developing a useful hand must be considered. Often form two mobile elements. 1f bone is grafted to the 

the initial injury is a crush】時 blow01' fragmenting hand， there must be developed early and constant 

the hand. Replantation could not be considered in use. Bone thrives under constant stress and will remain 

this case. At the time of the first treatment， a plan firm. If it is not used， the graft will melt away. 

must be formed to provide the patient with a useful The two componen臼 ofthe hand-the firm and the 

extremity. mobile-ーmustbe so placed that a depth exists between 

The basic need for a useful hand is sensation， as them. This enables a fair sized 0凶ectto be grasped. 

our hands are the antennae of the body. Where The mobile elements must be able to extend away 

possible， skin with nerve supply must be saved to use from the firm post to open the space. Equally desira-

later. If part of a hand survives， then part of the ble is出epower to pinch， bringing the mobile element 

sensory nerve pattern may be shifted. We have found against the firm post. Pinching is the most common 

that constructed hands using torso f1aps to develop a reaction in the pattern of hand function. 

type of protective sensation. While not epicritic， it is The motor power delivered by tendon transfer is the 

useful and does provide an excellent coverage. 巴asiestto obtain. 1f not locally available， tendons can 

Skin and subcutaneous tissue delivered by f1ap be extended from the wrist and forearm to motor the 

transference is mandatory where bone is exposed to hand elements. 

pressure. Any split thickness skin should be over an The measurement of success in the constructed hand 

underlying soft tissue bed. Should it be placed directly will depend on its use and survival. Giving the patient 

over bone， it will not last， but will erode and lead to an extremity that he can use， feel， get dirty， not 

infection. Where great scarring has occurred， the split forget， is so much better than any prosthesis. The fact 

thickness skin will not permit tendon transfers， but that he does use it causes a better protective covering， 

will 印刷 andconstrict the tendons. Coverage delivered sensation， and bony structure. 1t attemp臼 tokeep 

by a f1ap does permit further tendon work. viable the functional pattern of the brain in restoring 

1n the formation of the bony skeleton， attention automatic function. 

* Robert E. Carroll，加!.D.:Professor of Orthop. Surg.， 
University of Columbia， New York， U.S.A .. 
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11. The role of microsurgery in hand surgery 

H.]. Buncke， M.D. * 

The goal of all reconstructive hand surgery is 出e

restoration of pinch and grasp. Prior to the age of 

microsurgery， defects created by lh巴 lossof on巴 01'

several fingers were usually accepted， except when the 

thumb was lost. This prime digit's key role in pinch 

and grasp demanded it's replacemcnt. To flllfill this 

need， Nicoladoni， Little1' and others developed multiple 

stage toe to hand transfers， pollicization and the tube 

pedicle bone gra仇 radialpost. 

The dramatic emergence of limb replantation surgery 

sparked the imagination of the pllblic who immediately 

assumed出atamplltated日ngersshollld be replanted， 

probably with greater ease since they were smaller 

than an arm or leg. Medical science responded slowly 

to this need with painful modi自cationsof the operating 

mic1'oscope and the design and fabrication of micro 

needles， Sll tllr田 andinst1'uments. The scicnli日cproc白 S

in the life sciences dictates that a hypOlhesis must be 

proved first in the experimental animal. A few basic 

laboratory experimental models formed groundwork 

fo1' composite tissue replantation and transplantation. 

Successful replantation of the Rhesus monkey finger 

was soon followed by replantation of the human 

thumb. T1'ansplantation of the Rheslls monkey toe to 

the hand was duplicated in the hllman by Cobbett， 

and now hundreds of times th1'oughout the world today. 

It has become evident with the successflll replanta-

tion and transplantation of composite tisslle to出e

hand that integral par匂 canbe transplanted separately 

01' in various combinations of skin， mllscle， bone， joint， 

nerve 01' tendon. A hand surgeon today has the entire 

body as a source of parts， ready for transplantation to 

the hand. Our present thinking is to replace 出at

which is missing， rather than accept a loss or an 

irrepairable damaged strllcture. With increased sophi-

stication， smaller and smaller and larger and larger 

* Harry J. Buncke. M.D.・Professorof Reconstr. Surg.， 
University of California， California， U.S.A・-

blocks of composite tissues are lending themselves to 

mic1'osurgical transplantation. These complex proce-

dures encompass all the principles of classical recons. 

trllctlve surg目 yin addition to microsurgery. Micro-

surgery is mcrely a new tool， a new club in the 

golfbag of lhc hand sllrgeon. Armed with this new 

eqllipment， the present day hand surgeon is alert and 

constantly scarching for a new solution to new and 

old problems. 

Illustrative ca記 S

Case 1 

Power mower injury of the left hand with loss of 

the entire 5th ray， ring finger， plus comminuted 

compound仕actllresof the long and ring fingcrs and 

loss of the tip of the thllmb. The仕acturesof the 

index and long fingers were stabilized with intramedul-

lary pins， however a triangular defect of lhe soft 

tisslle down to the lInderlying合acturein the middle 

phalanx on the ulnar side of the index自ngerreq ui red 

ftap cover. A cross finger ftap was not possible from 

the long finger becallse of its multiple volar and 

dorsal lacerations. A neurovascular island ftap was 

taken from the amplltated， but severely traumatized 

ring which was not sllitable for replantation. The 

island ftap was then transplanted to the defect on the 

index providing neurovascularized cover for the unde-

rl戸時 bone，tendons and join臼.

Case 2 

A young mother helping her husband on the 

weekend mow the lawn with a similar power lawn 

mower sustained a similar， but less devastating injury 

m 出 incompletecomminuted compound企acturesand 

partial amputations of the index， and long自ngersand 

I吋lIry to the ring finger. The index 五日ger was 

salvaged with microvascular grafts to restore arterial 

and venOllS circlllation， however the long finger went 

on to partial loss， necessitating amputation just distal 
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to the PIP joint. The resulting defect was not accep- 日ngers. This case again illustrates the application of 

table to the patient and was later reconstructed with multiple microvascular transplant procedures to salvage 

a second toe transplant， which affectively reconstituted a severely i吋uredhand. 

a normal digital arcade and added measurably to the Case 6 

fllnctional ability and dexterity of an extensiv~ly This unfortunate painter had been callght in a 

injured hand. house fire sustaining severe injuries to his upper body 

Case 3 and both hands. His right hand was completely 

The ring aVlllsion injllry is one well known to all destroyed from a functional standpoint as can be seen 

of us and prior to microsurgery， amputation was from this pictllre. The thin lInstable scar in the thenar 

usually the recommended cOllrse. However， even with and dorsal surfaces was first replaced with a microva-

classical techniques， digi臼 canbe salvaged as illustrated scular仕eegroin flap to provide durable slable cover. 

by this case in which the distal phalanx of the Since his entire sup目白cialvenous system was missing， 

avulsed digit was pinned on to the end of the pha- the radial artery with its vena comitans were used for 

lanx and the entire aVlllsed segment of the digit this transplant. Four months later a large toe was 

covered with a cross arm flap. The reconstructed transplanted to出ethenar area restoring pinch and 

digit was later mad more acceptable by fitting a nail grasp to a formerly useless extremity. The same 

pOllch on the dorsal sllrface of the distal phalanx. vessels used to nourish the groin flap were borrowed 

This reconstruction required five hospitalizations， again to sustain the toe transplant. He is now a forest 

untold hours of lost productivity， plus an astronomical ranger and walks 10-15 miles per day without foot 

hospital and surgical bill. problems. 

~~4 ~~7 

This 16 year old girl reached out the car window This case depicts a young college stlldent who had 

as her father drove into their back yard. As she was sustained an extensive injllry to his dominant right 

pushing open a wooden gate her ring caught on an hand which left it totally useless. Again， multiple 

elevated nailhead and instantan巴ously avulsed her microsurgical transplan岱 wereu tilized to firs t provide 

little finger. Replantation was accomplished in a few a strong radial post for pinching in the form of a 

hours using microsurgical techniques， plus insertion of large toe transplant， supplemented later with a 

segmentl grafts into the arterial vein and digital nerve microvascular free groin flap to provide cover in the 

to bridge the extensive area of injury. This young 抗rstweb space over the painful scarred area. At the 

lady spent five days in the hospital and now has an same tim巴 multiplegrafts taken from residual nerves 

acceptable digit仕oman appearance standpoint with in the palm to reinnervate the transplanted toe. This 

PIP flexion since the sublimis was intact and a useful case again illustrated the use of multiple microsurgical 

digit as demonstrated by her ability to punch the “P" transplants to restore cover， tendon， nerves， bones 

key on a typewriter wl山 h requires 也eright little and joints to a useless hand. 

finger. Case 8 

Case 5 Avulsive amputations heretofore have had a poor 

Case 5 again illustrates the use of multiple vein prognosis because of the extent of vascular injury. 

grafts to salvage the severely crushed amputation Such a devasting amputation through the wrist is 

involving all白ngersplus the thumb. Nine segmental here depicted in a man who got his hand caught in 

grafts were necessary to salvag巴 theindex， long and a hydraulic press. Vein grafts 10-20 cm. in length 

ring fingers. Unfortunately， the thumb failed on the were spliced into the radial ulnar artery and three 

primary replantation， but was later replaced with a dorsal veins inserted to bridge the area of vascular 

large toe transplant. At the toe transplant stage， injury. The hand survived from a circulatory stand-

segmental nerves were inserted into the surviving three point， but was totally useless from a functional stand-
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point. Bilateral sural nerve gra仕staken from the mosing the nerves to those of the thumb. Cortical 

ankle to the mid-posterior thigh were used to bridge orientation was preserved and function restored. When 

the defects in the ulnar nerve from the epicondyle to the Aap size is less than 1. 5 cm wide the donor defect 

the wrist， and the median nerve from the mid-forearm can be closed prim剖 ily.

to the wrist. Protective sensation has now extended Case 11 

into the mid-palm of the hand. The oruy remaining Serious injury to the tip of the index finger usually 

motors in the forearm are the brachial radialis and renders it useless， since function can readily be 

the pronator teres. Tendon grafts and transfers have replaced by the long 自nger. Such a demaged index 

been performed on the dorsum of the wrist and finger is probably better amputated. Howerver all 

forearm to restore extension of the wrist. Similar this digit requires is a neurovascular island Aap to 

transplan臼， plus仕eemuscle transplants are planned restore the missing pulp substance on the volar surface 

on the volar surface of the wrist. giving the amputation neuromas a place to grow to. 

We have illustrated the use of transplants to repair By skeletonizing the distal phalanx of the second toe， 

devasting injuries to the hand， but there is a place a neurovascular island flap was developed to cover 

for microneural vascular transplants in the manage- the volar surface of the index. The donor area was 

ment of more lesser hand problems. The lateral side closed with a split thickness skin graft taken from 

of the large toe or the pulp substance of the second the instep area of the foot. 

toe are two ideal neurovascular island donor sites for Case 12 

resurfacing. The pinch area of the thumb or index Even smaller defects of the index finger tip can be 

finger， the eyes of the hand. salvaged in similar fashion. This young lady hasa 

Case 9 crushing injury to her index finger tip with loss 

This case depicts a severe hand injury which was through the base of the nail. Painful neuromas were 

salvaged by classical means. The tube pedicle Aap caught in the scarred amputation stump. The distal 

cover on the pinch area of the thumb broke down phalanx of the second toe was transplanted on a long 

with use. Sensory cover was provided with a large neurovascular island stock to replace the pulp substa-

neurovascular island Aap合omthe surface of the large nce， sensation and appearance to the index tip. This 

toe， plus an extension into the 白rstweb space to operation， we feel， was probably born in the simple 

provide cover for the thumb and first web space of rat foot transplantation procedure we completed in 

the hand. 1966. Our object at the time w出 toshow that rela-

Case 10 tively large blocks of composite tissue could be tran-

This illustrates a common avulsive injury of the splanted on long neurovascular pedicles smaller than 

thumb in this instance from the bridle of a horse， 1 mm. in diameter. 

but it could be from a water ski rope， or any number Here in Japan， because of the experimental and 

of mechanisms. In this case protection of the degloved clinical successes of many of the members of your 

bone was provided with an insensitive groin Aap. A organization， microsurgery has reached a high level 

neurovascular island flap was transplanted合omthe of accomplishment and acceptance. The rest of the 

toe to resurface the pinch area of the thumb， anasto- world looks with admiration on your achievements. 
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手の外科最近の進歩

Recent advances in hand surgery 

FlI 島 達 也*

手の外科領域において「考え方」と「技術」の新しさ

で最近注目を集めている話題として以下の 9)]1日を取上

げたい.

1.末梢神経修復における:rnicrosurgery

の応用と限界

i最泣近 micrαrosu山rgel門Yのf作干及によつて末村1竹qド1経修復にお

いても顕微銃鉱大下に第一次有利神|ド!経束(仏れfUJ日旧111児culusの〉 にf庁焦f長、~}人"、

を合わせて縫合するいわゆる“funi比C印u川Jlarsutωurぱeぷ"により

従来の 「上ネ和利神q中|ドl経革W靴rl縫合J(恥ep戸in附eu町rals印uture)より精度が

向く ，したがってよりよい成績が得られる期待が市まっ

ているようである. しかしわが閏において昨年恩旺lらが

発表した尖験結果門外Jlilにおける同様の研究2)から，一

般的に顕微鏡下に 10倍以上の拡大の許に縫合する限り

epineural sutureと “funicular"suture一本当は何々の

funiculus同士、を全部完全に縫合するのでなく， 2~3 の

大きなものに狙いをつけるか， 全 funiculus を 2~3 の

グノレープに分けてそれぞれを縫合するので，“groupfuni-

cular" suture (SlInderland)めあるいは intcrfasciculal

suture (Millesi) と呼ぶべきであるが両者間には有芯、の

成総の差は~I". じない.その理 111 ft況時点て、 microsurgery

によって達成て‘きるものは縫介m~における fllniculus 断

端の gap形成，おれかえり，歪み，縫1T外部へのとびLH

しなどを防止し両断面の桜汗状態をよくすることで，こ

の目的は顕微鋭拡大下に丁寧に縫合する限り epineural 

sutureでも “funicular"su tll re と同程度に迷成される

ためと考えられる “Funiclllar" sutureによって現イE

到達されている以上の成績を得るためには個々の funi-

culusの性質， すなわちそれが主として運動線維より成

るか，知覚線維より成るか，術中識別できるようになる

こと が必要条件となる 現時点でもこの目的のために解

Key words: microneurosurgery， free tissue transplanta-
tion， flexor tendon repair， Dupuytren's contracture 

* T. Tajima (教授):新潟大学整形外科 (Dept. of Orthop. 
Surg.， Niigata University School of Medicine， Niigata) 

脅Ij学的。 および電気的診断法的が用いられる場合もある

が，前者は前腕遠位昔s，特に分校部以外では確実でない.

Intraneural topography を参考にする方法も個人差，

レベルによる差が上腕部，近位にいくほど大きく， iiii腕

遠{立官官，分校部以外では11i々 運動または知覚性 funiculus

の分布の大雑把な凡当をつけられる程度で，この状態の

許では顕微鏡下の epineuralsuture もいわゆる “funi-

cllIar" suture も大差を生じないものと考えられる.一

方電気的診断は新鮮例以外遠位部に Waller;!.[性を生

ずるため応用できなし、5) 新しい 可能性として 1975年

Freilinger， Grubers ら6，ηが運動軸索における acetyl-

cholinesterase 活性が知覚線維ijijh索におけるよりもはる

かに I:'~~ 、ことを利用する Karnovsky 染色による識別法

を発表している しかしこれは主と して incubationに

要する時間がか L り過ぎ術中の応用は無理である.なお

断裂した神経の途位部が数時間以上放置されると染色性

がかなり低下するので本法も電気診断法と同様陳旧例で

は有用な武法となり得なし、かも知れない.

Funiculusの性質が判別できない例において，あるい

は 七腕近位;ft~におけるように比較的直径の小さい数多い

funiculusから成る場合 “funicular"sutureを実施しよ

うとすると， かえって応所血行障害， 炎症反応誘発，

funicu!us n:]連絡線維の切雌，性質の異なる funicu!us同

志の接ポーなど，かえって成績を不良にする事態を招く可

能性が考えられるの.

突は epineuralsuture， funiculur suture の定義にも

問題がある 組織学的には個々の funiculusを取り閲む

neuro-epithe!ial な細胞で閉鎖されている perineurium

の外側は basa!membraneでイ土切られており ，その外側

はや11経横断面の中央部も epineuriumである(神経の最

外側被膜の部分以外の epineuriumは “interfascicu!ar" 

または “interperineuria!"epineuriumと呼び神経最外側

被膜部分と区別する場合もある〉 したがって epineural

suture， interfascicu!ar sutureいわゆる“funicu!ar"su ture 
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Inlには微妙な糸のかけ方によって移行型もあるわけで，

要は縫合すべきj(ijにおける funiculusの状態一一小さい

ものが多数あるか 2~3 の特に大きいものがあるか，

それらの funiculusの性質が推iLできるかなどーーによ

って縫合法には差ができるのが当然である Funiculus

同志の合理的接加を立識した顕微鋭弘人ー下の丁寧な縫合

は必要であるが個々の funiculusをどの程度分却すべき

かについてはその立義をよく考えて行なう必安がある

11. Microsurgeryによる血管吻合の応用

これによって近年切断肢叫接ldMと(複合〉組織のl血

管茎っき遊離移植術という二つの新分賢治、開拓された.

切断肢再接着術 (replantation): M近日本ではこの

技術が広〈普及しいずれの地域の住民もこの恩恵に浴す

ることができる状態になったこと，また日本人はII人と

比べ」血栓発生率が低い要素もあって恐らく世界で一得優

れた成績をあげていることは必ばしい 10，ll) しかしこれ

は依然として経，吹が両くつく治療法なので，それにふさ

わしい成果が得られるよう適応を選ぶことが大切であ

る12) 一般に似指，複数指• Y)J小児 m年まで￥ 50

才以上は非適応〉がよい適応で，逆に示，小m単独切断

例，特に MP凶節近位部切断では一般に MP関節のよ

い ROMが獲得できず指屈筋服tの結、煮により IP関節

のよい ROMも獲得しがたいのでよい適応とはいえな

し、

血管茎っき遊離組織移植術 :Jfll竹芸つきの日11:，'1~1' ， 

筋，皮!仔.~J!:関節，さらに艇も合めたそれらの複介組織

の移植はますます広く応用されるようになり，それによ

り従来の再建手術の限界は飛躍的に1[')1ーした13-16) 特に

成長期の忠者において，この方法によれば移植された組

織の成長が期待できるとし、う従来法にない画期的不IJ.o:，(が

発揮できる.特に先天~~'，~\。手に対して， 31ましいきわめ

て早期な再建術を行ない得る道がひらけた. しかし別時

点で，血管吻合された骨を含む遊離移初((組織が果してそ

の後，期待通り)，';jUll組織とベースを合わせて成長するか

否か，この種の手術が実用化されてから日がなお浅いの

で断言できない

111 組織の血行状態と機能

前腕や手の重要動脈 1本の損傷ではその遠位にある組

織の壊死や明!僚なIfll行障害所見をきたさないことが多

い. しかし多少とも組織血行が低下する可能性があり ，

これが組織の機能あるいは組織が紛傷をこうむった場合

の修復機転にどのように影響するか有かが問題となるー

特に"wJ創や鋸創では神緩や鍵損傷と同じレベルで動脈も

損傷されることが多く， これにより損傷レベノレ以遠のやl'

経や腿の分節J(Jl行が将官される可能性が大きく， したが

って動脈も修復することが神経や艇の修復後の治癒過程

に好結J誌をもたらすかどうか重要な問題となる.

実際Eリ~，派を再建することによって神経 1"1復が促進され

た例は臨床的にも実験的にも観察されている 他方彬特

が確認できない例もあるので両者の境界条例ーを探知する

ことが望まれる 17，18)

IV.縫一一特に腿鞠内指屈筋膿 修復の問題点

近代的手の外科の発足以来現花に至るまで，Ei:修復祢I

の成tftを向上せしめることは最大の問題のーっといえ

る 次々新しい考え方に基づく新しい方法が提唱されて

いるが，いまだ恒常的な好成絞が得られる段階に至って

おらず，相矛盾するような考え方や方法も平行して行な

われている現状である それは腿癒合機転，その形態学

的基礎とそれを支配する閃子がよく解明されていないた

めといえる

そこで.!Ji，.(_tに至るまでの舵癒合機転に|刻する解釈と，

それに)，~づく治療法の変遷を簡単にたどり，現在におけ

る主要な川題点に焦点を山lててみたい

このr，:J題に強い関心が寄せられる以前には，漠然と骨

折の癒合機転などと同様に考えられていたようである.

しかした工総合するのみでなく周囲と癒着を生ずればよ

い治癒といえないところに腿修復のむずかしいところが

あることほ i'l切なことである

この問題について 1932年 Masonl9) らの実験的研究

発表の頃から，鍵1'1身には断裂部を癒合せしめる能力が

なく ，腿周囲結合織 (paratenon)の新生lfJl1tを伴う鍵接

合川隙|付への伝入が不可欠の条件と考えられるようにな

ったようである すなわち周囲とのある科皮の癒清は不

可避で，それが多すぎも少なすぎもしないことがよい成

績を仰るための条例τと考えられるようになった.突はこ

のような見解は 1962年ころから Potenzaが実験結果か

ら強制したことで却)， Mason らは注意深い観察から舵

内結合織の線維芽細胞も癒合に凶与するが paratenon

からの新生結合繊増殖がI時期的に早くかっ旺感なので，

実際的には後者の役割が重要と解釈した そして para-

tenonの反応が大きすぎる現象 すなわち癒着障害の

原因ーーは舵内の修復反応が弱い場合に起こる傾向があ

るので，それを避けるためには臆への損傷やlfil行障害を

できる限り少なくする必'Jl'!がある点を指摘している.

この Mason らの考え方のほうがその後に発表された

Potenzaらの見解より ，現有:に至る正しい軌道に乗って

し、7ーとし、える.

ところで腿修復の成績が特に悪い領域は， いわゆる
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“no man's land"で， Bunnellは恐らくこの部で縫合す

れば機械的な glidingの障害が成績不良につながると考

えて LeoMaycrの仕'](に刺激され修復を断念し遊雌腿

移仙術を創始したものと忠われる22) しかしこの領域で

はl此周囲の解削学的川浩が他の部位と )I~なっているの

で，ます.挺癒合機転が他の部位と本質的に同じと考え ら

れるのか否か検討せねばならないはずである.この領域

における鍵癒介機転について 1960年 Lindsay23)らは詳

細な実験的研究を行ない， paratenon と滑膜の parietal

membranc は腿熔介に不可欠な~ぷでなく epltenon

(あるいは消映の visceralmembrane)とそれに連続し

腿の分節lfll行路て、ある vinculumから新生増殖するがlfT

織で癒介は行なわれ，少し反応、は遅延するが endotenon

からの新生結合織も癒合に|対ーケーすることを証明した 換

?守すれば少なくともこの特殊領域では腿血身が l fil行昨~ If

を伴わない限りみずから蒙った自1)を治癒せしめる能力を

vllJえていることを証明した. つまり周閤組織との癒新は

治癒に絶対必要な条ftI:とはみなされない ことを証明し

た. この 考 えを拡礎として1960年 Verdan，1961年

McCash らに引き統き 1967年 Kleinertらは24)， 従来

の定説とされていた遊離腿移植術に対し，浅深指凪筋腿

ともに直接縫合を:A!1血した佐例の優れた成績を発表し，

大きなセンセーションを11予び起こした.彼の方法に付随

する大切な点は，縫介がかj所のJUl行を附押しないような

方法を選ぶこと，血~m (滑膜の parietalmembraneな

らびに pulley)は pulIey機能上大切なレヘノレ以外切除

しでもよいこと，術後超早期に縫合匝~の「他動」運動を

行なわせることである.このうち腿，，，rJを切除しでも epi-

tenonの別殖によって癒合が期待できることは Lindsay

らの実験からも納得できるが， なぜ超早期の他動運動

を行なわねばならぬか Kleinert白身理論的根拠を述べ

ていないがその狙いが癒ポ防止であることは明らかであ

る.このこと t主 Peacockヵ:“onewound-one scar" ;J~ 

で強調するように25L 腿損似は大JIi:の場合その周囲組織

の同じレヘノレの損傷をHい， 両者が一連の炎症反応、の場

に巻き込まれるため，安!日?を保つために凶定しておくと

癒ぷ附害が不可避になる可能性が大きいので，この事態

を避けるための処胞といえる.1974年 Matthewsら26)も

no man's land領域で指図筋鍵を修復したら腿輸をほ工

完全に温存しょうがしまいが，早期に運動を開始するこ

とが好成績を伴る鍵で，特にある程度 paratenon から

の結合織侵入の防!ltとして役立つ腿刊を切除せざるを得

ない場合，術後|山Ii.ιすれば癒着は避けがたいと結論して

いる.

ところで Lundborgl7) らは腿癒合に対する折JLH筋艇

の役割についての実験的研究から，腿鞘内で(1- 一つま

り腿中lriが完全に温存されている'1'では一一腿はl(ll1iを遮

断されても'1'心部は侠タじするが主として epltenonの増

舶によって vinclllllmからの IUl行が保持された場合と

大差なく表層の癒合が完成することを 19711，1に尖証し，

その理山として滑液の拡散により epitenonの代謝が保

たれることを示した. 彼は出H自の parietalmembrane 

から務府する線南H刃調11胞のJ杓殖によって癒介する可能性

の街~!'.~を検討す るため，縫介された遊出If l即J\ーを 'i~干透析膜

で包んで ， 膝m映血~干fJ I}'jに入れ「生体内組織消長」を試

みても epltenonのJ1"i舶による総合がれなわれることを

1979年実託した これにヒントを得て McDowell28)は

最近「縫介の 1(ll1i障害を恐れて縫介rH~断裂の危険の大き

い繊細!な縫介を)IJ¥，、るより ，鉱f放で由主jリJの癒合が行なわ

れること，縫11-後間定 しておくと).'，j凶組織との癒着が避

けがたいことを考慮し，応長)Jの強い縫合を施して超早

期に運動を開始し癒着を避ける」ぷ本方針をうち出して

いる こうすれば pumping~jJ*で澗液鉱散による舵IÁJ

代謝は--JM促進される可能刊があろう.

以上のように鍵修復法のこれまでの歩みを願ると，平

而的には考え方が行きつJJ!りつして歴史は繰り返してい

るようにもみえるが，従米のZ考え方に反する走行しい考え

方が現われるごとに螺旋附段を登る よう に，一歩一歩本

質に迫りつ Lあることをl必ずる

今後検討すべき問題として腿鞘内外におけるl腿癒合機

転の本質的違いの有無が大きな焦点となろう.共体的に

以下のよ うな点の解明が宅まれる.

(1)腿!鞘|付でJftl行を遮断された遊離脱がmll央の鉱散に

より epltenonの刑殖をきたすのは治政11';'が完全に閉鎖

されておりその内川が向まり得るためか? 州撲を一部

切除しても Jfft行を遮断された遊離脱'縫M;j~1土 epilenon

の増殖で癒介するか?

(2) 拡散による epilenon 細胞の栄美保持には正'lí~' 滑

液のlUl燦とは'Rる化学的組成が必要条件かつ

(3)位協:ffi"膜!笹(関節I;}._J)に入れられた遊雌!虻縫令部

はそのI)¥)ffi'iを外固定されたまふでも癒訴を生ぜずに癒合

するか?

(4)長当主筋腿のように本米腿開をもたない融nの縫合部

も滑脱!院内に入れれば epltenonの増殖を主体として癒

合するか?

(5) 1健市内外の腿縫合部も)"JT9iIf[1fが良好に11，げ子される

場合 epltenonのj哲殖を主体として epltenon の似入な

しに一ーすなわち同開との癒着なしに一一総介し得る
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(5) 1腿革!i外の融r縫イ7部も局所Ifll!iが良好に温存される

場合 cpltenonのf断白を主体として paratenonの侵入な

しにーーすなわち周聞との癒着なしに一一癒合し得る

か ?

(6)腿鞘外の!即縫介;';11は局所のJ(llfJ泊、良好でなくて

も，強同な川山))をもっ縫合後早期辺!l"j}Jを開始すれば，

組織液の拡散によって epitenon細胞の以此、で癒合し仰

る比込みはないか?

など

V.知覚再教育と biofeedback

I" ，j おとも末梢神経の手術ではIq~ :wに達している知覚)~

動機能を，大脳皮質のl1~üt、 ・ 代償機能によって5r:)JI1 しよ

うとするリハヒリテーション巨人一γ・的i¥!11*京法で、ある

知覚J'}教育29，30)と11末梢神経のJ'}'I，過程で一五IJも1，'く

機能的な感覚を獲得させるようにし，また再生が不完全

に終った例でもできる限りの機能的感覚を回復させるた

めの，vil糾w、である そのぷ本)!ílJ'I'. は女1ISl:線維の- ì'~i~がさE

1"1ーしていることにより ，感覚受?寺山から感覚中枢にでる

求心性 impulse の質と長が変るため '1'枢はその↑I'H~

を解釈できなくなる そこでこの変化した知覚情報がな

んであるか，初jめ悦党の助けなどをかりて，次いで税党

なしでもわかるように乳幼児期]にかつて学習したと同じ

プロセスをたどることにより，科教育することにより末

川村l経障害はそれ以 l改存されなくても，知覚機能(主改

汗することを狙ったものである

いったん変1"1した知立軸索が再生するに従い，まず

Aa線新が凶復しその:1':>怖の freeendingが'支作する

pall1，次いで強いnrUrtriが川復する。 次いでこれより太

い As級車If末端の McissnCl小体が受容するとJt;・えられ

る 30Hzをヒータとする娠動党と， I移動する触覚」

moving touchがi"I1Uする.そのうち振動覚は 11常生析

の小では経験されない特 ~I~な感覚なので，そのように感

覚されやすいが movingtOllch 感覚は学習により門仰

したものなので，一部の取11'系がi底的iされているため

】mpulscのnが変ると '1'枢ではその↑JI報を解釈しにくく

なる.しかし 30Hzの振動を知党できたことは弥生Ilijll

索をもっ Meissnerreceptorがある，;11拠なので，再教育ー

すれば movingtOllch感覚がわかるようになる.次いで

Merkel小体による触覚 (constanttOllch)が回復する

最後に Pacini小休による 256Hzをピークとする振動

党が回復する したがってこの感党が[111復している領域

で，もし創!党が[1I11Uしていないとすれば，そこには再生

している Merkcl小体が必ずあるはずなので，知覚再教

fTにより速やかに，通常 1週間以内に触覚を同復せしめ

ることができる 以上が早期の知覚再教育訟である.

これに対し晩期の知l党教育法とは折先まて削!党が同復

しているにもか」らず 2PDや 口同ect idcntification 

がィ、i辺な場合にそれらの盟主仰を日僚にわな うものであ

る こ L で注 ~I すべきことは， 2PDと立体認知または

Mobergの lactilegnosisは必ずしも平行しない点であ

る Delicateな pinch(つまみ〉動作を考えても，た工

じっと抑止的につまんでいることは少なく，つまみなが

ら物を manipulateすること，すなわち constanttouch 

より moving touchを%IJ)[Jしている場合が多く ， また

後者の rcceptor である Meissner 小休は constant

touchの rcceptorである Merkel小体より数倍の日何度

をもつこ とを考えると ，object identification (触ったも

のの訟郊のには constanttouchより感度のよい moving

touchのほうが'T，要な役割を演じているものと考えられ

る これが 2PDが必ずしも機能的知党と平行しない型

山であろう. したがって最近 Dellon，ClIrl出向らは従

米の stallcな 2PDより感度がよく ， しかも機能的に

術後にIXI辿する 2PD検査を推奨している

次に biofeedbackによる筋 control のi'}教育とは聴

覚，N1tなどのたedbackにより筋活動を促進または抑

制lするように controlする訓練法である.たとえば弛緩

件麻病状態にある筋がわずかに収縮できれば，それから

導:1:する EMGを地I隔して大きな音または点滅する光

として感覚刺激を与え，也、者にこれを増強するよう努力さ

せることにより筋収縮はどんどん増強される32) 同じ原

理で凪t移行術を施した筋の機能転換を促進できるし，ま

た指J:li~首脳:修復後の指1'1 !fj}J}:凪 1111練習のさいには，骨川筋

から説J与した EMGを逆に抑制するように訓練するこ

とによりむ者は MPJでなく IPJを厄:1111せざるを仰

なくなり合 [1的な練習をさせられることになる.このよ

うにこれらの方法は最近m，，;な注 I1を集めている

VI. Hand rehabilitation 

前項の sensoryreeducation， biofeedbackを取り上げ

てみても，一人の忠者に十分時間をかけられる therapist

の協力が必要であることがわかる.以前には手の患者の

リハヒリテーションについては，医師がj心、者に直接指示

し時々 checkするのみで，あとは患者自身にまかせるほ

うが独自な見解をもっ PT，OTが関与するよりむしろ

望ましいとする考え方が多かった. しかし個々の忠者に

ついて，数多い個々の折|長1Mの ROM，筋力，女[1覚の程

度その他の impairment， さらにこれらと必ずしも平行

しない特定動作の disabiliげを，経時的に正確に記録す
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る必要性一つを取り上げても therapistの協力が不吋

欠であることがわかる その他個々の忠者の病態に応じ

た staticまたは dynamicな splintや braceのfド製，

O T的訓紋の_E[(要性を考えると，手の外科におけるリハ

ビリテーションの重要i"1ーがますます認識されつ Lあり叫

アメリカでは専門グノレーフの医師と therapistが Hand

Rehabilitation Center という名科、の法人を組織して活

動しているところがし、くつかみられる 昨年米|同では手

を専門とする一定の水準以上.の thcrapistを，資料審査

の 1:入会させる Handtherapy 協会が誕生した Hand 

therapyには OT的2Ji:素が多いが， )，~礎資材十は PT で

も O Tでもよく子についての |分な知識が止さぶされて

いる.

VII. Dupuytren 拘縮

一一それから派生す=5興味ある問題一一

ヶツレマン系住民の多い欧米治同では，Dupuytren拘紛

は常に手の外科のトピックスのーっとなっている.その

)ぷ因論としてこ L数年うl¥:Gabbianiの myofibroblast)以

紛，lli34，351，すなわち intracellularの processを成lぺと

する説と，細胞の特殊T，f;i"1ーがもとではあるが，それによっ

て生産される hydroxylysine，hydroxylysinohydroxynor 

Icucine合イ7111の多い cross-linkagc をもっ coJJagen，

すなわち細胞外 prosessを成因とする MGH研究グル

ープの説35)が対立している しかしill伝や外傷その他の

後天的閃子の関与などにつき未解決の問題が多く残され

ているように!忍う.

ところで 11木人の川にも白人学liが考えているより多

くのj占者があるように思われるので，これを!よく組織的

に研究すれば成肉論に新たな視点が得られるかも匁lれな

い点をまず指摘したL、 もう一つ McCashが従旧した

手術例の開放療法は ~ìÍ.に Dupuytren 拘桁iの治療の枠を

結えた注目すべき問題を合んでいると思われるのでこ L

にl[~ り上げる すなわち学国防方的lの切開[:IJはかなり大

きなものでも15↑l放にしておくと速やかに 上皮化する.形

成された皮!内は他部位から採取した移航皮h句と比べ，毛

がなく ，色素が少なく感覚もよい本*=の!幻内と同じ上Tl

の政府である このことは，掌而のIJfJI.&t:IJに対しては従

来の一般論に反して，有([1文するより CI然の上皮化を待つ

ほうが有利な場合があることを示唆しており，実際折尖

JH腹部でそのような例を経験している.

VIn 指関節の2次的 O Aに対する治療

一一特に implantの問題

下肢の大関節の OAに対して， I~Jûí'í全置換制rrが整形

外科のトピックスとなっているが，手指関節においても

外傷， RAその他による二次的 OAが多いので， 今後

prosthcsis の応JTJはFの外利においてもますますITi要性

をWIすとjtわれる こLではド収入校1節と，t7]IJな，すな

わちJI荷吊，来約千1:，デリケートな筋ハランスを喫する

|対iliJ，などの条{'Iに.isiするものがぶめられるわけで，引

に 卜肢の人工l共lilijと|寸じ原.f!1!のもののほか，セメントを

mいず，接合する'，'1'とのあいだに初めから動きを許す

spacer， または似い JI1terposlllon 肢 という本来の人]

ry，1節とは只る発;包!から「ドられたものが広く{却nされてい

る37)

IX 機能解剖学的研究

考えてみるといずれの外科の専門分科においても，そ

の進歩とは結同外科全般に共通な組織。級協移舶 mlcro-

surgery，他の新技術を，それぞれの分科が専門に取り扱

う器l1に迎用して， Iえ米をあげることに尽きるように思

う そのためには取り扱う日:J11"， J:の外科て‘は手の構造

と機能をますます派く研究することが不nJ欠の波|ペとな

るわけである.手においては微細nな構造がデリケート

な機能に術援に|見I:lliしており ，千体jも拡大鋭や顕微鏡下

に行なわれるようになった今 11，椛造と機能のIYHisは

macro的のみでなく mlcro的にも研究されねばなら

ず，いわば microbiomechanicsの分野がvfJ拓される必要

があるように思jつれる.
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前腕での多数腿 ・神経同時損傷例の処置

Multiple tendon and nerve injuries in the forearm 

津下健哉 *

はじめに

前腕での屈筋腿損傷の予後は，比較的良好とされてい

るが，わが国の現状をみるとき，決して満足すべきもの

とはい L得ません. 否 no・man's landでの腔損傷では

1 ~2 指のみの障害で、止まるのに対し， 前腕での損傷で

は全指の用院をきたすことも稀で、ありません.その原因

は多数腿が同時に損傷され， しかも神経，血管損傷をも

合併することによる縫合以rドの困難性によるものと考え

られます.以下この部での損傷の取り扱いにつき述べて

みたいと思います

さて過去 15年間における教室での治療症例を調査し

てみましたが， その結果は新鮮症例 23例と比較的少な

し大部分が陳IFlJ，i例で 279例，合計 262例に艇，神経

縫合を行なったこととなり， うち 17例に神経移植を行

なっています.そして二次的に機能再建として母指対立

再建を行なったもの 80例，c1aw変形の矯正を行なった

ものが 24例ありました 損傷の原因としてはガラスに

よる切創がもっとも多くて 143例，他に交通事故，鉄板

機械によるもの 40例，カミソリ， ナイフ， 包丁， その

他刃物によるもの 30例，電気鋸 30例，その他となって

います.

以下新鮮症例lにおける股，ネ111経縫合，次いで陳旧症例

における腿，神経縫合，さらに簡単に二次的な腿剥出1I術

とか，機能再建術の適応の問題などについても述べてみ

たいと思います.

新鮮症例の処置

まず新鮮症例の処置でありますが，切開は十分広い，

広すぎるほどの切開が必要となります. 狭い切開での正

しい手術は不能であります.意IJを利用した波状切開で，

必要に応じ容易に上下に延長できる切開でなければなり

Key words: tendon suture， nerve suture， tenolysis 

* K. Tsuge (教授):広島大学整形外科 (Dept. of Orthop. 
Surg.， Hiroshima University School of Medicine， Hiros-

hima). 

表 1.
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二次的機能再建

勾指対立再建 80仰l

claw 変形矯正 24例

ません.常に皮下神経の走行を念頭に置いて不必要な損

傷は避けなければなりません.

切聞ののちは皮府を長11離しますが，これは筋肢に桜し

て深く剥離し脂肪組織をWt1しないよう注ttすること

が大切となります.それには術者はハサミ， ピンセット

を，助手はフック，鈎をし、かにうまく使用するかが大切

で脂肪組織の圧挫は癒釈の大きな原因となることを忘れ

てはなりません 長IJ隊'1'に語呈される中，小血管はその

都度 bipolarcoagulatorで止血， 切断してゆき， 術後

における出血lを|め11ーしなければなりません.皮下の剥離

が終れば損傷部よりなるべく離れた中枢， 34〈柏、の健康な

筋膜から損傷側にI(付追って広い範聞の制限切除を行ない

ます. これは縫合部がこの筋膜と癒おすると可動性が障

害されるのに対し，皮下脂肪との癒あーはなお可i動性が託

されるからであります.筋膜を切除すれば筋，鍵る4)他

が露出されることとなりますが，剥出Itは神経，)儲から

はじめ，腿の縫合操作に移らなければなりません 縫合

の順序は古ij腕損傷については腿縫介が最初であり，次い

で神経縫合，血管縫合の順となりますが，これは深さの

l順序でもあるわけであります.

新鮮症例の膿縫合

さて族~縫合をするにはまずもって対応鍵の決定をしな

ければなりません.初めに末約側についてでありますが，

もっとも表層にある三つの手根屈筋，すなわち院側，尺

側手根屈筋，それに長手;筋血tの確認は容易と思います

そして境側手根原筋の下に長母指屈筋腿が，長掌筋腿!の
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下に11'，'1'rljl経が，尺slIJr似1:Ii!iijの続。[11に尺什神経があり

ますのでこれらをまず確認、いたします 残りは浅JI1，お

よび深t削1.:筋肢であり，それぞれの決定は舵を引 くこと

により PIPIXJ係が曲れば浅折1:1¥筋腿，DIP関係が曲れ

ば深桁ITIi筋取tで，これらの決定は作幼となります そし

て糸をかけるかまたj別行屈筋l駐は1(1の針|了，浅f民間筋腿

は|泊り のJII子でとめるなどの方法でIDJIIを作易に致しま

す なお私は艇の縫介にノレープ主|を{;/!JIIしますが，それ

ぞれの派指ITi筋胞の決山と同時にノレーソj;1をかけてマー

クとすれば，縫{It栄('1と|吋11与にマークともなり，それに

断端保持用に;fIJ)I jできる民もあり， しかも千体I時川のか

なりの節約が可能となります.

さて断端把持に1;1:ヒl ンセヅ卜， またmrがJIII"、られま

すができるだけlピ挫の悩IJljを少なくするよう努めなけれ

ばなりません

オ〈相川llJの確認が終れば次に11'似Mの相丘関係のli{UAを

行ないます まず 3木の子tHJ:1i筋を雌認、，主11了ではさみ

側プ1によけ，次いてけて'1'，)~'I'l' tIJI経を確認したのち，名

指のi.lH行，t記 J行): 1\筋肱nを t}~ í.L しなければなりません. こ

れを私は次のごとくに行ないます. まず}<1'王腿!で尺側tこ

11立って認められるのが環指の決J日1:筋Jru!ということ

で，そのすぐgslljに制I!I"、舵が並タIJしていればこれが小指

の浅指):I¥!iij拠であり， これはまたうむの!此がf~~指の淡指1:1 \

筋艇であることを/1、しております そしてこれの焼側に

あるのが'1'指の技指1:1¥筋腿て、あり ，その杭卜側に示指の

浅指屈筋腿:が-:{{イ1:いたします.(*111):1¥筋)踏の確認、は捺{Jlll

に長J;Jj行屈筋!虻より ，尺側は尺側手似!:liiiijの内側に尺竹

神経があり，その 1)~ {J[lHこ小JRの i家桁1:1げ\lj!凶があるわけ

で，これらよりキ117f1見l係は比較的作幼にltt女11できるので

あります

さて以上で対応、胞が決定したわけでありますが，この

さい'I'm側の深指屈筋血tはどうしても手11了で扶みa持す

ることが必要となりましょう .しかし正J制対立小|仮にと

めなければなりません 例が sharpcutであれば脆断端

の新鮮化は必~でありませんが， t半減がd白ければ、I'IY:生新

<<(f化が必必となります

さて縫{T~栄作はいずれの桁から始めてもかまいません

が，判jill'l'桁などの太い臨tから縫f?を始めることが多い

でありましょう

縫合)jfLiこはいろいろのブJ/l、ヵ、ありましょうが，我々

のノレーフ状糸っきj;1を用いるものがベストと (，_1'じますの

で，これについて述べさせていた工きます.評通 4-0ノレ

ープ針を用い凶 lのごとくに断端より約 1cm のところ

に針をiIliL，断制の'1'央に抜き，次いで反対{JUJのJtIi端'1'

一二;::;;;:足玉フ
海コ

寸ご半、 、 mー

図 1.ノレーツ状糸っき針による腿縫合法〔その 1). 

① 
~~.... .. .. .-)J 

図 2 ループ状糸っき針による腿縫合法〔その 2)

央に主|をがl入し LOcm ほと'離れたところにこれを引

きI1~ します 次いてソレーァの先端部を 5-0ナイロン糸に

よる 8'j:結節により凶定，次いで反対側も回定してから

糸をしめて断端が接合するごとくにしさらに 6-0~7心

ナイロン糸で 2~3 の結節縫合を追加すれば縫合が完了

いたします これを各鍵について行ないますが，この刀

法はまた凶 2のごとく すれば，れつ節縫介をすること な

く，ノレーフ主|のみで縫合が可能であり，また工夫によっ

ては，糸を取v毛1(1Iにi/iiil:すること なく 腿内にうめ込むこ

とも可能で， 本当の立味での intra-tendinoustendon 

sutureも可能なのであります。

これらのいずれの方法でも結構ですが，本訟の利点と

するとこ ろは atraumaticの縫合が短H寺1/:1に可能という

}，'，(で 1 本の腿縫合に 1 ~ 2 分もあれば十分と考えるの

であります

以 上限縫合が終れば同H、?に損傷された筋部の修復を行
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ないます これは 2~3 の結節縫合で卜分であります.

さて深折j以筋艇の縫合が終れば次に浅指屈筋艇の縫合に

うつります 以前浅指j国筋艇は抜去する方法が採られた

こともありますが，浅J白日H筋挺を抜去しますと子恨管部

で約肢を抵Hおすることとなり，この部の出JUI，娘痕化は

癒着の原因となりますので、抜去は行なうべきではありま

せん。私はできるだけ縫合すべきと考えており，もし縫

合しないのであれば放置といたします しかし我々の方

法を使用すればそれほどの時間は要しませんしもしそ

れも面倒であれば 1~2 の結節縫合のみを附くのもよい

と思し、ます.

新鮮症例の神経縫合

次にiql経縫合でありますが，ネql経長IJ雌のliiHこrotatJ.on

チェックの 11的で本来の位院を確認するなんらかのマー

クをつけるなり，モスキート知子把持のfm位を-~にす

ることはキW1Lの funicularpatternの決定が好都合とな

りましょう.さて剣1Jこの把持は神経を持滅することのな

いよう il~JIU epineuri Uffiのみを鉛子の先端で保持するよ

うにします.

次に神経の新鮮化でありますが，新鮮症例の場合，f(( 

角ブjJfiJへの shaゅ cutはなかなか閑難でしばしば断続1が

バラバラになることも少なくありません.特別のチャン

バーを使うとかテーフでつ Lんで切るなどの方法をとる

方もありますが，私はが指で神経断端を支J、1しながら鋭

利な刃物で切り ，故後のところは一部ハサミを使川する

こととしております.新鮮化ののちは多くの場合拡大鋭

を，IL'j'に顕微鏡を月1¥，、て対応、神経j択を決定してから，ま

ず staysuturcを世き，次いで 7-0，8-0ナイロン糸を)11

いて epineuralsutureをするのが原則であります 新

鮮症例の場介 tensionが強く縫合困難ということはほと

んどなく，た工断討(1)がノζラパラになりやすく， t公判がや

りにくいことは荷主とできません しかしl従縫令同様，神

経縫合も一次的にわなうのを原則としております.

さて挑'\'L 尺'i 'l' jïl ，jífj}JJV~の損傷が認められる場合は少な

くともいずれか l;}:の血管縫合が必要となります.血オJ

をよくすることは術後の浮肢を少なくし 白brosisの発生

を少なくして良成総を得るのにきわめて重要となること

を忘れてはなりません.断封fJ確認後針|子をかけ}I二挫部の

切除後はへパリンを加えた生食水で管肢を洗浄，7-0， 

8-0程度のナイロン糸による縫合を行ないます.

次に手根肌筋艇の縫合は必ずしも必要て‘はあ りません

が，できれば簡単な縫合を行ない，あとu寺IJi)をかけて止

血を行なったのち軽度の圧迫， 日l定包有?を行ない 4811寺

間は挙上位保持を行なわしめるよう指導します.

陳旧症例の処置

次に陳旧佐(ffl)の処位につき申し上げてみたいと思いま

す まず一度手術をうけた症例に対する再手術の適応決

定でありますが， これは術者が誰か，いかなる切1)日が川

いられているか，術後の経過H、干川と回復状況などから待

機するか，川手術にふみ切るかを決定します.

陳旧症例の膿縫合

切開は以前の自IJ，また切IJ日縦泌を延長して用い，次い

で皮下の剣瑚{にはいりますが，これも新鮮例の場介と同

様，あるいはそれ以上に皮下脂肪組織をa挫しないよう

皮弁を厚く， しかも広く長1)附したのち筋膜はこれまた|

分広く切除するよ うにします 切離は健康部より始め，

娘痕部は最後とすることは新鮮例の場介と同様であり ，

l健，神経の剥脱も 1，;)様であります.:J根回筋l虻長1)肉If後は

まず神経を長1)出11，次いで!腿を剥離しますが，艇長1)離11寺に

はそれぞれ何の指のfUJの腿かを決定しながらこれを行な

います

たピこ L で問題となるのは舵の ï'fifP)性の~1(f. という点

でありましよう 肱~の "f動性が不卜分のま L で融~縫介を

行なうことがあってはなりません.末梢匝~を引けば桁尖

が手等;につくのがt:nましい状態であり， '1'似舵について

も卜分な可動域を仰ておかなければなりません.

まず末納骨!I)腿!の長1)/)llf でありますが，末村i匝~はしばしば

手根管内で総析を起こしていることが多く ，これは判に

浅指屈筋艇が抜去されている場合，引きちぎられた滑肢

が痴痕化して癒釈の以内となっていることが少なくない

のであります '1'似似11からの腿の牽引，剥離が不能な場

合には手似符切聞による癒あの量1)離と搬痕術膜の切除が

必要となりましょう また癒訴は手掌に及ぶことも多

く，特にllJI(旧仰lではi'l't践は日brosisとなり浅J行， i架Ji'i肝i

筋健が crossadhcsion して可動性が障害されているの

が普通であります. これらの切断，また切除によりそれ

ぞれの艇の独立Jill動が可能になるまで華1)離をすることが

必要となります 同様のことは腿革ril)'J艇についてもい L

得ることで，向車tの剥離を行ない，場合によっては波桁

屈筋胞の抜去を行なう必要がある場合もありますので，

このように浅桁同筋股抜去の本内の適応は深折原筋l院の

可動性を得るための抜去が本当の抜去の適応であって，

新鮮例について縫合がi(!j倒だから抜去するとか， crQSS 

unlonを恐れて抜去するのは間違いと考えるものであり

ます.

次に中板。(IJ1院の輩1)離でありますが，これも十分な削!の

滑動性が得られるまで剥離する必要があり，特に什折な

どが合併した場合には，骨とか竹膜， またノミロナl肢の癒
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図 4 ノレープ状糸っき針を用いてする我々の

anchoring [unicular suture. 

Stretched distance in miIlimeters 
して血行の 3者のかね介いの トーでの神経縫合が必要て、あ

ることを焔感するものであります。

図 3.Gapと tenslOnその閃係(京本). Gapと tenslO日 につき宮本は図 3のごときカ ーブを示

しています.すなわち 2cm の gap では 50g程度の

れが発作ーしているのでこれの是IJ離が必~となります tension があるのに対し 2.5 cmの gapでは 200g， 

以1:1山j側腿の長IJ出Ifが終れば出tの縫f?に移りますが， こ 3.0 cm の gap では 4~500g の tenslOn とえ1 カ ー ブで

れは新鮮症例の場介と同様で，特に川辺はないと思いま 上列することでありますー2cm;f'，¥度の gapで tension

す た工腿断端の%!r#~"化は必~となりましよう 50g 以 FなればなんとかふO ナイロン糸での epineural

さて縫介にさいし断端の gapのため， 腿縫介ができ sutureまた fllnicularsllturc が可能でありましょう

ないということはほとんどありません もしあればそれ しかしそれ以上では無理で Millesiのごとく 2cm以上

は剃縦が不十分のためと考えるのが妥吋でありましょ の gapには神経移植をすべきでありましょうか.私は

う しかし剥離を十分行なってもなお gapがある場合 2 cm~3. 5 cm 程度の gapにはノレープ針を用いての

には腿移植が必~となますが， このさいもノレ ー 7~ 1 を使 anchoring sutureを行なうことといたしております.方

川すると使利であります 法は対応 funicullls決定後，断端よりlcm 雌れたとこ

隙11=1例においても淡指屈筋血fの後合が行妨であれば縫 ろに 6-0ノレープ主|を挿入， こLでノレープを epinellrium

介するに越したことはありません もし1!(f)Wがあれば，-]-， に引っかけたのち epineuriumの Fを泊して断端に出

枢血tは深指屈筋艇の縫介部付近に縫ぶして筋力補強に使 し，次いで対応する断端より主|を入れ 1.Ocm程度の

1日し，末梢MI!はそのま Lとするか，断端が手根管内にき ところに~ I を 出 し，こ L で結節をして断端の接合をはか

て邪魔にならないようであれば切除しでもよいでありま るものであります.

しよう 以 tののち funiculusをよく 観察しながら 8-0ナイロ

陳旧症例の神経縫合 ン糸で epineuralsutureを行ないますこの方法によ

次に問題となるのは神経縫合でありますが，断端の新 れば神経内lIjl行の障害が少なくて断端の銭介が可能であ

鮮化， funiculusの決定は新鮮例と ['iJ僚として gapの売 り，しかも断端については tension 仕eeでしかも確'夫

生をいかに克服するかはいつも論1~の '1-'心 となるところ な縫介が短時間で容劾にできるという利点があるわけで

であります あります

さて gap の除去には従米神経長IJ縦と上下関節のJffiull なお縫合|時の手関節の)j主位が最大屈曲よりは 20
0

程度

位保持が行なわれてきました まず神経長IJ離であります は少な 11とします.強い照的位保持は後療法を困難にし

が， かつては上腕までも切IJfJを伸ばせば 10cm以上の intrinsic muscles機能の|百l復を遅らせるので行なうべき

gapさえ縫合が可能という人さえありました しかし縫 ではありません.

介さえできればそれでよいというものでなく，常に断織 さて断端の gapが 3.5~4. 0 cm以 上もあれば神経移

内1(11行が保たれる飽凶内でという条件がついての縫合と 植が必要となりましよう Millesiの方法に準じて sural

いうことが大切で LlIndborg は 7~8% の 仲良で や1 ' nerveをJTIl、て神経移植を行なうことにしています.

経l付j血行は停止するとしています広範な剥離により縫 さて神経移植と緊張下の神経縫合の可有がしばしば論

令すれば，それだけ広範な神経域死が発生することを忘 議の巾心となっていますが，両者はまったく別伺のもの

れるべきでありません.我々は 'l;~ に gap ， tension，そ であり比較すべき関係にあるのではなく並列すべきもの
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で，要は神経内血行が保たれる範囲内で縫合を行なうべ どを参考にしながら適応、を決定します.また自分で手術

しそれが保たれない gapであれば神経移航以外に方 を行なった場合で‘あればその判断は容易と考えますが，

法がないと理解すべきでありましょう いずれにしても腿移行にはマイナス面は少なく ，プラス

神経移舶の実施例は今日までわずかに 17例で多いも 面のみ多いので積経的に実施してよいと考えます

のではありません.しかし近年多少とも増加の傾向にあ いま過去 15年I:¥lにl]ijJ腕での神経損傷例 262例のうち，

ることは市安て‘あります.そしてその成績についてはい 母指対立蒋建を行なった出例は 80例で， 利用した力源

まだ云々すべき結果を得ていませんが，立外に良成績を をみますと浅指屈筋政rは 11例であまり多くありません.

得る場介もあるという感想を持っているのが現状であり これは同時損傷を受けている場合が多いからでありま

ます す.もっとも多いのは長続側手根仲筋に鍵移植を追加し

二次的膿剥離術について て移行したもの 22例ですが，これは以前に使用したも

次にl此，神経縫合が行なわれたが思うほどの成績が得 ので，最近では短母折仲筋腿 (20例)，また小指固有仲筋

られない，特に手JR可動性が思わしくない場合に腿剥離 腿 (17例)を多用していることを申し上げておきたいと

術が考慮されます.しかし余り急いで術後短期間で頻回 思います.

に行なうべきでなく，少なくも 3~6 ヵ月は川隔をl置く むす び

べきでありましょう.しかも最初の処置が原則にかなつ 以上前腕での多数l比例経同時損傷例の取り敏いにっ

た手術が行なわれている場合にのみ良結果が何られるの き，その概略を述べてみました そして良結果を得るた

であって，腿剥離すれば常に良成績が得られるというも めには局所解剖をよく理解しておくこと，術前における

のではありません.最初の手術が atraumatlcで限局性 計画性というか一度頭の中で手術を実施してみてから手

癒着が障害の原因である場合，この部の長IJ隊術を行なえ 術にかLること，止血帯 bipolarcoagulatorを上手に

ば良結果を得ますが，広範にわたる癒活ーの長IJ離に良結果 使い広い手術野で確実な手術をすることであり，もっと

を期待することはなかなか困難であります.また剥離術 も大切ことは組織の atraumaticな扱いで，J隙・神経の

は縫合部のみでなく手根部，手掌部，腿靴にも，また巾 気持になって手術をしていたピきたいことであり ます.

枢側にも必要であって 99の剥離をしても 1の癒訴が残 我々外科医にできることは治すことではなくて，組織

っておれば剥離術は失敗に終ることを知っておかなけれ が治りやすい状態にもっていってやることにほかなりま

ばなりません せん.治りやすい状態とはなにかを考え，そのように手

機能再建手術について 術とし、う手段を使って組織を修復することで，組織の治

次に神経麻停による機能障害改善の目的で行なわれる 癒を阻害するような手術操作は行なうべきでありませ

腿移行につき側部にふれてみたいと思います.損傷が ん Atraumatic という言葉， これは多くの人が使いま

clean cut で一次的に正しい縫合が行なわれた場合には すが，使う人により都合よく使用されているようで，あ

自信をもって機能回復をまってよく鍵移行の必要はあり るいは自分では atraumatJcと思っていても，他の人が

ませんーしかし|味旧例で長期間神経縫合が行なわれない みれば traumaticであるかも知れません.手の外科でも

まL放置された杭例や， Hましからざる縫合が行なわれ つとも大切なことは学会に出てこのような教育講演を問

た症例には腿移行による機能改善が必要となります.そ くこともさるこ とながら，それよりも多くの人の手術を

の時期は神経縫合と同u与に行なう場合も少なくありませ みて，講演では述べられない多くの工夫を学び取ること

ん.手術が最早行なわれている場合には手術級痕とか切 にあると考えるものであります

関の状況，また拘縮の程度，経過時間と紡))1可復状況な
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|主題 I手の機能再建術

1.指切断手の再建

Reconstruction of the mutilated hand 

ニ 浦隆行*

手の機能は，援る，つかむ，挟む， ilJりFげるの 4動

作に大別できる 手根骨のみより残されていない切断手

であっても ， 手 1:Yc1節の当l~lln が i可能て、あれば， IIIJり下げの

機能のみはなおかなり残されている このことから切断

手の機能TITB!の 11的は，促る，つまむ，挟むの3lfj}}作の

同復にあると考えられる.このためには少なくとも 2本

の析すなわち物を挟む指向!件ーの存在が必須である 次い

でこの 2木の折の少なくとも片方には可動性のあること

も必要である この形態面の頭要性はよく理解されてい

るが，ともすると忘れられがちなことは機能上必要な部

分に県'i;¥'痛覚過敏がなく ，少なくとも protectlvesensa-

tionが存在し，できうれば正常に近い知覚の存:(I'が必要

なことである.

1 指問腔または指長の再建

こLでは母指の占める機能上の重要1>'1ーからも切らかな

ごとく， 1)母指の単独切断， 2)-/:Jj行を合む複数指切

断， 3)母指以外の全指切断， 4)全桁切断，に分けて

考えることができト3)， さらに機能すべき桁川l院にある

障害に対する処置も別の問題点として考えることができ

る

A)母指単独切断

母指の切断であっても，それが乳幼児期の切断であれ

ば，示拐のi険加によって代償され，かなりの把持動作が

可能となっている. しかし切断後に良好な機能の再建を

望む場合はほ桁の再建が塑まれる4) この再建法として

はまず指化手術による指問院の形成を選ぶか，舟t旨の延

長を行なうかが問題となる.基節71・の大部分が残されて

おり，断討iJの知覚が特に問題とならない場合には，指間

肢を深くすることが一般的である

母指基節の中服部より近位の切断ではなんらかの方法

Key words: reconstruction， mutilated hand 

* T. Miura (講師)名古屋大学分院整形外科 (Dept. of 

Orthop. Surg.， Branch Hospital， Faculty of Medicine， 

Nagoya University， Nagoya). 

3 

l吐 J行 fヒ千 í~. i

図 1 指切断手再建法選択基準.

による母指の延長再建が行なわれる.この方法としては

cocked hat法，，t，手骨延長，造母指，母指化，足ぬ1:の移

植などが考ーえられるが特別の事情のない限りtrDrlコ手骨

の可動性が良好であれば造f¥H旨手術を選択する cocked 

hat法による皮l何の向転は実際は予想以上に困難であ

り，母折の延長に伴ってtI1l日l院は浅くなり，後目指問!疫

の形成が必~となる さらに知覚も母指の巧綴動作が可

能なほどl~H とはい L がたい 中手骨延長の経験はない

が， これは年令上|製が非常に限られまた cockedhat法

と同じ欠陥もあると考えられる.

ium化手術は巧鰍動作も可能とするきわめて優れた治

療法ーであり 5)， jlÎ~例の職業などを考慮してたとえ中手指

節間関節からの切断であっても選ばれてよい手術である

と考えている.爪の存在，良好な知覚を必要とする患者
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にあっては，その手術手技の困難性が少

ないこと，足指の損失と，示指の損失を

比較して，示指の損失が特に機能的に重

大な欠陥と考えられないことから，足祉

の移摘に先立って選択されるべき方法で

ある.

図 2.

造母指手術を行なう場合再建母指長が

問題となる.IU指化手術のごとく再建母

析に可動性のある場合は，母指長は単に

形態上の問題のみであり ，機能上の問題

とはならないが，再建母111に可動性のな

い場合は，長すぎる母折は機能障害の原

因となる. このことからW!ill付指の長さ

は，手を強く纏った位慌で示折基節背側

までの長さと考えている4) しかしこれ

も CM関節に卜分な可動域が残されて

いる場合であり， CM関節に可動性がな

い場合に母指化手術を行なわず，あえて

示指と母指が残存している場合，とくに再建手術の適応はないが，症例によ
っては第 5中手骨の指化手術により把持機能の改善が期待できる

造母指手術を行なう場合にはより短い母折のfJJtが必要

である

B)母指を含む複数指切断

この治療の原則は切断された指の移行による母指の再

建である 1-3) このさい利用する切断指に異常知覚過敏

のないことを十分注意する必要がある.もっともよ〈利

用されるのは切断示指の母指断端上への移行であり，こ

れは同時に十分な指間併を形成することができる.

C)母指以外の全指切断

母:1'i1に対向しうる支柱の残存または形成が必要であ

る. 4析のうちたとえ 1指でも中手骨が完全に残されて

いる場合には，その利用または延長による再建が期待で

きるの.しかし中手11の大部分が失われている症例では，

造母指手術と同様な手段による析の形成が必要である

D)全指の切断

その切断高位により ，:t行化手掛gと指移行術の組合せま

たはその単独療法が選択で、きる.この場合再建の基木と

なるのは第 1，5中手骨特に第 1中手骨の存i'fーである6)

またこのような症例では，残された 2本の，+，手'I'Jの問に

もう一つの支点を短く形成して two digits handを

three digits hand とすることは，安定した手の把持機

能を得るために選ばれてよい方法である

E)機能上重要な指問腔に障害ある場合

重要な指聞に切断指など障害となる指があるときは，

積極的に再切断を考え有用な指問腔を形成する場合もあ

る.指問に異常知覚過敏を伴う切断指，特に示指が残さ

れている場合その切断は，単に指間腔を広げる意味のみ

でなく ，良好な手の機能を得るために必要である.

2 再建指の可動性

切断指の再建を行なった場合，把持するお互いの指に

可動性があることが望ましいが，それが不可能な場合で

も，少なくとも一方の指に可動性のあることが必要であ

る. このため母指中手骨の可動性がまったく考えられな

い症例では，母指の CM 関節を他の指の MP関節で再

建する母指化手術が推奨せられるの 母指以外のすべて

の指が切断されている場合には，可動性をもっ第 5中手

骨の利用延長が好ましい. この第 5中手骨は，第 4中手

骨の切除によってさらに可動性が良好となるため，第 5

中手骨の延長と同時にしばしば第 4中手骨の切除による

指化手術が行なわれる 6) この第 4中手骨の切除は，指

間腔の形成より第 5中手骨の可動域を増すために有用で

ある.

すべての指を切断した手においては，第 1中手骨の可

動性が重要であり，その可動性の残存または回復の可能

性なしには全指切断手の把持機能再建手術は考えられな

し、

3.知覚の再建

手が有用な手であるためには知覚の存在がきわめて重

要である 幸いにして有茎植皮により母指を残し得た場

合でも，その知覚が不良であればその手の機能は著しく

減殺される 7)

母床に元の神経，血管がある症例ではたとえ有茎植皮
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宅審議

図 3.神経血管付き皮弁の採取.

• 
1'. 

足背~J1:聞の)JU~欠損は遊離中間間または全層植皮により
閉鎖する.造指，有茎植皮部の知覚再建に使用するー

であってもかなりの知覚回復がみられ，必ずしも複雑な

知覚再建の処置を行なう必要のない場合もある. しかし

造母指手術などによる再建の場合には，最小限の prolec-

ti ve sensationすら回復せず，造られた指が傷害を受け

やすくかえって邪魔にすらなることがある.このため形

成指の血行改善のためのみでなく，知覚の改善のた吟に

もその再建が必要である.

造母指手術後の知覚改善の方法;としては， rl"mまたは

環指尺側の皮膚を，その神経I血管*ーとともに利用する

neurovascular island Aap法と ，示指続仰11の広l仔をその

支配神経である挽骨神経浅枝とともに crossfinger法に

より移植する方法とが考えられる8)

母指の蒋建の場合にはこのように適当な知覚再建の手

段がある. しかし母指を除く 4指を中手骨の中枢部から

切断してしまった症例て、は，造指手術によって母指の

apposition postを形成しても知覚再建の手段に乏しく，

単に装具による支柱の形成とあま り大きな差異はないと

考えられていた. しかしこのような症例においても長期

間の後にはかなりの protectivesensationがみられるー

さらに最近の microsurgeryの進歩は血管神経千lきの遊

離植皮を可能としており，このような造指手術後にも知

覚再建の可能性が考えられるようになっている叩0)

以上切断指の治療は局所症状のみでなく，職業，性，

年令，社会的環境を考慮、して決定選択されるべきもの

で， ¥，、かによい再建法でも絶対的適応と考えられるもの

はない.また再建手術の失敗は，治療前よりも著しい機

能障害を招く結果ともなることを認識する必要がある.
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II.切断手指の機能再建

Reconstruction of amputated hands and白ngers

赤堀

手の外傷がある程度以上はげしい場合，多少の障害を

残すことは止むを得ない.まして治療が不適切であれ

ば，障害は著しく増大する.したがって初期治療I時から

最終日標を定め，一口した治療方針のもとに一次的二次

的な処世を行なっていくことが重要である.特に切断指

再接新のごとく初療時でなければ行なえない機能再建も

ありうる

不幸にして重大な機能障害を残した場合は指の長さ，

知覚，運動性など多くの要因のなにに重点をおいて再建

をす Lめるべきかを決定しなければならない. この場合

かなりの機能が，残された指や健nUJで代償されうるこ

と，患者の支払う経済的，時聞がjな負担も十分に考慮す

ることが必要である.

る

切断手指の機能再建を下記のごとく分類して検討す

1 )単独指切断

2)母指側多数指切断

3)小指仰l多数指切断

4)全指切断

I 単独指切断

母指は手の機能の 50%を占め， 代行折をもたないた

め，機能再建の必要性は大きいとされている た工し末

節'rl"1/2までの短縮は機能上大きな障害とならず，IP関

節レベルまでの短縮も許容範凶である しかし断端部の

皮!内ーの状態が恐い場合や，高度の知覚異常のある場合は

volar Aap advance法などにより pulpをよい状態に

変えることが望ましい.

基節'FJ中央までの切断では，つまみ運動が可能である

から，担り運動に支障を訴える場合のみ 1stwebを深

めることが必要となる.

MP関節レベノレで‘の切断はもっとも好発する. この場

Key words: reconstruction， amputated hand， amputated 
自nger

* O. Akahori(医長)・岡山済生会病院整形外科 (e700岡山市

伊福町 1-17-18:Dept. of Orthop. Surg.， Okayama Sai-
seikai Hospital， Okayama) 

治*

合，骨移随と有茎植皮による造母指術に， island pedicle 

graft法を併用して，指の長さと知覚を再建するととも

に，血行を確保する.

このような定例に，よい機能を再建するためには，母

指 CM 関節の可動性が良好であることが望ましく ， ま

た CM関節の可動性がよければ nail pinch 以外の機

能は回復する 造る母指の長さは CM 関節がよく動く

ときは， 末節骨の長さまで， CM 関節可動性がよくな

いときは IP関節レベルとしている MP関節 レベノレで

は cockedhat法も用いられるが，再建された指尖部は

日brousて、患者の評{illiは低く，現在我々は用いていない.

中手骨レベノレて‘は，示指などを用いての母指化手術，

または造母指術が行なわれる この場合 CM 関節可動

性の有無が予後に重大であり，したがって初療H寺母指球

筋をできるだけ温存することが望ましい

母指以外では再建術の適応、はほ とんどない.

2 母指側多数指切断

一般に多数指切断では治療日標として，つまみ運動に

とめるか，盤り運動まで望みうるかをよくみきわめるこ

とが必要である.つまみ運動であれば最小限 CM関節

の動きがよく ，基節骨中央までの長さをもっ母指と，基

節中央までの長さをもち， できれば MP関節に可動性

を残した対向指 1本があればよい 一方握り運動では，

母指と 2本の IP関節レベノレの指が必要となる

母指M多数指切断では，一番重要な母指の短縮が大き

く，機能障害も高度である したがって母指を作製する

ことが必要となる

十分な長さの示指が残っておれば，母指化手術がもっ

ともよい予後をもたらす. しかし一般には造母指による

か，示指断端を ontop法で母指に移行することにより

つまみ運動，極り運動を再建する.なお母指に対向する

指が環小指の場合は，母指 CM関節の強い対向位が必

要となり， CM関節可動性の少ない症例では，作 られる

母指の長さと位置に 1-分注意する必要がある.

3.小指側多数指切断

これは，ほX水平な切断と，挽側末柄、から尺側中枢に
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斜行する切断に分けられる

水平切断l主基節'丹レベルが多く，母J行が正常なので，

手指機能はよく残される しかしすべての指が proximal

digital creaseより短く，つまみ運動が困難な場合は on

top法で母折対li'Jt行を作製する この場介対向指は，尺

側のほうが使いやすいので示指断的を'1'折か別指に移行

している

さらに切断が中枢になり中手背に迷すると図 lのごと

く第 2中手fjを， これをカバーする広間とともに第 4"1' 
手骨断端に移行し，生じた母指とのあいだの皮膚欠損に

は胸腹部よりの有茎植皮を行なう このようにして作製

整形外科

Metacarpal amputation 
、、

図 1.中手骨移行術

表 1.全指切断

Gr州 創傷レ ベノレ |機能再建術 |治療目標

内l
Tip pinch 

deepening 

n tf 0 叩 法 I Side p山 h

ill I ~ I騒 Phalangi-
I Sidc p山 h

zatlOn 

N なし ゑ手の使用

1979年 11月

した対向指によりつまみ運動が可能となる.

'1'子骨中央から中j誌での切断では bone block+有茎

植皮による造指術が適応となる.母指可動性が良好であ

れば，かなりのつまみ運動が可能となるが，当然、握り運

動は不能である

ポ|行する切断の場合は示指が多少とも残り，正常な母

舟とのあいだで pinch が行なわれる.握り迎!fj}jのため

の造指が考えられるが，十分なだけの長さを再建するこ

とは困難である.

もしつまみ運動も困難であれば，水平切断に準じて母

指対向指を作製する.

4. 全指切断

全指切断ではt訂正するおの機能が乏しく，その再建は

困難な場合が少なくない.我々はこのような症例を表 1

のごとく円つの groupに分けている

Group 1 : 5 J行ともに指竹を十分残しているもので，

熱傷，デグローピングなどにみられる. 1st web deepe-

mngにより不 |分ながら， つまみ運動， 握り述動とも

可能である ADL号J'uf!iはぷ 2のごとく nailpinch と

受話器をもつなどに支障はあるが，健側の助けもあり ，

日常生活にはほとんど害を残していない.

表 2 全桁切断レベノレと ADL

~可亡コイ~ "T 

till弘レベル

11.] ，11ーのネジ

硬貨の f& い

紙幣の扱い

ボタン ・フTス十一

ペ ージをめくる

ノ〈ケツをさける

符の他 )IJ

スブ /.7ォ-7のNUIJ

Si; 下の使 )IJ

Ir¥ をl;JJ る

4てのfi1: )IJ 

7 イヘ IL- J世 11

ドアノフ j*i11' 

交"昨 日佐保 11'

7 寸 Jしをし lまる

タオルで1r'11を洗 う

ズボンの 杭 l悦

ベルトを j泊す

れl'しつけ l占1;じする

Il lV I
 

I
 

I
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Group II :尺側 4指を webで，母指を基節什レベル こと，子関節での hookが可能なだけであり，義手の使

で切断したもの これは示指断端を ontop法で母指に 用を必要とする しかしこの患者は， きわめて意欲的

移行し 1stwebを深めることにより sidepinchが可 で，義手，自動具の使用と健側の代償により，自動車の

能となる また尺fJlIl指 MP関節の屈IIIlにより hookも 運転をはじめ日常生活に支障を感じないとしている.

可能である ADL評illliでt土 tippinchが不能で握りし このような性絡までも含めての患者の状態や要求され

めが不安定となる.そのため時計のネジ巻きや，硬貨の る機能を十分検討し，c出 eby caseに一貫した治療方針

扱いが不能，傘などが把揮しにく Lなる. のもとに，再建術を行なうことがもっとも重要である.

Group III :尺側 4指の MP関節を失い母指は MP

関節付近で切断 phalangizationにより sidepinchが

可能となる ADLでは groupIIに比べ hook，grasp 

が不能であり，バケツや傘はもてず，鉛筆やスプーンの

把持が不確実となる.したがって健側での代償や自助J'!_

が必要となる.

Group IV::全指を中手骨基部から手根骨レベノレで切

断 した症例て‘ある. Group I~Ill と異り，母指球が損

傷されているため，母m機能が失われており，つまみ運

動を再建する手段がない. したがって断端で押しつける

文献
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III.母指，手指屈筋腿損傷および尺骨神経麻癖

に対する腿再建手術

Reconstructive tendon surgery for flexor tendon rupture 

and ulnar nerve injury of the hand 

石井清
ホ

手の機能再建術として，特に座長より提示された問題

は， 1) FPL鍵の断裂 (Zone-J[ )， 2 )指府筋腿断裂

(Zone-]l )，それに 3)尺'n'神経麻癖によるピンチ力減弱

に対する再建法である. 1) 2)の腿断裂に対しては，

遊離縫移随術の行なわれる場合がもっとも多いが，術後

の癒着の発生は未解決の問題である.また 3)の尺骨神

経麻簿についても， ピンチのさいに Froment'ssignを

示すことで手の機能は代償される. しかし，ピンチ力再

Key words: tendon graft， transfer 

* S. Ishii (教授):北海道大学保健管理センター， 整形外科
(Health Administration， Dept. of Orthop. Surg.， Hok-

kaido University， School of Medicine， Sapporo). 

建法については論じられることが比較的少ない分野であ

る.

著者はニワトリによる屈筋腿損傷の実験的研究を行な

っているが，その結果に基づき術式には種々の改良を加

えている. ピンチカの再建法については示指固有伸筋腿

の母指内転筋と第一背側骨IH]~方への移行術を行なってい

る これらの術式とその成績について報告する.

1.腿修復術についての基礎的研究

損傷腿の再建術を行なう場合，個々の症例の状況に応

じて手術l時期や術式が決定される.そこでまず問題にな

るのは腿修復術の手術時期の決定である 外傷なり手術

によって組織に損傷が加えられると，創は一定の経過を
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とって治癒にいたる.すなわち，損傷後た工ちに形成さ

れる blood clotは，漸次 active granulation をへて

cellular，自brousscarとなり， 4週以降には collagenous

scarとして書IJは安定する.そこでニワトリの第 3足指の

深E止屈筋腿をあらかじめ切断しておき，日を変えて縫合

する.術後 8 週 日 に獲得する阪~の滑動性は，損傷後 3 日

以内に修復された場合には良好である.

しかし 4日nから 2週日の問に修復された場合の滑動

性は明らかに低下してくる.すなわち受似後 3日以内の

blood clot形成期をのがした場合には，tilJが安定化する

~--~ -ー

図 1.腿革聞に操作を加えた遊離腿移植術

collagenous scar形成期まで手術は待つべきである 1)

ニワトリの足指に腿鞘上，鍵鞠内，鍵翰切除の条件下

で遊離腿移他すると， その滑動性は上記の順に低下す

る2) 挺革向上の移植艇は全長に looseな癒訴を形成する

が，腿革問内移植群では由主鞠内壁との癒え守はほとんどない.

しかし腿鞘内，腿!1~J切除群の移植腿と'丹床との I}\Jに形成

される denseな癒着が，滑動性を著しく障害している.

その場合の'斤床との癒着部{立は PIP関節，DIP関節の

vincula付着部に限局している vincula 付着部のみを

腿鞘上とし，他の部位はできるだけ温存した腿鞘内に遊

離腿移植をすると，臨床上も最大の滑動

性が期待できる 腿鞘内壁の癒着が同度

な場合は，腿市内を切除して骨床を露出す

るよりは腿鞘上に移植する(図 1). 

一方，断裂した FPL腿の断端は，多

くは肥厚した radialbursa内に退縦 し

ている.手関節部で bursaに切開を加

えて，その内陸に遊出10院移植する(図 2)

2. Zone 11の屈筋鍵損傷に対する修

復術

|明利 44年から 54年の 10年間に，著

者自身の手で手術を行ない，経過を観察

した ZoneIIでの腕!損傷は 183鍵であ

る.遊尚t腿移植 :76雌， 人工)陀:43腿，

端々縫合 :42践が主である. そのほか

図 2.Rad凶 bursaを温存した遊雌腿移植術
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表 1. Zone 11における屈筋鍵断裂に対する遊離腿

移植術の成績

I Excel叶 Good í Fa-i~ - ì Poor 

臆翰操作 3 I 13 I 2 I 4 
鍵移植術 | 1 | 
22 ~;::d~~s l (73%) I ( 9%) I (18%) 

Ishii 1 --:~.'~;-: " o : ___ ， ll  
一般的な 4 I 20 I 20 I 10 
鍵移植術 | ! | | 
54 tend~~s l (44%) I (37克)I (19%) 

Rank， Pulverta氏，1

White， Kyle 152 I 105 I 114 
Thompson， Bell， I (41%) I (28%) I (31%) 

(Weeks， 1973) 1 

Paneva-Holevich法 :10腿， 腿移行 :4肱腿剥雌 ・3

健，その他 5鍵である.

遊離!路!移値を行なった 76Jru!のうち 22臆は， 腿輸の処

置には前述したような考慮をはらって手術を行なってい

る. ほかの 54腿は， 一般的な方法で、行なわれた遊離腿

移植術である 22腿の術後成績を White法3)で評価す

ると excellentの 3例と goodの 13例で 73% を占め

ている 一般的な方法で遊離鍵移植を行なった 54艇の

excellentと goodは 44% である. また Weeksが集計

した外国の handsurgeonの 371艇の成績では 41% が

excellentと goodと評価されている. すなわち鍵輸の

処置に考慮をはらうことによって，術後に獲得する移植

騰の滑動性は明らかに改善している(表 1). 

3. Zone 111の屈筋健策傷に対する修復術

昭和 44年から 10年間に，著者自身の手で手術を行な

い経過を観察したのは 39 健である.阪~移植が 21 鍵と圧

倒的に多く ，腿移行:8鍵，端々縫合 6鍵が主なとこ

ろである. そのほか，IP関節の固定術と人工鍵を使用

したのが各 1例である.

遊出世腿移植を行なった 21腿の術後成績を，IP関節の

受動的な屈曲角度に対する自動厄!Jl1l運動角度の比で評価

した.この値が 60~70% の good と， 70% 以上の excel

lentの症例は 57% である.これは RankとWhite')の

39院についての成績とほ X一致している.表 2で黒でぬ

りつぶした症例は radialbursaを温存して， その内陸

に腿移植した症例である radialbursa温存例は全部で

5例であるが，excellentの 5例中4例，それに goodの

7例中 1例が bursaI/，;t存例で占めている.

以前は著者は ZoneIIIの臆断裂に腿移植を行なう

場合は， 肥厚した radialbursaは娘痕と考え，全長に

わたって摘出していた. しかし最近では， bursaは温存

する. 手関節部でこの bursa に切開を加え， ゾンデを

挿入してやると， 苦労なく遊離艇を distalに誘導する

表 2.Zone 111 における屈筋臆断裂に対する遊離

腿移植術の成績.

Ishii 

Rank， White I 

(Weeks， 1973) I 
21 

(54%) 

• : Radial bursa温存例

a. Arthrodesis (孔1PJ)
E. Ind. Prop. 

transfer (日).

b. E. Ind. Prop 

transfer ( 1， s). 

図 3.尺骨神経麻縛に対するピンチカ再建術

ことが可能である また bursa 内への腿移植の術後成

績が良好であることは，周囲組織との癒活発生の防止に

bursaは明らかに有利に働いている.

4.尺骨神経麻痩に対するピンチカ再建術

著者が従来行なっていたのは， 母指 MP関節の固定

術と，示指固有仲筋艇の第 1背側什川筋への移行術との

合併法である.これは Carroll，R.E が慣用していた方

法で，ピンチカは確実に改普されるの. しかし関節固定

に同意しない患者が多いところから，最近では次の方法

を行なっている.示指固有{ljl筋腿は 2本に裂いて 1本

は第 1T~側骨問筋に， また他の 1 本は第 2 ， 3中手'自'I/¥J

から掌側に引き出して母指内転筋の走行に沿って，その

終止部に固定する (図 3). 

本法による手術施行例は 12例である. 平均年令は 48

才， 神経損傷部位は日J関節部が 10例， 前腕から手関節

部が 2例である 神経損傷の原因は cubitaltunnel 

syndromeによる神経の高度変性が 8例，ネIjl経切断が 4
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例である 術後の成績を判定したのは 11例で， その観

察期間は平均 6.2ヵ月と卜分ではない.しかし ピンチ

力は全σ1]1.こ1"1復し，Froment's signは 9例で完全に消失

している 8 例にみられた母指の外'r!t.;~lilj限がもっとも多

い合併症であるが，その程度は軽度である.

術後の状態については， 医師Mは 11例rl二'7例， 忠者

側は 6例が満足している 不満を訴えたのは，患者側の

1例のみである 本法は，第 1背似lj'il'l::lii万と母指内転筋

の正常な走行に沿って，示指固有{III筋艇が移行されると

ころから，より介迎的なピンチカの再ill法ということが

で、きる.
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4) Weeks， P.M. et al.: Management of Acute Hand 

Injuries， C.V. Mosby Co.， St. Louis， 1st Ed.， p.248， 

1973 

5)石井清一 北海道整災外 14:247， 1969. 

IV.手指ild筋腿の再建

Reconstruction of the f1exor tendon injury of the hand 

内田兼一日1$

No man's landは，その解宮Ij学的特徴から一般に

Bunnellの腿移他術を行なうことが金科玉条とされてき

た. しかし近年，1腿t間内では， I陀u身の力 epitenonに

よる腿修復の可能性が立証され，)，';j辺組織と癒着のない

院の癒合が生じることから，や L隙IUとなっても，一次

計fij々 縫合が行なわれるようになった.

この一次縫合には，基礎的研究ならびに臨床経験から，

厳しい時間的限界があり，際旧性のものでは，実施すべ

きではないと考えている.教室平怯，市川は， このH寺間

的因子として腿の短縮， 量~端の位位および変化 para

tenonのJJ巴厚，筋{rt展性の変化をあげ，それぞれに実験

的検討を加えた.なかでも前三者は時間的変化が;;v，:し

く，おLよそ 3週間がその臨界11与期であることを女11った.

Clean cut損傷で腿端が腿'Y(JI付にあり，かっ vinclIlllm

などで，その退縮を防いでいる場合や，筋{IIIJJk性の変

化， paratenonの肥厚の生じがたい幼児てーは，数週川経

過しても一次縫合可能のことがあるが，臨床的には 2

週!日lが限度で，特に 3~4 日以内が屯ましい. したがっ

Key words: flexor tendon injury， two stage procedure， 
free tendon grart 

* K. Uchinishi (講師)， Y. Itoh : !，慶応義塾大学整形外科

(Dept. of Orthop. Surg.， School of Medicine， Keio-

gijuku University， Tokyo) 

伊藤忠 康ホ

表 1.一次臆移値術の成績.

明 野 |16dr l 3 I 2 I 33 

(作子 I 9 5J % 13 I 17 I 5 I 44 

dUi首 I 0 I 2 I 7 I 4 I 13 

て一次縫合が実施できることは少なく，大部分のもの

は，{也の再建ことに腿移植術が適応となる.

BlI 11 I1cllは， 浅J旨屈筋腿を切除し腿!~打を Plllley と

して， '1'節および MP関節部に 2fjQj作製し， 遊離脱移

植を行なった. この移植腿の生着は，周凶組織からの血

行依存度が r~:Jく，癒清の発生は必至であり，適切な後療

法で癒着が，軟化，解離してゆくといっても，ある程度

の可動\!jlll伎は免れ得ない.実験的に健常な血~鞠内では，

総着のない!院の癒合，生活が可能であることを知った

が，それ以降我々は，広範に鍵輸を残存する鍵移植法を

行なっている これら腿桁温存群の成総は，予期したご

とく良好で，good以上が 33腿中 28捌!(85%)であり，

腿開切除群 44腿中 22，健 (50%)に比し，明 らかに勝っ

ている.
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表 2，慶応大学における術式の変遷.

1 '70 I '71 1 '72 1 '73 I '74 I '75 1 '76 1 '77 1 '78 I 

1371 

，Sheath ex， 

Free tendon graft I 
¥Sheath prcserv， 

，Verdan 
Primary repair I 

¥Kcio method 

Two stage procedure (Silicone rod) 

8 13 16 13 9 3 I 3 
144 

4 10 22 8 13 10 12 79 

2 2 3 3 1 

5 3 6 3 2 19) 30 

1 4 6 10 28 13 13 75 

I 6 1'4"''['''';''1'''''5 1 ""6"'1" 10 r '3 '1 5' r 6 1 47 

|14 I 19 I 25 1 35 I 51 I 34 I 54 I 31 I 33 I 29-6 
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癒着予防のための滑膜性腿輸と， Plllley作用の籾fff性

監~絢 と を介わせ考えると ， 一次腿移植術は，挫滅の比較

的少ない損傷で Doyle のいう Al> A2 部血HfJが健存

し，拘紛がなく ，滑走床の状態の良好なものが，もっと

もよい適応となる

挫滅がr'，u度で，搬痕形成が多いものや，初期治療に失

敗したものは，その一次腿移植の成績は不良のことが多

い.このようなものに対して，Swanson， HlInterらによ

る人工腿の凶発は，有力な再建手段をもたらした.

この人工腿を用いる twostage proced lIre二次的腿移

植法は，その pselldosheath偽腿鞠を利用する方法であ

るが，その様態については，諸家の報告がある 教室小

池，木内は，その出!?;修舶に適する pselldosheathの完成

時期を 10週以降であると し， 移植腿の生新機序につい

“ ‘・

‘--
-‘==-喝、

， 

図 2，36才， 男子.環指屈筋腿損傷.

人工舵周聞に hypertrophicscar著明で拘絡改善

不能である

て実験的に解明 した.それによると移随腿の生着は，一

次鍵移植に比し 1 ~ 2 週間遅延する こ とから，後療法に

さいしては，十分な注意が肝要で‘ある.

本法の適応には，術前状況に 2種のものがある 一つ

は， 本来の挫滅r~ ，'J皮で，他に再建方法のない損傷で，少

しでも 動いてくれ Lばよいというものと，イ也は我々の

いう腿鞘温存の腿移布nができないという，腿鞘損傷のあ

る挫滅中等度のものである.前者の成績は fairが多く ，

後者は， excellent， goodが多い. 我々の人工舵による

再建の成績を，Boyesの一次!碇移植のそれと比べると，

彼の joint，mllltipleの成績に類似している.我々の症
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例が，ほとんど salvageのものであることを考えると，

人工健のほうがより適応となることを示している

しかし人工腿は生体に無反応のものであるといっても

synovitisの発肢は少なくない.またシリコンの周囲に央一

常な結合織の反応、，増生をみることがときにある 皮J~'

は硬く，皮下に厚さ 5mmにも及ぶ級痕が全長にわたり

生じ術liij拘縮が著明で、ある Chamayはこれを myofi-

broblastによるものとし，切断した症例を発表している

が，体質によるものとはし、え，安易に本法を実施するこ

とは好ましくない.

最近数年間における我々の手術術式は，特異的変遷を

示し，一次臆移植だけだった以前に比し，一次縫合，人

工腿の利用，健前進術などが加わっている.1975， 76年

は，人工腿の利用がそのピークに達した.腿納品11存でき

ないものに一次腿移植を行なわなくなったためである

が，その後，人工腿の得失から，最近ではまた再び，一

次腿移植の適応が増してきている.そして安易な一次端

々縫合には慎重な態度をとっている.今後人工艇による

two stage procedureの適応をどうしたらよL、か検討し

てゆきたいと思っている.

一次縫合，鍵移植によって，若干の腿の滑走は獲得で

きても，癒着による障害が十分に考えられるときは，腿

剥離術が行なわれる 新鮮一次縫合では，剥離を必要と

したことはないが，受傷後 1週以降の delay例におい

ては本法を要することがある. しかし，癒着域は比較的

幅狭く ，その効果は大きい これに比し，健移植術の癒

着例では，その癒着幅はや L広く，人工艇による二次腿

移植後の癒着例では，鍵剥離体Iが適応とはならないほ

ど，癒着域が広い.したがってその効果も不十分であ

り，可及的十分に後療法によって滑走を獲得し，安易に

本法に頼るべきでない.

最近 Ketchumのいうトリアムシノロンを腿剥離にさ

いし用いているが，著効を示すことが少なくない. しか

し局所使用は，皮)苛創の閉鎖不全，鍵の特発性断裂など

の合併症をみることがあり，全身投与のほうが安全と思

われるが，その使用法には十分気をつけたい.

No man's landに準じて考えられる長母指屈筋腿損

傷は，その滑走距離が短いこと，関節が一つ少ないこと，

舵革命構造も簡単なことから，特に挫滅のひどいものに，

人工艇を利用するほかは，原則として一次鍵移植で日的

を達することができる 筋腿移行部での鍵前進術は，皮

!何創痕，癒着の点からいっても得策でないと考える.

現在，我々が苦慮しているのは，陳旧性の手掌および

手根管部損傷である.

手掌部では，1m!ともに神経，血管，手内筋損傷が生じ

広範に綴痕を形成することが多い.断裂部が虫様筋起始

以遠であると，遠位健端は著しく末梢に退縮し，陵は短

縮する.受傷後 1週間もすると過緊張のため端々縫合は

不可能となる. 実験でも 明らかなように anchorのな

い腿は，著しく短縮するからである.また搬痕形成が強

く，移植された腿は癒着を生じやすく，修復された神経

の再生も不良となりやすい.

手根竹部では，多数腿損傷に正中神経損傷が加わり ，

健相互，腿と甘l'経，周囲組織との癒着は，再建を失敗に

帰する.

艇の端々縫合と bridgegraft の併用により縫合高位

を変えることにより，健相互の癒着を回避する試みはあ

るが，bridge graftの股は，生着のために全域にわたり

癒着を示すことが多い.またシリコン膜などの癒着防止

膜の利用は，修復阪~の循環を十分考える必要がある

正中神経が腿と癒着すると，後療法にさいして問題を

生ずる.すなわち胞の滑走により ，神経に traction，企ic-

tionさらには compresslOn が加わり，その回復を阻害

する.これらのストレスに十分抵抗できるまでの神経縫

合部の癒合には 5週間か Lることから，鍵の後療法開

始時期の 3週間ごろは，十分な注意が必要である.

屈筋腿損傷の再建に関して，その手術術式の適応なら

びに，二 ・三の問題点について言及したが，なお十分に

検討を要する必要があろう.

文献

1)平.12';正光ほか:整形外科 29: 1294， 1978. 
2)内四兼一郎:向上 26: 1450， 1975 

3) Doyle， ].R. et al.: AAOS Symposium on Tendon 

Surgery in the Hand， Mosby， Saint Louis， 81， 1975. 

4)木内準之助ほか:整形外科 27: 1223， 1976. 

5)小池昭ほか.向上 26:1460， 1975. 
6) Chamay， A. et al.: ]. Hand. Surg. 3: 266， 1978. 
7)生田義和ほか・整形外科 Mook4: 235， 1978. 



一，- ニヱ-

1373 

V.関節の機能 再建

一一手関節について一一

Reconstructive surgery for wrist joint 

室打|景久 谷吉彦 名倉直良*

はじめに

手関節は手の keyjointであり，この関節の千I}建術は

手の機能にとってきわめて重要な芯;義をもつものであ

る。葬者1)らは第 17同日木手の外fl学会において，手関

節の再建都?における主要求項として，まずなによりも無

痛性，次に機能的JI主位における安定性，第 3に運動性，

段後に美容上の問題といった点を列挙したが，今回はこ

の考えに基づいて治療した杭例につき述べる.

1.手関節の脱臼骨折に対する観血的整復術 (表 1) 

今回調査し得た症例は 5例で，術後の平均観察期間は

平均 6年 5ヵJJである いずれも什)¥-が粉砕状をidし，

整復が困難なため，従来ならば始めから関節同定術を行

なったであろう症例である 著者らは骨傷が比較的新鮮

な場合には，手関節の~? ・ 背倶肋、ら佼入し， 時には指先

を用いるなどして骨片を愛護的にまとめ，まず関節面を

できるだけ整復，次に'I~l 欠損部に'1'; 移植を行なう この

ようにして，なんとか倒的l的整復fAi!に成功した打下例の成

績は立外に良好で，WijI;生活や仕事の国で支附を訴える

ものは 1仔IJもなく，支持性，運動性の面でもかなりi満足

すべきものであった

2. Resection arthroplasty (表 2)

手守者らは近{立手根列切除術と，舟状骨のτl'似 2/3と月

状什だけを切除する Steinhauser法とのこつを常用して

L、る

近位手根列切除術は，月状骨周囲!日1日， ~I:~往復性の手

~1節脱臼骨折，変形性関節jjj二などからなる 8 例に対し，

患者の年令，職業，反対側の手の状態などを考慮したう

えで適用されたものである.術後の平均観察期間は平均

6年 8ヵ月であるが，ほとんどの航例がなんらかの愁訴

をもち，掌背周運動範聞は平均健側の 62%，機尺開運動

Key words: reconstructive surgery， wrist joint 

ホ K.Murota (助教授)， Y. Tani， N. Nagura:東京慈恵会医

科大学整形外科 (Deptof Orthop. Surg.， The Jikei Uni-

versity， SchooJ of Medicine， Tokyo) 

範聞は 58% とilil)限され，続ブJも健側の 32%と極度に低

下していた.本法を施行したものは初めのうちは比較的

良好な経過をたどるが，いずれは有痛性の力の弱い手へ

と移行していくような印象であり ，t定例 4， 5は近 く関

節固定術を追加する予定である

Steinhauser法を施行した症(CIJは5例で， 右前後の観察

期間は平均 3年8ヵ月である.いずれも非整復性の経舟

状骨月状'11'周囲脱臼例で，手術手技の容易さを理性lに適

用されたものである 愁訴は近位手根列切除術を施行し

た痕例に比して軽<，手を使い過ぎたときや寒冷時に少

し痛むとするものもあるが， 円 1f;ll~活，仕事の而で支防

を訴えるものはなかった

少数例の統計ではあるが，近{立手根列切除術を施行し

た杭例に比べると， 運動性の而て‘や L劣るものの， t長:
力，支持性の点ではずっと優れているようであった. し

かし木法に関しては，もう少し長期にわたる検討が必要

と考える.

3.手関節団定術 (表 3)

本法を施行した症例は 16例で， その内訳は， 整復閃

難な手関節のJsl白骨折 6例，変形性手関節抗 3f日U，ヨ1:整

復性の月状付周囲脱臼，手関節部での不全切断，筋拘縮

を伴った前)腕下端偽関節，化膿性子関節炎の各 1((1)，ま

た手関節の支持性を改訴するためにポリオ，腕神経法不

全麻痔， リウマチなどの各 1例に対しても施行されてい

る 手術手技ぬは背~!IJから侵入し，直視下に必要とする

範開だけを固定するものであるが，今回調査し得た抗例

については，強い怒訴をもつものはほとんどなく， 日75・

生活，仕事の面でもあまり問題はないようであった握

力も平均して健似1)の76% と良好で， 部分的に関節を固

定した応例 7，12には比較的有用な可動性がねi存されて

いた

4 進行した Kienbりck病の再建術 (表 4)

進行した本症の患者から採取した月状骨を観察する

と，関節症様変化は機骨との近位関節面のみならず，有
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表 1.手関節脱臼骨折に対する観血的整復術の成績.
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表 3.手関節固定術による成績.
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jiJ(骨との遠位関bi'ifui，さらにはその他の関節而にも及ん

でいる Kienb凸ck病に対して， よくボールベアリング

の中に砂利が混入しているようなものであると表現され

るが，著者らはこのような症例に対する再建法は，手関

節ばかりでなく，手根骨間関節にも十分に配府、の行き届

いたものでなければならないと考え，最近ではもっぱら

Graner法6，7)を改良した intercarpalfusionを愛用して

し、る

過去 9年間に本法を施行した症例は 28例で， いずれ

もX線学的に月状骨に圧潰像や分節像がみられた進行例

である. 平均年令は 26才で， 職業的にはほとんどがか

なり手を酷使する労働者であった.術後の観察期間は 1
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年 8ヵ月から 8年 10ヵ月， 平均 5年 7ヵ月であるが，

現在重大な愁訴をもつものは 1i7Uもなく，ほとんど 100

%の原職復帰率を示している.なお復職に要した期間は

平均 7ヵ月である. t):i¥ブJは術商lに健側の 70%て、あった

ものが 80% に改凡 手関節の運動範開は，掌背屈が健

側の 53%，境尺照が 57% と低下しているが，術前から

すでにかなりの運動jf，iJ限を示していた自iゴ例ばかりである

ので，あまり問題とはならない 本広は若い労働者の利

き腕を侵す挟忠でもあり，その再建の日的は当然、患者の

早期社会復州に向けられるべきであるが，この点では本

手術法はrlrドJに適ったものである.

5.舟状骨偽関節， ないし 遷延治癒例

の再建 (表 5) 

子関節においては，相対するlIIj腕の関

節回と近位手根列の関節而とでは，その

曲率半径がかなり違っており 8)， 掌背屈

運動，ならびに焼尺開運動において，取h

の周りの回転運動の他に必然的に滑動運

動， glidingが生じてくる. この滑動運

動は焼骨の関節而と:JIJ:JA'illの関節面との

IMIで，特に著明にみられ， この運動が本

血』圃
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表 4，Kienbock病に対する intercarpal fusionに

よる成績.

1ただし症例 17(調査不能例)1 
原職復帰率 100% ~ =::: ~ :'.'~. .-..， f 

l 症例 3 (主婦)を除く l

鐙 力:健側の 80% (術前 70%)
(平均値)

掌背屈 ROM:健側の 53%(術前 62%)
(平均値〕

憐尺屈 ROM:健仰lの 57%
(平均値〕

表 5 舟状骨骨折に対する BarnardStabbins法による成績.
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理由ともなっているのである。著者らはこの点を考慮 者の年令，職業，反対側の子の状態，さらには施行せん

し，境骨の茎状突起を切除しこの什片を骨折部に移植 としている再建法の有効年数などといったものを，十分

して骨癒合を果さんとする Barnard Stabbins9
)法をも に検討したうえで運動性についても考慮すべきであろ

っとも合主主的な再建法として採用している. う

症例は 13例で， 術後の平均観察期間は 6年 4ヵ月で

あるが， 成績はきわめて良好で， 全i7Uが骨癒合に成功

しまた調在し得た症例のほとんどが原職復帰に成功し

ている

まとめ

以じ純々の状況のもとにおける手関節の機能再建術

につき論じたが，もっとも確実て‘優れた方法はなんとい

っても，関節の除痛と機能的11刻立における安定性といっ

た， 二つの重要な|問題を同11与に解決し得る関節 I;~I定術で

あることには異論のないものと考える.

しかし著者らは，無分別に本法を用いることは，手の

外科医たるものの採るべき態度ではないと考える.もと

より痛みを除くということと，運動性をできるだけ温存

するということとはまったく裏腹のことではあるが，患
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VI.手指の関節機能再建術

Rcconstruclive surgery of the small joint of lhe hand 

矢部

昭和 39年以降 15~rl:n，筆者が行なった子折の関節の

機能再建術は 2351'" 279関節に及ぶ 今[i'1これらの症

例を調査し，術式と術後成都，手術の適応などについて

検討を加える.

関節機能障害の原閃は表 lのごとく ，外似 142関節と

紋多で， 全体の 1/2を占める.閃節骨 折， )ß~日，籾~l~:m

傷，挫お1]， 火傷後の変形拘新!などで，ほ とんどが隙旧例

である がしし、て RA64， *紛争l'経， 頚髄損傷，耳目など

の麻1i)，1手の変形拘紺i33， )ilH日JJ:， 浮遊母折， 多指主HA可

後変形などの先天異常 26， O.A. 7，その他 7となる.

P1P凶節 94，指の MP関節目例はおのおの全体の 1/3

に相当する

手術方法は表 2のごとくである目間iliWiliJ2術がもっと
も多く ，71関節となる 指の MP関節を|徐き，いずれ

の関節にも広く施千Jされている.関節包¥;lJIJ日制ijは PIP

関節の原山拘縮， MP関節の仲良拘紡に対して多く施行

される 同時に艇長IJ~t:，植皮などを追加したものも多

い. 滑朕切除術は RAに対して施行されたが， 同時に

脱臼の整復や陵移行，靭帯形成術などを追加lしている.

観血的整復術は陳旧例においても適応される P]P関節

背側脱臼fj-折1)に多い がI弧r"Jの症例は術後11¥現した変

形，動揺性，疹痛のため，l'}手術により|共Juijを同定した

ものである. Silicone implantは全i71JSwanson押!であ

り， P]P 関節 2例， MP関節 25例に移植するの.ほとんど

が RAである 関節移舶は折 MP関節の外傷性欠損に

対する足指 MP関節遊離移航 1仔'113
)，浮遊舟Ji'iに対する

骨頭を合む中足骨移植，つまり halCjoint graCtによる

CM関節再建術 9例4)である.111*の関節形成術は 6仔11

で，P]P I.Y<Jili'iが 5例と なる.運動機能再建を主目的とし

たこれ ら 3~去の手術の合計は 43 例で，全体の 15% にす

ぎない.靭fi;・の再建は P1P関節と舟折 MP関節の側日11

Key words: reconstructive surgery， small joint， hand 

* Y. Yabe (教授):名古屋保健衛生大学整形外科 (Dept.of 
Orth. Surg.， Fl1jitagakuen University School of Medicine， 
Aichi). 

子行ホ

籾干1;・損傷に多い.

全f定例 285関節中 6O11に関節同定を追加している.

絞L、て各関節について主な刊建都Iを検討する.

DIP関節:18例中 12{yll関節同定術を施行する.至適

関節同定肢f立は屈曲位 20~25。である.深指屈筋腿断裂

表 1.関節機能障害の原因別分類

l吋 |山 |
D吋同MP11pIMplCMITo凶

Tral1ma I 16 I 70 I 33 I 6 I 14 1 3' 142 

R.A. 1 0 I 9 I 45 I 5 I 5 I 0 I 64 

Deformity (Palsy) I 0 I 7 I 12 I 3 I 11 I 0 I 33 
Deformity 

(Congenital) 

O.A. 

Othcrs 

Total 

;l;l:!;l:lI2; 
表 2 手術方法別分類

Arlhrodesis 

Caps111otomy 

Synovectomy 

Open redl1ction 

Silicone implant 

Joint graft 

Arthroplasty 

Ligament plasty 

Others 

Total 

l~ng~r _1 Thl1mb I 
D1pl p'PI MPIIP I MP作M
12 19 1 1 11 21 7 

1 1 30 34 。1 。。9 1 23 5 3 。
5 I 18 7 。3 2 

(2) (1) 。2 25 。。。
。。1 。。9 。5 1 。。。

(2) 。7 1 1 6 1 
(1) 。8 。1 5 。

71 

66 

40 

35 
(3) 

27 

10 

6 
(2) 

16 
(1) 

14 

l引98
1引18

1ペ191
28

〉

( ); Finally arthrodesis 
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a. 

b. 

C. 

図 1.43才，男子.左側環指 PIP関節陳旧性脱臼骨

折

a:術前.b 術直後 c目術後 I年のX線像

に対する関節固定術は flexortenodesis より支持性がよ

く，患者の満足度は高い.

PIP関節 :1日来の関節形成術を行なった症例jが5例，

Swansonの implantが 2例ある いずれもある程度の

運動性を獲得しているが支持性が不良であり， 2例は:PJ

手術により関節を固定する.このため関節脱白骨折陳111

例においてもできる限り関節の適合性をよくするため'IJ

切りなどを行ない，18例に観血的整復を試みた. うち 2

例は再手術による固定をよぎなくされたが， 他は支持

性，運動性ともにほ工満足しうる.

発生頻度が比較的高く，治療が困難といわれる PIP

関節背1JlIl脱白骨折|凍旧例のうち，受傷後 3週程度のもの

は Robertsonの牽引によりよい結果を得ている. 受傷

後 1ヵ月をすぎ脱臼位で'I'J癒合が完成した陳旧例に対し

て，筆者がすでに第 四 回日本手の外科学会で発表した

手術方法4)により，いずれも良好な結果を得ている 10

例の手術結果の平均|刻節可動域は 75。であり，また支持

性も優れている.

図 1に示した症例は 43才， 男子. 受似後 2ヵ刀の左

図 2.図 1症例の術後 1年における環指の屈伸状況.

側環指 PIP関節脱臼骨折陳旧例である. 手術は両側方

切開で侵入し lateralbandを背側へ避け， まず PIP

関節背側の肥厚した関節包を切除する 次いで骨癒合部

に一致した骨切り術を加える.脱臼した中節什関節面を

基節骨頭に適合させ，細目の Kirschner鋼線 2木で図

1 bのX線像の ごとく， 両'Fj片を固定する.凶 1cはfJ!ii

後 1年のX線像であり， PIP関節可動域はイIjl}，長一10
0

か

ら屈曲 950，計 85。を獲得している 変形， I初出もなく

支持性も良好である (閃 2)

高度な関節破壊や腿損傷を伴うものではltl:初から関節

固定を行なう. 固定術は訂 19例となる 予適関節固定

角度は示指 35
0

，中指 40
0

， 広1・小指 45。である. 隣接

関節が正常に保たれている場介，忠者の不自 111度はきわ

めて少ない.

MP関節 :母指を除く 931刻Lli'iの障害原因は 表 1のご

とく ，RAが 45関節と最多である

関節の運動性回復を主目的とした再建術は旧来の関節

形成術 1，~指関節移倣術 1 ， Swanson implant 25と

なる. 1刻節ItiI定は 1例にすぎない. 人工関節は RAの

みならず，外傷による ankylosis2例， OA 1例にも移有Ii

される.いずれも疹痛なく，忠者はほ工満足している
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a. 

b. 

図 3.42:才，女子 RA.

a:術商i. b:術後 2年のX線像

図 3に示した症例は 42才，女子 RA 関節破壊の軽 存し，関節1;1;1定を追加lしている.

jj;tな左側に夕、Iしては synovectomyと椀slIHrl1筋腿膜の縫 母指 CM関節 :19例rr'，浮遊母m11， OA 5，その

紛を行ない， 1見lili'i破決の高度なオintIJに対しては synovec- 他 3仔Ijと なる.浮遊N指 9t日lは小児であり，竹引を合め

tomy，挽側側高11籾帯および仲筋腿肢の縫指'(j，筋腿移行術， た第 4中足'1'1'移布lを， )お人 2例には大菱ifMl'へ'I'J"移植を

rr・玖H行には Swansonの人工関節移仔lを行なう術後 行なう 2次的に multipletendon muscle transferを

2年の現在図 3bのごとく ，左官lUは|見i節破峡，ulnar drift 追加3)し，最古伊1)は 8年たつ 11例
'
1'浮遊舟折が小さす

など進行するが，右側の進行はほとんど認められない ぎた 3例を除き，忠者は再建母指を{lI.!mしている CM  

母指 IP関節:18 {71)の再建術は関節1，1;1il:が )1，(多で， 関節の運動，支持性はいずれも良好である.

関節固定肢位は 1O~15。の軽度屈 rtll 1'立がよい. 関 4は3才，男子 左側の浮遊母指，術前と第 4'1'足

母指 MP 関節:37例の機能再建術は|民lili'i川主主体Iがも 'tJ移植後 8~l三のX線像を示す.舟指は細小であるが，

っとも多く ，固定による demeritはきわめて少ない， flil CM関節部の OA様変化はなく ，無痛性であり，運動，

定目立位は 1O~15。の軽度屈曲位がよい.尺ntrJß[l1副靭帯íJ:l 支持性は良好に保たれている

傷 6{知lに対し， Milfordめらのす Lめる腿移杯lを行なう CM関節の OAは5例であり，全例骨移植により|民l

予後は 5例は良好であったが 1例は疹机動揺性が残 節を同定する lntercarpaljointがX線上良好に保たれ
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B. b. 

図 4. 3才，男子.浮遊母指.

a:術前. b:術後 8年のX線i象

ておれば， CM 以lili'j)"jHの迎動性は比較的保たれる

Silicone implantや大菱形骨切除術の経験はない.

考察

一般に閃節機能の刊辿は上肢であれば運動性，下11主で

あれば支持性に~ïfi/~がおかれてきた. しかし運動性を獲

仰しても支持性の欠落は有痛性に連なり， ，山、者の段大の

訴えとなる. 111来の関節形成術および最近目ざましい発

達をとげた人工関節置換術においても，なお支持性の欠

務が問題となる. 指の MP関節を除いてその適応は少

ないように考える.

以上の現!.IUから筆者はまず生理的な関節の復元をはか

るが，それが不能なH、'[， I主li前r，';j応体Iを行なうことが多い.

1 関節の凶定はl~IIJd立である限り ， 隣接関節の代障によ

り，忠者が認識する降ブfは案外と少ない. 支持性の欠

落，有痛性は正常な隣接関biI，ひいてはその手全体の機

能を低下せしめることに速なると考える.
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1)矢部裕 ・整形外科 19・1072，1968. 
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機能と形 態

手は復雑な運動機能と優れた感覚機能によって，精 増えたとか，いつもポケットに入れていた手を出すよ

巧な作業を可能とする器官であるが，同時に顔と同様 うになったので，ポケットがほころびなくなった，な

に説出音gであるところから，その外見も無視できず， どの家族の喜びを聞くことも珍しくない. しかしこ

身体の9'で，手は機能においても形態においてももつ のような症例が手の再建術のすべてではない.

とも重要な芯、味をもっ器官ということができる. 手の形態に対する関心は，顔の場合とは多少異ると

したがって，手の再建術の適応にあたって，いつも ころがあり，子全体としての総合的な外見の評価もさ

直面するのが機能と形態のかねあいて、ある.機能と形 ることながら，手では指の数が不足しているとか，長

態の両者が，ともに満足に再建可能な場合では問題な さが足りないなどの異常が問題となることが多く，機

いが，とかく，機能を優先すると形態に不満を残すこ 能を犠牲にしても正常な形態を望むものが多い.すな t 

i ととなり，形態に重点をおくと機能が不十分となりが わち，美しさではなく，形態が正常であるかどうか，，- ~ 
ちである IU]題となる

さらに問題は，再建術における適応選択の困難性の 筆者の知人に，戦傷で母指を指節!日j関節で失った会

; みでなく ，医師と患者の価値観に大きな相災があるこ 社の会長さんがいるが，母指は短いものの機能的には ;

とで，多くの場合，患者は機能よりも形態を重視する ほとんど支障がないにもか Lわらず，いつも母指に包

; のに対して，医師は機能を重視し外見を軽視しがちで 帯をしているため，かえって母指の機能は包帯で大き ; 

ある しかも，この傾向は若い医師ほど強いように思 く障害されている.しかし，この人にとっては，機能

われる. よりも短くなった母指をかくすことのほうがより大切

すなわち，手の機能再建術が術前よりも外見をfIJ.~く なのである.

する場合では，手術に対する患者の同:立をうることは 古い話になるが，以前，機能の再建よりも形態の改

きわめて困難であるし，また，機能を犠牲にしても， 善をより重視する患者が多いことから，これはわが国

なお，形態の改善を希望する患者も多く ，手術適応の に特異な現象で，その理由として， 日本では終身雇用

決定にあたって，忠者の希望と医師の判断との調整に ;1，11と年功序列制が一般的であるため，特殊な業種をの

閃窮することも稀でない. ぞいては，手指の機能障害によって，それが失職や減

しかし手術によって，ある程度の機能再建が得ら 給につながることが少ないため，形態を犠牲にしてま

れたとしても，外見の異常が残り，患者がその手を人 で機能の再建を望まないのではないかと考えたことが

前で使用しない場合では，再建手術は医師の自慰行為 ある.

にすぎないこととなり，手術は失敗となることを考え しかし，その後筆者も馬令を軍ねるにつれて，これ

ると，医師の一方的判断が許されないことはいうまで が大変な考え違いであることがわかった.忠者が外見

もない. を重視するのは日本人に限ったことではなく ，詳の東

筆者はかつて「機能的にすぐれた手は，外見的にも 西を問わず共通であるが，また，機能的再建こそが科

美しくみえる」と述べたことがあるが，これは，手指 学的であるとする考えは，形態異常に悩む忠者の精神

が常に動いている器官であるところから，外見の重要 的苦痛を無視している点で非科学的といわねばならな

性を認めながらも，手の場合は，機能的再建によって い.現在では，自らの至らなかったことを大いに恥じ

はじめて外見も改善されるとしづ機能優先の治療方針 ているが，人の心の痛みを理解するまでには，ある釈

を表現したものである. 度のキャリアが必要なのかもしれない.

臨床の実際において，若年者の搬痕拘縮変形などで

は，機能的再建と同時に形態的再建が達成される症例 (長崎大学形成外科教授 難波雄哉〉

も多く ，手術の結果，野球ができるようになり友人が
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1.切断肢・指再接着術

Replantation surgery in the upper extremity 

生田義和本

古書 -子
区司

切断指再接着への最初の挑戦は， 1968年 9月であった

が，成功したのは 1972年 6月 19日， 51才の女性で，中

指基節骨中央での切断に対する手術であった.以後 1977

年 12月末日までに手術した jjj例数は 99， 132部位で，

75% の99部位に成功した.その内訳は，完全切断 76部

位で，成功は 51部位の 67.1%，不完全切断では 56部位

中48部位の 85.7% である

部位別による分類では，上腕 9例中8i7u，前腕 6例中

5例，手掌部 10例中 9i7U，指 107木中77木にそれぞれ

成功した(表 1) 

1.手術

さて再接着手術は 1)brushing と debl'idement，

2) ，庁の固定， 3)血管縫合， 4)神経縫合， 5)健縫

合， 6)皮膚縫合の順序で行なわれる.

まず，骨の固定に関しては，一般に前腕や上腕では強

固な固定よりもむしろ短時間で行なえる方法を選び，手

掌部や指骨では早期に運動が開始できるような強固な方

表 1.

法を選ぶ.

切断部位が関節そのものの場合には一次的に関節固定

術を選んでもよいが，関節にきわめて近い部位での切断

であっても，関節白体が残存している場合にはなるべく

機能も残すように努力すべきである

MP関節を一次的に固定して PIP関節， DIP関節の

十分な可動性の得られた症例 microscrew を使用して

関節近くの切断にもか Lわらず，関節を温存して好結果

を得た症例などがある.MPI共|節の一次的固定を行なっ

たあと Swanson の implantを使用して受動術を試み

たが，可動性はほとんど得られなかった症例もある.

99症i7u'f1，偽関節となった症例は 10例で，上腕骨 1

例，続骨2f日U，lt手骨 1OU，基節骨 2例，中節骨 4OUで

すべて 1回の骨移植により癒合が得られた.

血管縫合の方法の詳細については今回は述べなかっ

た. 縫合した血管の数と生着率との関係は明らかでな

く，大切ことは l本ずつを確実に縫合することであるこ

とを強調したい.もし端々吻合ができない場合には，骨・

の短縮や近くの血管との端々l吻合などが

考えられるが，もっともよく行なわれる

Complete amputation Near amputation 方法は血管移植である.富IJの状態により

動脈を移植する場合もある しかし端々

l吻合ができなかった症例は，端々吻合の

可能て、あったものより生着率が悪い.Uppel' arm 2 

Forearm 。
Hand 4 

Digit 70 

Success 

2 (100%) 。
4 (100%) 

45 (64.3%) 

Success 

6 (85.7%) 

5 (83.8%) 

5 (83.3%) 

32 (86.5%) 

艇の縫合方法は，私たちが考察した

intratendinous tendon suture法を用い

Total 76 I 51 (67.1%) I 56 I 48 (85.7%) 

る.二次的に腿剥断[や腿移植を行なった

恒例もある.しかし一次的に鍵移植を行

Success rate=99/132=75. 0 % なったり，シリコンロッドを用いた症例

(From 1968 to 1977) はない.

Key words: replantation， microsurgery 

* Y. Ikuta (講師):広島大学整形外科 (Dept.of Orthop. 
Surg.， Hiroshima University， School of Medicine， Hiro-
shima). 

神経は可能なかぎり一次的に縫合するように努める.

指神経は 10-0，手掌や前腕では 8-0や 7-0のナイロン糸

を用い， epineuro-funicularまたは epineuralsutureを

行なっている.一次的に神経移植を行なった症例はない.
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表 2. Follow up study 

1. Sensory 

1. Vibration 

2. Light touch 

3. Sand paper test 

4. 2PD 

5. Pin prick test 

6. Hot (600
) & cold (OOC) 

7. Sweating 

11. Mobility & function 

1. Pinch 

2. Crasping power 

3. Picking up test 

4. ROM  

5. ADL 

皿.Vascularity 

1. Pulsc pressure Aowmetel 

2. Dopplcr's Aowmeter 

3. Allen's test 

4. Cold tolcrance 

表 3. Sensory. 

Complete Nca， 

E IC I F lp E IC I F lp 

Uppcr arm 。。。2 。 2 

Forcarm 。。。。。。。3 

Hand 。1 。3 l 。
Digit 15 4 2 15 5 o I 1 7 

115 1 5 1 2 1 20 6 1 0 2 112 

j文11可の閉鎖も一次的に行なう. もし広州欠損のある場

介には他淡を行なうが，主に遊離楠皮を用い，有茎植皮

Upper arm 

Forearm 

Hand 

Digit 

Upper arm 

Forearm 

Hand 

Digit 

a. 

表 4. Mobility of fingcrs. 

Complete Near 

工同~ I-;-I司 C 1 F 1 p 

。。。2 2 2 。。
。。。。。。1 2 。1 1 2 。。。1 

5 4 9 I 18 。。8 4 

1 5 1 5 110 118 1 2 2 1 9 1 6 

表 5. Cold tolerance. 

Complete Near 

E IC IF lp lE IC IF lp 

。。 。。
。。。。。 1 1 。1 。1 。。
14 I 12 10 。4 4 5 。

115 116 110 1 1 1 61 7 1 61 1 

表 6.

b 

Cold tolerance Sensory recovery 

E lC 1 F 1 p 

114 112 110 1 1 

E IC IF lp 

1 21 1 5 1 4 1 27 1 

は二次的に行なう場合に利用する.遊脱皮弁移縦iを前腕 ほかに血行学的な而からも調査しおのおのを cxccllcnt，

の不全切断の 1仔IJに行なった good， fair， poorの4段階に分けた

特殊な症例としては， j'j接行失敗。IJ33似，J'I'， 4才ー-!J: 知覚の回復はぷ 3のごとく ，完全切断では」腕，子学

児と 1才V}児のDJ折切断例に対してイi名航J.5<:と'，'1移布((に 部で非常に悪く ，J:'iでは cxcellent15， good 4， fair 2， 

よる迫iflj:指術を施行したーまた川接ぶした/J'折の1釘雨が poor 15と良好なものと恵、いものの比がほ X了1':々 である

強く ，使用するに耐えないとして，科接J1後 1ヵ月 11に が，前者に 10才以下が 4人含まれ，平均年令が 24才で

再び切断した 44才の女性の 1f7IJがある. あり 1走者には 50才以上が 6人も含まれ， 平均司令が 51

2. 術後成績 Jーであることを考慮すると，一般の神経縫介と l'iJ慌に年

今1"1，術後 I年以上経ったうじ全切断 32恒例J，42 i':il位， 令と深い関係があるものと考えられる 不全切断も完全

不完全切断 18症例， 22部位の予後調査を行なった 術 切断の場合とよく似ており， excellent 30%， faitとpoor

後経過年数は 1年から 6年， 平均 3年である. が70%を占めている.

検千五ヲfllはぷ 2のごとく ，知覚， 運動の回復の程度の 折の運動性の|可復は，完全切断例では cxcellcnt5例，
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good 5例に刈し [air10例 poor18例と良好なもの

は全体の 26%にしかすぎない 不完全切断ではもっと

恕く [airと poorが78.9%を占めている. しかし，

この不完全切断例はすべて電気鋸とプレスなどによる}I

挫が以悶となっていることを考え合わせると，受傷以内

との閃係が深いともいえる(表 4)

JUl行の調査は表 2のEのうち， 1， 2， 3などの他覚的

検査に加えて寒冷に対する自覚羽二状，すなわち気候の恐

い場合の自覚症状，氷水中への「以水試験」を力rI味して

評価した(表 5) 

完全切断，不全切断ともに良好なものがそれぞれ73.8

%， 65.0% と予想よりも多かったが， I浸水試験」は知

覚の回復とも深い閃係があると考えられ，また知覚の回

復は患者の年令，運動1"1の1"1復，術後の機能訓練など多

くの要素に左右されることヵ、考えられる.表 6のA，B 

はそれぞれ coldtolerancc，知:.¥'t11J1復，運動回復の関係

を表にしたものである.

結語

T与接着されたJBの絡がlを訴えたり coldintoleranceを

訴える症例は少ないが， 11常生活や仕事に使用する場合

に重要なJiliifjbと知覚の1
"
1復は，ともに良好であるものは

3部位， どちらかが良好なもの 3部位であり， 他の 58

1.15位，90.6%は，いずれかが fairまたは poorであっ

た.すなわち上肢の再接おの予後は初期に予想したほど

良好ではなく，単に再接着することのみに努力すべきで

ないことが，機能的な回復の面からは示唆される.蒋接

着手術においては援や神経に対する細心の注立を払うこ

とが予後を大きく左右するので，一般の手の外科の手術

手技を卜分訓練するとともに，適応、を正しく決定して手

術を行なうようにつとめることが望ましい.
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3)生田義和手術 28:1323， 1974 
4)生田義和・臨床外科 30・27.1975. 
5)生田義和ほか整形外科 27:1440. 1976 
6) Ikuta， Y.: Clin. Orthop. 133: 169， 1978 
7) Gelberman， R.H. et al.: J. Hand Surg. 3: 313， 

1978. 

11.切断肢 ・指再接着

Replantation o[ limbs and digits 

片 ~ I :

切断された四肢の!年後おは古くからの人類の夢であっ

たが， 1962年 Maltりがそれを現実的なものとした 以

来玉井久 Chenめらの縦告がみられる

我々も 1974年より|恥休的iこ内接」川市Iを試みて 1979年

5月までに 100例以上を経験したので，その実際と工夫

について述べる.

症例

イド令は 2才から 67才までで9-'高年陪が多く， 男性 86

{9IJ，女性 29例， :tifJllI 66 {JIJ，左{)UJ49例， 完全切断例 57

Key word: replantation 

* K. Katai :九州大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 
Faculty of l'vledicine， Kyushu University， Fukuoka). 

憲、=キ

例，不完全切断例 58例であり majorlimb amputation 

23例 digitamputation 92例の総計 115例である(多

数指切断{JI]は多数例として計算した)(表 1).受傷原因

は種々雑多であるので，受傷機転により孜々は 5型に分

類したそれによると saw type 32例， traction type 

(avulsion injuryを合む)31例， clean cut type 22例，

crush type 17例， press type 13例である.

術後合併症

術後早期になんらかの合併症が 21例にみられた(表

2 ).循環障害は 17例でそのうち 14例が動脈性循環不

全で 3例がl弥脈性である.動脈性障害のうち 7{JI]に|ヰ

手術を行ない 5例が生活している.壊死の 2例は再建JIll

管に腫脹がみられ，脆弱なため蒋吻合が不可能であった

_.. 
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肺を起こしたが無事に経過した.

術後後期合併症として円形脱毛症 3例，血清肝炎 4例

がみられた.

早期結果

生活率は表 3のごとく で 115例中 100例に完 全 生 着

し 3例が部分段死 12例が再切断と な り 90% の生

着率である.

Type別では tractiontype， saw typeが 94% ともっ

とも向く， press type 92%， clean Cllt type 91% で，

crllsh type が 17例'!J5例に 峻死を起こ し71% ともっ

とも低率で、あった

最終的な機能回復について

術後 3ヵ月以上経過した 手指の再援活例 56例につい

てコ ンピ ューター (FACOM.M.= 190)を使用して分析

を加えた.

受傷部位の分類として我々は図 lを作成 した.

1 知覚回復について

平均でみると触覚の 回復がもっともよく ， 発n，冷

覚，痛覚がこれに次ぎ， 温覚の回復が有意に悪かった.

また各知覚回復度の聞に強い正の相関を認めたので，

相関係数行列より 第 1主成分を求め，これを知覚1"1復度

の総合評価基準とした.各症例の回復度をこ の基準によ

り;c:r:I¥し， 他因子と の関係を分析した.

1 )年令でみると 40才以上の高年令群で 知覚凶復 が

JEい
2)切断程度では完全切断例のほ うが回復が悪 く，

たパラツキが大きい.

1979年 11月科外耳三

表 1.Replantation. 

Compl悶 I1…pl出 1 Total 

5①!  4 ! 9① 

1 2 3  
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表 2.Trouble cases (21 cases). 

Cases 1 S山 VIval l N…IS l llp…l 
I necorSlS 

(1) A巾 rial出rombosis I 14 
Re-operation 

① re-anastomosls 

② vein graft 

Milking & massage 

Conscrvative 

A-V 日stllla

Unknown 

(2) Venolls congestion 

Re-anastomosis 

Milking & massage 

Conscrvative 

(3) Infcction 

(4) Death 

(5) Wetlllng 
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症例である それゆえ現在では的脈移植を行なう ように

している.

2 f9"l)に Illilkingと massageを行なっ

たが 1例はノ|示 し，他の例は部分品産死と

なった

2 fy1HこJAl艇Ii.!剤をW:日:して保存的に治

療したが 1例にl"1iI分壊死 1例が完全

壊死となった.

Arterio-venous shunt 1'1村氏:WI)f主り~yヒと

なり ，残りの 2例は詳細不明であった.

静脈性閉来は意外に少なく 3伊1)のみで

1例に判手術 1例に milkingと Illas-

sageを行なっ た が，両方とも填死とな

り，JJc凝fli!剤を増宣:して経過をみた残り

の 1例のみ生活した

一卜腿 !ljJ妥ポ例の 4(91)中 2例に感染を併

発しがir.;JTf}切断となった.

死亡した 1例は頭部外傷，腹部外傷を

代併した例である また l例にショック
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表 3. Initial results 

| rvidmM-ls 1 SurvivaW ~'''puc~ 1 ~ 
1--' ... -itlOn I rate 

Complete amputation I 57 7 I 88% 

Incomplete amputation I 58 5 I 91% 

Press type 13 92% 

Saw type 32 2 I 94% 

Traction type 31 2 I 94% 

Clean cut type 22 91% 

Crush type 17 71% 

Total I 12 I 90% 

3)受傷部位でみると zone 1 ~ ][. すなわち遠位切

断例のほうが近位切断に比して回復が悪い.

4)阻血時間と回復の問には関係を認めない.

5 )神経の両官!IJ切断例でみると，再建を加えた秒Ijほど

回復がよい 放置例では成績が怒くバラツキが大きい.

6)術後 2年までは改善傾向がみられ 2年以降はほ

ぼ一定した傾向がある.

2.循環状態と trophicchangeについて

循環状態については色調.C.F.R.テスト .D.T.R.P. 

テスト(後述する).刊接着指と健n!IJ指との周径比， 自

発iITi.冷却時痛をilJ，'，Jべ，知覚回復度と同様な手法により

総合指標を作成した.

1 )知覚同様完全切断例のほうが成絞が劣る

2)受傷部位でみると遠位ほどや L怒くなる傾向があ

るが有立差は認めない

3)受傷機転のあいだに特に有志差を認めない.

4)阻I血時間と循環状態の!日lにも知党同様有意な関係

を認めない.

5 )術後期間でみても知覚と異なり一定の傾向をまっ

たく認めなかった

またま目覚の回復度と循sfi状態の聞に相闘を認めていな

L、

3.関節可動域について

MP， PIP関節に関しては近傍に受傷したときに吋!fJ}J

j或の減少をみるが. DIP IXJ節については受傷部位を問

わず平均 100

の可動域で‘あった.

考 案

microsurgical tcchn叩 le は非常に進歩， 普及したた

め初期成績(生活不〉について言及する場合，もっとも

重要な因子となるのは再接着術の適応である.

我々の適応も諸家4-6)と同様に少しずつ初期に比べて

変化しているが，現花は表 4のごとくである しかしこ

Zone V 

Zone (VI) 一一

図 1.Zone. 

elbow joint Zone (X) 

upper arm Zone x1 

( )→ Jomt 

れらの要素のうちもっとも臨床 t問題となるのは忠者の

再接着への強い要望である いかに挫滅された手指でも

技術的に再接着が可能な場合，手術を希望され Lば拒絶

できず，忠者の機能的民失と美容外科的再接;jYfと医療体

制とのかねあいに頭を悩ませているのが現状である(注:

著者が現在まで拒否し得た例は 1例のみである〕

術後抗凝固療法に関しては著者が1977年7)に詳細に報

告しているが，現在では原則として指間部'j"A認の切断で

はへパリン化を行なわず，低分子デキストラ、ノ， ウロキ

ナーゼを 10日から 14日間使用している.

循環不全の動脈性障害に対しては現在積極的に再手術

を試み静脈砂植を行なうようにしている

静脈性障害に対しては保存的治療を原ftljとし，ときに

nulkingと massageも行なっている.

阻血時!日lは完全に生着した例では最短 311、'fIUJで平均 9

時間 20分である.室温での最長時間は 341時間 (230C)

の例を経験しているが，術後腫脹も強く，軟部組織の治

癒は遅れ， 'iT癒合も遅延している，

術後忠肢(指〕の循環状態の観察には創部からの出血，

忠指の色調. JIili脹. C.F.R.テスト .pin prickテスト

などがあるが，我々 は digitaltip rebound phenomenon 

test (D.T.R.P.テスト〕と称するテストを行なってい

る.これはJ旨尖部を圧迫して指尖部が元にもどる反応、の

スピードを健指と比較して術環状態を推測するのである

が，有川な方法と考えている

また， より客観的な方法として指尖容積脈波，サーモ

グラフィ ーでも観察している.
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表 4 切断肢(指〉再桜若の適応.

I 医学的適応

(A) 全身状態による適応

l ショッ ク状態の有無

2 介。F損傷の有無およびその程度

3 1立総なる基礎疾患の;(TI!t¥

(B) 切断J]支(指〕の局所状態

1 挫減，損傷の部位，程度

2 虚血Ir~Í'問

3 技術的再接着の可能性

(C) 機能向復の可能性

且 社会的適応

1 ~ I三令

2 性

3 経済的状態(治療則間， 労災布lìtt't ~n

4 職業

5 知識程度

皿 受け入れ医療体制

N 患者(家族〉の要望

(追〕

切断肢c:t旨)の損傷の部位，程度による適応

A 上肢

1 指間部より中枢での切断( lI ~ V 指)

2 付指 I.P.関節より中継での切断

3 不全切断

4 多数指切断 (D.I.P 以Jftrjより中継〉

B 下肢

下腿より中枢での切断?

脈波に関して1阿佐川例と同M世~j行の WKìI!U::i比 (%)を

とると凶 2のごとくである.

ジじ全切断例て、は制;jn'(後健似1)の 50% 前後であるが，そ

れが徐々に低下してしぺ傾向がみられ， 3 過では 20~30

%となる.

不全切断例では健側のそれを越す場合もみられるが，

完全切断例と同様に 3週後では低下している このよう

な再桜l~ìmの JÚl流誌の減少は丁一 J行の萎縮に重大なhufキを

与えているものと思われる.

また術後早期]にトラフeルのあった伊1]はさらに脈波i:'，'j比

が低下する傾向がみられ，今後広例を重ねれば循保不全

の子百[1]が可能となろう

再接着剤;の)J<:iI~.ll"lは健側に比べほとんどの例が逆に 2

週間以上もJUJ14となり 3週では徐々に低下する傾向が

ある.

(%) 
150 

完全切断Wli

1001---，-一一ーー 一一一一一一 一一ーーーー一一ーーー一一ー

。

(%) 
200 

150 

。

5 10 15 

不完全切断WIJ

5 lO 15 20 25(tl) 

図 2 再接着指と|司側建指の脈波高比(%).

(豆盆ぷ血血x川)
I<iJOU]建指の波高 一

以上述べたように初期成約，知覚回復についてはかな

り満足した結果を得ているが，関節の可動威の回復は不

十分であり，今後ますますの努力が必要と考えられる

今後も臨床的問題として， 1)手術適応の決定， 2) 

切断目立(11)の定義，分類，評価， 3)手術手技，器具の

向上， 4)術後管理法の確立， 5)最終的機能回復の向

上とまHrUit.t， 6)医療体制の確立などがあげられ，早急

に解決すべき川胞である

文献

1) Malt， R.A.， McKham， C.F.: J. A.l¥1. A. 189・716，

1964. 

2)玉井進 ・日整会誌 44:623， 1970 

3)隊中|和主編創傷't'l'科与l析肢再植上海人民 IU版社，
1974 

4)生国義和・私信による 1979. 

5)古ii!考衛私信による 1979. 

6)米満弘之 .私信による 1979 

7)片井窓三ほか整形外科 28:17， 1977. 
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III.切断肢 ・指再接着術

M勾orand minor limb replantation 

坂本

は じめに

当教室では，1959年5刀，恩j也，玉)1ーらが大!総出川、〉I己

全切断再接着を行なって以来， 1978年 12Jlまでの切断

肢再接着症例は 35例 351J立で31岐に成功， 1965年より

行 なった手指再接着症例は 147例 211折で189指に成

功，足指N接着ti~ {J11 は 1 例 21行で 2 指に成功している

(表 1) 

こιでで‘は， 主として|ド川iザH接姿J石2後の合併hlιi

建および機能奇討評y.仙側lについて述べる.

I 合併症

木外傷の性絡上，術後各種の合併症に遭遇することは

避けられない.表 2は我々のシリーズでみられた合併症

である.一般に血校形成は，動脈より静脈に起こりやす

いといわれているが，このシリーズでも動脈 17例に対

してl怜脈 31例に認められている. 幸いにして細菌感染

は非常に少なく 2例のみである.

術後は皮!内の色調，capillary return， finger pulp ten-

sionなどをよく観察し，必要に応じてが〈閥抗l測定 ultra

sound stethoscopeによるJIl1流 の確認， plethysmogra-

phyを行なって循環動態を把侵する.動脈lflL流障害の場

合には，思肢を下垂させ， 1'i'[tJV~J(ILのうつfii初、認められる

場合は挙上させる.また squeezmg操作や日ngertipの

切開を行なってうつ滞する血液の封|除を試み，それでも

なお改善がみられないときは， JI寺期を失することなく血

栓摘出術や血管移舶などの処i丘がとられるべきである.

我々のシリーズでみられたIflL怜形成のうち，切断肢 4例

'1-' 2 {日lが決死に陥り ，また切断指 42桁'1'23折が壊死に

陥った.指I'i接後の Ull作形成を予防する fl的で，術後必

ずへパリン，ウロキナーゼ，低分子デキストランをJ日い

てきたが，最近では，原J!ilとしてウロキナーゼを 1日

24，000から96，000単位を 1週間mい， ヘベリンは，Ji'i

pj銭」fi恒例て‘条件不良な場合にのみ使mしている.

Key words: Iimb， digit replantation 

ホ H. Sakamoto:奈良医科大学整形外科 (Dept.of Orthop. 
Surg.， Nara Mcdical University， Nara) 

|事 ;ι*

術後の浮腿も再接着の機能的 F後を左右する2l!1ぺにIt.

る.浮腫の発生に関しては，動，'il>l派政I{i-数の unbalancc

あるいは阻血時間などの多くの内子があるが，判に称;j'l'

の warmischemiaの時!日lを短縮する，広l米で icebag， 

あるいは lC巴 pillow をJlJいて，也肢を冷却しつ L手術を

行な う.また再接加古ff5の [asciotomy，皮l内・の減張切DfJ，

輪状線痕防止のための Z-plastyは必須の1j¥I'Pである.

特殊な合併症として， ほど同じ経過をとったendotoxin

shockを2例経験した幸いにして一命をとり 止 めた

が，指 1本の再桜JJで死の転却をとりかねない場合もあ

るので術後竹原は決して怠つてはならない.

2.二次的機能再建

早期のリハビリテーションは，機能障害を阻止するの

に有川である 当教室では，再接着肢，指とも背側ギプ

スシャーレ装着のま L術直後よ り軽い自動，他動運動を

開始し，10日目前後で抜糸の|時期より，ヒビテン浴'1'で

の運動を行なわせる.さらに 4週以後は dynamicspint 

を装必ーさせ， より activeな運動を， また麻JW筋に対し

て屯気刺激による訓練を行なっている これにより筋，

艇の癒着，関節拘締はある程度防止でき，比較的良好な

運動能の獲得が期待できる. しかしその反而，縫介した

筋，艇の再断裂や elongation といった合併1，'1'の危険性

があるので細心の注意をもって行なわねばならない. し

かしながら初回手術のみで満足な機能がf!}られる症例は

むしろ少なし皮Ii可の級決拘縮，腿のド!?動i''I:の制限，1主l

節拘縮や強間，名手Eの変形などがあり，なんらかの二次

的機能再B:を要する ti~例が多いようである

1<3は，1978年 12nまでに行なった|専処術杭炉1Iであ

る. 制j，'!?・関節の二次的機能p}迎がほとんどで，特に

手やJ行のいわゆる minorlimbにおいては，艇の再建術

を34mに， '，']・IYolil1Jの|町立l!術は 26折に行なっている.

すべてのレベルでなんらかの機能障害が認められた

が，これは本外傷の特殊性，すなわちすべての組織の問

ーレベルでの切断，修復という忠条件に問題があること

は明白である.

これらの機能防:与をもたらす要因としては pnmary
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表 1.Limb & digit replantation. 

May 1959-December 1978 

Success 
Case Number 

Complete Incomplete 

Arm 5 5 ( 100%) 2/2 ( 100%) 

Forearm 9 9 4/4 ( 100%) 4/5 80%) 

Hand 14 14 6/6 ( 100%) 8/8 ( 100%) 

Digit 147 211 115/132 (87.12%) 74/79 (93.67%) 

Thigh 3 3 2/3 67%) 

Leg 3 3 2/3 67%) 

Foot 1 l 0/1 。%)
Toe 1 2 2/2 ( 100%) 

Total 183 249 

表 2.Postoperati河 complications.

M付or I Minor 

Arterial thrombosis 3 14 

Venous thrombosis 1 30 

れroundinfection (Delayed) 1 1 

Endotoxin shock 2 

Massive bleeding 

Refractory edema 1 

表 3.Secondary reconstructIve surgery after 

major & minor limb replantation. 

M司Jor Minor 

Bone & joint 
surgery 

Tendon surgery 

Nerve surgery 

Skin surgery 
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128/145 (88.28%) 94/103 (91.26%) 
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80 

図 1.Zoneの分類と調査症例.

(例)

30 
(30) 

(13) 

20 

な要因として， 年令， 切断レベノレ， 組織~似の私1&.

ischemic time， また secondaryなものと して術後のJ(Il 10 

流障害，神経再生の良否，組織の癒着や関節拘縮など種

々さまざまであり，良好な機能回復を仰るためには，迎

:立なんらかの二次的再建術を行なう必要がある

3.機能評価

再接着肢，指の術後機能評価については，いまだ確立

されたものはない 1977年 8月の mlcrosurgery研究会
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図 2.評価成績

70点与をピークと した正規分布を示す.
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表 4. A criteria for the postoperative evaluation of the replanted digit & hand. 

Motion...........・・・・40

(1) R.O.M.……………20 

THUMB: Opposition.........possible (10)， difficult (5)， impossible ( 0) 

M町 flex/ext= / ，1町日ex/ext= / 

ROM of (M巧+1町)=more than 1/2 of normal...・・・(10)

less than 1/2 of normal....一…(5) 

sti斤 thumb ………( 0) 

FINGER: 

1
M町 H

l1 日吋xt I 
「一一1三竺1中 ?♂一川…kい 川 《 げ (of 

][ 

I 一止←
w 

v 上
TROM: more than 151 0 • 一 .....(20)

1110 
- 150。………(15)

71 0 _ 110 0 • …・ ・ ( 10)

less than …・…・・(5) 

stiff digit ………( 0) 

(2) A.D.L.・・・・・ー ー・・・・20

1) Pushing 11) Wa出 ngface 

2) Tapping 12) Knotting 

3) Hanging or drawing 13) Buttoning 

4) Grasp a soft material 14) Writing 

5) Grasp a hard material 15) Scissoring 

6) Power grasping 16) Hammering 

7) Pick up a coin 17) Use a screw driver 

8) Pick up a needle 18) Use a c1other-pin 

9) Wring a towel 19) Fumble in pocket 

10) Dip up water 20) Show “SClssorsヘ“paper"&“stone" 

easy....…・(1) diffiCl山..…・・・(0.5) impossible...……( 0) 

][. Sensation (by B.M.R.C.)…・・・・・・ー・…20

So S， S2 S3 S3+ S， 
(0) (4) (8) (12) (16) (20) 

][. Subjective symptom..........…10 

1389 

such as Pain (Rest pain or Motion pain)， Cold intolerance， Numbness， Paresthesia， Tightness， etc. 
severe...…・.(-3) moderate...……(ー2) mild...…ー.(-1) 

N. Cosmesis...............10 

such as Atrophy， Scar， Colour changes， Deformities (Angulation， Rotation， Mallet， Swan neck， 
Button-l叫 e，etc.)， etc. 

sever...・・・・・・(-3) moderate.……・(-2) mild.........( -1) 

V. Patient's Satisfaction.............. .20 

highly satisfied (20， fairly satisfied (15)， satisfied (10)， poorly satisfied (5) 
not satisfied (0) 

Job status: same...……(0) changed ……・・(ー5) can not work.....…・(-10) 

1寸
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において，、''I教常の'1'村が， lfiJ左Xi:-T，桁に関する試案

を発表L，mill土，それにいくらかの改良を加えたもの

で評価を{jなっている 計価北市として，運動能，女11j，1

回復度， ['[ 'I.i:i，I状の有無，美容!ιj心者の満足度を設定

し，それぞれ妥吋と考えられる配点をれない，総点数

100点満点として点数評価したものである(ぷ 4)， 

術後 6ヵ刀以 上終過したもので， この cntenaに基づ

いて調査し何たi，dyljを[河川に示す. この Zoneの分類

は，当教室独自のもので，主として 1(11竹のノHIおよび府

筋艇の解剖lによって定めたものである.

成績は 70 点台をヒータとした正規分イ[iを ÎJ~ L，平均

72， 7点である(図 2) 術後成績に影響を与える凶子は

多様であるが，受{~]j m~f立に依存するところがもっとも大

きく，近伎になるほど成紡は低下する.次いで， filJの状

態により左右され，挫滅切断の場合には成績は劣る 完

全切断，不全切断の川には有志;の差は認めない.単指切

断と多数指切断仰lの比較では，単指切断のほうがや L良

好であり，多数折切断でほ指の切断が合併しているとき

はより成績は劣る.

以上は当教室で行なった手，指に関する機能評Illlillーで、

あるが，再接着肢についての総合的な評価法は，いまだ

設iとされていない.いずれこれについても評価法を作製

する必要があると考えている.

ま とめ

過去 19年間に及ぶ当教京の切断)j主，指Iヰ接liji'dyljの

経験をもとに，術後の合{1fj，'I'，二次的機能再建術，機能

評価について述べた

IV.切断肢 ・指再接着術

Replanted technique of amputated digits and limbs 

米 illi 弘之本

は じめ に

我々が切断肢(11):PJ接着を始めて，約 5Ofーになるが

今回のシンポジウムでは:PJ按郊の適応と術後の機能評価

および切断肢 CJ!1) 1') 桜花センターについて述べる.

症 例

5 {-了間に取り扱ったj，I例は，子指 109fJlj，円以 14例，

訂123例である("}<1)， 自i例のtm位別数をみると折切

断がもっとも多くなっている 不全切断については，な

んらかの血管修復を行なわねば決死に陥る高度損傷を不

全切断とみなしている. 指切断では 97例中， 多J行切断

が約半数を占めているが，これはif!)J)J機械による受似が

多いことが原岡である 受傷者の ir令J}1j数では 20才，

30才代のみならず 10才代にも多く，また， 10才未満に

4 {Yljも数える.最年少は 2才の示m切断例で，j設i[':l毛は

Key words: replantation center evaluation 

* H， Yonemitsu (部長〕 。熊本赤十字病院整形外科(<w862熊

本市長嶺I!汀 2255-209;Dept. of Orthop. Surg.， Kumamoto 

Red Cross Hospital， Kumamoto). 

表 1 切断肢(指)再接着部位別症例数

上腕

JH 部

前腕

手当:部

下腿

成功ネ

(1974. 11~1979 ， 2) 

完全切断

o (0) 

o (0) 

1 (0) 

2 (1) 

52 (7) 

1 (0) 

56 (8) 

(85.7%) 

! 不全切断

5 (0) 

2 (0) 

2 (1) 

10 (0) 

45 (6) 

3 (1) 

67 (8) 

(88，1%) 

( )内は不成功例

64才の母指切断例である.受傷原因では，屯動銀 42{YU， 

~機具 30 例， 工場災害 20例， 交通事故 14例，その他

17例であるが，機械の操作上の不注意と未熟が大半を占

める.その他の'1'には，電気洗濯機による事故が 2例も

ある.
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a.受傷直後. b.術後6ヵ月

図 1.症 例 1.

a.受傷直後. b.術後6ヵ月.

図 2.症例tj 2. 

手術にさいしての麻酔法では，持続硬膜外麻酔を好ん ある(図 2) なお母指を含む多指切断では， 舟折を'1'

で用いる.硬膜外麻酔法ーでは血流を別加させ，術後， チ 心に，つまみ，把持動作の蒋建に留意する.

ューフを留置することにより繰り返しプロックが可能で 症例 3は，コンパインベルトにて左母折，'1'指を切断

あり， J(ll流を促進しJ(ll栓防 11..にヰ1・効である. した症例で 2指ともに再接着を行ない，つまみ， 把列

適応 が可能となった(図 3). 

1.指切断 単指切断 :機能的同復を考え，:pJ接riは供iTiに行なう

多指切断 :多折切断ではすべての指の:PJ援活を行なう が，あまり憶病になってもよくない.

のが理想!であるが，尖際にはスタァフにとって大きな負 症例 4は，26才の;(，示桁の1Ft行切断例であるが， fi'1級

担となる.機能的適応を考え，つまみ動作と把持動作を 的に再援才?を行ない，志'[*的には有効な指の再建がwら

可能にすることを考える れた.また小児や~'，い女1"1 では，機能的にはあまり支防

川被111は43ユ「の女性で農業用ベノレトにて受傷したも がなくても外見上から-JlJ緩治を行なうことも重要な適応

のであるが， '1'桁， BJi桁の再接着にてつまみ，把持が可 と考える(図 4). 

能となった(1lZ11) 母指切断 :刊援活は絶対的適応である. 再接着不可能

症例2は，~[i気鋸にて左手指の切断例で、あるが，でき な場合は，他指移植，母指化造指術を試み，母折Willを

るだけ，ていねいなる再接着を行ない，有効な結果を得 はかるようにしているー

た.近刀 '1'に 'I'm，環指の屑筋舵再~術を行ts: う予定で
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a.受UJI直後. b.術後6ヵ月.

図 3.症 例 3

a. 受(1#直後. b.術後 l年.

図 4.症例 4.

a. b.受(1)直後 C. 術後3ヵ)j

図 5.症例 5.

症例5は， 39才の糖尿病患者の舟桁切断で，再接釈を

行なった.再接着は，一応成功したが，術後循環障害に

より，指腹部が壊死に陥り，有茎皮府移航と neurovas.

cular island日apにより，つまみ，把持が可能となった

(図 5). 

2.手部切断

不全切断，完全切断を問わず，再接着の絶対的適応で

ある Noman's landでの切断では， intrinsic muscleの

再illが大きな問題であるが，切断手のより機能的同復が

主要である.

主主例 6は，屯動鋸による右手部切断であるが食事，書
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R. 受Il)jj責後 b.術後 4ヵ月

図 6.症例tl 6. 

R. 受{易直後 b.術後 l年.

図 7.症 例 7.

字動作が可能になり職場復川している(図 6)

3.上肢切断

上肢切断では，有効な義手はなく，知覚再建ができう

れば，運動機能回復が得られなくとも，再接着されるべ

きである.

4.下肢切断

下肢切断では，義肢との比較を検討されるべきであ

る.現存，義足の開発は目ざましいものがあり，下腿切

断では，主主足でも円常生活にはほとんど影響がないほど

である.

症例 7は，動力草刈り機にて右下腿を切断した症例で

あるが，再接着により結果的には歩行も十分可能となっ

た(図 7). 

再接着後の機能評価

昭和 53年 12月末まて、の再接着症例について，独自の

評価基準を設け，機能回復の評価を行なった.この評価

基準については， 第 20四日本手の外科学会総会にて述

べているが，運動機能，知覚それに患者の満足度を中心に

おのおのを 5段階に分け，10， 5， 0， -5， -10の点数

に分け，その総合点により，優，良，可， 不可の評価を

..lL.L 
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表 2.

整形外科 1979年 11月

a. 評価基準

1 運動機能回復評価基準

10...…機能的にも外見上も受傷前とほと んど同じ

5……運動機能障害が相当あるが，つまみ，把持

動作ができる

0・・・…外見上はよいが，つまみ，把持動作がでさ

ない

- 5・…外見上はよいが機能的にかえって斜路にな

る

-10...…外見上もわるく ，機能的にも邪魔で脅痛で

ある

2.知覚回復評悩基準

10......完全回復および 2""/，J識別能のある程度の回

復

5・…・ 表在性痛覚と触党の向復

O……わずかの深部痛覚がみられるのみ

- 5・・・まったくの知覚脱失

-10・ ・災常狗l党および手芸術があり ，苦痛である

3.主観的評価基準(満足度〉

10...…非常に満足している

5.....まあまあ満足している

0・・・・・満足ではないが，ないよりはよい

- 5・・・ かえってないほうがよし、ように思われる

-10...…みるのも厭で早く切断してほしい

b.評価結果.

Excellent (30~20) 31 

Good (15~10) 61 

Fair ( 5~ 0) 8 

Poor ( -5~-30) 2 

Total 102 

行なっている.その結果，優， J込が大半を占めている

(表 2a， b). 

切断肢・指再接着センター

我々の病院では 4年前に切断11主(折〕蒋援活センタ

ーを開設した センターの体11，1]は，表 3のとおりである

が，手術前検査，手術準備，術後管理と各分野でのスタ

ップが，十分熟練されているため，治療における支障は

表 3.切断肢(指〉再接着センター.

-I ~~I 
|てふ玩瓦|

→ 1再接着センター |

|診察(当直医整形外科医麻酔医〕

↓諸検査 υ ……手術準備

!豆rljFHfi~ I 
Im~1 
| 術後管理

↓ 機能再建術

高E-7三シ 3 Y I 

lill ~ I 

ない スタ γ フでは，整形外科医 61'" 麻酔医 4名，救

:21外米ナース 101'" リハビリテーション PT，OT， 7 

4行である.|U川i日川!リj)題遁乱"点』

川のt鉛日鮒，技術のより高度化，外傷忠者の玲1加などがあ

げられる

まとめ

切断肢(j旨〉再接着における適応症例，術後機能号F

fllli，切断!政指再接行センターについて述べたが，今後，

replantation cent引 をより充実し，再接新術のより確

実化，早期リハピリテーシ ョンの充実をはかる考えであ

る

文献
1) Jacobson， J.H.: Surg. Forum 11: 243， 1960 

2) O'Brien， B.M.: P1ast. Reconslr. Surg. 52: 490， 
1973. 

3)玉井進日災科医誌 23:596， 1975 

4)玉井進。 手術の基本，金原出版，東京， 439， 1977. 

5) Weiland， A.J.: J. Hand Surg. 2: 1， 1977. 
6)米満弘之・整形外科 28・1466，1977. 

7)米j尚弘之外科治療 38:419， 1978 

8) Tamai， S.: Clin. Plast. Surg. 5: 195， 1978 
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V.再接着指の機能回復

Late results of replanted digits 

吉村光生水

はじめに

Microvascular techniqucを用いて，238例 351J行に

J(ll行-m_l!を計り，その 93%に生活をみた この'1-'6ヵ

月以上経過し，直後検診し仰た 147例 203指につき，機

能的成績を報告し，切断指判接着の適応，問題点につい

て考祭する.

1.症例

147 fylJ 203指の受傷時年令は， 最年少 1才 1ヵ月から

最年長 69--tであり 30 代が最多で 40 代 20 代の 'I~lで

あった. 折5JIJではほ指 40指， 示jfi60J行，中指 45指，

:s;:l指 37指，小指 21指で，母指の単独切断を含めた単折

切断は 109指で，多数指切断は 43fylJ 94指で‘あった

切断部位について，位指は 1P関節および末節骨での

切断を末梢とし， 2，主節'，')より中紙にての切断を中根とし

た.他の 4 指については， 切断部位 'l' i~J'I 'l" I'央部をもっ

て，中j憾と末梢の 2jr'rに分けた

w接着指の知覚 ・巡動機能の回復， {史川状況，援カ，

ピンチカ，発汗テスト，指尖脈波， cold tolcra町 e，患者

の消j!-el支について制代した.

2.結果

知lJi:の回復を主に 2/，Cñ~別覚について述べると， 2 PD

の同復の良好なものほど， ì/l~冷覚， 発汗， cold tolerance 

の獲得はよかった.一般に 2PDの同復の良好なもので

は，品11党は正常または軽度鈍麻を示し， i令覚l主正常また

は過1放を示していた.

運動の回復は切断部位が関節部であったり，関節近傍

であることも多く ，また鍵の引き抜き損傷などのため

に，関節回Aや腿性固定を行なった抗仔IJも多く，母指 40

指中 23指 58%，舟折以外では 163:t行'-1'65指 40% に

のほ.った

遠隔成績を述べるにあたり，再援活術の意義や適応を

Key word: replantation 

キ M.Yoshimura(講r:11I):金沢大学整形外科(Dcpt.of Orthop 

Surg.， Kanazawa University， School of Medicine， Kana-
zawa) 

考察する |ーで，母指切断， lji-J行切断，多数指切断の 31昨

に分類して検討することが介則的と考えた.

3. 母指再接着例について

再接着した母指 40 指の全秒IJ~こ ， 再接着レベルに関係

なく使用されており 4指を除いて常時使用していた.

知覚の回復は表 1に示すごとく 40指仁Id2指に 2PD

5mm以内であったが 20mm 以上の症例も 8例あっ

た.時々{!J:!JTJしていると答えた 4指は，集7行知覚や疹痛

が残存していたり，運動障害が強い症例であった.

40 例中 23例に関節悶定術が行なわれた. 運動機能の

回復を totalactive motionについてみると， まったく

可動性のないものから最大 141。で， 平均 49。であった

(表 3)

使用状況と知覚および運動の回復とは，必ずしも平行

せず， 1:]:~旨の使用にあたっては， 運動の回復は恕くて

も，適当な指長とある程度の刻lJi:の回復があれば， 卜分

に役立つということを示していた.

4.母指以外の単指切断例について

調究した 75指の指別内訳， 切断部位， 使JTJ状況は表

4に示したごとくで，示指が約半数を占めていた.使用

状況を全体的にみると， ~~j~'に使用しているものが 32 指

43%と少なく， 時々使用する指を含めて使用率 86%で

あった まったく使用していないものが 10指 14%あっ

た.知st・迩!fJ!Jの回復の良好な症例によく使用される傾

向があった.指別にみると，常に使用するものが，環指

で77% とよく使用されており， 次いで中指 55%，小指

50%となり，示指では 24%と最低てーあった 示指では

再接着指をI時々しか使用しない症例が 62%もあり， 使

用せずが 5指 14%あった.小指では 33%使用していな

かった.切断部位別にみると，末柏、で再接新した指のほ

うが"1'枢部での症例よりよく使用されていたが，この傾

向は示指 ・ 小指に顕著であり，特に小指では'I'~杭部での

再接着 5指中 4指使用していなかった.

知覚および運動の回復は表 1， 31こ示すごとくである

なお表 1， 3は単指切断と多数指切断を一つにして表わ

している.
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表 1. Recovery of two-point discrimination 

20mmく
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Index 

Middle 

Ring 

Little 

|豆5mm

12 

13 

9 

16 

4 

6~ 10 mm I 1l~15 mm  16~20 mm  

Total 54 

Two-year-old girl: unmeasurable 

表 2. Use of replanlcd thumbs 
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表 4.Use of replanted single finger 

Little 
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110
0 
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125。
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Middle Ring 

No. of Digits 
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26 I 11 I 8 5 

Prox. I Dist. I Pro~. I D目t

F
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No use 
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表 5. Use of replanted multiple fingers. 

Little 

Total 

75 

qL

q

J

n
v
 

η
o

n
tυ

唱

A

13% 

Middle Ring 
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No use 

No using rate 4% 2% 4% 
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88 
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5.多数指切断例について ず， よく使用されており ，使用していない指は 88指中

こLで、は母指を除いた多数折切断 88指について述べ 2指 2%であった 知党および運動の回復は表 1， 3に

み指別，切断部位，使用状況については表 5に示す 示すごとくである

使用状況をみると，再接着したi":iHれ指別にか Lわら 一般に，使用状況と運動や知覚の同復とは必ずしも平
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11'せず，それらの1"1復が不良であっても，よく使用され

ていた しかし小指では常時使用 56%と他桁に比べ，

機能上の有用性は他桁に劣っていた

6.考 察

予後調査した 147例 203指 についてj!Ji動機能の回復

は， 41指切断，多数m切断にか Lわらず，単一院損傷や

'ii損傷に比較して，かなり劣っていた.これは切断指で

はすべての組織が同一レベルにて損傷されること，主主滅

が加わっていること，切断部位が関節または関節近傍が

多く ，また引き抜き損傷などで，閃節回定や腿性回定を

行なうなどによるものてで司あろうグ.末柏

MPおよび PIP関節の機能が品仏，t;(存Fされているため， 指

としての機能障害は少なかった.

知覚の回復をみると 2PD 5mm未満が 55指 28%，

5~10mm が 49 指 25% と ， 10mm以下が半数を占め，

比較的良好で、あった 反面 2PD20mm以上の症例も

29 J行15%にみられた 若年者ほど回復もよく， 20才未

満ではすべて 2PD 12mm以下であった. 体I後経過年

数と 2PDの同復についてみると，制;i後'>fー数の多いほど

1"1復が良かった.

{史川状況をみると，i辻指については全例にI'l!ilJしてお

り，運動機能の1"1復の1互い症例や 2PDで 20mm以上

の症例でも，よく{山口していた 母折以外の刊接着折の

使用状況についてみると，単指切断と多数指切断に差が

あり，単指切断では全体として 13% がI'l!)IJしておらず，

特に小指やがJ旨の基節骨での再接着例に使用していない

古iー;例が多かった.これにひきかえ，多数指切断では使用

していないJ同士全体として 2%と少なかった すなわ

ち，舟折切断や多数指切断では再接着指を有用な指とし

て使用しているが，これらの症例においては，代行し得

る指がないため，少々短くても使わざるを得ないという

ことである 一方， l~，指切断では，知覚および運動の回

復が良好でなければ再接着指を使用せず，かえって仕事

上邪魔になる可能性がある.

切断部位別では，末梢)iHでの再接着指のほうが， 中枢

部での再接着指よりも，機能障害を訴える人も少なく ，

よく使用していた.それゆえ機能的にみると末梢部での

再接着はよい適応である.

まとめ

術後 6ヵ月以上経過し直接検診し得た 147例 203指に

つき，機能的成績および問題点について述べた.

文献
1) Gclberman， R.H. et al.: Hand Surg. 3: 313， 1978. 
2) Gruneberg， R. et al.: Hand 6: 236， 1974. 

3)生田義和 .微小外科，南江堂，東京， 1977. 

4)吉良貞縦.整形外科 16: 823， 1965. 
5) Marrison， VV.A. et al.: Orthop. Clin. North Am. 

8・295.1977. 

6)回烏達也ほか :臨床整形外科 11: 94， 1976. 

7)山内茂樹ほか :整形外科 29・1469，1978. 

8)吉村光生ほか :向上 27・1458，1976. 

VI.切断肢・指再接着術

Replantation for amputated limb and digit 

!日3見政 寛 吉津孝街

切断肢 ・指再接抗術の問題として持接JYl後の機能|旦|復

を取り上げ検討を加えた

Key ward: rep]antation 

ホ M.Katsumi， T. Yoshizu， T. Tajima (教筏)，K. Ko:新

潟大学整形外科(Dept.of Orthop. Surg.， Niigata Univer-
sity， School of Medicine， Niigata) 

田島達也 胡顕 宗*

症例の概要

1973年 10月以降，術後 8ヵ月以上経過し予後判定可能

な完全切断 37例 52接着部，不全切断 31例 41接着部の

計 68 秒~ 93接着部の機能回復について検討した(表 1). 

評 価法

術後成績の評価を主に腿あるいは筋癒着が関与する接

着レベノレより遠位の関節可動域，神経再生による筋四
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復，知覚i"I復および使用状況の 4)]1[1に分け，これらと

再接着をJIIJiI与に全組織を修復した一次修復例，再接芯後

表 1.症例jの概要.

乱1aterial

93 Replantations in 68 cas回 (since1973) 

Level Complete I Incomplete 

Finger 19 cases (33 rcplan ts) 17 (26) 

Palm 6 ( 7) 3 ( 4) 

Wrist 7 ( 7) 7 ( 7) 

Forearm 2 ( 2) 2 ( 2) 

Upper arm 3 ( 3) 2 ( 2) 

(52) 31 (41) 

Age: 2 years 8 months.・・・・ 68 years 

5ex: male......41 cases female......27 cascs 

5ide: R.・・ .43cases L. • • • • • .27 cases 
Mcchanism: Power saw.................... .20 cases 

Press machinc ....・・ 14

Combinc for rice crop ...12 

Cutting machine ............ 9 

Olhers ・・ ・ ・・・・・・・・・13

5uccess rate: 93% 

二次的に幾つかの組織を再建した二次的Pf!U!例，さらに

切断レベノレ別の 3項日との関係を比較検討した.

結果

1.一次修復例

1)関節可動域について

断裂組織の一次完全修復例 39例 53接行部の関節可動

域を指関節の MP，PIP， DIP関節の totalrange of 

mollonを用いて判定した(表 2).8例の母指切断例お

よび他の 4指の PIP関節以遠の 5例の切断例では IP

または DIP関節のみの評価となるため，また 4例の上

腕部切断例における可動域は神経回復の程度に依存する

ため可動減の評価の対象から除外した.

多組織が同一レベルで損傷される切断例の回復は騰単

独損傷の同復に比べて成績不良なことは当然であり，正

常可動減の 60%以上すなわち fairの阿復をみた疲例を

可動域良好例として検討した

凶才it白剤1，子学部切断では約 40%，乎関節部切断では

33%， 前!腕部切断では 25%の症例が i'Hj})域良好を量し

た

全切断 レベノレの川.例の可動域と受傷fド令との関係を平

均年令 36才を岐にして 比較検討すると fair以上の可

!助成良好例では 36才以内が 68% を占めているのに対

し，不良例では逆に 36才以上が 68% と逆転しており，

表 2 各切断[レベノレにおける指関節可動域の回復.

(8指，他の 4指の PIP関節以遠，上腕切断を除く〕

Fingel Palm Wrist Forearm 

Repair Graft Rcpait Graft Repair Graft Repair 

Excellent l 

Good ( 4) 1 (2) 3 

Fair ( 7) 2 (4) 2 1 

Poor (16) 5 (6) 1 8 2 3 

表 3.各切断レベノレにおける知覚同復

Finger Palm Wrist Forearm Upper arm 

Repair: Graft Repair Grafl Repail Graft Iミepair Graft Repair i Graft 

50 

5t 

52 

52+ (12) 1 2 1 

53 (25) 7 (9) 8 2 2 2 1 

53+ (17) 1 (3) 1 3 

54 ( 2) 
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表 4. 切断レベルと二点識別の関係

1399 

;i;::E137Z「-J;:fL;;:同 x

日一 4 3 

関節可動域の[1'1復はもちろん受傷原因にも影響される 表 5.二次的再建例.

が，一般に来年者ほど良好といえる.

以上関節可動域について総合的に検討したが，次に部

位別の特徴について検討してみる.

固有指部基節部切断例では，MP I*11ii'iが温存されてい

るため機能的には一般に良好であった.手掌部切断。Ijに

おいて中手骨中央を境にして成総をみると，成績良好の

3症例はいす.れも中手骨近位部切断であるのに対し，不

良例 5例中 4例は迷位部切断で、あった 遠位日11の成総不

良の原因としては，骨短縮時の仁"手十H(I径の差が大きい

ことや septum の存在などが関与していると考えられ

る.手関節部切断例においては折関節の関節可動域の

ほかに，手関節の可動域の獲得が重要となる. 竹短針iを

行なわなかった 4例の手関節可動域 44。に対し，短縮を

兼ねた proximalrow carpectomyを施行した 3例は平

均 20。と切らかな差が認められる.一般に手関節は皮附

の緊張が弛やかで1(ll管も太く ，かつ十分に剥離ができる

ためilJi度挫滅例以外は十i短縮せずに再接着が可能であ

る.前腕部切断例では 4例中 3例が poorと成績不良

で， これは日目:1度挫滅例が多かったことや筋肉部での切断

のため高度な癒着が関与しているためと考えられる

2)筋回復について

小手筋回復はレベノレのいかんにか Lわらず一般に不良

で， 10才 11才という計年者の 2{1IJの手関節切断例に

母指球筋の回復を，他の 1例に小指球筋の回復をみたに

すぎず， 骨間筋回復は 1{1IJもみられなかった.一方前腕

部回復は上腕部切断でや11経縫合された 3例が対象となる

が，いずれも良好な回復をみている.

3)知覚回復について

全例 Highetの分類による 52+ 以上獲得され， 知覚

回復は比較的良好であった(表 3) 二点識別と切断レ

ベノレとの関係をみると，固有指部切断例の約半数が 2PD

15mm以内の回復を有しているのに対し， 手学部より

近位ではわずか 3例に回復をみたにすぎず，切断レベル

が末梢なほとー二点識別は良好な傾向にあった (表 4). 

A. 5econdary reconstruction due to 

incomplete primary repair (11 cases) 

1. Free tendon graft・・・・・・ ・ ・・ ・・ ・5cases 

(including two stage tenoplasty) 

2. Free nerve graft ・・・・・・・・ ・・・ ・6cascs 

B. 5econdary reconstruction due to 

incomplete functional recovery (18 cases) 

1. Flexor tenolysis .................... ・・・ ・4cases 

2. Extensor tenolysis '" 

Release of intrinsic plus contracture / 

・・・4cases 

3. Functional reconstruction of 

replantcd thumb (7 cases) 

a. Adductor plasty .................・2cases 

b. Opponoplasty (or Abductor plasty) 

..5 cases 

4. Rotation Osteotomy…・・・・・ ・ ・・・・3cases 

2.二次的再建例 (表 5)

A)一次完全修復できなかった 11例に対して， 腿移

植，神経:移櫛が施行された これらの大部分は初期の症

例や二重切断などの特殊例である

1) 5例 7指に twostage tenoplastyを含めた遊離

l陸移植が行なわれ，その成絞は 2{日lの固有指部例が fair

とある程度の可動域を獲得しているのに対し，手掌およ

び手関節部切断 3例の遊離腿移植の成紅iは poorと不良

で，二次的再建のむずかしさを示している(表 2)

2)神経移植は知覚回復を目的に 6例に施行され，一

次修復例の成績とのあいだに優位の差は認められなかっ

た(表 3). 

B)一次完全修復が行なわれたが，機能不全をきたし

たため二次的再建が施行された 18例について検討する.

1) flexor tenolysisは固有指部切断例の 4例に施行さ

れた 1例は supplejointで tenolysisの効果は大きか

ったが，関節性または仲筋阪~癒才?によ る二次的な拘縮を
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有した 3fj~の効果は少なかった.

2) extrinsic extcnsorの腿長1)離および intrinsicpllls 

拘縮の解離術が， MP関節近位部切断の 417IJに施行さ

れ 1例は intrinsicpllls拘縮が主な屈曲障害て、あった

ため， Littler's releaseのみで可動域は著明に改善した.

しかし他の 3例の手関節切断例では仲筋腿の高度の癒fl

を合併しており，解離術，イ申筋服r量1)離術および凶節包切

開術の施行にもか Lわらず改詳はまったく認められてい

ない.以上より伸筋癒芳に対する治療がむずかしいと同

時に仲筋腿損傷に対する後療法が治療成総向上の重要な

ポイントと考えられる

3)母指機能再建術が手関節近位切断の 7例に施行さ

れた.当初 keypinchを重視し， adductor plastyが 2

例に施行されたが，麻縛している短母指外転筋とのあい

だにアンバランスを生じて，I"J度な内転拘縮をきたし

た その後 EPLおよび FPLによる母折内転代償作用

が得られるk仔Ijが多くみられたことから， opponoplasty 

または abductorplastyを5例に施行し，良好な機能獲

* * 

* * 

一一一一口 お知らせ 口

* 

PTに成功した.

3.使用状況について

MP関節より近位f.il切断。IJでは， i14度挫滅や引き抜き

損傷により SlI仔hand を生じた 3例を除くほ工全例が，

健側に対する補助手として使用していた.固有fi1gH切断

例では，一般に右側の切断指がよく{史月]される傾向にあ

り， N指では企例に， 示指~環指単独抵.tf努では 54%に

粗大動作のネflijj)J手として使用されていた.また複数民{あ

例では 60% が使用されていたが， 日常生活にまったく

支障を感じない疲例もみられた.ーブJまったく切断指を

使用しない症例を検討すると，高度のシビレの存在，屈

曲不十分のため，徽密動作不能のため，左手なので特に

使わなくて済むためなどがその理由としてみられ，機能

的回復のむずかしさが感せ.られた.

文献

1) Yoshizu， '1・.el al.: J. Trauma 18: 194， 1978 

2) soyes， J・J.Ilone Joint Surg. 32-A: 489， 1950 

* * 

* * 

第 7回骨と電気刺激の研究会

期 日 昭和 55年 3月 15日(土)

場 所 全共連ピノレ大会議室
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演題締切 昭和 55年 2月9日(土〉

400字以内の抄録を下記宛にお送りください.

幹事 古屋光太郎

<!jb113東京都文京区湯島 1-5-45

東京医科歯科大学整形外科学教室

〈電話 03-813-6111)



1401 

I~般講注 |
<1. 基礎的研究>

追跡動作における示指の巧倣性に関する研究(第4報〉

Studies of skill movement of index finger during pursuit tracking task 

与|乙出f英 一

鈴木良平

松坂誠応

乗松 f政tI，T

岡 11町 威

篠 川 侃

伊 藤 信 之

千葉 剛 次

藤 田 雅章*

はじめに

手の巧級ttを客観的に，;刈11，するのは人一変むずかしい問

題であるが，近今 ，その一千段として追跡動作が用いら

れ，有川であることが縦竹されている これは種々の関

節がどの限度 11的に泊った運動をするかを動的，総合的

に計lilliするものである 次々はこれを示指M P関節に応

川し，追跡動作MJ屯閃を通して iii行自力の特性について述

べ，巧i数性の-IlIiについて考察した.

対象および方法

正常例として， 健康な成人男子 5;('j， 年令 19~35 才

才，医師または学生で，いずれもホ利きであった

刺激信号として，O. 5~5 . 0 Hzの単一正弘波を川い，

凶 l に示すごとくオシロスコーププランウン~~;而上を左

右に 4cm の幅で移動する輝点とした被験イ告はブラ

ウン管に向かい. “人を指差す"1民位， 11 の ~':j さに設位

された リングに指尖部を回定し，左右に移動する世f<点を

M P関節の内， 外転運動で追跡させた. j行尖部の左右

の動きはポテソシオメーター (緑測瓜 CP-3M) で電

位変化としてとらえ，同11与に，示JRの総指令11筋，固有示

指伸筋，示折のj封行および深ti'iJ:il筋，第一虫様筋，第一

背{JU]， および卒。!lJ'll l/\Jilíjに 70μ の~込み電極を挿入し，

動作筋屯図を求めたーこれらの刺激信号，指尖l{ilの動き，

各筋屯凶はデーターレコーダー (RMG.5104. SONY) 

Key words: skill moveOlcnl， pursuit tracking task， 
dynamic asscssment 

ホ E.Hi日 no，T. Norimalsu， N. 1to， R. Suzuki (教授)・長

崎大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Nagasaki Uni-

versity， School of Medicine， Nagasaki) ;T. Okazaki， G 

Chiba:大村市立病院整形外科 M. ~![a lsu zaka 国立長崎

中央病院整形外科;A. Shinoda:諌早健保病院整形外科 i¥l.

Fujita:長崎原爆病院整形外科.

で磁気記録した さらに筋~U凶は， J'Jflの積分保によ

り 11寺定数 0.16秒， flX:，域i底断周波数 10Hz で新分し

た 折尖;"¥11のf.YJき，および作筋の筋電図{i't分波について

1M波数応答を求めた. こ与で， l，'，i波数応答の求め方を例

を上げて説明すると， 凶 2は示J行MPIxl節屈仲動作に

よる追跡11与の1，I;I;{1'示折仰筋の動作筋電図， 筋電図 s'l分

i仏折;J;:i;iiの動きを示す これより ，筋11{:図積分波がJ旨

尖郊の動きによく近似した波を示したので，筋活動を杭

分波で評価することとし，この重畳した波の振l申幅1幅白すなわ

ち 匹 f口~:波口および1

ylニHしし， これらをj鼎刺』司J激j周司波数ごとにプロツトしたものが

閃3に示すよう tにこ，周波数応答であるーー|二段が指尖1;15の

蝦j きの I，'~波数応答，仁1-'段は重畳波高の 1，'，j ìJ!.i数応答， 下段

が杭分波高を示す.

1しU Flex or 
MP joint of index 

〆

図 1.実験方法.

刺激伝刀 として O.5 Hz~5 . 0 Hzの単一正弦波を )11~、

て，ブラウン符而を左右に 4cm 動く輝点とした 70μポ

リエチレンコーティング銅線の埋め込み電極を用いて動作

筋電閃を求めた.筋電図は自作の積分器にて，時定数0.16

秒，低減しゃ断周波数 10Hzで，積分し，積分波を求めた.
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図 2.種々の刺激周波数における E.1.P.の筋電区1，および筋電図積分波の変化.

(E.I.P.) 

~---------
3 

/ 

ι 

唱》

6 Hz 
ワ 3 4 三llz

図 4.示指 MP関節の内，外転動作による追跡動

作の周波数応答(振幅スベクトノレ).

実験結果

図4は示折 MP関節の内， 外転運動による指尖部の

動きの周波数応答である 2Hz までは利得 1.0で， 完

全な追跡が可能で、あったが 3Hz以上では急激に振幅が

小さくなったー

図5は種々の刺激周波数に対する筋電図積分波の変化

Ilz を示す 2Hzまで，外転時第一背側骨間筋，内転時第一

llz 

掌骨間筋が交互に規則的な筋活動を示したが extrinsic

muscleにはほとんど筋活動がみられない.しかし 2Hz

以上の速い刺激に対しては intrinsicmuscleはいずれ

も積分波高はしだし、に増加したが，重畳波高はしだし、に

振幅が小さくなった. これに対して extrinsicmuscle 

は，積分波高が増加するとともに，;ili:畳波高もわずかな

がら振幅を増す傾向を示した.

図6は intrinsicmuscleの筋電図積分波の重畳波尚の

周波数応答ならびに積分波高を示す.いずれも 2Hzま

では高い応答を示すがその後急激に低くなっていた.

図 3.指先部の追跡動作，E. 1. P.筋電図積分波重畳

波高の周波応答および積分波高.

国 7は extrinsicmuscleの重長波高の周波数応答，お

よび航分波高を示す，いずれの筋も 2Hz以上で，わず

かに応答がJ1"1力11していた.積分波高は 2Hz以後急上昇
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図 5 種々の刺激信号における各筋電図積分波の変化.
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図 6.Intrisic muscles 筋電図積分波の重畳波高の

周波数応答と積分波高.

図 7.Extrinsic muscles の筋電図積分波の重畳波

高の周波数応答と積分波高.

していた.

考 察

追跡動作の評価基準として，周波数応答法がよく用い

られる， これは刺激信号を与え，それを生体がいかに実

現していくかと L、う示擦である.また動作と筋電図の関

係については過去に多くの報告があり，一定の線形関係

を求めるのが困難であるが，ある程度の相関はあるわけ

で筋屯図積分波に関しては，その時定数や地域遮断周波

数を適当に選べば，その動作に比較的近似した波形をfぜ

ることができる.得られた積分波はある一定の周波数追
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助、!fy;(l1'において，ある一定の il目:，さをぷしその山 さを)MS~

として，動作と近似した波をlTt{':.・していた.そこでI!Tら

れた筋電位l積分波のiwjさ，すなわち筋の緊，;w止とそれに

'1!:J，1する波形から考察を加えた.

まずJ行尖部の{YJきの完全な追跡iVJは 2Hz までで

これは MP関節}:I¥{rll動作による追跡能)Jが約 4Hzで

あったのに対し，半分に低下していた 各筋については

intrinsic muscleと extrinsicmuscle のそのパターンが

大きく )I~.なっていた intrinsic muscleはいす.れも 2Hz

までの比l絞的ゆっくりした動作時に周波数応答の~.~~、，

いわゆるよく制御された筋活動を示し 2Hz以上の速

い!fy;(lFになると， .fJ'(分11主i:':j11I:':j くなり筋の緊張は~:1 まる

が，応答は小さくなり折尖部の追跡能力をよく反映して

いた これに対し extrinsicmusclc は 2Hzまではほ

とんど筋活動がなく， 2 Hz 以上でこれらの筋活動がí:~';

まるにつれ追跡能力は低下していく傾向を示した.つま

り intrinsicmuscleはゆっくり正確な巧縦性の向L、動作

に強く 1)1，1与し extrinsicmuscleの筋緊張に伴い巧徴性

が加われることが示唆された

文献
1) Jnrnan， V:r. el al.: Clin. Neurophysiol. 4: 187， 

1952 

2) Lynn， P.A. cl al.: Mcd. Biol. Eng. Comput. 15: 

184， 1977. 
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手の基本動作分析について

Analysis of foundamental movcment of hand 

竹広舜 赤司?よ沙MI~ 点光俊 二 河 井 弘 次

高城泰彦 望 J:lj立哉 中島雅之輔*

は じめに 籾lかし、難点のいくつかを取りあげてみると， 1)電極

1977年の終りから197P年の初めにかけて，動作学に の問題， 2)まだ 20純類余りの筋肉の検索しか行なつ

おける諸筋の検々な活F:五式について，かなり明確な輸 ておらず， 大部分の位例では 50例以上の検討を行なつ

手11をもった槻念に列注した まだ， 卜分に立証されたと ているが，まだ数例にすぎないものもあること， 3) 5 

はいえず，多くの難点をか与えているが，それ以後の研 年のIMIに実験方法，データ処理方法も少しずつ変化して

究は，難点のいくつかを解消する努力をする一方，研究 きていること.デー タ処理方法を例にとると，スベクト

方針は到達した概念に準拠したものが多い. きわめてilJ: ノレ分析の分解能を変更したり，データ取込み間隔を変え

要な問題である感覚系と，::)次の神経機構の関与は，彩、た ているため，筋活動電位のスベクトノレは， 30 Hzで多く

ちの研究方法と能力の範囲外にあり，尖験中の被検j;'を は最大のピークをもつが，その解釈， 特に DC成分と

できるだけ克明に観察記録することと ，11~'似のおける文 の区別が明確に決められなかったことなどである.

献を参照するように心掛けている. 私達の動作学上の筋活動様式に対する考え方

Key words: muscle activity classificalion 

* S， Takehiro (医長)， F. Akashi， S. Sadarnitsu， K. Kawai 

(部長)，Y. Takagi (記録写真室)関東逓信病院整形外科
(③ 141東京{ffl品川区東五反田 5-9-22;Dept. of Orthop. 
Surg.， Kanlo Teishin Hospital); N. 乱lochizuki，~1 

Nakajima:東京大学整形外科.

どの動作中のし、かなる運動相でも，主としてブJ源とし

ての作加を行なう筋肉(たとえば，ひらめn1))を一方の

極とし，またどの動作におけるいかなる迩動の相におい

ても，主として調節作用を行なう筋肉(たとえば intrinsic

muscle のある筋肉)を他方の極とする位相空間内の一

点として，ある筋肉の活動様式は考えられる しかし，
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特定の筋肉の活動様式は，動作によってさらに同一動1'1' 今回の研究目的と方法

中でもその運動粧lによって，力源作用が主であるが，捌 ヒトの動作さ学的研究を続けていると，ヒトの動作は，

節作用を主に行なうか，場面，場面に応じて変化する いくつかのレベルをもっ，もっとも楽で疲労・の少ない各

また力源作用と調節作用を，ほ工同lIiiにいろいろの割合 人例有のリズムで行なわれているようであった.これを

で同一筋肉が行なうが， その活動様式の変化は位相空 尖~IEするために以下一の研究を行なった

!日J(ユークリッド'1!11¥1ではなしうに筋肉が布位されてい スペクトル分析 :ひらめ筋などの主としてブJ狐として

る一点の近傍の範聞で起こる.具体的な筋肉名が，位相 作用する筋肉に，最大努))を行なわせた時の筋市動屯位

白川のとeのあたりに布 íi/l~ されるか，かなり明らかになり のノ、ヮースベ クトノレは 30~50 Hzあたりまでに， f?形

つ Lあるが，まだ全体像を椛成する研究段階にはない に近い一様な内さのものとなり ，高周波成分のバワー

私たちの考え方は，ヒトのデータの同所定常駐1，の検討 はきわめて小さくなる. 2)調節作用を主とする筋肉の

と，線形近似の妥当1>'1:の検討から生まれた.今後も研究 ノζ ワースヘクトノレは (30ミクロンの 日neWlreで thenar

と発表を続けてゆくにあたり，筋活動様式に対する考え muscle， hYPolhenar muscle， grip， pinchを検宗)あま

方と方法論について言及しておく必要がぜひとも存:(1:す りカを発車r.していない運動の.fllでは， 30Hzあたりにー

るであろう.さらにいままでに発表したものの研究結梨 つのピークをもつが， 250~300Hz に調節を行な弘前

で， 相互に矛盾しているようにみえるものがあるが， 周波成分が:1'.到する これは筋屯波形があまり大きさを

JEEEの transactionson bio-medical engineeringを除 変えることなく，低周波のものと高周波のものが同じよ

外すると，わが同ではあまり一般的な研究とはいえない うに出現していることを意味する. 3)オシロスコ ープ

ので，細かい突験条件，データ処理!パラメータは意識的 上の輝線のr:百さを，発揮するカの目標として，被検者に

に省略 した.実験条件とデータ処理パラメータをいれる 約 1分間のあいだ，一定の力を出させる.そして被検者

と，一連の研究は矛盾なくつながる.この分野の研究者 は，最大努力から段階的にカの大きさを変える.今回は

の土色加と研究の普遍化に伴い，これらのτj(項を記載して 双極の表而電極と，30Oの 日ne wire electrodeによ

おくことは共通の議論のためにも不可欠となった 今後 り，前腕屈筋群と前腕仲筋併の筋活動のデータを使用し

は必要な事項は附記する. た Finewire electrodeは， 第 2，3指の sublimusに

…

ι一

Ml
川

L
Y:;maximllm V，maxmum 

-1一L
 

Grip 
flexor 

Ilz 

図 1.FDS より 自newire法により導出した筋活動

電位の grip時の powerspectrllm (分解能1Hz

最大周波数 500Hz， FFT法， hamming window 

50回).

Maximum forccは， 250-300 Hzで‘似たスベクトノレを示

す
1/2 maximllm forccはmaxと1/4と比較するとや込発散

傾向.

1/4 maximllm forccは，収束スベクトノレ gripの始まり

と終りの活動に似ている

1405 

はいっていることが多い 表面電極は， 筋)阪に約 1cm

離して民liりつける 検索した動作は，gripと pinch で

あり ，grip 時には FDS，EDC より pinchI時には，

FPB， ABP， ADP， および Abductordigili quintiよ

り finewireを使用して筋活動電位を導出した 表面屯

極は grip11 

y，; maxill1l1ll1 

Grip flexor 

llz 

図 2.

FDSより 30ミクロンの finewireで滋出した

筋活動電位のスベクトノレ 100Hzあたりに， 大き

なパワーがあり， grip途中で調節作用する前腕屈

筋群の筋活電位のスベクトノレに似ている.
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Yt， maximum 

Grip flexor 

Hz. 

図 3.

収束傾向を示すスベクトノレ 30Hzにピ クがあ

る.

.~加咋叩恥叩小

E理

図 4.

1.パワースベクトノレ(分離能 1 Hz 最大周波数 500Hz 
hamming window 50回).

2. 300 Hz前後に， 調節作用に関与する周波数が多少みら

れる.

筋電波形は写真に示す運動相の前腕屈筋群から双極の表

而電極で導出したもの 図1，2， 3と同じ電極で導/1¥した筋

活動電位のデータはもとの解析結果とほr一致するが臨床

的応用の可能性を考えて，意識的に表面電械を使用した.

屈，イ申筋と的指球筋および小指球筋より筋活動電位を導

出した

それぞれの波形のスベクトル分析を行なうと，低周波

成分が主となってスベクトルの形が収束しているもの

図 5.

iiil腕屈筋群から gripの終り近くに，双極の表而電極で

導11-¥したもの 30Hzあたりにスベクトノレの第一のピーク

があり， 1/4努力時の筋活動に似ている. また調節作用を

行なう， 300 Hzあたりにも筋活動電位がみられる. 二つ

の実験の電極は異るものをあえて比較した.同一電極なら
ば I有者は酷似するが hannigwindowの回数で， 両者の

酷似性は変えられる これはデータの本質をそこなうこと

なく，操作の容易な表而電極を使って，臨床検査の実用化

のためあえて異った電極のデータを使用した.

と，低周波成分とともに高周波成分が:U現し発散してい

るスベクトノレを，力によって繰り返して示す(図 1~ 2). 

さらに局所的にスベクトルが定常である時間は，収束し

ている時には，発散している時に比較して 2倍以上であ

る.また被検者は，力の大きさを示すオシロスコープ上

の輝線のi:':jさを，ほとんど動揺させずに，約 1分間，一

定の力をIUす.さらに， EMGの amplitudehistogram 

の形の変化も一つの傍証となる.以上の事実より，ヒト

にはある動作を行なうのにもっとも自然で，楽に疲労せ

ず行なえる筋活動レベルが存在するとみなしてよいと考

える.

研究結果

前述の事実をふまえて，発揮する力を段階的に変化さ

せるように指示されたJI;'fの被検者の筋活動電位のスベク

トノレ分析の結果と， ヒトが自然な動作を行なっている時

の筋活動電位のスベクトノレ分析の結果を比較，対応する

と，生体の自励振動ともいうべき現象の存在は一層明瞭
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となる.三次元的写真計測と動作に関与する筋活動電位

の測定を行なう上肢の動作計測システムで， n然、な動作

を記録した結来を示す(図 4，5) 図4は grip[侍に前

腕屈筋群から導出した筋屯図波形とそのスベクトノレ分析

の結果と，さらにそのH、?の運動の相!の写真である Grip

の始めには，最大努力H与の 1/4のブJを11¥したH、1のスベク

トノレ(1'1励振動に相当する安定した収束スベクトノレ〉に

似た像を示す 区15の写真は gripの終りに近づいてい

ることを示し，前l腕府筋群のスベクトノレは，最大努))11干

の 1/4の力を出したH、?の像に似ている

津111前一東大教授の変らぬご指将に深謝する.

手指，前腕における白筋，赤筋線維の分布について

Distribution of white and red fi.ber in the muscles of hand and forearm 

桜井実

'，'1・絡筋には筋原線*11の優勢な白筋線維と，筋!策の豊富

な赤筋線維があり，前」告は急速な収縮を起こし，後者は

キ|以、I的に緩徐な収布討を示すが，疲労しにくい性質をもっ

ている.人1/¥1のどの部分の筋肉も同線維がモザイク様に

入り乱れて分布しているが，各筋によって，また部位に

よってその比率に差がある.手指の運動に関連した筋に

おける分布の状況は運動機能を政解する とで大きな情報

となり得る. 最近 melanomaのため 肘部より 切断 し

た， 軽労働に従事している 53才列性の前腕と手指内イ1:

筋の材料について検索する機会を得た.

それぞれの筋腹部で表在よりがJ1 cm の深さまでの部

分を円柱状に採取し -60
0
C の hexanで凍結した後，

20 mic. の YJ片を作ってコハク酸)ß~水素酵素活性を染色

したり. 標本は写真に記録し，それぞれおよそ 200本の

線維について明らかに活科の弱L、ものを白筋線維，その

ほかの濃厚に染るものを赤筋線紛として実数をnえ，そ

の百分率を求めた

表 lに白筋線維の比本の多い順番に筋肉才;を掲 げた

が，すべての平均で白筋線維は 33.4%であったー もっ

とも白筋線維の比率の I~ :1いのは f1ex. poll. long で

62.8%，次いで flex.carp. 1I1n. 51. 1% と絶対値で、赤筋

線維の数を上回っているが，そのほかの筋肉では赤筋線

Key words: ffillscle， fiber type， histochemistry 

* M. Sakurai(助教授)，M. Sasaki:東北大学整形外科(Dept
of Orthop. Surg.， Tohoku University School of Medicine， 

Sendai). 

佐々 木イて行ホ

維のほうが常に多い値を示していた この順位はいわば

機能的に kineticの性絡をf、?っ筋から!順番に並べたこと

になる もっとも赤筋線維の比系の多かったのは palm

brev.で 90%が赤筋線維であった. この筋は手掌|付にあ

る小さな筋であるが， 機能的にも statlc ないし t0I11C

な要素が多いと思われる

Extrinsic flexor grollp にO印 extrinsic extensor 

grollpにム印をつけると，明らかに両者の筋併の傾向の

図 1.Flex. carp. 1I1n.の表在筋線維.

コハク附悦水素酵素活性染色てがi1'1二の ~N
L、(色調が淡L、〕白筋線維が優位を占める.



人間の手指の使い方から考えてピアノやタイプラ イター

のキーを叩く動作はきわめて速いものであり， 本研究の

結果のごとく Aexol・groupに白筋線維がキ11)(、I的に多か

ったこととよく符号する.これに反し exlensorgroup 

はJHの屈曲運動の準備としてその保持動作に関与するこ

とが多いであろ う.また，palm. brev.のごとく手掌:に

おけるJiTI ~{I)への緊張を，.)っている筋がほとんと功t筋て、あ

ったこともよく合目的に理解できる.同じ筋の1)1でも表

作ーはおそらくその収縮と弛緩の振幅は大きく ，phasicで

あろうし 深部は骨に近くその振幅は小さ く tonicな

1動きを持っているであろう.

Fiber type は生前からの神経支配により規定されて

いるとする Engel3lの考え方と，筋作業により移行し得

るとする Edgerton4lらの考え方もある Stein5lは簡単

に 2種類に分けただけであったが，Dubowitzらのは 4型

に分類している.しかし，赤筋線維を細分 して三つにして

いるようである.一方，脱神経後に一つの typeが group

を形成することが知 られてお り(Walton7l，Dubowitz8l)， 

神経による支配説が濃厚であるが，臨床的に鍵移行術を

施行した場合にAl'jの性質が変りうるのかあるいは適応に

限界があるのか興味がもたれる

文献

1)桜井実 :繋形外科 20・943，1969. 

2) suller， A. J.， Ecclcs， J.C.， Eccles， R.M.: J. Physiol. 

図 2.Ext. poll. long.の表在.

功、筋線維(濃厚に染まっている)の分;(Ii

が多い

1979年 11月科ヲ卜買手

違いが認め られ， 前者は相対的に kineticで後者は slat】C

な作用が強いと考えられる. 白筋線維の優位な Aex.

carp. uln.の一部は図 1に示したごとくで，またその反

対の傾向をもっ代表として， ext. poll. long.を示して

おく

Extrinsic flexor groupの白筋線縦の比率は平均で 48.8

%であるが extrinsicextensor group は 25.7% と，数

値の上でも 明らかな差がある Intrinsicの flexorgrou p 

の平均はその巾間にあり 33.7% を示した.

考察

骨格筋の 自bertypeの分布 に従って， もし白筋線維

の比率が大きければ Buller2lの生町学的研究から fast

contraction の機能が強く表現されて妥当と思われる

o Ext山町

Flexor 

Group 

ム Extrinsic

Extel1sOI 

Group 

x lnlrinsic 

Flexor 

Group 

表 1.ヒトの手指を駆動するMiにおける白筋 ・赤筋

線維の比率の順位

整

1Wh1tc l 
Fibcr 

l… 5l. 1 I 

48. 1 

46. 7 

45. 7 

44.3 

41. 1 

41. 0 

40.8 

40.1 

40.0 

39.5 

39.0 

38.3 

34.8 

33.3 

32. 1 

31. 4 

30.3 

29.3 

29.0 

27.6 

22.5 

21. 2 

20.4 

19. 1 

17.3 

10.0 

33.4 

巻 30・号 12(臨時増干1))

]¥，山e

o I Flex. poll. long 

o I Flex. carp. 1I1n. 

o I Flex. dig. slIperf. 

o I Flex. c1ig. prof. 

o I Flex. carp. rad 

x I Lumbrical. 

Flex. dig. min. hre¥ 

Palm. long 

Abd. dig. min 

Ext. carp. rad. long 

Inteross. c1ors. 

Oppon. dig. min 

lnteross. palm. 

Flex. poll. brc¥' 

Prona t. teres 

OppOI1. poll. 

Ext. carp. uln 

Brachiorad. 

Ext. dig. comm. 

Abd. poll. lOl1g. 

Inteross. I 

Pronat. qlladr. 

Ext. carp. racl. bre¥'. 

Ext. poll. brcv. 

Ext. poll. long. 

Ext. indic. 

Abd. poll. brc¥'. 

Palm. bre¥'. 
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日本人の手指骨形態に関する研究(第2報〉

Roentgenologic study on the skeletal variations of the 

hands in japanese adults (Second Report) 

鎌 田 真 彦 永瀬達八

菅野拓勇 西村

手の大小，指の長短による手指の形態は，個体により

相当 variationがみられ，手の先天奇形を含め，一見正

1j1;の手とみられるものの中にも，手指骨の骨格変異を認

めることは少なくない.手指骨の形態的 variationを客

観的に表示し形態変異の判定基準を検討する目的で，

X線写真上で，手指骨の計測を行なった結果について，

統計学的処理を加えた.

調査対象は，当科外来患者を中心に，手mに特別な疾

患を認めない成人男性 461名，女性 565名，計 1，026才;

について， 両手の直接X線撮影を行なった. 撮影方法

は，距離 100cm 40 Kvp. 100 mA. 0.08 sec の条{'I下

で両前腕遠位端より，指尖まで，折fl11展位で背掌方向撮

影を行なった.計証[IJ方法はX線写真上に直接スケーノレを

あてて， 指節骨， 中手骨の骨幅の中心線における長径

と， 長径の中点における横径を 0.5mm 単位で測定記

録した. さらに， 横俸に対する長径の比を phalangeal

index， metacarpal indexとして算出した.

結 果

各手指11 別に，長径ff~ と検径値を，度数分布表に集計

し，累積度数分布曲線を作製し検討した.

Key words: phalangeal index， metacarpal index 

* M. Kamata， T. Nagase， N. Yoshizawa， M. Uetake， T. 

Kanno， T. Nishimura， 1. Tsuchiya (講師):群馬大学整形
外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Gunma University， Medi-
cal School，五Jaebashi)

吉沢夏 人 植竹

猛 土屋一郎ホ

男性の右手を例にとると，末節骨において長径では，

第 1末節骨がもっとも長く， 1>4>3>2>5の順に短く

なり ，横径では， 1>3>4>2>5の順に細くなり，長

径の順と多少興る(図 1). 中節骨では長径， 横径とも

3>4>2>5の順で小さくなる(図 2). 基節骨では，長

径は第 3基節骨が最大で， 3>4>2>5>1と短くなり，

横径て‘も 3指がもっとも広いが， 3>2>4>5>1と，

順序が長径と異っている(図 3). 中手骨では， 長径は

2>3>4>5>1の順で小さくなるが，横径は， 1>2>3>

5>4の順で小さ〈なる(図 4). 各同名骨とも，男女，

左右共，同様の順であり，左右差はほとんどみられない

のに対し，長径，横径ともに，男性のほうが傾広く長い

傾向がみられる.

長径，横径の実演IJ値の分布をみると，ほ工正規分布に

近い状態にあり，平均値(文〕と，標準偏差値 (SD)を

求めると，表のごとくなる(表 1). 

各指節骨， 中手骨の phalangealindex， metacarpal 

indexを算出すると表のごとくなる(表 2). さらに累

積度数分布l曲線を作製し 50percen tiles値を検討する

と，男性右手では，末節骨は， 3.1~4. 0，中節骨では，

2. 3~2. 9，基節骨では 2.9~4.1 と， 各同名骨は， ほ工

近似した値をとるのに対し， 中手骨では， 4. 3~7. 8と

広範囲に分布しており，特に第 1中手骨の indexは4.3

で， 同名骨のそれより， むしろ基節骨の indexに近い

値を示し他の四指の中手骨の index は 6.3~7.8 と比較
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111m 
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的近似した値を示している.

従来， 手指'JIJ の形態兵常に関する判定1，~準について

は，国島町清水2)，北畠3)，若槻4>，杉打115，6)，F. Schmid7) 

ら多くの報告があるが，いずれも長符比を指標として，

小児伊IJを対象としている. 成人例に関しての報代は，

G. Simon8)，椛i竹らめを除いて，ほとんどみられない

各報告で111]題とされる1i1fii'i竹の短縮性変化と，phalan-

geal indexとの関連性を検討するため， 第 5'1'節骨の
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Dist. ph 
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Mid. ph 

Dist. ph. 
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Prox. ph. 

Mid. ph. 

Dist. ph. 

表 1.a. 
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LL12::;:;-|-;主;;引 ;;;:;:;:;
I ~ ll ;;::: : :;; 1 2出

54.8土3.048

54.7土3.106

40.8土2.345

40.5土2.363

25.7土1.835 

25.7土1.819 

I ~ I ::::6:: 
l ~ I 

Male 

2 3 

18.3土1.300 

18.2土1.317 

b. 

5 
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7.1土0.662

!出;;:1::;:::::|:
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表 2.lndex: 

4 
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形態変化について検討を試みた. 小児例の縦fiiてある

が， ほとんどが， 第 5末節子!と第 5"'fli'i'l'J"の比が 1: 1 

以下のものを，第 5中節'丹の短縮性変化と判定している.

この基準に基づいて，今回の調査対象例を検討すると ，

!JJttて、は右手 443例中 129例，31. 2%，左手て:.tt431例

中 154例 35.7%に，また女性てt主，右手， 540例中 202

例，左手 539例中 202O'IJ， ともに 37.4% と従来の小児

例の約 11~25% に比較して高率に認められた. また第

5巾節竹短縮の phalangealindexの分布をみると，第

5 '1'節"'Jの pha1angea1index の 文一2SD から 文+

1 SD の範聞に分布しており， いずれも 1.9を境に，ニ

キ11性を示している(以)5) また第 5中節骨の phalan-

geal indexで X土2SD の範囲外に分布する男女の長

筏と横符を検討してみると， indexの大なるものの，長

径と杭径はおのおの 又土2SDの純UM内，あるいはこれ

に近い値をとるのに対し，indexが小さいものは，長径

{自では X-2SD以下であり， tl4i子{I((は， X+2 SD を

中心に分布しており， kurz und plumpの形態をとるこ

とが推定される

長径比のみで短縮性変化を判定した場介，indexでは

ニ相性を示しており， indexの大きい1t'fでは，相対的な

.J" ~ 

Fema1e図
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図 5.

比較は別として， 独立した 1指節fi-としてみた場合，

kurzであっても必ずしも plump とはいえず， tE準的

な形態をしていることがうか工える.

結 語

以一上， I成人男女の手折骨の X線的観察に基づいて，

J行節"I，.，中手'，';の形態異常の判定にさいしては，単に長

径比のみでなく形態的表示として phalangealindex， 

malacarpal index を含めた判定基準の設定が必要と考

える

ご校|刻いたにいた，鮮民大学整形外科教室，字田川英一教授

に深謝する.
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緒 言

裂手症の成立機序に関する実験的研究

An experimental sludy on teratogenic mechanism of 

cleft hand， polydactyly， and syndactyly 

荻 野 利 彦 石井清一 薄井正 道 村松郁 夫

三浪明男 福田公孝 加 牒貞 利*

観点から次の実験的研究を，試みた.

1415 

手指の発生過程における手板の分離異常が，多情症と 体重 250gの成熟雌 Wistar ラットを雌ラットとー

骨性合指症の原凶となり，さらには裂手続にまで発展す 夜同居させた後，午前 711寺に腔塗沫標木を作製して桁子

るという考え方が，近年住11されてきている 若者らは の認められたものをれ娠o11とした 妊娠 81-111から

すでにヒトにおける裂手症と多指j，iのX線像の分析を行 13日目 の午前あるし、は午後 71時に体長 1kg あたり 30，

ない，中指多指症から裂手症への移行が一連のゑミ化とし 35ないし 40mgの myleranをliJ一経口投与した JJti 

てとらえうることを示した1) 個体発生の一定のH札点に 生 20日目に開腹により胎仔をとり出し外米奇形および

単一の催奇形因子を加えて，裂手，多指，介指が発生て、き 骨格奇形を観察した Myleran投与ラ yト数は 162見il，

るとすると，これらの奇形が同一機序で起こりうる有力 生存胎仔総数は 1，289頭である 環指多指症，rl-'政指'It

な根拠となる以上の点を明らかにする日的で， myleran 性合指症，裂手症を認めた 198肢を分析の対象としたー

を投与することによりラットに誘発した前JJ主奇形の分析 これら 198肢の'丹格奇形が，上記の模式図のどの奇形に

を行なった. あてはまるものであるか，型別分類を行なった.次いで

研究対象および方法 外見七裂手足と呼ばれるものが，上記の分類のいずれの

中指多指症， '1-'球指骨性合指症，裂手症が同一発生機

け;で、発生しうるという仮説の上に立って， 図 1に示す模

式図を1'F製した これは著者らのと同じ考えのもとに作

られた波らめの扶式図に手を加えたものである

手指の発生過程において指の分離異常・が起こると一方

では末節の什癒合が発現し，他方では末節の多指症が発

現する.竹癒介が末節'itから近位の指骨に進行していく

程度に応じて， S-1から S-4と命名する 同様に末節

骨の多指変化も， それが近位へ進行するにつれて p-1

から p-4の記号で表現する その場合， p-Oから p-4

の各段階の中指多指症には，甘癒介の機序が同時にl効い

ていると仮定して作製したのがこの様式閃である こL

でこの模式図が妥当であることを裏付けることは，ひい

ては中指多指症， 中環指骨性合指症，裂手続が同一発生

機序で発現しうることを確認することにもなる 以 tの

Key word: congenital hand anomaly 

ホ T.Ogino， S. Ishii (保健管理センタ ー教授)， M. Usui， I. 

l¥1uramatsu， A. Minami， K. Fukuda， S. Kato:北海道大

学務形外科 (Dcpt.of Orthop. Surg.， School of Medicine， 
Hokl岨 idoUniversity， Sapporo). 
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図 1 中指多指症および中環指宵'性合指症から裂手症

の形成過程.
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型にいかなるiJiJH支で分布しているかを分析した この場

合，~f;:者らが裂手自i~ と認定したのは指列欠損部に一致し

た桁川陥凹を認めるものである.

結果

れ娠8日目から 13日目までの各日に myleran処理!を

行なった.妊娠8日目処理においては胎仔がliWしても

83~百は死亡する， 妊娠日が経過するにつれて myleran

処理による胎仔死亡は減少する(図 2). ーブj，前肢奇

形の発生率も myleran処理の行なわれた妊娠日と密接

に関連する.妊娠 8日目および 8.5日fI処理の奇形発現

率は0%であるが，妊娠日の経過とともに発引率は漸増

表 1.中指多指症，中広11'11'，')性合J行雄，裂手症の型

別分:rJj

旦多~合指重量il指程主\度の主l S -2 S -3 S -4 

p-o 正常 2 5 7 。
P -1 47 1 

P -2 43 1 4 

P-3 25 11 32 
(9)* 

P -4 I 。 。 。 (3)** 。 。
ilJ 本。 P-o，S-3との判別不能例

料 P-o， S-4との判別不能例

% 
100 

_-
IV 

50 

田
町

d
q
〆
旬‘.干

E
E
E
E
E
E
E
E
t+

 

M
えJ
 

l
 8 9 

する. 妊娠 12日日では着床胎仔の全例に前肢奇形が認

められピークを形成する 前!伎奇形の中で環指多指症，

'1'探指'同性合指症，裂手症を認めたものは 198肢である

が，その発即時期は妊娠 10日(73肢)， 10目 5日 (72JI支)，

11日 (38目立)と 11.5日目 (15肢〉処理群に限られてい

る(図 2) ラットでみられた奇形を， 裂手症形成の校

式図にあてはめて型別分類を行なったのが表 1である

まず環指に多指症の変化がみられないP-O系に注目し

てみる.中環指の骨性合指症が末節 (s-1)から中手骨

(s -4)に及ぶにつれて， 遂には中指列は欠損して裂手

を形成する.S -1， S -2， S -3， S-4の出現頻度は 2

5:7:0である. 一方，環指が基節'円あるいは'1"手'PJの

レベノレて、重復した P-3系 p-4系においても合指の変

化が進行したと思われる奇形が存在する. P-3系の S-

0， S-1， S-2， S-3の出現頻度は 25: 11 : 32 : 17で

ある. p-4系においては S-o~ S-3にあてはまる奇形

は見当らない. しかし S-4は3肢に認められる. 骨格

変形から観察した限り ，裂手症の形成過程には中環指の

骨性合指症をへるものと，中指多指症に合指の変化が加

わって形成されるものがあることを示している.一方，

J&'lti1列の欠損部に形成される過剰指間陥凹の出現頻度に

ついても検討した(表 2). P -0， P -3， p-4のいずれ

の系においても，過剰指間陥凹は S-2ですでに出現して

おり， S -3， 4と合指の程度が進 むにつれてほ工全例に

みられるようになった. しかも過剰な指悶陥凹の存在す

•• 
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-
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、
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10 12 13日11 

一一一一一-ー-Myleran 1立与妊娠日

認ーー-.: IJf;j(-死亡咋'

。一一-0 : 1i íj以 I~fIf311J現キ

企ー・ー・唱 p-0-p-4系お Jf;出現キ

図 2.Mylcran 投与時期と胎仔死亡率，1ÌÍ}肢奇形出現率および P~o ， P~4 

系奇形出現率.

口:.)着床胎u総数 8日:112， 8.5日 147， 9日・ 199，9.5日・ 196，10日・209，

10.5日:193， 11日 208，11. 5日 176，12日 147，12.5日:142， 13日:98. 
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表 2.P -0~ P -4 系奇形における裂手症の出現率.

正
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00000000 
00000000 
00000000 

0000・・・・
00000000 
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p-2 

P-3 

投与という単一の要因は肢芽あるいは手板の発生に共通

の作用を及ぼし，そのさいに発現する変化の差，あるい

は変化の程度の差が，多指，合指，裂手とし、う表現型の

違う奇形を引き起こすのであろう

このような動物実験の結果は，中環指合指症と多指症

から裂手症が形成されるとし、う著者らの推論を裏付ける

ものである しかし，臨床例と動物実験の結果との大き

な違いは，ヒトにおいては中指にみられた多指変化が，

ラットにおいては環指に誘発され，環指の欠損による裂

手が形成されたことである. しかし，これらの違いは，

裂手の形成過程を論ずる場合の根本的な違いとはなり得

ない. つまり myleranという単一の要因が， 肢芽発

生のある一定の感受期に加わった時にのみ多指，合指，

それに裂手が発生する.裂手の形成過程はヒトでみられ

た変化と本質的には同一であると考えられる.発生学的

見地から手部奇形を分類する場合，中指多指症，中環指

合指症，それに裂手症を指列分離異常症候群として総括

し，同一範時の奇形として理解していくべきであろう.

結語

多指，合指，裂手の発生機序を究明する目的で，ラッ

トに myleranを投与して誘発した前肢奇形の分析を行

ない以下の結論を得た.

1)妊娠ラットに体重 1kgあたり， 30， 35ないし

40mgの myleranを投与すると妊娠 10日から 11.5日

注). :過剰な指間陥凹

るものは臨床例にみられる裂手症ときわめて類似してい

た このように多指と合指の骨変化の程度と裂手の出現

頻度には明らかな相関があることは，裂手症形成に至る

過程が連続性の変化 としてとらえうることを示唆して

し、Tこ.
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1
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00000000' 
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00000000 

100000000 0 
10000000o l 
000000001 

:000000001 
00000000: 
000 

Mo o-0  000000つ0
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p-4 

考察

亀山3)は，動物実験の結果より多指症と合指症の形成

過程に共通して認められる変化として，上皮，間葉相互

作用の異常に注目している 著者らは多指と合指症か

ら，裂手が形成されうるあらゆる場合を想定して模式図

を作製した. こqこ示した種々の奇形の存在は，すでに

臨床例で実際に確認されている

今回臨床例の分析結果を裏付けるために，著者らは，

ラットに myleranを投与してヒトと同様の奇形の誘発

を試みた. 前肢奇形は妊娠 9日目から 13日目に薬剤を

投与した場合に発現した しかし，多指，合指，裂手の

発生は，妊娠 10日から 11.5日目に myleranを投与し

た場合に限られていた. 上肢の正常な発生途上におい

て，ほ工同一時期に単一の障害が加わることによって，

これら三種の奇形が発現しうることを示している.今回

の分析結果から明らかなことは， 中指多指症，中:!l;~指合

指症から形成されたと考えられる2群の裂手が確かに存

在することである.また多指症と合指症から裂手が形成

される過程には連続性があることを確認した. Myleran 



』ιI I 1J .Ll..._ ... ・Lll..J..lJ..'J_jJJ I ‘ . ~ 且ムム斗_l__l__l_.L_j_ _._...... 1 1 .lιL.ム ムーLJ..."，"'I'!l ，-，よA

1418 巻 30・ワ12(臨時増 !日〉 整形 外 科 1979年 11月

11の処J!I!に|彼って， ヒトと同様のJJ;J指多指症， '1-'政11白'，'r
i"I，0mf，Eおよび裂手症が発生 した

2 )裂手症の形成過程には，中環指骨性合指症をへる

ものと，中央列多指症に合指の変化が加わって形成され

るものが存在した そのさい多指，合指の変化が近(立に

及ぶことにより外見上の裂手痕が形成される

3) 以上の所見より，多指， 合JRおよび裂子hi~が ， j行

列の分自HW常を法般に成立した同一範時の奇形と してと

らえうることを推測した
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末梢神経修復に関する実験的研究

一一第 4報圧迫による神経絞拒障害について一一

An experimental study on the repair of peripherral nerve lesion: 

Part 4. Compression neuJ"Opathy 

JJii! 1付 行雌

井 口 傑

坪 山 方 自[¥

内西兼一郎

絞trri性有"経障害の病態および治療に[民lし，まだ不明の

}，'，(が多い.今阿波々は compressionneuropalhy につ

いて検討を加え るために， 圧迫が均~rに )Jnわるよ うに 』没

図 1 我々の考染した圧迫装置.

Key words: compression neuropathy， pathogenesis， 

axonal f10w 

* Y. Horiuchi， T. Tsuboyama， Y. Oka， K. Hikosaka， S. 

Inokuchi， K. Uchinishi (講師):成応義塾大学整形外科
(Dept. of Orthop. Surg.， School of l¥Iedicine， Kcio-

Gijuku University， Tokyo); M. Suzuki， Y. Mori (教俊): 

東京歯科大学市川病院整形外科

~{jJ ]主 範

鈴木 二 夫

彦坂 一 雄

森雅文事

;;1した長さ 1cm 1悩 4mm の絡をもっスプリング式の

圧迫装ii'L(閃 1)を作成し，各種圧迫条件下における末

梢神経F1173の病態につき検討を行なった

方法ならびに結果

雑樋成犬 105頭の坐骨神経を用い，坐'ii結節より 4cm

末梢に，装置を装着し，次の実験を行なった

A)短期圧迫群 ネンブターノレ麻l'il'下に 15gより

300 g (約 27.6mmHg より約 552mmHg)までの圧迫

を施し 圧迫部中根 2cm で坐骨神経を1((接電気刺 激

し ， 電気生理学的に lìíj)~fl筋およびJYI什神経における

evoked potentialの変化を検索した/1寺山の経過とと も

に神経伝導速度は遅延し， 75 g (約 138mmHg)以上の

圧迫では， 3/1年間以内に，evoked potent凶 の消失をみ

た. JJ:辿の強さと，完全麻線発生時間との聞に相関性を

認めたが， 圧が低くなるほどばらつきが多い(図 2)

誘発筋"T~B匡i の消失は誘発事"経電図の消失に先行した.

B)長期圧迫群 :15 g， 30 g， 50 g (それぞれ約 27.6

mmHg， 55. 2 mmHg， 92. 0 mmHg) の3種の持続圧迫

をし 1ないし 8週後に，ネンブターノレ麻酔下に創を聞

き I去Jfi町内観察，電気生理学的， 病理組織学的検索，神

経 I)~ Ifll竹像の観察ならびに生化学的検索を行なった.

(!， 肉限的観察 :圧迫部における主な変化 は， 神経幹
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図 2 短期圧迫における圧迫の強さと完全麻煉発

生時間との関係.

の川、|λ化であるー 15 g のn:迫では 8~ に至つでも， 厚

さの減少は 25%前後にと工まるが， 50 g 1週ですでに

50%， 3週では 65% も減少する. 圧迫中枢の pseudo-

neuromaの形成は，軽度ではあるが 15g 1遡ですでに

認、められ逐週的に別大し， }_I二迫が強ければ-firj)Jとなる

程度は弱いが， 末村11i'{i~ にも同様にや"経の股大を認める

(図 3). 

② ~li気生理学的検必 : 短期庄迫1洋と同様に圧迫i部 2

cm "-，枢にて坐竹村|慨を間接電気刺激し，IYH'i'神経およ

び前日霊骨筋で evokedpoten tialを記録する 15g群で

は， 神経伝導速度(i遅延し， 2 週て正'l~' のが~ 45% とな

り，その後は若切な減少を示さず 8遡においても同様

の値にと工まる.30 g i洋では 1週でほとんど圧迫部の

伝導性刷新たれるが，ぼ迫部末梢での伝導性は僅かにみ

られる 50g 鮮ではすでに l週で伝導性は， 中枢末約

ともまったく消失する

③ 病底!組織学的検索 :H-E， Holmesおよび LFB染

色を行なった.圧迫部中枢の pseudoneuroma部は， う

つ1(11性ノ'KlI重を思わせる川質の拡大がみられ，週を経るご

とにがifT織の増殖をきたす.IJ:迫剖\ 'N包で軸索径の持~大

は認められるが， pseudoneuromaの形成に果す役割は，

間質部の鉱大に比べて少ない 圧迫部では， I日l質および

軸宗径の減少が認められる 圧迫が強いほど，その程度

は著しい.圧迫部およびその末梢て、は取h索および髄桁の

染色性の低下，崩峻，消失を認め，その変化は週を経る

に従い増強する 15g 併ではこれらの変化は， 大径有

髄線高Itに限局し， 30 g 1作では一部小径線維を除いたす

べてに起こ り， 50g 併ではすべてのや"経線維に起こる.

また，末柏、部で残存している車d!索径は，圧迫部の軸索径

と同様に細いま Lである(図 4，5). 

図 3. 圧迫のr，;jSIZ化 および pseud・

oneuroma. 

図 4 病理組織学的検索(圧迫羽D.

④神 経内 1(111校f象.ネンブターノレ麻所L下にへパリン静

注後，開腹しJJ主部大動脈より ，ゼラチン入り墨汁を注入

し神経1)~J (l l竹像を観察した各併とも IE辺部近傍は1(11

管が精力日し，J(11行が豊富であることを示している.圧迫

部神経内llll符は， 15 g 群では， 遂週的に減少するが，

その程度は比較的軽い 30 g， 50 gと圧迫の強さがi刊す

につれ，J(ll竹像の減少は半年切!となる

⑤ 生化学的検索:神経蛋I'lのスラプ型 SDSポリア

クリノレアミドゲノレ電気保:助法(レムリ 一系〉 により，

neuro自lament，tubulin および Actin分固につき検討

した tubulinおよび Actin分阿は，各群ともに"')恨末

約問に明らかな変化は示さない.neurofilamcnt分画は，

15 g ;s:f 2週で中mに比べ末梢は減少しはじめるが(図



11_ゐιムH L_l 1 上!.. I I 11 ~也 ".!. l l ll よ J 11 L 1 

1420 巻 30・号 12(臨時:!i"I1の 整形外科 1979年 11月

図 5 病理組織学的検索(末梢部).

6)， 8週になっても消失しない 30g 群では， 2~で

すでに明らかな減少を末梢部に認める 50g 群では 1

週で末梢部に著明な減少を認め 2週以降ではほ工消失

する.

考察ならびに結語

1)短期圧迫群において， 11寺川の経過とともに，神経

伝導速度が遅延する ことと誘発筋m区lの消失が先行する

ことにより， 大径有髄線維が圧迫に対して易損性である

と考えられる . ~損性には個体差があり ， これはばらつ

きの主な原因と忠われる.

2)長期圧迫lt):における圧迫部'1-'枢の pseudoneu-

rQma は，主としてうつ血性水腫によるもので， これに

羽h索流の蓄積も加わっているものと考えられる.

3)神経蛋自の電気泳動にて， 末梢に neuro白lament

分Illjjの減少ないし消失が認められ，Jjiill索流の障害を示唆

している.

4) 15 g 群では圧迫部以遠において， 一部大径布髄

tlll経線維に限局した変性がみられ，神経伝導速度は半減

するが，神経内I血管像には著変がみられなかった.ij油索

流の障害は，逐週的に増大するが消失にはいたらない

1592w 
pto... CO軒、P d'5t 

2∞h・ 伽1

1卸 . -

6e.-

56k -
S3k-

4Jk崎町田

， neu，ofl~制明@川

_J_al以，m附

ゆとjtubulin 

附・・ _ aCllt、

図 6.生化学的検索.

5)以上実験的末梢神経圧迫の態につき述べたが，15 

gないしさらに弱いが長期に加われば entrapment

neuropathy類似の病態が起こると考えられる

生化学的検索にご指導賜わった東京大学医学部脳研究所生化

学教室黒川正則教授，小宮筏I4t講師，森啓先生に深謝する.
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末梢神経損傷修復に関する研究

一一第 3報 神経内神経剥離操作の再生神経に与える

影響についての実験的考察一一一

Studies on the repair of the peripheral nerve injuries: Part 3. An experimental 

study of the inftuence of internal neurolysis on peripheral nerve regeneration 

中 土幸男 松 井

藤原俊夫

末梢 レベノレて、の末梢神経:断裂には両断端の神経束を正

確に識別したうえ，対応する神経束同志、を縫合する方法

が用いられるべきである.しかし突際には microsurgical 

techniqueの向上によって神経束縫合の手技は可能とな

ったにもか Lわらず，いまだ神経束の識別を行なう方法

が確立されていない.村に陳旧ド1'.の断裂においては断端

の捻れ， 転位， )g*f~ を ~I ーじ intraneural topographic 

atlasesにのみ頼って在確な神経東の識別 を行なうこと

は不可能である.

最近著者ら1)は隙旧性末梢神経断裂における神経束の

識別を中枢断端では電気刺激法によ り行ない，一方電気

的に反応しない末梢断端では分岐部から断端までの神経

内神経剥離操作により識別しているー

本研究の目的はこの末補断端以下に加える神経内神経

剥離操作が，縫合後の再生存l'経にどの程度影響するかに

ついて実験的に調べるこ とである

実験方法

1.手術方法

成熟家兎(休if!・2.5~3 kg)を使用し somnopentyl

静脈麻附Lおよび xylocaine局所麻l'i'，'下で総勝骨神経の切

断および縫合を行なった すなわち sodium pentobar-

bital (1 ml rr sodium pentobarbital 64.8 mg合有〕 を

生食液にて 3M希釈し， Jj介静脈lλlに約 20mg/kg (体

重〉と筋肉内に約 10mg/kg (休，fO を注射した. さら

に手術部に 1% xylocaineの浸i!l[l麻酔を行なった.大腿

Key words: funicular suture， internal neurolysis， peri .. 
pheral nerve regcneration 

* Y. Nakatsuchi， T. Matsui (務師)， M. Maeda， T. 

Fujiwara:信州大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 

Faculty of Medicine， Shinshu University， Matsumoto): 

Y. Handa (助教授):信州大学第2解剖.

猛 前田 道宣

半 田康延*

二頭筋を切離し翻転した後，総脈骨神経を剖出した.浅

および深緋骨神経分岐部より 3cm 中枢で総緋骨神経を

切断した〔図 1) 切断時両断端の対応する神経東同志

の近傍の神経上映に 9-0ナイロン糸を結び付けた.糸の

結び方を変えて，後に対応する神経束同志を縫合するた

めのマーカーとして用いた.大腿二jiJi筋および皮膚の縫

合を行なって神経切断術を終えた

神経切断後 4週r:n経過した時点で・再び総排骨神経を告IJ

11:¥し， 比較のために以下の 3純の処置をほどこしたう

え，神経:束縫合を行なった.縫合は初回の神経切断時に

両断端部に入れたマーカーを頼りに，対応する神経束同

芝、を確認した うえで 9-0ナイロン糸を用いて行なった

(図 2). 

Ar.+ : ;神経内科1経長IJ離を行なわず，神経束縫合のみを

行なった.

B群末柏、断端から 20mm末柏、側の随凶に，やl'経上

膜の表側のみを聞いて神経内科l続長IJ離を行なったうえ神

経縫合を行なった.

C砕 :B群と同様の範囲の神経 l二膜をすべて切除して

神経内神経華11断を加え，縫合を行なった.

各mとも 6羽ずつの家兎について処慌を行なった な

お手術は無菌的に操作し，神経の処置は手術用顕微鏡下

で行なった.縫合時神経の緊張が強い場合には筋層下へ

神経を移行した.縫合後，関節の同定は行なわなかった.

2. 電気生理学的観察方法

神経縫合後 8週経過したI時点で，縫合部以下の総J1iF骨

神経の運動神経伝導速度を測定した(図 3).無麻酔で，

神経を剖出することなく皮府より童|電極を挿入して，刺

激を行なった. 刺激電庄一50~ー 100V，刺激時間 O. 05~

0.1 msec の矩形波で双極刺激を行なった. 誘導は双極

誘導とした.前腔背筋からの誘発筋電位を記録し，刺激
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a.神経切断fftH立を示す(矢loIJ). b.浅脱骨神経(左矢印)と深排骨事|経〔右側矢印〉の分岐

部を示す

図 1. 家兎の総JY~骨神経(右脚).

Funicular repair 

川
一
ヴ

A :;:;iJJJ白;;;:;;;;

Iii;;1hlt;11jiμ'" 
，LI +、'

B 川i叶， .. 什川川川I川川山iけ山"川1川山…lい山……1け山川"..[打川"，1l 十 iし"川i什山"川，川川，川川lド川山"山山"川…"山…!ハ川i川e山Jμ ， 

l 十 )'11""
、C:.:.. "J，，，，，，，， 
111山川

Transection of the nerve with markers 

Opening the epineurium 
and internal neurolysis 

4岳ーーー ー--+

c J 2JJJJ;;Ajj: 
Resection of the epineurium 

and internal neurolysis 
‘トーー

図 2.尖験方法

右側は各処置詳のシェーマで，B1洋およびC群の処置は縫合部の末梢慣11で行なわれた

2点聞の距離とそれぞれの桝|貯の設から運動神経伝務述 結 果

j支を計算した iiiiJllE'Fl・筋からの誘発筋電位の出現時期は，各群の間で

なお対!1í:\として ， 手術処抗を行なっていない成立~~\家兎 たは認められず，縫合後約 4週経過した時点で‘あった.

(体主 2.5~3 kg) 6羽 を用い総別骨神経の運動神経伝 このIl、?期では insertionalacti vi tyは増大し，at rcst で

務速度をdllJ定した は spontaneollspotentialも認めた.誘発活動電{立は多
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図 3.Conduction velocity of the peroneal nerve. 

相性で lowvoltageを旦し，伝導速度は遅延していた.

これらの阿復パターンも名群ともほ工同様の変化を示し

ていた.

神経縫合後 8迎経過した時点では，各訴とも lI1sertJO-

nal activityはごく短IL'j川となり spontaneouspotential 

もほとんど消失し， 誘発活動屯位のパターンは対照若干

と比較して著しい差異を認めない程度に阿復していた

(図 4). 

表 1は神経縫合後 8週経過した時点で測定した各群の

運動神経伝導速度の値をまとめたものである.各処置1洋

間で分散分析行なうと A，B，Cの処置の問には危険率

5%で有意の差は認めなかった.

考察

最近の microsurgery の発達とともに，干111経:内事11経長IJ

離術は連続性のある末柏村経防許で神経束問の減浪の強

い場合に行なわれるようになってきたわ. さらに以前よ

り神経縫合のさいに mobilizationの手段として，分岐

を神経幹から分離することが行なわれてきため. しかし

このような神経内剥離操作が再生神経に及ぼす影轡につ

いて調べた報f11は少ない

一方我々の実験は，切断された神経線維が，神経縫合

時に末相'i断端以下に加えられた神経内神経剥離操作によ

って，その再生ーがどの程度影響を受けるかを調べる目的

で行なわれた この目的のため以下の点、を考慮、して実験

を行なった 1 )突験部位として総緋骨神経の浅および

深俳'II"ftJ1経の分岐部から中枢側 3cm のレベノレを選んだ

こと叫 すなわちこの範囲の神経幹内のや11経束はほとん

ど分岐そのものから構成されており，縫合H寺にできるだ

L : 4.0cm 
T: 2.2 ms 

L: 6.3cl11 

T: 2.5ms 

MCV : 76.7m/s. 

図 4.M.C.V. of the common peroneal N.(8 weeks 

after nerve su tu陀)

表 1.Motor n目 vecondllction velocities(mjsec). 

GrouD I NlI川lIm
roup I Rミabbi凶】此t臼s I 

Control 

A group 

B group 

C grOllp 

Range of Average 
MCV I(+，一， S.D.) 

60.0-126.0 1 79.9土25.5

28.6-100.0 1 66.6土29.0

30.0- 66.7 1 48.4土13.4

26.7-60.0 I 47. 1土15.9

け正確に対応する神経束同志を合わせるよう工夫し，再

生神経線維の misdirection が術後評lilliに影響すること

をできるだけ避けたこと 2)機能的な神経再生の評価

を行なうため，運動神経伝導速度を測定したことなどで

ある.

神経内神経剣雌に伴う問題点として， intranellral ple-

xusの損傷，および神経内栄養Ifll管の損傷の結果生す.る

新たな搬痕の形成などが挙げられているめ. 我々の結果

ではA群すなわち神経束縫介のみを行なった群と B群

すなわち神経内村経剣再Ifを加えた群とのあいだには神経

再生に差を認めなかった.

和11経縫合にさいしてネtJl経上肢を切除することに関して

は立凡が分れるところである Berger ら町によれば，

神経 1-.膜が縫合部への結合織の佼入の原因となるという

理由から，これを切除すべきであると述べている.一方

Sllnderland7) は神経上膜の神経栄養血管を重視し こ
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れを切除すべきでないと述べている JJ(;々 の結果では，

C ~伴すなわち神経上膜切除群も ， Al作 とはîljl終.II}~トーにた

を認めなかった.

我々の実験結果はあくまで家兎についての神経干f}:I'.の

評価であり， そのま L臨床例にあてはまるものではな

い.今後臨床例についても検討を加えていきたいと考え

ている.

最古 号E
aロ

我々の史験結果からは，神経縫合時に末村i断端以下に

加えた神経I}吋Ijl総長IJ離操作および神経上膜切除が，再牛

神経の1"1彼j交に影響を及ぼしたとは考えられなかった
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神経縫合術後の機能回復に関する数学的アプローチ

Mathematical consideration on the functional recovery after nerve suture 

有田清三郎

広瀬

仮谷太一

保橋本

松田英雄

務本

い と ぐ ち

神経縫作術の最終日標は神経再生による機能の完全な

復元である. しかしながら，縫合術後の機能同復はもっ

とも成績のよい場合でも 70~80% であるといわれてい

る この原閃は，手術手技上の限界，神経東内における

知覚，Ja動機能をもっ神経線維の混在および各種機能の

!l~. る神経:問の識別の不確実性などに起閃すると考えられ

る.機能同復のメカニスムは::1ミ休i'I身がもっている再生

能力と代償1'1・}日に加えて，縫介m~には確エド的なメカニス

ムが(動き， より彼雑なものになっていると思われるー

木和では， lJL突を単純化し ~験対i:W:と比較しなが

ら， 混介神経縫合術後の機能向復を lí'fri本論(I'~なμ地から

演縛する.

機能回復の確率

縫合術後の機能同復を論ずるには機能そのものについ

Key words: functIonal recovcry， rcgcncrating axon， 
mathematical approach 

* S. Arita (筑師)， T. Kariya (教授):川崎医科大学数学教室
(Dcpl. of Math.， Kawasaki Medical School， Okayama); 

H. Malsuda (部長)， E. Hirose (科長)， T. Hashimoto 

(医長):呉共済荻院整形外科 ((/jjj;737呉市西中央 2-3-28)

ての1"1彼の:1;1]介 (1"1復率〉を問題にしなければならな

い.他方，思考y験として，理想的な単一機能をもった

再生線維を考えるならば末梢側の再生 axon数， 再生

axon径の大きさ，再処 axon の占める総面積，それに

「ドう末相川IJの Schwanntube (S-tube)の再支配の割合

などが川復不に影仰を与える指僚とみなされるり

縫合術後，縫令部rl'~択nllJでは多数の sprout が出芽さ

れ，縫令部を経て末布切!IJへ到達する 再生 axonの通過

する径路は，縫合術式や結合織の形成などによって，ラ

ンダムな要因を合んでいるので再生 axonの末梢側への

到達には成功や失敗が生ずる.また，動物実験では再生

線維数の増加も確認されている2，3)

機能回復の問題を再生 aXQn数と S-tubeT'}支配の閃

係から把え数学的見地から考察する一手段として，次の

3つの問題を考えてみた.

〔問題 1J fJ4. axonは， 縫合部末梢似1]でどんなちら

ばり方をしているか.

WI]:遜 2J縫介席末梢側の S-tube に， いかなる再生

axonが進入するか.

[問題 3J符ノ|二 axon 数がわかったとき，同一機能を

もった再生 axQnによる末梢側 S-tubeの再支配の割合
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表 1.機能回復の確率〔単一機能の場合).

W 't't 

0.30 /闘¥

/
、

再生axon数

図 1 再生 axon数の分布.

1.0 
M:S 

一一一Ex.1(3:1)
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1 S-tube勺たり の lリ-!")Ij ~' I '. axon数

図 2 運動 (M)と知覚 (S)の混合比と機能回復

の関係

はし、くらか

この問題を解くにあたって，次のような記号を導入す

る. -1キ S-tube に 1，2，・ーi，...nの番号を附加し 1't 

S-tubeの再生 axon数を11阪に f" r2，…， fj，...r n とす

る また再生 axon の総数を r，すなわち r=r1+r2+

…+r"とする 換言すると nコの ふtubeと rコの再

生 axonがあったとする.

まず問題 1，2について考えてみる

問題 1):再生 axon数の分布は， 再生 4週の電顕写

真で検すると r/nをパラメータにもつポアソン分布で

ほ 2近似できる(i):<11) これは Irコの再生 axQn が

nコの ふtubeにランダムに分配されている」と言い換

えることができる.また r/nは 1S-lube当りの平均再

生 axon数を意味する.

問題 2):再生 axonが末梢側 S-tubeに進入すると

実験

縫合術後 4週(マウス〕

有髄線維数 1 1 S-tube 
一一一一一-，一一 |当りの平 |機能回復

|末柏 |均 再 生 |の確率
中枢 I(" ~I~ ，，~';，~， I :?~....~ ~ |(縫合術後)1axon 数

No. 1 I 3，324 
No. 2 1 3，779 

No. 3 I 1，139 
1. 48 

1. 26 

1. 27 

77% 

72% 
72% 

4，919 
4， 750 

1，449 

|叫 |;Z12iT諮問F1
Ex. 11 ~:;; | ::: 1 :; 1 7 | 3:1 
ぃ問;;:|::|::;|:;[2:l

べlzlE::;|司 1: 1 

き， 1) i番nのふtubeが 1番11の再生 axon のみを

取り込み，他の干厚生 axonを取り込まない場合と， ll) i 

番IJの再生 axon に限らずいずれかの再生 axon を必

ず取り込む場合の二通りが考えられる.

次に問題 3については再生 axonによる S-tube再支

配の割合に新目して機能回復の確皐を「損傷自ijと同一機

能の刊生 axonを 1木以上含む S-tubeの割合」と定義

する.この定義に基づいて問題 2のりにする機能回復

の確ネを P，ll)のそれを P'とすると次のようになる・

1 )単一機能をもった 1神経束の場介

P =l-exp( -kpx (r/n)) ( 1 ) 

P'=1-exp( -kx (r/n)) (2) 
た工し 1)の場合で pは1-1-1枢側 での i番日の再生

axonが末約側での i番 11の S-tubeに合絡される成功

の確&!である kはずれなどを表すパラメータである

ll)では再生 axonはいす.れかの S-tubeにはいるため

p=lの場合である.

2) 2種の機能をもった 1混合神経束の場合 異る機

能をもった 1混合神経線維群 (M，S)を考える M と

Sが一様に混在し M とSの nl::Z， n2コの axonが縫

合術後，それぞれ ft ::Z， r2コの蒋生 axon となったと

き，問題 2のEの話、味における M，Sの機能回復の確率
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表 3.Schwann tubeと再生 axon.

(. :再支配 x:死滅〉

1 A 1 B 1 c 1 

• x I・x x 1・・・|・x x |・x x 1・x x 

~ I 二/3 1/3 I 3/3 と竺 1 1/3 _1_ 1/3 

・・・|・・・|・・・|・・・|・x x 1・x x 1・x x 

3/3 3/3 3/3 3/3 1/3 1/3 1/3 

3/3 I 3β I 3/3 I 4/3 I 1バ I 1/3 I 1/3 

中 枢

告
宵末

P 

P' 

平均再生 | 
axon 数 l

PM， Psはそれぞれ

PM=l-exp(一行/n)

Ps=l-exp(ー rdn)

(3 ) 

(4 ) 

たピし k=l，n=n，+n2である

また M とSの混合割合を w" W2 (w，十w2=1)と

すると rJ/n=r2/n=r/nニえのとき

PM=l-exp( -w，l.) (5) 

Ps=l-exp( -w2l.) (6) 

となる. PM， Psと混合比の関係を図 2で示す. 問題

1， 2， 3を解くための詳細な統引的処:BjJ.と確ネ論的解析

は別に発表の予定である

実験結果における機能回復の確率

1)マウスの坐'白神経を切断縫合し 4週経過後の再

生有髄線維数を検した.たピし坐'IJ1神経の有髄神経は'li

一機能をもっ神経済とみなした この実験結果の機能向

復の確率を表 1で示す.

2) 2種の混合神経の再生については数値例を仮想

し，機能回復の確率を表 2で示す.

考察

1 )問題 1で再生 axonrがランダムに分配されてい

るとしたが， fiの分布をポアソン以外の違った分布を

与えると確率 Pは呉ってくる.たとえば， S-tube への

再生 axon数 riがすべて等しく ，fi=r/nで分配されて

いるときは plI=1-(l-p)rノnとなる. pが大きい場

合，plI はきわめて向く 100%近くなり ， ポアソン分布

の場合に比して機能回復の割合は日くなる.このように

E G F 

数学的観点からみた機能戸l復の確率は:PJ牛 axonの分布

の型によってた右される. しかし再生 axon数の分布は

ほ工ポアソン分布で‘近似て、きる. したがって (1)，(2) 

式の P，P'は妥当であろう

臨床J-.の現象を加味すれば， P'のほうがより実際的な

機能回復の確率に近いと!心われる.P'において再生 axon

を 1コ以上合んでいる S-tubeを同一レベノレの機能回復

を司るものとみなしたが，表 3で p，=l..の ABCD，P'= 

まの EFG ではそれぞれ央一る評価を忌えるべきであ

ろう

2) ilt¥介神経の場合，表 2の数値例を M と Sとを区

別せず[I;J一機能の神経線維群とみなせばその確率は78%

となる ところが表 2の混合神経で，混合比 M:S=3: 

1 では P~， = 67%， Ps=31% と機能回復の確率はそれに

比して低下する.ことに混合割合の低い神経線維群のそ

れは， 手~ー明に減少する. このことは臨床上の機能向復を

解釈する場合有用であろう.

まとめ

以 L，神経縫合術後の機能阿復の問題について数学的

観点から論じたところ，臨床 tの現象を説明する一つの

手がかりを得る ことができた 今後さらにこの問題に実

験的検索を加え，機能回復の理論を発展させてゆきたい.

文献
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Karnovsky染色によるヒト正中神経の運動線維の分布の検討

Investigation on distribution of the motor fibers in the human 

median nerve by histochemical technique of Karnovsky. 

隅 m ~閏 恩 問 長明

第 21回， 日本手の外科学会総会において，著者の 1

人恩回は 16{t!，.拡大下における実験的 epineuralsuture 

と epineuro-perineuralsutureの間の成績に有昔、の差の

ないことを発表した.理論上，いわゆる funicularsuture 

が効果的であるためには，いずれの神経のいずれのレベ

ノレにおいても，主な uniculusの性質，すなわちそれが

運動線新iまたは知覚線維のいずれを主体とするかを識別

できることが必要条件となる.その方法としては，解剖学

的，電気生理学的方法の他に組織学的方法があり ，1973 

年 Gruber らは acetylcholinesterase活性の差による

Karnovsky 染色法を発表した 前二者の方法の臨体的

。。
100 

Ventral root 

50 

Dorsal root 

5 6 7 hrs 

図 1.Percentage of stained fibers in ventral 

and dorsal spinal roots of the rat. 

Key words: 1Zarnovsky's stain， intra neural topography， 
median nerve 

* ]. Sumida， N. Onda， T. Yoshizu， T. Tajima (教綬):新

潟大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Niigata Uni-

versity School of恥1edicine，Niigata). 

吉津孝 衛 同 島達 也ホ

応用には非常に制約があるので， 著者らは Karnovsky

染色法の臨床的応用の可能性を検討するため，その第 1

段階として，以下の実験を行なった

実験 1，まず予備実験として， rat脊髄の前根と後根

に施した Karnovsky法による染色率とそれに及ぼす条

件を検討した rat5匹を用い，その第 5腰髄前根，後

恨各 5本を実体顕微鋭下にとり出し，pH 7.410% 

buffered formalin で 1時間半固定， Holtsの gum

sucroseで4時間洗浄， 20% gelatin 包埋，厚さ 24μ

の cryostat切片を作製した. 次に acetylcholinesterase

を特異的に確認するために Eserin により esterase全

般を除外し，さらに isoOMPAを用いて non-specific

表 1.Comparison between Gruber's vs. our 

methods 

Fixation 

Gr批 内 Ours 

l6Mtahrm 110% buい
aldehyde I formalin 

iOIM cad y叶………buffer I ~ u...ou日山

|Gelatin I Gela出

|Cryostat I Cryostat 

|4
0
C 20~26 hrs I 37

0
C 4 hrs 

Ventral root 
82~ 3% I V. root風 物

Dorsal root 
8.9% I D. root 10.5% 

Rinse 

Embedding 

Section 

Incubation 

Percentall:e of 
stained fibers 
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a. b. 

1979年 11月

cholinesteraseを除外した.前根， 後根

の染色率の差が最大となる時間を求める

ため，30分， 1時間以降 1時間ごとに 7

時間まで， 370Cに加温した Karnovsky

染色液で incubate し，全有髄神経の染

色率を各時間において 5本す.つ計測し図

1の結果を得た.すなわち 30分 1，2， 

3， 4， 5， 6， 7時間のうち 4時間]のもの

が前根 86.5%，後根 10.5% と前根， 後

線開における染色率で差が最大となる こ

とを確認した(図 1，2) これにより我

々の方法は， Gruberらの originalの方

法に 比べると同率の染色率を保ちなが

ら，染色操作に要するl時間を 1/3以下に

短縮でき，本法の臨床的応用の可能性に

一歩近づいたと考えられる(表 1). 

実験2，ヒト手関節部における正中村l

図 2.370
C 4時間染色を行なったラット前板(a)，後根(b). 経の運動線維配列の検討

VoJar 

M 十UJn

DorsaJ 

Mo(or predominant 

ρ1川M叫

@I川守叩山I陀e伎吋帥dω伽10叩ml川n悶 叩1国an川t 

aJ 円II川l

8例のヒト正中神経を死後平均 3時間

以内に取り出し， 実験 1とまったく同じ染色法を施した

が，最初の 5例は主として未熟な技術のためよい染色が

得られず，最後の 3例に比較的良好な染色が得られた.

ちなみに Gruberらは死後3時間以内 に採取した標本

でないと良好な染色が得られないと述べている.もう一

つの重要な要素として，神経離断後どの程度の時IHJが経

過しても，その遠位片に本染色が可能であるかについて

ratの坐'白神経を用いて検討した.その結果， 神経離断

後 3日までは， 正常利l経の約 70%の染色率を有するが

5日目になると約 30%に低下， 軸索自体にも膨化， 変

性が強く運動線維と知覚線維の識別は困難であった 今

図 3.Distribution of motor predominant fllnicuJi of human median nerve at wrist level 
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回の実験は症例数も少なく，今後さらに検討する必要が

1429 

ある.比較的染色社のよかった 3例のヒト正中神経の標

本について検討すると，運動線維優位の funicu1usは焼

掌側に存イ正し 3例'-1'2例は 1本 の funicu1us，他の l

例は 2木の [uniculusが強く反応した(図 3). 他 の

funiculusのうち数個に染色された線維の小集団がみら

れたが， これは虫様筋を支配する運動神経線維であろう

と推定した この結果を Sunderland， 同村の IIItra-

neural topographyと比較してみると Sunderland で

は僚側の 1本の funiculusが，田村では挽掌側の 2本の

funiculusp が主として運動線維として示されている

我々の実験結果も大まかな方向性では，これらと一致す

るが個々の funicu1usのより正確な位置関係については

一致しない (凶 4) したがって， この結果をJI]l、て他

の個体に対し [unicular sutureをするには問題がある

と考える

考察とまとめ

Microsurgery の普及に伴って神経修復については，

いわゆる [unicularsutureを実施することによって従来

よりはるかにすぐれた成績が得られる期待が持たれる

しかし，有者の 1人恩IIIが昨年の本学会にも発表したと

おり ， 実際は顕微鏡 Fで [uniculusの alignment さえ

整えれば，いわゆる funicularsutureでも epineural

sutureでも， 結果に差がないことが判明した. 現H寺点

では，現在用いられている解剖学的，電気生理学的方法

の限界を越えて [uniculusの各レベノレの性質を同定でき

る方法が開発されない限り， [unicular sutureの効果を

十分発揮することはできない Karnovsky染色法は運

動線維と知覚線維を定性的に区別するものでなく，

acetylcholinesterase 含有の量的差を利用するものにす

ぎないが染色条件を適当にすれば 85% 以 |ニに両者を判

定できることが文献的にも，我々の実験からも確認され

Dot : Motor fiber 

Sunderland ( 1945) 

Tamura (1969) 

Sumida(1979) 

Volar 

Radial-トw

Dorsal 

図 4.Distribution o[ motor predominant 

funiculi of human median nerve at wrist 

level in Sunderland ('45) and Tamura 

('69). 

た なお著者らは，Gruberらの originalな方法に劣ら

ない染色を原訟の 1/3以下のH寺問で達成できたがこれを

臨床例に応用するにはさらに1時間の短縮を要する.それ

が可能になってこそ [unicularsutureが飛躍的な好成綴

をあげうるであろう.
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指!百筋)腿損傷の癒着に関する研究

第 7報 No lI1an's landにおける遊離移植腿の癒着の検討一一

Sludies on the adhesion of the digital flcxor tendon 

Part 7・ Histologicaland micro angiographical studies on the 

adhesion of grafted tendon in no man's land 

松 本侃 -

j長野利彦

石井清 一

村松郁 夫

薄 井 正 道

福田公孝本

緒員

No man's land での腿損傷に遊間』血t移倣術をわなっ

た場合， -s_発生した癒着は腿の前動NlJfJとともに解離

し，ì'lt動性は増大する.その場合，移~((肱ß};!;j辺に形成さ

れる級浜組織が favorablcであるか， unfavorableであ

るかによって解離の程度は異ってくるり. したがって，

移植腿に良好な滑動性を獲得させるためには，いかにし

て favorableな癒着を形成させるかが一つの課題とな

る. :l，'Jiーらは，移舶腿の置かれる}，';j凶組織が，総おにい

かなる影響を及ぼすかを，ニワトリを用いて検宗してき

;:注孟豆⑧

込五 骨
;;弘二与二面

図 1.遊離提移tu'i術式

Key words: adhesion， flexor tendon 

ホ K.Matsumoto， S. Ishii (教授・保健センター)， M. Usui 

(講師)， T. Ogino， 1. Muramatsu， K. Fukuda:北海道大
学整形外科 (Deptof Orthop. Surg.， School of Medicine， 
Hokl叩 doUniversity， Sapporo). 

た.遊雌闘!を股靴上の皮下組織内，温存した阪HM~，そ

れに)蛤mを切除した条例二下に移柏した場合に，移植腿の

情動性は， 上記の突験君干の順に減少することを報告し

たわ 今回はさらに実験数を増やして，各実験群におけ

る癒着の性状を組織学的および微小血管造影像から検索

した.次いで，移紅i鍵と皮下組織，際翰および宵床との

癒着盆を分析することによって，最大の丹市b性が期待で

きる周凶組織の条件に考察を加えた.

実験材料および方法

1.実験材料および手術方法

幼若雌tl色レグホン 100羽を用いた.第 3足指の PIP

関節の直上で FDP を切断し， その 3~4 日目に同側第

4足指の FDPを遊離移植する方法2)はすでに報告して

いるので省略する.このさい，移組腿が置かれ周囲組織

の違いによって，尖験併を鍵鞘上，腿納温存，腿靴切除

の 3:(洋に分けた(図 1). 

2.観察方法

術後 B週目の各尖験群について， 1，移他腿と周囲組

織の|制限的，組織学的観察，2，微小血管造影像の観察，

3，腿mfmJ;ttのðlII~じを行なった. 微小血管造影像は，

Chaplin3l，伊藤ベ西原町らの方法に準じて，硫酸パリ

ウムによる濃流ののち，脱灰して，テト ラリンによる透

徹標本で観察した.また，腿滑動性の測定には，手術祉

を基節官・~fjilで切断し， 切断部から引き山しうる FDP

の距縦を滑車b距離とした 同仮IJの第 2足指についても同

様の方法で情動距離を測定し，手術E止との比を求めて腿

滑動性とした.

結果

1.腿滑動性

各実験計とも 30肢tについて滑動性を求めた. 肢t開上

君fでは 56土10% ともっとも良好な滑動性を示した. 腿
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鞠温存群は 47土20%であったが， 腿平自を全切除した場

合は 35土20%ともっとも劣っていた.

監~綿上1洋のf行動性の{直は， 実験動物問のばらつきが少

ないのが特徴であった， 滑動性は 75%~39% の範囲に

分布しているが. 50%以上のものが. 30腿'1'22腿であ

ったのに対し.30%以下のものは認められなかった.一

方，腿翰温存l洋と切除群においては，最大の滑動性を示

すものは，それぞれ 77%と76%であり，腿翰上群より

むしろ勝っていた.しかし，両実験計ーには，滑動性のま

ったく認、められないものもあり，測定値のばらつきは著

明であった(図 2).そこで，滑動性が 50%以上のもの

と. 30%以下のものを際数で比較してみた. 肢~靴!日存

群の 50%以上の鍵数は 17鍵. 30%以下は 7腿であっ

た 腿!鞠切除群では. 50%以上を示すものは 4腿に減少

し. 30%以 Fのものは 10腿に増加していた.

2.移植鍵と周囲組織の組織像と微小血管造影像

腿鞠上i洋では，移植阪~の全周にわたって，皮下組織と

の間に広範な癒着が認められた. しかし，その組織成分

は looseな線維性のものであり，移植腿の表面から無数

の線維束として垂直にのびて， 皮下組織に移行してい

た.腿翰温存群の移随腿と健鞘内壁とのあいだには，き

わめて looseで， しかも繊細な線維性組織が1愈走?を形成

していた.一方， 'iT床からは. denseな搬浜組織が移植

鍵とのあいだを交通していた. 特に lInfavorableな

scarが形成される箇所は. DIPと PIPの vincllla付

着部に限局しており，その他の部分では，腿鮒とのあい

だにみられたものと同様の繊細な線維組織がみられるに

過ぎなかった DIP と PIPの vinclIla付着部から移

植鍵に迷している癒着は，紐状にのびているために，あ

る程度の腿の滑動性をゆるしているが，紐状の組織構造

が短く， しかも線維成分が密な場合には.r骨動性は蒋し

く障害されていた.腿鞘切除群においては，移j~在阪~の掌

~!I)には皮下組織，背側には骨床が存伝する.移植!院と皮

下組織，あるいは骨床との癒着の状態は，腿納上lli".あ

るいは腿IfiI4温存群でみられた所見ときわめて類似してお

り，実験群が異つでも，移植脆?と各組織との癒着の状況

は根本的には同じであることを確認した.

微小JUl管造影像では，健鞠上群の移植腿に対して，そ

の全周にわたって，皮下組織からの細血管が蛇行しなが

ら腿内に侵入していた.鍵鞘温存群では，腿側内壁と移

植腿表面を交通している血管はさらに紺iいものであり，

その数もわずかであった.また，骨床から移植腿に紐状

にのびた搬痕組織の中には，比較的豊富な細血管が来状

に認められ，艇の栄養をつかさどっていることが推祭さ
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図 2 腿周囲組織が移植艇の滑動性に与える影響

れた

考察

移植鍵の置かれる環境が，艇の滑動性に影響を与えて

いることは事実である こLで，著者らの設定した各実

験群における移植民?と周囲組織との関係をさらに分析し

てみると，腿!~tj!j上群では，移植縫の掌仰!と背官11) に直接，

接触しているのは皮下組織であるが，腿鞘温存群では，

鍵の掌側には靭帯性腿紛が，また背側には骨床が存在す

る.臆鞘切除群の移植腿の背側には骨床が存在するが，

掌側にあるのは皮下組織である.

一方，組織学的検索では，皮下組織，腿I粉，それに什

床と移値阪~の癒才?の状況は，各突験群とも根本的には同

じである この事実を前提とすると，今回得られた各実

験群の舵滑動性から，腿と各組織成分との癒着量を数値

として表して比較することも可能となる.つまり腿繍上

群においては， 滑動性は 56%であるが， 正常を 100%

と仮定すると， 移植鍵周辺の全癒着量は 44%となる

この場合，移植腿は皮下組織内に置かれているので，

掌， 背側いずれかの皮下組織との癒着量は 22%と一応

考えてみる. 一方， 腿!l(if]切除群の滑動性は 35%である

ので， 腿周辺の全癒着量は 65% となる. 移植艇の掌側

には皮下組織，背似1)には骨床が存在するので，全癒~'ljj立

から皮下との癒着量 22%を差ヲ|し、た 43%が骨床との癒
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図 3，各実験群における腿滑動性と皮下組織.出~附，骨床との

出邸内部分切除

腿!??ア>、起ζ話Z二>qzMt
-1H:21ο。

癒着量.

新JAとなる.同様の考えに基づいて，出:n鞘温存併の計?草i)

1"lから， J腿'YiPIとの癒着量は 10% とri/L¥される. 手~Zー ら

は，今回の尖験において，鍵革fj部分切除群というが「たな

実験群を設定した 鍵鞘温存，/l'('の血~靴切除範囲を鉱大し

ていくことによって，その滑動性は漸次低卜して単HfJ切
除群に近づくことも確認している.このことは上に示 し

た移植鍵と皮下組織，腿鞘J 1寺川〈などの各組織成分との

1/\1 の癒着盆の~il，~化の数値が一応妥当であることを示唆

している (図3) 

以上の実験結果からみる限り， Ei!納を温存して遊離腿

移舶をすると，腿の計?動性は最大となることが期利でき

る.しかし血NfJIM存併の腿滑動性はばらつきの純凶が

1979年 11月

大きく ， 平均値では腿翰上移植llfに及ばな

い その鹿山は，骨床と移植腿の問に形成さ

れる披痕組織の多様性に求められる.癒着が

比較的細い紐状の組織構造であると，良好な

滑動性を保っているが 11寺に unfavorable

scarが形成されると，滑動性はまったく消失

する このよう に，骨床から発生する癒着の

性状が多様性であることを考えると，癒着好

発部位である DIPと PIPのvincula 附着

部のみを腿符jでお Lい，移植腿を)J<:下組織内

に置くことによって， 骨床からの denseな

癒着の発生を防止できなし、かとの考えが浮か

んでくる. 著者らはこれまでに， 移植腿を

ほ工全長にわたって監Hfl上の皮下組織内に置

いた場合の臨床例の結果を報令している2)

動物実験で期待されたように，比較的安定し

，，' 
ilJ 

た良好な結果を得ることに成功している.宇-J'

床との癒着発生部位のみを腿鞘上として，その他の部分

は温存血~'PrJ内に移他することによって ， さらに良好な腿

m動性を得ること ができるか否かは， 今後の臨床結果に

待たなければならない
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指屈筋腿損傷の修復と滑走に関する実験的研究

一一第 8報 一次縫合の時間的限界について一 一

An experimental study on repair and restoration of 

gliding function of the flexor after injury 

Part 8: A determinant of the time limit of early primary suture 

市 川慎介 平松正光 伊藤恵康

内西兼一郎 中西忠行*

最近我々は条件の許す観凶て、早期一次縫合を行なって

いるが， これにはおのずからH寺間的限界がある. この時

間的限界は，従来漠然と myostaticcontracture と表現

されてきた. しかしこの問題を詳細に吟味すると，腿の

短縮，健端の位置および変化， paratenonの肥厚，筋自

体の伸展性の変化などに分けられる.前|口l我々は，族rの
短縮，腿端の位置および変化について発表したが，今回

は 1)腿損傷状態による短縮度の違い 2)paratenon 

の肥厚に伴う腿滑走性の変化，3)筋伸展性の時間的変

化につき，幼若ブロイラ-320羽を用い検討する.

実験 1.艇の短縮および鍵損傷状態による短縮度の

違い

前回投々は，第 3駈深指屈筋腿を末節腿停止部および

筋腿移行部で切断後，鍵の短縮にさいし anchor とな

るであろう vincula の影響を徐外する目的で鍵端を分

岐部まで引き抜き，再び健鞘内へ還納し，経時的にその

短縮を計測lした. これを type1とする.各週ごとの短

縮の平均値を百分率をもって表し， これを短縮度とす

る.短縮度は 1週で 6%と著明に増加し，その後も漸次

地加を続け 5週で 17%となる. 6週以降は増加せトず，

iま工一定化する傾向を示す.

今回は引き続き以下の実験を行なった 第aJ:々尖お

よび深指屈筋鍵分岐部に，弓状皮切を加える.末節腿停

止部で艇を切断し，断端より 1cm中栃および， !腿分岐

Key words: Aexor tendon， myostatic contracture， shor-
tening of tendon 

* S. Ichikawa， M. Hiramatsu， Y. Itoh， K. Uchinishi (講

師):慶応義塾大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， 
School of Medicine， Keio-Gijuku University， Tokyo); 
T. Nakanishi (医長〕 佐野厚生年金病院整形外科 (~327 栃

木県佐野市堀米町 155)

部の 2ヵ所にふOナイロン糸を用いてマークをつけ，ノ

ギスで計測する vinculaを残すため皮!向上からの計測

となり， 二Hiri実験で、求めた補正値 1.03との積を実長と

する. これを typeII とし， 切断|時の腿長との比をも

って全例プロットすると 1週より 3週までは，ほ工ま

とまった値を示すが 5週以降は vinculaが anchorと

なり，元の総長を維持している群と， 3週以前に起こっ

た急激な過伸展， あるいは筋収縮のため退縮し，その位

置で短縮を示す群の 2つに分かれる〔図 1) 臨床的に

は，受傷後急激な損傷!腿の引き込みは考えられず，短縮

を示さない群がより多いものと思われる.

Type IIIは，第 4足指浅指屈筋鍵を， 第 1足指基部

および足関節の 2ヵ所にて展開， type IIと同様 6-0ナ

イロン糸にてマークをつけ， ノギスにて計測l後，両端を

切断する 術後 8週まで逐週的に切断後の腿の短縮を計

測する Type III は~IJ艇端とも切断したが， mesotenon 

よりの血行を受け，かつ筋収縮，あるいは関節運動によ

る張力の影響を受けない 全例プロットすると， type 

1， IIに比べ，初期より全体的なパラツキが目立ち， 短

縮も著名である(図 1) 

Type 1， II， IIIの短縮度を比べてみると， 張力の影

響の少ない typeIII はもっとも大きな短縮を示し，

vincula， mesotenonが anchor となり得る typeII は

もっとも短縮が少ない〔図 2). 

Type IIのごとく， anchor となり得る要素が多く，

栄養状態が良好な症例では一次縫合可能な時間的限界が

長いと思われる.

実験2.paratenonのJJ巴厚による衰滑走性の変化.

Paratenonの肥厚による腿滑走の制限の度合を para-

tenonにする拘着率とし，引き抜きに要する lcm当た

りの張力の健側との比をパーセントにて表す.第 4足指
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で390% となり 3週から 4週にかけ急激な立ち上がり

をみせ， その後あまり変化しない(図 3). 肉眼的にみ

ると 4迎以降 paratenon の肥厚混濁は著明となり，

伸展1''1:も低下してくる.組織学的にみると，初期には1ftl

管束周囲に collagen 日berの増加がみられる.その後

areolar tissLlC全体に fibroustissueの増殖を見拘着率

の増加を肯定する所見で‘ある(図 4). 

実験3.筋仲良性の変化.

いわゆる myostatlc contracture のうち primary

sutureのさい， 特に問題となる筋伸展性について調べ

てみる.筋の fll l~に伴う腿!の位置を斉藤にならい次のよ

うに想定する.

1) Resting position in situ (R.P.) 

筋が特別の運動をしていない時，その筋と拾抗筋，協

図 3.Paratenonによる拘着率

3週から 4週にかけ，急激な矯加を示す
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W 

図 2.健短縮度.

Vincula， Inesotenonが anchorとなり得る typeII 

は，もっとも短縮が少ない.

浅帰属筋腿を停止部および筋腿移行部にて切断し，術後

8週まで遂週的に引き抜きに要する張力を計測し

paratenonによる拘着率を計算する.同切断端に生じる

癒着は鋭的に長IJ隊し計測する 全例プロ γ トすると.3 

週まではゆるやかに上昇し，おのおのまとまった値を示

す. 1週で 120%. 2週で 185%. 3週で 200%. 4週
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図 4.

同筋の tonusによってきまる一定の肢位における鍵の

位置.

2) Tonus proper of the muscle (T.P.) 

鍵切断11寺その筋固有の tonus によって R.P. より短

縮するその時の腿の位置.

3) Maximal stretch in situ (M.S. in situ) 

その筋の関節運動と逆方向の他動関節運動によって，

筋力~ in situでもっとも伸展された時の腿の位置.

もっとも表層にあり，腿問結合がなく単一の紡錘状筋

腹を有する第 4足指浅指屈筋艇を用い，その停止部より

2 cm 中枢で切断する.経時的計狽11ft， 肢r端の癒着の影

響を除くため，筋腿移行部にて行なう. まず健官[lJにお

いて R.P から M.S.in situまでの移動距離 acmを

測定し，同筋を R.P.から acmを引き出すのに要する

張力 W kgを求める. 続いて実験~llJ筋腿移動部を W

kgで牽引し， 移動距離 bcmを求め， EX100で計算

し，筋仲良率とする.退縮した鍵端は，元の R.P.まで

。。
100 

50 

一「

筋伸展率=.!乙 Xl日日
a 

8 w 

図 5.切臆後の筋伸展率.

引きもどせないことが多く，退縮した位置を基準として

測定を行なう 切腿後の筋伸展性は 2週日 までわずかに

減少するが 3週以後はむしろ増加!の傾向を示す(図

5 ). このことは術後 2週目までに， 艇中枢端は比較的

遊離状態にあるが 3週以後癒着を生じ，漸時強固とな

り，退縦した長さのま与で関節運動に関与し機能して

いるためと考えられる 4週以後には，癒着した腿端を

切離すると， T.P まで退縮するものがみられるように

なる.これは返納した筋が，その長さで正常に近い tonus

を有しつ Lある所見て、ある 臨床的にも，受傷後，厳t中

枢端は程度の差こそあれ，近位に癒着するため，まった

くの遊離状態とはならず， ある程度の tonusを有した

まL徐々に癒若の程度を附していくと考えられ，受傷時

退縮した阪r端の位置が primarysutureのさい筋伸展性

を規定する主な要因であろう.

結語

1) Vinculaが intactな例では 引き抜かれたものに

比べ，艇の短縮度はほ r半分である.

2) Paratenonによる艇の拘着は 3週から 4週にか

け急激にWI力11する.その後 6過まで変化しない.

3) 筋のイ11 1肢率は切断後 1 ~2 週でわずかに減少する

が 3週以降徐々に回復の傾向を示す.

文献
1)初回征夫ほか :日整会誌 48:107， 1974 
2)内西兼一郎ほか ー整形外科 28: 1253， 1977 
3)伊藤恵康・日整会誌 50・51，1976. 
4)斉藤英彦 ・同上 46:19， 1972. 
5)山田 浩ほか・整形外科 19:1185， 1968. 
6) Field， P.L.: Aust. N.Z. J. Surg. 40: 298， 1971. 
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!腔縫合法の基礎的研究

一一縫合材料および腿縫合法の力学的性質について一一

Biomechanical analysis of suturing materials and suturing methods 

石突正文

佐藤哲雄

古屋光太郎

磯部館

長谷川 幹

荒井孝和

越 智 浩 一

中 村 正 徳

田辺研吉*

現:fE， )雌縫合後の同定期!日jおよび後療法については

種々の考え方があり，決った方法はないが， Kleinertら

の挺1I日する早期運動療法は広く受入れられている. しか

しそのさい，他動運動とはし、え，側!縫合目~~にブJが 1) 1 1わる

ことは避けられない.そこで我々は tensilestrenglhの

強い，またブJが加わった時に腿縫合1mに gapformation 

の少ない縫介材料および縫合法について研究するため，

引っ張り試験機を用いて力学的検討を加えた.

1.縫合材料の検討

方 法

シンコーの TCM-500型引張り;削除機および RC-

9001記録計を使)IJした.

Load 

Mersilene Nvlon 
/ 

/ 

//5ta1nje日 W げ

1，000g 
l'rolene ，

/

/

/

 

/
〆
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ノ

「

/

日

/

/
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/
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図 1.各縫合糸の荷重変位曲線

Key words: tcndon suture， suturing material， tensile 

strength 

* M. Ishizuki， Y. lsobe (助教授)，K. Ochi， T. Sato， M. 

Hasegawa， M. Nakamura， K. Furuya (教授):東京医科

歯科大学E整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， School of 
Medicine， Tokyo Medical & Dental University， Tokyo); 
T. Arai (医長)総研附属病院整形外科(⑤170東京都豊島

区上池袋 ト37-1);K. Tanabe:同愛記念病院整形外科(⑤

130東京都墨田区償網2-1-11)，

縫合材料は我々が日常よく使用する 5-0nylon， 5-0 

M シレン(braidedpolyester fiber) ， 5-0 Prolene (mo-

nofilament polypropylene)， 5-0 stainless wire， 5-0紛

糸を用いた 縫合糸を直接引張り試験機の chack に把

持させると縫合糸に損傷を与えるので，試料の両端は四

角柱の形をした小木片にスーパーセメダインで固定し，

試料の長さはおのおの 10cm となるようにして引張り

試験を行なった.

nylon， wire， Proleneはセメダイン内ですべりやすい

ため loopを作ってすべりにくいようにした. 試験中

セメダイン内で破断したものや，セメダイン内ですべり

を生じた材料は除外した.引張りスピードは毎分 10mm

としたが， 1001旦l繰り返し試験の時は毎分 30mmと

した

今1"1調べた内容は 1)各縫合材料の荷重一変位曲線の

性質と，結節を作ったl時と作らない時の tensilestrength 

について 次いで， 1，000g以上の tensilestrengthを

有する nylon，M-シレン stainlesswireについては

2) 1，000 g 術.ill:1I寺の縫合糸の伸び率， 3)荷重を 800

gまでかけ，そこで荷重をとり 0になったところで河荷

重したH寺の伐m変位量 (residualdeformation) の百分

率，4) 800 gの繰り返し荷重 100凶後の hysteresisloop 

の変化をみて，残)!J変位量の変化を調べた.

結 果

図 l は縦弱hにが~ÎlfI，検軸に変位量をとり，各縫合材料

の荷重一変位l副総の性質を示したものである.各縫合材

料の lensilestrength， 1，000 g荷重時の伸び率，残造変

化率，800 g， 100 l'll繰り返し荷重後の残退変化率は表 1

に示す通りである.

Tensile strengthが一番強いのは M シレン，次いで

nylon， stainless wireのJI闘で絹糸 proleneは 1，000g 

以下の強度しかなく， しかも proleneは荷重に対する
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Tensile strength 

No knot Knot 

5-0 Mersilene 1731土91g 838土80g

5-0 Nylon 1638土85 1095土 113

5-0 Stainless wire 1217土 6 1120土16

5-0 Silk 772土 15 632土15

5-0 Prolene 670土62 520土65

之zf
とぎ /./";'.d'-. 

Jどで三 一一iJ-L互ー

576 
土333g

図 2.

5-0 nylon，従来の三重結節では図左に示すようにすべり

易く，図右のような三重結節にしてはじめて結節部で切れ.

強度も 1，095gとなった.

伸びがかなり大きく，腿縫合材料としては不向きと考え

られる

各縫合糸に三重結節を作って tensilestrengthの変化

を調べると M-シレンの強度低下が一帯大きく， 強さ

の)1聞は stainless wire， nylon， M-シレンの11阪となる.

たど nylon については， 通常行なわれている三重結節

ではほとんどのものが結節部で糸がすべり抜けてしまい

平均強度 576土333gとなる 外科結節にさらにもう 一

度結節を加えて三m:結節にしてはじめてすべりま友けは起

こらなくなり， 1095土114gの強度を得ることができ

る. したがって nylon を用いて腿縫合する場合は結節

を作るl時注意する必要がある (図 2)

1，000 g荷量H判中び率はMーシレン 8.9%，nylon 24. 1 

%， stainless wire 13.9%で M シレンが一番少なく優

れている.残逃変化Eおおよび繰り返し荷重後の残造変化

;;f~ も 1 ， 000 g荷!f(1I与イ1j1び率と同じ傾向を示し，Mーシレ

ンが一番少ない(閃 3). 以上の 1，000g荷重時伸び率

および残造変化率は縫合部に力が加わった時の腿断端の

ひらき， すなわち gapformationに関与する大きな悶

子と考えられる

Deformatiop on 
load: 1，000 g 

8.9土0.2%

24.1土0.5

13.9土0.5

5 -0 mersi lene 

5-0 nylon 

5-0 stainless 
、，Vlre

Load 

Rcsidual 
deformation 

2. 7土0.3%

7.2土 1.1

6. 1土0.4

13.9% 
6.1% 
7.5% 

Residual defor・
mation after 

100umes re8p0 p 

titive load: 800g 

3.8土0.2%

9.4土0.6

7.5土0.6

24.loo 
7.2"0 
9.4% 

口 Deformationon 
Load: 1，000g 

z図21Re匂凶凶e白印削s剖飢仙I(

図 R凶凶~esid出悶削削ωs剖M州叫州I (川他仙ωidual仇山伽ωlual凶叫1凶凶a剖I deformation 
after 100-times repetitive 

Load : 800g 

Load 

1，000gr一一ー プ ーーー

Deiormation 

図 3.

~ 

Residual 
defonnation 

各縫合糸の 1，000gr.~臨時伸び率と残巡変位率および

800 g 100回繰返し荷重後の遺残変化率について示したもの

である

膿縫合法の力学的性質の検討

方法

成立p.\家兎の長副知!n力車~をJ日 L 、て Bunnell 法 Kessler

変法，double right angle変法について 5-0nylonを

用いて各縫合法の tensilestrength， 1，000 g荷重時の鍵

断端部の gapの大きさ，および 1，000g荷量時から負

荷をとり， hysteresis Ioopをか Lせ，残造変位量につい

て調べた Double right angle変法とは，本来の double
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BlInncll 

Kessler変法

DOllblc right 
angle変法

表 2

1;;L;ehI…l Tensile I ~~'~' "'，""'v" IResidllal ーコ 。load: I ength I ~"，，~'/..a;;，. Ider. s..， 11，00o g I 

2.6土0.2

right anglc i1、は 1本の糸が縫合部を斜めに走っている

ので力学的に有効でないため matress法を 2回直角方

向に行なって dOllbleright angleにしたものである.

Urbaniak')によれば biomechanicalな観点から各種

の縫合法は-:つのグノレープに分けられるとい う。同様の

観点から孜々も腿の端々縫合ffi¥において，腿断v;品を引き

寄せているブJをci縫合糸が鍵よりすべり落ちないための

holding power，②縫合材料そのものの強さ， の二つに

分類したわ Holding powerが縫介材料の強さよりも強

い場合は引張り試験を行なうと，縫介糸が切れるのに対

して holding power より縫合材料の強きが強い場合

には，縫合糸は切れることなく聡からすべり務ちること

となる. 前者の代表が Kessler法であり， 後才?の代表

が Verdan法(4 simple stitches)である

Holding powerを大きくするには Kesslcr3)，Mason-

Allen')らのような工夫があり， 縫合材料の強さをwiす

には，強い材料を使 うことのみならず，断端部を通過す

る糸の数を削やせばよいが， 腿断端部の micro-circllla司

tlonに防干与を与えないなどの制約があるため， 現在用

いられている縫合法において，断端部を通過する糸の数

は 2/1>・または 4木である 2本のものには BlInnell法，

Kessler r.tなどがあり 4本のものには dOllbleright 

angle法がある.

我々はこれらの縫合法の力学的性質を調べるため，引

張 り試験を行なった

結果

① tensile stren耳th については1<2に示すとおりで，

dOllble right angle変法， Bunnell， Kessler変法の順で

あり， ② 1，000g荷量時変位量と残位変位訟について

は BlInnell，Kesslel変法が断端部を 2本の nylop糸で

支えているのに比し，double right angle変法は 4本で

支えているため，予想された通り少なく， gap formation 

が少ないことがわかった.

結語

我々は縫介材料および縫合法の引張り試験をして力学

的性質について調べた Mーシレンについては荷重に対

する伸びが少ないため，)胤!縫合部に力が加わった時 gap

formation が小さいという長所をもっているが，結節を

作ると tensilestrengthが落ちる欠点がある nylonは

荷重に対するや1Iびは大きいが，結節を作るi時すべりやす

い性質を注意さえすれば，強度はそれほど低下しない.ま

た nylon はすべることから絞雑な縫合法の場合は M

シレンよりはるかに操作しやすいなどの利点もある.以

上のように材料それぞれに長所短所があり ，我々はその

性質をよく知ったうえで使用する必要があろう町ー また

BlInnell， Kessler変法， double right angle変法のうち

で tensilestrengthが強く gap formation が少ないの

は dOllbleright angle変法である ことがわかった， し

かしこれは縫合直後の力学的性質のみを調べたものであ

るから，今後生体内の経I略的変化についても検討しなけ

ればならない

ご助言，ごfI1il+いただいた医用器材研究所， 戸川達男教授に

深謝する.
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指屈筋腿修復に関する実験的研究

一一 第 2報 人工鍵鞘における synovialnutrition について一一

Experimental study on the repair of the divided flexor tenclon 

Part 2: Synovial nutrition of the pseuclosheath 

飯野龍吉 平沢精一 松本 英 孝 吉田武晃*

Silicone rodの周囲に形成される人工腿輸について 実験 方 法

は，そのI血管系や liningcel1を巾心に形態学的観察が 体重 3~4kg の成熟家兎を用い sodium pentobar-

行なわれており，正常の滑膜性腿鮒との比較検討がなさ bital静脈麻酔下に駆血帯を使用して，後11支第 4足指に

れている.正常の滑脱性腿輸は腿に滑動性を与えると同 側正中切DfJをJJIIえ2本の屈筋腿を閥:鞘とともに切除した

|時に synovialAuidを分泌して腿秤j内の鍵の栄養に|苅 後直径 2mmの siliconerod を挿入し末梢端は緋側祉

与すると考えられているが，人工腿鞘内の移植鍵に対す 屈筋縫(深指屈筋艇に相当〕千l活部に縫着，中枢端は縫

る synovialnutritionに附しては，なお十分明らかにさ 合せずに足氏中央部皮下に遊離させておく.さらに他動

れていない.我々はこの点を解明すべく以下のごとき動 的に周イ1j1運動を行なわせるために隣接第3足指とのあい

物実験を行ない，正常の滑膜性腿鞘と人工腿靴の syno- だに合sltを作製し外固定は行なわない silicone rod折

vial nutrition を比較検討した 入後 2，4， 6および 8週後に第 4足指 DIP関節部の小

---10% formalin 

Baker's r ormaldehyde ca1cium 
0' -4'C 24 hrs 

Paraffin section 

Histology 

Ho!t's hypertonic gum.sucrose 
0' -4'C 12 hrs. 

1) Hematoxylin and eosin 
2) Picro・SiriusredF3BA 

Froze'n section 

/ 
Enzyme histochemistry 

1) Alkaline phosphatase (alk. P-ase) 
--Burstone 

2)β-G lucuronidase (β-G) 
--Hayashi-Nakaj ima-Fishman 

図 1.組織学的ならびに酵素組織化学的検索.

Key words: synovia! nutrition， pseudosheath， enzyme 
histochemistry 

* R. Iino， S. Hirasawa(講師)，H.Matsumoto， T. Yoshida: 

東邦大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Schoo! of 
Medicine， Toho University， Tokyo) 

皮切より rod を抜去し， 同時に第 2足指より採取した

長さ 1cm の庖筋鍵を人工!腿'Y4'i内に遊離状態で挿入して

おき逐週的に屠殺して遊脈融nを肉眼的に観察した後，組

織学的ならびに酵素組織化学的検索に供した(図 1). 

二三主主壬士グ
ミコ

壬5三主主グ

~d 

:二ぷ;ベ
ゴ竺差金者同etふ…eath ノ

さ3三塁全グ
Normal sheath (control) 

図 2.実 験 方 法.

E出
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対照と Lて，第 2足指の末節および足底中央に小皮切 に直角の方向に配列した線維芽細胞によって被われ，微

を加えてJmnllJl¥止屈筋臆のみを引き出して切断 L，残った 細な修原線維の新生が認められる 4週では細胞数はむ

正常の腿鞠内に長さ 1cm に切った屈筋艇を遊離状態で しろ減少傾向を示すが豚原化はますますす Lんで本来の

再び挿入し同様に逐週的に観察した(図 2). 穆原線維と密に連絡している 12週では腿中心部の謬

結 果 原線維は大部分変性に陥っているが，表層および断端を

1 正常腿鞘内の遊離腿 被う細胞には明らかな変性や壊死の所見は認めない

肉眼的には，腿の断端は次第に丸味をfH'び全体的に縮 酵素組織化学的所見 Alk.P-ase 11 1週では表層およ

小して米粒状を註するが 12週後においても癒着は認め び断端に増殖した細胞周に活性を認めるが 2週ではほと

ず表面は平滑で腿特有の光沢を保っていた(図 3) んど消失する(図 4). s-G は 1週より活性の増強を認

組織学的には 1週では鍵の断端は脱水米の)惨原線維 め 2週で最強となるが 3週ではほ工消失した(図 5)

図 3.正常腿鞘内 12週後の遊離腿.

2.人工腿鞘内の遊離腿

Silicone rod挿入 2週の人工腿鞘では， 5例全例が 1

週以内に癒着を生じた. 8週の人工鍵革命では 1週後に

6 {1U中 1{1IJ， 2週では 6例中 3{JIJに癒着がみられ 3週

以後はほとんど全例が癒着し人工鍵鞘は閉鎖していた.

組織学的所見 癒着の認められなかった例では，腿表

面および断端における線維芽細胞の増殖は 1，2遇とも

に対照群に比較して軽微にとどまり， J.彦原線市IEの増生も

少ない傾向がみられた 酵素組織化学的には Alk.P-ase 

(図 4)，s-G (図 5) ともに不規則に散発的な活性を認

めたにすぎなかった.

考察

滑膜性健鞘内の腿に対する栄養供給路としては，近年

microangiographyを用いた観察により肢Rおよび腿輸を

中心とした血管系が明らかにされているが，これ以外に

腿鞘から分泌される synovialfluidの存在が Potenzaり

により指摘されていた 1975年， Eiken ら2)は正常の

滑膜性健鞘内に遊離移植された艇が sy-

novial nutrition によって 3週間まで生

存することを証明し以後 Matthew戸，

Lundbo略的， Manskeめらが正常腿輸に

ついて興味ある知見を発表している.

一方， two stage procedureにさいし

て siliconerod 周囲に形成される人工

腿鞘については， 形態学的観察により

synovia-like lining cell の存在が証明さ

れており， また siliconerod の抜去に

さいして時に微量の液の貯留をみること

が知られているが， この synovial-like

fluidの栄養供給路としての役割につい

てはこれまで明らかにされていない

a. Pseudosheath内 b. Normal shealh内

今回の我々の実験によると正常鍵鞘内

の遊離脱!は癒着を生ずることなく syno-

vial nutrition のみによってその表層お図 4.Alk. P-ase 1 wk. 
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よび断端に旺盛な細胞増殖を示したもの

と考えられ， 少なくとも 12週まで組織

学的に明らかな変性所見を認めなかっ

た. しかし艇の中心部ではすでに 2遡よ

り変性像を認め 12週では肉眼的にも

!凶は 1/2~ 1/3 に縮小していた 一方人

T舵靴の場合には腿はかろうじて 2週ま

で総liを司:じないがその表層および断端

における細胞WI~j(1 は正常'腿鞘の場合に比

べて終微であり， ~市素組織化学的所見と

合わせ考えても求問細胞における活性の

低さがうかピわれる

人JJ健鞘内で遊離腿が早期に癒着を生

じた原因に関しては，いくつかの要因が

考えられる. 1)人工腿鞠は本質的には

疲痕組織であり，鋳型としての内在:物が

a. Pseudosheath内. b. Normal sheath内.

除去されると早期にその燐造を失うの. 2)前間報告し

たごとく ，人工腿鞘は酵素組織化学的には 4週以後は安

定しているといえるが刊 条件によっては木実験に用い

た8週の鍵鞘はなお未熟である可能性がある 3)腸管

の癒着に関する知見が示すごとく 8)，腿組織の ischemia

によって癒着が誘発される可能性がある. この中， 2) 

および 3)の要因の関与も否定はきないが，今回の実験

の'1'で l例のみではあるが，処置後 8週までまったく癒

活を生ぜずしかも表層細胞にも変性を認、めなかった例が

あり， これはたまたま遊離腿が MP関節部の種子骨の

HIIにあって保護されていたために内腔が閉鎖されなかっ

たものと思われ，jnJらかの方法によって人工健鞘の内腔

を保つことが可能であれば 3週以後も不十分ながら

sγnovial nutrition のみによって遊離鍵の生存する可能

性が予測される

図 5. s-Glucuronidase. 2 wks. 

以上，実験的に作製した人工腿輸の synovialnutrition 

についていさ Lかの検討を加えた.

ご指導，ご校閲いたxいた茂手木三男教授に深謝する.
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Hunter人工腿の偽性腿鞘の長期運命に関する実験的研究本

A study of long term fate of the pseudosheath formed in 

response to Hunter' passive gliding prosthesis in monkeys 

松井狐 宮地 i丘恒 Glenn A. Mackin 

Scott H. Jaeger James M. Hunter糾

母床の条件の悪い手指屈筋腿損傷に夕、Iして silicone 指に挿入した場合，偽性健革f'i'主増殖，肥厚し111が1IT!IJtI拘
rodを用いての腿修復術は， いまや臨床的に確立した 縮に陥るか，あるいは柔軟な膜として存イ1:するかはIfI'}.g

位置を占めている.しかし偽刊!院制の迎命について諸 な論議の一つである.本研究はこのr，:]!還を解決すべく可

家の沼、比は一致していない 特に長WJI::Isilicone rodを 及的に臨床に近い条件下で実験を行なったものである

図 I

Hunter tendonを第2mに挿入 Pul-

ley syslemがよく温存されている 隣り

の第3指は健常な指である

Key words: pseudosheath， Hunter tendon， flexor tendon 
injury of the hand 

*本論文の要旨の一郎は第 32回アメリ カ手の外科学会にて発表

した
料 T.Matsui (講師):信州大学整形外科 (Deptof Orthop 

Surg.， Faculty of Medicine， Shinshu Univcrsity， l¥fatsu-

moto); N. Miy勾i(助教授〕独協医科大学整形外科 (Dept

of Orthop. Surg.， Dokkyo University School of Mcdicine， 
Tochigi); G.A. Mackin， S.H. ]aeger， ].M. Hunter (As-

sociate Prof.): Thomas ]efferson University， Philadelphia， 
U.S.A. 

材料および方法

5~12 kgの 8PG.の stump-teil サノレの手を実験に用い

た 術後の H行の状態の伴悩では，健常な指から級決の

著しい指など純々の gradelO)を呈していた

手術}jWはすでに Miyajiら2)が報告したのとほ工同

様である

すなわち，人に行なう場合に準じて第 1次手術を行な

った 1) 指から下'千'にかけて掌側 zig-zag切1}日でf:1!筋)腿

を切除し， 3mmの Huntertendonを挿入した 述位

端は深指}:r!筋融tの千!万一に鏑線で縫合し，近位制はliil)ぬの

浅および深指阿筋のあいだに置いた rJ'fIIIのilulif-には特

別な注意を払い，必要に応じて滑車をW9.:I':した(15<11). 

Rodを挿入した指と健常な隣指とのあいだに手術的に

合指を作製した 手術および手関節屈曲位で 3迎川j;Eし

た.X線撮影を定期的に行ない，rodの"r動距自Ifをd!1]iE

した(図 2). 手術的に{'Jt行を作 ることによって世ß'f;~' な

指の屈イ111にさいし， 姉入した rodも同期的に受動的な

滑動が起こ りヒトの場合の後療法と類似した状況を仰る

こと ができた. これは持者らの一人 S.H.Jaegerのア

イデアである

偽tt腿靴は 8ヵnまでは定期的に 1例は 18ヵ月後

に検交した 検体採取背g位は前腕， 手学および指 (A-2

pulley)の 3ヵ所で千Iなった

第 2次丁一体Iは第 1次手術後 2，4および 6ヵ月後に各

1 {7IJずつ施11し，tn 2次手術の 10週後に移植艇の観察

を行なった

各検1をごとに機能と 肉眼的所見を調べたのち，組織学

的検5転を行なった また偽性腿鞘の厚さを micrometer

でdlll定した
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a. 手およ び指関節背屈位でのX線級~~. Rodの近似端

が手l渇節周辺郎に認められる

結 果

A)偽性腹鞘

1 )機能評価および|制限所見

第 1次手術前に桁の厄¥i1Jl拘縮が存在したものは改善さ

れなかったが， JiI¥I!tl拘縮が増悪したり ，新たに生じたも

のはなかった.

図 2.

偽性監~開の IÄJII';'は平滑かつ光沢もよく，わずかな液の

貯留が認められた 第 1次手術後 3ヵ月ま では偽性腿輸

は厚く，部位やJtlj川によってその厚さはまちまちて、あっ

た 4ヵ月後，偽性腿鞠は薄くなり柔軟な映が形成され

ており，このH、'fJtfJから 1 8 ヵ月まで偽性族~納の厚さはほ工

一定であった(凶 3)

2 )組織学的所見

i) 1ヵ刀から 3ヵ月 :滑!ff}Jする rod に面している

内院は数lMの線維芽細胞あるいは形質細胞と思われる立

方形の細胞が遊んでいる この表層細胞庖の下には不規

則な走行を示す修原線維から成る厚い線利u習が存イ1:す
る さらに外!?jには多くの血管を有する疎性結fI織がみ

られる(以14a). 

ii) 4ヵ月以降 4ヵ月後には偽性腿革fjの厚さは神く

なる がI腕では 1~ 2 (i.'~の細胞か ら成る表問細胞肘が締

い成立!¥した級車fU("iの |二に整然と並んでいる JI参)!I(線維は

rodに対して環状に走っている(図 4b) 子学部でもほ

ぼ同様の所見である 折の A-2pulJey部では，線維層

がよく発迷してがi腕や手掌より厚い.また).i}>門調1])抱居gは

一回の扇平な細胞より成立っている 8ヵ月後もと記所

見と大差なく，級制i肘はや L惨原化がW:強 しているのみ

である(凶 4c) 

18ヵ月までi1nt存した 1例の偽性腿鞘では， 表庖細胞

b.手および指関節掌屈{立 Rodの近位部は前!腕 中下 1/3
境界部にみられる この例では rodの近{立端の "f動距離
は 3cm で、あった.

図 3.第 l次予術後. 18ヵ月後の偽性腿鞘

の減少がみられ級制tl¥1の修原化がさらにす Lんでいた

この例では rodの可動域がきわめて少なかった

3 )偽性監t輸の厚さについて

i )前腕においては 3ヵ月までは偽性腿鞘は厚いが，

4ヵ月でWIJI((， 11巴厚がとまり ， 五lよくなり以後 18ヵ月

までほ ;:'-，じであった〔図 5)

ii) 4ヵ月以降，指における偽性鍵鞘の掌側と背側の

厚さを比較してみると，どのH与Jl[Jでも学側のほ うが1'f側

よりも厚かった

iii) 18ヵ月の偽性厳t納において， 鍵革自の厚さはJHが

手学や前)腕より厚かった

B)移植縫

3例になったのみであるが. 10週後いずれも良好な

滑動を示していた t1';1次手術後 2，4および 6ヵ月後

に腿移植をしたが.I時期による差は見出し併なかった.

移植腿は正常閥!と同様な外観を呈し，腿と問問組織の間
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a. 

b. 

、¥
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.‘ 、-
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c. ¥;‘j J¥ミネミ議選議選毒翠嘉義伊予fJ41:ふ
a : tn 1 (火手術後， 3ヵ月後の偽性挺翰 (前腕) の横断面 厚
さが部位により臭っている H-E染色 (xI2.8).

b: 4ヵ月後の偽性舵翰〔前腕〕 の横断面 1-2個の友庖細胞

がi整然、と並び， 直下の線維周の穆原線維の走行もmJ!lI的であ

る.さらに外層に疎性結合織がみられる H-E染色 (x80) 

c: 8 ヵ J~後の偽性腿鞘(前腕〕 の横断市î. H-E 染色 (x32) 

図 4.

に mesotcnon様の構造がみられた

考察

人工血~を何人したさい， 周聞にできる偽性l政鞘に関す

る実験は多く報行されているト6)が Miyajiらわの実験

は臨床にもっとも類似しているといえよう 彼らはサノレ

を用いて手術的に合指を作製し健常な隣指によってrod

を他動的に汁f動させている.臨床に準じた滑動する人工

町1m
1.0 

2 4 
ロ
6 

目 白

8 18months 

図 5.前腕における偽性腿鞘の厚さの経時的変

イヒー

!踏の í~~性)削~'irri の lining cellから mucm 生成をi¥tl:[lJj
したと彼らは報fhしている 本尖験でも同様な手妓で

rodをすnfV)させることができた.

偽性腿'Y.ilの長期運命について， ，治家の一致した比解

はなし，，2，3，5，6，7) Farkas ら7)はニワトリのJEj日をHJ¥，、

rodをi'l'ffj})させて偽性挺輸を観察した結果， 11年間の経

過とともに偽性血~納は厚くなり線維化が庁i強し阪~様に

なると述べている.我々の実験では 4ヵ月後に偽性l総

輸は持くなり以後刷局((， )1巴厚しないという紡*である

Far!泊S らは)附'"ilを切除して rod を挿入しているの

で，pulley system が破峻されて生理的な rodの滑fV)

が阻害されていたと思われる.そのため我々と終った

尖験j来航になったものと考えている.

第 2次手術すなわち舵移植の至適時期に関しては

種々 の必見があり，またその根拠もさまざまである.

小池ら町はニワトリをH!¥，、て第 l次手術後，経H、?的に

腿移布((を行なった結51(:， 1O~ 16 週が至適時期である

と述へている :fJ(;"<の実験では腿移植例が少ないので

歪適時比1Iに関してはっきりした資料を持ち合わせない

が，偽t'1風n革Iiの成熱度から憶測すると，サノレでは 4ヵ

月以降がj也、当であると考えている.

結語

サノレをJI1¥'、臨床に準じた状況ドでの偽十|一肱tliIiに関す

る実験で以 トーの結-*を待た

1) Hunter tendon を指に挿入後， J七JtJJjHJ放位しで

も析の屈曲折'j鮒はfトーじなかった.

2 )偽性腿析は 4ヵ月で増殖，肥厚がJI-.まり ，柔軟な

Nj¥， 、膜を形成する. 組織学的 には 1 ~ 2Ji"iの表肝細胞

が， g参原線南jt;が鋭WJ的に走っている線維府の 1'.に絵然、と

並んでいる 18ヵ月までほ工同様の所見であった.
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3 )折における偽性)健鞘の掌側と背側の厚さを比較し

てみると 4ヵ月以後掌側が厚かった
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腿の再生，癒着に関する研究

一一第7報 躍の再生に対する vinculaの影響一 一

Studies on regeneration and adhesion of the tendon 

Part 7: Influence of vincula for regeneration of the tendon 

多田寛 也 高杉仁

腿修復における線維芽細胞の起源については，近年腿

自体からの再生が重要とされ，特に epitenon の再生に

はたす役割が明らかとなってきた また騰の血行に関し

ても今世紀以降多くの研究がすLみ，指滑膜性腿鞘内の

屈筋l健のlIlI行は segmentalであり，中でも vinculaから

の血行が主体となっているとしづ報告が多い. しかし腿

修復において vinculaから epitenonにかけての血行が

どの程度の役割を占めるかという点についてはまだ明ら

かでなく，今回は以下の方法にて実験を行ない， vincula 

の腿修復への影響について観察した.

実験方法

ブロ イ ラー幼鶏(約 2~3 ヵ月) 60羽を用いて第 3

足指に次の手術操作を行なった. まず第 3，4足指間関

節部のや L中枢側で vinculabrevaを結殺し，同時に第

2， 3 足指間関節のや L 末梢ì~[lJで深指屈筋腿を切断してた

だちに縫合したものを a群とする(図 1).次に vincula

に操作を加えることなく ，同様の腿縫合のみを行なった

ものを b群とした それぞれを術後経時的に屠殺して光

顕的観察と微細血管造影による観察を行なった.

光顕的観察は術後 1日， 2日 3日， 5日 7日，10 

Key words: tendon， tendon repair， vincula 

* K. Tada， H. Takasugi (講師)，K.Nishihara， S. Hanakawa: 
岡山大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Okayama 
University Medical SchooI， Okayama). 

西原建 二 花 川 志郎ホ

日 2週 3迎 5週 8週でニワトリを屠殺し， H-E 

染色による縦切標本を作成したもので行なった.

造影剤注入法は術後 1，2， 3， 5， 8週で経時的に屠殺

したニワトリを大腿動脈で cannulationし， 生食水で

十分洗浄後 Micropaque を手動圧下に注入する 10%

ホルマリン固定を 2週間行ない，注意深い解剖にて健と

vinculaを明らかにした後 Softex撮影を行なった

実験結果

1.造影法による観察

A 正常膝

ニワトリ足指屈筋腿の第 3足指遠位部の血管は perio-

steal vessels， capsular vessels， vincula brevaの vessels

② 

①Tendon sheath ⑤MIP joint 

②Tendon (FDP) ⑥DlP ioint 

③Vincula longa A: Cut and suture 

④Vincula breva B: Cut 

C : Ligate 

図 1.Vincula結紫群 (a群〉術式.

③ 
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の3種類よりなる 'j-'でも vinclIla の血管はもっとも 性に periostealvessels. capslllar vessels の血行が増え

豊富で， 2本の腿様部分に沿う動脈と思われる太い1(1[管 ている 術後 2~3 週では， b群は腿縫合部の網状血管

と，それに伴う的脈と思われる紛れ、蛇行した血竹からな 像がほとんど消失しその周辺の血管も規則正しくなる

る 2木の動脈と思われる血管は吻合し腿をも完走する がなお豊富なJ(ll行像を示している(図 2). a群では縫

分校を U:lしながら 1~~!Jjの epltenon r付を中枢， :;，1(梢に走 合部での網状IUl管像は粗となるがなお残存し，末柏、仮Jjの

る 以上のようにこの部位では概してJfTl管は艇の背側て、 capslllar vessels， periosteal vesselsが代償性に太くな

多く ，際、側で乏しい. る vincllla 結紫部周辺では艇との癒行がみられ，数木

B 縫合艇 の血管がInr-"Jにはいっている像がみられる(図 3) 術

術後 1週ではI，IJ群とも腿縫介部で豊富な IUl符網を有す 後 5週において b群て‘は鍵縫合部周辺でのJ(I[管は規則

るが a群においては比較的や L粗な像を l止する. blll 正し〈なり，量も減少する そして縫合部を縦走する I血

では中枢， 末村'll'r.j方向からのl血液供給をほ￥平等に受 管が一郎みられる a 1洋も血行量は減少傾向を示すが，

け， 末梢からの血行は vincllla を介しての 1本の太い や斗まだ不規則な像を呈する 8週後では両訴とも縫合

J(11管が主体となり，periostealvesselsや capslllarvessels 部を縦走する血管が完全にできあがる.

はほとんど関与していない これに対し a群では中継側 2 肉眼的および組織学的観察

は!健のや斗 fT側を通る 2本の太い血符が主体をなしてい 術後 1日から 3日まで両群とも軽い出血，浮腕がみら

るが末梢官!IJでは vincula からのJlIl行はなくなり，代償 れ，縫合部の離開がみられる 炎J，E細胞は特に縫合糸の

府間に認められるが a群ではその浸潤が比較的弱<. 

級車ffの膨化も少ない 術後 5~7 日で， bj作では縫合官11

図 2.b群，術後3週，微小血管像(矢印は臆切断

縫合部位).

図 3.a群，術後 3週，微小血管像(矢印は腿切断

縫合部位).

の除l芽形成がかなり完全となる(凶 4). a j作では肉芽

図 4. b群，術後 1週 (H-E 染色. x 40) 

図 5. a群，術後 l週 (H-E染色， x40)。
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形成が遅れ， 胤?端の線維は走行が乱れ， 核の消失もあ

り， 高度の退行変性を示す(図 5). 10 Hから 2週にか

けて， bl洋では|土l芽が占くなり， i定、合は完全となるが，

a群では出現してきた線維芽細胞，級車!f制胞の走行は乱

れ，周囲と高度の絵、ぷを示している. 3)1.'ij後では b.l洋は

毛細血管と，炎佐和11)泡以潤は減少し， tAl維の走行も規則

的となる.癒着も将度みられるだけである これに対し

a 1作ではまだ炎佐細胞も残存し癒着も強い.術後 5週

のb群では縫合部においてほピ正常の像を示す 8週後

では縫合部の肥厚はみられるが a群においても線維の

走行はほ正規則正しくなる。

考察および結語

Brockis は 1953 年ヒトの血~IJ、JI(n行を本格的に検索し，

Edwardsの longitudinalchannelの概念を確定した.

いて Smithは鍵鞘内の血行は vinculaからのものが主

要な役得IJをはたし segmentalblood supplyであるこ

とを述べている その後 Colvilleや Youngらのよう

に mesotenon，あるいは vincula のlUl行における重要

性を示している研究が多い.

フロイラー足m遠位部腿内血行の正常像は西原の報告

のとおり periostealvessels， capsular vessels，および

vincula brevaのJfll管からなる segmentalblood supply 

であり， Smithの人間における所見と一致する. 主要

な血管は vinculabrevaからのものであり，本実験にお

いては vinculabreva を結紫してその1m行領域の臆修

復過程を経時的に微細I(n管造影法，および光顕にて観察

した

J(ll管造影所見では vinculabrevaを結紫しても ava-

scular になることなく '1寸叙側力、らの血管や， capsular 

vessels， periosteal vessels のI(n行が代償性に増加し!腿修

復に関与している.しかし縫合部における nll行の l正常化

は vincula温存群に比べ遅れている.

光顕所見では， vincula結主左右下では温存群に比べ 3日

ころまで細胞性の治癒反応が遅れる傾向にあり ， 5 EIか

ら1週間にかけても肉芽形成がわるく， 背側 epitenon

のI血管地生もない.そしてはやくも学側との癒着傾向を

示す.その後も縫合部の再生は凱存mに比べ遅延し，は

げしい癒煮を残す傾向にある

以上のことから腿縫合における vinculaの損傷は血

行面からみて他の l(tl行が代償性にm加して縫合部の壊死

を防いではいるがJfll行正常化を遅延させ，また組織学的

にも肉芽形成などが遅れ，変性や癒着の原因となること

が示唆できる.
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損傷腿修復に関する実験的研究

一一第 1報 血管や滑液の関与について一一

An experimental study on the healing of injured flexor tendons 

Part 1: Influence of blood supply and synovial fluid on the 

healing process of the tendons 

eij 旧 j旦行: 松井猛 仁|二l土幸男 鳥海宏事

は じめに 以下の尖験を千Jなった

我々 は， ヒトの新鮮民体燃本を)Ih、て手指Jil]I))j腿のjfll 実験方法および結果

管分布や，艇や vinculaへの損傷が院内血管分布にJえぼ 実験動物として， 主に体重 1.5 kg~2. 5 kgのブロイ

す彬特についての実験を行なった その結果， 1) IFiな ラー幼若鶏 60羽を使用しt-:.. 施行 した実験項1:1は表 1

鍵においては~.~令行ーでは血符が苦し く減少し j fJ l竹が に加すごとくである.

J!!t'i託な若年者て:'(1 ~ Aë r1別立に 1~\Jf II TI' 1'，'1が有イlす る こと 実験 1:幼若ブロイ ラー， および廃鶏の第 3足指艇を

や， 2)腿内 Ifll1守は vinculaをjIfiじたの分節的供給が 用い，TF'I;I;艇の血管分布をみるため，膝13;動脈より希釈

主であることを知った.今同は腿同11のjfll符や消液が， 墨汁液を注入して透明傑本を作成し観察した.

l縫の栄養や修復過程に及ぼす影響について調べるため， その結果，幼若鶏の深桁屈筋縫では，第2j行節中央部

表 1.実験項目

実験 I 正常腿の腿内血管分イIJの観察

実験n lUlfiを遮断 した後の胤!の'/f_性の観察.

Jl-a訴 :造影されたIUl'1iが筒、められなか

った部位でわなったもの.

ll-bl洋:J血管分布が立は にみ られた部卜k

で行なったもの

実験ill JH傷肢の修復過程の観察

ill-a群 造影された血管が認 め られなか

った部位でな側 に半横切 古川lえ

Tこもの

ill-bL'f:lUl竹分布がi:2Uに みられた剖IW
で常Mに半横切を加えたもの。

上記の2群 をさらに 1)血行温存，腿翰温存，

2 )血行温存，lliH4'l切除 3)血行遮断，拠物温

存 4)血行遮断，腿鞘切除の4群に分け，修復

過程を観察.

Key words: tcndon healing， blood supply， synovial 

fluid 

本 M，Maeda， T. Matsui (講師)，Y. Nakatsuchi:信州大学

整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Faculty of Medicine， 
Shinshu University， Matsumoto); H. Toriumi:甲府市立

病院整形外科 (e400甲府市幸町 14-6).

より米柄。lIJで， また MP関節より中枢側で段75な監rl付

Ifrl行がみられた(区11). 一方廃鶏では vinculaの腿

付着ffli川辺にてごくわずかな腿内血行しかみられなか

った

!)nl¥.lnl;t1 

メ1I[lじrlil"lali:-:.
，喝、

、.....1'". 

1'1ドj()inl ~ 1I1' .I"IIlI 

IJIぇlal

図 1 実験 1.幼若ブロイラーの腿内血管分布

実験11:実験 lの紡裂をもとに，幼若ブロイラ ーの第

3足指深指屈筋腿を川い，造影されたJfll竹が認められな

かった PIP関節周辺と， Jfll管分布の~'i誌な MIP 関節

1，'，1辺の 2 ヵ所で， それぞれの関節の中~1l( ~lIJおよび末梢側

の健全周を約 2cm の川隔でナイロン糸で紡殺して血行

を遮断した さらにこれを鍵精温存群と切除訴に分け，
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図 2.実験 II-b 股鞘温存. 図 3 実験 III-b 血行温存.健鞘温存.

J[11ii豊山な河IWで， 腿結4最後約3.5週経jl!iJしたもの。 */i
欽U¥lifsは著IJljな癒必を生じている

肱~の変性のイ11!1\を経H年的に観察した.

1) II-a群の結果 肉眼的にも組織学的にも，腿~ifJ

温存1ti"と切除jifのあいだに著明な差はみられなかった.

肉|似的には 3j}!ij 11ごろまではほとんど変化はないが 5

週円になると而併とも結主主間部は光沢が減じていた 7 

週日では紡数1:¥1部は委縮し epitenon の)1巴停がみられ

たが， )，';j UMとの癒;{}は生じていなかった 9週11になる

と， )鮭l主末相似11結数liil近くで断裂し，)，'，1DI1と癒ポをノ|じ

ていた.組織学的には 2週日より cpitenon の))印字が

みられた 3 迎から 5~にかけては，腿内部で腿細胞の

変性がみられた 7週11になると，脱線*'11の輪郭が不明

防、になり， )虻制11胞の絞は長円形に萎紛弘、形していた

2) II-b群の結果 II-a群と同様，出tmね存鮮と切

除併の|日jに1;一切な差は認められなかった |去JI町内には 2

週 11で epltenon が肥厚しており 3週nには))巴l♀はr:目:)

l主となり ，部分的に周囲と癒着をおこしていた.中には

以12のごとく山!立な癒着を生じているものもあった 4 

週から 5過にかけては部分断裂を起こしているものがあ

り， 6~から 8 週にかけては，多くの腿が断裂を起こし

ていた 組織'{:的には 2週11で脱線維の輪郭が不明瞭に

なり， J此細胞の変形がみられた. 3週Hでは匝t1)'] iii5で匝t

線維の断裂を起こしているものがあった 4週11では 2

週nでの変化が広範聞に及び 6週n以後は断裂してい

るものが多かった

実験111: 実験 E と同じ部位の 2 ヵ所で艇の ~'t:.M に半

横切を加え修復過粍を経時的に観察した.

1) III-a群の結果 I1[1行温存昨，遮断群ともに，腿

鞠温存群に順調な修復がみられた.

2) lII-b群の結果 Jfrl行温存，腿鞘1品存訴では，調l

術後 3.5週 jjl (J;) 1郁は cp1tenonと endotenonからの

併殖細胞により癒ぷなく修復されてきている (H-E染色

x 100) 

織学的には epitenon，endotenonの活発な細胞J杓舶がみ

られ，1腿1'1体の修復力により癒着なく修復されており，

これまでの縦竹とほ工一致した所見がれ}られた(凶 3). 

Ifr1行温存，血tl(if'j切除1洋でも，腿革fJ温存1洋と類似した修復

過程を示していたが，)，'s UI1と秘主?を生じているものがみ

られた しかしこの癒着は秤一度で，鍵のf行動性は良好で

あった 一方1(l1{i遮断群では， 2週を経てもまだ損傷11i5

伎は腿 CI 休からのW:~II!細胞で完全にはみたされず， JfJ1行

ilni存lt'fに比し修復がi遅延していた 4週から 6週にかけ

ては修復がす Lんでいるものも少数みられたが， )!il聞と

総析を起こしているもの， 断斜を起こしているものな

ど，腿同有の修復))が陣害されているものが多かった

血行遮断1洋では，血nmil"l存群と切除.r，下との1:¥1に有五:な差

はなかった.

考察

近年折府筋!此の修復に|刻しては，一定の条件さえ整え

ば，腿1'1{.t;の修復))により癒着なく修復されることが~IE

明されてきた. このさい、I~然のことながら卜分な栄必が

(共給されることが必jltである その栄長補給路として

は，腿l付Ifl11i路と血t'vfJlλmr君主路の二つが考えられるが，

It常腿においてこれらの栄必経路を遮断したさいにノ|二じ

る腿の変化についての報仏ーは少ない.我々の実験 iの結

果では， ~J若鶏の傑指hl:筋腿では第 2j行節中央部から

MP関節までのあいだは造影された鍵JAJJfr1行を認めなか

ったが，堀ら1)はこの|片lでも部分的に血行のあることを

確認している 技々はこのJfl1行造影の尖験結果から，同

一腿においても i'ri5{¥Lによって主な栄養経路に差があるの

ではないかと考え， 実験IT，mを行なった. まず実験に
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おいて，II-a群に比 しII-b群では艇の変性や断裂が早

期に起きていたが，車~粕温存群と切除i洋との著明!な差が

みられなかった 腿鞘切除により ，滑液経路を遮断 して

も，組織液の浸透によってある程度の栄養補給をうけて

いたためとも考えられる 実験目においては，Ill-b群

で， 1Ul行を温存したものが鍵の 1'1己修復力により良好な

修復像を示していたのに比し， Ifnif遮断群では修復が遷

延し，周囲との癒れや断裂を起こすものが多かった.

Lundborgめは家兎を使つての尖験で， 腿 i'I体に修復

能)Jのあることを示し，腿の修復は周囲組織の細胞や血

管からではなく，滑液の浸透による栄養に)，~ついて行な

われると述べている.-)J'i:rllllめは，損傷!健修復の実験

で縫合部位により修復速度にかなりの差がみられ，腿!修

復に要する肉芽組織の供給には mesotenonが大きく|刻

与しこれは阪~の血行と深い相関があるものと考えられ

ると述べており，我々の尖験結果もこれを袋付けるもの

と考える

我々の実験結果では， Ifn行豊富な郎位での1Ill行遮断は

単に腿!の変性を生じるのみならず， tLHらの加えられてい

ない艇においてさえも川凶との癒おをノ|二じさせていた.

さらに損傷胞においては修復過程を進延させ，)，'，jVli組織

との癒iirlを助長させていた 一方腿q~j切除による影響と

しては，正常駐~における変性過程の観察ではみられなか

ったが，損傷腿修復過程では癒着の原因になっていたと

考えられる しかし血行が保たれているものでは癒着も

粍度で， 腿の汁}動性を阻害するほどではなく， 鍵の自己

修復力がまさっていた.

まとめ

1 )幼石工ブロイラーの第 3足指深指屈筋騰の鍵内1(11管

分布は，第 2指節中央部より末梢{llll，および MP関節

より中枢側で豊富であり， j両者の間て1主造影された血管

は認められなかった.

2)深)11)，呂筋腿を結然して血行を遮断し，腿の変性を

観察した結果， 血行豊富な部位では早期より変性が起こ

っていた このさい，舵鞘温存群と切除群との問には著

明な差はみられなかった.

3 )損傷腿の修復過程の観察では，血行豊富な部位で

は Ifllh鼠存群が臨~の自己修復力により修復されていたの

に比し，血行遮断i作て‘は修復過程が遷延し，総着や断裂

を起こすものが多かった
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血行障害の腿癒合に及ぼす影響に関する実験的研究

An experimental study on the effect of the repair of digital ftexor 

tendon under the interruption in blood circulation 

三浦競 l!li 渡辺 好 博 茨 木 邦夫

市者
ー呈吾

日

須 田 HH男

指屈筋腿損傷は一般に神経1血管束鎖Il~を伴うことが多

く，最近は目覚しい microsurgery の進歩とともにこれ

Key words: flexor， adhesion， circulation 

ネ K.Miura， Y. Watanabe (教授)， K. Ibaraki (助教授)，

A. Suda (講師)J. Harada:山形大学種形外科 (Dept.of 
Orthop. Surg.， Yamagata Univcrsity School of Medicine， 
Yamagata). 

j京 LlI順二*

らの合併損傷もすべて一次的に修復される傾向にある.

しかし過去においては，我々は神経血管束損傷を伴って

いても指尖部の Ifll行が良好な症例に対 して，腿!のみの修

復を行なった場合が多くこれらの症例は鍵単独損傷の術

後成績に比較 して劣るといわれてきた このように不良

な成績は非常に高度で広範囲な腿の癒着に起因すること

が多く，同じように高度な癒着を最近では切断指再接着

術後の艇にしばしばみるようになった.
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以上の事実は， t行動脈の損傷が!健修復に対して重要な

因子となっていることを示唆していると考えられ，今回

次のような実験を行なって血行障害と腿修復との関係に

ついてl'fTの考察を加えることができた

実験方法および手順

実験は肉|眼的判定を 11的とした予備実験と組織学的判

定を目的とした本実験の二つに分けて行なった 幼若ブ

ロイラーの第 3足指のT，I'iM防l有神経血管束を結紫切離

し，同足指が話題死に陥ることがないことを確認し，次の

27ノレープを作製した.

一方は第 3(:f!m同筋腿を第 2指節遠位でいったん切断

し，再び 6-0ナイロン糸をJIII，、て 2本の水平マットレス

縫合を行ない，もう一方のグループは以上の操作に加え

て両側固有神経Iflll汗束を縫合i'jilから 1cm 近位で結数切

断した.両者を 3週間 tensionreducing positionでギ

プス[;1;1定したのち，肉眼的に比較検討を加えた 艇の操

作は atraumaticに行ない，靭fif性腿鞘と浅指屈筋艇は

一部を切除した(凶 1) 

以 上を予備実験として行ない|勾|以的判定の結果，神経

血管点配;数切離1洋にみられる臨~の癒着ーが，腿切断t縫合の

みの鮮のそれよりも山l.ftに起こる印象を受けたので，次

の本実験を行ない組織学的検討を行なった.

本実験It艇の処置とし1;[定方法 ・期!日1を予備実験と同様

に行なったが，ギフ。ス除去後 2週間日出に足指を使用さ

せる期間を設定し，屠殺後組織標本を作った 健切断f縫

合のみのグノレープをAi洋，下"1経血管;;!ミ結紫切離を加えた

グノレープを Bjjfとする.

FDP 
FDS 
N-V 

亡ニコ同事而P彦、

図 1.実験方法のシェーマ.

結 果

A群 6仔Ijのうち 1例に， Bl洋9例のうち 6例に健の再

断裂が認められた

1)挺再断裂例の検討

A群の 1例は的回りのいう secondarygap formation 

typeで， 癒着が軽度認められた 一方 B1trの 6例は腿

縫合部が完全に離関した primarygap formation type 

で，腿遠位端断端に高度の癒着が認められた さらにB

群ではその縫合糸周囲の組織像に大きな特徴が認められ

た.対照群として， A群非再断裂仔IJの縫合糸開聞の組織

を示すと(閃 2)， 縫合糸が厚いしっかりした肉牙組織

に固まれているに対し，B群再断裂例のそれは，峻死組

織が主体の非常に粗な組織に固まれている.部{立によっ

てはこの粧lな組織を裂くようにして縫合糸が移動してい

た(図 3). これは腿N断裂の一つの大きな要肉とも考

えられる所見である

図 2.中央が縫合糸

図 3.

縫合糸の移動がみられる

且u
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図 5.B群の組織像. 図 4.A群の組織像.

日度な癒着と脚周囲の肉芽組織 癒着は軽度で小血管の新生が著しい.

例数

6 

9 lf:|で;無 i

小血管の新生

多

少

礎自体の膨隆

中等度

むしろ萎縮性

2)腿非再断裂例の検討

A:f，下:木来の膝線維と平行に多くの脱線維のT'}'主像が

みられる 艇の癒去は認められないか軽度であり，腿の

jJ}生機能を示すと考えられる小Jf'llf¥"の新生像が多数認め

られる。 この活発なー1'1 生機転に伴う)粧の!彫陀が 'I' ~\'度み

られる(閃 4)

B 1i( : j健線維の連続性が悪く変性嬢死，肉芽組織が多

<，血~線維の走行も一貫性を欠く.縫合部をまたいで高

度な癒15ーが認められ.小血管の新生像が少なく，腿自体

も萎縮性変化を示す(図 5)

以上のようにA群B群の問には鍵再断裂の頻度の大き

な差と組織学的に監~の再生機転の優劣が認められる.こ

れは血行障害の存在が鍵の正常な修復過程をさまたげる

一閃となることを示していると判断される(表 1) 

まとめ

f行動脈損傷を合併した腿損傷例が，臨床的に成績が悪

いことが多いことに才?似し，指動脈損傷によるJUl行不良

状態が腿修復にどのような影響を及ぼすかをブロイラー

を用いて~験し検討を加えた. この結果次の結論を得

た.指動脈損傷を合併している鍵損傷では，腿の癒合不

全を起こしやすく，腿周囲との癒着を起こしやすい.

文献

1)初回征夫.日絡会誌 48: 107， 1974. 



腿 ・神経修復後の機能回復に及ぼす血行の

影響についての実験的研究

An experimental study on the effect of the arterial blood supply 

on the functional recovery after tendon and nerve repair 

原 孝 717津孝街 恩同 長切l l干|島達 也本

局所Jfrl行のよくない条1'1一下では，腿 ・神経修復後の機 raphyで検討した.

能1"1復が一般によくないという経験的印象がある 3)腿修復に及ぼすifi)Ji'l出脈血流の彬符

1453 

一方，阪~ ・ 神経損傷に合併する動脈損傷に対し積極的 腿の修復状態 の判定は， 癒合部の tensile strength 

な動脈再建を行なった例で‘は，これを行なわなかった以 および周聞との癒新の程度などが指紋となるが，企例

前の多くの例と比べ，明らかに勝っていると考えられた tensile strength が不十分な例はなかったのて司癒訴が少

例がある. ないほど良好な結果と判定した

そこで今戸l私たちは， J血行が出~ ・ 神経修復後の機能同 鍵縫合部周囲をいじらないようその近位約 2cmまで

復に及ぼす影特について以下のような実験で検汁した の屈筋の起始部を遊離しこれに 0.5kg川隔に虫鐙を

1 )切f:IJなどの臨休例では，脳!・事11経およびifyJ脈損傷 加え，指関節の最大屈1111がfりられた時の却さを訊1)り，そ

は同一レベノレて‘生ずる.これによってより遠位の腿 ・神 の重さの軽い場介を腿縫合以下の癒着が少ないと判定

経の動脈Ifll流が，動脈損傷のない場介と比べ， JE化する したー

か否かを確認するため手関節レベノレで、正中 ・f<!.'1'J・tljl経を 術後 1ヵ月例では 1A汀が 2kg， n群が 4.5kg， lH A内

切断し， I'i)ー レベノレで焼 ・尺骨動脈を結殺したltlとしな

い群に分け，上l腕動脈よりインディアンインクを注入後

両者を比較し動脈結数例で遠位部のやjI経のJfll流が怒化

することを確認した

2 )次に!ぷ~).\日本猿 7 頭を用い，両前H立の手I:)!:J節レノレ

で第 2t旨からm4指の浅 ・傑屈筋JN!および正rl.'・尺骨利!

経を切断し，腿は horizontalmatress sutureによる an

mass sutureを，干Ijl経は 2，3主|の epineul叫 sutureを

Tendon f 二¥47二三二フ
1.. I 

C二ζこコ:ヱコ
Horizontal mattress suture 

施し(図 1)， ifYJ脈を温存した第 I群， 続 ・尺骨動脈を Nerve 

|百lーレベノレで紡殺した第E群，および結染後 2過と 4週

で同ff!IJ前腕より ji'!:徒約 1mm，長さ約 2cmの皮j'{[t脈の

移梓lにより動IV~ 1(llV!E改善をはかった第E群に分けた(表

1 ). いずれの群も最初の術後， 手 ・ 指~j節照 ttl1伎でJ二

腕から千まで 4週IHIギプス固定を行なった.

なお侠 ・尺'自動脈の結数，その後の静脈移布f(などによ

るJfll流変化が迷位部の皮!日温に及ぼす影響は thermog-

Key words: arterial blood supply， functional recovery， 
tendon and nerve repair 

* T. Hara， T. Yoshizu， N. Onda， T. Tajima (教授):新
潟大学盤形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Niigata Uni. 

versity School of Medicine， Niigata) 

Monkies 

Group 1 

Group 11 

Group 111 

Epineural suture 

図 1.腿および神経縫合法.

表 1.分 類法 .

Rad. & Uln. 
Arteries 

Preserved 

Ligated 

Ligated 

Arterial 
Reconstruction 

(ー〉

None 

Vein graft to Rad 
A. after 20r 4wks. 
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が 1.5 kg で最大Jniilliに達し，fU)W~を出存したか二次的 経を録取し Osmillm菌室I;I;I:<E後Epon包JlI!し横断切片に

にII}illをした鮮のIIBJiが少ないことがわかった術後 3 tolllidine bllle染色を施し，全有髄神経級車!E数と再生エド

ヵ月秒IJでは I1洋と 2週および 4週後に，'ij.J!Jfc移舶をしたも およびその前作の分布状況により判定した(以13) 

のを合む第皿鮮はともに最大Jilillllに 0.5kg を立さしたの 術後 1ヵ月に判定を行なった例はいずれの群において

に以し，第 lU下では 1.5 kg を必し，同じ結果が得られ も有髄神経紛(*!f~の回復が認められなかった(図 3 b) 

た(凶 2). 個々の動物によって有髄神経線維数が)I~ るので ， まず

4 )神経同彼に及ぼす動脈血流の影響 イ間々の神経で縫合部より 1cm 近位却の有髄神経線維数

神経lul復は縫{r.:mより 1cm および 5cm j剖立部の例I を計測し述{立部におけるそれ，すなわち再生した有髄

Group 1 

Al J m postop. Group 11 

(;rOllp 111 

1 GrollJlI 

Grollp 11 
l¥ 1 :l m Jloslop 

Group lll-AI 

Group 111-6・
t Vein graft. at 2¥¥'. after lig 
* Vein日raft‘al~ ¥¥'. afler lig 

図 2.鍵の成績

a. J]"i;¥'im 

3.0 4.0 5.0kg 

神経線*11数との比率を求めた 縫合liHより 1cm i主位部

では第 rj洋の再生率が 76%， 第 ]jf，fが 40%， 第四1作A

が 75%， 目i洋Bが 75% と， やはり IflL1jが温存されたも

のとI'}位されたものの 11けー率がほピ Ift1じでかなり良好だ

ったのに対し 動脈を遮断した第 Hlifは 40% とははる

かに II}'I二本が悪かった.縫合liHより 5cm 述位部では第

表 2. 有髄神経線維数および再生率

Al5cm 
At 1cm 

Distal to Distal ;::.o.a. '~ 
Slltllre Level 

INllmberlNumberlR仙川mberlRatio

Grollp 1 1 30∞0∞o I 230∞o I吻 I950 I出
旨Grollp 1日1 5ω0∞0∞0 12初0∞0ωo 4ω0%広 7口30 I 14% 

Grollp III-A+叶I370∞o I 2800 I 7万5虫%矧6引 820 I 22% Z 
百GrOllp JII B*引14ωO∞0∞o 1 30∞0∞o 1 7九5%1 870 1 21% 

+ Vein gr悶af白t，at 2W. after Lig. 

本 Veingraft， at 4 W. after lig. 

b.術後 1ヵ月例

図 3.

C.術後 3ヵ月初1).
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図 4.有髄神経線維の直径

I 鮮が 32%.fi(Oll洋が 14%.第E群Aが22%.第m:nr
Bが 21%でやはり同じ傾向がみられた(表 2). 

次に1'}生有髄神経級車ffrの直径を指標とすると，近位lF

7行部で直径 2~4μ およ び 8~12μ に二相性のピーク

を示したのに対し，縫合部よ り 1cmおよび 5cm遠位

部では 1・Il. m 群ともに直径 2~4μ にー相性の ピー

クがみられた.

直作 4μ以 上の利生有髄神経線維数は， 縫合部より

1 cm ~{立部で第 l 群が 33% . 第E群が 18%. 第E群

Aが 23%. 第皿鮮Bが 23%を占め. 1. m • Il群のI1頂

であった さらに 5cm述位部でも同様な結果が得られ

た(図 4) 
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以上の成績を総合して，神経[II[彼は [. sI. urのJIIii

と判定した.

考察および結語

実験動物数は必ずしも 卜分とはし、えないが， 10jW~ 1(llifrr: 

の l~Hな例あるいはその積極的改浮を尖施した例では，

動脈IfI1iJli>1、氏例より腿 ・神経修復後切らかに良好な機能

川復がれ}られた.すなわち，従来私たちのもっていた印

象が実験的に;:I[IVJでき， 1(11行のよくない条例下では初版

的な!TiJj脈fJJ1l.1を行なうべきであると結論づけてよいと思

われる

文献
1) DavenpOrl， H .A. el al.: J. Comparative Neurology 

67: 483， 1937. 
2) Gulman， E. el al.: .J. Physiol. 101: 489， 1943. 

3)恩mJ是lリ]ほか・幣形外科 29: 1310， 1978 

損傷j腿修復に関する実験的研究

一一躍内血行ならびに躍栄養経路について一一

An experimental study on the repair of the lacerated tendon 

一一一Bloodsupply and nutrient pathway of tendon-一一

i
 
l
 

sl
h日

J
lJ
 

I
 

U
H
ク と1:問 表不11 沖下{建哉本

m似された組織の修復は，その場に [.分なる5従来の(jh をナイロン糸で結主主)，腿鞘温存，切除の組イTせにより 4

紛があって初めて達成される このことは，I虻調l織[，'i[イ{ Jr('に分け，経H、?的に肱g修復過程を組織学的に観察した

の修復にさいしても例外でない :ん111分の組織において 'k験 3 苅1L1~ 10， 13， 14， 20日FI，生後 5，10， 15， 

a， この栄長の供給は血液の循環によるものであるが 2011[[，1，2，4ヵ刀のおのおのについて第 3!-己防の腿

1(11午1・の:{F{I:しないところでは，その他の経路が考えられ 連続横断切片を作製し，H-Eならびに MassonSchaefer 

る 融rにおいては現在，鍵|付血管ならびにlIfI!ij'fJl付滑液経 変訟染色を施し車rl).-j1(11竹分布を観察した.また生後 1ヵ

路の二つが考えられている.今阿古者らは，鶏第 3J.E桁 月以 |の鶏においては墨汁il'.入後，透明標本としても鋭

派指J:IiM，血rを{史)[JLー述の実験を千!ない，腿の栄長経路 察した。

に|刻してあるヰ.~urtのがÎII命を得たので報行するなお実験 結 果

1， 2は，ti¥51r'I'!'{m整災学会で詳細に報告したり 1.正常躍の血管分布

方法

実験 1，2 I主体'T(2~3 kg 土Jj'，l'，ブロイラーを使)[J，突

験 3は1'1色レグホンを1*川した.

実験 1 J正常節 3 !Ê桁1別行J:1i筋!日の 1(1l 1~:分イ1Iを盤汁注

入透明eW.，f>:として観察した

実験 2: ¥'inclIla breva (以卜 v.b と目的と vinclIla

longa (以ド、'.1 と略)のI!'i::Jj郁においてl隙にご|と部分航

切を加え， 1I1.l行温存，遮断 (v.b.，v.l.の出r十Ili.;"(11で全)，'，1

Key words: tendon healing， tendon blood supply， 
nutrient palhway of tendon 

* S. Hori:社会保険広島市民病院整形外科(⑤ 730広島市基III[
7-30; Dept. of Orthop. SlIrg.， Hiroshima City Hospital); 

Y. Ikuta (講師)，K. Tsuge (教授〉 広島大学盤形外科

末節腿!Hli.i(11，v.b.， v.l， mesotenon，ならびに融~靴外

paratenonより， )院内へ1(1l管が進入している.末ilii千b'i

部より v.b.および v.l. にいたるまで，燃側 1/3から

1/4の範闘を除いて阪r内縦走lfiぽ・は均等に分布してい

た.しかし v.1.と mesotenonの"'i::JiHl，ちょうど PIP

関節部において Iflli'fは存作せず， a vasclIlar areaが認め

られた(凶 1) 

2 損傷腿修復過程におけ否陵内血管，j骨液の影響

1(ll1 fl日l1'i-群では，主に endotenonならびに epltenon

!討の級車It芽細胞の明殖が旺盛にみられ，損傷部の浅間，

深川ともに早期に細胞の成熟が完成し，他家の級代と一

致するわ. しかし， 1(11行遮断群においては， !踏を結殺し

たところの 1(11竹を含んだ epitenon層が増殖し，結事与糸
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図 I 正常駐~ PIP関節部 (avasclIlar area.). 図 3. ブロイラー第 3足指鍵横断標本.

図 2. 腿r~J温存，血行遮断群術後 1 週

epitenonの細胞胤『殖により修復される cndotenon は

逆に細胞数の減少をみる (M-S染色， x40). 

を乗り越え損傷部を埋めてくる それゆえ表区'部より細

胞は成熟するが， 深層部は遅れる(図 2). またlfll行ね

存，遮断'sfともに鍵鞘切除により epitenon層は，腿

全体を包み込むように数屑に増殖し，腿全体は肥厚する.

3. 臆連続横断標本によ~鍵内血管の組織学的観察

ブロ イラー鶏の連続切片を観察したが，組織学的にも

v.1. と mesotcnon の中間部に血管はなく ， その幅は平

均 5mmである.この avasclIlararea前後の毛細血管

は， 墨汁注入透明標本でみられるごとく loop状の終

末端を呈し横断而では鍵のほ工中央に集紡している

(図 3). 

さて， 鶏脹 1011 11では腿組織は細胞の衝な集団とし

て存在するが，いまだ周囲組織との区別は明瞭でない.

13日目では腿鞠， 腿との区別は可能となり ， ほr艇の

構造は完成される. 腿内JfIl管は 2，3本観察されるのみ

であるが， すでに v.b と v.l.，v.1. と mesotenon，

mesotenonとparatenonのおのおの'1-'1日l音gに avasclIlar

areaが認められ， 末梢より distal-，middle-， proximal 

Avascular area 中枢端の毛細血管の中央部への集結像

(M-S染色，x 100) 

図 4.生後 1ヵ月， 墨汁注入鍵横断標本.

Vincula longaの腿付着部 黒点が血管を示すくH-E

染色，x 50). 

a vasclIlar area と命名した 20日目の鮮化前日になる

と，鍵内血管はより明瞭に認められ，背側 1/2に分布し

てみられる.生後は鶏の発育とともに鍵も成長し，腿内

血管は次第に横断而で占める面積，血管径，長さともに

大きくなってくる.生後 1ヵ月では際、側 1/3から 1/4の

範囲を残し背仮1)全体に広く分布す る(図 4).Distal 

a vasclIlar areaは狭くなるが middle-，proximal ava-

scular area に変化はなかった. 墨汁注入透明標本もま

ったく同様な所見であった. 生後 4ヵ月では， distal 

avascular areaは著明に縮小している Middle および

proximal avascular area は多少狭くなる程度である.

Vinculaと mesotenon の周辺では背側に太い動静脈が

存在し 腿内は毛細血管が分布している.Avascular area 

に近づくにつれ，背側の太い血管は徐々に消失し，腿内

には一層の内皮細胞をもっ毛細血管のみとなる.Middle 

avascular areaにおいては， ほど鍵断固の中央部で消
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図 5.Avascular areaの推移.

考察

腿組織自体に修復能が存在することは，諸家により証

明され，特に腿構成成分である epitenon，endotenonの

役割が注目されている2-め.

しかし腿内血管，腿革自の有無による鍵修復態度につ

いての報告はみられない.著者らは実験 1の結果より，

実験 2のごとく条件を設定し，腿!修復態度を観察した.

その結果，腿固有の修復のさい，十分なる栄養の供給に

は， lfIl行'の存在が重要で、あると判明した. しかし，まっ

たく滑液からの栄養を無視するわけにはいかない.なせ矛

図 6.Avascular areaの栄養経路. なら腿鞠切除により，表層の epitenon層は91

Q常に増殖

してくる.このことは滑液の喪失により健全体の栄養の

失する. バランスが崩れ. JfIl管の豊富な epllenon により代償さ

この avascularareaの推移を鶏lIf13日目，生後 1ヵ れるからと思われる.

月 4ヵ月について比較した Avascular areaの範囲 人の健内血管の分布は報告者により多少の差はある

を各 v.b.，v.l.， mesotenon の腿付着間の距離との比率 が，大体掌側は背側より疎ではあるが，縦走血管は十分

で表示した Distalavascular area では. 50%. 27%. に発達し豊富であると思われるめ Lundborg7)は ava・

9%となり，成長とともに縮小，消失する傾向にある scularsegmentの存在を報告し，この部の栄養を滑液の

しかし. Middle avascular area は. 73%. 72%， 56% diffusionに求めている さらに彼めは腿組織を切断，

となり，ほ s:50%の範囲で一定する(図 5). 縫合し， 膝関節滑液腔に挿入しその修復過程を観察し

‘
 

‘
 

‘
 
・

胞内血管.、

遺 無血管野 遺言E三
イ〉イトイト滑液イ〉イ.".イト



基礎的研究 1459 

た. 滑液からの栄養の浸透を証明したが， 深部!腿組織

に変性所見を認め， 滑液の浸透の限界を述べている.

Matthewsめはこの洞液と鍵内血行の二つの経路が考え

られると推論している.

実験 3で示されるごとく， ある範囲で存在する ava-

scular area においては，直接血管から栄養は供給され

ないし，滑液の浸透にも限界があると思われ，著者らは

次のように仮説した すなわち avascularareaは，胞

内毛細血管の loop状末梢端からの組織液の浸透，なら

びに舵鞘)枠内滑副主の厳~内への浸透により栄養され，鍵の

絶え間ないm動がこれらの浸透を容易にするのであろう

(図 6). しかし，この部分に損傷が生じたさいには，組

織液，滑液のみでは旋回有細胞の塙殖を引き起こすほど

栄養は 卜分でな<，先の実験 2の結果から，血管の存在

する領域より epitenon 層の細胞が増殖し延長し損傷部

をifJ1めると推定され，伊藤10)の尖験結果はこれを証明し

ている

全土
iIt同 語

1 )鶏匹 10日目以降のl此の分化が完成するころより，

すでに avascular area は存花し， distal， middle， proxi-

malの3ヵ所に認められた.

2)腿の発育とともにIJOlI付毛細血管の径は太くなり，

健の背倶1)2/3に広く分布する. しかも distalavascular 

areaは経時的に縮小， 消失するが middle，proximal 

avascular areaの範囲は一定している.

3) この三つの avaSCl巾 rarea は腿内血管の中枢，

末梢端よりの組織液，ならびに族~鞘肢か らの滑液の浸透

により栄養されると考えられる.

4)この部の鍵損傷の修復は，血管の存在する領域の

epitenon層が増殖成長し損傷部を埋めることにより

修復されると推定される.

標本作製にあたり多大なるご協力を得た福島生協病院病理検

査室技師加太武氏に感謝する
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真空凍結乾燥保存血管の移植に関する実験的研究(第 1報〉

An experimental study on the preserved lyophilized vascular grafting 
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Microsurgeryの発達に伴い， その技術は切断肢指再
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に幅広く 利用されてきている.しかし血管が広範な挫滅

を受けていて，端々縫合不能の場合や，術後縫合部の広

範なlfll栓のため再手術が必要なH、?など，隣接する [([1管の

移行や， 自家I血管移植を行なっているのが現状である.

このように血管移植の必要な場合，もし優秀な保存JillW

ともいうべきものが利用されることが可能ならば，その

臨床的意義は大きいと考えられる.私たちはまずその手

はじめとして，ラットについて真空凍結乾燥処理を行な

って保存した，ラット血管の同種移植実験を行ない，か

なり良好な結果が得られたので、報告する.
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図 1.真空凍結乾燥保存血管(上〉とそれを生理的食

塩水にて復水した血管(下).外径 1.2mm

L 

図 2.真空凍結乾燥血管復水標本. x 120. 

L 内陸面

内皮細胞の脱落，核の変形などが著名である

内，中，外膜の区別は判然としない

実験方 法

体重 200gから 250gのウイスターラットと. SD 

系ラットをそれぞれ 40匹使用した SD系ラットの大

腿動脈を無菌的に約 10mmの長さで atraumaticに採

取し ー70
0

C にて 24時間冷凍，其空凍結乾燥機内で

-200Cから -400C.10-3 TORRでがj24時間，凍結

乾燥を行なった。凍結乾燥処理を終えたJfll管はデシケー

ター内で 1 ~ 2 週間保存しておく.生理的食極水に浸す

まえの血管はや Lひからびて，生体内のそれよりも小さ

めになっているが， 浸して 15分ほと:t.::っと， かなり膨

化し，大きさも適当なものとなる.

‘ご

図 3 術後 2週目の移植血管 x5

矢印は縫合間lを示す.内皮細胞は移値血管中央部lを除い

てl州側の術主ffiljより伸展し，再生されている.この組織像

から良好なJ[ll行が維持されていたことがわかる.

ウイスター系ラットの大腿動脈を epigastricartery分

岐部よりや)..'1'叙にて切断し，この断端に保存血管を顕

微鏡下に 10-0ナイロ ンで縫合移植した術後経時的に，

その大腿動脈移航部 を観察し， 血行の有無を確かめた

後，組織学的検兆ーを加えた.

結 果

術後 1週日 砂h(iIUl管と周囲組織の癒着は肉眼的には

軽度であり，移舶Jfll竹内腔には，縫合部付近にのみ内皮

細胞の蒋生が確認された 移植血管中央部は|付， 中膜と

もに細胞成分はほ とんど認められず，外膜のみがや L軽

度の再生像がみられ，周囲組織との癒着もみられた.

内. rl'膜に関しては凍結乾燥処理した血管の組織像と

ほ工同様な所見であり，内皮細胞の脱落，筋居での細胞

成分の減少，綴の変形などが著明である.

術後 2週日 :内皮細胞は両端の縫合部を越えて，移植

血管"1"央部付近まで再生されてきているが，中央音gでは

まだ内皮細胞の欠落している部分が認められる.移植血

管には内到i性板が認められるようになるが，中膜筋層部

は相変らず一部峻死層も混在し，細胞成分はごくわずか

しか存在せず， また宿主側に比べかなり非薄化してい

る.外膜は縫合部周辺での炎症性反応、が強く ，ナイロン

周囲には異物巨細胞や， リンパ球が目立った.

術後 4週日:内皮細胞は移植血管内股全域にわたり，

きれいに被われている 縫合部での内弾性板の乱れや，

中膜の嬢死は私たちが， 第 四 回.20回の手の外科学会

で発表した縫合実験と同様な所見であったが，外膜周辺

やナイロン周囲の反応性細胞浸潤がやL強く認められる

ようで、あった 移枢iJul管中膜部ではやはり細胞成分は少
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L 

図 4. 術後 8週自の移植血管壁 x120. 

L:内陸

( 1 ) :内皮細胞は完全に再生され内膜は正常血管とほr同
様な厚みをもっ. ところどころ内膜の肥厚がみられ

る.

(2) :中膜筋層部は細胞成分少なく正常血管墜に比べて~Ii

薄化が目だっ

(3) ・外膜は中膜のiJ~薄化を代償するように周囲組織と癒

着してやふ厚みを土台している

本図2と比較すると移植後の血管の変化がよくわか

る.

なく ，一部嬢死像もみられた.外膜と接する周囲組織で

の細胞浸潤は 2週自の所見よりもやL強まってきてい

る.内膜の肥厚もところどころみられるが，血管の閉2に

やJIll栓形成はまったくみられなかった

術後8週目 :移植JIIl管の内皮細胞や内膜は，ほ工正常

血管と同じ像を示し，内膜の肥厚もや L減少してきてい

る.内部性板は認められるが，中膜の細胞成分は縫合部

周聞に散見されるのみで，移植血管全体としてはほとん

ど認められず 2週日 4週目の組織像とあまり差がな

かった.移植血管周辺での細胞浸潤は 4週目と同様にや

L強くなってきている また中膜の非薄化を代償するよ

うに，外膜が周囲組織と癒着して肥厚していることが認

められた.いずれにしても，4週目の所見と同様に中膜，

内膜に及ぶ細胞浸潤なと.は皆無であった.

まとめ

凍結乾燥保存法を血管系に応用した実験や臨床応用は

古くから欧米で報告されている.木邦て、も比較的大Jfll管

に対しての実験や，応用が行なわれているが，微小血管

に対する実験報告は皆無といってよい.著者らの実験で

は真空凍結乾燥保存を行なった微小血管はその外径が 1

mm前後と小さいにもかLわらず，microsurgical tech・

l1iqueをもって行なえば開存率が良好なことはもとよ

り，むしろ新鮮自家血管移植よりも簡便であり，移植I血

管の縫合も簡単であることが確認された.

A 

持諸説t--~ゐーザ午主筆宣ま
B """><:><:><:XD5UVO一一一一一一一一一

妙法考察 T 高汐均台内4通緊密

有 事態}ι点 盛 山占長溢熊持

c _一一一一一一一一一一一~
出掛均汚~~戸『契零喜一

a 外股 b 中朕 c 内膜 d 内皮細胞

A:術後2週 内皮細胞は移摘出管中央部では再生されて
いない.中膜は細胞成分はほとんどみられ

ない.移継血管周辺の細胞浸潤は縫合部の

み.

日:術後4週内皮細胞は移植血管内陸部を被っている.

中膜は 2週目と変化なし.血管周辺の細胞
浸潤はや L強くなってきている.

C:術後8週内皮細胞，内膜ともほr正常血管に等しい
像を示す.中膜はやはり細胞成分少なく，

修復されていない.血管周辺の細胞浸潤は

4週日と変らず.外膜より内部への浸潤は

認められない.

図 5.移植血管の経時的模式図.

また移舶JfIl管周囲の癒着ーは 1週目 2週日は比較的

少なく 4週 8週になるにつれて，や L強まる傾向で

あるが，桜木採取にさいして容易に長Ij離でき，血管自体

を損傷することもなかった.また縫合部の狭窄や，移植

血管の横取h，縦刺l方向への短縮も認められなかった.組

織学的には，移植血管への内皮細胞が宿主似Ijの内膜より

伸展し内腔を被ってくることが確認できた 約 4週

で，全例の内皮細胞が完全に再生している また縫合部

での反応は内，中膜に関する限り特に異物反応と考えら

れる所見はないが，外膜周辺組織に術後 4週日 ， 8週日

でや L細胞浸潤が強〈認められた しかし血管関存の障

害となる所見は肉眼的にも組織学的にもまったく認めら

れず，ラットに関する本実験は良好な結果を得たと確信

する

真空凍結乾燥保存の動脈片では，凍結乾燥処理によっ

て，核の変形や細胞の脱落などを生じるが，生化学的な

蛋白質や，組織元来の性質は変化しておらず，血液を通

過させる骨組みとしての matrix が利用可能なわけで
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ある

すなわち，それ自身再生，吸収，J:ffI舶などの生理的な

機能をもたないとしう意味で人工jfIl符に近く，縫介の平手

坊さ， i呆イfと運搬のf史ー利さを考えあわせると， J血液をj凶

過させる坊としての，生理的な血j符と人 Ull'i'i'の'1'/11]物

として位世づけられる.しかも生体内に移柄引されたのち，

生理的1(11管に近い構造と，作用をf!Qf¥}.するという点で 1-

分臨床応用の可能性があると確信する
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遊離自家筋肉移植に関する実験的研究

一一第 1報 阻血および欝血時間と移植筋の組織変化について一 一

Experimental study on free muscle tl'ansplantation 

Part 1: Histological changes in transplanted muscle after 

various duration of ischemia and congestion 

木下光雄

池間克己

小野村敏信

安永博
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I'::j )1:有一本

筋肉砂他都iは，玉)1二らによる遊縦門家筋肉移~((実験の

成功以来，生田，波利井らの臨r.!t:への応川など， VCI)伎の

機能T詳述手術の有用な手段となりつ Lある 機能I'Hl!を

H 的とした場合，生着した移植紛が11常または止常に近

い筋力を回復して初めて移値術が成功したといえる し

かし Tc1'zis らの遊離自家筋肉移M尖験では，砂羽((筋の

筋力は正常の 1/4しかなかったと報fつされており ，遊離

自家筋肉移ftli術には種々の問題点が残されている

移布L(V桁にさいし， 移M筋が~I・ノ | 二.f!1 ! 的な状態(!IJlJ(J[やう

つI(rl，J悦神経状態，筋の的IL:長の変化など〉におかれ，

移M休の条件などによっても大きな影併を受けることを

考116すると，移布((筋が'I'.;{i-L，形態，機能ともに正常に

近い状態を仰るためには手術操作上種々の工夫が必要と

考えられる ノトi"Iは，手術操作特に動脈および的脈l吻合

が終 fするまでに必然的に生じる阻Jn[およびうつ1(1l11寺li¥J

の以上\1. と移~((MJの組織傷害の程度との関係について検川

Key words: microsurgery， transplantation， IllUSclc 

水 M.Kil1oshita， T. Onomura (教授)， M. Abc， K. Ikeda， 

H. Yasul1aga， Y. Takai・大阪医科大学整形外科 (Dept.of 

O1'thop. Surg.， Osaka lVledical College， Osaka)ー

を加えた

材料および方法

'ぷ兎(休A:3~3 . 5 kg) の大腿l白筋短liJjを砂hllJiiJとし

て用いた同筋肉は醇素組織化学的に検討すると lypc1 

および lype11 A， II B， II C 線維よりなり， ヒトの'1'1'

格筋に類似している Pentobarbital麻昨下によ腿l((}iJJ

短頭の主たる栄養l血管，支配神経を温存したま L起始お

よび停止部付近で切縦し周閉組織より遊離させる 動m，
脈にマイクロクリッフをかけ一定時n:J阻I(I[およびうつj(1[

の状態とした後，筋を元位置に縫合同定した 組織の変

化がもっとも強くぶれると忠われる 481時間後に同筋肉

を採取し凍結切jトを作製し， H-E染色および両手系組織

化学 (NADH-TR，SDH， Phosphorylase， PASなど〕的

に検索した.なお手術似1'1ーは室温にて手術顕徴鋭下に行

なった.

実験 1: 2， 3， 4， 6， 8， 10， 12各11寺1::]の凶Jftl・モデノレ

を1'1'製し組織変化を調べた.

:.l験II: Jf験 I で組織変化が認め られなかった~llJ(U Il年

r::J (211与1::])内において，種々の阻血とうつ1(1[II;jl::]の組

合わせのそデノレを作製した すなわち 30，60， 90， 120 
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a.阻血2時間. b.阻血4時間 C. 阻血6時間.

図 I 血行再開 48時間後の筋組織像 (H・E染色 x40).

d.阻血12時間.

各分の阻血後(動静脈にそれぞれの時間クリッ プをかけ

た後)30， 60， 90， 120各分のうつ血時間(動脈にかけ

たクリップのみ除去し， i\'Î'J~にはそれぞれの時間クリッ

プをかける〉を組み合わせた 16通りのモテ'ルを作製し，

組織変化を調べた.なお 1モデノレにつき 2羽の家兎を用

い，得られた組織変化を筋線維の変化，間質の変化，炎

症性細胞浸潤の程度，酵素活性の有無により ， mild， 

moderate， severeの三段階に分けて評価した.

結 果

実験 1:阻j(Jl2時間では筋線維の形，大きさ，染色性

など組織学的には対照群との差を認めなかった. 阻ml
3~4 時間では筋線維は好酸性を増し大小不同があり

空胞変性に陥っているものが散見された. 間質は軽度

edematousになり， 好中球や plasmacellなど炎症性

の細胞浸潤が認められた.阻llll6時間では筋線維は全体

に腫大し，核は減少ないし消失し，空胞変性も目立つよ

うになり縦紋は不明瞭となり，横紋は消失していた. 間 度低下していた. 阻血 12時間では破壊された筋線維に

質は拡大し筋内の比較的大きな血管に血栓形成を認め 強い染色性を認めたが，これは武内のいう増強性酵素変

Duration of ischemia (min.l 
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図 2.Morphologica1 and histochemical 

changes. 

た.阻凶l8時間では筋線維はパラパラになり硝子様変性 性と考えられた.

に陥っていた.間質は拡大し静脈は拡張していた.さら 実験n:阻血とうつ血の 16通 りの組合わせにつき得

に阻血が 10~12 時間に及ぶと筋線維の破壊が著明とな られた組織変化をその程度で分類すると図 2のごとくに

り，間質は edematousで著しく拡大していた.しかし， なる. 阻血とうつ血時間の合計が 2時間 30分から3時

筋l付の血管や比較的太い神経には変化は認められなかっ 聞になると moderateな変化がみられ 3時間を越える

た(図 1). と severeな変化となった.

Phosphorylase反応は阻血4時間で活性はかなり低下 たとえば，阻血60分後うつj(Jl60分のそテツレて‘は軽度

し6時間以上の阻血では活性は消失した PAS染色で の炎症性細胞浸潤を認める以外対照群と大差を認めず，

は阻血が 6時間をこえると PAS陽性物質は明らかに減 Phosphorylaseの活性の低下も軽微で、あった.阻血 90分

少の傾向を示し阻血 12時間では消失していた NADH- 後うつ血 90分のモテツレで、は:部分的に筋線維の萎縮およ

TR， Succinic Dehydrogenaseは阻血6時間で反応は軽 び貧食がみられ，間質の拡大と中等度の炎症性細胞浸潤
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a.阻血60分後うつ血60分 b.阻血90分後うつ血90分 C.阻血 120分後うつ血 120分.

図 3 阻血とうつ血の組合せ， 48時間後の筋組織像 (H-E 染色 x40)

a. 120分間血後うつ血30分 b. 30分間1fu後うつ血 120分ー

図 4 処置後 6週間自 の筋組織像 (H-E染色 x40).

がみられた Phosphorylase の活性は部分的に残存して

いた.阻血 120分後うつ血 120分のモテソレて'Ii筋線維の

破擦が著明であり， endomycial tube は残存したま L筋

線維が消失しているものも多数認められた.また Phos-

phorylaseの活性は完全に消失していた(図 3)， 

阻瓜iとうつ血時間の合計が同じものたとえば， 阻JUl

120分後うつ血 30分のものと， 阻血 30分後うつI血120

分のものを比較すると後者の変化が強く 6週間後の組

織では前者はほ工正常に回復しているが，後者では脂肪

変性に陥った筋線維が散見され centralnucleiが多数の

筋線維に認められた すなわち肌血とうつJ(n時間の合計

が同 じものでは，うつ血時間の長いほうにより強い組織

の変化を認めた(図 4). 

考察ならびに結語

実験 Iでf1}られた結果は，切断肢あるいは Volkmann

の阻血性拘紛に関する諸家の実験結果とお Lよそ一致す

る . 阻血が 3~ 4 時間を越えると組織学的に変化が認め

られるようになり ，阻血が 2時間以内であれば筋組織に

ほとんど影響を与えない.そこで阻J(ll後にうつj白の状態

を生せ.しめ，筋肉がどのような影響をうけるかを実験E

で検討した この場合， うつ血l時間の長さだけ阻血時聞

が延長されると考えられるが，組織変化よ りみると単に

阻Jfll時間の延長にと工まらず， うつ血状態が加わるとよ

り強い組織変化が生じる '白格筋内には密なI(U管分布が

あり，うつ泊l状態が生じると筋の組織内圧は著しく上昇

し， post-ischemic edemaの状態と相まって筋組織の変

化が大きくなると考えられる.
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移植筋への組織障害が少ないほどその回復も早く，ま

た機能に及ぼす影響も少ないと想像されるが，今回の実

験結果によると移植筋に与える組織障害をできるだけ少

なくするためには， ~際の臨床面においては， 1)手術

操作の手順として動的}脈l吻合が終了してから血流を再開

させ，次に神経縫合を行ない， 2) lUl流再開は 2時川以

内に行なうことが望ましいと考えられる.
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第 14団側膏症研究会

日 時 昭和 55年 4月 2日(水〉午前 9時~午後 5時

場 所 福岡明治生命ホーノレ

稿岡市博多区中洲 5了IJ20号(電話 092-291-2711)

テーマ 1. Early detectionの諸問題

2 一般演題，特に，装具療法および instrumentationの新しい動きについて

(演題募集の詳細は各大学宛にお送りします〉

幹事 角 田 信 l沼

⑤ 820福岡県飯塚市大字伊岐須道坂 550の 4

総合せき損センター整形外科
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，匂〆叫 ;..，L'"ヘヘ〔止の都掛金自書 ./~-.J 舟w …"，，.，.，，. ;'i，，，

神経の包鞘と tllbulationについて i 

Jbi:近 funicularsuture Wや epincurialsuture法の優劣に とは縫合却を細胞浸潤などからまもる目的で種々の膜などで縫!

ついて，いろいろと議論がかわされて，有l'径接合部に縫合糸を 合部を被うことであり， tubulation (tubuJizat旧 n)とは大き

i使わなし、方法，すなわち plasmaclot i.tや siliconetubc法 な神経欠慣のある場介に tubeで橋渡しをして，その中を神経 :

などが影をひそめてしまった. 再生させることをねらうものであるとしているー

解古1)学的に正(i'(1iに和|腕切断端を縫合するとし、う科学的な見地 liii l'i{l!fj)J脈片， l'I'ft脈片などをHJ，、て， ことに Weissは凍結 :

iからみると，糸を使月]せずに大きな神経幹を単に寄せ合わせる 乾燥動IV~片を，竹友 ( 1 95 1 ) は的脈片を用いて興味ある報告を ;

:方法が，~I'科学的にみえるために見捨てられてしまったのかも 行なっており， Campbell (1956)は πLillipore朕を用いて包 i

しれない 輸を行ない注目をあびたが，長期の follow-upにて石灰沈着 :

たとえ縫合糸に対して異物反応が少なL、からとはいえ，細い が認められて用いられなくなってしまった局所の異物反応，

:判l'経束にそれぞれ糸をかけ寄せてゆく方法ーには多少抵抗があ 循m陣押などのために一般的には包輸の効果は認められない傾 i

る.かつて si1 icone tube il:のようなものを改良して，縫介糸 向にある : 

:の少ない銭fT法を考えてみてはどうだろうか，という発言をあ 後占の tubulationは Gluck(1880)， Vanlair (1882)によ

る会で行なったところ，いろいろな1主見がかえってきた. るj悦灰1iを用いてイヌの神経欠損に tubeとして橋渡しを行な i

すなわち， tubcが細すぎて終合部に necrQSISや品brosisが ったことにはじまり，税々行なわれたが失敗に終り ，橋渡しは

: jミじた症例とか，桃ff神経か上腕什の上を走っている部分で終 結局，判l'経組織のなかでも自家移植がもっとも好ましいものと :

i介したために， tubc の角が神経併の圧迫をきたしていた!iÎ~WIJ ， いう結論になっている i 

i そして接合部がfUJかのはずみで~{lIJlJしていた出例などである 包干の法も支持縫合を併用して神経断端部にかける糸を少くし :

ちなみに siliconctube法をfiなっていた諸先輩は tubeを て，再生品h索の方向性の乱れを最小限にとどめ，縫合部にかか !

:各種の太さのものを周忌しており，よく合ったサイスのものを る張力やJ:.}:れを緩和することも可能であり ，異物反能や，機械 ;

i縦に一本の害1)を入れて使用していたことを思い11¥す巾には上 的刺激のない，また摘出手術を必要としない包輸材料を開発し ;

~ J附ltで侠骨神経が折れ118っていたi，EWI)もあったし，長JV!Ji土佐例 て，血行陣t与をきたさないように用うることができれば応用範 i
iでは神経幹の機械的刺激が起こっていた Lめにいそいで除去し 閤の広いものとなるであろう : 

たi，E(!'I)もあった しかし中には tubc除去時にみると後合部が 我々はliii腕却などで，阪s癒ぷ剣出1I術と神経縫合例を行なつ

どこにあるのか見分けがつかなし、ほときれいに癒合して機能回 て，よく動くl院と動きのない利経とが直接相接する場合には，

i復も良好である定例も多かった 神経':1-の下にヒト脳硬膜 (1司径〕などを細く切って敷いておき

神経再生のメカニズムについては， 1940年代の cantact 秋郎組織同志の癒着による障害を防ぐように努めている.この i

: guidancc説，least resistance説なとが有力であるが定まつ ように適応を選べば応用してよい方法であると思う i 

iたものはない Gal vanotaxisについては当時より1lrA的であ Tubulationはやはりほとんど適応のない方法だと思う た t

tった 小生らも 12fJ'liiiじCLAに11/乍していた頃に縫fT部の だ一つ考えられる夢のような方法は大きな gapをうめる方法 i

t線維ぷ細胞の11'1生を抑制する円的で級紙月三細胞の組織府伎を行 のーっとしてである すなわち自家移植のように自己の健常な i

iなし、，それに微小電流を通して観察してみたが，反応が復維で 神経を犠牲にすることなく，受傷時に大きな神径欠煩を認めた i
:予期した結果はえられずに終ってしまった ときに，損傷部の神経を少し採取して，それより Schwannを i

Caj九1(1893)は chemotropism(neurotropism)の説を唱 培lをしておき，二次手術のときにその Schwann細胞を同じ患 :

え， Weiss (1943)らによって否定されてしまっているが，ー 者のプラスマと混合し， tube内に封入して利経欠損部の橋渡 i

t概に否定されてしまってい斗ものかどうか疑問に思う .神経縫 しをはかる方法である.実現性はないが面白い考え方のようで i

: (銭〕合同11:iかなりぴっちりと縫合しでもそこには Gapが生 ある

じており， I'PI'.神経がその部を sproutll1gする場合に，何か 最近あまりかえりみられなくなった包鞘法や， tubulationに i

1'1分なり の);1(')性をもって伸びているような感じがするのは考 ついて思いつくま斗つrってみた i 

iえすぎだろうか神経再生のメカニスムについて未だ不明な点 文献 i 
iが多く ，その迫ボにあたっては無J:Jlに神経束1，司志を縫合したJ，j;j 1) Cajal， S.R.Y.: Oxford Univ. Press (London) 2， ; 

人 ι 1928. ~ 
介のみならず従fT糸を用いない (suturclessの〉場合も含めて

ヤ 2)Gluck， T.: Arch. Klin. Chir. 25: 606， 880 
I'~生駒h索の態度を追求したほうが以11年代的ではあるが大切とi:-:. ~， ，.. .. . .. ._ ... . .._ ~ 

3) Hirasawa， Y. et al.: .f. Neurosurg. 27: 401， 1967 
!とヵ、もしれなし、

4) l¥lorotomi， T. et al.: lnternational Surg. 48: 164， 
20世紀:まじめをピークとして州統の包翰法や tubulationは 1%4. : 

iあまり行なわれなくなった.教科』I?をみてもそのくわしいこと 5) Tarlcv， J.M.: ].A.M.A. 126: 741， 1944 

iはほとんど記放されていない Wciss (1943)によ ると両者は め W町田， P.: ]. Neurosurg. 1: 400， 1944 

iはっきりと区別されており，包給法(川 ar明 ngnervc suture) (京都府立医科大学楚形外科助教授 平沢泰介〕
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マルホの医家向医薬品

ヒルドイド 軟膏
1 '}中
へパリン類似物質(動物臓器抽出のムコ多糖多硫酸エステル)…3.0m'}

特長

1.血液の凝固および線維の形成を抑制
します

2.末梢血液の循環を促進します

3.局所血栓性疾患、血行障害に基づく

痔痛性、炎症性疾患および線維形成

性疾患に対して効果が期待できます

適応症

外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹 ・

血腫 ・健鞘炎 ・筋肉痛 ・関節炎
血栓性静脈炎 (痔核を含む)、凍癌

血行障害に基づく 痔痛と 炎症性疾患、

肥厚性癒痕 ・ケロイドの治療と予防

進行性指掌角皮症、筋性斜頚(乳児期)

包 装 40g、16旬、20gX10

使用上の注意、用法・用量などについて

は、製品添付の説明書をご参照ください

|健 保採 用 |

電11マルホ株式会社大阪市大淀区中津1丁目 6-24 
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(健保適用〉

脊椎性疾患、 関節性疾患、筋肉性疾患の

筋肉の異常緊張

痘撃に ノ

筋緊張緩解剤

ロキz，-z，注・錠

【特長1
0脳幹および脊髄の介在ニウロン、

更には末梢神経系にも作用して筋

肉の異常緊張、撞筆を緩解します。

o痔痛と症筆の悪循環を 断 ち切 り、

痛みを除去します。

o錐体外路系にも作用します。

運動器疾患に伴う有痛性痘縮

(腰背痛症、頚肩腕症候群、肩関節

周囲炎、変形性脊椎症など)

o経口と非経口の両剤があり症状、

症例に応じて使用できます。
【包装】

⑮ 

注射 0.2% 1 ml 10管 50管
2"'1錠 1，000錠 5，000錠
4"'1錠 500錠 1，000錠 5，000錠

※用法 ・用量、 使用上の注意は製品添付文書 をご覧下さい。

販 売株式会社マルコ
マルコ製薬株式会社

名古屋市西区児玉町2-3

提 携 ホ ン メ ル 社 ス イ ス

製造元東菱薬品工業株式会社



鎮痛・抗炎症斉1]

ヲロペヨ
(1錠中フルルビプロフヱン40mg含有〕

- フロベンの動物実験による薬理作用

抗炎症作用はアスピリンの250-790倍、 鎮痛作用

では80-1500倍の薬理作用が認められている。(IX2)

・ プロスタグランジン生合成酵素阻害作用

フロベン は炎症 ・疹痛との関連が深いと されて

いるプ ロスタグランジンの生合成を阻害する 。

モルモ ット肺組織ホモジネー卜での50%プ ロス

タク ランジン生合成阻害活性はインドメタシン

の 10倍 、アスピリンの2280倍に相当する。(3)また、

慢 性関節リウマチ患者の滑液中で、インドメタ

シンよ りも少量でプロスタグランジンの生合成

酵素阻害作用を現わす二(4)

(1)高周恒一郎他日本正理学雑誌.71.573.1975
(?)Adams.S.S.etal: Arzneim-Forsch. 25.1786.1975 
(3)時本音三他:臼本主理学拍tt.72. 1025.1976 

(4IBacon. P.A.etaI:Curr.Med.Res.Opin..3.SuPPI.. 4. 20. 1975 

-適応症

・下記疾患並びに症状の鎮痛 ・消炎

慢性関節リウマチ、変形性関節症

・抜歯並びに歯科領域における 小手術後の鎮

痛 -消炎・3定価基準収載 |錠=73.60円

・提携・ブーツネ土 イギリス

・使用上の，主意

2つぎの患者には投与しないこと

(1)消化1生，貴i曹のある患者。

(2)重質な肝障害のある患者市

(3)亘湾な腎障害のあるき IL

(4)本高'1に過敏症の望者。

(5)アスピリンぜんそ〈 又はその既符歴のある望者。

3つぎの患者には慎生に19'与す ること

(1)消化性t貴待のE主役f!tのある里者。

(2)気管支ぜんそ〈のある患者。

・その他の使用上の，十殺は添付文書をご参照ください

取級い上の注煮 ノド;'iIJは即l事に指定されている。

⑮科研薬化工株式会社

li 



クリーンな仕上りを実現する

|プラスランギプス lPLASTER OF PARIS BANDAGE 

〈プラスランギプス〉は，

きわめて安定度の高い新 し

い型のギプス包帯です。粉

がこぼ.れず， 水を汚しませ

ん。あくまでもソ フ トなク

リーム状て，水の浸透が速

く， 短時間でかるく 硬いギ

プスができます。医療面，

作業面のきびしい要求を満

たし，さらにそれらのクリー

ンな仕上がりを実現した新

製品です。

-特徴

水通 リが早 く (3-5秒)均一なため， トクター

の巻く 手を休めず 看議婦の手をわずらわさなくて

もギプス巻ができる。

2 石膏が特殊加工で網目状に塗布 しでありますから，

粉末が流出 したリ飛散せず，し っかりしたギプス

が巻ける。

3 精選した石膏を用いているため安定度が高い。

プラスランギプス

品 番 種類 凝結時間

TEー1072 緑 Z裂 3分 -5分

TE-I073 " 3裂 " 
TE -1082 赤 2裂 5介~ 自分

TE -1083 " 3裂 " 
TE -1084 " 4裂 " 
TE -1092 膏 2裂 10介-13分

TE -1093 " 3裂 " 
TE -1094 " 4裂 " 
プラスランシート

品 番 凝結時間

TE 川04 5介 -8介

プラスランシーネ

品 番 種類

TE-1102 2裂

TT-1103 3裂

TOKYO EiZ量ILab. 

⑨額東京緯持~研究所
本社/〒131東京都墨田区京富1-21-10

JJ!. 格 数 量

15cmX4.5m 12巻

IOcmX4.5m 18 11 

15cm X4. 5 m 12 刷

IOcmX4.5m 18 " 
7. 5cmX2. 7 m 24 " 

15cm X4. 5 m 12 11 

IOcmX4.5m 18 11 

7. 5cmX2. 7 m 24 11 

30枚入

F見 格 |数量

15cm X90cm 150枚入

10cm X45cm 150枚入

53室(販売部)/〒1，13東京都文京区本郷3-43-4下村ピjレTEL(03)815-6645-9



脳血流改善に
4つの作用
アプラクタンの脳血管拡張作川あるいは細小動脈の轡縮緩解

作用は、 l坑によく知られてし、ますカミ最近になって、血液粘J;ti次苦J穆

作用、高血圧による動脈壁の初期病変抑制作用などを有すること

が報告され、脳血流改脊に対するアフ。ラクタンの効果ーがさらlこ裏

づけられています二

-脳血管拡張作用

.血管収縮物質措抗作用

.冗進した血液粘度正常化作用

・高血圧による初期血管病変抑制作用

脳血流促進剤

@)ß'ヲ=ヲヲヲ'~僻も
シンナリジン製剤

〔適応症〕

脳卒中(脳出血，脳血栓，脳塞栓)・脳動脈硬化症 ・高血圧性脳循

環不全 ・頭部外傷後遺症の脳血流障害にもとづく諸症状の改善

※ご使用に際しては、添付文書をこ・参照ください。 薬価基準収載

10 
2エ ー ザ イ

I ，東京都文京区小石川4
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.広範な抗菌スベクトルを示し，殺菌

的に作用します。

.経口投与により速やかに吸収され

ます0

.高い血中・臓器内濃度を示し，尿中

に高濃度て守非i世されます。

健保適用

1 ..... L ~ ←ム .L J. L.ム.1 ~ 1 

適応症，用法・用量，使用上の注

意等については製品添付の説明書

をご参照下さい。

包装 カプセル

250mg 100カプセル
500カプセル

500mg 100カプセル

ドライシロッフ

100mg 100 g . 500 g 
100mg 1 g Xl00包

1 g X 500包

lII同 喧ff日
東京都新宿区西新宿3-2-5
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くII.外傷 ・骨折 ・脱臼 >

Adjuvant誤注による手指損傷

Finger InJury due to injection of adjuvant 

土田鹿

手指への見物注入外傷としては，ベイソトガンやグリ

ースガンなどによる high-pressure injection injuryが

広く知られている. 今回は， それらの工場災害とは兵

り， 医療従事者にみられた注射針による誤穿刺例で，外

科的処世を必要とした 2例を経験したので報告する 2 

症例ともに免疫実験にしばしば使用される完全adjuvant

(Freunの を単独に， あるいは，その adjuvantと抗原

としてのリポプロテインの混合液を誤まって左示折に注

入したものである.

症 例

症例 1.29才， 男子，医師.

動物実験中，完全 adjuvantを左示指主主側末節部に注

入.注入された赴は不明で‘あるが，受傷後数時間で局所

の発赤， JJillI仮， j客摘が強度となり受診した(図 1). 

た工ちに災物注入部を，肉眼的に異常を認めない部分ま

で切除し(昆I2)， cross-finger法にて修復した.

症例 2.28才，男子，臨床検査技師.

完全 adjuvantと，抗原としてのリポプロテインの混

合液がはいった注射筒が破損し，そのさいに左示指中節

部に注射針が刺さり受傷.た立ちに自分で圧迫排出して

いるため，指への残留異物は微量と思われたが，受傷後

3日日ごろより，示指全体の発赤，腫脹，疹痛をきたし，

やがて凱 I~~をみる.自宅にて処置するも創閉鎖せず，受

傷後約 1ヵ月して当科を受診した(図 3). Debridement 

後， wet-to-dry dressingにて創の清浄化をまち(図 4)， 

足の土ふまずよりの'j'n:lFtI値皮で修復した(凶 5). 

完全 adjuvantには，流動パラフィンを主成分として，

他に界面活性剤と BCG菌が含まれている.このパラフ

ィンは，組織蛋ILIと結合することにより生体を感作し，

11寺にヒト adjuvantj，)jを起こすことで知られている

Key words: injection injury， adjuvant 

* H. Tsuchida， K. Namba (教授〕 長崎大学形成外科 (Dept.
of Plastic Surg.， Faculty of Medicine， Nagasaki University， 
Nagasaki) 

難波雄哉*

図 1.刺入部を中心として黒マーク部に肉眼的

変化あり(症例 1). 

図 2.摘出組織(症例 1). 

我々は今戸lの症例に関係した薬剤をラットのj文|付に注

入し，局所の状態を観察した。 A)完全 adjuvant，B) 

活動パラフィン，C) BCG 菌， D)リホプロティンの

4種 で実施したが，が;よi!:は完全 adjuvantの注入ラッ

トにおいて，長期に発)J:'，硬結が持続した程度で，肉|以

的な皮膚壊死はみられなかった.なお adjuvantによる

局所反応の詳細については Steinerらの桜子7がある

m 
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1468 巻 30・号 12(臨時増1'11) 整形外科 1979 {j'-11月

図 3.受傷後 1ヵ月(症例J2. 初診時〉
図 5 術後 1年(症例 2). 

かっt~.

しかし今川の症例のように，注入薬剤lによっては組織

障害が強く，外科的に摘出しなければならないことがあ

る へイントやグリースなどは肉眼的に識別できるが，

薬剤によっては組織を含めて一見として切除しなけれ

ばならない その場介には flapによる修復が必要とな

る.

また知覚が非常に大切な指において，注入された薬剤

が神経存である場合は， f:IJは閉鎖されても知覚障害が残

り問題となる さらに注射針による外傷忠者は，主とし

a て医療従事者であるため，その修復方法にも一考を要

図 4 植皮前(症例 2) す 今I"iの第 1hj:'fJlJは Cross-finger法で修復したが，内

科医であり ，皮弁採取部の中指背側に，打診i侍に修痛が

注射針による一般の誤穿刺は，医療従事者などにおい あり 1::]泌を残している

ては， 日常頻繁にみられるが，その多くは特に外科的処

置を必要としない 我々が行なった津守護婦を対象とした

アンケートでは 1人年平均 2回程度指の誤苦手車IJを経験

しているが， 感染率はわずかに 0.65%で， その場合も

特に切開などの処置を必要とするほど高度なものではな

文献

1 )難波雄裁ほか 形成外科 20:584， 1977. 

2)三好和夫ほか 臨床科学 2:651， 1966. 

3) Slciner， ].W. et al.: Arch. Path. 70・424，1960 
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サッカー選手の手関節部愁訴

Carpal fractures due to soccer 

長野哲 也

新橋

白
回大

武

はじめに

サッカーは本来手に閲しては non-contactsportであ

って，両チーム各 11::1刊の プレーヤー中 10名はボーノレを

予て、あつかうと罰せられる.例外的な存本はゴーノレキー

ハーであって， Curtinら1)の報告でも 1シーズン当りの

手の外傷中約 1/3がゴーノレキーパーであったという .我

々はサッカー選手の手の外傷のうち， ゴーノレキーパーの

手の指にl刻してはすでに発表2)した. 今回は手根骨骨折

要 栗原邦弘

今井孝行*

について述べる.

サッカー選手の手舟状骨骨折

最近 10年間に当科外来を訪れたサッカー選手の手の

外傷のうち，手根骨竹折例をぷ Hこ示すー症例は5例で，

いずれも舟状骨骨折である.選手のポジションは 1例が

ゴーノレキーパーだったが，他はフィーノレド プレーヤ ーだ

った 発生機転はゴーノレキーパ一例を除いてすべてゲー

ム中，手関節背屈位で手掌を強く突いて倒れている.グ

ランドは土，芝，人工芝などいろいろで

ある.他に脱臼や骨折を合併していな

い.治療はゴールキーパーで仮関節を形

成していた例を除いて，他は手関節固定

装具を装用させた これは練習後の入浴

などを考慮したためで，国定の範囲は前

腕から手掌の末梢横鍛まで，母指につい

ては MP関節を越えて回定し， 第 1中

手骨を確実に悶ii:した 固定期聞はほ 2

1ヵ月である.

これら症例の追跡調査時の所見につい

て述べる

杉O山O例は受傷後 6年 8ヵ月，愁訴

はない.手朕l節可動域は背屈 65
0

(650
) ， 

;挙;屈 75
0

(75
0

)，握力 45kg (45 kg)， X 

線所見で骨癒合完成 ( )内は健側の

値を示す.

堀O口O例は受傷後 4年 6ヵ月，愁訴

はほとんどない 背屈 70
0

(600
)，掌屈

60
0

(70
0

)，握力 40kg(42 kg)， X線で仮

関節形成

窓伊IJ 1 症例 2

盆例 3 窓伊~ 4 

図 1.追跡調査時のX線像

Key words: carpal fracture， scaphoid bone， soccer 

* T. Nagano， N. Ohhata(助教授)， K. Kurihara， T. Shin-
bashi， T. Imai:東京慈恵会医科大学形成外科 (Dept. of 
Plast. & Reconstr. Surg.， The Jikei University School of 

Medicine， Tokyo) 

症例 5

高O橋O例は受傷後 3年 6ヵ月，愁訴

はほとんどない目背屈 65
0

(75
0

)，掌屈 650 (700
)，握力

47 kg (57 kg)， X線で仮関節形成.

中O山0'(71]は術後 2年，母指が強く背屈を強いられた

時のみ痛むという 背屈 75
0

(75つ， 掌屈 65(80')，握

力 51kg (55 kg)， X線で骨・癒合の完成をみるも 9"1こ袈包
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1979年 11月

治療

1m 始 | 磁類と j切間

科

受傷 H与 の 状 態

l CZ|発生機 i伝

外

表 1.

形整巻 30・号 12(臨時増刊〕

例

1470 

症

[ギプス・.....2週
装具..1ヵ月後

下関節背屈位で
手掌を つ く | 

|装

l立
下関節背屈{立で
F掌;を つく

::tt_. 
d乙31 1 

具・・ 1ヵ月

兵..1ヵ月

1 至近距雛からの i 骨移植

|シュート叫 110;IJ~後 | ギプス JJ:ffq
で止めた 1 冨Ij 子

2週後

装後白
川カη

L
 

で'v 
屈
く

背
つ

節
を

閃
掌

F
手

芝

/ 

子......1週
J1.・ 2ヵ月

後直
手関節背屈位で

|手掌をつ く | 土BK クラブ22 折O井O5 

1個を認める.

折0;11二O例は受傷後 4ヵ月，愁訴はほとんどない.背

屈 700 (750
)，挙屈 700 (750

)，握力 50kg (45kg)， X線

で骨癒合完成. すなわち愁訴のほとんどないもの 4例

で，全例が手関節可動域，握力で健側と差がない，X線

{象で骨折線が認められないもの 3例で，仮関節形成は 2

例だった(図 1). 

集団調査の結果

ところで以上の例よりサッカ ー選手でも，ことにフィ

ーノレドプレーヤーではスライディング， ダイビングヘッ

ドなどかなりの度合で手関節背屈位で手を強く突く機会

の多いことに気付いた(図 2). 

そこで全日本代表チーム 23名，三菱重工チーム 21名

計44名全員の手関節 4方向撮影めを行なった.調査|時手

について訴えをもっているものはいなか

った.その結果全日本代表で 1名，三菱

重工チームに 2名計 3名， 6.8%に舟状

什骨折を見出した.

全日本代表チ ームの 1例は痕例 6，望

O月Oi日lでポジションはパックス.右舟

状骨末梢 1/3・中央 1/3境界部に骨折線

を認めた.全日本チームだけでみれば発

生率は 4.4%である

三菱重工チームは症例 7 ，加Oï~O例

と症例 8，鈴O木O例で，ポジションは

ともにハーフ， 左舟状骨中央 1/3・中枢

1/3境界部で什析していた このチーム

三 菱 卜w!右ai 
2i堀O ロ o 23 三 菱 FW卜必f i 
3;向 。 I28 I三菱卜wld〉1 
4…|18卜大I

GK "t) ~ 
右8 1

図 3，症例U6， 7 X線像
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の発生率は 9.5%である.

これらの中で症例 6と7はX線像(図

3)でいずれも遠位骨片に数個の護包形

成をみ，骨折線に接する部も透明度を増

していた. この所見はいわゆる外傷後愁

訴をもって来院した例にはまったくみな

い所見で、ある さらに興味があるのは症

例8で，調査I侍X線で左舟状骨中央 1/3・

中枢 1/3境界部に裂包様変化を認めた

(図 4).この例は半年前左手関節痛で 2

回X線撮影を行なっているが何ら異常所

見を認めていない.実はこの調査時の所

見も異常なしと判定したので、ある.とこ

ろが 1ヵ月後再びX線を振る機会を得た

が，これでもはっきり と'n'折とは断定で

きず放置していた その後腕立て伏せの

時に左手関節痛を訴える程度だったが 1

年後のX線像では， 今度は明瞭な骨折線

を認めた.改めて集団調査時の X線像

(図 5)を見直した結果，前述の所見に

気がついた次第である.

おわりに

先にも記したように，サッカーでは下

肢の外傷が特徴的であるといわれている

が，今回の我々の経験から，たとえ症例

は少なくても，そのプレーのスタイル

上，手関節に対しでも十分な注意を払う

べきであると考える.

文献
1) Curtin， J. et a1.: The Hand 8: 93， 

1976. 
2)大畠 袈ほか 整形外科 28・ 1348，

1977. 
3)丸毛英二ほか '向上 14: 707， 1963. 

図 4.症例8. X線像(上).

図 5.症例 8.集団調査時のX線像(下).
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手根骨脱臼

一一陳旧例とその対策一一

Dislocation of the carpus 

--Management of old cases- -

安藤 正 高橋定雄 中 嶋寛 之

lLj見 博 鈴 木 勝 己*

私たちは第 19巨!日本手の外科学会で手指の関節外傷

につき総括的に発表した.今回l主 KeyJoint である手

関節，特に手根骨の脱臼に限定して検討したので報告す

る

最近 15年間に当院で治療した手根骨脱臼は 21例で，

受傷後 2週間以上を経過して来院した陳旧例が 19例，

90.5% を占め，新鮮例はわずか 2(7IJのみであった.受傷

より初診までの平均期間は 5.1ヵ月であり，なかには 2

年近く転医をつ工け来院したものもあった.右 11例，

左 10例と左右差はなかった(表 1)

躍起、年令は 9才より 60才に及び，その過半数の 14例

は 20~30 才代の青壮年男性 であり ， 女性例は 1(71jのみ

で、あった(図 1). 

受傷原因は足場， 屋根などの高所からの転落， プレ

ス，旋盤，鋳型などの機械による工場災害，交通事故，

特殊なものとして登山，体操，野球などのスポーツ外傷

どであった(表 2). 

諸家の報告にみられるように， 月状'局単独掌側)~~臼と

月状骨周囲背側脱臼が 12例と過半数を占め， そのほか

月状骨と舟状骨近位 1/2の掌側脱臼，豆状骨)悦臼，舟状

骨単独挽掌似Ij脱臼，大多角'丹開放性脱臼，有頭骨 ・多角

骨間脱臼や陳旧化して完全整復できなかった全手根骨掌

側脱臼の男児例などまれなものもあった(表 1). 

合併損傷には'，'[折，)日t臼などの骨関節損傷のほか，機

械による受傷例て‘は軟部組織全般にわたる挫滅，神経損

傷などがみられ，廿折では舟状骨，中手骨，撹・尺骨茎状

突起などの手部の骨折が多く ，高所より転落したもので

Key words: dislocation， carpus， old case 

* M. Ando， S. Takahashi， H. Nakazima， H. Takami，関

東労災病院整形外科(@l211J/I崎市中原区木月住吉町 2035;
Dept. of Orthop. Surg.， Kanto Rosai Hospital， Kawasaki). 
K. Suzuki (教授):産業医科大学整形外科.

表 1.

手根骨脱臼内別(右 11例左 10例)

月状骨単独脱臼 6 ( 1 ) 

月状骨周囲脱臼 5 

舟状骨脱臼 1 

豆状骨脱臼 2 

大多角骨脱臼 2 ( 2 ) 

有頭骨 ・多角骨閥脱臼 1 ( 1 ) 

三角骨月状骨周囲背側分散脱臼 l 

全手根骨掌側脱臼 1 (1) 

その他 2 ( 1 ) 

計 21例 (6例)

( )は開放性

新鮮例 2{91j 

陳旧例 19例

受傷より初診までの平均期間 5.1ヵ月

表 2.

受傷原因

労働災害

スポーツ

体操

野球

交通事故

受傷機転

15例

4例

2例

高所よ り転落

機械にはさま れ

転倒

落下物を手でさ 〉え

オートパイで転倒

自動車にはねられ

例

例

例

例

例

例

n
u
d
n
x
U

司

自

国

企

噌

E
ム

唱

E
ム

司

自由
直
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述べているように軟部組織のJfn行が保たれ，整復後に月

状什壊死を起こしたものはなかった.

月状71摘出を行なった 3例はいずれも可動域が 1/2以

Fkd 
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図 1.

合併民自主

軟部組織損傷

手挫滅

上肢鐙創

下肢挫創

顔面頭部挫創

手イ申筋鍵損傷

手屈筋鍵領官5

神経系損傷 15 

頭部外傷

正中神経損傷

尺骨神経損傷

携骨神経損傷
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表 3.

骨折 20

中手骨々折

舟状骨々折

三角骨々折

前腕骨々折

上腕骨頚部骨折

肋骨々折

腰椎圧迫骨折

骨盤骨折

鍾骨々折

脱臼 2

模骨頭脱門

足関節脱臼

10 

外傷 ・骨折 ・脱臼

は脊椎圧迫fl.折や極骨骨折もみられた 神経損傷では正

中神経損傷が陳旧例 1917IJ中9例にみられ， PerschJ1lの

際旧例 31例中 14例とほ工同じ頻度で‘あった 手根骨脱

臼は全身の多発外傷に伴って起きることが多く，他の外

傷に目をうばわれ早期の処置が遅れ陳旧化しやすいよう

に号、われた(表 3) 

治療法はほとんどが陳旧例であり 2例の新鮮例もと

もに開放性で‘あったため，徒手整復されたのは野球で転

倒 3ヵ月後に来院した豆状骨脱臼の 1例のみて、あった.

表 4のごとく，観J(n的整復，竹摘出，近位手根列切除，

関節固定などが行なわれた.

陳旧tl:手根骨l悦臼のうち過半数を占めた月状骨脱臼の

治療についてみると，観血的整復を行なった症例が 3例

あり， 体操で鉄棒から落下し 3週後に整復した 21才学

生例は掌似IJの皮切」で‘整復することができたが，交通事故

2ヵ月後来院した 34才，旋盤工例および金型にはさま

れ 5ヵ月後に受診してきた 26才， 機械工例ではともに

竿倶IJのみならず背側からも級泌組織を切除して，はじめ

て整復され，術後 6ヵ月でいずれも月状竹壊死となっ

た しかしおのおの 1年後および 2年 8ヵ月後の観察で

は軽度の圧iiYiと健側に比べ 3/4の可動域となっている

が，原職に復帰し，日常生活に支障はない Bunnelめは

手根f干や軟部組織の損傷をできるだけさけ，月状骨の血

行障害をきたさぬよう注宮、している.

DePalmaめ は 3週以上経過した臥旧例に観瓜l的整復

を強行すると月状'ii'壊死を生ずる可能性が大きいとい

!..， MacAusland'l は本法の適応、を 2週以上 6週以内の

ものとしている.

月状'¥'J・が続fj・と IE市な関係にあり，他の手根骨が1'fn!IJ
に脱臼する月状干i関陣背側脱臼では， Watson--Jonesめが

表 4.

関節固定

l 

1 

|近位手根列 |
切除

3 (1) 
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観I紅的終復
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徒手数復

l 

月状骨脱臼

月状骨周囲脱臼

舟状骨脱臼

豆状骨脱臼

有D]{骨多角間脱臼

三角骨月状骨周囲背仰j分散脱臼

大多角骨脱1'1

全手根骨掌側脱臼

その他

1 8 9 1 21 
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下となり ，疹痛を残し不満足な結果であった 1 {7IJは路

痛のため 9ヵ刀後に関節固定術をねなった Schnekは

6ヵ月以後のIWIR例に摘出をす L めているが， 他方

Norman6
) は単一什の摘出は手根部の梢築が乱れ，後に

関節症様変化をきたすので行なうべきでないとしてい

る

近位手根列切除は Stamm，Stack により推賞され，

Campbel!7)， J orgensen久本邦では木野，室m，滝川9)

らにより良好な成析が報告されている.

手関節固定について，¥へ'agnerIO)は舟状'll'J'j'折を伴う

刀状干~J.周囲脱臼では正確な整復を行なっても50%に舟状

骨近{立何片の asepticnecrosisをきたすので，た工ちに

回定を行なうことをすLめている RusselJは木法を受

傷後 5~ 7 ヵ月の症例に行なうとしている 我々は舟状

背骨折を伴うもの 2例中 1例に挽骨茎状突起を切除し，

そのffJtを'i'i'折部に移航し良好な竹癒合を得た.

ま とめ

1)いわゆる月状骨脱臼およびそれ以外の比較的めず

らしい手根什脱臼を含めた 21例を報告した.

2)多発外傷の一つのためか，見のがされ陳旧化した

ものが多かった.

3)陳旧性手根骨脱臼の約半数に正中ネ11'経麻廊をきた

していた.

4 )受傷後 2ヵ月以上経過して観lftl的整復を行なった

月状骨脱臼の 2{71jに月状骨壊死をきたした また月状骨

摘出術を行なったものの予後はよくなかった.

5)手を機械にまき込まれたり，日所より転務したと

きには，手根'ri脱臼も念野lに入れ，早期発凡と適切な処

置が必要である.

文献

1) Perschl， A.: Ergeb. Clin. 35・ 437，1949 

2) Bunnel， S.: Surgery of the Hand， ].B. Lippincott， 

5th Ed.， 1970. 
3) DePalma， A.F.: The Management of Fractures and 

Dislocations， W.B. Saunders， Philadelphia， London 

1959. 

4) MacAusland， W.R.: Surg. Gynec. Obstet. 79: 256， 
1944. 

5) Watson.]ones， R.: Fractures and ]oint lnjuries， 
Vol II， E. & S. Livingstone， Edinburth & London， 

1960. 

6) Norman， A.H.: Orthop. Clin North Am. 1: 275， 
1970. 

7) Campbell， R.D. et al.: ]. Bone ]oint Surg. 46-B: 

55， 1964. 

8) ]orgensen， E.C.: ibid. 51-A: 1104， 
9)滝川一興ほか・整形外科 27:1419， 1976. 
10) Wagner， C.].:]. Bone Joint Surg. 38 -A: 1198， 

1956. 

Proximal.raw carpectomy 

Proximal.raw carpectomy 

井上五郎

'1'村塾吾

三 浦 隆 行

荒木聡

Tiij旧 敬三

木野義武本

第 17恒|本学会において教出の木監J'，2)が proximal.raw

carpectomyを千Jなった 9jII・{7IJにつき，その手術成総を

報告した.その後症例が増え，体I後経過観察期間も松長

Key words: carpecton1y， perilunatc dislocation， Kien・
b凸ck'sdiscase 

* G. Inoue， T. Miura (講師)， K. Maeda， R. Nakamura， 

S. Araki 名古屋大学分院整形外科 (Dept. of Orthop. 

Surg.， Branch j-Iospital， Nagoya University School of 

Medicine， Nagoya); Y. Kino(医長):名古屋娘済会病院整

形外科(~ 461 1円台屋市東区東桜 2-12-1)

101f，となったので，その術後成績をjIj検討した

本法を行なったj，I'例は 17例で， その原疾忠は陳旧性

刀状骨[，'，1図脱臼 8{71j (全{7IJ trans-scaphoid perilunar 

d凶ocation type)， Kie巾 ack病 4{71j，兵l状'円偽関節 l

仔Ij，Volkmann拘紛 2例，外傷性手|刻節)毘1111拘紛 2例で

あるが，今回の検討では手関節屈曲拘縮の 4例は除外し

た.手術時年令は 16才から 51才に及び，平均fj令は 29

才である 術後経過鋭祭期間は最短 1年 1ヵ月，最長 10

年で， 平均 4年 11ヵ月である. 職業は公務員の 1例を
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図 1.症例 1. 33才， Kienbock病.術後10年.

有頭骨ドームに一致して稜骨関節面の remodelingがみ

られる 槙骨茎状突起の変形(+)(↑印).

除き，大工，工員，農業，スポーツ選手などで，よく手

を使っている

結果

疹痛がまったくないものは 7例あるが，そのうち 2例

は過労時に疲れやすさを訴えている 仕事中は痛くない

が，最大尺屈，背屈時に軽い疹痛を生ずるものは l例，

過労時，寒冷時に時々痛むものは 4例，術前と変らない

ものは 1例て‘あった. 術後は 111JUが原職に復帰してお

り，残りの 2例では 1例は重労働より運転手に変わ

り，仕事中の疹痛は消失し，他の 1例は手関節固定術施

行後，原職の大工に復帰している.

術後の握力を健仰!と対比すると，80%以上は4例，

60~80% は 6 例， 60% 以下は 3例で，平均 62%であっ

た，60% 以下の 3例のうち 2例は受傷時より向度の指拘

縮が存主していた.

術後の可動域は 11例で術古ijより改善された.健側と

比較すると背古学屈の和では平均 53%，機尺屈の荊1では平

均 46%， total ROMでは平均 52%であった 全休的

に挽屈制限が強く残る傾向があった

X線所見では，境骨一有liJi骨間関節目年'の狭小化， 関節

ifliの不整化が 4例(症例 2，9， 10. 12)にみられたが，

2例(症例 9，10)はまったく 痛みはなく 1例〔症例

2)はjE労H、jに時々痛みを訴えるだけである.一方，術

後 2年以上経過した 8仔IJでは，有頭'門・トームの形に一致

した焼干]'1刻節面の remodeli時が認められた大菱形'n
または残存している舟状骨末梢骨片と検骨茎状突起部と

が lmpactして生ずると考えられる茎状突起の変形は 6

例にみられた.

図 2.症例 2.31才，舟状骨偽関節，術後 9年.

術前よりある有頭骨ドームの陥凹が平坦化してきている

関節肢の狭少化(+)

図 3.症例 4.23才，11*旧性月状骨周囲脱臼 術後

6年 1ヵ月

degen引 ativechange (ー).

症例 1.33才， l員.

3年liijに左利き手の Kienbock州に催足、した 手術は

舟状骨と月状骨の摘出を行ない，術後l)j{職に復出I}してい

る 術後 10年を経過したが， 痛みはまったくなく， 野

球，卓球もやっている(図 1). 

症例 2.31才，大工.

舟状宇i偽関節，10年前に受似政lit
{:例で，有.uJl'I'j'トーム

は転位した舟状'1'1"11-1;枢骨片により附凹していたが，術後

9 年では関節腔の主~少化は認められるものの， ドームの

陥凹部は少しずつ平担化してきている 術後大仁の仕事

中はほとんど疹痛がなかったが， 2年前よりM大??原，

挽屈時と寒冷I時に軽い痛みがIUるようになった(図 2). 
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表 1.

原疾忠、
可動域(j健患側側 ) 

I j苓痛|備考
までのj切間 観察期間 (里健、側似|j×100j l 

間腐|榛尺屈

I 3年 10年 64% 63% 39% (ー〉

2 I 31 大工舟状骨偽関節 10年 9年 68 58 56 (土〉
工員 |Kie…

3 16|学 生 Kienbock病 1年 4ヵ月 6年 3ヵ月 84 82 58 (ー〉

4 23 運転手 月状骨周囲j此r-l 5ヵ月 6年 1ヵ月 83 60 20 (土〉

5 21 工員 月状骨周囲脱r-I 1年 6年 1ヵ月 19 49 42 (ー)I 指拘縦

6 39 公務員 月状骨周囲脱ιl 9ヵ月 5年10ヵ月 86 57 41 (土〉

7 27 工員 Keinbock病 4年 5年 69 83 (土〉

8 I 21 会社員 月状骨周囲脱臼 4ヵ月 4年 6ヵ月 67 47 52 (土〉

9 I 20 事務員 月状骨周囲脱円 78 54 83 (ー〉

1日 51 1:.主業 月状'斤周囲脱臼 | 2ヵ月 2年10ヵ月 25 19 20 (一)I 指拘縮

11 30 工員 月状骨周囲脱臼 2ヵ月 2年 4ヵ月 82 54 (一)

12 Kienbock病 2 1ド lljo 2ヵ月 4 14 (十十)I関節固定術

13 27 工員 月状骨周囲脱臼 4ヵ月 l年 1ヵ月 72 46 (ー〕

平生吐 | I 4年h 月 | 時 | 時 | 46% I 
注 1. (ー〕。疹痛全く無い 注 2 利き手の鑑力l主10%減じ対比した.

(:t):過労I時，寒冷l時にl時々 ある.

(+) :最大尺屈，背屈l時修痛ある.

(+十)・常時f!痛ある.

症例 3.16才，学生，フェンシングi必ず

がJ2 "f前にギi平IJき手の Kienbock州に椛，也、 手術は舟

状'r'j近f立2/3，月状'r'I"，三角'il'を切除した. 術後 4ヵ月

よりフェンシングを再開し，大学進学後もずっとフェン

シングを続けていた 現在は会社Hで寸h務を行なってい

る 路前jは宣ったくなく x線では挑'，'1布liJl竹!日l関節面

の rcmodclingがみられる.焼骨与とi状突起のft、形はない

症例 4. 2幻3才， ，巡当逝釧j計汁'1転|

E隙i見点i収i川 v刊|七'.Jバj 状 '1片千引)周司閃附)脱B悦~F円fl 交通~J事jドF故でイぶi利き手を受(似払，

術後野球， ゴノレフもやっているが修州はない しかし急

激に尺屈したときに痛みが11¥ることがある(図 3) 

症例 6. 39-1'，公務H.

|涼Intt刀状'1'I')，'，j四脱臼 子術は舟状什近位 2/3，月状

'，'1"， 三角'付近{立 1/2を切除， 術後 5壬ド 10ヵ刀の現。，

主主れた後に'llh、州みが手段.JM焼~!lJに出現するのみであ

る 最近コソレフを始めたが， 1 rOll吋 ぐらいでは疹痛は

ノ|じない.

症例 12.39才，大工.

約 2年lIITに;;(i利き手の Keinbock病にげH)，心、 Dorsal 

ftap arthroplaslyを施行するも川;状統くため， 1年 6ヵ

JJi炎に本法を施千jし74. しかし修Mは軽減せず可動域

もさらにHilJ限され，関節佐の狭少化もす Lんできたた

め， 1 "1'. 2ヵJJ後に手以JifriJ.';1定術を行なった 8ヵ月後

より大工のイ|ぺJiを再開している.

考察

Proximal-raw carpectomy のこれまでの主な報告は

Slack(1948)3)の9例，McLallghlin(1951)りの3例，Crabbe

(1964)めの 20fJlJ， Campbell (1965)6)の8例， Jorgensen 

(1969)7)の 25仔IJ，木野 (1974)の 9例， J nglis (1977)め

の 12例， Sleinhallser (1976)幻の 55例などである.

これらの報f'j"I'にみられるその適応疾jι は，隙旧性月

状什);';jUJj)~~日 Kienböck 病， 舟状骨粉砕竹折および

偽凶節，外傷性子関節屈曲拘鮒などである Stamm

(1944) 10) は木法を行なうには有頭骨が1!!f，似であるこ

とおよび dcformansが発生していないことが前提条

件であると述べているが， Crabbe， lnglisらは軽度の

degenerative arthritisは本法の適応外にならないと述べ

ている 我々の例でも症例 2のごとく有頭骨ドームが陥

凹していたもの，必修IJ9のごとく旋す1遠位関節内竹折が

あり ，1刻E目前の不整化が存在していた例でも良好な結果

を得ており，後者のJJJ~Iこ賛成である .

近位手以竹を切除して有頭骨近位関~目前と遠{立続十Jl刻

節商を新しく対向させる関節形成術li radio-carpalお

よび intercarpaljointからなる linkサOll1tを単純な ball
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and socket jointに変えるため，関節可動域は当然悪く

なり Stammは正常可動域の 70% 得られれば good

resultであると述べている 本法施行後は握力の低下も

避けられないものであるが，他の合併症がなければ正常

の 70~80% までには回復が期待できる. 我々が行なっ

た術式は舟状骨，月状骨，三角骨のいずれも切除する方

法が 6例，舟状'片迷位 1/3を残す Steinhauser変法が 6

例 (2例は三什月迷位 1/2を残した)， 舟状骨， 月状'!'i

だけを切除する方法が 1{7iJである ほ工同じような条例

の症例でこれらを比較すると，扱力，可動域では大きな

差はみられなかったが x線所見では境骨茎状突起部の

変形の発生が Steinhauser変法例で少なかった. j定例

12のごとく，本法で良好な結果が得られない症例には|主l

節同定術が適応となろう

まと め

1 )悲痛は 1例を除いて:;v，:切に改善した.

2)可動域は 11{7IJて、体iriiIより改善し， 健側と比較す

ると平均 52%であった.

3)振力は健側の 62%までInl復した.

4) X線所見では 4例に degenerativechangeが認め

られた. 8例では焼骨 有.rrJ(甘間関節の remodelingが

認められた.

5) 本法は陳旧性月状骨・ }~î 凶!日t臼に対してきわめて有

用であり，適用を選べば Kienbock病，舟状骨偽関節，

手関節屈曲拘縮に対しでもすぐれた方法である

文献
1)木野義武ほか :~格形外科 25: 1384， 1974 

2)木野義武ほか .臨床整形外科 11: 643， 1976 

3) Stack， J.K.: Arch. Surg. 57: 245， 1948 
4) McLanghlin， H.L. et al.: Surg. CJin. North Am 

31: 451， 1951 

5) Crabbe， W.S.: J. Bone Joint Surg. 46-B: 708， 

1964 
6) CampbeJJ， R.D. et al.: ibid. 47-A: 915， 1965. 
7) Jorgensen， E.C.: ibid. 51-A: 1104， 1969. 

8) Inglis， A.E. et al.: ibid. 59-A: 460， 1977 
9) Steinhauser， J.:整形外科 27:1214， 1976 
10) Stamm， T.T.: Proc. Roy. Soc. Med. 38・74，1944. 

前腕骨末端部骨折の治療成績

Result of the treatment in fractures of the distal forearm 

森 愛 粒j 南条文 HH

1974 {ドより 1978年までの 5>ドIIiJに，当科外米を受診

した前腕'I'J末端部骨折の新鮮初Ij(受傷後 5日以内に受診

したもの)196例を対象として， X線写真計測， アンケ

ート調査および直接検診を行ない，治療成績を検討した

のでこ与に報告する.

対象は 196例 201関節(右 83例， 左 108filJ， j刈似IJ5 

{yIJ)で， 性別は男 122{ylj，女 74例である. 機骨骨折を

川Jおらりの分類法により ①~④の 4群に分類し，尺'骨骨

折は 3型に分類すると夫 1のようになる.年令屈では，小

児骨折は②， (31group 1，④に属し，成人の'iJ折は①③に

属している.⑥④の小児骨折 85例中，イ申展骨折 69例，

Key words:白acture，distal forearm 

水 Y.Mori， B. Nanjo， N. Yamazaki， K. Soga:都立墨東病

院整形外科 (~130 東京都墨田区江東橋 4-23 - 1 5; Dept. of 

Orthop. Surg.， Bokuto Metropolitan Hospital， Tokyo). 

山 11碕典氏11 lyl我恭一*

屈曲骨折 16例であり， 小児では成人と比較して Smith

typeの占める割合が高率 (193旨〉になっている.受傷原

因としては転倒，転落など介達外力によるものが大部分

である 周辺部の合併損傷として，上腕骨頼上骨折 7

例，肘己iJll']・折 1仰1]，榛骨頭骨・折l{日1]， 月状骨脱臼 1例，

手根'片竹折 1仔IJが認められた.

以 tの':.D.者の治療法としては，制JiIl的整復術ψ行なっ

たもの 3例〔うち 1例は直達外力による開放骨折〉のほ

かは， (整復+)ギプス問ii'(3~6 週間〕による保存

的療法を行なっている.なお 1例に骨片除去術を行なっ

た

1 ギプス固定中に生じる再転位

ギプス回定開始時と終了時のX線フィルムにおいて

dorsal tilt， radial deviation， shortening 1， 11 (IIは成

人例のみ〉を計測し(凶 1)， :pj転位の発生率を検討し
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唱
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(epiphyseal i吋ury)

Group 1 

Group 11 

Group 111 

Smith 

② 

57 24 5 28 

4 4 

201 50 59 92 

rColles type : 69 
③④の小児骨折85例中 ls;;;tili~~~; ; 16 

③| 機骨末端 1/5以下骨折

尺骨骨折のみ⑤ 

計

4関節，③ 6関節， ④ 10関節)，成人骨

折〔平均年令 54才)15例 17関節(① 2

関節， ③ 15関節〉である. 経過年数は

最短6ヵ月より最長 5年3ヵ月で平均 2

fj"'.5ヵ月である.

a.疹痛について :全例，診察時には

自発痛，圧痛および運動痛を認めなかっ

た.寒冷時に疹痛を覚えるもの 5例，長

時間使用後疹痛ありとするもの 8例で，

大部分成人例であった.

b.可動性について :ー側例 31例を

健側と比較し掌屈 ・背屈 ・回内 ・回外

については 200

以上の制限を，挽屈 ・尺

屈については 10。以上の制限をきたしたものを不良例と

して表 2に掲げる.小児例では不良例はない.①の不良

例 1例は月状骨脱臼+正中神経麻癖を合併した症例で，

以下の項目についても不良な成績を示している

C . 握力および ADL障害について:ー側例 31例に

ついて， 川島ら1)の握力評価基準によれば，優 20例，良

7例，不可 4例で，成人例に成績が悪い ADL上重大

な支障をきたしたものはないが 3例に書字障害を認め

た.また両側例 1例 (75才〉は， finger stiffnessを後遺

し，両側握力 okgで ADL上も支障をきたしている.

d.変形について :尺骨茎状突起の突出が9例に，槍

側偏位が 5例に，腫脹が 5例に，フォーク状変形が 2例

に認められた.以上はすべて③の成人例であった.

e. X線計測値による成績:小児一仮Ij例 18例につい

て世tt~llJ と比較し， DT， RD については 50以上の差，

Dorsal tilt (o.1'.r 
Hadial deviation (R.Dド

Shortening (Sh. 1. 11 )mm 

5h.l 

Sh.11 

てみた.その結果，DTの6
0
以上の悪化が，②f，'(033%，

③群 46%，③群 31% に，RDの50以上の減少が， ② 

群 0%，③群 29%，④群 6%に， Sh 1の 4mm以上の

減少が， ②群 11%，③群 25%に④君'f.17%に， Sh 11の

3mm以上の増加が$群 22%に認められた.

2.アンケー卜による自己評価成績

疹1庁'j，手指の力，変形，可動性，腫脹，神経障害(し

びれ，知覚障害など)の 6項目につきアンケ ート調査を

行なったが， 有愁訴率はそれぞれ 31%，30%， 29%， 

26%， 18%， 17% であった.川口iらりの成績判定基準に

よれば優 49例，良 15例，不可7例，不明 7例で、あった

(総回答数 78例).

3.直接検診例について

今回直接検診し得た症例は 34例 37関節 (両側例 3 

例〉で， 小児骨折(平均年令 8.6才)19例 20関節(②

R.D 

図 1.X線フィルム訂6(1].
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表 2.手関節可動域不良例 (健側と比較).

1479 

| 
① ( 2例〉

(3例〉
⑦ 

③ 

④ 1 (10例〉

計 (31例〉

a. 19才以下(平均 8.7才).

1 

1 

t

i

η

0

1
ム

唱

ム

1 
ド苧LJ7ii:1
I 

1 1 

3 7 

1 

1 

2 

4 3 

表 3.X線形態学的不良例(健側と比較).

<2 (3例)

(3) 1 (5例〕

④(10例〉

，:1- (18例〉
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2上 (2竺上

DT 
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。 RD 
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一一 1
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の
4
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A
宮

司

よ

唱

i

Sb 1 
ムく 3mm 

Sb 11 
ム>2mm
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2 

3 

2 

2 

2 

1 2 2 

Sh 1は 2mm以上の短縮，検骨長径については 4mm

以上の短縮(過成長例はなかった)のあるものを不良例

とし表 3に示す

cl④の小児骨折で受傷後 1年以上経過例での白家橋正

を検討してみると，ギプス固定除去時 DT10。以L:(最

高 180

)の9例につき平均 1l
0

，R.D.15。以下(妓低 100
)

の3(yIJにつき平均 150

，Sh I3mm以下(最低 2mm)

の217Uにつき平均 llmmの改善をfぜられている.

短縮転{立が伐存し，当初観Jfll的矯正を2l!すると判断さ

れたが，結)11)その目的を果せなかった 2例があるが(1

計( 削 9 8 7 

例は 12才で徒手整復後ギプス固定したが 4週後に短桁i

転{立を認め，在liJfll的整復を試みんとしたが，術前処置で

ショックになり中止となった. 1例は上l腕骨額上骨折介

併例で，当初liij腕竹末端骨折はみのがされ 2ヵ月後に発

見され， osteotomyを行なったが部位を誤まり再度短縮

転位をつくることとなった)， それぞれ 8mm，12mm 

の椀骨長径の短縮を残すのみで，骨折部はきれいに

remodeling されていて， 残存変形は認められない(図

2， 3). Blount2，めによれば短縮t伝位自体は許作できるも

のであり，この矯JfをJl的とした観血的療法は不必要で
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a. 

b. 

C. 

図 2.症例 12才，男児.

a.受(!Jjl侍 b.受(!Jji灸1ヵ月

c 受((d後 3年10ノ" JJ. 

あることを焔感した.

成人のー側例 13例について他側と比較し DT，RDに

ついては 10。以 kの差， Sh 1は 3mm以 |の減少， Sh 

IIは 2mm以上の矯加のあるものを不良例とすると表

3のごとくである.変形の程度の強い 3の4{7U(全例 60

才以上〕に， X線上遠位腕尺関節)~~日が認められた.

若壮年者における crGroup IIIの'，']折は転位を杭極

的に矯正すべきで， このさい skeletaltractionが有効で

あり，今JI'I検診例の 1仔1)(27才〕でもほピ満足できる結

果を得た

結語

1 )過去 5年間に経験したがj腕'1'1"末端部骨折 196{71)の

約半数は小児骨折であった

a. 

b. 

C. 

図 3.症例 9才，男児.

a.受傷後 1ヵ月. b.手術直後

C. 受傷後 5年 3ヵ月.

2) ギプス|品定中の'，'1'折!'}転{立として， dorsal tiltの

60

以上の忠化が 40% に，radial deviationの5。以 七の

減少が 20% に shortening1の 4mm以上の減少が

22%に認められた.

3 )アンケート調介ーでは約 7割に満足し得る紡呆を得

Tこ.

4 )小児骨折は予後良好であった.

5)小児骨折における短縮転位は放置しても完全に自

家矯IEされるので， この整復を円的として観Jfn的療法の

適応はない.

文献

1 )川島ほか・整形外科 18: 329， 1967. 
2) Blount: Fractures in Children， The Williams， 

Wilkins Co.， Baltimore， p.78， 1955. 

3) Davis， D.R. et al.: Clin. Orthop. 120: 172， 1976. 
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椀骨遠位骨端部骨折の保存的療法による経過

Follow up Study on the epiphyseal fracture of 

the distal radius by conservative treatment 

須永 明

石上宮子

菅原幸子

松木孝行

大野博 子

井上和 彦

上回 瞳子

T守田貴:~明*

はじめに 検骨長輸と直交する線となす角度，③尺"，).¥共l節面と椀什

過去 10年¥:¥1に， 我々が保存的に治療した ;能'l~j 遠位'Il ~主状突起先端との距離，などについて忠側と館側を対比

端部"1折の 15仔Ijに関して予後調査を行なった 日的は， して検討した.

続'，'J什端l欲什仮の損傷が，椀 ・尺刊の生長，手関節へど 調査成績

のような影轡を生ずるかの検討である. 全症例とも ADLに朕lして何ら怒訴を示すWIj(主なく，

調査対象および調査項目 手関節の可動域はほ X全例において正常であった.両腕

症例は男 8 例，女 7 例で，受傷l時年令は 6~16 才， 平 の各周径の計測l値においても，特徴を示すような所見は

均 10.8 才で，骨折治癒からの観察期間は 11 ヵ月 ~8 年，

平均 3年であった 調査方法は 1)ADL ~こ|刻する問題

点， 2)手関節可動域， 3)雨前腕の最大周作， 4)機

尺骨茎状突起古H~ とその前後 3 ヵ所の周径， 4) X線計測

による①両前l腕'円の長径の対比， ②検骨関節商の切線と

Type I Type 11 Type 111 

山仏叫
Goocl (;oocl Goocl 

(shorlelling) (c1efonnilics) 

Type IV Typc V 

4込山
sad 

(shortening 
cleronniti出)

¥Vorsl 
(shorlcning 
derurll1ities) 

図 1. Classi日cationof the epiphysia! injury 

Key words: epiphyseal fracture， distal radius 

* A. Sunaga， S. Sugawara， H. Oono， R. Ueda， M 

Ishigami， T. Matsuki・東京交子医科大学第二病院整形外科

(Dept. of Orthop. Surg.， Second Hospital， Tokyo 
Women's Mcdical College， Tokyo); K. Inoue (医長)，

T. Yoshida:石矯病院整形外科

表 1.雨前腕骨長径の対比

息側

平均値

健側

平均値

Radius 

Radius+ Ulna 

表 2.

0.474~0.484 

0.4810土0.00460

0 . 476~0. 494 

0.4835土0.00457

1 )傍骨関節而の切斜lと憐骨長軌と直交する線とな

す角度 (α〕

尺骨関節而と焼廿茎状突起先織と の距出11(a) 
一一一一一一一 一一←一一一一 =(A) 

憐骨長

{α} 

患仰1 240~38。 平均 31.5。土4.38

健担11 220~41。 平均 32.9。土5.11

~ A ) 

患側 0.045~0.068 平均 0.0554土 0.0078

健側 0.046~0.074 平均 0.0583 土 0.0087
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図 2.

図 3.

把医されなかった X線像でいl，iTiii腕骨長径の対比を求め

た結果(点 1)，.也、仮IJにおいては， O. 474~0. 485， 平均

0.4835，他側では， O. 476~0 . 464，平均 0.4835とわず

かに忠側機'丹・の shorteningが，ilEI}I]され，機尺骨の長さ

の不均衡をきたす傾向がみられた 桃'/'1快l節面の傾斜と

尺骨関節[自!との距雌の対比を求めた結果 (表 2)，傾斜は

患側では 24~38 0 ， 平均 3l. 5 0 ， 健側では 220~410， 

図 4.

平均 32.9
0
と平均値では総側と差がないが，type IIで

転{立の明らかな症例では，健側に比して減少の傾向があ

る

また尺骨関節回との距艇の対比では， 患似IJ0.045~ 

0.068，平均 0.0554，健側 では O.046~0. 074，平均

0.0593と息側での距離の短絡が認められた.両骨遠位端

相対長 variantに関しては，統一撮影条件下での X線

計測に問題があったので今回は除外した Salterand 

Harris (1963)は，骨端線損傷を 5型に分類し，それぞ

れの特異性を述べているが (図 1)， 枚々の症例のほと

んどは typc11に属するもので‘あった lype IIは，1f

端軟骨板損傷のもっとも普通にみられる typeであり，

縦解線は骨端軟骨に沿って種々の距離を走った後，これ

と別れて骨端部に入り ThurstonHolland Signと呼ば

れる三角形の竹幹端部の骨片を骨端Mに付着した形態を

とる.そして convexsideの periosteumは断裂し，定
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型的な背側あるいはI' 'ft;~側転位を示す. この typeの骨 障害をきたさないと理論的にいわれているが，我々のほ

折においては， 11"折線が'庁長径成長の鍵を握る増殖細胞 とんどの症例において ， 辺、 ~llJは健側に比して発育は抑制

問を障害せず，また'l'l端を栄養するlUl管からの血行が保 され，挽尺骨の長さの不均衡をきたす傾向がみられた.

たれているので，刊の長径成長に障害をきたすことが少 しかし荷量関節でないので，経端な成長陣容をきたし

ないとされているー ADLに支障をきたすほどの愁訴を示す 症例はほとんど

代表的症例 なかった.

症例は 15才男子， 尺骨茎状突起骨折を伴った定型的

type IIの'iJ折で J'FJ端が背境仮IJに転位し，Holland Sign 

がみられる(図 2).3ヵ月後(図 3)，そして 9ヵ年後

現在のX線像で(図 4)，早くも 0.3cm の挽骨の Sho-

rteningがみられ，α角は 3。そして距離 aは 0.3cm

の減少がそれぞれ認められる.

ま と め

type IIの骨折は予後がよく ，'ij長径成長にほとんど
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重度手部外傷の治療

一一初期治療施行後転送例に対する一一

Treatment [or traumatically amputated hands 

initially treated at emergency hospitals 

亀 山 修 森良樹 小川 亮恵市

緒言

近年労働災害としての手の外傷は著しく増加の傾向に

ある Microsurgeryの進歩により， 切断指再接合術が

行なわれ，その機能性および審美性が高く評価されてい

る. しかしいまだ一般的な治療法ではなく ，多くの場合

第一線病院にて何らかの治療を受けて紹介されてく るこ

とが少なくない.不適切な初期治療後数ヵ月を経た忠}j主

は，被浜拘縮，鍵癒着などを生じ，その機能性は著しく

低い.このような症例に対し我々は，損傷範囲および機

能障害の程度を可及的正確に把握し，初期治療の内容を

できる限り利用して，機能再建を計るよう 心掛 けてい

る.最近我々が扱った隊旧性高度手の外傷のうち代表的

Key words: severe hand injuries， salvage operation， 
clinical results 

* O. Kameyama， Y. Mori， R. Ogawa (助教授):関西医科
大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Kansai Medical 

University， Osaka). 

な症例(男子4例， 平均 26才， 経過平均 3年 9ヵ月〉

を紹介し，その機能的予後に検討を加えてみた.

症 例

症例 1.30才 男子，プレス工.

30トンプレスにて右母指，示指，および中指の機側の

挫断をきたし，第一線病院にて母指，示指の断端形成術

および中折に有茎植皮を施行され 3ヵ月後本院を紹介

されてきた 来院時母指基節"!J'rl'央部より欠損，示指

MPJ より欠損，中指は中節'f~ 中央より欠損し， MPJは

屈曲拘縮をきたしていた 第 2中手骨を CMJより除去

し，この巾手骨を用いて cockedhat法にて母指延長術

を行ない， 中指には Z-plastyを施行した 7ヵ月後母

指示指問の pinchは可能となったが不十分なため，腸

骨片を中指中節骨掌側に移他Ji'll定した 受傷後 3年の現

在母指に 3cm の短縮を認めるが， 中指との tippinch 

も良好である.不適切な航皮のために機能を失った中指

を，脂肪除去 Z-plasty，指尖への骨移舶にて，延長母
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t 

図 1 症例U 1 

母指延長術 (Cockedhat ~t) ， 第 2 '1'下骨除去，中tr.m尖形成， 'l'Ii1JI!'i)J}j除去および Z-pJasty

図 2.症 例 2

n指ー示指間間隙TL，大

指と の問に良好な pinchを獲得した症例である

症例 2.34才， 男子，工只

手関節より指尖に達する ][ ~N度の hea t prcss injury 

の例である.他院にて mufTi.去を受けて木院に搬i去され

てきた うIE院n;'f母指以外の手析はj袋死に陥っていたため

示~小折の基節部より切断し，オjJ在皮弁切離と l'iJII与lニザA

似IJに thicksplit skin graft を行なった.3ヵJl後(:J指

示指r::Jli¥1隙を拡げ中間層植皮を行なった 米院11.1，示J行

中手刊除去，環~小指聞の transversc ligamentum の

切除，第 4，'，手'丹・の除去，あるいは第 5，'，千'llの同"去'rJ

切りなどの処!丘を同時に行なうべきか迷ったも巨仔IJりであ

るが，受傷後 1年で現職に復帰し 5年後の乃[::(EjnJ不J'I

111なく生活し，/1心者の満足度も大である.

症例 3.21才， 男子.工員.

fH行を残して右手:学部r'-，央より挫断された例に， fl也院

にて断計品目:j¥に;{j:!j<;fti自l支を施され 2ヵ刀後に本院を和介

されてきた 卸 2および第 3中手'pj-を除去し，!f(} 4 ，'，子

骨の一部を第 5，'，子'行ーに移植し cocked-hat法にて小J行

延長術をわなった.術後 pinch，gripも可能となり， 4 

年後の現冶 X線的にも宇t.=g月な骨吸収は認められず 5kg 

の握力があり， 'F仰をもっ以外は目前外二百号のすべてに，也

手を使則している tX~ 2 ，第 5中子竹の phalangization

での threedigital hand も考えられたが， tn 3 "，手1i-

欠損例では(:Jj行の去り/:mとしての小指延長術も有効と考

える

症例 4.21才， ;!JI.大工

プレスにて l叫行を~む院側 3 指を中手什2Jifjj\より挫断

し，数急処置を受けて来院した来院時挫滅された'rHli]
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図 3.症 例 3

m 2， 3， 4 rl'下'FJ除去術，小指延長術 cockedhal法

純作行

図 4 症例 4.

造母指術+N.V.I.F，第4中手骨回転骨切り，椀血u手根伸筋腿移行.

筋などは前医により除去され，尺側 2指は尺屈してい

た 短機側手恨伸筋鍵および同似IJ手叡屈筋腿を第 4中手

骨基部に縫着しこれを矯正した 皮府欠損部には腹壁よ

り有茎植皮を行なった.

4ヵ月後第 4指の屈rttl拘縮に対して Z-plastyを行な

い，さらに脇骨・片にて tubepedicle bone graft法によ

り造母指術を施行しその後 neuro-vascularisland flap 

(NVIF)法を行なった さらに母J十残存指間の pinch

不良のため，環指の回転什切り術と，長検側手根イ中筋鍵

の小指基節骨基部への移行術を行なった すなわち長掌

筋鍵を椀側手板伸筋腿!に継ぎ足し母指際指間より手掌部

を通すことにより powerfulな小指の内転を可能にし

た

受傷後 4年の現在母指の骨吸収は著明であるが，母指

を尺屈位に固定したことにより，母指一小指聞の lip

pinchで細かい作業もできるようになり社会復帰してい

る.

造母指H寺，有頭骨を切除すれば指聞が拡げ得たのでは

ないか.また造母指にさいし pedicle切離時に NVIF2)

を施行していれば，骨吸収がある程度防げたのではない

か，また治療期間の短縮がで、きたのではないかと反省の

多い症例である.

考察

重度手部外傷には種々のタイプが存在するが，しばし

ば取り扱い上問題となるものの一つは，母指を含む境側

指の挫陸rrおよび母指のみを残した他指の中手部での挫断
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であろう

これらの再建に当つては， 損傷状態， 初期治療の状

態，患者の職業め， および美容上の要望が復雑にからみ

合い，個々の症例に応じたきめ細かい治療法が必要とな

ってくる.症例 1.4のよう な1:片目を含む続側指の重度

損傷ではまず付指の形成術が優先し，toe transferや

polliciza tion4) の有効性が認められてはし、るが， 不成功

時の損失はさらに重大な機能的ならびに心理的障害を初

来する可能性がある.

我々は初期治療時の状態により， cocked hat 法また

は tubedpedicle bone graftおよび NVIF法を，除去

した中手骨あるいは腸骨を用L、て行なったが，青年には

3~4cm 延長可能とされる Matevめや Kessler らの持

続牽引法も有効な手段と考えている

症例 2， 3のごとく母指が損傷を免れ，他指がすべて

その基部より失われた場合は，母指の機能を十分に生か

すべく，それに対向し得る指を形成する必要がある 第

5 '1'手骨の phalangizationめ が妥当とする意見もある

が， しかし第一指問腔を卜分に聞大するだけで満足な

pinchが可能になった例もあり，また除去した第 4中手

'11を用いた小指延長術にて， 母指ー小mWIの機能性を増

加し得るので，個々の症例に十分な思慮を払って治療方

針を決めるべきである.
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重度損傷手の二次的機能再建

Secondary reconstruction on function for severiy injuried hands 

汗藤 満 猪 狩

手11川 俊夫

手の外科の領威において，最~縫合法の進歩， ffilcrosur-

geryの普及， implantの開発などによって emergency

での治療だけで，あとに問題を残すことなく ，有効な機

能を失わずにすむ症例が非常に多くなってきている. し

かし一方，二次的機能再建術を要する重度損傷手は初期

治療の影響を強く受け，複雑な問題を含んでいる 今1"1

当科において二次的に機能再建術を行なった症例に検什

を加えた.以下に代表的な症例を示し問題点および反省

点について述べる.

症例

症例 1.33才， 男子.

Key words: reconstruction， injuried hand 

本 M.Saito， T. Igari (教授)，lvf. Abe (講師)， T. Wada， 

H. Harada 岩手医科大学整形外科 (Dept. of Orthop 

Surg.， Iwate Medical University， Morioka) 

I下1
dじd、

原 川

阿部正隆

iγ 

季節労務者で名古屋地方の自動車製造工場で労働中，

プレスで打ち抜かれ受傷した.左第3中手骨開放骨折，

左広1指切断，左手根骨l脱臼，左手当主部剥脱損傷の診 断

で，第 3中手骨欠損部tこ，切断された環指の中節骨の移

舶を受けていた 当科初診l時，中指は中手骨部の短縮と

MP 関節欠損による拘縮がみられた この症例に 3回に

分けて手術を行なった.第 1回目の手術では中手骨の骨

切り術を行ない，中節骨の直達牽引により中手'自の延長

をはかり alignmentを整えた.次いで 6週間後，延長さ

れた中手骨の干].欠損部に脇村よりの骨移植を行なった.

さらに移楠'ilの癒合を待って 4ヵ月後に 中指 MP関節

拘縮に対して， silastic sponge挿入による関節形成術を

施行した. 現:(10術後 6ヵ月であるが， MP関節は伸展

_15
0

から周ilI140。までの関節可動減を示し， 有用な手

を獲得している(図 1). 

症例 2.48才，女子.
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図1. 症例1.

a， b :初診時

C， d 腸骨片移植後.

図 2. 症例 2.

a， b 術前.

C， d・術後.
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図 3. 症例U2. 

a 術前.

b :シリコンスポンク挿入関節形成.

c. d 術中.術後.

図 4.症 例 4.

1979年 11月

b. 

d. 

b 

d. 
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製材工場のメL鋸に手を触れて受傷して，左示指 MP関

節 ・中指基節制lを切断した.中指 PIP関節の欠損部に，

切断された示指の PIP関節を挿入して K-wireにて問

定，また広純な皮Ji可欠損部は腹壁皮弁で、 covelされてい

た.手の外利外来初診H寺，X線像にて'JiJ癒合は認められ

ず，cl'J行MP関節 ・PIP関節はともに仲展拘紛の状態

であり，かつ長過ぎるため将来とも有用性は疑問視され

た.そこで移槌'目をMlllして短縮した.術後 6ヵ月の現

在， pinchが可能であり有用な手となっている(凶 2). 

症例 3.47才， 9)子.

木工機械の丸鋸で・受傷.近医で小指は院rr封;J形成，手等;

部は腹壁j支弁で coverされたうえで， 手の外科外来を

訪れた.初診H、'i，J;;1指の MP関節 ・PIP関節は仲良拘

紡の状態であり，また屈筋鍵損傷がみられた まず関節

拘紛に対して silasticsponge挿入による凶iliJ形成術を

施行して，関節ïïJ動域の改手~~をはかった. 理学療法を行

ない十分な関節可動域が符られた 4ヵ月後に屈筋)即刻離

術を行なった. しかしこれはのちに腿断裂を起こして，

人工艇の姉入を行なわざるを得なかった症例である(図

3 ). 人工腿の必要を予測される場合は， 以l節形成術と

同時に人工血~挿入を行ない，手術回数の減少をはかるこ

とが大切なことはいうまでもない. この症例は腿!断裂を

腿剥離術H、?に予測できなかったものかと反省している.

症例 4.27才，男子.

季節労務者として京浜地方の工場で就業中，';lt気鋸で

受{努舟折は MP関節昔sで切断され，示指は MP関節

からrl'手'，'1"にかけての'1'J欠損があり骨移植が行なわれて

いた. 当科初診H寺，示指は搬痕が強く MP関節は伸展

位強rn:， PIP関節は 90。の屈1111拘縮に陥り自動運動はみ

られなかった.そこでこの機能のない示指を使用して母

指化手術を行ない，有用な手を獲得している(図 4). 

重度損傷手に有川な機能をもたせるためには，必要と

する治療法を正般によ4きわめたうえで，手の機能解剖の

知識と相応の技12;を有する寺町ーが手術にあたることがJ夏求

される.すなわち示度損傷手では機能障害の因子は単一

のものは少なく，いくつかの因子が重復しているものが

多い.なかには初期治療のさいの治療方針の過誤による

と思われる治療困難例などもある.これらの治療にあた

っては，~ì~*因子を分析し，また初期治療医の芯:宏、をも

扱取りつ L機能再正gにあたっている 重度損傷手の二次

的機能再建にあたっては，理学療法を術前後に配し，外

科的療法が必須である.一般的な治療の順序として l皮文

府， 骨， 閃節，腿の )1似I~似E似iに行なつている まず a討li喝gn町m百1児悶e町en

を整えたのち，耳i!13主総11;により関節'jiiJ動域の改善をはか

る. 1*1節軟骨，骨の破峻の強い関節拘縮例にはJ)(I節形成

術あるいは固定術を施行する 屈筋鍵損傷があり人工肱~

の使用を要すると判断された場合は，関節形成術と同時

に人工鍵挿入を行なっている.また関節形成術から腿移

植術までは 3ヵ刀以 j二の間隔をあけている

まとめ

重度損傷手の二次的機能再建について検討を加えた

初期治療にたずさわる医師は，手の機能を重視したゴ

ーノレを考えた治療を行なうべきであり，また二次的機能

再建にあたる医RI!Iは，より少ない手術回数で治療目標を

達するよう努力すべきである.

母指切断における新しい造指術の試み

New method of phalangization with nail 

米満 弘 之*

はじめに

我々の病院は，切断JI立.m再接指センターを併設して

Key words: amputated thumb， phalangization， nail 
regencratlOn 

* H. Yoncmitsll (部長):熊本赤十字病院整形外科(⑤862熊
本市長hl'llllf2255-209; Dept. of Orthop. Surg.， Kumamoto 
Rcd Cross Hospital， Kumamoto) 

いるため，多くの舟折切断症例を経験する.母指切断の

治療としては，再援活法，足駈移植法，母折化法，それ

に造指法がある 可能な限り再接着されうるのが理想的

であろう .MP 1対節より末梢部での切断では，Wi端形成

でも，ある程度の機能は得られるが外見上の問題でも，

機能的にも折が再建されるほうがより有効であろう

その母指再~11;のーっとして造指術が行なわれるが，
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本来の造指術での造指は，外見 lニも問題があり，つまみ

動作などの機能上でも不安定である.また桁における爪

の存平自主，指尖部の安定性のみならず，指尖部の保護，

美容面でも重要である.我々は最近，爪接着法による爪

付造指術を試み，成果が得られたので報告する

術式

母指切断において，ます.は再接才1を最優先するが切断f

母指の挫創などにより再接着が行なえない場合， >告母m
術を行なう .

図 1のごとく ，切断母指の nailplate， nail bed， ma-

tnxおよび周囲の皮下組織を幾分つけたま Lの指'行を，

切断部にて骨接合術を行なう.そのJ旨に腹部での有茎I支

肺移植術を行なう. 3週間同定した後，切離しその後

さらに 3週間jにて爪を皮下より取り出し，爪周囲の形成

術を行なう.その後，爪は長IJ離して落ちるが，その下か

症例 1

症例 2

症例 3

a. 

C. 

表 1.症例.

1 性 |年令 |切断指 結果

爪接芳成功

爪接着成功

爪接着成功

図 2.症例 1.

1979年 11月

切断

有茎移値

母指切離

爪形成ぷ
図 1.爪付造指術.

a.受傷直後

b.有茎皮府移植.

C.術後6ヵ月.

b. 
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a.受傷直後 b.術後 7ヵ月.

図 3.症例U 2. 

:pqp-

a.受傷直後 b.術後6ヵ月.

図 4.症例IJ 3. 

ら新しい爪がや11びてきて，爪のある造指ができる その を持った舟指の形をなし，pinchにも十分有効である

後，折をみて neurovascularisland flapによる知覚再 組織的にも，木来の爪組織をなしている.

m体?をわなう. 症例 3.26才，男了.t!k業

症 例 症例 2と同じようにm動カッターにて左母指を切断

3JJ'd91Jに爪イ、j造f側、Iを試み 3症例ともに爪接着に効 し， 切断母折の挫滅が~しく，l'}接着が不可能て‘あり，

果を得た(1{1 ). 症例 2と同じ方法で nailplate， nail bed， matrix， m竹

症例 1.46才， YJ二f 鉄道H をつけて造Ji'i術を行なった その結果，爪の再生がみら

鉄道的二業 ' 1 日 受似し左舟折の長IJ脱f:IJを ~Iニ じた tj'例て、あ れたが，症例 1， 2に比べて，かなりいびつなかたちを

る.骨， 1踏のみを残して nailplate， nail bed， matrix なしている.

を含めて剥脱されている.このおi例に対して爪イ、j造指術 以上， 3症例ともに neurovascularisland Oapによる

の方法に準じて長IJ脱皮!内の'1'から nailplate， nail bed， 知覚再建を行なった 3症例ともに一応満足している.

matrix を切離し， 骨の上に銅線開l定し有2(;J主弁による 以上の症例のほかに， 11才の児童での母指切断に対し，

造指術を試みた 有茎皮弁を 3週後に切自1ftし，さらに 3 再接着術を行なったが 3日目に壊死に陥り ，ほとんど

週後に nail plateを皮弁の中より表而にL1:し爪形成を 黒くなった状態に，時間的に無理と思われたが，爪千l浩

行なった.受傷後半年目の母指であるが，新しい爪が仲 指術を試みた.結果的には，爪の再生は得られず断端形

びて爪の接新に成功した. 成を行なった.

症例 2.39才，女子. 考 察

Hi:動カッターにて右母指を切断した.fJ接着ができ 爪の再生法としては，爪移植法がもっとも行なわれる

ず，たにちに爪千l造指術を行なった.術式は前述の通り 方法である 1900年 Nicoladonisが nailplateの遊離

であるが，術後，半年目の母指で爪は幾分小さいが，爪 移摘を報告して以来， Lexer， Sheehan， Rupinらにより
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報告がある 1955年 McCashは partial，completeお まとめ

よび compositenail graftの成功を報告している.わが 我々は，最近爪付造指術を試み，爪再生を得た再生

国では爪移植については，鬼塚，倉田， 添田らの報告が した爪は幾分変形があり ，正常の爪には劣るが，外見上

あり ，かなりの成功がみられる.また小川らはdegloving も爪の形をなし非常に有効と考える.成功した 3症例を

thumbにおける爪再生を報告している.小川の症例で 報告するとともに新しい爪付造指術を報告した.

は nailbedと marixは外観上， 正常で、あったと報告

している. 倉田は nailplate， nail bed， matrixととも

に骨をつけて移植し，成功した症例の報告をなしてい

る.以上のように爪の移植は可能であることは，既知の

ことであるが，造指術における爪の形成はあまり報告は

ない.母指外傷特に高度損傷，切断などがあっても，刊

接着，指移植，母指化術があるが， lFなる造抗体Iでは得

られない爪付造指は，外見上でも機能的にも有効であ

る.今後試みられてよい方法と考える
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2) Berson， M.I.: Surg. 27・594，1950. 

3) GiJlies， Sir. H.: Brit. ]. Plast. Surg. 8: 174， 1955 
4) McCash， C.R.: ibid. 8: 19， 1955. 
5) Lewis， B.L.: Arch. Dermatol. Syph. 70: 723， 1954. 
6)鬼塚卓弥，添田周吾・形成外科 7:256， 1964. 
7) Zaias， N.: ]. Invest. Dermatol. 48: 402， 1967 
8)田島達也ほか:整形外科 20:1381， 1969. 

9)添田周吾ほか・形成外科 19・1，1976. 

10)小川清久ほか ・整形外科 28:908， 1977. 

切断母指再建 術

Reconstruction of the amputated thumb 

木野 義 武

親川

服 部 I1田和 平 石

勝 朝井哲二

孝米 国

水谷陽子本

実

当院で手の外科診療をはじめた過去 3年r:rnこ，受傷後

当院救急、センタ ーを受診したf羽目切断忠者のうち，liiな

る断端形成を除く再建都Iを施行した 47症例に検討を加

えたので‘報告する.

その内訳は右側 16例，左側 31例で左母指に 2倍多

く，性別では男子 35例，女子 12{9IJで，"f令は 3才より

74才にわたる

切断母折は骨と皮!内が同一レベノレで損傷されていると

は限らず，:f行骨・は卜分長さが温存されているが，皮膚は

基部より剥脱されていたり， '学側皮膚は損傷をまぬがれ

ているが，折'目。はより仁I"i憾で切断されている例などもあ

るので，切断r'，:d立1)により1'J建術式の決定はできない

Key words: reconstruction， amputation， thumb 

有Y. Kino (部長)， Y. Hattori (医長)， T. Hiraishi， i¥I 

Yoneda， M. Oyakawa T. Asai， Y. i¥lizutani:名古屋被済

会病院整形外科(@1454名古屋市1')[1区松年田J4の66;Dept 
of Orthop. Surg.， Nagoya Ekisai-Kai Hospital， Nagoya). 

再建術式は損傷母指に残された皮j内および指'庁の絶対

的長さ，および指骨と皮膚の相対的長さによって決める

のが実際面では有用である.このことより我々は母指切

断の機能再建法を表 1のように分けて検討した.

1. volar sap advance2) 

母指の長さが十分あり，尖端をおL う皮1内が不足して

いる症例に対して施行した， volar flap advance法 20

例の切断レベルは，末節骨遠位 4例，末節骨中央 4{9U， 

末節骨基部 3例，指関節 3{9U，基節骨遠位 2例，基節骨

中央 1{9U，基節'rUMftl1例である 末節骨中央部より末

梢の切断ではliij進させた皮弁と爪との縫合部の遷延治癒

が 5{9IJに問題となり， nail bedと皮府を縫合し，キルシ

ュナー銅線などにより IP関節を 2週間屈曲位一時固定

し尖端部の抜糸は 3週後とした症例の癒合がよかっ

た 尖端の縫合不全を予防するため，基節部の側正中-l;1J

聞にさいしては背側へし、く動脈校を可及的に温存し，背

似IJのj(Il行温存をはかつている.基節骨切断例 5例では掌
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表 1.切断母指47例の再建法

1493 

l 一皮膚十分:皮弁形成(今回は除外した〉
十分一!

A)切断部が挫減 I '" 1一皮府不足

された時:

切断舟:指の長さー
1 : 軽一度 1でT蝉 掌…ゆ肌一…一1市明一指閑印問鵬形1)神経 .血管付母指掌側島状皮弁前途
2. 中等度:

2)神経 ・血管付烏状皮弁移行 (N.V.I.P.G.)

3.高 度:腹部管状皮弁移植→N.V.I.P.G.

20i'lJ 

10例

1例

5例

l一掌仮iI皮府十分:骨移植+植皮

-不足ー (1. 巡回指→N.V.I.P.G.
!一皮!内不足~ 2.母指化

l 3. 足指移植

B)切断部が挫滅さ れていない時再接着術 5例

側皮弁をiiii進させることにより第 1指間腔に水かき形成

をきたすので，同時に第 1指問!墜を Z-plastyにより深

くした.

術後成績，前進した皮弁の 2点識別は 3mm 8例，

4mm 2{日11，5 m m  3 {yljであったが，1支弁の女n1tは尖端

部に低下がみられたものがあったので，断端折lを残さな

いためにも，I行尖ffllの挫滅皮府の温存はしないほうがよ

い. 尖端部断端痛のないもの 12例， あるもの 2例でそ

の原因は'庁刺{によるもの 1iJII，減痕のなかに矧没した断

端神経腫 1{yljであった.日常生活では不1'1111は少ない

が，大工などでは職業上釘など細かL、ものをつかむのに

不便があった

2. Neurovascular pedicle sap前進法3，9)

単一なる volarAap advanceでは尖端をお L うことの

できないj， 'l 例や，縫合部の緊張が強いの指竿~llJの ' 1'等度

の皮Ji可欠損自信例に対して，MP 関節^t~側で Aap の皮h可の

みを切離し，神経 ・血管付皮弁を前進させる neurovascu-

lar pedicle Aap法を 10例に施行した. これにより母

f，l"主側皮弁前進の合併症である水かき形成，爪の遅発性

屈rJ1Iを避け うる flapの近位部に生じた皮11可欠損にあlし

て，示J行1~~!IJよりの同政皮弁でお L ったもの 6 が例，遊

再If杯[).J(でお与ったものが 4例あった.

症例.53才，男子

左母指等;側のj支l内および皮下組織欠損が大きく当直医

により abdominalpedicle skin graftが行なわれた.知

覚再建のために， volar flap advance法を試みたが，指

尖をお L うことができなかった MP  関節字。!IJで Aap

を皮府のみ切断して neurovascularpedicle flapとして

指尖をお Lった MP関節掌側の皮11可欠損は示折基節背

側皮弁を田政させてお Lった 回此J.J(弁により延長され

た長さは 16mmあり MPおよび IP関節の仲展障害

例

例

例

守ム

η
O
句

A

A
U

図 1.Local neurovascular pedicle f!ap法.

上示指背側より廻旋1主弁を施行した.

'1". 1司学側l
下 Flapは 17mm'Iiij進した，

は発生しなかった.示J行法節より皮弁を起こすさいは皮

弁には血管のみ千jけ， "(1] 1経は示指に残し， 示J行の釘]1t~'?

害を予防し，key pinchの障害にならないようにした.
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図 2.挽骨・神経支配の neurovascularisland pedicle 

graft. 

上:N.V.I.P.G を起こしたところ

中:同部に遊離相[)支をしたところ.
下:14指皮膚欠損に N.V.I.P.G.を施行したところ

術後成総 1夫弁の 2).I~、識7JIJ 3 mm 4例 5mm 4仔IJ

で，女n:i:tも tれなる advance仰!とほ工 同じであった H 

旋l支弁により延長された長さは平均 15mmであり，以l

節の仲良制限も少なかった J佐尚fjjl[}支を施行したfylj(主，

術後移有I[}文111の拘紛をきたし，相(J文により皮弁が延長さ

れた長さは可正:l!.J7mmで‘あった また重労働者では移

植皮府が到し擦過傷をうけやすかった また他病院で

手術されたj，i~tJljでは布((1支はされているものの，拘縮が強

く前進が不十分で，尖封;tiに骨が突11¥した例もあった.長

さを温存し尖端を 1-分お与うためには，而倒ではある

が，回旋l支弁を用いたほう が術後の結果はよい.

3. Neurovascular island pedicle graft 

症例.25才，YJ了.

月折隼;側皮府にrl'等度の欠損があるため，示t行法節部

-1 'fM より挽骨神経支配の神経 ・ 血管イ、J'~:j状皮弁を one

slagcに移行したが4)，この皮弁の 2PDは 7mmと主主

側広弁のそれに比べて悪かった.

i111度な長IJIM創で腹部有ii¥:i1tu文後，原則としてrl'ti'l尺側

より neurovascularisland pedicle graftト 7)(以下 N.V.

I.P.G と呼ぶ〕を施行したもの 5例，さらに母桁の長さ

の不足のため骨移植を併用したもの 4例，計 9fyljの皮弁

2P.D.は 3mm以下 1例，5mm以下 3例 7mm以

下 5例である.知覚の switchIこ関しては lighttouch 

では付桁と感じるが pinprick testでは両方に感じてい

る • i::j状1支弁の女n党(1尖端部より基部のほうが悪いこと

より， 1支弁の基部を支配するやIJ経枝をやム中枢より剥離

してj支弁に卜分つけ，皮弁基部の知覚の温存をはかつて

いる. 9例rl'5例に術後経時!Y'.Jに皮弁のl文ld'の移動性が

増し，あまった広11可を切除し，骨に皮弁を蒋縫着したま

たff萎縮を防ぐため，有茎切離時に N.V.I.P.G.を施行

する 2段階の手術を行なっている. また移植時 island

flapも4ヵ所で'汁に縫着しているが不安定性は軽度残存

する. Island flapに完全な知覚の switchの得られてい

る例はなかった.結果がよい例でさえ， 母mにさわる

と donorの中桁と両方に感じており ，慣れでこの感じは

舟折と仁l分で判断しているに過ぎないと述べている

症例 6才， 男子.

コンクリ ート・ミキサ-1jiに手を突っこみ，右母指基

節l'HWi部で挫滅切断された 第 l回手術，骨移植+腹部

管状有主主値皮， 第 2回手術， 有茎切離+neurovascular 

island pedicle graft. 1ヵ月後第 3回手術として母指球

部で移行した環折の神経を切断して，母指の神経と再度

縫合しほ指木来の知覚回復をはかった.術後 6カ月の現

在母指本来の知覚となってきた

症例.35才，女子.

プレスによりか.第 l中手f1.基部で切断された. 造母

指， toe to fingerなどの適応、も考えられたが，術後早く

から使える母指との希望により示指の母指化術8)を施行

した.掌似IJ2本の neurovascularbundleの他に，背側

のfi1'リ派も温存し移行した 仲筋健および廊筋鍵は前腕に

て切断し，母指のそれと一次的に縫合したが tension

など術後問題となるものはなかった.第 1背側'11-問筋を

短母折外転筋の残りに，第 l掌側骨間筋を内転筋の残り

におのおの縫合した.第 1指問腔に皮膚欠損が生じ，ふ

くらみをもたせるため腹部有茎植皮を同時に施行した.
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術後 6ヵ月の現在， ピンチも力強く ，握)]は右 40kg， 

左 25kgあり ，患者は満足している

母指切断 5例はし、ずれも不全切断であるが，動静脈，

神経，艇はし、ずれも一次的に縫合した.カッターにより

左ぽ指 IP関節部で不完全切断 された 34才の男性例で

は， IP 関節|古|定術を施行したが， ピンチを力強くする

ために長母桁屈筋l院も縫合した

f;jJ行切断に対しては，長さおよび良好な知覚を再建す

ることが丞要であり， これら再建術の問題点について検

討を加えた.
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第 2'"'-'4指基部切断手の機能分析

Functional analysis of multiple日ngeramputations 

with rcmaining thumb and little finger 

須 川 ~~! 笠 );it{空 11日 秋木

桑波川出'1:. 堂!日J洋一n日
毅 杉 浦 良 雄

久保寺大也事

f手指，小指を除く 3j旨をその)，~':;i)fこて切断された出i:似l

について，その機能を分析したところ， 2~3 の知見を

得たので，こ'>.1こ報fi;し今後その初期治

成および機能再illにさいして参考とした

L、

る.整'?(j義指でありながら，機能性を低ドさせないで使

用し得る数少ない事例と考える. 義桁の材質， 特に硬

今同我々が調炎しれ}た1，(例は，表 1に

示すごとく 11例であり， うち 3仔1]1主他

院で初則治療をうけている 受{易機転は

木ーl川カッターの 2例を除きノ在例プレス

による受ji)jである. しかしながら職場復

川の状態をみると 3例を除き多少の

handicapを残しながらほとんどが原職

場に復川している 原職に復帰しなかっ

た 3例11.，受i易自iJにJilll伝手を兼任してい

たものや，主婦業の片手間にフレスを子

伝っていたものが， おのおのi巡3主岳副jシ卦'1似l

婦業に耳功'1-念したものである 封佐:例 5，6， 

8は受傷後 1年余であり'一応原職場に

復帰したものの今後の経過観察を要す

る.

以上の 11J.i'(7ljを平IJきTに受似したか作かに分けて分

析し， さらに特殊な経過をたと'った 3仔IjをjJIJfi，'qに述べ

る.

~on-dom inant handを受似したものは 3{yl](症例 l

~3) である.全例ほとんど完全な原職復帰をしてい

る.利き子受似{t'(に比して，外11¥11与J宝指を0.!用する症例

がある.この1rrは利きチは健協なため，母折および小111

の機能を訴しく ~iにI{- しないようにぷ指の装用が可能であ

Key words: press injury， volar dislocation， V-meta-

carpal opposition， little finger 

ホ1.Sugawa (医長)，T. Kasahara， T. Akimoto， Y. Sugiura 

K. Kuwahata， Y. Domae， D. Kubodera :整法浜怯術院，

整形外科(Iijt430浜伝市住吉 2-12-12;Dept. of Orthop. 

Surg.， Scirei Hamamatsu Hospital， Hamamatsu) 

図 1.症例 9.

第 5司1手骨は掌側 ・尺側に脱臼している

表 1.

王1"".，，，，1且傷;n7_T¥(IRrl I追跡 ||性別|子:;::1受似側 | | 昌弘5機転 |職場復帰例 1 1.L'l 'JI 平~ I .x.I?lJLH'J I j制r:tJ1λ|  

11男 139才 1N.D. 1 8年

21女 145才 1N.D. 

31男 118才 1N.D 

41女 117才 D.

51 ;J) ， 49才 D.

61 ')) I 26才 I D. 

7 ;JJ 1 40才 D.

8 ;J) I 60才 D，

9 女 32才 1 N.D. 1 4年

10
1

!j) 22才 D. 1 3年

11 労 49才 両手 1 2年

原職プレス

4年 |木工用カッター|原職

10年 | プレス |原職

33年

Hjo 

プレス

プレス

原職

(原職〉

(原職〉

(運転〉

(原職〉

(主婦〕

原職

(逆転〉

l年 !木工用カッタ-

4 {j三| プレス

1年 | プレス

ス

ス

ス

レ

レ

レ

プ
。
プ
。
フ

N.D.: Kon-dominant hand， D.: dominant handJ 



度， ~p-性，通気性，色調など今後大いに

改良されるべきであろう.

次に利き手を受{おしたものは 5例(症

例 4 ~ 8)である.木鼠傷は，いわゆる

tow-digit handであるが，何らかの型で

第 3支点を残すことができた症例では，

受傷後の機能適応ブJが大きい1) 特に示

指の基部が少しでも残った場合，書字に

は非常に有利であり，挟み動作では小指

よりも接触面が広く，安定感があり ，力

も持続する.第 3支点のない場合，書字

にさいしてm:をたてることができないた

め，特にボーノレベンなどでは，手または

手段l節全体を机の面より浮かせる必要が

あり， i1f:宇練習に難航する. したがっ

て，利き手では第 3支l.(1'1'成は必須と考

える.

自主例 7は40才男性で， プレスにより

2， 3指を挫滅切断された 4指はいわ

ゆる degloving injuryであり ，t主!苛は

~I三訴したが指'~l'I::IIJj節の可動性に乏しく

付指尖とかろうじて践する程度である.

小指の対立機能は不十分のため，第 5'1' 

手什の回佐'Vl'YJ体Iを行ない 1， 4， 5 

指尖でつまみ動1'1可能となった

残りの 3例は， tn 4中手骨 全摘 Ir:の

後，第 5'1'予'I'jが手;似Ij脱臼した 2{71] (j，i' 

例 9，10)と阿千同時切断例(旋例 11)

である.

症例 9は 32才男性， プレスにて利き

手を受傷，初療時に debridement，断端

外傷 ・骨折 ・脱臼

図 2.症例U 9. 

腸骨移舶によりtn3支点を作成した

形成と IJiJII，'jに第 4中子骨全摘川を受けて 図 3.症例 10.

いる 小J行を動かすと CM関節の辺が 第5' 1'手骨は掌側にJß~臼し，手掌闘は著しく狭小である.

jl(jみ， X線にて主主側1m臼を認めた〔図 1). 
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みかけ上の折IJfJ凱はよいが，母指とのピンチでは小指は 狭小であり， M5'1'手骨は掌{J!ljに脱臼している(図 3). 

rl~ 1ifEせず挑側に shirt している.第 5 中手竹21~ iíHは，掌 この症例は特に痛みなど訴えず，利き手でもないため，

{Illj・尺側に脱臼しておりJT:痛を認めた. CM 1j，1節は約 そのま L放置して家事を統けている たピし外出l時は必

40。阿政し， 'l'l'iTiiを斜めに切除し，や L外転校に川定し ず義指をVE用し，そのきし、小桁を義指の中指に姉人して

た. ~~2 ， 3rl'手'，')の延長上に腸骨移植を行ない，ts 3 いる

支l¥を作成した〔灰12). まとめ

症例 10は32才，女性. プレスにて non-dominant 1 第 4中手骨全摘出の可否について

handに受傷.切僚にて 2， 3， 4 J行のうち，た工ー 全摘出を受けた 2 例に第 5 手板中手関節のIß~臼が認め

つ残っていた第 4'1'手'rJを摘出され，作に広州移純もせ られ，手掌の著しい狭小化とともに機能障害を残したー

ず創閉鎖を受けている.しかしながら，手掌仰は著しく 木法は古くより Bunnell，Boyes ら2)により推奨された
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方法である.木学会においても斉藤，矢

部らめが，全摘後 deeptransverse meta-

cerpal lig.の縫着の重要性を強調してい

る.一方， J ames， Slocumら的は，木1.tー

がもっとも簡便な方法ではあるが，搬痕

組織により tl'ansvel'semetacal'pallig.の

図 4.

代用をするものであり，小指の回政不安

定性と指の偏位が絞るとして封切術に

より第 4 中手骨2!~tHIへの指列移行術を勧

めている. しかし折化術では本法を勧め

ている Tubianaめは指化術において，

第 4，'，手骨を基部を残して切除し，同時

にtf~5 巾手骨の回$'(i'J 切術を行なってい

る.そのさい obliqueposteromedial lig. 

を切除しさらに第 4中手汁の内側関白羽

田Iを切開する.たにし， proximal inter・
JJ;lji'iとは pulppinch 可能だが，小指とは対立運動不能小指は回旋しな

い 迎、mH旨摘きれるまで気イれ、ていなかった.
metacarpal lig.は温存することにより

CM 凶節の安定性を確保しつ九しかも第 5中手"'1のIIf:
曲を約 50

0
位獲得できるとしている

指列移行術と指化手術とでは，第 5中手骨を隣接して

支える骨および軟部組織の有無により状況がまったく違

うが，いずれも第 4中手骨基部を残して，第 5中手'P:l・の

可動性は手銀仁l'手段l節のゆるみに頼るほうが確実であろ

う.

2.第5中手骨回旋骨切術について

11例中 2{7IJのみに適応があった

図4は動静脈波で示指を切断した，也、者であるが，術後

たまたま両側小指の対立機能がないことに気付いた.今

回我々は，当院外来忠者 200名について対立機能を調査

した.明らかに手抱の機能障害のあるもの，脳神経疾忠

のある者を対象外としたが，うち 3名は，母折 ・小指が

接するが pulppinch不能であり ，さらに 6::f'，は数jillの

ra刊を経てやっと pulppinch可能と なった.

術後訓練によっても小指対立機能のない府例に絶刈的

巡応がある.

3.第3支点の作成について

利き手では特に必要であり，初療時に作成できなけれ

ば二次的にTfjij!する そのためにも自IJ閉鎖H寺，指の掌()llJ

の皮府をなるべく長くね存しておく

4.手掌幅の確保について

無理に縫縮され，手等;の狭小化した例は美界上も機能

上も満足度が低い.

5 義指の適応について

lIH行と小指の対立が良好で，十分な手袋;幅が確保され

たfli~例では，利き子でない例においては母指および小指

の機能を障害しないように義指の使用が可能である.た

工し利き手では義桁よりも，第3支点の作成が実用的で

あろう.
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].B. Lippincott Co.， Philadelphia， 1970. 
3) nl摩守ほか:整形外科 24:13， 1091， 1973. 
4) ]ames， S.L. et al.: Flynr内 HandSurgery， 2nd Ed.， 

p. 351， Williams & Wilkins Co.， Baltimore， 1975. 
5) Tubiana， R. et al.: ]. Bone ]oint Surg. 56-A: 

447， 1974. 
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PIP関節背側脱臼骨折の治療法の検討

Treatment of fracture-dislocation of the proximal interphalangeal joint 

児島忠雄 後藤健吉 友成博

丸毛英二 伊藤隆義本

は じ めに

PIP関節背側脱白骨折は桜骨師などで往々にして見過

され，陳111性となって我々を訪れることが多く，手術を

行なってもある程度の機能障害を残すことはまぬがれな

い 新鮮伊11，illI隙旧例の千術成Mの報告をみると，完全

な整復状態が得られでも IE'ijf;の|見l節可動域を獲得できた

蛇例は少ないようである. 枚々は最近経験した PIP関

節背~lIl脱臼骨折の症例を検討し )1主近行なっている ~Ió観

Jfll的整復法を述べ，我々の治療方針について述べる

症例

16例で，男 13例，女 3例右 15例，左 1例であり，

示指 4例，'fT:t旨1仔11， :5;1指 10{71j， 小指 HJIjで， :5;1指に

多い.

受傷原因はスポーツ外傷 13例， 労災事故 2例， その

他 1{711で，スポーツ外傷では野球 7例， ソフトボーノレ 2

例，バスケット ボーノレ 2例，バレーボーノレ 1例，マット

運動 l仔Ijで，野球によるものが多い

受傷ーより来院までの期間は l週以内 6例， 2週以内 2

例， 3:iJ!il以内 2似Ij， 4週以内 2例 1ヵ月以上 4例であ

る(表 1). 

観rfil(ドJ!笹復t去を行なったもの 10仔1Iで， このうち， ~i_，: 

似Ij切開で pull-outwire 訟を行なったもの 2例， J:-- ~lIl~J 

開 1例，I，lij側切IJfJ7例である ~ I・飢 l血的整復を行なった

もの 3例，保存的に治療したもの 3例である

我々の非観血的整復法

指プロ ァクを行ない， image intensifierをml、て整復

を確認し，骨片には関係なく， PI P 関節を 300~45。 屈

1111位に 1;1>:あるいは 2ノドの Kirschner鋼紋でi山1:'-じする.

3週後に Kirschner鋼線を抜去し，後療法を開始する.

Key words: fracture-dislocation， PIP joint 

* T. Kojima (講filli)，K. Goto， H. Tomonari， E. Marumo 

(教授):東京慈忠会医科大学形成外科 (Dept.of Plastic & 

Reconstr. Surg.， The Jikei University School of Medi-

cine， Tokyo)， T. lto 河野臨淋医学研究所附属北品川病院

整形外科 CIIlO140東京都品川区北品JII1-23-19) 

表 1.PIP関節背側脱白骨折の症例

[liE O11 I tt I ~~ I 受傷よ症例 |性 l年令 : | 成績
1 "" I 来院ま

1 '}j 24 5日 良

2 男 31 2週 2日 良

観 3 うり 35 1ヵ月 3週 不可

血 4 女 21 4日 不可

的 5 男 37 4日 可

整 6 女 35 3過 5日 官J

復 7 男 42 2日 不明

伊l 8 男 20 2週 1日 良

9 男 20 4週 可

10 男 46 1遊 2日 良

非整 11 男 46 2週 2日 俊

観4友
血

12 男 27 1日 t妥
的例 13 男 22 2日 良

保治
14 男 18 3ヵ月 2週 良

存療 15 女 18 10ヵ月 可
的例 16 男 49 3ヵ月 1週 可

我々の保存的治療法

陳旧例はス プリントを装用し，可動域の改葬をはか

る.必要に応じて capsultomyを行な う

成績判定基準

完全伸展可能で， ほ X正常の ROMを有するものを

優， 完全イ申段可能であるが ROM が 700~100 0 ， ある

いは完全伸展不可能で ROM が 75 0~100 。 のものを良，

ROM ヵ 、 45 0~75 。 のものを百J， ROMが 450以下のも

のを不可としたι

成 績 (表 1) 

観的l的整復{タ1110例のうち，follow-upし得た 9例につ

いてみると良 4例，可 3{71J. 不"f2例で，優はない.不

可は pull-outwire 法(jà'例3) と両官!IJ ~J I)日法 (j，(例 4 ) 

に 1例ずつあり，症例 4はのちに関節問定術を追加し

た.代表的症例について述べる.
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a.受ftHを. b.整復直後. C.整復後8ヵJ!

図 1.症例 12.

図 2.症例 12. イ申展時.

症例 1.24才，男子

野球で右環指を突き指. 受傷後 5日に pllll-olltwire 

法で整復.術後 3 ヵ月， ROM は 10 0~100 0 で成総良と

判定.

症例 4.21才，女子.

右示指を機械にはさまれて受傷 4日日に両側1;1)開訟

により整復.整復不完全のため，脱臼位で関節症変化を

起こし，修痛を訴えたため 1年後に関節回定術を行なっ

た.成績は不可と判定.

症例 8.20才，男子.

野球で右環指を突き指.受傷後 2週 1日に両側切開に

より整復.術後 6ヵ月， ROM I土 O O ~70 0 で，成績良と

判定

図 3.症例 12. 屈曲時.

症例 9.20才，男子

野球で右示指を突き指.受傷後 4週で両側切開により

整復術後 5ヵ月， ROM は 10 0~60 0 で，成績は可 と

判定.

非観血的整復法を行なった 3例は優 2(YIJ，良 1例であ

る.

症例 11.46才，男子.

ソフトボールで‘右環指を突き指.受傷後 2週 2日に整

復し 2本の Kirschner鋼線で同定. 整復後 9ヵ月，

ROM は O O~105 。 で成績は優と判定

症例 12.27才，男子.

バレーボールで、右示指を突き指受傷翌日に整復し，

2本の Kirschner銅線で固定(図 1) 整復後 8ヵ月，
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ROM O O~100 ' で成績は優と判定(図 2 ， 3) 

症例 13. 22才，男子

降って右広1指を突き指受傷後 2日に整復し 1本の

Kirschner釧線で固定 術後 8ヵ月， ROM 50~100 。

で，成絞は良と半IliE.

保存的治療を1iなったものは 3例で，良 1仔11，可 2例

である.

症例 14.18才，男子.

7 ット運動で才iJJ;Hfiを突き指.受傷後 3ヵ月 2週で来

院 ス プ リントの装用で ROM は 5 0~200 から O O~92。

にTLi大.成績は良と判定.

症例 15.18才，女子.

バスケットボールで右環指を突き指 受傷後 10ヵ月

で来院 可動性はまったくなかったが，スプリントの装

用に capsulotomyを追加し，治療後 7ヵ月，ROMは

O O ~60。 で成績は可である

症例 16.49才，男子.

野球で右巾指を突き指.受傷後 3ヵ月 1週で来院.ス

プリントの装HIで，ROM は 150~50。 から 12 0~85。に

拡大し， j名痛はなく，成績は可である.治療後 7ヵ月，

関節の適合性は改善されている.

考 案

PIP関節季刊III脱白骨折の観血的 整復については，

Wilson' ) は片側の~lIl正中切開より側高1I靭帯を切断して展

開， 整復位に Kirschner銅線で固定， これが不可能の

ときは pull-outwire法を用いた Wiley2)も pull-out

Wlre法を用い Eatonめは掌側の zig-zag切開で展開

し p叫l-outwire法で固定している. 片~lIl切開では確

実な整復が得にくいことから， 山口りは両側1I切闘を用

い，矢部5)は受傷後 1ヵ月から 6ヵ月の 8{yllのうち 5仔1I

に両側切聞を用いて整復した.我々も初期は片側切開や

Eatonめの方法を用いたが，片側切開では展開が不十分

で反対側の確実な整復が得られず，また Eaton法では

十分な整復の保持が得られないことから両側切開を斤J~ 、

ることにしている しかし陳旧例はもちろん，新鮮(yll

といえども確実な整復が得られても，ある程度の拘縮を

残す.諸家の報告をみても，成績は可動域で示され，屈

曲制限を残し完全伸展できる症例は少ない 我々の症例

でも優の成績を示したものはない.

本脱臼骨折の新鮮秒11，:!IE陳旧例の非観j血的整復法とし

て Robertson6) の三方向牽引法 Schulze7) の屈曲位

固定 McE1Aresh8) の extension-block splint 法，

Donaldson町の過原山位同定法，最近では Agec'O)の Kir-

schner鏑線とゴムパンドによる方法がある. これらは

いずれも一長一短があり， Rober臼on6)，Agee'O) の方法

は煩雑すぎ，Schulze7)， Donaldson9) の方法では過屈1111

{立固定のため伸展制限をきたす McElfreshの成績がよ

いが， 管理に十分な注なが必要であろう. 第 51同'I'i:il

日本整形災害外科学会で須川は Kirschner 斜線仲良ブ

ロック法を発表している 放々の方法も手技は簡単で，

回定も確尖で，術後ほ工正常の可動域が得られ，大変よ

い方法と考える.症例 11は受傷後 16日のものであり，

受傷後 2~3 週のものでも一応本法を試みる価値がある

ものと考える

陳旧例には関節1，1;1定都Iも行なわれているが，た工ちに

関節固定術を行なわず，保存的に運動域の改善を計るの

もよいと考える.我々の 3症例はいずれも可動域は鉱大

し，疹痛もなく，よい結果を得ている

まとめ

PIP 関節背側)ß~Fl什折の 16 症例について述べた 新

鮮(y11，亜陳旧例には整復を試み， Kirschner鋼線で同定

する方法を行ない，不成功ならば両側切開による整復を

行なう.陳旧例はます.スプリントで運動域の改Jヰを百|る

のがよい

文献
1) Wilson， J.N. et al.・ J.Bone Joint Surg. 48-A: 

493， 1966. 
2) Wiley， A.M.: The Hand 2・185，1970 

3) Eaton， R.G.: Joint [njuries of the Hand， 1st Ed.， 
p. 29， Charles C. Thomas Publisher， Spling日eld，

Illinois， 1971. 
4)山口 智ほか:整形外科 21:908， 1970. 
5)矢部裕:向上 27:1435， 1976. 
6) Robertson， R.C. et al.: J. Bone Joint Surg. 28・68，

1964. 

7) Schulze， H.A.: Milit. Surg. 99: 190， 1964. 

8) McElfresh， E.C. et al.: J. Bone Joint Surg. 54-A: 

1705， 1972 
9) Donaldson， W.R. et al.: J. Hand Surg. 3: 149， 

1978. 

10) Agee， J.M.: ibid. 3: 386， 1978. 
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JK膜を用いた指関節形成術の経験

Arthroplasty of the proximal interphalangeal joint with JK membrane 

渡辺好 |事 茨 木 邦 夫 村 口l紳悦

三 浦競 良11

手指 PIP関節において， ，: ' :j}主:な凶節鎖傷や'I~l 性強 1(1

に対しては resectionarthroplastyll， silastic implantの

使用 2)，関節移植めなどによる再建手術が行なわれた

私たちはこのような場合， JK 牒4)をrl'i::H市人映とし

て用いる関節形成術5)を行なっているので， !，'t'例を判tf17

し問題点を検討したい.

症例

症例 1. 55才，女了 J:員.

作業中左示指を)Lのこにはさみ， PIP IY<lílí'ii郁の日目欣1~

折をきたし，外科~による初期治療を受け， PIP凶節の

過仲展位拘縮を残し当科に受診した ごく向かのnf動性

を残しているが運動痛が著しい(閃 1) 受似後 3ヵ月

を経過していた.

図 1.症例tj1. 術前

Key words: arthroplasty，品ngerJornt 

キ Y.Watanabe (教授)，K. lbaraki (助教授)， S. Murata， K. 

Miura， J. Harada，山形大学整形外科 (Dcpt. of Orthop. 

Surg.， Yamagata University School of Mcdicine， Yama-

gata). 

原 田 順二本

本例に対し，人l山ぶ筋膜を 2cmx2 cm 採取し 2%

重クロム酸カリ水溶液で処理していわゆる JK膜を作製

した 背~lIJ切 IJM で extensor expanslOnを分けて関節に

はいり ，関節秋竹を切除して骨jiJiと相対面を円前に造形

し， '，'1聞を JKJI英で包み，創lを閉鎖した.術後 3週!日l

図 2.症例 1.術後



図 3.症例 2.術前

図 4.症例 2.術後.
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traction pinで牽引後， 向動運動および他動運動を開始

した

現:(1"術後 1年 6ヵ月を経過し， PIP関節の最大伸展角

度は過仲展50，最大屈1111角度は 500，側方動機性なく，

運動痛もなく原職に復帰している(図 2). 

症例 2.18才，男子て員.

作業中丸のこで左中指 PIP関節部の挫自IJを受け， 整

形外科医による初期治療を受けた 受傷後 6ヵ月で当科

に紹介された PIP関節は伸展拘縮に陥り強い運動痛が

ある. これに加え DIP関節の屈曲拘鮒と屈筋腿の癒着

も伴っている

本例に対しても，第 l例と同様に JK映を作製し，こ

れを中間挿入膜として関節形成術を行なった

術後 5ヵ月の現在，PIP関節は最大仲良角度 150，最

大屈曲角度 800で，仮1]方動橋性なく運動痛もなく，近く

屈筋腿移納術を行なう予定である.

症例 3.24才，男子.

交通事故で左示指に挫おりを受け， PIP関節の脱臼骨折

図 5 症例 2 術後X線所見.

.1.1.1 
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図 6.症例 3.術前.

に対し外科医により整復術ならびに川処粧を受けた し

かし PIP関節のイ111展位拘縮が改吊しないため， 受似後

3ヵ月当科を受診した PIP関節(11111JW:したま Lまった

く可動性を失っていた

本例に対しでも]IIj2例と同様にJK肢を作製し，これ

を中間柄入朕として関節形成術を行なった.

現在術後 6ヵFJを経過し，PIP関節の松大{ljl展角度は

5 0，最大屈l山 fyJ立は 40
0

である • 1mげ7動指ならびに運動

痛なく，将来さらに運動範囲の増大するのを作って屈筋

腿移他術を行なう予定である.

考 案

PIP関節の再建71ーとしては，一般に resectionarthro-

plasly， silastic implantの使用，関節移枢iit.jなどの方法

が行なわれている.

まず resectionarthroplasty は比較的良好な肘仲運動

を仰られるが， nllJ方動揺性をきたす傾向が大で，機能的

には必ずしも満足できるものでなく，特に労働者には不

適切である.

次に silastic.implantを用いる方法は implanlが折

損する可能があるので，若い人とか烈しい運動を行なう

人には不適切である.

関節移布(iin-jは，移値された関節軟'1Jが変性し変形性以l

節症をきた しやすいといわれている この欠点は血管柄

付であれば克服されると考えられるが，チ伎が凶m~で手

術に長時I/¥jを嬰し必ずしも一般的な力法ーとはいえない

指関節以外のたとえば膝関節や肘関節においては，か

なり以前より JK映を中間挿入膜として)IJいる|見l節形成

図 7.症例 3.術後.

術がよい結果を得ている. したがって指関節においても

好結果が期待できると考えられる.

私たちは3例の外傷後 PIP関節拘縮例に対し， JKH英

を用い関節形成術を行なった結果，関節の屈伸運動はIE

常の 1/2程度しか獲得できず，や L この点不満ではある

が，側方動揺性はほとんどなく ，運動痛もないので，労

動者にも満足を得られた.完全屈曲を必ずしも必要とし

ない示指や中指の PIP関節にはよい適応と考えている

むすび

私たちは手指 PIP1:)1;1節において 外傷後仲展拘鮒をき

たした 3例に， JK肢を中間挿入膜として用いた関節形

成術を施行した.現ずE術後 5ヵ月あるいは 1年 6ヵ月を
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経過し，関節の屈1111運動は正常の 1/2程度を獲得してい

る また側方動揺牲もほとんどなく運動痛はまったくな

い したがってオ干し、人や労働者にも用いてよい方法であ

ろう.ネ1に完全原i泊を必ずしも要しない示指や'1'指にお

いてはよい適応と考えている.

文献

1) Carroll， R.E.: J. Bone Joint Surg. 36-A: 912， 
1954 

2) Swanson， A.B.: ibid. 54-A: 435， 1972. 
3) Daniel， G.・CanadaJoint Surg. 14: 253， 1971 
4)事11中正一.整形外科手術書，南山堂，東京，57頁， 1977. 

5)河野左宙膝 1:8， 1975 

外傷性指関節拘縮に対するシリコンスポンジ

挿入関節形成術の試み

Silicone sponge interposition arthroplasty for post-traumatic stifT fingers 

阿 部 正 隆 猪狩

和田俊夫

外傷性指関節拘縮あるいは強直に対して silastic

spongeを用いた interpositionarthroplastyを試み，満

足すべき成績をあげているので報告する

外傷性指関節拘縮の内容は， MP関節 目 例1，PIP関

節 167例のうち，保存的療法では不十分なもので， しか

も関節軟骨が破壊 ・消失した症例が適応とされた MP 

関節 9例， PIP関節 20例，合計 29例である.

手術方法

背似IJより進入し，関節軟骨がよく 保たれている場合は

capsulectomy のみにとどめ， 軟骨が広範に破壊され，

'Ilが銭::Uしている場合，interposition arthroplastyを行

なっている.このさい，関節包 ・靭帯などが強〈 搬痕化

し， )J巴厚している場合 capsulectomyと骨頭の切除の

耐方による関節裂隙の確保をはかる.また関節包 ・靭帯

などの娘痕化が強くなく，正常に近い状態に保たれてお

れば，什の切除のみによる関節裂隙の縫保を計っている

(図 1) 挿入する spongeは silastic⑧ scJeralsponge 

IIで 5.5x7. 5 mmの ovalのものを用いている.これ

を 3~4mm の厚さの板状に切り出し， dead spaceを

生じない大きさに trimming して挿入する migration

Key words: Traumatic sti庁自nger，arthroplasty 

* M. Abe (講師)， T. Igari， (教授)，M. Saitoh， T. Wada， 
H. Harada: 岩手医科大学整形外科 (Dept. of Orthop. 

Surg.， Iwate Medicial University乙Morioka).

忠

原田

斉 藤

汗市

部i

の防止に，6-0 nylonを用いた staysutureを施す.術

後3円日より運動を開始するがり， 伸展位の牽引を l ~

2週間行ない，その後運動を開始しでも好結果が得られ

る

術後成績をみると ROMの改善は 25例 (87%)にみ

られ，4{拘jは不変で、あった 本法による悪化例はない.

1客痛に関しては 27例 (93%)に軽減または消失を認

め，残り 2例は逆に運動痛を訴えた.この 21711は remo-

bilization によるものであり ， 運動の障害になるほどの

痛みではない. stabilityについては， 261711 (90%)が良

好で， 2 i同lは不良で、あった.instabilityの原因は，骨の

過剰な切除による閃節裂隙の広すぎるもの，あるいは側

高IJ靭併損傷例であった.

症例

症例 K. y.， 43才，女子.

環 ・小指の MP，PIP 1対節拘縮，ほかに前腕骨骨・折，

環 ・小指屈筋腿癒着がみられた MP 関節に silastic

spongeによる interpositionarthroplastyを施行し，良

好な成績が得られた(図 2). 

症例 y. 1・， 45才，女子.

イ中筋挺損傷を伴った'1'手骨開放骨折後の， MP関節拘

縮，extensor hoodの搬痕化がみられ， arthroplastyの

さい切除， 体I後， ROMの改善が得られず 1年後に

revision， lXcl節周聞，イ111筋腿周辺に癒痕組織の増生がみら
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Preserved 
joint cartilage 

Denllded bon巴

Scarred lii(. I Pre~c rved lig 

口。 忌 芯♀
Capsulectomy Resect iot1 of bone 

Combined wilh I wilhollt 

capsulectomy I capslllectomy 

図 1 手術方法の概略

織で:二ち

図 2.K. y.例.

環 ・小指 MP関節に sil出 ticsponge interposition 

arthroplastyを施行.右側は術後 1年半の状態.

整 形 外 科 1979年 11月

、、

戸，

図 3.Y. 1.仰tl.revision例

関節はn~厚した搬痕組織に包まれていたが， spongeによる

関節裂隙の保持は良好である Spongeは原型のま λである.

H-E染色で Sponge周囲の組織像をみると ，i手腫t'Jではある

が，異物反応は車ま微である

.〉

.x op. 

図 4. W. S.例.

関節形成と同時に， lateral bandの縦1))，背側半分の縫

介による boutonnieredeformityに対する手術も施行，術

後 l年の状態を下に示す
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図 5.H.O 例.

宵の clcaranceが多すぎ，関節裂隙が広すぎたため.ROM 

は良好であるが.instabilityが絞った

れた.Silicone spongeは淡褐色に着色していたが，柔'1火

刊. 11:紛糾などに変化はみられず，破J'j;1.もみられなかっ

た Spongcに桜する部分の組織像は. i宇lEll.状ではある

が，反応YI，変化は経微で、あった(図 3). 

症例 W.S.， 55才，女子

Boutonniere deformity を伴っており ， 民I ~í'i形成術と

同時に lateralband にも手術操作を加えている.すな

わち，焼 ・尺n!IJそれぞれの lateralbandを. PIP関節

を小心に，約 2cm の長さに縦切しそれぞれの背側年
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図 6.Elastic polymers 

Sponge typeのものは compressiveなため，その分

だけ ROMが大きくなる可能性がある

分に糸をかけて縫合し.central slipの形成を行なっ

た.術後，機能ヒのIgJ胞は残らない(図 4) 

症例 H. 0.. 36.-r. VH. 

屈筋臆断裂を伴った近位指針J間関節のIJfJ放骨折後の

拘縮，骨の切除が大きすぎたため，関節裂隙は約 8mm

と広すぎる.ROMの改持は符l列であるが.instability 

が残っている 8ヵ)J 後にf:l1MJ腿移布l'lfAiiを施行，現在

腿移植後 4ヵ月を経過し，なお観察'1'であるが， 1nsta-

bililyがなお残るようであれば Swanson's implant 

に置換する F定である(区15). 

Silastic sponge は compresslveなため. solid lype 

の silicone'に比べ， より大きな ROMが得られる可

能性がある(凶 6). 

むす び

Silastic spongc inlerposition arthroplastyを外傷YI:

関節約締に応用し，すく‘れた成績をあげ得た 成総不良

例の検川をしたが [111避"f能な原肉の一つに. IXJW裂隙

が広すぎることによる instabilityがある. '，'1の切除の

程度については， 少なすぎると stabilityはよいが， ー|ー

分な ROMが何られない.関節にもよるが. 1共JW裂隙

は 4mm前後がよいように思われる

文献

1) Swanson. A.B. Clin. Plast. Surg. 3・141.1976. 
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PIP関節側刈靭帯断裂の手術所見とその機能解剖学的検討

Operative description and functional-anatomical investigation 

01' the collateral ligament of PIP joint of the finger 

M ~f 稔彦 {J f )能 1盗 品

JJ<:々はむ11211"1rの外科午会で「折jJ!IIIi¥11籾'lilの手術と

その成総」をfLk')Lたが，その後J，iWiJを吊ね，手掛if例

は 25伊IJとなり，その 24例に端々縫介を行ない良好な結

-*を仰たその Ij~ .u( は， ~) 19例， !ι6例，イiT15例，

左手 10例， 示J行2例， rHfi6例， 広H行14{y'IJ， 小指 3

例，続jJ!lJjl-!傷 18例， 尺s{iI損傷 7仔IJ， 断裂音g位(1'1'服部

16例，'1';)とi郁 1{y'1]，末柏、部 3(9iJ，側制収仰と accessory

ligamentの11¥jで断製したもの 5仔Jjである 以 上の症例

の子体I所μより断裂の部位 '，N/交と不安定性の関係，側

1，¥11籾干1i'の形態に疑I1Uをもち， 切断指 1Jt行をmいて実験

し，いさ Lかの知見を得たので14tfりする.

実験

Stress角度の測定法について

児島 忠 雄 遠藤陽 ーホ

せない. この1111:l、状の起始をもつことにより，関節のJ:I~ 

仰にさいして籾仰の一郎が常に緊張し，あらゆるfi-j)Jtに

おいて安定性を有する却111の一つであると考えられる

2， sWliilj籾仰の走行を microscopeを用いて 25倍砿

大で観察した 表層の線維の大部分は基節'1')・の起始部よ

り中節骨の停止部に向う斜方向の線維であり， -I~側には

横方向の線維も存在する(図 3上).表層より うすくそ

いでいくと ，;横方向の線維が徐々に減少し，それに伴い

斜方向の線維が庁iJJIIしてくる(図 3中). 深!凹までそい

でいくと， 1山王の先端の部分からの線維のみになる(図

3下) 以七より ， ~UJ副靭干17は単純な 1 枚の情状のもの

l'it f川 allachmenl

{)[IIMIJ籾仰の作似傷部付 と不安山1"1の角

度を strcss roentgenogram と stress 

photogram2)で計測した 35関節におい

て， iJl1J山~r~糸 3 0 を許作し， jII，jぷとも

stress fljJ立が一致したものは 18 1~lû"í'jで

ある 不一致の 17関節の stressflj)交の

差は、|λ均 100であり，皮h可の tから汁ill1J

する stress photogram Iま，iJ狽ILIの，tllノ℃

が多く IFしい角度を示す とは限らない.

of col1ateral ligament 

f1at area 

解剖学的特徴について

1. PIP 関節の側副籾井;;は法節刊'，' J 'liJ[の ~!I]j(Ji に起始を

もつが， Kuczynskiめによると凶 1のような pltに起始

をもち，その下に f1atareaの存仕を縦約しているが，

1比々の尖験では，凶 1， 2のようにs!lli，';iI籾什;，の起始郎は

1111玉状を II~ し， 全体に陥凹しており ， 日atarea は見出

Key words: anatomy of collateral ligament， functional 
anatomy， PIP joint 

ネ T.Kohno， T. Itoh: mf)河野臨林医学研究所附属北l1121川総

介病院整形外科(⑤140品川区北品川 lの 23の 19;Dept. of 

Orthop. Surg.， Kitashinagawa Gcneral Hospital of the 

Kohno Clinical Medicine Research Institule， T， Kojima， 
G削Ii)， Y. Endoh:東京慈恵会医科大学形成外科.

1111 kiKI則;.íIJ 制，~~: 1・j'.{i庁1;

図 1

図 2.
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図 3. 図 4.

上:表周中:'~I" 1同府卜:i架!包 上:1'1'版。 '1' 最大屈曲卜:45。屈曲.

ではなく ，坪みをもった斜)il~'J と横方向の線紛のIltヂE し

た籾'J!?である Eaton4
) によると側面IJ靭帯は)}Jfjで， そ

の恥iは全長の約半分であり，厚さは 2~3 mm で，線維

の走千Jは平行であると述べているが，我々の尖験の結果

からみるとIれなる平行な線維ばかりではない

3. 従来， {)!IJ日1]籾郁は伸展時に弛緩， 同111111寺に緊張す

る5) といわれてきたが，府『伸時の動きをよく観然してみ

ると，イ1j1展時には2l{J!IJが緊張し，背側が弛緩(図 4上)，

i:l¥r出|時には'手側が弛緩し 背倶肋、緊張 ([;;<14't)， 籾帯

の巾間部は常に緊張を保っている(以14下).このこと

も PIP関節が良好な安定例:を有する月二1blの一つである.

また{)!IJ訓靭併の緊張を補助する要素は，基節骨頭の末村i

側に骨庭，すなわちKuczynskiめのいう Apexがあり，

屈曲に伴って側副籾帯を押し上げて緊張させる役割をし

ている.

4. 断裂部位と程度による不安定性との関係では， {l!IJ 

高1]靭併のみを残した凶節で純々の程度の部分断裂を作製

し不安定性を調べた {JII] /;¥1]拡!帯の中継部，中央部，末村i

mにおいて背側より 1/2断裂， 2/3断裂， 学側より 1/2

断裂， 2/3断裂を作製し slressを加え不安定例:の:u現を
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調べたが， stress角度はほとんど変化せず，側副靭帯は

部分断裂では，明らかな不安定性は出現しない.

側副靭存?を損傷せず accessory ligament と volar

plateを完全切断した指でも， 明らかな不安定性は山現

しない

側副靭千告を完全切断した指て"f主，Jjiま!皇:の不安定性がtH

現する.このi時，や11展時には動揺性は少 ないが，屈曲し

ていくと動揺性は増強する.これは伸展H寺には accessory

ligamentが基節骨頭に支えられ，屈rlll時には基節'丹'頭か

らはずれるからである

似IJililJ靭帯の断裂に acc回 soryligament の断裂が合併

すると不安定性は著ゆ]に桝加し volarplate の断裂が

介併すると不安定性はさらに増加する.

我々の 25例の手術例中， ~llJ副靭帯と accessory liga-

mentのIM1で断裂を呈したj，jミ例が 5例で、あったが， 実験

ではこの部位の断裂では不安定性は出現しない. したが

って側面11靭帯と accessoryligament の問の断裂に~!lJ i，\1j

靭帯の起始部の断裂が加わっているものと考える.

まと め

我々は以前手術適応を決定するために指ブロックドに

stress角度を計測していたが， これは他の軟部組織J員似

を起こすI1f能i"1もあるので，現イlこのような方法は行な

っていない.

側面Ij籾千11・の断裂に accessoryligamen t， さらに volar

plateの断裂が加われば，明 らかに stress角度は増強す

るが，倶IJ副靭帯のみの完全断裂では大きな stress角度を

示さない.健側と比較して明らかな不安定性を示せば断

裂は存在する.手術適応、は str田 s角度によって決定する

のではなく，健側と比較してカクッとする不安定性の存

約で決定すべきである

側同IJ籾帯は PIP 関節の~llJ ïñiの大きな面績を占め， か

っ 2~3 mm の厚さを有している.その構造は，起始部

の111口、:状の形態，線維の走行，屈伸時の緊張の状態，~i~ 

節干1'~Jl fftlの'Il堤など立体的要素により，安定性をもった

機能を有している.この断裂の修復は端々縫合によるの

が機能的にもっともよく 1に その解音Ijを熟知すれば端々

縫合は容易である.また陳旧f111に対しても，手術用双限

顕微鏡や鉱大鏡を使用すれば断裂部位の発見も可能であ

り，杭極的に端々縫合を試みるべきであると考える.

ご校閲をいただし、た慈恵医大丸毛英二教綬に深謝する.
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手指 PIP関節に対する靭帯形成術の成績

Result of ligament-plasty on finger PIP joint 

主主 U 1 )i(、 久 '高 111本ー次

手JHの PIP関節の靭帯損傷はきわめて頻度のj'::j¥，、外

傷であるが， 一般には軽く考えられ，放置される場合が

多い. このために運動制限，あるいは関節の動揺性に山

Key words: follow-up study， ligament-plasty， finger PIP 
Jomt 

* K， Murota (以J教授)，Y. Tomita (講師j)，Y. Tani， N. 

Nagura: 東京慈恵会医科大学整形外科 (Dept. of Orthop. 

Surg.， The Jikei University， School of Medicine， Tokyo). 

谷古 ) 主 名倉直良水

来する1墓前IやIJ<lil日記発作を繰り返す症例が多いようであ

る. このような症例に対する再建法に関しては， 第 15

同，ならびに第 16同の日本手の外科学会で報告したが，

今回は本法によって治療した症例の遠隔成績につき報告

する.

手術法

1，側副靭帯の再建法1，3) (図 1) 

PIP関節の損傷側に側正中切聞を加え，支靭帯を切っ
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図1.側高1)籾帯の再建法

図 2.学;側板の再建法(その 1) 

図 3 常側肢の再建法(その 2)

て側副籾帯の断裂?刊を露出する.廠痕，ならびに断裂した

靭帯を完全に切除し，I刻節内を十分に観祭する 次に基

節骨骨頚，および'1-'節骨基底部に反対側什皮質を似るま

で直径 1.4~2. 0 mm程度の骨孔を銅り， この'1-'に 1/2

~1/3 幅に裂いた 3cm ほどの長さの長掌筋腿の両端を

Bunnell鋼線で作ったノレープにひっかけてひきこむ 次

に指の反対側に引 き抜いた銅線を引張って移植肱~の緊仮

度を調節したうえで， これを釦に固定， さらに 1木の
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KirschnCl銅線を斜めに刺人し， IxJi)NをHJ佼f立に1，';1，とす

る.

2.掌側板の再建法2，3) (凶 2， 3) 

掌側よりもt人し， PTP関節の 11'(1ーで，1:1:1.腿筋健革j'jを約

1. 5 cm ほどtJJ除し， 深指府筋)腿をり|除，一側のj長指1:1:

筋腿の停止血~を切断t して掌~!I)仮の断裂仰を展開する 次

に掌:側紋の ~!IJUを全長にわたって切離， 断裂部を遊離

させ，こLにイ、J'liする骨片を切除したうえで， pulトout

Wlre法で掌側似を原位置に同定する。 紋後に浅J行JiTI1i万

腿の切自I~部を縫介し， Ki山I目schn悶e引r司鋼鏑耳料線lをt斜、'[μtにこ車如刺lリl人して，

P目IP1隙関主刻j節を軽度1:川1:1川tiil山H川11げf卜、

3.側副靭帯， ならびに掌側板の両者が断裂している

場合には，1， 2の手投を同時に併用する.

後療法

体I後 3週で Kirschnel鏑線を抜去， 1'11"0;運動をI)IJ始，

5週で Bunnell 鎖線および外|山|定を除去し， !'I他動i出

動を "1111に行なわせる

症例

術後 1"ド以 k経過した 1，'1'例11109(71)， 115 j行， !J) 74 

例，y: 35例である 年令分イliは 8J~63 才 ， 平均{ I 令

は 32.8才で， 受傷原因としてはスホーツ， 特に球技に

よる突き指，転倒による突桁などが多数を占めている

表 1.

| 必例数
手術法 |

I (例) (指)

点
以
例
〕

調
症
例

回

た

(

今
し
数

I 65 I 70(焼側 印側冨副u籾帯形成術 65 1 701 '，"j' ~;;: ~~ 1， 1 vu  l' V¥尺側 10/1

:事;側絞修復術 1 33 34 17 

11 

109 62 

1979年 11刀

7 

受傷から手術までの期間は，最短""，最長 15年で，

1年以上経過していた 10例を除くと， その平均は 8週

である また受(努後 3週以内の新鮮例が 26例， 3 i1!Q以上

の隙旧例が 83例で， 大部分が陳旧例である. 術後の観

祭期間は最短 11:ド，最長 8"1"-6ヵ月で，平均 4{I'. 8ヵ月

である.

lii!i1iした手術のうちわけは，表 lのごとく側同IJ籾帯形

成体Iが 65例 70mで，続側 60指，尺似IJ10折で大部分が

挑{J!iJ{J!1)高Ij靭帯の同建例である また学側板の修復例lが 33

(71)， 34桁，両籾併を同時に III挫したものは 11例 11mで

ある なお今川調査し得た!，'I'例数は側品1)靭帯例が 38伊1]，

'学~!lJ似例が 17 例，合併例 7 例， ~I' 62例である

成績 (表 2)

必訴に|刻して :寒冷時，mを強く ，111げた時，折をsliい

過ぎたH、?，指にブJを入れ過ぎた時などに少し痛むと訴え

る者があったが， {ロjれも程度は続く， "常生活はもちろ

ん，イI:'Hの](IIで支障ありとする者は 1例もなかった 62 

例'1'42例 68% は何ら怒訴をもっていなかった

変形に|刻して :PIP 関節の手術似1)にH'TIJll~のみられるも

のが数例あったが，これらは側副靭椛形成例で，手術時

に移楠腿が長過ぎたため，これを関節の側l国で折り返し

て使用したことによるものである PIP IXI節の川住を健

側と比較したところ，平均 1.9mmのWI大がみられた

支持性に関して

~!l1 高Ij籾借形成。1)の 17% に軽度の動揺1"1:を泌すものが

あったが，何れも健側と比較してやっと証明できる程度

のものて、あった.手術した指の Pinch ブJを佐官lIJと比較

したところ， 平均 93.6% と良好な成績で， 制，jぷによる

J12はほとんどなく，関節に十分な支持性が獲得されたこ

とが証明された.

関節運動範囲について

術後の1)¥:1節運動範囲の平均は，館側の 74.7%，Van't 

Hof and Heiple i'lーでは平均 22mmと

軽度に制限されていたが，運動jl;ljl製は竿

側板修復例にや L強いようであった

イ申展制限角度に|刻して :健副籾帯形成

がIJが平均 9.5
0 て、あったのに対し， 当然

のことながら， 掌側版修復例が 13.40，

介併例が 21.1
0

と劣っていた これは手

術の手技上やむを得ないことと考える

115 

表 2.成績

下手fj 法

術後のピ
γ チカ

術似1)/健側
C%) 

側副籾紡形成術

掌仮1)板修復術

96 

89 

側副籾干li形成術

掌側弘主術 I 95 

全 例 I 93.6 I 

術後の関節運動範UM
一一一 1 Van't Hof 術後の伸展

術開側 I&aH~ ip'l~ 制限角度

値 mm

78 

66 

20 

29 

9.5
0 

13.40 

X線学的所見について

X線学的に関節症様変化を示すもの

が，側高11靭帯形成例に 28%，竿:M仮修復

例に 25%， 合併例に 25%の頻度でみら

79 

74.7 
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れたが， これらは何れも手術|時に関節軟'1ゴに剥離がみら

れたものや，陳!日例で手術前からすて‘に関節応様変化が

進行していたものである またなかには，本手術法の適

応外である脱f十円折例も含まれていた. これらのものの

成績は当然のことながらあまり良好ではなかった

考案ならびにまとめ

側副籾1H'IlfAli訟に|刻して， ~守主;らは従米単純縫合や

pull-out wire 法などを行ない， 比較的良好な成績をl以

めてきたが， I波川例においては，断裂部の浮腫，退鮒，

周囲組織の級I!:.(化などのため，手術Iは必す.しも容易でな

く，また特に Il}建した1)!1)[1¥1)籾'JUの緊張度を決定すること

はほとんど不可能であった. しかしこ与に紹介した乎術

法は，これらの困難件を解決するもので，小児例では'I'i'

端線を似~ Ifするおそれがあって適川できないが， Ilfillし

た靭'lileの緊'j長度を nlllに調節でき，また術'1'1民i節腕|人lを

十分に観察できるので，ザ官[11阪の断裂，関節包の|伝人，

関節軟骨の剥離などの介。F損傷を発見し，対処し作ると

いった利点を有するものである

学側板の再建法としては，従来， Adams'りの crisscross 

volar gra仕法や， 1Jl11 ;.¥11籾':Hの一部を利用する Kleinert5)

法などがあるが，手技は1"1れもきわめて繁雑である 杭

者らは初め，浅J行屈筋艇による動的腿性固定術を Wiley6)

法に準じて行なったきたが，この経験から，掌側阪の側

縁に減張切開を加えることにより，陳旧化し拘縦iのあ

る jd~例においても比較的作必にこれを原位慨にw停止せ

しめ得ることを知門現存の下校を開発するにfったので

ある.

伴者 らは， これらの方法を隙旧化し， iili !fi)J ~ljll限はもと

より，修痛発作やHUli~を繰り返す症例，あるいは新鮮例

であっても，完全断裂で蒋切な動揺1"1ごを示す症例，長11離

骨片を伴う学:1Jl1Hhiの断封Itiが関節!肢にl配頓して，屈I胎を障

害しているような川例に対して適用しているが，関節'1攻

骨が傷害されていない限り，良好な成制が期待て、きるも

のと確信している.

文献

1) ~Bl崇久ほか稔形外科 23: 1090， 1972. 

2)安田景久ほか同上 24:1097， 1973 
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指尖開放性損傷に対する occlusivedressing法の治療経験

Nonoperativ巴 managemento[ fingertip injury by occlusive dressing 

藤津宰 三 佐藤誠 浜口謙蔵 二 井英 二

川 円 篤 吉 川和也 祖父江直久 近藤尚 idlí~

期i 芳規 今原敏博 鶴岡登代志水

m尖の開放性損傷は，労働災害，家庭内事故の結果と

して ， 手の外傷の中でも dl '~li\に発生頻度が正:)い 治療に

凶しては，受傷部位，程度，職業，年令に応じて従来よ

り，一次縫合，断端形成体i，遊離植皮，有茎布fl1文， adva・

Key words:自ngertipinjt 

* K. Fujisawa (講師)，M. Sato， K. Hamaguchi， E， Nii， 

A. Kawaguchi， K. Yoshikawa， N. Sobue， N. Kondo， Y. 

Hori， T. Imahara， T. Tsuruta (教授) 三重大学整形外科

(Dept. of Orthop. Srug.， Schoo1 of Medicine， Mie Uni-
vers町， M同.

ncementなどが行なわれているー今llil我々は aluminium

foilを使つての occulussivedressing法による保存的療

法を行なったのて、その概要を述べる.

対象

14迎、者 17指の指尖部開放性損傷について本治療をわ

なった.損傷指は位指 2例，示fl'is例， rHi'l6例， E目指

1例であった守 このうち骨傷を伴っているものは， 10折

であった.受傷原因は，電気カンナ，プレス，ベノレトコ

ンベアなどによるものがほとんどであった.年令分布

は，最年少 2才，最年長 69才で，ほとんどが 20才代，

L 
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表 1.

1) Functional results (10指)

Tenderness 

Touch sensation 

( esthesiometcr) 

pam sensatIOn 
(霊長痛党計)

二点識別能

Pinch力

(世llnllJを 100として)

DIP関節拘縮 | 

2) Cosmetic results (整主主的)

40才代に集'1'していた.

治 療 方 法

Illl IIJ~ 

['1"1 11民

~ 4mm 

3 

8 

5 

10 

3 

5 ~ 8 mm 5 

!Jmm以ド 2

80%以上 4 

80~50% 3 

50~25% 1 

25%以卜 1 

2 

伝達腕;昨または局所麻酔下で洗浄，ブラッシング，

débriedmcnt を行ない，骨傷があり '1'1 ' が~\ì ll\ している líi'

例は， f:lfI([jより'1';がみえなくなる程liUこ切除する。場合

によっては，ナイロン糸で周聞軟部組織にタハコ縫合を

加える 次いでil'j，)i，滅菌した aluminum[oilを欠損

部の大きさにf'1'1X1して切り取り metalicdl'essingを行

なう Dressingの交換は，受傷後， 3"， 5口，7日目

に行なし、， その後i}IJ治癒まで aluminiumfoilを自IJ縮小

に応じて，小さくしながら週 1[11交換を行なう また.uIJ

交換H与には，生理食耳石水にて新生肉芽をt負傷しないよう

a.受傷時

図 1.

1979年 11月

b.受傷後23日目，指尖指
腹の再生をみる.

に洗(ftを行なう. 図 2.受傷後 28日目，創治癒の状態

治 療結果 指紋の再生が認められる

全1，'1'仔11のおIJ治癒までの期I:¥Jは， 10日から 48"川で平

均 26けであった. 今fiil14忠者のうち 8忠者 10J:1につ 健側にはや L劣るが，損傷部全域に発汗現象が認められ

いて followupが可能であった. tilJ治癒後の機能的，整 た

容がj紡楽について検討した followup期間は 3ヵ月か またこの)j法により ，指紋の確認も介わせて行なつ

ら6ヵ)Jであった た 2指のみは， や L痴痕の傾向が強く，指紋は不明

Functional quality :限立q行指尖;'fHに先IJt過敏， j容がl で，知覚脱/!¥{111と一致していた.残り 8指は，十分に析

を訴えるもの 10指中 3指で，知覚脱出は 2指であった 紋を確認できた ヒンチカは Preston 製 pinchmeter 

が，痛覚にI>lJしては，全例 19重!川市立討に反応し正 で測定，健側の 50%以上を有するものが 7例あり良好

常て、あった 二点識別は 4mm3折， 5 mm  1 m， 6 であった.また損傷が DIP 関節近くに及んだ 2mは~j

mm3m， 8mm， 10mm， 12mm 作 1111で，結局 6mm 節拘縮を残していた.

以下7J行で良好であった.桜井 Montagnaによる bro・ Cosmetic quality :爪が存在している7指について検

mphenol blueでの発汗テストを施わした 発汗状態は 口、fした 7 指のうち 'I~J'~_àを伴わない 5 指全例 cosmetlc
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に良好であり，特に側而1では，指尖mllu

ffllの再生がなされたと忠われるほどきれ

いに修復されていた

爪変形については1 "'J似のある 2指に

は強く認められるも，什似のない 5折の

うち 3析は変形が認められなかった.

考察

JH尖のIJfJ放性損傷に対する治療の原WJ

は，仰の一次的閉鎖であるとされ， 一次

縫介，遊出II植皮，ヰ)Jf.:jt((l文および)"j所j文

Jl月川政などがなされてきた. しかし;人'際

Ij:]地として，第一線の外科医，日を)~外科

院は，これらの手術法の選択にあたっ

て，スタッフ不足， IL'f-間的ihlJ約，手妓の

~.íi制さなどの f::Jj越に悩まされているのが

a.受{怨時. b. Aluminium foilに C. 受傷後 8日目上皮の

現状である.さらに一次縫合，局所皮l何

1"10;(などは，その施行にあたって適応が

制限され，皮h可移舶においては，満足すべき知覚が何ら

れないし，整容的にも純々の問題を有している. これに

対して， 1972年 Douglas，1974年 lllingworth，1978年

Das らは， 小児の guillotinamputationにおいて，保

存的療法ともいうべき， ガーゼ dressingのみで，J行尖

liilのn然治婚がfぜられ，その治療成紙は機能的にも，殺

容fドjにも満足すべきがi*であったと制作している.また

lllingworth は， この治療状態を指尖加の regrowthと

表現している.さらに 1974年 Holm は，その適応を成

人例にも拡大し，その治療成績が外科的処置と比べて，

知覚的にも，整容がjにもすぐれた結果で、あったと報告し

ている 1977年， .).W. Foxは， dressingの材料として

aluminium foilをもe川した.彼は aluminium foilは，

閉鎖性で非癒着性であり ，上皮H生に有利て‘ある湿潤な

肉芽形成をうながす効果があると強調している.我々の

経験からも，受{お時おIJ部から出血していたものが，初回

交換時つまり受傷後 3日nに aluminium foilを取ると

日brin膜様の新生が起こっており出.unを認めない さら

に5日 7日日になると， :u1j部はや;..lI.状に膨隆して，

~ I・ 7目・に健康な湿潤な肉芽形成を認め，一部辺縁からはす

でに上皮再生が認められる 創交換H寺に aluminiumfoil 

の大きさを正確に創の大きさに作図して dressing する

ことが大切であり， mctal dressingが大きすぎると，健

康なヒ皮，あるいは再生ヒ皮の macerationを引起こす

ことがあり好ましくない. また我々は metaldressing 

が創部よりずれないように 1本の stcnc-stnp にて軽く

同定している.このようにして，上皮再生は急速に起こ

て dressing 再生をみる

図 3.

ってくるが，初期の川生上皮は非常に薄く ，.th損傷性で

ある しかし再生後 2週I:¥Jくらいでほ X健康な /::J3(とな

り，桁紋の再生も認められるようになる.枚々の治癒成

績からでも知覚機能的改善は，JI日i片に優れており，たと

えば二点識別IJ6mm 以下が 10折のうち 7指あり skin

gra ft の 8~10mm と比べ良い結果である.また skin

graft，一次縫合では得られない折尖指腹部の I'}生を思わ

せるような結果があり，整終的にも十分満足し得る

まとめ

1 )処Ji'i:方法が非常に係Jlli，専門医でなくても可能

2)入院治療の必要はない

3)損傷JRの短縮がない，あっても最少限ですむ.

4)損傷程度，範囲に関係なく適応が広い.

5)知覚機能，運動機能ともに，他の手術的療法より

優れている

6) j行尖折腹部，爪，指紋など整容的にも他の方法よ

り優れている.

7)全治までの期間は，や L長いが，職場復帰は他の

方法よりも早く行ない得る.
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示指 PIP関節に自家全関節移植を行なった 1例

A case report: Transplantation of autogenous whole joint [0 the 

proximal interphalangeal joint of the ind目白nger

栗¥¥向英二 多 田 浩 一 米 延 策 雄

行岡正雄

1908年 Judetりが遊離関節移植に聞して体系的な実験

を行ない報告している.それ以来の執ifi?によっても i'I家

全関節移航において，変形性関節症様変化や関節nT![Y)城

の低下，または骨壊死が生じるのを防ぎ得なかった.

しかし， 1972年 Tamaiらめは microsurgicaltechni-

queを使用 して実験的全関節移組にJIll竹縫合を行ない，

好結果を得たことを報告している.

我々は血符縫イ?を行なわずに示指 PIP関節の遊自IHI

家全関節移植を行ない，約 3i¥三半を経過した臨休例を経

験したので報告する.

症例.34才，男子.

主 訴 .左手指の運動障害.

既往歴 ・家族歴 :付記すべきことはない.

現病歴 :昭和 50if 6月ガラス線維を切断する機械で

刃とロ ーラーの悩lに左母指 ・示指 ・rl'指の MP凶節ま

で巻き込まれた.24E医で中指の仁1"節什レベルでの切断，

母指 ・示折の創処世を受けてn?{平11501['10月当科を受診

した

初診時所見 :左母指の alignmentは良好であるが，

掌側に軟部組織の欠損があり， IP関節には拘縮がある.

母指 ・示指問には擁痕を認め，母指は軽度の外伝障害が

ある.

左示指の DIP関節は仲良位で拘縮があり， P1P 1見.Jilij

より末梢側は尺側に偏位しており， PIP 1)(1節で;吉明な1J!iJ

方動賂性がある.

左中指は1-1'節の中央部で切断されているが PIP関節

は 90。の屈山が可能である.

X線所見 :左手は全体に廃川性の'11萎紛がみられ，特

にn・示指と巾 .Jl;H行の MPIXJ節部にミ耳切である. 左

Key words: joints， autologous transplantation 

* E. Kurisaki， K. Tada (講師).K. Yonenobu， K. Ono 

(教授):大阪大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Osaka 

University， Medical School， Osaka): M. Yukioka:市立

盛，，¥，病院.

小野啓 n日本

1~H行 IP 関節部には異物を認め， 1~j行基節fÎ の頭部は欠

mしており， lP I民l節は脱臼している. また，示指の基

節'1')・のJiIli'mも尺側が欠損しており ，PTP関節'1取脱臼し

図 1.初診時X線像.

図 2.術後 3ヵ月のX線像.



ている.左中指は仁1-
'節'丹の中央部より切

断 されている〔閃 1). 

臨床検査成績:.lfll巾尿敵値がや L高値

を示したが，それ以外の異常は認めなか

った

手術方法

左示指 PIPI民Itii'H主'丹壊死と同時に軟

部組織の挫滅を認め，従来の方法に従え

ば関節l.'ilii:体Iの適応であると考えられ

た しかし'1'mは切断されており ，また

患者が 34才のVJ子であり ，細かし、 pinch

を必要とすることや非荷重関節であるこ

となどを考慮し，できるだけ可動性を温

存しようと試みた.

外傷 ・骨折 ・脱臼

a. 6ヵ月

1Ij'!，和 50 年 11 月 ， 左母指 IP 関節固定術，異物摘I+~ ，

左示折 PIP関節移値術を施行した

左示前 PIP関節には約 15mmの長さのrl'桁 PIP関

節をj)!:1iir'i包 ・似11副靭fJFなど全関節機構をすべて合めて移

植. Kirschner鋼線 3本で回定した.術後 3ヵ月のX線

?/Uを示す(図 2). 

X線的変化

術後 6ヵ月. 1年 1年半 3年の移柏Wliir'i周囲のX

線写真を示す(15<13). 

'-1"節骨の廿総合はlHfて‘あったが，孫自↑)j' ì~J ' て、の骨癒合

が遅れ 6ヵ月の写真では移植した基節'ド1"1こは全体に骨

硬化像がlum し ， 使~lIJの関節面で、はすで‘に cysti c な変

化が出現している.その後，移植した基節'11'の骨硬化像

は徐々に消失し 1年半以降では'貯接合部を除いては認

めない. しかし関節i面における cystlc な変化は徐々に

拡大している

図 5.術後 3年3ヵ月.
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b. I年 C. I年半. d. 3年

図 3.術後のX線像

図 4.術後 3年 6ヵ月のX線像
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術後 所 見

術後3年 6ヵ月を経て，移植した左示指の基節骨 ・'-1'

節骨は軽い'Ii梁の変化があるが， 'FJ-li'E化像も消失して什

癒合は良好である. しかし関節面て‘は什総合の遅れた2た
節骨側に著切な cystic な変化があり，その対応する '-1'

節骨側にも cyslIcな変化が出現しており，関節面はやL

不整となり，関節裂隙にも狭少化がみ られる(図 4). 

また， 可動域も仲展 0
0，屈曲 18

0

と制限されている

が pinch も母指 ・ 示指間で可能であり (~15 )， 側方

動揺性もない. また pinchブJの低下も認めず，巧徽動

作にも不自由はない.その上疹痛もなく， ADLにも支

障はない.

考察

Judet1) の報告以来も自家全関節移植について級代が

みられトベ 1952年 C.H.Herndonらめは犬のi'l制法r.v，1

節移植の実験結果を報告している.それによると|桝段状

に大腿骨'.)座骨を接合し，早期の骨癒合を得たj，i'例にお

いては機能的には良好でX線上の変形性関節症様変化も

少ない.しかし，一部を除いて関節秋'I~J は 2 週以降で峻

死に陥り ，線維性軟骨でお Lわれると報告している.ま

た， 1962年 M.A.Entinら4)は犬の前肢の自家全関節移

植 (MP関節〉において，術後J!X:ii'tのばらつきは多いが

ROM の平均は 150~30。であった(正常では 100
0

)

また， 臨床例もで ROM は 10 0 ~30 0 の範囲内にあり，

20ヵ月以上を越えたものではX線上に関節の変化があ

ることを報告しているその他では 1970年 M.Volkov7) 

は同種の全関節移槌では良好な結果は得られないと報告

しているが，移航関節の強固な固定の必要性を強調して

いる. しかし， 1966年 D.Slomeら8)は全関節移植に血

竹縫合を加えることを報告 1972年 Tamaiら2)により

J(ll竹縫合を加えて好結果が得られることがFltfりされてい

る.このように，移航後早期の血行改善を行なえば，関

節秋竹の磁波も起こらず，良好な結果が得られることよ

り，現在ーは microvascularanastomosisを用いて，組織

移舶の一環としてその基礎的な研究9)が行なわれている

段階である

l~ 々の施行した症例では，京節'丹・の什癒合が遅れ， 4

硬化像がi川1¥現し， PIP関節而でも基節廿側より関節破壊

が徐々に進行しつLある.しかし術後3年半を経て，

ある程度の ，，[動性をもち， g痛もなく ，instabilityもな

い そして， ADL上非常に有用な関節となっている.

このように適応を選べば，遊離関節移植術は有効な手

術と考えられる.

文献
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4) Entin，M A. et al.: ibid. 44-A: 1518， 1962. 
5) ¥Vilson， J.N. ct al.: ibid. 48-A: 245， 1966 
6) Kettlekamp， D.8.: Clin. Orthop. 87: 138， 1972 
7) Volkoy， 1¥-1.: J. sone Joint Surg. 52-B: 49， 1970. 

8) Slome， D.: Lancet 11: 205， 1966. 
9)渡辺政則ほか :撃形外科 29・1317，1978. 
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手指関節の自家関節移植の経験と考察

Clinical experience of autogeneous joint transplantation 

宮 地 直恒 百瀬正明

症例

症例 1.51才，男子.

昭和 54年 1月，川へ魚をつりにいったさい，右Z21指を

a.術 liii.

図1. 症例 1

ねじりそのために珠指のつけ根に疹痛，

腫11長が起こり，動かなくなった 当人の

話によると， 17年前に鉄体をにぎって右

環指に什折を起こし接骨院にて治療を行

ない，その後，時に疲れたりすると，局

所に疹痛があったという.既往歴や家族

歴には特記すべきことはなかった.

入院時所見:自覚症状はや L改善して

いたが，右玖1指基部の背側に圧痛があり

その部分に膨隆があった さらに，球指

Key words: joint transplantation， fin-
gers， autogeneous， synovial membrane 

ホ N.Miyaji， M. Momose， K. Saotome， 

T. Hoshino (教授):獄協医科大学整形外科

(Dept. of Orthop. 邑urg.，Dokkyo Uni-

versity School of Medicine， Tochigi) 

b.術後.

早乙女紘一 星野孝*

の萎紛と基節における軽度関節可動域の減少が認められ

た.X線写真をみると，環指の中手骨骨頭に一致して膨

隆があり ，そのなかに一部斑点状の石灰化のある骨透明

図 2.症例U2.術直後.

a. {!桁 liij b.術 後 .

図 3.症例U 3. 
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図 4 ウサギ後肢.

関節包が host側に保存された場合， 2年経ても大半の

関節軟骨は生存している

イ象があり ， 病的~1'1 折も辺縁部に見出された.第 4 中手骨

は度重なる外傷と陸揚のために萎縮していた.この症例

に同側第 4足指より半関節単位で置換した.なお当人は

4ヵ月後仕事に復帰した(図 1) 

症例 2.本症例は第 26回東日本臨床整形学会にて，

手指 PIP関節損傷の治療例として発表された症例のう

ちの 1例である 当時 17才の学生.

誤って屯気ノコギリで受傷. 左 2，H行府筋腿断裂，

指骨開放骨折， t附11経血管損傷にて不全切断の状態であ

った.左示指 PIP関節は可動域はほ !:0。で・あったが，

骨性強直11認められなかった. この症例に左側の第 4rl-' 

足指節関節より，関節包を含まない全関節単位の移柏を

行なった 2年後同関節に不安定性があるが1'1'折にて術

いながら不自由なく使用している(図 2). 

症例 3.54才，女子.肉のスライサ一掃除小に右手指

を 受傷第 2指基節'，'J"1"程にて切断.第 3， 4， 5析は

MP関節の直上で'1'1-折を合む不全切断.受傷後 1年 3ヵ

月，第 2指の残存している MP関節を中指の MPI刻節

に移行した. この例は血管分布をそこなわずに|刻節包つ

きで移植を行なった(図 3)

自家移舶について数多くの報告があるが，接合部の'Fl

癒合，周囲組織の処置，関節機能，関節軟什の生着，保

存など多くのr::J)通がある.成人の関節において，関節軟

骨は，滑膜より出来する滑液によりその栄養が保持され

る.関節包と以l節軟骨に着目して，ウサギの後肢中足指

節関節にて移植尖験を行なうと， 関節包が hostに健在

している場合，関節軟骨の生存率もよかった(図 4) 

関節包につ与まれた移植関節の場合，軟骨は綾死に陥入

った.これは第 14回国際整形災害外科会議にて発表し

た この観点に立って，第 1例は関節包を hostnllJに保
存し，第 2例は再生骨膜に期待し，第 3例はJfll竹柄っき

関節包をもった全関節単位を用い関節移植を行なった.

文献
1) Eades， J.W. el al.: J. Bone Joint Surg. 48-A 
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2) Erdely， R.: Plast. Reconstr. Surg. 31: 140， 1963. 
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<III.末梢神経損傷>

注射による末梢神経損傷についての検討

Peripheral nerve i吋urydue to drug injection 

平沢泰介 井上敦夫 伴真 二 郎 榊 1J:l喜三郎*

我々の教室において， 1963年 4月より 1978年 12月 境骨神経にその発生をみる.坐骨神経を合わせると約

までの 15年 9ヵ月の間に取り扱った末梢神経損傷 861 3/4がこの両神経に発生していることになる.

例のうち，いわゆる医原性麻簿は 172例 (20.0男のであ 注射麻縛をさらにその原因別に分類すると，筋肉内注

る(図 1) その発生率は年度別に大きな差がなく，各 射によるもの 31例，静脈内注射によるもの 5例，血管

年度に平均して発生している 造影術によるもの 5{1l]，採血により発生したもの 3例，

原因別に調査すると図 2のごとく ，交通事故，工場災 腕神経叢プロッ クにより長時間の麻縛が発生したもの 1

害，スポーツなどの外傷による末梢神経損傷は全体の

56.8%を占め，医原性のものは非外傷性損傷の約半数を

占めている.

さらにこの医l泉性神経麻痔を分析すると，図 3のごと

く直接あるいは間接的に手術に関係したものが 92例

(53.5%)であり，注射によるものが 57例 (33.1%) と

なっている

注射による末約事i'経麻痔を神経別に分析すると，図 4

のごとく ，桃竹神経 30OU(52.6%)，坐骨神経 7例(12.3

%)，正中神経 5例 (8.8%)などとなっており，大半は

(l911) 
100 

90 

80 

70 

園~~山凶 n…e
Iatro日e町nlc

図 1.

Key words: iatrogenic nerve injury， drug injection 

水 Y.Hirasawa (助教綬)，A. Inoue (助手)， S. san (助手)，

K. Sakakida (教綬〉京都府立医科大学整形外科 (Dept.of 
Orthop. Surg.， Kyoto Prefectural University of Medi-

cinc， K yoto) 

図 2.Causes of peripheral ne-rve injury 

(Total: 861 cases). 

cast 
9.30

0 

lnj ectlOn 
33.100 

(57 cases) 

( 16casesl / 
Others4.1()ο(7 cases) 

Surgery 
53.5"0 

(92cases) 

図 3.Iatrogenic nerve paralysis. 
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Hadial 
S2.6()() 

(30cases) 

図 4.Injection & nerve paralysis. 

例などとなっている.-i!I=多い筋肉内注身Jについて，そ

の使用薬剤について調べると，抗生剤 17例， 解熱剤 7

例，ステロイド ・局麻芥1)混注 2f71j，鋲痛剤 ・鋲!?附1)名 1

例，抗ヒスタミン剤 1例その他 2例である.抗生1¥1)注射

による末梢神経損傷は以前より多くの報告をみるが，今

回我々は比較的安全として外来で広く使用されているス

テロイド剤 ・局所麻酔剤の混注による焼'j!j神経麻縛 2例

を経験したので，文献的考察を力nえて報告する.

症例1. 19才，女子.

洋裁学校に!illっていたが，左肩より ，-.}腕にかけての鈍

痛があり ，1970年 5月 13日整形外科外米受診 頚肩腕

症候併の診断にて治療を受けていた. "似ド 5月29日同

様の愁訴にて， le徒骨小頭付近のjビ1庁1人，'，(iこ1% procain 

1 ml， dexamethasone 1 mlのilt1t液の局所注射を受け

た.注射H寺， ill犠痛を訴えたため少j止の薬剤!の注入後，

少し場所をずらして注入し，そのときも同様のI山内IfJを

訴えた 1(1後に下垂手をd、めた Manual musclc lcst 

てt主主つの wrist extensor 3-， ι.D.C.: 0， E.P.L. & 13・

0， Abd. P. L. & ]3.: 0 であり，筋~凶所}↓ では，

E.D.C.， E.P.， Abd. P. iこ脱神経症状を認めたー 2ヵ月

半の:B11学療法にもかLわらず何ら改善の所SLが認められ

なかったため， ，司年 8月18日観血療法を行なった.縫合

事11経が筏骨小頭付近にて注射部位と一致して 2ヵ所の絞

犯が認められた.この深検骨神経は，絞TEi'HIを除いて全

体的に浮腫状に腕 Ill~ していた 2 ヵ所の絞ÞE ，'fllを含めて ，

2.3 cm切|徐し端々 l吻合を行なった. 術後 3ヵ月に手指

の伸展が可能となり 6ヵ月自に侠骨神経に M，の回復

を得，術後 8年の follow-upìこて何 ら .~b1'h~ を認めない.

症例 2.26才，男子.タクシ一辺l伝子.

1977年 8月末より特に誘因なく左上腕部の鈍痛を訴

え，某医で9月6日左上腕中央部の圧痛点に 1% xylo-
caine 7 ml， dexamethasone 1 mlの局所注射を受け

た.注射時， 同部に激痛を生じ総量 8mlの注入を受け

たfn:後より左手段J節および手指の背屈不能となった 以

後理学療法を約 5ヵ月間受けるも回復の兆しがなく，

1978年 2月2日に観血的療法を行なった.続竹神経は

約 10cmにわたって全周に強度の結合織1''1:の搬浪と癒

着を認め， 肉眼的に epineuriumはm'i.補色に変色し，

直径も健常利lの 1/3，f'1¥度と極度に細くなっていた. しか

も注射針車1)入部位と思われる部位は絞犯され切断に近い

状態であった.駆血部「除去後も電気刺激に対する反応が

なかった.うすい膜様物のみにて:lli統している絞犯却を

中心にl.5cm の範聞に切除した . ~りの約 8cm ほど

の紐状に紺|くなっている神経幹は，神経内外の長IJ閥凶ijに

よってや与その太さを婚したので，切除部の端々l吻介

を行なって辿続性を得，意IJを閉じた.術後 6ヵ刀にて

Tinelの徴(民は縫合部より 約 15cmすLみ， 7ヵ月 11

に閃節の背加が可能となり，術後 1年 4ヵ月の!li..(L 筋

力もほ丈正常に回復している

考案

薬剤の注射による末梢神経麻癖の発生機斤，としては，

神経存によるもの，lt身、I主|による神経線維の機械的J:rl

{t;j ， 神経幹内の JfIl竹m似および血腫形成による I~，';~}f ， 神

経幹|付への注入による内圧元進の結果のrfll1j附'，Ii， >fljl経

干fJ内外の綴痕組織による癒着 ・絞犯によるものなど種々

の要凶が考えられる.

tljJ経毒としては舷近ことにイノレカヒリンなどによる麻

沖は少なく， !iL'J:.剤による麻粋が多発するようになっ

た.

一方薬剤をれよ人しない場合，たとえばIOl行造影術によ

って偶発する l(llij，]， tR血時における皮神経の損傷， //，消

操作H、?の末制作11経m傷なども多発するよ うになった.

ステロイト斉1)と日麻斉IJの局所注射も，外来にて頻繁に

行なわれるようになった.本報告の 2症例も，最近の外

来治療の傾向の一つの現れと考えられる . 原~Wの発' 1::. の

メカニズムは別縫でない.

佐伊1)1の手術所見では，皮肉にも注射部位に・放して

神経幹の尚!立の絞犯が認められたことは，注射針による

機械的損傷も否定できず，同時に血管損傷による IfJ1Jl<長形

成，薬剤注入による神経凱傷郎位の拡大，そして級品主に

よる神経幹の絞犯という機序が考えられる.

症例 2では総iJ:8 mlとし、う多量の薬剤がI((i妥協;，1神

経幹|仔に注入され，神経幹内外の血行障11を引き起こし

約 10cm にわたる変性，萎縮をきたし 2次的に搬痕
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表1. Resull of injection nerve paralysis (57 cases) 

~ Result，r. ー 1 1 1 
| 】~:-~ .1 Good IFairl Poor 1 Lo叫 1Total 

tment 1 llentl ~~~U l' ""1 ，~~ ， 1 ~WC 1 
em 

3 1 26 1 5 1 3 1 10 1 47 
Conservative 1 ーよ一一一-1

I 29/37=78矧

3 I 4 I 2 I 1 I 0 I 10 
Surgical 1 1 

7/10=70% I I  

癒着，絞釦も加わって完全変性型の麻w-が生じたものと

考えられる. しかし，神経幹内に薬剤を注入しても必ず

しもこのような麻姉が発ノ七しない点を考えると，忠者の

薬剤に対する;p1~ì常過敏性を荷';とすることはできない.

一般に注射麻停に対する平均JT'術には，質的IlljJ~I命があ

る.技々の場介には大学という特殊刊のためかJJr鮮例が

少なく，多くのiiE例では約3ヵ刀!日!の保存療法にて1"liU:

の兆候がみ られない場合に伊l'総長11縦割jや切除 ・縫介体Iを

中心とした H ;j療法を行なっている.，& 1はその治療成

績をぶしたものである.

注射麻仰を~めたいわゆる医院(1"1 )#;1咋は，忠者と医削l

とのjlflのi，;がiI共l係が得にく'".， 1斗討』fな治療が妨げられや

すく，やはり医療従事者の注意を喚起して日常その防止

に努める必要のあることを痛感した.表 1の治療成績に

示したごとく， 70~80%はほとんど完全に回復すること

を考えると ，万一腕;仰が発生した場合には誠意を尽し

て，適切な治療法を行なうよう 配慮する必要がある.

結語

過去 15年 9ヵ月に当科外来を訪れた注射による木村!

神経麻抑 57例について分析を行ない，その発生機序と

治療効果について検討した.
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上肢末梢神経縫合術の検討

一一神経上膜縫合の成績について一一

Follow-up studies of nerve injury of upper extremities treated by epineuiral suture 

杭 1111占有，1 :)1: 1 .. |宇 平 野 I"l史 秋吉一 |リj

内足イ111行 て 川 水 節 松 111 ~H~ 人ホ

はじめに

今日まで末梢神経縫合法として， j二にやl'経ヒ脱縫合体I

を行なってきたが，その結果は必ずしも満足すべきもの

ばかりとはいえない.今i"l，木術式による臨床成絞を検

討し， その限界を知る目的で，本体I式による端々縫合例

に限定して検川したので報告する.なお，Jiiレベノレ:JIHU

Key words: nervc， nerve suturc 

* K. Yokota (滞(:I!i).H. Inoue (助教J受)， H. Hirano， K 

Akiyoshi， N. U"hio， T. Nitamizu， sI. I¥latsuyama:久留

米大学整形外科 (Dcpt.o[ Orthop. Surg.， Facu1ty o[ 1¥le， 

dicine， Kurumc University， Kurume). 

は除外し，tlj'統移lll(術，~~i)分縫合術も除外した.

症例の概況

症例は昭和 42{ド以降 10年間に経験した 51例 62神経

で，その内訳は 11:11'神経 26，尺骨fll'f.王 28，続'fi'?I'経 8

t'1'経である 年令はJ!li:少 2才より最高 7111こ及ぶが，

平均は 24.3才で， その分布は 20才代が段I~ :Jで，次いで

30才代， 10才代， 101以下の11頃で， 30才fにまでが全体

の 77.4%を占めている 95女比は 40:11で， リJt'i'.に多

く，左右差別では~，Î 39， )正 12と利き手に多くみ られ

る.tよHUレベノレ別では， ，'， 01立6(9.7%)，中r:n位 4(6.4 

%)， 低位 58(83.9%) 神経と圧倒的に低位mluが多
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L、

受傷原因は，牛乳ビン，ビール瓶，窓、ガラスなどのガ

ラスの破片による切創が 36(58%) て、最J~ • :jで， 次に挫

傷 25(40%)，腫協摘出 1 (2 %)神経である

これらのうち， 今回，直接検診により調査可能例は

38症例 47神経で，その内訳は :11:中村1経 19，尺骨神経

23，携骨神経 5~fill経である . このうち ， 正中 ・ 尺骨神経

合併損傷が 9例含まれる.調査比fjl::](主最短6ヵ月より ，

最長 11年 11ヵ月で，平均 3年 11ヵ月である

結 果

成絞の半IJ定は，Highet基準 Zacharyの有用性の基

準を用い，さらに個々の機能I!II復の評価法として， 2PD，

紙ハサミテスト，ニンヒドリン検査， picking-lIp test， 

precision sensory grip testならびに筋電図検査を参考

にした. まず， 正中神経損傷 19神経についてみると，

運動機能では 8才高位損傷例が 1神経 Msすなわち，完

全回復を獲得しており M3以上は 17神経 (89.4%)

で， 母指球筋凹彼がかなりの程度得られた. しかし

M3のうち， 32才 50才の 2例は母指対立機能再建術

がなされていた.知覚機能では，最高は S3'が5神経

で S2+以上が 12神経 (63.1%) を占めている. しか

し，2PD検究では 4mm以内は 1， 8mm以内 1，20 

mm以内5，30 mm以内 2，30mm以上が 4神経であ

り，正常範囲までの回復は余り望めない なお母指と示

指との聞には， 1"1復の大差はなかった，次に Zachary

の有用性回復をみると， 63.1% で， 10才以下は全例有

用性回復を得ている.正中神経の機能をもっとも総合的

に表す picking-lIptest， precision sensory grip testは，

それぞれ正維にできるが， 37.3%， 45.4%で，かろ うじ

日4

S3+1- ロロロ ・ o 日3+

日3 1 ・ ロ S3 。

てできるが 63.6%，36.4%であった.

次に尺骨神経損傷 23神経についてみると ，運動機能

は最高は 2才の低位神経損傷例で，術後 11年 11ヵ月目

で hむ まで回復している しかし Mz+以上でも 9神

経 (39.1%) と少ない.小指球筋，背側骨間筋の萎縮の

.N度を観察すると，完全に回復したものは 1神経のみ

で， 大部分は軽度の萎縮で， 小指球筋では 52.7%，第

2， 3， 4背側骨問筋では 89.6%であった.第 1背側骨間

筋には 10.5% に高度の萎縮が残存した. さらに第 3，4 

指間，第 4，5 Ji'il:nの紙ばさみテストを行なってみると，

正常までの同復はなく ，第 4，5指 聞では 84.2% が不

能， 15.8%が減弱に留まっている.

知覚機能では， 最高は S3+で2神経とも 10才以下で

あり， S2+以上では 12神経 (52目 1%)である 2PDで

は 8mm以下 3，20mm以下 2，30mm以下 1，30 

mm以上 13神経 (68.2%) と圧倒的に 30mm以上が

多い.Zacharyの有用性回復は， 34.7%と非常に成絞

が不良である. しかし， 10才以下の症例では全例有用

性同復を得ている

次に挽骨神経損傷は，症例数が 5神経と少ないが，低

位損傷 3神経は有用性回復を得ており，高位損傷 2神経

は MzSz，MOS2しか回復しておらず，後者はその後，

!腿移行術が行なわれている(図 1). 

受傷より手術までの期間を 3ヵ月以内 6ヵ月以内，

6ヵ月以上に分けて比較してみたが，その結果は 6ヵ月

を境として，成績不良例が目立ち始める.しかし 6ヵ月

を過ぎても正中村l経では，Mz， Sz+程度の回復，尺骨神

経で， M3， S2+ 1"，1)変の回復は期待できるようである

従来，発汗機能領域と知覚障害領域とは一致するとい

ロ ・

S4ト :ロ ロ 。

S2+ ..・ ロロ S2+ . . :・ロム ・ロA S3 

日ヲ ト -・ ロロ・ ロ • S.， ロロ0•• 一 口口 ・

日1

日。

L_  

Mo M， M， '.h M4 '.1; 

日1

日。

ロロ

- ロ

1¥10 1¥1， 1¥1， 1¥12+ 1¥1" 1¥14 1¥15 

ロfJ¥;(，iJli(¥;j ・Hf立iE11I r;，_ '1'1" ~jl f. f{djí . -tHnh. 

'" 'l'n~f，iJli(\:i 
o (:j f，iJli (¥:; 一点、 ((J~"料品~ï{l' f列

a. IE中神経，有用性回復 63.1% b. J~骨神経，有用性回復 34.7%.

図 1.治療成績.

S21- 。 。
SIi-

50 

Mo M， M， M3 M4 M5 

C. 椀骨神経，有用性回復 60%.
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末梢神経損傷

われてきたが，今岡の調査では必ずしも一致性はなく ，

むしろ知覚障害が高度にもかLわらず，発汗が正常に回

復した症例もみ られた(図 2). 

筋電図検1Eは，術後 1年 3ヵ月からの経過所見では，

一般筋電凶では， JEol'l神経で 54.5%，尺竹神経で 57.6

%にお振l陥性の波形を呈し，正常波形まで1"1復したもの

は正中神経 45.5%，尺骨神経 25.4% しかない MCV 

の平均値は，正11"神経で正常の 75.6% (46.0mjsec)， 

尺何'神経で正常の 80% (48. 8 mjsec)しか1"1復していな

い SCV の平均値は MCVに比べるとさ らにI而1mが

悪く，正中神経で正常の 53.1% (35.6 mjsec)， 尺骨rrl1

経で正i常の 46.5% (30.1 mjsec) しか回復していない

(図 3). 

-尺中i神経
c.k<J'TlII宇佐
-k'I'}'(竹神粍{diHilf)，j

図 2.知覚回復と発汗機能検査

(術後 l年以上経過例 Ninhydrin 法)• 

40 

20 

図 3.神経伝導検査(術後 1年 3ヵ月以上経過例).

るが，特に SCVでは正常範囲内までの回復がなく 10)， 

その値にも分散の傾向があり ，神経再生の複雑さを示し

ている.

恩師宮城教授のご指滋，ご校閲を深謝する。
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考察

今|司，神経上膜縫合術による端々縫合例に限って症例

を検討したが，諸家の報告の通り年令が若いほど成績が

良好であり 1......5)， 小児の場合，活発な神経再生能力のみ

ならず'-I'，js神経への順化が容易に行なわれることも大き

な原因となる的 我々の成績でも ，10才以下の 5例の症

例は，たと え，i[中 ・尺骨神経合併損傷で

も有用性阿復を得ており ，本術式で卜分

その役目を果している.次に受傷から手

術までの期1][1では，最近早期二次縫合術

を主張しているものもあるが的， 我々の

成績では 6ヵ月を境と して不良例の琳

加が目立ち始める.しかし 3ヵ月以内

と6ヵ月以内との間には差はなく，必ず

しも早期二次縫合術にこだわる ことはな

いようである.しかし 6ヵ月以上を経過

しても S2+程度の protective sensation 

の回復は期待できそうである6)

知覚機能回復では S2+以上が正中神

経 63.1%，尺骨神経 52.1% で若干尺骨

神経が不良であり ，特に尺骨神経では，

over-reactionからの脱出が困難で Sよから お への移

行を妨げているように思われる.知覚の完全回復の期待

は，たと え来年者でもみられないが，患者自身 S3程度

で十分日常生活には満足している

運動機能は， M3以上が正中神経 89.4%，続骨 神経

60%と良好であるが， 尺骨神経では M2+以上でも39.1

%しか回復していない. しかも ，第 4，5指間，紙ばさ

みテストが正常まで回復した例はな くわ， これは小指固

有伸筋の影響も |・分考えられる. 筋電図学的に高振幅の

波形を呈する症例が多く 8)， 野村9) らの研究で理解ーでき
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手の神経支配に破格を示した症例について

Aberant innervation of the [orearm and hand; report o[ two cases 

谷吉彦 室 田 景久 米本恭三

藤井克之 大久保康一本

請書 宅 =
E 

上肢の筋肉の神経支配の破格に関しては，古くから解

剖学者により詳細に研究されているが，なかでも手部な

らびに前腕部における正中神経と尺骨神経問の吻合，す

なわち Riche-Cannieuanastomosisl)と Marlin-Gruber

anastomosis 2) とが有名である.後者は 1763年スウェー

デンの解剖学者 Roland Martinによって初めて報告

されたものである.以後諸家の報告によるとその発生頻

図 I 症例 1. 術 前ー

Key words: case report， aberant innervation， hand 

* Y. Tani， K. Murola (助教授)， K. Yoncmoto (助教授)，
K. Fujii， K. Ohkubo:東京慈恵会医科大学整形外科(Dept

of Orthop. Surg.， The Jikei Universily， S【:hoolof i¥!edi-

cine， Tokyo) 

度は 10% から 44% ときわめて尚率であるにもかLわら

ず，臨床例に関する報告はきわめて少ないようである.

著者らは明らかに Martin-Gruber anastomosisと思

われる症例と，きわめて強い尺骨神経優位を示した症例

の2171]を経験したので報告する.

なお，症例 1については第 379回集談会東京地方会3)

で報告した.

症例 1.22才，男.エレベーター修理工.

作業中， 反対側から上昇してきたエレ

ベーターが左肘にあたり受傷したもので

ある 以後，尺骨神経不全麻W，(の診断の

もとに，他院で約 6ヵ月間，電気治療を

受けていたが，症状は改善せず，当科を

受診した.

初診時所見 :左J].J関節団1の尺側に約

3cm の疲痕があり ，lIijJ施肥筋群，小指

球，および骨問ilJJ砕に筋萎縮がみられ

た 鷲手変形はないが Wartenberg's

sign陽性，Egawa's signが陰性であり，

また尺骨神経支配域に知覚鈍麻と尺骨神

経溝のやL末梢部に Tinel's sign が証

明された. しかし，環 ・小指の深折)凶筋

はかなり強力に効いており，手折の聞が|

もある斜度"J能で， 握力は右 47kg， 左

27 kgであった(図 1). 筋>!i:図検査では，骨間筋群に

low amplitude N.M.U. voltageがみられた.

以上の諸点より，尺骨神経の部分損傷，ないしは級痕に

よる圧迫と診断しやl'経剥離の目的で手術を施行した.

手術所見 :上腕骨内側上果を廻る弧状皮切でもt入，神

経蒋を開き，尺骨神経を露出した
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図 2.府仔111.尺'fl神経，手術時所見

同神経はや1'
経併を11¥て，尺nllJ手板屈筋に筋校を分校し

た直後で絞犯され(図 2)， 周囲と強く癒治ーしていた.

癒着を剥離し，神経歴を切除したところ，5.5 cmの

gapを生じた.よって，神経を前方に移行し， }H凶節の

最大屈曲位で端々縫合し，円問内筋 ・}w筋併起始部より

なる筋肉弁で固定した.

経過 :術後 3週の臨床所見は術前とま ったく変ら

ず，手術のJ:I:llli，~R排などは可能であった.

この11与}，Iλで、ょうやく ，正中神経と尺骨神経との間のl吻

合の存在に疑いがもたれた.術後 5週， Tincl's signは

神経縫合結より やL末梢で‘証明された.筋萎縮はなお著

明で， Warlcnberg's signも陽性であった.手指の開封|

は可能で・， 内'f!云も小指を除きかなり強く Fromenl'S

signは陰性， Egawa's signは弱陽性であった

第 l ~第 4 背側骨!日l筋と ，小指外転筋に対し， 筋電図

検査を行なった，1'1動的に子指の開俳を行なわせたとこ

ろ，第 1---tr~ 3 背側'~t' l:n M'jに low voltageではあるが

明らかに dischargeがみられた. しかし，第 4背側骨

間筋と小指外伝筋には dischargeがみられなかった.

次に手~l節部で正lド神経をプロックし，母j~球筋の随

意収縮不能，かつ dischargeが生じない状態を確認した

うえで，骨間筋.f，fおよび小指外転筋を検索したが，ブロ

ック前とまったく同様で，手指の開掛は依然、として可能

て-あった 次に，上腕の内側で正中神経のブロックを試

みたが，JjJr_散痛が得られず失敗した.

しかし同部て‘電気刺激を加えたところ，第 l背側骨I/¥l

筋からM波が誘導された.

以上より， iiij)腕部において正中神経と尺骨神経との聞

にl吻合があることが証明された.

次に右側で，尺骨神経を神経滞の部でプロックした

が，手指の~M封れままったく不能となり，筋電図でも'fÏ'Wl

筋群から discharge が消失した したがって l吻fiは左

側にのみ存住することが判明した.

症例 2.17才，yj 学生.

窓、ガラスにイヲヒ)~むを突込み受傷した.

正中神経支配域に限度の知覚鈍麻と母指球筋の主主縮が

認められたが，pulp lo pulp pi旧 hは可能で，長母111

屈筋と示指の深J削1:筋の筋力がや"~~\，、将度で ， 他のJ行

の屈筋はすべて似I)l、ていた(閃 3)， 受傷後 2ヵ月， lE 

中神経不全断裂の疑いのもとに子術を施行した.

手術所見 :搬浜1((下において正中神経と筋皮神経の知

図 3. 杭例 2.術 前

図 4.症例U2. 正中神経，手術時所見.
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覚校とが癒着していた.正中神経は一見部分断裂のごと

き所見を呈していたが〔図 4)， epineuriumを剥離し，

funiculusを話出するに， 連続性はまったくみられなか

った， funiculusの挫滅部をすべて切除したところ，gap 

は上肢伸展位で 3cm で、あった epineuralsutureを施

行した.筋皮神経の知覚校は部分的に断裂していたが，

これも修復した.

術後経過 :術後 7週の所見では，肘宮部に Tinel'ssign 

が認められ，母指，示指，中指の自動的):1:山は可能であ

った 神経支配の破格を疑い，筋電図ならびに神経ブロ

ックによる検査を施行した その所見では， 1)随意収

縮で円囲内筋，長掌:筋には放電がみられなかったが，元

来正中神経支配であるはずの焼~!IJ子根)111筋に放電がみら

れたが，神経将部での尺骨神経ブロックにより消失し

た 2)手関節部における正中神経の誘発筋電図では，

母指球筋の response がみられなかった. 3)尺骨神経

i稀，ならびに手段j節部での尺骨神経の誘発筋電図では，

いずれも母指球筋(母指対立筋〕から，明 らかな response

が得られた.

臨床所見ならびに以上の検査結果から，前腕部，なら

びに子部において，それぞれきわめて強い尺骨神経優位

が存在するものと診断した.

考按ならびにまとめ

症例u1は前腕部に Martin-Gruber anastomosis があ

り，また症{7IJ2は前腕部，ならびに手部におし、てそれぞ

れ尺骨神経優位が存在していたために，神経本幹が完全

に断裂していたにもかLわらず，定型的な欠落症状を欠

き，あやうく手術の時期を失わんとしていたものであ

る.

Martin-Gruber anastomosisの発生頻度ならひ、に|吻合

型式などに関しては， 著者らの一人大久保が災害医学

20巻 10号ので詳細に報告しているが，いずれにしても，

Martin-Gruber anastomosisを始めとする上肢の神経支

配の破格例は非常に多く存在するものであるので，神経

損傷の程度と，麻痔の発生範囲，あるいはその程度との

聞に，なんらかの矛盾が存在する場合には，常に神経ブ

ロック，筋電図検査などの手段を用いて，異常の有無を

診断し，対処すべきであるものと考える.

文献
1) Cannieu， j.M.A. sull. Soc. d'Aat. Physiol sor-

deaux. 18: 339， 1897 

2) Gruber， W.: Arch. Anat. Physiol. u. Wissenschaft. 

Med. 37: 501， 1870. 
3)藤井克之ほか・関東整災誌 3: 201， 1972. 
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榛骨末端骨折に合併する正中神経麻痔

一一特にその関連因子について一一

Med凶 nnerve injuries in fractures of the distal radius 

井 手 隆俊 川崎修

はじめに

機骨末端骨折に合併する正中神経麻煉は従来まれとさ

れていたが，注意深く観察すれば意外と多いのではない

かと推察し prospectiveな調査を行なったので報告す

Key words: nerve injury， Colles' fracture 

* T. Ide， O. Kawasaki， H. Inoue (助教授〕・久留米大学整

形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Faculty of Medicine， 
Kurume University， Kurume); T. Miyagi・宮城病院(⑤

824-06福岡県田川郡添田町庄).

井上博 宮城恒夫*

る

調査対 象

昭和 53年 1年間に経験した 470例(1骨折 1症例

とした〕を対象とし，自 ・他覚所見，筋電図所見などよ

り正中神経麻j~I と診断したのは 41 例 (8.7')のである.

結 果

I 因子別発生頻度

性別では，男性 180例中 7例 (3.9%)，女性 290例中

34例 (11.7%) と，女性に多い.年令的には中 ・高年

令層に多く， そのピークは 40才代にあり， 40例中 7{71J



(17.5%)であった.

初診時X線より ，教室の問中1)の分類

に従L、骨折型を分類すると，もっとも頻

度が高いのは，イIjl展骨折中，骨折線が関

節面にか与る粉砕骨折で 54例中 16例

(29.6%)であった(図 1). 

また骨折のE伝位を便宜上 4型に分類し

てみたところ，転位が大きいほど発生毒好頻「自i 

j皮』変Eは戸

(dor目sa叫1tiω1汁l比t)を計計-訊測lリlしし， 発生頻度をみる

と，背屈角が正常域を越え大きくなる

と，発生頻度は高くなっていた.

-I;Hl末端骨折に合併する正中神経麻揮

を，臨床的に 3型に分類した.すなわ

ち， 1型 :初診時すでに麻埠症状を呈す

るもの， n型高Ij子固定中に麻簿をきた

すもの， 皿型:固定除去後に発症するも

の，としたところ，おのおの 10例， 21例，10例であっ

た.そこで， r，r;I~肢位と麻痔発生の関連をみるため ， 麻

1専をきたさなかった症例(非麻簿群)と，日型の掌屈角

(palmar Aexion angle)を比較した.初診後 1週目のX

線より掌周角を訂以IJし得たのは， ~ I三麻熔jj'(ò 408例，且型

21例であるが，吹川角を強めるに従い， 腕(jキ発生頻度は

増大していた(表 1). 

以上のごとき凶子につき簡単にまとめると，表 2のご

とくである.

2.自・他覚症状

患者の主訴に関し調子正したところ， 一部訴えはifI復す

1529 

と1・

るが，もっとも多いのは正中神経支配域のシビレ感で，

58.5% (24/41) が訴えた. また，何ら自覚症状のない

ものが 9例あった. また，也、者からの積極的訴えは 10例

(24.4%)のみであった

{也覚的には，知覚障宵では知覚鈍麻を 34例(82.9%)，

知覚の over-reaClIonを7例に認めた. 白律神経隊告で

は， 発汗障害や広h可抗[の変化を 8例 (19.5%) に認め

k 門

so 
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表 2.各因子別発生頻度.

(χ2検定 Pく 0.05で各因子共有昔、差あり〕

Type of fracture 

extra-articulal 

intra-articulal 

5.8% 

26.2% 

Age 

llnder 30 years 

30 years 

表 1.固定肢位〈学屈曲〕 との関係.

4.4% 

12.5% 

3'9% 

11. 7% 

7‘3% 

22.7% 

5.6% 

15.8% 

over 

male 

female 

Dislocation 

slight (none， 1 +) 

sevcrc (2 +， 3十〉

Dorsal tilt 

llnder 100 

over 100 

Palmar Aexion angle 

under 20 

20 

Sex % 

0

0

0

0

8

6

8

6

0

一
1

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0
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Over 
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14.6男6over 21 408 Total 
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4.予後について

F後の判明せる保存的治療群 28例では 25仔IJ(89.3 

%)が，平均 1.5ヵ)Jの経過にて治癒していた また]主

体iWIJは 5(1IJで，肉眼的にIYJらかな異常を'1~:したのは 1 例

のみで，骨)十による}I会}uであった.

正中神経麻痩発生の事前予測について

続'丹末端骨折に合併するlE中神経麻j!¥(は，比較的軽度

であり ，忠者からの訴えも積極的でないことが多く，見

過ごされやすく， sIP型的抱状が現れて初めて麻jJ).[と診断

される場~が多い そこで惟al学的に 'Ji:liilf.測を行なう

U的で，数ftI化 Jl分紅!のを用いた判別分析を試みた.

表 3のごとく各カテゴリーを数(l{i化し，外的基準とし

科タト耳5

た.また真性 callsalgiaが l例あった J1ErU)昨'Hは比鮫

的少なく，母J行対立:.illB'U)障害を 9伊IJ(22%)に託、めた

また母指球筋の筋差縮は 7例 (17.1%)てーあった 2 /~ 

|日l減71IJで異'Atをl113めたのは 2例のみて、あった.

13例に和l'絞1ムj淳検11を行なったが tcrminallatency 

にj異常を認めたのは， 運動神経 4例 (30.8%)，知覚神

経 9例 (69.2%)であった.

3.発症の時期

前述のごとく， IE中神経麻!V，<:を 3J型に分類したが， I 

7型では什折とほ >-"1司H寺に発症していた.11 型では.n.J!i後

平均 7.9日IJに麻仰をきたしており， 目型では↑i折後、l'

均 42.3R口に発症していた.

整巻 30・号 12(臨時網干リ〉1530 

表 3.数fjt化11分類係数ム:

0.527 

-0.336 

0.064 

-0.041 

0.068 

-0.295 

-0.471 

-0.439 

0.153 

0.646 

0.037 

-1・232

0.365 

0.405 

-0.772 

-0.014 

0.192 

-0.389 

-1. 255 

-0.524 

0.505 

-0.834 

-0.043 

0.052 

0.192 

-0.027 

Eigenvallle 2 

Standard 
W口ght

0.000 

-0.320 

0.000 

-0.039 

0.003 

-0.133 

-0.199 

-0.187 

|om 
0.216 

0.000 

-0.470 

0.122 

0.136 

Weight 

Eigenvalue 1 

Standard 
weight 

0.000 0.229 

-0.116 -0.146 

0.000 O. "21 

-0.013 -0.021 

0.007 -0.003 

-0.049 -0.137 

-0.079 -0.235 

-0.062 -0.181 

0.012 0.060 

0.090 0.311 

¥ "eight 
Category 

Malc 

Fcmale 

1 

2 一
Item 

0.000 

0.281 

0.357 

0.142 

-0.179 

0.000 

0.381 

-0.115 

0.178 

0.214 

0.000 

-0.081 

0.022 

-0.624 

0.363 

0.176 

0.757 

0.178 

0.314 

1. 268 

0.499 

0.000 -0.188 

0.117 0.191 

-0目 027 -0.275 

-0目 373 -1. 394 

0.149 0.295 

0.000 -1. 521 

0.536 0.214 

ハU
A

U

C

0

0

0

ハU
n

y

勺

'

c

o

n

U

A
U
A
U
A
U
s
q

ハU

弓

t
η
3
η
4

06

0

2

I

n

v

o

-

-

6

0

 

A
U
A
U
n
u
n
u

-
A
U

ハU

AU

A

U

nU

一

一

一
一
一
一

1 ~10 ys. 

2 ~20 ys. 

3 ~30 ys. 

4 ~40 ys. 

5 ~50 ys. 

6 ~60 ys. 

7 ~70 ys. 

8 over 70 ys. 

1 1+ 

2 2+ 

3 3+ 

4 None 

1 Under 70 dcg 

2 ~ 90 deg. 

3 ~110 deg. 

4 ~130 deg 

5 Over 130 deg 

Undcr 0 cleg 

~20 deg 

~40 clcg 

Over 40 deg. 

Unknown 

Sex 

Age 

Dislocation 

Dorsal tilt angle 

lntra-art. fr. 

Extra-art. fr 

叩
ム

n
L
q
o
a
A唱

Rυ

1 

2 

Palmar f1exion angle 

Type o[ [rac[lIre 
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表 4 数量化E分類による判別分析の結果 (l

'Ii'F :非麻痔群，1I群:)和卑H型群，1II群:そ

の他〉

Eigenvalue 1 I日genv山 2

Number Mean S.D. Mean S.D. 

Group 1 0.092 0.952 0.132 0.886 

Group II -0.889 0.843 -1. 351 1. 421 

Group III -0.981 1. 025 -1. 391 O. 942 

Discrimination point -0.205 -1. 088 

Discriminant erTOI 13.66% 47.63~五

て， ~ I'係p.tlnrr，正中神経麻沖 L型{r下 ， 同E型およびE

型合併の3l::Hこ大別，各l洋がよく分離されるように，

catagory weightを求める.実際の計算には mlcro・com-

putcr (APPLE 11)を使用し， BASIC 言語にてプログ

ラムはすべて t'l作した.得られた結果を表 4に示す.こ

れより ，作倒体数量“y": 

y=エ(standardcalegory weight x response pattern) 

を求め min・max解にて判別点を求めたところ，非麻

jl平群とその他の群は，判別点一0.205で正診率 86.3%と

よく 判別可能であったが，麻薄群|湖の判別は，ほとんど

不可能であった(表 4) また新たに来院した 症例より

無作為に 50例を選び，各個体数量を求めたところ，麻

1年発生の有無に1)(:1しては，誤診率 10% と， 卜分予測lに

役立つであろうと考えられた.

考 察

機骨末端骨折に合併する正中神経麻痔は，Paget 

(1854)3)以来，多数報告されているが，その頻度は，

Shlesinger and Leas (1959)4)は 1，000例中 1例のみで

あったとし，Lynch and Lipscomb (1963)5)は 600例

中 3.3%と報告， また Frykman(1967)町は， 430 例中

10例 (2.3%) と報告している. 我々の 470例では，注

意深く観察した結果 41例 (8.7%) であり，その 95%

信頼限界 (6.2%く Pく 11.3%) を考慮しでも諸家の報

告より多発していた.その原因としては，我々の調査は

prospectiveなものであり ，J}f!Iii予dJlJの冒頭に述べたご

とく見過ごされやすいのであろうと推dJlJした.

発症の成問に関しては Abbot and Sundersを始め，

(1933)7)多数の論文8，めが発表されているが， いわゆる

“Cotton-Loder position" がもっとも関与しているので

はないかといわれている.我々の調査においても，省主屈

f与が強いものほど発liE頻度は日く ，重要な因子の一つで

あると考えられる.

また関節内骨折に発症頻度が尚いことは，手根管内の

血腫による圧迫によって発症するという Frykmanほ

か，諸家の意見を裏付けるものであろう.

数jA;化n分類を用いた事前予ml]l工有効であり ，前述の

ごとき内子のみで，少なくとも定状発現か否かの予測は

86.3%の確立で可能であるが，甘折整復の良否，固定除

去後の因子などは考慮していないため，麻簿群間の判別

が困難であったものと考える.

まとめ

1)続骨末端骨折に合併する正中神経麻停は prospe-

ctlveな調査の結果 8.7%の頻度であった.

2)発症関連因子として，骨折型，測子固定肢位など

が主として考えられるが，年令的には中 ・高年令層に多

く，女性に多発する.

3)自覚症状の欠如するものが 9例あり，注意深く観

察しないと見過ごされやすい.

4 )予後は良好で，症状発現後平均 1.5ヵ月の経過に

て保存的治療群の約 9割は治癒した.

5)初診時点での正中神経麻痔発生の事前予測は，

86.3%の確率で可能であった.

恩師宮城成圭教授のご指導，ご校闘を深謝する.
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小児の肘関節周辺外傷における神経損傷

Nerve lesions in the elbow trauma of children 

小 林 n 
I3U 上野博章

日 妻 雅 和

徳 永 純 一

香 川 一 朗ホ抗元敬二郎

小児のjトj関節周辺の外傷において神経損傷が合併する

のはよく知られた事実であり，すでに報告も多い.今

回，開院以来 l年 9ヵ月に経験した 71例の外傷におけ

る神経損傷について述べ，第一線病院の実態につき十長代

したい

我々のJI，J関節周辺の外傷の内訳は表 1のようである.

すなわち通穎骨折を合む上腕'丹駅上骨折が大、|三を占め，

すべて や l'展骨折で，次いで外知I~・折が多い.これに合併

した神経損傷は表 2のようになる 額上什折における介

併がほとんどで，他には内頼骨折に合併した尺骨神経損

傷の 1例があるに過ぎない.したがって本介併症につい

ては ， JWjじ骨折を， ~，心にして論ずることとする .

参考までに本什折に対する我々の治療方針は，転位が

軽度で腫!恥循務:L障害がなければまず徒手整復を試み，

成功すればそのま Lギプス固定を，整復が得られねば牽

引療法に変更する.転位が高度で腔!阪が強ければ，牽引

療法を行なって愛護的な整復をn指す.牽引は肘頭での

銅線刺入によるFI達法である~経復がどうしても得られ

表 1.小児のM関節周辺の外傷

頼上骨折(通頼を含む) 44例

外頼骨折 16 

内頼骨折 AUT

ワ
ム“
つ
ム
マ
A

t
A

1
A

その他 尺骨+筏骨頭骨折

挫 傷

Monteggia骨折

脱臼

榛骨頭脱臼

71例

Key words: nerve lesion， elbow 

* A. Kobayashi(副院長，診療部長)，H. Ueno， J. Tokunaga 
(副院長)，K. Fukumoto， M. Kozuma I. Katsuki 福岡

整形外科病院 (<iW815福岡市南区柳河内 2ー10-50);Fukuoka 
Orthopaedic Hospi tal) 

なかったり，神経麻仰や循環障害が持続すれば観血的整

復を行なう .

ll[i上'骨折においては 44例中 17例 (38目 6%)に麻粋が

認められた.その内訳は正ι1"神経がもっとも多く ，次い

でがt骨 ・尺骨神経麻癖の JI関となる(表 2). このうち正

中 ・ 尺'白神経麻仰の合併が 2 例にある . 開放骨折は~上

骨折にのみ 4例あり ，そのうち 2例に焼骨神経麻ji)iが介

iJf.し，1例は特に骨折端による断裂を認めた.

的:仰を認めた 17例の徒手整復操作の状況については，

他灰よりの紹介が圧倒的に多いため，麻煉との以l係は不

明である.しかし初診時におけるX線の左右像では令.例

に完全転位が認められ，多少とも骨折端がt産する例は 1

例もなかった.他方， 麻姉を伴わない 27例ではこのよ

うな完全転位例は 4例(14.8%) しかなく， 明らかに転

{立の大きさと関係が認められる

'-1-'厄骨片の転(¥1.方向と損傷神経との|長l係も 2， 3の人

迷より指摘されているが，表 3のよ うに明らかに関係が

表 2.合併した神経麻縛の頻度

I I 神経別

|症例 ! 神 経 糊 |附 |正中|尺骨

17例(38.6%)1 8 

0 

1 (25.0%)1 0 

つ

命

日

u

t
i

q
o

内頼骨折 I4 

表 3.中継骨端の転位方向と神経障害

(頼上 ・通煩骨折全例伸展骨折)

転位方向

障害神経

椀骨

正中

正中+尺骨

前方のみ |前方+外側 |前方+内側l

6 

2 
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認められる.すなわち中枢骨折端がiiij外方に転位するも

のでは挽骨神経麻痔が多く ，前内方に転位するものにiI

中神経麻痔が多し¥これは中枢端によるおのおのの神経

の圧迫牽引の働き方が，神経の解剖学的走行にI直接関与

するためて‘ある.

手術的治療を要した 17仔IJのうち麻縛を認めたのは 15

例 (58.8%)で，保存的治療の 27例中 7例 (25.9%)

に比し明らかに合併頻度が高い.これは外傷の程度，転

位の大きさが要因となり得るので当然のことと考えられ

表 4.回復までの期間.

境骨神経 16日-8週(平均 5週)

(縫合例 9週〕

正中神経 6日-9週(平均 5迎〉

正中+尺骨神経

1. 正中 3週，尺骨17週

2.正中 7週，尺骨15週(不完全)

1533 

る. 経ともに問題はないが，忠側の指は健側に比 し程度の成

内願骨折に合併した 1例は 11才男子で，骨端線離関 長障害を認める

に近い!移で，骨折片はが]2cm中枢寄りに転位し観血的 症例 3. 9才，男.左上腕'自額上骨折.

整復を行なった.術前より存在した尺骨神経麻痩は，い 転倒して受傷.他医による整復を数回受けている.肘

ぜんとして残存するため 6週後神経移行を行なった.術 関節部の腫IJ長が著明で水泡i形成もある.脈拍良好.中枢

後8週で回復を認めた 骨片の市l内方への転位を認める.正中 ・尺骨神経麻痔を

麻癖に対し手術的治療を行なったのは上記以外の願上 合併する.牽引後，受傷以来 14日目に観血的整復術施

骨折に対して 3f71jであった.それらの症例について略述 行.麻痔の回復が得られないため.6週後に神経剥離術

する. 施行.正中神経は骨折部を中心にして約 3cm の強い癒

症例 1. 6才，男. 左上腕骨額上開放骨折. 着と絞犯があり，この変化は円四内筋筋校近くまで波及

プランコより転落受傷，当日来院，肘関節より外上方 する.これをま引l離， 次いで尺骨神経も癒着が約 4cm に

約 5cm の位置に約 4cmの切創あり 検骨神経麻簿を わたって存在し.fkIJ離ののち前方移行を行なった現在

認める.た Xちに官IJ処置ののち内部を観察すると，上腕 術後 3ヵ月であるが，肘関節自動運動は伸展，屈曲は

骨中枢端は前外方に転位し，その断端 Hこ縦断された挽 -450~105 0 . 囲内， 回外は完全である. 正中神経領域

骨神経中枢端が存在していた.また腕腕骨筋にも部分断 は完全回復を示すが，尺骨神経領域にはまだ運動知覚と

裂が認められた.骨接合術後，神経縫合術を施行する. もに回復は完全ではない Clawfingersも発生してい

10週経過するも麻癖の同復が得られないために，神経 る.この症例は Volkmann 拘縮のもっとも軽い限局型

に対する再処置を行なった.前回の縫合部は大きな神経 だと考えられる.

胞を形成していたためにこれを切除，蒋縫合を行なう . しかし一般的に我々の経験した神経麻鮮の予後はよ

以後経過順調で 9週目に回復が認められ，術後 1年 4 く，症例 3の 1例を除いてはいずれも完全回復を示して

ヵ月の現夜関節機能は問題はなく，麻痩の同復は完令で いる(表 4).すなわち椀骨神経，正中神経ともに平均

ある 5週で回復を示しもっとも遅いものでもそれぞれ8週

症例 2. 6才， 女.左上腕骨額上骨折. および 9週で回復している.正中 ・尺骨神経麻痔合併例

転倒して受傷 他医にて 3同徒手整復を受け，ギプス は，いずれも正中神経のほうが回復が早く，尺骨神経が

高IJ予を装着された.しかし転位と神経麻痔の存在を指摘 遅れている

され 16日目に来院 転位は中枢骨片の前内方移動があ 額上骨折に合併する神経損傷頻度はわが国では渡辺1)

り，腫脹著明 正中 ・尺骨神経麻抑を合併する.牽引の 7%.事11中2) 8%. 山本3)13.1%. 阿部4)16.6%. 田

のち受傷後 22日日に骨接合術施行.や11経の連続性は確 島田 17%などがあり ，外国では Boyd6)4. 4%. Sorrelり

認し得たので，特に処置は行なわなかった.しかし麻痔 8.3%. Lipscomb町 16%などがある. 我々の 36.8% は

は回復せず. 3ヵ刀半後神経剥離術施行.正中神経は什 これらに比し異常に高いが，かなり重篤な治療困難な症

折部で癒痕中に埋没し絞犯を約 2cmにわたり認める. 例が紹介されてきたためと考える.

これを剥離，尺骨神経は内穎前方に半分はすでに移動し 治療については保存的に経過をみても，ほとんどの症

ているような転位を認めたため，完全にiIII方に移行し 例は自然、同復を認めている.しか し受傷後 9週間を経過

た.術後正中神経は 3遡，尺骨骨11経は 17遡でそれぞれ しでも回復が認められない場合は，神経の exploration

同復が得られた術後 1年 7ヵ月の現手E. 1珂節機能，神 を行ない観血的に処置を行なうべきことを我々の統計は
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腕神経叢麻痔節後損傷例の予後の検討

BrachiaJ pJexus injuries-prognosis of postgangJionic type 

長 野町

角 谷 文 祥i

fj!ー111 n~I 一

部介 fl~l 之

I ~ :J桶雅足

以 徹 也

昆宜公

侃 rn敬 三*

は じ め に 節後損傷変性型の蛇仔1)lctl今同直接検診またはカノレテに

近年節後損傷例に対して積極的に腕神経殺を展開し， よりその予後を判定し得たM~例は開放 ド1: の症例を除く

神経剥離，神経移植術を行なうと L、う報告がみられる と，全型 50仔1)，上位却 32仔i)，下位相 6(JI)で、あった

が，我々は節後損傷と判断した症例区対しては 1年半な 結 果

いし 2年間保存的に治療し，その後必要に応じて機能再 1.全型

建術を行ないと肢機能の獲得に努力してきた.今日は節 全型 50例の受傷時年令は 4才より 44才，平均 23.1

後損傷保存治療例の予後と名筋肉の|可復過科を検討し 才で， 10代後半から 20才代の男性がも っとも多かっ

た. た.受傷より調'j!Er侍までの経過年数は 7ヵ月より 31年，

症 例 平均 6.38年であった

昭和 31年より昭和 53年までの 23年間に東大整形外 成績の'I'IJJE規準は，運動機能に関しては ADLの程度

科を受診した腕神経叢麻癖の症例は 564例である.これ を加味し，知覚に関しては Bonneyの茶準に準じて表

らを麻痔の範囲，損傷部位，変性所見の有責任により分類

すると表 1のごとくである麻薄型は受傷後 3ヵ刀以後 表 1.

に決定したが，全型 327例， _I::位型 184 例，下 ({O~J 16 f71) ， 

放射線障害によるもの 30例，病型不明 7fJllであった.

Key words: brachial plexus injury， postganglionic type， 
prognosls 

* A. Nagano， T. Tsuyama (教授)， l'vf. Takahashi， 1. Yagi， 

F. Sumiya， N. Ochiai:東京大学整形外科(Dept.of Orthop 

Surg.， Faculty of Medicine， University of Tokyo); T. 

Hara (医長):都立広尾病院絵形外科(窃150東京都渋谷区

恵比寿 2-34-10); K. Fukuda (医長):関東中央病院整形外

科(@l154東京都世田谷区上用賀 6-25-1).

会型

上位型

下位型

放射線
障 害

病 元自
不明

総計

327 

184 

16 

30 

7 

節後損傷

変性型122
93 33 

92 39 

13 1 

節首Ij
上位 上位損傷

(予)
節前 節後 不明
下位 下位
節後 節首ii

161 13 21 6 

48 5 

2 。
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表 2 成績判定規i¥lJ.

運 動

優 完全恒l復またはそれに近いもの

良 1"1 復は不完全である が，干IHIHI正念行えば良

好な機能がねられるもの

可 再処術をわなっても補助手とし てしか使用

でき ないも の

不可 全く回復がみられないか，回復があっても

ギf用でない もの

知 覚

f~ lÌW l1îii ・ 子 に知 '~1脱 ~J或の ないも の

良 !日j腕 ・手指 n主|自lの知党が一部回復しイj用

なもの

'''J lIu腕の知党は1"1復したが，手は知党!此失

不可 liij腕以下知党l此失

た.このうち臨床上問題となったものは上腕二頭筋，上

腕三頭筋問の 2例で，これに対しては上腕三頭筋前方移

行術を行なった.知覚では 3{7ljに過誤神経交叉支配がみ

られた

2.上位型

上位型 32例の受傷時年令は 4才より 66才，平均 29.3

才で， 10才後半から 20才代にもっとも多く，全例男性

であった.受傷より調査時までの経過年数は 1年より

17年，平均 5.79年て司あった.

j北ul
(をみると，完全凶復またはそれに近いものは 13

例で， すべて 6ヵ月までに筋収縮がみられ，12ヵ月ま

でに 3以上に回復していた.I!.'.I似の悪い症例は 19例で，

1)上肢挙上力のみII}建を要するもの 7例，2)上肢挙上

力と前腕仲筋併の II}建を要するもの 4例， 3)上肢挙上

力と ~.J 屈筋再建を要するもの 8 例で，いずれも再建術を

2のごと く定めた 行ない良好な機能を得ている.

運動機能は俊 8例，良 14{yl]， '''f 19例，不可 9f1uであ 3.下位型

った.良の 14例は全例交通事故によるもので， 1)上 下位型は 6例で_L場災害によるもの 3例， 111所転洛 3

位神経桜支配域の阿復の悪いもの 8例， 2)総指仲筋， 例で， 受傷時年令は 30才代に多くみられ，その成績は

学内筋のいずれか， または両者とも!司復の悪いもの 5 完全凹復またはそれに近いもの 3例，回復不良のもの 3

例， 3)全般的に同復したが不完全なもの 1fYljの 3若手に 例であった.

分けられるが，いずれも再建術を追加し良好な機能をf!!i 4.筋力の回復状態

得している 可の 19例は，交通すIT放によるもの 17例， 次に今回調査した全症例 88例で以下に述べる 12筋の

労働災害によるもの 2例で， 1)上位争11経棋支配域にの 個々の|白l復状態を検討した

み回復がみられたもの 6(11]， 2) 1日l腕筋群にも一部回復 変性型を示し 3ヵ月までに|旦|復がみられなかった筋

がみられたが有用でないもの 3例， 3)上位神経線支配 で，最終的に筋力が 3以上となった症例は三角筋て・は全

域と指屈筋とが有用なもの 9例，4)前腕筋併の回復は 型 41例'1'19例，上位型 24{7¥jrt 9例，計 65例中 28例

みられたが，IH屈曲)JをIli建できなかったもの 1例の 4 43.1%，上腕二頭筋では全相 42例中 25例，上位型 21

併に分け られる.不可の症例は 9例で，まったく 1"1復の 例中 14例，計 63例中 39例 61.9%，上腕三頭筋では全

みられなかったもの 3例， 三角Miのみ 3となったもの 2 型 43例'1'22例，上位型 7例'1.'4例，計 50例中 26例 52

例，上腕三頭筋のみが 3となったもの 4例であった%て、あった.以上 3i切でt主上腕二頭筋がもっともよく 1"1

全型 50例の運動機能の凶復過ねをみると， 6ヵ月ま 復し，次いで上腕三頭筋， 三角筋の順であるが，その回

でにすべての筋に収縮がみられれば優となり 9ヵ月で 復過程はほど同様で 6ヵ月までに 1，9ヵ月までに 2

下位神経線支配域は回復し上位型に変化するか，上位神 となった症例は最終的に 4以上に回復し， 9ヵ月で 1と

経根支配域と前腕筋群に多少とも収縮がみられるものは なった症例ではほとんどが 3以上となっているが， 12ヵ

良 9ヵ)Jで |二位神経根支配域にしか収縮がみられない 月で Oの症例は最終的には 2以下であった 18ヵ月で

ものはi'Jにとどまり， 12ヵ月で三角筋以下 Oに等しい 2以下の症例は少数例を除いて 3以上となっておらず，

症例は不"fとなった.可と不可とを早期に判別する指標 24ヵ月の筋力は最終筋力とほ X同様であった.

となるものは見L、H¥せなかった. この 3筋で，全l世と上位型との回復状態を比較する

運動機能とまu覚の1!.'.1復とを比較してみると知覚の回復 と 4以上となったものは上位型に多いが， 3以ヒでは

のほうがやL良好で‘あった. 両者に差は認められなかった.

明らかな過誤1'111経交叉支配は運動機能では全型 50例 前腕筋群の回復状態をみると，挽側手根イ111筋は 40{jU 

中 12例に認められた. これらは主に大胸筋，上腕二頭 中 13例 32.5%，挽側手根屈筋は 30例中 8例 26.7%，

筋，上腕三頭筋間またはそのいずれかの間に認められ 尺側手恨屈筋は 28例中 10例 35.7%，長母指屈筋は 32

...1. 
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例中 8例 25%，示指深指屈筋は 35例中 13例 37.1%，

環指深指屈筋は 35例中 18例 51.4%が 3以上に回復し

た 回復過程はほ X同様で， 9ヵ月までに 1となった症

例は 4以上， 12ヵ月までに lとなった症例は 3以上と

なったが，12ヵ月でOの症例は 3以上とならなかった.

24ヵ月の筋力と最終筋力は同様であった

総指伸筋1139例中 4例 10.3%，短nm外転筋は 40(1IJ 

中6例 15%，小指外転筋は 35例中 6(9IJ 17.1%が 3以上

に回復した.この 3筋の回復状態は 9ヵ月までに 1とな

った症例は 4以上となり ，12ヵ月までに 1となった低

例は 3以上となったが， 12ヵ月でOの症例では阿復は

みられなかった.

変性所見はあるもすでに 3ヵ月で 1以上に回復したfj}j

は以上の 12筋で 59筋であり，このうち 5となったもの

は 49筋 83.1% で， 4にとどまったものが 10例 16.9%

にみられた.

考察

腕骨I1経叢麻痔の治療にあたってもっともifl要なことは

根引き抜き損傷と節後損傷との鑑別である.この点に関

しては次回再検討の予定であるが，節後tn傷と判断した

場合，我々は保存的治療を行なってきた Barnes，Bon-

neyおよび原はどと翠!の予後は不良であると述べている

が，これらの'*告は根引き抜き損傷を合めたもので，今

回の成総と T(I筏比較することは困嫌である.今民lの成~!'t

は良以上 44%，可以上 82%と良好で， また不可の 9例

中 2O1Jは三角筋のみが 3，4例はと!腕三頭筋のみが 3と

なり ，まったく問復のみられなかった症例は 3例である.

したがって近年腕神経叢麻簿に対して積極的に神経修復

手術を行な うとし、う報告がみられるが，開放性損傷，切

らかに什Jl-などにより圧迫されている症例および恨引き

抜き損傷と鑑別困難な症例を除いては保存的に治療すべ

きである.

保存治療例の予後はおおむね 9ヵ月で判定できるが，

可と不可とを早期に判別する指標となるものは見い出せ

なかった.

全型と上位型とでその回復状態を比較してみると，上

位神経根支配域の各筋の回復程度には両者のIHJで差はみ

られなかったが，機能的予後は上位型が全型よりも良好

であった.

個々の筋の回復状態については Bonneyは 19症例中

前腕仲筋群の回復がみられたものはなかったが，上位神

経根支配域と lìíT I腕)~:筋lf下で 3 以上になったものは 24 筋

あり ，そのうち 17筋は 12ヵ月以後に 1となっており ，

中には 24ヵ月以後にはじめて収縮が認められたものが

あると述べ，草野は 10ヵ月で 1以下の筋f，下と 1年半で

2以下の筋併は最終的に 3以上にならなかったと述べて

いる.我々の症例では，上位神経根支配域では 9ヵ月ま

でに 1，下位神経:根支配域では 12ヵ月までに 1となっ

たものは 3以上となっていたが，1年半で 2以下のもの

はほとんどが 3以上とならなかった. したがって 1年半

は保存的治療を行ない，その時点で|司復の悪い症例に対

しては再建都Iを考慮すべきである.

まと め

1 )節後煩iあ変性型全型 50{91j，上位型 32[7iJ，下位型

6 WI]の予後を検討した.

2)全型節後損傷 50例の成績は良以上 44%， "f以上

82%と良好であり，開放性損傷，明 らかに骨片などによ

り圧迫されている症例，および根引き抜き損傷と鑑別困

難な痕例を除いては保イ7イ内に治療すべきである.予後は

おおむね 9ヵ月で判定できる.

3)全型と上位)(1，1とでは上位神経根支配械の筋のIHI復

位度には差は認められなかったが，機能的 F後は上位型

が全型よりも良好であった.

4)上位神経恨支配域は 9ヵ月で 1，下位神経根支配

域は 12ヵ月で 1となったものは 3以上となったが，1 

年半で 2以下のものは 3以上とならなかった.したがっ

て l年半は保存的に治療し，回復の悪い症例に対しては

1年半の時点で再建術を考慮すべきである.

文献
1) sarnes， R.: J. Bone Joint Surg. 31-B: 10， 1949. 
2) Bonney， G.: ibid. 41-B: 4， 1959 
3) Millesi， H.: J. Hand Surg. 2: 367， 1977. 
4)原徹也:日整会誌 39:959， 1966. 

5)草野恒輔ほか'向上 49: 829， 1975. 
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前腕伸筋群麻癖に対する腿移行術

Tendon transfcrs for defective long extensors of the wrist and fingers 

池谷正之

中原義文

伊 藤忠厚

肥留川道雄

渡辺誠

宇佐美文章*

当l'凶復性挽'j'J<j<IP経麻jJIlに対する腿!砂行f，f>iでは現在，次

に述べる方法が一般的である 手関節背屈は 円囲内筋

(PT)を短挽側手根伸筋 (ECRB)に，指伸展は尺側手

根屈筋 (FCU) を指仲筋 (EDC)に， 母指伸展外転は

長年:1iJJ(PL)を L則 er結節からはずして走向を変えた

長ほ指{中筋腿 (EPL) に移行するいわゆる Riordan法

表 1

Patient 

1 S， S. 56Y. O shot-gun inj. 25Y. 

〉ωe26 、4 

2 A. A. 44Y. 'i1 unknown 1. 5Y. 

3 T，N， 65Y. 'i1 fibrosarcoma 1 y. 

U 〉』ω ロ
4 S. N. 26Y. O 仕. humer. 15Y. 

5 S. N. 25Y. O 介.humer. 4Y. 

一何回 6 T. S. 23Y. O 什 humer. 1. 2y. 

-Eu e4 q 7 K. 1. 40Y. 'i1 laceration 1 y. 

8 y. 1. 32y. O burn 8恥1.

9 Y.H. 19Y. O fr. humer 6M. 

〉ω、 10 H.S. 24Y. O laceration 4恥1.

付0. 11 Y . T. 45 y. o laccration 6恥1.

ω 」〆
12 H. T. 44Y， o laceration 4九1.

ω 巳 13 T. T. 35Y. o burn 8恥1.

。関口。~的』J 

14 S.N. 20Y. o unknown 1. 6Y. 

15 y. S. 21 Y . o fr. forearm 2Y. 

16 J. K. 20Y. o laceration 8M. 
】" 

ロ 17 K. K. 35 y. o fr. forcarm 4M 

・】』0 』ω 同

18 O. S. 16Y， o laceration 6M 

19 K. S. 28Y. o laceration 6M 
E同O 4 25 y. O. 30Y. o laceration 8M. 

Key words: radial ncrve palsy， tcndon transfcr 

* M. lkctani (助教授)，T. Ito (教筏)， M. Watanabc (緋
ffilj). Y. Nakahara M. Hirukawa， F. Usami:・日本医科大

学強形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Nippon Medical 
School， Tokyo). 

である.

一方，soyes法は第 3，4浅指屈筋 (FDS JI[ . N)を

骨間膜を通して EDC，EPL， EIP に， 機似IJ手根屈筋

(FCR)を長母指外転筋 (APL)にそれぞれ移行する

ことにより， ;院側 2指だけでも機能的分離せしめようと

するものである.津下は FCUに代って FCRを首'間

8Y. 

8Y. 

7Y. 

7Y. 

6Y. 

6Y 

5Y 

2Y. 

1 y. 

9Y. 

9Y 

8Y， 

7Y. 

4Y. 

4Y. 

2y. 

2y. 

2y. 

8恥1.

6品1.

膜を通して EDCに移行する方法を発表

し，私たちもこの方法を好んで用いてき

た.今回この Riordan津下変法で再建

した 16例を'1コ心に，私たちの試みた新し

い術式による 2例も含めてその術後成績

を検討する.

症例は 20例，その内訳は尚位麻痔 9

例，低位麻jJIlll例で， 受傷から手術ま

での期間 15年以上の 2{1~が例外的であ

る.術後の [ollow-up期聞は 9年から

6ヵ月で平均 5年 lヵ月である(表 1). 

手関節機能 :PTを ECRsのみに移

行した 9例の成績をみると背屈H寺に尺側

似位を示す 3例があるが，ほ X良好で著

明な掌屈制限をきたした例はない(表

2 ). 

指伸展機能 .，全例中 3仰jにやTJ.民不足が

みられた.これは術技の問題もあろうが

津下変法による FCRを骨間膜を通して

移行する術式にほど問題はない.Boyes 

法は例数が少なく 比較の対象から除外し

た(表 3). 

母指{申展 9ト転機能:Riordan 法で

ADL上問題はなく ，特に grip[unction 

については満足と答えた例が多い.しかし純粋に撹倶ij外

転のできる例は少なく平均約 45。となり， また母指の

elevationも EPLの走向変更から 不十分な症例が多い

(表 4). 

手関節変形と術後の評価法 :Boyes法や津下変法では
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表 2. ROM (Wrist). 

整形外科

Ext. Wrist Flex. Wrist 
10. of 

;|;;|; 

7 40 4 20 4 

: | ;~ i;|;:|; 
表 3.ROM (Finger). 

No. Extension 
(Pat.) (degrees) 

1 -10 
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手関節の stabilizerとして FCU が浅り ，Riordan tよー
では FCRが残る. そこで前者ではいく分手関節の尺

側偏(立が，後者てーは挽側偏位が指摘されよう .この観点

から後者では ECRBだけに走力車tを診行することは周

知である. したがって理論的には Boyesが指摘す るよ

うに， FCU が残る方法では ECRL にも走力阪~を移行

するべきであろう .私たちは最近の症例には ECRLと

1979年 11月

表 4.ROM (Thumb). 

No. 
(Pat.) 

Extension I Rad. abduction 
(Range for grip) (degrees) 
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表 5.

No. 
(Pat.) I Deviation of hand 1 Function (Z… 

none 70 

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

 

none 

ulnar 10。

100 

80 

100 

100 

90 

80 

100 

100 

100 

100 

80 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

none 

nQnc 

ulnar 10。

none 

none 

ulnar 10' 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

none 

raclial 100 

none 

none 

none 
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図 1.

Bに PT を移行することにしている.次に Zacharyの

記載に基づく評価法である この規準は必要最少限の再

建効果獲得の成否に主眼がおかれていることに注目すべ

きであり 20例中 5例はその水準値に達しなかったこ

とを示す. 他の 15例は水準まで， あるいはそれ以上の

効果を得たことを示す〔表 5，凶 1). 

私たちの手術方法について :n指機能の改善を日指

し次の方法で再建する PLを骨111'1膜を通して背側で

EPLに移行する. 次に FDSNをいったん前腕部に引

き出してこれを尺骨の背側を廻して APL，EPBに移行

する(図 2). 

この場合， EPLも APL，EPBもともに解剖学的保

位置のま L符易に走力艇と縫合可能となる.試みた例数

は少ないが舟指の開拶!とともに，効果的な母指の eleva-

tionの獲得が可能となる(症例 19，20). 津下らも舟指

機能再建法を報告しているが，私たちの方法についても

後日改めてその術後成績を検討報告する予定である.

まとめ

非回復性梼骨神経麻輝 20例に行なった腿移行術の術

EDC-FCR  

EPL‘一一一一一PL

APL .. 一一一一FDSIV (V) 

図 2.

後成績を検什した. 全例に一定した良好な機能を得た

が，1#指{Ijl}.長外転能不足と手背屈位における尺側側位の

傾向をみた.これらの改善策として私たちの手術法につ

き簡略に記した.バランスのとれた手折伸展能再建には

健常な intrinsicmusclesの存在と同時に安定した手間

節背屈能の獲得が“kcy" となることを再確認した.

文 献
1) Riordan， D.C.: Orlhop. Clin. Norlh Am. 5: 283， 

1974. 

2) Boyes， J.H.: Bunnell's Surgcry of lhc Hand， 4th 

ιd.，].B. Lippincott， Co.， Philadelphia， 438， 1964. 

3)津下健哉ほか :j整形外科 20: 1516， 1969. 

4)χachary， R.B.: Brit. ]. Surg. 33: 358， 1946. 
5) Moberg， E.， et al.: Acla Chir. Scand. 133: 31， 

1967. 

6)津下健哉ほか:整形外科 29: 1248， 1978. 

7)式用滝彦ほか :J..j上 20・1513，1969. 

8)渡辺好i専ほか :["J上 20: 1515， 1969. 

9)藤原朗ほか ["J上 21:954， 1970. 

10) Chuinard， R.G. ct al.: J. Hand Surg. 3・560，
1978. 
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子の神経損傷治療上の pitfall

PitfaJls in repairing damaged nerves of the hand 

鈴木勝己

近!怯

高橋定雄 安 j除 正

稔 中川太郎*

はじめに

末梢神経損傷の診断，治療にWlする後れた研究報告が

:kに沢山ある'1'で，一方，ftfましからざる出dylJも少ない

ながら散J，~される。

相l'経損傷だけではないが，その予後をJtl くする p~子は

れ111ある ぷ磁波忠，介fJU，'I'，，~凶二令， ;，11娘などの受It;j

l京凶，山{立証1似，再建などの潜時， }，'，jlJlj組織損傷度，子

体I法の選択，米兵~\な子 jム， l、L加減な 後処置などであ

る.

J少録に予報した1l}~祢Iのノ二ランスの川題は， 11与 1 1\)の~j;I)

約から，今1"1は割愛させていた工き，反省しでも余りあ

るにがし、経験の中から，神経の誤認にしぼって，出i例を

供覧し将米への私iとしたい.

症例 1.20才， !;: f.防長.

:1i付J行MPJij:.側をアムフヨノレで切り， IPJが)11:1111でき

なくなる.近医で創縫合をうけ 1ヵ)J余過ぎてから某

整形外科に転じて， 右長母指加!筋量~裂に対する PL 腿

のi佐自If移紅l体Iを:k施.その後からイI手のしびれとお母指

球筋委縮が発'1:.

交傷後 8ヵ)J余りすぎてから， liiji!sの_L，VFとれf':):指の

運動ij;ljl製で米院右母指 MPJ学側tこザ'ik受傷浜あり，

こムから Z状に皮切痕が遠0:，近[立に延 J~ し ， 近位は lìíJ

腕に及ぶ この近位部よりにテイネノL徴候あり， ;{iJ巨ιl'

t'l'経は先企に麻糾Iし，ホf;Hfiのlulrtl1 !fj}j 1'1はわずかにt認め

られた

忠者には肱n剥離の裂を説明して， 子体Iを行な う liiil"l 

の手術痕の全Jiにわたって皮切を1)11;える 長等;筋舵は1!'.I，

IVjで存イ1:し， 正中神経は約 10cm 欠似し， 遊離移値さ

れ腿様になった正中神経J:-の剥出It子郁Iを行なった

Key words: pitfalls， reconstraction， n引 ve，hand 

ネ K.Suzuki (教筏):産業医科大学柊形外科 (Dcpt. of Or-
thop. Surg.， University Occupational & Environmental 

Health， Fukuoka); S. Takahashi， (剖l長)， T 八ndo，M. 

Kondo， T. Nakagawa:関東労災病院整形外科.

神経移舶の裂を説くも認められず，そのま Lに終った

が 6週後に!京職に灰り ，80%位はi動けるといって，そ

のあと結婚された.

長い将米にわたる不自 IH度がし、かばかりか， 1..i:主主筋)純

に破格でもあるならぷ訟もあろうか，再建手術を投形外

科医が行なって，祝 ・触診さらにはメスで切ってみても

腿!と神経の鑑別ができなかったことは脅威である.昭和

39年の経験である

1972年，J. Geldmacherも，同じ 22才の女子で左示

指 Zone ll で加筋量~裂を起こし 3 ヵ月後に正中神経を

i長当主筋腿!として移植された症例を報告している.

この痛ましLサ，1例は私の脳裡から離れません.

症例 2.27才， Pj子.ボイラーマン.

右前腕尺営側をカラスで切り，他医で一次的に広i・小

指)凶筋肱~縫合を受けた後に化膿したといって 4 ヵ月す

ぎて来院.

指の動きは clawhand以外はよく，右尺竹下l'経麻粋

があった 神経形成術を行なうに尺'1'1"草}j ・ l~予JD~ ， 尺什

神経，尺側チfE!.屈筋血s断裂があったようで，尺'r'j動脈と

尺骨・神経，)尺ミ引'1'円'J沖j

合されていた 尺，口干利紳'1中iド!経を前方移行し，約 6cm のギヤ

ツプを布初補Iiつて端々縫f合Tした.

5ヵ)J 後に，小指球筋，骨!日JilJi筋力の回復があり ，女目

覚も改善し T.P.D. 1 cmになった これは l附和 42年

の症例である.

症例 3.39才， JIj子.会社員.

左lìíjJ院を切。1) し他医で屈筋厳~一次縫合をうけるも神経

損傷は放置のま Lの山

左正中神経麻I~I があり 1 ヵ月すぎて神経形成術を行

なう.正中神経と僚側手根屈筋腿が端々縫合してある.

ギャソプは約 5cm あったが，近位に長IJ離して正中神経

の端々縫合をわなった. これは昭和 47午ーの症例である.

Tiij腕遠位 1/3で多組織損傷の場合に，神経を誤認する

のも，まったく初歩的な凡失である 神経の欠損を大き
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くし f'後を患、くする失敗は繰り返すべきでない.

症例 4.25才，タjプ センパン_[

1:1動車に衝突し左前腕を挫滅 1 1二lすぎて米院し，

左IniJ腕述位 1/3掌側按滅創でたピちに brushing と de-

bridementを行ない， 尺'Iî'神経が~1ìil:していたが， 一

次的に分層植皮を実施.植皮は活着したが，将来を考え

て有茎植)J，:を 5週後に1Jなう このさい，分層植)J，:J:-の

長IH維中に，尺骨神経を古fI分切断し，たピちに縫合し脱出

からの有茎皮弁で包む.

N骨神経腕;粋の1'11復が見込めないので， 8ヵ月後に

cJaw hand Iこ対して腿形成術を行ない， ある程度の 11

(i(Jを来した.これは昭和 39年の症例である.

分周植皮よりも閉鎖包帯か一次有茎植l支を選択すべき

だった.また分l門植皮片の下に1ft:要然1ぎのある部位での

長IJ離は，慎重さを要求される.

症例 5. 18才，男子肉屋.

;;(i前腕をスライサーで切り， 他医で語IJ処置をうけ化

膿 IJfJ1.&創から制限して来院し拘縮も強く ，:;{_ilE中 ・

尺竹村経麻癖， ;;(i手間筋腿裂がある.

Brushingと dcbridement後に， 腿および正中 ・尺

骨神経欠損の大きいことを確認して，腹壁より有茎植皮

を行なった. その後， まず神経は Strange法を行ない

腿には bridgegraftを実施 1年すぎても神経の回復

が思わしくなく痛覚)悦うたし，遠位のネql経腫は示指DJ(大に
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表 1.神経の誤認.
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恭

筋

脈

膚
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屈

動

皮

手

一
一
一

経・刻

r

もふれ， テイネノレ徴候は近{立縫合部に強く ， 阪~m動障害

にもなるので，肱~主IJ離体Iにさいして ， 遠位神経JIillを切除

した しかし，そのi直後から右手が亡くなってしまった

と忠者に強くいわれた.

かりに臨休的に，神経の回復が認められない子でも，

器官感覚のようなものが存在していたことを知らされ，

暴挙を反省させられた これは11(;'和 36年の症例である.

ま とめ

きわめて初歩的な神経誤認の|問題を中心にして，悲し

むべき経験の一部を述べた.再建都Iとバランスのうた測の

件は， 11寺川的な点で苦IJ愛させていた工いた.

歴史は繰り返すともいわれる中で，絶対に繰り返しで

はならないこと与して，表 1にも示したごとき症例を報

告し，将米への糧とさせていた工いた.

文献
1) j. Geldmacher: The Hand 4: 56， 1972. 

2)鈴木勝己， 南保文昭・開放創の治療 111外医学社， 東

京，1968. 

Internal neurolysisにて病変を確認し得た手根管症候群の経験

Experiences of three cases of atypical carpal tunnel syndrome 

con白rmed by internal neurolysis 

:)1二上賢司 松井

前回道宣

手根管症候群の手術にさいし，従来の横手根籾干?rのj;/J

離に加え Curtisらりのいう internalneurolysisを行

ない，特異や病変を認めた 3例を幸IHりする.

Key words: internal neurolysis， carpal tunnel syndrome， 
mcdian nerve 

ホ H.Jnoue， T. Matsui (講師)，Y. Nakatsuchi， M. lVlaeda， 

T. Okuhara:信州大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 

Facu¥ty of Medicinc， Sinshu University， Matsumoto). 

猛

奥原

111土幸男

佐市

症 官4

症例 1.48才，男子. リンゴ栽培業

主訴 :布母指球筋萎紛と右母指のしびれ感.

現病歴 :約 2年前より主訴に気付L、た. リンゴの現定

のさい，ハサミが母指球筋百11に当たり痛みをしばしば覚

えたという(凶 1). 近医にて頚椎索引， 子恨管の注射

などを受けたが軽快せず， rれ荊152年 11月当科受診し

た.
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図 1.症例 1

tH旨球筋尺側にハサミが当たつとL、る.

現 症 :l'J'!維の運動1"1は良好で， 1・，トJLzの反射は正

図 2.症例1.術中所見.

)jf_回校とn指への知覚校が，funiculusのレベノレで‘

絞犯され pscudoneuromaを形成していた

常であった 右母桁j求筋萎紛が符 I~J であり，示指との JHへの知覚校の 2本が，手似管の出口 より約 lcm近f立

pinchは sidepinch となり，小mとは不能で、あった で絞犯され funiculus のレベノレて‘ pselldoneuromaを

知覚附刀はf:J指に鮮度の知覚鈍麻があったが， (也J行には 形成していた(図 2).翌日しびれ感は消失し， 約 1週

なかった. 子関節i;jilこ Tinel's signはなかったが，ハ 後には知覚附']，;:も消失した.術後約 1年で筋萎縮の凹復

サミが当たってMiみを覚えたI:Hi1上RM)の尺側**にJI ~痛が を認め，円前生活に障害を認めていない.

あった ¥¥'rislf1cxion lestは似ド|で あった. 11iHtx線 症例 2.49才，女子. 主婦.

にて11i惟症の変化があり ， myelography にて C5/6と 主 訴:右手の pinchの困難と右付指球筋萎縮.

C6/7で軽度の通過障害があった， distal molor Jalency 現病歴 :約 1年前より右手の朝のこわばりが出現し，

(以ードDMLと目討す〉 はTF.'/;¥，純日Ijであったが sensory 約半年liijより主訴に気付き 1，2， 3指指尖のしびれ感

nerve condllclion velocily (以下 scvと111討す〉が子凶 もし， 11{1平1153年 4月当科受診した.

l1iiより末梢でliれていたため，子恨管位候lrfと診断し， 現 症 :右母指球筋萎紛が著明で，示指との pinch

|肝不1153年 4月手術を行なった. は sidepinchで、あった Tinel's signは陰性で wrist

手術所見 :皮切は Curlisの皮切に準じて行なった f1exion lestも陰性であった. 知覚障害は 1，2， 3指指

桃子根靭ff?を切出世すると，Jl中村l経は子収作の中央部で 尖にのみ軽度のま目覚鈍麻があった.正中神経の手関節以

や Lくびれていたが pseudoncuroma の形成はなかっ 下のDML，SCVも正7吉範囲であった.同年 9刀手術を

た.また反田校には手似竹内で、の走行 )1(ll;~'および子桜管 行なった.

山口での pselldoneuromaの形成は認められなかった. 手術所見 :IE中神経は手.ffi.管中央官1¥でくびれて いた

拡大鏡下のもとに，掌側の epineuriumを縦切 L，inler- が，軽微であった Epineuriumの上からは反回枝の異

funicular scarが強いと忠われるところの inlernal 常は認められなかった Internalneurolysisを行なう

neurolysisを行なった.そのさい，神経|勾血管，精神 と， 反回校が横手根靭帯の迷位端よりわずか近位で

s 内;援を損傷しないように細心のi1立を払った. また p戸se凹udo叩ne凹uromaを形成していた(図 3).fl他山の fll山叩III山m口lκcu叶lu凶

microc∞oagulat加e目I をF月用「日一Jい e叩pinellri山um内にH出¥J泊血1血lされな には果

いようにした.各 funiculus間に一様に癒着を認認、めた. 状は改善した.

各 funiculusに個々に電気刺激を与え，それぞれの 症例 3.47才，女子.料亭経営.

funiculusの機能を確認したお その結果， 反田校と母 主 訴:右母指球筋委縮と右母指のしびれ感.
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図 3.症例 2.術中所見.

反回枝が funicu¥usのレヘノレて pseudoneul'oma

を形成していた.

末梢やl'経損傷 1543 

図 4.古E{11J3.術中所見.

各 funicu¥usは下似"ifi卓位部で蛇行していた.

現病歴:約 1年liiiより，右母:ti1.示析のしびれ感が11¥ と， 病変m~が一致していたことから， 反復する外力が

現，約半年前より仇UJの低下とf;):jYiJ主筋萎紛に気{.]ぃ epineuriumの'1"の funiculusの圧迫やJul1r防害をきた

た.夜川!Iliはなかったが，手作引をした翌朝にしびれ感 し， 絞犯と pseudoneuromaの形成をしていったと考え

が強かったという. 1I{1平1153年8刀に吋科受診 した. る.

現 症 イゴ母jm材先萎紛が著切であった 知覚昨~Ifは JiUYIJ 2は inlernalncurolysisによって，反回枝が横

他党的にはなかった Tinel'ssignは陰性て‘あったが， 千線開初のi卓位制よりわずか近位にて funiculusのレベ

wrist Aexion testは|湯1''1:であった.j"['I'神経の DML， ノレてー pseudoneuromaを形成していることが確認され

SCVも正常節聞であった. 昭和53{J'-11月手術を行な た.久似~;)1らめは，反田校が航手恨籾帯によって絞犯さ

った れ， pseudoneuromaを形成していた例を報f!fしたが，

手術所見 :Epineurillmは手根管の入n日sと中央部の 定例 2では横手板籾刊すこよって反同校は絞犯されておら

2ヵ所でくびれており pseudoneuroma を形成してい ず inlernalneurolysisをしなければ funiculllsのレ

た. Tnternal neurolysisを行なうと，乎根竹中央部のく ベノレでの pseudoneuromaは確認できなかった

びれた部分ですべての funiclllusは細くなり，その遠位 抗仔113て、は，横手根籾千むを縦切すると，王「同1]'経はく

で軽度の pseudoncuromaを形成していた.さらに手根 びれていたが.internal ncurolysisを行なうことによっ

竹遠{立部で， 各 funiculusは蛇行していた(閃 4) 各 て初めて funiculusレベルでの pseudoneuroma の形

fllniculus聞の癒liも認められた. 術後， 刈状はn他党 成および蛇行の所見を認めた.

的に改善した 2.手根管症候群に対する internalneurolysis に

考 察 ついて

1.症例の検討 1973 if.. Curtis らが発ぶした手根守~;j['1 候群に対する

Jidyl] 1は男性で，反復するハミサの圧迫が原因と考え internal neurolysisの効梨については賛有両論があり，

られ， いわゆる occupationalneuritisの範時にはL、る 適応、などはまだ確立されていない Curtisらは手根管

ものであろう .手術所凡では， epincuriumの外観からは 'Li候群の慢性病変は interfuniclllarfibrosis， axon con-

症状を説明できる所見が発見で、きず，internal neurolysis strictionであり，これらは附接的に internalneurolysis 

はよって初めて funiclllusのレベノレでの entrapmcnl をしなければ改普されないだろうと述べており，適応は

neuropathyの所見を硲 i訟できた， ハサミが当たる場所 慢1"1二の女Iは、Uif.i'片と紡萎縮にあるとしている.
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Samii')や Gassmann ら5)は，校'11'私l籾帯の切調u作と
internal neurolysisを加えた群との臨床成績を比t絞し，

特に筋萎紛が高度なものに対するi走行の高成績を報告し

ている.

一方，Sunderland6
)や佐藤7)は，神経内叢や神経内Ifll管

の煩~)jにより，新しくできる級艇が， internal neurolysis 

を行なう以前よりも有害となる危険性を述べ，安易に行

なうべきでないと警告している

1li:々 が報告した秒1]は，いずれも経過が長く，筋萎縮も

持切であった 術後約半年から 1年を経過して，筋萎新i

は全例に回復を認め，正中神経の走行にわってのFE痛も

認めず，満足な結果を得ている

1 n ternal neurol ysisの適応は，横手根初郊の切離やい

わゆる externalneurolysis では限界があり intcrnal

neurolysisによって初めて神経再生がWIねできる斜度の

ものであると考えるが，そのさし、はlJl;大鋭や顕微鋭ドに

て，神経内叢や神経内血管を損傷しないよう細心の注立

を払って行なう必要があろう.

まとめ

1)筋萎紛が高度で，知覚障害の軽微な手板管症候群

の 3例に対L， internal ncurolysisを行なし、， 特異な

funiculusの病変を認めた.

2) 3仰!とも術後， 円他覚的に痕状は改善した
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Entrapment neuropathy に対する internalneurolysisの検討

The effect of internal neurolysis on entrapment neuropathy 

貞 広 哲郎 中村 精一 向田広-Hr¥ 堀 ，-，泰稔

岩崎 e 夫 日比 信行 井形 市明 遠藤寿男

111下恭範 山木幸男 神 村盛裕

鈴江 析 井 ート:81 :文*

はじめに

Entrapment neuropathy に対する手術療法には， 絞

犯組織の切除や，単なる神経剥離術(以下cxtcrnalneu-

rolysisという)が行なわれてきたが， なお満足な改?Yf

の得られないものがあった. 術前および術中の所見よ

り，か L る恐れのあるJ，I'例に対して，我々は epineurium

を縦切開し funiculusを epineurium _I~Iこ， すのこ状

Key words: entrapment neuropalhy， internal neuroly-

SIs， neurolysIs 

キ T.Sadahiro， S. Nakamura， K. Takala， Y. Horiguchi， 

K. Iwasaki， N. H ibi， T. Ikala (教授)， H. Endo(部長)，
Y. Yamashita(医長)，S. Yamamolo， M. Kamimura (部

長)，S. Suzue， Y. J noue 徳島大学整形外科 (Depl. of 

Orlhop.， School of Medicine， Tokushima University， 

Tokushima). 

に拡げるような internalneurolysisを加え， 除圧に努

めてきた 今回，その効果につき検討を加えた.

対象

1I?1和 47年以来，徳島大整形外科手の外科クリニック

および関連病院で加療を受けたJ，UJ'I]のうち，資料の完備

した cubitaltunnel syndrome 18例 carpaltunnel 

syndrome 10例を対象とした その内訳は cubital

tllnnel syndromcでは， external neurolysis 4例 inte-

rnal neurolysis 13例であり carpaltllnnel syndrome 

では， external nellrolysis 3例， internal neurolysis 7 

例であった その平均年令は，各疾病M，各治療群とも

に， 50才代であった.平均 followlIP期間は clIbital

tunnel syndromeでは 1作 10ヵ月であり carpaltun-

nel syndromeでは 3年 8ヵ月て‘あった.
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評価方法ならびに結果
ClIbilal lllnnel syndronw 

術後の評価は endresultのみならず Exlernal Internal 

early responseをもみるために，その指

標として，知覚および運動の回復開始の

時期を術後 1 週間以内 1 週間~3 ヵ

月 3ヵ月以上の 3Mに分けてみた. ま

ず， しびれ感または知覚鈍麻の回復をみ

た Internal neurolysis群と external

neurolysis昨を比べてみると internal

neurolysis群で 1週間以内に改善の開

始した症例は， cubital tunnel syndrome 

ではやL少なく， 逆に carpal tunnel 

syndromeでは多くみられた(図 1). 

次に運動の改善開始についてみると，

1週間以内の改善開始例は少なく，わず

かに carpaltunnel syndromeの internal

neurolysis群のみにみられた. しかし多

くの杭例は 1 週間~3 ヵ月群に属して

いた. この期間の改善開始例は， cubital 

tunnel syndromeでは， internal neuro-

Iysis群に多くみられたが， carpal tunnel 

syndromeでは， 最後まで回復しない高

度例が合まれており，両治療法聞の差異

を判断し得なかった(図 2). 

次に， end resultを評価するにあた

り，各疾病の進行度の分類を行なった.

Cubital tunnel syndromeでは， しびれ

Carpal lllnnel syndrome 
External 

皿璽蓮 昌田 口
(No symptom) (くlW) (l¥V<<:JM) (3M>) (No il1lprovel1lent) 

図 1.Start of recovery of nUl1lbness 01' hypesthesia. 

Cuhital tunnel引 ndrol1lc

Inlcrnal 

Carpal tUl1nel syndrolllc 
Extprnal 

剛塁塁 冨田口
(No s)'mptol1l) (ぐlW) (IW<<3M) (:lM>) (No il1lprovement) 

図 2.Start of recovery of muscle atrophy or motor Weakness. 

感N，ま目覚鈍麻 S，第 1背側骨間筋の萎縮A，および小 力を選んだ(表 2). 

指内転筋力Mについて，それぞれ4段階に分類し，たと 知覚鈍麻Sについてみると internalneurolysis群が

えば， No， N" N2， N3のごとく表現した(表 1). 両疾忠群ともに， 術]Iijに ら を多く合み，進行度の高い

Carpal tunnel syndromeについても同様に NとS ものが多い.そしてその術後の改善の状態は， fAiiiiijの状

は同じで Aは母指球筋の萎紛， Mは母fRの外転対立筋

表 1. Carpal tunnel syndromeの grade分類.
表 2. Cubital tunnel syndromeの grade分類.

N S A 恥f
N S A 恥f

Grade 自覚的シピ
知覚鈍麻

母指球筋の 母指外転対
レ感 筋萎絡 立の筋力

Grade 自覚的シピ 第 1背側骨
第V指内転

レ感 う31覚鈍麻 間筋の筋萎
筋力縮

。 (ー〉 (ー〕 (一〕 正 常 。 (ー〉 (一〕 (ー〕 正常

支配域の
筋緊張低

O-forma-
1 時々(+) 一部に

下(+)
tlOn test 

(+) が不完全

支配域の
筋緊張低 引さ抜き

1 If{y々 (+) 一部に
下(+)

テスト
(+) (+) 

常時軽度
支配域全 母:指度外転

2 域に軽度 軽度萎縮 の軽の
に(+) (+) 障害

常時軽度
支配域全

軽度萎縮
V指内転

2 
に(+)

域に軽度
(+) 

の軽度の
に(十〉 障害(+)

不快感， 母指度外転
3 ~痛を伴 高度 高度萎縮 の高の

う 障害

不快感，
内転不可3 jf痛を伴 高度 高度美総
自色

う
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Cubital tllnnel syndrome 

整形外科

Cllbilal tllnnel syndrome 

lnternal 

Carpal tllnnel syndrome 

Inlernal 

白 冨 • 口
S， S2 S， So 

図 3， Improvcmenl of scnsory， 

態に平行しており，川治療法r，:1にJIをみない(l，-，[3 )， 

-:)j， 筋))Mについてみると inlcrnalncurolysis許

は cubilallunncl syndromcでは， ル1，以卜が少なか

ったのに比して，術後は MoをfTむほどによく [II[復して

いる.一方， carpal lunncl synclromeでは cxlcrnal

neurolysis {rrにおいて，制;iliii1，，[， 以下が多かったとはい

え，寸~WI[ M， 以一 卜 に同彼しており， internal ncurolysisが

必ずしも有効とはいえない〔凶 4)，以 [:， rncl rcsullで

は，知覚は川治療併ともよく改托している 一方，運動

では inlcrnalneurolysisは， cubital lllnnel synclromc 

では有効であったが carpallllnnel synclromc では必

ずしも有効とはいえなかった.

考察

Neurolysisのさい，intcrnal ncurolysisをjj]IJIlすると

いうことは除庄効果をI~ : Jめるものの， pcrincllralの1(111I' 

阻害， funiculus 1::1の交換線維の切断など， デメリット

も考慮される.そこで 1(1 1行 ~[l筈の彩子中に閃し，術後中期

に強く現れるのではなし、かと考え，特に early rcsponse 

を観主ちした Early rcsponscでは， 知覚において 1

週川以|人lの改善開始症例は cubilal lunncl synclrome 

では extcrnalneurolysis群に， carpal tunncl synclrome 

では intcrnalneurolysis 'rrrに多くみられた この速い

は， cubilal lunnel syndromcでは， liiiプJ移行に必要h

1979年 11刀

Prc op lnternal 

Carpal tunnel s;-ndrom巴

l're op Inlernal 

臼 昌 口
叫

園
Mo M2 M1 

図 4， Improvcmcnt of mOlor， 

長い距離にわたる cpincuJ'alの全周剥離と inlernal

ncuJ'olysisによる perinCllJ'alのJ[Jl行防';1i-の加重がある.

これに対して carpallunnel synclromcでは， 7背T而の

E叩pll川neura川lのl陥山h仇l行がf品』

れる 一j必j ， 述動改?持1存干の 1)開H川!日J始については 1 週間1~3 ヵ

月のJtlJII:1に改井の始まるkW11が多く ，carpal lunnel syn-

c1romeのみならず，cubilal lunncl synclromeにおいて

も，in lcrnal neurol ysisの効J誌をi認めた これは除圧効

果に， 1(11竹新中が力11わり，好影符を与えたものと併話[11さ

れる

Encl resultの評Ulliにさいしては， 今回対象とした!，I'

ljl]の治波法の選択が，:ITUiT'度の i:':j¥，、ものに inlernal

ncurolysisを加えるということから，同じ条例のものを

比較することはできなかった. したがって，その判定に

先なち，術liiil乏の!，I'状を 4段附に分類することにより，

可U，i'!ぷを哀した そして internal neurolysisの効果の

判定は，術liiiの!H，i'J.交のよヒネと平行した結果がでた場介

には，有効でないと判定し，術後結果が[fiJじ.uI症度とな

った場令には， 術前のlIí:J，Î~度を加味して有効と判定し

た.

さて， cncl rcsultでは， 知:rtはfキ玖:，也、，r，rともに阿治

療法院jに汗ーをみなかった. これは従来から，頂点l'のもの

でも土1I:l.'tの川彼ばよいとされていることも関連があるも
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のと!41われる 一方，筋力については cubitaltunnel 

syndromeでは，internal neurolysisが有効であった.

これに比して， carpal tunnel syndromeでは，必ずし

も有効とはいえなかった.この一つの理由には，手根

管内の鍵鞘炎の合併が多いことも考えられる 以上の

internal neurolysisの効果については， 臨床症例を重

ね，一方では，実験的に追究する必要があるものと考え

ている.

尺骨神経背側枝単独麻痔の2例

Isolated spontaneous paralysis of the ulnar nerve dorsal branch; report of two cases 

坂野均樋口

藤原正敏

出 柳沢正信

蓮江光男ホ

尺汁干111経麻癖は種々の原因ならびに高位で発症する 初診時所見 :左手を肢にやる動作，すなわち肘関節屈

が，我々の調べた範囲では尺骨神経背側校単独麻癖の報 r111，前腕rUI内，手関節検屈にて左環，小指背側に疹痛，

告はみられない 我々は背側校単独麻痔と思われる 2例 しびれが誘発された(図 1). また尺骨遠位端腹尺側に

を経験したので，発症要肉および臨床像について検討を Tinel徴候陽性で、あった.尺骨神経領域の運動麻痔は認

加え報告する. められないが，尺骨神経背側校領域にのみ知覚鈍麻が認

症例 1.38才， 主財 められた(凶 2a). 電気診断学的検査 x線所見には

主 訴 左環，小指のしびれ，広痛. 特記すべき所見は認められなかった.

現病歴 :昭和 50年 5月中旬より，左手を腰にやる動 臨床経過 :診断を兼ねて本jfr~仔IJに尺骨遠位端付近の

作などの特定肢位で，左環，小指背仮IJにしびれ，疹痛を regional blockを行なったところ， block後 2日間は症

覚えるようになったため， 昭和 50年 6月7日当科を受 状が消失したため計3回の bJockを行ない， 発症 2ヵ

診した.安静時には症状はみられなかった. 月後には症状は完全に消失した. 4年後の現在再発は認

図 1.症例Ij1.刺激症状誘発肢位.

Key words: spontaneous paralysis， entrapment neuro-

pathy， dorsal branch of the ulnar nerve 

* H. Sakano， 1. Higuchi， M. Yanagisawa， M. Fujiwara(講

師)， M. Hasue (助教授)ー福島医科大学整形外科 (Dept.of 

Orthop. Surg.， Fukushima Medical College， Fukushima). 

められない

症例 2.47才， 主婦

主 訴 :右環，小指のしびれ，惨痛.

現病歴 :昭和 53年 1月頃より ， 後ろ手でドアのノブ

a.症例1. b.症例 2

図 2.知覚障害.
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a.深筋膜貫通前. b. )~骨遠位端付近 c 尺宇b主位端通過直前

図 3.尺骨神経走行断面図.

を回すIf，'J'や物を強くヲ|いた時にオïJ~1 ， 小指背側のしび

れ， 疹痛を覚えるようなにった 安静時にも，~干いしび

れ， j冬痛が存在した.昭和 53今 4) J 14 日，子~f、HJJ診.

初診時所見・ ;;(i子|見j節屈のさい，右環，小指"i'r側にし

びれ， 疹痛が誘発され， 尺骨遠1;1:討;J~こ Tinel 徴候陽性

であった. 尺骨神経支配筋の運動麻癖は認められない

が，右環，小指背側にのみ知覚鈍麻が認められた(図 2

b) 電気診断学的検査には県常所見は認められなかっ

た.

臨床経過 :X線にて第 5，6鎖椎椎体後)jに骨練が認

められたため，当初 cervicalspondylosisが疑われ頚椎

HIJ欽牽引を行なったが，まったく効果なく中止，その後

その臨床症状から尺骨神経背側枝に限j;，jした障害と考え

経過観察していたが，症状の増強が認められたため， II{{ 

和 53年 7月21日背側枝の explorationを行なった.

手術所見 :本幹からの分岐部より手背部まで背側校を

展開，深筋膜貫通部で背側枝は細くなっているような

印象を受けたが，明らかな pseudoneuromaの形成は認

められず，space occupying lesion も認められなかっ

た.尺骨遠位端付近でも特に異常は認められなかった.

術後自発痛，手関節機屈による刺激症状は消失し，知

覚鈍麻の範囲，程度も減少した しかし術後 4ヵ月で術

前の症状が再発してきたため regional block， splinting 

により経過観察中である.

考察

i'I験例 2例について検討してみると， m，小指背側部

の長11覚障特以外の症状をまったくもたず， ←!として手段l

節焼屈にて刺激症状が誘発されるという・Ji実，尺干j遠{な

端付近で、の背側枝走行に沿った regionalblock iこより ，

症状が消失すると L、う事実から，我々は本症の原因が子

関節部尺似11付近に存干i二するのではないかと考えた， 1"験

例のように環，小指のみの知覚障害をきたす疾忠として

は，cervical spondylosis， cubital tunnel syndrome， 

space occupying lesion， rnononeuritisなどがあげられ，

特に cubitaltunnel syndromeは鑑別診断として重要

なものと思われるが， これまでの cubital tunnel syn-

dromeの報告をみても背側校単独麻wの形をとった症

例』まないようである.

我々の症例には運動麻薄はまったく認められず， 電

気診断学的検査でも尺骨神経領域に異常所見はなく，

cubital tunnelを経過しての神経伝導速度にも左右差は

なかった. 以上のことから我々は背側枝分岐後，手関節

尺側で同神経校に何らかの機械的圧迫部位， すなわち

entrapment pointとなり得る部が存在するのではない

かと考えた Kopell， Thompsonが entrapmentneuro-

pathyという名称を唱えて以来， entrapment neuropathy 

についての報告は多いが，尺骨神経背側枝の障害につい

てはまだ報告がみられないので 20体 40手の解剖を行

ない，背側枝の機械的障害の可能性について検討を加え
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図 4 深筋膜から尺骨遠位端.

てみた.

結果 :背側校は尺骨神経本幹より分岐した後，深筋

膜を貫くまで常に脂肪組織中を木幹と平行に下降する.

その後尺側手根Jm筋と尺骨のIMIで深筋膜を貫通し(図 3

a)， riij腕尺側の皮下に現れる. さらに尺rl1と'i]"膜を介

して桜しながら遠位に至り，尺甘遠位端を|旦lって手背に

奈る(図 3b， c) 

以 上の経過中，機械的障害を受けやすい部位について

検討してみると，深筋膜貫通部においては神経の移動性

はや L減少するが，riiH腕深筋は薄い組織であり，さらに

神経貫通部の周囲だけは深筋膜の線維は疎になる傾向が

あり，この部では深筋膜の強い 五brosisがなければ絞犯

は受けにくいと思われる.次に尺骨遠位YffJ付近では背倶IJ

校は骨膜を介して尺骨と援し，形は扇平となり，数本の

枝に分岐して'I'f側枝の移動性は著しく減じることとなる

〔図 4).底部が尺骨という硬組織の膨隆部であり，かっ

本神経走行中もっとも手関節運動の影響を受けやすい部

位であることを考え合わせると，この部における障害が

もっとも考えやすい.実際に自験例を検討してみると，

症状の発現様式，臨床所見から，尺骨遠位端部で手関節

運動による機械的刺激が加わって麻痔が発症したものと

思われた.

まとめ

1) )~骨神経背側校単独麻簿と忠われる症例について

報告した

2)臨床的および解剖学的検討の結果，尺骨遠位端付

近における手関節運動の影響による機械的刺激が，本症

の発症原因と思われた

文献
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Pronator syndrome 

Pronator syndrome 

岡 田 章 佐藤勤也 峯島孝 雄 森岡 茂

浅 井 亨 鳥居孝昭 斉藤明義*

J:11立における entrapmentneuropathy については多

くの報告があり，よく知られている. しかし，前腕近位

部ないしは肘関節レベルでの entrapment neuropathy 

Key words: pronator syndrome， pathogenesis 

* A. Okada， K. Sato (以J教授)，T. Minejima (講師)， S. 

Morioka (講師)， T. Asai， T. Torii， A. Saito :日本大学
整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Facu1ty of Medicine， 
Nihon University， Tokyo). 

である円同内筋症候群は比較的まれなものとされ，

Johnson， Spinner1)らの 71症例を除けば， まとまった

報告は少ない2-4)

そこで，本症の病態，診断ならびに治療法を明らかに

する目的で、自験例に検討を加え，知見を得たので報告す

る

方法

過去 5年間に治療した円田内筋症候群は 10例 11神経
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表 1.円削内筋症候群(自験例)
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症例|年令l性別|忠側 月後 x 

1 1 24 1 女 右 |美?手師

2 1 23 1女 左 |歯科学生

5 1 11 1 男 |左|学生
激 しし、マッ
ト)'11!fUJ 

Ma.抑
P

F
A
O
 

十 手術+ + + 

6 1 24 1 女 |右 |体育クラブの !反復1")内
lI}Jナ

Fpl 
Fdp 

Apb 
Op 

I ~~b i 
o'p I 

Fpl 1 + 

公的 ・ステ
ロイド局注

公的 ・ステ
ロイド局11

'iA瀞 ・ステ
ロイド局t1:
安静 ・ステ
ロイド伝m
安紗 ・ステ
ロイドJ.，ji']・

+ + + + 

7 : 34 1女 |左 |主婦 j又復|叫内 + + + + 

8 I 21 I 9J I左 |マッサージ師

+
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反

内

山
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四

川

内

屈

内

復

指

同

指

川

以
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9 I 52 I !;:. I丙似IjIスナック経常 十

10 I 32 I 1;c I右 |主婦

1戊紋

や弘 '1時快

格 快

や》料快

治 fi、

?作 熔.

料 快

4年 快

4時 快

や 〉軽快

治 総

Fpl=長母指屈筋 Fdp=深1I1J:liitii Apb=~iÎ. l:J1I1外転筋 Op=ほ111対一也筋

であった.これ らにつき発症機Jf:を合め，その州態，臨 に 1':1験例では3J，Ë例に手術を施行し，うち 2 出例は I~J 1"1 

床診断ならびに治療法について検，dし，必yltに応じて神 内筋の 1，IdJiJi川で IE中神経の絞犯が認められ. jXWi] 1で

経伝導速度のmリ;じゃ筋電図などの'，I!:気生:Bf!学的検作法も は，円阿|λj筋浅!付部後i(liより派層部へと述紡する料!*w性

行ない，そのイI川ttについても 考祭を加えた の靭帯による絞犯がUlJu'{gて‘あった(凶 1) 他の 1j，'I'似l

また治療後 6ヵ月以上経過観察した手術例 3例および は肘関II!iJ:JlJiI，時に lacertus fibrosus6
)とヒ腕筋の川でIF

保存的治療例 7WIJについて，その治療成総を追及した 中神経が川:.iuされており ，いわゆる compression neuro-

結 果 pathy7) と与えられる.

1.発症の誘因 3.臨床症状

すべてのhj例で，職業 lあるし、はiI'，'日ノ1:.爪において桁 I'l覚的には前腕. l"? 手指の修MおよびT常，手指

屈曲. Tiij)ぬI"II}、l運動の反復後に発症していることが切ら のしびれ感が大半に 1泌められた.

かである すなわち，これらの運動が，T(~iな発症の z誘閃 また，他党的にはf:J指球部皮IiIJを合む母折，ボJ行，中

と考えられ，また，一部の!lifylJでは中今のがi)J労働必の発 m.1l年に環桁の焼。IIJ'I'.分に及ぶ知覚障害が今:j，j例に存イlて

症例もあり .StaalS)の述べた occupationalneuropathy した さらに. I'JI"I内紛部やl川行球筋部の円Mi.円川内

という考え))もうなづける(表 1) 筋 i'fHで、の Tinel徴。民似性などが認、められたが， 手以竹

2.神経障害部位 杭候群でも同級な知覚障害や円川内筋部のJ1:JJyiが認めら

本自主の発j，j二には. ，誘因となる運動に加えて， )11)所的な れることもあって，鏡別の凶難な場合もある.

要因である entrapmentpomtでの階造的特性が必裂と しかしれtJL川内運動による手掌や手折への放散焔や

される.すなわち，円四内筋浅層部後回lの腿様組織，浅 しびれ感のj判強は本応に料徴的な所見といえる 一般に

指加筋中枢{JlIJの厚い 日brousarcadeおよび 1-.)凶二頭筋 知覚障害に比べて，筋)J低 1"を白覚することが少なく ，

の lacertus 日brosusの肥厚などが考えられる ちなみ 知覚障害の!践し叫l例でも goodpinchが可能な杭仔i]がほ
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図 1 症例 1.

』七中神経は阿凶l刈筋の浅!丹後而iの1M係組織に絞犯されて

いる(矢印の部位〕

表 2.合併する entrapmentneuropathy. 

症例|年 令 | 宇1: 別 穣患神経

i 24 女 腕腹神経

2 23 女 内側足底神経

6 24 女 後腔骨神経

7 34 女 後座骨神経

とんどである(閃 2) 他党的には他側 と比較した場合，

忠似IIでは長母ti1)Ii!筋や短舟指外転筋などに軽度の筋力低

下を認めることがある これらの所凡に加え，さらに興

味あることは， 木症の 10例中 4{9IJに後l座竹神経 1勾側

h:!.l.氏神経，緋政1'11
'
経などの足 ijflにおける entrapment

ncuropathyが合例したことであり 4例とも女性であ

ったことも特徴的なことといえる. kfylJ 1ではWH白神経:

のいわゆる末梢神経昨害を合併し，){1'f外側部に知覚障

害が認められた このように円I"II}、l筋j，f'候詳ではかなり

の頻度で他の末mrl1'絞降二与を介併することから，entrap-

ment neuropathy における体質的な神経の易損性が示

唆される(表 2)

4.診 断 法

~J;休j， i '状に JJII えて， )åj， 'I~の誘凶である指屈曲， 前腕回

|付l>i.彼JIj!!fYJの既作，担UA同内運動による手掌，手指のし

びれ感やJa<JlyjのWl'Jrtlおよびステロイド溶液(デキサメサ

ゾン 2mgおよび 1%)，，)所麻酔剤 0.5cc) の円囲内筋部

への}，，) 11 による Jli~状の一時的な究解によって，通常は診

断が可能である しかし知覚障害を主体とする症例にお

いては，手fH管症候l作， )淘郭出 口症候~t'rなどと症状が類

似することもあって，鑑別困難な場合も少なくない

また神経障害レベノレの診断に有効とされる神経伝塁手速

図 2

筋力低下は軽度で pinchは可能である.

表 3.円@内筋症候群の診断.

1. 症状 白覚的 IIIi腕中継部の終痛，手指のし

ぴれ感

他党的 F指の正中神経領域の知覚障

';1;:-， flJ回内筋，Iザ指球筋部圧

焔， 1斗囲内筋部での Tinel徴

{臥E弘性

2.誘因 以復する前腕国内，指屈曲迎動の既往

3.抵抗j'J!動 抵抗性]IIJ腕囲内，指屈曲巡動による

症状l将強

4. '，11気生理学的検査法 神経伝導速度1稀に異常
I所.hI.を認筋電図 l 

める

5. 診断的治療 円回内筋部へのステロイド溶液局

注による症状の一時的見解

度一の兵1活'も本症において常に証明されるわけで、はないと

される町が，今凶，著者らの経験でも健側と比t絞した場

合に，思官lIJの伝導速度にや L巡延傾向を認めることもあ

ったが， その値は正常範聞にあることが多く，災常f直を

示す ことは少なかった.これらのことが本自主の診断を一

層困難な ものとしているようである. しかし Spinner的

は最近，障害青II{立の診断法として，肘を)ITl伸しながらの

抵抗性同内運動，中指 PIPI)!I節の抵抗性屈曲運動およ

び抵抗性肘屈rth川外運動による荒状の増強はそれぞれ，

円回|付筋， 1:長指屈筋の 日brous arcadeおよび上腕二頭

筋の lacertus自brosusのレベルにおける障害を示唆す

る診断法であると報告している(表 3). 

5.治療方法と予後

治療については誘因となる指屈曲，前腕回内運動の禁

止および診断的治療法であるステロイド溶液の円同内筋
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末梢縁からの局注なとeの保存的治療ががJ栄(1'']なことが多

く，自験例では 7{JUに保存的治療を施行したが，すべて

の症例で症状の改善が確認された。通常，一[Il[の局注に

て症状の寛解が不十分な場合は，一週Il¥JI何で数[1'1の反復

)，，)注が必要と考える

このように保存的治療で十分な治療効果が得られない

か，仕事によって円発を繰り返す症例に対しては手術療

法が適応と考えられ，手術時に明らかな絞釘籾帯が認め

られたら，これを切隊する必要があるが，一般には円凹

内筋両頭IllJの鉱大除圧でよいと思われる.著者らは 3症

例に手術を施行し，それぞれ円囲内筋浅層の腿様組織，

肥厚した lacertusfibroslIsのりJ離および円凶内筋両頭

間の拡大除圧を行なった 術後平均 2年 6ヵ月経過する

が，成績は良好で治癒と考えられる.

一般に予後はおおむね良好であり，保存的治療が効果

的10)で，放散捕は早期に改善し，他の!Jj'状も湾rr次消退す

る.

まとめ

1) 10例 11神経の円同内筋!，j似Jt'(を治療し JC!，'I 

機序，診断，治療に考察を加えた.

2)指屈曲， 前腕回内運動の反復が発j，'I'，誘闘である

が entrapmentpoint での構造的特性が木!，jには，認め

られる.

3 )症状は手掌部正中神経支配領野の知覚障害，母指

球部および円団内筋の圧痛や抵抗回内運動による液状の

別強が特徴的である.

4) 4症例に他の末梢神経障害の合併があり，体質的

な神経~J.，損性が示唆された.

5 )臨床症状に加え， 円囲内筋部へのステロイド剤の

);;)注による!，巨状の一時的寛解によって診断可能なことが

多い.

6 )保存的治療が効果的だが，無効例や再発例は手術

適応、である

文献
1) Johnson， R.K. et al.: J. Hand Surg. 4: 48， 1979 
2)児島忠雄ほか整形外科 19:1146， 1968 
3) Spinner， M. et al.: Clin. Orthop. 104: 46， 1974. 
4) Morris， H.H. et al.・ J. Neuro. Neurosurg. Psych 

39: 461， 1976 

5) Staal， A.: Handbook Neuro. 7: 285， 1970 
6)森岡茂ほか関東整災誌 6:373， 1975 
7) Kopell， H.P. et al.: N. Engl. J. Med. 259: 713， 

1958. 

8) Buchthal， F. et al.: J. Neuro. Neurosurg. Psych. 37 

340， 1974. 
9) Spinner， M.: 1町uries to the Major Branches of 

Peripheral Nerves of the Forearm. Section IX: 

192， 1978. 

10)佐藤勤也 日整会誌 52:1829， 1978. 

後骨間神経麻痔について

Posterior interosseous nerve palsy 

屋 宜公

杉岡

津 111直一

宏大庭

過去 20年聞東大整形外科を受珍した挽竹村11経:麻痔は

530例である. そのうち後竹I:¥J神経麻所は 88例 17% で

あった 88例の内訳をみると9J・京IJ・挫滅行1]， 手術H寺

Key words: entrapment neuropathy， mononeuritis， pos・
terior interosseous nerve palsy 

* 1. Yagi， N. Tsuyama (教授)， A. Nagano， M. Ijichi (講

師)， H. Sugioka， H. Ohba 東京大学整形外科 (Dept.of 

Orthop. Surg.， Facalty of Medicine， University， of 

Tokyo); T. Hara (医長): :東京都立広尾病院整形外科.
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刀
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伊地知正光

徹也*

損傷など開放性損傷によるもの 26例，神経炎， entrap-

ment neuropathyなど閉鎖性損傷によるもの 62例であ

った. 閉鎖性損傷の中では神経炎によるものが 18例で

もっとも多い.

次いで骨折 ・脱臼によるもの 9例，過度の筋収納によ

るもの 7例， ganglionなど腫蕩によるもの 6例の順に

なっている(表 1) 神経炎とは誘因なく疹痛を伴い急

激に麻Wiの発!Jj'をみたものをい'>-， 肩甲帯周囲筋の筋萎

縮を伴う切らかな neuralgicamyotrophyと恩われる症



(ifl析を施行した. 症例 21128才女性で 6才の|時左機

骨頭脱臼を起こし 22年後にj削専が発生した例て、ある.

以上 2例の巡発性麻痔は， 神経が Frohseの arcade

で繋留され椀iHJiによる圧迫もしくは frictionによる

一種の entrapmentneuropathyと考えられる.このよ

うな検骨頭脱臼による遅発性麻癖の場合は神経剥離術，

検特頭切除，挽11・l'IIJi，'E'1千切術， )舵移行術など手術的治療

を要するものと考える

定型的な神経炎と忠、われる症例は 18例あった. 男8

例女 10例で特に制差はなく，発症年令は 20才から 58

才まで平均 35才で・あった 右 8例，左 10例であり利き

腕とも関係は特にない 神経の変位度は完全変性型 9

例，不完全変性型 4例であり非変性型はわずか 1例のみ

であった.神経炎のj!j;j市持続期間と麻縛発症時期との関

係は表3のごとくである，j事痛は従来いわれているよう

な短時日のものばかりでなく 2週以内の持続を示すも

のが多く，痛みが消失したと同時に麻煉が発症してい

る なかには痛みが 5ヵ月I::U守続した例もみられる 痛

みは肘関節周辺，特に Frohseの arcadeを中心として

起こり激痛を訴えたものが 5例あった.

神経炎の治療法ーは保存療法 9例， 神経剥再u術 5例，腿

移行術を行なったもの 2例である.剥離術を行なった 5

例中 2例は後にl腿移行術を加えている.症例は少ないが

8 

I I問 1221不明

平均 19才〕

不明

表 3，神経炎， j，冬痛持続期間と麻埠発生時期の関係.
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1 

終!i百発現から麻痔発生までの却j間

1週 2週

前腕骨折

肘脱臼

モンテジア'骨折

協骨頭脱臼による遅発性腕;縛

(性差 O : 5 号・ 4 '1 令 8~30才

1 

2 

l 

l 

3日

l 

2日1日

1 1 日

2 日

3 日

1 週

2 週

2ヵ月

5ヵ月

不明

末梢 神 経損 傷

察
痛
持
続
期
間

例は除外した.

また過度のfl1'j収約!とはいわゆる entrapmenlneuropa-

thyのことで何らかの動作が誘困となっており Frohse

の arcade部での神経の絞犯が原因であったとjUわれる

症例のことである.原IEI不明例は資料不足により原因の

判明しなかった例もあるが，神経炎か，過度の筋収縮か

判明しなかった例も数例含まれている

開放性損傷のうち切刺創の 15例は部分もしくは完全

断裂型で‘あるが，手術|時損傷や挫滅創のなかには有連続

性損傷もみられた.開放性損傷でありながら非変性型の

4例は前腕および肘周辺手術時の釣による圧迫などであ

る

舵移行による機能再生II体Iは焼側手私!1i!1筋が温存されて

いる点もあり成績は良好である 縫合例は 2例しかなく

成績優の 1例は 10才代の小児例である. 凶外筋入口部

より遠位では後什IHJ神経はさらに分校しており縫合は困

難な場合が少なくないが，小児例で受傷後日l時が浅けれ

ば縫合するよう努力すべきであると考える.

'n'折 ・l脱臼による症例は 9例である(表 2)， ほとん

どが 1O~20 才代であり肘関節脱臼によるもの 4 例，モ

ンテジア骨折によるもの 2例，前腕骨折によるもの 3例

であった.

骨折 ・脱臼による後骨間神経麻痔の場合は一般に有連

続性損傷がほとんどであり，たとえ完全変性担であって

も保存的治療で良好な成績が得られる.

肘関節脱臼例中 2{J1!は陳旧性の続骨頭脱臼が残存し，

遅発性に麻1専の発生をみた例である. 症例 1は24才女

性で，18才のH寺左挽什i1JU悦臼を起こし未整復のま与 6

年後に後什!日!神経の完全麻痔をきたした例で、あり ，腿!移

1 

18 I 11 I 44 I 15 

|非削除完全I ~詳 ! 小

88例.表 1 後骨開校麻1卑

1

2

2

4

0

1

4

 

1， r，/j放性主i傷

lI， [羽 ~tt邸時J

骨折 ・脱臼

圧控

過度の筋収縮

雌紛

静脈舷i

神経炎

不明

昔「
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iljl経炎による月末輝か過度の筋収縮による麻jJ)jーかの診断

li確かにむずかしく，経過や何らかの誘閃となる動作の

イI無などから判断するしかなし、が，確定診断を下すには

!凶j目するのも一つの方法である.

陸揚による麻埠は 6{yljあった.Ganglionによる圧迫 4

例，軟骨肉腫による圧迫 1例，神経鞘脆 1fflJである.完

全変性砲と不完全変性型は ganglionによるものが各 1

例ずつで他の 4例は非変性型である.j定例 3t主30才男で

左総指fitl筋の筋力低下を主訴として米院した.使骨頚~;

より発生したくるみ大の軟骨肉腫により後骨!日1校は持ち

上げられており(図 1)，脆蕩摘除術後 3週で筋力は正常

に回復した 陸揚による麻痔はすべて摘出もしくは主主出

により 6~以内に|円l復している.

1979年 11月科外耳芸

2生p

整

完全凹fdLlIJjj切

9月 1年

巻 30・号 12(臨時増1'11)

表 4.後骨開校神経炎の回復状況

2 3月

4月

5月

9月

11月

l不明 1

8月6月
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回
復
開
始
時
期

比較的まれな例として静脈癌による!上迫麻jJI'ーが l例あ

る Frohseの arcadefisti通常動的脈が笠宮なところ

であるが，我々の 1例は明らかに静脈が努張j肥大し静脈

癒を形成していたものであり ，後骨聞神経はそれにより

絞犯されていた

まとめ

1 )開放性損傷による後什|同神経麻鮮のうち，切 ・車IJ

創例で受傷後日時が浅く特に小児例では縫合を試みるべ

きである.隙!日例で断端JHj隙が大きい場合は駐~移行制;jの

ほうが社会的適応があると考える

2 )什折 ・!日t臼によるものは完全変1"Jグ胆であっても有

連続性損傷がほとんどであり保存的に経過をみてもよ

い た工し隙旧性境骨頭脱臼による遅発性麻簿の場合は

一種の entrapmentneuropathy であり手術的治療を要

する

3) i.i.:"型的発症による神経炎の場合は少なくとも 1年

は保存的に経過をみたほうがよい enlrapment neuro-

pathyと忠われる症例は神経の展開，原因除去が必要で

ある

1 

補外法による検討でも神経華IJ断体Iが有効て‘あったとは忠、

われず，予後ti病変の程度に左イiされるものと忠われ

る 保存療法により 完全回復した 8例の回復開始時期と

JnJ復終了時期を検，;，tしてみた(ぷ 4). もっとも遅い例

は IIヵ月めにやっと回復の徴候がみられ完全凶復には

2年を要している。 したがって定型的な iljl経炎の場介は

少なくとも 1午は保存的に待WJすべきであると考えてい

る

症例 3.図 1.

文献

1 )井上和郎ほか 整形外科 26:43， 1975 
2)波野均ほか・同上 29:1427， 1978 
3)烏潟泰仁ほか・災害医学 19: 885， 1976 
4)市沢清吉ほか整形外科 22・59，1971. 
5)尾川吉光ほか・向上 28: 999， 1977 
6)万納寺毅智ほか :向上 29・1734，1978. 
7)山本潔ほか.向上 27:1337， 1976. 
8)波捷ーほか・臨床整形外科 10:589， 1975 

いわゆる entrapmentneuropathy である過度の筋収

縮による後什問神経麻簿は 7例であった. 年令は 18~

60才， 平均 31才で性差はなく右 5， Jr. 2とやふ利き腕

に多い傾向がみられる.投球動作やハンドノレ回しなど何

らかの動作が誘因となっている 7例中完全変性地は 3

{YIJであった. 4 {YIJに神経華IJt緩術を行ないそのうち 3例は

Frohseの arcadeirHでの神経の絞犯がみられた した

がって変性型を示す過度の筋収縮の!a例では神経を展開

し除圧をはかったほ うがよいと忠われる.
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1 

単純な除圧術による肘部管症候群の治療

Cubital tunnel syndrome lreated with simple decompression of nerve 

38 男 中 間 型 Spont. C.T.S. 艮

34 男 t:.性型 骨折 (4才〉 可

44 男 中 間 型 骨折(6才〉 十止

37 男 中 間 型 骨折(3才〕 良

30 男 '2t性型 骨折(5才〕 良

48 女 中日ij型 肘|刻節脱臼 (42才〕 良

20 男 )1二度性型 Spont. C.T.S. i t変
35 男 Jド2t性型 尺骨有11経脱臼 阪

65 男 ~I' 変性型 変形性以It0症 弘主

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

性!須倣夫ホ

性 11行であった 年令は 20~65 才までで 30 才代がも

っとも多かった また諸家の報行のごとく!以内として

は，幼少H与の肘関節部でのrli-折によるものがー孫多かっ

た 麻抑砲は中間型がもっとも多く，非変性噌，変性型

の順であった.

症状としては，知覚障古は，尺骨骨l'経領域に鈍腕;から

脱失にいたるまで多くのものが存配したが，忠者は多く

の場合， R常生活においてはさして不使を感じていない

ことが多く，小指球， '，'1川筋，f苦指内転筋などの筋萎縮

が認められ clawhand変形が出現してから来院する

ものが多く， ，診断は比較的作必であった.

治療

治療としては諸家の報fVのごとく，原則的には診断が

つき次第，た工ちに手術的療法に踏み切るべきであると

考えているーまた多くの報告のように，!，i状山現からよ

り早期に手術した厄例のほうが成績がよいようである.

手術法

l~ 々 はヒ腕内似IJの肘関節上)J 4 ~ 5 cm より内側上類

部の11'(上を通り， Ini腕尺似IJの方向へ 6~7cm の皮切を

加えている(図 1). 次に小中t6ì'(i~で筋膜を切断して， こ

の iii~で )\~.'l" 神経を確認している さらに遠位側へ進めて

Lig. epicondylo-olec ran ium を/ffJ~ 、て， さらに 卜分に尺

側手恨!目!筋内の部分まで，筋校に注悲して剥雌する こ

のようにして pseudoneuromaを全長に渡って卜分に

decompressionし，可及的末梢側まで遊離する(凶 2)

こLでできるだけ atraumatlc に尺竹村l'経を cubital

貞光俊 二

緒言

IJ、Hsi~管kf民併に声、Iする F術法としては，結々の1Jl1ょが

発友されてきたが， 代表的なものとしては Marphy')

(1914)の皮下移動術と， Adson2) (1918)により報竹さ

れたが，いわゆる Bunnell訟として知られている筋!門

下前方移動術が行われてきた King ら3) (1959)はこ

れらを批判して尺官[Ijヒ頼の簡単な切除で，神経麻粋は1"1

復すると報告した. さらに Osbone')(1970)は単な る

ノI'.JW.的絞犯部である cllbitaltllnnelを開放するのみで，

かなりの成績が伴られると述べている このような歴火

的背j止をみると，我々は安易な前)j移動体Iを千Jなってき

たのではなし、かと考え， 少数例ではあるが， lr.なる

decompression法をねなって，良好な成績を得ているの

で報行する

症例

1977年より今日まで約 2年半の!日lに， 当科で治療を

千jなった尺骨神経腕;仰は 9例であり， うち男性 8::y" !;. 

十谷

因

飯 川

例.

原

表 1 症

J高(縛!f.u制
円令年例

図 I 我々の皮府切開.

Key words: cubital tunnel syndrorTIc， ulnar nerve palsy， 
inlernal neurolysis 

本 Y.lida， S. Sadamilll， H. Sirasu (教筏):東京女子医科大

学整形外科 (Dept. of Orlhop. Surg.， Tokyo Women's 

Medical College， Tokyo) 
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図 2.

Lig. epicondylo-olecranium を切常Itし，A!..側手綬屈筋
内まで剥離する

図 3.

¥Jlesoneurium を通して神経へlれ、る血ji

tunnclより挙 1L， 完全に tunnclより開放されてい

ること を確認する.このI時に我々は顕微鋭下で手術を千J

ない，図 3のようにいわゆる mesoneuriumより神経へ

はいる微小Ifll~~;を生田ら5) の述べるように，なるべく創

傷しないように心掛けている。 この栄長Ifll管の温存に努

めたことが，我々の手術の特徴の一つだと考えている

次に最近では1，'[例を選んで epincurillmに割をIfll符の

走行に沿って入れ，なるべく神経内を縦走する.1(11行を削

存するように， internal neurolysisを行なっている こ

の手技により decompressionはより確実となるであろ

う. こLで一度I1二Ifll有?を[解除して cpineurillm断材iか

らの:1¥lfllをも microcoagulatorを!n¥，、て顕徴鏡下で止

Ifllしている 次に我々は Lig. cpicondylo-olecranium 

を神経への血行を品げがしながら神経の下で 2~3 針縫合

して，再び神経が搬JUfこより絞犯されるのを似'j¥，、でいる

(凶 4). 

〉ぜ

ConstrIctInj.! hand 

図 4.

神経への血行を温tf.しつつ constrictingbandを神

経の下で縫合する.

表 2.M部管症候群.

骨折

脱臼

)~'i干神経生理的圧迫部位+神経脱臼

変形性関節組

1重湯 (ganglion等)

結 果

術後の if~ /ill i llには多くのものが発表されているが，我

々は今1"1， 水村田の方法をJlh、た(表 1). 症例 5のよ

うに，特に変性の進行したものでも， intcrnal neurolysis 

をうまく併用できた症例では翌日より，切らかな症状改

葬の認められるものもあり ，全例に良好な結果を得てい

る. また評価の手段として， 負荷 thermography は経

過を追うとよく臨床tí~状の改善と一致しており ， 有用 で‘

あるとの印象をもっている

考察

MliM'1'I，i:候群に対しては，多くの子術が示されている

が， 我々は Osbone，Thomsen らののように除圧術を

行なっている.この方法ーは他のブilliこ比して，次のよう

な利/.i、がある.

1 )広範囲に神経を剥離することなく，神経への血行

をiilil存できる

2)筋校を切離しない.

3)むりな前方移動のため神経が kinkingされるこ

とがない.

4)筋府 Fへ移動された場合のように，泌Wil;絞犯を起

こす危険性がない.

5) fiil定期川が短い

6 )少なくとも術部jより悲くなったuiWIJがない

今同 Osboneも述べているはうに， 我々ももっとも
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程度のひどい外反)J.Jにおいてさえ，特に神経を移動しな

ければらなかったような尺骨神経の過緊張状態は経験し

なかった

発ji~機時;については Vande叩001 ら8) や Apfelberg

ら9)の研究のように，この部は生則的にも，籾千|干によっ

て干111経が圧迫されやすいところへ什折や変形性関節自主

や，尺骨神経の)悦rlや， ganglionなどの何らかの誘肉が

千JJJIlして起こるのではないかと考えている C}<2) た

とえば水村らは， '11 折後の外反Hを~さなかった 9 fyl)に

)，;.'i')伊11経麻痔が起こったと発表しているし，我々もこの

ような数例を経験している これらの点からも，jiij)j砂

動体Iの絶対適応とは， どのような症例かはわからない

が，少なくとも安易な神経の移動術(1Kingや Seddon

のいうように同避すべきであろう

結語

今同我々は Osbone法およびその変法を行ない，よ

り atraumatlcに行なって良好なれ'i%を得ているので搬

告した.

症例を錠íJ~し口、た工レた， 関東逓信病院教形外科市l長河井

弘次先生に感謝すゐ
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遅発性尺骨神経麻癖の術後成績の検討

A Study on postoperative results of tardy ulnar palsy 

宇佐美文章

肥留川道雄

伊藤忠厚

仏:竹裕

池 谷 正 之

古谷正 h~*

辺発t'1:~骨神経附;叫に対する手術法には各種の)j w， 症例

があるが，いずれも神経幹のこうむる外傷性要因の軽減 全症例の内訳は，男性 35秒1)，f，(t'1・15例で，このうち

を円的とし，加えて，よりよい条件下に移行する方法が 両側に発刈ーした仔1)が 2fyUある

J1tj択されてきた. 私たちは現ずじまでに 50例の本1，'0こ刈 左右近はほとんと'みられず， 原lぺとしては肘官官骨折

して， ?ii.なる前方皮下あるいは筋府内移行術 23仔ij， 21 (JU Cこの'1'に 2例の内反)]、fを合む)， 変形性肘関節症

Learmonth法による筋層下移行術 27例を経験した 17例と多く， この二つの原因て‘全体の 76% を占めてい

前ブjj土下移行術や筋層内移行術では，数(JI)で はある る 特異な原|苅としては，上腕骨滑TP:形成不全によるも

が， 再発例をみたので， 1969年以降はもっぱら Lear-

month法によって手術を行なった

今川主として，本法による手術成総をintrinsicmuscles 

のInl復状態を参考として検討した

Key words: tardy ulnar palsy， cubital tunnel syndrome. 

水 F.Usami， T. lto (教綬)， M. Iketani (助教綬)， M. 
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表 2.成績
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水村，赤痢らの半IJ定基準による

の2例が含まれる(表 1). 今l旦1，検討の対象とした

Learmonth法による手術例はこれらのうちの 27例であ

る.

手術時年令は 14才から 76才で平均 32才， 発症から

手術までの期間は 1ヵ月から 6年で，大部分が 1年以内

であった.

手 術方法

前腕内側のゆるやかな弧状皮切で侵入，皮下静脈や内

側皮神経を温存して神経幹に達する.周閲組織から長IJ離

した尺骨神経を前方に移動し， このさい 1 ~ 2 本の関節

枝を切離するとともに尺側手根回筋への筋枝を release

する. 1叶内I:TI筋群を起始部の近くで切断して，剥隣した
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図 1.

神経幹をその下腿に移行する.前腕を1"1いl位に保ち筋膜

を縫合して，以 下順層縫合して手術を終る。神経幹内生

食水通過テストは全例に施行したが，神経:幹内剥離術を

行なった例は 1例もなかった

成 績

術後，疹痛， しびれ感，灼熱感などの自覚症状の改善

は一般的に速やかで，数ヵ月で原職に復する例が多い

しかし intrinsicmuscJesの回復にはかなりの時間を要

し，その改善度は当然，神経幹の損傷度によるものと考

えられるが，必ずしも手術時の肉眼的所見とは平行しな

し、

術後最短 1年， 最長 10年 4ヵ月を経過し， 直接検診

により成績を確認し得た症例は 20例で， そのうち自他

覚所見ともに著明に改善された 12症例を水村 ・赤堀ら

の判定基準の優とした(表 2).この 12症例はいずれも

個々の intrinsic muscJesまで良好な回復が得られたも

のである.

また不可の 2症例のうちの 1例は，臨床像としては遅
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発性尺骨神経麻縛と診断されたにもかLわらず，当科で

21"1，さらに他医で 21"1の手術を受け，現在，知覚運動

ともに蒋しく機能の低 Fがみられる難治例であった.

筋力の測定は MannerfeltKifa 式 mtnnslcmeterを

)円い，母JR内転筋 ・第 1背側骨間筋，小指外転筋を術前

・f，jif後で比較した 筋))の回復とともに pinch力の表

明な増大をみた.

症例 1. 卜'.0例，29才，男子

9才で l:腕'，Lj'外果廿折の既往があり ，19年後に発j，i

し発症から 1年後に手術を行なった。術後 6年 6ヵ月

のH与点では 2PD 5 mm， jN)) 53 kgですべての筋力が

良好に回復している代表的な症例である.

症例 2.0H例 58才，知子。

同側樫忠仔IJである.外傷の既往はなく，変形性肘関節

i，i'.を原因としている 症状をn:rtしてから 6ヵ月で手

術を行ない， 内令者て‘はあるが術後 5年 6ヵ月で 2PD

10mm，握力 30kgですべての筋力は良好に1"1復してい

る.

症例 3.0藤秒1]， 42才，男 f・0

外傷の既往はなく，変形性目、rl主j節肢を原因としてい

る 症状をi'l覚してから 4ヵ月で下術を行ない，術後 2

年より intrinsicmusclesのl吐復がみられはじめ，術後 3

年の現存では 2PD6mm，握力 38kg， 筋力も良好に

回復している

症例 4.0谷例 56 .-r，女子

外傷の既伎はなく，変形性肘関節症を原因としてい

る 本例の手術所見は，神経幹は 2.5cmにわた り絞

宛，狭少化がみられ，外観 t硬 く，級瓜化している所見

で，生理食品五水通過テストも不能であった 尚令者であ

るにもかLわらず，術後 7年 8ヵ月の現存，著明な筋力

の同復が得られた.

考 察

j遅発性尺';Yt'!'経腕(j~Iの手術成績は諸家により報告され

ているが，私達は Learmonlh法による筋府下移行術を

行なった 27例中， 直接検診し得た 20例について，主と

して intrinsicmuscleの改存度を中心に， その術後成

績を検討した 本手術法は火骨神経の広範UI~の剥離，移

動を余儀なくされ，また筋起始{mを全胞にわたり切断す

るとし、う侵襲度から敬遠されるきらいもあるが，このfj

法i'l体による合併j，jはなかった.外観上，::11支な変性所見

のみられる症例や， 111j令者にも本法により良好な同復を

期待し仰る 筋力の川復はもっとも早いもので 2年，遅

いもので 4年を要し，本法により ，徐々にではあるが

intrinsic musclesの川復が得られると思われる.

結 雪五
回目

1) 50例の遅発性尺骨神経跡的のうち 27例に Lear-

month訟を行なった

2) Intrinsic metc r での~H{Ijで，術 rìíj と比較して明

らかに改持がみられたものは 20仔|ド二十112例であった.

3)手術時 55才以 |のifJJ令者 4例'1'3仔IJに優の成総

を得た.
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遅発性尺骨神経麻癖の検討

Follow-up evaluation 01" operative trcatment for tardy ulnal・ palsy

f兵

η
4

qru

っ、υ
A

9

0
0

イヒ

1 

1 

1 

1 

1 

2 

:I!.¥ 
当E化な
し

3 

7 

6 

4 

2 

不満

結ー

ほとん 少し改
ど回復善

13 8 

5 12 

7 10 

12 6 

8 8 

満足 25 

北川敏夫*

後表 I 術

回全完
復

は

い

縮

カ

山

首

子

度

れ

一

陣

:

び

j

覚

1

し

筋

筋

知

的

満

桃 |崎不11彦健山以-t→ 一一片 λ¥ I"Jノ'¥. Yc.ι、

法による手術科;~について報告する.

27例の詳細11については，発j;j:より下制ijまでの期間は

11ld'Jlヵ月から妓長 13年まである. 1 { I'~渦 11 i!ilj， 1 

q以 上経過例 16例であった 予術後経過日数は最短 6

ヵ)Jの I伊u以外はすべて l年以上最長 24{r経過してい

る。平均経過年数は 6.6年である.術後

結果は表 Hこ示すように，しびれ感，知

覚障害，鷲手の改善はほ工良好と考えら

れる それに比して筋萎縮，筋力の戸|復

は少し惑いようである.満足度はほとん

どの症例で満足が得られている

~1:. ITl らりの方法，すなわちりしび

れ感， 2)筋委縮， 3)筋力のそれぞれ

の回復程度，それに 4)総合的成績の 4

項 "に基準をおいての術後成総の判定，

および赤掘ら2)の予後評価を参考にして

術後成績を 4段階に分けると ，表 2の結

果を得た.その中でも発症より手術まで

の期|聞が 1年未満のもののほうが 1年

以上経過例よりも成績はよかった.原肉

1丸山、別術後成絞は友 2に示す.

症例 1.65才，女子

ホ変形制 JHI立!節症による遊発性尺'，sl神経麻煉 本例は

;.{i尺骨神経麻1#症状発現後4ヵ月 目に手術を行なった.

尺竹神経は尺骨神経絡にて密に圧併されており，手術後

はすみやかに完治した 肘関節X線には神経袴に背]跡形

図 I

Key words: tardy ulnar palsy， subculaneous lransposi-

tion of ulnar nerve， humero-ulnar joint hypoplasia 

ネ K.Takagi (助教授)， K. Momosaki， T. Kitagawa C教授〕

熊本大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， Kumamoto 

University Medical School， Kumamoto); K. Takara (部

長)ー済生会熊本病院瞥形外科(⑨860熊本市本荘ト1-1)

li発作尺'n~ql経跡的に対する T術術式と ， その予後に

ついての検討はすでに多くの鰍T1がなされている 我々

はこれまで Marphyによって 1914年に始められたとい

われている尺'¥'J'~ql経皮下 lì íi ::!;'移動術を i 体に r術をわな

ってきたので，その結来について報竹する.また比較的

まれな原因扶迎、と考えられる 卜J防骨f，'j-'I(形成不全による

もの，海綿状1(1171:腫によるものなどに ついても幸14fiす

る.

j，f'f!ilj(主 33f!iI1. 上腕'，'1外!傾'IJ折を lーとしたIHl';jI'I']'.j)i20 

例， it形t'lJHI刻節症 71711.その他すなわち上腕'1'J-t¥↑中形

成不全， ganglion， W，'i液袋炎，海和il状1(111(:'隠，百tl'tt'IN'¥'¥

神経l悦fJ. 1守1i71jがその原因疾，むてーある 51] 23伊11. !J. 

10似1. {ド代は 20..t代 10例， 50..t代日例などであり，

両者にヒータ がある。そのうちIIIi述した尺骨神終1た卜 Ini

方移動体Iによる加療を行なったものが 27例であり，ノド
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成が認められる(図 1). 

症例 2.26才，女子.

左肘f司I~形による遅発性尺 i'J 神経麻

痔 5才のl侍左 |二l腕'1')外穎骨折の既t1，が

ある. 約 10{p"!Iijより尺'I'J神経麻癖症状

がある 左肘凶節は 350

外反肘(図 2)

である.本例は術後-11寺軽快したかにみ

えたが，術前に比しWI!ました症例であ

る この例のように外反萩明な場合には

{山の手術法も考慮することが必wーであろ

う.

症例 3.22才，男 r.
ホ肘1m変形すなわち 30。外反肘があっ

た.症状発現は約 12年前である 本例

には King法すなわち medialepicon-

dylectomyを行なった しかし術後 3年現司令c.まったく

改善が御られなかった

症例 4.56才，リj子.郵便配述夫.

ti尺fi神経麻仰を伴った上腕'IJ"滑車形成不全，発症生j'.

令43才(約 13年前〉である. /Jサ関節は 5 。 内反肘を II~

し，運動11)IJ目立 (20。ー1500
) あり. )J、tl郁X線では滑車部

の欠損がみられる(図 3) 手術時所見では 上腕骨内販

部は変形し尺骨神経は神経:滞になく liij)jに脱臼し，末

梢は尺側手桜!:I¥筋で絞めつけられた状態でZ状にくびれ

ており ，球状に肥大していた.神経量IJ隊後皮下前方移動

体Iを行なった 自覚的にはしびれ感，知覚障害のごく軽

度の改善が得られた.

症例 5.17才，女子

;{i肘部海綿状血符Jl如こよる巡発性尺骨神経麻jJi，T (関

4) 腫痢摘出後症状の改幹が得られ完治した.

考察

一般に遅発性尺'i'l'tlJl経比'f;JV，'の下総Iとしては 1))亡'I'J神

経広卜 liij}j移動術， 2)筋肘卜 liij)j移動術， 3) T. King 

表 2.術後成績

発症より手術までの期間

1年未満

1年以上

(原疾患別)

肘 部骨折

変形性関節hl:

その 他

l 催|土|土 l竺
6 I 8 I 10 I 3 

4 

2 

3 

2 

4 

4 

4 

2 

4 

6 

6 

3 

0 

3 

2 

0 

1 2 1 1 1 1 

図 2.

図 3.

ら3) による上腕'，'1 内 ~j縁の切離体Iなどが考えられる そ

して我々の採用している皮下前方移動体Iにおいては，術

後，外部からの刺激を受けやすく，単に神経J'MJjに終る

可能性が強いと指摘されている しかしながら我々の症

例'1'の長期経過例，すなわち 10年以 |経過例 8fylj中に

もこのような症例はなかった.

原因疾忠と予後との関連については蛇例が少なく断定

的なことはいえないが，変形性関節症によるものに不可

例がなく，外反変形などの月、j剖11'1折例に不可例が;{(ずl'す

ることは興味深いことである 村に外反肘の強い1，'，'例に

は他の方法を考[@、する A~，義はあろう. しかしながら諸家
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図 4.

の報告をみても， /::j題となるのは， どのような予術を採

用したとしてもこの遅発性尺骨神経琳粋!，i'fJIJ'I'には術後

不変例あるいは.L1Y/ ，I~例が存在することである。た正明ら

かなことはj，E状発現後早期に手術を うけたものほど，体I

後lぷ紙がよいものが多いということである したがって

木川一に対する治療の原則はできるだけ早期に原肉除去の

加療を行ない知覚および筋力の|司復をはかることであ

る

1:腕'同庁fIlI形成小全はきわめてまれな疾忠であり ，大

|勾ら4)の 5伊1]. 111附ら5) 松崎ら6)の例などが散凡され

るに過ぎない .j"!(々 のk例は大内らの報告仔IJと同様に尺

骨神経麻~[!Ji'状を l二 訴とし，肘関節運動制限，いl反Mを

もっていた パ'，'1'pll経麻焼の原因としては刑事形成不全

から尺骨神経料形成小企を生じ，尺'付神経!悦刊をもたら

したこと が大きなllj(凶であろうが，同H寺に本例では手術

所見からは尺Mf.rH.照筋による神経犯IHが，またー原閃

をなしていたと考えられる

まとめ

遅発i>tN竹神経麻簿に対しての皮下前方移動体jの F後

を調査して，臨床的にそれはかなり良好な成績を上げて

いることがわかった

次いで比較的まれな原岡決法、として k腕'同村ドI(形成不

全の 1f:刈を鰍行した

文献
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2)赤品d治ほか 格形外科 23:94， 1972 
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1563 

遅発性尺骨神経麻痔に対する King法の検討

Comparative studies of medial humeral epicondylectomy (King's 

method) and anterior transposition for tardy ulnar palsy 

井上久 松 元

伊沢和光

司 111内裕雄

秋丸大用車

Jj.J関節部で種々の原因により尺骨神経が徐々に障害さ った症例はいずれも 18才以上で，小児の手術例はなか

れる，いわゆる遅発性尺什神経麻痔は保存的療法がほと った.原jJ<jとしては双方とも変形治癒骨折，習慣性脱臼

んど無効であり ，また進行t'1ーであるため，できるだけ早 が多く ，その他にガングリオン，変形性関節症などもみ

J1)jの下付I療法が哨ましいということは，数多い報竹でー られた

致するところである.現住行なわれている手術療法とし 予後評価は，術前までの神経障害の程度，忠者の主観

ては， 日brous band その他明らかに}l~迫または絞犯の 的要素などが大きく関与するため容易でないが，上平の

原因となっているものを除去した後，上腕骨内側上Wlを 神経麻癖重症度の点数表のうち，電気的診断はすべての

切除する King訟と，いわゆるがl力移行法とに大別で 症例に施行していないため運動機能検査と知覚機能検査

きる. についてのみ比較してみたー その平均点は King法施

今川我々は， II{{平1149年から当院において King法を 行例では術前 3.4，術後 1.2，前方移行法施行例では術

受け， W診察の機会またはアンケートドl符を得ることの 前 4.2，術後 1.9となっており，またこれらの点数の改

できた 19例と， Ir;Jじく 11原天堂大学で iiiT方筋層下移行法 善についてみると King法施行例では 3点以上改善例が

を受けた 17例につき， 比較検討したので報告する. な 6例 (32%)， 1点以上改耗例が 13例 (68%)，改善な

お順天堂大学では，!ti例に応じ King法も行なってい しが 0例 (0%)，同じく前方移行法ではそれぞれ 6例

るが，今回は手術手以の統一および資料処J!I!を年半易にす (35%)， 10{7lj (59%)， 1例 (6%)で， 双方ともほ工

るため前方移行法施~j例のみを扱うこととした.なお扱 同程度である(表 1).また赤掘の予後評価基準で，優，

表 1. 帰~縛程度(重症度〉の分類に用いる点数表

運動機能検査
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MCV 21~41 mjsec 

I ~~~ 制1I の 2 倍まで
MCV 41 mjsec以上
MCT健側と差なし

神経原性変化明瞭

!上記の変化認めな
し、

o }，I，~、 筋長縦なし

く上平〉

Key words: medial humeral epicondylectomy， King's 
method， tardy ulnar palsy 

良，可， 不可の筈IJ合は双方ともほ工同じであり(表 2)， 

我々のアンケート調査における患者の治療効果に対する

感想についても King法施行例の評価が前方移行法施

行例のそれに劣っているということはない(表 3).さら

に患者の術後の愁訴についてみると，前方移行法施行例

のほうが圧倒的に多く，特に手術創が大きくて目立ちす

キ H.Inoue T. Matsumoto (部長):京京労災病院整形外科

(Dept. of Orthop. Surg.， Tokyo Rosai Hospital); Y. 

Yamauchi (助教皮)， K. Izawa (講師)， D. Akimaru:順

天堂大学整形外科
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表 2.予後評価基準

1979 iJ三nrJ

King法 (19)1 前方移行法(17)

正常

優 |た f し，筋カは正常になっているが，軽度の筋長絡を残すもの，寒冷 4 (21%) 4 (24%) 

l待の冷感，きわめて軽度のう"1党鈍麻を残すものを合む

良 |筋力 4以上となり変形刊さないもの

|日常生活におし、て気にならない程度の狗l党鈍麻を残すも の
10 (53%) 4 (24%) 

症状は改善しているが，claw変形，小指内転障害 Froment徴候の
可 !う ち，いく つかを残すもの 4 (21%) 8 (46%) 

日常生活において気になる稜度の知覚鈍麻を残す.

不可 |症状が術前に比し変らなしか，むしろ糊したもの 1 (5 %) 1 (6 %) 

図 1.

ぎるという訴えに関しては 9例と存明である(ぷ 4) 

次に我々の行なっている King法の手技に つ いて述

べる 腕神経叢ブロ ック下，上腕に駆1[1げ告を宅金き，肩関

節外転，肘関節軽度J:TIllll，前腕回外位にて，内側 上頼を

めぐる 6 ~ 8cm 程度のt主的切開にてはいる. 尺'丹神経

務部で同神経を綴出し，テー プをかけ，その'1-'枢側，末

梢側をよく検索して圧迫または絞犯の原肉となっている

fibrous band， 滑車上肘靭帯 ganglion，骨林その他を

切開または除去する.尺骨神経を，IJ、l~{lJ上頼切除のさい

損傷しないよう必要最小限の長さにわたり周囲より剥離

し，内側上頼直上の骨膜に割を入れ，末梢は屈筋舵，円

〈赤坊1>

表 3 手術による改善度について

l lm行King法(19)
a 法(17)

1 )非常によくなって満足し
てL、る

2)まあまあ満足し ている.

3) J.術商Iと同じ

4) liijより怒くなった.

2 (10%) ， 4 (24%) 

10 (53%) I 9 (52%) 

6 (32%) 4 (24%) 

1 (5 %) 0 (0 %) 

表 4 術後の愁訴について.

K… 前f丁法

1 )協が大きく てめだちすぎる. 1 9 

2)傷がJiiiんだりしびれたりする. 3 6 

3)手のひらを内Mにねじる，出l

げるブJがふjくなった.

4 )指をulJげるブJが弱くなった，
または完全に曲げること がで| 2 1 
きなくなった.

5)山げやl'ぱしの時に肘が痛む. 2 4 

6) H、f の ~J きが!Il\くなった . 2 

7)子術をしたプJの手が冷くなっ
3 Tこ

8)山 つ山定蜘:起こ l l 
る

9)肘がだるい. l 

|1o I 27 

川内筋腿起始部をつけたま.1.，基部まで'11'膜下に剥離す

る その後平ノミにて ~Mjj)から十分に切除し，ヤスリに

て表面を形成した後，長IJ隣した骨膜を切除聞を被叡ずる

ように縫合し，その上に尺骨神経をかえす.さらに皮内

~ I にて生食を epineurium 下に注入し，通過障害があれ
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ば，その部位の epineuriumに切IJr1，剥離を加える.肘

関節を周fFtさせ，や11経への緊張がとれたことを確認後，

tilJ閉鎖に移り，術後は肘関節軽度屈曲位にてギプスシー

ネを 1週間装着する.

なお'，'1切除のさい，末相側の奴)1徐不){，骨片の法残な

ど， Vfij後思影響を及ぼすと考えられるような因子を残さ

ないよう注立する(図 1) 

以上述べた孜々の行なっている King法には次のよう

な利点がある.

1 )皮切が小さく， 前 )j移行法の 1/2~2/3 の長さで

卜分である.

2)神経まIJ離が少なくてすみ， したがって周囲組織の

損傷が軽いため術後級痕によるw発が少なし神経への

Jftl行障害も経い.

3)筋枝，凶節校の切断は不要である

4 )手術手技は年半易であり， iiij方移行法に比べ，手術

l侍!日lも短い.

5) )，成筋腿， PJI日l内筋の筋性1;11ま た は 腿tlorrilを切断

し，]1}縫合する古ij力移行法と異り，骨膜下にこれらの起

始部を是IJ脱するのみであるため，術後の固定は 1週間程

度でよい.

まとめ

以上により ，手術効果という点に関しては症例が少な

く，また術liijの神経障害の程度が大きく術後成績を左右

するものであるから両者を比較することはできないが，

迎、者の主観を合めた術後評価において，我々の行なって

いる King法は前方移行法に比べ，決して遜色はなく，

術後の患者の愁訴については圧倒的に少ない. したがっ

て，現花本疾患に対し前方移行法がかなり施行されて

いるようであるが，外反JJサが強いため内官!IJ上!jUj切除のみ

では神経に対する緊張が十分に除去できないと忠われる

症例， 以前に何らかの手術操作が局所に加えられてい

る症例など， きわめて特殊な例を除き， 本疾忠に対し

King法を日rstchoiceとしてよいと考える

文献
1)上平丹l災害医学 11:402， 1976. 

2)赤堀治ほか :整形外科 23:94， 1972. 
3) King， T. et al.: J. Bone Joint Surg. 41-B: 51， 

1959. 

4)細川昌俊ほか.臨床整形外科 7・445，1972. 

5) Apfe1berg， D.B. et al.: Plast. Reconslr. Surg. 51 

76， 1973. 

6) McGowan， .A.J.: J. Bone Joint Surg. 32-A: 293， 
1950 

7)生田義和ほか ・災害医学 20: 447， 1977. 

頚髄損傷麻痔手の手術経験

一一母指の再建を中心として一一

Reconstructive surgery of the hand in tetraplegia due to cervical spinal cord injury 

111日 智

深谷

小泉正明 林抑切]

茂 掘内静 夫*

は じめに

'1m髄損傷者にとって日常'生活動作が自立することは望

ましいことである このため麻ji}，I手の再建術によって白

助具，ス プリントなどの使用を免れるか，数が減少する

Key words: reconstruclive surgery， telraplegic hand 

ホ S.Yamaguchi(部長)， M. Koizumi(副部長)， .T. Hayashi 

(医長)， S. Fukaya (医長)， S. Horiuchi:神奈川県総合リ

ハビリテーションセンター整形外科 (e243-01厚木市七沢
516-1 : Division of Orthop. Surg.， Kanagawa Rehabilita-

tion Center， Atsugi Cily， Kanagawa). 

ことは好ましいことである

このような 目的のため 1975年から我々が行なった頚

髄損傷麻癖手の再建手術の症例は 12例 15手である

我々は 1975年の Zancollil)の分類を用いているが，

1 A， 1I B3と呼ばないで C5A， C6B3のように呼

称している

再建術の主な症例を示す

症例 5.32才，男子

1975年 6月受{勾両手とも C6B3で手関節の掌1'f屈

は可能である.

J 



1979年 11月科タト耳5整

がミ術手

巻 30・号 12(臨時増刊〉

図 2 症例 7.

左手，術後のつまみ

表 1.

知分

1566 

1977 {f. 10月，左手に対して Lamb2)， Zancolliの方

法に準じて手術した 長検側手板仲筋を深指府筋へ，

腕挽fj筋を長母指加筋へと移行した. 対立筋形成には

Lambは僚側手根府筋を環指の浅折原筋を介して母指へ

と移行している. この症例では荷物を移動するのに続側

手根府筋を使っているので温存してほしいとのことであ

った.そこで小桁イ111筋を末梢で切断t短fな指イ中筋を筋腿

移行部で切離，それぞれを手関節掌側で端々縫合した

術後手関節背屈 10。で 4週間ギプス同定.

1978年 4月， 右手に対して長検側手扱{II I~方を深指府

筋へ移行，母J'1'iの対立筋形成には Makin法の変法をm
い腕撹骨筋を長母指屈筋へと移行した.すなわち長母折

屈筋を筋鍵移行部で切!紙停止部の方向へ引き抜いてほ

指の背{)11]L主下から手根符を通って前腕末析で先に切離し

ておいた!腕焼骨筋旋と縫合した.術後mm土掌側外転を

呈していたが，つまみが弱いので 3ヵ月後，長母指屈筋

再建術を追加した.環指の浅指屈筋腿を末梢で切断，手

8 
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図 3.症例 7.

;{i子，首I僚のつまみ.

図 1.症例 5

小さいものもつかめる.

1978年 7月， 右手に対して腕焼'局筋を長母指)記筋へ

移行.対立筋形成の目的で‘環指の浅折居筋鍵を停止部近

くで切離して手根管の末梓jへ引きH¥し， 皮下を通して

MP関節のレベノレて・長母指伸筋量tと知母指外転筋血tへ
と縫合した.固定期間は 4週である.

この症例はf，j¥i前の手指の屈曲拘紛が適度にあり，手関

節掌;背屈による tenodesiseffect により 弱し、ながらもに

ぎりが可能なので深指屈筋の再建をしなくても母折の再

建のみで術後はかなり機能的な手となっている.

症例 7.29才， 男子.

1975年8月受傷. 両手 とも C7Aで手指の伸展は可能

であるが屈曲は不能である
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根管末梢へ引き附して広下を通して叫指の末節什へと移

行した rl-'栂はl腕検骨f)Jjと縫合した 4週間凶定，術後

は横つまみ，にぎり とも良好となっている

症例 8.49才，クJ-f.

1969年 6Ji受傷. ;{ i'fはC7B，Lc:fはC8Aである

左手の長母指JIT!筋と示Jl'i傑指屈筋は効いてないので，

1977年 3月， 母指 lP1見!節回定術， 示指 DlP関節腿

1;1;，定術を行なった 術後Iリ指示指!日jて‘のつまみ 11[能とな

っている. ，司王ト 4月，右手に対してk秒IJ7と同様のブj法

で符建術を行なっている 術後のにぎりは良好である

考察

頚髄損傷者のように上H主機能障害のiFij度なものにとっ

て再建術により手の機能が少しでも改善されれば大きな

な義がある.

手術の適応 :リハビリテーションプログラムが終了し

てからで，受{刻表 l年半以上経過したものが対象とな

る.不全麻郷では産性が強いので 2年以上経過をみる必

要がある

術後の看護や訓l*が卜分できる病院でなければならな

い リハビリテーション表護に習熟した看護婦や理学療

法士，作業療法士の協力が必要である また追跡調査が

できることが望ましい.

再建手術-手術対象となるのは C5Bからである.

C5Bでは手関節の背肌はできないが腕機骨筋の筋力が

4以上あれば同筋を焼側手恨仲筋へ移行する Freehafer3l

法による子関節背屈再建の適応、がある 手関節の掌背周

による tenodesise釘ectによりつまみ，にぎりが弱L、な

がらも可能となる.Moberg4lは腕機骨筋の移行のほか，

三角筋後部線維の上腕三Wl筋への移行により肘伸展を再

~して肘を安定させ手関節-I~屈の効果をJ\'ýしている.さ

らに長母ti'iJiU筋の徒骨への腿回定によりつまみを強くし

ている 長ほ指仲筋の腿固定も追加している 3例に

Freehafer法を試みたが手関節背屈筋力は 2例に4， 1 

{9'IJは3である C6Bでは受傷後良肢位が 保たれ適度の

拘縮があると手関節等:'1~屈による tenodesis e仔ectVこよ

り ~g~ 、ながらもにぎり ， つまみともできるので母指の再

辿のみでかなり機能的な手となる. 3例に施行したが良

好である. C6B3に対する手術法は Lipscom5l，Lamb， 

Freehafer町 Zancolli，House7lらと多いが Lambの

術式は 1同の手術ですませているのでとりつきやすい.

Lambの方法は長挽側手根伸筋を深指屈筋へ，腕検

骨筋を長母指屈筋へ，機側手根屈筋を環指の浅指屈筋腿

を介して母指へ移行して対立筋形成を行なっている.こ

の方法はC7では仲筋艇が効いているので特に機能的な

手となる.

C8に対しては一般的には対立筋形成が適応となる

が，そのま Lでもかなり使えるのがC7に比べると再建

術の適応は少なくなってくる.

不全麻癖で座制:が強い場合て、も手術適応のある症例が

ある. 症例 9は第 21回日本手の外科学会で報告した症

例tl8lであるが，母折は内転拘縮を呈しその他の指は屈曲

拘縮を示している.これに対して Braun9)らが脳卒中後

片麻簿の上肢の屈山阿内拘縮に対して行なった super-

li.cialis to profundus tendon transferを応用して満足す

べき結果を得た.母指に対しては Makin法10)変法を施

行した.

症例 10，11には長続側手根伸筋を用い対立筋形成を

行ない良好な対立位が得られた. 症例 12では長母指屈

筋の産性が強かったが延長術によりつまみが可能となっ

ている.

ま とめ

以上手術的療法について述べてきたが，受傷後のリハ

ビリテーションが適切であれば， C6Bでは手関節掌背

照による tenodesiseffect により弱いながらもにぎり，

つまみも可能となっている.

このことは受傷後の適切なリハビリテ ーションが如何

に大切かということを物語っている

産性の強い症例でも症例に応じて十分に術前評価を し

て対処すれば機能的な手になり得る

文献
1) Zancolli， E.: Clin. Orthop. 112: 101， 1975. 
2) Lamb， D.W. et al.: The Hand 3・31，1971. 

3) Freehafer， A.A. et al.: J. Bone Joint Surg. 49-A: 

648. 1967. 
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5) Lipscom， P.R.: J. Bone Joint Surg. 40-A: 1071， 
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6) Freehafer， A.A.let al.: ibid. 56-A: 951， 1974. 

7) House， J.H. et al.: The J. Hand Surg. 1: 152， 
1976. 

8)山口 智ほか:整形外科 29:1654， 1978. 
9) Braun， R.M. et al.: J. Bone Joint Surg. 56-A: 466， 

1974. 
10) Makin， M.: ibid. 49-B: 458， 1967. 
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産性手に対する手術

一一第 6報 フェノールフロックに追加せる再建術一一

Reconstructive surgery on hemiplegic spastic upper limb in 

addition to phenol block in motor point 

人中田 野山元雄

産性上11互に|刻して我々は，経験例を通じもっとも重要

なことは，治療の適応(表 1)，その至IJj_主L得るゴーノレの

想定，以七に関連する治療体系の決定にあり，これに関

連し，神経ブロックは，11}三十組告したように大きな;百;ぷ

をもつものと考える.すなわちあらかじめ，我々の捉HJ1

せる系統的な運動点神経ブロックは，辿f¥-共同運動より

離脱，原始反射の抑制，その結果もたらされる運動パタ

ーンの転換を促進するものであり ，その結果新しい bio

feed backの育成に大きな役割を品i;ずるものと考える

(表 2).以とプログラムをす Lめるにあたって，筋腿の

退鮒，I主総によるf，';J:，jJ"T.の変形の改詳のために，筋腿の

切首1[，延長，移行なと.の再建祢i(;t.，その後の門前なリハ

ビリテーション対策の遂行を年半Mならしめるものと考え

る.

今同提唱せる系統的神経ブロック(表 3)川辿術を恭

盤として biofeed back形成にいたる経緯を共体的に

述べたいと思う。まず，神経ブロックを主体とせる系統

的治療体系の慨要は，低濃度(1%フ ェノーノレ総液〕を

もe川し，神経mlλJ，経皮点ブロソクを末村'i倶IJから順次IJI

1択側に施行し，そのブロックごとに運動パターンが変化

するので，I夜紛筋の評価を行なうとともに，的確に適応、

を決定し，訓練プログラムを設定する すなわちこの場

合，重要なことは，伶折内転および指川有筋の拘紛の除

去に努めるべきであり，末梢側より卜分産縮変形を除去

しないと， 1 J'枢側よりの共同運動パターンからの分離が

困難でかつ共同連合運動を誘発させることになる.なお

障害となる筋艇の頑f，';Jな退縮， j1回目，:i[形などの寛解の

Key words: phenol block due to low solution， bio feed 
back format旧民間constructivesurgery of spastic hand 

* H. Tanaka (講師)， M. Nojima (教授)，H. Uraoka:愛

緩大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， School of Me-

dicine， Ehime University， Ehime); T. Hirata (医長〉・十

全総合病院繋形外科(<ilT792愛媛県新居浜市北新町 ト5)

浦岡秀明 平田敏彦ホ

ためには，筋艇の延長，移行などを必要とする。かくし

て控紛変形の改善とともに !二述， syncrgyパターンから

の離脱に関して，介型的かつ適切な機能訓練をi1lね，述

動感覚の喚起，自j'jl踏のT与教育を行ない，そこに biofced 

backの育成に努めるべきである。 以上の具体的方式と

しては(表 4，5)， tn一段p~~ として， tR間千T筋，母指内

1!L; 1~~縮に対しては，手掌管部にて，正中， )ミ'汁神経鞘内

ブロック， さらに必要ならば， {q:折内転筋拘縮に対し

て，その起始{fj;にて切離する そして手掌1;MJ1'Jffi，舟指

外転訓練を杭みTIi:ねる.第二段階としては，共同運動パ

ターンよりの離脱効果に関しては，手関節{'J1展位にて7i1

IYoJ節と前方挙 |てすると，通常このさい，]Iij腕屈筋群のf宅

街riの寛解により屈筋優位刊が軽減する傾向を示し，Jl、I仲

良位での訂以Jil目前方挙上が森易となる このさい， }HJ対

節が屈 ~11 {立を捉ろうとすれば，腕検'iÏ'筋， 二頭腕筋運動

lXにブロァクを施し，その結果，なおこの両筋にJA，退

続iの傾向が干37明な場介には，両筋起始部での切離を実施

するが， この切離にあたっては，同じレベノレでの操作を

さけ，級品4形成，癒J7防止のために，一方を巾枢側でも

表 1.

くフェノーノレプロック療法における適応>

l. 知覚障害(ー)

2 情緒隊害(ー〕

3. Brunnstrom stage 3-6 

4. 動機づけ

5. 高令者でない

6. 歩行障害(ー〉

く非適応>

l. 歩行による影響が大

2. 視空間失認(+)

3.老人性痴呆(+)

4. 発作後 5年以上

5. 動作時に狭心症発作，不整脈のあるもの
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表 2.
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:ti'i固有筋

(Thumb in palm) 

前腕筋

( 神経プロック ) 神経筋賦活，統合を 運動パターンの
末析を基幹とし て適宜 -ーはかる適切な機能訓 一一 転換 ・活性化
皇室縮度に応じて施行 線展開

運動系フィード
上 Jr?ii ff百

(必要ならば筋舵手術追加〉 上肢盛牲の党解←ーパックの喚起，
肩甲干背筋 賦活

表 3. フェノーノレプロック実施原則.

1. フェノール溶液は低汲度 (1~1. 5%)のものを用いる目

2. Stage低高次にもか 、わらず手l関節凪Jlht玄絡があればまずそれ企除去する.

3 手掌竹内における，尺骨， IE中神経鞘プロックに合わせ屈曲支帯，長掌筋なども合わせて切離する.

4.次いで訂11';Hi筋群τ 二上腕二頭筋ニ ・前腕屈筋群を順次プロック施行する

5.上J/主共同日E動に関与する主主縮諸筋をプロックする.

6. Stage低次の場合は，むしろ原始反射，共同運動を活用して，忠、側肢可動域維持に努める

表 4.フェノーノレプロック後における追加せる

極性上肢再ill術

1 )手，手指|悶節屈曲変形

一→芭視下，正中， 尺骨神経翰内ブロック

ー→屈筋支柿，長掌筋，尺側手根腐筋切離

一一程度手関節'11'屈位にてスプリットまたはギ

プス固定

一一必要に応じ，Y:長，深指屈筋において経皮点

プPロック

ー→ただちに，イ中張訓練開始

2)他動的府関節挙上位(臥位 or坐位 or立位〉

一一→肘関節屈曲似

一一上腕二頭筋(内側，外側〉プロック

ー→大，小胸筋，広背筋プロック

う一方を末有明IJで実施するように配!昔、する 同時に回外

IA紛が残存しておれば，これも肩関節の動きに影響する

ので，そのE主総iを軽減させ，回内筋を起始部でfi.'撲とと

もに切離延長させる.第三段階に移行させるが，第二段

階における上述操刊を行なった後は約 1ヵ月近く creep-

ing exerciseを主体とし， 上肢訓練， 共同連作， 原始

反射などを抑制させ，随意運動の誘発に努め，自然な上

肢の運動に移行させて，手指，手，肘関節などの各関節

運動の分自Ilを促進させるのである この訓練法の具体方

法としては， S.T.N.R など原始反射を活用させるとよ

い.すなわち，忠者を腹|玖位とし，手掌部背屈させ，肘

関節を緩徐に伸展させ，肩甲骨は固定させる このさい

A.T.N.R. S.T.N.R. などの影響から離脱させ， この運

表 5. Thumb in palmに対する治療手技について.

母指内転盤緒 ー→ 1)正中，尺骨神経翰内プロック

一ー→ 2)長母指指屈筋プロック

一一 3)向指内転筋プロッ F

(母指内転(+))一一 4)向指内転筋切離

一一 5)母指対立位にてスプリ γ ト装

用

ー→ 6)Weil現象により確認

動を繰り返すことにより，手指，手，肘関節部における

各筋腿の圧迫，牽引させることにより，固有感覚を促進

させ，共同運動からの離脱が図られるものと考える.さ

て，第四段階にいたるが，上述IA縮筋寛解後には，肩，

肩甲骨周辺産縮筋の biofced back形成に努めるが，

こLまでで上肢は (1然な動きに近くなるが，なお広背

筋，大!陶筋の産総のため，肩関節の挙上，外転障害が認

められることがある。この場合には，これらの筋にプロ

ックを追加し退縮が者切なさいには，筋膜部に横切gfJを

加え，延長後はギプスあるいは装具にて，肩関節挙上外

転位にて悶定させておく ，最後に第五段階は坐位にて，

手指，手，肘関節を徐々に伸展させた後に，肩関節を前方

に挙上させてみる.このときに，肩甲骨が肩関節挙上す

るにつれ， co-movementするようであれば， 僧帽筋上

部，肩甲挙筋，前鋸筋などの運動点にブロックを施し， 肩

甲骨の co・movementを抑制させるようにすると，上肢

運動は全体的に自然な動きに近似したパターンとなる.

なお上述治療体系の要点を述べてみると， 1) IA縮主要

筋のブロック，その後の残存せる退縮の産性軽減順位

血且
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は，まず手等;管フロックに始まり， Illfj次，1'枢側に及び ADLの作業療法を併用させる すなわち粗大物の上

2) 各上述治療段階において，jM鮒安形に対して筋監~の 下，左右移動動作からはじまり，粗大物抱握から，徐々

切離，延長，移行を適宜併用するが，そのさい州態の的 に手指の組1¥，、ものへと移行させ，少なくとも介助手，物

確な評価を行ない，次の段階へとす与むようにする わ のnゴ迫などの使用可能まで移行させる 日)治療体系は

利三のブロックは，フェノーノレ，:;1"1ーを考慮し，退紛が要 一生涯続くわけで，上肢の涼締が寛解しても許可療を怠た

因であると判断した場合には，そこで中断する.4) プ れば再発は必主なので，ホームリハビリテーションの設

ロックにしろ筋腿jの切離，延長をねなうにしろ，住性は 定は必要で， )塁院後も日¥J制的観察と指務は必ず行なわな

適度に残存させて，特に下目立に市大な影響を与えないよ くてはならない.

うに配慮させる， 5)第二段F附f符附削?引刊11

ム設定は，このなかで一番主取hとなることを忘れてはな

らない このH、?期には creepingexerciseを反被させ，判

初は原始反射などを利用することがあっても，官事/¥する

につれ， 離脱へと移行させ， Wf; jl)i諸筋の I;~I有感覚を喚

起，促進させる第 2段階は作段階のなかで，もっともH、?

川をかけて行なうべきである.手指， r， Jjl関節の各分

隊運動が産性1三の予後， 成績を左オiするものである

6 )以上，各段階によってプログラムをす Lめていくわ

けであるが，各段断がスムースにす Lまない場介には，

またその官iT段附にもどり反覆してす Lむようにする

7)各上肢I~J~~の分断運動がある科度できれば上 11支
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脳性麻痔児の手の評価

Evaluation of the hand in cerebral palsy 

坂田↑I14教

団 1(1J. i午 IIU~J

Ji!T5 ~'I千

川 n宏 二

脳性麻w児の手の治療において，治療liijに基本的な機

能を評価することが重要である. 'I'i似神経系障害として

の脳性麻枠!兄の手の適切な評価はきわめて困難なもので

ある 伊藤，今回らの報告があり， t.'jに機能面での総介

評価の試みがなされている.近年， '1'枢神経系のI~ :1次機

Key words: cerebral palsy， sensory integration test 

* T. Sakada， S. Toh， S. Tohno (教皮)ー弘前大学整形外科
(Dept. of Orthop. Surg.， Faculty of Medicine， Hirosaki 
University， Hirosaki): M. Fuk凶 a(教皮)，K. Tanaka， 

同大学脳研リハll1ll'1; K. Kawaguchi (園長) あすなろ学
園;A. Sasaki: (園長〉さわらび園;M. Iwasaki (園長〉

日赤はまなす学園

東山f修治

佐々木淳

相|日道隆

れ 111な光茂*

能の計iIIIiの認識が I~ :1まりつ Lあるなか，手の知覚障害を

中心に，認知障害について検討し知覚，運動，認知機

能よりみた術前評価について考察を加えた

症例

1'f森県下 3施設を中心として，手に手以lili'if:i.!JUj，母m
内転変形，スワンネック変形，随意、性の低下などの手に

問題のある症例を選択し言語障害，立思疎通困難例な

ど検盆に信頼のおける症例は除外した. 年令は 6~22 

才， .lQは最低 38，最，(:j96である. 四1IlI豆性麻痔 21

仔Ij， 片的:姉 7例， アテトーゼ 18例，訂 46京例にて知

覚，認知障害，運動機能， IQ と motivalionの関連に

つき分析した。
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を示す 5"I'-Iiijに子関節Jifiilll変形に対する筋解剖f，)雌移

千J術を行なったが， J[I! IIII ;!，t }r~残存し， 日常生活での右手

の併用なく，知J:J，'t，述動， ，認知能力のiMにて手術適応、と

末精神経損傷
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結果および考察

1.知覚障害の検討

知党附~I~ としては a) 立体覚， b)二点殺別j，'t， c) 

位世j，'i:， d)触覚， e) j震動覚， f) ilnl冷党， g) mJ復
における \λ川 :1~I' IXffi)!l1定について検，/，)した 二点識日1)

党，込1:1本ユ'，i:. fiJ11}'tに附引が多く認められ，村にJ: 除 I~(':心

児に山本にiliJJLした (l<1). 46 症例 r~， 23例 (50%)に

何らかの匁1:[防1';.を認めた.これは Tachdjian41. 7%， 

Hohman 72.3%， Tizard 53.8%のW¥';があるが，アテ

トーゼなどのiJiJiJ交にか Lわる付集101の fll迫と考えられ

. 
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図 2 南カルフォノレニア感覚統合テスト .
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図 1.知覚障芹と運動機能との関辿
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2.運動障害の検討

子の機体的な運動として a)指の{中!長， b) pinch， 

c) precision grip， d) hook grip， e) power grip， 

f)随辺、性， g) ADLの総合計J何について検討し，こ

れを normal，good， fair， poor， noneの5段階に分類し

た 迎動機能と知党防害について比較検討してみると，

佐1"I HtJ~' においては運動機能良好な佐例11女II:[~"~需の程

度も低く，同広lIiJにては正比例の傾向が認められる(図

1) .アテトーゼでは全般的に女|はI障害の税肢は低く，

i!s動機能との*"凶はない

3.認知障害の検討

認夕、11テス トは種々みられるが JeanAyresのl有力ノレフ

オノレニア感覚統合テスト (SouthernCalifornia Sensory 

Integration Tcst，以ー卜 SCSITと目的を使用した.こ

のテストは感覚統合能力を評価し， 11:: 'ì;\'j~Jiからの .iltれを

発見し適切なツログラムを立案するものであり，大きく

分類すると似空!日)，運動触女IJ覚，運動感覚テストに分M

でき，税党，触覚，運動の感覚相互の統

介，すなわち1":1次の中紙機能を評価する

ものである。 代1<例を綻ぶすると (区|

2 )， 

症例 1.16才一， Fj児

アテトーゼJ('!，t辰せん，随心、1"1:の低下

を示し， 知党~'~r:'l l f- なし SCSIT にて運

動11石'r¥U交，)lli動協調性の低下をぷすが，

I'，-:j次の防:与は強くなく，振せんなどによ

る手の協調性の低 卜を示すものである

症例 2.18才，男子

ホ千 J:- ItH~i，手以!ílíJ}Ii!曲を示し J型車iJ

機能にて fair，知覚防宍としては，立件;

党， 二}，r，i， ~1'æ JJIJ 党， 触覚に障害をノJ、し，

IQ 62である SCSIT では左大脳半球

障害，視ク1'11¥)，運動触知覚に著明に低航
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確)立， 協調相テストなどの迩蝦j感覚にて

低下を示す(図 2，症例 1)， アテト ー

ゼ型のこれらの症例では失行とは区別す

べきものであり，程度の感覚運動障害を

ぶすのみである.アテトーゼ型以外には

知覚，i31動機能が良好にて，認知テスト

の低下がIJはきわめて少ない
-・ -・・• 

4， IQ， Motivationについて

Motivationについては，認知lテスト

(SCSIT)にて， 約 211与11:Jの検芥|時川が

必要であり， この検11:11与の協))態度を評

価した. これと IQ との閃主主をみると

(閃 4)poorな!，((JI]5 {yIJ'" 4例にn麻痔

児がはいり，片麻j~I忠児にては認知テス

トにでも低下を示す仔IJも多く ，術前，手術後の協力態度

について十分検討を~(する ， IQ 低値例にても協力態度

良好な j，j~{ý1J もあり，一般的に IQ 70 以上が閉ましいとい

われているが，絶対条件ではない むしろ，検脊時の対

応をみると認知テストの良好例では対応もよい傾向にあ

る

子の体iriij目、I<!rniは運動，女11党¥認知障害のイi1!!f，の検査の

みならず，筋屯BZI，神経ブロック，装:;f1.などにより総合

的な判定が必要となろう 脳性麻痩児では ' 1 '枢神経系~I'~

~I~に基づくものであり ， 手の何々の運動， 匁l党機能を評

価するのみでなく，とれらを統合するf，':j次の認知能力の

評価も市安である 手術小経験をふまえて，我々の術前

の考えを述べると，知11.1:，運動，認知附告のいずれも強

い症例は予術適応、とならない また，アテトーゼ型を除

くと点'I~例は少ないが，述動， 知覚障害が軽度でも認知防

害が強ければ，認知lにl刻する訓練を行ない認知l能力に対

する IlfJ'I'!rlJiが必要である 知能は手術に対して絶対的条

Lo¥¥'Mυderate lIigh 
grade 

• 

• Somatosensory 
x Visual perception 

Low Moderate l-ligh 
grade 

Motor performance 

図 3 認知lテストと知l党， i!lj動機能との|刈A，

100 
Correlation of 1 Q and 

psychosomatic attitudes •• -・.. 90 

80 

2' 70 

.. 
•• . 
•• ••• •••• 

60 • 
•• 

50 • ・・・・
40 

A
U
 

0
 

0
 

、，
(
 

Fair Poor 

Attitudcs on test 

図 4，IQ とテスト協力態度.

はならなかった町i例で、ある

症例 3目 9 ;，.j"，女児.

四11立産性呼Pl)i，lQ63， I付:主I刈J折行111内什勾榊"伝|去袋変:フ1形Uがみられ lat凶E引r百a

pll1閃chであるカが、1，必』左E本動r作lドJは1吋lリI能 女知11ば1党L印F阿附;:f;η1作?にて立休3党‘.'t，

二J人点、尽識別党に防符がある SCS剖ITにては』悦見空間p以附;Jf吋守告:が

5詑認宮忍、められるが，運動制改[11.1:，運動感覚にて比較的低下を

示さず，副了使用にて経過もよく ，t>l.:e.II¥J障害に対する

作業療法を処方するとともに手術考!台、'1'である.

認知テストにおいて，正常児と比較すると全般的に脳

性麻沖児では遅れる傾向にある.

運動，知覚障害との関連についてみると，認知テスト

における， 運動触知覚， 運動感覚の低下症例では， 知

覚， 運動機能のFF711 も r~:j度である例が多い. 視空n\j~i~筈

では全般的に返れを示し，症例lにより異なり，知党，運一

動機能とは強い-l'1I1)';jは認めない(凶 3) アテトーゼ，

または失調様辺政jのみられる抗例にては運動}'t.迎動正

件ではないと考える.

まとめ

1 )脳性麻痩児 461，E{Yljに匁l党， 運動機能， 認知能力

についての評価を行なうとともに IQ と motivationに

ついての検討を行なった

2)知覚障害は立体覚，二点識別覚にて薪切にて，何

らかの知覚障害を示す症例は 50%である

3)産性麻姉児にて，知覚，運動障害の例々の障害の

強さは比例する

4)長[I:R;，述動障害の広範聞の症例は，認女[1テストに

でも低仰を示し，失行，失認、が存在する場合もある.

5) motivationは IQ と相関はなく ， 認知障害例に

低下する傾向にある.



末檎神経損傷 1573 

6)手の知覚， JA動機能の評価のみならず，向次中枢

の障害を知り，体iliiiの訓練プランを立案しこれに対処

することも重要である.

文 献

1)伊藤鉄夫ほか ・整形外科 21: 952， 1970. 

2)今回 拓ほか.総合リハビリテーγ ョン 5・407，1977 

3)津下館哉手の外科の実際， 南江堂， 東京， 第5版，
673頁， 1974. 

4) Tachdjian， M.O. et al・J.Bone Joint Surg. 40-A: 

85. 1958. 

肘関節は冷遇されてし、るか

昨今の研究会ばやりは学問の分化，専門化の現れで

ある.この傾向に批判的なな見がある反而，学問が深

く追求され，それなりの功献を果していることも事実

である

1:11立に限っていえば， 日本Tの外科学会という大規

棋な学会があり，それに肩関節研究会がある。その他

|づ伎の疾忠、がかなり関与している研究会としてマイク

ロサーシャリー研究会かあり，手の先天奇形研究会も

近い将米旗 Lげしそうな気配である.

これらの学会，研究会は全画的な規模のものである

が，それぞれの地方やブロックごとにもたれている研

究会を加えれば，その数は膨大なものになろう.

北大保健センター教授の石井清一先生と，そのうち

「親指の研究会」なんかができるかも知れませんねと

はあるが，上肢の中央に位置する)j.J凶節の研究会はな

L、

肘関節が711や子と比'Ii交して解剖学的にことさら l[i.純

とは思えない.また機能的な役割りでも)j.J関節が7I!や

手よりも劣っているわけでもない. J.I伎の機能が全廃

した腕神経波麻痩などでは，むしろまっ先に肘のF:H

1111運動をどのように再建するかに我々は心を砕いてさ

えいる.さらにJH関節の疾忠の種類や数が，肩や手の

それよりも少なくないことは円常の診療で経験してい

る

しかし一方では，外傷，結抜， リウマチなどが原因

でJHが 90。ぐらいの角度で強医した人が，さしたる不

便も訴えずに白山に上肢を使用しているのをしばしば

見聞きする.動かなくなった!日IYI節が肩，手，指の運

冗談を時々いっているが，これが冗談に終らなくなる 動にいかに大きな助けをかりているかの証拠である.

かも知れない. 肘関節はもちろん独立した関節であり，同H寺に独立

つい先日，札幌で|泊f1j・された先天災市学会に慶応大 した機能を持っている しかしこの!Y;I節だけを取り /1:¥

学の内西兼一郎先生が出府されお会いする機会があっ して上肢の機能を議論することはできない 肘関節は

た.一晩お酒をくみ交して楽しく過ごさせていた工い 肩，手，指の運動の支えがあって存ず1:し，逆にJHIY:I節

iた このH寺内四先生が「先生は肘関節研究会を作ると は上肢の中央にあって，肩，手，折に力を伝える役JI

いう話しをしていたが，まだですか」と質問された. として存イl'していると思う 今，研究会を作って}jJj長l

; 僕は肘関節研究会を作りたいなどと思ったこともない 節がし、かなるものかが解明されたとしても，学問とし j 

し，もちろんひとにいったおぼえもない. I付西先生が てそれがいかほどの意義があるのかを整形外科医は悩 j 

何か誤解されておっしゃったものと思うが，僕はすか むと思う

j さず「第 1回の会長は内西先生にお願いしますよ」と ; 

冗談まじりにいった 考えてみれば，肩と手の研究会 (北海道大学捻形外科 三浪三千男)

臥i
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<IV.鍵 損 傷>

長母指}fI{筋腿皮下断裂の 2例

Two cases of thc subcutaneous rupture of the白exorpolIicis longus tendon 

柑j因不11J( I~':j れ 111';夫 11'野 清 剛 佐藤功

i山村{也 一 松宮是哲 北 尾]1(，* 

JHJJ旨周筋血tの皮下断裂はf.fliな扶窓、て‘あり ，内外の報

告例を調べてみても 30数例をかぞえるにすぎない. 今

同我々は断裂形式の異る 2例の長舟指!:tl筋l従の皮下断裂

を経験したので，若干の考然を加えて報f11する.

症例 1， 27才，男子.

昭和 52イ1'.10刀 511トラ ;1 !l運転'1'，1，んにおち;{i子を

ダッシュボートとハント)レの1M]にはさみ'}関節の背加を

強制された.某医にて'1'1"折を指摘され徒手整復ののちギ

プス同定を受けた， 6)hJj後ギプスを除去したが，手学に

しびれ感があり母指 1P関節の屈1111がで‘きないため 12

月 6n当科を受診した.

初診時所見 :手r>tlD1jはし、わゆるフォーク様変形を 'I}し

(図 1)， 一見 Colles什折をjg、わせたが掌棟Mに骨性の

隆起をふれ，手全体はI'~尺側に転位していた.手関節可

動械は1~屈 30
0

， 等:!:r!30
0

， 同 I)~ 00，国外 300

て・あった.

の指末節の白動H!IIIIのみが不能であり，他指の運動は特

に防干与を認めなかった 正1'1'神経の支配領域に知覚鈍麻

があり，母指球筋に軽度の萎縮を認めた

X線所見 :前後像では，関節而にか Lる続"'J・末端の'1'1'

折があり ， 末梢什j十を含めた末柄、~!I)は尺側に転位してい

た(図 2). しかし側面像でみると手根'11'は1~~!IJに脱臼

し，椀骨末約'í~j 片との nnでも転位がみられた.榛尺関節

でも機骨に対し尺骨は掌側へ転位していた(図 2)， 

右手関節!日t日'ij-折変形治癒と診断し，それによる正中

神経麻14f，長舟指屈筋腿断裂に対しIIf1和 53年 1月19日

手術を施行した.

Key words: fracture dislocatiol1 of the wrist joint， 
Kienb凸ck diseasc， tCl1don transfcr with the palmaris 

longus tendon 

* K， Kushida， H， Takazawa (郎j乏)，S， l¥'akano， L Sato， 
K， Takamura， K， Matsumiya， S， Kitao・隙浜市立港湾

病院教形外科 (@l231償浜市小 l元新 111下 3-2-3，Dept. of 

Orthop. Surg" Yokohama City Kowan Hospital， Yoko・
hama)， 

図 1，症例U1. 

フォ ーク様変形を塁す.

図 2，症例 1.手関節脱白骨折 (術前〉
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図 3.京例U2. 

JJ:f}¥'i"iと杭骨の11刊に遊離骨片がみられる.

手術所見 .1;手:~lIJに隆起した竹は尺'行であり ，この i白」ー

をIF.'I中l'経が走っており，ーi';jlg'i'jと癒着し刻1]くくびれ

ていた これを)，'，JV!jよりはかし神経最IJ灘体Iを行なった.

波深折屈筋腿は尺什の突出により走行がかわり，尺骨の

尺~llJを江戸lするように走っていた 長母指川筋出~は筋腿

移行(;ilて、断裂し， JM佐川ijはヒモ状に紺lくなり)...;，'I'l':1く端に

癒J斤しており，近{、〉端はそれより 'I'lliで同様に尺竹に癒

新していた

端々縫介は不可能であったので，長等;筋融~の拠移行術

を試みた また掌側に突出した尺'I'J末端はノミで落し

た 術後 3週間副子[，';1:どを行なった 術後半年で逆転手

の{J>J干に彼州し， {~ï後 1 {下では手学のしびれ感は続快

し，母指 lP 関節は 0~40。の 白 ílVJffrilHIが得られた.手

図 4 症例 2，

l雌断裂部に一致して遊縦'円片がみられる

関節の'l'i'JIi:30
0

，掌厄!20
0

，囲内 0
0

， 1"1外 30。であり ， 図 5，j，'I'例 2，摘11¥した遊離'Ii'片.

ハンドノレをII'Iす時にや;.@みがあるが，それ以外に特に

1575 

愁訴はなかった. 濃淡像がみられた cl百13)， ~lIJi(! i 像て、は， 悦'円・己主側末端

症例 2，51.-t， !;..下 に'fj-の突11¥がみられた

II{{和 52"f 12月 31R;;(i手を打撲したが， Hi])脹広州軽 長舟JR同筋鍵断斜と診断し II{{利 53{ド 11月2811.予術

皮のため放tnした IIR和 53ifo 6月ごろより::Ii手関節に を施行 した.

1客摘出現し，その程度は徐々に年i強した 10月29日某 手術所見 :長母指屈筋腿の遠位断封;Jはl叫白球筋の下で

医で修痛苦sに11:射をうけたところ，翌朝より付指 IP際l 癒着しており，近位断端は手関節のや L近位に一日11細川、

節の照rlllができなくなった. :IIHi'r某医を受診したとこ ひも状となって癒新していた榛骨末端卒。lIJに突H¥した

ろ， Eijの断裂を指摘され当科を紹介された.日正往広とし 小'II'をふれ， 多少の可動刊があり x線所見の小"fi'J:-と

ては昭和 39年五手の Kienbock州て、手術したとのこと 思われる像に一致していた 関節包を横切すると 10x 

だが，その詳細は不明である 7mmの遊離'i'l'J:-を摘11:¥できた(区14，5) 端々縫合は

初診時所見 :右付指 IP関節のJ'J!!'YJ屈曲は不能である 不可能であったため長掌iI1i艇にて遊離脱移植を行なつ

が，他指の運動は正常で知覚呉7itも認められなかった. た

手関節nJ動域は背照 35
0

，掌屈 20
0
と制限されていた 術後疹痛はまったく消失したが，癒薪のせいか十分な

X線所見 :前後像で刀状骨と椀'1'1の聞に遊離骨片を思 母指 IP関節の}:I:IIIIが得られず，昭和 54年 3月29日鍵

わせる像が認められ，月状骨の輪車[1は凹凸不整で一部に 長IJ離術を追加した.術後 5週でほ指 IP関節の向動屈rlll
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は 0~1 0 0 であるが， 指先に力がはいるようになり職場

に復似した

考察

長}:上J行111:筋腿の皮下断裂は，長}:):j行{II'筋肢の)J<:下断裂

に比べはるかに少なく ，1932年 Colles1l折後の辺発性

断裂を縦約した McMaster1) の)，'1'例をはじめとして，わ

ずか 30数例にすぎない. 断裂の原肉についてみると，

過イ11'
以によるもの 5例，択tAに抗して111:1111したもの 5

例，Colles竹折によるもの 5例，f(l達外)Jによるもの 3

例，化l民性舵鞘炎 1例 Kienbock病 1例などである

今同経験した 2例につきその断裂形式について考察を

加える

McMaster2) 1 i 1正常な)此がJliHI'版といった介i主性の外

プJによって切れる部位として起始部，十戸IU(i¥，筋腹部，

筋胞移行部をあげているが，また居:)I)JI凶院rr裂に関する

Boyesらむの鰍fifによれば過仲展による断裂の 87%が竹，

JI二部で、あった

症例 1afl見l節脱fI'I'J折により断裂を起こしたもの

で，その断裂部位は介i主t~ の外力の~;~;}，lょの一つである筋

腿移行部であった， McMaster，長野ペ川村らめの Colles

骨折後の辺発性断裂とは異り鍵の貯粍をもたらす'1'J'.Jfr端

が~l?nUJになく，さらにギプス除去後すでに IP関節の!'I

動1:1¥1111がみられなかったことから， '~m什折泊、起こった

さい，判長lill'íが í' Ttf~llI:位を強制され胞の過{II '以が起こり

発生したものと考えられる.

)，'1'伊112は手術所凡で徒骨末端の遊離村'J¥ーが''jl;{J!l1に隆起

しており，この;加で腿が断裂し断)i;ftiはササラ状となっ

て尺竹に癒来しており，続骨末端骨折後における長母桁

仲筋の皮下断裂と断裂形式は類似していた またステロ

イドの局t主を行なった翌日に断裂しているが，ステロイ

ドの局注による脱皮下断裂の報告もあり 6) そのr.;¥t主が

隣粍し!施刻化していた)院を急激に断裂させたのではない

かと思われる

Folmarりは腕'，'1末端の外'1'1腫により艇が磨耗し，1'd辻

指!凪筋腿の断裂を起こした症例を報告しており， !，i'fy1J 2 

と類似の断裂形式と思われる また川一仔IJ2は 15~JÌÍTに

Kienbock病にて手術しており x紋所見でも月状'IJに

異常所見がJ~lt\ された Jamesめは 9年の病歴の Kien-

bock (rJjのため月状'，'1が数個の小什)↑ーとなり， その隣粍

により長fH行屈放i匝nJ文卜断裂を起こした症例を鰍fhーした

が，我々の航例では悦'，']末端の遊離骨片がし、かなる機序

で発:1ーしたか不明であるが Kienb凸ck病がなんらかの

形で関与している可能性もあると思われた.

以上枚々 は手|見Jil'iJのl悦円骨折に{、ドう長母桁)11:筋腿断裂

と，続竹末端の遊胤f~ 'I'J)十による長母指原筋腿断裂の 2 伊'IJ

を付ifVし，その断裂j彰式に侠iし若干の考察をJ)IIえた
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屈筋腿皮下断裂例の検討

Rupture of long flexor tendons 

ー←ーA report of six cases and a review of literatures一一一

仏ぅ!保利雄

越智浩一

古屋光太郎

i捜部館

長谷川幹

荒井孝和

石 突 正 文

11-1村正徳

!こ11辺研すホ

読者 -子
日

1891年， Von Zander の最初の報特以来， 屈筋腿l文

下断裂は比較的まれな疾患とされてきたが，近年にいた

り Boy白川 Carrollめ らの多数例の報告をみ， また本

邦鰍flI例も 30 仔|均~A道え， 現イ1:て町工診断， 治療上等閑悦

できない entity となっている

最近我々は，泌折J:H筋腿皮ド断裂の 5例，および長件

t:1!:1¥筋l虻皮下断裂の 1例を経験したので，この小経験を

まとめるとともに，入手可能な内外の文献を渉猟，検討

したので報告する.

1. 自験例 (表 1) 

男子 3仰J， 女子 3ψIJであり， 壬|令は 3才から 46才に

及ぶ拡i似桁は母J行11JIJ，示指 2例，環ti11例，小指 2

例であり， '1'指には認められなかった 断裂部は胤'十hlて

部での 1{ylJ，および小切1(~ Iミ手術仔11)の 1 例を除き，他

は)陀i'l体の断裂である 治療法は， 1"1別，職業，断裂1(11

1¥/:， 米院までの WJIi¥1などを考慮し， )腿liii進術， 直~移千 l

術，J鮭あるいは関節約|定術を施行した

ここで症例 2を供覧する.

症例 2.3才，女児.

主訴 干i;;J ~桁 DIP 関節過{Jj I }L1i .

現病歴 2才ごろからはっきりとした外傷の既往な

く，ホ示指 DIP!xliii'iが過{III燥し， (1動屈曲ができなく

なった 1才半ごろのスナップ写真では，:11示指 DIP

関節が知山しているのが認められる

Key words: fiexor tendon ruplure， fiexor superficialis 

advancement， tendon 

水 T.Sato， Y. Isobc (助教授)， M. Ishizuki， K目 Ochi，M 

Hasegawa， M. Nakamura， K. Furuya (教授):東京医科歯

科大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Tokyo Medical 

and Dental University， Tokyo); T. Arai (医長):癌研附

属病院整形外科(.w170~島区上池袋 1 -37- 1 ) ; K. Tanabe: 

同愛記念、病院整形外科(⑤130墨田区横綱 2-1-11)

局所所見 (図 1): Ai示指 DIP関節は WO]伯仲展{立を

とり ，さらに 25
0

まで自動仲展可能でトあるが，加IJI1はま

ったく不能である. 他動的にはイ111展 45
0

，照111，85。まで

可能である PIP関節n勤可動域は，健{J!IJとほ工同様で

あった

手術所見 (以12):右示折深指屈筋融~は， 停止部より

浅指屈n方阪fChiasma 1付へと連続してはいり込んでいる

のが認められたが，中枢に1('けにしたがって細くなって

いる.手掌f{1Iを展開すると ，)駐は虫様筋起始部のや L末

柏、で断裂しており，断端は浅J行f:l:筋艇に徳行していた

こLで、腿移植体Iを両したが， i集折原筋筋の excursionが

少ないこと，移~I[腿に予定した長掌筋腿があまりに細す

ぎたことなどから断念し，il ~1行浅指屈筋量~を "J及的遠位

で切向性後，コ1ミ節'，Jまで前進，縫ぶした

術後経過 (図 3):術後 2年の現在， DIP 1長Ii前自動可

動域は，仲良 0
0

，):1¥1出30
0

，PIP関節は仲展 15
0

，屈曲

110
0

であり ，忠者はよく示-111を使mし，日常牛耳I;にも不

自由を感じていない.

2 文獄例 (図 4)

損傷指 :記載の明確なもののうち，強大な外力による

多数駐tt断裂，および著切!な竹変化あるいは全身性疾迎、に

よる多数肱f断裂例を除いた損傷桁は 182-1行となり， I)~訳

は環指 73(40%)，以下小指 35，母指 32，'1'折 27，示指

15で， JJ;U行に多発する傾向がうかrえる.

断裂部位 :記載の明確な 149{ylj中，停止部 116例 (78

%)， 腿n体 30例 (20%)， 筋腿移行部 3{YI) (2 %)と

なるが，各指における停止;"(11断裂の比率は， J);~指 98%，

以下中指 90%， 小指 70%， 母指 60%， 示折 33%とな

り，指により断裂部位に差がみられる.

考察

白験例中，手術時年令 3才の女児例は，調査し得た範

開では最年少例であり，他の年少例としては江)11めらの
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表 1.

例 司 令 ヤ1 損傷:f¥1 1断 裂部

1. ザJ:OiiliO 30 8 右小指 不明

2. 湯01;0 3 9 右ヨミJH 守三 本

3 大C愛C 46 g 右1'}::f¥1 手当主

4 坂O 武 44 8 左語、JH 手 当~

5 中O毛主 46 ♀ イif荒J¥1 腿他JI二部

6. 菅Of交の 30 色 /，小指 r ぷ

図 1.

イ，;)、指 DJP関節I.t.;凶'1'映してL、ゐ

a.術中所見 b.浅1lJJiTI筋肌の advanccment.

図 2.

5 才 f~'i 1行断裂例 Carroll らの 7 才ぷ桁断裂例がある .

本仔IJを含む年少例はみるべき外似慌がないことにより，

ごく軽微な外力でも断裂するようななんらかの術的変化

が舵に存存ーしていたと考えられるが， 折1' ð!Uの j~Jiを :+: ない

原 困
米院ま で YA 療
の期間

腕相撲 1ヵ月 放置

不詳 1 "1 腿!IIT Jfu 
CJ、:tl'lFDS) 

雨戸合閉めようとして 10ヵ月 総移行
(球指 FDS)

ハンマーで左示指 MP 3ヵ月 関節回4:'
関節部イゼ打つ

服ゾ)T_ リに引っかか23 2 迎 阪t liii 進
Cl~H行 FDP)

llilにλ‘らさがる 1 11 縫い|定

図 3.

i~riを 2 ' 1'. ， イ l ノI刊行の機能iHH{でおゐ .

!ilfl:;ii'i (ロ1-182m， l村r~~ìmf\'j

.-)0・ ---_.ーー一一ー一一・ーーー一一一ーー

iXfJ() 

図 4.

文献例では日l， 環指停止fis断裂が多数みられた 球

桁に多いllil. 山 としては，政11行の独立11j 1 }Jk~:が恋く ， 突然

の運動方向の転換に対応、できないためであろうとする:;v，:

者が多いがり，最近 Manskeは，脆停止官sの引っ張り".式
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験で，環指停止部が{也指よりも脆弱であったという興味

深い報告をしている.

また停止r;jl断裂が，独立イ中股1''1の悪い折(たとえば環

J旨〉に多く，良好な指 (たとえば示指〕に少ない傾向が

みられたが，この評価はむずかしく，今後の検討にまち

Tこし¥

まとめ

1 )最年少手術症例と!心われる 3才女児例を含む 6

例のじI!験例を報作した 本例には浅指liH筋艇の前進術を

行ない，良好な結果を得た.

2)文献では，広i指断裂伊11が多く認められた

1579 

3) JJf!j行で:'f:土停止部，示指では隣自体の断裂が多い傾

向がみられた.
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Zone 1における陳旧性屈筋!躍断裂症例

The cases of the old flexor tendon rupture in zone 1 

れJ - HIS 藤 間 芹 也

Zone 1における屈筋!即断裂の子術成績は，新鮮例に

ついては有効な可動域を得ているものが多いが，陳旧例

では必ずしも満足すべき結果を得ていない印象がある.

そこで枚々が昭和 43年以米治療した， 示指から小指ま

での zone1における隙1111''1府筋腿断裂症例の術後成績

を検討したのて、幸Hiltする.

症例

検討の対象としたのは男 13例，女 3伊11の 16例で，こ

のうち多数指同時損傷例は 3例で， 損傷指は 20指であ

る.受傷H寺年令は午後 11 ヵ 月 ~ 2 才まで 3 指， 1O~19 

才 3指，20~29 才 8 指， 30~39 才 4 tFl， 40~49 才 1 指，

50~59 才 1 指 である 受傷似因は clean-cut 15指，

clean-cut でないもの 5指。 j行il!l経断裂を合併したもの

6指であるが，浅指}:1¥筋舵，深JH屈筋艇の|百j時断裂例は

なかった.受傷からT術までの期間は 9 日 ~ 3 週までの

もの 8 指 3 ヵ月~ 1{1ご までのもの 12m 術後経過観

察期間は 2， 5 ヵ月~ 1 イド， 平均 6 ， 6 ヵ月である

Key words: old f1exor tendon rupture， zonc 1 

* 1. Oka， S. Fujita (講師)， M， Kiryu， H. Ueno・東北大学

長田]分院形成外科 (Divisionof Plast， and ReconstL Surg" 

Nagamachi Branch Hospila1， Tohoku Universily， Sendai)， 

桐 生辿介 卜‘野治 彦*

手 術法

!舵前進術が 10指ともっとも多く， 次いで縫縫合体Iが

5 j'行，遊離i雌移植術は 11旨であるが， この他にdynamic

tenodesis的効果を狙って， 浅指屈筋腿付清の一方を中

l'ii'i'けからはずして，深m屈筋鍵の末柏、断裂と縫合したも

の(以後，浅tFl照筋臆縫合術という〉が 4折あった.

結果

これらの症例を全体としてみると， 約 2/3の 13指で

は， DIP関節に少なくとも 20
0

以上の自動周イ'11の運動

60白

。 . DlP関節i，:，動運動域20。以上
o DIP関節 1'1動運動域20。以下

50 
不可 。。
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図1. 関節運動域と成績(全症{71J)
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範囲を有し，総合関節運動域 180。以上，

伸展制限 30。以下で，優または良の成績

を獲得した(図 1).残りの 1/3の 7指で

は， DJP関節の自動厄!{Ipの運動減も 0

ないし 18。で， PIP， DIP関節に合計 6'

から 62'のイIfJ展制限を残し，総合関節運

動域も 180'以下で可または不可の成績

にと工まった.症例全体の成績は優 8指，

良5指，可 1指，不可 6指であった.

これを手術法別にみると，まず挺前進

f，j;jで‘あるが， この方法は 10指に用いら

れた.これらのうち 6指では伸展制限も

ほとんどなく， DlP関節に 25'ないし

70。の自動運動域を獲得し， 総合関節運

動域も 200。以上であり， 優 51行， 良 1指の成績であっ

た(肉 2).残 りの 4指では，屈曲機能は良好だが PIP，

DIP 1*1節に合計 50。ないし 60。の伸展制限を残し， DIP 

関節の自動運動域が 20。以下で，総合関節運動域も 170。

以下と不可の成績て、あった(図 3). 舵'Iiij巡術の!ぷ絞は

優 5指，良1m，不可 4指であった.

腿縫合術は比較的中枢部での断裂に用いられ，この方

法で手術したのは 5指である.そのうち DIP関節の自

動運動域 25'以上で， 総合関節運動域も 200。以上のも

のは 2指であるが， このうちの 1指の PIP，DlP関節

に合計 30'の伸展祐11限を残した(図 4).残りの 3指では

DIP関節の白動運動域が 18'以下で，そのうち 2指では

DIPの自動可動性がなかった. また， これらの 3指"11

2指の PIP関節に 20'ないし 25'の伸展制限を残した

(閃 5). DIP関節に可動性のない 1指に， 後に~剥断(

f，，，jを:fi・ない， f中以;1，11限も なく ，200。以上の総合関節運動

域と， DIP関節に 40。の IJ動可動性を獲得した〔図 5). 

腿縫合術の成献は優 Hl1，良 1指， TIJ 1指，不可 2mで

あった しかし，成績可以下のものでも， DIP関節の

1580 巻 30・号 12(臨時増干11) 整形外科

Dlp i--J i-一一-2 t-JQ 
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図 2.腿前進術の関節運動域(その 1) 
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図 3.鍵前進術の関節巡動域(その 2). 
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図 4.，蛇縫合術の関節運動域 (その 1). 

良好な鍵性固定の役円を果た していた

遊離腿移植術は lt行のみに行なL、，PIP関節に 10'の

伸展;I，IJ限を残したが，DIP関節に 20'の臼動運動域を

一一 |陸予11縦後

5 23 
DlP 

8o194 

TROM 総介関節J運動域

図 5 鍵縫合術の関節運動域(その 2). 

有し， 総合関節運動域も 202。で Jミの

成績を獲得した

以上の方法のほかに zone1の比較的

中似部の高さでの屈筋腿断裂のうち，深

指111¥筋鍵の短縮の強い 4指に対し，当初

から dynamictenodesis的効果を期待し

て，浅指屈筋腿縫合体Iを試みたが，有効

な動きを期待したわけではなかったが，
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結果的に，この手術を行なったすべての指で DIP関節

の自動運動域 20
0

以上で，総合関節運動域も 18
0

以上 DIP 
-20 40 5 25 

DIP 

で，そのうちの 1折では DIP関節に 76。という良好な

n動運動威を有し(閃 6)， 優 2m， 良2指と予想以上

の好成絞を獲得した.

考察

複数指同時損傷 3例のうちの 2例に腿前進術を 1例

に健前進術と浅指屈M'j血t縫合術を行なったが，成績不可

は 1{1Uのみで，他の 2伊jて、は優の成ti'tを獲得しており，

複数指同H与損傷が，必ずしも成績不良の原肉とはなって

おらず，この成績不可の例では手術の前後に統L、た手の

浮腫が，成絞不良の原因と考えられた.

神経損傷を合併した 6指中 4指が成絞可以下であっ

たが，このうち成績不可の 3指は前述の手術の前 ・後に

浮腫の続いた復数指向日寺損傷例であり，他の H行は受傷

部に搬痕のあったものであった. 11i.に神経損傷を合併し

た 2指の成績は優であり ，ti'i神経1.l-l傷合併そのものが成

絞不良の原因となっていない.

受{努部の皮応または皮下組織に級痕のあった例では，

いずれの手術術式でも優の成績をMたものはなく，受傷

fjilに級品ミのある例の!!X紅1はや L劣っていた.

Zone 1 の比較的'I'~括部で断裂が起こり， 深J行凪筋艇

の短縮が強L、例に，当初rydynamic tenodesis的効果を期

o 20 
DIP ~一一、 DIP 

PIP I TROM 206 "'i92 PIP 

MP -f. 294 MP 
o 30 60 鋭)

T…1% 
伸展←→ }:I¥IIII

TROM 総合|刻印j運動妓

図 6.浅指屈紡腿縫合術の関節運動域

待してi試みた，我々の浅桁屈筋腿縫介術では，すべての

指で DIP関節の(J動運動域 20
0
以 上と，我々の予泡!以

上の良好な結果をfftた この刀法は，子術手技も倒Iji.で

あり zone1の比較的小松却での深指町筋腿断裂では

試みてもよいのではないかと考えられる

文 献

1 )高沢晴夫ほか'整形外科 20: 1441， 1969. 

2)木野義武ほか :同上 28・1419，1977. 

Zone 1での腿損傷に対する浅指屈筋!胞の前進法

Sublimis tendon advancement for treatment of zone 1 tendon damage 

津 下 位哉 村 上 恒二 高橋 秀 裕 '1' 111雅弘ホ

Zone 1の部で深折屈筋脱が損傷された場介，新鮮例 法などが考慮される.しかしこれらのいずれもが実施し

では腿縫合とか advance法が，また陳旧例て‘は advance にくい場合がある それは小児て、深指1:1:筋腿の退紛が強

法のほか DIP関節の1，1;1定術とか血tl山|定法が行なわれ， jïi~ く advance法は実施できず，かといってl腿同定法とか

伊IJによっては浅Jl1l:ll筋l従に)院移有j'(を行なう Pulvertaft 出~移舶をするのもIiU題があるというがごとき症例で，か

Key words: tendon injury， advance method 

* K. Tsuge (教授)，T. Murakami， H. Takahashi， M. 

Nakamt汀 a:広島大学数形外科 (Dcpt. of Orthop. Surg.， 

Hiroshima University School of Mcdicine， Hiroshima). 

かる場合我々は一郎損傷された，または健康な浅指r:n筋
出~の advance rJ;:.を行なうこととしている.

方法はm掌側の zlg-zag切IJflではいり，まずi架折I11筋

腿を剥離してこれの advancc1.よーを考えるが，その退縮

が;;ITl¥，、とか先制印刷j死などのため advance の実施が1+1
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a.術中所見 b. c.術後3年9ヵ月の中指の仲展と屈IJl!

図 1. 8才，女児 犬にかまれ受傷 11ヵ月経過して来院

難であれば volarplateを損傷しないよう注意しながら，

浅指廊筋艇をlド節骨付才Hff5からなるべく長い断端を有す

るよう長IJ離， 切除する. 次いで PIP関節部の vincula

を切離して可動性を得るが，さらに'1"似側に癒あーがあれ

がこれを剥離して最大の可動域を得たのちに bifurcation

部の二つの slipsを ふOナイロン糸で縫合，次いで末節

骨の!且i筋鍵付着部を “のみ"で似つけ，鍾で爪に|ムjって

穴を穿ったのち浅指屈筋鍵の末端部を 36号ワイヤーで

pull out法により末節骨内に引き込み，爪上のボタンに

固定することとなる

術後は手関節，また指の周1111を少し強LIとして末節は

なるべく伸展位をとるごとくにして包帯， 1，';1定を行な

い 3週間内定，以後白動運動を開始することとする

過去 10余年の間に実施Lt..:T術症例は 14仰lで 5才

以下が大部分であり，指については示指 6例， 中折 4

仔11，環指 3仔11，小指 1例であり，受傷後の経過日数はi成

長 3 年 1 0 ヵ n ~ 3 ヵ月までの全例隙 111 !Ji'例ばかりであ

る.

成績としては転居， その他で followできないものも

数例あるが他はほ r満足できる成績で，200。前後の"r動
域が全例に得られているようである 1， 2の抗例に腿

長IJ離をすればより良好な成績が得られると考えられた症

例もあるが，実際に長IJ離を実施した抗例はない これは

またさほど不自 け1なく使用できることによるものであろ

う.

調査して気付く点は， DIP 関節の屈曲拘締と PIP関

節を同定すれば，かなりの可動i"1ーがあるものの， n動J1IT

動では卜分な可動i"I=.の得られないこと，またH与に指の

swan neck ir形を認めたものがあるなどの点である.

2 ~ 3 の昂二例を供覧する，

症例 1.4才，男子

茶わんによる'1'指 zone1での損傷で 3ヵ月後に手

術したが派指J:li筋)終末端部に術環障害によると思われる

b必死化が認められ，adva nce 法が不tj~，そこで浅指Jni筋

腿を最IJ離し両スリ yプを縫合，末節に advanceして

刊に pullOul法で|山|定した 術後 5ヵ月の所見で)吊1111

200
0

，今後なお多少の改汗も見込まれるものと考えてい

る点在例である.

症例 2. 8才，女児

犬に鴨まれて受傷， 11ヵ月を経過して来院したもので

(閃 1)， これまた派指屈筋艇の advanceが不能なため

浅指府筋腿を長IJ離し末節への advanceを行なった

:gò 1'l'ít]ij後 3{下 9 ヵ n 経過し仁I't行は少しイI~展障 ;l f がある

が swanneck 'ltMなく屈illl角度は 2100

で11'';;門 4 活に

まったく不IIIllIt訴えていない

症例 3.3才，k~~ 

ガラスによる示， 'I'mの損傷(図 2) 両指につき浅指

加筋腿の advanceを行なった 凶 2bは示指に advance

を完了， rH行に advanceをわなっているところである.

術後 3年 10ヵJlの今日， [:1:1111はそれぞれ 1950
，2300

と

ほピ満足すべきものであるが，図 2cにみるごとく J行仰

以11与に，swan neck変形が認められ，これは特に示mに

その傾向を強く認めた.

さて swanneck変形をはっきり認めたのは， 調脊し
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a. b. 

C. d. 

e‘ 図 2. 3才，女児.ガラスによる示 ・中指受傷 7ヵ月を経過して来院。

a.術liij所比 b.術中所見

c. d. V析を 311'.10ヵ月の指の屈伸状況.

たl，i'伊11'1'この?よ仰lのみであるが，原因がHによるかはは 出後に環折浅J行府筋腿を移行する方法を考慮するのもょ

っきりしない しかし艇を volarplateから最Ij献するさ い方法と考えるー長さも十分で小児のみでなく成人にも

い，これの損傷は絶対に避けること，もし plateに似似 実施可能な利点がある.

があるとか過f"リ込傾向があれば，修復，また腿移~((など 症例 4.28才，男J

による川i.Eを行なう 必要があろう 電気鋸による zone1I での小指胤筋j凶損傷例で 1ヵ

次にlJIJの 3J，i'例に浅指照筋腿の advanceでなく， {多 月後に来院した搬泌が強く，腿縫合とか移舶が不可能

行総Iを行なってみた かつて阿部(tf~H行の浅1fí Jfll筋融nを なため，I別行の浅折居筋腿を移行，末端を31ミ節'fHこ悶定

2本に裂き， 1 ""を小指の鍵損傷例に移行する方法を報 した 現在可車WJI.庄は 195。であるが， 口'抗生活にはほ

竹している.在、は二分することなく iHi1J:I¥ilYj健全部を小 とんど不自性!なく以前からの理髪業を続けている.

指の損傷融n切除後にこ与に移行，pullyを泊して末節'，'] 以上 zone1 での腿損傷に対する浅指屈筋監~の advaー

に pullou t wire i_tで|百|定する方法をとってみた.311IJ nce法を述べるとともに，小指健損傷に対する環JR浅指

全例ほ工満足すべき結果が得られたが，このように小指 屈筋腿の移行術についても述べた ご追試をいた工けれ

の zone1， 11の損似で条件がよくない場合には，腿剥 ば幸いである.
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文献
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小児手指!両筋腿損傷の治療経験

Clinical result of ftexor tendon injuries of thc hand in children 

'I'H室長 吾

荒木

三 1111隆 行

聡 iぷ

小児の)此m傷については多くのF14(つがあり j佐弱I1此移

jl((については， 3~ 5才未満で手術することについて

Pulverlafl1)， Tubiana2) らの諸家は消極的でありト6)

Hage7) らは大人と l ， iJ(~ のよい成績が糾られたと鍬侍し

ており ，木邦でもいj行の立見があるまた primaryrepaげ

についても Enl;n8)，Kleinert9) らのごとく 2才以 1:て、

行なうと い うよ4解 と BelPO).Hage らのごとく 年令に関

係なくれなうとする見解がある.

筆者らはこれらの川題を検討するため ll~近 1 0 年!日j

に行なった血r釧開附Iを除 く349例 420J行の):1:筋腿再位向、I

の成総を年代目1)，手術方法別に検討し， 小児):1:筋血~狽似

に対する治療の);1白jをさぐった.

症例

企i，i'例'1'5.-l'Aと抑jの症例は 70WIJ 80 桁で，i長深J行I:l:Jjjj
l雌に対する遊出IfJ腿移純術 21例 silicone rod 1*川例 18

例，端々縫介術例 21fJU. 腿I1Ij進体i6 fJU. 淡ti'lJIT:筋匝n移
行都j6似J.深指届筋腿単独損傷に対する遊自fI限移jj(liAii5 

{YIJという手術|人l容である.5才以上の症例に比べ silicone

rod {山11Wllの比'f;が少なく ，川，;々 縫合体i例， i.長J行):1:筋民n
移lJfAiiの'，I;ll1tが多い.

受傷原因および合併症

これらの症例の成~，'Uこ影響す る 諸|刈 f のうち， 1M後TJi:

thにもっとも支配(1りである術後の状態を受{加点|刈および

iTUHiーについて検，(1した.

Key words! llcxor， tendon injury 

* R. Nakamura， T. Miura (講師).K. J¥lacda， G目 lnoue，

S. Araki:名古屋大学分院整形外科(Dept.of Orthop. Surg.， 

Branch Hospilal of Nagoya Universily， Nagoya): H. 

Kasumi(医長).H. Kajita 愛知済生会病院整形外科 (~51

-名古屋市西医上更通 1-17).

前 田 敬 三 )1:上五日15

秀夫 肘 111存雄*

年 令 25 50 75 

ト 111%Z22izユタタ現 :ガラス窓1 1fトタ味淵

2-41 ~ γ 路線忽~

5-911%m勿グメ匁 . • .・ ー FI 

10-141 ~m J; : : :;路樹 .~ 

15- ]91杉タ物 機溺 物勿~

図 1.受傷原因.

受傷原因では 15才未満ではガラス類による.uIJが大多

数を占め 2才一木満て"11カミ ソリ，カッタ ーによる宣IJも

多く ，同じ 5...j' .:t:/i:l.j てーも 2 ~ 4 才代に比べ条{'I がよい.

また 5 ~ 9 ...j'代はJ坐滅詩IJがない点からみてもっとも好条

件の年代であり .1 5~ 1 9 才代は挫滅創が もっと も多 く も

っと も不利で，成人では各原因がほ工均等になっていた

〔閃 1) 介{Jthi~などの損傷では silicone rodを使用 しな

かった川一秒11て、は 20才代に，TII経損傷， 骨折，皮l仔欠tl1.

感染， 1見ftI虻手術なとeの頻度が ri~ く 小児は比較的好条件

である

また siliconerod使用例においても，既往のいl一部位

の腿TIMを除き小児において合併率が低く ，全体的にみ

て小川の)n:Ii7j腿乎術の術liijの状態は好条f'I:にあると考え

ら Jl る ( 1 ~12 ) 

成績

1)浅深指屈筋膿断裂に対する遊離腿移植術

5才未満と20才以仁の症例で比較すると 小児では成

絞のす ぐれた症例が少ないが，全体としては大差がな く

.， 
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図 2，Silicone rod 使用例の合併症等の頻度

図 4，Silicone rod 使用例の年令と成績
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図 3.遊離鍵移植術の成績.
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図 5.成績の年令的傾向.

またこれらの方法では成績不良であっても，後療法が

容易な年令となってから腿剥離術により改善する可能性

が大きく 5才未満て‘あっても施行したほうがよいと考

えている.

Zone V および zone VIIでは大人の成綴と 5才未

満では明らかな差はみられなかった

4)深指潤筋膿単独損傷に対する遊離健移植術

5才未満と 20才以上の成績に者しい差はみられなか

った.

5)浅指周筋鍵移行術

5才未満の症例と 20才以 |の症例では明らかな差は

ないが，小児のほうがや L よい傾向があると思われる

6)長母指屈筋膿損傷に対する siliconerod 使用例，

端々縫合術例，陸前進術例

いずれも 5才未満の症例は各 2例で十分な比較とはし、

えないが，成人と比ベ成絞が特に異つてはいない.

考察

以上述べた各種の手術法の成績について，各方法ごと

小児でも成総はあまり変わらない給米であるが，術前の

状態を考慮すれば決して満足すべき結果とはいえない，

したがって成人より好成績を上げるのはより困難といえ

る(図 3). 

2) Silicone rod使用例

同じ小児でも 6~14 才では他の年令層に比べかなりよ

い成紙が得られているが 5才未満では逆にもっとも不

良な結果であった 5才未満の症例中には広範な搬浪，

関節拘縮など silicone rod を使用しても好成績を上げ

るのは困難な症例が 3f11j 5指とや L高頻度にあり，いっ

そう成紋を不良にしているf(liもあるが， TROMで 200
0

以 tの可動域が得られたj，i→例がなく 5才未満の症例で

silicone rodを使用して好成績を上げるのは， 遊離腿移

航体Iに比べても， よりいっそう困難といえる(閃 4)

3)端々縫合術例

Zone II における ・pnmarysuture および delayed

pnmary stureについては，年代別に比較するに足る資

料がないが cleancutに近い primarysutureや， 適

応を選んで行なった delayedprimary sutureでは 5

才未満でも十分な成績が上げられる印象がある.
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に平均11f(を求め，各年代別の成績を指数 (index)化して

年令と成績の全体的な傾向を岡 5に1)'す 阿のごとく 5

~ 7 才代の成績が最も優れ， 1才代， 15~19 才代の成績

がもっとも不良て‘あった.術前の状態と介わせ考えれば

15~19 才代がィ、良で ， 5~7 才代の成紛がよいのは挫滅

官IJの多少から考え妥当な結果と考えられるが， 4才未満

ことに 1才代の成絞は術前の状態がよいのにか与わらず

平均またはそれ以下の成績であり， 5 --1" h: ~~jで術前の状

態から成人と同様の成績を期待できるのは 4..f以降とい

える.このように 0~3 才までの小児の1:1 \筋腿拡i似の再

往術の成績を不良にする要因には， 1)治療対象とする

組織が小さい 2)忠見の協力が得られず後療法が卜分

に行なL、にくい. 3)体iriij，術後管理がしにくいことな

どがあげられる. これらのうち 1)については， HMJIJ 

顕微鏡の{山日， microslIrgical lechniqlleの応)IJにより克

服"J能であり， 3)もいろいろ工夫と注}J'、することによ

り，改汗しうる点である 2)の点は辺、児の協)Jのもと

に actlvc cxerClse を行なわせることは，玩凡などを使

用してもなかなか困難で，今後の課題と考える

1 ~3 --1'までの縫損傷をた工ちに手術するか 4 才以

降まで待つかの間題は，本来個々のj，if列lの状態に応じて

考えるべきものと思うが，今回の結果から考え， siliconc 

rodを使用せざるを得ないような術前の状態が不良な症

例は，4才まで作ったほうがよい ;}IJない込 )7をすれば，

3才以下では後療法という障害のため，体iliijの状態が多

少とも不良であると，よりいっそう不良になりやすいと

考えている

ま とめ

1 )小児のIni筋血HWむの成績は全体として 4 ~ 7 才の

イド令で平均以上の成縦であったが 1才代の成制は不良

であった

2)術前の状態を与l芯すれば 4才未満の小児の!えがi

は成人をド1"1り，その Eたる原因は後療法が|伺難なため

と考えられる

3 )手術)J法}}IJでは siliconerod使用例の成紛が，人

人に比べもっとも不良で，他にとるべき方法があるとき

は第 1選択とすべきでない.また使用せざるを仰ない札

例では 4才までまったほうがよい
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前腕部指!国筋腿損傷の検討

Review 01' Aexor tendon lllJur・iesin the forcarm 

大村和 久 福沢 Jj一
坂 11修平 北保

前 l腕述位当t~IU部での指1:11筋舵損傷では，多数血H民傷

や， jErl'神経および尺竹村経損傷を合併することが多

く，また俊，!ij 動脈や尺'内勤IV~損傷を{半うこともあり，そ

の!，i.ii，患は多彩でその治療に難渋することが多い.

我々はII{{平1144年より昭和153年までの 10:y"-11¥1に，

Verdanの zoneVII で神経煩f~を伴った指hü筋!院制f~j

21例を経験り した

受傷年令は 13才より 64才まで平均 32.5才であり，

男性 16:f"女i"1:5:f，で男性に多く，受傷手は右手 13例，

左手 8-Wljであった

受傷機E伝では，破損したガラス片による外傷がもっと

も多いが， (1傷が次に多いのも特徴である.

受傷部での挫滅状態は，工具による捌似例が強いが，

プJミソリによるおりでありながら，繰り返して加えられた

自IJで高度挫滅を生じた例があった.

神経損傷ではJ['I'lq'経損傷 7例，尺什神経m似5例，

J['I'および尺'IYTII経損傷 7-Wlj，正'10および佼'l'l'tql経浅校

損傷 2例があった.また， !fj}j脈損傷は 21秒11'1'12例で，

焼竹動脈損傷 2例，尺竹!fj}j脈t員傷 8-W1j，椀什および尺什

!fj}jlV~損傷 2 例であり， ).文!付欠損が 3例に， "'J析は 1f11jに

みられた

以上のj，i例のうちて称I後 6ヵ月以上を経過し予後訓Hi

し糾た 15!，dyllに対し， その治療内容と予後について搬

手;する

正 '1' 神経JW幻 6 例，尺'I~・ tq l経封H~j 4 f11j， .IE'I'およびg

骨神経以(お 5例である

我々は倒似されたJBi筋腿の種類と数， llj}jlV~をわかりや

すくするため， iiij腕遠位古nlて、のhVi断1Mを凶 lのごとく校

式化しその凱似ハターンを呈示する

またおのおの神経損傷別に指屈筋腿および!fj}j}派損傷を

Key words: f1cxor tendon i町山間， ncrve injurics 

ホ K.Ohmura， K. Fukuzawa， M. Ogiuchi， K. Katagiri， 

昭和大学繋形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， School of 

Medicine， Showa University， Tokyo); S. Sakaguchi， H. 

H句yoh，A. Hiranuma (科長):日本鋼管病院整形外科.

扇 |付 幹夫

|事 平れ

片 桐

姑*

取

示すと，凶 2のごとく てーあった.

深部指fl!筋量~を合む多数血t損fj)j はJ正中および尺'I 'l' fil l経

損傷でもっとも多くみられ 25腿'1'13腿に損傷があっ

た 尺什神経創傷では 20MJ!"Iコ4舵，正中神経損傷では

30腿rl'4)凶に狐傷があった

動脈損fおをみると IE小神経損傷で挑'I"'J'動脈損傷が 6秒1)

巾3例，尺'ii'fill経f.L.I似では尺骨動脈損傷 4例'1-'3例であ

り，正中および尺'1・!神経t負傷では全例に尺'ii動脈損傷が

あり，そのうち 2例が腕什動脈および尺'内政J脈損傷であ

った.全体としては俊'IHj}j脈に比べ尺'PJ-!fj}j脈の合併損傷

が多くみられた

次に干rJl経t員傷別にイド令，性別，受傷機転，受傷から初

"今までの期間， 損傷f行間筋院と縫合した世n(斜線~'(iO ，

掛fj)j!fj}j脈と縫合後IJfJ存している動脈(斜線部〕を示し，

Jn!筋腿修復の評flllIを While 法2)と Lindsay and Mc-

Dougall3) 法に準じ，m尖子学問距離および総合[:I:IIIIJ'LJ

による判定， 4段階評価し，杓縮の有無と神経機能を

MRC ，p何IIIJにて行なった

正中神経損傷4)(表 1) 

全例が cleanculな自11であり， }:!iJi方匝n修復のjぷfftも良

好であったが，長[1-tI11民筋)凶縫介例(opponoplaslyも

施行)に軽伎のほ折|刻節拘紡をみていた.神経修復では

知覚機能["1彼はほ 工良好で‘あったが，一方運動機能回復

が不良な例が 2例あった. これらに F.D.S. transfCI 

. tJlflkiJJ刷、
(e;!縫{t'-1圭!日)(1せるdリbljll()

Fυ日(ll-V)・ tJl(l;j /:J¥lj)j舵

ー一ーム一一=. ( 図 縫{~l:lt IiIJ舵)

¥' [ 11 
。←怜li州 'I(

V [ IV [ 111 

ドJ)ド (II-V)

図 1.J:i¥筋!雌，動脈模式図.
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(Brand法)5)，E.C.U. transfer (Phallen Miller法〉め

による opponoplastyが行なわれ，現干しではほ指対立が

可能となっている

尺骨神経損傷 C}<'2) 

括原筋!駐修復で、は正:，令者例を除き)&Wばよかった.

“fair" の症例は，小JJ尚失調症のある J~':j令者の?止例て切~WFI

およびtil'経に gapを有し， 尺'i'J"!ElJWK縫介が不能でこれ

を結紫 L，神経縫合にさいし近位部へのtl11経剥!雛を行な

い縫合したが，縫合部緊張が強いため手関節掌屈を強く

行なった.術後，浮腫が消退せず術後 6ヵ月を経た検J't

H与まで出t癒着と関節拘縮の残している:lJ.1J~である この

L正'i'N'位以傷 6f#l) 

整形外科 1979年 11月

例では{I:_令を考慮L，和l'経端々縫合を試みたが， 1"11経移

~I'[， Jfll管移植により等:):1i1立を軽度にし，J血行を温存すべ

きj，i例と反省している。神経修復では，年少者と部分断

~例で成績はよかったが，運動機能回復は知l}.í:機能回復

に比べ劣っていた 小子筋マイナス位を泌す 2例があっ

たが intrinsicplastyは行なわれていない.

正中および尺骨神経損傷 (表 3) 

派青jj屈筋肢を含む多数腿損傷がほとんどであり，受傷

H、?初診したタIJでは浅指屈筋腿切除がなされていた 屈筋

腿修復ではほ工よい成績であったが '::j令者で有茎植皮

が行なわれた仔IJで什'Ji1および環指 PIP関節に拘縮がみ

られた 浅指凪肱tを縫合されて来院した

例で，再手術jt.j，艇の変性が軽かったも

のには Tenolysisのみがなされていた.

神経修復で知覚機能い|復は 1例を除き良

好であるが，運動機能回復は不良であ

り，正中神経部分断裂例にのみ良好であ

潤晶君主担晶君合調エ 盤£
;悦'¥il.動脈m仏53f9U(6f刈'1') FDP(FPL "';;，-もl!i!fl!i蛇数 4健 (30肱'1')

趨2盟宣 塑主 調品 伺即J訂州州川州山i¥川州州i汀巾山似fi向附iu悦Jげをん

: 尺T竹i動 1脈似 mf\似t~ 3 f例タ刊リ ( 4 f作例タ列1)'1ド判1リ) FDPI ド川I'Lを?台rむ l!川iif似括腿E殺主 <)1腿陛(2氷却01附此'1ド， )

3， jlっl'およひに'J'JN'料j@j5WI) 

t';c，'j パ，'l'1i)Jljllリ!ln);2 f例j

塑主盤急盤る語名詔五

った

知覚機能回復不良例は，24才女性でう

つ病があり白傷した症例である.カミソ

リで 40ヵ所に及ぶ切創があり挫滅強く，

約 6x 10 cm の皮膚欠損があり，動脈神

!こ ，'，'10)1[11"，11 !似 3例 経とも gapを有した. 尺竹動脈は結紫

FIJI'I FI'Lを含むJI!lfl，jl地数 l:lll¥t(2511¥t'i') し， hftドJ'動脈に伏在的iJ派を移植し，正中

図 2.損傷神経別凪筋)雌および動脈損傷. および尺刊-神経は端々縫合を行なった

表 1.正中村1経抗傷

受傷から初診 | 加1筋腿および i 
四筋腿!修復評価 !拘主での期間 動脈主i似 [ 

1. 

l件 ・性 l受傷検 t伝

当日

2. 刃物
〔自 信五)

20日後19・2

3. 64・3 ガ ラス 片 35 [[ 後

4. 刃物
(白傷)

2511f&: 31・3

5 26・3 当日ガ ラス 片

6. 52・3 ガラス}十 当日

備
世
盤
品
監
色
豊

MRC 評価

Exc仁llent (ー〕 S3+' M3 

Excellent 、‘，ノ/，、、 S3' 恥13

Good 刈:fij(+) S3' 乱f。

Excellent (ー〉 S3' M3 

Good 付指(+) S3' M2 

Excellent 、I
ノ

〆
t

也、
S3+， M4 
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表 2.尺骨神経損傷.

|年令 ・性 | 受傷機転 |受傷から初診 | 屈筋鍵および |屈筋鍵修復評価 |拘 縮 I1¥1RC評価I "t""J3 . 1'l: I XIMf>J<;11ei Iまでの期間J I 動脈民協 I AHJi ~ {lt:fJl. ，iHuIi I 

1. I 35 ♀ iおぶ lm|;易量 | Excellent

-m門闘一勾十To寸 ?air 全t旨(十) I S3' Mo 

3. I 13・8 ガ ラス片 当 日 @「千開斗勾十0T1  

4. I 43. O ガラ ス片 当日 | 脅2 heelht 〈ー〕

表 3.正中および尺骨神経損傷.

|年令 ・性 | 受傷機転 1 受傷から初診 |屈筋臆および |屈筋鍵修復評価 拘 縮 MRC 洲 l
までの1m問 | 動脈損傷

1.田・ ♀ ガラス片 4カ月後 i塑品 問 lent (-) 慌怠;，出

2. I 57・ト工具|当日 空~ I Faげ 語幻 自立fk，Z:;

3. I 29・8 ガラス片 当日 空色 Excellent (ー) I間以'必)

4. I 24・2 九点当日 |甥佐 山 lent (ー) Iぜ12JS;，m
5. I 26. O … M | 佐 I Good 州(+) 1山川

神経科からの要望で有茎航皮を断念し遊離植皮を行な ま と め

い，さらにその後 clawedfingerを生じたため，長機側 今回の対象例では，脳筋健修復のみの例ではよい成績

手根伸筋艇を用いて fourtailed te吋 ongra仇を行なつ を収めていた.我々も深部照筋舵を含む多数量s損傷では，

た. 指屈筋艇は植皮部で癒訴するも折尖手掌間距断 0 浅指屈筋舵切除を行ない，深J旨辰i筋腿の縫合のみを行な

cm まで可能であった. 前腕手掌部に娘!11;があるため， い，できるだけ crOSS-UDlonの形成をさけて， よい成航

clawed fingerの矯正は十分でないが，辺、者は sidepinch を収めていた.一方，浅指同筋腿縫合例でもよい結栄を

に慣れて患肢を使用している.この抗例は将来，有芸納 得ているので，安易に切除すべきでなく，若年者の clean

皮術. opponoplastyや tenolysisも考慮されてよい泊二例 cut例， 指独立機能を必要とされる例，あるいは握力の

と考えている. 改f{が必要とされ，かつ小手筋機能が保たれている例に

短f:):j旨外転筋麻wには，長挽側手以1111筋，小指1111筋， は浅mhI!筋腿縫合を行なうべきであろうと考える.

あるいは浅指原筋を用いた opponoplaslyが行なわれ， 一方，神経縫合では epineuralsutureが行なわれ，

また cJawed finger には four tailed tendon graft funicular patlernや，表面血管の走行を指標に行なわれ

(Brand)， capsuloplasty (Zancolli)7) tenodesis (Fo川 ler) ている.知覚機能回復は良好であったが運動機能回復は

が行なわれていて，ほ工満足できる結果を得ている. あまり良好とはし、えず，特に正中および尺骨神経損傷例
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にてその似I(リは一汚しかった. これら小Tfjjj機能不全例に

対し opponoplasly，intrinsic plastyが行なわれ安定し

た)}>i:fJ'iを収めていた. mm対立不全を Ir~す 5 例に op

ponoplasty が行なわれ，正巾およびパ'Ililj'経損似例の

clawed fingerを示す 3例にのみ intrinsic plasl y が行

なわれていた.

rìíj)腕学側遠(立古~)て‘のm屈筋舵修復の成績は深川)n! j]JJ胞

を合む多数腿損傷例や浅指In!筋)院縫介伊11でもr.llj[であっ
た。一方，神経修復では知覚機能の川復は比較的良好で

あったが運動機能回復が不良て、あり，機能p}!ill術が行な

われてもまた，変形の p}5Cや!l':.liliJ拘紛がd、められてお

り，あらためてこの部位での神経MJf似it;j[Y11に対する治

療の困難さを!r(j感した.

文献
1) Vendan， E.: Hand Surgery， Williams & Wilkins 

Co.， l3al timore， p. 254， 1966. 
2) Whitc， W.L.・ Am.J. Surg. 91: 662， 1956. 
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前腕での多数腿，神経同時損傷

Multiple injuries to flexor tendons and nerves above the wrist 

荒木聡 三 川j1盗 行 前 LH敬 三

'1'村 室長官 :JJ:上五 n日本

liij)抗部未納での多数出土!， tlj'経1，;111与J11似は.I並nがJFいに だと!心われる症例を選び，術後成績を左右する凶チにつ

総合し娘痕化したり，合併する j(JlWJH似により， IHfllK. いて検討を加えたので報告する.

循環不全が起こり ，関節拘紛やlilllflltlJiリ紛が先生ーする-nf 症 例 (友 1) 

能性がある.また|波川化した例では，舵. tlj'経の退鮒を 蛇例数は 15例で， すべて cleanculの併に1')$し，性

生じ，治療に|村難を!略す・ることが多く ，この却を enemy 別は男 7例，女 8例， 年令は 1才から 53才まで平均 25

territory とも呼ばれ，機能防 '11;-を残しやすい/jH分といわ 才であった.

れている. 治 療

11;:々は過去 10{I'I日jに， W川行):I!)iiJIIill，浅. i末以筋腿 腿については. ì別行):I ! m)血~切除. i利行!:I!紡舵の縫合，

9-+:のうち 5-+:以上の似1むのある多数取H員{あと神経同H寺 相l'経についても端々縫合を原則とした 他に人工腿を使

JH似を 37例経験している泊、1).例々のJX例により損傷の

f'，t)立に大きなノ1があり ，治1資法もそれにrt;じて違ってい

るので. )Vi:fJ'[の比'1出土問難である そこで前腕末析から

子|刻印にかけての射似例で，受傷時の自Ijが比較的きれい

Key words: forcarm， tcndon injury， nerve injulう

ネ 邑八raki，T. Miura (講師)， K. i¥Iaeda， R. i¥akamura， 

G. lnoue: 名古屋大学付属病院分院整形外科 (Dcpartmcnt 

of Orthop. Surg.， Branch Hospital oC Nagoya university， 
School of Medi口ne，Nagoya) 

主llJJ.iF.D.P 
(合 F.P.L.)

jl: ，'， やl' 帝王

尺 竹 やl' 経

正中 ・尺骨神経

総計

1 2本 1

3*|4本 1 5本 l

i : [ : l 2 l 3 l 
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. 神経

本数 不可

り{、οJ..• 1.. 

表 4.抵i傷深指屈筋腿の数と成績.

(含 F.P.L.)0舵

••• 1

0 
I 

1

0 
1 

!石 !

• 

成il
------ 催

2 15 
3 IQ 

l・・
4 I石
5 QO • 

表 5.俊，尺f1'動脈111傷の有無と成績.

01此 。llit.血行再建

• ~II経 ⑨ 収1 1経，血行再建

. 事|経

----- 成絞 I -= ---............ 仮 良 | 可 l 不可年令 、 : ..， 1 

0~ 10 IQ<2__IO 10 1 |・・・・~20 1 Q 1 Q 
1・1.

1~30 1
0 

1 Q ••• • 
3 1~40 0 i Q 1.. 
4 1~5o 

5 1~ 

表 2.受傷時年令と成績

O腿

丁一

不可

I ~ 
OO@ ，. 

可I1見紛，，'，'
| 優 l 良

損傷1(1111' 1 

た し IQ_ IQO 
ム v 1・・ |. 

1 29~1 ~~~_ I Q 
C.) ，.ì~) 1・・・・1・

2 本 l

表 3.受傷からF術までの期間と成績

0腿 ・ 神経

不可

ー一円
一

o

可

1Iミしているの.

2)受傷から手体fまでの期I:¥jC表 3) 

予期に反し必ずしも 1，'.く下術を行なった広秒"1の成績

がよいとは限らなかった 3ヵ刀以内に行なわれた例

の IIJ. 不可例をみるとすべて初期治療の不適切が身え

られ，それらを除いてみると，受傷後 3ヵ月以内であれ

ば，子術までの期間に|見l係なく ，よい結果が期待できる

ことがわかる 3ヵ月以 上の経過例は. 21'7'1と少ないが，

村経の川復の閑難さ，胞の退紛などにより ，よいIN:tUを

得ることがむずかしいのではないかと考えている.

3 )損傷深J行肌筋腿の数 C}<4) 

損傷l駐が少ないほどよい傾向にある 全開筋腿損傷例

では，俊から不IIJまで分かれ.Iv己負初、安定していない.

4 )挑，尺1'1動脈損傷の有1w;C}<5) 

1111竹損傷のない例は，いずれも良以!の紡果となって

いる.逆に，川J(ll~î;煩似例ではすべて百J以 卜 となってい

る 1本の損傷。1]では，末梢の 1(ll1iも余り附討されず，

結果に影響は及ぼしていないようであるが. 1(11行再建を

行なったもの 3例'1'. 21'711は優の成績であり，できれば

刊辿したほうがよいとJ5えている また|刈Ifll作拡Hth例

は，初]j点時に必す'Jfll1j I'f91をする必要がある 4)

5 )初期治療の適行 cl珂11)

初期治療のさいに適切な.J陛，ネrl'経のw;w体Iを受けた

か， あるいは皮!内縫介のみを受け，後日当科にてT'};Wí~j

を千 ! なった， 初期j治療の泊切な l~r.逆に他院にて初械H、ケ

-ー}
-
0

・・

......_ 成紅~l

警高まぜ~， 優 ! 

~ 1W I ~O I ~ ・1・・lW~ lM I ~ 
M 1001000 ... 1... 

3 M~ 10 

良

0

・

0

0

0

・

JlIした仔1Iが2仔11. 一部の淡指屈筋腿をも縫介した例が 2

例ある また 2次fドHヰij!郁Iとして.ro:t行対立筋形成が 4

例に)比 神経長1I出If体Iが 7例に，小手筋形成が 1仔1Iに行な

われている.

成績

J反総評価基準は，Ei:については，損傷折の lolalrange 

of molionの平均で分け.優 200。以上，以 1800~2000 . 

可 1500~ 1 80 0 . 不可 150 0

ネーj 日j とし ， 神経については

Highelの基準により，優 S，.I込S3+. 可 S3. 不IIJS2+ 

以下と，それぞれ 4 段附と L. 総{;-成績はi，liî~干il lli の J巴い

ほうにて行なった.

術後経過期11:1は. liF3ヵJ1 から 10年， 平Y..)3イド2

ヵ月で，総介)l主総の結呆は，阪 3仔11. f-.l 61'71]. TlJ 1仔1].

不可 5{:タ11であった

成績の検討

臆とネ11'経の成品。iとに分け，各閃 fと成績との関係を比

較検討した

1 )年令(表 2)

年令別に成総をみてみると，腿!については年令により

特に差はみられなかったが，神経の成総は，若年者ほど

よくなっており，一般の神経同復の紡果と liil綴の傾向を
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岨 υJ(Hf刊)

~ ~ :1 2 

イ~;，主υ'J(7jliiJ) 

2 :1 <1 5 

亡コ腿
~ l!jI~予

図 1.初期治療の適否と成績.

なんらかの修復術を受けるも，当科にて:PJび而:;U:fA;jを行

なわざるを仰なかった，初期治療の不適切なlrrに分け，

成総をみてみると，適切併では，取ii，神経ともに全例良

以上のI!X:絞て‘ある

逆に不適切:r.下では， )也事l'経ともに， 7 WIJII'5例が可

以下の成総となっている 不適切群のJ，'I伊1)をみてみる

と，受傷古IJのみから，あるいは受{易自IJに交わる小切開よ

りの修復が試みられており，内部は厚い搬反にお Lわれ

ていた.また続，尺'丹動脈断裂の米処fnが3秒1)，深，淡

町周筋取tともに縫介され，娘痕で一見となっていたもの

3例，制!と神経が間違って縫合されていたもの 2{11)な

ど， 治療する側にミスがみられた 今IliB!術を行なうに

は，駅lfll卜に， 卜分な!主府切rmを加え，l1.W]j・組織の確認、

をすることが大切である幻.

以上のように，術後成績に影響を及ぼす尉子として

は，初期治療の不適切さによるものが第ーで， tn二に，

椀，尺同動脈のm傷によるものである.これは経過9'

に，級jM，阻JUI1:E拘鮒などにより，沢凶らも述べている

ように，術前に変形や拘紛が発生しているため，Iぷ絞が

悪、くなっていると思われる6)

また 3ヵ月以ヒの経過例では，損傷神経の回復が思わ

しくなく，また血tの退締により良結果が得られていない.

結果

前腕部末梢での多数量t， 神経同時損傷のうち clean

cut群 15例の成紋を検討した.

1 )初期治療の適有が，もっとも大きな影響を及ぼし

ていた.

2) J(il例制傷，特に検，尺骨両rUl管損傷は，初療時に

必ず干fjB!をしなくてはならない.

3 )受It，;;後 3ヵ月以内の手術成績には，差が認められ

ないので，受傷H与に:p}主主体Iが不適当な場合は， )Ji.附縫合

のみにと rめ，後日再建を計画したほうが望ましい.

文献

1)浮下健哉ほか:整形外科 19・1130，1968. 

2) Omer， G.E.: J. Bonc Joint Surg. 56-A: 1615，1974 
3)吉沢英造ほか・ 繋形外科 21: 961， 1970 
4) Strzyzewski， H.: The Hand 4: 178， 1972 

5)津下健哉・手の外科の実際，南江堂，東京， 2'仮， 374， 
1974. 

6 ) 沢凹米jLほか ー 災';1-~医学 21: 1113， 1978 
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長母指伸筋腿断裂の治療

一一鍵移行術および鍵移植術例を中心として一一

Treatment of extensor pollicis longus tendon injury 

二見俊郎

近藤仁

山 本 立

山 内 裕 雄

原田英男

相11 原泰*

はじめに

長jJ:j削111M!(以下 EPLと目的は，尺側1'f面より起frfi

し， Lister結節の尺側で走行方IIlJを変え，母折31ミ節'Jl'¥'J

底に停止する その特異な解剖学的特徴のためか，EPL 

断裂はそれほどまれな疾患、ではない.

一般に， j:片削111展機構は，intrinsic muscleと，extr・insic

extensor muscleとで構成される dorsalhoodによる協

調運動日で行なわれているが，n:指 IP関節の forcible

extensor tendonとしては， EPL2lだけであり，この血r

再建はよりi[i:'ltiである.

EPL断裂の原閃としては， RA， TIIj)腕'i'J'.JJi後などの皮

下断裂，あるいは切filJ，挫倉IJなどの外傷によるものなど，

実に多彩である.さらに問題点、として，すでに陳旧化し

た定例が多いことであり，このような虹例には pnmary

tendon sutureが困難であり，長掌筋量t(以下 PL)に

よるl雌移植樹iiや， l?il有示指{中筋腿(以下 EIP)3，'l によ

る肱t移行制i1などの術式が，選択されることが多い.

Primary tendon sutureのnffigな症例の術後成総の比

較的良好なことは，諸家の認めるところであるため，午i

IHtし，今r"l孜々は EPL再建にさいし，腿移jj((，，舵移行

を必~とした!i'l~例に関して検討を加えた.

hi例数は 10例であり， うち順天堂大学からのk{タ11を

4仔11力|じえた.

!J.例は表 1のごとくであり 20才より 70才までの作

年令にわたる.罪IJき手でない左手にJf.倒的に多く，また

皮下断裂例が 6fYllを占める.術式別 I)~訳はl腿移行術例 7

f7U，腿移1ザ(1，jiif9'U3 f711である.

Key words: EPL， EIP， PL 

* T. Futami (講師)，M. Yamamoto (教授)，H. Harada， 
H. Kondo.:北里大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 
School of Mcdicine， Kitasato University， Sagamihara) : 

Y. Yamauchi: (助教授)，Y. Yanagihara: 1回天堂大学整形

外科.

いくつかの拡例を宮示する.

症例 1.20才，男子. 11l1J量技師.

仕事中ベノレトに左上肢をまき込まれた X線上，挽'，'1

末端骨折を認める.総J制中筋以下の挽'丹神経麻1'41も合併

していた症例で， (111経の回復をまって受傷後 5ヵ月後

に EIPを皮下を通して EPLへ，腿移行した. 術後約

l年，可動成制限はほとんど認めず， pinch meterによ

る母指伸展力は，飽HJlIlと同じであり excellentの結果が

得られた.

症例 2. 23才，男ヲ.労働者.

プレス機械に手をはさまれ， EPL断裂を伴う左舟Jl'i

1Jiilii骨開放骨折をうける.他医で初期治療をうけるも偽

関節となり ，受傷後 6ヵ月後来院す.当科にてまず什移

納により甘癒合を得た.さらに，母指 IP関節をや11泌さ

せたいという，也者の:fu.'ilにより，受傷後 1年nに PLに

よる)雌移航術を施行した.術後 5ヵ月，約 25。のや11燥が

れ}られ，，也者は満足している.

症例 4. 21才，女子タイピスト.

転倒し左手段l節部を打撲，他阪で左焼骨末端骨折と診

断される.受傷後r，)3ヵ月後.物をにぎろうとして， fLt

に左母J行11'関節のイ111展ができなくなった EPL断裂

と診断し 1ヵJJ後m4 compartmentを通して PLに

よる腿移植術を行なった. 現在， 術後 1年， 可動域~IiIJ

限，筋力低下などは認めぬが，労f'FILI，liij)腕1mに時々さ

しこむような修州がある.

症例 5. 35才，女子.主婦.

RAの診断にて，出院で、非ステロイド系の薬物加療1'1'

のところ，急、に左f判行 IP関節の伸展が不能になったた

め，当科受診す.右手 3， 4j旨の屈筋腿腿革fJ炎による手

根管症候群および強íi~Jji'iも合併していた症例で，同部の

synovectomyも兼ねて， :J凶断裂 3ヵ月後に， EIPを皮

下を通して， EPLへ!舵移行した. 術後数ヵ月川は，母

指 IP関節と， EIPを採取した示指 MP関節の1111肢が
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表 1.

1979年 11月

令
〕よ才

μ
r
f
t
¥
 

4rょ
号番例症 ト

t
'
b
T
L
 

左右 | 手術方法 原因
手術まで
のWJ間

その他
(合併損傷など〕

1 20 男 /己 EIP→EPL 5ヵ月 使骨)jミ縦骨折 榛骨神経麻捧

2 23 男 te PL→EPL 11ヵ月 W. kilJ 母指内転持J縮
母指基節骨骨折

3 50 男 九ー EIP→EPL 3ヵ月 切創

4 21 女 1i:. PL→EPL 1ヵ月 機骨末端骨折

5 35 女 7王 EIP→EPL 3ヵ月 RA 手根符症候群

6 62 女 左 EIP→EPL 1.5ヵ月 機骨末端骨折

7 28 男 右 EIP→EPL 3ヵ月 切創
境骨神経安n覚枝損傷
EPB 損傷

8 64 男 左 PL→EPL 不明 不明

36 14ヵ月 挫創
境骨神経知覚校損傷

9 男 te ECRL→ EPB EPB損傷

10 70 女 左 EIP→EPL 1.5ヵ月 不明

図 1.症例1] 6. 

示111ex tension lag I工認めない.

不十分であったが， 現ずt=1~iÎ変約 1 fF.可動域11，1)限なく，

excelIentの結果が得られた

症例 6.62才，女子 ，U，a.

転倒し左前腕を打撲，他ff.で協骨末端骨折の診断をう

けた 竹折後 3週11に手をひねったところ，激Ji(jととも

に EPLは 断裂した 6週後に EIPをお(i3 compar-

tment を通して EPL へ量~移行した

術後数ヵ月間， lIIi)腕全体にだるい感じが残存していた

が，それも徐々に斡減した.現在術後約 1~r- ， 移行艇の

tensionが弱かったせいか， 母指 IPl)lMめのや1'肢が不十

分である.なお折の extensionlagはない.

考察

我々の川一例の術後成績をUl根ら5)の判定基準より判断

すると， follow-up不 卜分な 119"1J， DfI政自1)の 1仔IJを除き，

8例中 6例が excellentといえる PLによる移植体j，

EIPによる彬行術には，それぞれの迎応川例があり，い

ずれも l~Hな結果は得られる

陳 I rI例で EPL 断裂巾枢~!IJが前腕部に退縮している j，i:

f列lには，腿移行術が遠択されるのは当然である.むしろ

術後成績を左右する重要な因子の一つは，移布ti，移行腿

の tensionの決定である.我々も 2例 tension不足と思

われる主i:例を経験しており， これは術後 1年以 l二たって

も，ほとんど矯正されていない.一般に少し強めの緊張

で，腿移植，腿移行したほうがよい結果がれ}られるよう

である.

次に re-routeまたは graftした腿を compartment

内を通すか， あるいは， 皮下を通すかと L、う問題があ

る.もちろん原岡疾忠にもよるであろうが，我々の経験

によると皮下を通したほうが，よい結果が得られてい

る.

これは compartment内を通すことの影響によると忠

われる，怒訴を持つ症例を経験する一方，皮下を通すこ

とによる bowstringingが， 屈筋腿裂のそれに比較して

ほとんど問題とならないという 2点にあると忠われるー

また EIPを donarして使う場介，示指の extension

lagおよびその独立運動の障需を問題とする意見があ

る.

はtensionlagに関しては， 確かに術後数ヵ月IH)， そ

の傾向があるが，徐々にとれてきて，術後 1年以上経過

した我々の症例では，まったくはtensionlagを認、めて

いない. これは腿移行にさいして，それほど長い艇を必

要としないため，示指 MPの dorsalhoodにまで切開

を加える必要がないためであろう 6) 独立運動の障害に

閲しては， 今か|の我々の症例では特に問題はなかった

が，た¥:'iI[例 31こすでに術後 2年経過したにもか Lわら
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ず示指のや11燥につれて，母析が伸展するという訴えがあ

った.いわゆる switchingのうまくいっていない症例で

ある 舵移行術を選択するにあたって人いに考慮すべき

問題であろ う

またtlE例 9は，EIPの欠損例であるが，長続側手似伸

筋腿 (ECRL)を splitして融t移行することにより， 良

好な結来が仰られている

まとめ

1) lHJ折仲筋l即断裂に対する腿移行体r，胞移Wi折、Iは，

有効な治療法である

2) 1，1岬I式にはそれぞれの適応症例がある

3 )術後成紅iを左イ7する重要な因子の一つは，移行

腿，移植艇の tension決定である

4 )艇は compartment内を通すより，皮下を通すほ

うがよい結果が科られた

5) EIP}舵採取による示指の extensionlagは認めな

かった

文 献

1)津下健裁ほか 整形外科 29・1248，1978 

2) Kilgore， E，S. Jr.: The Hand， Lea and Fcbiger， 
Philadelphia， p.196， 1977 

3)宝郡豊ほか 整形外科 20:1437， 1969 
4)保田飽男ほか 川上 29:1480， 1978 

5)山根宏夫ほか I"J上 937， 1970. 

6) Bowne， E. Z.， Jr.: J. Hand Surg. 4: 169， 1979 

ボタンホーノレ変形の治療経験

Treatment of the button hole deformity 

畑 中 生稔 中 野謙吾

ま苦 言

正rl'イIjl}腿の防害と，それに伴う指背車宝膜のパランスの

崩れによって発症するボタンホーノレ変形の治療につい

ては，様々に工夫された多数の手術手技が提起され，

Nichols法，Fowler法 Matev法など， それぞれ一定

の成績が報告されてきている. しかし，いったんパラン

スを失った指背腿膜の機能IIJ建に対しては，宅川も指摘

するごとく，手術操作が級密で複雑な割には，えてして

予期した手術効果を発揮しがたく，特に陳11-1化 した本症

の治療には，苦慮、する場合が少なくない

今回，外傷に起因するボタンホーノレ変形の治療経過に

関する我々の小経験をもとに，本症の治療指針に対して

若干の検討を加え，一定の考察を行なったので，以下に

白験症例を供覧しつ.1.，報告を行なってみたい

Key words: post-traumatic， splintage before and after 

operatlOn 

ホ1. HatanaJ也(講師)，K. Nakano (教授)，1ミ. Itoh， M 

Muraji 兵庫医科大学整形外科 (Deptof Orthop. Surg.， 
~Hyogo College of Medicine， Nishinomiya). 

伊藤良 連美知子本

自験症例の概略

症例は 7才から 56才にいたる 10症例で受傷後 3週以

内の新鮮例が 4例， 1ヵ月以上を経たもの 6例からなっ

ている 装具などをJtJいて保存的治療を行なったものは

6例で， 一方何らかの手術的処置を施したものは 4例で

ある.権忠指としては，小J行，事ii指が各 2例に対して，

中指の障害例が11立って多く 6例を数える.治療終了後

1年以上を経過して行なった予後調査の結果は，創感染

のあった 1例を除いて 9例中 8例がほど満足すべき状

態て、あった.なお 1例は目下保存的治療を継続中で，

その経過は良好である(表 1). 

症例供覧

症例 1.

41 才女子例で， 左中折 PIP 関節郎背~jlJに切創を受け

てボタンホーノレ変形を生じた PIP関節 20。屈曲位，

DIP関節 目。過伸展位をとっており ，受傷後 3週から 2

ヵ月半の期r，Jj， 装Jtによる保存的治療を行なった.治療

後 1年を経た時点の所見では DIP関節に 50のifQ{111展

位の存在をみるが PIP関節は O。の伸展が保持され， J!込

』
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図 1 症例 1.

a.初診l待 b 装具療法 C. 治療終了後 l/<jC，仲)良H寺 d 同屈曲の状況

1979年 11月

結巣 | 保j 考

良好 IWfilJ 的

良好

ほ f良好

ほ f良好

良好

良好

不良

良好

良好

J強滅創(+)
Iiリ感染(+)

切創 (+) 
骨 折 合 併

良好 |骨 折 合 併

b. 

d. 

好な関節可動性を示している(同 1a ~ d). 

症例 8.

左環指の突指によって発生した 7才男子の例で， PIP 

関節 30。屈山位， DIP凶節 10。過イIjl}.艮位の変形がみら

れる.受傷 3週後に装具療法を開始し，以後 5ヵ月間に

わたってこれを装着せしめた. li:p3ヵ月を経過した現

在， DIP関節に 5。の過伸展位をみるが， PIP関節のml
l出変形は消失して， 伸展位は O。に保持されており ， i'I 

動}:[\118域にも ~lilJ限はみられない



a. 

C. 

e. 

臆損 傷

b. 

d. 

図 2 症例U 5. 

a 初診時の変形 b 中指の屈曲制限

c. 3年後の中指の伸展 d. 3年後の中指の屈曲

e.術式.
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症例 9.

右手全体に鐙滅創を受け， 中手骨骨折も合併ーした 22

才の男子例で， 中指 PIP関節7'T側部の切創によってボ

タンホーノレ変形をきたした.受傷後 3ヵ月で;lそ院する

に，右中指 PIP閃節 40。屈曲位， DlP関節は 10'過併i

展位の変形を認める.術前治療として約 2ヵ月r::Jの装具

療法を行なって， PIP関節の他動的イIjl展を容易ならし

め，かつ指背阪~放のノ〈ラソスの同復に努めた.その後に

手術を行なL、，附断した正中イrl1)此の退縮を修復し これ

を前方に移動縫訴し，指{ql筋血~ntI]泌を引 き寄せるごとく

縫介して骨間筋腿側索，側伸匝tの掌側偏位を矯正した.

wi後も，後療法としてさらに 6ヵ月の装具療法を継続し

て，変形の矯正位を保持するよう努めた 1年を経過 し

た現在， PIP関節は 5。の屈曲位まで，術前の変形を改

善しており，その関節可動性も 良好である.

症例 5

56才男子で，右中指 PIP1対節に!:t¥IJtIを強制する形で

外力を受け，その後にボタンホーノレ公形を発生した

PIP関節は 60。の強い):1¥曲変形をぶし，DIP関節は 15'

過仲良位をとって，それらの可u.iIJt:1二が老;:しく障害されて

いる 受傷後 6 ヵ月を経た時点から体il~Î療法制Jrj始し，

装具を 5ヵ月 j:JJ装着して，その変形の可及的矯 11を行な

い，しかる後に手術的治療法をわ なった 手術にさいし

ては，強く退縮して総着したIE'j'{1]1血tを最IJ離しつ "Iiij進

させて， これを'1"節骨基部に縫liし総計変性した支飢部「

を部分的に切難して，骨間筋量t側'系，側{r楠rのザ:nllJJlilJI 

を整復した。 術後もさらに 3 ヵ 月 にわたって装J~袋行を

励行させ，手術によって得られた矯正位を保持し得るよ

う努めた.3年後の現在， PIP WJil阿武大仲良IL'j'15' Jn¥1I11 

{立を示して， f~ÏI~Îに比して 45 ' の変形己主普がî!J.られてお

り， DIP関節の過伸展も軽度で， 良好な指機能が1"1彼

している(図 2a ~ e). 

考察

我々の経験抗u日jを総括するに，小児のボタンホーノレ変

形は，成人のそれに比して一般的に治療成績が良好で，

しかも保存的治療によく反応している.受傷から治械I)fj

始までの時川的経過については，その士v.1.t、症例ほど，そ

れだけ各事nの治療効果がより有効に発仰されている。ま

た，手術的治療例，保存的治療{1IJのjilIj者に共通して，災

具装127期間の長い症例ほど，それだけ治療成績が良好で

あることが指摘される.

概して受傷後 2ヵ月ぐらいまでの症例は，各種のスプ

リントをJlJl、た保存的治療によって効果的に治癒せしめ

ることが可能である. しかし受傷後 3ヵ月以上を過ぎ

て，指千?舵映の障害，特に支靭帯の拘新it'lo変化が出現し

始めると，丁ー術的操作を施して変形の改古?をせざるを仰

なくなる この点，支靭帯に変化をきたす前の装具療法

の効用を主張している三浦の見解に賛同するものであ

り，本山i:に対する保存的装具療法の適応と限界を，受傷

後 2ないし 3ヵ月までと考えたい.

一方下術的治療を施す場合においても，それにさきだ

って，緋iliij療法としての装具療法が，木症の治療成績を

左右する1ft:要な位置を占めていることを強調したい す

なわち，各種のスプリントを，変形の強弱や受傷後の経

過時川の長短など，それぞれの症例に応じて工夫して着

用させ， t旨背腿膜のノくランスの崩れを可能なl製り改善し

ておくことが，手術効果をlfEめる上で，非常に効果的で

ある

子体Iにおいては 11ご中イ1]1融tの修復とntI]{rll誕の格復を第

一義的にiIttl!.し，しかもこの処置をできうる|浪 り簡単な

版作で，その実効を得るように手術手技を工夫する必要

がある.この}，I、し手術操作の簡単な Matev法などはHk

f乏に値するものであろう 手術で得られた矯正位は，術

後療法としての装具療法によって，長期にわたって根気

よく保持するよう努めることが，さらに大切な治療内容

である 本!Iiの治療にさいしては， lli.に手術的操作で変

形を矯 11'することに頼り過ぎないようrl:立する必要があ

り，十fìi氏指針として，決;l_療法の':rt~liJ:が強調されねば

ならないであろう
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腿修復術後以外の指屈筋腿癒着剥離術の臨床的観察

Clinical study of flexor tenolysis， except for after tenoplasty in the hand 

諸橋政横

屈筋臨~癒着剥離術の成績判定基準と評価については，

いまだ十分討議されているとは思えない川〕ー私は車t修

復術 (縫合ならびに遊離移植〕後の屈筋監It癒着症例に対

する!腿剥雌術とその成績，ならびに剥離術の意義につい

てこれまで報告してきたり 今回は上記以外の指屈筋腿

癒着に対する剥離術の成績を検討した.

対象症例

1966年から 1978年まてtこ行なった屈筋!院総お(腿修

復術を除く〕長11離症例は，指基節骨骨折後の 27例 29

1此， ' I ~J 折を伴なわないJ行後創後の 26 例 30 I虻，およびリ

ウマチを除く手指炎症後搬痕癒着 13例 131hl!で計 66例

72腿である

膿剥離術式の概略

その基本は鋭的に， atraumatlcに，ということである

けれども数年来特に留意している点は，初帯性胤!'ji拘を可

能な限り広く残すということ，腿平行 (annularlig.)の

娘痕癒着の重度なときはこれを全切除して腿剥離と同時

に pulley形成術を行ない(図 1)，滑動床と腿との聞に

浮上りの間11匁を作らぬよう配慮するということ，浅指屈

筋腿のIhl!交叉は深指屈筋車tの滑動床であるという考えか

ら，特に浅指屈筋腿の表面を愛護的にまた両陛とも骨滑

動床からの無理な剥離や切除は行なわないというJJIであ

る.必要に応じあらかじめ腹壁有柄植皮や PIP関節礎

切胤t仲筋腿，阪E膜剥雌を行なっておき，さらに屈筋腿

癒着のE皮な例で血tの光沢を失っているような症例には

silicon rod による 2段階手術を施行した

術野の止血を十分丁寧に行ない生食水の繰り返し洗浄

後ビニーノレ ドレイ ンを数本挿入する.

2 ~ 3 日後から個々 の症例に応じて適した強力副子を

デザインし(このさい留意することはMP関節を{111展位

Key words:日cxorlenolysis， e fract s ure，inOammation， 

evaluation of rcsults 

キ M.Morohashi:諸僑医院〔山形県総岡市 MorohashiHo-
spital， Tsuruoka): M. Kobayashi・鶴岡市立荘内病院整形

外科.

小林 勝*

に固定しておくことである)，積極的自動屈曲運動を行

なわせた。局所の疹痛と炎症緩和のためのステロイドの

局注または内服を 3 ~ 5 日間続けた

成績判定基準 (表 1) 

PIP関節および PIP関節可動域だけを指標とし， MP 

関節可動域は除外した.それは MP関節の機能や肢位

と，虫様筋，j中筋l紅l腿朕機能が指屈曲にさいしてそ管接に

干渉し合うため，其の屈筋l陀滑動E巨i維の判定を混乱させ

るからである

この PIP，DIP関節 If[動域が 1)術前よりそれぞれ

600

および 30。以上改持されたものをまず剥離術有効例

とした.ところが!雌縫介術などの場合と異り，術前ある

程度の可動域をもっている症例の中には，この有効改普

角以下のものでも fullrangeとなってしまう例もある.

一方術後の改善角合引がたとえ 90 0 以上あっても原筋取~

長IJ離の効果だけによるものか，他の要素の影響が強いの

か判定困離の症例もみられる 逆に届筋腿量IJ離によって

十分滑動距縦が獲得改浴されたと判断できるにかかわら

ず関節拘縮や仲筋l陀機構の級痕癒着のために有効改善角

に満たない症例もある これらの点を考慮して前記改善

角のほか，2)術後技終結果としての自動運動角が PIPJ

で 60。以上， DIPJで 30。以上あり ，さらに 3)他動運

動域と自動運動域の差が30'以内であることを有効例の

判定基準に加えた 以上三つの要素を考慮したうえで有

効例を判定しこれを“good"と表示しその中で改普度

が 100'以上，故終運動域が140。以上で fullrangeかそ

れに近く ，かつ自他動減の差のO。のものを “excellent"

とした

改善度 30。以下，最終合計自動可動域40
0
以 Fを剥離

術効果なしとして“fail"と表示し，多少改善はみられで

も“good"に達しないものを“poor"とした

上記判定基準による成績 (表 2)

剣自在術有効例と判定されたものは， 骨折例 では48%

非骨折J坐創例では 27%，炎症例では 69% であった.

なお可動域改普の経時的変化は剥離術後 3 ~ 6 ヵ月ま

副q
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a. b. 

C. d. 

図 1.22才，男 骨折なし，挫創(電気鋸).有柄植皮関節褒切離，神経縫合.

a 術前(2122枚。 c 間野'と臨機想問
b.術後 l年 d.浅指屈筋艇の片脚を puJJeyとして利用

評価 good (両側 bone-ridgeにあみあげ靴状にー

〈m -20/90 Kleinertは遊離艇を用いている→
DIP-20j60 

表 1.成績判定基準.

1)改 善 度 2)最終T.A.M. 3)参 考 事 項

PIPJ + DI町 (Ext…a伽 sion
成絞

(pre op-post op) (pre op-post op) PIPJ +DIPJ Joint contracture 

600
↑ 十 400

↑ 80
0
↑+60

0 1 passive R.O.M. Excellent 
(100。↑〉 (l W  1) -active R.O.M.=O 

有効 .......................ー・・・・・・・・・・・・・ー・・・・・ー....ー.....ー・・ ・・・・・ー・ー・ーー ーー・ーー・・ーー ・ー・・ー ーー ー・ー ・・・ーー・ ・・・ーー・ー ー・ ー・・・ ・・・・・・・・ーー・・・・ -・ ・ー・・・・・ーーー・・ ・・・・

600

↑ + 30
0 1 60。↑ +300

↑ passive R.O.M. 

(90。↑〉 (90
0 1 ) -active R.O.M.=300

↑ 
Good 

20。↑ + 10
0 i 300 i +100

↑ E…or te叫吋 効果 Poor 
(300 i ) (40。↑〕

Capsulotomy 

無効
-・・ー・ー・・・・・ーーーー・・...・・ーーー・ーーー ・・・ーー・ーー・ーーーー・ーー・・ ・ー ーー・・ーーー・ー・・・・・・・・・・・・・ー・・...ー・・ーーー ・・・ーー・・・ ・・・・・・・・・・ー・・・ー・ ・・・ー ーー ・・・・..-・ ・・・・ー・ー・ーー ・ー・・・・

200
↓ + 10。↓ 30

0 i +100 1 Fail 

でで，その後は症例によっての機能的適合や変形がほど 併用 5騰と術前状況の理想的でないものが含まれてい

1年以内にできあがることを今回の調査で知ることがで る.“fail"12腿のうち 4健は変形治癒骨折に対して行な

きた. われた矯正骨切り術が偽関節となったものであった

症例別にまとめてみると，骨-折例 29腿中(表 2a)， これら 12陵中 8艇の癒着は強く ， かつ基節骨全域，

“excellent"は 7腿で，うち 6隠は術前の可動域が 30
0

以 中には中節骨までの全域癒着の症例が 3腿含まれてい

上あったものである.“good"の7腿は全例術前可動性 る.ところが残りの 4腿は術前 PIP関節自動可動域が

のないもので，このうち関節袈切離 2挺，伸筋腹膜剥離 30。以上あったもので，剥離術後悪化したものであった.
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表2 各項別の術後成績と術前状況および同時に行なった合併手術.

a. Fracture 29 tendons. 

Excellent 7 I V… I VpCll ，.x. I町立JJfi|白押叶
6/7 I 0 I 2/7 0 

Good 7 I 0/7 2/7 5/7 2/7 

Poor 3 I 3/29 1/3 1/3 0/3 2/3 

Fail 12 I 2/29* 1仰 (判)1 4/12 4/12 4/12 7/12 

b. Withoat fracture (Crush) 30 tendons. 

Excellent 5 3/5 

1/3 

。
Ext. T叫 ysis I Adh. (桝〉

o 1β  

Pre op T.A.M. 300 i Capsulotomy 

Good 3 。

。
5

一
7

h
日

-

r
J
J

一J
J
r

Q
町

一

O

一
3

M
↑

一M
U

A
V
一
4

7

Z
7
一

A
U

一
FHυ

'
E
A

一

O

叶

H

o

a

 

n

i

E

A

 

。
4/5 

3/7 

C. InAammation 13 tendons. 

Excel! 2 1/2 。 。
Suppuration 7 

Good 3 1/3 。 。
Poor 。
Fail 2 。 。 。 1/2 

Excell 10 ! 
Chr. InAam. scar 6 

Good 4 4/4 。 。 。
Poor 1 l 。 。 。
Fail 。 1 1 1 

1 Pre op T.A.M. 30
0 1 I Capsultomy I Ext. T叫 ysis I Adh. (耐〉

ネ Malunion→OstelOmy→Pseudoart.Adh・Adhesion.

廿折を伴わ ない控創後癒着(表 2b)の30腿中“ex- る 他の非改善例jにおいては重度かつ広範癒着例が“非

cel!ent" 5腿の術前状況はよく， これに比べ“good"の 改善"としづ結果を招いたといえる.

31Hとも腹壁有柄植皮が行なわれ，2鍵が仲筋腿膜fiJ離 炎症後癒着(表 2c) 13腿中 7挺は化膿性鍵鞘炎によ

を併用されている. “poor"と判定されたもののうち 10 るものであったく図 2)。化股以外のものは非リウマチ

腿は最終合計百J動域が 70
0

以上あった しかし術前可動 性の慢性炎症，折骨良性腰湯などの術後の炎症後搬痕で

域が 30 0 以上のうえ，深指屈筋匝~の改善すなわち DlP あった.炎症の影響が広範に synovialtheathに波及し

関節可動域の増加がみられなかったり ，関節や仲筋腿膜 ているため vinculaも切除し annulartlig.も中， 基

のリハビリテーシ ョン効果が可動成増加に大きく関与し 節にそれぞれ幅 5mm.程度 1ヵ所しか残さないという，

たと判断されたことでこのクラスに評価したものであ 近年の考え方からすれば屈筋腿の血行と滑動に相当不利
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a.術前i. b.術'1-'. c. d.術後 10年.

Flexor S hea t hを 小円形細胞の広 成品，'1:good 

PI P-30/30 破って肉芽組織が 範なw閏と肉>f
指挙世IJに充満. 組織 PI P 0/60 

屈筋艇の光沢はわ 本節刊に近い部 DI P 0/30 

DIP 0/0 ずか残っていた は娘痕，一部峻

死

因 2.化膿性原筋舵腿鞘炎〔発症後 2ヵ月で!総剣難術).

な条件f乍りの侵襲をJJI1えていると忠われるにかかわら

ず，69% が有効例と判定された

しかし“excellent"は 15%にすぎず，これらはすべて

非化膿性の慢性炎症症例であった

む す び

指骨骨・折， t堂創，炎症後に生じた屈筋量f癒着剥離術の

成績を検討し私なりの判定基準を設定してみた その

結果を概略まとめると ，術前 30
0
程度の可動域をもって

し、る症例では fullrangeを獲得したものがそれぞれ 21

%， 17%， 15%であった 術前かの可動性の症例でも

仲筋腿剥離，関節袋切除，有柄枢i皮などの併用により私

の判定基準“good"となり得ることを示し，一方成績不

良例は母床および癒着状況の怒条件に支配されることは

当然ながら，手術手技と後療法も大きな原因となること

を指摘しすでに報告したl縫修復術後の剥離術の検討と

総合してみて，屈筋縫癒着剥離術は“補助的な"という

よりそれ自身独立した腿形成術としての意義と評価を与

えてよい手術法と考えられる

文献

1) ~目僑政慣終形外科 MOOK 4: 259， 1978. 

2) Schneider， L.H. et al.: Flexor Tenolysis， A.A.O.S. 
Symposium on tendon in the hand， Mosby， p. 157， 

1975. 

3) Whitaker， H. ct al.: Hand Surg. 2: 462， 1977 
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切断母指再接着について

Replantation of the amputated thumb 

吉村光生 肝村 進 前 野紘 一 池野

山内 茂樹 梅川真一郎 沢 田米造*
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手機能において母指の果す役割は大きく ，外傷などに は母指切断例では，軟部組織が挫滅されている症例が多

より母指が切断された場合，重大な手の機能障害をきた いこと，什の短縮を最小限にと工めたことなどによるも

す.それゆえ，切断された母指は再接指術の絶対的適応、 のである '，'1の欠損や'，'1癒合不全に対し， 2例に 2次的

とされてきた我々も切断された母指が，たとえ高度に 骨移植を行なった

挫滅されていても，かなりの短縮が必要であっても，新

極的に再接着を試みてきた 再接着を試みた母指切断

53折につき，機能的成績について報告し，合わせて切断

母折和銀着術の問題点について考察する.

症例

Il{i和 49年 10月より刊篠着術を行なった母折切断 53

指について， 母f行のI('.II{切断は 42:t11で， 他指の切断を

合併したもの 11例と， 母指単独切断が多かった. 年令

分布は図 lに示すごとく 30代， 40 {~に多かった. 切

断部位は図 2に示すごとく ， IPまたはそれより末柏、部

での切断が 13例， MP 関節および基節'rj.での切断は 36

例，中手'rl'での切断は 4例て‘あった 母指を含めた多数

折切断 11例中 3仰lにおいて切断された母指の挫滅が

強かったため，比較的挫滅の軽度だった示指を移行して

母指に再接着した.

術後 経過

再接着を試みた 53指中 48指が生若し，生着率は 91%

と， 他指の 94%に比して生着率にほとんど差はなかっ

た 8例において，循環障害のために 2回以上の手術を

行なったが， うち 5例は循環状態恕化し，生活に失敗し

た. これら 5例に夕、Iし neurovascular island pedicle 

flapまたは sensory仕eeflap を利用して造母指術を行

なった. 術後皮府欠損が残存した症例 に対し pedicJe

skin graftを4例に，全庖植皮を 6{7IJに行なった.これ

Key word: replanlalion 

* M. Yoshimura (講師)， S. Nomura (教授)， K. Macno， 

S. Ikeno， S. Yamauchi， S. Umeda， Y. Sawada:金沢大
学整形外科 (Dept.of Orlhop. Surg.， Kanazawa Univer-
sity School of Medicinc， Kanazawa). 

15 

10 

I 16 I 15 

10 

図 1.年令分布.

1 :3 

36 

53 thumbs 

図 2. 切 断 部 位
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表 1.Recovery of 2 PD 

三二 5mm 12 

6-10 mm  8 

11-15 mm  5 

16-20 m m  7 

20 mm < 8 

Tolal 40 

結果

生活した48指'1'， 6ヵ月以ヒ経過し 1((桜検診し得た

40指につき，その成績を述べる

知覚の1"1復をみると，表 1に示したごとくであり，

2PDにて 10mm以内のj，j例が 53%あったが，-)j， 

2 PD 20 mm以上の痕例も 20%あり， I;):j行以外のPl後

着指に比'1佼して，計千不良であった 冷党は 93%に1"1

復していたが， 過敏を示す泌fJljが 47% と多かった. tlnl 

覚の回復1:1:2/3 の症例にみられたが， 鈍距~を示すものが

60%と多かった.

運動の|旦l復を total active molion についてみると，

まったく可動性のないものから， 最大 141
0

で平均 49
0

であった 23例に MP関節または IP関節の関節回定

術または腿性固定締Iを行なった. そのうち 10例にて屈

筋艇のひき抜き損傷て、あったため， 8 例に血~[，';[定fî'rまた

は関節同定術を 2例に健移行総Iを施行した 関節の運

動域を干I}接着部位より末梢の関節についてだけみると，

拘紛状態のものが 7指にあり最大 41
0

までで平均 13。と

不良であった

使用状況について， 40例全似lに使用されており， 36 

指は常時使用していた ということは，母指においては

代行し得る指が存主しないために，少々鋭くても，運動

や知覚の同復が悪くても，{<Eわざるを仰ないということ

にもなる 1時々使用すると符えた 4例は，萎縮が強<， 

知覚異常や修痛の残った母折であった.似力についてみ

ると，不1)き手かどうかなど比較しにくいが，多くのk例

で健側より劣っており，握力に変化のなかったのは少数

例で，健側に比し平均26%減少 していた

ピンチ)Jを健{)ll)と比較して みると，差のないものか

ら，抜大 83%の減少で平均 31% の減少であった ifdji: 

物挙 1..に不自由を感じているj，j例があり，大きい物の把

持l時余り不自由のなし、Ja'.fJuでも，小さし、物をつまみあげ

たり，ボタンかけなど指尖把持の|層難を訴えたj;'1'例は以

外に多かったが， neurovascular island pedicle flap法

を応用しての造二母折術を行なった!a.'例と比較すると薪ゆl

に少なかった.

知覚および運動の回復の完全な症例はなく，多少なり

とも障害が残存していた.知覚障害のほうを運動障害よ

りも強く訴えていた症例は 23%であり， 一方， 運動障

害を知覚障害よりも強く訴えていたi，EI1ljは37%あり，

他の 40%はどちらとも終えなかった.また再接訴した指

がもっと長いほうがよかったと答えた例が 16例あった.

考察

切断J行再接行術の適応について，務家により種々論議

されてきたが，切断された母指が再接Il術の絶対的適応

という点て、は一致している.しかし付指の切断された

レベノレに関しては少々芯、見が異っている.すなわち，生

田らは IP関節近傍より末梢での切断では，frJ:指として

の機能障害も少なく，蒋接着の適応がないとしまた切

断された母指の治療について，渡，川凹らは IP関節以

遠での切断は断端形成でことたり得るとしている 確か

に.IP関節近くまでのf別行長があれば， 母析としての

機能もある程度残存しているが，より機能的母指とする

ためには，正II~~' に近い長さが必要である.特に大きい物

の把持， ボタンかけなど小さい物のピンチには， IP関

節までの母折長では不十分である.また，小児や女性で

は，爪のないことは，形態的にも大きな問題である 事

実木報告の忠者は形態上，再接着した舟指に満足してい

る母指の使用にあたっては，O'Brienや我々も述べて

きたごとく ，たとえ運動の1"1復は悪くても，適当なFJ:指

長とある程度の知覚の同復があれば十分役立っている

それ故，切断された母折の挫滅の状態，切断レベノレの如

何にか Lわらず，切断された母指は新極的に再接訴を試

みるべきと考える.

知覚の同復をみると， 2PD 5 mm以内と良好な回復

を示したものが 28%みられたが，一方， 2PD 20 mm  

以上と fill復の不良例も 20%みられた. 知覚阿復不良例

の多い原因として，挫滅の強い症例が多いこと，事11経，

凶l竹，腿など引き抜き損傷の多いこと degloving損傷

の多いこと，神経損傷が手tH管を出た直後の正中神経分

校i'mで引き抜かれるように断裂している症例の多いこ

と，解剖l学的に母指の動脈は，尺側に比し撹側が極端に

紛I¥，、ため 1木の動脈吻合しかできない症例があり，血

流が不十分であることなどがあげられる.

運動の回復は total active motionにて， 平均490

と決して良好とはいえないが，これは以)ilii回定や車Ht同

定が 40{日I)rl"23例にものぼるので、やむを得なかった 母

指長の温存に留立し，短縮を最小限にと工めたため，一

次的倉1)治癒が得られず，二次的に有芸梓lJxまたは全陪皮
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肝移植を要した症例が 101J~にあったが， それにもか L

わらず， 16例では付指の短縮を訴えていた. それ故，

母JR蒋接着にさいしては，知覚および運動の回復は重要

であるが，母指長のね存も重要であり，必要ならば，什

移舶， .rfrl管移植， 1支Jd移植な ども考慮し，できうるかぎ

り短縮は最小限に止めるべきと考える.

切断された母指が高度に挫滅されて，再接着できなか

ったり ，生着に失敗したり，再接着を行ない得なかったH与

代に切断された症例には，再建都Iが必要となり，造ほJ行
術，母指化術，toe-to-thllmb transfer， cocked hat法な

どによる母指延長術などが行なわれてきたが，いずれも

一長一短があるすなわち，母指化術では Buck-Gramcko

の報告のごとく，知覚運動の面からは良好であり ，部分

損傷指を合併する場合，これを利用すればよいが，母折

は単独切断が多いことより，健康な 1指を犠牲にするこ

とには国民性や宗教而などを考慮すると問題も多い.

Nicoladoni法を利用した造母指術は数回に及ぶ手術が

必要となり，ある程度のほ折長は得られるものの， neuro-

vasclllar island pedicle graれや Daniel らの述べてい

る sensoryfree Aap transfer などの知覚再建が必要と

なり ，爪がないこと，太いこと，色調が異ることなど外

見的不満が残 り，指尖把持の困難を訴える.また，前回，

波らの述べているように知覚の Swilchingの問題も残

る 母指の延長術には， Verdan，児島 らの述べるごとく

適応、に限界があり ，cMiMi骨中枢や中手骨レベノレでの切断

には，利用できない.最近， toe-to-thumb transferが注

目されるようになり， 我々も 16指に本法を試みたが，

比較的良好な知覚の回復が得られ， 指長も十分に得ら

れ，細かい仕事にも割合使用しており，外見的にも良好

であるが，足指を一本失うことに問題がある.以上のこ

とより，切断された母指はできうるかぎり，再接着を試

みるべきである

ま とめ

再接着を試みた母指切断 53指中 6ヵ月以上経過し，

直接検診し得た 40指について， 成績および問題点につ

いて述べた 切断された母指の種々の再建術にはおのお

の一長一短があるため，切断された母指は，新極的に再

接着を試みるべきと考える
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Toe to thumb transplantationの経験

Experience of free toe to thumb transplantation 

片井憲 三 高 勝強 佐々木賀ー 王享弘

姫野信吉 大宮建郎 小 島哲夫事

切断されたl辻指の機能再建には従来より種々な方法が

試られているが，なお一長一短があり完全なものはみら

れない しかし 1960年 Jacobsonりが手術に顕微鏡を導

Key words: loe 10 thumb transplantalion， microsurgery 

* K. Katai， K. Koh， Y. Sasaki， K. Oho， S. Himeno， K 

01四 mlya九州大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， 
Faculty of Medicine， Kyushu University， Fukuoka); T. 
Kojima国立別府病院整形外科(&i;874-01別府市大字f[l，川)

入して以来新たな可能性が見出され，いわゆる Nicola-

doniの母指再建術が 1回の手術で行なわれるようにな

った すなわち 1969年 Cobbett2) が初めて臨床的に成

功して以来 什eetoe to finger手術として Buncke3)，

O'Brien4
)，大森町山内町らが報告するにいたっている.

我々も 1976年より 3例に free toe to thumb transs-

plantationを試みたのでその実際と 問題点について言及
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する.

症例 1. 27才，男子大工.

n動カンナにて左手隼:部で全切断 某医にて断出形成

後当科を紹介された 初診時所見はい(J1のごとくで 1 ~

5桁の中手骨のほ￥中央で切断されていたが，手IYH前は

ほピ正常の可動域を有し， 母指 CM 関節は温存され，

1:):j行球筋の一部が残存していた.

{ 1: 可J~の関係 | 左手で工具をもっ必要があり手指の再建

体Iを希守lした それゆえ 1976年 9月にまず toe(左第

2 Jt!Jm to thumb lransplantation手術を行なった術

IViに donor，recipient siteの双方に l血管造影を行ない

transplantation のIIf能性につし、て紛衝に検討した 手

術は 2チームに別れて行ない recipientsiteでは検1l動
脈の1~n11J校，複数の皮 F，'rr，脈，IT.小川経の digitalbranch 

および長tHi1JIi:.イ'11筋阪nを手段l節'1'似まで展開して移有((

に備えた Donor site では plantardigital arleryと

nerve，背側皮下静脈，第 2J.l.t行のJIi:・1'1'筋艇を確認した

図 1.症例 1.初診時 27才，男子.

図 2.症例Ul.術後 2年 29才，男子.

上で'1'手11部で、切断したこのさい lumbricalisなどの軟

部組織はできるだけ donorsiteに残すよ うに心がけた.

何接合，屈 ・{申筋挺縫合， plantar metatarsal arteryと

proper digital artery， 静脈 3ヵ所， 掌側知覚神経 lカ

所を符iliして移植に成功した.移植したl引行が十分な-"f

動域を 1"1復した 3 ヵ月後に 1 ~5 指に対し OpposltlOn

postを11弘竹村・移植と有茎値皮で作成した 2年後(図

2)ではj文l何の色調，空l:状も正常と変わらず知覚回復も

良好で，二/，(識別覚は 10mm以内となった.関節可動

域は MP問、凶↑Jが約 10。と拘絡があるのみで他の PIP関

節， DIP 1刻節はほ 工IE常域まで可動し， 物の把握が可

能となり原職に復~，}した.

症例 2.18才，lJH 製材 l

電気鋸で右母指(利き手〉を中手'口 ifl~で切断し，他医

にて蒋接着術を行なわれたがお起死となり当科に米院した

(区13) 手術は症例 Iとほ工同様に行なったが， この症

例は同官[11の母駈を donolとして使用した 1年後(凶

4 )の知l覚回復は良好で二点識別覚も 8mm となった.

図 3.症例 2. 神経，脈管の解剖 18才，男子.

図 4 症例 2 術後 1年 19才，男子



関節可動域は MP関節は屈曲拘縮とな

ったが， IP &Iili'iは 40。の可動域を有し

非常に本人も満足している.しかしぼ折

内転拘絡がみられ，他fJ!ilよりも長く太い

ので再手術の予定である.

症例 3.21才，児下 会社員.

n動車牽引中のロー プに巻きこまれti

舟折(利き手)を MP関節部で離断し，

他E互にて再接着術を受けるも壊死となり

当科を紹介された.

母指球筋，CM凶節は温存され(図

5) toe to thumb 手術には最適の症例

と考えた Xちに手術を行なった Donor

として反対側の母祉を使用し， MP関

節fmでlX:1節固定し， f也は症例 1，2と同

様に手術を行なった 術後 1年(図 6)

では IP 関節は 30 0~40。可動し， 美容

的にも満足でき， ADLにはまったく支

障がみられず，知Jt過敏，冷却I時iifiもな

恥1icrosurgery

図 5 症例3. 術前の右母指

く， 二/.(;~出 5]1J'rt も 10mm 前後に同復し 図 6. 症例3・術後 1年 22才，男子.

原峨に復帰している
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考案 に問題があり，摘皮術を迫加|したが将来 1:犬が必裂であ

術前に donorsitc， rccipient siteにIfll符造影を行なう ると思われる.

ことは特に重要で， これによ り安全な手術が可能とな 術中，術後の抗凝固療法は域死の危険性がある場合は

る また現在 microsurgeryが進歩したので血行再建の 使用すべきで著者の 3例全部に約 2週間使用した それ

レベルを metatarsalartery の部でも安全，確実に行な による術後合併症は特にみられなかった.

えるようになった.著者の 3例も同部の近くて1血行の再 知覚の凶復に関しては術後 l年でほ工満足に回復し，

illをし，主血管を犠牲にせす.末梢のml流を1日L存し得た 知覚過敏，冷去jJ時痛もなく，全例とも発汗も正'l;f;で，二

手術の適応については美容的意味でも行なうという考 点識別覚も 10mm前後まで回復していた ま目覚の回復

えもあるが，著者は狽従のところ美容的適応は少ないと の限界は不明であるが，現在のところ移植された足祉は

考え適応を厳しくしている すなわち年令は若く利き手 術前の知覚レベルまで到達していない

で MP1民lili'i末梢約 1.5 cm より ' I' ~誌での母指の切断例 関節可if.iIJ械については MPI共lil'['i以外は良好に回復し，

であることを重要な因子としている. 早期後療法が有効であった

Donor siteの選択には母E止を使用するか否かでな見 以上自験例について報告したが，ほ工満足すべき結果

が分かれているが，母指と足訟との解印l学的差異を考慮 を得ているので今後も症例を厳選して積極的に freetoe 

すると母桁には母ぬ1:が最適と考えられる to thumb手術を行なっていくつもりである.

母~II を移航した場合の足部の美容的侭失は大きいが機

能的には損失は少なく，スリッパが抜けやすい，競走が

遅くなったくらいで ADL に重大な支附をきたしてい

ない

さらに母E止を使用する場合，解剖学的に内反傾向がみ

られるので rCClplcntSltC と反対{WIを使用したほうが母

指内転拘縮をきたしにくい.

手術手技に関しては著者の17Uは3例とも skinincision 

文献
1) Jacobson， J.H. et al.: Surg. Forum. 9: 243， 1960 

2) Cobbett， J.R.: J. Bone Joint Surg. 51-B: 677，1969 
3) Buncke， Jr. H. J. et al.: Brit. J. Plast. Surg. 26 

194， 1973 

4) O'Brien， B. et al.: Thc Hand 7: 128， 1975 
5) Ohmori， K.， Harii， K.: ibid. 7: 134， 1975. 

6)山内茂樹ほか:整形外科 28: 1469， 1977. 
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Free neurovascular flapの母指再建術への応用

Free neurovascular flap from the foot， applied to reconstruction 

o[ the amputated thumb 

土 井 一輝

保肝浩之

冨永積生

生 越 英 二

馬庭昌人

，1'村修 二本

はじめに

手の皮l船主，特殊な感覚受容加としての重要な役目を

担っており，この部への従来の皮!内移随は， 移組成Ii~'の

知覚川復が十分に獲得できないという欠点を有してい

た 最近，この欠点を補う方法として，皮弁の再神経支

配可能なる freeneurovascular flap が， ずーの再建手術

へ応用されるようになってきた

今回，著者らは手，特に母指再建材ijに，J.t.: 1'fからの本

皮弁移行を行なったので， その経験を紹介するととも

に，木j支弁の乎の再建術，特に母指1写主主体fへの布}目性に

ついて報特する.

s.術 前 . b.術後.

図 1.症例 1.

Key words: Free neurovascular flap 

* K. Doi・11旧大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 
Yamaguchi University， School of Medicine， Ube)， S. 

Tominaga， M.Maniwa， H. Hono， E.Ogoshi， S. Nakamura: 

島根県立中央病院整形外科(~755 山口県宇部市小串 114 4 )

皮弁の解剖l学的特徴と手術手技

足背広弁は， その採取 する部位によって dorsalis

pedis flap (足背部)， 五rstweb flap (第 1足指r:nfiil)， 

hemipulp flap (母駈内側部〉に分けられる. 本l支弁の

血行， 神経分布については McCraw，Daniel， Gilbert 

らの詳細な報作があるが，各皮弁の栄養lfil管は，同一1[11

管系であり，動脈は足背動脈(以下， D.P.A. と附す〉

第-1'fM'I').E1'JC動脈(I.D.M.A.)-l白l:図有動脈系であ

り，，'(ft脈は背側皮下静脈一大伏在静脈系，あるいはJE1'f
!fj}J脈i)t-定的脈 (D.P.V.)系である 支配下l'経は dorsalis

pedis flapでは，浅WF何事l'経(Medialis& intermed枝)

である. First web flap， hemipulp flap 

では深JVI 骨神経，底側~I上神経である.

宇都I手技の詳細は省、目指するが，皮弁採

取に凶してもっとも注必を要するのは

dorsalis pedis flapのl支弁の大きさと，

短母向上伸筋臆の処置である D.P.A は

J.t.:線竹・の直上を走っているので， この部

では竹膜上を剥離するようにして，血管

を損傷しないようにしなければいけな

い 短母駈{qlIf方鍵の処置は，血管の走行

に注意すれば，一部を切断して引き抜 く

ことも可能であり ，特に問題とならない.

木皮弁の末梢側への拡大を必要とする場

合は， 血行支配の関係より ，I.D.M.A. 

を含めたほうが無難で、ある Firstweb 

flap， Heipulp flapの場合は，I.D.M.A 

の走行異常が問題であり，この血管は，

走行に変異が多く ，著者らの症例でも，

，''ffJ[IJ'i1間筋のとを走るものはなく，全例骨間筋内，あるい

は什間筋の下を走っており ，慎重に末梢へ確認，剥脱する

必要がある目移船床のjfll管と てしは， D.P.A に対応する

外径をもった血管が選択されるべきであるが，:;.存者らは，

全例に手関節部での検骨動脈背側枝を使用 している.そ
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のため皮弁の血管柄は，できる限り長く採取するように は寛解したが，皮弁の知覚回復は十分でなく 術後 1年

した.また吻合静脈は動脈吻合後，静脈還流の良好な静 2ヵ月の現在， 皮弁の撹側半分にのみ表在性知覚がら

脈を使用すればよいわけであるが，著者らの症例では，全 まで回復したが， 同部の T.P.D.は最高 14mm  (術前

般に大伏在静脈の還流が怒し全(JIJ D.P.Vーを使用した は 1O~15 mm)である(図 2，3). 

症例 症例 3.F.I.， 34才，男子船員.

現在までに 7例の足背皮弁の移行を行ない(手の再建 船上にて右母指切断 近医にて，皮府縫合のみ受け

への応用は 5(JIJ)，全例に完全生着を認め， そのうち母 て 3日目に来院来院時，右母指はすでに綾死に陥つ

指再建術への応用は 3(JUである 次に症例を紹介する. ており， MP関節で断端形成術施行. 受傷後 1ヵ月で，

症例 1.K.T.， 24才，男子製材工 dorsalispedis Aap と腸骨移植の同時併用による one-

電動鋸にて，右母，示，中指を MP関節レベルで1;/) stageの造母指術施行.従来の造母指術と同じく， 腸骨

断受傷当|二1. 右示，中指再桜新体I施行再接着指は完 移植後， 5 x 8 cm の dorsalispedis Aapを移行する.

全生着 腹部有茎皮弁，腸骨移舶にて，

造母指術施行.受傷後 4ヵ月にて，再建

母指の知覚再建のため， 従来の neuro-

vascular island flapを考慮するが，本

j[j"仔IJの場合は，術後の donor指の機能，

手術操作による再接着指への影響などに

~liiJ約されて困難なため， hemipulp Aap 

の移行を試みる.

再建母指の掌側皮!内切除後 5x3cm

hemipulp flap のを移行 D.P.A.榛骨

動脈背側校， D.P.V.一焼骨動脈併走静脈

の|吻合，深緋骨和"経，民側祉神経と母指

J旨神経との間の縫介を行なう.皮弁は完

全生着し，術後 1''rの現在，表在性女目覚

は皮弁の 80% に， BMRC 評liOi法でお

まで回復し， T.P.D . は 6~8 mm (術前

の皮弁の T.P.D.は 10mm) に同復し

た(区/1)

症例 2.T.Y.， 40才，女子.工員

仕事仁11，機械に右手をはさまれ受傷.

MP  1)1，1節レベノレで、の右手指全切断.二つ

の abdominalAapにて， 造m旨術と

示~小J白の皮府欠損を覆 う.皮弁切出It後，

骨移M施行.術後，再建f剥行の1lf明な内

転拘縮を残し，また移~(['I'J の!吸収も進行

するので，造母指の知覚再建，母指内転

拘縮の除去，合わせて，移植骨の血行を

良好ならしめるため， 受傷後 6ヵ月に

て， 右手第 1指間院へ， 日rstweb flap 

移行 D.P.Aー挽骨動脈背側枝， D.P.V. 

挽骨動脈併走静脈のl吻合，深排骨神経と

jf争中神経のほ指への枝との聞の縫合をわ

なう.皮弁は完全生着し，母指内転拘締

a. {!桁前 b.術中

図 2.症例 2.

B.外転位 b.内転{立.

図 3.症例 2.術後.
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a.郁:j iIIi 

a.術直後

整形外科

b.遊離足背皮弁採取

図 4.症例U 3 

図 5.症例 3.

1 Ll 

1979年 11月

C. 腸骨移植

b. c.術後 10ヵ月

1満腔骨動脈一機骨動脈本幹， 各動脈併走的脈問のl均介， 建への]5<:弁としてはもっとも適している また吻合血管

浅排骨神経と l則行指fl11経との縫介を行なう 皮弁は完全 の外径も太く ，]5<:弁の ~I三ß率も高く ，危険性の少ない再

生活し，現杭，術後約 1年であるが，皮弁辺縁に知党鈍 建術である た背の広Ji可欠損部は， 白rstweb Aapの場

麻を残すが，表ずE性知覚は S3+ まで戸1復:し， T.P.D.は 合， f:1J治絡が遷延する傾向にあるが，他は'1-'間層植皮に

10~12 mm (術前は 25mm)に同復した. て覆うことができ， 1支弁採取後の機能的欠損も少ない.

考 察 移行した皮弁の正常域近くまでの知覚岡復ができるこ

足背よりの皮弁は，従来の groinAapなどの遊離皮 とは，優れた利点であり neurovascularisland flap法

弁と比較して，知覚回復が可能であり，皮府の性状も手 と比べても， T.P.D はや L落ちるが， switchingの問題

のそれに類似しており，また皮下脂肪も少なく，手の再 もなく，症例 1のごとく，従来の方法が制限される場
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合，特に有用性が r '， ~ い また症例 3のごとく，従来の造

似指術では，数回の手術を必要としたが，本法を利用す

れば，tこ;:1 1百|の手術で Il的が達せられ，今後造母指術

には大いに利)IJできる方法と思われる.

I支弁の T.P.D.の1('1_1-'.については不明な点も多いが，

著者らの症例では全例，それぞれの広弁の T.P.D より

改善され，移ft([}~くの T. P .D . へ近づいている傾向にある

のは興味深い.

結論

Free neurovascular Aap の付指再建術への応用，特

にI i色i剖行術後の知党再AJ!， 1)')'伝拘紛の除去， one-stage 

造母折術への応用症例について，木皮弁の有用1>'1ーについ

て述べた

ご指導，ご校関いただいたILi口大学整形外科服部奨教授に深

謝する.
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再接着肢 ・指の予後と皮膚温の関係について

一一臨床例および動物実験結果一 一

Skin temperature monitoring in revascularized digits and hands 

ー一一一Anexperimental and clinical study-一一

奥 津 -HIS 

阿部

三 ノ宮節夫 高取吉雄 高 見 博

績 石井志博 福岡重雄ネ

1973年 5月以来行なった 24i，E例 36折， 5症例 5手の

完全および不全切断肢指の再接お成功率は 90.2%であ

る.主主りの約 10% の症例ではIfll栓形成による循環不全

で再接着に失敗した.循環状態の悪化をた工ちに察知し

て対処する必要があるが，経験の浅い医師や看護婦では

早期珍断が困難であり，再手術の時期を逸することが多

い.これは局所のf活保状態の判断が爪下のも紛Ilfll流や皮

!内'の色調， Jjill脹などの臨床jiÎ~状によるため観察街の主観

がはいりやすいことに起閃する.特に夜間の人Tj照明下

Key words: skin temperature monitoring， f1uctuation 

of the skin temperat山 町 limbreplantation 

* 1. Okutsu， S. Ninomiya (講師)，Y. Takatori， H. Takami: 

東京大学整形外科 (Dept. of Orthop. Sur宮，Faculty of 

Medicine， University 01' Tokyo， Tokyo); 1. Abe (医長)，

S. Ishii， S. Fukuoka:剖l立豊島病院整形外科(窃173東京

都板橋区栄町 33)

での色調判断には困惑を感ずることが多い.補助診断と

してのサーモグラムやポータプノレ超音波血流計などによ

る検査には種々の制約があり ，一般病棟では手軽に行な

えないことが多い.

そこで我々は 1974年 12月以来， ，也、部の客観的助l流状

態を知るプYWとして半導体による指尖皮府表面温度計

百llJ1)を経H寺的に行なっている 今川健常指および怠指

の温度変化とそのパターン，これらと体混との比較を行

なった さらに，ラットの左後肢を用いて急性血管閉塞

モデノレ尖!放を行ない“経時的指尖皮府表面温度計訊1)"が

臨床上有用であることを確かめたので、報告する.

1.臨床

症例および方法

定例は 18~46 才の男性で， 完全切断指 3Îli~ {7I) 4指，

不全切断指 5症例8m，不全切断手 H'E例 1手である.

その他， 自家静脈移植，血管柄付き遊離皮I1守移植例にも
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応用 した.

術後，:fJ(;々は原WJとして低分Tデキストランとへパリ

ンナトリウムを持絞点滴静注法りで 2週間投与してい

る.さらに忠以上腕と前腕を電気1j;{liて力Ilillllりして血流

の維持に努めている • )J，:J自温HdllH土， 1. ~Vllt - 卜 で芝浦電子

製 ModelMGA-IlI と半導体をJIJ¥，、て折腹部中央で行

ない，計百[IJI}¥J隔は必裂に応じて 1~ 811与 I I\ J とした.

結果

健常指の温度は 30.4~37. lOC の!日!にあり通常 32
0
C

以上で 3
0

C 内外の師iをもって nI)~変動していた これ

は肢箆体慌の 85% 以上に相当した目

整形外 科

完全切断指再接着例

成功例の温度は最低 26.3
0
C，最高 35.0

0
C であり illi

'i:¥' 32
0
C 以上で 3

0
C 内外の似で変動していた. J敗抗体

育日Lに対する 4也、指温度の百分水は， 通常の j， j 秒 IJ では'l;~.に

1 ~ 1 

1979年 11月

80.6%以上であり ，示指を中指へ移行した 1{91]では最低

73.9%であった. iM度のパタ ーンは，術的後より健常指

に比べて約 l
O

C の低温を示したが， ~~~に世t常111 と同様

に変化した症例(区11)と術直後はチアノーゼが強く

30
0

C 以下で健常J行より 5 . 5~8 0 C の低ìr，;lを~し，その

後W5病日頃より次第にfMJirーが |二界して他常指のパター

ンに近づいた症例があった.

ープj，蒋接煮に失敗 した 1例では， 最低 27.2
0
C，最

~':j 32. lOC を示した.術前後よりチアノーゼが強く ，品11

度パターンは 30
0

C 内外で健常指よりも約 6
0
C の低flul

を示し， 1 11~f期ね度の上昇をみたが第 5 病 日 には 2 11与 n \ J

に 32.1
0

C から 27.2
0

C へとが~ 5
0
Cの急激な低下がみ

られた これは健常指よりも 8.4
0

C の低温で臨床的に

もIUl;ffi形成による循環障害が疑われた.た工ちに動脈娠

影を行なったところ動脈閉去の所見がれ}られた.ウロキ

ナーゼの投与を行なったが改詳はみられ

ず漸次壊死に陥った.

不全切断肢指再接着例
:H 

。11け dyIl-Illp. (axilla) 

・仁川11，り1(J1 ring f.) 

:10 

9

H

7

 

q

f

M

.，
“
内
〆
】

法制l品

;析をAP¥ 

図 1. 症例JS.N.， 28才，男子.完全切断指再接着成功f日1].

成功例の皮府温は， 最低 26.6
0
C，最

山 36.4
0
C であり ， J敗抗体温に対する

j心桁出の百分率は 78.3%以上であった.

通常の温度パタ ーンは術11'1後より 32
0

C

以上を示して健常指と同様の変動を示し

ていた一方，再接着に失敗した 1例で

は， 制;iii'(後は 32
0

C 以上で健常'指に比

べても 2~30C の低温を示したにすぎ

なかったが，経過中に健1t;t旨の制度低下

がみられないにもか Lわらず，ゆっくり

した低下がみられた 動脈撮影を行なっ

たところ，縫介r[ilより述位で.IIrl管閉本の

所見が得られた その後嬢死に陥った

(図 2). 

2.動物実験

方 法

Wistar 系ラット(休前 250~330gm)

40 pcを用いてネンブタール麻酔下で実

験を行なった.初めに左大腿部で大腿骨

以外のすべての軟部組織を切断して遠{立

部が壊死となることを雌かめた.次に切

断肢指再接着モテ'ノレとして左大腿什と左

大腿3iJJ静脈を残した後に左大腿動的脈を

90分n¥Jclip して阻泊l状態を作 り，その

後 60分間開放した. その後で再度， 動

脈 (A)，静脈 (V)，動静脈 (AV)をお

o I ~ od 、 1 l' lllp.1 れ xilh)

・Cont1"01 (f{ thumb) 
I ~iï 】 1 ，，"Il-" 1 R miclclle f.) 

;jlt ~J〉 JL
J¥(l¥ 

27 

叫 iil/l""ii ï l~ 'Ix' }~" ïi iJ~" 'ïx" '~'~""i;'''' ; '~''' I ，~'} "iγfillyl “11J hl}111、

訂~lld川l(川州州d州l切凹附川州州州lいい川川4り叶}刊l
河耐I徒日H尚刈4刊I 1 1 "，1¥.. ":J'i 

図 2. 痕秒'IJS.T.， 37才，男子.不全切断指再接新失敗例
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のおの clip した群と clip しないコン

トローノレ (C)群を作製した さらに大

腿骨をも離断して左大腿動静脈のみを残

した後に同様の処慌を行なっただ， V'， 

AY'， C'群を作 り， 各群 5匹ずつの動

物実験を行なった.計測は，室温 23
0

C，

混度 65% の条件下で臨床と同種の温度

計を用いて行ない，左右後肢と体表面温

度を術前から再 clip後 3時間まで 30

分ごとに合計 61時間行なった.

結 果

1613 

:lfi 

;{:; 

11 

品 .<¥ B"d~- klllp 
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1;1 川 政I i': 111 I N -111 I;lll'aじhgroup) ラットの体表面温度は，最低 28_2
0
C， 

最尚 35.3
0
C であり 32

0
C 内外で変動

していた.また健常な右足の}J，:Ti内ìt1~は29 。

C 内外で体温より約 3
0
C {J尽く体温と密接な関係をもっ

て変化していた.

大III日"'J・を放置した群と向性断したJt'fの間にきわだった差

を認めないため，これらを一括して述べる.術前の左後

肢のfllti.度は平均 29.9
0
C であり ，Wl回1-1の動静脈 clip

後 90分の温度は平均 27.9
0
C へと低下した.開放後 60

分では平均 30.8
0
C へと上昇し， コントローノレ群では，

その後も泊度の I::flがみられ 31
0

C付近の高温が持続

した.一方， と.の1(11管に再 clipを行なった場合で・も 30

分の時点の温度は平均 28.3
0
C であり，コントローノレ群

に比べて約 2.5
0

Cの急激な温度低下を示した 30分以降

はIfll流がなくとも 28
0

C 内外を示して経過した(図 3). 

考 察

体の表面に達する熱は， Ifll液の狙度，組織の熱伝導，

血液の流量などにより決まり，これらは食事， J，CiDHの温

度，叩状腺機能，月経}.';jWJなどが関与して休で産生する

熱に影科される.ープi，体表iuiより失われる熱は， )日四

のil'il1立 ・混度，空気の流れ，発れiJE，皮膚の色など多く

の因fの影響をうけている.臨床而における皮府ifu'l計百ll)

は，フ主冷やタバコに対する感受性の検索， 1111管の保質的

変化と機能的変化の鑑別，交感神経切除後の効果判定な

どにJHいられてきた.裁々は指尖1交l内tlulの経時的計iJlI)が

再接着目立J行の有効な客観的モニタ一法かどうか臨床と動

物実験の阿而より検討した.

通常，手指のl幻自温は L.D.Montgomeryめによると

室温 23
0
C で似指 28.1土2.4

0
C，'1'折 26.9土3.00C，

小指 26.5土2.3
0
C であり ，他の報告でも同様に母指が

約 0.4
0

C 小指よりも首nU.frが高いとされている. これは

軟部組織量によると考えられている また外気温と手指

温度の関係をみると 100C の外気温では約 16.50C，24。

図 3. 動物実験結果.

C では約 32.5
0
C，約 460C では 36.90C と報告2)さ

れているが，実際の臨床例では外気温などの各種条件を

一定に保つことはむずかしい C.R.Stirrat らめは，臨

床例における健常指の皮府温は 33.0~35. OOC であり ，

再践着指の皮!内温は 26.0~35. OOC の間にあったと報

告している.一方，循環障害は，健常指の温度は一定で

あるにもかLわらず再接着指の温度が 2.5
0

C以上低下

した場合，再接着指の温度が 30
0

C以下に低下あるいは

健常折の温度が原因なく 30
0

C以下に低下した場合に疑

われるとしている.我々の再接続成功例では，一部の例

外を除いて再接着指の瓶度は 32
0C以上で健常指と同様

の温度パターンを示していた.一方，失敗例では，経過

中に健常指の温度が一定であるにもかLわらず，再接活

指の視度が漸次低下するか，あるいは急激な低下を示し

た この時点で行なった動脈撮影所見で血管閉塞を確認

した さらにラットの左後肢を用いたこだ験で，動脈， m， 

脈，動的i)派をおのおの clipすれば，いずれの場合でも

30分以内に約 2.5
0

Cの急激な1制度低下を起こすことを確

認した.い Lかえれば，いす.れの血管が閉塞した場合で

も皮府温計I]ll)を経時的に行なっていれば 30分以内に診

断が下せるこ とになる 血管閉塞後の皮府混は，たとえ

血流がなくても実験，臨床例ともにある範囲内で変動経

過するので，これに迷わされることなく臨床症状と合わ

せて血流の有無を判断し，た父ちに再手術にふみ切るこ

とが大切であると思われた.

まとめ

1 )蒋接着成功例の忠指皮!何温は，通常 32
0C以上で

体温の 85%以上を示した.

2)急激な温度低下がみられた場合には，血栓による

循環陣容を疑い，早期の対応を必要とする.
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3)動物実験では，動静脈の両方あるいは，いずれか

片方が閉塞すると 30 分間に 2~30C の急激な温度低下

を示 した.

4) 持続的な皮脳出計測は， 臨床九也、f~Hの Jfll流状態を

知るのに有用であると思われる.
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切断指再接着後の知覚回復

一一 特に知覚出現時期と順序について一 一

Sensory recovery in the replanted fingers 

一- Recoverytime and sequcnce-一

山 内茂樹

前 野 紘一

野村

池野

我々は， 1974年以来 238例 351析に切断指再接着を

試み，327指に生活を得ている.第 21巨!日木子の外科学

会にて 6ヵ月以上経過した症例のうち， 59例 84指の知

覚回復について発表したが，今同は知覚の11¥現時期とそ

の順序について報告する.

症例

再接着指の中で両似IJの掌側神経が断裂し これに神経

縫合を行ない術直後より経時的に知覚の回復状況を追跡

し得た症例は 45例 目 指で最年少 2才最年長 63才で

平均 34才であった. 切断{ifl位は表 1のごとくであり ，

母指 12指，母指以外 47指だった.神経の損傷状態は，

鋭利切断 6指，挫滅切断 42指，引き抜き 11指であった

(表 1，2).

検査方法

再接着術直後 より 定期的に以下の知覚検交を行なっ

たす なわ ち圧党 (30g)，触覚 (2g)， iiYiJi: (5 g)，温

覚 (50
0

C)，冷党 W C) および発汗について空1Ij，'i:出現

時期およびその推移状況を調べた.

Key words: replantation， sensory recovery， digital nerve 

repalf 

* S. Yamauchi， S. Nomura (教授)， 1¥1. Yoshimura(講師)，

K. Maeno， S. Ikeno， S. Umcda:金沢大学整形外科(Dept.
of Orthop. Surg.， Faculty of Medicine， Kanazawa 

University， Kanazawa) 

進 吉 村光 生

梅田真一郎事= 8 

結果および考察

圧覚， 触覚， 痛覚は全例が回復したが， 冷党は l指

1. 7%，氾覚は 7指 11.9%， 発行二は 13指 22.0% に回復

をみなかった n三党の11¥現は3週から 39週で平均 10.4

表 1.症例 (45人 目 指〉

a 年令および性別

年令 男 |女
4 ( 6) I 0 

2 ( 3) I 1 ( 1) 

7 (11) I 1 ( 1) 

10 (10) I 4 ( 5) 

5 ( 8) I 4 ( 5) 

計

4 ( 6) 

3 ( 4) 

8 (12) 

14 (15) 

9 (13) 

10才〉

10才豆

20才話

30才孟

40才豆
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表 2.神経損傷の状態と知覚の回復

神経の状態 |圧覚 |触 覚! 再生速度 |痛覚 ! 再生速度 |冷覚 |温覚|発汗

鋭利切断 6指 7.3W 8.7W 16mmjM 8.7W 13.3mmjM 12.7丸ヘ/ 18.4(W 1〉 48.3(W 3) 

挫滅切断 42指 9.7W 10.9 W 13.9 mm/M 12. 6 W i 12.5 mmjM 15.5(苛1V〉 17.3(W 3〕 28.5W 

16. 0 W 9.2 mmjM 16.5 W 8.8 mm/M 16.6(13H 〕
(6) 

引き抜き 11指 14.8W 18.1 W 20.4 W 

lI  (3) 
血行障害叫 10.9WI山W 川 mm川山W 川 mmjM I山W 1281w|480W

( )内は出現していない数

表 3.年令別の回復

(血行障害，引き抜き損傷例を除外〉

年令 圧党 触 覚

く 10才 4t旨 6.8W 6.8W 

10~29才 9指 8.2苛V 8.9 W  

30~49才 21指 9.3 W 10.3 W 

50才主主 6指 10.5 W 12.8W 

週，触覚は4週から 39週で平均 11.6週， 痛覚は4週か

ら43週で平均 12.9週 だった. 冷覚の出現は 15.7週，

品11党は 17.3週，発汗は 29.1週だった.すなわち今回の

follow upにおける切断指再接着指の知覚獲得順序は圧

覚，触覚，!lyiJ't，冷覚，温覚および発汗の順であった.

神経縫合術の11柏町に影轡ーする因子は多数あるが，野村

は忠者側の条例ーとして， 1)神経の種類， 2)患者の年

令， 3) 損傷I~-:1位， 4)欠損fiilの長さ， 5)随伴損傷を

あげ，さらに医師側の条件として， 1)手術時期， 2) 

手術技能をあげている.切断指の場合，神経の種類は純

知覚神経であり，損傷部位も末梢であるため神経の回復

の条件はよいが，年令，gapの大きさ，随伴損傷により

成績が大きく左右されるものと考えられる. そこで，

①神経損傷の状態 ②年令 ③神経の切断部位.④指の

完全切断と不完全切断. ~受傷原因 に分けて匁l覚臼l復

の違いを考察した.触，痛覚については，指尖まで回復

するに要した月数で，再接着部より指尖までの長さを除

して，女目覚回復の再生速度を調べた.知覚の出現とは，

切断された指の一部に始めて知覚の回復がみられたI時期

をい¥.，知覚の完了とは縫合された神経支配域全体に知

覚回復がみられたことをいう.

痛覚 冷覚 温党 発汗

6.8W 9.5(Ml〉f 9.5(L1V 〉 17.O (VlV 〉

14.1 W 15.1 W 11.9(W 2〉 24.3(W 1〉

11. 9、v 12.9苛V 14.8(W 1〕 28.2(W 9〉

12.5 W 14.2W 16.8W 25.5(V4V 〉

( )内は出現していない数

1.神経損傷の状態による知覚回復

表 2のごとく，圧覚，触覚，痛覚にては，鋭利切断，

挫滅切断，引き抜きの11聞に早く回復し，機能再生速度は

いずれも触覚が痛覚より速かった.冷覚は挫滅切断の 1

指を除く全例に回復しており，鋭利切断が一番早く，次

いで挫滅切断，引き抜きだった 温覚は鋭利切断 1指

16.7%，挫滅切断 13指7.1%， 引き抜き 3指幻.3%に

回復をみず， 発汗は鋭利切断i3指 50%，挫滅切断 4指

9.5%，引き抜き 6指 54.5% に回復をみなかった.この

ため表 2とは多少異るが，個々の症例にては，神経損傷

の状態にあまり左右されず，冷覚，混覚，発汗の順に回

復していた.

術後血行障害を認めた指では圧覚，触覚，痛覚にて事l'

経挫滅切断より回復が遅いが， 引き抜きより速かった.

しかし冷覚，温覚，発汗の回復にては一番慈く，特に発

汗，温覚の回復が極端に遅れていた(表 2). 

2.年令別の回復

表 3のごとく，老令者ほど回復が遅く ，若年者ほど回

復が速かった.知覚獲得順序に関しては各年令層に差は

なかった 2才小児の引き抜きでは，圧覚，触覚，痛覚，

混覚，冷覚および発汗はすべて 2ヵ月で出現した.これ
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表 4.切断部位別による回復 (10才以下を除く).

指完全切断で神経挫滅切断のみ.

切断部位

母指

覚温党冷再生速度

(1) 
7.0W 

13.0W 

9.5W  

15.8W  

1O.5mm/M 

12.8mm/M 

、V
:J.l. 

9.5 Vヘr
12.5 Vヘf

f市

5.5W 

7.8、へ/

2指

4指

IPJ 

基節

第 2~5 指
(1) 

16.5W 

(1) 
16mm/M I 20.3W 9mm/M I 20.3W I 17.0W 
17mm/M I 11.3W 15mm/M I 16.5W I 22.3W 

14mm/M I 23.OW : 13mm/M I 26.0W I 11.0W  

( )内は出現していない数

(1) 
12.0 Vγ 10.8mm/M 11. 7 mm/M 9.7 W 

15.3 W 

12.3W 

11. 0 W 

9.3W 

12.3W 

10.5 ¥v 

11. 0 W 

13指

3指

4指

1指

中節

PIPJ 

基節

MPJ 

冷党 |温党

(1) I (1) 
13. 1 W 1 15.4¥ザ

(1) 
18.1 W 

15.9 W 

(1) 
14.4 W 

(2) 
22.7W 

表 5.受傷原因別の回復

再生速度見抗
日

J
a引再生速度党触党圧受ftS原因

18.9W 

15.1 ¥v 

14.2mm/M 

12.9mm/M 

10. 8 mm/M 

|圧覚 |触 覚 ; 再生速度

5.5W 16mm/M 

9.8 W i 16 mm/M 

18.4 W 

12.8 ¥v 

14.1 ¥v 

15.9mm/M 

14.3mm/M 

13.9mm/M 

8. 1 ¥¥' 

10.5 W 

10.9 ¥v 

7.3W 

9.9W 

10.1 W 

9指

電動ノコ等 10{旨

欽のカッタ一等 11指

コ ソ バ イ ソ等

13.3、v10.6mm/M 12.2 ¥v 11. 2 mm/孔f12.2¥¥' 10.4¥1>，' 5指ベルト等

21. 5 W 

枢剖lの必節部より遅れる原因は，主としてその解剖学的

関係にあると考えられる すなわち，PIP関節部にて

指神経は，動脈とともにその周囲を籾市'で強く固定され

ているため術後の腫阪で強くしめつけられるのが原因と

考えられる.

4.指の完全切断と不完全切断による差

切断部位および神経鍋傷の状態別に比べたが，いずれ

にても折の完全切断のほうが不完全切断より知覚回復，

再生速度ともに早かった.

5. 受傷原因別の回復

知覚回転がよいのは，コンバインなどの軟かL、物を切

る機械， ~ü動ノコ ， $');のカッターなど硬い物を切る機

械，ベノレトにはさまれて切れたもの，の11瞭であり ，一番

悪いのは回転と捻れが加わって引っばり切れる旋盤など

による切断て‘あった(表 5). 

まとめ

切断指再接着後の知覚回復の予後は，受傷l時に大部分

がすでに決まっていると考えられる.知覚回復を早める

因子として 1)鋭利切断，2)若年者，3)切断部位が

7.7mm/M 21. 7 ¥ヘf7.5mm/M 

は成人の神経挫滅切断より速かった(点 3). 

3.切断部位別の回復

切断された部位による回復のl~を調べるため， Jl'iの先

全切断で神経挫滅切断の 27折について比べてみた (10

才以下も除いた〕これによる と，}E・触 ・痛覚では，符

指 IP関節部切断にてー喬1"1復が早かった 次に母指

以外の中節部，:U;節部の}I聞に1"1彼がよく ，一番遅いのは

PIP 関節部切断だった. しかし jl}~ I'速度は母指以外の

基節部が一番速かった.冷覚の川復もほ工触 ・痛覚と同

じ}I闘序だったが，話11党はより末秤jで切断されているほう

の回復が早かった(表 4). 

術後血行障害を生じた指は，知覚回復が遅れるため，

さらにこれらを除外し知覚の出現および完了を切断部位

に分けてみた(触覚，痛覚のみ). これにでも母指 IP

関節部が，触覚の出現 5.5週，完了 8.0週，痛覚の出現

9.5週，完了 10.5週と一番早かった.次は母指以外の'1'
節部，母指の基iYr'i部，母指以外の基節部，PIP 関節古~Iの

順であった.いずれも触覚が痛覚より早〈 出現し完了し

ていた. 母指以外の PIP関節部にて知覚回復がその中

20.0W  6指 I19.0W 旋盤等
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母指の IP1~I Íì1'iまたは母指以外の中節部， 4)析の完全

切断， 5) i欽かい物のカッターでの切断があげられる

これに対し知党阿復を遅らせる因子として， 1)づ|き放

きtJ.l似， 2)必令者， 3) PIP関節部での切断，4)指

の不光全切断，5) IA.盤などによる切断があげられる.

これらはすべて j心者 似~の条件で受傷|時にすでに決まって

いるが，医師側の因子として，術後Jfl1行障害を生じた指は

知覚回復が遅れるため，もしこれを認めたらた工ちに両

手術により Jl!l行障害の除去に努めることが必1J.iである

今回の [ollowup における切断指刊般行後の知覚~

得!順序は，Ll:党，触:i.'t.焔覚，冷覚，温覚，発汗の11頂で

あり ，その/1¥羽H、明PIZ)'りは正覚 10.4週，触覚 1l.6週，

痛覚 12.9週，冷党 15.7週，温覚 17.3週，発汗 29.l'週

であった.

文献

1)山内茂樹ほか .整形外科 29:1502， 1978. 

2)野村進外傷 7:475， 1976. 
3) Buncl叩， H.J.: Surg. Clin. North Am. 52:ょ1267，

1976. 

4)吉村光生ほか 整形外科 27:1458， 1976. 

腕神経叢麻痔に対する遊離筋肉移植の 1例

A clinical case of仕eemuscl巴 graftfor old brachial plexus injury 

生 田 義 和 吉岡薫 平松広夫 fl1下健 哉ホ

Zielonko(1874)， Studitsky (1964)， Thompson(1971) 症例

らの遊離筋肉移植は，いずれも移柏筋肉のj，'，jU.ljに存在す 11才，男児 10年fiifの生後 6月のとき，母規に背負

る組織液に栄長を依頼する方法で，成功例があるとはし、 われていて， I祉税が交通事故に澄い，本人は数メー トノレ

うものの不確実で， しかも容積の大きい筋肉Hーでは不IIf 前に投げだされて受ft!;した.受傷後 3ヵ月と 1年 6ヵ月

能である. に某病院にて右腕神経叢麻簿の診断のもとに神経剥離術

一方 microsurgery を応用して， 移fl((jliiのや1
'
経 ・Jfrl を受けたがまったく変化なく ， 1978年 4月5日当科を

管%:を縫合する筋肉移植は，玉)1:(1970)，久保(1975)， 初診した.

Terzis (1978) らの実験的研究と，~川JJ I : (1976)， ~ IJ.I 来院H寺，右上肢は完全な全麻梓で，上肢全体が細く，

(1976)，上泌第 6人民病院 (1976)，Manktelov (1978)， 肩甲骨の挙上運動以外には運動はまったく不能で，しか

Schenk (1978)，玉)1:(1978) の数例の桜子;をみるのみ も C5から Csにかけて知覚障害が認められた.

である

私たちがすでに ï~j'; した 2 j，j fylJ は， いずれも liij腕の

Volkmann 拘紛で受筋((i~ (recipicnt site)の!fj}Jt'制派と

神経を縫介したものであるが，今凹，受1iJjm~に神経を求

めることのできない|隙ILltlの腕神経法腕;癖の症例に対し

て，筋肉を移fi((し， JVJ川神経移行を併用した症例を経験

したのて.f.*j';する.

Key words: musclc graft， brachial plcxus injury， micro-

surgery 

* Y. Ikuta (講師)， K. Yoshioka， H. Hiramatsu， K. Tsugc 

(教授〕広島大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Hiro-
shima University School of Medicine， Hiroshima). 

図 1.左大腿部より採取した薄筋.

正常の緊張下では 20cm の筋肉を採取した N & Vは
neuro-vascular bundle を示している.切除した状態では

約 14cm に短縮
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Gracilis muscle 次いで筋肉の栄養動脈として外側胸動脈

を分離した.静脈は上腕動脈の{下走静脈

の 1木を使用することにした.

tljl経は， 第 3 ， 第 4 肋~1'1 を乳副総より

やL外側にて一次的に切断したのち}I}JH英

を似似しないように注意しながら肋川神

経を分離した.

図 2.移柏筋と受筋部との血管縫合とやl'経縫合の模式図.

次に， 左大腿内側に約 20cm の縦切

1;11を加えて，薄筋を霞出した 採取する

筋の長さは次のようにして決定した す

なわち右肘関節を 90。に屈曲して，移植

すべき筋の縫合部，すなわち上腕二頭筋

l~jjJ[血~と挽骨への付対古~I と同じ長さ (20

cm)の湾筋を採取した.移純筋のJfll管， 神

経は筋)阪の中央よりや L中継より進入し

ていたので‘これを温存した.採取した筋
a 動脈縫合部 b 静脈縫合部 b': bの鉱大|苅 V，は端端縫合， V，は

s 端側縫合 c 神経縫合部.

図 3.Jfrl符縫合，神経縫合を終了したのち移植筋の

末梢を上腕二頭筋縫に縫着.

a : ifj)J脈縫合部， b・神経縫合部.静脈縫合部は移枢i筋に
かくれてみえない

通常， 全型の完全腕神経叢麻rv，(の機能再建術として

は，肘関節の屈曲を目的としての肋間神経移行が行なわ

れるが，この症例では，上腕二頭筋そのものがお度の萎

縮に陥っており，神経移行のみでは肘関節の加IJb力を再

建できるとは考えられなかった したがって，まず上腕

二頭筋として働くべき筋肉を移植し，これに肋間神経を

移行することにした.

手術

1978年 8月11日，全麻下にて手術を行なった. ま

ず， 右前胸部の第 3，4肋骨部に， ほXこれと平行な弓

状の切闘を乳liJl線から肢窓まで加え，さらに上腕の前側

を通して肘関節の前側にいたる zig-zag切闘を加えた.

肉は収縮し，約 14cm となった(以11). 

次に， 採取した筋肉の中枢を上腕二頭筋長líJi肱~に 4-0

ナイロン糸で縫合して固定したのち，顕微鏡下にJfll符縫

合， TII経縫合を行なった 動脈は先に分離しておいた外

{JlII胸動脈と端々縫合を行なった.血管の直径は，ともに

がj1. 2 mmであった 筋肉の静脈は約 2.0mmのl向IJf

のものが 2本あり ， これを約 5.0mmの直径の 1::腕前?

脈とl文12のごとく 1本は端々縫合し 1木は端似Ij縫介し

た. Ifll竹縫介後， 筋肉の断端よりの出血を確認したの

ち， 筋肉の神経と， 第 3，第4肋間神経を 10-0ナイロ

ン糸にて cpincuro-fulliculal縫合したのち，筋肉の末梢

を上腕二jÎJi筋出~に縫合した(図 3)

最後に，先に切断した 2木の肋骨を絹糸にて旧位に整

復，縫合して内定し， 1文h可縫合を行なった.

術後，上)院を胸墜に密着し，肘関節を 120。に周IJllし，

包帯にて固定した. 抗生物質以外の低分子デキストラ

γ，抗凝固剤などは投与しなかった.

術後経過

移植筋は，術後 5ヵ月日ごろより呼吸に一致した

Complex NMU voltageを認め始め 6ヵ月 nには収

縮を触れるようになり 9ヵ月日には重力に抗して肘関

節の屈曲が可能となった(図 4). 

考察

一般に，筋肉移行を含めた筋肉移植の目的には，1 )組

織欠損の充填， 2)血行の改善，3)創の閉鎖， 4) J血

FFF，事11経などの組織の被覆と防御， 5)運動機能の再建

などがある. 1)から 4)までは，i血流の豊富な組織

を置く」という目的で，比較的容易な手術であるが，
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5)は運動機能の再illのためにはl以前(1能

力の再建あるいは温存が必要であり，比

較的困難な条仰を必要とする したがっ

て，安易に筋肉移杯iは行なわれるべきで

はなく，適応に|刻して熟!芯すべきである

私たちは，適応については次のごとく考

えている.すなわち，もし腿移行，あるい

は筋移行などにより +IH1!"，IJ能な余地が残

っている場合には，あえて移値の危険を

冒すべきではない.また拾j/L)JJjの筋力，

関節の固定性あるいは"HiiJ1"1ーなどに関し

ても 卜分考慮しなければならない. ま

た，知l覚に関しても，少なくとも useful

な状態であることが必要である.

筋肉移植の問題点

移植された筋肉細胞の生死に問しては血流量が問題と

なり ，また生新はしても， JfJl流と筋制11胞の萎縮の程度と

関係があると考えられるため，できる限り十分な血流おー

を保つように努めなければならない.また移植筋の収総i

能力の恒l復のためには，移植床の，(111経が純運動神経であ

ることが望ましく，また神経縫合の!ぷfliも大きく影響を

与えると考えられる。移植筋の緊荻皮に1)(.1して，どの程

度が最良であるかはいまだ不明である.

術後の機能訓練は非常に大切なものであることが

Terzis らの実験でも示唆されており， これにより筋力

図 4.術後 9ヵ月目の所見.

右肘関節は{中展 _300，屈曲 900 まで"ft出.

の回復が大きく左右されるものと考える.

ま とめ

11才， 男児の陳旧性の全型完全麻1原型の外傷性)防相11

経叢麻痔に対して，務筋を移植し肘関節の屈曲機能を再

建した.運動神経には第 3，第 4肋!日!神経を移行した

文献
1) Kubo， T. et aL' Plast. Reconslr. Surg. 57: 495， 

1976 

2) Ikuta， Y. et aL: ibid. 58・407，1976. 

3) Manktelow， R. et aL: ]. Hand Surg. 3: 416，1978. 

4) Terzis， ].K.: ibid. 3: 37， 1978. 
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手掌での創開放療法

手に|製らず新鮮開放創に対する処置は可及的に一次 手掌皮線と |司じ恥H立の線状搬痕を残すのみである.

的諸IJ閉鎖を行なうのが原}[IJとされている.ところが私 遠位手掌皮線と中央手掌皮線との間に横に加えられ

は 1976年 DL]，M. Hunterの HandRehabilitation た皮膚切開は， 折の屈曲拘縮を解除して指を伸展させ

Centerでこの原WJに沿わない治療の経験を持った. ると縦幅 1 ~ 2 cm の唇状の開放創が生 じる. この開

この施設ではデュピュイトレン氏拘縮に対 しMcCash 放創に皮II~降線を伴った上皮化が進み， 最終的には倉IJ

(1964)が提唱した openpalm techniqueを係川して が線状に近い搬痕で閉鎖するということは興味ある説

いた 手掌のお Lよそ 1/10の広さに相当し， しかも 象である.理論上は開放創の上縁と下縁との聞に降線

舵や神経 ・ 血管*も î~ Ll II したま与の深さをもった創lが が治加lしたことになるからである.

開放されたま.1. dressingされるのをみて，その経過 過EI. 手術室での手洗い後の細菌検査に協力した

に興味を感 じるとともに一方では心配でもあった. 4 折， 手当主から変なコロニーがはえているので調べた

週後，その忠者の加rlll約締はとれ，語11も感染すること ら，表皮細胞だったという話もきいた.手掌:の皮1Mの

なくしかもほ工科{状に近い娘痕で閉鎖した 同施設で 活力は他部に比べて特別強いものではなかろうかと莫

多くの症例をみたり openpalm techniqueの追試に 然、と私は考えている.

関する論文を読むうちに，手掌のおIJの治癒力は他の部 木訟の利点はいろいろあげられるが，私は皮間欠損 、

: 位と異るものであると思うようになった. 部が植皮などによる他部位からの皮膚ではなく ，手回 ) 

さて私たちの施設で、 openpalm tcchniqueを行な

ったのは 54才の男子のデュピュイトレン拘縮が第

1例11で、あった. 体I式および後僚辺、は McCashの報

告に準じた.体I直後，手学に残った開放f:IH1遠位手掌

皮線と'1'央子掌皮線の問で)行状の形で，最大横幅は

42mm，最大縦幅 13mmの大きさであった.術後 5日

11の dressi時 では創氏の腿神経 ・I(ll管束は肉芽で被

われて比えず， 指を ftl'¥1l11させてもその肉芽は似jかな

い.その後の上皮化の速度も済しい.よくみるとその

:P}'I:， 1)主には皮膚l盗線が Htめられる. 術後 31fl 11に

11，ほ工線状に近L、婦@{でもって削は閉鎖した.

このような開放的のねIJ治療法には当然、のことながら

lえIIjjが山てくる.まず自IJの感染が問題となろう .Hand 

Rehabilitation Centerでの観察や私たちの施設での

経験からは感染は 1秒11もなかった.また文献 |も感染

を起こした症例はきわめて少なく ，抗生物質はほとん

ど使われていない。もっとも，私たちは術後 2週間抗

午物質と非ステロイト系消炎剤を!J~川させている . 次

の問題としては， f:IJが広範な娘痕でもって治癒し，拘

絡を起こすのではなL、かという危倶である.開放にす

る創の広さや泌さからしてもっともな立見である.他

部位ならばたしかに広範な減反による iilJの閉鎖が起こ

ると思われるf:IJであるが，こLでは 1'，述したごとく，

有の掌側の皮府で被われることにあると考えている.

すなわち隆線という 凹凸のあるすべり止めを持ち，し

かも適度の厚さや強さを有する皮府は足底の一部しか

存在しなし、からである

以上のような手掌や指掌側の皮府の特性を考えて，

我々はデュピュイトレン拘縮に限らず，外傷性の開放

自IJに対してもj，j例を選んで同様な治療を行ない，良好

な結果を得ている.

さらに析の級品HiJJ:ur泊拘縮に応用してみた 患者は

6才の男ヲで，f~H行と 小指の近位Ji'i JiTIrI1 l皮線から遠位

m屈I的皮紛!にわたる癒痕を切除し，倉IJ縁が zlg-zagに

なるように整え，開放創とした. 術後 3週で創の 2/3

は隆線をもっ皮mで上皮化されたが， 1/3は搬痕で閉

鎖した， 6ヵ刀!日l夜間百IJ子を装着させた 現在術後 12

ヵ月経つが利発の徴候はなく ， 搬浪古~íをよくみると制|

いしわが横に無数に走っているなかに太い皮線様のし

わも認められる.この例は向後厳重な観察を要する

しかし開放創の形状を検討し，症例を選んで行なえ

ば痴浜tt屈曲拘縮にも本法が応用できるのではないか

と考えている.

(信州大学整形外科講師 松井 猛〕
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<VI.先天奇形>

最近の当科における上肢先天異常に関して

On the recent hand anomalies in our university 

城戸正詩*片 )1:憲 三藤本祥治大宮建 郎

表 1.Swanson 's classi自cation.

% 

Failure of formation of parts 

Failure of di汀erentiationof parts 

Duplication 

Overgrowth 

U ndergrowth 

Congenital constriction band synd. 

Generalized skeletal abnomalitics 

-
E
E
N
v
w
w
 total 

:ili近 2:iYII¥Jに当手|で集め得た上!伏先天異常に関して山

題点を合めて報告する.

昭和 52年 1月より 541，1'.1刀までの 25ヵ月間に当科

で経験した上肢を合む手の先天)，?; 'l;~.は 150 j，E例，204手

である.内訳は男1t83 f同L女性 67f>il)であり，右 59f>il)， 

左 37例である.この 25ヵ月川に当科を受診した外来j心

者総数は 10，029iうであり，予の先天'j~'l;~. ，也、者は1. 4% 

に相当する.

t(~ 3回日本手の外科学会において松;)1:らはII{!，平1124イ|

より 33年にいたる 10年間の当利における統計的報告を

行なっているが， それによれば外来忠者総数は 42，866

:r，であり， そのうち手の先天異常忠者は 3201'，で， 0.8 

%と発表している

さて著者らが経験した 150症例を Swansonの分知に

従って分けると，分化の障害を示すものが半数近くを山

め，ill復奇形および形成の障害を示すものがこれに次ぐ

(表 1). 

Swanson 分類における各 category 別に，これらを

さらに各疾忠別に分類すると，形成の障害で‘は中央列の

欠損がもっとも多くみられる(表 2). 分化の障害の中

では部援指がもっとも多く，介折がこれに次ぎ，そのう

ち作性合指が皮l向性介mよりや L多い. 重複奇形から

全身'1守系統異?~ にいたる分類も表 2 のとお りであ る .

Swanson分類による多発の順位を全体的にみると抑媛

指 ・母指多指 ・合指 ・'1'央列欠損 ・服桁の)1闘となる.次

に合併症を伴 うものは 32症例であり ，これは category

VIIを除く 141症例の 22.7%に相当する(表 3). 

この合併症を上1J5i:.下肢 ・その他のご:者に分けると，
図1.

Key words: Swanson's classi自cation，postaxial polydac・
tyly 

まず !日立の合併症では屈指 ・斜指 ・合指などが散発的に

みられるにすぎないが，下肢の合併症ではfr鈎|ーが 5症例

でもっとも多く第4足指短縮症 ・内反足 ・屈駈などがこ

れにつぐ.その他の合併症では心奇形 3例， 脊椎変形 ・

Down症候群が 2σ1)にみられる.個々の疾患でみられた

ホ KOhmiya， S. Fujimoto， K. Katai・九州大学整形外科

(Dcpt. of Orthop Surg.， Faculty of Mcdicine， Kyushu 
University， Fukuoka) MとKido:国立福岡中央病院整形外

科 Ce810福岡市中央区域内 2-2)
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表 2.

1979年 11月

1. Failure of formalion of parts 23 cases 

1) transverse de自ciencies 4 

2) longitudinal de日ciencies 19 

central……1:) 
(addray…ies 5 

ulnar ray de自ciencies 3 

1I. Failure of di汀erentia tion of parls 73 cases 

1) trigger finger 29 

2) syndactyly 14 

cutaneous 

3) camptodactyly 10 

4) arthrogryposis 4 

5) radio-ulnar synoslosis 4 

6) brachy-syndactyly 3 

7) synchondrosis 3 

8) absence of pectoral muscle 2 

表 3.Complications. 

32 cases (141) 男6
22.7 

Cat. I 5 c出回(23) 21. 7 

Cat. 11 13 cases ( 73) 17.8 

Cat. III 3 cases ( 24) 12.5 

Cat. IV 1 cases ( 3) 33.3 

Cat. V 6 cases ( 10) 60.0 

Cat目 VI 4 cases ( 8) 50.0 

表 4.家族発生例 (5例).

1. 両裂足を伴う両裂子

第 1子(男〕一一第 5子(女〉

2. 両裂足を伴 う丙欠指

父 一一第3子(男)

3. 両第 2~5 指屈指

第 1子(男〕一一第 2子〔男〉

4.先天性協尺骨癒合

第 1子(女〉第 2子(男〕

左 両側

5.両小指短縮(中節骨短縮)

母 一一一第 1子(男〕

9) clasped thumb 

10) pill-roller hand 

11) Kirner deformity 

う

u

t
ム

唱

よ

lll. Duplication 24 cases 

radial polydactyly 24 

(IPW14)  
MP type 9 

IP+MP type 1 

N. Overgrowth 3 cases 

V. Undergrowth 10 cases 

VI. Congenital constrictIon band synd. 8 cases 

VJ[. Generalized skeletal abnomalities 9 cases 

(…… Saldino-Noonan type 

unknown 

図 2.

問題と思われる症例の一つを示す(図0.これは 10ヵ

月の友児で大胸筋の欠損はなく短合指症としたものであ

る しかしX線でみると示指の基節骨は太く末節骨では

多指があり. W2・5中節骨は痕跡的で，第 3・4中節

~\徴は. 1支出世1，合指はほとんど合併症がみられないのに 骨は欠損し第 3中手骨にも異常がみられる(図 2).こ

対し骨性合指 8例中 4例に合E止や心奇形がみられた. の症例は Swanson分類では律しきれず，分類上の位置

また短指症 7OU中 5OUに合併症があり， うち 4例は第 4 づけが今後問題となると思われる

足指短縮症で、あった.家族発生が確認されたのは 5症例 次に本邦ではきわめてまれな致死性保儒症である

であり，これは 3.3% に相当 す る(表 4).次に分類上 short rib-polydactyly syndrome の Saldino 
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図 3.

typeにみられた1，1，]側主主の取h後性多指をiqtf17する. 当!，i'

例は当科の貝原らにより検索されたもので，健康な両親

の第一子として:1¥sfした女児で，在胎経過'-1'に羊水過多

がみられた Jlfi児計測では身長，体重，胸凶は際準より

小さく， iiJl聞はや L大きい 生直後より呼吸凶難高度に

て生後 57分で死亡し臼l検に移された. 剖検H、?の外表所

見は~~度な胸廓の低形成 ・ 腹部の膨隆 ・ 四HH\i鮒および

両側の刺l後性の多桁である(図 3) 手のX線所λでは

尺側余乗11指に化骨はみられず，小手骨 ・ 指'I~J ともに短

く，メタフィーゼ部は辺縁が不挫でギザギザ状であり，

ローソクの炎のような形を呈している〔図 4). 我々の

図 4.

臨床症例では，多f行j~~の '1'でも母指多桁は自íî主ßのごとく

苫11と多くみられるが，け:央列や尺側列の多指はきわめて

少ない.その意味では致死jil:の症例とはいえ興味ある l

例である.

以上，最近 2年間の当科における上肢を合む手の先天

rQ'jj~.につき報仇した
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手の先天奇形の分析

一一大阪大学整形外科における 833症例一一一

An analysis of lhe congenital hand anomalies 

Some considerations on 833 casesー

多旧情・ 米延策雄 栗崎英 二

小 ~!r 啓郎

近年の奇形分類において， 従来より償川されている

Swanson らの分類1)に多くの批判が向けられている

さらに Swanson(1976)2)は undergrowlh とし、うJ]i!1

を新しく入れた分類法を発表している しかもこれも←卜

分なものとはいえず， 荻野らめを始め多くの批判があ

る最近|同内においても諸施設よりJ-J伏先天奇形の統，11

的報告が多数みられるト9) どの報f与をみても奇形分類

法に関しては苫慮しており Swanson らの分史11ftが完

全でないことを指摘している.また汚おら10)(主主Hのな

かには，まったく異る奇形分類にはし、るべき介J削['1'と考

えられる![i例があることを報告した

li2 

¥ {9川園74

ω 

40 

30 

20 

10 

四 合 口 ♀

図 1.

Key words: congenital hand anomaly， classification， 
cleft hand 

* K. Tada (講師)，K. Yonenobll， E. KlIrisaki， K. Ono 

(教佼)。大阪大学教形外科(Depl. 01' Ol'thop. SUl'g.， Osaka 

Univel'sity Medical School): T. Egawa (院長〉 ・江川整形

外科 ・ 形成外科 (~553 大阪市福必|正福島 1- 1 -50)

江 川 'iif一本

今回1';)-形分類および奇形発生の疫学について検J、Iを加

えるため，手の奇形!ti'仔1)の分析を行なった.

症例

検討した![(例は 1960年より 1978年までに大阪大学子

の外科診療班を受診した 833例 であるー タ}459伊1) (55 

%)，女 374仔fJ(45%) とや L男性に多く発生している.

Swanson らの分類にほ工準じて全症例を分類し， 表

1 fこ示す Poland's syndrome， Apert's syndrome，五指

子Iti'，[I[手'i'l'免i紛症は分化の障害に分類してみた.分化

の附芹に属する奇形 205例，発生の停止に属するもの

184 {'ll)，局所欠照 的例，If(複奇形 225例，過成長 14{'ll!. 

全身疾}J!，に伴 うもの 15例， その他 101

例である なおその他の項目を新しく加

え，そのrl'に種々の原因で生じる変形，

拘絡を分類した.奇形別にみると多t削[1:
が圧倒的に多く，他の報告とも一致 して

いる

年度別の奇形発生

各奇形をすべて含めて年度別の発生を

みたものを図 1に示す.サリドマイド発

ゾじ[1'の 1961年に一つのピ-!lがみられ，

再び 1970年にもピークがみられる そ

れ以後は徐々に減少傾向を示す しかし

ながら発症後数年を経て受診することが

多い奇形(挽尺骨癒合症，j行節1伝介liF.，

[1'手'首短縮局:，日指症など，さらに諸々

の奇形における術後変形例など) もあ

り，現n.'i'lxでは必ずしも減少するとはいえない 代表的

な脊形(多桁!iII，続側列欠損，中央列欠損， 絞:jm輪症候

l作〉について11二度5}1)の発生を調査した (図 2). 続側子1)

欠損はサリトマイド禍の 1962:fj'.を ピークに多くの発生

をみる.なおこの年代の発症例の多くはサリドマイド斉1)

服用の既往をもっ 1966年以後は同奇形の発症は年間
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1 ~2 Ø-1jであり大きく減少している しかしながら多指

症，裂手，絞釦輸出E候1作などは各年度において平均した

発生をみる.この表でみる限りでは同じ縦列の欠損奇形

に属する裂手と僚側列欠損は薬剤に対する感受仰が災

り， 奇形発生のメカニスムに大きな迷いがあることを示

唆している.

を示す奇形には Polancl姉二候昨および簸指症， 戸一指症な

どもー似11 1"1:の発 ~ Iミが多い.

性別による発生

各奇形の性別による発生をみると'i者脊f守T 

形によりカか、なりのノパミラつきを示す 男v性|七i 

に多い発生を示すものに焼尺骨癒合f佐，iよi主J

Poland症候1鮮洋，絞如輪症候群， 行指!iE

などがある.女性に多くの発生をみるも

のには指節癒合自主 '1'手骨短縮I，i¥爪欠

損などがみられる.

権 患 側

両側性の発生が多いものには指節癒

合症，中手骨短縮症，機側列欠損および

絞釦輸症候群がある(図 3) 前 2者は

濃厚な遺伝的要因が考えられるものであ

り，後 2者は切らかに外因による奇形と

考えられているものである 焼側列，尺

側列，9-'央列欠績についてみると，同じ

縦列の欠損奇形であ りながらその左右別

発生はまったく終る.必ずー側性の発生

Associated anomall' 

1000-6 500-6 

20 

10 

。
-19591960 

00'; 

合併 奇形

足にも手と向精矧の奇形を有するもの，身体の他の部

分に種々の奇形をイIするものに分けて調交 した(図 3)， 

1:-:1頻J_\[に足にも阿じ奇形を有するものに ' 1'千件短縮j;i~お

よび絞犯輪症候ltrがある まったく合併奇形を有しない

1965 

むのら

，.._・ Polydactyl;
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ものには短指iX，媛指症があり， Poland J，i候群において

はほとんど合併杭をみない.これら三つの奇形は Blauth

により Synbrachydaktylie として同ーの純ちゅうには

いるものとされている.

表 1. Congenital hand anomalies: 833 cases 

1. Failure of difTerentiation of parts: 205 cases 

1) Radio-ulnar synostosis 16 

2) Radio-humeral synostosis 1 

3) Synphalangism 11 

4) Clinodactyly 27 

5) Triphalangeal thumb 9 

6) Syndactyly 60 

7) Brachysyndactyly 23 

8) Poland's syndromc 27 

9) Apert's syndromc 3 

10) Fivc lingered hand 3 

11) Brachymetacarpaly 25 

2. Arrcst of development of parts・ 184 cases 

1. Terminal transverse arrest 

1) Brachydactyly 23 

2) Congenital amputation 12 

n. Intercalary arrest 

1) Phocomelia 1 

2) Microdactyly 38 

m. Longitudinal arrest 

1) Rad凶 raydefect 56 

2) Ulnar ray defect 15 

3) Central ra y defect 39 

3. Focal defects: 89 cases 

1) Constriction band syndrom巴 61 

2) Defcct of nail 14 

3) Hypoplasia of muscle & tcndon 14 

4. Duplication: 225 cascs 

1) Polydactyly 223 

2) Mirror hand 2 

5. Ovcrgrowth: 14 cases 

1) Macrodactyly 14 

6. General disorders: 15 cases 

1) Arthrogryposis 10 

2) Other systemic disorders 5 

7. Others: 101 cases 

1) Thumb in palm deformity 37 

2) Madelung's deformity 2 

3) Congenital contracture 60 

4) U nclassified 2 

症例 1. 6ヵ月，男児(図 4). 

左手は'1'1行欠損がみられ明らかに裂手の像を示す.右

手は問じ く'1'1行の欠mを〆Jミすが薬指rl'節骨，J.li節竹が太

い.手術IfrμにおいてもZl13中手骨，第 4中手'，i・および

図 4.

図 5.
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薬指占E節骨で一つの|見j節を形成する さらに'1'析にいく

べきj吊筋挺，イql筋匝tli;知行のそれに合流して走行する

以上より右手Ii'i'J1"1介J削，Eと考えられる.さらに右足に

おいては第 2折刈と W3指列の間に過剰指が存花し，中

央列多指折i:と考えられる. この例は Swanson らの分類

に従えば手}(に分化の障害に属する奇形 (Mm，発生

の停止に属する奇形(裂手〕および重複(多折)が共存

することになる

症例 2. 2才，J13児

左手は'I'j行欠損があり，裂手と考えられる 右手はrl-'

指列が楽桁列と介指の状態になっている さらに示析に

は過剰折がみられ， central polydactyly と考えられる

症例である この症例においても Swanson らの分類に

従えば )1，1.る奇形分類にはいるべきものが共存している

こと tこなる.

考察ならびに結語

1 )大阪大学整形外科における手の先天奇形症例 833

例を検討し Swanson らの分類法に従って分類し， そ

の年度別発生，性別，f.ij1忠側，合併奇形などについて調

査した

2) Swanson分類は形態学および発生学を基盤とし

た分類法といわれるが，われわもの調査によると，同一

項目に属する奇形がキ11うもなる発生的態度を示し，Ye;る項

目に屈する奇形がよく似た発生態度を示すことがある.

3)同じ症例において複数の項目に属する奇形を有す

るものがある.奇形発生の原因が一つであると考えるな

らば，異る項目に泌する奇形が共存することは不合理で

あり，分類法に無J!Jlがあるといわねばならない
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サリドマイド上肢奇形のコ γ ピュータ ーに よる解析

Computer analysis of the thalidomide malformations of the upper extremities 

土屋弘吉 鈴木峻 栃久保修 大井進本

1959年から 1964年までわが|両において多数の先天性 (1969)，木田2，ω(1976)，土屋4)(1978)，杉浦民的(1978)，

1::11主奇形がil¥11ミし，後になってこれが，鋲1持催|眠斉IJイソ によって報告されているが，コン ピューターを用いての

ミン(サリドマイド)を母親が妊娠初期に内1Mしたため 解析はまだ行なわれていない そこで我々はこれらの症

の奇形であると判明した 1978年末までの集計では， 例について， 上肢の主要症状 35項目を左右別に記載し

303::('， (男 166名，女 137名)がサリドマイド)めよ字病と (70項目)，さらに顔，耳などの奇形を一括して左右別に

確認され，そのうち 244よれが附上肢に奇形を右した サ ( 2項目)， またその他の奇形 1項Hをも加え， 合引 73

リドマイド奇形の統計的観察はこれまでにも HenkeJl) 項目の症状を選んで，この症状の有無に基づいて入力デ

Key words: thalidomide ma1formations， computer ana-
Iysis， multivariate luster analysis 

* K. Tsuchiya (教授)，T. Suzuki: .横浜市立大学整形外科
(Dept. of Orhop. Surg.， Yokohama City University 

School of Medicine， Yokohama) O. Tochikubo:同第二

内科;S. Oi 神奈川リハビリテーション研究部 (~243- 0l

神奈川県厚木市七V~ 516-1). 

ータを作成した(表 1) 

データ解析には， 電1?:t，tFACuM 230-38 を使用し

た 解析の方法は主としてクラスター解析を用いた.

処理の概要は， 1) 73症状のうち 1症状が共通の

ものか ら，多数の症状が共通の ものまで，それぞれの頻

度を求め， 25組ま での組み合わせパターンを作った.そ

れによって，各組み合わせごとにサリドマイド奇形の典
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表 1.主要症状の項目

症 状 |伊記軒号 低下一防!陣記
1 1上腕筋群低形成 IM H恥手l川 8 IWD  

2 1肩関節脱臼 1 S DI 21 1 I<J指欠損 11 A 

31肩関節低形成 1 S HI 22 1 1，).指痕跡 11 K 

41上腕骨欠損 IHAI23 i'J 指{g;形成 1H 
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整 形外科

HK  24 _.指ftrj/:J指 1T

IH SI 25 1手指球筋低形成 OH 

ED 26 第 2指欠飢 2A 

ERI 27 1第 2m低形成 12H 

E HI 28 1 :第 2指j1'，)踊ti 12 C 

T UI 29 I第 3指欠1:1l 3 A 

RAI30 第 3指低形成 3H 

RKI31，第 3指拘縮 l3C 

R pl 32 第 4指欠l:1l 14 A 

RHI 33 ， t再4指拘縮 14 C 

U AI 34 1第 5指拘縮 15 C 

U SI 30 1合指症 IG O  

UWI36 顔而奇形 IK O  

F S' 37 その他の奇形 00 

IWNI 

(1-36までは記号の前に+c右).-(左)をつける 「その

他」は 1項目のみ.合計 73項目)

表 2.クラスター解析の計算式.

、3
ノ
、
l
ノ
、
、
，
J

、3
ノ

3

3

3

、j
q

7

7

7

3

7

 

u

u

u

r

u

 

・・
・
・
・
引
U

・
・
'

l

，

3
 

h

b

m

h

同

t

Z

e

t

-

-

J
、
「
、
/
に

f
u
f
U

0

0

0

〉

〉

U

U

E

制

約

，

，

，

 

'

'

J

e

s

 

-

-・

1

・
p

・
・
1

1

2

n

l

o

 

t
-

-

L

3

 

/{
、〆
t
¥

/
l
町、，‘、

ー1
i

，
，

)

l
 

、
ノ
、
ノ
、
t

山
、
川

、り

h

h

e

:

J
 

U

U

別
的
ぬ

J

・

'
:
・
・
・
・

i

L

'

:
 

h

b

'

m

n

拍

・6
1

1

1

1

〆l
町、〆
t

・、

f
t

‘、

〆t
、、
〆
t

、、

、、，
J

、h
ノ

、h
ノ
、
B

ノ

、，ノ

2

2

2

2

2

 

"
U

引

U

例
U

制

U

引

U

，

，

 

，
 

z

a

i

 

'
'
:
"
:
・
?
:・

ロ

1

2

h

t

c
 

et
-
ι
t

r
，

Jv

f

k

h

 

f
t

、〆
'
t

、

'

i

l

、

、J
川
、J
M

1

ノ

)

L

J

U

U

町

、

札

U

:

:

・
1

:
・
，

，

l

3

 

1

，
b

m

m

却

1

・1

・1

・1
t

r
，、、〆
t

、

f
t

、

rl
、
〆
目、、

唱

A

数
、
り

変

(
¥¥

γ
数

¥

一ω個
1 

2 

m. 

n， 

303 

2， .... k， ・".1. ・ 73

①要素個体聞の距離の 定義(個体 No.1mと 1"と

の距離〕
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②変数聞の距離の定義(変数 No.Vk と Vlとの距雌)

SV.-Vl 

SV.-Ill=エICij.Vk)-ij.vl)1

型像を求めてみた

2)二次元クラスター解析7) クラスターとは塊，ま

たは房の意である.本法は，似たもの同志を次々と集団

1979年 11月

図 1 症状のデンドログラムー

化してゆく分析方法である.すなわち各!Ji例川における

距離，および各症状IiiJにおける距離を計算する. この距

雌は類似性を表している 名クラスターごとの距磁の近

いもの同志をさらにまとめてゆく .これを繰り返す操作

により，症例と症状との類型化を試みた(表 2)

3) さらに~、くつかの主要広状に付随してくるほか

の部伎の症状の出現頻度に関して， 名項目ごと にwn:
した.

これらの分析方法により，今回はとくに上肢奇形の形

態について検討を行なった.

結 果

1.症状の頻度分布

症例が 1あるいは 2項 ICIの組み合わせの場合には，母

tFi球筋低形成がもっとも多く ，次いでliij腕短縮，内反子

などの項目が多く認められた さらに1，'1:状の組み合わせ

が刑してくるに従って，尺骨短縮，続fi欠損，内反手，

'rþj腕短縮，母f行J求筋低形成， 第 2 ~ 4 折の拘縮などの組

み合わせが上位を占めてきた. この典塑{象は， 主に 10

項 Hから 18項 11までの組み合わせにみられた また症

状攻円は左右対称性に出現してくる傾向を示した.

2.症状のデンドログラム

図 1に示したごとく，近いもの同志をクラスターすな



は対称性であることが示された

次に，二次元クラスター解析とデンドログラムの結果

とに基づいて図 3を作成した
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図 2.二次元クラスタ ー解析.

X取I1(横軌〕・ιE状項同
vij4l! (縦軸)..，:忠者項目(10人毎〕

Z刺1(垂直軸〉 ある症状を有する患者の出現頻度

，11 

図 3.症状と患者のクラスター分析.
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順に，1l作は{:片行球筋低形成， 2群は修1，耳の奇形 3

群は肘関節イL~形成， 4 f洋は母指欠損，iiii}腕短縮，内反手，

挽什欠損，尺'iH'，i鮒，第 2~4 指の拘鮒などの項目がま

とめられた tn 5併は，肩関節低形成，上腕欠損，尺骨

欠損， $(~ 3， 4桁欠似，機骨痕跡， 上腕骨・痕跡などの項

1-1がはいり， フォコメリヤのごとき重度の痕状の組み合

わせがうか工われる

3.二次元クラスター分析 (図 2)

閃 2のX取hには症状項目， y軌には忠者 10人ずつの

グノルレ一プに全例を配列しそれぞれ距離の近いものの順

に並ベたものてで.ある またZ取刺軸hの山の高さはその痕状を

コ牢有t白lする

面奇1形防， :;{j'I'段の111脈は母指低形成および三折節母指を

示している

わち!万にして樹校状にまとめ， 際示していく方法であ

これにより凶のように約 5群に阪別された 下から

左上段は戸川行欠損， その隣りの大きなi.ll々 が前腕短

縮 1付反T，続'，1'欠損， 尺骨欠損などのグノレーフであ

った.

4. 母指奇形と横骨欠損の随伴

母指の種々の1，1'状の程度に付随してくる前腕の症状の

出現頻度を各)J111ごとに計算した このうち母指の奇形

の各グレードごとに焼竹欠損の頻度を示すと，三指節母

指では 13.5%に， {剥行低形成では 23.8% に撹骨欠損が

みられたのに対し， 舟指欠損では 65.2% と日頻度に境

什欠損がみられた.すなわち種々の程度ーのほ指奇形のう

ち，f.;J指欠損がもっとも多く挨骨欠損を合併した.

総括

先

患
者
群
竹

コンピューターは今や日常産業活動に

も研究活動にも必要欠くべからざるもの

となっているが，整形外科領域において

はコンピューターを活用した業績は少な

い しかし奇形の統計，原因の究明，発

生予防の|でモニタリングシステムの重

要性は各ブji(uから叫ばれているー

我々は，サリドマイド胎芽病 303例の

症状を 73Jげjllに別けてデーターシート

を作成し コンピューターに入力し，主

としてクラスター解析を中心に多変量解

析を試み，さ らに各症状の組み合わせ頻

度，付随!，IJkのUWI.頻度などの検討をも

併せて行なった

症状の組み合わせ頻度からは，症状は

両側性のものが多く，そのうちの大部分

る。
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デンドログラムからは 37個の症状から約 20の典型

的症状を抽出することができ，それを1，'1'状 (X軸〉およ

び症例 (Y軌〉に配列した.この図から 5例の症状群に

区分された. すなわち I型の顔奇形は全体の約 25%，II 

型の母指低形成， 3指節母指型も約 25%，皿型の内反手

型も約25%，N型の内反手型に月、JIY:lili'i{L¥;形成が加わった

型が約 20% にみられた. さらに VF，I/の |腕部の欠損を

伴ってくる型が約 5 %にみられた

以上コンビュータ ーから得られた結果の臨床的13味づ

け，もしくは奇形発生学との関係などについては，さら

に今後の解析をす Lめた kで検討を加えたいと思って

いる.

まと め

1)サリドマイド胎芽病 303例， 73症状の各項 Uに

つき，その相互関係を知るためにコンピューターによる

解析を試みた.

2)多変量解析はおもに二次比クラスター解析をIド心

に行なった

3)サリドマイド胎芽病の上JI立形態は左右両官[lJ1:1ニに起

こり ，そのうち大部分は対称性であった.

4 )二次元クラスター分析の結果をもとにすると，症

状および患者群の組み介わせは，お L よそ 5*.lJ.に分類し

得た.

5)サリドマイド-1.)皮奇形の典型{加工， /:Jj行i求筋低形

成を主として， fH行低形成，母指欠倒， 1付反手，俊什欠

損に集族する11M'1が認められた

文献

1) Henkel， L. et al.:]. Bone ]oint Surg. 51-B: 399， 
1969. 

2)木田主主同日11 臨床整形外科 7: 919， 1972 

3)木町盈四自11ほか:日医新報 2730: 15， 1976. 

4)上屋弘吉・総合リハビリテーション 6・639，1978 

5)杉浦保夫ほか :整形外科 29:1525， 1978 
6) Sugiura， Y. et al.: Congenital Anomalies 19: 1， 

1979. 

7) 矢島敬二ほか : クラ久ターアナリ γス (l)~(4 )，オベレ

ーションズ ・リサーチ 1971: 7， 1971. 

大胸筋欠損を伴う先天奇形手について

Congenital anomaly of the hand associated with defect of pectral muscle 

須藤容~: J'.羽 康 夫

昭和 43年より昭和 54i'fーまでに京都大学附属病院稔形

外科を受診した大胸筋の欠損，形成不全を伴う手の先天

奇形症例は男子 25例， 女子 12例の計 37例である. 椛

，也、手の内訳は右 19手，左 18手であり左オi:;_'f::f土ない.ま

た大)陶筋欠損側と奇形手側は全例同側である.対象とし

たX線フイノレムの撮影of令は最年長 28才， 最年少 1ヵ

月で平均 5.2才である. これらの症例を分類 す ると

Blauthl)の shortfinger type 29例 (79.7%)，杉浦10)

の diphalangytype 19例 (51.4%) がもっとも多くな

っている(表 1). 

区eywords: Poland's syndrome， congenital anomaly， 
angiography of the hand 

* Y. Sudo， Y. Ueba (助教授)，Y. Yanase， T. Yamamuro 

(教授):京都大学整形外科(Dept.of Orthop. Surg目，Faculty 
of Medicine， Kyoto University， Kyoto). 

梁 瀬 義 ~t 111室隆夫*

症例

症例 1. 18才，女子. 左手短合折1，'1 および左大JJ(qjff方

形成不全.

この!l1'似lは父 26才， 母 26才のH、?の第一子でFJ主)1の妊

娠歴に付記すべきことはなく ，奇形の家族歴もない X 

線上では Blauthの shortfinger type，杉浦の brachy-

mesophalangeal triphalangy type Iこ属する. J(ll竹迂l~!;

所凡で[主総掌側m動脈から国有掌側指動脈への分岐部が

や L末打jへ移行している以外に異常はない.

症例 2.5才，男児左手短合指症，左大l陶筋欠m，

tc:W 4 Jめ背部分欠損

この症例には 7才の兄があり， 兄は正常で家族燈にも

奇形は存在しない X線所見は Blauthの shortfinger 

type，杉浦の diphalangytypeである. J(ll竹造影所見

では深掌動脈弓も浅掌動脈弓もよく形成されているが総
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表 1. Poland's syndrome (1968~1979) . 

Bl川 sclassi自cation I Case I Sug:ur山 d吋 c…ICase 1 M : FI R:L 

1. Brachymesophalan-
geal triphalangy 
type 

9 4:5 6:3 

2. Diphalangy type 

19 14: 5 9 : 10 

3. Monophalangy type 

1 1: 0 0: 1 

2. degree 
(atypcal clefthand 
type) 4 

3. degree 
(monodactyly type) 

。

4. degree 
(peromelia type) 

4 

3・・ 1 1・3

4. Ectrodactyly type 
0:0 3: 1 

8 

3:1 3:1 
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省主側J行革b lV~から固有掌側m動脈への分岐部が末梢へ移れ

している

症例 3.2才，男児 左手短介桁佐，左大胸筋部分

欠損

木症例は父 29 t~ ， 母 27 才の時の第一子で，母親が妊

娠 2ヵ月に切迫流産で 1ヵ月間入院し， 流産予防の注

射，投薬を受けたことがあるが家族歴に奇形はない.こ

の応例には合併話:として尿道下裂が認められている.x
t出所見は Blauthの shortfinger type， 杉浦の mono-

phalangy type に属している(図 1) 血管造影所見で、

は深掌動脈弓，浅1;;;動脈弓はよく形成されているが，総

掌側指動JU~から固有掌側指動脈への分岐， 移行部に形成

不全が認められる(図 2). 

症例 4.7才，男児.右非定型的裂手と呼ばれる奇形

に右大胸筋の部分欠損を伴っている.

父30才， 母 25才の11寺の第一子で4才の妹があるが家

族歴に奇形はない.また母親の妊娠歴にも特記すべきこ

とはない.x線所見は示中指が中手骨を含めて欠損し，

環指も中手骨の一部を含めてその末柏、で欠損している.

Blauthの atypicalcleft hand type，杉浦の ectrodac-

tyly typeに属している. Jfll管造影所見では深掌動脈弓

は細L、ながらも形成されているが，浅掌動脈弓は欠損し



1632 巻 30・号 12(臨時増刊〉 整形外科 1979年 11月

ている.

症例 5. 4才，男児 右手豆状指症および，右大胸筋

形成不全.

図 1.症例:1 2才，男児

図 2.症例3 血管造影所見.

総掌側指動脈から凶有掌側指動脈への分

岐，移行部に形成不全がある.Short finger Iype. monophalangy typc 

表 2. Developmental arrest in the Poland's syndrome 

Development of arlerics: Singer (1973) 

subclavian a. interosseous a mcdian a. ulnar a. super白dal-radiala.d町 ppalmar 
palmer arch ._~._. _. arch 

embryo 18 mm， embryo 21 mm， embryo 23 mm  embryo 5 mm  

(28 days postovulatory) (48dmli51dmV52dm 
postovulatory J ¥postovulatory J ¥postovulatory 

Relation with embryo 10 postovulatory days 
: 0 Rahilly (1975) 
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木症例には正常な 6才の兄がし、る.偲

親が任娠 5 ヵ月 I~I に瓜邪薬を服用した以

外に特記すべきこ とはない.X紡i所J，J.は

Blauthの peromenatype，杉浦の ectro~

dactyly typeである(図 3). 1ftl管造影

所見では深掌動脈弓はよく形成されてい

るが浅掌動脈弓には形成不全が認められ

る〈図 4) 

考 察

1)大胸筋の形成不全，指骨の形成小

全，血管の形成不全および皮膚性合指の

発生時期について 大胸筋の鎖骨部と胸

什部の分離は， Lewis心によれば胎生

14~20mm すなわち， 排卵後日令 41~

51円の聞に起こることになる. 中節骨

の秋骨形成は O'Rahillyのによれば釧卵後日令 48~51

日の聞に起こり末節'行，基節骨はその前後に形成される

と述べられている.一方，手の浅掌動脈弓の発生時期は

Singer8) によると排卵後日令 48~51 日の聞に形成され

る.したがってこの症候群の大胸筋，指骨， 1血管は排卵

後円令 48~51 日 の 11\1に障害を受けたと考えられる.ま

た O'Rahilly6) によれば頂提は排卵後日令 35~44 日 の

間存在すると述べられており，頂挺は本症候群の発生以

前にすでに退縮している.ゆえに皮府併の合指は頂援の

退縮後に生じたものと考えられる(表 2). 

2)胸筋の欠損を伴う 短合指定と胸筋の欠損を伴わな

い短合指症について :荻野7)は両者に差がないと述べて

いるが，我々も shortfinger type では両者に差がない

と考えている peromeriatypeでは三浦5)が述べてい

るように二つの型があり，我々は浅掌動脈弓があるもの

とないものにわけで考えているの.

3)奇形の原因について :我々の 37症例の中に逃伝

性家族歴を示したものは 1f71jもなく Irelandむが述べ

ているように遺伝的因子は否定的で，むしろ環境因子に

より発生したものと抗論される David2l は人為的な流

産の試みによって Poland症候鮮が起こるのではなし、か

と述べているが，今同の調査ではこれに該当するものは

なかった.

結
吾事r
a百

1 )大胸筋欠損を伴う 37例の先天奇形について検討

した

2) Blauthの分類による shortfinger type，杉浦の

分類による diphalangytypeがもっとも多かった.

3) 6{7IJに血管造影を行ない発生当!.的に排卵後H令

図 3.症例 5. 4才， 男児

Peromeria type， Ectrodactely type. 

図 4.症例 5 血管造影

月iJJ.
浅:事:oJjiJ由民J1に形成不全力、認めら

十1る

48~51 日 の間に発育すべき血管が障害を受けていた.

4)大胸筋，指骨も掛卵後日令 48~51 日の聞は障害

を受けたと推定された.

5) Poland 症候群における皮膚性合指は頂提の退縮

後に生じたものと思われる.

6) Poland 症候群は排卵後日令 48~51 日の間に環境

因子により発生したものと推定される.
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奇形手にみられた多指節化について

Hyperphalangism in hand anomalies 

泉類博明j 江 川常 一 堀 木 篤本

は じめ に

著者らは過去に経験した手の奇形のX線像や，手術吋

にみられた解剖所見を再検討した結果，多指!JE， 合指

症，裂手症などが成図的には同じ種類に属する奇形だと

指摘してきた. また，それらを splithanu complex と

してひとまとめにして取り扱うべきだと主張してきた.

そこには， j行列のJ1"l1Jnと減少という一見矛j丙したかにみ

える変化がみられるために，かつてはまったく )I~った種

類の奇形だと解釈されてきた.しかし，それらの変化を

指形成期における指列成分の配分の異常と，それに対す

る反応の結果だと解釈すればこれら三つの脊形が同じ種

類の奇形だとし、う理解が可能となる すなわち，指形成

期における折列成分の配分の央常により生じた隣接指の

多指化 (桁列の治加〕と，次に起こる多折化指列の癒介

(令指化〉を変化の基本と考え， その結果生じる最終的

な形態のーっとして裂手をとらえればこれら三つの奇形

の関係が理解しうる.これらの変化はときには独立して

多折症 1刊行jj'I:，裂手症の外観を示し，またときには，

その移行状態にとどまり ，多指症と合f同E ， 多指!，Î~ と裂

手症，M削，1:と裂手症といったように両方の要素が混ギE

して複雑な形態を示すこともある さらには三つの要素

Key words: hand， amomaly， hyperphalangism， cross 

bone. 

* H. Senrui:滋賀医科大学整形外科(Dept.o[ Orthop. Surg.， 
Shiga University of Medical Science， Shiga); T. Egawa: 

江川繋形外科・形成外科 (~530 大阪市北区角田町 8-47. 阪

急グランドビノレ 22F);A. Horiki:大阪厚生年金病院整形外

科 (~553 大阪市福島区上福島 4-1 -78).

をもかねそなえている状態すら存在することがありう

る.これらの変化が小指列に生じた場合には!1IP目的な裂

手の(象を示すが， I吋じような変化は示指列，薬指列にも

みられ，さらには辺縁列の舟折や小指にも同級の変化が

みられることになる.またさらに，すでに指摘したごと

く指列のがi減に伴って折節の別減も同時に生じることが

ある.今川はこの折節のWI!Jn(多指節化〕の詳細lについ

て言及したい.

母指の多指節化

母指における多指節化は， 母指多指掠 splithand 

complexのほか， これらの奇形を伴わないものにおいて

も認められる.母t行多m1lEにみられる多指節化，すなわ

ち 3 折節化は挑側母指のみに認められるもの，~側何折

のみのもののほか焼側，尺側両方のs折に認められるも

のがある ιj'央指列の配分の異常に由来する splithand 

complexにおいては示折列が消失した場合に認められ

るも のがほとんどである.すなわち，指列の配分の異常

により生じた裂手j，Iでは示指成分の母指への癒合により

母桁の多指節化を'1'.じる.すなわち，母指は 2桁節であ

るのに対し，示J行の税側成分は 3指節であるために示折

の挽側成分が幻析に癒、合吸収されるさい，示析の挽側成

分の中節骨は過剰な中節骨として取り残されることにな

る〔図 1) しかし変化がすLむとこのrj-'IIIi廿もその形

態を模状に変化させ，次に癒合した母，示指の尺側のみ

を占める delta bone となり， やがては吸収される運

命にある このことは凶 2に示されるシェーマにおいて

理解が可能である この場合のX線像ではほ折は太く，

末節骨は骨仲介折化を示す有窓化や，末節骨末端の先書1]
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図 1.SpJit hand complexにみ

られた示指挽側成分と母指の

合指化.

n指は H旨節であるのに対し示指成

分1i3指節のためにノI、指'1"節骨が過剰
な指節竹として取り残されることにな
る.その過程は図 2のシェ ーマに示さ

れる
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れ(ふた111化)を示すと同時に，中手骨は中枢端ばかり

でなく末桁端にも骨・端線を有し，示折との癒合 ・合折化

をうかがわせる

また 3指節化をぷす付指多桁症のうち尺側似指にみ

られる 3折節化は，やはり示折成分に由来すると考えら

れるのが妥当である これは裂手j， 'I~にみられる変化と同

様の変化をX線上に有していることから推論可能であ

る.同様に尺側に;tl;氏を有する模状骨(delta bone)を

もつのみの単純な 3折節母指症もまた同様の変化による

ものと考えてよいようである しかし 3指節を示す母桁

多折症のうち，徒側l尋指にのみ 3指節を有するものや，

挑 ・尺側両方のlD:mに3指針lを有するものは既述のもの

とは県ったメカニズムが考えられる.これらは隣接指列

の移動によるのではなく，元米 3指節化を起こす別のメ

カニズムによると理解したほうがよい. この変化は図 3

にみられるごとく， split hand complexに属する症例

の母指においても，隣接指からの成分の移動なしに生じ

たと考えられる指節化が認められるために，その存柏A を

子守定できない.

一方，いわゆる 5折手にみられる 3指節化したほ指の

成立に関しては，これらのいずれにも属さない別のメカ

ニズムが考えられる 5指手症においては本来母 ・示指

!日lに存イ1:すべき深い折川陥凹は認められず，舟指の長さ

は小指の長さとほ工同じ長さを示し，また軟部組織所見

においても，浅指屈節腿の存在を認めた

り，長母指イ申筋縫にあたるイ申筋拠の筋腹

が総指{申筋腿の筋I!Uであったりする所見

がみ られ 5 指手症の最挽仮~の指は偲指

ではなく指そのものであると考えられ

る したがって，この変化は，たとえば

桁形成期の早期に母指となる成分が失わ

れたために指成分の重複が起こったと考

えることができる.すなわち，この変化

が前腕より末梢において起こったもの

が，二重尺'持・を有する鏡{象手であり，そ

の変化の軽度なものが手以lWiより末梢の

鋭像手で， もっとも較j，j~な例が 5 指手症

とも考えられるが， 5}行手症は症例数が

少なく ，また 5指手と関連深い奇形が何

であるか十分に解明されていない現杭さ

らに検討を要する

中央指列の多指節化と横走骨

中央指列においても，多指節化はしば

しばみられる所見であるが， この多指節

-‘ 
B .' c 

図 2.Split hand complexにおける母指多節化のシ ェー'7

Aのごとく示舟とほ指との合指化にはじまり，過剰な示街中節"'Jは de!tabonc 
(C)となるが，やがては吸収されて，最続側のjfrは再び2指節とIs:.る (D).
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図 3.示指成分との癒合とは関係なく生じたと考えられる母指の 3指節化.

本証例もまた splithand complexに属するものである また，木症例では示指成分(中節骨〉による
cross boneが右手町尺側I'J指 IP関節ffflにみられる(有).

図 4.Split hand complexにみられ 図 5. MP関節部にみられた横走11'
る変形 ・ 斜走する第 3 中手~. (中央指列の多指節化).

この中手竹が図5にみられる crossbone 1刈3にみられた変形し，斜走する第3中手

(横走骨うと関連しているとヨ号えられる '，iに由来すると考えられる.

化は splithand complexにおいては横走'rl'cross bone 接指と癒介〉が不十分な場介に，斜走~杭走する異常な

として認められることが多いようである. 過剰骨として取り残されたものが横走竹であり，これが

図4にみられる splithand complex にみられる斜走 '1'央指列の多指節としてとらえるものと考えられる 同

する第 3中手骨が，検走骨と関連していると考えられ じ変化は第 3小手骨まで及ぶ多指化に反応するとして

る すなわち，多指化に対する反応としての合指化(隣 の，二分された二つの第 3小手骨が再び癒合した場合，
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その癒合の仕万が一方の第 3 中手'，'1'の)，~J氏 fH~ と，もう一

方の末納部というような形態で癒介することが与えられ

る(区15) この変化が不 卜分な場介にも¥分された(多

指化した)'1' T'げの:航走付として，また'1'_'kJi'iyljの多指

節化としてX線 |に認められる.

同じ多指化→不完全な総合というメカ ニスムでノ|じる

横走'1"]は MP1)1<1節i'liiばかりではなく， PIP 1対的1部にも

認められる 閃 3においては多指化した示m'I'ili'i'1iの検

側成分と，多J行化した付折の尺側成分とが不 |・分な総介

をしたために生じたと考えられる横走'/'-J'~をぶしている

結 語

多J行節化について手の奇形のX線像を'1'心 に検，i，tし

た。その需ifi来，母f行の多折節化には示指成分の/:Jj行への

癒介によるものと， I針行i'I身が示指成分の総合に以l係な

く多指節化するものが 母えられた.さらに 5折手症に

みられるようなもう一つ別のメカニズムも認められた

'1'央指列の多mDiJ化は splilhand complexにみられる

J行の多指化に対する以応としての癒合の不完全さによる

と考えられた.
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先天性手奇形児の保護者へのアンケート調査

A questionnaire to the parents of the children with 

congenital anomalies of upper limbs 

吉 崎克文 山 内裕雄 相11原泰

楠瀬浩一 二見俊 郎本

はじめに ずね，参考になる広μを仰たので報告する.

当教室で， 手の外科診を始めてから， 10 ~ I ーを終過し アンケートの主な内約は，子の異常に対する耐親の心

た笠録j，(例数は 2，000例余であり，その うち先天奇形 配，不安，治療上{nJをもっとも期待したか，息児の n~;;~. 

は 381例と比較的多い.時間的制約を受けた診療の場で‘ 生活上の問題点，幼稚園，小学校にはし、るさいの障害の

は，とかく治療のみに重点が院かれがちであり，肉親の 有無， 今後の心配"心児に対しての説明をどうしたか，

不安，社会的背景にまで及ぶ相談に，適切に応じられて 次に子供をもうける場合の不安などの 14項 目である.

いるかの反省をつねづね抱いていた. アンケート全送付数は， 258通であ り， そのうち住所変

対象および方法 更などにより ， 返送されたアンケート数は 59通，未同

最近 10年間に受診した中等度以 1-.の， 奇形症例の保 芥数は 71通て 1日l作のあったアンケートは 128通であ

護者に，アンケート調査を行ない， J-.~己の点を詳細にた り，同答率は 64.3% であった.

Key words: congenital anomalies， upper limbs， social 

adaptation， psychology 

* K， Yoshizaki， Y. Yamauchi (助教段): y， Yanagihara， 
K， Kusunosc: II~j天常大学整形外科 (Dep t. of Orthop 

Surg.， Juntendo University，School of Medicine， Tokyo): 

T， Futami:北明大学幣形外科

結果

まず手の異常があるとわかった時，juJを心配したかと

いう質問に対して，もっとも多かったのは，子供の将米

に対する不安て、あった 次いでれ娠中に原内があるか，

治僚はど う するかとい う 心配が多数を占めた• tf~ 2のH

科の医師にか与ったら よいと思ったかとし、う質問では，

7 



は，約半年から 1 年，長くて も 2 ~ 3 年のうちに両親 と

も慣れたようで、あった またよく 手袋をはめたりして，

手を隠して外出する秒Ijがあるが，この点に関する質問で

は，子供は大人達が隠そう とすればするほど，人前に手

を山したがる傾向があり ，この点を考えて，はじめから

隠そうとはしなかった例が 54.9% と多く ， 子供よりも

図 1.手の異常があるとわかった時，何を心配しま

しTこか?

図 2.治療の希望として，何を期待しましたか ?
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整形外科と終えた人が 76.7% で. }L倒的に多 く， 次に

形成外科，小児外科のl似て‘あった.また今までにH例所

の医師，病院をたずねたかとい う質問では.iι按ぅk院と

いうのが 17.3%で少なし他医，たとえば産品j}人科阪，

あるいは開業医よりの紹介で，当院を受診 したとい う例

が 34.6% と，多かったようである

治療の希望として，作jをもっとも期待したかという聞

いには，外観をよくしたい，使いやすい手にしてやりた

いと， 答えた例が!王倒的に多く ， 次いでl原因を知りた

い，生まれっき とわからな いよ うに したいの順て‘あっ

た.特に第 3位の原因追及に対しては.I司家的な規僕で

徹底的に追及して欲しいという立見も多 く，今後の課題

であろう.

手の奇形に対して少しずつ慣れ， :xtにならなくなるま

で， どの くらいの月日がか λ りましたかという 問いに

お子慌に手の異常があるとわかったII!y.どん な

ことヵ:ご，心開己になりましたか

2. l'i[科の医r:ijiにかかったらよいと 以L、ましたか

3. ;['1、どものとこ ろに米られ ゐまで.1"1的所の12;:

附，病院のE診察を受けまし たか.

4. 治療のfu唱として，一千百二 どんたこと会期待され

ましたか.

5 はじめは気になるものの，少しづ っ慣れ， ポ

ftかれるまでどのいーのJJ 11がかかりました

か

6 はじめは，ほとんどのおj三さんで，外11¥の11与な

と.r ~担~はめ た り さ れていますが ， いつまでも

かくしていられなくなるものですーこの/J、は ど

うでしたか

7. 幼判tI到にあがるまで，どんな困ったことかあ り

まし た泊ミ

8. 保育所，幼作関に入ると きの状況はどう Eした

ヵ、

9. 小学校入学のH午に何か問題があ り悲したか

10. 幼稚園，小学校で手のためにど 3いう P¥j闘があ

りましたか

11. お子さんの将米に対する ご心配は

12.子の奇形の子供たちのために /B米たらよいと 忠

われ ること ，必 1Jf: ないと rJ.~ われ ゐこと は

13 お子さ λl乙 Fの異常の原因企 どう 説明さ れまし

た泊、

どなたもつぎにお子さん1t~お 持 ちになるこ とを

大変心配されますが，お宅ではどうでしたかー

その他 ， ご感想を ご自由にお ，~ 0-下さい

整

表 1.ア ンケート内容

巻 30・号 12(臨時増刊〉1638 

1 

15. 

14. 
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図 4.子供の将来で心配になることは?

が圧倒的に多いが， '1'には外傷によるとしたものもあっ

た しかし本当のことを話したあと，付税に対する反

発が激しくなったとの意見もあり，子供の1''1:絡を考えた

とで，説明には十分気をつけなければならないと， il二日;

を促した回終もあった.次子に対する問題では，心配の

ため作らなかった例と，心配だったが正常な下供がノ|二ま

れたとするf9"iJがほとんとeて、あった しかし'1'には案じて

いた通り ， また同じように ulnarhemimeliaの子供が

生まれてしまった例と，多指症の子供が生まれた例があ

り，官ij者には，医師は相談をもちかけられたら，もっと

慎重に考えてもらいたかった，あまりにも事務的にこと

を運びすぎるとの，批判も苫き添えてあり，深く反省を

させられた.その他，多かった意見としては，子供より

親のほうが，限、すことばかり考えがちで，子供はむしろ

元気に活発に育っており， !'I然にふるまうべきだという

意見， 先天性四11主防~I.;.児父母の会に入会し，相談しあっ

ているという JJ.J~ も多いようであった.

また考えさせられたのは，防t写児が生まれてから，夫

婦の聞がきまずくなって，夫が家~Hをしたり，離師寺した

という回答や，宗教団体に加入しお祈りをしていると

いう回答で，さらに困難な問題を合んでいるようである.

む すび

こ!..10年間の手の先天脊形 381f9iJのうち '1'等位以

上の変形を有する 258例に対し，その保護者にアンケー

ト調査を行ない，128通の問答を得た.この結果だけで，

多岐にわたる社会的，精神的な不安，心配の実態を，類

推するには，なお多くの問題がある.我々が勇気づけら

れたのは，このようなアンケートの主旨に賛同する，是

図 3.幼稚園 ・小学校て‘手のためにどう L、う 問題が

ありましたか?

親のほうが気にして隠そうとしていたように思う ，との

意見もあり，特別に障害児と思わず， !'If.J:iにふるまった

ほうがよいという傾向がみられた.

幼児期のniJl逝では，やはり変形の原因をしつこくたず

ねるという例が多く， 次いで日常勤作， たとえば， 洗

顔，食札 トイレ，衣服の王寺脱に，障害を訴える例も I，;J

様に多数あった. 背のように， 障害児達を ，IJ~I伐にした

り，遊ばなかったりするということはなく，同級が:官;図

して当初からどんどん手を佼わせることに，努力してい

るという傾向がみられた.入国，入学時に何か問題はな

かったかという賀川に対しては，双方とも入学は公立系

の学校が多く，特にごく一部の私立系の幼稚園を除いて

は，障害はなかった. しかし，入園，入学前に，学校関

係者とよく会って，すJfjiIiに手の奇形や日常動作の問題を

打ち合わせるように， 父母が努力をしていたようであ

る.学童期のJ:rJ脳としては，やはり鉄株，マット迩動な

ど体育でできない動作があった，あるいは笛を吹く ，メ

ロデイオンを吹くという，授業中の陣容を訴える例も多

かったが，仲間はずれにされたりするようなことは少な

かったようである.

将来の問題としては，結婚，就職に対する不安， t't.絡
的な問題，今後の治療についての心配が多いようであっ

た また今後の希望としては，もっと特別の専門病院が

欲しいという73、見が非常に多く， 職業訓紋所の充実，治

療費の全額負担など行政面での希望も多かったようであ

る.

子供への説明では，先天性だと本当のことを諾した例
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JI紡%を知|らせて欲しいというむよ↓が多かったことで，

今後，機会をみてFJ;句史の保護者への報告を Lt..:l 、と考

えている 以 j..¥，、ろいろ考えさせる j~:J題が数多くあり、

今後これらのぷ』止をふまえて， -)1去の努力が必要であ

り， 子体IがFri仰とするのはごく一部であるという認識を，

我々はもたAばならないと痛感する

裂干の手術

一特lこ intrinsic:rnuscleの処理について一一

Surgical treatment of cleft hand 

一-Anatomicalfinclings and treatment on the intrinsic muscles一一一

11 :川'/;~' - ~ JR類博明J Jjtl¥ * m 
多川 浩」 加)iJ主次男ホ

チの先天i"1 t.i Mのうち，裂 f の)jiJj)ぶ:主それほど r~ ;J ¥，、も

のではないが，そのグロテスクな外在日の改善を望んで治

械に点、Iするf>1'Wlの則f与は大きいものがある.数年!日lまで

は$Jlが桁の数にこだわるあまり ， -1主J行のを~f'fや造JiííM.こ

対する欲、伝が強かったが，最近ではJ行の数は少ないま L

表 1. 裂手治療の大綱

1. /)日裂部の閉鎖 母指指I同部が狭ければ拡大

2 中手骨の処J!!I 切除(部分 ・令:)締結

3 横走骨があればその処1'1!

4 合指 ・ 多 J旨1'i.化 ~l_了伴えばその処 J'll

5 指ダIjの移動

6 筋 ・鍵の処理

i ) Long extcnsor 

ii) Long f1exOl 

iii) intrinsic mLlsclc 

rA.筋 Iluのイ{J!lf:

川i話.':i. ~ B. kiJ経路上 の %'l;~ 剥離 ・切出It

Lc. {.I 行部内災'，;;;; j.I} Iナ必 ・腿移行

Key words: clcfl hand， intrinsic 11luscle 

持 T.Egawa 江川~)診外科形成外科 (⑤5~O 大阪市北区角ITlllfT

8-47， 阪急グラ γ トービノレ 22F; Egawa Clinic for Orthop. 

and Plastic Surg.， Osaka)， H， Senrui:滋賀医大整形外科

(Dept， of Orthop. Surg.， Shiga Univ. of ~ Ied ica l Science， 
邑higa);A. Horiki: j樹木整形外科(HorikiClinic for Orthop. 

Surg.， Osaka); K. Tada: 大阪大学存在形外科 (Dept.of 

Orthop. Surg.， Osaka Univ， I¥Iedical School， Osaka); 

T. Kato 山梨病院 CYamanashiHospital， Osaka) 

でもよし、から裂けた 子を閉鎖して使いやすい手にしよ

う， 外側 1:もむしろそのほうがよいという方針に親の

納付が何られるように少しす.つ変ってきたように思わ

れる

ヅj， ~~ rの発'1に|対する動物実験による研究が三浦

ら1) をはじめとしてす Lめられ，我々のグループでも裂

Tと{tj同i，さらに多折広がたがいに1*1辿ーし合って発生

図 1.

虫係筋から伸びている lateralband が薬舟航側に癒JE
し， lP 関節の伸展を制限している.
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上の近最長1"1ーをわしていることに考察をめ

ぐらし，手術のさいに得られた解剖学的

所見について検討を加えてきたト5) 治療

の商でも単なる閉鎖にと工まらず，多く

の手妓を駆使するように進歩してきた.

これらの治療方針の大綱をまとめると

おL よそ支 1のようになる.手術方針の

決定には外観と X線所見に注意を奪われ

がちだが，筋や車rの処理をなおざりにし

てはならないことを，我は以前から指摘

してきた 今回は intrinsicmuscle，な

かでも '1']'I~:]ff方と虫様筋に限定してこの問

題を考えたい

このさい，病的所見を観察し，対処し

なければならないのは次の 3点である.

すなわち， 1)筋腹の欠損ないし萎縮，

2) 筋の走行経路上の !N~ì札 3 ) 十J ~YT の

態度のYQ常である.

1.筋腹について

最初に筋胞についてみると ，'1'手合にかなりの変化が

あるよ うな場介でも，多少の萎縮が認められても筋は存

在していることが多く ，開裂部の両サイドの竹IMj筋も正

常'と大ぷないほど筋肢のボリウムを有している. したが

ってこのような什11'，J筋を， 中手背を締結するときに締め

つけすぎたり， j行列の移動のさいに損傷を与えて搬痕的

に線維化におちいらないよう注意する必要がある.

2 走行経路上の異常について

合指ffl'的変化の強い対一例て、は，その癒fI指!日Jmsに存在

する'1']'11:]筋や虫様筋は筋肢は存在しても述位側では線維

が痕跡的となり，遂には消滅していることがよくある.

JJ{跡的になっていなくとも走行途中の異常としてよく

川脱するのは虫様筋の癒釈である.基節の挽側で虫様筋

が Ftt.:と総新しており，これを牽引しても IP関節、jの伸

展は起こらず， むしろこのために PIP関節はJITlrUI位を

とり ，{111~が ililJ l浪されている . これを長Ij再I~ (場合によっ

ては切隊〉することにより 仲良制限は解除される.この

ような変化はかなりの頻度でU'，JJ!.し，いずれも薬指にお

いて認められた 図 lは虫様筋 (ip鈎でひっかけてい

る〉が下休と総済している状態を示す.図 2は術前の付i

展制限と術後4ヵ月で IP関節が伸展可能となったとこ

ろである.

津下6)は{制球制|恨のあった薬指の中に欠慣した中指の

深指屈筋監~と考えられる艇が余分に存在しこの腿の手

掌部に付着していた虫様筋と思われる筋見が，腿輸の入

a，術 前 b，術後 4ヵ月

図 2.

IP関節の{申展制IIJiが改善されている

図 3

骨間筋 (矢印)が第4中手宵頭部で関節包前面に癒泊し

ている

口につかえて仲展を制限していた症例を報告している

これはきわめて興味深い症例で，先に述べた筋腹の異常

の項目に属するものであろうが同様な症状を呈している

のでこ Lに引用した.

また，横走fiを切除したあと骨間筋から lateralband 

にかけて“たるみ"をノl'じたため浅指屈筋腿を移行した

症例もある.

3，付着の異常

次に付着のあり方の異常についてであるが，これはliij

項の走行経路上での消滅とも関連している

図3の症例は第 3'T'手竹が細く，第 4中手'丹・に，*，'ぶし

ており，その聞から11¥た第 2掌側骨間筋と思われる筋か
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ら遠位に向う級料f7J 、~~ 4 11-'手骨の MP 

関節前面で関節包に総47tして終ってお

り， これを牽引しても薬指の屈曲も側jj

運動も生じなかった これを剥離すると

基節骨底部検側まで無理なくと工いたの

でこ Lに縫析した

関 4 は術後 3 ヵ月半での薬指の)~):Iiと

榛屈を示す. このとき示指も境問させで

ある 2枚の写真で手関節の角度がや斗

兵るが， 手の尺側縁を基準に見ても明

らかに主主mが検屈しているのが認めら

れる

以 l:，裂手の治療にか L わる 'l~ 間筋と

虫様筋の処理について述べた.まだ症例

数は少ないが現在までこの点に関する報

告に乏しいので、間組提起を}J，閃してあえ

て発表ーした"者家の経験の発表を期f与

する.

a.術後3ヵ月半，薬指尺屈 b.梼屈の状態.

文献
1)三浦隆行ほか:終形外科 26: 1435， 1975. 

図 4

2) 江川 'l~.ーほか・形成外科 26: 1282， 1975 
3)江川常ーほか向上 21:370， 1976. 
4) )K煩博明ほか .向上 20: 391， 1977. 
5) Egawa， T. et al.: Handchirurgie 10・3，1978.
6)津下健哉ほか.整形外科 16: 854， 1965 

母指列形成不全における皮膚紋理

Dermatoglyphic study on hypoplastic thumbs 

鈴 木 l陵 土屋弘 7lf

r:J:j行列形成不全の皮l内紋.1'1'.に関する1qtf17は， Holl 

(1972)円松 井 (1973)2)らにみられる.これらによると，

舟指欠損または痕跡m桁では手掌中央にみられるはずの

取h三叉が消失している.しかしながら，{引行列形成不全

の皮府紋理を系統的に取り組んだ報告はいまだみられな

Key words:] dermatoglyphics， hypoplastic thumbs， 
axial triradius 

* T. Suzuki， K. Tsuchiya (教授)， Y. Torigata:横浜市立
大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Faculty of medト

cine， Yokohama City University， Yokohama); 1. Matsui 

〔医長) 県立こども医療セ γター小児科(事233横浜市南医

六ツ川 2-138-4)。

鳥潟 泰 仁 松井一郎事

い.我々は第21回手の外科学会にて手奇形全体の皮膚紋

理所見を報告したあ4) 今回は母指列形成不全を Blauth

法5) により分類し， 各段階における皮膚紋理を分析し

た そして，この結果より，母指列形成不全と制l三叉の

位択の異常がどのように関係してくるかを発生学的に考

察してみた.

対象および方法

手奇形権患者 94例のうち，母指列形成不全 10例を対

象とした.性別は男 7仔if，女 3例であり， 両側性は 6

{yIJ，片側性は 4例であった これら 10例 16手を Blauth

t去により分類すると， 1度の母指球筋低形成は 5手， n 
度の母指低形成も 5手， lH度の第 1中手骨部分欠損は 3
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3.0)であった. したがって， 母指の低形成がすLむほ

ど軸三文の位債が高位になっていた(図 2). 

atd角も 12手平均 73.60 (SD 4.めであり， 手奇形

全体の 45手平均 58.40 (SD 23.6)，正常群の 430 (SD 

6.1)と比べて明大していた

さらに， n度， m度の軸三叉高位例になると，主軸三

叉線は第 2mr，:j部に終末していた 主線示数は 12手平

均 9.8であり ，手奇形全体の 10.9に比べて小さく， 手

掌隆線の走向は垂直になる傾向を示した(図 1A， B). 

また，第 3，4， 5指の指三叉主総は通常指閑もしくは

尺側縁にいたるものが，母指欠損ではすべて境側縁にい

1643 形奇天

手，N皮の浮遊母指は 1手，

った(表 1) 

なお，対照としては神奈川県下の健康学賞 1，026{1IJの

数値を斤h、た6)

指，学の紋理採取は通常のインク法によった.採取し

た街紋， 掌紋の計測定量は原則として Penrose7) の

Memorandum on dermatoglyphic nomenclatureにし

V度の母指欠mは2手であ

先

象表 1.対

手

16 計

数

R
U
R
u
n
d

'
i
n，h
 

たがった.

結 果

1.軸三叉の位置

!14h三又は BlauthIV度の浮遊似指およびV度の母指

欠損例ではすべて消失していた(凶 1c) 

軸三叉の位置は正常鮮では平均 19.6% (標準偏差，以

下 SD とす 7.のであるのに対し母指列形成不全で

は 13手平均 48.0%(SD 3.1)とJヰしく高位であった.

その他の手奇形では催忠 35手平均 25.2%であった.手

奇形のうち，特に母指列形成不全て"L坤h三叉の{立iiSが高

位となっていた

さらに，母指列形成不全を Blauth法により分類する

と 1度の母指球筋低形成では 5例平均 35.5% (SD 

1. 9)， III支の母指低形成では 5例平均 54.2%(SD 2.5)， 

E度の第 1中手'F't部分欠損で{は 3例平均 58目 4% (SD 

母指球筋低形成

母指低形成

第 l中手骨部分欠損

浮遊母指

母指欠損

Blauthによる分類

I

E

E

W
V
 

c B 

.1 

A 

R
内
丸

AG
図 1.母指列形成不全の皮膚紋理.

母指低形成(BlauthII)・納三文の位位は 58.1%と高位.

第 l指間紋あり 母指は僚側蹄状紋 (R)目

B:第l中手骨部分欠損(BlauthIII) 軸三文 の位置は 65.1% (正常 19.6%)

とさらに高位になる.第 1t冒問紋あり，母指は椀側蹄状紋 (R)

C 母指欠損(BlauthV)・刺i三文は消失，第 2指間紋あり

主線 B，C，D は榛側縁に走行.第 2，3指は憐側蹄状紋.

A 
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たっていた.

2.指間紋

第 1111間紋の出現頻度は正常群では1.8%とまれであ

るが，母指低形成 (slanthII， III度)では 8手τl'5手

63.5%と著 しくがゆ11していた.ml1欠損になると第 2J行

間紋がみられた.第 2指間紋は母指欠損以外の手奇形に

は存在せず，正常群でも 0.45%の出現頻度であった.

3.母指携側蹄状紋

通常， 母指に検側附状紋が:1¥現するMilJrーはまれであ

り，正常群では 0.5%の頻度であった.I凶行チIJ形成不全

以外の手奇形 では短合指症に 2伊11みられるのみであっ

た. これに対し， LJji1列形成不全では 131"1'5手 38.5

，，8.4 

?。

軸一
一
父
の
HN
m

( )1'、1:ょt:::;v(ffii ，:0; 

Blauth IIIt主 日度
の分対1

子数 3 5 5 I02i 

図 2.母指列形成不全における輪三叉の位置の比

較.
母f旨列形成不全を Blauthにより分ffiし， 作段階におけ

る軸三叉の位置を比較した

Blauthの VI，V度で‘は軸三Xは消失し， 卜 11.111度では

母指低形成が進むほど，軸三宮〈の{，'r.liil':は，:':j(¥1.となる傾向を

示した

1979 圭ド 11 月

%にほ指焼。!IJ附状紋がみられた.

考 察

松井(一戸は 1，026olJのデータパンクより紋型の異常

判定法準をだしている.これは顕著な兵n"(正常集団に

:liJJLの確率が 1%以下〕と一般的な具常(正常:m凶に出

現の確率が 1から 5%まで〉の二つに分けられている.

顕_;v，:な異常としては， 1)第 1，4， 5111の弓状紋，俊側

防fj状紋の出現， 2)第 2指間紋などがあり ，一般的な災

常には 1 )取h三叉高位 (40% 以 上)， 2)第 111111:]紋，

舟m球紋などをあげている。

lす指子IJ形成不全 16手には l二記の紋年1%'前が数多くみ

られた

まず， fま指焼側蹄状紋の山現頻度が=併しいことであっ

た。出現頻度は 38.5%(TE'III'l洋0，5;れであり ，特に，

ほJ行の低形成が持しいほど付m挽側断状紋の出現頻度が

九¥Y:}JIIしていた 丁ー奇形全体の成l内紋]!11の結果から，検側

附状紋はt¥J.介JI'i!，I~，知J同Î ' などのti1'j'J-flI;形成に 11\現頻度

のWIJJIIがみられていた このことより ，舟指低形成が母

桁続~!lJ附状紋の :I :mに強く関係していると考えられた

次に，w lml::J，第 2ml/¥Jに紋型が11:現することも通

常きわめてまれ(iI~常府1. 8%， 0.5%)であるが， slaulh 

II 肢のの折低形成では 5手'-1-'3手に III度では 3手中 2

Fに U~ 1 折!日l紋がみられた.さらにV度の母折欠般にな

ると ， 2 olJとも第 2指|甘1紋がみられた

I :H旨列形成不全でもっとも特徴的な皮Jì句紋.B.I! J!JdW.~qh

三叉であった 軸三叉の消失は母指欠損，浮遊母桁など

の，'，:，度母指障害例にのみみられた.またtH行列形成不全

ではqijh三叉の位置ーは 48.0% (正常約一19.6%) であり，

手奇形中でもっとも高位であった. さらに， これらを

Blauthにより分類すると， I!支では 35.5%， 11 J.立ーでは

54.2%， III度では 58.4% ，1:， 母指の低

形成がす Lむほと初l三叉の位酎はわj位と

なる傾向を示した(図 2). 

しかも，9.状指(自ngernubbins)の

うち， 5t行とも指骨の欠損していた 5例

ではすべて軌三叉はm失 していた. しか

しながら，母指のみ残存していた 2例に

は判l三叉が存在していた.

以上のこ とより， 制l三叉は母指と密接

に関係しており， 自h三叉が母指の指三叉

であるとも考えられた.

紋理形成過程については Cummins

(1929戸 Mulvihill (1969)へ 岡山

(1975)10)らの仮説によると，胎令 6週頃

図 3.ヒト胎児における降線形成過科

A : Pad形成.指尖，指問， fJjfr球，小指球部に Pad(矢W)がλられた

胎令約 8週 (x10) 

B:降線形成.真皮層に際線形成がみられた 胎令約 18週 (x26) 
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より指尖，学部に padと称するふくらみが現れてくる.

掌部では各指11¥1部および母指球，小桁fiHでみられる.そ

してこれら padが退行し隆線が形成されてゆく過程

で，降線問の谷HtJをなすと ころが三叉であると考えられ

ている(閃 3). 

母指列形成不全の場合には胎生期に母指球部の pad

形成にも影響を受けるものと思われた したがって，母

桁欠煩とともに母指球部の pad も欠卸した場合には，

!Iqh三叉が消失してくるのではないかと思われた また，

ほJR低形成では母jf;.eR;iHの pad形成も小さく， その後

のfiJ指球部の隆線形成も少ないため，取h三叉の位置が筏

側，述位(高位)にずれてくるものと考えられた

以ヒのことより， !MI三叉の有無，位置の高さは母指列

形成不全の障害程度を知る tで有用な所見であると考え

られた

結 語

母指列形成不全 10例 16手の皮h可紋Jll分析を行ない，

その他の手奇形 84仔Ij， 正常群 1，026{yljと比較検討を行

ない，興味ある結果が得られた

1 )母指ダIJ形成不全では母指検M前fi状紋，第 l指間紋

の出現頻度が桶加lしていた.

2)母指チIJ形成不全ではqijh三叉が高位であった.しか

も母指低形成がす Lむほと・4副l三叉の位置も刈位となり ，

母指欠損では軸三叉は消失していた.

3) Jl台生期， 母指列形成不全が母指球部の pad形成

にも影特を与え，その後の降線形成異常が!Iqh三叉の位置

の異常をもたらすものと考えられた

4 )母指7"IJ形成不全と紬三叉の位置の異常は密接に関

係しており，取h三叉の有無および位置の高さは母指列形

成不全の障害程度を知るとて・有用な所見であると思わ

れた
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浮遊母指を利用した母指再建の試み

Reconstruction of floating thumb-Especially on the use of 

vascularized metatarsophalangeal joint gra日ting

山内裕雄 藤巻有 久 柳 原泰 吉崎克文事

サリドマイド以降にも，検側列形成不全症例は散発的 形成不全は 21例 23手で，後者のうち， Blauth IV型は

にみられ，我々の経験例については一昨年発表したが1)， 4例 5手である.

今回はそのうちで Blauthめの第 4型に属する， いわゆ これら症例に行なった手術的治療は，内反手に対する

る“ぶらぶら母指"再建の小経験につき述べる 中心化術 4件と，母指形成不全に対する諸手術 16件で

その後の症例を含めると，内反手は 10例 11手，母指 あり，決して多いものではない.このうち本文の対象と

Key words: congenital thumb hypoplasia， treatment， 
vascularized bone graft 

* Y. Yamauchi(助教段)，A. Fujimaki(講師)， Y. Yanagihara， 

K. Yoshizaki: JI~i天堂大学整形外科 (Dep t. of Orthop 

Surg， Juntendo University School of Medicine， Tokyo.). 

なるものは 3例 4手である

浮遊母指 floatingthumb に対して，再建の試みはな

されたが，結局はこれを諦めて，示指の母J行化を百|った

ほうが 1回の手術で，外観， 機能ともに良好な手が得

られるとする立見が多く 3-5) 事実でもあるが，4本指
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であることは避けがたく 5本指に対する2JI請は先天障

害児の広い意味で、の社会適応を考える場合，決して無視

できないところである.木邦では浮遊Nf行の持主Rには矢

部ら6)，茨木ら7)，i"ド下回の優れた宇14f11があるが， 我々

の小経験が役に玄つことがあれば干甚である.

症 例

症例 1. 4才 9ヵ月，女児

右の浮遊母析である (図 1). l--t半11年 fま指志士部に

sliding flap を起こし， 腸'， 'j より)j弘 'i円安 i欽骨つきの ~f('i'i

を行ない，JJ<: h可欠損古~Iに遊謝f 11lil主を千 I なったが， しっか

図 1.tiE例 1 術前.

りしたヰ1茎皮弁て、覆うべきて、あったと考える.移植甘)，'，j

VljのJfllfrが良好て‘なかったこと， 刺入した Kirschner

~I同級からの逆行性感染があったことの 2 点が主原因と思

われるが，移植骨は急迷に!没収されてしまったため 5

ヵ月後に再植骨し，腹部有茎JJ<:弁で十分に移植'ilを被覆

した.母指基部に他動的運動性が認められたため，その 1

年後，小指外転筋による対立形成術 (Huber-Littler)9，10) 

を行なったところ，きわめて外観的にも機能的にも良好

な母指が得られている(図 2) 現作再枢.l'I[I'後 2年 10ヵ

刀になるが，移植'rJは細くなったが，ほ工一定となり，

管状骨化および長南I!)J向の成長も認めら

れている(図 3) 腸骨抜成長軟骨を含

めての遊離骨移植が，その後の成長に関

与しているかは疑問であるが，母指基部

での骨癒合を防ぎ，新関節形成に一役員

っているのでないかと考えている

症例 2.6才半，女児.

両側例である 両側とも刺1¥，、茎で述っ

ており ，位位も遠位であったので，生後

6ヵ月で茎のl支府を切除し，近位へ移動

し，基部を太くした 2才時，右母指に

腸骨移植，腹部有茎植皮，その 9ヵ月後

に左にも同様の手術を行なったが，骨片

は残念ながら，徐々に吸収されたため，

10ヵ月前，右母指に，右第 2足指の MP

図 2.症例 1.術後 a 再他'~r直後. b.蒋植骨後2年 10ヵ月.

機能 ・外観とも良好な母指が得られ

ている. 図 3.症例 1
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ムf

Princeps pollicis A. 
(O.7mm) 

図 4.症例 2の血管柄っき第 2足指 MP関節

移植術式.

関節を含めた血管柄っき骨移植を行なった.関節を含め

たのは，骨端軟骨には，関節包を介して分布するi血行が

重要であるためである.足背切開ではいり，背側中足動ー

静脈 dorsalmetatarsal A. & V.をつけた足背動静脈

dorsalis pedis A. & V.の一部を分離し，関節包を温存

しなるべく周回組織をつけたま Lー塊として摘出し，

欠損部には腸骨片を充填した これを母指に移動し図 4

のように，動脈は主母指動脈 princepspollicis A.に，

静脈は背側中手静脈 dorsalmetacarpal V.に吻合した.

主母指動脈は 0.7mm外径と細かったが， 血流状態は

良好であった.前回の有茎植皮のため，皮膚の余裕があ

り，新たな植皮をせずに済んだが，反面，移植骨が短か

過ぎたきらいがある 10ヵ月後のX線 で は， 計浪Jj上は

3mm伸びており， 他の中手骨の伸び 4mmと遜色は

ないが，骨端線閉鎖の傾向があり，今後どの程度成長が

得られるか工問題である.

症例 3.6才9ヵ月，男児

右内反手に伴う浮遊母指である.生後 2遡で，母指基

1ii1鉱大化を行ない 7ヵ月|時，尺骨骨切りを加えた，尺

什の中心化を行なった. 2才 2ヵ月時，背側 slidingflap 

による腸骨片移植を行なったが，銅線からの逆行性感染

もあり ，結局は徐々に'自は吸収され，目的を達し得なかっ

た.そこで 1979年2月に，左第 2足指 MP関節を含む

血管柄っき'fi.移植を行なった.術式は症(11J2とほ工同様

であるが，中足付を長く採取し，動脈は椀骨動脈自体に

縫合した(図 5). さらに， 大きな皮h可欠損部を腹部有

Il川salispedis A 
(l.smlll) 

l~ adial A 
(I.OIllIll) 

Dorsal. ped. V. arch 

/LJLv 
図 5.症例3の術式

図 6.症例 3の術後 3ヵ月の所見

茎植皮で被覆した.術後まだ 3ヵ月であるが，母指は一

寸太円であるが，しっかりしたものとなっており ，今後

が期待される(図 6)

まとめ

以 上， 少数例の試行錯誤の過程をありのま与に述べた

が，これまでに得られた経験は以下のようにまとめられ

る

りまず生後早期に細い茎の皮膚を切除し基部の拡

大化を行なっておくと安全である.このさい，遠位にあ
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つでも，近位への移動は必要ないと考える.

2) 'Jl{多.flj'(を行なう場合には， これを皮 FIJ旨肪を持っ

た卜分ゆとりのある有茎皮弁で皆うべきで， 手1~から

の slほingflap より，腹部皮弁が明ましい

3)遊断i'I'J移jf((には)揚骨片を)甘いたが，その後の'I'J吸

収は，感染のイ:r!!¥f" h';j囲組織の状態， 1(1111'， I'fill母指の

!f!)Jきが大きく|民jうーするようで，この点， ，財'J'J'f去成長J!jX'円

を基部に持ってし、〈移植骨の形成，小指外転、筋移千J，有

茎植皮などが有効と!巴われる

4 )第 2 足指の MP 関節を含めた J(llt~;刷っき竹移植

(1，今後さらに有望な方法と考える

5)いずれにせよ，反復手術を妥し，f)裂も大きいも

のであるので，決定にあたっては他の合併杭にWI.むし，

かつ家族の卜分な理解を得ておくことが必~tである

6)以上のことを考慮に入れれば，ぶらぶらMj行を利

用しての 5本J行手の再建は不可能ではなかろうと思わ

れる.
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Congenital onychodysplasia 

一ーその合併先天異常と発生機序について一一

Congenital onychodysplasia 

一←ーAssociated anomalies and the deve10pmental mechanism一一ー

北山吉明 太 111J'_~ 人

品t近枚々は磁l) (1969)の報告した先天性ぶJ行爪1]1欠

創出i~の 7 例を経験したので報告し ， その合併先.k.'}I;常と

椛，也、Ji1/k節'I'J-変化について検討し，併せて本hi'の発生機

序について若干の考察を加える

症 例

打i~例 l主茨 1 に示すとおり， 'J) 3，女 4，H7伊1113m 
である. 1'.(11)皆、指l主両側示指 4秒11，1山j側示指+右側'I'j行，

左~llJ示J:1， TiM示桁，各 1仔IJである これを磁の分類に

従って検討すると，緩爪型 8指 (hemionychogryposis

1桁を合む)， 多爪型 3 指， 無爪)~J 2桁であった 媛爪

型では，)0( ~!IJに爪を有するもの 6 折，挑側に有するもの

Key words: nail， distal phalanx， ischcm日

キ Y.Kitayama， M. Ohta， Y. Ide， S. Tsukacla (教授〕 金

沢医科大学形成外科 (Dept. of Plast. Surg.， Kanazawa 

Medical Univcrsity， Ishikawa). 

井 出克樹 主張旧貞夫*

2j行， なお hemionychogyposis 例では焼似~の爪 Ijl !l山手

を認めた 多爪担は 3 婦とも尺~llJ爪の発育が良好であっ

た 以下代ぷ的な症例を提示する.

症例 2.26才，女子

生来右ノド・中 ・環指に合指があり，左手の指は 4本で

第 3指が太く似広かった 5才のころ， :;('1手合指症に対

して手術をうけた.

家族歴 :兄および父方祖父も両手の析が 4本で第 3指

が太<，爪の'N常があったとし、う 現症 :左手の指lま4

本で，第 3折が太く ，幅広く ，爪も大きい右手では第

2，第 3指附に手術搬il{と移植皮膚を認め，ちしい拘締

がある 同小指は短く，挽屈している(凶 1). また，

両手隼;に猿線を認めた 爪は両側示指は綾爪砲で，左示

折は尺~!IJに，右示J行は挑ßlIJに形成不全爪を認めた :;('1'1' 

mは無爪裂で，尺MJに爪併と思われる皮!好の陥凹を認め
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4才 ・史!

li 

J'1~ 日

先天奇形

表 1.症例の一覧

権忠指と分類

右

I，m('] 
，~t~ Jf， ''/! 1 ちII¥".'!

1'1竹内 1'1帆"Ilin 
\，~ If， '1/' ~I.F， Jf，lf，'.! 

b~}r\!t;'t 

dii' n 
L長Jr，"J

j指 ハ 1'1門
b~J I\''l'l b~ J1\"/! 

1'1行内 !JRm 

~Jr\J~'J k是 1札 Jlt'~

1649 

合併先天異常 係i 号

なし

左中間一 |加よ
右示 ・中 ・環指皮l向性合 父に両側性骨性

指症 合指を認めた
両~lIJ小指中節骨短縮佳
両手掌 Slmlancrease 

両側中 ・環指合指j，E
左4・5足指合駈症 ・耳介

奇形
右2 ・ 3足指合~1I:症

B左10第ch5.中手骨短縮症
Sulzberger型色素

失調症

右耳介奇形 遊離植爪術施行

Poland 症候群
右小指中節作短縮hl:

一 一 ー

な し

. 一 一一• 

図 1 症例IJ2 両手の所見. 図 2.症例 5. 両側示指爪甲の所見.

Ir1tj側，'1'-1旨に媛爪型. :t.i'l '-1旨に無爪型の爪Ip異常およひj，llj jll;j側示指の)[¥は綬爪塑を示している 右示指では爪稼と

手の{t指定(;j，制IJは術後〕を認める. 思われる陥凹を認める.
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たーその他，母折を除いた指の爪はいずれも中央に位ii1

するが，小さ く Kikuchiらののいう usual micron-

ychia状態を示していた 手X線像では幅広い左第 3折

は 9'指 ・ 玖H行列が~節'丹より末村iて何・性癒合してい

た.同{)lIJ小指には， 左 1: O. 64， ;:{I 1 : 0.57の'I'IiiHj')il!.

納抗を認めた 末節刊の正而像では，右示指， '1 >J11， ~じ

示指，第3指に形成不全，先制り ，末端に骨隆起と!むわ

れる不整な淡い陰影を認めた 側面像では，いずれも末

節骨の 2分裂像がみられた.

症例 5.3ヵ月，女児

生来，左手の奇形，左胸部の変形，両側示指の爪可'5'4

7片があった

現症:左胸部で大胸筋の欠損を，左手に短合指症を認

め Poland症候群と診断した. 両側示指の爪は媛爪型

で尺側に偏位し，右では爪溝と恩われる皮膚の陥凹があ

る(図 2) 手のX線像では左示指から小指の中節句欠

損があり，右小指には 1: 0.63の'1-'節骨短縮症がみられ

た.両示指末節骨の正面像では，形成不全，先細り，先端

の淡い不整陰影を，側面像では先端の 2分裂を認めた.

考察

磁は本症を先天性示指爪甲欠煩症と命名，これを無爪

型，緩爪型，多爪理の 3型に分類し，さらに四つの特徴

をあげ，独立疾忠としての概念を確立した 以来，これ

ら特徴について続々の問題点が指摘されてきた すなわ

図 3 参考例両側示析の所見

左側示指末節部は右に比し短かく ，爪甲

は完全に欠倒している.また，阿部の皮府

は乾燥し表皮は粗造化している

ち磁の才'，:[fj¥では無爪型は問題がないとしても，媛爪型，

多爪型ではこれを欠損杭と l乎ぶことは適当でなく，混乱

をまねきやすい また， Kikuchiらは本封?を congenital

onychodysplasia of the index fingersとして報告してい

る. しかし 1<1験例では示指以外にも木!，'，ーをみたことか

ら，congenital onychodysplasia の名称を}恥、るのが妥

当と考える 以下，向験例にみられた若 Fの興味ある事

項についてふれる

1 )合併先天異常:木症の合併先天異常報告例は少

なく， 現在まで報告のあった 39仔Ij中， 小指中節骨短縮

症4例， 1支府性合指症l{日lをみるにすぎない 一方，白

験例では 7 仔Ij中 5 例の~.~頻度に合併先天異常を認めた

(表 1).これら自験例にみられた多採な合併先天異常は

本症の成因を考えるうえできわめて興味がある 自験例

を含め，合併先天異常の大部分は小指中節骨短縮症 617IJ

(16.7%)， 合指症 41711 (8. 9 %)など手の異常である.

Kikuchi ら2，3)は本症と小指中節骨短縮舵のあいだに何

らかの関連性があると述べている しかし，杉浦，中

沢4)の調査に示す通り， if常児の男 15%， 女 23%にみ

られることから， この央~1f;は本症において特に意義のあ

るものとは考えがたい 一方，合指症の合併頻度は山I

仁川疾忠のあいだにがIらかの困果関係の存柁が推測さ

れる.

2) l作忠J行末節'丹・の変化:fJ験例の忠tl1;j(節'1干X線所

図 4 参考例左示指X線像.

正面像(左)では末節骨は起かく先端は

不整である.側l(iiJ象(右〕ではぶ節tl・は軽
度の先細りと，先端の不整を認める
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見は， 正面像では 11j行小企I7IJに末節什の形成不全， 先

制11り，先端の淡い竹刊陰似を認めた. このうち I例では

'1 '1' 1"1陰影の側)jへの'ゴ~II\がみられた この所見は木下，

長IJIf5)が側ffiii象で11'i11荷した 2分裂変化に似ている 側面i

像では10指'1'7 1行に末節竹の 2分裂を， 2j行に先制りを

認めた.特に，末íWj'I~J の 2 分裂を許制11 に鋭然すると君主の

ハサミ状，ホリーフ状，台形状の竹判 陰影が背~lIlへ突 /1'，

するものなどがあった そこで，このf刊!I)への突起と形

成不全爪との位置関係を知るために， :;:Jdlij竹の長取bに沿

ったX線像を検討すると，突起と爪との位置関係は一定

せず， 3たた)Lií' ~~!I)に向うもの，斜めに 1 ;'1 うものなど様々

で，その数も 1伺から 3例とi!:伎をぶした以 上より，也

折末節'，'1は必ず形成不全を謀総とした骨変化をfrうが，

側l而像での 2分裂は必発杭状ではない.また，分裂を

桃成する背側方向への 'I'l'tt突起 (1Miuraの報fりした

ectopic nailにもみられることより，本痕の特ヰfI升S~ と

はL、Lカ;j;こL、ー

3)病因 ・発生機fr;:本古iの病因は不明である.我々

は州肉解明の手がかりとなるj，E例を経験したので，その

所見をJ必志に本E症Eの発ノ牛牛十主一機j序Fを封抑挑t論してみた ，忠正也tう者F針;は 9才

の[J:児(初診H

〉水+:、J牛奴双熟l児であつたため， IH生後た工ちに保n6:'加に収容され

た.生後 3n 11にF袋の糸がほつれ左/J刊行中節ffsに 2日

1::)巻絡し末相'1が半ば峻死状態となった 処置により桁

は 211後11二常色調をl!兄りjぶしたが，以後爪IT'はIBt務しT'i

生せず，末節子jーは軽度発行不全をJ~ した 9午後， 6示

指はイi以折に比してゆlらかに鉛く ，爪印は欠仮 L，本*

爪'1'のあるべき部は)火山ーで縦われ，爪休，爪i，Y;はみあた

らない(ぶ13) X線像では ， 1".図像で末ílMI'( 土~'.iく ，

先端の不殺を， MIri'Lii:象て、将位の先細りを認、めた(凶 4). 

以 tの例を参考にして本症の発生機停を州I治すると，

まず，胎生期lこHらかの原閃で指先苦sに一過1"1:のIfll:(j障

害が起こり，あい、てそれに起因した指先部名組織の障害

が発生する これらJ行先部組織の障害l交は~Illfllに対する

それぞれの感受1"1ーの洋児によって大きく 1，:，{jされる.す

なわち， '1次部組織では感受性が低いため， F17与された組

織はJE1t¥.に近い状態にまで回復するが，爪付のような出1

Jfllに対しきわめて感受性のたj，、組織ではしばしば部分ま

たは全体に及ぶ不可逆性変化に移行し，結果として臨床

的に種々の早川えの爪 1 J1異~i;~'を発到するものであろう"心

指末節竹のYU;¥'もまた，同級にmlfllの影響によるものと

考えたい

文献
1 )磁良輔臨床整形外科 4:2， 1969 

2) Kikuchi， 1. et al.: Arch. Dermatol. 110: 743， 1974 

3) Kikuchi， 1. et al.: ibid. 112: 1788， 1976 
4)杉浦保夫ほか :fl.1ド令，'1'外医学社， 東京， 3版， p. 

245， 1976 

5)木 F行洋ほか .形成外科 19: 23， 1976 

6) i¥Jiura， .T.: J. Hand Surg. 3: 348， 1978 

母指多指症の術後成績

Follow up study of the operatively treated cases with thumb polydactyly 

藤原良 y_l 1立島泰 楠 jl~ 敬

イ主 fll，;作男

Il{j干1145年ーから 52主!てまでの 81f.1l¥)に我々 の外米を訪れ

た母指多指紋患者は 65人， 71手であった 1"1別は男 42

Key words: anomaly， lhumb， polydaclyly 

* Y. Fujiwara， Y. Toyoshima(Jj))教授)， M. Kusunoki， M. 

Sumida， S. Nishiue 大阪市立大学整形外科(Dept.of Or-

thop. Surg.， Osaka City Univcrsity Mcdical School， 
Osaka). 

西上 l克樹事

人，Y. 23人と男性に多く， '6イjJ)Ij(主，イゴM39人， 1，;~!lJ 

20人， 1，1，jM6人で右が左の 2f告の発現率であった こ

のことは諸家の報告に比し，男性に多く，左右此は小さ

し、とし、える

-r))診Ik'jいまだ手術を受けていなかった者が 54人， 他

I?i.で手術を受け，術後変形を訴えて*院した者が 11人で

あった このうち我々の施設で手術を受け，術後 1年以
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図 1.H~JUJI問中に権法、した扶州と薬剤.

表 1. 成績判定 J，~ ill \

良 不 "J

IP"'-の憐パhl!t:: 
MP/形

IP"'-不安定性
M P/ 

200
く

200
く

1 P"'-の R.O.M. 60。く 40- <イ 40'
MP/ 

M.大外転 60' <._ 60~40 - 1 く 40'

爪の笈j移 i 将 !主 ，1' 令 I ï~~ JJ1 

Jj¥似の差 1 . 1 mm 12土0.5mml 3 mmく

)，l;iiii部周囲径のL ，lmm 12土0.5mm 3 mm 

|を経過し 追跡"J能であった 31人， 33千について縦

flfする 31人中， 明らかな介併奇形は 3例に， V;{り似

指， Ix:;l'，t側の浮遊母指， :IJ 介f.i-)r-~がみられた 1(11放品川?

は 2仰lにあり，いとこ婚であった J(ll縁者に母桁多J削1JI'

をみる例(I4 {11] (13%)あり， 4 (911とも母またはほ)jの

l(Jl*d:-liであった 灯娠中のt):lJfiの保境をみると，W!Iri.4 

;lJ)lまでの疾病，内服薬，外似のイi111Eは閃 lに示すごと

く19例 (61.3%)に何らかの同 fが加わっており，世t
全な七上胎f.ì'i境の 可.(~性を痛感 した

31 f:日1]，33予の分岐部位別例数lよ凶 2に示されている.

proximal phalangcal lype右似IJの 2}¥')は， H.D. WasseJ1) 

の分類の第四卯lにあたるが V.E.¥¥'ood2
) は第W型に

当てはめられる としている.我々 は分岐j'mで分類し

bj t 

IYlJC 0 3 

I)iいト、、叶巴

iド3山h川;汁lけl河川Ilgca川i 
lyp<、

M
U
n
Hu
o
n
U白

戸

/ 

1・r，山tintl Y 
ijlzij z 

phalan仰 10-
lypじ 口 。

Q D H 
Me taω pa l~ ß :J GD2 
lyp，世 M 5 

33 
1列)

図 2.Classi自cationof the cases. 

proximal lypcに合めた

33乎のう ち初1"1手術を当科で行なったものは 27例，

28子である.このうち 6仔1]， 6手に追加手術を行なった

さらに 2例は当初より二段|桝手術を計附してわなった.

術後変形を主訴に来院し， 修正手術を行なったもの 4

例， 4 'f-あり， 全{111proximal typeでトあった 術後経

過期川はJI~短 12 ヵ月よりあt長 12 年 2 ヵ月，平均 4 年 6

ヵJJである 手術方法は Cloquet法 11手，椀側切除の

み 4子， 続{JlIJ切除+知舟1:1外転筋を capsllle に縫Zi5

:r， 挑fJlIJ切除+短母指外伝筋を capsllle に縫，百十'1'手

骨干l'liJi fjHJlIJ切除 4 手 ， 挽~!lJ !;JJ除+短母指外転筋を capsllle

に縫れ + ~，u)['j竹または 9''f-'?J-の骨切り 2手，その他 2手

である 川{JIIJ例の一人の， -~tl]の奇形程度が軽度て‘あっ

た l手は手術を行なわなかっt.::..

術後成績の判定基準は三好らめの)，1;準を参考にして作

成した (炎 1).Cloquct法施行例は，1Iワ， MPJ の鋭

尺屈変形は起こらないと考えられていたため，爪の変形

や爪幅の世t~!IJとの荒 ， I~J ， MPJの ROMを中心に詐

jlllIし，他の手術I法による例は，爪の変形はなく ，母指が

健保IJに比 して hypoplaslicな状態であるこ とはいなめな

いゆえ IPJ，MPJの続尺原変形，不安定性， ROMを中

心に評価した 追加手術を行なったものは不可と評価し

た 初I"I手術時年令は平均 7.7ヵ月であり，術後成績は

手術l昨年令と関係がなかった
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縫合m~が胤リあがる

メスはl立J首に対して
斜めに入れる，、

Jl¥tこ;何日
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図 3.Cloqllel法実施上の工夫点.

僚側切除

境~{Ij切除
Abd. P.s.を
capsllleに縫1号

機側J}JI徐
Abd. P.B を
capsllleに縫新
中手骨々 IiJi僚側
切除

僚側l}リ除
Abd. P.s.を
capsllle 1(_縫fi
骨切

その他

表 2

C10qllCl法

Prox卜

実施できる方法と考えられる

我々は Cloqllel紘一災施にあたり次のようなことに注

必している.形成外科では常識的な ことであるが，指尖

1r11ではメスは皮h句に対して斜めに入れ，縫合rmが』採りあ

がるようにする(閃 3) こうすると廠痕拘紛により縫

介部の陥凹を軽減できると考えている.健側の爪似から

みて焼尺{IlIJ指のそれぞれ伐すべき爪幅を決定し，その部

の爪に51し、た接線と 凶作jになるよう に一気に爪，竹を切

れば爪の不足や爪の二信山 ができないはずであるが，

分岐部位JJIJiAij式と成績の関係をNHこノJえした.

mal lypcに対する各種の手術成総は不良伊IJが多い. こ

の typcに対する Cloqllet 法では， IPJ の ROMの

足%、 1例は 20"の焼}ffi， 1例は 20。の尺加および 230
の

閉山変形があった がl者は術後表在性感染を起こし，後

者は先端が峻死におちいった例で‘あった.爪の変形は 3

仔IJに '1-' 等 '"'-' f'， ':j ~~~度の変形を認め， 基節frjW;lVM i告は健側 よ

り5mm以ヒ大きかった. Metacarpal typc仰l巾 2段階

手術を計阿した 2例については，評価は可とし， 制ij式は

その他に|旦分した

l~i後変形に対する修 1 1: 1' 制.j は， 他医て初J川千 l~iを受け

たれも合めて， 訂10例に千Iなった 手術irtーは， )，~Í)ri'l'l ' 

の'[']切り ，I刻iWi'i.!:!縫縮，IPJの固定，母指示指川の Z形

成， 余乗Il'l'lあるいは法残'JIJ.の摘除などを組み合わせて行

なったが! '1'1切り術が主であった.初l司手術，修 11:手術

あわせた術後成績は，良が 18手 (56%)，可が8手 (25

%)，不"fが 6手 (19%)であった 不可例は全仔IJpro-

ximal lypeであった.

Proximalと melacarpaltypeに対する Cloqllel法

の成総は F処!以 上に惑かった しかし不IIf例の 2例[主体I

後管理に|問題があったので， この 2{7IJを成績判定からは

除外して考えたい 外観上爪の変形は軽度にあり，や L

太い母指であり，さらに IPJの ROMはIW山、が MPJ

の安定性はよく ，1町，M~J の続尺)所変形はなく ，機能

的には良好なf手術であるの で， Cloqllet i.tは proximal

type， metacarpal lype に対 しでも際取に適応を選べば



斗 よ ーι

1654 巻 30・号 12(臨時増刊〉 整形外科 1979年 11月

応々骨の過度の切除を恐れて骨が多く残る傾向があるの て，三Hらのは生後 7ヵ月までに行なったものによい成

で，心もち背'のブJへ食い込むようにすることがコツであ が〔を仰たと報告している.我々の症例で‘は手術時期と成

る 'IJを切るH与は'ili:動鋸やノミの佼川を避け，十jメスで 献は11:1係がなかった.11:.I近早期手術を希望する 1，I，j親に対

汁念、に切っていく .Ixlbi'i而の若干の不終介は remodelling しては，二段階手術を勧めている.初回は短ほ指外転筋

されるので'il'}~fJ秋什をそろえて同定すること力、必要て‘あ のイl於部を残して MPJで椀M:t旨を単純切除し，術後外

る.爪を縫介するH、?は長1)がさないようにiL0、L，剥がれ 転決具を装用させる 1才以後に第 21-"11-1の手術を術式

た場合はI，I'J側とも剥がして nailbcd をそろえて縫合し を検討して行なっている. MPJ焼側部のl膨隆はあるが

ている 今1"1の調奇では distaltypc では爪の変形はl院 外観は Lt・の母指となるので両親の満足度は大きい.

度か，ほとんどなかった.しかし大多数の例において， 我々は手術操作のやりやすさという点と，忠児の体力の

爪切り IL'jに縫合部で痛みを訴えていた これは爪の掌似1) }，'!，からみて 1才liij後が適当と考えている

て、及:11可が爪にそって末柏、にのびるためと考える.今後は 以上我々の肱l没て、の母指多指症の術後成績について述

爪f((下の皮!内の処置にもロρ、すべきと教えられた. ベた. proximal lypeに対して，安定した良好な成績を

我々は術部Iに MPJの関節定jhiZを行なっていないが， 得る1M式は未だ確立されていないが，Cloquet法も症例

中手'I'J"口頭がX線上，挽側尺側析に対して関節而を有し を選び術後~Tflj!に注意すれば行なわれてよい方法と考え

ているもの，または術中 2関節面を確認したものは， '1' ている.

手"'J"I'J頭挽側切除を行なったが， 2/3例が不可の成総で

あった この場合は capsuleの縫縮と知似指外転筋を

さらに末梢に前進縫合するのがよいと考えている

手術の時期について，生直後に手術を受けた例を除い

文献
1) Wassel， H.D.: Clin. Orthop. 64・175，1969. 
わ れ'ood，V.E.: J. Hand Surg. 3: 436， 1978 

3)三好勝海ほか整形外科 26:1431， 1975 

母指多指症症例の検討

The results of surgery for polydactyly of the thumb 

阿部 宗 昭

安永 博

池川克己

小型f村敏信

木下光雄

服部良治水

はじめに

母折多指症はもっともi九}tJU友にみられる子の先天奇形

であり，諸家によりその病像，治療法に関しての検討が

行なわれているが， なお種々の問題を含んでいる 今

|司，我々は教室で治療を行なった本航のf，Jii後成総を調査

Key words: polydactyly of the thumb， surgical treat-

ment， deformity after surgery 

* M. Abe， K. Ikeda， M. Kinoshita， H. Yasunaga， T. 

Onomura(教授):大阪医科大学整形外科(Dept.of Orthop. 

Surg.， Osaka Medical College， Takatsukか R.Hattori(医

長):高槻赤十字病院整形外科 (e569高槻市阿武野 l丁目

700). 

L， *)，.1のJrIjjWによる手術訟と治療上の問題点に関して

検討を加えたので報告する.

症例および手術方法

昭和 38年より昭和 53年までの 16年間に当科で治療

を行なった母指多指症症例は 68例であり性別は男子 39

例，女子 29例，左右別は右側 47例， 左側 18 例 f，I~{tlI)

3例である このうち今回の予後調査に応じ直接検診し

仰た症例は 35例 38手であり， 以下予後の判明した 35

例について検討を加えた

分岐部位は ¥Vassel10)に準じて分類し図 1に示したが，

軟部組織より分岐し個有の筋鍵の付着官官を有さず痕跡指

的なものは rudimentaltypeとして別に分類したの.
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b 

b 。。 ~ ~ fj LJ [j ~ も Q
日 日 四 日 sD s s OlJ q[] 

o = 。。

Type [] 111 凹v ~[j VI U VII DR山 ntal

C二〉

No. of thumbs 3 15 l 24 5 3 10 11 

(Follow.upl (2 ) (4 ) (0 ) (12) (5) (2 ) (7) ( 6) 

図 1.Classi自cationof thumb polydactyly (from Wassel). 

8. 郁I前 (1村長 9ヵ月) b.術後(5才3ヵ月).

図 2.Type IIの術前と術後.

著者らの行なった手術術式は以 卜のごとくである T術時期は単純切除で卜分な rudimentaltype の場

Rudimental typeと lype1に対しては単純切除を行な 合は待機することなく生直後より行なうが他の場合は 3

い， type IIは発育の悲し、検側指を切除し，僚側の関節 ヵ月間は待機し，生後 3~6 ヵ月の聞に手術を行なつ

包を可及的に修復し instability を生じないように配慮 た 患児の大きさで多少の速いはあるが，生後 3ヵ月経

した 長母指屈筋腿および仲筋!健は扇形となって付着し てば処理すべき軟部組織の識別と細かし、手術操作も可能

ているので分岐部にて切除し，某節'丹骨頭が二頭骨頭状 であり， 3ヵ月前後の時期に初回手術を終えるよう心が

となっている場介は焼側骨頭部の軟骨および骨の一部を けている.軟部組織の処置のみで矯正し得ない変形に対

切除し骨頭の形を整えたのち末節骨をできるだけ旋側へ しては，経過を観察しつ!..， 4， 5才くらいまでに矯正

移動させるように心がけた 骨切りなどの修正手術を追加した.

N型はもっとも多くみられる typeであり，術後変形 術後の経過観察期間は最短6ヵ月，最長 12年 2ヵ月，

を残しやすいため母指多指症の治療上もっとも問題の多 平均4年 6ヵ月である 以下各 typeごとに結果と問題

い typeである.著者らの治療原則は初回手術にて発育 点について述べる.

の悪い検側指を切除し，徒側母指に付着している短母指 手術成績および問題点

{申筋腿を基節骨背側に，~母指外転筋，短母指屈筋を基 Rudimental type はラケット型皮切で単純切除を行

節旋背側に移行し，母示J旨nnの指聞の狭い例ではZ形成 なったが遺残変形はみられず， IP， MP関節の可動性

術を追加した.初回手術時に矯正し符ずにや¥IT後残存した も良好であり，特に問題となるところはなかった.

変形に対しては一定期1]¥1経過を観察したうえで修正手術 I型の術後は IP関節の可動成制限はほとんどみられ

を追加した. なかったが，切除側爪縁が尖鋭となり皮膚との余裕が少

V， VL vll型の手術方法も基本的にはW型の場合と同様 なくそぎ落されたような外観となりやすいの. したがつ

であるが， VI型では長母指外転筋胞を尺側の寸1手骨基部 て掌側の皮府をや L多く残し，焼側爪縁の皮JiIJに余裕を

背側へ移行した 待たせることが必要と思われた.
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11型It償側析を弘除する方訟を行なってきたが，指先 変形が認められない場合もあり ，必ずしも手術法の適有

が調11くなり世ssliIに比し爪が小さいのが切除訟の欠点であ が術後の変形を決定しているとは限らない Type IV， 

る7) しかし佐官!I]と比べないかぎり変形It円j'Jたないた VIIはいずれも MP関節より分岐するが， 術前の状態

め，忠児，親ともにあまり気にしていないように思われ をよく鋭祭すると二つのタイプに分けられる.すなわち

た(凶 2). IP 関節における末折節の尺加変形は 3例 二つの母折の優劣が明瞭でかつ，尺側折の;1，~節'円 が '1'手

W ， 10
0

， 20
0

) に認められた. この尺屈変形は法節骨 '目の延長上にあって長ilijh方向の変形の認められないタイ

骨顕が二頭状となり二つの末節'f'i'tJ;続尺似11へ diverge ブ(図 3)と，二つの母指の大きさにほとんど差が認め

する却にみられ， 本来の IP関節の alignmcntがその られず，各々の成分が基節で隣反し末節で集合するいわ

まL残存したものて、あった IP凶節の運動性にli:lして ゆる「蟹ばさみ」状を呈するタイプ(区14)に分けられ

は 2{yllにJ:I:Illl 11，1)限が認められたが，いずれも軽度で機能 た liii者の場合の予後はきわめて良好で‘あったが，後者

障害はみられなかった. では軟部組織の処位を正しく行なった場合においても，

IV型では切除側母指に千l着する筋!虻の移行などの処 なお 5例に先述の Z状変形を残していた このZ状変形

町を適切に行なってもなお MP; 関節)~I:I\ ， IP関節佼I:I! は従米母指多折!，i~の術後変形の代表とされて きたが，術

のいわゆる Z状変形や可動域制限をきたしやすい(表 前の変形が矯正されずに残存したものであり，Jll伐変形

1 ).しかし古い症例の中には筋腿移れなどにあまり考 と称するほうが適当な表現と思われる. MPI刻節の尺ITi

Mが払われずに切除術を受けた政例においてもほとんど 変形l主十手術の外転時には消失するが安的l時に)~J，日!{立をと

Typc 

j (2) I 

II (4) I 

JII ( 0) 

v ( 5) 
VI ( 2) 

vn ( 7) I 
R ( 6) 

表 1.Deformity and restriction of motion at follow-up examination. 

MP joint 

Limited motion of 
Ulnar Ulnar 
dcviation n ・ ム deviation

IlCXIOn CXlenSlon 

3 

6 3 

2 

5 3 3 2 

IP joint 

Radial 
dcviation 

3 

2 

Limited motion of 

日exion extension 

2 

4 

4 

4 

a. V桁前(ノ1'.1，を 4ヵ月). b.術後 (4才4ヵ)J) 

図 3. Type IVの術前と術後.

術前尺側ほmの alignmentが良好な例では，術後変形はみられない
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a. 術HIi(生後 5ヵ月). b.術後 I{I. Iヵ)J C. 術{を 4年4ヵ月

図 4.Type IVの経過。

術面jI蟹ばさみ」状を日するタイプは，術後変形を残しやすく修正手術を要する場合が多いが，中にはA>;WIJのように経過と
ともに変形が自然に矯11されとくるjlI'例も認められた

表 2.Further operation for residual deformity. 

Osteotomy 

2 

3 

Excision of 
del吋 lalanx

l l 
2 

るil:iil(，H土残存しやすく N:JWで半数の 6例，m~iでは 7 仔11 いのはこのためと思われる

Z-plasty 

1 

3 

4 

'1'汐Ij5に認められた(表 1). vn型の術後についてはすでにW型のところで述べた

|見J~í'iの運動性に|対 しては， MP関節では屈曲よりも仲 が，術後の泣残変形と関節可動域市Ij限がもっとも多く認

展iliU限をきたす場合が多かった.これは短母指仲筋艇が められた(表 1).協側母指が三指節の場合は「蟹ばさ

挽{J!!Jit1に{、J'liーしているためと考えられるが。本腿の移行 み」状のものはZ変形を， )~側母指が三指節である場合

をわなってもなお鮮度の仲展障害のみられる例もあつ は IP関節の)~Jin変形を残 L ， 71711'1'4例がjE残変形に

た. IP I*Jil↑Jではl立桜子術侵裂は加わっていない場合に 対する二次手術を必災と した.

おいても屈曲制限をきたす1ii例が多く認められた これ 遺残変形に対する手術

は長母指屈筋車t泊、y字型に分岐していること，また「蟹 遺残変形に対する子術はN?iiの4仔11，VlI型の 4例計 8

ばさみ」状を呈する例では艇の走行が挽側へ偏位し i日lに行なった(表 2).MP 関節fff~の膨降や尺Jili変形は取

pulleyの形成が宏、いことなどに原閃が求められると忠わ り残された遺残骨，軟骨を切除 し短母指外転筋などを古ij

れた. 進移行することで比較的容易に矯正された 尺!il!変形に

V型および VI型の術後はW型に比して良好て、あっ 対して中手骨骨頭下模状骨切り術4，引が行なわれている

た MP関節より中継側で分岐する V，VI型ではV型の が，著者らの症例ではその必要性を感じなかった.長く

2例に軽度の尺屈変形(安静時のみ〕が認められたが， 尺屈位にあるものでは母示指間の皮府性の拘縮も強<， 

Z状変形を後遺したものはみられなかった(表 1) 巾 ZあるいはW形成術が効果的で‘あった Z状変形で IP

手骨および CM関節部より分岐したこれらの検側多指 関節に境屈変形のあるものは基節骨骨頭下で模状甘切り

は尺倶IJ指に比し明らかに小さくかっ変形しているのに対 を行なって矯正した.骨切りはドーム状1)， closed ある

し 尺側指は長軌方向の alignmentがきわめて良好℃ いは openwedgeなどの方法があるが， MP関節部の

ある場合が多く， lV型でみられる「蟹ばさみ」状のもの 泣残甘を利用しての open wedge osteotomy が手技も

はみられない. V，VI型で遺残変形をきたした例が少な 簡単で確実な矯正がえられた骨切りと同時に榛側へ偏
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位した Jd~):J行府筋融rおよび仲筋量rの中心化も問時に行な gnmcnt のよいものと，優劣が著しくなく「蟹ばさみ」

ったが， lP 1見j節のi'J動j或i!JIJ限をきたしやすいー 状を jI ~:するものがあり ， 前者では術後に変形はみられな

IP 1主l節の尺屈変形は尺側三指節母指の場介にみられ いが，後者はZ状家形をきたしやすい このZ状変形は

たが delta phalanx の切除によって矯JF.は比較的符劫 術後変形と柄、せられてきたが，術前の変形がそのま L残

で、あった 存したものであり，造残変形とl乎ぶべきである.

二次手術の時期は 1才 6ヵ月から 5才6ヵ刀 (平均 4) MP関節のg屈変形は短母指外i伝筋の前進移行で

3才4ヵ月〕であるが， 母折球筋の前進移行や delta 1・分矯iF.可能である IP関節の犠屈変形には主主節'Fj"l'j

phalanx の切除は比較的早い H、'fJtJJに行なってよい - UJiドの竹切り術で矯正できるが，長f，士J行間筋!隙および1111

方，骨切り術l土手技がむずかしいので 4，5才くらいま 筋艇の走行異常のため IP1)1，1節の可動以iliil限を残しやす

で待ったほうがよいであろう なお刈例の'1'には経過と

ともに変形が自然、矯 IF.されてくる例(以14) もあるの

で，年に 2，3同 followup しつ L経過を制すたしてゆく

ことも大切と思われた。

ま とめ

1 )山l科で治療をわなった f;付行多j~j，ij ， i 例につき術後

成績を小心に検，(1を1J11えた

2) Wassel の 1，1111/1に対しては徒側f:):J行の切除術

を手!なったが，爪および指先 ~'fi~がや斗利li くなる傾向は芥

めなかった しかし IP凶節の小安定性を'1'.じた例はな

く， 11 J{y) Jj>x ;Iill限も少なく機能的には良好であった.

3) MP  1主1m)で分岐する W型は二つの lypeに分けら

れた すなわちづっのの指の優劣が明瞭で尺fJlIl指の ali-

し、

5) f引旨多折hËの手術l時期は多析の切除は 3~6 ヵ n

の早い時期に z状変形などのjfi残変形に対しては経過

を観察しつ"5止までくらいに行なうのが引ましい.
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母指多指症の臨床像

Clinical aspeclS of thumb polydactyly 

波 山 一 111 本

mi I己泰

ドH行多J削，'1'の形態分知では も¥'asselのものが多用され

ている.み;分実(iの村徴l主多J行成分の一方に三指節をもっ

VllJ砲を独立せしめたことであるが， 以米t.l:指多指症は

1 ~Vj)\4!をもって代ぶされ， VllJR，!ll例外的な存在である

とL、う観念がぬぐし、きれない しかし実際臨床上はVllifj!l

Key words: thumb polydactyly， triphalangeal thumb. 

* S. ¥Vatari， S. Yamamoto S. Imagawa， T， Seo K. Tsugc 

(教授〉・広島大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， 
Hiroshima University School of Medicine， Hiroshima). 

進 今川俊一郎

津 F1:世故本

の迎Jm頻度はそれほどまれなものではなく， 分岐部位

や， 子:-t行自'Ii成分の存干1側などの変異も大きいものと考え

られる 今1"1ら-;v.j;は此m多指症自験仰lのうちから無処

inで初訪し，子制ijの行なわれた 120仔IJ132手を選び， X線

上の形態分析を行ない主に刊型の存荘を追求してみた

分類

似指多JH症の形態要素は分岐部の位置と構成指節数の

二つであるので， 分岐部位の要素として metacarpal

type (MC と略記)，proximal phalangeal type (PP)， 
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distal phalangeal type (DP)おれびいずれも属さない

rudimentary type (P)の四つを，Wi成指節数は境側二

節， Nn!IJ二節塑 (R2U2と略記)， 続側三節，尺n!IJ二節

型 (R3U2)， 椀M二節，尺側三節型 (R2U3)， 椀n!IJ三
節，尺側三節型 (R3U3)の四つをあげ， 両者の調lみイ干

わせで分類，襟示した.

1) Metacarpal type (M C) 

本型は 24{7IJであった. 内訳は MC:R2U254%， 

MC: R3U2 33%， MC: R2U3 13%てあった MC: 

R3U2は榛側成分は発育は不良で強い j込町iを示すが，

F~側成分の発育はほとんど影響されておらず， 変形も

MP関節て、のわす.かな尺屈て‘あった MC: R2U3は一

見示指多指の 1nllJがほ桁~[I)へ佼人したごとき観がある

挽{J[IJ成分の発育は不良で子体I療法はl剥灘て‘ある([s/l). 

2) Proximal phalangeal type (PP) 

木砲は 64例であった.内J¥(iPP: R2U3，30%， PP: 

R3U2， 47%， PP: R2U3， 19%， PP: R3U3， 4 %で

もっとも変化に白む PP:R3U2は MC:R3U2とほ

ぼ同様の|恥w像を lJする.すなわち能側成分の発育は不

良で， )什IIJ成分に与える影響は比較的少なく， 変形も

MP s!ilifr'iでの尺J:llである.また凶 2aのごとき症例が し

ばしば経験されるが，単純な指骨数のよみとりでは俊，

尺側とも二桁節である しかし徒側成分の基節竹と末節

'liの!日lには大きな空隙があるのが特徴で

あり， ソフテックスX線で岡のごとく，

末節骨の中枢軟fj'部が異常に長いことに

基閃していることがわかる.このfplはI，I，j

手権忠例で明らかな PP:R3U2の主刊IIJ

に生じていたこともあり，時日の経過と

ともに前述の軟骨背/)，二介手tJ旨'内・を発して

くるものと考えられ， PP: R3U2に分

類すべきものと考えられた

の機能障害もきわめて ，'::jIJ'rで変形要素も一定していな

い PP: R3U3も同様で別多指成分の発育はきわめて

不良であり， 一般的にj切りlに三指節を有するものは検側

図 1. MC: R2 U3 

一見する と示J行多JRの-~uが母指仮1)に移

動した感がある )'(mu成分の発育は不良で

ある

また PP:R3U2には'1'手'1'1'1こ二三1{jft

形を示すものがあるが，陸側と比較する

と'1'手廿に若 !の竹肥大を認めるものが

一般的である PP: R2U3でもっとも

顕持な三角変形はJI~mi'i' J にみられた 凶

3はその 1{91Jであるが変形はきわめて特

典で，MP関節，lP I刻節とも検屈して

いる 本{7IH主I刈手椛迎、タIJで PP:R2U3， 

の対側に発生したもので，この1窓合型と

考えられた.典型的な PP:R2U3は図

a 杭側成分の基節1'T， Aミ節ff聞に空隙を b.ソフテ ックスX線像では

4のごときもので，挽側成分，尺n!IJ成分
ともに発育はきわめて不良で，母指n体

みる a.の空隙は末節中枢端軟

骨部の異常に長いことによ

る.

図 2.単純な指骨数のよみとりでは PP:R2U2であるが，実際は

PP: R3U2， と考えられた例.
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図 3.PP: R2U3の 1WIJ. 

基節fTに三角廿をJ~，特異な変形が特徴であ
る.フド例はnhiFlil1，J也、WIJで PP:R2U3の対側に
発生したもので，この癒介司1とみなされる

F奇

も目

整形外科

PP-type 

DP-type 

R-type 

L 

1979年 11刀

図 5. PP: R3U3の 117iJ.

一般に尺側に三節をもっ例ではほ指とし

ての機能が大き く防曾される例が多い

10 50 hands 

i 

64(490，，) 

~ W. type VII 

図 6. 120例，132手の分岐部による分類.

斜線i百lはV1I型の占めた古IJfTを示す.

れらは DP:R3U2と分類した

図 4.PP: R2U3の 1例。 以上の症例を分岐部別に分類すると表 6のごとくにな

多指成分11棟尺側とも発汗11不良である る.するわち proximalphalangeal typeがもっと も多

く半数を占め，続いて distal phalargeal type， meta-

の二節成分への影響がきわめて大きく ，治放 1'.大きな間 carpal type J阪であった 表中点線部分は各々刊型母指

題を呈する 多指の占める割合を示すが，proximal phalangeal type 

3) Distal phalangeal type (DP) でもっとも高かった これは本型が症例数が多いことに

本型では続-ffill，尺倶Ij成分は均等であるが，鋭側成分の 加え， vn型がマスクされず表面に出てくるためと考えら

発育が不良となるかし、ずれかであって，末節";J'の'1'1'端核 れる vVassel分類にはない rudimentarytypeが 10%

は両者同時にIH現するか，あるいは尺側が先行する し に認められているが，このうちも判別はできないにして

たがって続側成分にのみ骨端核の発メ|二しているものは， も vn !~!の出入は当然考えられる.また構成指fií'i数によっ

'1)'端銭ではなく，介在指骨の絞であると判定すべきであ て分類すると ， R2U2であったもの (W出 selI~Vわ

ろう.このような症例は DP7I'J.30手 10% に認め， こ が全体の55%であり ，R3U2， R2U3， R3U3， (Wassel 
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VII)が 45%を占めた.いわゆる刊型のうちでは R3U2 のはさみ変形を示すものより手術予後のよいものが多い

の頻度が圧倒的に向く 70% で， 次いで R2U3の 25 が，尺側に三節をもっ R2U3型のものは全例問題が多

%， R3U35%であった. い.いずれにしても母指多指痕はそのX線像の特徴と変

以上の検討より WasselVII型多指は従来いわれて 形の要素がよく一致しており，術前のタイピングが手術

いたほどまれなものではなく，形も機~ll)のみ三節，尺側 法の選択に大きく役立つものと考えられる.

のみ三節，あるいは両者とも三節と多彩であり meta-

capal type， proximal phalanseal type， distal phalanseal 

typeのすべてに浸透していることが明 らかとなった

W型多mはその臨床像よりして異るこ指列の癒合過程で

発生している多指であるとのニュアンスが強いが，必ず

しも臨床的に悪影響を与えているとばかりとはいえな

い ことに PP:R3U2のものには PP:R2U2，のカニ

文献
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尺骨末端骨化障害による前腕寄曲変形とその手術的治療

Curved deformity of forearm due to failure of ossi白cation

of distal ulna and it's surgical treatment 

楠正敬

木下孟

延

泰

好

島

原

豊

木全俊弘

藤原良江本

尺~ll)列形成不全とは別に，先天的に尺骨末端の成長の

みが阻害され，二次的に前腕の湾曲変形，検骨小頭の!日1

日を呈し， X線上尺骨末梢fmに特徴的な部分的骨欠損像

を認める特異な症例がある 我々はこのような症例を 3

例経験し， うち 2例に one-boneforearm作成術を，他

の 1例には数次きわたる矯II骨切り， 骨移植術 を行な

った.

本疾患の病態と成因について考察するとともに，治療

法の選択についても検討した.

症例1. 9才， 男児.

左肘関節の内反と撹骨小頭の突出を主訴として 2才

|時に来院，初診時X紛H象にて，尺骨の湾曲と尺骨末端の

特異的な部分的骨欠損像，および機骨小頭の脱臼がみら

Key words: anomaly， ulna， one-bone forearm 

* M. Kusunoki， Y. Hara， T. Kimata (部長)，T. Kinoshita 

(部長):南大阪病院整形外科 (~559 大阪市住之江区束力日賀
屋 1-18-18Dept. of Orthop. Surg.， Minami Osaka Hos-
pital， Osaka); Y. Toyoshima (助授教)， Y. Fujiwara 大

阪市立大学整形外科

れた(図 1上〉 尺側指列を含めほかのいずれの部位に

も合併症，合併奇形は存在しなかった

3才H事に尺骨末端部の切除 と，僚骨の矯正'I'tYJり術が

なされた. しかし脱臼の整復は得られず，引きつ工き捺

骨小頭の切除もなされたが， 2年後には術前と同様の変

形を示し前腕長は健側に比して約 5cm 短くなった.

本症例に対して，昭和 52年 10月， 7才時に one-bone

forearm 作成術を行なった.

手術は，前腕屈筋群およびイヰlllJj:lJ干を剥離，骨IUI膜全長

を切離し，尺竹の末粉、部および境骨の中線部は骨膜を含

めて切除，残存せしめた尺'月中継部と焼骨末梢部を直線

上に 1本化 20
0

回外位で Rush pin にて悩内固定 し

た.

術後 1年半の現在， X線{象で骨癒合は完成し，術後の

前腕長軸成長は健側と同等である 肘関節，手関節の運

動命1)限もない.市l腕回旋運動は，関節の遊びにより 他動

的にはかなり可能であるが powergripをするとほと

んど不能である.

症例 2.6才，女児
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図 1

上。淀例 1.2才l時中症例2. 2才時下杭例

3 5才時

2才H与に左肘の|勾反を主訴として;，i(院(以[2上)， X 

線像で症例 lと同様，尺骨末的i¥15に特徴的な筏状骨欠損

像を示した(図 1'1 ，)。 施行したIfll管造影では， 血管の

走行分布に何ら兵'i;~ がみられなかった次第に侠骨小頭 図 2.

L 

1979年 11刀

の脱臼， lÌÍJ腕の挽~!I)凸の湾 IlJ l 'it形が高度となったので， 上術的中.術後 l年半下術後 l年半のX線(量

5才|時に回外位 400

で one-bone forearm のを作成し

た. Rush pin抜去後， 転倒して骨接合部で Ilf骨折し偽 るが 11才時ではまったく消失している.十j成長が終

関節となったので，骨移植を行ない再同定 Lt-:.術後 l 了した 19才一の説イ1-:，尺'I'j末梢部の成長不全は浅存して

年半の現iF.，挽尺骨は 1本の長宇i唱となり"'J・総合は完成 いるが尺什茎状突起の形成も認められる(図 3). 

している整容的にも満足すべき状態で(凶 2中，下)， 考 察

症例 1と同様 ADL f-.不l'ILiIを感じていない g'i'lの成長障害による前腕の湾1111変形は，先天i''I:の尺

症例 3.19才，女性. 側91]1防災不全 neuro日bromatosisゃ exostoslS，外傷，

両親はいとこ結婚 2才11寺に左JI、Iの|付以に気引き他院 感染j，"1に起因するものなどあるが，こLに日示した 3症

受診 3年H¥I経過鋭祭ののち， 5.-t1l与に当科初診.X線 。11は，病歴， X*Jíi f象，病翌~.組織像からそれらの疾"心とは

像は症例 1，2と酷似している(凶 1下) 木佐例には， 明らかに異る

骨延長郁[，矯正骨切り術，肯・移有i[郁Iなど計 5同の子1Mが 本疾忠は次のごとき特徴をイjする すなわち，生下時

なされた 骨成長の終了した刻イ1:，忠、似IJj肢は他側に比 から乳児期にかけて何ら災常に気づかれることなく経過

し 4，5cm の前腕短縮， 携1t小.DJiの脱円位てーの新関節 し 2才ごろ悦竹小頭の突/1¥と肘内反に気付き来院して

形成を認めるが， iiij腕の回旋運動は比較的よく保たれて いる いずれも 1~!I)性で， [，1;[有手部を合め他のいずれの

いる.本定例では尺'1'1"末梢部に ，，'(1妥手術佼裂が加えられ 部位にも先天災常を有しない.X線像では，尺骨末村lIt'fH

ていないので，経H年的に同部のXfJiii!象の変化を観察でき に尺屈側から挽仲側中枢m5に向うきわめて特徴的な侠状

た.尺'斤末柏、部の模状の骨欠損像117才時では明瞭で、あ の部分的骨欠損像を認め，尺'II'の短縮，前腕の境似1)凸湾
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図 3.症例3 経時的X線像の変化ー

上。 7才H寺.rf': 11才時下・ 19才時.

1663 

ピ
&
干
、

F 

.険

a. b. 

図 4.切除された尺骨末梢部の割面(a)とその組織像

(b ). 

る しかも症例3において観察されたごとく， X線上骨

欠損像は経年的に不鮮明となり最終的には消失している

ことから，木疾，山、は胎'1コH寺の-11寺的な障害によるもので

IJlI ，焼竹小vJiの JI!~r Iをがす しかし骨欠損像は経年的に あり，骨膜，}文f:l'¥'J'の陥入はその結果を表現しているも

不鮮明となり ll ~十ごろには消失する. のと考える.

!，U9"lj 2について，切除した尺骨末梢部の組織学的検索 治療については，我々は骨延長，骨移植，矯正骨切り

を行なった 尺竹末梢側の骨端軟骨に隣接した尺府側の により変形の矯正と焼 ・尺骨の等長化をはかる方法と，

'?i股および皮質什は骨髄組織内へ陥入している 二屯折 one-bone forearm作成術の 2方法を行なったが， !Iij者

れとなった両骨膜の間隙には筋組織の佼入が認められ では川政運動がある程度温存されるものの，数次にわた

る 廿膜と皮質'丹の間には比較的厚い結合組織が介ずi二し る手術が必要て、あり，しかも挽廿小頭の脱臼位整復は困

ている.しかし皮質骨および海綿甘そのものには県 ~~;f;を 難である 一方 one-boneforearm作成術では，回旋運

認めない 骨端軟骨も変形し骨膜陥入部に隣接する竹端 動を犠牲にするという demeritはあるものの onestage 

線柱状軟骨は乱れ，一部に石灰沈IIも認められる(閃 4). で変形が矯正されることと，検骨末梢t-1l1と尺竹中継1;ilに

我々の渉猟し得た範聞では木族忠についての文献的記 成長帯をもち，したがって以後の成長が健s!IJと同程度期
載はなく，その成肉についての考察に背!$するが，病理 待できることから， 1 slIJ1fI:である本疾忠の治療法として

組織像および長期間のX線像の観察からあえて推察する 優れていると考える.

ならば， n合ノ十時に何らかの原|苅により局所的に骨膜組織

が'Ijl髄院内に附入した形となり，尺'r1"末端部の長軸成長

を阻害したものと:ti!像している '骨膜陥入部位は解剖学

的に方形[11[[付筋の起始部すなわち尺骨の obl叩 leridge 

に一致し， 組織像でも筋組織の侵入が認められるもの

で， この筋が本疾，也の発生に関与しているものと思われ

病理組織学的検索にこ協力いた工いた大阪市立大学第一病理
学教主小林J.1f次講師に深謝する

文献
1) Vitale， C.C.: J. Bone Joint Surg. 34-A: 804， 1952 
2)星栄ーほか:形成外科 17:125， 1974. 
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One-bone forearm形成術の経験

Exper允 nceo[ one-bone [orearm 

茨木 邦夫 渡辺好博

Ulnar hemimel i a のうち尺'~j'近位が存在する例， 前

腕什のHlD.耳J， 炎j，i_'， 外傷などで除'I'J・， 尺骨聞の成長の

unbalanceをきたした例， および手関節部を残して検

什の大部分が欠如または挽廿の大部分を切除せざるを得

ない例か，肘関節i刊を残して尺fjの大部分が欠損または

切除せざるを仰ない例に対しては one-boneforearm形

成術が簡単な効来的再建訟であろ う.

私たちは尺'l~・ihl: í立部に発生した什l欽1'1' 11曜のために尺'，'1'

の成長障害をきたしている例およびすでに挽骨'円以が脱

臼している例の 4jよ例に本法をわなった.

一方尺骨の骨髄炎で尺骨の近位l'rilとihl:i立t'jiiをわずかに

残し，尺骨の大部分を切除し炎自L症状が治癒した後に 2

次的に本法を行なう予定であったが，次第に怪力も年i強

し，一方検骨骨頭も脱臼傾向を呈さず， 日常生活にまっ

たく不1'1由を訴えないので二次的に木訟を行なわず経過

観察している老人の 1症例についても報告する(表 1) 

表1.

a. One-bone forearm形成術例

c:. h 1"". I "" "'"手術|症例 | 氏 名 |性 | 診 断 I:;:::':!::.I術後経過
.......，_" -1--1 I I.:G I n~ r......1 年令|

I ;0 0 rt1 I ~ I ~o~i_t.a_I: ‘ l 石 O 終 I~ I 一…U'~ 叶 4才14年 6ヵ月

Multiole 
exo山SiLlt 12才13年 6ヵ月。+O

+

子

美

0

0

 

加

答。
森

星

っ

“

勺
ο

Multiple 
exostosis， lt. 

Multiple 
exostosIS， rt 

I l~ 才 I 8カ月

17才I2ヵ月4 1鎚OョO子 宮

b.尺骨広範切除後 one-bone forearm 形成術予定

例

5 1 叩 ス 01 ♀ i片戸 凶 凶:含?m?一カ叩叩t守宮官rγ口記rrr2ごrγy川川cliω州ω刈clitis，16
礼川凶
itis，凶川l凶向s丸，

Key word: one-bone forearm 

ネ K.lbaraki(助教授)，Y. Watanabe(教授)， K. OnoW'i(:IIi)， 

K. Miura: 1[17膨大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， 
Yamagata Univcrsity School of Medicine， Yamagata). 

小野 勝 雄 三 浦 競 郎事

症例

本法を施行した例は 4{y[1である.4f同lとも尺骨遠位部

に発生した'斤軟骨腫のため検'丹・との聞に成長のunbalan-

ceを2している例である

症例1. 4才，女児.

右前腕尺~{Ijの骨隆起に母親が気付き来院した . X線で

は尺骨遠位部に骨JliX骨脈を認める(図 1a)が続骨骨頭

の脱臼はなく機能障害も認めない.

しかし，すでに尺骨述位部には成長陣2与を認め，将来

前腕'自の成長とともに挽'，<1骨頭の脱臼が発生すると考え

られるので，尺骨の腫務部以遠を切除，同時に挽'月-近位

部も切除して前腕中間位にて one-boneforearm形成術

を行なった(図 1b) 

術後 4年 6ヵ月の現拍:，前腕骨の成長も順調で前腕巨l

佐障官以外にはまったく不1'1由を訴えない.

しかし訂以l節の代償なしに，患側の前腕の回旋は可能で

回外は 450 1"1内100
程度可能になっている(図 1c) 

症例 2.12才，女児.

左月.Jfjil外Mおよび尺刊i単位部の骨隆起を主訴として来

院した

健~l[J 10。の CUbitus valgusに対し，也、側は 10。の cubi-

tus varusである しかし肘関節の運動障害はまったく

認めない.この例は家族性多発性骨軟骨躍で，前腕のX

線像では左挽骨骨頭は後方に脱臼しており，尺骨遠位部

に骨il吹'I'J'腔を認める(図 2a). 

この例に対しても症例 1と同様な方法で one-bone

forearm 形成術を行なった

術後 3年 6ヵ月，s.J関節の安定性は良好である.一方

前腕回政障害はあるが国外は 450
，回内も 10。程度可能

である(図 2b). 

症例 3.11才，女児

左肘変形と尺骨茎状突起欠損を主訴に来院した.外見

上左目、Iは 15
0
の cubitusvarusで肘屈伸にさいし程度の

鈍痛が認められた この症例も家族性多発性骨軟骨肢

で，前腕のX線では左尺ff述{立部掌側に外骨腫を認め，尺

骨の成長陣75のため相対的に挽骨が長いことが cubitus
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a.術官IjX線(望尺骨遠位に骨軟骨lIillを認め，尺骨遠
位に成長障害を認める

varusの原因となっている(図 3a). しかし明らかな

機骨骨頭の脱臼は認めない.

この例に対し先の 2例と同様に one-boneforearm形

成術を施行した.

術後8ヵ月日の現在前l腕回外 55
0
回内 0。程度可能で

ある(図 3b) 

症例 4.17才，女子

この例も家族性多発性骨軟骨腫の，也、者で，右尺'i'i遠位

1/3部の著明な骨隆起を主訴に来院した.この例に対し

でも眼蕩切除と同時に one-boneforearm形成術を施行

した 現在ギプス昆l定中であるが，先の 3例と同様良好

な機能を獲得できるものと忠、われる.

症例 5.60才，女子.

b.術後のX線{世.

C，術後前腕回旋運動;回内 10'，回外45。可能(向って左

怠側〉

図 1 症例U1. 

左前)腕の腫脹，発赤，疹痛を主訴に来院した X線で なおこの例は前l腕田政陣容はまったく認めない(図 4

尺'11の広範な骨破駿が認められ，一見悪性腫坊の骨転移 c ). 

も否定できなかったが，骨髄炎であることを確認(図 4 考 察

a)後，尺骨を広範に切除し炎症が治癒した後に二次的 One-bone forearm形成術は 1921年 HeyGrovesが

に木法を行なう予定であった. 続骨欠損を伴う什折に J 'i'J・移植を 2回行ない偽関節を生

しかし尺骨広範切除後 3 ヵ月ごろより握力は~tl加 し， じた例に行なったのが最初である その後 ulnarherni-

1年 6ヵ月の現在では控室力も健側とほとんど変らず， し melia， 槍骨または尺骨の腕湯， 骨髄炎に行なわれて

かも挽骨什頭の脱臼傾向も認めず(図 4b).日常生活に いる.

何不自由ないので，本法を行なわず経過観察している. 本法は ulnarhemimelia で尺骨近位が存在する例，
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a. 術前，尺す'1'遠f立の骨軟骨11恥桃骨骨頭
j悦臼を認める

b.術後，古ij腕回内 10'.回外45'可能(向って左窓側〕

図 2.症例 2.

a.術前X線像 b.術後，前腕回旋運動，田内 0'，回外 55'

図 3.症 例U 3 

検骨または尺骨の広範な骨欠損を伴う骨折またはJl市蕩，

骨髄炎で催怠骨を広範に切除せざるを得ない例で特に

幼 ・小児，老人に適応がある.

一方若年者や成人で挽骨，尺')'1"I'j'幹部を広範に切除せ

ざるを得ない場合には，血管っき!日|甘の遊断移jjl(が適応、

と考えられる.

本法の利点は月十部の疹痛の除去，変形矯if，および前

腕の安定性を獲得することにより前腕機能を改善し，

幼 ・小児においては術後良好な前腕骨の成長を期待でき

ることにある.

しかし一方前腕の同綻運動が障害される欠点がある

が，私たちの症例て‘は 12才以前に本法を行なった例で
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a. f附ii.尺'il"pj'髄炎.

C. 前腕回旋正常日常生活にまったく不1'1rtlない.

図 4.症 例 5.

は川外 45 0~55 0 ， 1"1 内 O~10 。 程度可能になっており ，

さらに)ril刻節の内 ・外転による代償機能を考!症すると，

術後のiiij腕川政障害l土許2きされうる程度と考えている.

一方成人では強靭な骨問肢があるため， 尺 '\j・~{立 l'fil の

欠損または以JI徐例でも必ずしもiiij腕の不安定性および侠

骨骨jjsの)悦臼は発生しないとされている しかし私たち

の症例 5のように，尺骨の近位および述位をわずかに残

して広範に切除を行なったにもか Lわらず，術後続骨什

頭の脱臼傾向もなく，徐々に前腕の安定性を獲得し，日

常生活に何不nlllのない例もめずらしいものと思われ

る しかし将米 radiohumeralの O.A. が発生しない

とはいえず， O.A が発生したらその時点で本法を行な

う予定である。

手術手技に|英lし三官Iiらも述べているように，本法を行

b.尺骨，広範1;1)除後， I {:下6ヵ月自のX線像

なうにさいし，近位または遠位機尺関節が正1jf;な場合に

は，境骨近位または尺，p:;.遠位は必ずしも切除する必要は

ない

一方検骨近位， )~'I'b創立ともに切除した例でも)j、fおよ

び手関節に不安定性の発生を認めないが，皮切は前者に

比し著しく大きくなるので美容上からも続 ・ )~I共l節が正

常である場合には腕什近位および尺骨迷位は残すほうが

妥当と考える.

尺骨近位と焼廿述位を川2とするさいの固定目立(立に関し

て，私たちは前腕中間{立で髄内固定を行なっているが，

術後四外 450~55 0，阿内 O~10。 程度可能になっている.

一方前腕川肱運動の不足は，日限山百の内 ・外転でtrlうこ

とができるが，日関節は|付転より外転が容易で1!1.UJ.i!がな

いことを考l位すると私たちが行なっているように官ij腕'1'

間位固定が適当であろう.
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アルトログリポーシスにおける上肢の変形

Arthrogryposis of the upper extremity 

米延策雄 多田浩一 大 下 舜 治

栗崎英二 大 川 敦子事

Arthrogryposis multiplex congenita (以 FAMCと

略す〉は生下時に多数の関節に拘縮を示す症候群であ

る その下肢にみられる変形は，治療の主眼とされ，さ

らに先股脱や内反足などに対応して評価 ・治療され，多

くの報告をみる. しかし， AMCの上肢にみられる変形

についての評価 ・治療に関する報告は少ない

我々は，昭和 45~rから 53 年までに，大阪大学整形外

科および聖母整肢園を訪れた AMC例を， 動作などを

中心に観察 ・評価し，さらに手術方法および成績につい

て検討を加え報告する.

症 例

府例は1fJ13 {yll，女 18例で，やL女恒に多い(表 1). 

上肢に権忠をみたものは 26例であり， 椛忠関節は肩関

節から手折IYcliliJまで広汎である. 止11えの怪患頻度は下11立

と比較して少ないものでない.上 ・下11主ともに末梢側に

図 I つまみ

Key words: arthrogryposis 

* K. Yonenobu， K. Tada(講師)， S. Ohshita， E. Kurisaki・

大阪大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Osaka Uni-
versity Medical School， Osaka); A. Ohkawa:聖母整肢

園 (~553 大阪市福島区福島 1 了目需 50)

多くの催忠をみる

合併奇形(表 1)には，M凸bius jtÌ~候1伴， 小頭症，鎖

日工，停留皐丸，疲箪があり，染色体a'Q1P;を示すものがあ

る

遺伝的凶子の関与が考えられたものは3例であり，い

ずれも子供の擢忠程度が強い

次に，上肢にみられた変化を，関節の可動制限の程度

により分類した(表 2). 肩関節では， 著明な可動制限

を示すものはなく，主な運動制限は外転制限である.外

旋位での拘縮を示すものはない.肘関節では，屈曲・伸

展とも同程度に制限されているものが多く，程度も軽い.

前腕の凹内外は，回外11)111絞の強いものが多く， '1'1:11位か

ら田内位の肢位にある.このほか，機骨小頭亜脱臼が 2

例3関節にみられたが，運動制限などは著切でない 手

関節では擢患の程度は強くなるが，肢位はm:f:20。から

40。のものが多く，掌屈位拘縮は少ない.手指関節に陸

)il:!，をみるものは45手で，頻度 ・程度ともに強い.手指関

節に擢患をみるものは主に二つの型に分けられる.一つ

は，母指の内転，周l出，手指の屈曲，尺側偏位をとる. こ

の型をとるものが多く 29手である. もう一つの型は，

母指は健常で，手指の屈曲拘縮を主とするものである.

先の型が MPJでの屈曲が強いのに対し， IPJでの屈

曲が強<，尺側偏位はない.また，屈|簡は尺側にや L強

い傾向にある 他に両母指 CMJ の脱臼，手掌皮膚す

う援の減少を示すものがあった.

上肢の動作

扇 ・JH.手関節にみられた変化は先に述べたごとく軽

度であり ，不良肢位での拘縮もなく ，衣服の着脱などに

不自 rllはない 手の変形のうち，母指の内転 ・屈曲，手

指の原山 ・尺側偏位の型をとるものの動作は，つまみに

ついては，母指の内転 ・屈曲があっても，手指の屈曲 ・

尺側偏位のため， むしろ可能となっている(図 1).母

指の内転 ・屈曲が強いときには，母指背側と示指掌側と

でつまみを行なう. この型の場合， 握りは不可能で、あ



症例 性 年令

1 男 6 

2 女 35 

3 男 3 

4 女 3 

5 女 6/12 

6 女 1 

7 女 3 

8 女 3 

9 女 3 

10 女 1/12 

11 男 1/12 

12 女 1/12 

13 女 4 

14 男 2/12 

15 男 1 

16 男 1 

17 女 5 

18 女 2 

19 男 1/12 

20 男 3 

21 男 4 

22 女 2 

23 女 1 

24 男 10/12 

25 女 4 

26 男 4 

27 男 1 

28 女 2 

29 女 5 

30 男 5 

31 女 42 

(主な運動制限を示す.) 

遺伝歴

父

惇ー

斗
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表 1

合併奇形
肩 関 節

両側 ・外転制限

Mobius 症候群

両側Ij・外転告Ij限

小頭症

両側 ・外転制限

両側 ・外転制限

46XX， C9 

鎖庇 ・停留皐メL

盤墜

両~{Ij ・ 外転制限

左 ・外転制限

両側 ・外転fIjIJ限

両候IJ・外転制限

小頭症

両側 ・外転制限

痘態

君主 箪

停留皐丸 両面IJ.外転骨折l限

両側 ・外転制限

水 thumbin palm， intrinsic plus， ulnar deviationの形をとる.
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上 肢

H-J 関節 前 !抗j

両側 ・憐骨小LEl脱臼 | 

両側 ・屈仲制限 両側 ・回外制限

両側 ・屈曲制限

両側 ・国外制限

両仮IJ・伸展制限
両側 ・回外f!ilJ限

両側 ・屈伸制限

両側 ・屈仲制限 両側 ・囲外制限

両側 ・屈伸iIilJ限

両側 ・屈伸制限

左 ・憐骨小頭脱臼

両側 ・凶外制限

両側 ・屈伸制限 両側 ・国外市IJ限

両~{Ij .回外制限

両側 ・屈flj'制限 両側 ・回外制限

両側 ・屈伸制限

両側 ・腐伸制限 両側 ・回外制限

両側 ・周仲制限 両側 ・囲外制限

両~{lJ .屈伸制限 J 両側 ・回外制限

り，把持は手と体幹との聞で行なう.手指の屈曲が主な

型では，つまみ，握りに大きな障害はないが，洗顔，ポ

ケッ トに手を入れるときに困難さがある.

以上，成人あるいは動作の十分発達した児童などの放

置例では，動作に異常なものがみられるものの，自覚的

には日常生活動作に不自由を感じていない.
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表 Iつづき

ーーーーー一一ーーーム四・ー』ーーー_ -I.， 

1979年 11月

['/則節

2 1苛側 .i~ 11f! ;/iJ限

3 

4 I 1.lij側 ・#11f!制限

5 1 I.liijl!l/・学hl!f/iJ限

6 I.liijl!l/・掌凪;/iJ限

7 I.hi GIIJ・掌肌制限

上 H主

f !投 W/iiii 

[剛11/*

両官{IJ・2~ 5 t:UIJ 1 
IJ}I 

両側*

両側* 左 ・)悦F/ 

両 jHlI* 両j)1I1・i脱臼

附側*丙sliJ・脱臼

9 

8 1珂jWI・背屈制限 Illhi側* 内fjlll.外転・{中展制限

10 

可

i

ヮ“

q
d
A
-

1

1

1

1

 

15 

nh
U

勾

f

o

o

n
ud

i
-
-
-
20 

21 

22 IlhifjllJ.挙凪;/iJ限

F可 fjlll ・ 背刷 1/~1限23 

同fjlll* 両側 ・/)f1排制限

1可fjllJ・2~ 5 t:i JU! / 
j I/h拘縮 I rmifj{1/・/)11排制限

両組11.脱臼

!i.・中指屈rJIl拘鮒 1I可IllIJ・脱臼

下 11支

膝 l見j釘1

一一一一一一 iその{也
足関節~足

le内反足

両側 ・内反JE

両側l・イf/'}，員制限 翼状頚

両内反足

両側・l兄似・拘絡 /i可内反l己

両fjll/・11f!IUI制限 1両内反JE

左内反.JEイィ外反足

伸j側 ・{r/'展制限

丙fjlll・仲展制限 1i丙内反JE

両側・反張・拘総 1I可内反足

両側 I'J指 CM脱F1 1 1 r.可外反足 賀状頚

両t見1I・外転・伸展制限 |両側 ・伸展制限

tr: 2~ 5 指刷 IJh 拘
縮 ・右端

右 2 ~ 5 指加! Ilh拘 l* l 両側 ・ /)刊.J1~制限縮 ・!i.*

右 F車

両 F本

両手本 |両fj{1/・回旋制限

両fj{IJ・2~ 5 t行Ja!1 

|両側 ・1m排制限
I ~拘新i 1 

両T* 右 ・内転j匂耐11

両子*

同仰Jl主l押す う壁減
少

24 ~J{雨 fj{lJ ・ 掌凪 l/ïl 限 1!:~~~!2~ 5 指凪 l山
拘踊首

左 ・j挽臼25 

l Z組 2 ~ 5 剛山|両 fj{lj{Ij' }良障害26 

27 

28 

29 

30 1 両側 ・掌凪制限 |両fj{IJ*

31 1 両側 ・掌凪制限 |両側本

治療

両側 ・脱臼

治療は 5例 7手に対し行なった 3 [7113手は，母指内

転 ・屈曲，手111屈1111・尺側偏位の型のものである.母折

内転 ・加1111に対し，短母指屈筋のk以台5i1での切離，母J行

内転筋 ・ 第 n刊!IJ 'i'l' IHl筋の付五'(í:ffi~での切断tを行ない，遊

両側 ・伸展制限 1 ;左 ・内反足 裂状顕

両側 ・{中展制限 1 i可・内反足

両側・反張・拘縦 側1'J症

現状頚両内反足

両内反足

両側創出l拘縦 |両凹足

l 肉垂直距骨
両似，IJ• Ju! dll 1L~1 限 |

|両垂直距骨
両側 ・イIj')，艮制限 |

両内反足 裂状頚

足

口

此

反

足

反

内

鈎

内

側

左

両

両

限

限

限

限

制

制

限

制

限

制

展

展

制

展

制

仲

仲

仲

展

仲

旧

版

屈

JH円
1

・
J
u
-

-

側

側

・

側

・

仰

両

両

右

両

左

両

側Z写!lE

瑚t植皮を行なった.症例により，母指外転筋，イ中筋の形

成などを加えた 手指の尺側偏位の強いものに対して

は， ';'1'間筋の移行により ，これを矯正した.

手指のみに知山拘縮をみる例では PI可 部における

屈曲が強いため，この部に植皮を行なった 屈[111拘縮の
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表 2.上肢の権患程度.
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Grade %of R.O.M ~ I Disturbed movement -JZ:z 
Shoulder 司

ム

今

L

FO

1

2

 

Elbow 

Forearm 

Wrist 

Hand 

Thumb in palm， Intrinsic plus Ulnar 
deviation 

4 

20 

severe 

50%一

10 

7 

Abduction 

8 

ロU
G

U

0

0

0

0

旬ム Supination 

12 I Palmar 自exIon

17 

13 

程度の強かった例で、は neurovascularbundle の緊張

が強く ，十分な矯正が得られなかったため，す ぐに再発

をみた.このため，基節骨の短縮骨切りを行ない，肢位

矯正が得られ，動作の改善が得られた.

母指内転 ・ 屈曲，手指屈 l出 ・ 尺~!IJ偏位の型のものの近

隔成績は良である 母指の内転は不可能であるが，外

転，対立は十分に可能であり，つまみ ・握りの動作は改

善し，大きなものの把持や powergripも可能となって

いる.再発の傾向はみられていない.

症例 1才，女児(図 2). 

肩 ・肘 ・手関節および手に，左右ほ工同程度の擢患を

みる.肩 ・肘関節の可動制限は軽度であり，手指の催患

も軽度なため，母指の内転 ・屈曲に対し，短母指屈筋 ・

母指内転筋，第 1背側骨問筋の切離，環指浅指屈筋によ

る母指伸筋 ・外転筋の再建および植皮を行ない， bulky 

図 2.症 例 。

a 術llii. b 術後(1). c 術後(2 ). 

dressingにより 4週間固定した.術後8ヵ月(図 2 術

後b，c)の状態であるが， 母指の外転， 対立はよく， る RAとが似た11主位をとることは興味深い

撮りも可能となった 治療の主眼は下肢とされている78)が，肩 ・肘 ・手をー

考 察 つの umt と考えても，むしろ末梢側に擢患の強いこと

AMCの上肢の権患の頻度は下肢に比べて少ないもの から，特に手の機能的改善は有効なものと考えられる.

でなく ，何らかの評価 ・治療が加えられるべきものと考 治療方法に splint など保存的方法が考えられるが，

えられる. _I::肢の擢患の状態であるが，肩関節には他の AMCの拘縮は強く，効果がないと考えられる.次に，

報告1，2)と同様に，軽度のものが多い.肘関節について， 外科的治療は， AMCが進行性疾患でないこと，成長に

Williamsおはや11展位拘縮が多いとしこれに対して，肘 より骨 ・関節の変形が同定することから早期に行なうベ

屈筋形成を行ない報告している.我々の症例では伸展位 きと考える

拘縮を示すものは少 なく，治療の対象とはならなかっ 治療の方法は種々のものが考められるが8) 特に手の

た 手関節での変形も， 他の報告4-6)と違い，背屈位を 場合，軟部組織のみならず，必要に応じて'丹組織にも操

とるものが多い.手指関節における変化は，手指屈曲拘 作を加えて，徹底した肢位の改善をはかるべきと考える.

縮 (特に PI町 における〉を主とするものと，母指の内 AMCは heterogenous な etiology をもつものと考

転，屈l仇手指屈曲 ・尺側偏位(特に MPJにおける〉 えられている.手術や筋生検などにより得られた所見

を主とするものとの二つに大別される.後者にみられる は，筋 ・鍵の欠損ではなく，筋の拘縮，萎縮，付着異常

肢位は RAにみられる手の変化と類似する. 関節自体 などであり ，病因に直結するものは認められなかった.

に変化がないとされている AMCと関節に主病変のあ しかし AMCには特有の臨床像をとるものが多く， ま
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た独立した疾患として被告されている craniocarpotarsal

dysplasiaの， generalizcd pterygillm syndrome10) などと

類似する このこ とから， AMC の'1'には，今後独立す

べき閃 fとそれぞれに共通する肉 fとがある"f能性が考

えられる
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尺側手根伸筋短縮症によると思われる外反手の 1例

Ulnar club hand deformity dlle lo the shortening 

of恥1.cxtensor carpi ulnaris: a case report 

τb'  h 

帯 二少 寛浜

仙波恵美子

外反手に関しては，従来尺骨の完全もしくは部分欠損

によるものの報告がなされている.今回我々は尺側手根

伸筋短縮症に起因すると思われる外反手の 1111]を経験

した

症例 20才，女1''1:.事務只

家族歴 特記すべきことなし.

既往歴 特記すべきことなし 右前腕に外傷 ・注射を

受けたことはない なお初潮は 14才とのこ とである.

現病歴 :13， 4才ごろより右手関節の尺照変形 ・検問

1!J1]限に気付いていたが，ほかに特に愁訴がないため放位

していた.変形が徐々に増強し， I時に右手関節に疹痴を

覚えるようになったためIl?j和 53年 4月 17円来院した

初診時所見:全身所見には特に異常なし. 身長 150.6

cm，体重 45.5kgと比較的小柄である. 右手関節以外

の諸関節に"f動域の制|浪はなく，諸筋の筋力は正常で筋

の短縮 ・萎縮はみられなかった 応所所見では右手関節

は肘関節仲展位にて 30
0

の背屈 40
0

の尺屈位をとり

(図 1)，その可動域では掌屈 ・腕肝iが佑IJ阪 されていた

Key words: hand deformity， ulnar club hand， E.C.U. 

'" H. Kita， H. Hama (講師)，S. Tanaka (教授):近畿大学

整形外科(Deptof Orthop. Surg.， Kinki University School 

of Medicine， Osaka); E. Senba， S. Hashimoto (教授〕

近畿大学第二病理学教室

弘 j且. 問 '111青介

橋本重夫事

(表 1).またJH関節屈曲位にても可動域にほとんど変化

はなかった 脱力は右 18kg，左 25kgで，右手関節 ・

表 1.術前の関節可動以

(JH関節伸展位〕

_1 右 1-空一一
手 l刻節

常駐l 40。 700 

背届 60
0 700 

機屈 -300 10。

jミ 屈 50。 400 

|狩 JIiil

囲内 50。 800 

回外 30。 90。

右手根骨部に圧痛はなかった.右手関節部付近にて尺側

手紋仲筋鍵が非常に硬く触知され， しかも右手関節の掌

屈 ・焼屈にさいして緊張は高まった.

検査所見:検JUl・検尿など一般検査所見には特に呉'R'!

を認めなかった.また， RAも陰性 筋電図にても特に

異常を認めなかった

X線所見 .右手関節は 50。の尺屈位手|対節裂隙の狭

小化や尺骨の挽骨に対する minllsvariant， radills shaft 
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図 1 術前

joint angleのJ杓強などはみられないが， 遠位挽尺関節

の隊関 ・手t艮fi配列の乱れを認める

以上より，変形の主たる原因は右尺側手根frjlIi先腿の拘

縮にあると考えられたので，昭和 53年 5月25R同筋艇

のZ延長術を施行した

手術所見 :;;(i子関節部の尺側 ・背側にS字状の皮切を

置き，尺似Ij手根付1筋腿を露出した 尺側手根伸筋艇は伸

筋支帯部を巾心『こ同く肥厚しており，他動的に右手関節

の掌屈と抗原を行なうと，この)健の緊張は高まり，一方

背屈と尺JiHにより弛緩することから，尺M手根イ中紛がこ

の拘縮の主たる原同をなしていると考えられた z延

長術により)'.!_M手線仰筋鍵を約 2cm延長したところ，

右手関節の可動域は'千-屈 60
0

，背屈 70
0

徒居 00
，尺屈

35
0 と改善された さらに尺側手関節包の一部にがJ聞を

加えたがnfifsJ城の改持は得られなかった なお患者が未

婚の若い女性であるため，切聞を延長して筋全長に捗っ

て観察するこ とは行なわなかった

組織所見 :f，f，i'j-'採取 した腿の組織所見て‘はイjri子様変性

が認められる.また後に11'なった筋生検の組織像て‘は筋

線維には特に)I~.'l;~を認めないが， I日J1'-iが拡大し，その一

部に卵性線南H・11努原線維より成る amorphous な部分

図 2.術後

が認められる myosinATP ase染色では軽度の type

II atrophyが認められる

術後経過 術後掌?'f屈ならびに続尺屈中間位で2週間

ギプスにて回定し，その後理学療法を施行している l昭

和53年 6月24日の退院l時の可動成では，掌屈 ・続厄!がや

や制限されている (;R2). fA'r後約 1年の現在もこの状

態は変らず， この可動;j;1]限は右手関節周開軟部組織の拘

縮によるものと思われる.右前!腕の田内 ・|百l外はほピ iE

1rf;に復した. これは術後X線で切らかなように，述úHf~

尺関節の離聞がなくなり jf'ffiに戻ったためと忠われる
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表 2.術後の関節IIJ政j城.

CM関節伸展位〉

右 左

子関節

掌!il! 60" 70' 

背周 70" 700 

焼 A日 _5" 10" 

尺凪 50' 400 

l甘I 臨む

間 内 700 800 

例 外 900 900 

fA>j後約 l可の経過では変形の pj発i1liJ('jはみられない

考察

外反手に関しては，従米尺'行の t~i~分もしくは完全欠

損によるものの報告がなされているい3) 今1"1の我々の

症例では， 残念ながら筋量~移行部の確認は行なっておら

ず， また筋斗ニ検の組織所見は長)UJにわたる disuseの品1

果をbi.映しているものと忠われる. しかし外傷 ・注射な

どの ，iJíJ因なく1Ejå~ していること， X線上背にはYIJ杉のbZ

閃となる変化をよW¥せないこと ，1[J診が竹成長のもっと

も峨んと思われる時期に発現し，以後徐々に増強したこ

と，筋力はほ工 IE~ì~'なことなどより考えて尺側手以仰筋

対新i症と推測した Falkner")はY:[の'1'1絡成長の年成

長不は 11~14 才でヒークに述すると述べている(以1 3 ). 

すなわちfi絡成長のもっとも燐んな時期において，先天

的に発育不全のあった尺側手似{Ijl筋の成長が骨栴成長に

作わなかったため，このような変形を如来・したものと考

えた.ヒ!伎の限)"Ji'U力拘縮症に|対しては，三角筋 ・)防総骨

筋などについての桜告がなされている日 また Sharrad

6>，寺島ヘ見松7) らは徒側手桜仲筋短縮症による手関節

CRAPII 1-2. Ml'oSI川刷刊t01 physical1:rOwlh j" nirls 

図 3.女子骨格成長の年成長率 (Falkncr)

の'I'f原変形の症例を幸長代している. しかし尺側手根仲筋

短縮徒による外反手は，枚々が検索し得た範開では国内

外の報作例をみない.

まとめ

我々は非常にまれな尺側手根伸筋短縮抗に基づく 外反

手の症例に対し，治療する機会を得たので若干の考察を

加えて搬fh-した

文献
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特異な所見を呈 した両側性先天性椀骨頭単独脱臼の 2症例

Unusual congenital dislocation of the radial head; two cases report 

鳥巣岳彦 田村裕 11百 清田幸宏*

機骨iiJ[j悦臼はl可側1>'1:であっても，外傷の既往がある場 能上に特に~.rìl~.は認められなかったという 4才時に鉄

合，外傷の既往がなくとも特徴的なX線所見を示さない 俸より落下して右Jj-Jを 8才H寺転倒して左肘を強打し，

場合，輪状靭帯が断裂せずに関節内に存在する場合など 整骨師にギプス固定をそれぞれ 1ヵ月間受けた その後

には，外傷性か先天性かの鑑別がむずかしい場合があ 肘関節の内反変形が目立つようになり， 10ヵ月前より

る.最近その鑑別が問題となった著しい内反肘を伴った 広痛が出現したため，昭和 53年 7月 31日当院を受診し

両官lI!i"l:機骨頭脱臼の 1症例と，ー側がllli脱臼で他側が完 入院した.

全脱臼で両側とも観泊l的整復が可能であった 10才の 1 家族歴 特記すべきことなし

症O"ljを経験したのでこ Lに報告する. 入院時所見 :身長は標準より小さいが，栄養中等度で

症 例 両手関節とJjサ関節以外に変形を認めない向肘関節には

症例 1.12才，男児. 圧痛が存在し，後外方に骨性低抗を有する腿痛を触知で、

主訴 :両肘関節焔と内反変形 き る右 400
，左 300

の伸展障害があり， 前lぬの回外が

現病歴 :生後より 4才時まで肘関節の外観ならびに機 や L命Ij限されている.右には 30'， 左には 20。の内反変

図 1.

形が認められた 両手関節部では尺骨頭

が背側にllli脱臼の状態にある.

X線所見 :挽骨頚部は細長く，機骨頭

は丸みを帯びてドーム状を長し，後外方

に脱臼している(図 1a， b) 上l腕骨小

頭は形成不全を示し扇平化し，上腕骨と

尺骨との関節面には不適合が存在する.

尺骨の機骨切痕部は著しく外方に張り 出

ている.これらの所見はほ工先天性脱臼

に特徴的なX線所見て‘あるが，特異なこ

とは尺骨近位に著しい内湾が認められ

ることである(図 2) また肘頭部には

patella cubitiが存在する.

椀骨頚部は細長く，侠骨頭はドーム状に丸味を帯びて後外方に脱臼してい

手術所見 :jjq肘の所見はまったく同じ

てあったためまとめて記載する.関節包

は薄く，関節tltH英は充血し，策褐色の関

節液が少ii'f認められた.機骨.iiJlの民一|節軟

骨は正常であるが上腕骨小頭の関節軟骨る pa teUa cu bi tiも認められる

Key words: congenital dislocation， radial head， annular 

ligament 

* T. Torisu (部長)， H. Tamura， Y. Kiyota:九州労災病院
整形外科(Div.of Orthop. Surg.， Kyushu Rosai Hospital， 
Kitakyushu City) 北九州市小倉南区誌原，

は粗槌であった その聞に輪状靭帯が関節半月状に圧平

化されて存在した(図 3).尺骨近位端と肘頭との間に

は淡黄白色の軟骨様肉芽が存ギEした.尺骨の椀'丹切痕部

が結節状に突出し挽骨・販の3往復する間隙がきわめて少な

かったため，後骨頭を頭部で切除し尺骨近位で模状骨切
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り術を行ない変形を矯正した.

症例 2.10才，女児.

主 訴 :両H-t関節痛と両日J;f.r;;，mJl前納
現病歴 :記t0Jこ残るような外傷の既nはまったく認め

ない. 5才ごろ，両親は入浴させる11年左|苅節部が前方で

膨降しているのに気づいたが精査を受けさせることなく

放置していたという 昭和 53年 5月ごろより飛び箱を

はじめるようになってから両肘関節に修焔が起こり，保

存的治療を受けるも斡快せず昭和 53作8月11円当院を

来日介された.

図 2.

家族歴，既往歴 ・特記すべきものなし

入院時所見 :体格，栄養中等度.他の凶節に変形はま

ったく認められない 両肘関節ともにJl~!市があり， 肘笥

部外側に俊骨頭を触生11できる. 屈曲は 40
0
まで可能で

20
0

の過伸展が認められる l前腕の田内 ・1"1外はほ工正

常で，内反あるいは外反変形はない.

X線所見 .右挽骨ll.nは前方に亜脱臼の状態にあり ，屈

1111位とや11股位でその位世に変化を認めず同定された状態

にある 挑骨頭の頂きはわずかにドーム状であるが，E目
的の延jれま認められない(凶 4). ..1:腕什小頭にはや L

扇平化が認められるが外反，内反変形は

ない 左続fi.U.nは前方に脱臼し，挽骨:aJi

の頂きはドーム状であるが頚部の延長は

なく，上腕'門小頭にはわずかの扇平化が

認められる.続骨は右に比較し 2mm過

成長をしている 外反，内反変形は認め

られない

前後像で尺tj近位に著しい内湾変形が認められる.上腕骨と尺骨との関節

而には不適合がイ子化する.

手術所見:右肘の凶節約膜は充血し少

量の凶節液の貯留があった椀骨頭の関

節軟'討は粗粧となり一部長11離している.

その俊竹u.aをおさえ込むようにして検骨

:asと上腕骨小頭とのr.nには半月状となっ

た輪状籾帯が陥入していた なおこれは

籾初でありm膜性肉芽ではないことが組

織学的に証明された(図 5).この靭帯

を切除すると整復は容易であり，前回報

告した我々の方法で靭帯形成術を行なっ

た 左肘にも同様に滑膜の充Iillと少量の

関節液の貯留を認めた.挽rrJ'頭は前方に

脱臼し上腕骨小頭の関節軟骨は粗槌と

図 3.

両肘とも輪状靭fi?は侠骨頭と上腕骨小煩との11¥1に関節半月状に陥入していた
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図 4.

右侠骨DJiは亜脱臼の状態にあり屈曲
位と伸展{立でその位胞の変化を認めず
固定された状態にある.

i伝り，続'目以と 1:腕廿小頭との聞に輪状靭帯が陥入して

いた.俊什似の整復は容易であり同じ方法で靭帯形成術

を行なった.

考 察

挽骨頭の単独脱臼が先天性であるか後天性であるかの

診断法に関してはすでに多くの文献があり， 1)両側性

であるかー側性であるか，2)外傷の既往の有無， 3)他

の先天性奇形，合併の有無 4 )特徴的なX線所見の有

無 5)術中所見などが参考になるとされている.なか

でも X線所見はもっとも重要であると考えられている

すなわち McFarland(l936)，White (1943)， Caravias 

(1957) らが記載したり徒骨頭の頂きがドーム状に丸

味を帯びている. 2)徒骨頚部が細長い. 3)上腕骨小頭

の扇平化， 4)尺骨近位の湾flll.などの所見が先天性脱

臼に特徴的であるとされている もちろん Ehlertら

(1940)， White (1945)， Lloyd-Robertsら (1977)が指

摘するごとく外傷性脱臼が整復されずに放置されると成

長とともに先天性脱臼の特徴的所見に酷似してくること

は留意すべきである.なおよく検骨が過成長していると

の記載をみるが， Rostand (1967)も指摘するように脱

臼した挽骨は健側に比べ決して過成長してはいない む

しろ患似uの尺骨も椀骨も長if"!jb方向の発育不全を生じてい

ることを忘れてはならない.

先天性脱臼あるいは陳旧性脱臼のX線所見としてもう

一つ大切な所見は，尺骨の境骨切痕部の結節状の突出で

ある 榛骨頭の整復の可能性との関連においても注意す

図 5.

椀骨頭をおさえ込むように関節内に存在する輪状靭市.
組織学的にも靭帯であることが確認された.

ベき所見であり，これはすでに 1892年に Abbottが剖

検にて確認している.

さて第 1の症例は外傷の既往，著しい|付反肘の所見よ

り，外来では|涼旧性 Monteggia骨折と診断された し

かし 1)TIJ~!IJ性後方型 Monteggia 骨折はまれである.

2)両側性に patellacubitiを伴っている 3)雨似uと

も同じ程度に先天性脱臼の特徴的なX線所見をそなえて

おり 8才の外傷時まで左Rjが正常に発育していたとは

考えられない.4) Monteggia骨折では挽骨頭が後方

に脱臼するような受傷機後転では尺骨は後方に湾曲すべ

きである 5)輪状靭帯には両側ともに断裂がなかった.

などの理由で先天性脱臼であると診断された Caravias

(1957)は， 境骨頭の脱臼が長期間放置されると前方脱

臼で、は尺骨は前方に，後方脱臼て、は後方に，仮IJ方脱臼では

側方に尺骨が湾曲してくると述べている. しかし椀骨頭

単独脱日後，外反肘が生じたとの報告は少なくないが，

我々が文献を渉猟したかぎりでは，内反肘が起こってき

ていたとの報告は三原 (1959)の1症例のみで、あった.

第 2の症例も先天性脱臼と診断されたが， 1) X線所

見があまり特徴的でない 2) 10才で観血的整復が容易

に行なわれた. 3)亜脱臼の状態にあった右肘では輪状

靭帯が検骨頭をおさえ込むようにして関節半月状に上腕

骨小頭と焼骨頭との間に陥入していたなど特異な所見を

伴っていた なおおと々はこの場合輪状靭帯が両側ともに

断裂せずに関節内に存在している所見を先天性で、あると

判断したが， Smith (1947)の Monteggia骨折の手術

例の報告では輪状靭帯は多くが断裂しているが，うちに

は断裂せずに骨頭が靭帯よりすべり出した症例もあった

と述べていることは宿意すべきことがらである いずれ
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にせよこの第 2の症例は放置された肘内陣との関連にお

いて今後再検討の必要があると考えられた
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短指伸筋の 1例

A c ase repon of the extensor digitorum brevis manus 

はじめに

福沢幹一

片 桐

滝川宗一郎

I欣平沼

手背に認められる異常な short extensorの存在が，

1734年 Albinusによって報告されて以来， 11Iくから

解剖学者により報告されているが，臨床例の版作は少な

く，現在まで我々が渉猟し得た範囲で‘は 30WIJにすぎな

い(表 1). 

今回枚々は，過去に ganglion の診断で手術を受け，

wび左手背の無病性腫脹をきたして来院した症例を経験

図 1.

Key words: extensor digitorUlTI brevis manus 

水 K.Fukuzawa， S. Takigawa， H. Hohjo K. Ohmura K 

Katagiri (講師)， K. Hiranuma (講師)，S. Uemura (綬

教) 昭和大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， SchooJ 

of Medicine， Showa University， Tokyo) 

北保

晃

博 大 村 和 久

と村 正 吉*

したので，文献的考察を加えて報告する.

症 例

辺、者は， 29才の男性で， 職業は口金工である 来院

2， 3円前に手を酷使したあとに左手背の腫H長に気付き，

II({平1153年 11月左手背の無痛性腫!援を訴えて米院した.

以liijにも辺、者は，左手背の腫脹で，近位にて ganglion の

診断にて手術を受けたことがあり，臨!長部に創痕があっ

た 体的は'1イ;千度で全身状態に異常はなく ，検査所見に

も特記すべきことはなかった 局所所見では，左手関節

より ihl位 2~時折のところから，示指中指の仲筋鍵の間に，

縦長の|浪局ttll刷版を認め，長ilqu方向には波動はなく ，横

山liJjl句に仮性波動を認める以外には，圧痛その他炎症症

図 2.
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著 者 |年令/性|患手 |職業 l症 例 | 術前診断 | 瓦療 | 結果

l McGregor (1926) 

2 Sauser (1935) 25/ O 左

3.4.5 BunneIl (956) 不明 不明 不明

6 .J ones (1956) 20/ O 両 コ ッ ク

7 Dunn， Everts (1963) 25/ O 右 水兵

8 Bingold (1964) 19/ O 丙
クリー

ニソグ

9 Gagnon， havigne(1964) 21/ O 左

10 Fortier et al (1966) 16/ O 同 機械工

11 Fortier et al (1966) 23/ O 右 労働者

12 Egawa (1966) 41/早 右

13 PeeIing (1966) 38/ O 右 機械工

14 Sauter (1966) 29/ O 右

15 Ross，'_ Troy (1966) 20/ O 両 機械工

16 本多，高岸 (1971) 26/ O 丙 機械工

17 ?見井 (1971) 26/ O 両 船員

18 Binns (1972) /o 右 空軍兵

19 Binns (1972) /空 左 主婦

20 Hart (1972) 29/ ~ 右 主婦

21 Hart (1972) 17/ ~ 左 秘書

22 渡辺 (1972) 45/ O 左 船員

23 StiII (1972) 22/ O 丙

24 喜多 (1974) 41/早 右 機械工

25 野村ら (1974) 40/ O 左 工員

26 Thomas (1975) 25/甲 右

27 Thomas (1975) 25/ O 右

28 Thomas (1975) 7/ O 右

29 Thomas (1975) 15/平 左

30 Thomas (1975) 24/宮 左

31 福沢ら (本症)(1979) 29/ O 左 口金工

状も なく，手関節および手指の ROMにも障害はなか

った. 手指のイ巾展によりや L腫脹が;地強する傾向がみ

られたが， 佐官[Ijに は異常を認めず ganglion または

synovial tumorを疑い手術を施行したー

手術所見

腫砲の直上に，約 3cm の横切開を加えて検すると，

なし

なし Extensor 
放置anomalous brevis 

不明 不明 不明 不明

膨隆 ， ~痛 Ganglion イ中筋支帯切離 改善

膨隆，不快感 Ganglion イ中筋支帯切離 改善

~痛
Rheumatoid 1検索 1.不 変
tenosynovlIJs 2筋切除 2.消失

膨隆，終f市 Synovial cyst 筋切除

膨隆 ， ~痛 Synovial cyst 筋切除 消失

膨隆，~!î有 Synovial cyst 1.検索 1.一時改普
2.筋切除 2.消 9ぇ

膨隆，不快感 Ganglion 検索

膨隆，~JÎlÍ Ganglion 検索 改善

膨隆，不快感 Ganglion 検索 改善

膨隆， ロ ッ ク Ganglion 1.筋切 1.不変
2.検索除 2.消 失

膨隆， ~痛 Ganglion 1.検索 1.不変
2.筋切除 2.消失

膨隆，不快感 GangIion 筋切除 消失

膨隆 ， ~痛 不明 検索 改善

膨降， ~痛 Ganglion 検索 改善

Click 
Osteophyte 

改善
切除

膨隆，不快感 Ganglion 外側筋膜切除 改善

膨隆 ， ~痛 GangIion イ中筋支帯切離 改善

膨隆，終痛 Ganglio日 筋切除 消失

Rheumatoid 
{I!I筋支帯切離 消失tenosynovltJS 

なし
外傷によ る仲筋

放置
臆断裂にて発見

~痛， 不快感 縫fifll炎 筋切除 消失

~痛，不快感 短指イ中筋 筋切除 消失

手五痛，不快感 股給炎 放置

不快感 短指{申筋 放置

1. Ganglion 
~痛， 不快感 不明 f商出 消失

2.筋切除

膨隆 Ganglion 検索 不変

腫癌が存在すると !ぷわれるところには gangIionは認め

られず， 腫癌は筋肉そのものて‘あった(凶 1). それ以

上手術HJIJを拡げる ことをさけ， 告IJをずらして筋肉の走行

を検索するに， 近位部は， 仲筋支帯に移行し， ill位部

は，筋腹を中枢にひくと ，)従様の組織が樗上して， )文l内

が索状に膨隆し，そのさい示指が伸展することを認め，

‘10 
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Basic muscle 
groupwg 

Brachio-anlebra-
chial grolφ 
Extensor 
humeroradialis 

Extensor 
humerodorsalis 

Extensor 
humero-ulnaris 

Anlebrachial 

gIyJolnup ocarpal 

senes 

Manual grolφ一
Metacarpa 
extensor senes 

表 2. Homologies of the forearm and hand extensor muscles 

(Modified from Straus， 1941) 

恥匂吋Represe……P卯m内 川e出慨叩s日sen叩nta凶町叶a副山t山V Main trend in 
Represen ta ti ve 

muscles in phylogenelic 
amp刷 a Origin I Insertion development 

muscle in man 

lDlst斗mlg… 叶Brachi吋山
insertion to carpus I Extensor carpi 

rad配叩S IRadialEPIC叶 R山 and metacapals radialis longus 
Extensor r I dyle of humerus Exlensor carpi 
radialis brevis I rad凶 isbrevis 

I Supi削 01

Exlensor carpi Radial ehpu Icon- Carpus Distal migration of ExlensOI・digilorum
intermedius dyle of humerus inserlion to the pha- co町】mUnl$

langes 

Extensor ulnaris Radial epicon- Ulna Dislal migration of Extensor capi ulnaris 
dyle ofhumerus insertion to the car- Exlensor digiti 

pus and metacarpals 口lJnlml
+?自fthdigit 

Supinator Distal cnd of First metacarpal Proximal migration Abductor pollicis 
manus ulna base of 01o1f gin toupuplnea r longus 

part of shaft of Extensor pollicis 
radius brevis 

Extensor digi- Distal end of Phalanges Proximal migration Extensor digitorum 
torum brevis ulna or proxi- of origin to mid-ulna profundus compris-

mal row of mgE.x-te 
carpus nsor pollicis 

longus 
Extensor indicis 
propnus+ 

Occasional slips 
middle and ring 
日ngers

Dorsometacar- Distal row of Phalanges Disappearance or ? Occasional atavistic 
pales carpus and from 

】tnencodropnosrat10nInto exlensor digitorum 
melacapus of ulnocar- brevis manus 

Pfuan l or extensor pro-
dus group 

示指の折1'f腿)復に移行しているように思われた(図 2). 発生学的にみると本筋は. Straus4
) (表 2)によ ると ，

悶有示指仲筋は，検索したが欠如しており，木症と診断 両棲類においては， 指の伸展を司どる manualmuscle 

し，修痛がないため， そのま L検索にと工め. Dllをと groupである exlensordigitorum brevisが発達し，と

じた れらの intrinsicmuscleにより conlrolされているが，

考察 人r:nにおいては，この筋肉は存在せず， brachio-anlebra-

手汁に認められる)í1';~~な short extensorの1"，称につ chial muscle group の extensordigitorum communis 

いて. Cauldwellめ， Anson， Wright らは， “extensor である longtendonが発達し.:ti'iの仲展を司どるため，

digitorum brevis manus" と日子び，この名;柄、が一般的で in trinsic muscleは退化している。 Dunn と Evarlsに

あるが示指に認められることが多く ，この場合， extensor よると，この筋肉の発生頻度は， 1 ~ 9 %と報行されて

indicis brcvisということもある. 固有刀、指イ111筋を欠如 いるの.木筋の起始， 付表部については，Le-Doubleは

した症例では，これにとって代った位前にあり ，機能的 菱形什 Woodは有頭， 有鈎骨および仲筋支刊から生

にも，筋m岡的にも同様の態度を示す岳例が，江)11，波 じると報告しており，多くは第 2，第3指伸筋鍵の聞を

辺らによって報f17されており，この場介，江川は，“ano・ 辿って第 2中手'11頭部に取r様となって付汗している.こ

malous extensor indicis proprius musclc" と呼んでは の筋肉は，第 2~5 指まで存在するが，示指， 中指にあ

どうかと提唱している るのが普通であり，機能的には指の伸展に関与しまた
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後骨問神経の支配を受けている.臨;W例て:(1，現まずFで

内外文献上30仰lみられ，本邦では 6例lが報fつされている

にすぎず，木例を加えて 7例目となる 臨床的には，男

性で、両側性に発中し，示指または中折に認められ，股!援

や疹痛なとeの j， 'I~状は，利き手である右手に多いといわれ

ている. これは，使用により筋の肥大を起こすためと考

えられており ，指の仲肢によって筋肉背sが硬くなるのが

特徴であるという が，この筋肉は，他の筋肉が存イi二しな

い手7宇部にあるため ganglion または車~納炎， その他

の軟部腫協と誤診 されることが多いようである. しか

し本筋の存在を理解していさえすれば， 診断はだ程困

難ではないと考える 本例も当初は ganglion の再発

もしくはほかの軟部腫坊を疑い，手術により extensO!

digitorum brevis manus と判断されたが，F';I有示指{ljl

筋を欠いており，江川らが提唱した anomalousextenSOt 

indicis proprius musclcに相当するもの であると考え

る6)

治療に関しては，検燥のみにと工めて切除しない例で

も症状の改善がみられているが，法痛の再発をみている

ものもあり ，またや11筋支，!日の切雌でも疹痛の緩Wfをmて

いる.しかしながら，最良の治療方法は，筋肉の全摘出

といわれており，我々の出i例も悠痛が出現すれば筋切除

術も考えている.

文献

1) Bunnell， S.: J. Bone Joint Surg. 24: 1， 1962. 

2)喜多正鋲ほか ・臨床整形外科 10:195， 1975 

3) Cauldwell， E. W. et al.: Quarterly Rulletin of 

Northwestcrn University Medical School 17: 267. 

4) Soutcr， W.A.: Br. J. Surg 53: 821，1966. 
5) Dunn， A.W. et al.: Clin. Orthop. 28・210，1963 

6)江川?なーほか :sull. Hosp. Joint Dis. 27: 116， 1966. 
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' ザ ?伊い 、 t"s::-:;，}<拘混同 ノ〕ご喝て

小さな針糸 j 

t チューリッヒから北へとり Hochrheinと呼ばれ きに切断し これを 20本ほど指でもち，平らに並べ

るスイスとドイツの国境あたりを流れるライン河上流 て全部をくるくる回しながら研磨してゆく 次に鋭く

、 を，ときにはスイス，ときにはドイツとフォノレタスワ なった先端の 4mmを切り，後部を熱してくさび形を : 

ーゲンを走らせながら， Baden州の Jestettenを訪れ 押しつけ，深さ 30μ，長さ 100μ の V字形の溝を作;

jたのは 1971年 6月 18日であった 当時チューリソヒ り，再び熱風でもどして円形の針とし，最後に化学的 !

州立病院の脳神経外科医 Y制 rgilの指導でマイクロ に研磨してでき上がる ) 

サージャリ ー用の小さな針糸を作っていた S&T社 さて糸はナイロンストッキングを作っている会社か

、 の社長に会うためて‘あった 小さな工場は本宅の裏に ら仕入れるようであるが， これを数 10cm の長さに

あり，工場と 4人の職工が顕微鏡を使いながら「世界 切り ，文鎮でおさえておき，その l本を取り出してあ

i最小の針糸」に挑戦しており，すでに 70μ の針を完 らかじめ作つである針の後部のV字形の溝に入れて，

成していたー この時にサンフソレとしてもらった 10-0 小さなヤ y トコでつまんで接合する. これらの操作

、 は今でも手元に残っている. は，すべて肉眼で、行なっている.現在日本で作製可能

私どもが初めて千葉の河野製作所に小さな針糸を注 な主|の太さは 50μ といわれているが，最近アメリカ

i文して特別に作製してもらい， 10木購入して 6万円 の Ethicon社，西ドイツの S&T 社では 11-0から

支払ったのが 1966年て‘あったが， 当時としては非常 12-0を発売し しかも童|の切れ味はすばらしくよく ，

、 に高価な実験材料て‘あった.現在は「クラウン」の製 値段もそれほど高くはない

品名でマイクロサージャリ一周の主|糸を作製している これらのことを考えてみると，マイクロサーシャリ

が， その社長の河野水之介氏は 1960年ころまでは計 ーにも同様のことがし、えるのではなかろうか.すなわ i
j器類の下請けの仕事をやっておられた方で， 1963年 ち，アメリカのある高名な微小外科医は現在でも数倍 ; 

{ ごろからきわめて小さな針の開発に努力され，現在で のルーベのみですばらしい血管縫合を行ない，中国の ( 

{ は日本最大のマイクロサーシャリ一周の針糸のメーカ グループも我々の使用しているような顕微鏡は使用し ( 

、 ーとなられた ていないと聞いた.もちろん肉眼による名人芸を隠す i

一方微小I血管縫合の実験的研究が盛んに行なわれて わけではないが，いずれその限界につきあたるであろ

いた 1967年にアメリカの BunckeとSchulzがナイロ うし，より新しいものの開発にも遅れをとることにな

j ン糸の先端を金属で、メッキした，いわゆる me叫 zed るであろうと考える ) 

~ needleを発表した. この方法であれば糸よりほんの マイクロサージャリ ーに限らず，手術器械と手術材 : 

、 少し太自の針となり，作り方も簡単な理想的なもので 料の発達が手術そのものを進歩させ，また手術の進歩 :

あると考え，当時大阪のクラレの副社長室におられた 発展が手術器械類の発展に刺激を与え寄与することに : 

、 椋本和夫氏にお願いして 1973年 10月に同様のものを なるわけである.この意味からも，手術材料の作製で

、作っていた Xいた しかしこの針は，先端の切断方法 あれ手術であれ，より正確に，より微細な仕事をしよ 、

に問題があり ，その後の進展をみないま L終ってしま うと思えば，より使いやすい，より拡大率の高い顕微

; った.実際にはオーストラリアの Micro-Fineから 鏡の導入が必要であろう .この努力によってはじめ

Micro-sutureとして発売されたが，切れ味がよくな て，かの Jocobsonが血管縫合における画期的な方法 :

、 く，走査電顕的には針の表面が粗で使いにくいように を発表したと同様の出来事が i超微小外科」として j 
j思う. 今後発表される可能性が生れてくるのではなかろう j 
: 現在わが国では次のようにしてマイクロサージャリ か

~ -用の糸っき主|を作っているようである まず 80μ ; 

の太さの 18-8ステンレスワイヤーを 20cmほどの長 (広島大学整形外科講師 生田義和)
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<VII.腫 蕩>

上肢末梢神経腫蕩の治療について

Surgical treatment of peripheral nerve tumors in the upper extremity 

梁瀬義章 須藤容章 石 田 勝 正

上羽康夫 山 室隆夫*

最近 5年間に当科外来を受診した上}J支末梢神経陸揚江t

者 15例の概要と治療上の問題について報告する.

症 例

jjj"例は男子 9例，女子 6{日lで概忠、神経11表 lのごとく

で， 1例は多発性の干I11経KW.*UUI宅であった 病理組織学的

には神経鞘腫 9， tljl経部~*IfJ屯 3 ，神経級車ft肉腫，悪性神

経干if'j)ElL正中神経幹内眠妨(五bro・fattyin白ltration) 各

1例である(表 1). 

症例1. S. M.， 41才，女子.

7~8 年前よりた鎖骨卜..mに無痛性阿H留があるのに気

千Iくも 1!tリj.E状のため放位していた 昭和 52年 2月乳

房に硬結があるのに気付き本院外科を受診したさい，局

麻下に左鎖lfU::W(，脈痛の生検をうけた.病理組織診断は

神経鞘腫で、あったが，主治医より全摘:U後は神経移植が

必要ということで当科を紹介された 入院時他覚的には

左鎖'I'J 上向i"H~ ~こ 2 . 7 x3.1 cmの腕痴を触知し，圧迫に

て左上肢への放散痛を認めた.II?叩152年 6月摘出術を

施行した 腕胞は腕神経殻の後索部に発生し，筋皮下11経

を圧迫していた 手術用顕微鏡下に注意深い手術操作に

て，神経を関傷することなく!問機を摘出しえた(凶 1

a， b). 

症例 2.K. T.， 56才， 男了

他医にて局麻下に左上)腕部臨嬬を尺骨神経を含めて切

除をうけ，尺骨神経麻停を主訴として来院した 当利に

て尺竹下ql経に 6.5cm の surgicalgapを認めたため，

7cmの緋l阪神経 4本をJIJ¥，、た神経移植を施行した. 第

1 1"1手術時の病理組織診断は神経鞘臨であったため，注

Key words: peripheral nerve tumor， neurilemmoma， 
neuro自broma，malignant schwannoma 

* Y. Yanase， Y. Sudo， K. rshida (講師)，Y. Ueba (助教

授)， T. Yamamuro (教綬):京都大学整形外科 (Dept.of 
Orthop. Surg.， Faculty of Medicine， Kyoto University， 

Kyoto). 

意深い手術操作を行なえば，尺竹村l経を損傷する ことな

く摘出し得たものと思われる.神経鞘Hill9例中 4例が他

医にて摘出1#をうけ，神経麻痔を主訴として来院したも

のである

同じゃ11経lf<r!J匝でも護腫を形成する typeではl侍に完全

摘出が困難なことがある.

症例 3.H. Y.， 58才，男子

8年前左上腕部に疹痛と腫!阪を IJ覚，近医で手術をう

けるもや11経に近接していたため，摘出を うけずに創閉鎖

された.昭和 49年 9月当科にて手術施行したところ，

jffi湯は左焼骨神経に発生し大きさは約 10x8 cm で小に

約 75ccのJI11性液が貯留していた. しかし腫焔の被膜と

神経束の分離ができず， 1人l容掻胞にて手術を終ったが，

術後挑骨神経高位麻癖を残し，後日 ，円I凶内紛，腕側手

表 1.症 例

症例 |年令|性 | 発生部位 |病理組織診断

H.Y. 58 男 能骨神経(左〕 神経鞘腫

O.Y. 51 男 尺骨神経(左〉 神経鞘腫

T.Y. 21 男 中指指神経(左〉 神経翰腫

Y.N. 54 男 腕神経重量(左〉 神経翰E重

S.恥1. 41 女 腕神経叢(左) 神経翰腫

K.T. 56 男 尺骨神経(左〉 神経鞘腫

J. 1. 51 男 正中神経(右〕 神経車問腫

S.N. 57 男 正中神経(左〉 神経鞘腫

Y.K 59 女 尺骨神経(右) 神経鞠腫

A.Y. 25 // 正中神経(左〉 神経線維!N[

T.Y. 38 女 前腕外MJ皮神経(右) 神経線維騒

E. 1. 37 女 腕神経i笹・憐骨神経
神経線維腫

(左〕

日.A. 51 女 機骨神経(左〉 神経線維肉腫

J .T. 32 男 官ii腕内世IJ皮神経(右〉 感性神経mJ盛

F.K. 33 男 正中有11緩(左〉
Fibro-fatty 
infiltration 
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図 1.

図 2.

b. 

b. 

~mfm ， 両側頭部に腫舷iがあるのに気付き， 昭和48"1三

2月他医にて左肢窟部腫焔の摘出をうけた. しかし左上

肢の疹痛持続するため，昭和 48年 9月当科へ入院した.

両鎖骨上部と左上腕後内~!lHこ股癒を触知し ， まず左鎖骨

上部のH屯舷{摘出術を施行した.腫街l土第 6頚神経根より

発生し， CS-6聞の椎間孔より 出て前斜角筋と中斜角筋

の間へ及んでいた。頚神経根との長IJ離は困難で‘あったた

め，一応縫!日J孔より出た部位で第 6頚神経根も含めて切

除した(図 2a， b). 病理組織診断は神経線維躍であっ

た.術後なお左上肢の疹痛と僚側の痛覚過敏を残し，硬

膜外ブロ:;!Jを行なうも効果がないため，左上腕後内側

図 3. の腫癒を摘出し，次いで左横骨神経の endoneuralneu-

rolysisを行なった. 挽ff神経は神経靴内で神経東が念

根屈筋，長掌筋をJFIいる津下式の腿!移行術で機能再建を 珠状となっていたため，検骨神経を約 9cm 切除し，津

行なった. 下法による腿移行術を行なった 術後1羽市は軽減し，日

症例 4.E. r.， 37才，女子1f;生活に復帰した.しかし術後3年目に頚枇部腫蕩(椎

昭和 40年ごろより左上腕前外側に f!{痛を自覚し，左 体破域)にて他院にて死亡した これが神経線維腫の悪
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性化か否かは音IJ検が行なわれていないため小IYJて、ある.

症例 5.J. T.， 32..{，男子.

von Rccklinghauscn病である 附平11531，ド 12月上旬

;;{ i 1:腕:ì~!{\:U;iI):Ii {)[I]に{:付行liJi大の腫胞があるのに気付き，

2週くらいして急速にJ科大してきたため，ミ明、}へ入院し

た発M~後 2 ヵ)Jで入院したが， ;Li . U抗jiil位f'，il 屈~[lJ より

前腕近位剤~JiH側にかけて小児頭大に発育し ， )]宅療表而の

/Ji.J向。にはm，JVFcの怒長や発赤を認めた.腫jb.¥シンチや血管

造影でJtl性JJ似必が疑われたため，体j'l'迅速組織診断後|対

節出11断術を胞11した(似[3) しかし術後 3ヵ月で肺転

移のため死亡した 病理組織診断は怒性神経鞘股であっ

た.

症例 6.F. K.， 33才，男子.

!f.') 5年liijより寒冷時に中指尖端部への悲痛とシビレ感

をl'I:1'i:していたが，夏には消失していた 昭和 53年 1

月，プ，，:1'1/;.，母指示指[1¥]，手1)51節屈側のiflk部腕焔に気付

き，次第に大きさがj科大し，付指，示指， rl':t行，政指の

知覚鈍附;をきたしたため，同年 4月当科へ入院した 手

術施わしたところ，手凶節部より約 12cm 'I'i陪より正

'1中11経は肥大し，子根管部lで大きくくびれていた(図

4 ) 挙~[l1横手収籾貯の切離後 endoneural ncurolysis 

施行すると，前腕部て‘は神経束が一様に太くなり，手掌部

では神経束1:¥1にJI行J]}j組織の増生が著切であった 可及的

に神経ヒ11央と伊11絞 *問の fibro-fattytissueを切除し，

正中神経全体を'1'似部にずらして，手学部の森喜!iを減ら

して創を閉鎖、した 組織学的には 白bro・fattytissue の

増生が蒋u月であった

考察

神経:開JFHは神経，'(ir4より発生し被膜に包まれ，無症状で

あることヵ、多く，手術的に神経線新を損傷することなく

摘11¥できる場介が多い.臨床的には神経級車JlIFTIとの鑑別

が大切である.いまだに神経線車JlJiflと鑑別せず，)n)麻下

に駆1(ll有?を使Jliせずに神経を合めて切除されることもあ

るが，啓蒙が必要と思われる.他方神経線維Hillはlji.発性

のこともあるが多発したり ，von Recklinghausen病の

ー症状としてみられる こともある.この腫錫はや11経幹の

蕩 1685 

図 4.

中心部に存保し，神経線維を巻き込んでいるため，干111経

損傷なしに摘11:するのは不可能である.一般に悪性化率

はそれほど日くないため，臨床的に問題のある時以外は

神経を損傷してまで摘出すべきではないと考えている.

摘出が必要な場合には，手術用顕微鏡下に十分に endo-

neuralに長IJ縦して神経束の損傷を最少限に止めるべき

である . 末梢神経に発生する悪性腫蕩は神経線量JI~肉 IJiIL

悪性神経開股などと呼ばれ，Strickland1
)によると手の

悪性腫協中約 2~3. 3%を占め，そのうち半数は neuro-

fibromatosisと関連しているとの ことである neurofib-

romatoslsの悪性化は 30才代より 50才代に高頻度にみ

られ，H重癌が急、に大きくなった り，疹痛が増強したり，

麻痔が起こると恵性化を疑うべきである neuro自bro・

matoslsが悪性化した場合の死亡率は 90%ともいわれ，

思性化が疑われる場合はし、くら上肢であっても広汎全摘

か切断を行なうべきである Fibro・fatty tissue の増生

による手関節部の正中神経幹内腫蕩に対しては，可及的

に神経上膜と神経束間結合織を切除し，蛇行延長した村1

経束を前腕)Ji.下にずらして，手等;部の容主'iを減らし，手

指機能の改善を得た.以上我々が経験した末梢神経陸揚

の概目指と治療 l二の問題点について報告した

文献

1) Strickland， ].W. et al.: ]. Hand Surg. 2: 285， 
1977. 

1 j 
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手の軟部組織腫蕩

The soft tissue tumors of the hand 

斉藤長 則 清ノk元雄

ヂの軟部腫協は，部位の竹.格上見逃されることはなL、

が ganglionなどを除けば， 手の疾辺、の '1-'に，'iめる害IJ

介は比較的少ない

しかし，機能や形態，また辺、者の訴えの点からは市大

なものが少なくない

我々 が， n{J和43年から 53年の 11年間に手術的療訟

を行なった手の軟部組織脆UJは， ganglionを除いて 49

例で，ノ1'.卜H年から最高 71才までのいろいろの年令に初

発している.

発作:した組織lJlJにみると，脈竹111::.1ぐのものがもっとも

多く(表 1)， この中でも血管腕， グロームス股協が:fi

しく多い.

腫jgの樋類は多様であるが， 11，'~々の純矧のものでは Ifll

管腫，グロームス11屯JU，鍵鞘の口調H胞)j<f[，リンパ符1唱を

除けば， )jiJj発する傾向のものは少ない(ぷ 2)

主な個hのl即刻の特徴的な点についてみると， [fll管腿

は大きさが粍々で，大きなものでは千'千・全体から前腕に

及んでいるものがあり，これらでは，皮下のあらゆる組

図 1.13才.女児.

Key words: hand， soft tissue tumor 

* N. Saito， M. Shimizu， H. Watanabe， S. Fujita (講師): 

東北大学長町分院形成外科 (Div.of Plastic and Reconstr. 

Surg.， Nagamachi Branch Hospital， Tohoku University， 

Sendai). 

渡辺 宏 之 !能 十1'1育 也本

織にj(Jl管腿の佼襲があり ，手の機能をかなり防害してい

る しかし徹底的な手術によってさらに機能を低下さ

せる怖れのある例もあった(図 1) 

グロームス服務は，大部分が女性の爪下に発生する

が，指肢に発牛したものが 1例あり，いずれもその特災

的な徴候が，むしろ診断の決め手であった この服協の

表 1.当科における手の軟部組織腫湯

1. 脈竹山米 27例

2. 皮 l内 l土ぴ千JM :r.~由米 8例

3. 筋 ・腿膜山米 4伊1

4. 腿翰dl米 4例

5. 神経由米 3例

6. その他 3例

計 49似l

表 2.主なil吹部組織腫蕩の総数.

Hemangioma 

Glomus tumor 

Lymphangioma 

Giant ccll tumor 

Melanoma 

その他

12例

9伊l

4似1
4i91J 

3i91J 

17例

図 2.43 才， 女子 • 'ii陥凹著明，初発 10年前
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図 5.10才， 男児.

'向陥PlJあり.

図 3.28才，男子.骨陥凹著明.

a. 6才.Y児 b. 1才，男児

図 4 図 6.56才，男子.

初発年令は最少が 24才，最，:白が 50才であった. グロー

ムス脆協は修対1がミヰl列なのが特徴的であるにもか Lわら

ず，診断までに長期間を経ているものが多く. 10年以

ヒも経っているものが 3例あった 副次的な徴候とし

て.X部品(象における'汁の圧迫陥凹像を呈したものは 9OU 

巾8例で，年数を経たもののほうがや L陥凹が強いよう

である(灰12).爪の変形が 3例みられた

なお特異な臨床症状と爪の変形から，グロ ームス鍾協

を忠わせ，手術所見もそれと考えられた 1仔Uで，病理診

断が myxomaという例があった.

腿鞘からの口組|胞腫は，皮下の腰痛として気付かれる

が 1例では著明な骨圧迫像を呈していた(図 3). こ

の腕協はj{f痛が少なく ，緩慢だがきわめて大きくなるた

め 1ないし 2年以内に摘出されている

リンパ管JIillは4似lあり ，いずれも生下時からみられた

が，その中に母折の末節が幅広くなって. broad thumb 

ないしは duplicatedthumbの不全型を思わせるもの

や，母 ・示指指間部に突起状に出たものがあって，一見

して先天性奇形を忠わせるものがあった(図 4). 

悪性腰湯は 6例にみられ， うち 2例は披痕癌であっ

た目 3例は爪沫周辺の:.1，¥色腫で，爪下母斑を素地として

発生したもので，爪下母斑は注意すべきものと考えられ

た

経過に興味あるものに，手筋から発生したと思われる

白bromatosisがあった.生下時から左示指の斜指変形と

拘縮があり .10才11.]に当科初診.当時限延Jはふれなか
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ったが，X線所見で第 2中手骨に，)A・s(!'I凹像があった cl刈 比較的まれなものとして，56才男子で 2年前よりイi

5) .その後，約 1年間に圧痛の強い))<:トー)JIT[仰の j竹大が '1'桁の DIP関節背側に米粒大の開癒があって，摘I¥'，

みられ，摘li¥した.その後 4年の|首jにl与発を 21"1繰り j!z し，その後 21，ドで再発し， X線像でみられるイiD<.化像が

L ，いずれも骨間筋の腫蕩で，中手刊をll~ りをーいて発ノ1 :. 皮/i¥j内にもある〔凶 6). 

しており， X線像にみる変化は腫蕩の医迫によるものと 手術所凡では，"1i灰化巣は関節や骨の組織とは関係な

考えられた 最後の手術後，一時再発の徴{肢がみられた く， )幻付を合んで切除し有茎弁にて補填し，その後l'Hd

が，術後 2年の現在腫癒の増大は停止しているが，示指 はない

の機能はすでに荒廃している. 以 上， rの11次郎組織JI耐必例の槻田おを述べ，その'1'で特

そのほか，41才の女子で同様の所見を量した例が 1f71) 徴的なものを日ぶした

あった

Ganglionの形態について

一一電顕的ならびに光顕的観察一一

Surface study of ganglion by electron microscopy and light microscopy 

興治 赤羽1¥

三宅俊 明 l;JJ杉

草者 日

ぶ
れ 篤'1'山

L 

:，11-. 
t仁1

:n. J'. 

鈴木
本

その微細椛jliをゆlらかにするとともに，ノレテニューム ・

Ganglionは，手関節部を中心と して，桁関節，その他 レット染色を) I) ~ 、て，これ ら ganglion 組織 I}~における

の以l節部の関節周回軟部組織または鍵鞘から発生する 酸性粘波多加傾の1'HIーについて検討し ganglion 般に

Carpおよび Stoutl)は81.7%，毛受2)らによれば 74.6% 貯溜している内容物の分泌型式ならびに，分泌過程につ

が手iHlに発生したと報告している.西山めは 130例の手 いて考古ちし，介わせて細胞の形態について検討した.

flilに発'1ミした ganglionについて，女性は男性に比べて 材料および観察方法

{告の発生頻度であり ，10才代から 20才代の発生が 66.1 子|具l節fmに先生した ganglionを伝達麻所¥Tに摘/J¥

%を占めるとしている し，走脊屯顕川t';L-1"として型のごとく上列アノレコーノレ列

Ganglionの発生機序については，計判英へノレニア説， で脱水し， I~:~I'; W. ).'，( 1;立燥訟により脱水乾燥した 透過~1ìID'i

i'l'r膜の retentioncyst あるいは憩'ギ NUM説，:f，山被変 用標本として， 1，1;liie，脱水，ノレテニューム ・レッド染色，

性説などがあるが，現在でも解明されていない}，'，(が多 包埋， 薄-j;/Jした 光顕川際本としては，ホノレマリン I ，I;I~

い.今回これらの疑問点を解明するために， ganglionの

内陸，特に基底部を電顕的，ならびに光顕的に観察し，

特に走査型電顕と透過型電顕を併川することにより，

ganglion表層細胞にみられる頼粒様突起を'1'心として，

Key words: Ganglion 

* O. Mae (医長〉 岡山済生会総合病院形成外科 (@i700WiJll1 
市伊福11汀 1-17-18;Dept. of Plastic and Reconstr. Surg.， 
Okayama Saiseikai General Hospital， Okayama); 0 

Akahori (医長)， H. Nakayama. A. Suzuki. T. Miake同

整形外科;H. Takasugi， H. Inoue:岡山大学整形外科.

の後， アノレシャンプノレー， トノレイシンプノレー，PAS染

色を行なった.

観察結果

走査電顕所見

Ganglion内陸基底部で観察した. 弱拡では，一般に

平担な，しかも平滑な表面を呈する 強TL;大の観然で

は，Wl'l粒様突起をもった種々の形の表層細胞でおιわれ

ており，細胞の形から次の'lllに分類することができる

A (凶 1):ぷI(fj-'NI-rで，しかも細長い紡錘形の細胞

細胞同士、は細胞突起をだすことによって結合しており，



腫

図 1.電顕像， A 'll~J. (x1，000). 

図 2.B型 (x1，000).

平均幅 70μ，長さ 1，600μ である. 細胞間隙はかなり広

く，網目状の修原線維，および細胞突起がみられる.頼

粒様突起は表i(liには比較的少なく，また小さいものが多

L、

B (図 2):表面が平滑， かつ，Q平であるが， さほど

細長くなく，むしろ矩形に近い 一般に大きさは平均幅

170μ，長さ 300μ である 頼粒隊突起物は細胞辺縁，

または細胞間隙に多くみられる.

c (型 3):紡錘形の細胞表面は比較的平滑であり，

頼粒様突起物は表面よりは細胞間際に多い.細胞の大き

さは平均 170μ，600μ であり ，細胞の配列は， いずれ

の場合とも同じように規則恒がみられる.

D ( (図 4):球形または変性に陥りかけた細胞 細

胞表面は組となり，頼粒様突起は豊富にみられ， I時に細

胞表面に多数の小孔をみることができる 以上のごと

蕩

く， ganglion内陸底部の表層細胞を，主として四つの れる

1689 

図 3.C型(x 1， 000). 

図 4.D型(x 3， 500). 

頼粒様突起および多数の小孔.

図 5.

透過電顕でみた頼粒様突起.内容物はノレテニュー

ム・レッドによく染まっている.

型に分類することができ，これらの細胞は一般に規則性 次に ganglion基底部の透過電顕所見では，数層に電

をもって配列されており，表面にみられる頼粒様突起の 子密度の高い，細長い帯状の細胞がみられる.これらの

大きさは，平均 0.21~0.28μ である.四つの型のうち， 細胞は，穎粒を有する細胞， V細胞，すなわち走査電顕

A，B，C型がほとんどを占め， D型は 1/5の頻度でみら における B型細胞，線維芽細胞， F細胞，すなわちC型

ム』
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細胞，表而が粗な凹凸のある細胞， R細胞，すなわちD

細胞に分類することができる 細胞質でば粗面小胞体と

空胞の発達が新しい 陪い細胞では粗凶小胞体はよ く紅、

張し，よく発達しているのに対し 切るい細胞では空胞

がよく発達している.拡張した:f[lWI小胞休，空胞の中に

はノレテニューム ・レッドで染色されるや込電子密度の高

い物質が散在あるいは充満している.またまれにフィラ

メント様細胞線維情造物を認める

細胞質膜周辺には，電子密度の高い屑がみられ，表層

而では一部が舌状に突出し，ノレテニューム ・レグドに染

色される電子密度の ~':j l.、 1! lf，構造物質を含んで細胞外に放

出している この放出の型は Kurosumi の述べた内分

泌型の 2型，または 3型に属するものと考えられる(閃

5) また内層面では特に細胞質膜周辺部に多数の空胞

が認められ，細胞間際の無構造な物質と連絡している.

中庖においては，修原線維は成熟しており，方向性も一

定している.核はや斗不規則な形をなしまれに核小体

があり，クロマチンは核周辺に凝集している傾向にあ

る 細胞内小器官はよく発達し，特に粗面小胞体，微細|

線維の発達が著明である.細胞質突起部ではいたるとこ

ろで謬原線維と連絡している 中層上却では移行型と忠

われる細胞が認められる 中層Ifll行周辺には， まれに

histiocyteが認められる.類円型の伎と豊かな細胞質を

有し，細胞内小総官はよく発達している.

総 括

Ganglionは，主として腿鞘，滑膜包から発生する

発生原因については， 1746年 Ellerによる滑膜へノレニ

ア説に始まり ，i'J't膜の retentioncyst あるいは憩室，

l市場説，粘液変性説，外傷あるいは外傷に基づく Ifll管変

性によるもの， ムコイト変性説などがあり Cottaベ
Becherは ganglion 発生は変刊によるものとは考えず，

細胞は滑膜細胞に類似したものであり ，高度に特殊化 し

た'1')任柴細胞はムチンを産生し，これが原因であると考

えている 答者も井上5)が述べているごとく ，カングリ

オン表層細胞のうちの線維芽細胞類似の細胞が，なんら

かの化生により，分泌機能を獲得し， その結果として

ganglionを形成するにいたったものと考える.

文 献
1) Carp， L. el al.: Obst. 47・460，1928 

2)毛受松寿ほか :日整会誌 41・809，1967 

3)西山間IJ史:1，，1上 47・27，1973. 

4) Cotta， et al.: Arch. Orthop. Unfall Chir. 65・193，
1969. 

5) lnoue， et al.: The Hand 8・222，1973. 

上肢における血管腫について

Hemangioma of the upper extrimities 

井口傑 伊藤恵康 内西兼一郎*

I(JI管腕は上肢の腫湯として比絞的多く，病理学的には

良性肺泌であるにもか Lわらず，臨床的に悩まされるこ

とが少なくない.

1974年より 1978年までの 5年I::Jにおける，血管腫の

手術例は，Glomus腫療を除き 36例である.これは当教

室における手の外科手術総数 1，825例の 2%， ganglion 

を除く t肢の軟部腫疹手術例 80例の 45%を占める.

腫蕩の存有:する深さと ，その広がり方で，以下のよう

Key words: hemangioma， hand， extrimities 

* S. lnokuchi， Y. 1 to， K. U chinishi (講師) 皮応義塾大学

整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， School of Medicine， 
Keio・gijukuUniversity， Tokyo.). 

に四つに大別することができる.

1 )浅肘|浪同性 localizedand superficial， 2 )深陪

限局性 localizedbut deep， 3 )浅層びまん性 di町use

but superficial， 4 )深層びまん性 diffuseand deep 

限局性とは，腫揚が周囲より容易に最IJ隊される状態で，

ときには線南M性組織で包まれていることもある.それに

対して，びまん性とは，皮膚，筋肉，神経などの中に腫

揚が存在し，周囲組織との分離が困難な状態をいう .

他方，浅層とは， J.主J¥1f，皮下組織に止まるもので，深

府とは，筋，腿，1'1[1経，骨などの器官まで及ぶものを示

す

この分類は臨床像によく 一致するので，以下分類に従
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図 1.jJi'{:タ'1J 1. ~l 才， ;J')[ 浅屑|恨局性

a 右'i"J旨 MP関節背側の海綿状血管IJ毛.

b. JYIi9'，腕からの長IJ離l工作坊である.

図 2.hji(y"IJ 2. 65才，女子.深層限局

性.

a 左"，m"，f+l"'?側の瓶綿状血管)匝ー

b 中J日々!fv)1派からの輸入血管 プーリング

を認める.

図 3.症例 3. 4才，女子浅層びまん

性.

a 左中指々尖剖:の皮膚は非薄化し，血管を

透見する

b. )よ節部にもj(ll刊"初、散在する.

腫 蕩 1691 

崎蜘叩~州特輪島
a. b. 

a. b. 

a. b. 
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図 4.症例 4. 4才，f;.子浅Jmびまん

性.

a. 左示指背sUJの血管脈 皮!仔は変色し，一

部に潰湯を形成する.

b. 皮膚を含めて切除し，遊離植 1支を行な

う。

図 5.症例 5. 2ヵ月，男子.深層びま

ん性

3. 方形回内筋，長母指屈筋，浅f旨屈筋の血

管腫.

b.方形回内筋の切除後.正中神経も肥大す

る

図 6. 症例 6. 9才，男子深層びまん

性.

3. 正中神経の伴走血管の血管腫.浅指屈筋

にも腫揚がある.

b.可及的摘出後. 1年後に再発をみる.
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って代炎的な症例lをおi介し，臨休的村微を述べる

1.浅層限局性 (j，iWI) 1 ) 

騒

出i例のごとく， )主Ii可を切除する必要もなく， i¥J" 神経

にも及んでいないので，摘出は容易であり lザfeもない

2.深層限局性 (j，j'{Y"112 ) 

筋肉問，神経}，';J聞に及んではいるが， }，'，JVIjからの長IJ離

を愛護的に， 11日、深く行なえば機能障?11も究員さず，1'}発

も少ない

3 浅層びまん性 (j，E例3，4 ) 

j主Ii~' ， }主卜組織にJI二まっているものの，腔jj)iをJ向IHす

るためには，}主Ii"i"の切除を必裂 とし，また，腕協の純UN

が明確でないので，取り残 しの恐れも ある. したがっ

て，fl([/支を必~とすることが多く，機能障害のbiI肉とな

ることもあり rlJ発も少なくない

4. 深層びまん性 (j;i"似J5， 6， 7， 8) 

IJ南郷が，筋肉，神経に及んでいるばか

りでなく，筋*g*JflliJ， 神経幹|人jに広く浸

ilVj伯に{fイlーするもので，ぬUljも確然とは

せず，機能を犠Iftl:にせずに完全摘出する

ことは，不可能に近い したがって，

“機能"か，“I'})e"かを選択せねばなら

ない.

l~JÝ"IJ 5は比較的附}fの少ない方形住!I内

紛を全摘/1:L， l~I:Hi1}:J]筋，浅指屈筋は

放置した汐Ijである 乳幼児であり ，機能

障害を考えれば，やむを得ないが，再発

の可能性が強い

1，i:例 6は 11'，'ド神経の伴走血管の Ifll相

腫であり，可及的に-I;IJ除した例である

比較的元全に摘lHし得たと思われたが，

1年以内にI'}発し，川手術時には，神経

務 1693 

図 7.定例 7. 33才，男子深肘びまん性.

lE中神経の 1(ll~'1' II>E. TII経幹I"Jの vasanervosaにも多数山

開癌がある

a. b 

図 8.症例 8. 7才， YJY4 深層びまん1司会

そのものに，末梢神経Jlll管脈があり ，1 ': 

大なや1
'
終1J'f;状に1重大していたため，完全

リン パ'1~ ， J血管腫 皮!苛， }主 卜組織は符IljjにIJE大し，作所にJnl'i1IHtを認め
る 病理検宜では良性11重拐であった

J向IHは耳、l可能 である.呼fがf，(が軽度のた

め，経過飢~{' I'であるが，将米，決断をせまられるであ

ろう .

出"t'!y"IJ7は，If.中神経11、lにIfll管腫のある症例で，)成w.が

あまりないことからも完全摘出には踏み切れず，可及的

!;IJI徐で経過観察Iわである.

杭例 8は，生後，徐々に矯大してきたリンハ符，血管

IJ南であり， Jー)腕からj行部に及ぶ 放射線治療にも以応せ

ず，戸大なIJ市場のIf(さのため，側湾，歩行|村Jiff.まできた

したので， . J-.lrlÍi ~，q(Hで切断した例である

以上のごとく，派層びまん性のJfil']~:脈は， MJ!lU~j学:に

は良1''1:でも， 11 

臨床的にlは工!忠巴性といわさざ.るを仰なし¥

我々は，最近 5年間に 36伊IJの 1.11立の血管肺の手術i{yl!

を経験 した これらは，主に壬紺1¥(¥1管性血管腕，海面il状

血管肺，動的!脈法であったが，同一症例で浪花すること

もあり ，手術のj!fW度，W)e， 機能的予後など，臨床i'¥(j

特徴と必ずしも紡ひ、つかない。そこで深さと広がりプ7か

ら4型に分け，臨床的分類として，代表的なl，"t'i$>IJをあげ

て，それぞれの特徴について検討を加えた
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激痛を伴う手指の腫療について

Pain[ul tumor on the hand 

土 IJI義|盗 遠藤陽 一 児島 J也雄

九毛瑛二 制肝有爾ホ

はじめに

激痛を伴う手指のJI利おとして，従来グロームス腫坊が

よく生11られている.ほかにはきわめてまれであるがパソ

シーニ小体過形成がある

次々がこの 10年間に経験し術用組織学的に総定診断

されたグロームス腫蕩は 9j，l例である またパッシーニ

小体過形成は 1977年に 1j，Iイタ11を鍬行したが， その後さ

らにもう 1例を経験したので縦(11する.

ゲロームス腫虜の症例

次々の経験したグロームス脱紛はん Iのように，発!I

年令は 22:-tより 65才まで各年令肘にみられ，平均{f.令

(主 39.3才である 男女比で11.y't'l.7似L 'J)性 2仔11でy.

性に多い 56'1.，'州立は全例指尖i'[iIにみられ，爪床部 4

例，爪似部 1{yIJ，爪法部 1炉1]， Ji1JliU[jj2例，オー節側面 1

例である 発'1:.Ji1は):):Ji15例ともっとも多く，示指 1

。1]， '1'桁 2例，小指 1仔IJである なお 1{1IJであるが，多

発した川例がある すなわち，付指爪床部と爪根部の 2

ヵ所にグロームス腫疹の発生をみた.左右差では右側，J7

{ýl] ， メ，:~!Il 2 例と右側に多い。主訴a限局性圧痛の他，フ工

冷時痛， Ji'I!fsJ痛，夜間痛，接触時の修痛である.診断は

比較的容劾であったが，発症より米院まで数年から 10

年を要している.外傷歴については 9jfl~仔IJ'I" 1例にみる

のみである X線 九何らかの所見をみたものは 5例で

合の庄浪像，硬化像などである.

子術は全例入院せずに易1I出し得た このさい，グロー

ムス腫濠による'IHl{や，指腹部に存在するものでは屈筋

舵を正追するものがみられた 腫協の色調は肉眼的に，

青味がかったもの， Ili''i赤色のもの，乳l可色のものなどが

みられた.大きさは全例直径 2~ 5mm のものである.

術後は全例とも激しい修摘が消退し，経過lHfである

表 1 グロームス腫湯の症例.

i.l-r: A J..<l.ml U'1! 1.'.- It.J J:tIIH:1 J-'-'. N-.r: I発症より |術後 l
No. I年令恒 I)IJI 部 似 l外ft_，¥l1f I ，診断 I~~~~I:~ ~~ I-'F'"'l'f l_j:!J'JI n].) 1¥1. 1 7ïlMrri'~ 1 lí~ 11;1¥ I診断まで|経過 1

1 28 早 川 I指 l指)1¥) ! (ー)I w易 I 10年 | 良好

2 ， 50， O I右中指 1ぶ的側Illi (ー) 得易 | 数年 | 良好

3 I 45 I o I右附旨 爪恨，爪床 (ー〉 行必 I 3年 |良好

4 I 25 I♀ |右付指 爪芸部 (ー〕 難 I 1年|良好

5 1 65 ♀ 右母指 |爪床 ， (ー)1 H b'J I 10年 | 良好

6 22 ¥? 右付指 IJ¥11山 I (ー)I HJJJ I 3年 | 良好

7 24 ♀ !左示指|爪床 i (ー) 1 H必 2年 | 良好

8 50' ¥? I右小指|爪基部 (ー〕 谷易 一一 良好

9 I 46 I ♀|右酎旨 |爪床

病理学的分類

Mucoid hyalin type angiomatous type 

Mucoid hyalin type 

Solid type angiomatous type 

恥1ucoidhyalin type 

Mucoid hyalin type 

孔1ucoidhyalin type 

Mucoid hyalin type 

Angiomatous type 

恥1ucoidhyalin type 

Key words: painful tumor， gIomus tUlnor， pacinian 
hyperplasia 

ネ Y.Tsuchida， Y. Endo， T. Kojima (議師)， E. Marumo 

(教授〕・ w京慈恵会医科大学形成外科 (Dept. of Plast. & 

Reconstr. Surg.， '1、heJikei University， School of Medicine， 

Tokyo); U. Kirino:同病理学教室

病理診断は Shugartl)らの分類に従えば mucoid

hyalin typeが 6{71] (図 1)，angiomatous type 1 {71]， 

mucoid hyalin typeの angiomatoustype の合併した

もの 1fyl]， solid typeと angiomatoustypeが合併した

もの 1例である.
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図 1.Mucoid hyalin lype. 

Fロ ムス脹湯はミキソマータスな間'i'tをもち，小J(ll管N~

閲に上皮傑に配列し比較的均ーな細胞より'J!i:り¥1.っている.

話語 1695 

図 3.層状構造のハ ソゾーニ小体

病理所見では，正常ノ、 y ゾー ニ小体の数のW!JJIIをみるの

みであった，

症例 2.36才，女了

:tn・2折rl'手付 11¥1の c1islalpalmar crease ffllに半年

前より激痛を{平う小ljifi灼の発刊をみ， {也阪にて手術を行

なったが痛みが変らず米院す !日Ji'HIに知覚障'，Ij-， Tine!'s 

slgnをみ， 1'ljl経の総:JIか， グロームスIl車場かの疑いに

て 19771j'. 11 n 24 11手術をねなう. 創椴痕却の小松，

末梢に皮切を Z'j-:J引に延長し， 2指尺似IJt行神経と 3指焼

似iJ1行神経:の分岐部を "I':M~!IJに追及すると，総指神経の肥

厚と皮1¥可にいく紺I¥，、神経線紛の尖崩にパッシーニ小休の

集合をみる(凶 2)のみて、あった これをすべて易Ij山

し，病状の続快を得た 病~所見て、は11日大似 11可にある Tf

図 2.パッシーニ小体の集合体 '市パッシーニ小体の増加をみるのみである(凶 3). 

考案

パッシーニ小体過形成の症例 我々は激痛を伴う手指の師協を考えるとき， 11常比較

症例 1.50才， !;: f 的容易に診断されるグロ ーム ス陸揚と， ~ I"ì;f; にまれなノミ

20年前，右 4指中手骨骨折にて，.¥11子|占l定を受け， そ y シーニ小体過形成があることを考慮する必要がある

の後 4， 5中手骨間の dista!palmar crease部に疹痛が グロームス腫湯の報告，症例検討11南条2) 't;n崎めらの

発j;i~ したものである。 グロームス腕11Jを疑い， 1972 {l ほか多数あるが， ハッシーニ小体過形成の報11;.11少な

10 JJ 18日手術を行なう /E術mlを中心にZ字型に皮切 い.

をb加加11え，1囚耳有J指行削和糾神|ド1経をj江泌1民4ωIJ開j別Hする 同有J指行相祈神11経は正常であ ノパミツシ一ニ小休は.:l求j主とd心心f引性1:.浄利有村神|ドi経の終3末t:う尖主r杭fの一つと して

つたが 6伽例tの1リl，i“;日t人-の〆ハ、 γ シ一ニ小体が樹校状につら 知られているが，その機能につLい、てlは主不切切]なJ点!

なり，これはJ羽w叩l日市;日:に制I¥，、神経線維により固有指神経に主li 一般にはn涼IJ激に対して反応するが，その他にはほとん

対していた。 この樹絞状のハツシーニ小体を別出し1客約i ど反応しないrr:~/T午 としてJ5・えられる.本来!七を受容する

はm~たした しかし，手術部よりも中紙に再び疹痛を と考えられる総'i~'がどうして路痛過敏の状態になるの

み，1975年 7月 2411 21"1円の手術を行なう.第 1同手 か，そのメカニズムについてはわからないが，我々の調

術と I，;Jじくハ ツシーエ小体が樹校状に連なるのをみる. ベ得たiIiliDHでは 1956午，Patterson4
)らが neuroma様に

これらをすへて刻11¥したところ，この部の疹痛は消失し なったハツシーニ小体の症例を報告し，その後 Zweig5)

た 術後 7ヵ月 ，iil;級浪部ならびにその中枢側に再び激 らはパッシーニ小体が eplOcunum内に存在しネIjl経を圧

痛をみ， 1976年 3月 25日3同目 の手術を行なう .パッ 迫していた 2j市例を報告している.

シーニ小体が樹校状につらなり，これをすべて易1111¥す Hart6)らは在常パッシーニ小休の数が別加しブドウ状
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図 4.Rhodeの分;liii.

を呈していた l 証例を幸fi~li し Sand zcn71 らも I. d じよう

なブドウ状を日したハ :1"/ーニ小{イリ位形成を報fりしてい

る.

Rhode8)らは同一症例で 21"1手術をれない， 1 1"111の

手術ではハッシーニ小体のブドウ状過形成をみ，21"111 

の手術では epineurium内に大きなノ、 yシーニ小体の辿

らなったものが存干上し神経を圧迫していたとr.fWiして，

)'tS'l;f; ノ、 y シーニ小外;をじ~1 4 のように分類した

N: il'常ハ yシーニ小体は指神経 lcm の長さにおい

て ， 大きさ 1 ~3 mm の一つのノミァ γーニ小体が紛れ、

日lamentをもって桁神経に連結している

A 4~5 mm の大きなノ、ヅシーニ小体が指神経の

epineurium に千fイ1:し，神経をrE辿している

B 11:常人;のハッシーニ小体がフドウ状にえEなりきわ

めて創II ~ 、 五lament で桁神経に辿.結している .

C :大きなパ yシーニ小体がjtsなり ，t行神経の epine-

unumにuイlし， 神経を!トーillしている.

D : '1I"i;r; /、ッシーニ小休が)，，)jl:Lて多数(rイiする.

我々の 2抗例l主正常ハッシーニ小体とほ工 |日jじ大き

さ，光沢，色調をもち，また組織学的にも同じ構造をも

ち，liiに正常パァシーニ小体の数が増え，ブドウ状を弘

L 制JI~ 、 白lame叫 にて同有指神経，総指令[1経に主J.j紡 して

いたものである. したがって Rhodeの分類の Bによく

似ていた。Schuler9)らもブド ウ状を 呈した広例をlbl:近

ÿ.+i ~ l i している どの報行をみて もパソシーニ小体過形成

の易1]11¥は終必で術後経過も良好である

本郊ではこのような報竹は共同発表者である児島10)ら

の報fltをみるのみである こうした疾患は非常にまれと

は考えられず，今後激!IYiを伴う小I苦痛の手術のさいに顕

微鏡下に1J立派く行なえば多数の定例が報告され，その

詳細な報告を分析してはじめて)1:受容釈であるハッシー

ニ小体の惨焔メカニスムが解明されてくるものと考え

る.

まとめ

激痛を伴う手指の隠滅として，よく知られているグロ

ームス腫蕩 9症例!と非常にまれなパッシーニ小体過形成

の 2症例を報告した またパッシーニ小休過形成につい

て文献的考察を行なった

文献
1) Shugart， R.R. et al.: Surg. Gynec. Obstet. 117: 

334， 1963 

2)南条文|沼 :~在形外科 15: 1103， 1964. 

3)宮崎怒太郎ほか ・同上 27: 1496， 1976. 
4) Patterson， T.].S. et al.: Brit. ]. Plast. Surg. 9: 

230， 1956. 

5) Zw引 g，]. et a1.: ]. [Bone ]oint Surg. 50-A: 999， 

1968 
6) Hart， W.R. ct al.: New York Medical Tribune 

and Medical News 9: 13， 1972. 

7) Sandzen， S.C. et al.: The Hand 6: 273， 1674 
8) Rhodc， C.TνL et al.: South Med.]. 68: 86， 1975. 

9) Schuler， F.A. et al.: Plast. Reconstr. Surg. 62・

576， 1978 
10)児島忠雄ほか 形成外科 20・8，1977. 
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腿鞘より発生した巨細胞腫の治療経験

Giant cell tumor of tendon sheath in the hand 

A31杉 仁 同 j点建 二 多 1FI寛 也 花 )11j[よ:郎*

は じめに わかる

過去 12年間に岡大整形外科において治療を行なった， 症 状

腿靴より発生した巨細胞服 7例について検討を行なっ すべて無術性の服癒を主訴として米院しており， I'I)C 

た この間手に発生し病理組織学的に診断を確定し得た 痛や圧痛もなく， liIi忠析の機能障筈も認め られない こ

腫協ないし類臆蕩は 344仔I[であった のようにjj車焔以外の!，E状に乏しいため長期n日政li'iされる

対 象 ことも多く， 1，'1例 5のように 10"ドr::J1ill附されたものも

j，j'例は児 4仔1[，女 3仔I[ですべて結節性， 1)1発性のもの みられた.腕提訴の大きさは大豆大のものからI:):j行頭大く

である，初発年令は 16.-rより 67才までであるが，30--l' らいで，表而は平時?ないし一部凹凸もみられ広間との総

代ないし 40--f代が 4例と半数以 kを占め， 諸家の桜子1 おーはないが，下部組織の腿輸と強く[，I;li.どされており ，こ

と一致している(表 1). 発生部位は1-1-'桁 3例，示指 2 れとの間には可動性はみられない 硬度は卵性もしくは

例，1手術小指各 1例で，示 ・中指で 5IYIリを占め，示 ・'rt!1 fjil位によって秋竹様fr!!J立をぶすこともある 炎f白&~状は

に多いといわれる清家の報告に一致している Phalenl) みられない.

の 55例の報竹では中指 18例， 示折 12仔1[， 深指 11IYU， x線上腫癒部位に一致して，腫癒のJhUによると j忍わ

母指小指各 7伊I[で 1-11・示指で 56%を，Iiめている.折 れる骨侵触像がf:TI~!I[ないし側ブjにみられる cl百1 1 ) 先

の部位による差はみられないよう である しかし掌側に の Phalen1)は 22伊I['1' 4 fyl[， Fletcher ら2)は 13伊I['1' 4 

発生するものがほとんどで， 7例ともすべて掌側に発生 例に，東らめは 11例，[， 5例に認めている.枚々の 7例

している.同H、?に背側にみられるものも ，経過を詳細に では 4例にみられた.mらは骨髄まで侵触をみた 1例

尋ねると屈側に発航しているょうであり，手術所見でも を報告しているが，我々の佐例ではみられなかった.

屈筋腿腿輸に基部をもっ脆癒として存在していることが Flecther らのは脆坊が腿開と栴接に結合していると1';')瓦

表 1.症 例.

業職
でま

問
術
期

手
の

L
t
 

'
A
V
l
 

令年例 外傷の既往
|発山 !別 均一発

(ー〉 左中指中節 (ー〉 12年 (ー〉

(一〉 右示指中節 侵自虫像 10'1' 2年後

(一〉 左中指 PIPJ (ー〉 8年 (ー〉

(ー〉 右母指 Ilワ (一〕 7年 (ー〕

10才の時挫創 右示指Aミ節 侵蝕像 7年 (ー〉

(一〉 左中指中節 侵蝕像 6年 〈一〕

パレーポールで突き指 右小J旨基節 侵蝕像 2年 (ー〕

A. H. 16 ♀ 6ヵ月 学生

A. 1. 31 8 2 年 会社員

1. K. 40 ♀ 2 年 事務職

S. A 67 8 6ヵ月 管理人

S.O. 33 8 ]0 年 運転手

M. S 43 8 8ヵ月 木工

K.M. 20 牢 6ヵ月 学 生 2年古ii

Key words: hand tumor， giant cell tumor of tendon 
質を侵蝕し，腫蕩が小さい場合がはっきりみられると述

ベ，東らめは腫湯の大きさに関係なく，病理組織学的に

線維性結合織に富んだものが最初から骨の侵蝕を起こす

としている.我々の 7例についてもこれらのことについ

て検討を行なったが，Jl;軍縮の状態や組織学的所見と'ilir

sheath， fibrous histiocytoma 

ホ H.Takasugi(講師)， K. N回hihara，K. Tada， S. Hanakawa: 

岡山大学盤形外科(Dept.of Orthop. Surg.， Okayama Uni-

versity Medical School， Okayama). 



L-幽」圃- よ _.L 

1698 巻 30・号 12(臨時増干1]) 整形外科 1979年 11月

、
8. '1，mの照側より背側に及ぶ1主的 b. X 線{匁

図 1.京例 6.

図 2.病理組織所見 (x250). 図 3.病理組織所見 (x100). 

刷新への浸潤がみられる

化の1::1にはっきりした関係はみられなかった

発生機転として，示・中指のしかも屈似11に多いことから 十分合めて切除することが大切である. 応所再発は，

外傷との1)1，1係が考えられ，Fleissig4)や Jafたのは外似1"1二の Phalenl)の 41仔11'ド5例 12.2%， Galloway6) 12%， -* 
刺激による炎症例:除l芽性反応としている 攻々のj，j{ylJで らの 36.4%などの報告がある.東の再発 4例中 2例では

は外jt)jの既往が 2例にみられた.1iE例 5では:lHjの 13年 3回のWfeをみている. 全例 5ヵ月以内にみている

liiH松山、指をつめて搾岩11を受けている.また出i{y117は 21f. Phalen 1)は 2年後 2例 4年後 1仔11の再発を述べてい

liijハレーボールで催忠指を突き指している しかしこれ る. lli:々の!tj仔IJでは観察知jJ:¥Jは 12年から 2ir， 平均 7

らをた工ちに発生原肉と結びつけることは|村知である 年 5ヵJIであるが， jjI例 2の 1{7Uに再発をみた術後 3

治療および結果 ヵJlで II~fE し， 2句'.11に川手術を行ない，以後軽快して

1主々の出仔Uはすべて結節性かつ単発刊であり ，紋毛様 いる();:1). Phalen 1主l'げEの原因を， 隠滅細胞が単n*fJ
柄拘向性のものはなく ，被膜に包まれた脈耐を発牛した腿 l人l にち~ i悶しているために ， J陸料を十分切除しないと再発

作jを含めてー塊として切除する 1道府は郎官[11より 仲側へ すると述べている.

伸紡艇の下をく￥って砂時計様をなしていることもあ 病理組織学的所見

り，適切な切開で十分に展開して，1州氏の正常な腿伺を 腿鞘より発やした日細胞腫は，肉眼的には結介織膜て、
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多胞性に|ズJlljされ，全体は薄い被膜に被われ貰褐色ない

し黄灰色で多彩であり，房状あるいは総状に分布してい

る その組織像は胞体は少なく大きな核を有する円形な

いし卵円形を:止する滑液膜細胞(組織球様細胞)と伎は

小さく濃染する多絞R細胞が蜂巣状にWlfl(l:し，間質は好

敵性豚!京線維よりなっている(区/2) 夜色調の強い症

例では，大食球や泡沫制"胞がみられるという また間質

創"胞や巨細胞にへそシデリンの沈着がみられる.辺縁iis

では腿輸の部に腫場細胞の浸潤がみられる(閃 3). 

考察ならびに結語

腿鞘より発生した巨細胞腕の手における腫湯の発生頻

度は，欧米の報告では， Posch7
)の 679例中 69例， 10.2 

%， Phalenl) 11. 2%(56/500)， Butl目 的 7.3%(32/437)， 

Stack9) 5.3% (16/300)， Boyes10) 13.2% (52/394)など

があり， ganglionに次いで多い. 一方本邦においては

東ら3)の 454例中 11例 2.4%，我々の 2.0%などにみる

ごとく，その発生頻度に差央:がみられる.その原因につ

いては不明である.

再発率は論家の報告でみると 10% 以上 30% に及ぶ

ものがあるが，これは鍵鞘に浸潤していることを考慮し

て，基部となっている腿鞘を健常な部位も含めて卜分に

切除することにより予防できると考える(図 3). 

本疾患の本態については，広く良性真性腫蕩と考えら

れているが，外傷による滑膜の炎症性肉芽性反応とする

'1 

蕩 1699 

考えもまだ存在する

一方， Ozzelloら11)の組織培養に基づく線維性組織

球腫の概念が表わされ，組織球を主とする腫蕩様増殖を

話するものを一括してまとめようとされている.族~鞘巨

利1/)泡腫はそのうちの黄色lJiItに含まれている.線維性組織

上位脱は基本的には組織球の桶殖よりなるものであるが，

多彩な細胞で構成されており，修原線維の量，配列の仕

方，泡nミ細胞や脂質の有無，巨細胞，ヘモジデリンの有

無などによるその著しく異る像を呈する腫湯群，また発

生部位が全身に及ぶこれらの疾患を統一しうるかどうか

疑問なしとしない.悪性化については諸家の報告がみら

れるが，本腫蕩についても一応悪性化はありうると考え

られている.

文献
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3)東 車ほか:盤形外科 19:747， 1968. 

4) Fleissig， J.: Zschr. Chir. 122: 239， 1913. 
5) Jaffe， H.L. et al.: Arch. Path. 31: 731， 1941. 
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幼児の環指にみられた軟骨性外骨腫を合併した

tenosynovial chondromaの1例

A case of tenosynovial chondroma combined with cartilaginous 

exostosis of the ring finger 

冬木寛 義 佐藤邦征

我々は最近， E11指屈筋腿鍵鞘より発生した tenosyno・

vial chondromaに， 向指骨に軟骨性外'I~J・脹:を合併した

興味ある症例を経験したので，若干の考察を加え報告す

Key words: chondroma， tendon， cartilaginous exostosis 

ネ H.Fuyuki， K. Sato， A. lmakiure (講師)， Y. Miura(教

授): :東京医科大学整形外科 (Dept. of Or1hop. Surg.， 
Tokyo Medical College， Tokyo). 

今給懇篤弘 三 浦 幸 雄 *

る.

症例

患者:4才，女児.

主訴:右環指の腫脹と屈曲制限.

家族歴，既往歴:特記すべきことはない.

現病歴 :生後3ヵ月ごろ，母親は右環指末節の軽度の

屈曲制限に気付いたが放置していた. 生後 10ヵ月ごろ

一
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より札，右環f指旨末節f郎'(j郎1刊51乎掌'i-:側皮-下下Hにこ軽!度克のjJ師l矧南;舷焔昔邸1状Il腫l匝盃到!朕阪がl山I:IlJ現i 州は」ぷ4点刈E匂!氏床と i癒窟窓、着性である， )，川s"J'Jj所の発赤， 非鍔熱1在~ ~I感必 ， }仕u由抗焔庁而T泊jなど

してきたため当科を初診した~ガ幼ゴカJ児のfた4め放1位泣し ， 経H寺 の炎f川，i二ヨ;出I

的に経過観望祭美を行なつたが 3〆.-1'-ごろになると ，布環指 能である また右，'，指末節は純度に徒側に悩位するが，

末節部の皮下脈灼はi科大し，向指は!肥大し末節の屈曲 運動はn山である(凶 1)， 

は不能となった また右中指に斜指没形も 出現してきた 臨床検査 :特に災 ';ì; ~ は認められない.

ため 4才H与，脱灼摘山手術を 11的として入院した X線所見 : 右環111 の，' ，節 'I~J ' および主主Í)Îi'I' i の泌(川1 端部

入院時所見 :発育(主良好て、全身/9d止に)'(，市はない れ 両Mに軟骨ド，:外'11腕様の竹皮質の隆起がみられ， ，司指rVl

環指は中節部末梢を中心に紡録状に肥大 L，皮h可は緊'M はや L太い.イ，"iJ行，'，節'，'J遠位骨端部以slIlfこも|司様の'目

性である 同桁の末節部掌倶1]皮下に大 I¥/);'J 中節部ザ・{J!II /文'f'{の|後起がみられ ， その末節骨は俊Mに~，J位する(区l

j文下に小JJ大の計 2伺の軟'IJ'様耐のIFE泌を触知する， IHi 2)，;;(，広Hfiの{J!IIiCtii:象て‘は， 末il['i， ，'，節 ì~H)n!側に淡い梢

図 1，右手掌面， .JJ;H行の，'"節部

末相'~ìを中心とした紡錘状の1I也大 中指末節の

軽度の抗側[品位を認める.

図 2，両手.iF.而X線像.

円形の腕焔陰影をi認め，，'，節什屈仰lの)J，:'flに軽度の陥凹

を認める 1需給i陰影には，明らかな:ti}j!(化，骨化像はみ

られない(以13) また全身骨格系のXfJR検索でも， 外

骨股やその他の骨端部変形などのX線学的見常は認めら

れなかった

手術所見 :右環指掌Mにジグザグ皮切を加え，屈筋血t

腿革rlを展開すると，阪~は 2 il，'~のjJ宅焔により学:{jlllへ挙上さ

れており ，融r輸を切開すると，派指屈筋l駐の末節'，'1イ、1'li

ì~;I(( ドに大>J大，浅指原筋量~の小節骨付着fSi) 1丘下に小!'L

大の 2(附の軟骨様腫痛を認めた.いずれも基底部は傑似11

M筋拠出~納に速なり，その剥雌は容易であった(図 4 )， 

摘11¥した脆婚は，両者とも級車!E性被膜に被われた白色，

}<Ai'l'汁i光沢性の実質性の軟骨・様腫癌であった また，

イ iJ~H行および中指の辿位什端部には，頂 i部1消1に l山1色t軟i飲吹骨帽

を千布IしTた4軟骨性外'r'i刊Il

f部日部l より切除しTた~，

病理組織学的所見 :屈筋腿鍵鞘部より摘11¥した軟骨股

様腫癒は，線維性被膜に被われ，腰!fllは粗な結合組織に

より小分業状梢造を I ~する ， 線維性軟'j' j ' jJ唱であり ， 悪性

変化はみられない またIJ!Jら か な 石 灰

化，骨化はない. またIl弔焔と滑膜とのfr:1

に，組織移行を示唆する所見は得られな

かった(以15) 訂以折および中指の辿

位骨-端部の骨性隆起部は，秋fl帽を有し

た定型的な軟骨性外骨脈であった.

考察

腿m山-*の竹軟骨腫は，1958年 MlIr-

phy li tenosynovial ostcochondroma 

なる名ftj¥にて報告しているが， J.主々 もそ

れにi¥I¥じ tenosynovial chondroma と

した

文市川 A の本J，j"の報竹は少なく，特に

詳細lにわたる報告例は， BlIxton (1923) 

以来・ Brahms(1978)にでる， 1)']外の 18
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図 3.イi環JR側面X線(象

図 4 術中写真

右環I旨I架HrhH筋肝1]'付」吉部lo:下の腫婚をノI、す 浅J旨屈筋腿付

着部直下のIH!紋iはすでに摘出されている.

例を数えるに過ぎない.報告例について統計的検索を行

なってみると ，発'1:.(H¥i立はほとんどの例が手指に発生し

ており，指別では務H旨に多く， 1申筋鍵腿靴よりも屈筋腿

l凶作jより発生するものが多い.手指以外では，手根部，

).e指にみられたもの，その他アキレス腿，I日開筋腿i，上

!腕二見((筋鍵，大J!iIl四 ~j[筋出nなどより発生した報告例も散

凡される. 性別差はないが，年令的分布は8才から 80

才の各年令同に発生しているが，や L中高年層に多い

我々 の)，i'例のごとく，乳幼児即lに発生をみたものは，文

献りよし、:1:L得なかった

TenosynoviaJ chondroma の成問について Buxton

(1923)は， 軟'庁形成能を有する制胞が骨の primitive-

basisよりが:合繊'I"iこ迷入し発牛するとし， Lewis(1934) ， 

Gesickter & Copcland (1937)は，筋腿の骨付策部イ、l

近にはHfi生!TI秋'l'l'が存在しこれが1")らかの原因で骨軟'丹'

の)fj成をはじめるとした. 一方， Morton (1934)は，

滑膜細胞がH らかの~!IJì放により n次什形成能を有する細胞

に変化すると L，.Ja汀e(1959)， Aegerter (1968) も同

係に，滑膜組織の!I肘1i"1化生という説をとった.本症の

制作例の'1'には， JI伊 1'.組織学的に滑朕よりil決，'J・への化生

蕩 1701 

図 5.摘出した屈筋腿直下の腫癒の病理組織像.

上はその全景像. ドは強鉱大である.

を示すものもあり，この化生説は多く支持されている.

我々の症例は，軟骨性外'局腫を合併していたが，この

ような tenosynovial(osteo) chondromaと軟骨性外骨

腫の合併例の報告は見当らない.しかし， Mussey(1949) 

は osteochondromatosisの研究報告のなかで，104例の

synovial chondromatosis の症例の中に 9例の軟骨性

外骨腫を合併せるものがあった，と記載しているが，そ

の詳細な記載はなく本例と対比検討することは不可能で

あった.

一方，軟骨性外骨腫の原因についても諸説が述べられ

ており，現在のところ定説に至っていない しかし，そ

の発生に関しては何らかの先天的要因が働いていること

は，諸家の認め得るところである.

本例のごとく ，軟骨形成能の高い tenosynovialchond-

romaと軟骨性外骨騒が向時に同一指にみられた点，

その組織発生には興味あるところであるが，軟骨腫と聯:

廿性外骨腫が併存することから， J affe， Aegerter らの

滑脱組織の化生説のみでは説明できず，Buxton， Lewis 

らの仮説でも必ずしも説明できない.本例の場合は，乳
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児期からみられ，先天性要素の強い軟骨性外骨腫を合併

しており，軟骨腫が同一指の屈筋鍵付着部近くに発生

している点などから，胎生後期に何らかの congenital

factorが関与して，両者に共通する軟骨-形成異常が局所

的に惹起されたのではないかと考察する.

結語

放々は，環指の屈筋鍵縫鞘より発生した tenosynovial

chondromaに， その同一指に軟骨・性外骨腫を伴った，

幼児例を経験したので，その成因を小心に若干の文献的

考察を加え報告した.
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小児手指に再発した特異な 自bromaの治療経験

Case reports of three benign recurring fibrous soft tissue 

tumors in digits and hand in children 

保坂瑛一

井上駿一

小林英 夫

玉置利 也

渡部 恒夫

堂後昭彦事

手指に発生する線維性の良性軟部組織腫湯および腫蕩

類似病変は比較的少数であるが， その病態は様々であ

り，手指の特殊な構造上，機能障害をきたしやすい.:flt

々は小児の手指に発生し，摘出術後再発した 3種類の線

維性軟部組織腫蕩を経験したので文献的考察を加えて報

告する.

症例 1.T. U.， 3才 10ヵ月.

男児.生下時，左側環指爪部に縦割変形を認めた.生

後 1ヵ月で，同指末節部背側に腰癌出現，同3ヵ月で当

科受診.腫癌の色調は赤く，光沢があり，大きさは小指

頭大で，硬く蝉力性を有していた.外軟骨腫と診断し，

摘出術施行.術中，腫癌は皮膚と密着し，深層では仲筋

鍵，関節包に浸潤しているのがみられた.摘出は周辺の

健常組織を含めて広汎に行なった.摘出腕痛の答IJ而は性l

Key words: infant， digital， fibrous tumor 

* E. Hosaka， H. Kobayashi， T. Watanabe， S. Inoue (教

授):千葉大学整形外科 (Dept.of Orlhop. Surg.， Faculty 

of Medicine， Chiba University， Chiba); T. Tamaki (幼

教授);富山医科薬科大学整形外科;A. Dogo，川崎製鉄千葉

病院整形外科.

色で軟かい.組織学的には病変は真皮浅層から皮下組織

に及び，強い 自brosisと交叉して走る謬原繊維を特徴と

し，一部硝子化も認められ 自bromatosis と考えられ

た.

表 1.手指にみられる良性線維性軟部組織麗蕩.

Fibrous tumors in digits and hand 

Fibroma 

Fibroma durum 

Dermato-日broma

Fibroma NOS 

Fibromatosis 

Cicarical fibromatosis 

Keloid 

Nodular fascitis 

Palmar fibromatosis 

Juvenile aponeurotic fibroma 

Fibromatosis NOS 

Recurring digital fibrous tumors of childhood 

(Reye's tumor) 



術後約 1ヵ)Jて:"1'げ'6， 2ヵ月後'1'桁，

小指にも同様の腫指W:I¥現をみたが，~r'. { j'. 

後潔指腫赦{は前ii小傾向を示し始め， 1 {j'. 

後中指腫痛の庁!大をきたしたが，さらに

1年後両腫胞ともに著切に縮小した 小

Ji'iの臆癒は小さく一定で、あったが，最近

や L増大傾向にある 1才過ぎより ド

J行末節部に尺側偏位が起こり，現在中指

末節締約 200
の尺側側位，小指約 15

0
の

挑似IJ偏位をみる

症例 2.A. Mリ 11才 10ヵ月，女児.

腫 蕩 1703 

7才i侍，右母指掌側にjjij)痛出現， 次第

にW:大し， 9才時，摘けl術を受けたが 6

ヵ月後再発， 術後 2年で当科を受診し

た JI南勲iの色調は正常，大きさは小指頭

大で， 硬度は中等，ij単力性を有してい

た.再発より 2年半後摘 出術施11'， 術

' 1' ， 腫癌は'G:ì間性で，思筋腿腿~n， 1見I~í'j

a.左環指末節部背側の腔癒 b.真皮，皮下組織に交文して走る束

状の鯵原線維を認める.強い線維性

の増殖を認める.

包，倶IJ副靭什;に及び， これらを同H与に摘

:1'， した.jj前納聞は灰策内色で，や L料lであった 組織'"f:

的には，流れるような線維性の柄拘(1，秋" 'J 様 ì~\分の散{L ，

1':細胞の梢~I :. ，島起死1 ，灰化変性{象などを認め juveni l e

aponeurotic fibromaと考え られた

症例 3.y. K.， 4才 2ヵ月，女児.

生下時より右母j:'m~lIJに腫癒を認めた. ~ I J愛 9 ヵ 月に

て当科受診，llillJli'iの色調は正常， 外径 2x 1 cm，半球状

で柔かく勝ブ)11を有していた.緩徐にJ1"'1大似|りを子'J'し，

6ヵ月後，摘出術施行.体j中，股焔と周辺組織との境界

表 2. ::1 !rj'秒'Uの臨床経過.

Cascs Diagnosis 
Tim，e IFollowl 
to thel' v"v'i Treat-

Localm| rlup | t ecur-，白 ，ment 
Iernl 

Rec. I Lt. ring仁

Case 1 I digital 1 middlc f. 
自bromasIlittle f. 

Jl1venilc 

Case 2 I ap(;mCL卜 1Rt. thl1mb 
rOllC 
fibroma 

C M3|DEEmau  Rtthumb| 
lfibroma ，'''' "，~ "， vl 

rel1ce 

1M 1 46M 
COl1ser-
vatlve 

6M 129M 1 resectiol1 

2M 15叩山:

図 2.3才 10ヵ月の手指の状態およびX線像.→

腫癒は縮少しているが，指骨の変形を認める.

図 1.
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考 察

1.手指の良性線維性軟部組織腫蕩に

ついて

一般に良性軟部組織陸揚において州変

の作物を法本的に腫鋭 として 解釈する

か， 反応件の変化を:ITt視するかで， 診

断。 ・分類2)にも異同があり， Jli近ではそ

のやIi煩も.fll当数にのぼるため，治療にあ

たって凶難を覚える場合が少なくない.

"に機能外科的な取り鋭いを必要とす

る手指の場合，腫湯の性質に対する適確

な把渥がより必要であると考える 手指

に発生する線維 性の '1次郎11重泌を 1969，fo
Enzinger3)らによる WHO 軟部組織)J{[

湯分類を参考とし列挙すると表 1のごと

くであり，我々の抗例 1，2は日broma-

tOSlS群に，百f'例 3は五bromai作に分主(i

される 例 の々)J市揚がおのおのに特有 な

性質をもつためI汽接臨床的判断の似拠と

はなりにくいが，このような分知は，良

性線*11性秋部組織腫蕩に対しての槻iillを

得るためには有意義て‘あると考える.

2.我々の症例について

t"r'!ylj1は，特異な|邸休経過からして，

1965年 Rcye4)の報告による “recurnng

digital品broustumors of childhood"と

考えられる 本症は幼小児にのみみられ

る特)'~.な疾忠で，現有ミまで，渉猟し得た

かぎりのでは 62例が報f与されている

Reyeは特有の細胞封入休を発見し， ウ

イノレス疾患の可能性を示唆している.細

胞封入体については諸家により言及され

ているが，:ft々の症例では HE，Mal-

lory染色において証明し得なかった.

術後再発率は Beckett6
) らによると 66%

と高率である.治療は切断術を合むさま

ざまな試みがなされているが，我々は，W

木的には保存療法を行なうべきと考える.手J行の機能昨

害に応じて外科的治療を考慮すべきであろ う.

症例 2は 1953年 Keasbey7)により線維芽細胞陸揚 と

報告された juvenile aponeurotic fibroma である

Lichtensteinめらは本j，I:の軟骨様分化所見をm祝し， 線

維腫症類似病変としている.取り残しにより頑闘に再発

するが，性質は良性とされ，岩崎めらによると再発傾向
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b.流れるような線維性細胞のTiliiu.
頬軟骨形成等をみる.
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a . 右母指~ï~側の腫癌

1704 

a.右母指背側の腫癒，軟かく磁力性

がある.

図 4.

は不明瞭であり，深層では挺鞘と密着していた. J!iH街割

面は白<， multi lobular様であった. 術後 2ヵ月で再

発. 1年半後再手術施行 摘出は皮府を含めて広汎に行

なった.組織学的には真皮，皮下組織に線維性の増殖，

束状に交叉して走る修原線維を認め dermato-fibroma

と考えられた.その後経過良好であったが， 1年後の現

在. 3回目の再発をきたしている.
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は加l令とともに減少し組織'r~的にも}，'，1辺組織への Uì/ll/

il1i1i'jは減少すると報告されている 枝々のja例では組織

乍的には Keasbeyのいう成熟化の状態を示していると

考えられた IFIHMの成長は緩徐であり，経過小銃i筆をもe

川することに支障をきたしたため摘IUを試みたものであ

る

1よ例 3 は ~'HJ}炎 j，'， 反応とも与えられたが， ru}:， 1ぷF

組織の交叉して走る修!点線*Hの走向から dermato-日b-

roma'O)と診断した 本症例においては~~ 2巨|日の手術

にさいしてl支Ii可を合めて広汎な全摘出を行なったにもか

Lわらず，jIfび初発をきたした 現花板治的治療につい

て検討，/，である.

以 /'.小児手指に発生し再発をきたした 3種類の線制i性

1/次郎組織陸湯について報iじした.
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骨破壊をf'I':う手指 pigmentedvillonodular 

tenosynovi tisについて

Pigmented villonodular tenosynovitis with invasion of bone 

小品修

吉 岡 克 己

立沢喜 平/1

北 旧 |専朗

勝見泰和

平沢泰介*

はじめに

Pigmented villonodular tcnosynovilis (以 卜PVTS)

は 1941::p Ja釘e-Lichtenslein らの命名によるもので，

:IJ!.:(，までに数多くの報告例があり，決してまれな疾，也、で

はない.手指の軟部良性腕湯としては ganglion，heman-

g，omaについで多いとされている 本疾忠はまた，竹

倣岐を伴うことがあり，この'I'j倣嬢発生機序を検討する

ことは，本症の病闘がHijilか炎症かを追求する 1:でも興

味あることと忠われる.

今阿波々は PVTS のうち者別な"'J級品起を出した 31，'，: 

Key words: pigmcnted villonodular tenosynovilis， bone 

lnvaSlOn 

ホ O. Kojima， Y. Talsuzawa (部長)， Y. Kalsumi， T. 

Yoshioka:松下病院整形外科(@;570大阪府守口市日吉町 2-

16); (Dept. of Orlhop. Surg.， Matsushila Hospital， 
Osaka)， H. Kilada (部長) 済生会京都府病院整形外科，

Y.日irasawa(助教授): ;京都府立医科大学整形外科.

例につき，文献的考察を加えて報告する.

症例 1.22才，男子.

12才のときソフトボールをしていて右政指を突き指

したことがある このとき向指基節竹部の腿癌に気付く

が無症状のため放置.初診 2年ぐらい前より楽器を演奏

するようになってから徐々に前大してきた 腫癒は弾性

硬 凹凸不整で広Ii守との癒着はないが，深部とはしっか

りと固定されている 疹痛はなく， PIP 関節のみ屈11I1

75。と制限されている X線像は PIP関節部の法節'rl'

遠位~ft) ， ，/，節骨近位部に円形の竹透過像を認める(区/1). 

Ir'I ~1;造彬所見て、は hypervascularity ， tumor slainが認

められた PVTSの疑いにて摘出術を施行した. 腫痛

は赤色褐で多数の結節を有 し，うすい線維性被膜に包ま

れ，周閤組織との剥離は容易であったが，一部屈筋臆鍵

革白とまた一部は PIPj;¥I:j節の関節包を破り |付部へ侵入.

関節内にも同様の腫完封の増大を認め，関節内腫癒はX線
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図 1.症例 1.

PIP関節部に円形i"透過{撃を認める.

図 2.症例 L 手術所見.

腿湯の結節の一部は PIP関節包を破り関節内へと佼入し

ている(→印).

像における'丹破壊部に一致して存在した(図 2). 

症例 2.24才，女子.

8年前に左環指 MP関節部をノミにて深く突いたこ

とがある. 3年前より岡部の無痛性腫癒に気付き徐々に

増大する.腕腐と皮膚との癒着はないが深部とは同定さ

れている.j冬痛，運動制限は認められない.X線像は1，.:

環指基節骨近位部に症例 lと同様の円形骨透過像を認め

る.摘出術時，腫癒はうすい被膜に被われ，周囲組織お

よび腿鞠とは容易に剥離できたが一部'i"i-j肢と癒;fJ，また

一部は関節内へと侵入しX線像に一致する?

の門形骨E破直域を呈していた.

図 3.症例U 3 . 

.J，t節1I"'，'f'幹郎に骨皮質欠損像を認める(→nJ)

症例 3.48才，女子

外傷の既ftはない.約 1年前より山小指j止節I'mの1RUI知

性腹痛が徐々にJ竹大 腕lNil主尺側に 2例，焼似1/に 1Ij~l認

められ皮脂との総JIはないが深部とは[;l;[fi:'されている

MP関節， PIP関節， DIP関節とも腫納のためにl限度

の運動制限を認める . X車~{1象は基節骨尺側fi'幹部に'rJ・))<:

'el欠銅像を認める(以[3). 摘出術時， 腫lNiは一部}，'，jUll 

組織と総析しており民筋出r血t~11 と移行が認められる。ま

たX線{象に一致して 'I~j 皮質欠損部に腫熔の&:)['，¥/が認めら

れた。

全(YI/とも臨床検査成制に異常は認められす"(Il'['コレス

テローノレ他も jE'iI¥・て、あった 術後の followup期[H/は

1 ~ 5 ~r であるが再発の徴候はなく経過良好である.

病理組織所見

症例 1，2，3ともほ X同様の組織像を呈したのでー折

して述べる.類ドH杉ないし多角形のや!..;7ロマチンに宮

んだ伎を有する比較的小さい細胞の刑殖を主休とし，

foamy cellの IU現があり touton型巨細胞がみられ，

線維組織のJ.i'/'[".も認められる またそれほど多くはない

が一部に hcmosiderinの沈着もみられる なお定型的

な storifoam pattcrnは見出せなかった(ぷ 1). 

考察

PVTS はその州)1[1組織像が多彩であるため純々の名

称て‘報告されてきた. Jaffe以後これらは PVSの名称

が広く汗J¥，、られるようになり現在一般に

Pigmented villonodular tenosynovitis (PVTS) 
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表 1.症例
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X線所凡 f術!好J.o
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図 4. 古i~似1) 1 結節紘毛部の foam ιcll (H-E 染

色).

Localiヌednodlllar synovitis (LPVS) 

Diffllse nodlllar synovitis (DPVS) 

と分類されている PVTSは 主として手指に多発し

LPVS， DPVSは膝， 股関節などの関節に多くみられ

る.さて手に発生する腿軒jおよび滑膜を起源とする良性

師紛は治水1)の報告以来本多[1でがJ100例を数え，欧米で

は数 100例に達する.そのうち骨変化をきたしたものは

本邦で 35%. I伏;，j(ーで 15% に達するとされている.欧米

に:おいて頻度が少ないのは必す.しも全例にX線検伐をし

ないことによ るもの と思われる.

骨破壊について

竹破峻発生例は Flctcherand Horn2) 13例'1'4例，

Phalen3) 22 {yl) '1' ，，{yl)， J ones4) 91例中 11例があり，本邦

では東らの 11{y1)'I' 5例，宮岡ら6) 4例'1'1仔1)，WI沢ら7)

8例中 3例などの報告がある. しかしこれらの報告中に

みられる“'，!j'磁波"はそのほとんどが腫泌そのものによ

十十 + + 

る!上迫のために起こった bonccrosion の状態であり ，

真に骨髄にまで佼人した bonedestrllction と11子べるも

のはきわめて少ないとjLlわれる. 他方. 1肢.)J生閃ilijなど

の大Ixlili'iでは boncdestrllction がしばしばみられる.

この郎作の'l'l破峻先生機}hi

0) JI:迫説:sreimcr (1958) 

<lJ凶節1).-]川上昇説:Chllng (1965) 

⑦ 内JJ卜昇♂と分泌物による慢性刺激説 :}.ム徽(1958)

④ 'IJ'内侵入説 :

a. Ostco-chondral jllnction 

McMlIster (1960) 

Schajowiα(1968) 

b. *必 Ir1l 1~孔

Scott9l (1968) 

J毛沢 (1972)

と四つの説にまとめられる またその成同として Flet-

cher ら2)は肺持者が籾帯や腿でしっかりと同定されてい

るときに起こり小さい腫蕩に骨変化が高率であると述

べ， ーブfw: らのは~Jí[ *ffr性結合織に富んだものが最初から

骨の侵倒!を起こすものと考えた さらに Anke出old8
)は

刊変化はl免WIになるほどこ符切であるとして， その slagc

が重要で‘あると述べている 状々のJ，Uyl)ではJ.ifyiJ1は 内

通にみられるよりも大きく，また経過年数も 1イ!のもの

があり Flctcher2). Ankcrhold8)らの意見と一致しなL、

航例 1.2にみられるように腕蕩が関節包を破り 1(1接関

節|付へと侵入し metaphysis1iilを侵蝕していることおよ

び症例 3にみられるように付幹部の栄養l血管孔 と辺、われ

る部位を中心に破綾像を示すことから， PVTSの'IH出壊

発生機序は骨内直接伝入であり，その経路は栄養Jlll管孔
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であると Y:，.・える 畑、論， ，匝場のII'iUによる boneerosion 

の状態もまた多くみられる

病理組織像について

我々のk例では '1']似撲部(，，-における結節紋毛;刊の

foamy cellのIH現と fibrosisが認められた(閃 4). し

かし東ら引のいうような 自brosisと'，'1変化の関係はゆl

維にし得なかった 以近病理学のfλ助から'+;j尖忠を黄色

腫を含めて組織球のWI舶を主体とする州変として総括す

る考え方があり lベ本杭の骨破壊の成|刈とJうえ介わせる

と非常に興味深いことと!己、われる。

結語

我々は著明な骨破峡1象を2~L ，その脈1必1''1 1''1絡が強く

;j、l変された PVTS の 3j，j例を:.1>1の 文献がJ考察を加え

て械f1tした.
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手指骨を中心にμした 凸bromatosisの 1例

Fibromatosis of thc finger; a case rcport 

岡 部 芳|寺 松 崎~{:5 A 

Fibromatosisは軟部線維性腕湯の-jtrで人により 解釈

は異るが Mackenzie が規定しているごとく多少とも反

図 1.初ドl手術前の肉限的所見

Key word:日bromatosis

* Y. Okazaki， A. Matsuzaki (助教綬)，N. Takagishi (教

授〉 。福岡大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， School 
of Medicine， Fukuoka University， Fukuoka); H. Iwasaki: 

同大学病理.

jll:) ，岸 |丘人 れ 111者宏*

潤1''lt'1 絡を布する紛~*f~性増殖であるといわれている . 今

1 " 1 ;fJと々は手指末端を 1 1 '心に発生し次第に手指'l~j を佼し，

病理組織学的に 日bromatosis と診断を

うけ以後 6年にわたり followup した

1症例につき報告する.

症例 21才，男子.

主訴 :jIlij第 4指末端の腫癌形成

既往歴 7才， 踊桃腺切除 11才:t.i

緑内障 13 才副n)j;;~炎 ， 中耳炎.

家族歴 :特記すべきことなし

現病歴 7年前より誘因なく別手指末

端が膨隆し次第に大数段指様形態をL止す

るようになる 放『そしていたところ両足

桁，雨l座骨，両極付にも肺結{形成をきた

し~~大学整形を受診する. 昭和 48年 3

)U~大整形に入院し左第 4 桁， 右第 3， 4 

ji'i)J制点J商出をうけ病理組織診断にて

Iibromatosis ではないかといわれる.その後 1年ほどし

て阿第 4指末端のl彰隆に気付き次第に大きくなるので昭

和 51年 2月当病院整形を受診する 脆湯再発の診断の

もと同午..9月当病院に入院する.

入院時全身所見 :体格， 栄長とも r↓1等度. ;{il以悦力 O.
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図 2. 初川手術前

のX線[象

表 1.臨床検究所見

Blood examination 

RBC 474万 WBC 6，800 

腫

Hb 13.5 g Ht 44% thrombocyte 25.1万

Urine examinalion 

albumine (ー) glycose (ー〉

urobillinogen (ー〉

Stool examinalion 

parasites (ー) 0αult blood (ー〉

BSR 

1 hour 22 2 hour 47 

Liver日i.tnction

total protein 8.6 g/dl， T.T.T. 1. 9 

GOT 12， GPT 7， LDH 75， AI-Pa5e 122 

Acid-Pase 2.8 

Biochemical examination (blood) 

urea N 12.8， cholesterol 146， uric acid 7.5 

creatinine 1. 8， total lipid 388 

Ca 8. 8， Na 142， K 4.0 

Biochemical examination (urinc) 

17-KS 9.2， 17-0HCS 7.6 

Serological cxamination 

ASLO 625， CRP (土)， RA (-) 

Blood sugar test ¥ 
I normal 

EKG I 

f夢J

図 3.摘 11¥t~l{ 4:. 

図 4 病理組織像 (H-E染色，弱拡大〕

一ーーー........._守'Jlr・1 
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図 5.病理組織像 (H-E染色，強拡大).

図 6.初回手術後の肉眼的所見.

図 7.術後 1年の肉限的所見.

イiJI難聴，副鼻腔炎あり.

入院時局所所見 :[刈 lはJI{{和 48年初回手術 liijの|土JI以

[山9r見である. 左第 4~行，才 12行 3 ， 4指が太鼓媛桁様形

態を!Ifしている.

当H寺のX線写又は!肝1府形成fillに一致して_，f(節'，'Jがい'，jn!IJ
より圧迫され細くなり，硬化像もみられ， '1'節'，L基ili'i

竹Iこも骨の吸収，li'l!化像がみられる.

当時の臨床検査所見〔表 1)で血液一般，};j(一般，糞

f史検査，J(n沈，肝機能，血液および尿の生化学的検査，

血糖，心電図などの検査をするもJUl沈の軽度の充進をみ

た以外は特記すべき災常所見は認められなかった.

初回に摘tl¥された標本(図 3)で， J民癌は皮下組織ート

にありや~1ft味がかった白色をしていた.弾性硬で境界

は鮮明で表而は被肢に被われていたが，

'i'Hこ接する部分では境界不明瞭であっ

た

当H寺の州旦1'.組織学的所見(似14，5) 

では， H-E!4!:色弱拡大にて皮下組Mi-ド

に結節1''1:.の州:mを認め，強拡大にてはがJ

巣は線*11が1合繊よりなり，成熟した太い

拶原線利!が豊富にみられる. IfIl管は乏し

くところどころ好'1'球を主とした炎抗性

細胞のUII1¥1巣がみられ，またマロリー染

色にて州巣はアニリンブノレーに青染する

IJ琴/Jj(*JR紛よりなることがわかった.病理

組織学的診断では 白bromatosisではな

いかとのことで、あった.

術後 1年と少し経過して当科を受診し

たときの肉眼的所見(図 7)とX線所見

〔閃 8)を示す. 両第 41fl末端の腫完封形

成が再び出現しており，腫熔形成部に一

致して骨の圧排像がみられる.

当科にて両第4指末端の腫癌摘出体I断

端形成術を施行.閃 9，10 は摘出標本と

病理組織所見で，摘出標本も初回とまっ

たく同じ所見で表面は被膜に覆われてい

たが什に接する部分は境界は不明瞭であ

った. j，ij旦1'.組織学的所見も宅))1"1とl'iJ様で

IJ参原料{市11が豊富にみられところどころに

炎}，(1''l:細胞の浸潤がみられた.

医111は術後の肉眼的所見である. 現

抑制j後 2年半を経過しているが再発の徴

候は認められない.
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図 8.術後I{ドの

X線像.

図 9 摘出標本.
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図 10.病理組織像 (H-E染色，強拡大).

図 11.術後の肉

|限的所見.

考察ならびに結語

以上両手指末端に11南熊形成をきたし， 腕焔形成部に

一致してX線上'¥'J・にまで変化を及ぼL，組織学的には

fibromatosisではないかと診断された稀有な臨床抗日仔1)に

遭遇したので報告した.
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中手骨に発生した骨巨細胞腫の 2例

Two cases of giant c('J1 tumor of the bone appeared in the metacarpal 

相I1I京必 111 I人l和対i 本ddl矢郁夫 ，If Uf奇克文字

過去 10ij'.I/:)Iこ. 11回天堂大午予の 外科診において治出 家族歴，既往歴:特記すべきことなし

された手部の1霊場は ganglionを除 外 して 100仔IJで あ 現病歴 :1昭和 52年 7月末ごろエクスハ ンターを始め

り，これは手の外科登録数の約 5%である.軟部脈紛 58 tこところ. ;{iTi''f尺側に腫脹出現.世u!布のみで経過をみ

例，竹脈泌 42例がこれにftまれる.'i'l'J匝jj.J42例の内訳 ていたが，阿部に疹痛出現したので近医受診 x線にて

はI}'J'1決1'l'J1直 26例，外骨腕 11例， 'IH三和I!J削'g2秒IJ.ofj}JIV氏 右第 5'I'T'I'jの呉市を指摘され. 1~1和 52 ip 8月 18日本

j{l'j係什食腕，類竹脈各 1例であり，訴家の1制11とl'i)tXi. 院受診.

I}~I欧什HoJlがW l{立を市めている. 現症 :{!':身状態良好局所所見は左子手i''f尺側にj文

ノ)'1"1.放々 は1'1'下'，']に)cノ|ーが比較的まれな'l'l'l'細胞1医 師との境界切JlI(，(な 3x4cm大のli'l!い腫熔が認められた

の 2!，i'例を経験したので;lnの文献がJ巧然を加えて報告 同部に}I:!i'riあるが，熱感なと'の炎j，E所見は認められな

する. い.

症例 一般検査所見:特に災常は認められない.

症例 1.30才. 9J f 会ネUi. X線所見;区11aのごとく右第 5中手骨近位端を1'1'心

主 訴・ :;{c;1"の!I'riみ. として竹透明巣がある.多胞性ははっきりしない '円・皮

a. i1ii iÌ~. b.術後 1~I' 6ヵ)1

図 I

Key words: giant cell lumor of bO!1c， hand treattnent 

* Y. Yanagihara， Y. Yamauchi (助教綬)，1. Motosuneya 

(J削li)，K. Yoshizaki:順天堂大学格形外科 (Dcpt.of 01'-

thop. SlIrg.， ]lIntendo University， :';('hool of Medicinc， 

Tokyo) 

Tlの膨降は軽度認められ，かつ吸収，破壊がある. 'IH.英

反応はな'""7J ~'I 'J' ~萎紛が認められる.

骨皮質の吸収，破泌が認められることから malignancy

を考え，試験切除を施行した この時点での病問診断は

'I'j巨細胞腫 (Ja民-Lichtensteinの grade1) とのこと

で，昭和 52{r. 9 JJ 20 11，中手骨頂i全摘術および脇骨移

植術を施行した

手術所見 ・:;{i手-I'f，第 5中手骨上に，約 4cmの縦状

切聞を加え，服務部に到達.骨皮質は， 一部，吸収， 破

壊され，腕泌が筋肉内に，浸潤していたが CM 関節は

j'・
炉、・?

， 
事

図 2. 組織像 (H-E染色. x 25). 

. .. 
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腫

a.術 liii b.術後 7ヵ月

図 3.

jF_'，'日'て、あった.H草場 ~ì黄褐色，充実刊であり fcliい感じで

あった. I民J1Jjの浸潤がないことを確認、 L，第 5'1'子甘の

末村'i日1;をがJ2cm残 L，'11;全J尚， そこを)似'1'1でi位換し，

子制if終了.

病理所見 :[文12のごとく l'細胞はやふ小邦lでIMDIJの川

質細胞はがJ錘状のものが多い fi細胞とJ::]'fl細胞はとこ

ろにより村111.に移行 L，般の'N!¥1!ttと科区l:の妓分裂J 'ti 

1文'flの似品起がI認められたことにより， grade nと判断し

た 引イ1:，術後1'1・6ヵ}1を経過しているが，移植竹は

~r:;状竹化しまったくI'Hc傾向はみられない(以1 1 b). 

症例 2， 16才，クJJ-. ，'::j校生.

主 訴 左手H行CM 凶節痛

家族歴，既往歴 :特記すべきことなし.

蕩

図 4.組織像 (H-E染色， x 25). 

4 

24 

現病歴 :昭和 53年 6月5日ソフトポールを左母指に 図 5.骨巨細胞腫発生部位.

ふ、つけ同部にj!j，j雨出現した， jさ痛腫脹，改善しないため
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近医受診. 左第 1'1-'手骨の骨肉腫を疑われ， 昭和 53年 |昭和 53年 7月27臼， 中手骨車全摘術および腸骨移植術

6月 13日，本院受診 を施行 した.

現症 全身状態、良好.局所所見では左母指 CM関 手術所見 :左位指中手骨背側に約 4cm の縦切開を加

節部に硬い 2x3 cm 大の腰痛が触知でき，同部に修補， え，JI重蕩部に到達.腫蕩は CM関節回に一部露出，浸

臼二桶が認められた 然感などの炎症所見も認めなかっ 潤していた.また腹筋実質は黄褐色調で，充実性であっ

た. た '目皮質は訓示li化し， ところどころ破演され，筋肉は

一般検査所見 ・村に )'!~.I/;~' (主J沼、めない。 IJil!湯に浸潤されていたJillj協の浸潤のないことを確認

X線所見 :~><13 aのごとく )，f:}j行'1'1'-'11竹山，¥，'i11から竹 し，:;ldj'im;約 1/3を残 L，'1'千'，')をTI!i"I':摘，阿部に)傷'円

幹部に広い総011の'1'1透IYl~~があり，多胞1'1 が認められ を移お([し，手術終 f

た， '1']')文Tlの膨降，41 I'.Ij化l土片IYlであるが，吸収， liJHk 病理所見 :腫協は[><14のごとく ，:1にi.l'刑的エブリス

は認められない 1(ll~î; J!I}i;f;では，はっきりした:iLWI ; 所I，~ ]刊行j細胞と卵FrJ形ないし紡錘形の川質調1I1Yt!lからなる.そ

は認められなかった しても刺11(ll符豊富でところどころに小川形細胞がみられ

以 | のJ9U~~こより '1']'1'宇和 111刷If;， 1人j秋'1'l'1H¥などを疑い， る.また伎の，'/J¥}¥I!性，多方1)性はなく，絞分裂もみられな
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1979年 11月

は全|同骨腫場登録表によれば，骨巨細胞腫 1，028例のう

ち 9例 0.9%にすぎない.ま た 手指'iJ'全体でも 16例

1. 6%と少ない(凶 5) 

;治家の報??をみると Dahlin264 {11) '1' 9例， Golden-

bcrg 218例'1'5伊1)2. 3%， Reddy 108例rl'6例 5.6%，

Schajowicz 85仔1)'1'2伊1)2目 4%，McGath 52例 '1'1秒1)

1.9%などである 総!，i'例数 1，018仔1)'1'，小手骨は 23例

2.3~弘 子折'1'1 全体で 42 (71)4.2%と木邦に比べ， いく 分

，:':jl、発生頻度を示すようである

手折骨に発生する骨腫疹をみると骨秋'丹腫，外'I'j・1重の

発ノ1"が大部分を占めており，他の腫協の発生はまれであ

る〔ぷ n
本願蕩の不完全な掻艇は再発を起こしやすいと い うこ

とは諸家の報告で述べられている.掻JI¥!:!のみ，掻随およ

び什移植術施行後の再発*は 1O~60% と報告にばらつ

きがある.次に，)，手付に発生した本股湯で司治療経過が判

明したものは 10例あったー内訳は掻胞のみ 3例，主主JI¥!:!+

骨移植術 3例，部分切除 1例，放射線照射 1{1U， j;JJ断 2

例であった.そしてそのうち掻胞のみ，掻JI¥!:!+竹移組術

6例のう ち 4仔1)と60% 以上の再発を起 こしていた.

今[1')，我 々は'1'手骨巨細胞腫に対し，'1'手骨亜全摘術

および)jg 'l!J~移航術を行なったが ' 1'手什が手 |人j筋にお L

われており，そのため血行状態が良好で'丹吸収の程度が

少ないという 点から，また再発のfよからも， この方法が

til-次選択の治療だと考えた.

科外耳5

Enchondroma 

Osteochondroma 

Ecchondroma 

J lIxtacortical chondroma 

Chondromyxoid 日broma

Benign chondroblastoma 

Chondrosarcoma 

Osteoma 

Osteoid osteoma 

Osteosarcoma 

Fibrolls cortical defect 

Parosteal osteosarcoma 

Fibrolls dysplasia 

Bone cyst 

Anellrysmal bone cyst 

Giant-cell tllmor of bone 

Osteitis 日brosa

Hemangioma 

Glomus tumor 

Angiosarcoma 

Malignant vasclllar tllmor， 
lnvaSlve 

Malignant liposarcoma 

Nellrofibroma 

Benign synovioma of bonc 

Metastatic tumor 

Other tumors of bone 

Metacarpals [274J Phalanges [957J 

197 750 

30 94 

4 ぅ

1 4 

1 2 

1 

5 

1 

5 

2 

1 

2 

2 

19 

2 

7 

1 

6 

7 

0 

整

1 

市ム

1

A

t
ム

ワ

4

4

a
官

唱ム

巻 30・号 12(臨時増刊〕

表 1，手指骨・に発生する骨腫jJ)j
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全国骨ー服務登録表より〉

い. 以上より骨巨細胞腫の grade1と判断した.術後，

7ヵ月を経過しているが，現在のところまったく再発傾

向み られず，経過良好である(図 3b). 

考 案

本腫@は大腿骨 ，腔骨，上腕'1守などが好発部位であ

り，'1'手1'1の発生はまれである 木邦における発牛頻度

CW~和年 39~52 年
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第2中手骨に発生した aneurysmalbone cyst 

Aneurysmal bone cyst of the 2 nd metacarpus 

広藤栄一 漆谷英 礼 浜弘道

三木尭 明 田中 清介*

はじめに

Aneurysmal bone cystは，1942年 Jaffeおよび Lich-

tenstemの報告に始まり ，いまや確立した独立疾患とさ

れている この疾患が非腫蕩性の竹組織の裂胞性脈管性

病変であることは，諸家のほ工一致する点であるが，原

因は現在も不明である 最近著者らも第 29.1手'丹・に発生

した本疾辺、の症例を経験し，術後良好な結果を得たので

報告する.

症 例 31才，主財

52年 1月より， 誘肉なく右手背の運動時捕に気付い

た. 3月より同部の腿!日えを伴い，以後疹痛とl匝!仮が増強

してきたので 9月に当科を初診し，入院した.

既往歴・家族歴 :特記すべきことはない

図 1.術前X線像

第2中手骨に骨膜性の新生省'1こ被われた紡錘状の腕蕩性陰

影あり.腫務内は石験泡状を皇す

Key words: aneurysmal bone cyst， metacarpus， metata-
rsal-transplant 

* E. Hirofuji (講師)，H. Urushidani (講師)， H. Hama (講

師)， T. Miki， S. Tanaka(教授) 近畿大学終形外科 (Dept.

of Orthop. Surg.， Kinki University School of Medicine， 

Osaka) 

現症 :全身所見には異常はない.

局所所見で、は，右示指 MP関節より '1寸枢側にかけて，

びまん性の腫脹があ り，圧痛と局所熱感を認めた.腫癌

は第 2中手骨遠位fmに限局し，2.5 x 2. 5 cm 大，聯('!?様

硬で，~'Z界はや L 不鮮明であった 皮h可や周囲との癒コれ

はなかった.また示指の運動や可動域は正常で、あった

臨床検査所見で、は AI-Paseの軽度上昇以外，異常は

なかった

X紛!像では，第 2中手骨のi五位'口幹端部から骨幹部に

かけて，紡錘状の陸揚状陰影を認めた 腫蕩の外縁は薄

い骨l煤性の新生骨で被われており ，腫務内は石鹸泡状を

塁し，また境界は比較的鮮明で，周聞の11次部陰影にも特

に異常は認めなかった(区11). 

9月 30日， 一応良性JJm坊を疑ったが， 脱蕩の占拠部

位などを考慮して ， 中手71 を-~ と して全摘出 した. 腫

蕩側の MP関節には異常を認めなかったので， できる

かぎり関節包を温存した :;{i第 4中足'jJを MP関節i包

と'FJ'頭][次骨をつけたま L採集し， 腫務官!IJの MP関節包

と中足骨の MPIxl節包を縫合して Kirschner鋼線に

て仮固定した また， 中足'丹~，Hf!lの軟竹は切除し， 関節

軟骨面を切除した大 ・小菱形'行'と Kirschner銅線にて

F-jJ;・ず私的|
(1fffJftrJ:I料品|

!111四10"同
]

!: 11 i!! 1中古志叶
図 2.全摘11:標本(割面〉

H古赤褐色の血液流ll¥i:査の'，'iU而像腫蕩の内i立は務FHt主で，
出血斑や索状軟苅l組織よりなる '両端部にはほとんど変化な

し.
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図 3.摘出標本組織像.

内皮細胞様組織に固まれた管腔形成あり.周囲に結合織，

類骨組織，巨細胞がみられる.

図 4.術後 19ヵ月 X線像.

移植中足骨と大 ・小菱形骨間の骨癒合It完成してL、る '百
端部に軽度の吸収像があるが再発傾向はない.

国定した.

摘出した中手骨の遠位骨幹端部から骨幹部にかけて膨

隆した腫湯塊があり ，薄い骨性の外壁で被われていた

また腫湯内に青味がかった液体が透視された IJlili'i!1次什

にはW?r~はなかった 割面を入れると，陪赤褐色の IfllI{;え

が流出した陸務の内壁は裂腫様で， 出血斑や，主制!と'1吹

部組織を伴っていた.腫湯の境界は比較的鮮明で，刊紙i

部にはほとんとや変化はなかった(図 2)。

組織学的には，内皮細胞様組織に被われた管l仕形成が

ところどころにあり，管腔内には赤血球がみられた 竹

!腔周囲には，結合織や類骨組織が存干[:し，またところど

ころに比較的核の少ない巨細胞がみられた〔図 3) 

以上肉限的ならびに組織学的所見より aneurysmal

bone cystと診断した

術後 19ヵ月の現在 x線像では移植骨と大 ・小菱形

図 5.術後 19ヵ月骨シンチ像

移植中足'肖の骨頭側と基部を主に，さらに骨幹部
にも同位元素の集積がみられる.

図 6 術後 19ヵ月の示指運動機能

{申!員制限はないが， MP関節での鮮度の屈Ilh陣許

あり.

官'1::1の骨癒合は完成している 骨端部に吸収像がわずか

に認められるが，これはすでに術後 8ヵ月で出現し，以後

不変の状態で再発とは考えにくい(図 4). Tc99m-EHDP 

骨シンチで，移植したrl'足骨の骨頭側と基部を主に，さ

らに骨幹部にも同位元素の集積が認められることより，

'1'J"形成があり， 移植骨は壊死に陥っていない(図 5). 
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機能上も示指の伸展flilJJ浪はなく ，MP関節での軽度屈l出 外科的療法としては， 掻~， 切除， 摘出があり，その

障害を認めるのみで， 修痛もなく ADL上 村に 支障も 大半に'，';'移舶が併用されている今までの最大再発率は，

きた していない(15<16). また採骨-部の右~~ 4 J:己防では 掻胞で 59% (Bi由民ker8))，切除で 23.5% (Ruiter 9)) 

軽度の短紛が認められるが， 外観や機能 上作に問題を有 摘出では 0%である.しかし Ruiter引は不完全切除で

していない. は再発が起こるが，完全切除では再発は起こ らないと述

考察 べている.

Aneurysmal bone cystは， 1942年 Jafおおよび Lich- 我々の症例においては，再発率や悪性化の問題より切

tensteinが始めて，独立疾患として命名したが，現在ま 除法を考慮したが，lIii巣部を切除すると骨頭部がわずか

で諸家により aneurysmalgiant cell tumor， atypical しか残存せず，移槌骨との肺l定や術後拘縮などの問題が

giant cell tumor， ossifying subpcriosteal hematoma な あるため， Graham10
)の中足'丹移値による手指 MP関

どと種々の名称で報作されている また， 病因論も， 節の再建法を利用 した この方法では，中手'汁の基部は

1 )外傷説 (Thompson1) ら)， 2) J匝蕩説 (Ewing2
) 温存するが， 本 I，i~例では病巣切除の確実性のため中手骨

ら)，3)循環障害説 (Lichtenstein3)ら)， 4)発育障害 を全摘出し， 大 ・小菱形骨に固定した 術後 19ヵ月の

説 (McWhirt目的ら〉などの一次的原因説と，前駆的'f'J・ 現在，再発，fJ'癒合，関節症などに特に問題を有せず，

疾応に続発する二次的原肉説 (Lichtensteinめら〉とあ 経過は良好である

り一定した見解はし、まだ確立されていない.しかし，こ 結 語

の疾迎、が手|二腫疹性の什組織の裂l泡性脈管性病変であると 31才女性に発生したきわめてまれな第 2中手 骨'の

いう 点においては，立見の一致をみる aneurysmalbonc cystに対して， 中手骨を 全摘出し，

Aneurysmal bone cyst の大部分は 1O~20 代 にみら 関節包 .'nliJi軟骨付中足骨移植を施行 して良好な成絞を

れ，四肢長管，rl骨幹端部，脊椎'丹後方要素に好発する 得た.

中手'，1'に発生した本疾j心は， 外国文献においても10数

例で，本邦の腫湯登録においてもた;:.1例を数えるのみ

で，中手骨での発生はきわめてまれなものといえる目

治療法と しては， 1)放射線療法， 2)寒 冷 療法，

3)外科的療法があり ，単独あるいは併用されている

放射線療法としては， おLよそ 2，000~3 ， OOOR照射

で有効で、あるとされている しかし Lichtensteinめは

白験例より ，2，000R 以上の照射では悪性化の可能性が

あると警告している 今までの報告例の最大再発率は

25%である Tillmanののように放射線療法を有効な方

法と考えない人もいる.

寒冷療法は，Biesecker8)が 7例に施行し，14%の再発

率で有効な方法として推奨している.
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X線上手根骨骨嚢腫と思われる症例について

Bone cyst of the carpal bones; a report of ten cases 

長尾悌夫 三好邦 達 渋谷重義*

十Hfつする.孤立性骨嚢臆が短'I'Jである手根骨に発生することはま

れである 我々はl別手1148年以降 x線 1::y-.般骨'，J'裂腫

を思わせる 10症例を経験したので若干の考察を加えて

k例は男性 4{7~ ， 女性 6 例，年令は 25 才~58 才，平

均 42才であり， 発生部位は;Jtj-状骨 5例， 月状什 3例，

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

図 1.症例IJ2. 34才，男子.

例 |性 !年令 !左右 |部

奥O山O 立; 36 右 ;II)'状

加O世O リj 34 左 舟状

中O林O 女 34 右 舟状

奥O山O 女 58 右 月 状

折O原O 女 55 左 月 状

KO藤O 女 36 左 大菱形

熊O谷O 男 43 左 三 角

小O杉O 男 25 右 舟状

荻O野O 女 54 左 舟状

't;';u崎O 男 48 1己 月 状

表 1.症 例

[立 | 主訴

斤 |右側屈側の州

i'f 左手関節のi型動術

庁 | 布 F関節の Æ!日~ ij百

l'l' I ~-i IlJ指の運動術

l'l' I 多発関節痛

骨 |左下関節の運動痛

骨 I!正予関節痛

骨 イヲf.1均節の運動痛

骨 多発関節痛

骨|ぶli川の極限 ・時

大菱形骨 1例，三角什 1例である うち

4例に手術を施行した(表 1). 

症例 2.34才，男子.

2年くらい前から季節の変り口に左手

関節の運動痛を覚えるようになり，近医

を受診して陳旧性舟状竹骨折と診断さ

れ，手術をす Lめられて来院した 10年

Ini走っていて人と衝突し，左手関節の等;

屈を強制されたという外傷歴があるが，

1M布程度の治療しか受けなかったと い

う.

左手関節背側僚側寄り に軽い腕!援と圧

焔があり，尺屈にさいし修痛を訴える.

X紘にて:lij-状骨近位端部に多JjJ性の骨婆

腫を忠、わせる透明巣を認め，辺縁はや L

|外側| 病 理 診 断

Focal cystic necrosis 

Focal cystic necrosis and callus 

Focal bone and fat necrosis 

Bone cyst 

Key words: X-ray findings， surgical treatment， patho-
logical diagnosis 

キ Y.Nagao， K. Miyoshi (教俊)，S. Shibuya 聖マリアン

ナ医科大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， SI :¥Iarianna 
University， School of ~! edicine ， Kawasaki) 

硬化{象を呈し，病的骨折を認める.断層録影により所見

はさらに明らかである(図 1). 病的什折を伴った骨褒

肢と診断し，'1')')十摘出のうえ掻1R!:l，'1')移植を行なった.

術後 3ヵ月で軽度の背屈市IJ限を残しているが疹痛は完全

に消失した
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病理組織像では褒腹壁は非部な線南jr性

結合織からなり， '1ヨに壊死骨が存在す

る また壊死骨の間に軟骨が存在する部

があり，一種の修復過程とも思える所見

も認められた.

症例 3.34才，女子.

2日前ソフトボーノレの投手をして以来

右手関節痛が出現して米院した 4年前

乗用車の助手席に乗っていて対向車と衝

突し ダッシュボートで右手関節 を打

ち，近医で湿布固定をしたという外傷歴

がある.

右手関節は腫脹，圧痛はなく運動性も

良好であるが，X線上舟状骨途位部に辺

縁に硬化像を有する透明巣があり，陳旧

性と思える 'I~ 折像を認める(図 2 ). 病

的骨折を伴った骨褒腫と診断，手術Iをす

Lめたが，j客痛が消失したことと，家庭

の事情から同芯、が得られず経過観察中で

ある

症例 4.58才，女子

2ヵ月前から母指外転にさいして右手

関節痛を訴えるようになり来院した

続骨茎状突起と月状'同部に圧痛がある

が，股11長はなく運動性も良好である.X

線上月状骨に辺縁の硬化像を伴った透明

巣を認め，断層撮影でも所見は明らかで

ある(図 3) 骨褒腫と診断し掻腿，

骨移植を行ない，月状骨，三角骨間を固

定し た術後 5ヵ月，疹痛は消失し，軽

度の背屈，掌屈制限を 認めるが， ADL 

上問題はない

病理組織像では関節軟骨は壊死に陥り

つLあり，軟骨下に褒胞を形成し，中に

日brinを主体とした構造物が充満し，周

囲には線維組織の増殖と同時に幼若な骨

軟骨組織の形成が認められる.

症例 6.36才， 女子.

3年くらい前から毛糸の編機を0iうと

左手関節痛を覚えるようになり，今回は

10日前に編機を使用して以来愁訴がと

れず来院した

左母指球の部にJ上痛を認め，母指の運

動にさいして同部に悠痛を訴える X線

腫 E事 1719 

図 2.症例 3. 34才，女子.

図 3.症例 4.58才， 女子.

図 4.症例U6. 36才，女子.
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図 5 症例 8. 25才，男子.

また発生部位としても手根骨は報告例が

少なく ， 昭和 39年から 50年までの 12

年間の全国骨腫疲患者登録一覧表におい

ても 14例に過ぎず， 最近の報告も症例

報告を散見するに過ぎない.

我々の症例は，いずれも X線上円形な

いし卵円形の辺縁に硬化像を伴う病的透

明巣を認め x線学的には bonecystと

診断できる所見であるが，手術例につい

て検討してみると，手術l時solitarybone 

cystにみられる液体内容物の流出をみ

たものは症例6の大菱形骨・の 1例のみで

あり，また裂騒内壁に存在するといわれ

る膜様構造を認めたものは，症例8の舟

上大菱形骨に周辺の硬化像を伴った透明巣を認める(図 状骨の H日lに類似のものをみたのみである.病理組織学

4) 大菱形骨骨裂腫と診断し，掻腿，骨移植を行なつ 的にも典型的な solitary bone cyst とは異り bone

た necrOSlS とし、う局所の循環障害が基盤をなした変化が主

病理組織像て、は線維性壁はなく，骨は一部壊死に陥 休をなしている しかし循環障害をきたすにいたった経

り，骨梁間の脂肪髄も壊死に陥りつLある. 緯は不詳であり，なんらかの preexistingchangeの存在

症例 8.25才，男子. の可能性，外傷との関係など考慮すべき要因も多く ，ま

3年くらい前から右手関節痛があり 6ヵ月前，近医 た bone necrosisを主体としながら Kienback病，

で Kienback病と診断され， 湿布固定により疹痛は- Preiser病とは異り， 什自体の形態には変化を示さず

時軽快したが，最近疹痛が再現し来院した cystic な変化をきたしている点など解明すべき点が多々

右手関節には腫脹はないが，苅状'II"から月状骨にかけ あると思われる.

て圧痛があり，手関節の背屈制限を認める.X線上舟状 まとめ

骨のほ工中央に境界明瞭な透明巣を認め，断層撮影で所 我々 は， X線 1'.bone cystを思わせる 10位ー仔[)につい

見はさらに明らかであり， 辺縁に硬化像を認める(以| て手術例を'1'心に検討を加えたが，発抗年令，発生部位，

5) 舟状骨骨嚢腫と診断し，掻随，骨移植を行なった 病理組織学的所凡などから，いわゆる solitarybone cyst 

術後 6ヵ月，疹痛は消失し，)ili動制限も|日l復した. と同一であるとするには疑義があることを述べた

病理組織{象では嚢胞壁はJf別立化を伴った線新[組織から

なり，一部には生存している竹と結合織と一部壊死に陥

った骨とが存在している

考察

Solitary bone cystは， 成因については諸説あり，い

まだに解明されていないが，発症年令，好JE:{;f)位，I勾眼

的所見，病理組織学的所見などはほ工一定した傾向ない

しは所見を示している.発症年令はほとんどが 20才以下

であり，好発部位としては長管骨で‘は上j腕'l'i'近位端，大

腿骨近位端，短骨では極骨の 3部位があげられている

が，我々の症例は発症年令が平均 42才とはるかに高<， 
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当科における手指悪性腫蕩 とその治療

Surgical treatment combined with intra-arterial chemotherapy 

for malignant tumors in the hand 

浅井正 大 赤正義彦 氏 |什ぷ二

常 旧 昌弘 汁菊 臣 生 北 )11 

子1ii~に発ノ| ーした忠i"1， H! Ji1の治療に対し，枚々は，原 と成総を述べる。

WJとして， 術liiJに;1;IJJ:'ii斉IJの川所栄長動脈|付持続投与: 治療経過と成績

松 |川 正治

i下水

intra-arterial infusion (以下 i.a.infusionと附す)を行 症例 1.凶0-0，19才， 91 i 

1721 

ない，局所JI'I)jJ)jの縮小，鋲，'({，化をばかり，同IL'fに全身的 昭和 51年 1月，左手-I''fに大υー大の JI示場があるのに気

にも遠隔転移lliの形成を拘1;1札防止し川所I'i'~ ， 全身的 付いた放置している うちに臨場は急速にWI大し 2ヵ

症状の改持をみた tで，症例によっては日所腕泌を完全 月後の当科初診lJ.'fには，鷲卵大となっていた このH、?点

切除 し手部機能をできるだけiM存 ・Willする方法を採 ですでに左前腕， J政岱，鎖骨 k簡に小指副大から鶏卵大

っているト討 の転移巣を認め，また胸部X線像でも制紋理別強があり

当科の過去 4年間における手部恋性臨場は;&1のごと 肺転移をすでに有していたと考えられた 入院H与問所所

く ， 横紋筋肉腫および軟骨肉腫各 1 例，転移性)J)~ji~i 2 見は図 1aに示すが，第 1，2中手骨聞の驚卵大の ]1次部

例，続発性扇平上皮務 3例の計 711E例である このうち 腰湯で，境界やL不鮮明，弾性軟の性状で、あった.局所

4症例に術riIIi.a. infusionを行ない， 局所的，全身的 X線像では第 2中手骨基部に骨侵蝕像がみられ，血管造

な効果を認めたので，これらの症例を中心に治療の概要 影で蛇行， J fIl'ì~;新生などの悪性像を認めた

a. I.a. infusion前 b. I.a. infusion後.

図 1.西0，19才，男子.横紋筋肉腫.局所所見.

Key words: malignant tumor， therapy， hand 

* M. Asai (講師)， Y. Akahoshi (教授)，S. Takeuchi (議

師)，M. Matsuoka， M. Tsuneda， O. Tangiku， H. Kitagawa: 

岐!?大学整形外科 (Dept. o[ Orthopedics， University o[ 

Gifu， School of Mcdicine， Gi[u) 

入院後た工ちに上腕動脈より i.a.infusionを開始し，

同時に biopsyを行なった Biopsy組織像(図 2)は，

H・E染色ではほ叶サ形， 初:核状の腫蕩細胞が密在し胞

巣状に別総しており，鍍銀染色では，腫務は胞巣状に閉

まれ，紺iいH銀総mが細胞問を走行しており，細胞は線

維にぶらさがるようにWIMしている PAS染色では，

糖原が証明され，横紋筋肉!肝!の像を呈している.

a. H・E染色. b. PAS染色 C. 鍍銀染色.

図 2.I.a. infusion前組織像.
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1722 巻 30・号 12(臨時増干1]) 整形外科 1979年 11月

表 1.当科における過去 4年間の手部思性腫坊と治療成績

年令 I Intra-arterial infl 術後化学療法 入院 局所
事Ie-"ゐ 防f 部 位} ←一一1;術式 (mg) l時転 予 後

性 薬剤 (mg) I WJ 問 mg 移巣 再発

原
19 横紋筋肉腫 左手部 MMC: 34 5週間 広範 MMC: 20 (+) (ー〉 死亡
男 5FU: 4，500 切除術 ADM: 50 〔術後 5ヵ月〉

発 VCL: 21 VCL: 8 

性 29 軟骨肉腫 左中指 広範 (一〕(一) 生存
女 切除術 (術後 2年)

63 腺癌 左手部~ Iìíj AD恥1: 40 2週間 上腕 M恥1C: 24 (+)!Cー)死亡
転 男 (胃原発〕 Jlii! M MC: 10 切断術 5FU: 2，000 (術後 4ヵ月)

移
5FU: 1，250 TM: 25 

Endoxan: 600 
性 47 腺癌 右示JR 示指列 BLM:160 |(-y -〕 死亡

男 (白原発) 切断術 MMC: 58 (術後 8ヵ月〉

81 xiii平上皮筋 右手部 BLM: 60 2週間 手掌 (ー〕

統
女 (放射線法務〉 切断術 (術後 3年10ヵ月〉

74 』市平上皮筋 左中 ・環 ・ MTX: 50 2週間 中 ・環 (ー)(一〉生存
3色 男 (放射線法務〉 小指 BLM: 85 小t旨列 (術後 2年 6ヵ月〕

切断術
性 46 前平上皮泌 右手i? 百ij腕 (ー〕 (ー〉生存

女 (火傷後出品~ý) 切断術 (術後 6ヵ月〕

MMC 
12mg 6mg 6mg 2mg 4mg 4mg 

は，I際原線維の走行も粗で，細胞は破壊

され，核のピタノ ーシスも認められるな

ど広範な壊死像を示している.
口 Q Q ~ 9 9 
VCR 一一一一一一一一」主旦4.500mgJ 

lmg 
|勾限的，組織学的にも局所腫療に対し

て i.a.infusionが著効を奏した痕例で

ある.

l' l' l' l' 'f 'v守 9 '?守 7

円凶E叫 5，∞o
'-..:.-100トス 40トE

、、、、 Alk.P-ase 

~ ---1:$ '-11: 4，000 
~ 75ト三 30卜ゴ

........¥". 
.h、沈

~ 1品 1，届
， 50トヱ 20ト ヨ~ 3，∞o 白血球数

< 25ト歪 10卜、三 1100 
長 2∞01

図 3. 1.a. infusionによる制癌剤投与と臨床的経過.

I.a. infusionによる制痛剤投与と臨床的経過は図 3に

示すが，5週間lにわたり MMC34 mg， 5FU 4，500 mg， 

VCR 21 mgの i.a.infusionを行なった. この間，腫協

は急速な縮小を示し， 図 lbの i.a.infusion後の局所

所見，および図 3下段のグラフにみられるように，投与

終了時の陸湯容積は 75% の減少， すなわち 1/4に縮小

し，赤沈値にも改善が認められた この時点において第

2中手骨頂全摘を含む広範切除術兼移植骨lu:換による再

建術を施行した 1.a. infusion後の組織所凡(図 4)

症例 2.山Oィ0，81才，女子.

40数年前に右手第 3指間に candida

性皮府炎が発生し，以後完治せずに経過

していたが， 昭和44年 6月， 某大学病

院にて radiationtherapyをうけた.昭

和 50年夏ごろより阿部が]悪化し極務状

となったため，同大学病院皮!百科を受診

し，，.w平上皮婦と診断された Rad凶 ion

をうけ軽快していたが， 昭和 51年夏ご

ろより腫協は刑殖し，本大学皮膚科より

当科へ紹介されて入院した 局所所見では右手第 3指聞

を中心に手掌面では 6x5 cm，手背面で 5x5cm 大の花

キャ ベツ状の股泌がみられた

入院後， J二腕!日J脈よ り i.a.infusion を開始したが，

2週後，BLM 105mgを投与した時点で副作用が現れ

中止した. 1IilJj高剤投与は，期間，投与量ともに副作用の

ため予定の 1/3にとにまったが腫療は 2/3の大きさに縮

小した 母指をのぞく他の 4指を中手骨・基部にて切断

し， 術後 3年 10ヵ月の現在，再発， 転移なく元気に旅



腫

行などを楽しんでL、る

症例 3.長O里0.63才，男子

昭和 51i'f-9月， 左手部より前l腕にかけ股!長 j的市が

現れ整'I'J 院でマッサージなどをうけていたがJ1YI m.~し， 2 

ヵ月後来病院にて化問~f!l='il・髄炎の診断のもとに， JiJj!l!:草11

清，骨移;Jii'i体Iをうけた.その後症状は再発惑化し，初発

後3ヵ月で当科へ入院した.入院時すでに版協， 鼠{毛

部， 背背11なと'に転移を認めた 2週間にわたる ADM

などの i.a.infusionを行なったが局所，転砂部ともほ

とんど効果が仰られず，早期に上腕中央部で切断術をね

なった 組織学的には!腺痛の診断を得たが，制癌剤の感

受性適応が不適当であったのか，肉眼(1':/にふ組織学的

にも化学療法の効果は前述の航例ほど著切ではなかっ

Tこ.

次に全 7!a:例を要約すると表 1のような結果となる

が，横紋筋肉腕例は同所腫fおおよび転移1mの鋲静化に

i .a. infusionは一}与がJを示したにもか Lわらず，初診時す

で、にJlrhを含む数カ所に転移があり術後 5ヵ月にて我々の

意凶するところと反する結果となった

転移t'1二似焔の 2仔11はともに術前原発巣の不明]てーあった

もので，初診l時すでに下部以外への転移もあり， l.a.ll1-

fusionを行なった例，行なわなかった例， ともに術後早

期に死の転起を辿ったものである

扇平J '.);k: !:'~iは比較的予後がよい とされているが， l比々

の3!主仔11も， それぞれ術後 3年 10ヵ月 2年6ヵ月，

6 ヵ月を経過した現在も局所再発，速~M転移なく，元気

に生活している.

AITi平上1幻山;3 {9'IJ'I'の火傷後難治性償協のJ巴性化した症

例は，当科受診以前に他医において，腕場周囲の BLM

局注をうけたが i.a.infusion は行なわず広範切除術が

施行されたものである.結果的には再発を起こし，当科

にて術前 2ヵ)Jにわたる BLMなどの全身投与ののち

TIIiJ仇切断術を施行した. この症例では，術前 i.a.infusion 

を施行した他の 2!，i~例の好成績を考慮すると i.a. infu-

蕩 1723 

sionを広範切除術dijに行なっていれば前腕切断にいた

らず，多少なりとも機能川存が可能ではなかったかと推

測される.

まとめ

当科における過去 4年I::Jの手部悪性肺似 7症例につい

て術前 i.a. infusion法を'1'心として報仇したが， 我々

の行なっている i.a.infusionは一種の制紛斉IJ全身投与

でもあり，局所)応援Jの縮小，fl'II'j浄化のみならず，微細転

移巣の増殖をも抑制，防止しうると考えられる.

また術前 i.a.infusion で服湯が限局した庄例 ではJEn

蕩部の広範切除術もより容劾となり ，手の機能をより良

好に机存しうることも可能である.

Biopsyの時点での11山岳剤の感受性適応検索や， 症例

に応じた投与iil:，投与期間など今後さらに検討をす Lめ

てゆきたい

文献

1)赤星義彦ほか ・臨床整形外科 11: 790， 1976. 
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手に原発した悪性骨 ・軟部腫療の 4例

Primary malignant bone and soft-tissue tumors of the hand 

城戸正詩 篠原典夫 鹿子生健一

芝啓一郎 横山庫一郎*

手に原発する悪性骨 ・軟部脱揚l主非常にまれなもので (区11a). lfil管造影では固有指動脈の拡張がみられたが

ある 最近我々が経験した 4蛇例について報告し，若ごr 腫湯血管は認めなかった 掻腿，付移植術を施行した

の考察を加える が，肉眼的には白色ゼラチン様を長し，病理組織学的に

症例 1.57才，女子. は豊富な硝子様軟骨よりなり細胞の形態も正常の軟骨細

約 6ヵ月前より左環指基節部に腫!阪をきたし，徐々に 胞とほとんど同じで内軟骨腫と診断した しかし 2年後

増大してきたため来院した.左環指本節郎に紡錘形陣地 同部位に腫脹が再発し来院した X線では基節骨が著し

を形成し，腫癌は表面平滑， ~単性艇で軽度の圧痛を認め く拡大し全域に透明巣が広がり'I'J.皮質は非薄化し破壊さ

た.X線では骨幹部に'，')硬化像，その)，'，j凶に透明巣がみ れ， その中に多くの石灰化像もみられた〔図 1b). 且l

られ ~i;i)'lî 皮質も破岐し軽度の'1'1 股反応像も認めた 作造影でも A-Vshunt， poolingなど著明な新生血管が

a.初診時X線(争 b. fl}発時X線像

図 1.出例 1.

Key words: tumor of the hand， malignant tumOl 

* :¥1. Kido， N. Shinohara (部長)， K. Kakoo， K. Shiba， 

K. Yokoyama:国v.福岡中央病院整形外科 (@>810福岡市

中央区域内 2-2;Orthop. Surg. of Fukuoka National Cen-

tral Hospital， Fukuoka) 

認められた.軟骨肉腫の診断にて環指中

手骨基部にて切断術を施行した 病理組

織所見て‘も市iJilIと異り， クロマチンに富

む大小不同の核を有する細胞が分業状に

増殖し悪性像を呈していた切断術後 3

年の現在再発，転移は認められない.

軟骨肉腫は比較的多い悪性骨腫蕩であ

るが，軟骨腫が四肢末梢の短管骨に多発

するのに対し，体幹，大腿骨，上腕骨に

発生することが多く手指発生例は非常に

少なく， Dahlin， D.C.1)は 320例中わず

か 5例(1.5%)で‘あったと述べている.

手に発生した軟骨肉腫は 1942年 Lich-

tenstein， L.が切めて報告して以来，

Gottschalk， R.G.2)が 1963年以前の文献

より 16例，白験例 1{7U， Patel， M.R.3) 

が 1963年以降の文献より 11例，白験例

1例， Roberts， P.H.4)が 19例などの報

fつがみられる. しかし以前より存在した

内軟'骨腫から発生した軟骨肉腫の報告は

少なく Sbarbaro， J.L.5)， Culver， J.E.6)が 1例ずつ報

竹しているにすぎない.

症例 2. 25才，男子

約 5ヵ月前パレーボーノレで突き指をした後より右示指

に腫脹と修痛が出現.その後疹痛は消失するも徐々に腫



脹が増強したため来院した.右示指中節

部仮IJに腫癒を認め，母指頭大で皮l苛との

移動性があるが骨とは密に癒着していた

(図 2a). X線では中節骨境側の軟部に

石灰化像を認めた(図 2b) 血 符 造影

では!陸橋に一致し hypervascularity が

みられた. 術中に生検を行ない凍結標本

にて悪性腫湯の診断を得，た工ちに示指

"1-'手骨基部にて切断術を施行した

腿j留は径 1cm で境界明瞭であったが

"1'節骨 と密訴していた 病理組織所見で

は分業状に軟什組織が地殖し一部石灰

化， 骨化してお り，軟'白細胞はク ロマチ

ンに富む核および大きな好酸性の原形質

腫 蕩

を有 し. mitosisも少数認め， 軟'百肉腫
a.初診時所見.

と診断 した (図 2c). 骨の 外表よ り発生しているので

j uxtacortical chondrosarcoma であるが， この型のも

のはまれであり centraltypeの chondrosarcomaに

比 し予後がよいとされている. Henderson， E.D.は 288

例の chondrosarcoma中 juxtacortical type は 13例し

かないと述べており，手に発生した juxtacorticalchon-

drosarcoma は Jokl，P.7lの 1例しかなく， きわめてま

れなものである.

症例 3.47才，女 子

約 15年前より右母指示指聞に鶏卵大の腫癒が出現し，

13年前摘出術をうけやt.i後放射線照射をうける 3年前l

，よ

b.初診時X線像

同部に腕焔再発し摘IH， 半年~ìíiにも刊発し再度術出 し C. 病理組織像 (H-E染色)

た.病理組織検査のがi*.滑膜l州市という ことで米院し 図 2 症 例 2.

t..:. 

......... ・・・皿
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来院時限熔はなく ，付指示指間に手術おIJと母指球部に 悪いとされているが， 文献上 5 年生存率をみると 3~62

手術による線状搬泌を認めた 病理組織所見では級車IE肉 %と報ffrf量によりばらつきがあるが，荒井町らの本邦例

!同様の紡錘形細胞の土問在と小管肢を有する上皮様細胞の の調1f.では 31%である 治療法としては広範凶切除術

WI9f((からなる biphasicpatternを呈し，滑 膜 肉 眼の あるいは十分な高位での切断術が行なわれるべきで，良

biphasic typeすなわち Mackenzie8lの groupA に分 好な f.後を期待するためには早期の確実な診断と適切な

類される.右前腕'1'-F1/3imで切断術を行ない，術後化 る治療が必要である.

，、[:，1.炭法を併用 した. 発症後 16年， 切断後 1年の現在， 症例 4. 24才，男子

11m.転移は認められない m膜肉眼は比較的若年者の 約 3年liiiより右母折球i'mに腫泌がIU瓜し. 2 JI"liil他医

成人 (30才代〕に多く発生 し， 四!l立特に膝関節，足関 で滑膜肉胞の診断のもとに舟指切断術をうける その後

節，足間1，千|主Jil'iJ，H;官に好発する。関節院に発生する 手関節制¥.上l腕部. )肢;何 l~ilに多発する股焔が生じ上腕

ことなく ，そのj珂VMおよび鍵納付近に生じる 股蕩の発 部. J肢沼部腫婚は摘出した.右手関節部腫癒が残存して

育は比較的緩慢で初回治療までの有f定期間が長く ，また いたため当科に来院した 初診時，右手関節官官に 2個，

偽被11英を有 し限日 しているので良判服務 と間違われ単純 前腕屈側部に 2伺の腫摘を認めた 腕灼はf;}.折頭大より

摘出され，後に再発，転移をきたす例が多い. 小指頭大.5lii性硬で圧摘はなく 鍵 との癒ぷがみられた

本症は肺転移， リンパ節転移を起こしやす く，予後が (図 3a). X線では骨には%常を認めず. Jfll管造影では
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a.初診時所見(手関節部). b.病理組織像 (H-E染色)

図 3.症例 4

腫焔部に一致し hypervascularity，pooling， A-V shunt まとめ

を認めた 病理組織所見では腫湯細胞は大形，多角形で 手に原発した 4例の思性'局，11次郎腫蕩について報告し

好酸性胞体を有する上皮様細胞が結節状に増殖してお 若干の考察を加えた.手部に発生する腫蕩に対しでも早

り，また多角形の細胞より紡錘形細胞へ移行するのもみ 期の確実な診断と適切なる治療が重要であり，手の機能

られ， mitosis も著明で epithelioid sarcomaと診断し を11"(似するあまり undertreatmentにならないように注

た(図 3b). 生検の後 fourquarter amputationを施 }~，すべきである.

行した.腫癌は臆を取り閤み結節状に増殖していた.術

後化学療法を併用した 10ヵ月後断端部に腫癌の再発

を生じ摘出術を施行したが肺転移は認められない.

本症は 1970年，Enzinger F.M.1O)が 62例を報告し

その独立性を主張したもので，以前は炎症性肉芽!匝や扇

平上皮J:i/;とされてきたものもあると述べている 20才

代の若年者に多く手，前腕，iiij腔廿ffi)に好発し筋膜や

鍵にそって多発，結節状に増殖する また服務の中心が

稜死を起こし表面の皮膚が淡路化する.発育は比較的緩

慢であるが， 85% に再発がみられ 30%に転移がみられ

ると述べている.
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槙骨に対する尺骨遠位端相対長“variant''の検討

Ulnar variant in the wrist of the normal adults and with Kienbock's disease 

吉 川 他治 井上博

河 野 HI治金

山 111他輔

敬夫*
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は じ め に 検特ーに比較して 2mm以上長いものを plusvariant， 2 

Kienb凸ck 病の病因に関する研究として， 1928年 mm以上短いものを rninusvariant， 2 mm未満のもの

Hulten1)が焼什に対する尺骨遠位端相対長“variant"に を zerovariantとした

ついて報告して以来 variantに関しては諸家の報告が C 1I J 16才から58才(平均 30.8才〉までの Kienbock病

あるが，いずれも前腕田内位における手1_x.1節X線像によ 患者58例(男 41例，女17例)58手閃節については，従来

るものである.今|旦l我々は日本人健康成人において凶内 の回内位搬影によるX線像により variant を~!l1定した.

イ立のみならず，i"I外位における variantについても測定 管球ーカセッテ!日l距附は CIJClIJともに 100cmと

を行ない，さらに従来の囲内位保影による Kienbock病 した

忠者についても検討を加えた 結果および考察

症例および計測法 健康成人の最大囲内位，最大田外位のX線像による

C 1 J什端線がすでに閉鎖している 18才から 29才(平 と，境骨が尺竹の周りを回反することにより回内時に桃

均 23.1才〉までの日本人健康成人 100{J1j (男 50例，女 尺骨の交叉が起こる(凶 2). このことは囲内位では|叶

50例)200手関節jであり，撮影にあたってはJj、j関節直角 外位に比較して，より plusvariant を取りやすいこと

位とし，最大田内位， 最大回外位のX線を J1Ii~t3し尺'月が が考えられる.健康成人について性別， 左イi別に問内[II[

Malc 

ild 
6 

5 

4 

3 

2 

。
-2 

-3 

4 -4 

-5 5 

-6 -6 

Sup Pron Sup Pron 

(Right) (Left) 

図 1.Ulnar variant of 

Key words: ulnar variant， Kienb凸ck'sdisease 

本 K.Yoshida， H. lnoue (助教授)， K. Yamanal叫〔講師)， 
K. Kawano， N. Kin久留米大学整形外科 (Dcpt.of Orlh-
op. Surg.， Kurume Universily School of Medicine， 
Kurume). 

Female 
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the normal wrists. 

Pron 

外の vanantを比較してみるとかなりの差があること

がわかる(凶 1). 

健康成人において vanantの左右の比較を行なってみ

ると囲内位， [旦|外位いずれの場合も左右差はみられない

(表 1， a). 男女を比較すると囲内位，回外位，いずれ
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a. Discrepancy. 

Pronation 

表 1.Ulnar variant of the normal wrists目

b. Sex. c. Rotation. 

Plus 

1 Right Left total 

1 31 30 1 61 vanant 

Zero v. 62 

恥1inusv. 

ーム

o

o

n

u

っ“
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n

v

、，ノ

旬ょ

っ
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吋
A

Supinatio口

Plus v. 10 16 

Zero v. 60 119 

Minus v. 30 65 

Total I 100 200 

(X2=1. 39) 

Pronation 

!Male Femalel to凶

Plus 
vanant 18 43 I 61 

Zero v. I 68 53 I 121 

Minus v. I 14 4 I 18 

To凶 1100 100 1 200 

(X2=17.66 Pく0.01)

Supination 

Plus v. 

Zero v. 

Minus v. 

16 

119 

65 

To凶 1100 100 1 200 

(X2=22.11 Pく0.01)

a. pronatlOn. 

図 2.X-rays of the forearm. 

b. SU pJl1a tlOn 

の場合も性差がみられ男が minusvariantを取りやす

いこと がわかる(表 1，b) このことと Kienbock病の

発生が男に多いと いう事実より variantが木症となん
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I Pron. SlIp. 1 to凶

Pllls 
18 2 I 20 vanant 

n
v
n
U

ハ
U

内，

h

p

o

n

u

、B
ノ

司
E
A

内
ノ
“

司
自
ムn

u
 

-
n
U
 

2

6

一

0

一

〈

F
h
υ
4
4
n
U

一
E
-

ーム

一一

ハH
V

A
U
 

O
O

Aaτ

n

u

-

---

氏
U

1

4

一

円
U

↑

nJh

一

唱
E
ム

一

円
4
U

一

一

一一

-一
X

一

-

r
gt

、

V

一
l
a

一

s

u
一

》

u

o

一

k
m
一
T

-
U
M
一

Female 

Plus v. 

Zero v. 

Minus v. 

57 

120 

23 

Total 1 100 100 1 200 

(X2=26.17 Pく O目 01)

表 2.Ulnar variant of the normal wrists 

male and female. 

1 Pronation 1 Supination 1 Total 

61(30.5%)1 16( 8.0%)1 77 

121(60.5%)1 119(59.5%)1 240 

18( 9.0%)1 65(32.5%)1 83 

12町附)1制附)1 400 

Plus v. 

Zero v. 

Minlls v. 

Total 

らかの関述があることが推定される.田内，回外を比較

すると男kいずれの場合も variant に差があり ， 団内

位では同外位に比較し minllsvariantを取 りにくいこ

とがわかる(表 1， c) このことは挽骨短縮術の手術適

応を検討する場合には minusvariantを取りにくい最

大同内f立のX線像によることが望ましいと考えられる

健康人の minusvariantの比率を諸家の報告と比較

するために男女合計してみると minllsvariantは囲内

位で 9.0%， 間外位で 32.5% となる(表 2).回内位に

おける 9.0% はmμ2)の 1.2%， 高固めの 6 %~，こ比較す

ると高値を示すが Hulten1
)の報告する 23%ほど日率で

はない

次に Kienbock病と健康成人の variantを比較する

と男女いずれの場合も Kienbock病に minusvariant 

を取りやすいことがわかる(表 3). 

Kienbock病の minusvariantの比率を諸家の報告と

比較するために男女合計してみると， minus variantは
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-Comparison bctween Kienbock's disease and 

表 3. Ulnar variant of the wrists. 表 4.Ulnar variant of the wrists. 

-Comparison bctween Kienbock's disease and 

normal wrists-

Male 

Kienb批 IN…1 I To凶

Plus v. 

Zero v. 

Minus v 

4 18 

68 

nru

ハU

n

w
u

η'u

n
y
c
o
 

22 

141 Total 

(X2=9.42 Pく0.05)

Female 

Plus v. 4 43 47 

Zero v. 7 53 60 

Minus v. 6 4 10 

Total 17 100 117 

(X2=18.42 pく 0.01)

Kienbock病で 36.2%となり健康成人の 9.0%に比較し

て高本である(友 4). 

Kienbock病の mll1USvanantに|則する報特のうち，

田鳥2)の 18.0%，城P")の 19%， )1・|子)の 21.1%， ，¥':; 

回3) の 25% に比較すると r'，'，~ ~fI であるが， HultenG
) の報

告する 74%， Pe rsson7)の 63% ほと.~r:':j本 に は mlllUS

variantは凡川せなかった. これらのことを総介すると

やはり vanantと Kienbock病とはIJIAがあると目、わ

れる

結語

1 )白木人健康成人 100例 200手関節のr'lJil'l， ["1外位

における variant，および K悶 nbock病j占、者 58例 58下

関節の[61[付(立における vanantについて測定を行ない検

討を加えた，

2)同|引立における minusvariantは11ぶ人健康成人

normal wris凶ー

Male and Female 

I Kienb批 Normal

Plus v. l…)  I…%) 69 

Zero v. 29(50ml21(6om 150 

Minus v. 22(36.2%) I 18( 9.0%) 39 

Total |町 100%)ドOO(1時 )I 258 

では 9.0%，Kienbock病では 36.2%であり ，正常人に

比較しはるかに高率である.

3)今回調査した Kienbock病患者の minusvariant 

(36.2%)は木邦における報告と比較すると高率である

が， Hulten (74%)， Persson (63%)の報告に比較する

とはるかに少ない

4)健康成人における minusvariant I土田内 (9.0%)

回外 (32.5%) で差があり， 回内位のほうが minus

vanantを取りにくい.このことは vanantの検討にお

いては正確な liij腕[nllJ.']位 で引なうべきであることを立味

する

5 )健康成人において variantに性差がみられ minus

variant は回 I)'lú!: で~) 14%， 1，ぐ4タザ， 同外{中ーでソj46%， 

女 19% であった

6 )健康成人において vanant に左右差はみられな

かった

ご指導，ご校l姐をいただいた官以成主教綬に深謝する
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Kienbock病に対する血管束移植

Revitalization o[ the osteonecrotic lunate bone by vascular bundle transplantation 

保利喜英

riIT見良|年
三井宜犬

増原建 二

奥田寿夫

清水豊信

玉井進

坂本博志

海野 正 登*

J(rl管束の移何lが腐骨の再牛Jこ有意義て‘あることを実験

的に証明し， 臨床面で Kienback 病などに応用して，

すでにその一部は発表したがト5)， 今[1'1，術後 1 年以 I~

を経過した 10例につき検討を加えたのて、報告する.

患者の年令は 20才より 63才一で， 平均 40才 である

男女の別は男子 9名，女 [-1名であり， レンカ T，大fー

など，いずれも手をよく使う職業である このうち不11き

腕倶1]に起こったものは 7伊Ijを数えるー

Hultenによる ulna minus variant を示すものは 1

:1i， plus variant 2名，null variant 7名である。高田

によるX線写真 kの stage より分類すると， stage II 

1例 III: 4例， IV: 5例であった

手術方法

子i''fi;ilて、示指， '1'指間に始まり，手関節'I'Vcを通る緩

い弓状を描く皮切を加える. ~J'指， 中指川の背似1]中手

動，1げil脈を一つの 1(ll管束として顕微鏡下に遊離したのち

月状骨を露出する.次いで月状'Ilの背側面より掌に向か

う小孔を透視下に穿け， この孔より壊死組織を掻腿す

面均三Dorsalmetacarp 

¥、Lunate

図 1.術式のシェーマ.

Key words vascular bundle transplantation， Kienbock's 
disease 

ネ Y.Hori， K. Masuhara (教授)， S. Tamai， Y. Tatumi， 
H. Okuda， H. Sakamoto， Y. Mii， T. Shimizu， M 

Unno:奈良医科大学整形外科 (Dept. of Orthop. Surg.， 
Nara Medical University， Kashihara) 

る， }μ'Il~ より海綿骨を採り ， 骨内に移植し，ふた L び小

孔を穿ける.遊離した血管束の末梢端にアンカーとして

の小竹片をつけ， 竹孔内に導き固定する〔図 1)， 移植

JUll'i';.kは背側中手動静脈以外に背側示指動静脈も使用

した.

1M後は原則的に 4ないし， 6週間ギプスシャーレによ

る川;去を行なった

結 果

11[動域の変化を掌屈，背AH運動域の和よりみると， 0。

から 800

まで平均 360

の増加がみられた

X線検査では高回の分類でH度からE度を示すものは

良好な骨修復を示した， N度を示すも のには骨硬化像の

消失や部分的な骨梁の再形成が認められたが，月状骨全

体として， 良好な remodelling を得ることは困難であ

った 手Ip]節部痛はすべての例で軽減した(表 1)，症

例を供覧する.

症例A.52才， 男子.運転手.

2ヵ月以Iより左手関節ffll痛があり，他医て‘ギフ。ス固定

を 1ヵ月間行ない来院した.初診時所見では，左手関節

部の腫lli{と軽微な運動で強い手関節部痛を訴え，可動域

も制限されていた X線像で，月状骨に著明な骨硬化像

があり， 側面像で骨折線を認めた. 血管束移植を行な

い 2ヵ月で骨硬化{象は減少し疹痛も消失した目術後

3年を経た現在，手関節部の可動性，屋力ともに良好で

ある.

症例B 20才， 男子.コック.

初診時，左月状骨に骨硬化(象と裂胞が認められた.

海綿骨移植と I血管束移植を行ない，術後 4週間ギプス

シャーレによる固定を施行した.術後 2ヵ月で著明な骨

再生が認められ 1年 7ヵ月後の再診時，可動媛，媛力

ともに良好な|亘l復を示した.

症例C 63才， 男子.運送業者.

2 ~3 年前より左手関節部痛があり 2 ヵ月前より疹
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州 |年 令 [性 lfii:| (協
1 63 男 1年 W 
2 38 男 3年 E 
3 52 男 2ヵ月 E 
4 24 男 1年 E 
5 45 男 1年 E 
6 20 男 2年 W 
7 20 男 6ヵ月 E 
8 42 男 9年 N 

9 40 女 4年 N 

10 54 男 20年 N 

捕がl曽強した.初診JI、?，左手関節に腕!日i

があり， {，地かな掌 'I 'f J吊で、激痛が~I~ じた.

X線検査でか月状'，';に什fl.'l!化と'，'1折を認

めた

J([L管束移{怖を行ない 8週IiJj固定し

た.骨癒ftは6ヵ月で完成しゃt'r後 4年

を経過したJI，'jJ，'，(で疹摘もなく ，百I動1''1:も

良好である

症例D_40.-1--， 女 f ハンドラベラ

ーを使用している応.w..

4 ;r-!Iijより修痛があり，最近1創出が増

強した 初診|時お手関節部の腫脹と可動

tli[J限があり ，X線検査で月状骨に著明な

変形が認められた.

血管来移植後 6週間ギプスシャーレに

よる固定を行なって，以後1'1動運動を開

始した.術後 1年のX線検査では"'1-修復

が認められ， 臨床j，E状も改苦している

(図 2，a， b). 

症例E. 54才，男子ー工場経営者

20年前より疹痛があり， 激痛を訴え

米院した 修痛のため手関節運動はほと

んどできず，X線検でJJ状骨は'Ii'折し，

1'i'Mと掌側への転位を認めた.手|刻節の

@Jきを残して欲しいという患者の強い希

望により， JUL管束移航を試みた [(n管束

を遊離した後，手関fli'iにクランプにより

distractionを加え，二分した月状'JLJを整

復し，海綿什移植と血管点移植を行なっ

た.術後 2ヵ月間 distractionを統行し，

自動運動を開始した.術後 1年のl時点で

骨壊死疾患 1731 

表 1.手術症例と術後成績.

l variant|辺町 | 術向 liiF|誌の|逮吋

。 (+) 4年 +50。 +15 kg (ー〕

+3mm  (+) 3年4ヵ月
。。

+28 kg (ー)。 (+) 3年 +30
0 +20kg (一)

9 (+) 2年3ヵ月 +50。 +26 kg (ー)

十4mm (+) 2年 1ヵ月 +40。 十31kg (一〕。 (+) 2年ヵ月 +15。 +15kg (ー〕。 (+) 1年7ヵ月 +80。 +30kg (ー〉。 (+) 1年 +30。 +29 kg (土〉

-3mm  (+) 1年 +15。 十19k9 (一)。 (+) 1年 +50。 +20kg (土)

a.術前のX線像 b.術後 l年のX線像.

図 2.症例 D.

a.術前のX線像 b.術後 l年のX線像.

図 3.症例 E.
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は，疹1商は著しく減少しており， '1'1'1窓合もれ}られ，IYI自i'i

裂隙も閲大している(図 3a， b). 

考案ならびに結語

腐什を再生せしめるには，単一に動脈移Mのみでは不可

能であり， J(il管束の移布r{が可能ならしめることをすでに

報告したが，たとえ血管束移舶を行なったとしても，使

加する.Ifll管米内に microcirculationがi(:{I:しなければ，

この移航の意味はなく，腐骨の再生は不IIf能である.実

験的にイヌの大A!l動静脈と伏MI)J;静脈をI(n竹京として遊

離しそれぞれの動脈に造影斉11を注入してみると，伏在動

静脈においては，動脈から注入したえj影押lが i'ií'IJVR~UIへ:m

流するのが認められた.ーブj，大腿動的脈においては，

静脈側への還流は認められなかった よって I(n竹末は太

ければ太いほどよいという訳ではなく ，漏れ、末柏、部を含

み，そのうちに細いJ(il管網を有する部分を移植しなけれ

ばならない.

血管京移植は月状flが型態を保っている病期のものに

対しては，よい適応となり得ると考えるが，形態を崩し

たものにおいては，凶節の不適合により，将来， 1苅節症

性変化が起こることが予測され，その適応になお検討を

重ねねばならぬと考える.

文献

1 )保利喜英ほか ・日整会誌 47:1240， 1973 

2)稲原建二ほか ・向上 49: 732， 1975. 

3)保利喜共ほか 同上 51:1082， i977. 

4)保利喜英ほか :同上 52: 25， 1978， 
5) Hori， Y. el a1.: ]， Hand Surg. 4: 23， 1979. 

特発性手舟状骨壊死の 2症例

Two cases of idiopathic necrosis of the carpal scaphoid bone 

肥留川道雄 池谷正之

私たちはきわめてまれと思われる手の;IiJ状什検死の 2

例を経験し，若干の文献的考すだを加えて報告:する.

症例

症例 1，74才， 主婦.

主訴は左手関節痛 1970年 1月ごろより誘肉なく発

症，軽度の外傷で症状は増悪し，同年 9月初診.局所所

見では左子関節の軽度の腫1mと有痢tt運動命11限をみる.

臨床検査所見から，代謝性疾患，引JHt炎症，RAなど

は否定された.X線所見はきわめて特異的で，すでにそ

の輪車11は著しく破壊され扇平化がす Lみ，苅状'j'j撮影l泣

位をとらせても手関節内における舟状'口J!.lll']の回旋運動

は失われ，有liJl'l'lを含む遠位手根列の mlgratlOnをみる

(図 1a). 

8年後の現在，患者は脳血栓による左片腕:痔で臥床中

であり，そのためか手関節可動域の著明な低下を認める

Key words: scaphoid bone， Preiser's disease， bone 
necrOSlS 

* 1¥1， Hirukawa (助手)，1¥1， Ikelani (助教授)， F， Usami， S. 
Kawazoe:日本医科大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg" 

Nippon 1¥1cdica1 School， Tokyo). 

宇佐美文章 川 添修 成*

(表 1). x線像の推移は関節裂隙の狭小化と苅状'I~"の庄

潰化の進行をみ，特発性舟状骨壊死と診断した(閃 1b) 

症例 2.47才，男子.製靴業.

主訴は左手関節姉 1975年春ごろより誘閃なく左子

関節のjq;痛，迎動1M限をきたし，職業上手を{;とい過ぎる

と症状は増悪した. 3年後 (1978年 3月〕に当科初診.

稼動能力(靴製造〉は不能 初診時所見では，左手技師

7'i'fJlIlの軽度の股!日ミと有痛性運動市IJ限をみる(点 2) 臨

表 1.手関節可動域および握力.

症例 1

1970. 9 1979. 4 

背屈 35。 5。

掌周 20。 50 

境屈 7。 -6。

尺胞 200 150 

ー一一一一

握力

30 kg 

15 kg 5 kg 
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a. b. 

図 1.

a. b. 

図 2.

表 2.手関節可動域および揮力.

症 例 2.

術 前 術 後

背屈 10。 500 

~ç主届 12。 56。

協屈 _50 15。

尺周 200 250 

鐙 ブJ

35 kg 

16 kg 30 kg 

図 3.
床検査所見では基礎疾患，他の合併症は否定された.X

線所見はきわめて特異的で， 一見して舟状骨の関節介在 部はX線像にみるように扇平浅薄化をきたし，表面の関

部位の collapseを認めるが， 輪郭は鮮明で骨折線はな 節軟竹の色調はや Lチアノーゼを呈する しかし外観上

い.有頭骨の migrationは認められるが関節裂|療の狭 滑沢で骨折線様裂隙を認めない(図 3) 近位 2/3を整

少化はなく，さらに断層撮影像では労l状什近fi'r.2/3部の 切し切除する 骨賀川脆弱でJえ抗は少なく海新1質は外観

縮小化が明白となる(閃 2a， b). ヒ変性し粗懸化していた.切除空隙には長掌筋艇をまる

1978年 5月手術を行なう.掌側より侵入L，関節包 めて充填し，手術を終る 組織学的所見では著明な変性

を開くと滑膜の)J巴!享増殖をみる. )践はない.舟状骨近位 撲死{象を呈し(図 4)， j!j-状骨炭死と診断した 術後 8
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図 4.

ヵ月で復職し，現在姉みはなく手関節の可動域も誠一しく

改普された(表 2). 

考察と結語

手の舟状骨壊死についての報告は古来様々な臨床。Ijが

紹介され，先天性 2分舟状骨，外傷後に続発した偽IPI節

より発症した OA(顕伯二偽関節1，'1')， JμL過された1舟i任f状f

f背1.折の遷延治癒I時時期におけるX線{像象」土上の空胞;巣i長tのう!匝

様変性像などその解釈は必ずしも一様ではなかった こ

れらのいずれもがなんらかの外傷1'1閃子ーを内干「し x線

検索上，特殊撮影による解読を'l.l'L，さに外傷刊偽関節

を有しながら臨床症状の軽微な症例(不顕性偽関節症〉

の混イ1:することから，その本態の明確な定義は必ずしも

作易ではなかった. Preiser (1910)の報告例は骨折の前

段附にX線像上出現した舟状骨の rarefizierendesSchat-

(en を指摘したもので，臨床的にみる|浪り切らかな外傷

刊'il-!fiである.彼の鰍fi了後，舟状骨域死は Preiser病と

して一般に解釈されているがその本態は， 1)見過され

た兵l状官隊旧骨折ないし偽関節で OA変化をきたした

抗仔1]， 2)将移航後に発見された特異な発京{7IJ (真角)，

3)手術によっても竹折裂隙の発見し得ない件発性とも

いうべき!，i'WIj，の 3型を包含すると考えてよいであろう.

夜、たちの報告例は 2 例ともよく似たX~JR像上の特徴を

有し， なんらかの先行疾患 (minor trauma， repeated 

stressを含む)により舟状骨の変性，軟化，嬢死を惹起し

“collapse" にいたったものと考えている 木京の本態

は舟状"'J が，月状骨と同様， 近位手根列に介在してM'~こ

周関IJI節而からの stress を蒙むりやすい localization

から，広義における外傷性疾j心であろうと椛考されるの

である

文献
1) Boyes， ].H.: Bunnell's Surgery of the Hand， ].B. 

J.ippincott Co.， 4 th Ed.， 293， 1964. 

2)池谷正之:日医大誌 38: 9， 1971 

3)伊藤忠J享ほか:整形外科 22: 945， 1971 

保存|杓に経過観察 した Panner病の 1{y1j

A case rcport of Panner's dieasc 

二見俊郎

塚木行男

}'C角昭 吾

南沢育男

打I:場弘之

111 木冥市

上腕骨小頭部にみられる無腐~'.'ïì 政死京は， 1927年

Pannerりにより報告された.

以後本症は，Panner病と呼ばれる.

Key words: Panner disease， aseplic necrosis， humerus 

* T. Futami(講師)， S. Masumi(助教筏)， H. Taba(ITtll師)，
Y. Tsukamoto (助教授)， 1. Minamisawa， ~1 . Yarnamoto 

(教授):北里大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， Schoo1 

of Medicine Kitasato University， Sagamihara). 

Panner病は 8才前後の男児に好発し，臨床的には，

nJlMlllii部の運動制限や，R-J関節外側部の圧痛など，また

X*虫学的には，Perthes病に似た所見を示す， 比較的ま

れな疾}J，i，である.

発症原因としては，J(¥1行障害，外傷などが考えられて

いるが詳細は不明である.

我々は今回， ~~'~床{ド~ ， X線学的に Panner病と診断

し，入院精査し，長期間経過観察した 1例を経験したの
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で報告したい.

症例 10.J'， 9J児.

主訴 :ホ月、l閃節運動制限

現病歴 7才半のf1;'f，右月、I関節部の}日¥1山1;1]1岐に付税が

気付く 同部の日オ市 1ヨ発痛は認めない.4iに外似の既

往はないが，!IlfJ主の好きな活発な男児である

他医で， x線上右上腕骨小頭部の)I~. 'l;~陰影を指摘さ

れ，当科に紹介入院となる

既往歴，家族歴 :特記すべきことはない

入院時現症:発育正常.全身所凡でJt';常

図 1.初診時X線像.

局所所見:;{jJJ・j以1節fl官官HYJ城は， Ju]曲 115
0

と， 健側に

比較して，約 20。のj日¥1111制限を認める.伸展，内外旋の

制限はない. IlljiSHの発赤，腫脹，圧痛，また上腕，前腕

の筋委縮および外反J1.Jなどの変形も認めない.

J(11液検査ではアノレカリフォスファターゼ値が， 30 lji. 

位と軽度上刀している以外は，特記すべき災'l;~を認めな

い.尿検査，心電図なども正常である.

入院時X線所見 :右上腕骨小頭骨端核に，不規則な淡

淡陰影と，軟竹下'r1・組織の 白SSU児 (裂け 11)が認めら

れる(図 1).反対似IJのX線像はほ工正常である

断層撮影も追加されたが，同様な当E化

がより明瞭に認められた

入院後施行された，関節造影の所見で

は， 1共I~í'i秋什而i および関節|付の ;l6 '1;~'所見

はよLい11¥されなかった.

以 |の所凡より， Panner州と診断し，

村に外科的J栄作を加えることなく，重括性

I~'ig:などによる局所の安ì'i争で‘外来にて経

過観察したところ発症後，約 2ヵ月半後

には， '''f動j或1MI浪は消失した 症状消失

後も，定期的に外来で‘診察を続けた.

症状消失後の X線所見の推移:図 2

は，発注後3ヵ月後のX線像であるが，

上l仇竹小頭骨端伎は，濃淡陰影がより切l

|肢となり，多少扇平化の傾向も認めてい

る.

上腕骨小jiJi竹端核に不規則な，濃淡陰影と.1吹竹下骨組織の裂け目が見られる.

図 2.発症後3ヵ月後のX線像. 図 3.同5ヵ月後の所見.

濃淡陰影は，より明瞭であり，多少扇平化の傾向がある. 分節化 (segmentation)が明瞭である.
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図 4.同9ヵ月後.
濃淡像は，不明瞭となり什封M十亥は，膨化している.

図 5.同 1年 1ヵ月後.
ほr修復を完了している.

図 6.同2年 9ヵ月後.

左右差はない

_L 

1979年 11月

5ヵ月後のX線所見では，不規則なi政

淡{象は， 骨頭核全体に広がり， 分節化

(segmentation)が明瞭である(凶 3)

9ヵ月後のX線所見では，淡淡(象は多

少不りJI僚となり，骨端絞は，膨化するil:ii

1;リにあり，修復期にははいったものと考

えられる(凶 4). 

1年ヵ 1月後のX線所見では，ほ工修

復を完了している(図 5). 

2 ~I三ヵ 9 月後の現在， 正常似Ijと比較し

てX線 1:ほとんど左右差は認められない

(凶 6) もちろん臨床j，i'~)\ はまったく

ない

まとめ

本症は， 外科的操作を加えることな

し比較的早期にjJIJ)¥は消失するといわ

れているわー 我々のj，i仔IJも保存的療法に

て， 約 2ヵ月半後には， 症状は消失し

た た工症状消失後も x線上の竹変化

は徐々に進行してゆくのは，非常に興味

深いことである.

我々の症例では x線 |二約 Hf後に修

復は完了したものと考えられる

Panner病の発症原因としては， 他の

"'J端炎と同様に，外傷説3)，血行障害説4)，

内分泌説5)などが考えられているが， ~l 

絢|はまだ明らかではない.

他の多くの報告例と様に，我々の症例

も活発な野球の好きな男児で，しかも利

き腕に発症していることから，なんらか

の外傷がひきがねになっていたことは想

像できる.

また Haraldsson6
) は， 上)腕'J'j'小iiJi部

のJfll行状態を研究した結果， 外傷を含

む，なんらかの原因でこの部のJfll行障害

が起こるため，本症が起こると結論して

いる

また Smith7) は， 忠似1)の続'1'1'小野iの

もし核が，反対側に比較して大きくなる傾

向があるとし この部の hyperemiaの

可能性を述べているが，我々の症例も |司

様な変化を認めた.

最近，特に社会的に問題となってい

る，野球による肘関節障害については，
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Adamsが4:t，iを little-leaguer'selbowと命名8) したご

とく，考慮すべきであろうしまた高槻9)らが述べたご

とく，小学生には十分な指導監督下に，野球をさせるべ

きであろう .

本症の診断は，その特異的なX線所見の変化により明

らかであるが，まぎらわしい鑑別疾患に，同部の離断性

什軟骨炎がある.

我々は原則として， 上腕骨10)小頭部の'丹-端線が癒介す

る前に発症した骨壊死を， Panner病と限定すべきと考

える.

* * 

刻ド * 

* 
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1) Panner， H.J.: Acta Radiol. 8: 617， 1927. 
2) Omer， J.E.: U.S. Armed Forces Medical， J. 10・
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手の外科と装具療法

: 日本手の外科学会もすでに 22回を数えて手の外科に興味を 法として使用することによって舟背鍵膜のパラ Yスの崩れを正 i
i持つ人々 がJtjえ，その重要性が広く認識されつつある現状は大 し，術後療法としてmいることによって矯正{立の保持を行な i
i 変喜こばしいことである . 第 1 ~2 回の我国における手の外科 い，ともに手術~));;r-;を日める上で， 装具療法は本症の治療上特 :

i学会の講演をまとめた小冊子を，折にふれひもとく時など，入 に重要な位位を内めているように思う.

t局当時これをよりどころにして手術など学んだ経験もあって， さまざまな外傷のあとの手指の拘絡についてはその治療に苦 :

iなつかしくもあり，また当時先駆的な役割を果した先人達の労 労する場合が多い.田島教俊も講演などでよく強調されていた i

j苦が思いやられるのである が，この場合にもスプ リントなど装具療法の効用を軽観しては ;

ところで，整形外科学会員が大半を占め，その一分科のごと ならないと思う.特に機能上問題となる MP関節の伸展位拘符I ~ 

iき観を呈する現在の日本 の手の外科学会に身を恒 く一人とし などでは，いわゆる， knuckle bandやターンパックノレを利JrJl
iて，時に自分が，手の外科の 「外科」の部分にとらわれ過ぎて したスプリントを用いて，忠者自らに屈rlll位をとらせる訓練を i

t はし、なかっただろうか，つまり ，附3を受けた一人のj必ずiの手 指導し，予期以上の成果が得られる場合があり，これによって

iの治療にさい して，自分のメスを時としてJ白1aーしてbれ、なかっ 当初予定した手術的治療が不要となった例も少なからず経験し i

iただろうかと，反省を強いられる場合に，最近少なからず11¥く ている

:わしている.先だっても，たしか洋111;教綬が，少なくとも手術 末梢神経麻揮に対する保存的治療として，従来からよく淡，Q :

i前より悪い手にしないようにと述べられた小柄など，痛い思い 療法が行なわれている.当該麻痔筋が，いわゆる Oberdehnenl 
tで読んだ記憶がある.こんなことから，最近予の外科治療にお されない状態に保持することによって，その理論的恨拠はなお :

iける装具療法の重要性を改めて認識させられている次第であ 不詳な点も多いが，少なくとも経験的には神経機能の回復を平 j
iる. める効果がj切符て。きるようである.小児の末梢神経断裂の修復 i

小児におけるいわゆる剛直母指， trigger thumbについ ζ 伶，か与る淡具療法のイi1!lf，によって，その経過に大きな差を認 :

iは，従来ことごとく手術的治療を適応としていたが，ご他聞に めた例を経験している i 

i もれず手術件数のllilll畏から止むなく，これに可及的イ~IJ.良位で 1 ，1;1 fの外科の});(典である Bunnellの成書で，手元にある Boys : 

i定する装具を治用してみた予期に反して給果は以外と良好 による;;f， 4版には，古くから先人達がさまざまに工夫をこらし :

iで 1才未満ならばほとんどの例が問題な く治癒しているし， た，手の治療袋具が 2頁にわたって展示されていて，眺めてい j
i好発年令である l才から 2才の小児でも 8割近くが好結果を得 ると興味がつきない 最近の版ではこの部分が削除されてい i
iてお り，小児の本症の手術件数が激減している.問題は 2才以 てv いさLか伐念ではあるが，こ 与にも先人達の労苫の跡をた :

i上の例に装月1した場介，伸展位は得られるが屈l1IJ障害を示す例 とることがで主る i 

iが現れてくることで，このあたりに保存的治療の限界があるよ 子の外科におけるT'術的治療の効用は，さまざまな手術手肢 i

うにも思われ，I'lド症例を重ねて点検している. の発達に{下って，近年ますます高まってきており，顕微鏡下の :

、 Mallet fingerについても，以前よ く子術を施して，その成 手術，マイクロサーゾヤリーの発達はその集約的な展望を示す i

II賓がかんばしくないのに苦慮したが， DIP関節のみをコイノレパ ものであろう だが，いかに高度な手術的治療が発達しようと i
iネを利用して過伸展位に保持する江川らの装具を使用するよう も，生体である手の機能回復にとって，根気よく続ける装具療 :

iになって，少くとも新鮮例では変形も機能もほとんど問題なく 法の効用は，これにまさ るとも劣らず，その側値を高めてゆく i
i治癒しており，これなど手術的治療の述く及ばない結果であ であろうと思われるのである.考えてみれば，至鑑当然のこと !

:る この種の装具は，三浦も指摘しているが， 2~3 カ月を経 であるわけだが，手の 「外科」 的処置の中で，自分の歩んだ道 i

j過した陳旧例でも相当に効果を発揮し-cいる.λ ワンネック変 を振り返りながら，こんな気持を強くしている今日この頃であ j
i形をすでに伴っている例でも，PIP関節を屈rttr位に， DIP関 る i 
i節を伸展位に保持する装具を，気長に装着することによって， よく引用される NicolasAndryの例のJ文書の絵ではな い !

:さらに保存的治療の効果が高められる. が，手の外科もやはり 「整形」外科の一分野なのだと， I当分に:

ポタソホーノレ変形の場合も，新鮮例では， PIP閃節のみを 言いきかせたりしている昨今でもある.

:ゃL過イ中展気味に保持する装具を工夫することによって，良好 i 
!な機能的治癒に導く ことができる.際旧例でも，装具を術前療 (兵庫医科大学整形外科講師 畑中生稔〉
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比較的まれにみられた弾挽指症例の検討

U ncommon cases of trigger日ngers

平沢精一 飯 町竜古 吉 田武晃*

1850年 Nottaりにより初めて幸h!代された蝉援指は，

その後外来でよく診られる疾，也となったが，慢性の mild

の刺激がか Lることによって，府筋腿鞠に生じ， しかも

舟Jt1が大部分で，中，J3託指がこれに次ぎ，示，小mの先

生は少ないといわれている.

我々の症例でも約 3年r::jで 126m'わ， 母J旨98例で，

示tt13指， 小指 2 折に過ぎない (~1 1 ) これらの症例

につき検討し文献的に考察を加え報告する.

症例 1.35才，男 会社員.

1日中ドライパーを使った後に， 右示jHに生じた例

で，手術時腿翰はびまん性に腫脹し， これを切開する

と，多量の肉芽様物質が排出し，組織学的にはJfll管土台生，

fibroblast増生，などの炎症性肉芽組織の所見が認めら

れた.

症例 2.16才，女子.高校生.

約 10ヵ月前よりテニスを始め 4ヵ月前より合宿で

激しく練習し，ヰ7小指に発生した例で，腿手間の肥厚，絞

犯がみられ，組織学的に結合織の前生，血管の増殖など

の所見がみられた.

症例 3.44才，男子.歯科技工師.

*':1 6ヵ月前よりゴノレフを始め 2週間前にかなりの紘

習後に左小指に発生した例で，*治療例である 以上 3

症例とも検査所見に呉常はなかった.

比較的頻度の低いとされている示，小指例は，諸家に

よると表 1のごとくで，なぜ発生頻度が低いかは論ぜら

れていない.

一方逆に発生頗度のFい、部H聖母指l士，liiにWf持1]学的特

徴，機能的特徴によって多く発生するという説も 11¥てい

ないが，我々の痕例のように，圧迫などによる機械的刺

Key words: triggerfinger， extensor snapping 

* S. Hirasawa (講師)， R. Iino， T. Yoshida，東邦大学整形
外科 (Dept.of Orthop. Surg.， School of Medicine， Toho 
University， Tokyo). 

激によってはどの指にもとhじる可能性のあることを示唆

しているものと考える

また一般にリウマチにより発生する開援指は，示，

中， J);:ij行に多く ，母指は少ないとされているので，血清

学的反応を祈iLできれば，どの指に発生してもよいとい

えるであろう.

10り』 9~j i'í 

ハU
C
U
 

誠

一一宇

126指

時協
同

8t行

~____.Jι一
環指小指

図 1.我々の症例の擢患指別分類.

症例 4. 54才，女子. ラジオ組立こに

右環，小指，左小指の事事態指を主訴としてう!C院，約 l年

前より症状があり，某医にてステロイドの局注をうけた

が完治しなかった. 約 10年前に両陣J援母指の手術をう

け 1昨年春，某外科で右示，中指，秋に右環，小指の

弾媛指の手術をうけた多発例で，南条3)によると，その

組合せは一定ではなく ，七川6)は69才の男子，厳7)は31

才男守のギター奏者を報fffし，再発傾向が多いことを指

摘している 我々の症例でもこの傾向がみられた.

症例 5.35才，男子. i'J包'来

約 2ヵ刀前に左手掌部に刺自IJをうけ，~H互にて縫合を

うけた.その後 1ヵ月ぐらいより中指に際援現象を生じ

た例で，左中指 pulley 入口部に一致して，説~I.t~があり，

過屈曲により弾援する. 手術時間腿輸は級Il{性に肥厚

し， FDS も肉芽様搬痕状を塁し， 絞施されていた.組
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表 1.諸家による罷患指別発生頻度.

報告者 権患指数 母 指

m 波ほか 32指 成人 3% 
幼児 82% 

南伐ほか 234指 I ~ω0才以上幻% 百
10:ナ以下 99 

bjl 問ほか 132指 75% 

J. Fahey et al. f:J指以外 28指

我々の位例 126指 77% 

Ext. digiti minimi 

s、novialsheath 

図 2.症例 6

級学的に，)惨bil級制!の)J巴厚などが認められた外傷れ腿m
炎といえるもので， I前J8)は44才VJr， J anecki9) は60

ユt'VJ子の中指， 14..{女子の示指に，Sickは示mにカラ

スによる切自IJ後に:1:，じた171:例を報行している 判に撚似

によるものは carpaltunnel内にも注立を払う必裂があ

るとらrtliÌ}~している.

症例 6.25才，女子 家財.

以内なく約 l週川iIIIより ;{i小指を加山より{市民するさ

いに，尺骨下端背側に修Mと)iiiJ獲現象を生じ来院した例

で，手術を行なったが ext. digiti minimiは図 2のごと

く2条になり ，その分岐部の袋織が:1日[lJに突出し，これ

が synovialsheathに11¥1展によりつ|っかLる状態となる

例で‘あった

この ext.digiti minimiは2条になっている ことが多

く，たまたまこの袋織が synovialshcathの入口部に引

っかLるもので synovialsheathの切聞により弾媛m
象は消失した.

示 指 中指 環指 小指

1% 4% 
29% % 4.5% 4.5% 

2% 281% % 12% 1% 

2.2% 16% 6.1% 0.7% 

10% 38% 39.3% 12.7% 

2.5% 12% マ% 1. 5% 

この cxt.digiti minimiの excursion は BoyeslO)に

よると PIP関節屈曲により 2mm，MP関節屈曲によ

り12mmといわれるが， なぜこれが引っか Lるかは不

明といわざるを得ない.今後検討したい.

症例 7.25才，女子. 会社員.

約 4ヵ)Jぐらい前より，右手関節背側に脆熔が生じラk:

院し， Lister結節ffflの ganglio口 にて手術施行した.手

術時 E.P.L. が 2条となる anomaly と走行異常があ

り 1条を切|徐縫合したことが原因となって，術後 3ヵ

月ごろより，手凶節'I'fJ:J:により弾緩し，準加によ り弾媛

する二重の弾媛手関節といえる例で，手術により消失し

た PulJey付近の手術繰作ならびに腿の処置には細心

の注意が払われるべきと思われた

結 E苦

;R々は比較的発生頻度の低いとされている弾媛指の

示，小H'l例ならびに多発例， 外傷性弾後指， また ext.

digiti， minimi iこ発生した はtensorsnapping の例を併

せ半世也した.
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de Quervain狭窄性!腿鞘炎の臨床症状と解剖学的変異

Clinical symptoms and anatomical variations in de Quervain's stenosing tendovaginitis 

平沼 晃 北保 |事 坂 IJ修平 沌川宗一郎

福沢啓一 藤巻悦夫 卜.村 il-:yl-;=* 

はじめに

de Quervain狭:<Tt'l:血tm炎の難治例に対して， 観JUl

的治療がねなわれることが多いが，そのがi*は必す'しも

期待した治癒がれ}られない場合がある.

この::t:な以内として，従来より手背第 11>(lllIiにおける

解剖学的変災が指摘されており ，本: ~'f:会においても仰rl\

(1964)1)，ミヰおら (1972)わが報fitしている.

今回我々は本来の臨)A(j;l~候から，このWf. i';IJ乍的公民を

予ð!IJしうる症候を見い~f-\す日的で， 子体i例について19.，;U:

症候と手術所比の比較検討を試みた.

!.!E例は， 最近 10年間に取り 扱った 304fl11330関節の

うち，手術を行なった 50例51関節の'1'から， H本J，記録

がと Lのっている 44秒IJ45関節を対象とした(N.1 ). 

手背第 1区画における解剖学的変異

1.骨線維性管腔の変異

Ti''i'm 11メー刊の管11':'.を形成する骨線*tttl:管l詮(t，.i泊i凶h削'l古l;

一つとされているが，同様に管腔が一つのものは8例 8

関節 (18%)にすぎず，管!監は一つであるが，この管l詮

|付に線車If性 I(i?i~立によって作られた高IJ管l益を有するものが

12例 12関節 (26%)にみられ， またこの管肢が，線維

軟'1"]"1訴のJl)い日~ß.~により 切 らかに 2 分された竹肢を形成

したも のが 24例 25凶Ili'i(56%)で， もっとも多く認め

られた (表 2). 

2，艇の変異

手背第 1区間を走行する長母指外転筋腿(以下 APL

艇と略す) と，短母指仲筋腿(以下 EPBJ腿と附す〉は，

通常 1木ずっとされているが， APL腿が1木で、あった

ものは 8fJlJ 8関節 (18%)にすぎず，*'胞が 2.1三に分か

Key words: de Quervain's stenosing tendova耳initis.

clinical symptoms， anatomical variations 

キ A.Hiranuma(科長)，H. Hojyo， S.Sakaguchi: 11本鋼管病

院整形外科 (e210川崎市川崎区鋼管通り 1-2-1;Dcpt. of 

Orthop. Surg・，Nippon Kokan Hospital); S. Takigawa， 

K. Fukuzawa， E. Fujimaki (助教授)， S. Uc引mu町1

昭和J大王学整形外科.

表 1.対象手術iJぷ例 44例 ・45関節.

~ 性別
')J 女 | 計

左右別 ~ I 

右 7 20 27 

左

両側

計 |

i 

O 

8 

15 

36 

註)最近 10年間の症例l数 304例330関節

手術症例数 50 OiJ 51 関節
手術比率 16.4;'-6' 

表 2. 手背第 1 区画の解剖学的変;..~.

1 )骨t泉市1ft'!:竹肢の変異

16 

44 

1 竹肢が一つのもU例 8例 ・8関節 (18%)

2. 竹l隆内に副ti')盗を正f 12例 ・12関節 (26%)
するhE例

3. fT肢が二つの j，'I~ 例 24例 ・25関節 (56%)

ll ) 血~の変異

APL胞の;K.;JI，

1. 1本の症例 8例 ・8関節 (18%)

2. 2木の症例 22例 ・23関節 (51%)

3. 3本の出例 11例 ・11関節 (24%)

4. 4本のもE例 3例 ・3関節 (7%) 

EPB腿の変異:

1. 1本の症例 39例 ・40関節 (89%)

2. 2本の症例 3例 ・3関節 (7%) 

3.先天性欠鈎例 2例 ・2関節 (4%) 

れたものが 22例 23関節 (51%)ともっとも多く ， 3 "" 

に分かれたものも11例11関節 (24%)にみられ， また 4

本に分かれたものが 3例 3関節 (7%)に認め られた.

一方 EPB艇についてみると，標準的な記載と同様に

木監~が 1 本のものが 39 例 40 関節 (89%) と高率にみら

れたが 2木に分かれたものが 3例 3関節 (7%)，ま

た先天的に本腿を欠如したものも 2例 2関節 (4%)と
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少数ながら変災が認められた(表 2). 

管腔と腿の解剖学的変異の組合せ

'IHJHH管!位および APL腿 と EPB腿の変異の組合せ

について検討すると，管腔がーって、あっても，その中を

5lるドIU駐~の数に変異がみられ， APL腿11本のものはみ

られずこれが 2~ 4 本に分かれ， EPB腿は 1本のもの

が多いが 2本に分かれているもの，あるいは先天的に欠

如しているものなどがあり ， 8 {7~ 8関節に認められ， r I ~' 

でも APL挺 2本， EPB鍵 1本の組合せが5例 5関節

と多かった

また管腔は一つであっても，その管腔内で線車It性の目的

墜により副管~を形成しているものが 12 例 12 関節に認

められたが，この場合主たる管腔を走る腿はすべて APL

騰であり， その数は 2~3 本に分かれているものが 11

11例関節と多く，副管肢を走る般はすべて EPB腿で，

その数は 111三であった.

竹線高:H性管胞が線利t秋'門様の厚い隔壁により完全に 2

分されたものは 2411IJ25関節ともっとも多く，この場合

焼側の管)位は比11皮的大きく阪も広くすべて APL縫が走

り，その数は 2~ 4 本に分かれているものが 17 例 18 関

節と多く，一方尺側の管!箆は小さく幅も狭くすべて EPB

!舵が走り，その数は 1本のものが 22例 23関節を占め，

しかも EPB股がミ野明に絞犯されている所見を示すもの

が多く認められた.

科外耳5

2 

1)骨線維性信腔が一つの症例 (8例 ・8関節)

1. 標準的記載と同ーの APL腿 1本 ・
EPB腿 1本 0

2. APL腿 2本 ・EPB腿先天性欠損 1 

3. APL鍵 2本 .EPB臆 1本 5

4. APL騰 3本 ・EPB腿 2本 1 

5. APL健 4本 ・EPB腿先天性欠損 1 

n)骨線維性管腔内に副管腔をもっhl'例 (12例 ・12

関節〕

1. 主管腔に APL挺 1本 ・副官')路に
EPB鍵 1本

2. 主管腔に APL腿 2本 ・冨IJ7i'院に
EPB腿 1本

3. 主管腔に APL腿 1本 ・副竹!陀に
EPB腿 l本 6

皿)骨線維性信;腔が二つに分かれている症例(24例・

25関節〕

1. 焼側管腔に APLJill! 1本 ・尺側管
!践に EPB腿 1本

2. 地 ~11j管!控に APL 鍵 2 本 ・ 尺倣IJ 管
!路に EPB腿 1本

3. 憐似~管肢に APL 腿 2 本 ・ 尺側管
)箆に EPB腿2本

4. 僚側管腔に APL腿 3本 ・尺側管
l箆に EPB鍵 1本

5. 憐似Ij管腔に APL腿 4本 ・尺側管
)箆に EPB腿 1本

整

9(10) 

表 3.手背第 1区画における解剖学的変異の組合せ.

5 

7 

2 

4 
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表 4 手背第 1区画の解剖l学的変異と Finkelsteinテストおよび岩原一野末の徴候との関係.

Finkelsteinテスト

|陰性 | 性

A
U
n
u
n
u
n
u
 

陽

ー
ム
ヮ
“

d鍋
Z

明不性

p

h

U

1

A

A

H
V

唱

i

陽
腿の変異管肢の変異

管腔が一つ

唱
よ

Fhυ

p
o

。43 

100 

j皆目空l付に副管)f主

~t・肢が独立して
- て〉

APL2・EPB1

APL2. EPBO 

APL3・EPB2

APL4. EPBO 

APLl・EPB1

APL2. EPBl 

APL3. EPB1 

I APLl・EPB1

APL2. EPB1 

APL2. EPB2 

APL3・EPBl

APL4・EPBl

計

% 
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以上のごとく ，今回対象とした手術症例においては， 総括すると， その発生頻度は 56~98. 5% (平均 78.5%)

標準的な解音IJ学的記載に一致した所S~を示す症例は 1 {71] の高率に副腿が~~ II: されているが， EPB腿については

も認められなかった(表 3). 4 ~ 7 % (平均 5.7%)に高1]腿がみられ， また本拠の先

臨床症候と解制学的変異 天性欠如例も 4~6 %(引力4.9%)であり ，一般に APL

以上の jlÍ~{711について術前の臨床症候か ら ， ;;1>:iltの診断 腿にはかなり~'~ Yfミに ，，\1]闘が凡い IU されてい るが， EPB股

上もっとも客観的かっ 特徴ある症候とされている Fin- の日II*I!や先天性欠如の3e.mif¥は低いようである 1-叩 -10)

kelstein テストとめ， 1962年野末が記載した岩原一野末 一方'iIj-線維性管iI'包の ~)'01については， 1時折この竹1t;~1J;

の徴候')を選びこれらの解学的変異との関連性につい 徽宅街なt，li!利t軟'Fl様の陥X:，tにより 2分されたり，あるいは

て比較検討すると liii有は記載明瞭な 431)1;.1節がすべて 管舵いlに級車IItt隔壁による，，\IJ管 II'~が見い出されたという

防性であり ，ーブJ後!iは，記載明瞭な 27凶節'1'23関節 報告があるが，その発生頻度にIXJする記載はほとんどみ

(85.1%)が陽性で，41)1;1節が陰性であった(米 4). られず，わずかに Keon-Cohen(1951)が 33%， Leao 

Finkelstein テストについては， 周知のごとく有名で (1958)が 24% と記載してお り， 本郊では得津 (1964)

ありいまさら述べるまでもないが，岩原一野末の症候 らは 71% に;'¥11竹院を認め，ミ寄者 (1972)らも副管粧や

は， r手関節を最大屈11[，してro指を白動的に最大外伝せ 明らかに2分された符)佳などの変異を 86% の高率に認

しめた11与に強い疹痛を訴える」場介に陽性とするもので め，また今同も 82% にこの変異をみている 1，2，G，8，9)

あり， Finkelstein テストがあまり蒋明でないものでも そしてこれらの~I~常な管腔内を走る艇は， ほとんどの

陽性に出現するという . 場合が EPB融tであるが， ときに 3 ~ 4 %の率で APL

このjiIIH故候をその手技から検討すると ，ilii者は主とし 艇の副艇がみられることがあり ，きわめてまれな例とい

て APL腿の他動的伸展による修痛を表わすものと忠、わ えるしめ.

れ，岩原ーl野末の徴候は，主として EPB腿の自動仲j長 このよ うな1JIf)'';1]学的変児は，音IJ検におけるよりも臨床

による悠痛を表現するものではないかと推測される. においてより!f(~であり，本症の難治例にあI して行なわ

このような制}，I，i、から両徴候の陽性例をIJ/)-I兆してみ る れる観lfll的治療にさいして特に重要な所凡であり，手術

と Finkelstein テス トは手背第 1区IITliの解:'11]学的変異 野に現われた腿の数に惑わされる ことなく， APL艇と

の組合せに関係なく ，い Lかえれば変31Qのすべてに関与 EPB 脳!の機能解背1]学的J_'f: :Y~に留意し， 隠されている

しているように以われ.岩原一野末の徴候は EPB腿が EPB腿の探紫を行ない， 確実にその管!座を解放するこ

副管腔や別箇に2分された尺側の管院を走り，その，'，で とが手術的治療を成功させる鍵である と考えられる.

腿が強く絞犯されているような解剖さ学的変災を表わして そしてこのような解古1]ツ的変異の存在を表現する臨床

いるように思われる!tE候として， 現在のところ岩原一野末の徴候が 85.1%

考案ならびに結語 の I~'-:j率をもって術接な関係を示すことが伺われ， 手存者 ら

de Quervain狭窄性酸t翰炎に直接関係のある手'I'i'第 は有用な手技と考え H常診療に利)11しているが，さらに

1区闘の標準的な解剖学的記載では，通常 APL 融tと 症例を吊ねたー1".で再検討したい.

EPB胞がそれぞれ固有の滑膜性腿鞘に包まれ， その上

をさらに iíl'î腿に共通な滑車の役目をなす腕m~t 出t愉によ

り被われているとされている.

そしてときに両艇に副腿が認められたり，あるいは霊

復した付着部を示すものは異常であるとされてきた.

しかしながら剖検例での検索や手術時の所見などの報

告が増加するに従い，この部位における解剖l学的変異は

決してまれなものではないこと が次第に明らかにされて

きた.

我々が渉猟し得た文献から， APL阪rに関する変異を

文献
1)得津雄司ほか・整形外科 15: 847， 1964. 

2)平沼先l'!.h、:向上 23:1186， 1972. 
3) Finkelstein， H: J. Bone .Joint Surg. 12: 509， 1930. 
4)野末洋 :整形外科 13:212， 1962. 
5) Lacey， T. et al.: J. Bone Joint Surg. 33-A: 347 

1951 
6) Leao， L.: ibid. 40-A: 1063， 1958 
7)木村邦彦解剖l学雑誌 33:523， 1958. 
8) Giles， K.: .J. sone .Joint Surg. 42-B: 352， 1960. 
9) Loomis， L.K.: ibid. 33-A: 340， 1951. 
10) Burman，恥1.:Arch. Surg. 65: 752， 1952. 



1744 

Dupuytren拘縮症例の小経験

Follow-up study of Dupuytren's contracture 

商 条 文 IIf1

.:f./~Ï-~ ~'f刊に脱がiを生じ漸次千J行の拘鰍i を /1ミす炭，也、にっ

し、ては， 1610 今一 Plater ヵ ~Hi~ ' i' してし、る泊、 1831イ1・

Dupuytren が， このような川状をノJ'す症例の詳細な院

がを行なって以;lE， Dupuytren j旬新!として認識される

ようになったものと判断される 従米， 欧米では~ I :'i;r;に

多くのhi'例に践するのに以し，11，1;では傾くまれ々 もの

と考えられていたが，j支'γ[ド0，1J!ji'tの集fj'iから，今日 では

11本でもさほどまれなものではないとされている.

み:1，'1:は一般にi立伝的な|刈 fが|民Iljするj並行判決，むと巧ー

えられ，その成|ぺ ・ !JjHL~ ・ 治療 . j-後にいたるまで，数

表 1.症例の内容.

症例 24例。、ずれも !JJ性〕

両手発注 18例 右左同 じ時WJ 7例

右→左の11凶 9例

左→右の11凶 2 i'l1 

右子のみ 3例

左手のみ 3例

初発1f令と初診年令

|初 発 初 診

く40才 3例 1例

く50才 5 3 

く 60才 6 5 

く70才 7 11 

>70才 3 4 

初発から:f))診迄のWJ閃

く 1年 9 i'l1 

く 2年 6伊l

< 5 ip 6 iJ.11 

>5年 3仰l

Key words: Dupuytren's contracture， ectopic lesions 

and back ground disease， evaluation of treatment 

* B. Nanjyo: L'eの門病院形成外科 (w107東京郡港区L'eのI"J
2-2-2; Section of Plastic Surgcry， Toranomon Hospital， 
Tokyo);H. Tsuchida:同整形外科

土 UII卓不11本

多くのi;，(紺|な報告があり ，その全ぼうは解切されたかに

みえるが，依然として不IIJ解な点が少なくないのが現状

である 筆右は少数例ながら本症のt，l例について，長期

にわたる J'1去を知ることができたので，その結果を44tilt

しいさムかの検討を加えたい.

症例について

過ムー 10 {II::Iに筆者の接した Dupuytren 拘紘泊二伊IJは

24例で， いずれも男性秒11であった. このうちI，IJ子発泊二

例泊、 18iJIJ(75%) とJ_i倒的に多く， )， ~lIJ5e j，dYIJはイ iLし

ともそれぞれ 317IJ (12.5%)に止まっていた.

t)}，診1I.'j'ir.令をみると 39二十より 76才にわたるが，j，j

1JIJの 80% を趨える 20例は 50: . .j'代以上の両年令l国で，

ことに 60..f代のものが多かった.

出i 状初発H与期については， 忠者がたまたま手当主部の記~

結!Jij変に気付くことが多いため，正確にその時期を求め

にくいが，31才より 74才にわたり ，45才以ー|ーの症例が

正倒的に多かった.

!，F.状初5Eから初診までの期間をみると， 15例 (62.2

3れは発症後症状が;{}~に進行し指屈山拘縮を示したた

め 1 ~2 年の I L\ Jに米 』診しているが， 伐る出例は手掌部

に病変があっても出状の進行がなく ，機能障害に連らな

らぬため放位され，ある時点から急、に症状の進行をきた

し指拘新iをぶすため米診しており ， そのWJ I~:Hì 3~32 ::r 
に及ぶ. l'iJ様な傾向が両手発症例にもみられ，;;{_i左相riij

後してJelilしたものは 18仔IJrl'71JIJ (38.95めにとどま

り ， 他は-Mに症状が I I:m して後半年~5 年の間隔をお

いて他~!IHこ川会状が現われており ， ;.{j→左の11凶に発iぶした

ものが 9(YII (50%)， 左→;{ i の II~iに発注したものが 2 例

(11. 1%) となり， 右手先行例が圧倒的に多かった I~ .: j 

年令lFjのクj性で両側催，也がI:E倒的に多く ，右手発症の先

行することが多い点は諸家の鰍告と同様であり ，発症の

様相は Millesi(1966)らの述べる phasicprogression 

の patternを裏付けている.

k状発現の様相をみると ，1"[例の大部分は千手:i主位鍛

l!;1;のレベノレで環指列を'1'心にした硬結 ・総鮒性拘紛の型

で発;ょしており，指別では左右差はほとんどなく，環指
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表 2.権忠指列の拡がり.

穣忠指の分;(Ii

術 指 3 2.8% 

示 JH 5 4.6% 

中 J行 24 22.0% 

環 tH 46 42.2% 

小指 31 28.4% 

1 環 指 8手

2 JR 環 ・小指 11 

中 ・環指 4 

術 ・王罰指 1 

3 指 中 ・環 ・小指 15 

示 ・中 .!SH旨
栂 ・環 ・小指

4 t旨 示~小JH
ヨノ¥三 -ゴL匂日

列Rl(忠が圧倒的に多く 46jl1 (42.2%)， 次いで小指 31

(28. 4%)， rl'桁 24(22.0%)のJI阪となり ，1泊i，'，心J白州の拡

がりでは， 3 t行ダIJにわたるものが 17手， このうち尺ft!lJ3 

mのものが 15手を占め， 2:1旨列にわたるものが 16手，

このうち尺側 2jiiの例が 11手となり， 1 j行のみ恨j心は

8手で， いずれも球ml程忠であった 結来として，尺似IJ

に偏した発定例lがJI:倒的に多く ，腕側J行列や会指列抱也、

は散発的であり，的 PIP関節部主主ft!IJにii'1!紡が初発した

ものも極く少数にとまっていた. この辺の約況も諸家の

報告と相似た傾向にある.

手当dftlの破結 ・線維性拘縮から桁J:tillll拘鮒を示す定型

的な症状に加えて，異所的な硬結iや紘*u拘縮を伴ってい

たものは 4例であり， その内訳は 58才男， 左手定型

例で左足l底と右手中環指問の natatoryligament， 68才

男，両手定型例で両足底 39才クJ，IJI!j手定型例lでjIlIj手折

PIP問自IJi''i'ft!lJにいわゆる knucklepads， 51才男，両手

定型'JψUで右手指 PIP関節背側にいわゆる knucklepads. 

以上 4例である.これら異所的発症を伴うものは Dupu-

ytrcn diathesisが強いと考えられているが Pcironie's

diseaseを伴ったものは 1例もなかった.

他方，症例の背景にある疾患は多様であり，これらの

すべてが本症の発現といかような関連性をもったかにつ

いてはまったく不明であるが，諸家の疫学的調査の結果

と対比してみると興味深い点がある.江川らは糖尿病の

関連性を指摘したが，症例のうち代謝性疾，也、を伴ってい

るものが 11仔IJ， このうち糖尿病が 7， !Iyj風が 1例とな

り，これらがなんらかの形で組織代謝に影轡を与えたこ

表 3 異所的発症と背景疾患.

異所的発症を伴う症例

58才YJ. 担!fW.病 /己Jo，左足底，右指1!f1

68止YJ.荊i )!f，¥ F目，jr-，両足氏

51才!万. JJ，li結絞 l帽子，右 knucklepads 

39才労.てんかん filIT子，両手 knucklepads 

疾患関与が濃厚な症例

てんかん
47才!7:!. 両手発出lコール秋溺

外傷関与が濃厚な症例

52才男.左'l'I:Ht1端雌滅後，尺側 3I日のが1鮒とと

もに F宅復結として発症

62才男 76 .J-' VJ いずれも長期!のゴルフ歴があ

り，バネJ旨に続発して発J，i'.

とは想、像にかたくない.

循JJ;~~ml五"山、は 4 'WiJ，呼吸総波止lはJJr!i結核 2，JJrliNii 1の

計 3{YIJで， JJd崎川去の 1{yl!ではj'(T9r的発症を伴っており，

江川らが!Irli結核のIYJ'Jも示唆したこととー!yj'(通ずるとこ

ろがある.

H脳尚 . 相利神|ド!経系t疾五矢;

骨髄i泊tω仙!，川抗Aよ'1' の 3発u川杭，j~じ♂{ýl伊例F前列IJ防カが;1各守 1 仔仰例|リlすず.つあり， 後 2者は当該神経j，j'状

の発別後 2~3 ヵ)Jを統て本kの発症があり，現象的に

みる限りや11経麻停の/1¥引がなんらかの誘因となったもの

と考えている.てんかんと木正の関連性については欧米

の文献ではきわめて関係が深いとされているが，日本で

は江川らの調査を始めとして関連性が否定的である.て

んかん症の 2{yUのうち 47才男の例はアルコーノレ耽溺が

あり ，そのいずれが|見卜与をもったか不明であるが， 39才

男の例は， 17才ごろよりてんかん発症の消長があり，

投薬治療が継続され， 木症の発1:11.が 34才ごろと比較的

若年であり， jir.j手発症に加えて両手に knuckl巴 padsを

伴う Dupuytrcndiathesisのきわめて強い症例であり，

明らかにてんかんとの関連性がjtE厚である.

他方，外似の関与 についても多様な見解が示され，議

論の多いところであるが，判別なl'X，iJj，既往もなくコツレフ

歴の長い 2{yIJでは，ゴルフの回をmねるにつれパネ桁の

発現に始まり，手等;尺側の破結を続発しており ，指針品挫

滅創の 52才男の 1例は受傷後 3ヵ月以内に尺ftllJ3指の

屈曲拘縮が回定化し，次いで手等;部の硬結 ・線維拘紛が

生じており，切らかに外傷が契機となったことを示して

いる.

手術について

手挙部の級料H'l拘紛が急激に進行しているものと，す

でに指の拘縮を作っているものを対象に手術を施行し，
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表 4.予後調査の結果.

経過観察例l 左 手 右手

進行 1 2 

不:1t 8 6 

改善 4 1 

不 明 2 1 

手術施行例

悪化 2 6 

不変 1 

改善 7 6 

(無桜状〉 (4) (3) 

十
品

4d"

3

4

5

3

 

可ム

8 

1 

13 

(7) 

その数は 13{Y1122手である 皮府切開は遠依手学織り主に

沿ったHI(j;lJIJflと zlg-zag切聞を多mしたが，1文l内ーの拘鮒

を伴 うものには singleor double Z 形成を併川した.

拘紛肱~II英は "J及的に切除 ).'.WMの11ゾ1，';とみられる腿映

や，隔世をなす籾常に)J巴停のみられるものは併せて切除

を行なっており，これは諸家のいう limiledor exlensivc 

fasciectomyに当ると考えている 手術H寺採取した拘鮒

線維の州政組織さ学的検索では， 三次Jじ[ド~fこ錯走芹l殖した

穆原級車It:..kに加えて，集族的に増刷した制11)泡集問，壬制11

](11管の柄拘(i とその)，'~聞の細胞土台町(jの~.~イ1・がみられた.病

理組織学的な川姐については， Millesi， Hucston らをは

じめとする詳細!な論述が多数あり，近{1'.li'，[i1liJJ学的レベ

ルでの線高11:芽細胞の追求がす Lめられており，著者には

よL解をはさむ資格はまったくないが contractingfibro・

blast (myofibroblas t ) の細胞活性状態とそれに)，~づく

修原線維の増舶が本出J:の州態でトあり，成以された11参原線

維はー比パネ桁の場合の様相と類似しているが， 1(ll管仏i

聞がi:;;U;Jミとなることや，その構成が多様1>tであることは

明らかに泉質であり ，Iji.なる変性疾忠ではないことを立

味するものと考えている

A>;!，jの病状評価には Meyerdingや Islinの stagc別

けがあるが， 初診H、干 の状態と二子後iìI，~:l'E I"'fの状態を比較検

討するには不卜分であり ，-t行拘新iの:f'J¥);¥'tと悦忠J行タ11の鋭、

がりをよりft{1i尖， ~，こ表現 るために Tubiana らの:Vt P/-'，す

る6段階評価採点法を利用したすなわち slagc0 無

症状 o点. stage Nー硬結のみ， 0.5点 stage 1一指拘

縮角 45
0

以内， 1/:(、 stage II一指拘縮角 90。以内 2

}，'，¥， stage 111-指拘鮒角 135。以内， 3点. stage IV一指

拘縮角 135。以上， 4点を各指につき評価し母析から小折

の順に記載し総利点数をイ、j記するもので， fAii後!，f.例につ

いては再発 (R)や extension(E) などを付記する.判

定は経過観察例については進行 ・不変 ・改善，手術施行

例については怒化，不変，改善とし，再発や cxtenslOn

のあるものは点数が減少していても悪化 したものとして

判定を行なった

経過鋭まち例 15例 26手では 1年から 10年にわたる経

過(平均 4.6:1f)で 14手 (57.8%)は初診|時と大差の

ない状態に的止して症状不変であり， 進行したもの 3

例(1 1. 5%) ， 改~~(，;は 5 t日11(19.2%)に止まっており，

natural history は比較的おだやかな経過を示していた.

他方，手術施行例では.1年から 9年の経過(平均 3.5 ~I'-) 

で 13手術例 22rのうち症状の改持したものは 13手

(59.1%)であったが 4!眠症状となったものはわずか 7

手 (31.8%) にとまっており，残る jJi~例は手術効果がれ}

られなかったか，むしろ悪化しており ，術後短期間は改

詳したとしてもいずれはなんらかの形での進行が芥定で

きず，経過観察秒11との様相の違いが明確であり，長期jに

みた場合，手術操作をもって しでも病勢の活動性を完全

に阻止することができなし、航例も少なくないことが切ら

かであり ，手術燥1'1ーがはたして適切で‘あったかを合めて

今後さらに検討を要するものと考えている.
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教室における Dupuytren拘縮の現況

Present state of the Dupuytren's contracture 

森永秀和

高良健

忽那龍雄

鬼木泰博

水 岡 二 郎

森 本 敬 三 *

はじめに

Dupuytren拘縮は， 手掌;腿膜の原因不明の搬痕性 )j巴

厚に基づく ，指の進行性屈IIIl拘縮を村徴とする疾忠、であ

る 本邦においては，大正 12年 (1923i:j三)の西脇の報

告以来，その発:JJ.頻度は欧米に比べ，きわめて少ないも

のとされていた. しかし，最近，江川，前田らは，老人

ホーム検診の結果，従来考えられていたほど少ないもの

ではないと述べている そこで， 我々は自験 20症例を

検討するとともに，その予後を追求した また老人ホー

ムにおいて，その発症頻度を調査し，他の報告と比較検

討したので報告する.

症例ならびに調査方法

1.症 例

我々 が， 過去 15年間に経験した Dupuytren拘縮患

者は， 20例 36手であり， 性別は全例男性，初診時年令

は43才から 80才まで平均 65才 である. 発症より初診

までの期間は， 3~7年が大部分であった.

2 老人ホーム検診

老人ホームにおける Dupuytren拘紛の発症頻度を知

る目的で， 60才以上の老人 330名(男 981';，女 232名〕

の手足の視診，触診を行ない，拘縦の有1!1.1，と gradeの判

定を行なった.また同H

する調査を行なつた

3.判定基 準

Dupuytren 拘紛の程度の判定は， 。験例， 老人ホー

Key words: Dupuytren's contracture， plantar nodule， 
Incidence 

* H.恥Iorinaga:熊本大学整形外科(Dept.of Orthop. Surg.， 
Kumamoto University Medical School， Kumamoto) T 

Kutsuna (助教授)佐賀医科大学整形外科;J. Mizuoka 
(医長〕 国立熊本病院整形外科 (@>860熊本市二の丸 1);K. 

Takara (医長) 済生会熊本病院整形外科(@>860熊本市段
山本 4); Y. Oniki (院長〕 回生会病院整形外科 (@>861-31

上益城郡嘉島町総 1880); K. Morimoto (医長)。水俣市)./:

病院附属湯の児病院整形外科(⑨867水俣市西湯の児).

ム例とも Meyerdingの分類に従った.すなわち，grade 

0:手掌膝膜，時に皮膚に nodulesが触れるが，指の屈

曲変形はない grade 1: grade 0 ~こ加えて 1 指のみ

の屈曲変形がある grade II: 1指以上の60。以下の屈

曲変形がある grade III: 1指以|ーの屈1111変形があり，

そのうちの少なくとも 1桁に 60。以上の胞1111変形があ

る grade IV:全指に， 多少にかふわらず， 屈曲変形

がある.

また手術成績の判定は RaoulTubiana の判定基準

を使用した すなわち優:外観，機能上とも正常であ

る.良:軽度の変形は残っているが，術前の状態と比較

すると多くの改善がある 可:術前よりあまり改善がみ

られていない 不可術前と変らないか，かえって悪化

している.

結果

1.自験例について (表 1，2， 3) 

権忠手は， 両手権患 16例，右手権患 2{Jlj，左手探忠

2例で両手権患が多い.擢忠指別では， 環指 32指 37.2

Mともっとも多く，次いで，小指 28指 32.6%，'I'm 16 

指 18.6%，示指， 母指とも 5 折 5.8%の )I~jであった椛

忠指数およびその組み合わせについて検討してみると，

2指躍患がもっとも多く 12手 33%，次いで， 1指催

患 9手 25%，3指催忠、 8手 22.2;詰， 41行慌忠 6手 17%，

全指催忠 l手 2.8% であった 2m， 3mw忠仔1)では，

尺側偏{立を示すものが多かった

指の拘縮程度は， grade 0: 10手， grade 1: 6手，

grade II: 14子，grade III: 6手であり， gradeIVは，

l手も認めなかった.

職業は， 55%が主として手を使う仕事に従事し，合併

j ， i~ としては，新尿病 5 例，肺結核 4 例， 高血圧 8 例がみ

られた.またアノレコール類を毎日2合以上多飲している

者が 20名巾 14名に認められた.さらに素因として，

plantar noduleが4例， knuckle pad が 1例にみられ

た.外傷の既往のある者は 4{11)であった.
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1 I 60 男 事務員 54 左

2 I 70 男 良業 70 左

3 I 63 男 教員 56 両 右
左

4 I 80 91 事務長 59 両 右
左

5 I 70 長! 政;(i 66 両 右 1 
左

6 I 62 男 機関士 55 両 右
左

7 59 男 青果卸業 59 両 右
左

8 I 49 男 運転手 47 両 右
左

9 I 80 男 守衛 72 両 右
左

10 67 男 事務員 64 両 右
左

11 70 男 漁師 60 両 右
左

12 73 男 会社員 71 丙 右 1 
左

13 64 男 農業 59 両 右
左

14 71 男 農業 68 同 右 l 

左

15 53 男 事務員 50 右

16 70 男 良う長 63 両 右
左

17 71 男 i!.!k;長 68 丙 右
左

18 43 男 船n 40 右

19 49 男 事務長 43 両 右
1 左

20 76 男
m極作 61 両 右 1 
製工 左
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表 1.Dupuytren拘縮症例.
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他のそ|判埋ま|縫肝 |職業
I ~ ̂  1 ，.， I 

症例年令性 |
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肺結核， 高JUl圧

アルコ ール多飲，糖尿病，

外傷(右第 5指)，高血圧

アルコーノレ多飲，外傷EB，
高血圧

Plantar nodule両似IJEB.ア

ルコーノレ多飲，knucklepad 
EB.外傷@

鎖推症， アルコ ール多飲

Plantar nodule両側lEB
高血圧
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O手術

1. 手掌鍵朕切離術

2.部分的鍵膜切除術

3. 部分的鍵膜切除術

Z形成術

4.部分的腿膜切除術

Z形成術

皮膚移植

表 3.術後成績 (RaoulTubianaの判定基準に よる〉

G吋 rl II 1 III 1 

Excellent 1 3 1 3 2 

Good 1 3 1 

Fair 4 

Poor I 

言十

。。必
a
雪

組
処

ハ
U

法.

20手

16 

1 

3 

療表 2.治

rt験例のうち，手術例 12例 16手 (grade r~ l lI ) を

検討してみると ，以下の ごとく である 手術法は部分的

腿朕切除術が主で，皮府の状態に応じて.z形成術なら

9 

3 
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炎症性疾患

びに皮l宵移植をつけ加えた これらの術後成績を検討し
~ 熊本大学 36子 86桁

口 本 N¥ 284手 576指

図 Bunnell2，612子， 3，850指
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てみる と， 俊8f71j，良4例， 可 4仔IJであり 75%は，

ADLに支障のない程度に改善し， ほ工満足すべき結果

で、あった.

2.老人ホーム検診結果について

60才以上の老人 330名を調査した結果， 13名(3.9%)

に，Dupuytren拘紛を見い出し得た. 椛辺、手は， 両手

権居、 3例，右手権，也、 6例，左手権患 4例である m患指

別では環指 14折， rHl'i6指， 小指 6析で， lj行限忠 8

{同J， 2指催忠 4例，3t行権忠 3仔IJであり， {;): 111 ，示桁隈

患例は認めなかった. 拘縮の程度は gradc0: 9れ

grade 1: 4名で grade11以上のものは認めなかった.

職業は手をよく 使 う仕事に従事していたものが 7fflJ，そ

の他 6例であった.合併症としては，糖尿病 2例，山1(11

圧5例がみられ，アノレコール類多飲は 3例てーあった な

お plantar nodule を認めたものは 1仰lのみであ

った.

考察

Dupuytrcn 拘鰍は欧米では多数の報告がなされ，

Bunnell によれば人口の 1 ~2%の頻度という.本邦で

は，本症はまれとされ我々が調べ得た純開て‘は， 242例

の報告があるにすぎない. また発症頻度に1)1，1して， 江

川， 前田らの報f与があり， 江川は， 14.2%， ivilBは 2.6

%の発症頻度 を示し江川は，高令者においては，欧米

と同程度に高い頻度をもっ可能性を示したと報告してい

る しかし拘紛の程度は，大部分が grade0で，指の

屈曲拘縮のあるものは，全体の 1.3% にすぎなかったと

述べている 我々の発症頻度は 3.9% で，折の肌1111拘締

の認められた者は， 1. 2%であり，発症頻度は自ii川らの

報告に近く，指の屈l出拘縮のある者の頻度は，江川らの

報告とほ工同じであった. 性別は， fま>:10 : 1の符IJfIで

男性に多 く，我々の症例も全例男性の高令者て‘あった

機忠指別ではm指が 226指 (39.2%)ともっとも多く，

次いで， 小指 189指 (32.8%)， 中指 118指 (20.5%)，

示指 29指 (5.0%)， となり， 母指は 14指 (2.4%)に

すぎない 我々の症例もほ工同様の傾向を示したが，母

指罷患例が 5.8% と他の報告より多くみられたのが特徴

で司あった 権忠指数およびその組み合わせについて，報

告例を集計してみると ， 2指権患がもっとも多く，次い

で 1指権怠 3指権患の順であり 1指限j占、では環指，

小指のI1慣に多く， 1'1験例も 同様て‘あった(i2'll). 

病因に関しては多くの説があるも，いまだ万人を納得

させ得る説はない.それらの中で最近 Earlyらは，職

業と Dupuytren拘縮の発症には因果関係はないようだ

ハ/匂

50 

40 

30 

20 

1 ，6~6 . 1.372 
226 42 .0 () ~ 35.6% 

39.2% 189 
32 ---~ 32.80o 

37.2%~ 28 
118 じ分 隊司32.69"
20.50o 
16 622 

18.60016.200 

上罰桁 小 m

図 1

と述べている. しかし，本邦例のほど半数に職業との関

連が推察された 江川は， 拘縮の程度が， grade 1以上

の者では，糖尿病，肺結核を既往にもつ者が多いと述べ

ているが，自験 20仰IJIII，糖尿病合併 5例， 肺結核の既

往4例でもあった またアノレコ ール類を常飲する者に多い

とする報告もあるが， 1'1験例でも，70%の者が，アルコ

ーノレ類を多飲していた

治療としては，主に観的i的療法が適応とされている.

観1(11的療法としては，粧膜切断術，部分的および全車n膜切

除術があるが，最近では部分的切除術を推奨する人が多

く，その成績も良好である. n験例の手術例は， 75%の

症f7IJが良以 ヒであった なお，成績不良例は， n験{ylJも

含め，発症より手術までの期間が長い症例に多いことよ

り，手術はなるだけ早期に行なうべきと思われた 村殊

な治療法として最近， Huestonらの報告による enzymic

fasciotomyの追試例が6例報告されているが， 我々は

経験がない liiilllは，軽京例で， MP 関節が屈曲しはじ

めた症例な どには施行してよい方法だと述べている.

まとめ

1 )老人ホーム検診の結果 Dupuytren拘縮忠者の

発症頻度は， 3.9%であった.

2)白験例の縦忠11'1では，環指，小指，中ti'j，示指，

母指の順に多くみられ，母指羅患f7Uが他の報告より多か

った また尺側偏位が多くの例で認められた

3)怠者の職業は，55%が主として手を使 う仕事であ

ったまた，患者の 70%がアルコ ール類を多飲していた

4) 12症例 16手に手術を施行し，75% に~MJ足すべき

成績を得たが，不良例に手術までの期間が長いものが多

いことより ，手術はなるべく早期に行なうことが守1まし
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いと思われた.

ご校閲いただいた北川敏夫教授に深謝する.
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遠隔成績 (5年以上〉よりみた指関節滑膜切除術

Over日veyears [ollow-up results of finger joint synovectomy in rheumatoid patients 

小川 亮恵 同村秀樹

緒 言

膝関節および肘関節の慢性関節リウマチ (RA)に対

する滑膜切除術の長期遠隔成績については，我々の教室

の報告以外にも多くの報告をみるが，tl1関節滑膜切除術

に関してはいまだ多くの報告には接していない 我々の

教室では膝， JJ..r，手|対節に比較すると少数ではあるが，

昭和 30年代初頭よりこれを試み， もt.i式の改良を繰り返

しつ>.，その近接成績の一部はすでに日本手の外科学会

でも発表してきたり

今1
"
1，術後5年以上を経過した1，"d71Jの成績を調査し

J I 
ド=1
，三一一了'I 1 
I I 

r ， ， 
t"" ， 

‘ 、、、、

浜打i 彰 森益太*

検討を加えた結果，膝関節や肘関節とは一部!11<った興味

ある勿l見を得たので報告する

調査対象および調査項目

術後 5年以上を経過したもののうち，直接検診し得た

classical RA 22例の 68関節で， 男性 5例，女性 17例，

手術11寺年令平均 37才である.手術関自↑iは指の MP関節

30関節， PIP関節 27関節， 母指の MP関節 9関節，

f辻指の IP関節 2関節で， 平均観察期I~\)は 7 年 (5~ 15

年)である.

以上の手術関節について，腫脹， I套痛の炎症症状，運

'I'f 11町 1I 111 

(瓜臥 ii-j
千1I!IJ ^ B C 

/dc-dk-4 5-
/qJJJ'ベ司fVJQ/

図 1.PIP関節滑膜切除術.

Key words: synovectomy， 日nger joints， follow-up 

resulls 

ホ R.Ogawa (助教授)，H. Nishimura， A. Hamada， M. 

Mori ~教凌〉 関西医科大学整形外科 (Dept. of Orthop. 

Surg.， Kansai Medical Uni，'ersity， Moriguchi) 

動1市，関節可動域，手術に対する患者の評価(満足度，

やt-iiiiJ.術後のX線所見を調査検討した.

手術術式および滑膜切除範囲

今同の調査対象の手術法および滑膜切除範聞は一様で

はなく， -llJ除範聞は背倶1]のみの切除と 1~ dデ似IJの切除に
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大別され， PIP関節の皮切および侵入路は図 1のごと

く種々の方法を試みている MP関節では，背側切除は

挽側腿絞の縦切で行ない，掌倶1Iの切除を側雨1]腕帯のー|時

的切出U，あるいは学官!l1板の縦切により行なっている 滑

膜炎と艇のノミランス障害を伴うものには，内'J'H英切除と同

l侍に適宜舵手術を行なった.

すなわち， ulnar driftに対しては，その程度に応じて伸

筋l憾の relocationと僚側提板の縫縮や intrinsicrelease， 

あるいは intrinsic transferを， swan~neck 変形に対し

ては lateral bandsの mobilizationと Littlerの teno-

desisや Harrisonの dynamic tenodesisを，指および

母指のボタン穴変形に対しては intrinsictendons のひ

き寄せ縫合を追加しているめ

成 績

症例数が少なく，かっ手術内容も多岐にわたるので，

まず調校対象全体の成績を述べ，次いで背側のみの切除

例と 1'f ~学;両側切除例の成績および，早期滑膜切除{日j と晩

期滑膜切除例との成績を比較検討する

炎症性の1釘市および腫脹は最終調査|時には 68関節の

すべてにおいて消退していたが， MP関節 2関節に軽度

の運動摘が存イr:していた PIP関節の 3関節では術後一

時腫脹の再発をみている.関節可動域は 68関節中 43関

節において減少し， J科大したものは 9%に通ぎない.ほ

とんど強直状態に陥ったものは PIP関節では 27関節

rl' 8関節，母JRの MP関節では 9関節'-1'3関節で，指

の MP関節では皆無である 各関節の平均"J動域は

MP &1節では術前 76。より術後 46。に， PIP関節では

72。より 43。に減少している(表 1)， PIP I~lûíj では MP

関節に比べて術後のnffy)減のばらつきが大きく ，成績が

不安定である

次いで，'/'f側部?朕切除と i''f学:側滑膜切除との!ぷwを比

較した結果は， MP関節では背側切除群の術後の平均可

動域はm:t:側切除群のそれよりも大きな値を示してい

る PIP関節では両群問の員数差が大きいので， 必ず

しも正確な比較はなしにくいが，やはり7刊!lJ切除例のほ

うが良好な可動性を残しており，ばらつきも小さい

手術時期における成績の差についてみると， MP関節

では晩期手術~'fが早期手術i作よりも良好な ROM を示

している.恐らくは，早期手術例では術後隣接指や隣接

関節の進行性病変の影併を受ける可能性が大きいことに

よるのであろう PIP関節では早期手術群と晩期手術

群との!日lに切らかな差は認められないが，早期手術併で

は各関節の成績にばらつきが大きい(表 2)

以ヒの]lX:n'(に対する患者の評価は約 60%の手術開Jlij

tこ一応の満足感をもっているが，明らかな患者の満足は

約 30%に示されたに過ぎない 局所の炎症症状はほと

んど鎮約しているので，満足度は当然のことながら残存

している機能の程度に平行する傾向がうか工われる.

X線学的変化の詳細は次の機会にゆづるが，関節裂隙

狭小化 erosivc change，亜脱臼，強直傾向などの進行

は， X線学的変化を調査し得た 51関節司146関節に認め

られている i，Jii 1狗すでfこ erosivechangeの存症してい

たものでは多少ともその進行をみるが，一方 barearea 

に erosivechangeが存在しても，それが限同性で， 関

節裂隙が比較的温存されており，かつ，curettageがほ工

)F7|τ1 2~ 1 ~ I ~ 1': 
i |:;; | 3; | 2; : | ; l T 

ili i|2;|;|;lj|j 
F|;zl;;:l;;: 

表 2，術前 ・術後における平均可動成の変化

滑膜切除

(斗ι均値土S，D，)

滑膜切除

一川
干

'W 似1) 背仰iJ+掌側 早期 晩J(J)

76，9土18，50 74.7土16.4
。

75.4土19.5
。

75.7土14.30

53.9土31.4 40.4土19.0 41. 1土31.3 53.0土19.6

88.3土13.3 67，4土28.2 73.0土31.3 71.5土19.6

51. 7土53.1 39.7土36.5 42.3土44.9 43，0土34.3
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8.術前. b.術後8年.

C . 術後 8~て d. 同.

図 2.30才，女子

表 3.膝 ・肘 ・指関節における R.O.M.の変化.

~ 
膝 肘 指

ROM 

jl'1 大 17 (44.7) 6 ( 8.8) 

不 変 4 ( 4.9) 13 (34.2) 19 (27.9) 

滅 少 51 (63.0) 8 (2l. 1) 43 (63.3) 

( )…% 

完全に行なわれたものの中には良好な成績を示すものも

存在した(図 2)

考案および結語

今回の我々の調査対象には，術前に存在した指の変形

を矯正する目的で名種の臆手術を滑膜切除と同H寺に行な

ったものが少なくないので，滑膜切除のみの成績とは速

断しがたい点もあり，また，全身の RA症状の影響も考

慮する必要があるが，以上の知見から， 一応指関節滑膜

切除術は疹痛 ・開眼などの炎症症状の改善には有用であ

るが， AnselPl， Gschwend4) らの報告にみるごとく，可

動性に関しては必ずしも良好な結果は望みがたいといえ

ょう.また術後，骨の破峻性変化や変形の進行をみたも

のも少ないので， 必ずしも確実な prophylaclicな効果

があるとはい与がたい.むしろ， Raunio5
) の retarding

effectなる表現が好ましし、

膝関節や1ftI苅節においては滑膜の切除範囲が広ければ

広いほど良好な成績が得られるという結果を得ている

が，指関節では背側のみの切除群と背学側の切除群との

聞に明らかな差はみられていない 総じて指関節滑膜切

除後の可動成の改善度は膝関節6)， 肘関節7)のそれに比

較する とやL劣る(表 3). その理由としては. 1)指

関節は日常生活での運動量が大きいので術後，骨破壊性

変化や OA性変化を招米しやすい. 2)手術関節や隣

接関節の滑膜炎による腿のアンバランスや変形の影響を

受けやすいことがあげられよう.

一般に全身 RA症状が進行しつLある症例や， 手関

節や多数の指関節に活動性滑膜炎が存在する例は予後の

判定が困難なために好適応、とはい与がたい.一方今回の

調査結果からみて lateslage の滑膜切除の成績は総合

的に判定して決して earlystageのそれに劣るものでは
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なかった.背側のみの滑膜切除と背掌側滑膜切除の優劣

については，我々の使用した方法に関する限り，速断し

がたく ，特に掌側に明らかな障害が存在しない限り ，背

側のみの滑膜切除術にと工め，側節の支持機構の温存を

はかるほうが安全ではなL、かと考えている.
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リウマチ手の手根管部の屈筋腿滑膜炎について

Rheumatoid flexor tenosynovitis in the carpal tunnel 

浅井富山

新城清

長 屋 郁 郎

棚橋紘雄

南場宏通

衛藤義人*

はじめに

慢性関節リウマチ(以 fRA と略〉における手板管

部の屈筋腿滑膜炎については，手指屈筋鍵滑膜炎， f申筋

腿滑膜炎に比し，従来あまり報告されていないが，発生

頻度も，かならずしも低くなく ，病変の進行につれ，手

指の運動障害，変形，正中神経腕;抑を発生し，手術的療

法を必要とする場合も生じてくる

今回， 手恨管部屈筋鍵滑膜炎について， その発生頻

度，病態につき，自験例より調宜し検討を加えた.

方法

手根管i~1滑膜炎の発生頻度を知る目的で ， 1978年 7月

初旬 2週間のあいだに，当院リウマチ外来通院中の cals-

sical RA )，忍者 353仔uに対して調査した. 以下のごとき

症状を診断の基準とした.1)手関節掌側の腫脹， 2) Lr: 
痛， 3)結節形成， 4)手指運動|時の手根管制lの 札 機

'li， 5)手板管部に山来すると忠、われる手指運動時の隊

援現象， 6)手指運動不能， 7)正中神経麻痔である

発 生頻度

手根管部に腫脹のみを呈する症例を含め，腿滑膜炎を

認めたものは，353例中， 65例 18%であった 岡部に

Key words: flexor tenosynovitis， carpal tunnel syndrom 

* T. Asai， I. Nagaya (医長)，H. Namba， K. Shinjo H. 

Tanahashi， Y. Etoh 国立名古屋病院整形外科(e460名古

屋市中区三の丸 4-1-1;Dept. of Orthop. Surg.， Nagoya 

~ationa l Hospital， Nagoga). 

表 1 手線管部腿滑膜炎の頻度.

脱出主のみの症例を含めた場合

65例 (18%)(353例中〕

結節を認めるもの

39例 (11%) (353例中〕

右側 22{91j 

左側 11例

両側 6例

計 39例

明らかな結節を認めたものに限定すると 39例 (11%)

と頻度はや L減少する.性，年令については，特に差呉

はみられなかったが，明らかに結節を触知しこれによ

り手指運動機能障害を呈している症例は，発病より長期

聞を経過しているものが，ほとんとeて‘あった(表 1) 

治療

初7Wlの腿滑膜炎は，関節!I).j変と同様に，RAの |分な

全身コントローノレのもとにI)11)所の安静，外用薬，ステ

ロイドの局注などの保存的治療にて，症状の緩解する傾

向がみられた.保存的加療にても ， 結節性病変が(，'~JJfで

あり，手指の弾帯主現象，運動障害が持続し，指変形を招

来する恐れのある症例や，市!交な正中神経麻痔を合併し

ている症例に対しては， 観Jfll的治療法を施行した.手術

症例は 7症例で，全例女性であり ，stage IVであった.

手術側は， 7 {yljともすべて右側て、あった RA発症より
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a. 術前手関節~ï~側のII ，nn長， 10:指球の筋萎縮，指屈曲降芹

がみられる.

図 2.術中所見.

屈筋腿滑膜炎，結節により正中神経虫、正迫されてし、る.

手術までは 4年から 30年，平均 11年とかなり長期間

であり carly stagcのものは合まれていなかった.手

術時年令は，34才から 65才，平均 48.7才であった.

症例

52 :-f'， Y_' F. c1assical RA. stagc IV， RA 発力i~ より

手術まで 9(r-ド1:日経過 約 1年平'criiiより，右手凶節学側の

腫脹および結節が出現.種々の保存「ドJ加療に紙ザLし，子

指運動障'J，特に母指，示指の加，111障害，正中神経腕;的

を生じたため，観血的治療施行(依11a). 

1.手術所見

ほピ全JiH筋量tにわたり健滑膜炎をg認め， 1:1¥筋1庁の総必

がみられた.特に長母指屈筋鍵，ノJ~mへの浅指，深指屈

筋鍵に結節形成を認め， これにより ， )Jil!tl'f動が阻害さ
れ，正中神経が圧迫され手根管症候群の主因となってい

た 炎症のある願書前肢および結節を可能な限り切除し，

図 1.

b.術後約、ド1f.指屈曲障7ヰは改善されている.

正中和11経最IJ縦体Iを施行した(凶 2). 

2.病 理所見

M節部には， 一部に壊死組織があり，それを取り凶ん

で炎症細胞の村Irr状配タIJがあるが， リンハ球の浸潤は軽度

である 周囲には新lil種々の肉芽がみられる.一部血管

壁に壊死部分，小円形細胞の浸潤がみられる.

3.術 後

術後約半年の状態であるが指屈曲は改汗している(図

1 b) 全例ともに少なくとも術後短期川では， j行運動

機能の改善をみており長期経過fylJにおいてや L屈曲;1，1]限

の再発している定例もみられるが，fま工満足すべき結果

を仰ている.

考察

手fWr1:;1Hの屈筋艇は，深部に存{tするため，州初期て、

は， 脈!日，<，紡節を触知しがたく ， 軽度の正 '1'神経麻がII~を

生じていても， RAによる関節病変，随伴症状としての

朝のこわばりなどにより腿滑膜炎の診断に難渋する場合

が少なくない. 折原筋鍵滑膜炎の発生頻度をみると，

Brcwcrton1)は， 42.3%(1957)， Kay2)は 100%(1971)， 

小松原めは38.0%(1974)とかなり if.;j!TJilJrである.

ミ古ー者らが， 今1'11と同一症例につき調作し， 1978年第

61"1リウマチ外科において報告した指肌筋腿滑膜炎の発

生頻度は， 87.3%でありへ 手関節掌側に服!長のみを呈

する症例も加えたT板管部屈筋鍵滑膜炎の頻度が 18%

であるのに対しでかなりの差がみられる --m~にはがJ述

のごとき診断法の問題もあろうかと思われ，実際J..:I土，

より 1":1頻度に存在するものと思われる.

手線竹症候群は，RA Iこ合併して比較的よくみられ，

m化まで多数報告されている Brewerton5)は， 手線管
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j ，'~j民 1ifは RA の early stage によくみられ，のちに頻 表 2.手収管症候1rfの発生頻度 (RA).
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度が減少してくるとしているが，Barnes ら6)は， 1程病

ゆ1川と手恨竹症候群発生とのあいだに相関関係はないと

しており， c1assicalおよび definiteRA忠、者の 69%に

みられたと報告している Chamberlain らりは， early 

stageの RA，也、者 23%に手根管症候群が認められたと

している(表 2). Barnes らも述べているごとく，筋電

図学的陽性所見と臨床症状の一致しないことも多く，採

用する診断法によっても，発生iJiiH支に多少の/(::5'Qが'1".ず

るものと思、われる

今回の我々の調査では， 附臨I川床(jJ品i

図，神経伝導速度なと.の診断法を使用しておらず，特に

late stageの RA患者の場合， 筋萎縮， 知覚障害，運

動障害をTF.中村l'経麻痔と関連づけてよいものか判断に困

難を感ずることが少なくなく，この点については，現在

検討cl_1である.

まとめ

1 )今同の司，'，jftでは， 353 例，~l， 65例(18%)に手恨

管ffHJI:H筋!虻r['j'膜炎が認められたが，手根管部屈筋騰が深

古1Iに存在するための診断法の困難さもあり，実際の発生

頻度は， 従米延!i'象されていたよりかなり高いと思われ

る 2)子恨管部の)凶筋艇に結節が形成されることによ

り， 指運動障害が発生し， これが持続すると， 関節州

変，:t行凪筋監~滑膜炎と同様に，指変形の原因となりうる

のて、注意が必要で、ある. 3) 我々は， 手恨管部JlTI筋厳~ ì'l'f

Barnes and Currey 

Chamberlain and Corbett 

d、JlIほか

Kenneth. K. Nakano 

Robert G Gray 

69% (1967) 

23% (1970) 

3.9百 (1972)

23% (1975) 

32% (1977) 

膜炎による長時指屈筋臆断裂の 1例を経験したのみて、あ

るが， まれに同部の屈筋臆断裂を生ずることがある.

4) 手根管症候群(正巾神経麻j~i)がしばしばみられ

る 5) 種々の保存的治療に抵抗し，切j らかなれ山~iが1r:

在し，指機能障害を生じたり，正rl't'l'経麻jl)，Iを介併して
いる症例では，積極的に手術的療法を考慮するべきであ

ろう(表 3). 

文献
1) srewerlon D.A.: Ann. Rheum. Dis. 16: 183， 1957. 

2) Kay， G.L.: ibid. 30: 98， 1971. 

3)小怯原良雄 リ'/マチ外科 2:67， 1974. 

4)長屋御nliほか I，;J上 6: 149， 1978 
5) srewerton， D.A.: 1n Progress in Clinical Rheuma-

tology， ed. A. St J Dixon， London， Churchill， 56， 

1965. 

6) sarnes， C.G. et al.: Ann. Rheum. Dis 26・226，
1967. 

7) Chョmberlain，M. A. et al.: ibid. 29: 149， 1970 
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Carpometacarpal bossの発生と臨床経過

Causes and clinical course of the carpometacarpal boss 

前田敬 三

荒木

三 浦隆行 'I'H馨 吾

聴 井上五日11'

はじめに

第 2，3 CM 関節郎に生じる'行t'1の隆起は， 1931年

の Fiolle')の文献で carpe bossu と称されて以後，英

語の文献では carpalboss， carpal bossing， hunchback 

carpal bone， carpal or metacarpal boss， carpometa-

carpal bossなどと呼ばれている。，{>:}11では 1941".ドに伊

藤2)が剣道選手を巾心にして詳しい調代を行ない，この

部の変化から突出型とした 61:f" 69子におけるレント

ゲン所見をもとに 5型に分類している

著者3，めは第 17回本学会でそれまでに経験した 11IJIJ 

を報告したが，その後症例を重ねるにつれて興味あるJ，i'

例も経験したのでここに再度検1討をJJIIえた

症例の概要

表 1のごとくであるが，症状は手背の腫鮒と1さがi(Jlli 

動焔も含めて〕が主なものである.他の疾忠で来院し，

診察'1-'にみつけたものが 8例であり，その内訳11，腿革fI

炎が 3(y"iJ.手irH挫傷3{:同11.Kienbock病 1(11]， 仲筋腿断

裂 1例て‘あった

手術 Ul'~起 liil 切除) 114例に行ない，f也l土保存的治

表 1.

症例総数 18例， 19手

性別 男 :13例女 5例

息似1) 両手 1例 右手:12 f~) 1，: r : 5例

手背のE重樹および これに随rrーする j，E状会主訴とし

て来院した例 10例

平均司令 34才

腫熔の発見年令 (8例) 平均 32才

Key words: carpometacarpal joint， boss， styloid bonc 

* K. Maeda:名古屋大学病院理学療法部 (Dcpt.of Physical 

Medicine， Nagoya University School of Medicine， Na-
goya); T. Miura (講師)，R. Nakamura， S. Araki， G. 

Inoue:名古屋大学分院整形外科.

療により経過をみている 14才時に発生し， 15才時に

右手の'I]'隆起1.mを切除した両手例は，その後 1年 7ヵ月

して再発したためI'}び切除術を行なっている.

X線像を参考にし，観並l的治療を行なった例において

は，手術時所見も加味して骨隆起形成の部位を調べ分類

すると図 Iのようである

臨床経過

前述のごとく，手背の腫痛ないしこれに伴う j，j~状(発

1. 11-1' 21抑l 4. ll-1'-C 2 WiJ 

2.1I-C 31刈 5. j[-IIトC 6WiJ 

3. III-C 5191) 6. lI-lII-1'-C 0 

図 1.部位別分類.
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図 2.44才，男子. 会社員左子 carpometacanpal

bo日.

上凶..左手背に腫続中L~ 第 2 CM関節前lに double

beakを認め，その聞に石灰化の矯渡し{象を認める.下図.
前後像で第 2CM関節の関節裂隙が不鮮明

赤，腫脹， j羽市〉を主訴として来院した 10例， 11手'-1'，

観血的治療を加えたものは 4例 4手であるが， 1 例の~IJ

発例も含めて忠部の皮下組織の硬結などを認める例があ

るものの腫癒は減じ症状も軽減している.腫癌の大き

図 3.26才，タj子医r:11i.左手 carpometacarpal

boss. 

割問 3'-1.子竹ιヰi玖'lll/¥lに骨妹形成を認める

なものは予を頻繁に1*Jnしたあとなと1主鈍!Iyiのある例が

多いので， なんらかのf，-ì械を必~とする.いろいろな症

状に対して対面i的な保-rr的加療を主体とするものの，長

期にわたる例においてはT術的に処置したほうがよいと

考える.手術後川もなくw発した例を経験していること

から手術的治療は適応とはならないとする Carler5)の

意見もあるが，長期にi型車1)紛のあるもの，背~!lJの {III筋量~

にまで炎症をもたらす場合などにおいては鋭JlJ凶'~療法以

外の解決法はないと思われ，この点手術に対する適応に

ついては Artzらめの江見に質|司する

私達がこれまでに行なっている手術は，省隆起f{刊の切

除のみである 'f)-:M!を切除することにより'r;.隆起そのも

のが周囲に及ぼすhi状は解消されるが，さらに関節裂隙

を広げるような操作を行なうべきであるかどうか，その

発生原因が判然としないために未だ迷っている状態であ

る CM関節の|具l節裂隙が見えるところまで骨隆起の

切除を行なうために，同H、?に第 2rf'手骨と小菱形骨川，
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表 2.原因.

1 Styloid bone 

n ECRL & B を介しての periostitis

皿 くりかえされる carpometacarpalligament の

主i傷

N Degenerative change 

V 不明

第 3 中手什と小~]rH]'，有 ~Jl'l'l 間の籾，JH がそれぞれに切

除されてしまうが，このためにこの部の不支定性が刑す

ものの，かえって力のか L り方は軽減され，化'I'j形成の

促進は阻止されるとも考えられる.

手 'I''fの臨府の存在に気がついて以後 1 ~2 年のうち

に次第に大きくなる例と，数年しても劣化をみない例が

ある 凶 2は 44才の事務系会社員の男性で 1年 9

ヵ月iiijに左手i''fの腫癌に気付き，次第に大きくなってき

たため米院したものである.X紛U:象ではtn2中手1'1'と小

主主形'1'1の接するffllに鳥のl照様突起 (doublcback) を認

め，そのr::jに玉を両手でさ Lげもつような形で石灰化様

の橋渡し像を認める 手術的に切除を行なっている 図

3は外科系の医師で 26才の初診時に搬った左手のX

線像であるが，腕前1に気付いてからすでに 2年が経過し

たH、?点のものであり，さらに 4年経った現イ1:で、もその大

きさは変化していない.

発 生原因

現在までに原因として考えられているものは友 2のよ

うにまとめられる 欧米では styloid boneの存在を霊

安説している文献が多く， Zimmel'刊 Schroder，Ritland 

ら，Bassoeらめ，Kootstra らめはし、ずれもこれによる

症例を述べている.日本では，伊藤10)が，剣道選手，石

工，船Jifiなど子を激しく使用する人達に多くみられ，そ

の従事する年数の多いものほど向し、発生率であることか

ら，外傷性変形t'1J，Y，1節症であるとしている その素因と

しては， styloid boneをみつけ得ることなく ，tr~ 2中手

'，';尺側角の変形， 会~ 3 rr'手骨茎状突起の変形をあげてい

る しかし，(1験(7ljからもわかるように，手を使用する

ことの少ない例にも，さらには利き手でない例にも発生

をみることから styloidboneの存在(介在， 癒合)を

も含めてさらに大きな影響を与えるなんらかの素因とな

るものが存イ1:していてもよいように思われる ある程度

の持続的，慢性的刺激が加わる ことが必須の条件とはjLl

われるが，外似性変形性関節!iEとは異なる形のO'ljがある

ことは確かであり，その原因の解明は今後の検討にゆだ

ねる

文献

1) Fiolle， i¥LJ.: Bull. et Mem. Soc. Nat. Cde hir.57: 

1687. 1931 

2)伊藤京逸 :円強会誌 16: 186， 1941. 

3) íÌ~田敬三ほか臨床整形外科 9: 434， 1974. 

4) liij回敬三ほか猿形外科 25:1241， 1974 
5) Carter， JミM.:J. Bone Joint Surg. 23: 935， 1941. 
6) Artz， T.D.， et al.: ibia. 55-A: 747， 1973. 
7) Zimmer， E.A.: Fortschr. a.d. Geb. Rontgcnstrah. 

61: 187， 1940. 
8) Bassoe， E. et al: Am. J. Roentgenol. 74: 886， 

1955. 

9) Kootstra， G. et al.: The Hand 6: 185， 1974. 
10)伊藤京逸 口慾会誌 16:1095， 1942. 
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手関節痛に対する Denervation手術

Denervation for wr叫 jointpain 

児島忠雄

はじめに

広痛のある関節に刻してI5iWi'iに分校する神経を切断

し，疹痛を軽減させようとする試みは新しいものではな

い しかしこの試みは現在， 子関節と PIP関節のみ

が有効とされ，しかもドイツ，スイスでのみしか行なわ

れていない Wilhclm1，2) は関節への神経支配について

の詳細な解剖学的研究を悲礎にこの手術法を確立した

現在， Wilhelm の手術としてドイツの手の外科医に

広く知られて おり Geldmacher3)，MeineペBuck-

Gramcko5，6) らの報作があり，良好な成絞が報告されて

いる.児島7)は 1976ifより 1977:(r-にかけて Buck-

Gramcko 教授の病院に~I~;{t: し Denervatio日手術をつ

ぶさにみる機会に721まれた.

その後， 数点i'例に本訟を;試み，1H下ながi果を得たの

で 6ヵ月以i経過した 3症例について述べ，本法の手

術法を紹介したい

解剖

手関節の知覚に関与4する神経はi''i'1J!IJ什r:¥J神経，椀什神

経浅枝，続側前腕I文字JI経，正中神経， ;;f:1J!tHJ聞神経，尺

'liJ神経， 尺什神経j''i'1JltJ校，尺側lIIfJぬI主:やl'経，背側前腕)5<:

神経などの関節枝である (図 1，2) 

Denervationstest 

手術後の結果を予処;!するために，手術に先立ち， De-

nervationstestを行なう Wilhelmしめによって詳細lに7じ

められた 1から 10の点を局麻剤でブロックする(図 1，

2). この全部の点をプロァクする必要はなく，たとえば

舟状'j!l 偽関節のさいは点 1 ~ 6 を ブロックし，これで悠

痛がとれない時は}，'X7， 8を追加する 場合によっては

さらに点 9，10を追加する ブロァクののちに手関節の

負荷i!TI!fjbを行なわせ， I冬iiriが消失するのを確認する.

Key words: Denervation， wrIst joint pain，、Vilhelm's
operatlOn 

* T. Kojima (務自の 東京慈恵会医科大学形成外科 (Dept.of 

Plastic & Rcconstruclivc Surg.， Thc Jikci Univc，引ly
School of Mcdicinc， Tokyo); 八 Kudo:工藤整形外科

~1 9 1 東京都門野市南平 3-22- 1 5).

工藤 厚*

手術法

腕利i絞殺ブロック，11: Jftl ¥Ir下に行なう.??側什I:¥J神経

は手関節の 3cm '1'枢側で， 前腕背側に横切断lを加え，

短 ・長杭1J!IJ手板イFll筋と総桁{III筋，長母f行イ中筋との!日lをわ

けで'nrl\ JM皮の上に神経をよ~I I: し， 切断する . fJ'~'I'1 神経浅

spatii interossei 1 

V 
④ 

?i::::;:1山 11 l 11 1 1;::::sseus 

図 1.1'i'側.

図 2."?側.
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図 3，症例U 1. 

図 5 症 例 3.

校の R.articl山 口sspa tii in terossei 1は第 1中手甘問

中栂側に孤状皮切(た工し Wilhelm I主縦皮切)を加

え，機骨神経浅校を見い出し，'t占ドH削1j1筋腿と交叉する

レベノレで‘わかれる潟111.、神経を見111.し，切断する 検竹村I

経淡枝，続~!IjriiI腕皮下11経の関節校li機'lli本位端に続官[11に

法rmをもっ孤状皮切を加え，続'i'l'oJ!功)派のI，I，jMの伴走l削派

をがi数，切断する この静脈に利!I.、神経が1宇走している

のがみられる この官官から解剖lタバコツボの付近までを

図 4 症例U 2. 

筋膜の上で最IJ離し，i¥i;校からはいりこむ

紺!I.、関節枝を遮断する.また， この皮切

から方形!n!内筋の末梢縁で，'i1t気メスを

用い，挙~[lJ'iî'問神経を筋肉と一緒に切断

する Denervationstestで点 7，8， 9， 10 

のプロ γ クが必要であった場合は，さら

にこれらの神経を遮断する手技を追加す

る.

症例

症例 1. 17才，男子.

15才H寺に受傷. 陳旧制，:111'状骨骨折と

椀刊の符明な ffilnusvaflantを認め，疹

痛を伴 う尺屈制限を認めたため，尺骨短

縮術を行なった(図 3). 手関節の尺屈

;1l1J限は改:与されたが修痛は残存し，骨移

植術をすふめたが陸上競技選手て、あり，

長期間の療後は不可能のため， 1978年

3月 24R， Dencrvationを行なう 術

後 1年の現夜，疹痛はまったくなく ，電

気技師として働いている.

症例 2. 17才，男子.

1年以lに受傷.陳旧性舟状骨骨折を認め，骨移植術を

す Lめたが水泳選手であり ，長期間の療養が不可能のた

め， 1978年 3月24日， Denervationを行なう(図 4). 

術後 1年の現在， I会lffJはまったくなく，水泳のターンで

手学を強く突いても1釘庁Iはないという.

症例 3.44才，男子.
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10年前に受傷.舟状骨偽関節があり，変形性関節liEの

所見を呈する(図 5). 1978年 10月25日， Dcnervation 

を行なう術後 6ヵ月の現在，手|主l節背屈強11llJII与に軽度

の疹痛をみるのみで，疹痛の程度は術前を 10とすると，

現在は lの程度であるという .

痛の消失が 1例に著明な軽快が得られた.

Denervation の適応とされている症例には， 現在，

種々の関節固定術が行なわれているが，関節固定都Iをわ

なう前に，本法を試みる価値があろう 疹痛性の運動制

限は改持され，手I)!J節の可動域が増加している症例が多

い 本法の効呆がない|時に関節固定術を追加して行なっ

てもよし¥

考案

Denervationは関節痕変化による疹痛性の運動制限す

なわち， 舟状骨偽I主.Jfli'j， 月状骨軟化症， 月状骨周囲脱

臼，関節にか Lる腕'口骨折などが適応、とされている jJ. 

伊IJ1， 2はまだ|長Jiii'i症の変化を認めないことから， 真の

適応ではないが，運動選手という特殊事情を考慮して行

なった.手術後の手関節の変化が当然問題となるが，

Buck-Gramcko5，めは長期間の follow-up で，関節症変

化の増惑はみられない，また Charcotjoint の所見を

示す症例はないと述べている.これらの事実をも参考に

して手術を行なった.

手術の効果は Geldmacherめ は 32例 のうち 27例

(84.4~わが positive results を得たと述べ Buck-

Gramcko6) はドイツ， スイスで手の外科医によって行

なわれた症例をまとめ， 69% が良好な成絞を得たと述

べている.このように本法は必す.しも 100% の除焔効果

が得られるとは限らない 我々の 3症例では， 2例に修

まとめ

手関節の Denervalion 手術によって良好な結果が得

られた症例を幸Hiltした わずかな症例であろうが，本邦

では Denervation はよく知られておらず，行なわれて

いないようなので紹介をかねて報告した.

文献
1) Wilhelm， A.: Hefte Unfallheilkd. 86: 1， 1966. 
2) Wilhelm， A.: 1n Wachsmuth und Wilhelm， A.， 

Allgemeine und spezielle chirurgische Operations-

lehre， Springer， Berlin-Heidelberg-New York， 1 st 

Ed.， p. 274， 1972. 
3) Geldmacher， ]. et al.: The Hand 4: 57， 1972 
4) Meine， J. et al.: Handchirurgie 6: 137， 1974. 
5) Buck-Gramcko， D.: ibid. 1: 179， 1967. 

6) Buck-Gramcko， D.: .T. Hand Surg. 2: 54， 1977. 
7)児島忠雄・形成外科 20:600， 1977. 

上腕骨外上頼炎の発生機序に関する研究

一一第 2報 榛骨神経の関連性について一一

Studies of mechanismus of lateral epicondylitis of the humerus 

and its relationship to radial nerve 

rl'下健 三浪三千男 石井清一本

ま者 日

上腕骨外側上穎炎(以下外上額炎とする〉の発生機序

として，焼骨神経障害の関与を疑うものと，手?定するも

Key words: epicondylitis， tennis elbow， enlrapment 

neuropathy 

* K. Nakashita (医長)， M. Minami (院長):北海道整形外

科記念病院 (~ 062 札幌市豊平平区岸 7-3; S. Ishii (教授): 

北海道大学整形外科 (Dept.of Orthop. Surg.， School of 

Medicine， Hokkaido University， Sapporo). 

のは相なかばしているんわ.

我々は本症に挽骨神経の走行に沿う圧痛と知覚神経領

域の触痛覚の低下が認められるものがあること， ~~治例

に radialtunnelでの神経剥離を行なうと症状が消失す

るものがあることをすで?こ報告してきた3，4)

今回は症例をさらに楢やして，臨床症状を分析すると

ともに，続什やl'経に焦点を合わせて肘関節の屍体解剖lを

行ない，機什神経がいかなる機序で外上野!炎の症状成立

に関与しているかを検~i した.
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症例および方法

II{{平1150"1二以来，タト 1・1項炎 と診断された 200191]を研究

対匁とした.

その内訳をみると， 男女比は 1: 2で右側に圧倒的に

多く，年令平均は 43才である.

これらの 200例を次の方法で検討した.

1. 臨床杭状の分析

2 挽骨神経障害の分析.

3. 難治例に対する手術所比と成総の分析.

4 古Ij検による神経附害部付の観~~.

結果

1.臨床症状の分析

M部外側の圧痛と手11Tに択tiLを加え下関節をT'f屈させ

る疹折i誘発テスト (テニス肘テス ト〉 は，外上!l!iJ炎診断

の32点でもあり当然のことながら全例に存在する.

さらに川部外側lのrr姉を観察 してみると，必ずしも外

頼部 (85%) にと工まらず腕什小野I(703ω， 続骨神経

(85%)， lIIJ腕{I]I筋lt'f筋!阪 (75%)にも百五率に認められ

る.その他の症状でi':l:nされることは，肘関節の過仲良

を強制することで修痛が桝強する例 (20%)， 肩から上

腕の 1'1'1姉を訴える例では肢宮神経:にも圧痛 (25%)が認

められること， さらに焼骨神経障害が 71仔1](35%)に

存イlーしたこ とであるー

2.榛骨神経障害例の分析 〔表1)

a)神経障害の所見

これら 71例の神経障害診断のJljIlI1は1<1に示すよう

表 1.71例の挽骨神経障害を思わせる所見

1 )境骨神経支配域の知覚低ト (71/71 100%) 

2)接骨神経走1/の圧痛 (59/71 85%) 

3) Radial tunnelにおける
(65/71 92%) block test 

4)筏骨神経支配筋の筋力低下 ( 7/71 9%) 

に， 1)桃什和l'経領域の知覚低下は 71例全例に認めら

れる 2)検骨神経の圧痛は焼骨小頭や回外筋貫通部に

85%の山系に認、める 3) Radial tunnel I勾に 1%キシ

ロカインを注入したうえで，テニス月、Iテストを行なって

みたが 92%にテストの陰性化を認めている. 4) mUJ 

感を訴え， 1三指仲筋i作に筋力低下を認める例もある.

b)末梢神経の検査

次に我々が行なっている知覚検査法と神経伝導速度に

ついて述べる5) まず毛筆 pinprick testは常に世tM

と比較しながら詳細に検査する. こうして県'l;~ とみなさ

れた携骨神経固有域について， Weinstein-Semmes触覚

計および重量圧痛d-Iにより障害の程度を具体的に計dlllし

たところ，触覚計では marking3 目 22~3 . 61 (育色)ま

で，圧痛計では 0. 5~1. 0 g と軽微であるが健側より低

下していることを客観的にとらえることができる.

神経伝導速度は Lenman6) の方法に準じて行なって

いる.在tfJ!lIを対照として例々 の:fii'例を検討してみたが，

知覚伝導速度は 35例'1'6例，運動神経伝導速度(潜H寺〕

は35例'1'9191]に11."(5:差を認めている.

3.難治例に対する手術1)

このように詳細に検宗することにより境骨神経障害の

1fイlやが切らかになった症例 71例の中で， 長期間にわた

ってj，'I'状が続き，純々の保存的治療に抵抗する難治例に

対しては手術を行なっている.

a)手術症例

これまでの手術例は 20例である.男性4例， 女性 16

例，その有症期間は 6ヵ月から 4年2ヵ月(平均 2年 2

ヵ刀)，大部分の症例は外!頼炎としてステロイドの};iiil:

をはじめ種々の治療法が試みられている.

b)術式

l~í式は肘部の続'I'J'fll'経を展開し，それを続什小IíJtより

回外筋貫通告~~までの異常を調べ，その arcade of Frohs巴

表 2. Operative findings and results. 

出:|o[loJololliltl l0140l loJololj 
Ganglion 

Others 

No finding 

Rclief of 
pall1 

。 。 。 3 

一 0101_1 101_1仁 1101
0I I_Il 

i山 1*1+1*1十 1+ 1_1_1 +11-1十 +)1+ 1廿1+卜|市|廿118/
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図 1.

i1i椀側下線伸筋の筋膜性辺縁を示している.→は癒主主所

見

を切離する.術中電気的刺激により短僚側手板伸筋の筋

収縮を誘発し，絞掘部位を観察することは，本症の性格

上有意義である.

c)手術時の所見 (表 2)

20例のうち 15例 (75%)に神経の圧迫あるいは絞釘

が認められている. rl'でも短涜側手根伸筋，回外筋にお

ける絞宛例が大半を占めており，本症発生の局所的因子

としてはもっとも重要なものといえる 次にその代表的

症例を示す

症例 15.51才，主婦初1.

図 1は焼'円相p経:深校が短犠側手根伸筋の下へ侵入する

部位を示している. ~l1気的に浅枝と深校のあいだを走行

しているこの知機側手根仲筋の筋校を 刺激し観察する

と，強い絞犯が後骨 n~1神経を包み込むように発生した.

次いでこの筋膜を横切したが周囲には比較的強い癒着も

みられ，その下の回外筋は筋組織が少なし線維状の腿

膜となって後什1::1神経を覆っている(図 2) この回外

筋を切離し神経自体を観察すると，短挽側手根伸筋の

自brousedgeよりわずかに近位と ，回外筋の fibrousedge 

の少し末梢に，わずかながらくびれを認めている 術中

に，この部の絞犯を知ることはきわめて困難であるが，

筋収縮を誘発しはじめて判断できる

一方この同外筋の組織学的検査では， 白仙b，附o印r巾-

た著l切明p列Jな筋萎紛と腿腿:膜の肥厚が認認、められている. f，!;I後の

症状は翌日より自覚症状の著しい改善とテニスJHテスト

の陰性化を認めた 術後 6ヵ月の現在も掠状の再発はみ

られていない.

d)手術成 績 (表 3)

20例の術後経過観察期間は 1 月 ~4 年であり，その成

績をみると疹痛の消失 11i71]，軽快 7例で 18例 (90%)

に良好な結果が得られている.外頼、部の圧痛の強かった

例では，その n~失に長期間を要しているが，テニス肘テ

図 2.

図lにおける筋朕性辺縁を切離し， 回外筋の arcadeof 

Frohseを展開している

ストはまもなく陰性化している. 知覚障害は 16例にそ

の改善を認めている.

4.臼l検ならびに考察

20例の手術症例に加え 5例の音Ij検を行ない椀骨神

経の走行を詳細に観察した.機骨神経はその走行上，機

骨頭付近と回外筋貫通部位ではきわめて機械的刺激を受

けやすい状態にあるし7) 肘関節の急激な外傷や慢性の

関節症変化でも二次的に検骨神経の障害が発生すること

はしばしば経験するところである.

囲外筋の椀骨神経侵入部位ではその上をさらに短僚側

手根仲筋が囲んでいる.このIlIJ肉の起始部は主に外頼部

が中心であるが，図1にもみられるように内側へも広が

って深校である後骨n:1神経上を横走している 手に重い

物をもって，スピードのある動作を反復するとき，前腕

の{申筋群，特に短挽仰l手根伸筋の筋収縮は，その解剖学

的特徴から，続什事l'経および周囲組織を強く [F.迫する.

このような刺激が長期に続くと神経周囲の炎症，癒着，

さらには組織の 日brosisや肥厚を生じ疹病発生の原因に

なると考えられる

外穎部の圧痛，挽骨神経領成の知覚障害などが，後骨

問神経の絞犯に伴い観察される理由として，前者は脊髄

性反射による関連痛，後者は僚骨神経の二次的炎症や浮

腫による現象と著者らは解釈している。

一方，短検~!l1手根伸ÎlÍJの起始部を外頼部で完全に切離

することにより，後骨聞神経の t層を横走している筋膜

も弛緩することが観察できる このことは外穎部に対す

る筋膜切離などの手術方法でも町， 境骨神経に由来した

疹痛を除去する効果があり得るものと推測できるめ.

結語

以上述べたことより ， いわゆる上腕骨外~lIU二頼炎の原

因のーっとして検什神経の entrapmentは無税できない

要因であると考える.
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なかでも，麻痔にいた らない後'百間神経に対する短椀

側手根仲筋の一過性の絞犯は疹痛発生上主要て、ある目
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胸郭出口症候群患者における手指の血行動態

Hemodynamic study of the hand in patients with thoracic outlet syndrome 

今釜哲 男

奥 山 暁

服部奨

松本良 信

)陶手1¥11:11 症候訴の患者は，手指のJ(n行障害をきたしや

すいが，その州態はいまだ十分切らかにされておらず，

したがってその診断および治療も確立されていない

本症の i'I党川:状として，上!伎の俗怠感，手折冷感，lEll

脹などの愁訴を認めることが多い. これらの慾訴を病態

生理学的に把似することを目的とし，近ゴ!整形外科領域

に応用されるようになった赤外線頼射を罪IJ川したサーモ

グラフ ィーを川い， ).胸郭出口症候f，'f!也、宗;のす桁 1(11行動態

について検討を加えた

対象および方法

対象は，胸草I¥LI:1 I昂候1円¥也、者で，f公約fドjに力11療したも

の 45j91j 65側，!lIi 5 j9IJ，女 40 例， 年令 20~5 1 才(平均

31. 7 才) ， 第 1 肋干~'切除例 18 例 18 側， 男 7 仰1，女 11 例

で年令は， 1 8~51 才 (平均 31. 7才〉であった また対

照qrrとして，頚 ・肩 ・上肢にまったく症状を有 しないjF

常人 20 例， 男 7 例，女 1 3 例，年令 1 8~28 才 (平均 24.2

才〉を丹J ~ 、た .

検交方法は，23~24 0C の室n~l に保った部屋に忠箔を

30分Il¥I安静にさせた後，立位での中間位，90。外転外払:

位頭中間位， 野l反対側田政位，Wrightおよび Edenの

Key words: skin temperature， lhoracic oullct syndromc 

* T. Imagama， S. Hattori (教授)，H. Hayakawa (講師)，

S. Kawai(講師)，S. Okuyama， Y. Malumolo， T. Tahara， 

H. Yamasaki:山口大学整形外科 (Dcpt.of Onhop. Surg.， 

Faculty of Medicine， Yamaguchi UniversilY， Ube) 

早 川 宏

多 原哲治

河合伸 也

山崎博 信*

肢位にて，両IIIj)腕から手尖まで撮影した また， 胸郭 H. ~

口症候群例 16~!lI，対照l洋 22 側に対し， 寒冷刺激を加え，

その皮府温のいl復経過を検討した

寒冷刺激は 3
0
C IIij後の冷水に雨前腕から手尖ーまで

約 30秒浸水し，以後 5分ごとに 30分後まて、のj幻内机の

川復状態を観察した

結 果

1.安静時皮虜jE

対照群での安静|時JJ(問品llは， 0.6
0

C 以内の軽度の左

;{，~長が認められ， 一方本症の片側例 25 例の，也、~tI) と 他仰IJ

との比'Iiiを行なってみると ，jill側より忠側が低下する恒

例jが 14例で O.1 ~2. 20， 平均 0.75。低下し， 応官tI)が世1¥

側より r:':j~ 、 j ， 'I ~例が 11 例にみられ， 0. 1~2. 0。平均 0.56。

て‘あった.したがって，忠側が館側より低下する症例が

多く みられる傾向にあ る も ， しか し忠側が健似~ よ り上刻

している症例もみられ，本症の上11主皮膚温は，必ずしも

患側が低下するとはいえない.

2.脈管テスト肢位別皮膚温

対照群および本?よの各l脈管テスト!l主位別の皮府混変化

のパタ ーンは，いずれも外転外旋位，および Wrightの

肢{立で皮府首14の下降がみられ，Eden の肢位では安静時

皮府温に近づく傾向を示した(図 1). その程度は， 対

照群に比し各!伎位とも木症は下降しやす く，特に Wright

の肢位で下降しやすい

3.寒冷刺激後の皮膚湿の変化

寒冷刺激後 5分後の皮l百温の下降度 は(図 2)， 対照
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図 2.皮膚温下降度(寒冷刺激5分後).

群では 1.5~8 . 8。平均 6.0'の低下があり ， 一方本症で

は5.6~ 13. 4'平均 9.2'の低下がみられ，対照群に比し

本症の場合，明らかに冷却されやすい

また本症の片側例で辺、側と健側とを比較してみると，

本症の健側は 4.6~ 13. 3 '，平均 8.6
0

，患側 5.6~13. 40， 

平均 9.40
を示し， 居、 ~!lJ より下降度は強くないが， 対照

群と比較すると切らかに冷却されやすい

さらに寒冷刺激後の同復状態をみるに，対照群では，

5分後から急速に回復する傾向を示す症例が多い. しか

し本症では， ほとんど同復しない症例が多く 30分後

の回復率をみても(図 3)， まったく回復しないものが

図 3 皮膚温回復率(寒冷刺激30分後).

3 

2 

。

-1 

-2 

t=4.9220 
DF二 14
Pく0.01

-3 

術的 1~:i 後

図 4.術前 ・後の皮膚湿の変化

(健側との比較).

44%にもみられた. したがって，本症では，寒冷刺激に

敏感に反応しその回復は非7itに緩慢であり，本症忠者

の訴えとよく一致するところである.

このことはJlll管運動神経のなんらかの関与が考えられ

る.また1m側も対照群に比し冷却されやすく ，その回復

率も悪い傾向を示すことから，現在無症状の健側も本症

のなんらかの素因を有しているものと思われる.

4 術前 ・後の皮膚温

第 1肋什切除例の術前術後の皮膚nni変化をみると(図

4)， 15例中 1例にのみ術前より下降し， その他はいず
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図 5 血行障害出現機序.

れも術後皮膚温の上昇がみられ，.'，心者は手指が暖かくな

ったと訴え，自・他党所見の改善とともに皮膚温の凹彼

がみられた

考察

胸郭出 口症候lrl 忠、者に， 上肢の血管圧迫症状が II W~す

ることは，よく知られている.

上肢症状が，血管圧迫症状かまたは神経圧迫症状かを，

厳密に鑑別することは困難と思われる Urschel， H.C.') 

(1968)， Nelson， R.M.2) (1969)， Roos， D.B.3) (1971) 

らは，血管圧迫症状を動脈性と静脈位に分け，動脈/T:迫

痕状として，冷感，IBI.力感，易疲労感，上11支全体の疹jf(j

など， 一方静脈圧迫症状は，上肢の腫脹，蒼白，静脈怒

張などがみられるとし，これら血管圧迫症状が増恕すれ

ば手指の潰蕩形成がみられると述べている.

これら血管症状の出現頻度について，Riddell， D.H.4) 

(1960)は53例中 28%， Urschel， I-l.C.') (1968) 60例

中 17%，Roos， D.B.3) (1971) 850例中 6% であったと

報告している 私達の例をみると手術例 34例 39側中，

上肢の倦怠感 87%，疹痛 67%，冷感 49%，肺脹 21%に

みられ，欧米の報告より高頻度にみられるようであるの.

しかし，上肢の倦怠感 ・疹痛は，神経上E迫症状でも 出現

する可能性があり ，厳密に区別し待ない点に問題がある

ものと思われる

本症の発症機序については，先人の幾多の報告をみる.

Lewis， T. (1936)， Schein， C.J.6) (1956)， Kinmonth 

(1962) らは， 鋲'荷下動 ・静脈が斜角筋三角部および肋

鋲間隙部で圧迫され， 血管壁に変化が起こり， 二次的

に血栓が形成されJU1管症状が出現 するとした. 一方，

Todd， T.W. (1913)， Riddell， D.H.4) (1960)， 111室7)

(1967)らは， 上肢へL、く交感神経は斜角筋三角部で腕

神経援に混入し，この腕神経叢が障害されれば，交感神

経系をも附害する ことになり，この部のI血管運動神経を

介して上)j土の脈管系に影響を及ぼし， Jft1管症状が出現す

ると推論している Urschel， H.C. (1968')， 1972)は，

胸郭廿:n症候群の神経 ・血管圧迫症状の発現機序につい

て，明解に:m式化し報告している.

私たちの手術例を分析してみると，本五iミは肋鎖間隙狭

小を基盤とし，斜角筋三角部の狭小化が合併し発症して

いる症例が多くみられ，術中各脈管テストの肢位にする

と， 神経 ・J(11管束は:r;:1JI1に圧迫される. しかし鎖骨下

動 ・m，脈白休に異常所見を認める例は少なL、8)

今阿，木点r)，心者に手折のサーモグラフィーを行なった

結果，安静!日fJ.文 j育温は， 応側が健~!IJより低下する傾向を

示し， 寒冷刺激を加えると ， 対照f，干に比 し阿~[Ijともに冷

却されやすい傾向を示した. また寒冷刺激後の皮膚温

は，対照群に比し著明にその回復率は低下していた 遠

藤らめ (1973)，は頚肩腕症候群患者にサーモグラムを応

用し，私たちと同様な結果を報告し， 菰池町(1967)，

笠井 (1971)らも寒冷刺激後の皮府温の反応について検

討を行ない，上肢に症状を布するものは，寒冷刺激後皮

府温の|旦|復が遅延するとし，この皮膚品liの低下は，交感

神経系の緊張による細動脈の収縮 ・緊張であり，刺激後

の回復の巡れは， 反射機能の~'(常によると考察している.

以上のことから，胸郭出口症候群のj血管圧迫症状の出

現機序は(図 5)， 肋主的間際狭小 および斜角筋三角部の

狭小が器量産にあり，これに dynamicfactorあるいは直

接の外傷が加わり ，神経 ・血管束を圧迫し，その結果，

血管東自体の変化， すなわち血栓形成， または spasm

らにより上肢の循環障害をきたす可能性もあるが， 主

に，交感神経線維が刺激され，よ肢の血竹広状が出現す

ると推論する
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第 22回日本手の外科学会評議員会議事録

会長 日本医科大学 伊藤忠厚 教綬

昭和54年5月28日・於 ホテル ・ニューオータニ

伊藤会長 大変おまたせいたしました.たXいまから

第 221司日木下の外科学会評議員会を開催させていたど

きたいと思います.本日は大変ご多忙の'1-1を多数ご出席

をいた工きまして，まことにありがとうございました.

本会を1'1-たちは 2{I三間用意をさせていた工きまして，昨

年からは森副会長とともに準備をしてまいりましたが，

いろいろな問題が起きまして，なかなか思うようには任

せないことも多々ございましたけれども，何とかあすか

らの総会が開けるところまでこぎつけることができまし

たことは，皆様のご街導，ご支援のたまものと深く感謝

し，お礼を申しあげる次第でございます.

では，お手jじの議題，あるいは報告事項の資料に従い

まして議事をす与めさせていた工きt.:.¥'、と思います.

最初に，会長として少しご報告申しあげますことは，

本学術大会の演題募集に対しまして応募していた父きま

したwは 141題ございました.私といたしましては，で

きるだけ多く採題をいたしましてご発表を願いたいとい

うふうに考えましたけれども，プログラム委員会で， 5 

題ほど本学会にご報告いたrくことは内容的に不適当で

あろうとい うご決定をいた Iきまして， 一般演題といた

しまして 103題，それから本年の申込み演題の巾でもっ

とも多く，かつ興味あるテーマをグノレッピーレソいたし

まして， 二つのラウンドテーブノレ ・ディスカッ γ ョンを

つくりました.これが二つの21題.それからシンポジウ

ムを二つ， 6題ずつで12題 それから外人招待講演とい

たしまして，コロンピア大学の Carroll教授とカリフォ

ノレニア大学の Buncke教授の招待講演 2題， 1(1)~1教授の

特別講演と ，誇n教授の教育講演，以上総数 140題を採

題させていたにきました.

今回の運営に当たりましては，昨年，中川会長のもと

で会則の改正が行なわれまして，その年度の会長の意図

で運営委員会その他をつくってよろしいとし、う会則がで

きましたので， 私といたしましては，お手jeの資料の

3ページにございます委員会をつくらせていた工きまし

た

まず第ーは運営委員会でございまして，この 1年間ど

ういうふうに学会をもっていこうかということをいろい

ろご相談巾しあげた会て、ございまして，お名前はこ Lに

あがっているとおりでございます.先ほど運営委員会を

開きまして，こういうメインテーフソレに座らせるのはよ

くないというようなお話もございましたけれども ，メイ

ンというよりも，いろいろご報告願うのに聞きやすいよ

うに ， 対面で~ffi:らせていた Y いたということでございま

して，こLにお庖りいたピいている方々が運営委員をお

願し、し、たした方でhございます.

プログラム委員の方はなるべく東京近くの先生方にお

願い申しあげました.

そのほか機能評価検討委員には田島教授が委員長とし

ておやりいた工きました.

また，手の先天奇形委員会には津下教皮が委員長とし

ておやりいた工いたわけでございます

今度の学会の特徴と申しますか，私が意図いたしまし

たこと Lいたしましては，外人をお二人，招待講演をお

願し、し、たしましたけれども ，招待講演だけでなくて，シ

ンポジウムのシンポジストとしていろいろディスカイシ

ョンを十分にしていた Xく，したがし、まして，外人の招

待講演はシンポジウムの題と同じで，シンポジストの第

一番手として長時間お話を願うというふうに二つを組み

ました

それから，先ほど申しましたように，ラウンドテープ

ノレは第三会場をあてまして，これは文字どおりラウンド

テーフソレにいたしまして，そこへ皆さんが座っていたに

いて，周りを取り図んで，一つのテーマで十分お話を願

うということを企画いたしました. したがし、まして，時

には 3会場，時には 2会場というような時間帯が出てま

いりまして，大変申しわけないと思いますが，そういう

ような形式でやらせていた工くということにいたしたわ

けでございます

概略のご説明を申しあげた次第でございます.

二番目に，庶務，会計の報告を九大事務局の凶尾教授

からお願いを申しあげます.

西尾 最初に庶務報告をさせていたどきます.お手元

のプリント〔資料 1)にございますように，昭和 54年

3月31日現在の正会員数は 2，075名でございます. 正
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会員が 2，065名，名誉会員が 10名でございます. それ

から退会青が，会費未納のための退会者が 290名， 1'1主

退会者が 16才"計 306名でございます.Jl&会者と新入

会員とだいたいノミランスがとれておりまして，2，000名

を少しI:lJたのが最近の状態でございます

それから物欣会員は，昨年の 6) Jに寺尾誠先生がおな

くなりになりました それから 8刀に連絡がございまし

たのは岡崎清二先生でございます.

会長 それでは，た Iいま西尾教授からご報告がござ

いました物故者，岡崎清二先生と寺尾誠先生に皆様とと

もに持者l践をさ Lげてご冥福を祈りたL、と思います. どう

ぞよろしくお願い Lたします. c黙踏〕 どうもありがと

うございました.

西尾 づ|き続き庶務報告でございますが，昨年は第 21

111]の 1-1本子の外科学会総会が 6月 15，1 6 円名，~，'屋大学

の巾川教授のところで行なわれました.'1;:務川として，

あまり事務日の場所が有名でないため，人会，退会，い

ろいろご迷惑をおかけしておると思いますが， 1'1.のほう

はできるだけ帳薄を整理して，相当ベテ ランが一生懸命

整備しておるわけでございますけれども， f日j分にも移動

が激しいものでございますので，何か移動がありました

ら広のほうにも直接お知らせいた工ければと思っており

ます.

まず庶務報作は終わらせていた工きます.

会長 た工いまご報告いた工きました庶務報告につい

て，と'なたかご質問あるいはご発言ございますでしょう

か. ーそれでは，た工いまのご報告をお認めいた 2け

ますでしょうか (拍手〉 どうもありがとうございまし

た

西尾 続きまして会計報告をさせていた工きます.

お手jじにありますように(資料 2)， 収入は 4，866，000

円でございます年会費が 3，000円でございまして，

1，622名の年会費が集まったことになりまして，大体 78

%でございますが，これは必ずしも昨年の会貨が集まっ

たわけではございませんで，その前の会1~ も入れまして

その数が集まったわけでございます.

とにかく会費というものはたびたび読ボすべきである

というので，昨年 41ulにわたりまして請求いたしまし

た.fuJ分にも毎月雑誌を出 しておるわけでもございませ

んし…….何年かたつとポンと払っていた工けるという

方が多いようでございますけれども 3年になりますと

自然、退会になりますので，できるだけ請求させていたど

いておりますので，その点しつこいようでございますけ

れども，お許し願いたL、と思し、ます.

それから前年度の繰越金が 1，961，223円，利子 が

24，235円でございまして，収入の合計が 6，851，458円

でございます.

それから支出でございますが，学会の開催費といたし

まして 800，000円.それから英文抄録印刷費，これは年

々少しベージ数もふえておりますが，単価iも高くなって

おりまして，昨年が 1，725，000円でございます.それか

ら英文の抄録の郵 送 費 が，国内 376，000円，外函は 15

ヵ国 32ヵ所に送っておりまして，11，580円で，合計

387，900円でございます.

それから委員会費， これは手の先天奇形委員会が 2度

開かれました これが 632，360円でございます.それか

ら12月に手の外科学会運営委員会が閃かれました.さら

に 3月 11日にプログラム委員会が関かれまして，合計

958，360円になっております.

それから学会の人件費といた しまして，学会中に会貨

をいた工くのはもっとも手軽でございますので，全力を

あげてやっておりますけれども ，その費用が 242，030円

でございます.

それから通信銀，これは年会費の請求の切手代でござ

いますが， 400，0001']でございます. それから，事務費

が 107，966円. それから払い込み料金といたしまして，

振替の加入占負担をしておりますので，これが 29，920

円でございます.

雑費といたしまして，本を送りましても返ってきます

場合に，返る郵送料を取られますので一一昔はそんなこ

とはなかったようでございますけれども ，それが相当の

痛手でございます.

それから凶際手の外科学会の会費を払い込みまして，

これが 50，000円でございます.

これが支出でございまして，次年度繰越金 1，576，537

円でございまして，支山の合計は 5，274，921ILJでござい

ます. これが収入と支出の関係でございます.

会長 た工いまご報告いた父きま した会計報告につい

て，どなたかご質問，ご発言ございますでしょうか.

一一先ほど委員会で， 3，∞0円というのでやっていける

かというようなお話がございましたけれども ，事務局の

ほうの凶尾先生は大丈夫だというようなことでございま

す.

それでは，こ の件， お認めいたどけますでしょうか.

(拍手〉 どうもありがとうございました.

それでは，予算案についてご説明いた立きます(資料

3 ). 
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西尾 II{{和 54年度の予算案でございますが，会党収

入を 5，400，000円，9割ぐらい納めていた工いたといた

しまして;Wf，l:いたしますと， 前年度繰越金が 1，576，537

円で，合計収入が 6，976，537円でございます

支出のほうは，乍会開催費をそのま与にしていた Xき

まして 800，000円， それから英文抄録印刷'J.'iが，ことし

は 1，750，000円でございましたが，少しふえると思いま

すので 2，000，000円，抄録の郵送費が 500，000円，委員

会貨を 900，000円， τhJ'事J;，)の人件費を 480，0001"3，学会

人件'fj，これは学会開催地での人件費でございますが，

これを 300， 000 円 ， 通信貸 500 ， 000 円，事務1~その他で

200，000円，予備貨が 1，296，537円で，合計 6，976，537

円でございます.

会伐がI'::j¥，、とか安いとかし、うよりは，し、かに徴収する

かにか斗っておりますので ，どうぞよろしくお阪し、L、た

したいと }[I，います.

会長 では， J'算案につきましてご発言ございますで

しょうか. それでは，お認めいたどけますでしょう

か.(拍手〉 どうもありがとうございました.

それでは次の議事に移らせていたピきます 第三需n
の次期会長のf"ーでございますが，これは副会長が次第1の

会長の候補行となるということで， 1，¥11会長として関戸l医

大の森教J11こお廊i¥， 、してまいりま したので，次期はl苅阿

医大の森教授にお阪し、し、たしたいということになるかと

存じますが，よろしゅうございましょうか 〔拍手〕 ど

うもありがとうございました

では，森教授，ごあいさつをお願いします

森 昨年の本学会の口、F議員会におきまして符様に高11会

長にご選任いた工きまして， 1年の星11kが流れて現干Eに

至りました その11¥]，伊J族会長をお助けするという義務

のもとに過ごしてまいったのでございますが，:k際はい

ろいろ教えられ，またIPf.議員の皆様方，また述1:f;委員の

先生方からご指導をいた工いて現在に至ったというのが

実的でございます.多少そのlin，準備いたす|時!日jが 1年

間ございましたことは大変な幸せであったというふうに

存じておりまして，第 23回の場所と日にちもだいたい

決定いたしましたのでご披露させていたどきたく存じま

す.

場所は，まず大阪を探したのでございますけれども ，

厚生年金会館その他，適当なところが郎合がつかなく

て，京都の左京区|刈崎にございます京都会館に決めさせ

ていた Xきました.期日は本年同様 5J~ 16 n， 17日の

金R裂，土11ft)nでございます.

以上でございまして，今後また引き続き評議員の皆様

方，また運営委員の先生方，委員会の皆様方にご指導を

いたピきながら，また，f1，、の教室の小川助教綬に支えられ

て，伝統ある手の外科学会の}佳史を傷っけないように，

また ， いまたくさんの英字たちが国際的にも il~ ll\ し よう

といたしておりますが，それらの方々のご要屯 liij進を

阻まないように留刀、しながら運営させていたばきたく存

じます.伊藤会長以下運営委員の皆様方，また討議員の

皆係方にご指導いた工きたく存じます.

つきましては，すでに数名の評議員の方からは，23回

の私の運営させてし、た工く予定でございます来年の学会

につきまして，12重なこ三官、見をいた工いておりますが，

この席ではなはだ俗越でございますが，ひとつご出席の

評議員の先生方，次第とか，あるいは運常方針その他に

つきまして， ~'.'J'Iこ l時間の余裕もございませんので，アン

ケートはご11:I，f.の侍様方には出さないつもりでおります

が，ぜひ積樋IÍ'~なご昔、見をお寄せいたピきまして ， ご指

導を賜りたく，こ Lにお願い申しあげる次第でございま

す.

これをもちまして在、のごあいさつにかえさせていた X

きます.どうぞよろしくお願L、し、たします (拍手〕

会長 では，次に次々均l会長候補者の選11:ということ

でございますが， iFしくいえば副会長の選I¥'，で，日11会

長が次々期会長候補になるということかと思L、ますが，

次々期会長というのがjllfか慣用みたし、な言葉になりまし

て，実際は次々期会長ということでございますので，ご

選出願います.

これにつきましては，当学会では，最近は事前に a\l~議

員の皆傑にご推薦を願ってきておりまして，このたびも

評議員の皆様からご縫薦をいた工きました.その結果が

1ベージの下のほうにお名前が11:てございます.このほ

かにとeなたか迫})[Iしてご推薦したL、という方がございま

したら，そのブjのお名前だけご引u鷹いた工けましたら辛

いと存じますが， と'なたかいらっ しゃいますでしょう

か. 一一いらっしゃらないのでございましたらば，ひと

つ選挙の投来月l紙て・選挙をしていた工きたいというふう

に存じます.封筒の，"の桃色の投京用紙にお苫き願いた

いと思います.どうぞよろしくお願L、し、たします.係の

者が投票箱をもって|日|りますので，どうぞご投票をお願

いいたします.(投票〕

それでは，開票の立会人をお二人お願し、し、たしたいと

思し、ますが，慶応の内I'Y先生と九大の小林先生にお願い

できますでしょうか.ー どうぞよろしくお願し、L、たし

ます.

それでは，開票が済みます間，次の議事を進めさせて
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いた工きたいと思います.

第四番円は名誉会員の推薦ということでございます

が，いままでの例によりますと，名誉会員は会長をおや

りになってご退官なさった先生を名誉会員としてご推薦

申しあげるということのようでございますが，そういた

しますと，本年は第 19回の会長をおやりになりました

鹿児島の宮崎淳弘先生を名誉会以にご推薦l有しあげたい

というふうに存じますが，いか工でございましょうか.

(拍手) ありがとうございました.

それでは，あすの総会に計りまして，宮崎先生を名誉

会員にご推薦申しあげることにいたします.

もう 一つの問題といたしまして，会則には特別会員を

つくりうるようになっております. しかし現在まで名

誉会員だけで，特別会員がございません.氏、ド議員の'1"に

は特別会員に相当する功績のあられた先生万も多くいら

っしゃるのではなかろうか，先ほどの運営委員会でも，

いろいろ細かく検討をすると，何人かは当然特別会員に

なられる先生がし、らっしゃるであろう，しかしさしあ

たっては評議員をす・っとおやりになりまして，ご退官に

なりました先生を特別会員にしてはいかがか，というご

意見が出ました.そうし、う先生方からも，普通の会員と

して会費をいたにいたり，そういうご迷惑をかけている

ことでございますので，ぜひ特別会員にしてはというこ

とでございました

そういたしますと，青池先生，有JH{先生，米須先生，

近藤先生，高瀬先生，西先生，野l崎先生，山田先生，こ

の8名の先生をこのたひ、特別会員にご推薦申しあげたら

ということで，運営委員会ではこ・了;jl;いたにきました

が，評議員会でお計りいたしたいと思います.この 8人

の先生を特別会員としてご推薦巾 しあげてよろしゅうご

ざいましょうか.C拍手〉 どうもありがとうございまし

た(資料4). 

きょう突然決まりましたことで，会員証とかその他，

間に合いませんので，いす.れっくりましてのちほどお送

り中しあげるということでお願いをいたしたい，こうい

うふうに思います.

それでは次に，新しい川議員のご推薦とい うことでご

ざし、まして，評議員の待機からご推薦をいた工きました

のが資料に同封されていると思います.ごらんのとお

り，皆様立派なご経!抗それからご業績等がございます

が，日本手の外科学会におきましては評議員の選出基準

というものができております.

それは第一に，劇評議員から推薦のあった者，第二と

しまして， 医師免許取得 10年以上，第三予の外科経験

後 10年以上，第四に，最近 5年間における業績 3編以

上ということになっておりますが，さらにその中の申し

合わせと申しますか，皆さんのご了解事項といたしまし

て，三番目の手の外科経験後 10年以上という君、l床は，

公に発表された時WJから 10年という申し合わせという

ことでございまして，そういたしますと， 4ベー ジに10

名のご推薦をいた工いておりますけれども， 1， 2名は

1， 2~ちょっと足りないという方が出てまいりまして，

そういう基準をきちんとしてあるんだから，一応その基

準にのっとって，本年におきましては保留をしたい. 1， 

2年後にその条件が整ったときにご推薦申しあげるとい

うことでどうであろうということで， 2名ほど延ばして

いた工くということになりました.そういう 点でご了承

いた工きたいと思いますが， いか立でございましょう

か.C拍手〉 それでは，そういうことでよろしくお願い

いたします. Cfと.なたを延ばしたんて、すか」という声あ

り〉宮川先生と多田先生でございます

それからもう一つ，llli教綬は評議員をご辞退なさりた

いという申し入れがございまして，それをお受けいたそ

うということになりました.

また凶教授からは，後任の茂手木教綬を連絡係という

ような意味で評議員にしてほしいというお申しll~がござ

いましたけれども，先ほどの運営委員会では，やはり規

定に沿って，そういう条件ができたところでご推薦申し

あげることが適切であろうということになりまして，一

応延期をさせていたどくということになりましたので、ご

報告申しあげておきます.

それでは，こ与で先ほどの次々期会長候補，すなわち

次の副会長としてど投票をいたしました結果は，た!:い

ま黒板に書かれましたように，奈良医大の増原建二教授

が 45票， )1頂天堂大学の山内助教綬が 24禁ということで

ございますので，増原教授にお願いをいたしてよろしゅ

うございますでしょうか. C拍手〉 どうもありがとうご

ざいました.柏原先生，何か一言…一

増原 た工いまは，はからずも私のような者に次々期

会長のご推挙をいた工きまして，まことにその責任の重

大さに今後の処し方を深く考えておる次第でございま

す.この非常に大きな学会を私のごとき者がどのように

運営できますか，はなはだ心もとないことでございます

けれども ，教室員をあげて皆様のお役に立てばと努力い

たす所存で、ございます.何とぞ皆僚から今後いろいろご

助言をいたrきましてお助けいた 2きたし、とこのように

願っております.どうもありがとうございました (拍

手)
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会長 どうもありがとうございました.

では，次の議題に移らせていた 2きます.六番目は，

international federationにつきまして旧島教授からお

話をいただきます.これはなかなかむずかしい問題でご

ざし、まして，時間もございますから，ひとつゆっくりご

説明をいた工いて結構だと思います.どうぞよろしくお

願し、し、たします.

田島 それでは，会長のご指名により，すでに私から

会長にご報告しでございまして，それは評議員の先生方

のお手元にすでに届いておることでござし、ますが，いま

会長のご趣旨で，ところどころ簡単な解説をしながら，

ひととおり読ませていた工きたいと思います.

今年の internationalfederationの理事会は 2月20日

に，会長が英国の GrahamStackで，理事長が Swanson

ですが，アメリカ手の外科学会の開催されましたサンフ

ランシスコのフェアモントホテノレで、行なわれました.

この委員会の改組のまず第一の大きな問題は，たくさ

んの委員会がございます.この委員会につきましでも評

議員の先生方に，今度改組された委員会の案がお手元に

すでに扇いでございます.一昨年，先生方ご存じの，非

常に activeな Swansonが理事長になって以来，加盟各

国の学会とよく連絡をとり，従来の委員会の存在意義を

再検討し別添のように全面的に改組いたしまして，各

委員会は実質的活動をして，その成果を発表するよう強

く要請されつLあります.

そこで，日本手の外科学会評議員で，改組された委員

会委員に指名されている方々につきまして，これでよい

か，万一変更したい希望があれば早急に Swanson宛に

連絡するよう要請されております.これにつきまして

は，私，会に出席いたしまして，その要請を受けまし

て，会長を通しまして，先生方にご意見をできるだけ早

く出していた工くように要請しでございます.

実は，日本の委員の方々の案につきましては， Swanson 

が昨年の秋 SICOTにおいでになって，数名の方々とい

ろいろご相談になったり，ご意見を開いたりして，理事

長の立場で Swansonが案として適当にこの委員を選ん

だようでございます.

それでは，改組の要点を申しあげますと，あらたに

co-ordination committeeというのをつくりました.つ

まり，たくさんの委員会がございますので，その委員会

聞の横の連絡をとる総括的な運営委員会のようなもので

ございます.従来，疾患群別の評価の sub-comrnitteeが

ありましたが， sub-committeeというのは全部なくしま

して，これらのうち必要なものを committeeに格上げ

いたしました. そして， それらの相互聞の連絡は co-

ordination committeeが引き上げることにいたしまし

た

なお，頚髄損傷に対する手の外科の関心が国際的に高

まり，各国の理事会であらたに tetraplegiacommitteeが

つくられることに決定いたしまして，委員長に Moberg

さん，委員にエデンパラの Lambさん，アルゼンチンの

Zancolliさんが加わることになりました.伊藤会長を

通してご意見を承っておったので、ございますが，お一

人，京都の上羽先生から，委員会のうち手の normal

functionの commltteeに日本の方が一人も入っていな

い.これは非常に大切な委員会なのではいるべきではな

いか，もし適当な方，ほかの方がし、なければ，上羽先生

が引き受けてもよろしい，とこういうご立見を承りまし

た.たどいままでにご意見を承っているのはそれだけで

ございます.

それから私が考えますのに， congenital malformation 

committeeがございますが，これは津下先生を委員長と

いたしましてこ L数年間かなり活発に活動していらっし

ゃいますので，何かし、ま与での行きがかり上，津下先生

のほかに私の名前も出ておりますが，これはあとで津下

先生，委員の方々に相談して，どなたか私のかわりに適

当な方にはいっていたどいたほうがし、 Lのではなし、かと

私自身は考えております.大体そんなところでございま

す.

その次に，新規加盟申請学会の審査についてで、ござい

ますが，理事長から，アノレゼンチン手の外科学会から新

規加盟申請がなされており，審査書類ではすべて条件が

そろっているということが報告されております.ちなみ

に，加盟国理事条件というのは，これはミスプリントだ

と思います.加盟国の条件でございます.これが，会

則，細則が明文化されていること，正会員の名薄が整っ

ていること，年次総会，学術大会が開催されているこ

と，会則どおり運営が 2年以上続いていること，それか

ら internationalfederationへの割り当てられた会費が

確実に納入できる能力があること，この条件がそろって

おれば加盟を認めるということになっております.

これに対する討"命といたしましては，アノレゼンチンは

すでに南米手の外科学会というのが加盟しているので，

二重加入になっているので不都合との意見が 出ました

が，二重加入はすでにやむをえない事態として，他の学

会でも認められております.たとえば，スイスは独立な

スイスの学会というのがございますが，そのほかドイツ

語凶手の外科学会にも加入しておりますし，またアメリ
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カ合衆国は独自の学会として加入しておりますが，その いりまして，その第 1回の国際手の外科学会を米年の 6

他カリビア手の外科学会にも加入しておると， こうい 月 16日から 20日まで，オランダのロッテノレダムで開催

うように二重加盟の国がいくつもすでにあるので，これ することに決定いたしました

は拒否する理由にはならないということが確認されまし この InternatIonalfederatIonの会長が英国の Slack

た. さんですから， pl凶 identは Stackさんということにな

しかし，もっとも活動的なアルセ'ンチンがもし独立す るんですが，組織委員長はオランダの Vander Meulen 

るということになると，南米手の外科学会との関係はど さんでございます. だから，実質的な congressの会長

うなるのかという質問が出ました.出席しておりました さんは Vander Meulenさんということになるかと恩

Zancolliさんは，南米手の外科学会からは脱会したい. います.

なぜならば，南米手の外科学会というのはまったく実質 ロッテノレダムで開催する意味は， opel1lng ceremony 

がなくて，まったく活動していない学会である，こうい なんかは市のラートハウスというような歴史的なところ

う報告がございました. でやるそうですが，学会そのものはきわめて質素に，ま

しかしまたー而，せっかく加入してこれから encou- たお金をかけずにやるために，大学の講堂を全部使って

rageしてし、かなければならないのに，南米諸国で一番 やるということでございます.その目的は，学術大会と

中心となるアノレゼンチンがまったくそこから脱会してし 同時に， これまで委員会で手紙による communlcatlOn

まって，独立に加入するという事態は，手の外科の恩恵 が主だったので，なかなかかゆいところに手が届かない

をあまねく住民に及ぼすという点からみるとまずいので ようなところがあるわけですが，それをみんな委員がー

はなし、かという意見が，理事長を始めいろいろIUまし 堂に会して，本当にl丘接ディスカッションしても ，でき

た.そういうことで，まだこの問題は結}..)ベンディング るだけ委員会活動の案をまとめていくことも大きな使命

ということになりました. のーっというふうにいわれております.繰り返すようで

なお，昨年，ハンガリア手の外科学会から巾詰があり すが，Swansonさんが非常に energeticな方で，ぜひと

まして，これは条件が整っていたので耳目ホー会では認めた も成果を上げたいということで張り切っているわけでど

んですが，今Jn'は政府のほうの許可がなかなか11¥ないの ざいます.

で，これもまたペンディングになっておるということで それで，この学術大会への参加資格でございますが，

ございます.本年の 2月末における加盟国は 22ヵ国で， 加盟各国のレギュラーメンパーはもちろん参加できます

正確には国数ではなくて学会数ということになるわけで が，あまりまた多くなりすぎるとちょっと困るというの

して，政府が認めればハンガリア手の外科学会が入りま で，レギュラーメンパー，つまり日本でいえば評議員の

すと 23ヵ国になります. 先生方が，一人だけノンメンパーを推薦することができ

その次に，加盟会費の値上げについてでございます ると，それくらいの参加者を予定しておるそうでござい

が，昨年まで会貨は加盟学会ごとに 25l-' /v，正会員一 ます.

人につき 1ドノレで‘ありましたが，ことしからは倍額にな 第 1回のアナウンスメソトはすでに先生方のお手元に

りまして，加盟学会ごとに50ドル，正会員一人につき 2 届いておるかと思います. なお， directoryですが，先

ドノレと決定いたしました.そのようにお払L、願ったわけ 生方のところにおあげしてあります黄色い第 2版でござ

だと思います.ちなみに，先生方ご存じのように，我々 いますが，加盟各国のいわゆる正会員や名誉会員のリス

の学会におきましては，あまりに正会IIの数が飛び妓け トでございますが，これがかわっておると非常に com・

て多くて，ちょっとこれはぐあいがわるい而もあります municationがつきがたくなるので，もし先生方の中で

ので，評議員の先生方を対外的には正会日という形にし 住所変更の方がありましたら大至急知らせてほしいとい

ております. うことでございますので，会長さんなり，あるいは私宛

次に， InlernalIonal federationの学術大会の開催につ にお知らせいた工ければ大変ありがたいと思います.

いてでございますが，いま Lで Inlcrnalionalfcdcralion 大体以上でござし、ます.

はJ!l事会が中心になって，あとは国際的な委員会活動で 会長 どうもありがとうございました.いまの件につ

ございましたが，数年前から，整形外科の SICOTと同 てい，どなたかご質問その他ございますでしょうか.

じような本当の In terna tionalの学術大会をやったほう それでは，次にす Lめさせていた父きますが，先ほど

がし、与んじゃないかという意見がだんだん強くなってま 申しあげましたように，田島教授から機能評価検討委員
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会というものをつくってほしいというご葉清がございま

して，先ほど申しあげましたメンバーが機能評価検討委

員会をつくりまして，旺l応教綬が委員長としておイ上'J1を

してくださいましたので、こ・報告をいたどきたいと思いま

す.

田島 それでは，会長さんのご指名によりまして，簡

単にご報告申しあげます.

In川t出E白rn悶la剖叩tiωon悶a以1[，た"ede引ra‘al 

評価委員会，つまり impairmentevaluation committee 

というのは非常に大切である ，というのは，各同でいろ

いろの治療の成績などをディスカッジョンするうえに評

価基準が違っておったらまったく話にならないので，こ

の委員会は特に大切であるというふうに ， 思! ・J~長を始め

非常にカを入れているわけでございます.

それで，理事長が非常に膨大な資料をつくったわけて、

ございますが，それを各戸lの委員会でぜひ検討して，非

常に積極的な立見を昨年末までにどうしても寄せていた

Xきたし、というふうに強い要請がありましたので，私が

会長さんにお阪し、し、たしまして，こ与の資料の 3ベージ

にも出ておりますように，伊藤会長から津下先生，矢部

先生，石井先生， 山内先生，上羽先生， 池谷先生をご指

名いたどきました.津 F先生は外国出張か何かでちょっ

とご都合がわるかったんでございますが，その他の先生

方には半日ゆっくり時I::lをかけていた父きまして，かな

り膨大な資料を十分検討していた Iきました.そこで出

たご立見を私なりに全部英文にまとめまして，型.HJ~長宛

に発送いたしました.そのコピーは委員の先生方にはお

届けしてあるはずでございます.

その報告は二部からなっておりまして，第一部はまず

概説的なというか総論的な問題をディスカッションしま

した.つまり評価委員会でも，たとえば ROMである

とか，あるいは musclepowerであるとか，そういう個

々の impairmcnlの evaluationと，ある 日的動1'1'の

ins ufficiency のÆ'~)~ といってい L かと思いますが， disa-

bilityの evalualionとがチャンポンになっておりま し

て，非常に復雑でごさ.います そういうことについて総

論的な批判をいたしましたし，総括的な手の disability

の evaluationでは東北地区の今回先生が開発しており

まして，リハピリ医学会なんかでも取りあげております

finger quatientというのは非常にい Lのではないかとい

うようなど意見がありましたので，それも合わせて紹介

してあります.

それから第二部といたしましては，かなり膨大な資料

なんですが，個々 の問題点につきましでかなり詳しく ，何

ベージの何行自は問題があるじゃなし、かというようなこ

とも指摘いたしました.そうしましたところ， Swanson 

理事長から大変よかったと非常に感謝されまして，それ

でこれは，現在この impairmenlevaluation committee 

の委員長をしておりますスウェーデンの Goteborgの

Hagertさんのところに送りまして，これを十分また検

討していた父く ，とそういうことになっております.以

上です.

会長 どうもありがとうございました.機能評価検討

委員会のご報告に，と・なたかご質問等ございませんでし

ょうか.

では，次に移らせていたピきます.この学会には，前

々回でございますか，慶応の池田会長のときに先天奇形

委員会というものができまして，常Ii'tであるか，毎年あ

らためて委員会をつくるかということがL、ろいろはっき

りしなかったんでございますが，皆様のご意見で，今回

は会長のもとで先天奇形委員会というものを委l腐申しあ

げました.もちろん，委員長は津下教授にお願し、し、たし

まして，会を聞いていたどいてきたわけで‘ございます

が，そのご報告を津下先生からお願い申しあげます.

津下 手の先天奇形委員会でございますが，今回で 5

回の委員会を重ねてまいりました.昨年度の名古屋の学

会におきましては，ちょうど掲1m討議でございますか，

そういうことで奇形についていろんなディスカッション

があったんでございますが，昨年の時点まではあれがあ

の時点のご報告になるわけでございます.その後，去年

の秋とそれから本日と 21司会をもってまいりました

奇形委員会の目的は，調査の問題，用訴の問題，分類

の問題ということでございまして，非常にそれぞれとら

えどころのないむずかしい問題ばかりでございます.

調査の問題でございますが，各委員が 13名おります

が，各委員におきまして，それぞれの大学におきます症

例をより詳しく検討，分類するということをやっており

ます.今回も昨年 1年1::]の症例をもち寄りまして材料と

いたしました.その数は大体400例ぐらいでございま し

た.これは 1年 2年だけでは立味がないので，将来も

できるだけ長〈続けていきたいというふうなことを本日

決議したわけでございます. k. 'o:し，委員会は今後いく

ら長くやりましても ，こういう問題の性格上， 新しいこ

とが，結論がなかなか得られるものではない，いままで

討議されましたことをまとめるというふうなことで，そ

ろそろクローズする方向にす Lんでもい Lんではないか

という委員の皆さんのご意見が大多数でございます. し

たがし、まして，あと l年，あるいはもう少しか Lるかど



~ l jJ孟4一一一一一一一
1 _ __j__l............ 1ム

1774 巻 30・号 12(臨時増刊〉 整形 外 科 1979年 11月

うかわかりませんが，調査とい L ましょうか，症例を集

めるということは今後続けていくにいたしましても ，委

員会としては，一応，用語の問題であるとか，あるいは

分類についての立凡をまとめた段附で，クローズに向か

おうというふうな状態でございます

用活の問題と[13しますの は，HJ訴にかなり混乱があ

る，そのために，各人のデータに一定の standardがな

かなかとりにくいというふうなこともございます.用語

の決定，その definitionとい Lましょうか，それが合む

奇形の範囲というふうなものをよりはっきりして，各人

の用語を standard しようというふうなことでございま

す.この作業を現在始めているわけで‘ございます.特に

渡辺教授に本円もその整理をお願いしているような次第

でございます.

それから，分類でごさ.いますが，これまた非常にむす.

かしいものでございまして，昨年もこの問題が出たんで

ございますが，なかなか新しい分類をつくるということ

は簡単なことではございません. したがし、まして，現在

の分類としますれば，Swanson分類ということになるか

と思います.た立し，Swanson分類はやはり問題がある

ということで，問題点の指陥をして，そして Swanson

分郊を使用するのはやむをえないが，それを使用する場

合には，こういうパックグラウンドを考えたうえで使用

してください，というふうなものをつくろうということ

を本日も討議いたしました.その問題点をディスカッシ

ョンしたわけて、ございます特にカテゴリー 1，2， 3， 5 

の問題，このあたりには移行型がJI"lI¥"に多い.奇形とい

うのはそう分類ができるようには本来できていないのが

普通なんて‘ございます.ばらばらのが奇形の本来の姿，

それを分類しようとするところにも無理があるわけなん

でございますが， しかし大まかに分知がないとまた悶る

んでございまして，ですから大まかなグループを考え

て，そしてその問の移行裂はどういうふうにとらえて移

行するか，また，使用する場合に，誤った解釈を使用者

にきたさないような，こうい う点をこれを使用する場合

には理解しておいていた工きたいというふうなものを委

員会としてつくって，それを一応の段階としての結論と

いうふうにしたらどうであろうか，そういう作業をやっ

ているわけでございます.

将来，何か問題ができましたら，また委員会を再発足

するというふうなこともあってもい Lかと思うんでござ

いますが，現在の段階はそういうことでございます.ご

報告を終わらせていたどきます

会長 どうもありがとうございました.た Xいまの先

天奇形委員会のご報告に，どなたかご質問，ご発言ござ

いますでしょうか

それでは，その他のところで，一つは津下先生からち

ょっとご提案と申しますか，ご報告をしていた立きたい

ことがございますから，どうぞ.

津下 報告というほどのこともございまぜんが，こう

いう小さな雑誌がアメリカの外科学会から今度発刊され

ております.ニューヨークの何という方でございました

か，委員長になりま して…一.ですから post-graduate

の卒後研修委員会というのがアメリカ手の外科学会にご

ざし、まして，パートンという方が chairmanになってま

とめた手の外科診察診断上のポケットブックとい Lまし

ょうか，学生とか，一般，若い人にわかりやすいような

注立事項，あるいはまF価法，角度の計測とか，そういう

principle 的なことをずっとまとめた本なんで‘ございま

す.

これはアメリカ手の外科学会の会員にずっと配布し

ているわけなんでございますが，私はニューョ -!lの

Spinncrさんからいた Xきま して，そのさいコピーライ

トは問わなし、から，日本手の外科学会で，もし何んだっ

たら印刷をして配布してもらってもい L よというふうな

ことを話をうか Xいました きょう，運営委員会のとき

にちょっとそのお話をいたしましたところが，それなら

翻訳するよりも，このま与を向こうから取り寄せて，希

望者に配布したらどうかというふうなお話もございまし

た.どのくらいにコストがか L りますのか私もまったく

わかりません.し、くら取り寄せたらよろしいのか，その

数もわかりません 100なり， どういたしましょうか.

都合によりましてはそういうふうに取り寄せましたら，

また皆様に全部とし、うわけにはし、きますかどうか，一部

いくらかし、たどかなきゃいけなし、かとも思し、ますが，ど

うでしょうか.ご希望がございましたら，そういうふう

な方法をとってもというふうに思っているわけでござい

ます.

会長 大変い L ポケットブックであろうということ

で，述'出'委員会でもぜひ利用したらということでござい

ますが，いま申しましたように，申しこんでいたXい

て，i*F先生のところでおまとめいたXけますですか.

一一それでは，次期会長とご相談のう えで，皆さんのほ

うへご通知し、たどく .決まりましたら，次期会長のほう

からご通知申しあげることにさせていた Xきたいと思い

ます.

私のほうから用意いたしました議題は以上のようでご

ざいますが，皆傑から何かご提案，ご意見がございまし
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たら，どうぞおっしゃっていた工きたいと思います

では，本日は大変ご多用の中を多数ご出席をいたどき

まして，大変スムーズに議事をす Lめさせていたにきま

* * 

して，おかげさまで短時間に議事を終わることができま

した.ご協力，まことにありがとうございました.

羽毛
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l資 料 |

資料 1 日本手の外科学会庶務報符 (11f，和 54{!'-3 

月31日現在).

会員数 2，075名

2，067 
(新入会員 53)

名誉会員 10 

退会者 306 

物故会員 2 

資料 3 円本手の外科学会予算案(昭和 54年度).

l奴 入

:0、hら E空 5，400，00 

前年度繰越金 1，576，537 

5，976，537円

支 出

学会開{経費 800，000 

英文抄録印刷'l!i. 2，000，000 

英文抄録郵送'Jli. 500，000 

委員会費 900，000 

事務局人件費 (30，000円 x16ヵ月) 480，000 

学会人件費 300，000 

通信費 500，000 

事務t}i.その他 200，000 

予備費 1，296，537 

言「 6，976，537円

~1 1_ 1 よ..JI..I・」 j__J 1 ~ 

資料 2. 日本手の外科学会会計報告(昭和 53年 6

月1円~昭和 54年 3月31日).

収 入

会 主主 4，866，000 

官ij{f'.皮線総金 1，961，223 

軍IJ 子 24，235 

6，851，458円

支 出

学会開lII;t~ 800，000 

英文抄録印刷費 (2，500冊〉 1，725，000 

英文抄録郵送'{Ii:. 387，900 

委員会伐 958，360 

事務局人件費 (30，000円x16ヵ月) 480，000 

学会人件費 242，030 

同除手の外科学会費(1979) 50，706 

通信費 402，040 

事務資 107，966 

払 込 料 金 29，920 

雑 'f!( 90，945 

計 5，274，921円

次年度繰越金 1，576，537円

資料 4.日本手の外科学会評議員(昭和 54年 5月現在).

名誉 会員

天児民和 岩原寅，/1 上回文男 片 山良 亮 河野左宙 水野祥太郎 J. H. Boyes 

柏木大治 諸 IZ武文 伊藤鉄夫 宮崎淳弘

特別会員

青池勇雄 有原 bJi次 米須正リJ 近藤鋭 矢 高 瀬 武 平 西 新助 野崎 箆 三

山田憲吾

評議員

青木虎吉 指松紀雄 荒井孝和l 赤 星 義 rg 赤堀 治 阿部 記T 阿部正隆

猪狩 忠 生江l義手11 池 mitL夫 池谷正之 井上 博 石井消ー 行 æ ~ 友

磯部 儀 伊丹康人 伊 J族 忠 厚 茨木邦 夫 上羽康夫 内西兼一郎 江 川 常 一

岡 一郎 小 川亮 TM. 小野啓郎 太田良 夫 岡田正三 小野村敏信 河都文一郎

古川暢ー 古賀順一 児烏忠雄 小林 UrI 口 芥藤英彦 佐藤 孝 三 島津 晃

白須 o吹夫 七 川歓 次 鈴木勝己 鈴木良平 高岸直人 高 沢 晴 夫 高 橋 定 雄

玉井達二 玉 井 進 田島達也 立沢喜和 土屋弘吉 津下健哉 津山直一

鶴岡登代志 東野修治 釜島 泰 鳥山点立 富永逝裕 中川 正 中野謙吾
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長 Je悌夫 I旬 条 文 I沼 難波雄殻 西尾篤人 野 村 進 主E江光男 畑中生稔

服音11 奨 平沢泰介 j藤田千T也 藤本憲司 藤 原 印! 藤巻悦夫 星 秀逸

牧野惟男 月f原主主二 メL毛 英 二 前之圏三郎 lIIj 1j_1 量生 松井 猛 松 崎 昭 夫

前 山敬三 松田英 雄 三 浦隆 行 三好邦逮 三ì~三千 ljJ 光安光夫 宮城 jえ圭

室 mil-久 森 益太 諸橋政，m 矢部 宇谷 山内給対L 山根宏夫 山 本 哀ー

i-ll口 福1 山本六歳 渡辺 HW 若松英吉

* * * 刻ド

* * * * * 

くお知らせ>

第 23回日本手の外科学会

期 日 昭和 55年5月 16日(金). 17日(土〉

会 場 京都会館(京都市左京区岡崎最勝寺町)

招待講演 L The Managemant of the Stiff Hand 

Dr. R.M. Curtis 

2， Surgery of the Rhcumatioid Hand 

Dr. A.B. Swanson 

シンポジウム L 手の新鮮開放損傷の処置

2. リウマチの手の外科

教育講演 3~4 題予定いたします.

一般演題申込み 演題抄録用紙は申込み希望の方にのみお送りします 12月 15日までにお申込み

下さい.

演題申込み先 関西医科大学整形外科学教室

第 23回日本手の外科学会(会長宛〉

干 570 大阪府守口市文園町 1

Tel. 06-992-1001 

第 23回日本の手の外科学会

会長森 益太

一一く「整形外科」編集室>一一
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第 22回日本手の外科学会演説目次

招 待講演

(座長伊藤忠厚〕

1. Construction of a useful hand after severe trauma ........................…・・・・・・…・・・・.....R.E.Carroll...1347 

J[. The role of microsurgery in hand surgery'"………...・H ・..…………………...・ H ・..………H.J.Buncke...1348 

特別講演

(座長津山直一〉

手の外科最近の進歩……・-……....・H ・..…………・…...・ H ・...……………………….........田島達也…1351

教育講演

( 座 長 矢 部 裕 〉

前腕での多数阪~ ・ 神経同時損傷例の処置…...・H ・......・ H・-・………-……一 …... ... ... ...津下健哉... 1357

* * * 
一般演題く手関節の問題>

(座長池谷正之)

1 -A-1.手の基本動作分析について……………...・H ・..…...・H ・-…...・H ・・H ・H ・-…・・…・・竹広 舜ほか…1404

1 -A-2.前腕骨末端部骨折の治療成績....・H ・……-…一...………・…………・…一森 愛樹ほか…1477

1 -A-3.挽骨遠位骨端部骨折の保存的療法による経過...・H ・...…...・H ・...……・…...・ H ・-…・須永 明ほか…1481

1 -A-4 サッカー選手の子関節部愁訴・…・・・……・・.......・H ・-…...・H ・...………..……大畠 袈ほか…1469

1 -A -5. Carpometacarpal bossの発生と臨床経過....・H ・・…H ・H ・-………...・H ・....・ H ・...前田敬三ほか…1756

1 -A-6.特発性手舟状骨壊死の 2症例……………………・………………………………・肥留川道雄ほか…1732

(1 - A -l~ 1 -A-6に関する座長のまとめ〕

第 1日目第 1会場は竹広ら(関東逓信病院〕によ

る手の基本動作分析の発表に始った.続いて森ら

(墨東病院)，須永ら(京女医大第 2病院〉による前

腕骨末端部骨折についての報告である.二見(北里

大〕は回旋転位の自家矯正度について質問，森は高

度の回旋転位の自i'例はないと答えた.斎藤 (新潟中

央病院〉は下焼尺関節脱臼，亜脱臼を逃残する症。11

では愁訴が続くので手術によって可及的解剖学的整

復を目指すべきであろうと発言，演者は小児では保

存的治療で十分であるが年長者には手術の適応もあ

ろうと答えた.須永らの報告は関節軟骨板の損傷を

伴っていても重度の成長障害をきたさないというも

のである.続骨末端骨折の治療は日常の診療でもき

わめて重要で，受傷直後の徒手整復は容易であるが

数日後にはもはや成功は望めない.骨折の種類によ

っては観血的療法の適応となる.成績の評価は治療

方法と技量によりかなりの差があって当然、であろ

う.

長野ら(慈恵医大形成〉はサッカー選手のスポー

ツ障害には手関節損傷，ことに舟状骨骨折を見過し

てはならないと警告，共同演者の大畠は舟状骨骨折

が徐々に起こってくる例があると経時的X線像を示

して注意を喚起した.

前回ら(名大理学療法〉の carpalbossについて

の報告には畑中(兵庫医大〉の追加討議があった.

氏は CM 関節部のみならず母指 IP関節背倶11にも

同様所見をみており，関節過伸展の繰り返しの力作

用が boss発生に関与するのではと質問， 前回は自

験例から CM 関節背側のみの骨線形成であったと

答えた.

肥留川ら〔日医大〉は舟状骨持発性壊死の 2{yljを

報告，従来 Preiser病として報告されてきた本自lに

ついて外傷性偽関節，遷延治癒骨折との鑑511]を述べ

た.先の大畠の追加発言にもあったが，舟状骨骨折

の臨床像はいわば百面相で偽関節を完成して障害の

残らないものから骨壊死に至るものまでさまざまで

ある.これらと特発性壊死との鑑別が重要であるこ

とを強調した.
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(座長室田景久〉

1 -A-7.榛骨に対する尺骨遠位端相対長“variant"の検討・・ ・…・-…… ・・………・・吉田健治ほか ・・1727

1 -A-8. Kienbock病に対する血管束移植 -…・・…....・ H ・.....…・……・・…………………保利喜英ほか…1730

1 -A-9.子関節痛に対する Denervation手術…・・・……....・H ・............…・……-…ー…児島忠雄ほか・ 1759

1 -A-10.子根'百脱rl一一陳旧例とその対策 …-・・…… ..…...……・・…………・・安藤 正ほか ..1472

1 -A -11. Proximal-row carpectomy .… ………・・……・・・…………..・ … ….................井上五郎ほか…1474

[I -Aー7~ I - A - ll に関する座長のまとめ〕

く 1-A-7> 

Kienbock州の成因の ーっと考えられる ulna

ffilnus va口antの発生頻度が，前腕国外位撮影によ

ると従来の~III付位撮影よりも高くなるという論旨で

ある.この事実は，生体における田内 ・外運動時の

尺骨茎状突起の移動を観察することからもうか父わ

れるのであるが，屍体標本を使用してのX線上の

variantの，広義についての解明がまたれるところで

ある.

く 1-A-8> 

Kienbock病の治療法として， 月状骨の壊死部を

掻1l¥I'l，骨移植し，さらにこ与に背側中手動静脈と一

つの血竹束として移行する画期的な方法の発表であ

る. 11河期が初期，中期jのものに対しては，臨床的に

も， X線学的にも著明な改善が得られたが，末期の

ものでは形態学的改善は得られなかったとのことで

ある.手術の適応の決定においていっそうの検討が

必要と考えられる.

く 1-A-9> 

舟状骨骨折 2例，ならびに変形性関節症 1例に対

する Denervation手術の報告である.手|共l節の機能

再建術において，痛みを除くということはすべてに

先行すべきことであり，この点では合理的な手術と

いうことができょう. しかし，手関節は荷重関節で

はないものの，術後いずれは Charcot関節へと徐々

く鍵再建 ・その他>

〔座長山内裕雄)

に移行していくのではなし、かとの懸念が うか工われ

る. この点に関し，演者は Uuck-Gramkoの10年

以上にわたる遠隔調査においても Charcot関節の発

生はみられなかったと述べた.

く 1-A-IO> 

演者は，手関節の脱臼ないし亜脱臼は，比較的頻

度の高い外傷であるにもか Lわらず，診断が困難な

ためか，見落され，あるいは捻挫として軽く扱わ

れ，いわゆる unstablewristの状態を示す症例が多

いということを強調されているー特に質疑はなかっ

たが，受傷直後における慎重な診断i.tの必要性が痛

感された.

く 1-A-ll> 

陳旧性月状骨周囲脱臼 81JU，Kienb凸ck病 4似J.

舟状骨偽関節 1例に対する proximalrow carpe-

ctomyの成績に関するものである.井上(久留米大〉

より，舟状骨偽関節は，骨移~([術て、良好な成績が得

られるが，本法を施行した耳j!IDについての質l1iJかあ

り，演者は手根骨の shiftがかわったもの，および

骨移植で好成績が望めそうにもないものを適応とす

ると答えられた. しかし，いずれにしても，本法を

施行したものは，初めのうちは良好な!求総を示すも

のであるが，子を酷使する労働者では，一般に数年

経過すると悪化の傾向をボしてくるので，適応、は患

者の職業を十分に考慮したうえで選ばれるべきもの

と考える.

1 -A-12 日本人の手折竹形態に関する研究(第2報)……………・……………………・鎌田真彦ほか .1409

1 -A-13 長母指屈筋!腿皮下断裂の 21JU ...…・・・…・・・・・・…………・・・……・・・・・・・・・・……・・ー・・…・御用和義ほか・ 1574 

1 - A-14 . 深指屈筋血~皮ド断裂例の検討……・…・ー… ・…・………-・… ……・・ H ・ H ・-仏 j族哲雄ほか・1577

1 -A-15 長母指仲筋!健断裂の治療………...・ H ・....….• • • • • • . • • • • • • ・・・・・・・・・・・・・・ ・二 見俊郎ほか…1593

1 -A-16.前腕伸筋群麻癖に対する腿移行術 … …・・……・…………………….........・H ・.....池谷正之ほか…1537

C 1 -A -12~ 1 -A -16に関する座長のまとめ〕 ョンの討論に積極的に参加していた Xいた.学会に

今|日l来会された R.E. Carroll先生は大変ご熱心 よく外国からの招待講演者がこられるが，このよう

で，終日第一会場に坐られ，日本語での発表を日か、 な方は珍しく ，よい方を今同折L、ていたXいたこと

ていらしたので，座長の特権を利用してこのセッシ を，この機会を借りて伊藤会長はじめ日医大の諸先

i 
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生方にお礼を申しあげたい

さて，鎌田ら(群馬大)の発表に，座長は，外国

人のデータの比較を問い，いまだなされていないと

のことて‘あったが，会後，水野干r.太郎先生が，人類

学の文献にこういうこ とがたくさんあると私に話さ

れたことを追記しておく.

備田ら(横浜市立港湾病院)の発表には，Carroll 

氏から， FPLの皮下断裂は締なものではなく ，根

底に必ず何か!京|苅があり ， Colles骨折，手根'，<)脱

臼 ・月状骨軟化出 など多くのものがあるが，もっ

とも多いものは RA て、あったとのコメントがあっ

た.

佐藤ら ou医歯大〉の発表にも， Carroll氏は

FDP皮下院rr裂約 150例の経験から，新験例には終

止部剥離であれば元通りに FDSの chiasmaを通

して元に戻るが 6週間以上経ち，断端が手当主内に

あるような例では，示 .'-1'指には DIP関節固定，

JJ;~ .小指にはl腿1'1ニ固定または凶節回定を行なうと述

べた.

二見ら(北盟大〉の発表には，江川(大阪〉よ

り，インベーダーゲームのやりすぎで EPLの皮下

断裂が起こった例の話があり，会場の緊娠が急に解

く腿 再建〉

(座長渡 辺好博〕

け，次の演題とともに大いに討論がはずんだ EIP

利用の腿移行術のさいに注意すべき事項の質問が三

浪(札幌)よりあり ，必要最小限に短くとり ，指背

血~膜を損傷しないようにするとし、う回答があった.

Carroll氏は，EPLへの脱T移行の力源として EIP

をもっとも多く用いるが，他に EDMP，FDS， PL 

なども用いると追加した.

池谷(日医大〕の発表にはいろいろとff-1，li曲があっ

た.FDS (:5;-1指〕を尺骨を迂回して APL，EPBに

移行する方法の是非，なぜ'月間膜を通さないか，

FDSを用いるマイナスなどであるが，母指の外転

は，来い人には特に重要で，積極的に行なうべきで

あり ，小指の FDSの独立性がよければそれを用い

てもよく，また骨間膜には，すでに FCR，PLを通

してあるので， FDSをさらに通さないとの答であ

った Carroll氏に座長が，挽骨神経麻痔再建の彼の

やり方を尋ねた.古典的な RobertJon田 法に準じ

たもので， FCUを尺竹を迂回して EDCに， PT→ 

ECRB， PL→ EPLであるが， EPLは Lister結節

の compartmentから外し，少し梼側にずらして縫

合するとのことである.

1 -A-17.前腕部屈筋挺損傷の検討 -………………・………………・……………....."..大村和 久ほか…1587

1 -A-18. 前腕での多数鍵，神経同l侍鍋傷 ………・・・………………・・………・………………・荒木 嶋ほか ..1590

I-A-19.腿修復術後以外の指屈筋腿癒着剥離術の臨床的観察………… H ・H ・-………ー・・諸橋政 1itほか…1599

I-A-20. 小児手折屈筋腿損傷の治療経験… υ ・・・・…・・.....".… .，.."..… ..… ー・・中村 主主吾ほか・・1584

1 -A-21. Zone 1 における屈筋l腿断裂症例… ....……一一・・……..".....…・ ・…・ー ・ー…岡 一郎ほか・..1579

1 -A-22. Zone 1での腿損傷に対する浅指屈筋l腿の前進法 ......................・ー ・ー 津 下健哉ほか .1581

[ 1 - A -17~ l-A-22に関する座長のまとめ〕 諸橋ら(鶴岡〕は指川筋腿癒着最IJ離術の成絞を発

大村ら O昭和大〕および荒木ら(名大〕はTiiTl腕に 表したが，そもそも成績の判定基準が問題であり，

おける手指j瓜筋腿または神経損傷宇都i{yljの成鋭から 術前と術後の運動角度の差異の程度で判定すべきで

初期治療の屯要性を発表した.これに関し具体的な あると強調した.また，成績を左右する因子では，

問題として茨木(琉大〉はf-!.nw子根川筋艇と尺什仲 間囲組織の搬痕状況のほうが癒着範囲の広さよりも

経同時損傷例に対しては耐i.，ltとも修復すると神経1"1 大であると述べた.茨木は，術後の成績を左右する

復はよくないのではないか質I::jしたところ，三浦 因子として総着している)院の外観はどの得度成績を

(名大)は尺'It神経のみを修復したほうがよいと返 左右するか質問したのに対し，演者は靭帯性腿輸を

答した また土井 (JII崎医大〕は，侠骨動脈と尺骨- 残すことが成績を低下させたり，鍵および悶悶組織

動脈の一方のみの断裂の場合，修復後の開存率が不 を必要以上に操作を加えることによって成絞を低下

良のようであり ，したがってこのような場合はむし することがあると答えた.また，成績判定基準の成

ろ損傷血管を結殺したほうが災際的ではないかと指 績と忠、者の満足度はほ X並行していたが，成績が必

摘した. ずしもよくなくとも実際上は機能的適応で上手に使
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用していた例もあると述べた. 法で手術を行なったところ，屈曲力の点で‘不十分で

中村(名大〕らは小児屈筋腿損傷の治療成績につ あったと追加した.演者は必ずしもそんなに力が弱

いて発表した. 5才以下の小児例では成人の場合ょ いとは思わないということで、あった

りよい成績は得られず，特に siliconerod 使用例で 津下ら〔広島大〉も同じ zone 1の深指厨筋!腿損

は不良な例が多いと述べた.井口(慶大〉は小児の 傷例に対し，浅指屈筋腿を用いての advance法を

条件不良例に対しては， silicone rodの使用は 3才 行なって一定の成績を得ていると発表した.これに

以降までまつべきではないかと質問したところ，演 対し三浦(名大〉は 3~4 才以上の例では患部の級

者もこれに賛同した.また，小児での成績不良のー 痕が軽度の場合遊隊!鮭移植法を選ぶほうがよいので

151として後療法のむずかしさがあげられるが，これ はなL、かと意見を述べた また田島(新潟大〕は，

に対しては特別の後療法を考えているわけではない advance法によって必ずしもすぐれた結果を得られ

ということて、あった. ないのは， advanceされた筋肉の11国応の隔が狭いた

岡ら cw:北大)は， zone 1における深指屈筋鍵 めと考えられ，したがって深指屈筋艇の遠位腿と浅

断裂例に対し浅指屈筋艇の付着部の一方の slipを 指屈筋腿の切離端とを縫合するほ うがよいのではな

中節骨から外して断端と縫合し比較的好成績を得た し、かと述べた.

と発表した.これに対し畑中(兵庫医大〕も同じ方

シンポジウムく手の機能再建術>

(司会上羽康夫〕

I-A-23.指切断手の再建...""....… …・・….• • • • • • • • • • • • • • .・H ・..・…・・H ・H ・....……."......."....三浦隆行…1362

1 -A-24. 切断手指の機能再建…… … … ーーe・・・・・・・・・・・・・・ 0・・....................................赤 掘 治・・・1365

1 -A-25.母指，手指屈筋腿損傷および尺骨神経麻縛…・…………・………… … ……・…石井清 一…1367

1 -A-26. 手指屈筋挺の再建・・…・…・・・ー ・・・ ー… ・ー …・・・・・・…・…・・・ 0・・……・・……内西兼一郎ほか・・1370

1 -A-27 関節の機能再建 手関節について ・・・ 0・H ・a・......・ a・..…・白川……・…・…室 田 景久ほか .1373

1 -A-28.手指の関節機能再建術…・ … ・… ……… … ・…… ・…・…・・.........………矢部 裕...1376

特別討論者.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .…-… 一.....… …・・-…・-… ・・・・・.....R. E. Carroll，山内裕雄

〔シンポジウム く手の機能再建術〉に関する司 よる講演終了後一般討論が行なわれた

会者のまとめ〕 小林(福岡整形外科病院〕が reAexdystrophyの

シンポジウムは切断指の再建，腿の再建，関節の 症例を供覧し， ヒ!伎の強い閃節拘縮ならびにはげし

再建の 3項IJに分けられた 切断指の再建を三浦隆 い疹痛に対する治療法について質問した.シンポジ

行と赤明治，腿の再建を石井清ーと内西兼一郎，関 ストや Dr. Carrollは L、ずれも reAex dystrophy 

節の再建を室回jit久と矢部俗がそれぞれ分担し 1 の治療は非常にむずかしく，再建術を行なう前に患

項目につき 2人ずつのシンポジストが講演した 者の精神的 ・社会的背広ーを十分に検*ーする必要があ

Dr. R.E. Carrollと山内裕維は特別討論者として参 ると強調された.

加した. 切断指の再建に関して，小林は twodigits hand 

講演に先立ち司会者から具体的な症例IJ (図 1 ~3) の作成により機能的にはたしかに改善されるが，深

がスライドにより提ぶされ，講演の流れの中でそれ い cleftが残るので，外観に対する患者の不満が残

らの症例に対する治療選択法を会員にできるだけ翌日 るのでなし、かと質問した これに対して，たしかに

解しやすく解答していた工きたいと依頼があり，か わが国では西欧諸国におけるよりも外観に対する要

つ講演後の討論には会員の方々も積極的に参加して 求度は強いが，それでも twodigits handをもっ思

ほしいとの要請があった. 者はほ工その成績に満足しているとシンポジストは

それぞれのシンポジス卜による講演は 12分間ず 答えた.山内は，切断指再建には microsurgeryを

つであり，各項目における重要な問題が論述される 用いた toetransferなどが今後さらに広く考慮され

と同時に，呈示された症例の治療法について種々な るべきであろうとつけ加えた

形式を用いて具体的に解答された.シンポジストに 鍵の再建に関して，小林は長母治屈筋鍵がMP関

]11 
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図 1.切断指の再:ill.

a. 40才，男子.大工。右母mMP関

節部での切断.

b. 32才，女子.成家主婦示指基節，

中指 PIP関節部，環J旨末節の切断.

c. 16才， 男子学生中手での 4指切

断.

b 

_.....L.l . ll..l. 1 -"-

整形外科 1979年 11月

図 3.関節の再建.

a. 37才，女子ピアニスト母指 CM

関節の変形性関節症.疹痛 (+). 

b. 22才，男子. 事務員 3ヵ月前に中

指 PIP 関節の脱白骨折可動域 O~
20'. 

c. 40才，女子.主婦. リウマチにより
則子のすべての MP関節は屈曲拘
縮， PIP関節は伸展拘縮.すべての
指の ulnardrift強し

と同立した.

米満(熊本赤十字病院〉は，小児および乳幼児の

陳旧制屈筋監n断裂て‘は断裂後どれくらいの期間まで

本来の筋!此をカ源として用い得るかと質問した.シ

c -_ .\~キ

図 2.筋艇の再建.

a ンポジストは myostaticcontractureが強くなけれ

ば長期間力源として使用できると返答し，斎藤(新

潟中央病院)も myostaticcontractureはある程度

まで可逆性があるから，正常の 2/3位の筋伸縮性が

残存していれば力源として用い得るだろうと述べ

a. 25才，男子.製材業 1ヵ月前電気
ノコで母指基部 (zone3)にて受傷

長母指屈筋腿'と抗争l'経断裂 綴痕強

し

b. 4才，女児.中指 zone2にて深指屈
筋血tの delayedprimary sutureを

受けたが，指屈曲運動ができず， 1年

liijに匝t景IJ難術を受けた. 現在，中指
の動きがまだわるし、

c. 40才，男子彫金師 3年前に手関

節{;j¥で尺骨神経縫合術を受く. 現在

l尋・示指聞のピンチカが弱い.

節付近で断裂した場合には筋鍵移行部で延長を加

え，末梢挺をそのま L前進させる方法により大変よ

い成績を得ていると述べた シンポジストの方々

も，適応を選べはその術式はよい方法の一つである

た.

池谷(日医大〕は，神経損傷を伴った難治1>1の陳

旧性屈筋臆断裂症例ではいかなる再建術を行なって

も完治しないが，労災打ち切りなどの最終的機能評

価は術後何カ月目が適当であろ うかと質問した そ

れに対して，最終手術後約 12ヵ月目がもっとも適

当ではなかろうかとの意見が強かった.

手関節再建に凶して， Dr. Cal'rollは長期間の予

後調査で carpolectomyによる手関節形成術後には

不安定性をきたす痕例が多くみられるので，むしろ

良肢位による手関節固定術のほうがすぐれていると

述べた.

その他にも手の再建術に関する質疑応答が活発に

とり交された.
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一般演題く腫 蕩〉

(座長赤堀 治〕

1 -B -1. Ganglionの形態について ー電顕的ならびに光顕的観察一一 ・・・・・・0 ・・ 0・・・u ・・・・・前 輿 治ほかー1688

1 -B -2.幼児の別指に発生した tenusynovialchondromasの 1例・…・・…ーー・…ー・ -冬木寛 義ほか…1699

1 -B-3 竹破駿を伴う手指 pigmentedvillonodullar tenosynovitisについてー・・ ・・・小島 修ほか 1705 

1 -B-4 第 21-1-1手'iHこ発生した aneurysmalbone cyst ・・・ ・・・・・・ ............広藤栄 ーほか…1715

1 -B-5. 中手竹に発生した骨巨細胞腫の 2例 …………………………………・……・・・……・ 柳原 泰ほか・・1712

( 1 -B -1~ 1 -B-5に関する座長のまとめ〕 く1-B-4> 

く 1-B-1> 中手骨に発生した anellrismalbone cystを第 4

Ganglionの定ff.'，Ii顕的観察は 1978年 J.V.Psaila， 中足骨により全世換した症例の報告である.山内

R.E. Manselが発表しているが，これをさらに詳 (順大)より，関節団の適合性， 関節支持組織のr:u
紺lに検討し透過型電顕，光顕所見も合わせ ganglion 題を考えれば， さらにす与めて MT関節を含めて

基底市内!習にみられる V細胞が表層に分泌1献立をも の，あるいは，血作柄つきの移植を行なってはどう

ち，粗凶i小胞体に富んでおり，特有の ganglion内 であろ うかとの意見が述べられた.

容物を形成しているのであろうとのことで‘あった. く 1-B-5> 

く 1-B-2> 比較的稀な中手廿 GCT2例の報告である.r¥1}井

Tenosynovial chondromaと外背・腫が同一指に合 (北大)より 1例の追加があり ，急速な 骨破壊が

併した珍しい症例の報告である.なお両者の関連性 比較的小さい骨に発生 した GCTの特徴ではないだ

については純々検討したが結lil首が得られなかったと ろうかとのことであった.鳥山 (日大)より，一般

のことであった 的には，aneurismal bonc cystは掻腿，骨移柏でよ

く 1-B-3> いのではないか， GCTは盟全摘，骨移植が望まし

骨破峻を伴う PVS3例についての報告である. いであろう PVSに関してはまだ未解決な点もあ

前山 (.(J;取大〕より 木疾患に“-itis"とし、う命名を用 るが，それらを含めて命名法など十分討議する必要

いることに疑川が表明され，演者も本疾忠は 自brolls があるとの発言をいた Xき，1 - B -1~5 番の発表お

histeocytomaに泌する腫蕩であり ，命名法を十分研 よび討議を終えた.

究する必要があるとのことて、あった.

(座長阿部績〉

I-B-6. X線上手根骨骨糞腫と思われる症例について ............…...........…......・・.."....長尾悌夫ほか...1718

1 -B-7. 手の軟部組織腫湯 田........……ーー・・・・・・・ ・・・・ ・・ ……… ...… ......斎 勝長 則ほか・1686

1 -B-8.当科における手指悪性腫疹とその治療 …・回目…・….....・H ・........……・…………・・・ 浅 井 正大ほか・.1721

1 -B-9 上肢末柏村1経腫蕩の治療について ..........…………・……・・・・・・………・…一 -梁瀬義章ほか ..1683

1 -B-10.上肢における血管腫について........... ……・… …・・……-・・・・…・……・・・・・井口 傑ほか…1690

[ 1 -B -6~ 1 -B -10に関する座長のまとめ〕 大〕より関節周辺の小袈腫様の変化で，OAによら

「口玉商品」の rOllndtable discllssionとダプッ ないものには炎症性，骨内 ganglion，脂肪壊死，

たためか，li¥1常者が少なかったが，専門家の出席を 良性線維腫などがあって ，subchondral cystと総称

例Jl、で;、t.i命J己録用紙および質問用紙が 20枚以上と ， され，骨察眼として確立 したものとは一線を回した

活発な討議が行なわれた. ほうがよいとの討論と，症例の軟骨は滑膜からの

最初の長尾(壁マ医大〉の手板1i'袈股と思われる metaplasiaではないかとし、う質問，座長より保存的

9例の報行は，うち 4例に手術が施されているが， 治療の結果についての質問があった.これに対して

1例のみが仕様死と関節鼠であったという これに 長尾は，総括的に，長管状'舟の孤立褒腫と比'1皮する

対して，前Jn(名大〉から4症例lの追加と，病的と ことはできないが，組織学的に袈腫特有の所見をみ

判断する診断基準についての質問，北)11(熊本大〉 たものが 2例あったこと ，H叩莫と関係のある症例は

より手術時の肉眼所見についての質r:n，杉浦勲 (名 なかったこと ，保存的治療によって改善するものが

且1.1
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あったことなどの回答があった. は，神経線維腫の悪性化か，悪性神経翰腫がたまた

斎藤(東北大長町分院〕の手の軟部組織腫蕩は ま合併したのか不明とのことであった.

43年以来の 47例についてで，脈管系 24例，皮膚 井n (慶大〉の，血符脈の演題に対しては，薄井

由来のもの 8仔Ijが主であり ，悪刊 /H(泌が 6fylJにみら (北大〕から arteriography，venographyでl場1''Hこ

れたという これに対し進藤〔広仏大〉より 日broー なる確率， false negativeな場合にさらに有効な術

matosisの症例lは juvenileaponeurolic fibromaで 前診断法があるかとの質問があり， arteriography 

はないかとの質問があり，州:R/!組織学的に 自bro- では 8割に所見 venographyでは確率不明であ

matosisであったという四件があった る falsenega ti veの例はあまり経験ないとの阿答

浅井(岐阜大〉の悪性師協 7Wljの報告に対して があった.次いで杉浦よりびまん性で深い血管股に

は，座長より手術的治療についての質問があり， 対する手術手技および純聞の質問があり，末梢から

ray amputationを行なっているとの|司符があった. 中枢からとかはtJI係なく，ある限りの服1泌を切除す

梁瀬(京大〉の末梢神経/EI)湯 151:日lの報告に対し ることに努めている ，また，特別な approachはな

ては ， 高橋〔済生会宇都宮病院〉より，尺'~J 神経内 いとの同符があった 最後に座長より，幼児のびま

の ganglionを microsurgery的に村経を似傷せず ん性リンパ竹/If[の切除範囲の決定には困難を感ずる

に摘出した症例lの追加があり ，さらに liii山 (鳥取 が，との賀川に士、jし，無理な子術では血行不全をき

大〉より ，V. Recklinghausen病から忠利神経桁腫 たすのて‘よい方法はないとの川件があった.

が発生する病閃論についての質問があった. 回答

(座長鳥山貞宜〕

1 -B-11 激痛を伴う手指の腫蕩について ・・ ・・・ ..............・ ・ベ ハ ・土田義隆ほか 1694

1 -B -12. 手に原発した骨 ・軟部悪性腫必の 4例 ………・・・……...・H ・-一一・………・…ー・・…城戸正詩ほか .1724

1 -B -13 手折;11"を中心に侵した fibromatosisの 1171卜・…… ……ー・ー・…・・・・・…・一一・・・・岡部芳博ほかー 1708

1 -B-14.小児 ・手指に再発した特異な fibromaの治療経験 …ベー -…-・ ……...保坂瑛ーほか ..1702

I-B-15. 腿鮒より発生した巨細胞l匝の治療経験…・ 0・....・・・..・……・・……………………ー・ 高杉 仁ほか ・1697

C l - B - 11~ 1 -B-15に関する座長のまとめ〕 価値については同意見であり，また，inclusion body 

く I-B-11> は証明されなかったと特えた 座長は，赤星(岐阜

土田(慈恵医大形成)の報告で， glomus Jlill場 9 大〕に，最初jの組織所見から再発しやすいか否か決

例， パッ シニ小体 neuromaの 1WIJの報告.パッシ める方法があるかとたずねたところ，赤星は特殊染

ニ小体の hyperplasiaによるF芸術の報告は珍しい. 色や scanなどを行なって検査をしでもなかなかむ

く ]-B.12> ずかしいと終え， また保坂は scanなども行なつ

域戸(福岡中央病院〉の報告で，軟骨肉眼 2例，syno- ているが，経過をみることが重要であると述べた.

vial sarcoma 1例， epithelioid sarcoma 1例の報告. く 1-B-15> 

く J-B-13> 高杉(岡山大〉の報告.lru1靴より発生した巨細胞

阿部(福岡大〉の報告.手指骨以外に阿~ifiL両 腕 7例を述べ，再発が 1仔Ijあり再手術により治癒し

腿'汁，両臨骨なと'多発性に生じた 日bromatosisの1 た.これに対しliii山〔鳥取大〉は，腿鞘より発生す

fylJ. る巨細胞腕と ，腿鞘より発生する fibrousxanthoma I 

く I-B-14> とは組織球系のものと思われるが，臨床的に区別し

保坂(千葉大〉の報告，小児期に発生した 3例 ているのかと質問し，杉浦(名大)は，fibroblastic 

で，それぞれの手術後の経過が異なっている.これ および h則 iocyticな版協は時期により組織所見が

に対して進藤(広島大〕は， infantile digital日bro- 異なるので，組織所見以外に臨床所見や手術所見な

matosis 3汐Ij，juvenile aponeurotic fibroma 4 fylJの ども含めた綜合判断が必要であると述べた.

追加をして，診断上特殊染色の有用itを述べ，前者 この部分を担当した座長の意見として ， 血~納より

には経過により切除，植皮が適当であり ，後者に対 発生する腫蕩の分史nを，なるべく早い時期に統一 し

しては摘出術が望ましいと述べた.保坂は，特染の ていた工きたいとの希望を述べた
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く腿鞘炎 ・リウマチ・その他>

(座長南条文昭〕

I-B-16 手指 ・前腕における白筋 ・赤筋線維の分布・・・…………...・H ・....ー ー・ ...・......桜井 実ほか・ 1407

1 -B-17 比較的締にみられた弾援指症例の検討 ーー .......・・・・・ 0・・…....・H ・-いい… 一平沢精ーほか・1739

1 -B -18. de Quervain狭窄性腿!(i~l炎の |海外J症状と解剖学的変異..... …-…… ぃ・・平沼 晃ほか…1741

(l白 B -16~ 1 -B-18に関する座長のまとめ〕

く 1-B-16> 

桜井(東北大)は，手指悪、制 11弔坊のため liiil腕で-切

断を行なった標本を利用して， exlrinsic long f1exor， 

extrinsic long extensor， intrinsic short f1exorにつ

いて赤筋線維と内筋線維の分析を行ない，その比率

を求め，同一筋でも浅層と深層とでその比率は兵な

るが， long f1exolでは1'1筋線維，つまり kineticの

占める率が多く longextensolでは赤筋線維，つ

まり statlcの占める率の多いことを示し intrinsic

f1exorはその中間にあるとした それぞれのもつ意

味合いを ピアノやタイプにおける手指機能に関係づ

けて述べ，手指の kinesiologyの立場からみると非

常に興味深い見解をぶされた 今後さらに追求 ・解

析をす Lめていた Xきたいと願っている.

く 1-B-17> 

平沢(東邦大〉は，経験したパネ指症例の+，から，

発疲機転が特異的な 7症例を提示された 3仔1]は機

械的 stressによる発症例で滑膜下層の血管'増生と細

胞浸i悶が主体を示し 1例は多発例で定型的な謬原

線維束の増殖を示し 1例は外傷後続発t向1]，他の 2

例は比較的稀とされる伸筋鍵側の発症例で、あった

(座長児島忠雄〕

発表に対し，小川 〔関西医大〕は，RA などをみて

いると環指の権患は少ないと思う(多発例につい

て)がし、かピとの質問があり，演者は RA症例lは除

外したと述べ，平沼 (日本鋼管病院〉は仲筋l仙，i~{ÇI]

について疹痛の有無を問い，演者は 2例のうち i秒1]

に疹痛がみられたとし，畑中(兵庫医大)は尺似1)2 

指の発症に gripの[)(!与はし、か工と間い，演者は 2

側ともゴノレフが関与しており，その意味では grip

の関与があったと考えると述べた.

く 1-B-18> 

平沼は，de Quervain州につき extensor第 l区

画における APL 艇と EPB 車~の破格の問題にふ

れ，これらの破絡をよくft{fiJ!c!，、する必要のあることを

強調，診断上 Finkelstein'slestは APL鍵側の狭

窄が主体の場合にはrb率の診断的価値をもつが，

EPB腿側に狭窄のある場合には野末，岩原の述べた

手関節最大屈1111.'山間中展を強いる検査法がより高

率に診断側債をもっと述べた.演者が強調されたよ

うに，APLとEPBのいずれに狭窄の主体があるか

を吟味し，手術時にはその破格の様相を確実につか

み対処することが大切であることを改めて確認し

た.

1 -B-19 リウマチ手の手根管部の服筋腿滑膜炎について .• • • • • • • • • • ……...・ -・...・ 浅井富明ほか ..1753

1 -B-20. 遠隔成績(術後 5年以上〉よりみた指|刻節滑膜切除術…・・・…・・…・・・ー・…・…… ・小 川 亮恵ほか・・・1750

1 -B -21. Dupuytren拘縮症例の小経験ー・ ーーー・…........・H ・…・… … ….....・ H ・-一・・…・・南条 文 昭…1744

1 -B-22.教室における Dupuytren拘縮の現況 -一・………・回目…… ー一 ーー… 一-・……森永秀和ほか…1747

[1 - B -19~ 1 -B-22に関する座長のまとめ〕 いと回答した.

く 1-B-19> く 1-B-20> 

二見(北里大〕は，手術の適応について， 小川 鳥巣(九州労災病院)は調査I侍の RAの activity

(1長Jllq医大)は結節と臆断裂の関係，手術適応、につ について，長屋(名古屋州院)は，滑膜切除の範聞

いて，また座長が手根管症候群の発生因子として結 が大きいほど ROMは減少する.指の滑膜切除は

節と随所朕のいずれが重要であるかについて質問. 除痛手段として末期jにのみ行なうべきであると質

演者は初期の正中神経麻癖は保存的治療でかなり改 問.演者は 5年以上，平均 7年の経過観察で，ほと

普されるが，明らかな結節形成を認め，正中神経麻 んどの症伊Ijで activityの低下をみている.また，

iYJi.が合併している症例では手術が必要である.結節 RAの初期に滑膜切除を行ない，関節の破擦を招来

性病変が高度になれば腿断裂を生ずる可能性があ し，わるい成絞を示した症例もあり，初期は背仰lの

る.高度J称薄例では結節が及ぼす役割のほうが大き みの滑膜切除にと工め，主病変が掌側にあるものに
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対しては掌側にも行なう .滑脱切除に全身の RAの

コントローノレを併用することが重要であると述べ

た.

く I-B-21，1-B-22>

泉類(滋賀医大〕は病勢進行の様相，術後再発と

進行相との関係，病理組織所見について質問.南条

は短期間に拘縮が進行するものと，結節を生じてか

ら長期j問拘縮を起こさないものがあり， 30余年にわ

たり多様な段階的進行を認めたものもある Active 

に進行する stageが術後再発に関係するか否かは，

手術操作が適切であったか夜かにも関連し，断定は

むずかしい また，切除しなかった部位に病勢の進

行が起こり ，結果として再発の形となったものもあ

る.緩徐な経過をとったも のと，急激な経過をとっ

たものとの間に組織学的な 差があり contracting

日broblastの cellactivityがその根元にあると考え

ると述べた.森永も二つの進行形態をとり ，緩徐な

経過をとるものに屈曲変形が増悪したものはないと

述べた

江川(江川整形 ・形成外科〕は，検診成績の頻度

の相違は主として grade0の数による. 0度に属す

る症例は見落されがちなので注意を要する.複数の

検者で相談して決定し， 以前行なった老人ホームで

4 ~6 年 日 に再訪問し，前回， 0度の判定に誤りが

なかったことを確認したと述べた.本邦の報告者に

よってその頻度に差があるのは， 0 I支の判定をめぐ

るものであり ，南条 ・森永ともに判定が大変むずか

しいと述べた.江JIIが指摘するように，老人ホーム

で、の再三にわたる追跡調査が望ましい.

くラウンドテーブル・ディスカ γ ション I 鍵修復の基礎〉

(司会石井清 一，内四兼一郎〕

1 -c-1 指屈筋鍵損傷の癒活に関する研究明~ 7 報〕 ・・………・・…. . .... . .. . ....・ e ・..…・… 松本侃 二ほか・1430

1 -C-2.指屈筋臆損傷の修復と滑走に|対する実験的研究

一一第 8報 一次縫合の|時間的限界について一一 … … … …....・H ・-一 …市 川 駅介ほか…1433

1 -c-3. 腿縫合法の基礎的研究 ー...........................・・....・・・・・ 0・a・・・・・・ 0 ・・ 0・.....・・・・・0目・・・・・・・・・・ 石突 正 文ほか ・1436

1 -c-4. 指屈筋挺修復に関する実験的研究

第 2報 人工!腿鞘における synovialnutritionについて ・・ー… -飯 野 龍吉ほか .1439

1 -c-5. Hunter人工腿の偽性腿鞘の長期運命に関する実験的研究・・・・・・・一一……… u ・・・松 井 猛ほか・1442

1 -c-6.胞の再生，癒着に関する研究

一一第 7報 隠の再生に及ぼす vinculaの影響一一一.... ・・ …...………・ 多国寛也ほか・・1445

I-C-7. 損傷腿修復に関する実験的研究

1. 血管や滑膜の関与について一一 ..........・ ・…....・・..・・・・ 0・・・・・・・・・…前田 道宣ほか ..1448

1 -c-8. J (rl 1 J'障'~の)舵癒合に及ぼす影響に関する実験的研究 ・ ・ ・・ . "..… ・ー ・…… ・・・・ ・ 三 浦競郎ほか ・ 1450

1 -c-9. 腿 ・神経修復後の機能回復に及ぼす血行の影響についての実験的研究……......]Jt-: 孝ほか ー1453

I-C-10. 損傷腿修復に関する鍵内の血行学的研究…・…・."....・H ・-…・・・・・・・……・・……・・・ 姻 司郎ほか 1456 

[1 - c -1~ I-C-10に閃する司会者のまとめ〕 内容であった.

松本(北大〉は，実験的な遊離脱移植にさいして 市)11(慶大〉の研究は，切断艇の退縮に影響を及

移植腿と骨床との癒着発生部位は vinculabrevaと ぼしている諸因子 ， すなわち腿端の位i丘 ， 脹~ (1 体の

longaの付着部に限局しており ，これが滑動性を障 短縮， paratenonの肥厚，筋の伸展性を分析したも

害する大きな要因であると強調した これに対し矢 のであった.斎藤(新潟)から，筋の伸展性の判定

部(保健衛生大〉は，臨床例では noman's land に当たっては，pot効果(筋は，時聞をかけて牽引

の中央部付近での骨床との癒着が強いことが多いの を加えると徐々に伸展してくる〉を考慮する必要が

で，この部分の骨床を正常車~中fjで被っておくことの あるとの指摘があった.実験結果から導かれる一次

臨床的意義を述べた.松井(信大)，内西(波大) 縫合の時間的限界についての石井〔北大〉の質問に

から，鍵鞘上に移植された遊離腿の癒着の性状，そ 対しては，筋伸展性からみた場合は時間的影響はあ

れに pulleyとしての正常腿鞘の温存範囲について まりないが，paratenon の拘縮率からは 2 ~3 週以

の質問があったが，演者の答は抄録に書かれている 内，また，艇の短縮からはできるだけ早期の修復が
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望ましいとのことて司あった.

石突 (W医歯大〉は，鍵縫合材料，縫合法の違い

による tensilestrengthを分析した.矢部は，臨床 t

重要なのは，縫合却が経時的に強肢を1脅してくるこ

とであるので，)凶縫合部に necrosisを起こすような

ことがあってはならないと強調した.生田 (広島

大)は，津下式の intratendinoussulureが血行の

温存を atraumatlcという点に関してすぐれている

ことが米国手の外科学会でも認められつ Lあること

を追加した また l'I';j杉〔附山大〉との)1¥)で tcnsile

strength測定の:ょ:験 1:の手肢についての応符があっ

た

飯野 (東邦大〉の~験は， pselldosheathの内般に

州入した遊離艇の synovialnlltritionをみたもので

あったが，腿の同問i端と表府の細胞は明らかに生存

する.市川(慶大〉から sheath内陸の遊離脱!の長

さと幅の経時的変化についての質問があったが，同

者とも縮少してくるとのことであった.

松jl:({， 1大〕は， Hllnter人 u陛にあって形成さ

れる pseudosheathの経時的変化を観察した Pscu-

dosheathは成熟した線維屑とその内唯を被う lining

cellから椛成されており ，4~ 1 8 ヵ月間の観察では

一定の柔軟ド|こと厚さを保っている.内凶，伊藤(慶

大〕から，llilt i-1、良な娘痕化組織に rodを挿入して

形成される psucdosheath の性状についての質問が

あった.被痕組織内と正常組織に形成される sheath

との聞には根木1'1')な差異は見出し得ない.たど ，線

維層の厚さは I~j ~.でWI加する傾向がある しかし，

このために拘紛がWI:[E;することはないとの返符であ

った (以上石井)

最近，腿!の修復機序に影響を与える腿への血行お

よびl健|付血行に関する尖験が少なくないが，今1"1の

ラウン ドテーブノレ 10J市の'1'で 5J市も占められてい

る.

| 多間 (1河山大)は， ニワトリを用いて VInC山 n

く奇 形〉

( 座長藤田督 也)

から epJtenonにかけてのlfiltjと細胞の治総反応に

ついて検討し，前問 (i日州大)，土，鍵内llll'rJの位宮

な MIP凶節周辺およびl院内JUl行のみられない MP，

PIP関節周辺で，腿革nのiMイfおよび切除との1.x)mYI
を検'ぶした.また堀(広!;:jA)は，腿内血竹の多以

とendotenon，epilenonの創1/胞活性について検，dを | 

行なった.

これに対し伊藤(慶大〕は，a、'asclllarareaの決

定には快i屯でなくてはならず，際本('1'銀上テトラリ

ンによる透徹法の優秀性を述べた.'~'J也 (独協大〉

は，ニワトリの shortvinculumは inserlionではな

いかとい!..，かつ墨汁法の欠点を折摘した.捌，前

回は，avascular areaが明らかに存在したとい!..，

堀は insertionではなく血竹をI認めたと符えた.松

井 (信州大〉は，ヒトでは avascular arcaは伝人

にのみみられ，一般にはそれがないと追加した.

三浦(山形大)は，ニワトリの~Ii:神経，動WKを結

主として，民~縫合不全の;悠起をぷしたが，タ-:ml (保健

衛生大〕は，神経切断による proteclivcscnsation 

の欠除は無税できないと指摘したが，今後さらに検

討するとのことであった

)京(新潟大)は，サノレを)11い，鍵とjF中， }~'ilÞ II 

経の複合損傷に対するJ血行の影響を検討し， IJ}J)派 11土

建の必要性を述べた• III，i::j (新潟大〕は神経]I}ノ|二の

ために Schwann細胞の泊料化が好条件となること

を追加 した.

l凶のII[llfllは，その治癒、機松にとって不利な状態で

あり ，このことが癒着に速なることから，血行動態

には常に留立することが大切である. しかし，刻従

のところ， microangiographyのkJJUJの限界が問

題であり， ~1!1m，アイソトープ ， その他の検盆方法

の開発が必~である.田島は， fief液 l付での匝t癒合を証

明した Lundoborgの研究から， )虻の initialhealing 

には血行はいらないと述べたが， Ijij田は，i'i'f液YI二のも

のよりも血行のほうがより重要であるとい!..，今後

なお十分な検討が必要と思われる (以上 |付凶)

1I -A-1 尺什末端骨化障害によるがj腕湾曲変形とその予術的治療 ・ー・・・…・・・・・・ ー・ ー楠 正敬ほか 1661 

1I -A -2. 母111列形成不全における皮l内紋理・ ー・・・…・・・・・・・・ 0・...…・..・ a・a・・・…・・・・0 ・・・a・・・0・0・0・…鈴木 峻ほかー1642

1I -A-3.先天性手奇形児の保護者へのアンケート調室 ........... ・...・....................... 吉 崎克 文ほか ・1637

rr -A-4. 浮遊f:):J行を利用した母J行再.illの試みについて ・・・…….....…・ 0 ・・ 0・・ 0・・・……....・・・・… ILi内務維ほか…1645

1I -A -5. Congenital onychodysplasia一一他の合併先天異常と発生機序について一一・-北 山吉明ほか...1648

量11
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cn - A-1~ n -A-5に関する座長のまとめ〕

n - A-1~5 は先天奇形に関する も ので，発言が

活発のあまり d，tli'命は時間切れの感が強かった.

ll-A-lで"*台された疾患はほとんどの人に馴染

みのないもののようで，下腿における先天性湾曲症

と類似した疾患のような印象を受けたが，矢部〔保

健衛生大)から数年の経過をみた 1fylJが追加され

た.いままでの報告例の記憶がなく，今後さらに症

例が報告されて病像が明 らかになるにつれ，その治

療法はもちろんだが，特にその州因論が問題となっ

てくると忠われる.

n -A-2では，荻野(北大)の質問に応じて ，!J台

生期における軸三叉の形成の過程からいえば，尺側

形成不全でも軸三叉の異常が生じ得ること ，ほ指形

成不全では母指球部の隆線には，その度合について

は明確ではないが，形成不良が起こること，さらに

三浦(名大分院〉の奇形と皮膚紋理の泣伝的ない

し家族的異常との関係についての質問に対して，

arthrogryposisやその他遺伝的な子の奇形では紋理

の家族性異常が認められるとしづ事実が述べられ

た.

n -A-3のような問題は，この学会でとりあげら

(座長豊島泰)

れることは少ないが，江川 (大阪)の発言から，親

の心)'I]!が時代とともに，また，奇形の重症度によっ

て異なっていること，さらに患児の親への対応の仕

方やアンケートを行なうさいの配慮、などの点が話題

となった

n -A-4に対しては，矢部は中足骨を移撤した自

験例lから，移植骨の長径成長の期待は薄いが，筋 -

)雌移行を追加したものでは発育が起こるようにみ

え， 仲 ・屈筋も再建したほうがよいと述べた. 5本

の指をもっとし、う希望は強く ，私も 13年白ij同じ考

えでの手術例を本学会に報告したが，演者の行なっ

た第 2足指の MP関節を含んだ血管柄っき骨移植

に対する期待が他からも寄せられたが，手術の結果

や適切な手術年令などがわかるにはまだ時聞がか L

ると考えられた

n -A-5に対して，三浦は本症の 1型を示して，末

節骨，爪の異常は membranousossification center 

の異常に伴うものではないかとの意見を述べ，私の

経験WIJからも爪のみの問題としてはとらえがたいと

思っているが，演者は自験参考例のような阻血の要

因も一つの原因と考えられることを改めて示唆し

た

ムム ι

n -A -6. Arthrogryposisにおける上肢の変形……・…・・・……・・・ •••• ・-………・米延策雄ほか…1668

n -A-7 裂手症の成立機序に関する実験的研究ぃ……・・・・………・ ・・ … ………ー荻野利 彦ほか…1415

n -A-8 裂手の手術 特に intrinsicmuscleの処理について一一……・・………・・・・江川常 ーほか ..1640

n -A-9.大胸筋欠損を伴う先天奇形手について …ー・ ............…- ・・・・ ・・ … … 須 藤容章ほか…1630

n -A-10 奇形手にみられた多指節化について .......一 -......……・・…ー…………...泉 類 博明ほか…1634

[l卜A -6~n -A-10に関する座長のまとめ〕 という説を裏づけているものと思われる.また，こ

< n -A-6> のことは，日本手の外科奇形の委員会で検討されて

Arthrogryposisによる上肢奇形をまとめたものは いる Swansonの分類の一部に異論をもつことの証

少なく，故にこの 31例の報告は貴重なものである 査にもなり得た.

幼少時は splint療法が行なわれることが多いが，手 く n-A-8> 

術療法に移る年令，手術の種類については慎重な考 裂手の手術l侍の所見の綿密な観察から，細微にわ

応[と判断を要する. この疾患は， 一名 amyoplasia たる手術法を考案されて教えるところが多大であ

congenitaとも称されるがごとく，上腕二頭筋や前 る.

腕伸筋の欠損~低形成もみられるので，移行術の選 く n-A-9> 

択には注意、を要する. ほとんど時を同じくする大胸筋と手の器官形成期

く n-A-7> において，そのわずかの時間的な差によって，発生

実験奇形は，使用する促奇性薬剤lや動物によって する奇形にも差があることが活発に討論された.

結果は少しく異なるが，多数の臨床例lの分析から三 く n-A-lO> 

浦，江川 らが早くからいっている「合指 ・多指・ 裂 多指節，特に三指節母指の分析についてくわしく

手が単一の factorによって発生するのではないかj 述べられたものである.たピし，三指節母指の中に
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は，稀に'1'節とみられるものが，成長後末節と骨癒 の核なのかまたは指節'F-J'総合症 (synphala ngism us) 

合して二節f:J1f，となるものがある この中節は末節 なのかの検討は今後の多くの経験をまちたい.

(伸長 ア:ii1i隆行〕

1I -A-11. f:J1f，多J行症の術後成績 ・・・ ・ー……一.........一ー…・・・…ー…・ー・ー・ ・・・・・・・・・…・・ 0・・藤原良江ほか…1651

1I -A -12. f:H行多J行症症例の検討 ... ・......… ...................・・・・田・・・・・・・…....…・・・ 0・…・ 0・・阿部 宗 I沼ほか...1654

1I -A-13. 付桁多Ji'i症の臨床像ー・ ・・・ ........"..…・・ ・…...................… 渡 捷ーほか…1658

1I-A-14. 段近の当科における上肢先天災1]1;iこ関して …………・・ー・ー....……… ー 大宮建郎ほか…1621

1I -A-15 手の先天奇形の分析 一一大阪大学整形外科における 833症例一一…-……ー 多 国 浩ーほか...1624

1I -A-16. サリドマイド 上肢奇形のコンピュータによる解析 ー . ••• •. …・ … 1:屋弘吉ほか ..1627

(1I -A-11~ ll-A-16に関する座長のまとめ〕 る.

演@11， 12はf:対日多指症の治療に闘するもので 演題 14，15 は七JI交先天奇形の分 ~n，統計が中心

あった MP関節より中枢部と分岐するl，E(Jljに対し となっており， Swanson分類に対する疑問が述べ

て短f:JHl外転筋など切除指に停止する筋胞の砂行を られている. 手の先天奇形にはその発生機転は同一

必要とすることはすでに一般によく認められている であっても形態は相違する場合があり ，逆に発生機

ところであり ，2人の演者の立、見も一致 している. 転は相違しでも形態は類似するものがあることは当

二分併合法に対するd'Hllliは， 一応形態的，機能的に 然、考えられるところであり，その発生機転を切らか l

一定の成果が得られるが，なお lP関節の可動威， にな し得ない現状において完成された臨床l，i'状から

爪の形態などに問題を残しており，その結果は十分 それらを類惟することはきわめて困難なことであ

満起できるものではない 2本の指に切らかな発育 り，万人に認められる分知法を作製することもまた

差が認め られる症例の治療には特に問題点は残され 不可能に近い しかし将米はっきりと確I認されたーh

ていないが，2木の指に発育差のない場合，両側ほ 柄があれば，それに従って分頬法は手直しされるべ

指が 3指節である場合，術前より明らかな Z型変形 きであり ，その折にjI}分知"J能な状態での記録の保

のある場合，j;J指の外転制限がみられる場合などに 存がせeひ必要である.

はなお今後治療法の改善が必要であると考えられ 演題 16 は悲しくも i~屯な体験であるサリドマイ

る. ド奇形のコンピュータ解析である 2度とあっては

演題 13はほJi1多1f.JiEの臨床像の分析であり，母 ならない不幸なできごとではあるが，それゆえにこ

桁多指症と|司一分頬に含まれるものにも ，その臨床 そさらにその症例!の臨床記録は大切に保存され分析

像を詳細に検討するとき，発生機転はq'!ーなものと される必要がある 私自身コンピュータの知識もな

は考えられないとの江見が述べられた特に3m節 くその詳細を知り得ないが，この研究が今後サリド

をもっほ指多指症ではこのト惑が深く ，こ のことはそ マイド奇形のみならず，手の奇形全般の解析を進め

の発生機転のみならず治療方針の決定にも深く関係 る基礎となること を期待している.

しているものと考えられ，詳細な検討によ如何され

く神 経 麻痩>

(座長 磯部 餓〕

1I -A-17. 頚髄損傷麻痩手の手術経験一一母mの再建を中心として一一 ・ … …・・・・・山 n キ;1'ほか・・・1565

1I -A-18.極性手に対する手術

一一第 6報 フ ェ ノーノレプロックに追加1せる再建都~-- .一…ー・……・……・・・・・田中晴 人ほか・ ー 1568

1I -A-19 脳性麻粋児の手の評価 ・ーーー ーーー ーー ー ・・・・・・・・・・ ・ー・…ー ・ー ・坂問↑与1教ほか・・1570

〔 且 - A -17~1I -A-19に関する座長のまとめ〕

く1I-A-17> 

頚髄担Hpj忠_，v，の I=I'Is生活動作の向上を11的として

麻痔手の再建都Iを試みた経験が報告された.従来こ

の種の麻痔手の分mには Mobergや Zancolliの力 | 

法があるが，演者らはf走者の分類を用いていた.:1m ， 

髄損傷忠一訟では受傷Ik'jから全身状態の管列IにJ.QJっ | 

れ，手に強い拘総iを残すことがあり，これを防くブ''': I 

c" I 
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めには特に浮腕の予防を中心に初版から注立せねば

ならない.この点についての時長の質問に対して

は特別の配慮はしていないとのことであった

くIl-A-18>

疫1''1:UJ主に刈して以前よりや|峰子プF ロソク法を試み

てきたがiおが，さらにこの刀法に以IAした再建術を

追加した経験を述べた.フェノーノレブ ロックの効果

は永続しないので，再建体Iのliijに行なうブロックは

スクリーニングの目的で施行しているのか，また，

1，引"1プロックしでも効果のないj['I'(Y1Jがあるが，この

ようなときに手術をするかとの質問が坂田(弘 liij大)

より IUされた これに対して演者は，フェノーノレフず

ロックは上肢産性に対するスクリーニングとしても

く末梢神経損傷〉

(座長桜 )1ニ 実)

用いることができること，数回ブロックして効果が

ない蛇例の代表例は指の内在筋拘縮，母指内転拘紛

のとれない症例lに限っていると答えた

く ][叩A-19>

)悩t'1麻痩児の手の治療にさいして基本的な機能，伴

111日法が述べられた.特に術自Ij総合評価に屯要な認知]

陣:与を中心とした検討が報告された.

このところ，中枢神経性の麻癖手，特に産性手に

対する関心が次第に正:)まりつ Lある チの外科の技

術的進歩がリハビリテーション領減に点mえするとこ

ろが大きいので，この方面の今後の発肢が期待され

る.

l[ -A-20. 神経縫介術後の機能回復に|刻する数学的アプローチ….• • • • • • • • • • • • • • .… …... 有国約三郎ほか ..1424

II -A -21. Karnovsky染色によるヒト正中神経の運動線維の分布の検討.......".… - 隅田 潤ほか・ 1427

Il-Aー22.上肢末相仲11経縫合術の検討 神経上膜縫合の成績についてー …・…………・・償田清司ほか...1523

II -A-23. 予の神経支配に破絡を示した症例について ・・ ・ ・・ ・ ・・ ・・・ ・ 谷 吉彦ほか…1526

CII - A -20~ ][ -A-23に関する座長のまとめ〕

神経縫介において元通りの神経束の適合がもっと

も望ましいことはよく理解できる.有国ら(川崎医

大)は臨床的な機能回復は最日で 70~80% ぐらい

であることを数学的な解析でも説明できるという研

究を発表された その場合に単一機能群ではその縫

合術におけの機能向復の礁本は;iI.n上 78% という .

しかし運動と知覚神経線維の異なった機能を有す

るものが混在している場介には，その機能戸!復の確

率は著しく低下する計'ti.になる.これに対し井 11

(慶大〕は，実際に行なう臨床例でも実験例でもや11

経幹の捻れの現象によって，元の Schwannlllbe Iこ

はいり込む再生神経線維の数はさらに急激に減少

するであろうから，出 11と入口の距離が完全に at

randomであるとしたポワソンの分布の適用は無理

であろうという X1:.f~を述べられたー これに対し有国

も，当然不均一な神経線維の分布状態においてはそ

のような傾向が新しくなるために，機能|百11Uの確率

もおそらくはもっとわるくなるであろうという予想

においては同じ意見である.

Microsllrgeryが利用される現今においては fllni-

clllar slIlureがかなり確実性をもって行なえるであ

ろうという段階にはいってきたが，fllniculllsの適

合を正確にしなければ意味はない.これについて隅

国ら(新潟大〉は線維の acetylcholine-esterase活

性の染色によって運動と知覚線維を区別できること

から，手術時に応用できなし、かという夢を託し動物

実験を行なった結果を発表された.この染色におよ

そ2時間を要するのでまだ無理があろう .染色H与問

の短縮は将来現実のものになるかもしれないが，神

経が切断されている場合においては末梢側はすでに

変性に陥っているので，酵素を指標としたのでは末

梢、仮1)の分別は悶難といわざるを得ない.いす.れにせ

よ，正確な fllniclllarslltllreをやるための努力とし

てその発;柱、は汗価されるべきであろう

横田ら(久留米大〉は，上肢 62神経について従

来から行なわれている神経上膜縫合術の結果を報告

された 正[1巾11経はほ工全例が M3と比較的良好で

あるのに対し，尺骨神経はせいぜい Mzの程度で回

復はよくないという多くの研究者と同じ結果で、あっ

た 福岡(浦和市立病院)より尺骨神経損傷の修復

後に小指の内転が不良な例が多いことから，集積例

についてどうで‘あったか質問があったが，演者も

同隊な刀、見で、あった. [-p土(C;州大〉から知覚の

misdirectionについてしらべたかどうかの質問があ

った これはおそらくかなり近位における神経幹の

損傷における現象を想定してのことであろうが，そ

の判断はむずかしいという回答て、あった.平沢(京
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府医大〉より術後の理学療法について問い合わせが

あったのに対し，横田は 4週間ギプス固定，その後

低周波療法をできるだけ長く行なっているというこ

とであった

手の神経支配の破格について谷(慈悲医大〕より

発表があったが，これは教科書にもよく指摘されて

いるとおり ，神経損傷の診断に誤りを招くものとし

て注意が喚起されている 尺骨神経と正中神経に関

連した 2例であったが，診断上なんらかの矛盾を感

じるような場合は神経ブロックと筋電閃検脊ーなどで

(座 長 井 上 博 )

l吻合の有無を診断し対処すべきであることを強調さ

れた.これに対し木村(慶大リハビリ〕より神経伝

導検査の手技について質問があったが，演者は特に

これは行なっていないということて、あった.最後に

京大の津山教授からこのような手指の筋の破絡はか

なり多いもので，おそらく 4人に 1人はなんらかの

anomalyをもっていると考えるべきで，神経幹の電

気刺激に応ずる筋肉の収縮反応をみるのがもっとも

手っ取り早く大切なものであるということを強調さ

れた

ll-A-24.注射による末梢神経損傷についての検討… …u ……・………… ..........……・・平沢泰介ほか・1521

ll - A -25 . 捺骨末端'~折に合併する正中神経麻縛 特にその関連因子について .....ヲ|手隆俊ほか ・1528

Il-A-26.小児肘関節周辺外傷における神経損傷について …… 一・ ・・・・・・・・……・・…・・・…小林 晶ほか…1532

Il-A-27 腕神経叢麻jJ草節後損傷例の予後の検討 ・・・・・……… ...・…・・…・…・ 0・….• • • • • • • • .長野 |沼ほか…1534

Il - A-28. 手の神経損傷治療 I~ の pitfall . . .. .……・・… 一一…・・・・…......・… ・-… .....鈴木勝己ほか・・1540

[ 1l -A-24~ ll-A-28に関する座長のまとめ〕 ものとの程度の比t絞，③中位型をどのように分類し

くll-A-24> ているか，との質問がなされ，演者は，①引き抜き

平沢 o江府民大〉は注射による末柏、神経損傷につ 損傷を合併したものは1，日夕IJより除外しているので比

いて検討を加え，特にステロイド ・局麻剤の局注 較できない，② C5・6. C6・7'SThJ などと分類する

で，焼骨神経や縫骨神経深校麻熔を起こした 2例に ものもあり， また損傷(;i)(立を root，trunk， cordに

ついて詳細に述べ，同注射でもやl'経麻痔が起こり得 分類する報告もあるが，受傷l時間の経過している症

る可能性について注意を喚起した. 例では困難で，今回は Cs・6. Cs・6・7は上位型 C7・8

くll-A -25> Th，は下位型に分類したと符えた.

二見(北里大)より 40.50才代の女1"1に徒骨末端 津111(東大〕は，今""のiiI，HI'.で，引き抜きでない

骨折に正中神経麻縛が合併しやすいのは.X線上の ものがこれだけ回復したことが明らかになったこと

骨片の転位の程度によるもの以外に，原因として共 は貴重なことで，決して手術がすべてを解決するも

通する何かがあるかとの質問があり，演者は，年令 のではなく， したがって. Millesiとは意見の対立

は発症しやすい因子の一つで，他に多くの閃子(発 があるが，彼の意見は納得できない旨の発言を行な

去のごとく〉がからんでいると答えた. った.

くIl-A← 26> くll-A-28>

力n茂(九州労災病院〕より，手術までの待機期間 鈴木(産業医大)は，手の神経損傷治療上の pit-

についての質問があり，演者は経験よりみて約5週 fallとして， Ei!移植術のための移l¥uI虻として正中神

と答えたが，これは保存的治療で‘治癒した症例の多 経が採取されていた例など，通常では考えられない

くは，その期聞が約 5週以内であったからである. ような初歩的なミスがなされた症例をボし，注意を

くIl-A-27> 喚起した.

松田 (呉共済病院〉より， ①，)1き抜き損傷を{半う

シンポジウムく切断肢・指再接着術>

(司会玉井進〕

J[ -A-29 切断肢 ・指再接着術・・ 0 … …...… -…・・・…・・・…………… H ・H ・..…………・生

Il-A-30.切断肢 ・指再接着…・…… ・……・・・・ ....… ....… . • • • • • • • • • • .… ........... …...片

ll-A -31.切断肢 ・指再接着術・ …ー… … … ・・-… …… .....…...……....…一...坂

Il-A-32. 切断肢 ・指再接着術……・・ ………・ ・…… ....・H ・...........…………・・・・…・米

田義和一1381

井憲三・・.1383

本博志…1387

満弘之口・1390
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n -A -34.切断肢 ・指再接着術 ・・ ー・-…・… ・…・ … ー・ ・・・ ・・ ・勝見政克ほか ..1397
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I [シンポジウム く切断肢 .t阿佐fi 体r ~' に l刻する
| 可会才;のまとめ〕

切断)佼 .j行|引業着術が多くの先人の努))によって

ようやく確立されたものとなった今 11，第 221"1手

の外科学会においてシンポジウムにとりあげられた

ことは，そのおl会を努めさせていた Xいた小生はも

とより，シンホジスト全員にとってこのうえない喜

びであり ，伊藤会長はじめ会長作位に深拡の謝立を

表するものである

ーノンボジウムの開会に当たって ，まず司会の小生

がI'J桜清術の歴史的背;止を桁介したあと， ïl~接着飾I

の1Y:1.lli用語について最近の動向を述べた.すなわ

ち，上肢においては，手関節より '1'fj~ の II~接新を

“major limb replanlalionぺそれより木村iを“mlnor

limb replanlation"と呼んでいるが，J(ll1'1'1吻合にお

いて手術用顕微鏡を用いるか否かによゥて ，前者

を“macrosurgicalreplantationぺ後おを“micro-

surgical replantation"と呼ぶ似InJにある た工これ

らを 11本lihで1I'fぶ場合に，いかに，U(すのが妥当であ

ろうか.4:J11では，便宜上， j;/J断肢と切断指に分け

て用いてきたが ， いずれ近い将米科II~ の出例を国際

的に笠録することになるかもしれないので，呼称を

統ーしておくのが便利であろう.また，“revascu-

lar・ization"という言葉が不全切断!政 ・指再接着に昔、I

してJlh、られたこともあるが，それはあくまでも単

なる1(11?j IIJ建術を要する動脈似(~例に限って用いる

べきであろう .

次に各シンポシストのご講演ならびにDr.Buncke

も参加l していた￥いて，f ，Y ， l命された概~をII~jを追って

まとめてみたい

1. Tlj接着手以

手術にさいして ，"f能なかぎり空気駆血'li;・を使用

して山血盆を最小限にと ιめることは常減となって

いるが， t行の場合は血流再開に先立って heparin

5，000 u.をI'iilil:するが， Dr. Bunckeは駆J(1111::装着

liiJに投与している.骨固定に先1I.って川端をある程

度短縮することも常識的に行なわれてきたが， Dr. 

Bunckeは，短縮は最小限にと工めて， 1111'管のギャッ

プは的!派移れれを多用している 'j'H';J:'Eは m司jorlimb 

では金以内高IJ子や髄内釘を minorlimbでは

Krischncr鋼線が繁用されているが，生聞によれ

ば，末柏、部ほど microscrew などによる強固な1，lol:<E

を行なって，早くリハビリテーションをIJfWiさせる

とのことであった.小ノlミもすでに発表したごとく ，

指再接着に骨ネジの髄内固定を行なってよい結果を

得ている.

腿縫合はnfl立的一次縫合を原則とし，必要に応じ

て腿移行総Iも併用する 二次再建には siliconerod 

による twoslagc法が用いられる.

血管吻合については minorlimbの場合， III接

端々吻合がJ!J!想的であるので，そのために骨の短縮

を行なっている 引き抜き損傷などでは他指からの

血管移行術や静脈移舶の応用もやむを得ない.指末

節再践活ーでは， I'rMv~r吻合不能のことがあって動脈単

独の吻合でも生活することがあるが， DIP関節よ

り中似では的脈l吻合は必須となる 血行再開にさい

しての heparin全身役与は m匂orlimbでは不要

であるが，指に限って使用されることが多い.

神経縫合は顕微鏡下での epineuralまたは epi-

neuro・perineuralrepairが繁用されており， Dr. 

Millesiのいう funicularsutureは実際的ではない.

Dr. Bunckeは純知覚神経や純運動神経には fasci-

cular bundle repairを用い，時には一次的に神経

移植を行なっている.また，症例によっては神経の

縫合が不可能なことがあるが，奥津(東大〉は再接

藷mの場合，神経を縫合しないときでも ，術後 4カ

月日ごろから， 1支弁移Mにおける知覚~'I復と同じ

く， 中枢から末村iに向かって知覚の同復が進行し，

十分な protcctivcscnsationが得られたと述べた.

小生の 1965イ1".の第 1例でも，神経修復は行なわな

かったが， spontancous recanalization によると忠

われる知覚liïJ復を~f.ている.

創閉鎖にさいしては，輪状搬痕防止のため，Z-

plastyを用い， 1幻自欠損には皮府移値も可能であ

る 谷区名ーらは PVFsponge (人工皮膚)を繁用し，

l週後に皮膚砂舶を行なう .

自ilJの dressingについて， Dr. Bunckeは Bunnel's

solutionを用いて創を常に wetな状態に保ってい

るとのことであった.

2. 術後管1lI1

1写接着肢 .:1旨の術保状態の正確な客観的抱慌に

は， Zenon washout法による angioscintiscanning
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が有用であることが，Dr. Bunckcと富田 (慈恵医

大)から述べられた

抗凝固剤投与は不必要との意見が多い今日 ，本邦

で最多数症例lを誇る告村ですらt:1iJ千接着では高い成

功率をあげるために heparinを用いるべきであると

述べており，小~t も今のところ血符|吻合の条件によ

っては必ず用いている.ウロ キナーゼ，低分子デキス

トランはほ X平均的に用いられているようである.

リハビリテーションはなんらかの形で，術後可及

的早期に開始するil:iileリにあるが，J院のw断裂や'白・癒

合不全を招かないよう特別の注意が必要であろう .

最終的に満足な機能を獲得するためには，多かれ

少なかれ二次的機能再建都Iが必要て、あることは， )勝

見，坂本両氏らが述べられたとおりである.

3. 機能評価と手術適応

本外傷の特殊性から，従来からの予の屈筋)凶損傷

再建後の評価法によると ，大部分が fairまたは poor

となる. したがって，まったく別の範時に入れるべ

きもので，特別の評価法が採用されねばならない.

すでに中村〔奈良医大)，米満ら(熊本日赤病院〉から

発表されているごとく， ROM， ADL，知覚， n. 
他党症状 .庭料などに加えて辺、者の満足度も評倒す

ることにより， 70~80% に満足な結果が得られる よ

一般演題く外傷・その他〉

(座長H. 秀 逸〕

うである.

手術適応は手掌より中継のと肢については条件の

許す限り手術を適用することに意見の一致をみた

が，手指についてはかなりきびしい適応になりつ L

ある 生田は母指中叙，';1¥と y."?より中枢，小児やJ;.-

性の一部に限定し，勝見はこれに多数指を加えてい

るが 1科目切断，特にノJ'"，小桁には適応なしと ，

Kleinertらに準じた適応を述べた.一方，他のシン

ポジストはj心者の願望をi屯安悦して caseby caseに

適応を決めている.

4. 再接liセンター

本邦における再綾着センタ -Wlひの米稀iから，

センタ一方式の有用性と問題点が述べられ，一般外

科医としてI'fj妥若をやっておられる松旧 (中京病

院〕が，市民病院ク ラスの病院では千術要員の確保

に問題がある点，手の外科専門医の必要1"1ーを指摘さ

れた また，東京で個人病院としてやっておられる

河野(河野臨研)もやはりスタァフの不足， 11常診

療業務への支障，医師の負担が大きいこと ，その反

百U，パラメディカノレのjll!解と協)]が得やすい，/，i，は他

の大病院にないよい凶であるとの追加があった

再接着術を問題なくやってゆくためには，やはり

センタ一方式を採用すべきであろう.

Jl-B-1. 追跡動作における示指の巧徴性に闘する研究(第 4報〕…… ・ー・・・・・・・ベ ーー 平野英二ほか 1401 

II -B -2. Adjuvant誤注による手指損傷・ ・・・… ・・・・・・・・・ ーー ー .......…ー-… 土 田 広ほか・・1467

H -B -3.指尖開放性損傷に対する occlusivedressing法の治療経験 ........…… ....B康浮主主三ほか…1513

Jl-B-4.示指 PIP関節に自家全倒節移植を行なった l例.............. ・- … ・......柴崎英 二ほか .1516

ll-B-5. 手指関節の自家関節移植の経験と考察 。....目白…........".… ."...."..……....・・・・ 0 ・・ 'l;';J也直恒ほか ・1519

Jl-B-6. ボタ ンホーノレ変形の治療経験 ・… ー ... ・ ・.......・.."..… -・.......・ .....畑中生 総ほか...1595

[ II -B -1 ~ Jl -B-6に|刻する座長のまとめ〕 一致した車内"命が得られているわけではないと以う .

1I -B-1に対して井口(成大〕は integraled さらに検討することを期待したい.

EMGの速度に対する態度はどのようなものか，n ll-B-2は Adjuvant誤注による子指損似につい

問者 らの経験ては，このような迎動では integrated て，実験結果から外科的創閉鎖、について述べた.

EMG は)J'h~l または仕事量に比例するように思うと 1I -B-3に対して，fFl.H (神戸中央市民病院〉は，

発言があ り，泌者は手指運動の H与li¥J的因子，つま 幼児，学童WJの指尖損傷に対しては Illingworlh法

り，ゆっくりした動作と敏速な動作i時では筋活動が に準じた closeddressingで好結果を得ている. し

どのように変化するかについて，その筋活動ノミター たがって，若年者の指尖ilJ.傷に対しては，一次縫合

ンを積分波でぶした.筋の仕計五Iとの関係について を行なわずに closeddressi暗 を行なうことが絶対

は筋活動と筋))との聞にはっきりした関係を見出し 適応であると追加した.児島〔慈恵医大形成〕は本

得ない現在ではむずかしいと述べた.この問題につ 法は小児の場合には適応があるが，成人の場合には

いては種々の角度から検討されているが，必ずしも 創治癒に平均 20日を要しており，しかるべき岩IJ閉
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鎖、処併をしたほうがよいと思うというのに対し，演 形の治療経験があれば，その結果について教示願い

者は本法は~lil"J以外の人の治療知E識の It'j I二に有意義 たいということに対し，演者は火傷による症例は，

であろうと述べた.創傷の形，程度などによって各 皮膚から指背腿膜，時にはさらに深層にまで変化が

種方i去をとらなければならないがぷみてよい方法と 2えんでいるので，外傷例に適用した方法をそのまム

考えている 使用できないと思う.リウマチの場合はさらに病変

JI -B-4および 5は関節移仙の川紹で，実験結果 が広範囲で ，r旨背融t肢のパランス障害もそれだけJぶ

から閃節匂をつけて移植するか行かがi:iH砲で，関節 範囲で高度なので単純な方法では治療効果をあげる

包をつけると関節軟骨の変性をきたすが mIcrosurー のは困難と思うと述べた.外傷の場合でも多くの方

gical lechnicを使用して血竹柄づきではよい結果が 法があるが，掌側に転位した lateralbandの復位

fぜられると述べ，臨床例について報告した.さらに の程度が重要で，背側に寄せすぎると DIP関節の

術後成主主向上に対する諸問題解決が課題であろう. 過伸展を増加させる傾向があり ，伸脱力のバランス

)[ -B-6に対し小川(I.Y:liJlj医大)は，m背nllJの熱 のとり方がむずかしいようである.

(vjによるボタン穴変形および RAによるボタン火変

(座長 小林品)

JI -B-7. PIP関節背側脱rl'百折の治療法の検討...…...........…..........・........・...........児島忠雄ほか…1499

)[ -B-8. JK膜を用いた指関節形成術の経験・・・・・・……........... ・・ ーー ー ーー ー・・ーー・・・・渡辺好博ほか・・1502

1I -B-9 外傷性指関節約締に士、Iするシリコ ンスポンジ挿入関節形成術の試み・一一…・ 0・・ 0・阿部正隆ほか…1505

1I-B-10. PIP 1刻節側高IJ籾帯断裂の手術IJ9r見とその機能解剖l学的検討 ー -ー ー…・ー・・・ 河 野除、 彦ほか 1508 

n -B-11. 手mPIP関節に対する初fH-形成術の成績 - ー・・・・・・・…..........….......・ 室田景久ほか ー1510

( 1I -B -7~ ][ - B - 1日1 に関する l川附4併:i J長とのまとめ〕 必要があつたかどうカか、質問した演者は r陀.でemo吋dellir川n

く ll-B-7:- については同窓見を述ベ，多少脱日位にあつても1疹客

畑1川l' (兵!ド防'1市n~氏医民反; 大 〉 は' 陳IF旧F円l伊例例lリlの婦級1世ωiゆ主浜ミ化 した volar JJ焔l市詰耐カが:なく ROMがよければ間題はないと字符ヰえた.

plale， 'l'l'!;の:小さいときの処 [l/r~について質問した 必要に応じて capsulotomy，denervatio日などを迫

i:i'li?'iは volarplateは強し、)悦rlWl1でも大体正常位il1t: 加している.

にあり，後者では PIP関節の整復が正常の位置に 山中 (久留米大)は学側骨片が転位したま L総合

戻れば問題はないと答え， INiIU例の splint療法は した症例についてアラインメントを整えるために脅

仲版制限では逆 knucklebendcr式を，屈rl1i;j;IJI浪に 切り術を行なっているかとたどした.そのような症

は広手袋型のものを使用している 例はないとの作て、あった.

松jじ cw:京労災病院)は，本~n'折は中節'i'j' M; i~1 の く n-B -8> 

jiI.j外側や背側に骨折を伴うことがあるので，そのと 畑中は指背腿膜や側副籾帯の処理について質 問

きは 3方向牽引がよいと発弓し，OA変化へ発以す したそれについて切開は centralslip と latera.l

るのが多いが， 何か salvageをしているかと質問し bandの川よりはいり，質問の部分は十分量IJ離して

た.これに対し泌者の}j法では OAがきわめて少な 挿入するとの符があった.九大一門の中野 (兵庫医

いこと， 他部の什折の有無はイメーシでよく確認し 大)，徳永(福岡務形外科病院)よりそれぞれ他の

1 ていること， j;lil定期!日jは 3週間なので ROMは正 関節に使用した経験から， fascia lataが指関節用に

常になることなどを述べた.松j己はさらに 3方向牽 は厚すぎるのではないか，また， 中野はプラスマ限

引のほうが OA発生が少ないことを追加|した. のiliクロム酸処理のものを使用している追加発言も

須川(聖法浜松病院)は過去の経験から，大体 加えられた.演者は指用にはたしかに厚い部分は不

OAがあっても，必ずしも痛みとは，iE行しないが， 適で，薄い部分がよいと終え，これまでJK膜の車IJ

関節運動が hinge式になっているものに OA変化 激1"1:はなかったと追加した.

が起こりやすく ，正常に機能 しているものは remo- くIl-B -9> 

dellingが起こってくるようだと発言した.さらに Silicone spongeの兵物反応の有無 (OA変化な

演者の蛇例の中に OAを発生して denervationの ど)， 1O~20 才代の人にも用いるかと米満(熊本 1-1



且

第 22回日本手の外科学会演説目次 1795 

赤1内院)が質問したのに対し，異物反応、の強いもの 例の術前症状，関節の状態と，不安定性の認め られる

はなく， OA変化が強かったのはむしろ受傷時の組 ものには全例籾?!?形成術を行なうのかとた工した.

織損傷が大きかったもので、あった.また，若年者に これに対 し演者は 15年経過の症例は OAが進行し，

も行なってみたいとの答があった. 成績は不可であるが動指1"1は防止 し得ていること ，

く]l-B-llぅ 手術の適応、は演説中に述べたとお りであって新鮮例

小川 (関凶医大〕は演者が述べた受傷後 15年の症 に対しては 4週間の固定を行なっている と述べた.

(座長 小 川 亮恵〉

]l-B -12 重度手部外傷の治療一 一初期治療施行後転送例に対する一一 ...・....................1iむ山 修ほか ・・1483

]l-B-13. m:度損傷手の二次的機能再建 ・一一回・・……・・・・・・・ … ーー・一…..........・H ・....…阿部正隆ほか 1486 

]l-B-14 切断母析における新しい造指術の試み "....・H ・...………・ ・ー・・・・・ ・・・ 米満弘 之ほか ー1489

]l-B-15 切断母折再建術 …・・・・・…・… ー ............….... … ..… ・…・・・・… ー…木野 義武ほか・1492

J[ - B - 1 6 . 第 2 ~ 4 指基部切断手の機能分析 ........…・…H ・.• • • • • • • • • .・ - …・・・・ー…・・…・ 須 川 勲ほか 1496 

[ 1I - B - 1 2~ 1I - B - 1 6 に |長lする座長のまとめ〕

lVfultilatcd hand lI1Juryに関する泌題 5姐が発表

された 危山 (1刻IJg阪大)，斎藤〔岩手医大〕は他

院で初比~Ii'fi療を受けた重JJ1lJljあ子に対する二次的機

能再建について報告した liij医の治療方針を可及的

尊重し，活用することも大切であるが，再建術を困

難にする一要因として前医での治療方針の過誤があ

げられる 救急医に対する手部外傷の pnmarycarc 

の教育研修の必要性が 痛感 される 初期治療H寺で

は，将来利用 し得る組織の切除や不用意、な一次性修

復操作(ことにAij・腿〉は慎重でなけれ ば な らな

j号指欠 j.f~に対しては ， 一般に s ta bl e で知覚をもっ

た母指の再建が必須であ る. 米満ら〔熊本上l赤病

院〉は爪の再生を企図した母指再建材可を，試み，良好

な成績を得ている.Degloving injuryで爪が残存

している場合，爪を除よし，nail bedを 伐 せ ば，

pcdiclc日apを行なっても ，後に爪の再生をみる.

しかしいったん長IJ脱 した nailbedではそのIIJ生

は一般に望みがたL、(三竜大藤沢〉が，nail bcdと

matri x を造指術に 用いた移植'I~' Iこ固定して ， 1守生

せしめたこの方法はりっぱな ideaと考えられる(琉

大茨木，聖隷浜松病院 須川).母指切断に対して

造指術を行なうか，あるいは延長術，母指化手術，

くその 他>

〔座長諸 橋 政 椴〉

足指移舶を1jなうかは，切断 レベノレ，11:"令， 職業など

の考慮すべき Ij:]Jliiが少なくない.一般には，IP (関

節よ り 末梢 の切断 では特に造母折í~;iを必要としな

い.名古屋披済会州院 木~号〕しかし， .+:ni自らは，た

とえ機能的に満足し得ても美容的な不満が残るので

造指術を行なう .1'iA:ill与WJに関しては(島根県立中

央病院 土井)，f;J:-ti1のI'f接指が不能と判断されたl時

点で，可及的速やかに本法を行ない，そのさい nail

pl ate は爪床の保獲に ITi~なので必ず残存せしめる

とのことであった.L~ らは造ほ指に下腹部あるいは

上腹部の皮弁を用いているが，上腕内側のJ文介 も有

用であると の suggestion (須)11)もあった目

木野らは母指の切断 レベノレに応じて種々の術式を

選択して行ない，その成絞を検討 し それらの問題

点に言及し，須川らはほ，小指以外の3指の切断乎

に対する手術の問題点について述べた.一側の手の

損傷では，たとえ術者が満足できる程度に機能蒋述

をなし得ても ，rl常生活では手術似IJの手 を用 いず

に，健側の予を利用する傾向が強い(土井). これ

については，美容的にも満足できるような再建術を

行なう ように努めることと ，手術子を用いざるを得

ない ような作業に，術後可及的早期に従事せしめる

ことが肝要であろう .

[ -B-17.保存的に経過観察した PanneJ病の 1例-…- ・・・・・・・・・・ ー・ ・ー… ・… 二 見俊良11ほか ・1734

]l-B-18.上)腕汁外上頼炎の発生機Fj":にl刻する研究

一一第 2報 機骨神経の関連性につし、て一一 ...……・・………・・・・・・……."1"下 健ほか…1761

]l-B -19. One-bone forearm 形成術の経験..... ・・・・・・・ー・……・………・・・・・・・……・・・茨木邦 夫ほか…1664

]l-B-20.胸'11111¥111定候群患者における手指の[血行動態…・ ー… • • • • • • • • • • .・......・..."...今 釜 哲 男ほか・1764
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(II - B -17~ n -B-20に関する座長のまとめ〕

く n-B-17> 

時に報告はみられるが ， 演者が発表をJ~図した点

は，①Jfll符造影 R.I.scanningによって臨床症状

とほ工併行した変化を認めたということ，②いわゆ

る野球JJ.Jの中にこの疾患も含ませて考えたいという

ことであろう Panner病の:<e'&，特に離断は骨軟

骨炎との明確な鑑別について(これはいつも同様の

質問の出るところであるが)(菅沼)，スポーツ再開

のl時WJと程度について(長尾)，賀された. 前者に

対しては，骨端線閉鎖以前の asepticnecrosisとい

う江主者の答て、はあったが… 後者に対してははっき

りした規制はしていないようであった.なお Jo-
hansen-Sinding-Larsen症候群との合併例の迫力n()11

村〉があった.

く n-B-18> 

上腕骨額上炎疹痛の発生機序について難治仔IJの

手術所見，屍体 dissectionから ECRBによる後骨

聞神経の絞犯が大きな原因であろうとしまた，

radial tunnel sy.が本症の 30%にみられ，しかも

その 100% に知覚障害を認めたと L、う演者の口演に

対して，本症と radialtunnel sy.，後'自問神経の

entrapment neUl'ltlsの間の解剖的，診断的疑義を

中心に議論が白熱 した.まず， (C本症の 30%以上に

radial tunnel sy.がみられたとのことは少し高率す

ぎはしまいか，② radialtunnel sy として示され

たのは Frohse'sarcadeによる post.mteross. nεrve 

の絞約像ではないかという質問に対し，演者の論拠

からすれば知覚障害の原因は不明であるが・-との符

であった. さらに続骨神経反凹枝の存在， radial 

tunnel sy.との臨床的症状の鑑別，また'I4l:導速度浴

時測定の導出筋とその遅れについての具体的計値が

賀された(佐藤).この種の臨床症候群州閃へのア

プローチは本来非常にむずかしいものであるけれど

(Microsurgery .その他〉

(座長二ノ宮節夫〕

も，疾辺、i'I体の厳選と データ処理.の客観性，普遍1"1

をもって納得させる論旨の展開の重要性が痛感され

る会場の広岡気であった.

く n-B-19> 

One-bone forearm形成術について尺骨遠位部の

外骨腫による変形と，jJ.t関節痛に対しての 419"IJと，

骨髄炎による尺fJ'広範切除後の 1仔uの術後機能と形

態を前腕および肘閃節を中心に検討.前腕同内 20
0，

1"1]7'ト45
0

まで不能となっているとのことで，これは

肩関節の代償ではないと 続腕，回内外筋はじめ手

関節や母指へまたがる筋機能と手関節の同旋運動域

(肘関節の instabilityはないということで〉による

ものか，興味ある観察で，また実用的な方法であろ

う この手術iに対する適応について質問が行なわれ

た(諸橋).

く n-B-20> 

胸郭11:1 1 症候:r.下におけるノド指の血行動態について

赤外線稿射利用のサーモグラ フィーの変化を，安静

J侍， ，派竹テストl肢位，寒冷刺激後，第 1肋骨切除術

Jiij後についての検索が報告された.いずれも健康対

称1洋に対して低下の傾向にあり，ほ工臨床症状に沿

っているという .19平吉Jj的に1m妥脈管への圧迫もある

はずで，また隊合部レベノレにおいて交感神経線維の

末梢神経線維との伴走事実から，演者の報告結果は

当然考えられるが，血行動態変化が脈管自身の変化

か，神経症状かのどちらが一次的なのか，またその

量的関係についても知りたいところである 山口大

学の頚胸推症に対する一連の検索の一環として敬

意を表しつ与も， Raynaud症候群との関係(米

満)，診断的佃i他について，たとえば頚椎症における

radiculopathyとの違いなどについて質問があった

(諸橋).ネiIi助診断としての意味があるとの答であっ

た

n -B -21. Extensor digitorum brevis manusの 1例 ・・υ …ー・・・・・・・・・・・・ー・ … ..............福沢啓ーほか・ 1678

n -B-22.先天性尺側手恨伸筋短縮症によると思われる外反手の 1例 ….........".....・H ・..・喜多 寛ほか 1672 

n -B-23.特異な所見を呈した両側性先天性続骨頭単独脱臼の 2症例........…- … … ・鳥巣岳彦ほか…1675

n -B-24. 再接着肢 ・指の予後と皮膚ZLIの関係について ・・・・ ………………………ー ・・ ・奥津一郎ほか ..1611

n-B-25. 切断指再接着後の知覚回復一一特に知覚出現時期と 11煩序について … ……・・ 山 内茂樹ほか・・・1614

(n - B -21~ ]l-B-25に関する座長のまとめ〕

n -B -21には特に質問はなかった.

n -B-22はきわめて稀な症例であるが， 1 3~14 I 

才ごろ症状が噌恋したのは急速な成長期と関係があ | 
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ると想像され〔念のため初潮 14才)，原因が不明な

ことより ，演者は先天的なものと結論した.

]1-B -23に対し，阿部(大阪医大〉は他の奇形

と合併 していることが多L、かどうか，小児期の挽骨

玖切除は祭忌ではなし、かと指摘したが，他に合併症

はなかった，尺骨の境骨切痕部が著しく突山し，検

骨liJiを入れる間隙がほ とんどなかったため続骨頭を

切除したとの答があった.

]1-B-24に対しては佐々木(九大)が追加l発言

し，再接着術後 3週の指尖容積脈波とサーモグラフ

ィーの分析で循環動態をしらべ，完全切断例，不全

切断例，難航例で検討したところ，血管閉塞を予測

することが困難であると報告した.これに対し演者

は，温度変化でもすj:nIiに予測することはできな い

が， l[i l~形成が生じれば ， 1 1時間以内に 2~3 0 C の

急激な温度変化がみられるので，早急に察知するこ

とはできると述べた.また，佐々木は皮府温と 1日

のパイオリズムとの関連を質問したが，日内変動は

あるが，むしろ外気温との関係が深いとの答であっ

た.

くh必crosurgery>

(座長石 田寛友)

II -B-25には多数の質問があった.姫野 (九大)

は，①知覚の[II[復時期をこまかく 指摘するのは困難

である， (2)発汗の同復は向~t党などと同様な回復を示

す，③知覚IH刻11寺J(:JJと最終成績との関係を 質問し

た.その符は，①知党の出現時期は一部にでも知覚

が出現した時期，②発汗の出現はもっとも遅い，③

関係はないとのこ とであった Bunckeからも発汗

の回復は早いのではないかとし、う指摘があった.)十

井 (九大)は不完全切断例の知覚回復が遅れる迎山

を問うたが，不完全切断例に引き抜き損傷が多かっ

たからであろうが，その理由は必ずしも 明らかでな

いとのこと であった 奥津(東大〉は 30gmでの圧

覚計測では中枢部関節の動きでとらえている可能性

があると指摘し また，計d[IJ方法が異なるので比l絞

はできないが，i.J!験例では freenerve endingであ

る痛覚が初めに|叫復すると述べた 玉井 (奈良医

大〉は再桜;j'jj自の萎縮と知覚の回復との関係を質問

したが，一般に知覚の回復のわるい例では萎縮が強

いが，同時に循以もわるい例が多いので，むしろ後

者の影響であろうと いう答であった.

II -B -26. J'&空凍結乾燥保存血管の移枢iに|測する実験的研究(第 1報〕 ……・ぃ………・田辺研 吉ほか .1459

II -B-27.遊離自家筋肉移植に関する実験的研究

阻血および鰐血時間と移植紡の組織変化について一一 …・田・…・・…・・……木下光雄ほか ・.1462

II -B-28 腕神経叢麻癖に対する遊離筋肉拶舶の 1例 ・・・………・…・・ 0・....…・…・・…・・・……・・・生田義和ほか ー1617

II -B -29. Free neurovascular flapの時折再建術への応用 一・・……・・ ・・ ・・・・ ...・- 土 井 一 輝ほか・.1608

II -B-30 切断母指再接着について ・・ ・・ ー…ー・・…・…・・…・…・…ぃ …-・ …..".吉村 光生ほかー1603

n -B -31. Toe to thumb transplantationの経験・………・・・・・・…・・ .......・... …- ・片井 憲三ほか ・.1605

(n -B -26~ n -B -31に関する防長のまとめ〕 性を残したまL循環異常状態を作り，阻血のみより

血管外科において，必要な太さのI仇符を必要な長 も穆血が加わったほうが組織変化の強いことを述べ

さだけnIhにとり 出して移植することのできる凍血 た.しかし生回や玉井らが指摘したごとく ，神経

乾燥保存l(rrWは便利なものに違いない ][-B-26の との連続性が断たれていない場合には他の要素も加

FH辺らはラγ トを使った実験で閲存率 91% と好成 わってくるので，今後のより広範な実験が必要であ

績をあげているが，強度の点，臨床で静脈移植が比 ろう .

較的簡qi.にできる点などを考慮すると利用範囲が限 n -B-28は遊断筋肉移舶の新しい分野への応用

'ぶされてくるかもしれない 移楠血管の内皮細胞の の一つで，隙旧制 の腕神経叢麻痔に対する薄筋移組

山米について Bunckeは，縫合部，血液， donor site と肋間神経移行の 1{71Jであるが，玉井らは 43才の

のlUl符壁など 3種類のものが考えられるが，主体は 同様の症例の術後 1年 6カ月目の状態を追加した.

1 ， l .j nllJ のJf ~:f;・内皮細胞から伸びてくるらしいと発言 し すなわち，EMG では reinervationがみられるが，

た. 筋力が十分に回復せずその原因も不明である とのこ

n -B-27の遊離筋肉移植は， 臨床ですでtこ何例 と.

かの報告があるが，木下らは神経，jfj}j・静脈の連絡 II -B -29は足の hemipulpflapや 白rstweb flap 
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1798 巻 30・号 12(臨時機 FIJ) 整 形外科 1979年 11月

などを用いた freeneurovascular Aapで. I辻指円 以上が 8例と非常に良好な成績を音村らが発表し

建を行なった 3例を土井らは発ぶしたが.Buncke た.また，母指はいかに末梢での切断であっても IIJ

は Aapの神経は何を用いるかと質問した.もし t安着する意義が大きいことを強調した.

hemipulp Aapを用いるのであれば隊側fEf白神経を 11 -B -31の toe-to-thumbtransferは片井らが 3

縫合したほうがよく .first web Aapであれば深)俳 例を報告し，J17村が 16例を追加した. しかし，

骨神経の校のほうがよいであろうと考えられるが indication にはま~fF両論があり，結論が出るには至

演者はあえて底側足指神経を縫合していないと述べ らない.すなわち，足指を採取した足の問題，術後

た.ま た，知覚の回復に関してはいつも問題にされ の手の美容との問題，失敗の危険性などが問題とし

るが，幼)1ーは FI!験(9113症例の経験から日常よく使用 て残っている 移fl((}E指は第 1足指よりも第 2足指

することの}広史析を小唆した のほうが最近は多い印象を受けた土井は日本人の

1/-B -30は舟指のl呼接着 40例のおllow-upで， 生活様式から，足背皮弁を利用した onestageの造

2PD 5 mm以 F12例.6~ 19 mmが 20例 20mm 母指術のほうがすぐれていると反論した.

くラウンドテーブル・デ ィスカ ァション11 Entrapment neuropathyノ

( 司 会 佐 藤 銀1U1.原 徹也〕

ll-C-1. 末梢神経修復に関する実験的研究

一一第 4報圧迫による神経絞似障者について ー.. . . . • • • • • . . . . • • • . • .…・・・痢内行雄ほか ー1418

ll-C-2 神経内神経長11離J栄作のl'fノ|二神経に与える影響についての実験的考察・ー ーー ・中土幸男ほか ー1421

II -C -3. 1 ntcrnal neurolysisにて病変をli'Oi，i:'Jし得た予恨管症候群の経験....ー …ー・ ー井上広百]ほか・ー1541

ll-C -4. Entrapment neuropathyに対する intcrnalneurol ysisの検討ーー ぃ・・・ ・貞広哲郎ほか…1544

II -C-5. 尺骨神経背側枝単独麻縛の 2例 … …....・ぃ・一 - ・・ ・・・ ・・坂野 均ほか…1547

ll-C-6 門田内筋症候群 (pronalorsyndromc)について・……........….."......……・・…岡田 章ほか...1549

ll-C-7.後fj間神経麻痔について…・・… ーー ・・ ・・・・・・ ・・…ー・・・……・…………・屋宜 公ほか .1552

1I -C-8.単純な除庄術によるJI.Hftl管jJic~副作の治療 ー -…・ ・・・-…...・...."..・.......飯田 裕ほかー.1555

Il-C-9. 遅発性尺'白神経麻癖の術後成績の検討一一".........… -… -・-…-・….......宇佐美文章ほかー1557

11 -C-10. 遅発性尺骨神経麻癖の検討.....................………・・・・………………........高木克 公ほか ・1560

ll-C-l1. いわゆる遅発性尺骨神経麻癖に対する King法の検討ー…一一…………・……井上 久ほか .1563

( Il - C - 1~ Il - C - 11 に関する司会者のまとめ〕

仁11立における絞犯性神経障害は稀な疾患ではな

く..IEしい治療により全治も可能である. しかし

本記の!IIjsJL発注機序および治療法には，いまだ未

角解平t決lたtな問;姐垣も数多く残されている そこで今回はこ

れらのJ人点、，1:(

しいとの会長の1怠工閃でゴ企色両されたものでj大i当笈E有1芯き主、主義詰

と考える.以下，討議をまとめてみる.

技lÍ内ら(慶大) は ， 絞M'I þjl経 ~"~'I I_f の病態ír化を

検討するため，イヌの坐骨神経に名手'Ti条件 Fの圧迫

を行なったが，山野(川崎医大)から線維IJ発電位

の出現時期について，また，中土 (も1州大)より絞

犯部末梢側における横断面での昨定例経分イfiについ

て，さらに平沢(京府医大)から~験的圧迫と臨床

的障害程度との対応などについて，それぞれ質問が

なされた. ヒトの絞犯性神経障害に対応する実験モ

テソレ作製の困簸性が示唆されるとともに，この方面

の研究には，ときほぐし線維法の必要性が痛感され

た.今後の研究にJtil待したい.

次に internalneurolysisに関係した 3題を一括討

議した まず中土(信州大)らは神経内神経華IJ離操

作の再生神経に与える影響を実験的に検討し，同じ

く井上は，筋萎紛が尚度で、知覚障害の軽い手根管症

候群には internalneurolysisが有効であったとし

た また，貞広(徳島大〕らは手根管および IH部

管症候群の internalneurolysisの効果を external

neurolysisの症例と比較検討し，知覚回復は大差な

いが，運動の回復は肘部管症候群では有効であった

と報告した 次いで internal neurol ysisについて

の活発な討論がなされた.池谷(日医大〕は従来の

external neurolysisでも期待の効果があげられると

しまた. I付凶(慶大〉は手根管症候群のように|付

凶性のものが少なくない場合は慎重に対処すべきで

あると警告した. 一方，中土(信州大〕は正中神経
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の線維束レベノレの正迫が原因と考えられる症例にの (東京労災病院〕は King法による上腕骨内側上顧

み internalneurolysisを行なったもので，栄養血 切除術を主娠した.それぞれ満足すべき成績をあげ

管の損傷には十分に注意していることを強調した. ておられ，各術式の不IJJA(を述べられた.

桜井(点北大〕は，重度障害例についての本法の有 品論は活発に行なわれた.まず病名について二三校

効性を述べ，その手技として，単に epineuriumの (浜松亦十字病院〕から遅発ド|ーという言楽について

みならず，時には perineuriumにも筈IJを入れるベ の疑問がなげかけられた.児ぬ(慈恵医大〕は， JI，J 

きであると発言した.しかし jトf部管症候群には 部管症候鮮という名 IIIlがすべてを包括しているので

internal neurolysisの必要性は認めるが， epineurium ょいとの主張がなされた.筆者も幼小児WJのJH周辺

の縦切のみにと工め，神経の血行を障害するような の外傷による!fij'l変形が後年尺'白神経麻wを発生せ

処iEは行なわないとする意見が生田(広島大)， ，::， しめたものは遅発i"1としてよいが， ganglionによる

橋(済生会宇都宮病院〉らか らあった.重度障害例 ものなどはこのJ1l.i.'iを用いるのに不適であると考え

に対する internalneurolysis (Curtis， 1973)につい ている.

ては今日なお賛否両論があり ，その手技もやl'経内1UL rシビレ」の1"1復状況について小さL、品ii加があり，

管損傷を考慮して epineuriumの縦切のみにと工 次いで各治療法について討論があった 飯1[1はすべ

める人が多い.筆者も手恨管症候群では，要すれば てに Osbornij;ーを行なうわけではないが，J;Jl.在まで

external neurolysisを，R-J部管症候群では術中川所 のところ|司法をJJ;(lliJとして行なう .外反JHによる尺

所見で，必要ならば epmeunumに縦切を加える程 骨神経の過緊娠は経験していないとの追加1発言があ

度にと工めている. った.筋肘ド移行法について，むしろ凶l付属筋群下

次の 2題は比較的防な症例で，坂野(十日島医大) で神経が筋併による圧迫がないかとの質問があった

は尺骨神経背側校障害の 2例を，岡田 (11大〉は門 が，宇佐美の答弁はこれをrtf}Eした.筆者も十分に

囲内筋症候群の 10例を報告した. ともに見過す石r common pronalor flexor originを剥離し尺骨神経

能性のある障害であり ，ことに円凶内筋症候群は手 を正'1"神経と並行するよ うに移行することが重要な

根管症候群と診断されることが多いので十分に注意 点で，決して筋群による絞釦正迫は起こらないと考

すべきものである(以上 佐藤) えている.司会を担当したものとして論rドさせてい

た工ければ，いずれの方法にでも決して似ょった方

屋宜ら(東大)は徒骨神経後骨開板麻涛 88例の 法にとらわれるべきでなく，十分目的を迷するよう

分析を行ない，病変と予後との関係をノj、した.特に 皮切の大きさにと らわれず，尺骨神経全体をよく縫

陳旧制がt骨頭脱臼による遅発ド1:麻痔 2例の報告が注 認することが大切であると考える.前方修行術を行

目をひいた 治療については神経炎によるものは少 なうさいは，上l腕_:YJ[・三頭筋間の筋問'1'隔の切除

なくとも l年の待機，enlrapment neuropalhyによ も十分に行なわないと，後に anchoringの原因の

るものは展開，除圧剥i維を主娠した.これに対し松 ーっとなることをつけ加えておきたい.絞jドら(東

井(信州大)から診断上の問題点，治療法の相違に 北大)も術式の限定にとらわれず確実な方法，慣れ

ついて質問があった. た方法て‘行なって立障ないとの発言もあった.たし

ラウンドテーフソレディスカ γ ションの後半はJI、I部 かにあまりにも簡単な方法であることのみを主張す

管症候群，遅発1"1尺骨神経麻簿を 4題発表していた るあまり ，不十分な手術に陥り， IIJT術を余儀なく

だき ，これを一括討議した 各演題ともおもに治療 せざるを得ない症例を経験している務形外科医は少

法について述べたもので，飯田ら(点氏一医大)は なくないと思われる

Osbone法による除圧術，宇佐美ら(日医大)は 真の roundtableを囲んでJ'Jlilな雰囲気の中で活

Learmonth法に準じた囲内屈筋l洋下回への前方移 発な討治が行なわれた点を報告しこの試みを決断

行術，高木ら (m~本大)は皮下前方移行体[，井上ら された伊藤忠厚会長に深謝します(以上 原)
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津山直一
編 集

小野村敏信

編集後記

山 本 真

寺山和雄

安 本号は去る 5月末に東京都で行なわれた第22回 11

本手の外科学会(伊藤忠厚会長〉の特集号であります.

本学会も会員数が 2，000名を超え，特別講演，シンポジ

ウム，ラウンドテーフツレなども含めて質量ともに素晴し

い学会になってきました 来年 6月には第 1回国際手の

外科学会がロッテノレダムで開かれる予定ですが，こ Lで

もわが国のこの分野における高い水準がぶされるものと

期待されます.

* ご記憶のかたも多いと足tl、ますが，本年の手の外

科学会ではシンボノレマークがi史われました. と'なたのデ

ザインかは聞いていませんが， '1"国の象形文字「手」を

図案化されたものだそうで，東洋的なセンスの中に手と

いうもののもつ形而上的な意味も感じられて大へん

impressiveでした

一一一一一寄稿のさだめ

女 毎年 11nlのこの「手の外科の歩みj特集号は雑誌

「整形外科」にとってまことに有意義な名誉あるお仕事

ですが，出版社の背労は大変のようです 150に余る論

文の著者校正を則限までに返送していた X くのが短めて

むつかしいことと，規定枚数を超過する論文が多くて雑

誌が大部となり，先行にH与問のか Lることが現場の頭の

いたいところで，この辺のところをこの欄を通じて先生

方に是非お伝えしてほしいとし、う南江堂荒井氏の願望で

した

女 ふと思いついて私の教室からの本号の論文を調べ

てみますと，その一つはかなり大幅の頁数超過でした

制集委員のところがこのありさまで，あるいは私に名指

しでいわれたのかもしれないと勘繰ったりしています

が，いずれにしてもお恥しいことです 規則厳守も寛容

もともに美徳ではありますが，あまり雑誌の発行が遅れ

ないように来年度から是非ご協力し、たどきますよう資絡

のない私からお願いしておきます.

〈小野村敏信〕

ご投稿は400字詰原稿用紙(樹容き用)を使用し， 下記の枚数以内とし， 写真，図，表は原則として ( )内に制限させてい

たrきます.

1 )総説，論説 15-25枚 (10枚以内) 2)原著，経験と考察，整形手術手妓 10-20枚 (7枚以内) 3)小臨床室 5-

10枚(5枚以内)4)海外見聞，学会だより 5-10枚(5枚以内) 5)きかし、と装具 5-10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威に関する臨床テーマ 10-20枚(5枚以内〕

執筆に当たつては，口語体，ひらがな償舌きで，平易 ・明l蜘こ，新かな使し、，新医学用語を用い，欧文，数字は特にはっきりとお

書きください.外閑語，外国人名は外国語綴りで，外国名はカタカナで，数量を示す単位は cm，cc， l， gなど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 ・外国にかふわらず西暦を用います.記』依田l主，

(単行本の場合) 著者名:書名，発行所名.発行地名，頁，発行年

Ct列J 1) DePalma， A.F.: Surgery of the Shou1der， j.B. Lippincott Co.， Philadelphia， 2nd Ed.， p. 1， 1973. 

(雑誌の場合〕著者名論文題名 雑誌名，巻，頁.発行年

rOljJ 2)上羽康夫ほか:組織{負傷によ るii1J:TIIUI運動変化 整形外科， 28， 1247， 1977. 

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き伸してください).

ご希望によって彩色版も使用しますが，この場合は彩色版11::と印刷代は著者に負担していたrきます.

別冊30部は贈呈します.それ以上ご希望の場合は 130部(実費で 100問。まで提供します.

l今後ご投稿くださる場合は， 英文タイト 11.-，key word (英語で五つ以内)を聞くださるようお願L申しあげます 1 

また，論文の最後には要約ないしまとめを必ずご記載くださるようお阪Il、申しあげます | 

|日蹴お申し込みは前金でー ー為替または娠嘗で南江堂あてご送金くださ
特 価 3，900円 干 240円(書籍小包) I l、ご転居のさいは新旧のご住所と 「整形外科」 の文字とをご記入のう

lえハガキでお知らせください(前金お申し込みの方は送料弊社負担).
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